
テスト概要

温度ショック耐性テスト：このテ
ストは急激な温度変化を短時間
内に トレーに与えるものです。
トレーを 冷たい水 (0°C) から取り
出し、それを沸騰しているお湯 
(100°C) に入れ、形状変化を調べ
ます。
破損耐性テスト：このテストは、
金属製の球を特定の高さからトレ
ーに落とし、形状変化を調べます。
ひっかき耐性テスト：磁器食器の
使用によってトレー表面に傷や摩
損が生じるかを調べます。
このテストは、磁器のお皿を手で 
トレーに押し付けた状態で左右に
動かし、トレー表面の磨耗を計り
ます。

食器洗浄機使用頻度
頻繁：頻繁に洗浄可能。
普通：1日に2、3回程度。
最少：1日1回程度。

お客様のビジネスに最適なトレーを選ぶには

バーサトレー

抗菌 バーサトレー

バーサライトトレー

ラミネーテッドカプリトレー

ラミネーテッドコルフトレー

ラミネーテッドミコノストレー

ファーストフードトレー

トレー、ノンスリップ表面付

キャンブロはフードサービス業界向
けのトレー生産における世界的なリ
ーダーです。  ご提供する幅広い製
品群では、材質、サイズ、色、形を
自由にお選びいただけるほか、カス
タマイズにも対応しています。 キ
ャンブロ社の幅広い製品群から皆様
のニーズと予算に合ったトレーをお
選びいただけます。

お客様に最適なトレー
をお選びいただくため
に、以下の点をご検討
ください。
ステップ1：トレーの使用目的
最適なトレーを選ぶには、まず用途
を指定します。 
 サービストレー 

従業員が顧客に対して商品を給仕す
るために使用します。
 ノンスリップトレー
  パトロントレー

顧客がメニューの商品を運搬するた
めに使用します。 
 表面がなめらかなトレー

ステップ2：トレーの利用対象者
適切なトレーの材質を決定するに
は、誰がトレーを利用するのかを明
確にすることが重要です。
 子供
 学生
 兵士
 会社員
 接客係

ステップ3：トレーの使用方法およ
び洗浄方法
どのようにトレーが使用されるの
か、また、通常の使用や度を超え
た使用に耐えるかなどを検討しま
す。 1日あたりの洗浄回数を推定
します。
  過度：  

必要に応じて頻繁に洗浄する
  通常：  

1日3回まで
  最小限：  

1日1回

ステップ4：トレー当たりの予算
の決定
使用目的に合った使用が行われるよ
う、適切なトレーを選びましょう。 
使用回数の多い状況が見込まれる中
で、安価なトレーを選択するのは有
効なコスト削減策ではありません。 
トレー価格は以下の要因によって変
化します。
  製造工程
  材料の材質および等級
  トレーの大きさ 
  カスタマイズの選択
  保証 

ステップ5：カスタマイズ
キャンブロ社では自社製造の大半の
トレー製品に対する高品質のカスタ
マイズオプションをご用意していま
す。 パンフレットに記載のカスタマ
イズロゴをご参照ください。 

ステップ6：その他の留意点 
お客様のビジネスにとって最適なト
レーとして重要な特徴は何かを検討
します。
  スタッキングラグ - 通気を改

善して乾燥を促進するととも
に、安定的な積み重ねに役立
ちます

 表面の衝撃緩衝
 エッジ部分の補強
 防傷・防汚
 保証のタイプ

技術試験の解説 
キャンブロ社の全トレー製品は右に
記載の各種試験を受けています。  
結果については、技術試験結果の項
目として、各トレーのページに掲載
しています。



ファイバーグラストレーポリエステルトレー

カスタムプリント

付加価値を生むカスタムプリント
お店のロゴ、商標、キャッチフレーズ、デザイン
をトレーに刷り込みお客さまにアピールでき 
ます。

注文方法
1) トレーのサイズ、カラー、パターン、デザイ
ンをお選びください 。
2) 印刷用アートワークを提出し、トレー上の位
置を指定してください。
3) トレーのタイプによって、キャンブロは1、2、 
3、または4色のアートワーク、さらに4色プロセ
スアートワークを提供することができます。  
その場合に、次が必要になります。  
a. エレクトロニックアートワークファイル,  

たはMacかPCのCD-ROM。次のファイルフォーマ
ットからお選びください。 
•  Adobe Illustrator、Adobe Photoshopファイル 

(JPEG、TIFF、またはEPS 
フォーマット)。

•  ファイルディメンションは実際の印刷の100%
サイズ (300dpi) が必要です。

b. 紙面でのイラスト：はっきりした画像で、 
スキャンできるもの。各カラーのPANTONE番号
を指定するか、4色プロセスの場合にはそれを明
記してください。
4) ご注文に印刷用アートワークが添付されてい
ない場合には、アート制作費***別途時間計算で
請求させていただきます。詳細はキャンブロの
担当者よりご連絡いたします。
5) サンプル提出： 

a. 新規ご注文に関しては、仕上がりサンプルを
お届けし、出来具合を確認していただきます。
b. 注文書をいただいた場合、最初のサンプルは 
無料になります (送料別途)。
c. 注文を伴わないサンプルや追加サンプルに対
しては、別途料金を請求させていただきます。 
–  ポリエステル、ファイバーグラスおよびラミ 

ネートレー：1枚当たりの料金*** (送料別途)。
–  ポリエチレンファーストフードトレー：1枚当

たりの料金*** (送料別途)。
d. サンプル料金は、ご注文をいただいた時点で 
請求料金から差し引きます。 
6) カスタムプリント料金は、初回注文および 
追加注文の両方に適用されます。

バーサトレー VT/GP 
バーサライトトレー VL/GL
•  カスタムプリントを入れることが 

できるトレーは次の通りです：
バーサトレー： 
VT1216、VT1418、VT2632、VT3253、  
VT3343、VT3343C、VT3646C、VT3753、VT3853、GP0540、GP1070、 
GP1080、GP3074、GP3980、GP4002、GP4210、GP4004、GP4701、 
GP4709、GP4853
バーサライトトレー： 
VL1216、VL1418、VL2632、VL3253、VL3343、VL3343C、VL3646C、VL3753 
VL3853、GL0540、GL1070、GL1080、GL3074、GL3980、GL4002、GL4210、 
GL4701、GL4709、GL4853
•  最低注文枚数：サイズ毎に120枚。
•  サンプル製作日数：印刷用アートワークを受け取ってから製作に約10日 

+ 配達に必要な日数。
•  注文納入日数：アートワークを承認し注文を確認してから、製作に最大 

4週間 + 配達に必要な日数。
•  注文を伴わないサンプルは、料金***及び送料を別途請求させていただ

きます。
利用できる印刷プロセス：
デジタルプリント - トレイ内側のプロセス：写真の複製だけでなく、 
1色または複数色のアートワークを印刷できます。
バーサトレートレーVT/GPのカスタムプリントに適したカラー： 
スペックルモカ (A21)、サハラ (A22)、 ライトグレー (A27)、 
パールホワイト (A33)、テラゾ (A86)。
次のカラーをご希望の方は、キャンブロの担当者までお問い 
合わせください: マジックイエロー (A25)、マジックミント (A26)。
バーサライトトレーVL/GLのカスタムプリントに適したカラー：  
スペックルスモーク (A20)、スペックルモカ (A21)、サハラ (A22)、 
ライトグレー (A27)、パールホワイト (A33)、テラゾ (A86)。 
印刷可能な範囲： 
アートワークは、トレーの端から1 cm中に入った位置までの範囲にしてく
ださい。
トレー1枚のカスタムプリント料金：
枚数 追加料金
120-300 ***
312-996 ***
1,008 以上 ***

***価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。 
熱化学消毒装置を使っている場合は、 ご連絡ください。適したトレーの選択をお手伝
いいたします します。

カムトレー® トレー
•  カムトレーはどのサイズでもカスタム 

プリントを入れることができます。  
(キャンブロ製品カタログに載って 
いるコンパートメントトレーを除く。)

•  最低注文枚数：サイズ毎に144枚。
•  サンプル製作日数：印刷用アートワークを受け取ってから製作に10日 + 

配達に必要な日数。
•  注文納入日数：アートワークを承認し注文を確認してから、製作は最大

4-6週間 + 配達に必要な日数。
•  注文を伴わないサンプルは、料金***及び送料を別途請求させていただき

ます。
利用できる印刷プロセス：
a. デジタルプリント - 端から端まで：写真の複製だけでなく、1色または複
数色のアートワークを印刷できます。
印刷可能なエリア：プリント領域は、トレイの上下の端から端まで表面の
100％をカバーします。Decor シリーズのCamtrayおよび一部のCamtrayで使
用できます。
b. デジタルプリント - トレイ内側： 1色または数色のカラーアートワー
ク、複製写真の印刷ができます。このプロセスは明るい色のトレーにのみ利
用できます。濃い色のトレーの場合、アートワークのカラーが濃くなってし
まいます。
4色印刷に適したトレーのカラー：アンチークパーチメント (101)、ライト
ピーチ (106)、ダークピーチ (117)、ホワイト (148)、スカイブルー (177)、
キーライム (429)、レモンシフォン (536)、キャメオイエロー (537)、 
コテッジホワイト (538)。
印刷可能な範囲：アートワークは、トレーの端から3.5 cm中に入ったとこ
ろまでの大きさにしてください。
c. シルクスクリーン プリントのカスタマイズ：最大4色可能です。このプ
ロセスは、ダークカラーのトレイに明るい色の作品に最も映えます。
印刷可能なエリア：は表面、トップ・ボトムの端から端まで100%カ
バーします。

トレー1枚のカスタムプリント料金：
枚数 追加料金
144-299 ***

300 以上 無料

*** 価格についてはキャンブロの担当者まで 
お問い合わせください。



ポリプロピレントレー

ラミネートトレー

カスタムプリント

コルフ, カプリ, ミコノス, マデイラ 
•  ラミネートトレーはどのサイズで

もカスタムプリントを入れること
ができます。標準カラー以外の色
のご希望は、カスタムプリントと
して取り扱います。

•  トレーの表面と裏面のどちらもカ
スタムプリントを入れることがで
きます。コルフトレーだけは、裏
面にのみプリントが可能です。カ
スタムプリント料金はトレー片面
印刷の料金です。

•  最低注文枚数： 
サイズ毎に120枚。

ファーストフードトレー
•   ファーストフードトレーは

1217FFHを除いて、どのサイズで
もカスタムプリントを入れること
ができます。

•  最低注文枚数： 
サイズ毎に288枚。

•  サンプル製作日数：印刷用アート
ワークを受け取ってから製作に 
10日 + 配達に必要な日数。

•  サンプル製作日数：印刷用アート
ワークを受け取ってから製作に10
日 + 配達に必要な日数。

•  注文納入日数：アートワークを
承認し注文を確認してから、製
作に最大4-6週間 + 配達に必要な
日数。

•  注文を伴わないサンプルは、料
金***及び送料を別途請求させて

いただきます。
利用できる印刷プロセス：4色プ
ロセスおよびカスタムカラーマッ
チング
a. デジタルプリント - トレイ内側： 
1色または数色のカラーアートワー
ク、複製写真の印刷ができます。
b. カスタムカラーマッチング：カス
タムカラーマッチングは、カスタム
プリントとして取り扱います。カス
タムカラーのご注文には、PANTONE
番号をキャンブロまでご提出くだ
さい。
印刷可能な範囲：アートワークは、
トレーの端から端まで、トレー表面

全体をカバーすることができます。
アートワークの寸法は、端を切るの
で、トレーサイズより縦横とも4 cm
大きくなければなりません。(例：
トレーサイズ： 36 x 46 cm – アート
ワークサイズ：40 x 50 cm)

トレー1枚のカスタムプリント料
金：
枚数 追加料金
120 以上 ***

***価格についてはキャンブロの担当者
までお問い合わせください。

•  注文納入日数：アートワークを
承認し注文を確認してから、製
作に最大4-6週間 + 配達に必要な
日数。

•  注文を伴わないサンプルは、料
金***と送料を別途請求させてい
ただきます。

利用できる印刷プロセス：
ホットスタンプ1色プロセス。テク
スチャートレー表面への印刷プロ
セスでは、ホワイトはお勧めでき
ません。
印刷可能範囲： 
アートワークのサイズは 15 x 15 cm
四方以内。
カスタムプリント料金：
初回のみの型料金： 
注文毎の料金***

トレー1枚のカスタムプリント 
料金：
枚数 追加料金
288-767 ***

768-1,199 ***

1,200-5,999 ***

6,000-11,999 ***

12,000 以上 ***

***価格についてはキャンブロの担当者
までお問い合わせください。

カムトレッドトレー

トレーバックのカスタムプリントおよ
びゴム表面のエンボス加工
•  米国からのカムトレッド: 

トレーの背面の個人化は 1600CT 
でのみ可能。カムトレッドすべての
サイズにおいて、表面にゴムがエ
ンボス加工されています。

•  ヨーロッパからのカムトレッド: 
可能なサイズ: 
1100, 1400CT,1600CT,1800CT

•  サンプル作製日数: 
撮影用アートワークを受け取ってか
ら実働10 日に、送付に必要な日数を
足した日数。
•  注文品作製日数:アートワークが承

認され確定注文をいただいてから
4-6週間に、送付に必要な日数を
足した日数。

確定注文を伴わず2枚以上のサンプ
ルをご希望の場合は、2枚目のサンプ
ルから別途料金を請求させていただ
きます ***。 
(送付コストは別に加算)
トレーバックのカスタムプリントのプリ
ンティング工程: 
4色プリンティング工程によって、1色
または多色のアートワークや写真複
製が可能となります。
米国からのカムトレッド:トレーバック
のカスタムプリントには、ホワイトの
トレーをお勧めいたします。
印刷エリア:アートワークは、トレー
の平らな表面上に、外側の端から
2.54 cmのところまで入れることがで
きます。

カスタムプリント料金 (1枚毎):
枚数 追加料金
米国からのカムトレッド

72-144 *** 

145-288  ***

289-432  ***

433 以上 無料
ヨーロッパからのカムトレッド

120 以上 ***

 

ゴム表面のエンボス加エ電子ファイル
のフォーマット: 
Adobe Illustrator EPSフォーマット。
エンボス加工印刷エリア: 
アートワークは、トレーの平らな表面
上に、内側の端から2.54 cmのところ
まで入れることができます。
エンボス加工カスタムプリント料金ト
レー1枚につき:
枚数 追加料金
米国からのカムトレッド

72 and up *** 
ヨーロッパからのカムトレッド

156 以上 ***

***価格についてはキャンブロの担当者
までお問い合わせください。



 ポリエステルトレーライン  バーサライトトレー

– バーサトレー Ecologic Series 
– バーサトレー Plus 
– バーサトレ 
–  Century™ テクスチャード加工の木

製トレイ
– Century Fun バーサトレ

– VL/GL Century Fun バーサトレ 
– VL/GL バーサトレ 
– VL/GL ノンスリップ表面トレ
標準性能ポリエステルトレーは、 
ファイバーグラスと標準ポリエ 
ステル樹脂製。

高性能ポリエステルトレーは、長い
繊維の頑強な補強マットとファイバ
ーグラスでできていて、衝撃に対して
非常に強くできています。カラー 
付きイソフタル酸ポリエステル樹脂
が化学薬品とUVに対して高い耐性 
発揮します。

(1)  個別のバーサトレイとデコール
付きバーサトレイは表面がメラミ
ン樹脂に覆われており、汚れ、磨
耗、傷に対する強度を増強して
います。

社員食堂/ 
カフェテリア/ 

ルーム

ケータリング / 
宴会

学校 病院 ホテルの 
ルームサービス

軍隊 レストラン / カフェ /  
ブラッセリー / パブ 

バー / クラブ

トレー製品ガイド

ポリエステルトレーライン

用途

トレー名 Century™  
テクスチャード加工
の木製トレイ 
216 ページ

Century™ Fun  
バーサトレ: 
バーサトレー VT/GP
バーサライトトレー  
VL/GL 217 ページ

バーサトレー  
Ecologic Series
215 ページ

バーサト 
レー Plus
215 ページ

バーサトレー VT/GP
218-219 ページ

バーサライトトレー  
VL/GL 220-221 ページ

素材 SMC-標準性能 ファ 
イバーグラス  
補強ポリエステル

SMC-標準性能 ファ 
イバーグラス  
補強ポリエステル

天然素材 +  
SMC-高性能ファ 
イバーグラス補強 
ポリエステル

SMC-高性能ファ 
イバーグラス補強 
ポリエステル

SMC-高性能フ 
ァイバー 
グラス補強 ポリ 
エステル

SMC-高/標準性能  
ファイバーグラス  
補強ポリエステル

表面 テクスチャー加工/  
テクスチャー加工 
ノンスリップ

滑らか 滑らか 滑らか 滑らか 滑らか

評価 優良 優良 優良 優良 優良 優良
カスタムプリント 不可 可 ∆ 熱耐性 : 90˚C 可 ∆ 熱耐性: 90˚C 不可 可 ∆ 熱耐性 : 90˚C 可 ∆ 熱耐性 : 90˚C
保証年数** 5 3 5 5 5 3
スタッキング ラグ* 有 有 有 有 有 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁 可 – 普通 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 普通
化学薬品耐性 優良 良好 優良 優良 優良 良好
乾燥テスト 優良 優良 優良 優良 優良 優良
温度ショック 耐性 優良 良好 優良 優良 優良 良好
破損耐性 優良 良好 優良 優良 優良 良好
ひっかき耐性 優良 良好 優良 優良 優良 良好
シミ耐性 優良 良好 優良 優良 優良 良好
熱耐性 -40˚ to +90˚C ‡ -40˚ 〜 +90˚C ‡ -40˚ 〜 +140˚C ‡ -40˚ 〜 +140˚C ‡ -40˚ 〜 +140˚C ‡ -40˚ 〜 +130˚C ‡
サイズ数 4 2 5 5 22 15
形状数 1 1 4 4 9 7
カラー数 7 4 2 1 12 7
*スタッキングラグによって通気性が良くなり、重ねた際に安定します。　**不良品に対する比例配分保証。　‡ホットカートでの使用はお勧めできません。
∆価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。　熱化学消毒装置を使っている場合は、 ご連絡ください。適したトレーの選択をお手伝いいたします します。



– カムトレー 
– デコシリーズカムトレー 
– EpicTreadトレー 
– ダイエタリートレー 
– カムライトトレー

 ファイバーグラストレー

トレー製品ガイド

ポリエステルトレーライン ファイバーグラストレー

用途

トレー名 ラバーノンスリップ 
バーサライトトレー
VL/GL 222 ページ

デコシリーズ  
カムトレー 
223ページ

カムトレー ®
224-227ページ

EpicTread™ トレー
228 ページ

ダイエタリートレー
229 ページ 

カムライトトレー
229 ページ

素材 SMC-標準性能  
ファイバーグラス 
補強ポリエステル  
+ ラバーノンス 
リップ表面

ファイバーグラ 
ス層 + ポリエス 
テル樹脂

ファイバーグラ 
ス層 + ポリエス 
テル樹脂

ファイバーグラ 
ス層 +ノンスリッ 
プの撥水性加工

ファイバーグラ 
ス層 + ポリエステ
ル樹脂

ファイバーグラス 
層 + ポリエステル
樹脂

表面 ラバーノンスリップ 滑らか 滑らか ノンスリップ 滑らか 滑らか
評価 優良 優良 優良 良好 優良 優良
カスタムプリント 不可 可 ∆ 熱耐性 :  

100˚C
可 ∆ 熱耐性 :  
100˚C

不可 不可 不可

保証年数** 3 5 5 2 1 3
スタッキング ラグ* 有 有 有 有 有 有
食器洗浄機使用 可 – 普通 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 普通 可 – 頻繁 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好 良好 良好 良好 良好 良好
乾燥テスト 優良 優良 優良 良好 優良 優良
温度ショック耐性 良好 優良 優良 良好 優良 優良
破損耐性 良好 優良 優良 良好 良好 良好
ひっかき耐性 良好 優良 優良 良好 良好 良好
シミ耐性 良好 優良 優良 良好 優良 優良
熱耐性 -40˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ to +90˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡
サイズ数 7 3 40 6 6 6
形状数 3 1 7 2 1 2
カラー数 2 4 52 6 52 9
*スタッキングラグによって通気性が良くなり、重ねた際に安定します。
**不良品に対する比例配分保証。
∆価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。
‡ホットカートでの使用はお勧めできません。

丈夫なグラスファイバーの内部で作
られたことは、衝撃や汚れに抵抗す
るためにポリエステル樹脂に結合さ
れたタフな内部基盤と滑らかな表面
を提供します。

社員食堂/ 
カフェテリア/ 

ルーム

学校 フードコート / 
スナックショップ / 
ファーストフード

病院 ケータリング / 
宴会

ホテルの 
ルームサービス

軍隊 レストラン / カフェ /  
ブラッセリー / パブ 

バー / クラブ

 バーサライトトレー

–  VL/GL ラバーノンスリップ 
バーサライトトレ

標準性能ポリエステルトレーは、 
ファイバーグラスと標準ポリエ 
ステル樹脂製。



トレー製品ガイド

カムウェア® トレー ファイバーグラストレー ポリプロピレントレー

用途

トレー名 カムウェア®トレー
230 ページ

カムウェア®トレー、 
ノンスリップ表面付
230 ページ

カムトレッドトレー
デザイナーシリーズ
232 ページ

トレッドライト™ 
トレー 
233 ページ

ポリトレッド® 
トレー
233 ページ 

素材 カムウェア カムウェア +  
ノンスリップ表面

ファイバーグラス層 +  
ポリエステル樹脂 +  
ラバーノンスリップ表面

ファイバーグラス層 +  
ポリエステル樹脂 +  
ラバーノンスリップ表面

ポリプロピレン  
+ ラバー
ノンスリップ表面

表面 テクスチャー ノンスリップ ラバーノンスリップ ラバーノンスリップ ラバーノンスリップ
評価 優良 優良 優良 良好 良好
カスタムプリント 不可 不可 可 ∆ 不可 不可
保証年数** 3 3 5 1 1
スタッキング ラグ* 有 有 有 有 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 最少
化学薬品耐性 良好 良好 良好 良好 良好
乾燥テスト 優良 優良 優良 良好 良好
温度ショック耐性 優良 優良 優良 良好 良好
破損耐性 優良 優良 良好 良好 良好
ひっかき耐性 非常に良好 良好 優良 良好 良好
シミ耐性 非常に良好 良好 良好 良好 良好
熱耐性 -40˚ 〜 +99˚C ‡ -40˚ 〜 +82˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +80˚C ‡ -10˚ 〜 +80˚C ‡
サイズ数 2 2 16 2 6
形状数 3 2 5 1 2
カラー数 5 3 3 3 2
*スタッキングラグによって通気性が良くなり、重ねた際に安定します。
**不良品に対する比例配分保証。
∆価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。
‡ホットカートでの使用はお勧めできません。

 カムウェアトレー 

– カムウェアトレー
非常に丈夫で、取扱が容易な 
カムウェア製です。

–  カムウェアトレー、 
ノンスリップ表面付

非常に丈夫で、取扱が容易な カムウ
ェア製です。滑り止め加工の透明な凹
凸が付いた表面は、傷に強いです。

– カムトレッドトレー 
– トレッドライトトレー 
丈夫なグラスファイバーの内部で作
られたことは、衝撃や汚れに抵抗す
るためにポリエステル樹脂に結合さ
れたタフな内部基盤と滑らかな表面
を提供します。

– ポリトレッド® トレー
ポリトレッドトレーは、ノンスリップラ
バー表面がトレーに直接加工されて
いるので。

ポリプロピレントレー ファイバーグラストレー

社員食堂/ 
カフェテリア/ 

ルーム

学校 フードコート / 
スナックショップ / 
ファーストフード

病院 ケータリング / 
宴会

ホテルの 
ルームサービス

軍隊 レストラン / カフェ /  
ブラッセリー / パブ 

バー / クラブ



 ラミネートトレー ウッドトレー

– コルフ* 
– カプリ 
– ミコノス 
– マデラ
メラミン浸透紙を圧縮して数枚 
重ね、合成樹脂と組み合わせ、 
高圧高熱処理を施しております。

表面は二重の高圧メラミンに覆わ
れているので、洗浄機での洗浄が可
能です。
*  積層トレーには、滑り止めのゴムがトレ

ー表面に直接接着されています。
注意：ラミネートトレー製品は、乾燥させ
てから積み重ねてください。

– 滑らかな表面 
– ノンスリップ表面
本物の薄板ブナ材と合成樹脂を 
組み合わせて、高圧高熱処理を 
施しております。
表面は二重の高圧メラミンに覆わ
れているので、洗浄機での洗浄が可
能です。

トレー製品ガイド

社員食堂 / 
カフェテリア / 

ルーム

ケータリング / 
宴会

ホテルの 
ルームサービス

レストラン / カフェ /  
ブラッセリー / パブ 

バー / クラブ

ウッドトレー ラミネートトレー

用途

トレー名 ウッドトレー
滑らかな表面
234 ページ

ウッドトレー、 
ノンスリップ表面
235 ページ

コルフラミネートトレ
ー、ラバーノンスリッ
プ 表面
235 ページ

カプリ ラミネート 
トレー、滑らかな 
表面
236-237 ページ

ミコノスラミネートト 
レー、ノンスリップ 
表面
238 ページ

マデラ ラミネートトレ
ー、テクスチャー テクス
チャー ウッド表面
239 ページ

素材 薄板ブナ材 薄板ブナ材 /マホ 
ガニー + ノンスリ 
ップ表面

ラミネート + ラ 
バー ノンスリップ
表面

ラミネート ラミネート + ノ 
ンスリップ表面

ラミネート

表面 滑らか ノンスリップ ラバーノンスリップ 滑らか ノンスリップ テクスチャー
評価 良好 良好 優良 良好 良好 良好
カスタムプリント 不可 不可 可† 可 可 不可
保証年数** 3 3 3 3 3 3
スタッキング ラグ* 有 有 なし なし なし なし
食器洗浄機使用 可 – 普通 可 – 最少 可 – 最少 可 – 最少 可 – 最少 可 – 最少
化学薬品耐性 優良 良好 優良 優良 良好 優良
乾燥テスト 良好 良好 良好 良好 良好 良好
温度ショック耐性 良好 良好 良好 良好 良好 良好
破損耐性 良好 良好 良好 良好 良好 良好
ひっかき耐性 良好 良好 良好 良好 良好 良好
シミ耐性 良好 良好 良好 優良 良好*** 優良
熱耐性 -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡
サイズ数 14 7 8 22 15 11
形状数 4 3 2 5 3 4
カラー数 1 1 1 13 6 5
*スタッキングラグによって通気性が良くなり、重ねた際に安定します。
**不良品に対する比例配分保証。
***バーチ(E75)は、シミ耐性に限りがあります。
‡ホットカートでの使用はお勧めできません。
†コルフトレーは裏側にのみカスタムプリントが可能です。



トレー製品ガイド

ポリプロピレントレー コンパートメントトレー ディスプレートレー

用途

トレー名 ファーストフード 
トレー
240 ページ 

カムウェア®トレー
241-244  ページ 

ABS
241 ページ

耐熱トレー
244 ページ

コポリマートレー
245 ページ

マーケットトレー
245 ページ

素材 ポリプロピレン カムウェア ABS 耐熱プラスチック コポリマー ファイバーグラス層 
+ポリエステル樹脂

表面 テクスチャー テクスチャー テクスチャー テクスチャー テクスチャー 滑らか
評価 良好 優良 優良 優良 優良 優良
カスタムプリント 可 ∆ 熱耐性 : 80˚C 不可 不可 不可 不可 不可
保証年数** 3 3 2 2 2 3
スタッキング ラグ* 有 有 有 有 有 有
食器洗浄機使用 可 – 最少 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 最少 可 – 頻繁
化学薬品耐性 優良 良好 優良 非常に良好 優良 良好
乾燥テスト 良好 優良 優良 非常に良好 優良 優良
温度ショック耐性 良好 優良 良好 非常に良好 良好 優良
破損耐性 良好 優良 良好 非常に良好 優良 良好
ひっかき耐性 良好 非常に良好 非常に良好 非常に良好 非常に良好 良好
シミ耐性 良好 非常に良好 非常に良好 非常に良好 非常に良好 優良
熱耐性 -10˚ 〜 +80˚C ‡ -40˚ 〜 +99˚C ‡ -10˚ 〜 +82˚C ‡ -40˚ 〜 +149˚C -10˚ 〜 +80˚C ‡ -10˚ 〜 +100˚C ‡
サイズ数 4 8 1 1 4 19

形状数 2 7 1 1 3 2

カラー数 14 10*** 6 1 7 5
*スタッキングラグによって通気性が良くなり、重ねた際に安定します。
**不良品に対する比例配分保証。
***トレーのスタイルによっては、ない場合もあります。
∆価格についてはキャンブロの担当者までお問い合わせください。
‡ホットカートでの使用はお勧めできません。

 ディスプレートレー コンパートメントトレー

– マーケットトレー
耐衝撃性に優れたファイバーグラス
製で、防臭機能付き。

– カムウェアトレー
非常に丈夫で、取扱が容易な 
カムウェア製です。
– ABS トレー
ABS

– コポリマートレー
柔軟性があり経済的な、 
コポリマー製です
– 耐熱トレー
熱に強い素材でできています。 

– ファーストフードトレー
ファーストフードトレーは表面が 
テクスチャーになっているので 
傷が目立たず、しっかり持てるので扱
いが容易です。

 ポリプロピレントレー

デリ / ビュッフェ 
ディスプレー

学校 フードコート / 
スナックショップ / 
ファーストフード

ミール 
デリバリー

軍隊 刑務所 / 
更生施設



比例配
分計算

‡ホットカートでの使用はお勧めでき
ません。
熱化学消毒装置を使っている場合は、ご
連絡ください。適したトレーの選択をお
手伝いいたしますします。

ライトオーク 
(F86)

ブラウンオ
ーク (F87)

グレイオ 
ーク (F91)

ブラックマ
ット (110)

ブラウンオリ
ーブ (F90)

ライトオリ
ーブ (F89)

ダークオーク 
(F88)

CENTURY™ テクスチャード加工の木製トレイ

仕様
素材 SMC – 高性能ファイバー 

グラス補強ポリエステル
表面特性 テクスチャー加工/テクスチャー加工ノンスリップ
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 優良
ひっかき耐性 優良
シミ耐性 優良
熱耐性 -40˚〜 +90˚C‡

用途
高い使用頻度での利用
– 病院
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊
– ホテルのルームサービス

CELからの最小注文単位：288点。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び購入可能。

品番 サイズ 数量
Century テクスチャード加工のスムースな表面
VTC2632T 26,5 x 32,5 cm 12
VTC3343T 33 x 43 12
VTC3646T 35,5 x 45,7 12
VTC3253T 32,5 x 53 12
VTC3753T 37 x 53 12

Century テクスチャード加工のノンスリップ表面
VTC2632TNS 26,5 x 32,5 cm 12
VTC3343TNS 33 x 43 12
VTC3646TNS 35,5 x 45,7 12
VTC3253TNS 32,5 x 53 12
VTC3753TNS 37 x 53 12

Century スレッドテクスチャード加工のノンスリップ表面
VTCT2632T 26,5 x 32,5 cm 12
VTCT3343T 33 x 43 12
VTCT3646T 35,5 x 45,7 12
VTCT3253T 32,5 x 53 12
VTCT3753T 37 x 53 12
 カラー: ブラックマット (110)。

センチュリープラス テクスチャーサーフェス
VTC2632T 26,5 x 32,5 cm 12
VTC3343T 33 x 43 12
VTC3646T 35,5 x 45,7 12
VTC3253T 32,5 x 53 12
VTC3753T 37 x 53 12
 カラー: ソリッドブラック (S60)。



VT3646C

CENTURY™ FUN バーサトレー – カラフルなトレーでテーブルに華やぎを

仕様 Versa Tray Versa Lite Tray
素材 SMC – 高性能ファイバー 

グラス補強ポリエステル
SMC – 標準性能ファイバー 
グラス補強ポリエステル

表面特性 滑らか 滑らか
評価 優良 優良
スタッキングラグ 有 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁 可 – 普通
化学薬品耐性 優良 良好
乾燥テスト 優良 優良
衝撃耐性 優良 良好
破損耐性 優良 良好
ひっかき耐性 優良 良好
シミ耐性 優良 良好
熱耐性* -40˚〜 +90˚C‡ -40˚〜 +90˚C‡

強化ポリエステル製の
コーナー部分 コーナー
とエッジに優れた 衝撃
保護を提供します。

スタッキングラグがト
レーを所定の場所で
しっかりと積み重ね、
適切な空気の循環を
確保します。

バーサライトセンチュリー
トレーは、エッジが低く人
間工学に基づくコーナー
設計で、使い心地を改善
します。

品番 サイズ 数量
Versa バーサトレー
VT1418 35.5 x 45.7 cm 12
VT3343C 33 x 43 12
VT3646C 35.5 x 45.7 12
Versa Lite バーサトレー
VL1418 35.5 x 45.7 12
VL3343C 33 x 43 12
VL3646C 35.5 x 45.7 12

ラズベリーx 
白のトレー  
(F02)

パールグレーx
白のトレー  
(F04)

カスタムプリ ント
色味を正確に再現できるPMSカラーか
らお好きな色で貴店らしさを演出でき
ます。
最小発注量： 120個。
貴店らしさを演出できるPMSカラーの特
注手続きとお選びいただける色について
は「パーソナライゼーション」セクション
をご参照ください。
ご不明の点については、キャンブロ 
社にお問い合わせください。

Century Funトレーは頻繁な使用に耐
えるよう製造されています。 キズ、
汚れ、化学薬品、破壊への耐性を備
えたCentury Funトレーは、真っ白なト
レーにわせをご用意しています。  
店内（食器類、家具類、壁など）にマ
ッチした色合いのトレーをお選びい
ただけます。

比例配
分計算

比例配
分計算

‡ホットカートでの使用はお勧めでき
ません。
カスタムプリントに関しては 208 ページ
を参照。
*カスタムプリント，耐性: 90˚C。

用途
高い使用頻度での利用
– 病院
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよび 
からのみ購入可能。

ライトオーク 
(F86)

ブラウン 
オリーブ 
(F90)



S60A86A27

‡ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。

仕様
素材 天然素材 + ポリエステル
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 優良
ひっかき耐性 優良
シミ耐性 優良
熱耐性 -40˚ 〜 +140˚C‡

比例配
分計算

ポリエステルバーサトレー、ECOLOGIC SERIES

品番 サイズ
バーサトレー – 高プロフィールタイプ
VTE1418 35.5 x 45.7 cm
VTE3343 33 x 43
バーサトレー – 低プロフィールタイプ
VTE3253 32.5 x 53
VTE3753 37 x 53
バーサセンチュリー™トレー – 低プロフィールデザインタイプ
VTE3646C 35.5 x 45.7
バーサトレー – フラットエッジタイプ
GPE0540 34.4 x 46
GPE3980 37 x 53
GPE4002 32.5 x 53
GPE4004 32.5 x 53
 数量: 12　*フライトタイプ食器洗浄機のコンベアーベルトに自動投入されても傷まない
ように縁の部分を補強してあります。　**きめのある表面なのでお皿が滑りません。

用途
高い使用頻度での利用
– 病院
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊

ライトグレー テラゾ

トレーカラー：トレーカラー：

CELからの最小注文単位：240点。 CELからの最小注文単位：240点。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び購入可能。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び購入可能。

‡ホットカートでの使用は
お勧めできません。

比例配
分計算

ポリエステルバーサトレー PLUS

ブラック

品番 サイズ
バーサトレー – 高プロフィールタイプ
VT1418 35.5 x 45.7 cm
VT3343 33 x 43
バーサトレー – 低プロフィールタイプ
VT2632 32.5 x 26.5
VT3253 32.5 x 53
VT3753 37 x 53
バーサセンチュリー™トレー – 低プロフィールデザインタイプ
VT3646C 35.5 x 45.7
バーサトレー – フラットエッジタイプ
GP1070 32.5 x 26.5
GP3980 37 x 53
GP4002 32.5 x 53
GP4002 32.5 x 53
 数量: 12　*フライトタイプ食器洗浄機のコンベアーベルトに自動投入されても傷まない
ように縁の部分を補強してあります。　**きめのある表面なのでお皿が滑りません。

仕様
素材 SMC – 高性能ファイバーグラス 補強

ポリエステル
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 優良
ひっかき耐性 優良
シミ耐性 優良
熱耐性 -40˚ 〜 +140˚C‡

用途
高い使用頻度での利用
– 病院
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊

長持ちする環境にやさしい



VT3753

VT3646C

VT1418

‡ホットカートでの使用はお勧めできません。

ポリエステルバーサトレー、滑らかな表面

用途
高い使用頻度での利用
– 病院
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊

高プロフィールタ
イプ

低プロフィールタ
イプ

フラットエッジ 
タイプ

仕様
素材 SMC – 高性能ファイバーグラス補強

ポリエステル
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 優良
ひっかき耐性 優良
シミ耐性 優良
熱耐性* -40˚ 〜 +140˚C‡

カスタムプリ ントに関しては 208ページを参照。

斬新な低プロフィールデザ
インで角も低くなっているた
め、トレー表面のスペースが
十分に利用でき、食事がとり
やすい形です。

低プロフィール 
デザインタイプ

バーサトレー – 高プロフィールタイプ

バーサトレー – 低プロフィールタイプ

バーサトレー – 低プロフィールデザインタイプ

品番 サイズ 数量
バーサトレー – 高プロフィールタイプ
VT1216 30.5 x 41.5 cm 12
VT1418 35.5 x 45.7 12

VT1418TR – トラペゾイド 35.5 x 45.7 12

VT1520 38 x 51.5 12

VT1520TR – トラペゾイド 38 x 51.5 12

VT3343 33 x 43 12

品番 サイズ 数量
バーサトレー – 低プロフィールタイプ
VT2632 32.5 x 26.5 cm 12
VT3253 32.5 x 53 12
VT3753 37 x 53 12
VT3853 37.5 x 53 12

品番 サイズ 数量
バーサセンチュリー™トレー – 低プロフィールデザインタイプ
VT3646C 35.5 x 45.7 cm 12
VT3343C 33 x 43 12

比例配
分計算 *カスタムプリ ント，耐性: 90˚C。

VT3646C

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよび 
からのみ購入可能。



GP4002

GP55653

GP55702

GP55703

GP4410

GP4853

A86

A83

A72

A36

A33

A26

A25

A22

A21

A27

GP3788

GP4004

A19

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び からのみ購入可能。

正方型テーブル 
80 x 80 cm 

GP4210

六角型テーブル  
一辺の長さ： 
70 cm GP4210

正方型テーブル 
95 x 95 cm 

GP4853

円型テーブル
直径 135 cm 

GP4853

スペックルモカ 

サハラ

スペックルブルー

マジックイエロー

マジックミント

ライトグレー

パールホワイト

チャコール

グラニット

テラゾ

トレーカラー：

品番 サイズ 数量
バーサトレー – フラットエッジタイプ
GP0540* 46 x 34.4 cm 12
GP1070* 32.5 x 26.5 12
GP1080* 37 x 26.5 12
GP3074 45 x 32 12
GP3788 39 x 51 12
GP3980* 53 x 37 12
GP4002* 53 x 32.5 12
GP4004** 53 x 32.5 12
GP4701 42.5 x 32.5 12
GP4709 46 x 32.5 12
GP4856* 34.5 x 23 12
*フライトタイプ食器洗浄機のコンベアーベルトに自動投入されても傷まないように縁の
部分を補強してあります。 
**きめのある表面なのでお皿が滑りません。(A72) はありません。

ポリエステル模様付きバーサトレー、滑らかな表面

バーサトレー – フラットエッジタイプ

バーサトレー – カフェトレー

バーサトレー – スペースセーバートレー

ポリエステルバーサトレーVT/GPは、加熱式ミールデリバリーカートご利用のお客様には推奨しません。 製品の正しい使い
方や特別な使用法についてのご質問は、 キャンブロ社カスタマーサービス、または、Presswerk Köngen GmbHまでお問い合
わせください。 キャンブロ社は当社商品がお客様にできるだけ長くお使いいただけるよう、取り扱い上の留意点を明確に
表示します。*グレー模様A19とチャコールA72の商品は、取り扱い上の誤りによって傷が残る場合があります。

品番 サイズ 数量
バーサトレー – カフェトレー
GP55653 40 x 27 cm 12
GP55702 26 x 20 12
GP55703 29 x 21 12

品番 サイズ 数量
バーサトレー – スペースセーバートレー
GP4210 - トラペゾイド 48 x 34 cm 12

GP4410 - トラペゾイド 32.5 x 42.5 12

GP4853 42.4 x 32.5 12

グレー模様*



GL4002

GL4210

GL4002

高プロフィー
ルタイプ

低プロフィー
ルタイプ

フラットエッジタ
イプ

薄型エッジが平坦な
デザイン

ポリエステルバーサライトトレー、滑らかな表面

仕様
素材 SMC – 標準性能ファイバーグラス補

強ポリエステル
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 普通
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性* -40˚ 〜 +130˚C‡

正方型 
テーブル 
80 x 80 cm 
GL4210

六角型テーブル 
一辺の長さ： 
70 cm GL4210

低プロフィール 
デザインタイプ

バーサライトトレー – フラットエッジタイプ

バーサライトトレー – スペースセイバートレー

用途

通常の使用頻度 / 経済性も重視
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊
– ホテルのルームサービス

品番 サイズ
バーサライトトレー – フラットエッジタイプ
GL0540† 46 x 34.4 cm
GL1070† 32.5 x 26.5
GL1080† 37 x 26.5
GL3074 45 x 32
GL3980† 53 x 37
GL4002† 53 x 32.5
GL4060 40 x 60
GL4701 42.5 x 32.5
 数量: 12 
*フライトタイプ食器洗浄機のコンベアーベルトに自動投入
されても傷まないように縁の部分を補強してあります。

品番 サイズ
バーサライトトレー スペースセイバートレー
GL4210 – トラペゾイド 48 x 34 cm

 数量: 12

比例配
分計算

‡ホットカートでの使用はお勧めできません。
カスタムプリ ントに関しては 208ページ
を参照。
*カスタムプリ ント，耐性: 90˚C。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよび 
からのみ購入可能。



VL3646C

VL3753

GL210P

GL220P

A20

A21

A22

A27

A33

A83

A86

ポリエステルバーサライトトレー、滑らかな表面

スペックルスモーク

スペックルモカ

サハラ

ライトグレー

グラニット

パールホワイト

テラゾ

トレーカラー：

斬新な低プロフィールデザイン
で角も低くなっているため、 
トレー表面のスペースが十分
に利用でき、食事がとりやすい
形です。

バーサライトトレー – 高プロフィールタイプ

バーサライトトレー – 低プロフィールタイプ

バーサライトトレー –  
薄型で、エッジが平坦なデザイン

バーサライトセンチュリー™トレー – 
低プロフィールデザインタイプ

品番 サイズ
バーサライトトレー – 高プロフィールタイプ
VL1014 27 x 35 cm
VL1216 30.5 x 41.5
VL3343 33 x 43
VL1418 35.5 x 45.7

VL1418TR – トラペゾイド 35.5 x 46

VL1520 38 x 51.5

VL1520TR  – トラペゾイド 38 x 51.5

 数量: 12

品番 サイズ
バーサライトトレー – 低プロフィールタイプ
VL2632 32.5 x 26.5 cm
VL3253 32.5 x 53
VL3753 37 x 53
 数量: 12

品番 サイズ
バーサライトトレー – 薄型で、エッジが平坦なデザイン
GL220P 32.5 x 53 cm
GL210P 37 x 53
 数量: 12

品番 サイズ
バーサライトセンチュリー™トレー – 低プロフィールデザイン
タイプ
VL3646C 35.5 x 45.7 cm
VL3343C 33 x 43
 数量: 12

VL1418

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよび 
からのみ購入可能。



GL4002RNS

VL1418RNS
GL1070RNS

GL3980RNS VL3600RNS

VL2129RNS

A83

A87

用途
通常の使用頻度 / 経済性も重視

– 宴会
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ
– ケイタリング
– ブラッセリー

フラットエッジ
タイプ

高プロフィール
タイプ

ポリエステルバーサライトトレー、ラバーノンスリップ表面

仕様
素材 SMC – 標準性能ファイバーグラス補

強ポリエステル+ ラバーノンスリップ
表面特性 ラバーノンスリップ
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 普通
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -40˚〜 +100˚C‡

ブラック

グラニットトレイに 
グレイ

模様とトレー 
ベースカラー ：

‡ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。

品番
直径/ 
サイズ 数量

バーサライトトレー – 高プロフィールタイプ
VL1418RNS 35.5 x 45.7 12
バーサライトトレー – フラットエッジタイプ
GL1070RNS* 32.5 x 26.5 12
GL4002RNS* 53 x 32.5 12
GL3980RNS* 53 x 37 12
バーサライトトレー – カフェトレー
VL2129RNS 21 x 29 12
VL3200RNS 直径 32 12

VL3600RNS 直径 36 12
*フライトタイプ食器洗浄機のコンベアーベルトに自動投入 
されても傷まないように縁の部分を補強してあります。

比例配
分計算

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び Cambro Özay Bulgaria からのみ購入
可能。



デコシリーズ CAMTRAYS®

DÉCOR シリーズ EPICTREAD™CAMTRAYS

•  木目調の表面は本物の木の外観
を作り出します。

•  クラシックなCamtrayの耐久性。
•  高級従業員の食事、レストラン、 

カフェテリア、学校、フードコート、
病院に最適です。

•  フルカラーのロゴ、またはデザイ
ンでトレイ表面の一部・全体をパ
ーソナライズします。

•  市販の食器洗い機でも安全です。

•  クリアなEpicTreadの滑り止め表面
を備えたDécorシリーズのデザイン
とテクスチャ

•  忙しいカフェテリアで食べ物や料
理の流出を減らすのに最適です。

•  病院のフードサービス向けの優れ
たソリューションで、ペーパートレ
イマットなしで美しい患者トレイ
のプレゼンテーションを提供しま
す。

•  フルカラーのロゴ、またはデザイン
でトレイ表面の一部・全体をパー
ソナライズします。

•  市販の食器洗い機でも安全です。

品番 サイズ 数量
1216DC 30.5 x 41.5 cm 12

1418DC 35.5 x 45.7 12

1520DC 38 x 51 12

品番 サイズ 数量
1216DCET 30.5 x 41.5 cm 12

1418DCET 35.5 x 45.7 12

1520DCET 38 x 51 12

 カラー：チャコールグレー(815)、ライトオ
リーブ(820)、ダークオーク (825)、ライトオ
ーク(830)。

144以上のご注文でパーソナライズ可能
です。

チャコール 
グレー (815)

ライトオリーブ 
(820)

ダークオーク 
(825)

ライトオーク 
(830)

比例配
分計算

 カラー： チャコールグレー(815)、ライトオ
リーブ(820)、ダークオーク (825)、ライトオ
ーク(830)。

144以上のご注文でパーソナライズ可能
です。

比例配
分計算



1520

1418

1216

1014

カムトレー® ファイバーグラストレー、滑らかな表面

仕様
素材 ファイバーグラス層 + ポリエステ

ル樹脂
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 優良
ひっかき耐性 優良
シミ耐性 優良
熱耐性 -10˚ 〜 +100˚C‡

高プロフィー
ルタイプ

用途
高い使用頻度での利用
– 病院
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊
– ホテルのルームサービス

低プロフィー
ルタイプ

カスタムプリントに関して
は 208 ページを参照。

‡ホットカートでの使用はお勧めで
きません。

品番 サイズ 数量
角型 – 高プロフィールタイプ
810† 20.5 x 25 cm 12
915† 22 x 38 12
926*† 22.5 x 65 x 2.5 12
1014† 米国/中国産 27 x 35 12

1015* 26 x 38 24
1116* 27.5 x 40.5 24
1216† 米国/中国産 30.5 x 41.5 12

1313† 33 x 33 12
1318*† 32 x 45 x 3 12
1418† 米国/中国産 35.5 x 45.7 12

1520† 米国/中国産 38 x 51.5 12

1622† 40.5 x 56 12
16225*† 42 x 57 12
1826† 45.5 x 65.5 6
角型 – 低プロフィールタイプ
46† 11 x 15 12
57*† 12.5 x 18 12
2025*† 53 x 65 6
3253 米国/中国産 32 x 53 12

†グループ I カラーと柄およびグループ III 
柄が揃っています。

∆グループ I カラーと柄が揃っています  
(ドイリーを除く)。

*特別注文の場合、返品はご容赦願い
ます。

比例配
分計算



36" (914mm)

36" (914mm)

36" (914mm)

36" (914mm)

36" (914mm)

36" (914mm)

36" (914mm)

36" (914mm)

36" (914mm)

1400
1600

2500
9001100

1418H

品番
直径/
サイズ 数量

トラペゾイド – 高プロフィールタイプ
1418TR*† 35.5 x 45.7 cm 12
1422TR*† 35.5 x 56 12
トラペゾイド – 低プロフィールタイプ
1520TR*† 37 x 49.5 12
楕円 – 低プロフィールタイプ
2500* 49 x 61 6
2700* 56 x 68.5 6
丸型 – 高プロフィールタイプ
900* ø 23 12
1000* ø 25.5 12
1100 ø 28 12
1200* ø 30.5 12
1300* ø 33 12
1400 ø 35.5 12
1600 ø 40.5 12
丸型 – 低プロフィールタイプ
1550* ø 40.5 12
1950* ø 49.5 12

カムトレー® ファイバーグラストレー、滑らかな表面

†グループ I カラーと柄およびグループ III 
柄が揃っています。

グループ I カラーと柄が揃っています  
(ドイリーを除く)。

*特別注文の場合、返品はご容赦願い
ます。

比例配
分計算

品番 サイズ 数量
メートル法長方形 – 高プロフィール形
3242 31.9 x 41.9 cm 12
3853* 37.5 x 53 12
メートル法長方形 – 低プロフィール形
2632* 26.5 x 32.5 12
3046* 30 x 46 12
3343 33 x 43 12
3753* 37 x 53 12
カムトレー® 取手つき
1418H*❖ 35.5 x 45.7 12

1520H*❖ 38 x 51.5 12

カムトレー取手つき

トラペゾイド

楕円と丸型

メートル法長方形

カスタムプリントに関しては 208 ページ
をご覧ください。  
1418Hと1520H は4色のカラープリント
処理のみで使用可能です。詳細に関し
ては、ファイバーグラストレーパーソナリ
ぜーションセクションにお問い合わせく
ださい。

比例配
分計算

*特別注文の場合、返品はご容赦願い
ます。

❖グループ I のカラーのみで利用可能。

グループ I のカラーにおいてのみ 1418H 
および 1520H が利用可能で、不良品に対
する 2 年間の比例配分が適用。

NSF 認定は、食品に直に接触しない場
合のみ。



123

116

220

221

106

107

510

414

101

522

538

551

113

410

177

171

513

521

117

105

504

501

401

148

110

537

104

429

428

518

508

409

505

514

536

222

119

199

アマゾンブルー アンチークパーチメント ベイリーフブラウン ブラック ブラッシュ

ブラジルブラウン バーガンディワイン キャンブロレッド キャメオイエロー チェリーレッド

シトラスオレンジ コテージホワイト ダークピーチ デザートタン アースゴールド

エバーレッド グレープ ホライゾンブルー キーライム レモンシフォン

ライトピーチ ライムエイド マスタード オリーブグリーン オレンジピザズ

パールグレー ラズベリークリーム リアルラスト ロビンエッグブルー シャーウッドグリーン

シグナルレッド スカイブルー スレートブルー スエードブラウン トウプ

ティール タスカンゴールド ホワイト

カタログに印刷された色は、実際のものと多少異なる場合があります。 
正確な色については、キャンブロの担当者までお問い合わせください。

カラーはアルファベット順に記載されています。カラーコード番号順の表は次ページをご覧ください。

カムトレー® グループ I カラー



241

526, 531

214

308 304 301 309

204307303302

270 277

215

329
バーマチーク カントリーオーク ダークバスケット織り ジャバチーク

ライトバスケット織り ライトブッチャーブロック ライトエルム ラタン

トフィー

カムトレー® グループ I パターン (柄)

ギャラクシー

リネン

アブストラクトドイリー

スワール

カムトレーグループ III 木目

カタログに印刷された色は、実際のものと多少異なる場合があります。 
正確な色については、キャンブロの担当者までお問い合わせください。

トレーの返品はご
容赦願います。

トレーの返品はご
容赦願います。

木目

カムトレー グループ I カラー – カラーコード番号順
アンチークパーチメント (101)、 
デザートタン (104)、 
ホライゾンブルー (105)、 
ライトピーチ (106)、 
パールグレー (107)、 
ブラック (110)、 
ライムエイド (113)、 
ブラジルブラウン (116)、 
ダークピーチ (117)、 
シャーウッドグリーン (119)、 

アマゾンブルー (123)、 
ホワイト (148)、 
タスカンゴールド (171)、 
スカイブルー (177)、トウプ (199)、 
シトラスオレンジ (220)、 
エバーレッド (221)、 
オレンジピザズ (222)、 
スレートブルー (401)、 
ブラッシュ (409)、 
ラズベリークリーム (410)、 

ティール (414)、 
オリーブグリーン (428)、 
キーライム (429)、 
リアルラスト (501)、 
マスタード (504)、 
チェリーレッド (505)、 
スエードブラウン (508)、 
シグナルレッド (510)、 
ベイリーフブラウン (513)、 
アースゴールド (514)、 

ロビンエッグブルー (518)、 
キャンブロレッド (521)、 
バーガンディワイン (522)、 
レモンシフォン (536)、 
キャメオイエロー (537)、 
コテージホワイト (538)、 
グレープ (551)。

アンチークパーチメント ブラック& ゴールド グレー
(526 ゴールド)、(531 シルバー)

アンチークパーチメント タン グレー

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR



1600ET

1520ET

用途
デザイン性を重視、頻繁な 
洗浄には不適

– 宴会
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ
– ケイタリング
– ブラッセリー

ウッドトレー EPICTREAD™

‡ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。
中国産

仕様
素材 ファイバーグラス層 +  

ノンスリップの撥水性加工
表面特性 ノンスリップ表面
評価 良好
スタッキングラグ 可
食器洗浄機使用 可 – 普通
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚〜 +90˚C‡

比例配
分計算

キャンブロレッド 
(521)

ダークグリーン 
(206)

ダークブラウン 
(167)

ダークバーガンデ
ィワイン (207)

スパニッシュブルー 
(503)

ブラック (110)

品番
直径/ 
サイズ 数量

角型
1014ET 27 x 35 cm 12
1216ET 30.5 x 41.5 12
1418ET 35.5 x 45.5 12
1520ET 38 x 51.5 12
丸型
1400ET ø 39 12
1600ET ø 43.7 12



1220D

1216D

1520D

1222D

1418CL

1418CL

1826CL

1520CL

低プロフィー
ルタイプ

カムライト®トレー

高プロフィール
タイプ

低プロフィール
タイプ

ダイエタリートレー

仕様
素材 ファイバーグラス層 +  

ポリエステル樹脂
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 優良
熱耐性 -10˚ 〜 +100˚C‡

仕様
素材 ファイバーグラス層 +  

ポリエステル樹脂
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 優良
熱耐性 -10˚ 〜 +100˚C‡

用途

高い使用頻度での利用
– 病院
– 病院
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊
– ホテルのルームサービス

用途

高い使用頻度での利用
– 病院
– 病院
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊
– ホテルのルームサービス

品番 サイズ 数量
ダイエタリートレー – 低プロフィールタイプ
1216D* 30.5 x 41.5 cm 12
1219D* 30.5 x 48.3 12
1220D* 30.5 x 51 12
1222D* 30.5 x 56 12
1418D* 35.5 x 45.7 12
1520D* 38 x 51.3 12

品番 サイズ 数量
角型カムライトトレー – 高プロフィールタイプ
1014CL 27 x 35 cm 12
1216CL 30.5 x 41.5 12
1418CL 35.5 x 45.7 12
1520CL 38 x 51.5 12
1826CL 45.5 x 65.5 12
角型カムライトトレー – 低プロフィールタイプ
3253CL 32.5 x 53 12

1216CL

比例配
分計算

比例配
分計算

‡ホットカートでの使用はお勧め 
できません。

‡ホットカートでの使用はお勧め 
できません。

グループIカラーとドイリー以外の柄、お
よびグループ III 柄が揃っています。

*特別注文の場合、返品はご 
容赦願います。

 カラー：ローズレッド (163)、 
イエロー(145)、グリーン (162)、 
ブルー (142)、タン (161)、ブラックサテ
ン (110) 、 スチールホワイト (676)、 
スチールレッド (675)、 
スチールブルー (674)。

特別なカラーのご注文は、 
最低12ダース。



1520CWH

1520CWH

1520CWH

1418CW

1418TRCW

カムウェア®トレー

仕様
素材 カムウェア
表面特性 テクスチャー
評価 優良
スタッキングラグ 可
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 優良
ひっかき耐性 非常に良好
シミ耐性 非常に良好
熱耐性 -40˚ 〜 +99˚C‡

用途

通常の使用頻度 / 経済性も重視
– 学校
– 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊
– クイックサービスレストラン
–  フードコート / スナックショ

ップ

‡ホットカートでの使用はお勧めで
きません。

‡ホットカートでの使用はお勧めで
きません。

 カラー： ブラック (110)、スモークメタル 
(485)、ダーク クランベリー (488)。

NSF 認定は、食品に直に接触しない場
合のみ。

 1418CW, 1520CW, 1418TRCW カラー： 
ブルー (168)、ベージュ (133)。

 1520CWH カラー：ブラック (110)、 
スモークメタル (485)、 
ダーク クランベリー (488)。

NSF 認定は、食品に直に接触しない場
合のみ。

カムウェア®トレー、ノンスリップ表面付

仕様
素材 カムウェア
表面特性 ノンスリップ
評価 優良
スタッキングラグ 可
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 優良
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -40˚ 〜 +82˚C‡

用途
通常の使用頻度 / 経済性も重視
– 学校 / 大学
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 軍隊
– クイックサービスレストラン
–  フードコート / スナックショ

ップ
– レストラン / カフェ
– ブラッセリー
– ホテルの ルームサービス
– 病院

比例配
分計算

比例配
分計算

ブラック  
(110)

ダーククラ 
ンベリー  
(488)

スモーク 
メタル 
(485)

品番 サイズ 数量
角型 – 高プロフィールタイプ
1418CW 35.5 x 45.7 cm 12
1520CW 38 x 51 12
ハンドル付き  –  高プロフィールタイプ
1520CWH 38 x 51 12
トラペゾイド – 高プロフィールタイプ
1418TRCW 35.5 x 45.7 12

品番 サイズ 数量
角型 – 高プロフィールタイプ
1418CWNS 35.5 x 45.7 cm 12
1520CWNS 38 x 51 12
ハンドル付き – 高プロフィールタイプ
1418CWNSH 3.5 x 45.7 12
1520CWNSH 38 x 51 12





1400CT

1100CT

1216CT

2700CT

1950CT

1014CT

138

110

522

ブラックサテン

タバーンタン

ブルゴーニュワイン

トレーのカラー：

用途
高い使用頻度での利用
– 宴会
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ
– ケイタリング
– ブラッセリー

カムトレッド® ファイバーグラストレー、ノンスリップラバー表面

仕様
素材 ファイバーグラス層 + ポリエステル

樹脂+ 端から端までのラバーノンス
リップ表面

表面特性 ラバーノンスリップ
評価 優良
スタッキングラグ 有
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 良好
ひっかき耐性 優良
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚ 〜 +100˚C‡

高プロフィール
タイプ

低プロフィール 
タイプ楕円

低プロフィール
タイプ

‡ホットカートでの使用は 
お勧めできません。

品番
直径/
サイズ 数量

丸型 – 高プロフィールタイプ
900CT* 直径 23 cm 12

1100CT 直径 28 12

1400CT 直径 35.5 12

1600CT 直径 40.5 12

1800CT 直径 45 6

丸型 – 低プロフィールタイプ
1550CT* 直径 40.5 12

1950CT* 直径 49.5 12

楕円 – 低プロフィールタイプ
2500CT 49 x 59 6
2700CT 56 x 68.5 6
2900CT 73.5 x 60 6
角型 – 高プロフィールタイプ
1014CT* 27 x 35 12
1216CT 30.5 x 41.5 12
1418CT 35.5 x 45.7 12
1520CT* 38 x 51.5 12
1622CT* 40.5 x 56 12
1826CT 45 x 65 6
角型 – 低プロフィールタイプ
3253CT 32.5 x 53 12

比例配
分計算

スタンダードカラー以外の色のカムト 
レッドトレーのご注文は、見積もりを 
提出いたします。

*特別注文の場合、返品はご容赦願い
ます。

加熱カートには使用できません。

個人化に関する寸法や詳細について
は、209 ページを参照して下さい。



PT1418

PT1014

PT1216

PT1600

PT1400PT1100

110

167

138

110

522

ブラック

ブラウン

用途

通常の使用頻度 /  
経済性も重視
– ブラッセリー
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ

高プロフィー
ルタイプ

ポリトレッド® トレー

仕様
素材 ポリプロピレン + ノンスリ 

ップラバー表面
表面特性 ノンスリップラバー表面
評価 良好
スタッキングラグ 可
食器洗浄機使用 可 – 最小
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚ 〜 +80˚C‡

‡ホットカートでの使用はお勧めで
きません。

‡ホットカートでの使用はお勧めで
きません。

品番
直径/
サイズ 数量

丸型 – 高プロフィールタイプ
PT1100 直径 28 cm 12

PT1400 直径 35.5 12

PT1600 直径 40.5 12

角型 – 高プロフィールタイプ
PT1014 27 x 34.5 24
PT1216 30 x 41.5 24
PT1418 36 x 46 12

トレーのカラー：

比例配
分計算

比例配
分計算

ブラックサテン

タバーンタン

ブルゴーニュワイン

トレーのカラー：

品番 直径 数量
丸型 – 高プロフィールタイプ
1400TL 直径 35.5 cm 12

1600TL 直径 40.5 12

トレッドライト™トレー

仕様
素材 ファイバーグラス層 + ポリエステ

ル 樹脂 + ノンスリップラバー表面
表面特性 ノンスリップラバー表面
評価 良好
スタッキングラグ 可
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚ 〜 +80˚C‡

用途

通常の使用頻度 /  
経済性も重視
– ブラッセリー
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ



000000

ウッドトレー、滑らかな表面

仕様
素材 ブナ薄板
表面特性 滑らか
評価 良好
スタッキングラグ なし
食器洗浄機使用 可 – 普通
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚〜 +100˚C‡

用途

デザイン性を重視、頻繁な 
洗浄には不適

– 宴会
– レストラン / カフェ
– ケイタリング

トレーのカラー：

ブナ材

仕様
素材 ブナ薄板
表面特性 ノンスリップ表面
評価 良好
スタッキングラグ なし
食器洗浄機使用 可 – 最少
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚〜 +100˚C‡

ウッドトレー、ノンスリップ表面

用途
デザイン性を重視、頻繁な 
洗浄には不適

– 宴会
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ/ パブ
– ケイタリング
– ブラッセリー

トレーのカラー：

ブナ材

‡ホットカートでの使用はお勧め
できません。

‡ホットカートでの使用はお勧め
できません。

品番 直径/サイズ 数量
角型 – 60 シリーズ
PH556010 45 x 32 cm 12
PH556020 58 x 38 12
PH556030 63 x 40 12
PH556040 70 x 45 12
PH556050 75 x 48 12
角型 – 65 シリーズ
PH556510 27 x 20 12
PH556520 33 x 23 12
楕円
PH557010 23 x 16 24
PH557020 26 x 20 24
PH557030 29 x 21 24
PH557040 33 x 24 24
円形ビールトレー
PH558510 直径 32 12

PH558520 直径 36 12

PH558530 直径 42 12

品番 直径/サイズ 数量
角型 – 60 シリーズ
PH556016 45 x 32 cm 12
PH556026 58 x 38 12
PH556036 63 x 40 12
PH556046 70 x 45 12
PH556056 75 x 48 12
角型 – 65 シリーズ
PH556516 27 x 20 12
PH556526 33 x 23 12
楕円
PH557016 23 x 16 24
PH557026 26 x 20 24
PH557036 29 x 21 24
PH557046 33 x 24 24
円形ビールトレー
PH558516 直径 32 12

PH558526 直径 36 12

PH558536 直径 42 12

比例配
分計算

比例配
分計算

Cambro 欧州物流 (CEL) で、からのみ購
入可能。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、からのみ購
入可能。



MW3858

MW3200

MW2129

D01

トレーのカラー：

マホガニー 
(W02) 

仕様
素材 マホガニー薄板
表面特性 ノンスリップ表面
評価 良好
スタッキングラグ なし
食器洗浄機使用 可 – 最少
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚〜 +100˚C‡

マホガニーウッドトレー、ノンスリップ表面

用途
デザイン性を重視、頻繁な 
洗浄には不適

– 宴会
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ
– ケイタリング
– ブラッセリー

‡ホットカートでの使用はお勧めで
きません。

トレーは本物の木製です。

品番
直径/
サイズ 数量

角型
MW3245 32 x 45 cm 12
MW3858 37.5 x 57.5 12
MW3646 36 x 46 12
楕円
MW2129 21 x 29 12
円形ビールトレー
MW3200 直径 32 12

MW3600 直径 36 12

MW4200 直径 42 12

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び Cambro Özay Bulgaria からのみ購入
可能。

コルフ – ラミネートトレー、ノンスリップラバー表面

仕様
素材 ラミネート+ ラバーノンスリップ表面
表面特性 ラバーノンスリップ表面
評価 優良
スタッキングラグ なし
食器洗浄機使用 可 – 最少
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚〜 +100˚C‡

カスタムプリントに関しては209 ページ
を参照。

‡ホットカートでの使用はお勧めでき
ません。
注意：ラミネートトレー製品は、乾燥させ
てから積み重ねてください。

比例配
分計算

用途
デザイン性を重視、頻繁な 
洗浄には不適
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– 宴会
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ
– ケイタリング

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び Cambro Özay Bulgaria からのみ購入
可能。

品番
直径/ 
サイズ 数量

角型
CO2632 26.5 x 32.5 cm 12

CO3253 32.5 x 53 12

CO3343 33 x 43 12

CO3646 36 x 46 12

CO3753 37 x 53 12

丸型
CO3200 直径 32 12

CO3800 直径 38 12

CO4300 直径 43 12

グレーにブラック 



CA3200

カプリ – ラミネートトレー、滑らかな表面

仕様
素材 ラミネート
表面特性 滑らか
評価 良好
スタッキングラグ なし
食器洗浄機使用 可 – 最少
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 優良
熱耐性 -10˚〜 +100˚C‡

用途
通常の使用頻度 / 経済性も重視
–  社員食堂 / カフェテリア /  

セルフサービス
– ホテルのルームサービス
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ
– ケイタリング
– ブラッセリー

‡ホットカートでの使用はお勧めでき
ません。
注意：ラミネートトレー製品は、乾燥させ
てから積み重ねてくだ さい。

カスタムプリントに関しては209 ページ
を参照。

比例配
分計算

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び Cambro Özay Bulgaria からのみ購入
可能。

トレーのパターン：
ありがとう (E01) 
CA1300にのみ適用。

品番 サイズ 数量
角型
CA2028 20 x 28 cm 24
CA2632 26.5 x 32.5 24
CA2738 27 x 38 24
CA2836 28 x 36 24
CA3244 32 x 44 24
CA3253 32.5 x 53 24
CA3343 33 x 43 24
CA3446 34 x 46 24
CA3646 36 x 46 24
CA3748 37 x 48 24
CA3753 37 x 53 24
CA3952 39 x 52 24
CA4361 43 x 61 12
丸型
CA1300 直径 13 24

CA3200 直径 32 24

CA3800 直径 38 24

CA4300 直径 43 24

トラペゾイド
CA3247TR 32 x 47 24
楕円
CA1623 16 x 23 24
CA2026 20 x 26.5 24
CA2129 21 x 29 24
長方形 – ハンドル付き
CA4064H* 40 x 64 12
*でのみ利用可能：ウォルナット (E76), ヴェンゲ (E84) とブラッシュドスチール (E85)。

カプリ – 丸型

カプリ – 角型



カプリ – ラミネートトレー、滑らかな表面

ブラック  
(E79)

マホガニー 
(E73)

バーチ 
(E75)

ウォルナ 
ット (E76)

チーク 
(E77)

ブラッシ 
ュドスチール 
(E85)

ヴェンゲ 
(E84)

グレー  
(E81)

ホワイト  
(E78)

チャコー 
ルグラニット 
(E82)

ライト 
オーク (E86)

ブラウン 
オーク (E87)

ダーク 
オーク (E88)

ライトオ 
リーブ (E89)

ブラウン 
オリーブ (E90)



MY3446

MY3646

MY3343

MY3343

MY3253

E73

E75

E76

E77

E79

E82

MY3200

MY2026

ミコノス – ラミネートトレー、ノンスリップ表面

仕様
素材 ラミネート + ノンスリップ表面
表面特性 ノンスリップ表面
評価 良好
スタッキングラグ なし
食器洗浄機使用 可 – 最少
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好*
熱耐性 -10˚〜 +100˚C‡

用途

デザイン性を重視、頻繁な 
洗浄には不適

–  宴会
–  レストラン / カフェ
–  バー / クラブ / パブ
–  ケイタリング

ウォルナット

チーク

マホガニー

*バーチ

チャコールグラニット

トレーのカラー：

ブラック

*バーチ (E75) は、シミ耐性に限りがあ
ります。

品番
直径/
サイズ 数量

角型
MY2632 26.5 x 32.5 cm 24
MY2738 27 x 38 24
MY3244 32 x 44 24
MY3253 32.5 x 53 24
MY3343 33 x 43 24
MY3446 34 x 46 24
MY3646 36 x 46 24
MY3753 37 x 53 24
MY3952 39 x 52 24
MY4361 43 x 61 12
楕円
MY2026 20 x 26.5 24
MY2129 21 x 29 24
丸型
MY3200 直径 32 24

MY3800 直径 38 24

MY4300 直径 43 24

‡ホットカートでの使用はお勧めでき
ません。
注意：ラミネートトレー製品は、乾燥させ
てから積み重ねてください。カスタムプリントに

関しては209 ページ
を参照。

比例配
分計算

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び Cambro Özay Bulgaria からのみ購入
可能。



E86

E87

E88

E89

E90

MA4300

MA3652TR

MA3142H

トレーのカラー：

マデラ – ラミネートトレー、テクスチャーウッド表面

仕様
素材 ラミネート
表面特性 テクスチャー – 表面および裏面
評価 良好
スタッキングラグ なし
食器洗浄機使用 可 – 最少
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 優良
熱耐性 -10˚〜 +100˚C‡

用途
通常の使用頻度 / 経済性も重視

–  社員食堂 / カフェテリア /  
セルフサービス

– ホテルのルームサービス
– レストラン / カフェ
– バー / クラブ / パブ

‡ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。注意：ラミネートトレー製品は、 
乾燥させてから積み重ねてくだ 
さい。

品番
直径/ 
サイズ 数量

角型
MA2028 20 x 28 cm 24
MA2435 24 x 35 24
MA3343 33 x 43 24
MA3646 36 x 46 24
MA3753 37 x 53 24
MA4361 43 x 61 12
角型、ハンドル付き
MA3142H 31 x 42 24
トラペゾイド
MA3652TR 36 x 52 24
丸型
MA3200 直径 32 24

MA3800 直径 38 24

MA4300 直径 43 24

カスタムプリントに
関しては209 ページ
を参照。

比例配
分計算

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツおよ
び Cambro Özay Bulgaria からのみ購入
可能。

ライトオーク

ブラウンオーク

ダークオーク

ライトオリーブ

ブラウンオリーブ



104

110

167

414

106

119

168

416

107

163

186

108

166

409

1217FFH

1418FF

トレーのカラー：

デザートタン ライトピーチ パールグレイ プリムローズ 
イエロー

ブラック シャーウッド 
グリーン

レッド オレンジ

ブラウン ブルー ネイビーブルー ブラッシュ

ティール クランベリー

用途

通常の使用頻度 / 経済性も重視

– クイックサービスレストラン
– フードコート / スナックショップ

ファーストフードトレー

仕様
素材 ポリプロピレン
表面特性 テクスチャー
評価 良好
スタッキングラグ 可
食器洗浄機使用 可 – 最小**
化学薬品耐性 優良
乾燥テスト 良好
衝撃耐性 良好
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 良好
熱耐性 -10˚〜 +80˚C‡

高プロフィール
タイプ

‡ホットカートでの使用はお勧めでき
ません。
**1日1回、最高80ºCの温度で60秒間洗
浄してください。

高プロフィール、
ハンドル付き

品番 サイズ 数量
角型 – 高プロフィールタイプ
1014FF 26.5 x 34.5 cm 24
1216FF 30 x 41 24
1418FF 35.5 x 45.7 12
角型 – 高プロフィール、ハンドル付き
1217FFH* 30 x 43 24
  *1217FFH カラー：ブラック (110)、シャーウッドグリーン (119)、オレンジ (166)、 
ブラウン (167)、クランベリー (416)。　米国で製造されたすべてのファストフードトレイ
サイズがカスタマイズ可能です。ヨーロッパ・中国で製造されたファストフードトレイサイ
ズは、すべてカスタマイズできません。

比例配
分計算



227,7 mL

183,4 mL 183,4 mL 150,8 mL

357,8 mL

119

119

437

186

414

145

161

161

416

416

133

110

145

414

416

186

163

186

カムウェアのカラー

シャーウッドグリーン ベージュ

イエロー ネイビー

クランベリー

ABSのカラー

シャーウッドグリーン

タン

レッド

ネイビー

ティール

クランベリー

コポリマーのカラー

グラスグリーン イエロー

タン ネイビー

ティール クランベリー

コンパートメントトレー

仕様
品番 10146CW BCT1014 PS1014

素材 カムウェア® ABS コポリマー
表面特性 テクスチャー テクスチャー テクスチャー
評価 優良 優良 優良
スタッキングラグ 可 可 可
食器洗浄機使用 可 – 頻繁 可 – 頻繁 可 – 最小
化学薬品耐性 良好 優良 優良
乾燥テスト 優良 優良 優良
衝撃耐性 優良 良好 良好
破損耐性 優良 良好 優良
ひっかき耐性 非常に良好 非常に良好 非常に良好
シミ耐性 非常に良好 非常に良好 非常に良好
熱耐性 -40˚〜 +99˚C‡ -10˚〜 +82˚C‡ -10˚〜 +80˚C‡

用途
  通常の使用頻度 / 経済性も重視

– 学校
– 大学
– 軍隊

‡ホットカートでの使用はお勧めできません。

品番 サイズ 数量
カムウェア
10146CW 25.4 x 36.5 cm 24
ABS

BCT1014 25.4 x 36.5 24
コポリマー
PS1014 25.4 x 36.5 24

カムウェ
アのみ

ブラック

BCT1014, PS1014 & 10146CW

PS1014

BCT1014

150CW、100CW、50CW、45CW、35CW、
10CW、SRB5CW は再利用可能なボウル
で、コンパートメントトレーにフィットし、
シリアル、スープ、サラダに最適です。

OETR314 オープンエンドトレ
ーラックに入れた PS1014。

比例配分計算

比例配分計算

比例配分計算

ABSトレーおよびコポリマートレーは NSF
リストに掲載されていません。



410 mL

110 mL

135 mL 160 mL

160 mL

119

133

168

186

186416

404

414

416

110

431

120 mL

90 mL

340 mL
130 mL

132 mL

シャーウッドグ
リーン

レッド

ベージュ ティール

ブルー クランベリー 

ネイビークランベリー

ネイビー

トランスルーセ
ントブルー

コポリマー

カムウェア

仕様
素材 カムウェア® コポリマー
表面特性 テクスチャー テクスチャー
評価 優良 優良
スタッキングラグ 可 可
食器洗浄機使用 可 – 頻繁 可 – 最小
化学薬品耐性 良好 優良
乾燥テスト 優良 優良
衝撃耐性 優良 良好
破損耐性 優良 優良
ひっかき耐性 非常に良好 非常に良好
シミ耐性 非常に良好 非常に良好
熱耐性 -40˚〜 +99˚C‡ -10˚〜 +80˚C‡

コンパートメントトレー

用途
通常の使用頻度 / 経済性も重視

– 学校
– 大学
– 軍隊

カムウェア
のみ

‡ホットカートでの使用はお勧めできません。

品番 サイズ 数量
カムウェア
1596CW 22.9 x 38 cm 24

915CW 22.2 x 38 24

コポリマー
1596CP 22.9 x 38 24
915CP 22.2 x 38 24

ブラック

比例配分計算

比例配分計算

1596CW

915CP

1596CW & 1596CP915CW & 915CP

PR314カムトラック2台に入れた
915CWおよび1596CW。

100CW、SRB13CW、50CW は丸いコンパ
ートメントにはまります。10CW と 150CW 
は、四角いコンパートメントにはまります。
ディナーウェアと渦巻きボウルのページ
をご覧ください。

コポリマートレーは NSFリストに掲載され
ていません。



133 414

414

167161

133

414

167

161

ミールデリバリートレー

セパレーター® コンパートメントトレー

•  深いコンパートメントが3個ついて
いるので、フードをたくさん入れる
ことができます。 

•  スナップオンカバーが密封 
します。

•  模様が傷を最小限に防ぎます。

•   独房での食事に適した、コンパー
トメント6個のトレーです。

•  ひとつのトレーでホットフードとコ
ールドフードをだすことができま
す。

•  カバー付きのトレーはコンパート
メントが分離されているので、フ
ードの温度を維持しこぼれを少な
くします。

•  カバーの上とトレーの下について
いるロッキングリッジが、重ねた
ときの安定性を確保します。

品番 品名
寸法
幅 x 長さ x 深さ

カムウェア
10146DCW コンパートメント 6個 25.4 x 36.1 x 3.3 cm

10146DCWC カバーは10146DCWにはまる 26 x 36.2 x 3.5

コポリマー
10146DCP コンパートメント 6個 25.4 x 36 x 2.9

10146DCPC カバーは10146DCPにはまる 25.6 x 35.6 x 3.6

 数量：24

品番 品名
寸法
幅 x 長さ x 深さ

カムウェア®
9113CW コンパートメント 3個 22.8 x 27.9 x 6.8 cm

9114CW コンパートメント 4個 22.8 x 27.8 x 6.7

911CWC カバーは両方にはまる 22.9 x 28 x 1.4

コポリマー
9113CP コンパートメント 3個 22.5 x 27.2 x 6.6

9114CP コンパートメント 4個 22.6 x 27.2 x 6.6 

911CPC カバーは両方にはまる 22.6 x 27.4 x 1.4

 数量：24

 カムウェアのカラー： 
ベージュ (133)、ティール (414)。
 カバーのカラー：クリアー (135)。

 コポリマーカラー：ティール (414)、 
ブラウン (167)、タン (161)。
 カバーのカラー：ホワイト (148)。

コポリマーはNSFリストに記載されてい
ません。

ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。

 カムウェアのカラー： 
ベージュ (133)。
 カバーのカラー：クリアー (135)。

 コポリマーカラー：ティール (414)、ブラウ
ン (167)、タン (161)。
 カバーのカラー：トランスルーセント 
(190)。

コポリマーはNSFリストに記載されてい
ません。

ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。

239.5 mL 239.5 mL 239.5 mL

417 mL 532.3 mL

1.18 L

414 mL

650.6 mL

9113CW/9113CP

1.24 L

266 mL

384.5 mL

9114CW/9114CP

10146DCW/10146DCP

比例配
分計算

比例配
分計算

比例配
分計算

比例配
分計算

カムウェア®のカラー

カムウェア 
のカラー

コポリマーのカラー

コポリマー
のカラー

ベージュ

ベージュ

ティール

ティール

ティール

ブラウンタン

ブラウン

タン



133

133

167

167

161

161

150

トレー・オン・トレー・ミールデリバリーシステム

ベーストレー
•  再利用可能なシングルサービスユ

ニットの中に温かい食品と冷たい
食品を一緒に入れる。

•  トレーとして、またはインサートト
レーを使って独房での食事に使用
できます。

•  ベーストレーにはコンパートメント
が5個あり、そのひとつにインサー
トトレーが入ります。

インサートトレー
•  トレー8個が普通サイズのベー 

キングシートや 45.5 x 65.5 cm  
のワイヤーラックにのるように 
なっています。

1411CWベーストレは853FHインサートトレーが付いています。

品番 品名
寸法
幅 x 長さ x 深さ

カムウェア®
1411CW コンパートメント 26.8 x 36.5 x 3.3 cm

コポリマー
1411CP コンパートメント 26.8 x 36.5 x 3.3

 数量：24

品番 品名
寸法
幅 x 長さ x 深さ

カムウェア®
853FCW コンパートメント 16 x 22.1 x 4.8 cm

853FCWC 853FCW用カバー 17.1 x 22.4 x 0.6

コポリマー
853FCP コンパートメント 16 x 22.1 x 4.8

853FCPC 853FCP用カバー 17.1 x 22.4 x 0.6

耐熱プラスチック
853FH コンパートメント 16 x 22.1 x 4.8

853FHC 853FH用カバー 17.1 x 22.4 x 0.6

 数量：24

 カムウェアカラー： 
ベージュ (133)。
 カバーのカラー：クリアー (135)。

 コポリマーカラー： 
ブラウン (167)、タン (161)。
 カバーのカラー： 
トランスルーセント (190)。

 耐熱プラスチックトレーとカバーのカラ
ー：アンバー (150)。

コポリマーはNSFリストに記載されてい
ません。

ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。

 カムウェアカラー： 
ベージュ (133)。

 コポリマーカラー： 
ブラウン (167)、ブラウン (161)。

コポリマーはNSFリストに記載されてい
ません。

ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。

1411CW/1411CP

349 mL 198 mL

698 mL

198 mL

349 mL

1411CW

207 mL

621 mL

207 mL

853FCW/853FCP/853FH

比例配
分計算

比例配
分計算

比例配
分計算

比例配
分計算

比例配
分計算

カムウェア® のカラー

カムウェアのカラー

コポリマーのカラー

コポリマーのカラー

ベージュ

ベージュ

ブラウン

ブラウン

タン

タン

耐熱プラスチック

アンバー



1030MT

6302MT

630MT

1030MT

8302MT

830MT

コンパートメントサービングトレー

10146CW

14105CW / 14105CP

10145CW

10146CW

PR314カムトラック
2台に入れた915CW
および1596CW。

•  厳重な警備環境でのカフェテリア
式食事に適しています。 

•  様々なメニューに使用できる 
コンパートメント構成です。 

•  台形コンパートメントトレイはセル
フサービス方式の矯正施設の配
膳のスペースを節約します。

品番 品名
寸法
幅 x 長さ x 深さ 数量

カムウェア
10146CW コンパートメント 6個 25.4 x 36.8 x 2.4 24

14105CW コンパートメント 5個 27.2 x 35.2 x 2.9 24

10145CW コンパートメント 5個 25.4 x 36.8 x 2.4 24

コポリマー
14105CP コンパートメント 5個 27.2 x 35.2 x 2.9 24

 カムウェアコンパートメント6個カラー： 
ネイビー (186)、クランベリー (416)、 
イエロー (145)、シャーウッド 
グリーン (119)、ベージュ (133) 、 
ブラック (110)。
 コンパートメント5個カラー： 
ベージュ (133)。
 コポリマーカラー： タン (161)。

14105CP はNSFリストに記載されていま
せん。

トラペゾイドコンパートメントトレーには、
次の米国特許が適用されています： 
D 508.634。

マーケットトレー と パン

仕様
素材 ファイバーグラス層 + ポリエステル

樹脂 + アルミニウムワイヤー
表面特性 滑らか
評価 優良
スタッキングラグ 可
食器洗浄機使用 可 – 頻繁
化学薬品耐性 良好
乾燥テスト 優良
衝撃耐性 優良
破損耐性 良好
ひっかき耐性 良好
シミ耐性 優良
熱耐性 -10˚ 〜 +100˚C‡

用途
通常の使用頻度 / 経済性も重視

– デリ / ビュッフェディスプレー

‡ホットカートでの使用はお勧めできま
せん。

品番
寸法
幅 x 長さ x 深さ 数量

マーケットトレー
630MT* 16.4 x 76.2 x 1.9 cm 12
826MT* 21.6 x 64.1 x 1.9 12
830MT* 21.4 x 76.2 x 1.9 12
913MT* 22 x 31.6 x 2.1 12
918MT* 22 x 45.7 x 2.1 12
926MT* 22.5 x 64.9 x 2.5 12
1015MT* 25.7 x 38.1 x 1.9 24
1030MT* 26.5 x 76.2 x 1.9 12
1218MT* 29.2 x 45.1 x 2.5 12
1224MT* 31.6 x 61 x 1.9 12
1230MT* 31.6 x 76.2 x 1.9 12
1318MT* 32.1 x 45.1 x 2.7 12
1826MT* 45.2 x 65.2 x 2.7 6
2025MT* 52.7 x 64.9 x 2.1 6
マーケットパン
6302MT* 16.7 x 76.2 x 5.1 12
8262MT* 21.5 x 64.1 x 5.1 12
8302MT* 21.4 x 76.2 x 5.1 12
92615MT* 22.5 x 64.8 x 3.8 12
10302MT* 26.5 x 76.2 x 5.1 12

 カラー：イエロー (145)**、ブルー (142)、 
グリーン (140)、ホワイト (148)、 
ブラック (110)。

*特別注文の場合、返品はご容赦願い
ます。

**NSF認定は、食品に直に接触しない場
合のみ。

比例配
分計算

比例配
分計算

比例配
分計算

カムウェア® のカラー

コポリマーのカラー

127.2 mL 127.2 mL
275 mL

275 mL523.5 mL

189.3 mL 189.3 mL 189.3 mL

609.2 mL248.4 mL

227.7 mL

183.4 mL 183.4 mL 150.8 mL

357.8 mL


