
117 WAGON 118WAGON

Wagon
ワゴン



119 120WAGONWAGON

C130364

バーカウンター DW-310
□外寸法／W1560×D670×Ｈ1200
□メラミン　□キャスター付

￥1,300,000（税別）

C130365

バーカウンター DW-311
□外寸法／W1810×D650×Ｈ1200
□ナラ染色ウレタン塗装仕上
□LED照明内蔵　□キャスター付

￥1,280,000（税別）

C130366

バーカウンター DW-312
□外寸法／W1560×D600×Ｈ1140
□メラミン　□キャスター付
□天板ポストフォーム加工

￥1,080,000（税別）

C130367

バーカウンター DW-313（3分割仕様）
□外寸法／W2400（450+1500+450）×D1200×Ｈ1100
□ツキ板ウレタン塗装仕上　□天板／人工大理石
□LED照明内蔵（ファッションリブ）
□キャスター付

￥2,400,000（税別）

bar counter バーカウンター

bottle rack ボトルラック

バーカウンター DW-９６
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ６５０×Ｈ１１００
□ナラ染色ウレタン塗装仕上
□シンク付（ステンレス）　□キャスター付

C130301￥960,000（税別）

バーカウンター DW-９７
□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ７５０×Ｈ１１００
□ベルビアンシート貼り仕上
□天板／メラミン
□内部／ステンレス仕上シンク付
□キャスター付

￥900,000（税別） C１３０３０２

バーワゴン DW-１０３
□外寸法／Ｗ１６００×Ｄ６００×Ｈ１１００
□サクラウレタン塗装仕上
□内部／ステンレスシンク付　□キャスター付

￥1,200,000（税別） C１３０３０５

バーワゴン DW-１０４
□外寸法／Ｗ１６００×Ｄ６００×Ｈ１１００
□ナラ染色塗装仕上
□内部／ステンレス棚付　□キャスター付

￥1,200,000（税別） C１３０３０６

バーワゴン DW-１０７
□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ５８０×Ｈ１０００
□サクラウレタン塗装仕上
□内部／ステンレスシンク付　□キャスター付

￥1,080,000（税別） C１３０３１０

ボトルラック DW-320
□外寸法／Ｗ１0００×Ｄ625×Ｈ１9００
□メラミン　□LED照明内蔵（RGB）
□キャスター付

￥1,800,000（税別） C130368

バンブーシャンパンクーラー DW-314
□外寸法／ベースφ450（上部φ300）×H940
□竹織染色　□内部／ステンレス
□LED照明・バッテリー内蔵

￥1,050,000（税別） C130370

ボトルラック DW-322
□外寸法／W700×D600×H1950
□メラミン　□LED照明内蔵（RGB）
□キャスター付

￥800,000（税別） C130374

ボトルラック DW-321
□外寸法／W2200×D600×Ｈ1940
□メラミン　□LED照明内蔵（RGB）
□キャスター付

￥1,900,000（税別） C130369
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ワンショットボトルラック DW-７０１

￥1,400,000（税別） C１３０８１５

□外寸法／Ｗ１５５２×D７００×Ｈ１９００
□ナラツキ板ウレタン塗装仕上
□キャスター付
□ボトル取付金具別途

ドリンクカウンター DW-315

￥1,000,000（税別） C130371

□外寸法／Ｗ1000×D5００×Ｈ950
□ステンレスパン2ヶ
□メラミン　□キャスター付

ディスプレイワゴン DW-317

￥1,180,000（税別） C130373

□外寸法／Ｗ1320（1662）×D7００×Ｈ960
□メラミン　□キャスター付

生ハムスライサーワゴン DW-316

￥560,000（税別） C130372

□外寸法／Ｗ900×D6００×Ｈ800
□メラミン　□天板／人工大理石
□キャスター付

※生ハムスライサー別途

バーカウンター DW-７０２

￥1,080,000（税別） C１３０８１６

□外寸法／Ｗ１５５２×D７０５×Ｈ１１００
□ナラツキ板ウレタン塗装仕上
□ステンレスシンク
□キャスター付

banquet counter バンケットカウンター

バンケットカウンター BC-１８００A

￥1,300,000（税別） C１３０８１０

□本体外寸法／Ｗ１８００×D６５０×Ｈ８００
□ポール外寸法／Ｗ３００×D３３０×Ｈ２２００（ベース５００／）
□メラミン　□ポール照明付

□

バンケットカウンター BC-１８００D

￥1,100,000（税別） C１３０８１２

□外寸法／Ｗ１９４０×D８７０×Ｈ２１００
□メラミン　□照明付

バンケットカウンター BC-１８００F

￥650,000（税別） C130818

□外寸法／Ｗ１９2０×D76０×Ｈ２１００
□メラミン　□ビニールレザー布団張り
□スチール焼付塗装仕上　□LED照明内蔵
□4分割ノックダウン組立式

バンケットカウンター BC-１2００A

￥980,000（税別） C１３０８１7

□本体外寸法／Ｗ１2００×D80０×Ｈ12００
□ナラツキ板染色塗装　□内部SUS加工
□カウンター着脱式

バンケットカウンター BC-１８００E

￥740,000（税別） C１３０８１4

□本体外寸法／Ｗ１８００×D80０×Ｈ８００
□ポール外寸法／Ｗ３００×D20０×Ｈ198０（ベース５００／）
□メラミン・染色塗装仕上　□ポール照明付

□

４分割ノックダウン
組立式

折りたたみ収納できます。
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C130505

ホットテーブルワゴン（電気式） DW-305
□外寸法／W１５００×D７００×Ｈ13００

￥1,700,000（税別）

C130103

ローストビーフワゴン DW-33
□外寸法／W１14０×D64０×Ｈ102０

￥1,740,000（税別） C130111

フランベワゴン DW-55
□外寸法／W80０×D45０×Ｈ750

￥950,000（税別） C130126

フランベワゴン DW-62
□外寸法／W92０×D50０×Ｈ750

￥980,000（税別）

C130113

フランベワゴン DW-57
□外寸法／W90０×D50０×Ｈ800

￥960,000（税別） C130127

クッキングワゴン（電磁式） DW-63
□外寸法／W87０×D61０×Ｈ900　□単相200V2.5KW

￥1,520,000（税別）C130102

ローストビーフワゴン DW-8
□外寸法／W１14０×D62０×Ｈ107０

￥1,840,000（税別）

C130507

I.H.ビュッフェ ウォーマーワゴン DW-330
□外寸法／W１５００×D７００×Ｈ8００
□消費電力／単相 200V、3KW×2回路

￥3,170,000（税別） C130508

ビュッフェ コールドワゴン DW-331
□外寸法／W１５００×D７００×Ｈ8００
□消費電力／単相 100V、400W

￥2,040,000（税別） C130509

ディスプレイワゴン DW-332
□外寸法／W１５００×D７００×Ｈ8００

￥930,000（税別）

C130506

コールドテーブルワゴン（電気式） DW-306
□外寸法／W１５００×D10００×Ｈ13００

￥2,180,000（税別）

grace series グレースシリーズdessert wagon デザートワゴン

maid service wagon メイドサービスワゴン

grill service グリルサービスワゴン

Buffet Cold & Warmer Wagon ブッフェ コールド＆ウォーマーワゴン

デザートワゴン DW-318

￥1,500,000（税別） C130819

□外寸法／Ｗ900×D7００×Ｈ1375
□メラミン・強化ガラス・人工大理石・ステンレス
□キャスター付　□強化ガラス扉スライド式

メイドサービスワゴン DW-100

￥980,000（税別） C130749

□外寸法／Ｗ1277×D762×Ｈ1200
□メラミン　□棚板／スライド機構　□扉／収納式
□キャスター付

デザートワゴン DW-319

￥1,200,000（税別） C130820

□外寸法／Ｗ900×D7００×Ｈ1100
□メラミン・強化ガラス・人工大理石・ステンレス
□キャスター付　□強化ガラス扉スライド式

前面扉収納仕様
扉を左右に収納可能です。狭い通路
での作業をスピーディにできるよう考
慮した設計になります。

棚板スライド機構
取り出し・収納に便利なスライド機構
を採用しています。
※重量用スライドレール仕様

大容量の収納が可能
扉の開口を最大限に。また収納ス
ペースを広くとり、重量物でも簡単に
取り出し、収納できます。
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C130211

コールドサービスワゴン（電気式） DW-81
□外寸法／W96０×D50０×Ｈ1133

￥1,600,000（税別）

C130328

デザートサービスワゴン DW-129
□外寸法／W885×D50０×Ｈ795

￥673,000（税別） C130329

デザートサービスワゴン DW-130
□外寸法／W870×D46０×Ｈ1060

￥583,000（税別） C130204

ケーキワゴン DW-74
□外寸法／W885×D50０×Ｈ940

￥912,000（税別）

C130202

ケーキワゴン DW-72
□外寸法／W785×D45０×Ｈ960

￥506,000（税別）

C130355

レストランサービスワゴン DW-149
□外寸法／W900×D50０×Ｈ720

￥492,000（税別） C130356

サービスワゴン

DW-150

DW-151

□外寸法／W710×D50０×Ｈ700

￥185,000（税別）

C130357

□外寸法／W850×D55０×Ｈ850

￥238,000（税別）

C130359

サービスカート 4段

DW-153

DW-154

□外寸法／W750×D45０×Ｈ880

￥184,000（税別）

C130360

□外寸法／W900×D45０×Ｈ880

￥198,000（税別）

C130335

レストランサービスワゴン DW-136
□外寸法／W885×D45０×Ｈ720

￥432,000（税別）C130325

サービスワゴン DW-126
□外寸法／W800×D45０×Ｈ720

￥198,000（税別）

C130358

サービスワゴン DW-152
□外寸法／W900×D45０×Ｈ740

￥225,000（税別） C130322

ギャルソンワゴン DW-123
□外寸法／W800（1100）×D45０×Ｈ720

￥206,000（税別）

C130319

サイドテーブルワゴン DW-14
□外寸法／W800×D45０×Ｈ720

￥165,000（税別）

C130345

サービスワゴン レグノ DW-142
□外寸法／W1060×D55０×Ｈ775

￥319,000（税別） C130343

レストランズサービスワゴン DW-140
□外寸法／W915×D450×Ｈ750

￥278,000（税別） C130363

マルチカート B DW-157
□外寸法／W800×D50０×Ｈ840

￥214,000（税別） C130338

ナチュラルサービスワゴン DW-10
□外寸法／W840×D51０×Ｈ810

￥120,000（税別）

C130348

レストランズワゴン DW-12
□外寸法／W910×D51０×Ｈ735

￥144,000（税別） C130349

レストランズワゴン DW-12B
□外寸法／W1060×D51０×Ｈ770

￥168,000（税別）C130340

ナチュラルサービスワゴン DW-11
□外寸法／W840×D51０×Ｈ810

￥132,000（税別） C130339

ナチュラルサービスワゴン DW-10B
□外寸法／W840×D51０×Ｈ810

￥164,000（税別）

C130361

サービスワゴン DW-155
□外寸法／W800×D50０×Ｈ750

￥185,000（税別） C130362

サービスワゴン DW-156
□外寸法／W800×D45０×Ｈ800

￥198,000（税別）

C130327

ギャルソンワゴン DW-128
□外寸法／W800（1300）×D45０×Ｈ720

￥384,000（税別） C130320

和風サービスワゴン DW-122
□外寸法／W850×D49０×Ｈ750

￥220,000（税別）

C130203

オードブル&サラダワゴン DW-73
□外寸法／W850×D475×Ｈ990

￥781,000（税別） C130215

ケーキワゴン DW-85
□外寸法／W865×D64０×Ｈ1120

￥1,001,000（税別）

C130206

ケーキワゴン DW-76
□外寸法／W885×D50０×Ｈ795

￥847,000（税別）

C130213

アイスクリームワゴン（電気式） DW-83
□外寸法／W110０×D55０×Ｈ1040

￥1,840,000（税別） C130214

チーズワゴン DW-84
□外寸法／W118０×D65０×Ｈ1015

￥1,078,000（税別）

hors d’oeuvre & dessert オードブル&デザートワゴン

restaurant service レストランサービスワゴン
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C130710

遠赤外線温蔵庫 DW-199
□外寸法／W490×D41０×Ｈ470

お問い合わせください C130702

ルームサービスワゴン DW-182
□外寸法／W800×D600×Ｈ720

￥130,000（税別）

C130615

バンケットサイドワゴン DW-158
□外寸法／W1000×D550×Ｈ935

￥473,000（税別） C130616

サイドボードワゴン DW-159
□外寸法／W900×D500×Ｈ950

￥308,000（税別） C130617

アイスストッカー DW-171
□外寸法／W870×D560×Ｈ750

￥417,000（税別）

C130711

ポータブルバーワゴン DW-6
□外寸法／W900×D500×Ｈ1050

￥924,000（税別） C130712

リキュールワゴン DW-7
□外寸法／W900×D540×Ｈ910

￥979,000（税別）

C130607

バケージカート DW-507
□外寸法／W1050×D680×Ｈ860

￥174,000（税別） C130630

バケージカート DW-515
□外寸法／W1190×D600×Ｈ860

￥208,000（税別）

C130600

車椅子自走型 DW-200

￥60,000（非課税）
C130620

バケージセキュリティーカート DW-160
□外寸法／W974×D524×Ｈ1772

￥246,000（税別）

C130707

ルームサービスワゴン（角形） DW-186
□外寸法／W920×D920×Ｈ760 □折りたたみ幅／170

￥258,000（税別） C130708

ルームサービスワゴン（丸形） DW-187
□外寸法／1020φ×Ｈ760 □折りたたみ幅／170

￥310,000（税別）

C130709

ルームサービスワゴン DW-188
□外寸法／W800×D60０×Ｈ720

￥245,000（税別）

ルームサービスワゴン フロアサービスカート

ドリンクサービスワゴン

バンケットサービスワゴン

C130618

アイスストッカー

DW-172

DW-173

□外寸法／W800×D585×Ｈ745

￥219,000（税別）

C130619

□外寸法／W955×D610×Ｈ745

￥259,000（税別）

C130601

バケージカート

DW-501 ゴールド

DW-521 シルバー

お問い合わせください

C130621

□外寸法／W1090×D610×Ｈ1980

□ステンレス真ちゅうメッキ

□ステンレスミガキ
お問い合わせください

C130624

バケージカート

DW-530 ゴールド

DW-535 シルバー

￥539,000（税別）

C130627

□外寸法／W1130×D650×Ｈ850

￥380,000（税別）

□ステンレス真ちゅうメッキ

□ステンレスミガキ

C130613

バケージカート

DW-513 シルバー

DW-533 ゴールド

￥158,000（税別）

C130631

□外寸法／W860×D500×Ｈ950

￥209,000（税別）

□ステンレス真ちゅうメッキ

□ステンレスミガキ

C130625

バケージカート・ハンガー付

DW-531 ゴールド

DW-536 シルバー

￥666,000（税別）

C130628

□外寸法／W1070×D630×Ｈ1600

￥470,000（税別）

□ステンレス真ちゅうメッキ

□ステンレスミガキ

C130626

バケージカート

DW-532 ゴールド

DW-537 シルバー

￥508,000（税別）

C130629

□外寸法／W880×D530×Ｈ850

￥360,000（税別）

□ステンレス真ちゅうメッキ

□ステンレスミガキ

C130602

バケージカート

DW-502 ゴールド

DW-522 シルバー

お問い合わせください

C130622

□外寸法／W1140×D560×Ｈ1770

お問い合わせください

□ステンレス真ちゅうメッキ

□ステンレスミガキ

C130610

ベルマンズトラック

DW-510 ゴールド

DW-523 シルバー

お問い合わせください

C130623

□外寸法／W590×D570×Ｈ1170

お問い合わせください

□ステンレス真ちゅうメッキ

□ステンレスミガキ
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C130715

メイドサービストラック DW-201
□外寸法／W980×D500×Ｈ1170

￥176,000（税別）

C130720

リネンワゴン

DW-206

DW-207

￥88,000（税別）

C130721

□外寸法／W1220×D770×Ｈ890

□外寸法／W920×D620×Ｈ850

￥110,000（税別）

C130723

キャンバスカート

DW-209

DW-210

￥72,000（税別）

C130724

□外寸法／W800×D600×Ｈ690

□外寸法／W650×D500×Ｈ690

￥74,000（税別）

C130732

ラボカート

DW-216

DW-217

￥120,000（税別）

C130733

□外寸法／W900×D600×Ｈ800

□外寸法／W600×D450×Ｈ800

￥157,000（税別）

C130734

フードワゴン 4段

DW-218

DW-219

￥152,000（税別）

C130735

□外寸法／W900×D500×Ｈ1250

□外寸法／W700×D500×Ｈ1250

￥170,000（税別）

C130744

平台車

DW-235

DW-236

￥36,000（税別）

C130745

□外寸法／W600×D900×Ｈ170

□外寸法／W450×D700×Ｈ170

￥55,000（税別）

C130412

ギャベジ缶ドーリー

DW-170

DW-231

￥52,000（税別）

C130742

□外寸法／485φ×Ｈ200

□外寸法／456φ×Ｈ175

￥77,000（税別）

DW-232
C130743

□外寸法／600φ×Ｈ230

￥88,000（税別）

C130411

グラスラックドーリー

DW-169

DW-219 床付

￥78,000（税別）

C130746

□外寸法／W620×D560×Ｈ855

□外寸法／W620×D560×Ｈ855

￥90,000（税別）

C130747

グラスラックドーリー W型

DW-233

DW-234 床付

￥106,000（税別）

C130748

□外寸法／W1140×D565×Ｈ855

□外寸法／W1140×D565×Ｈ855

￥123,000（税別）

C130736

キッチンワゴン

DW-220 5段

DW-221 5段

￥254,000（税別）

C130737

□外寸法／W1200×D600×Ｈ1300

□外寸法／W900×D600×Ｈ1300

￥278,000（税別）

DW-222 6段
C130738

□外寸法／W900×D600×Ｈ1570

￥278,000（税別）

DW-223 6段
C130739

□外寸法／W1200×D600×Ｈ1570

￥302,000（税別）

C130726

ハンガーカート

DW-191

DW-192

￥77,000（税別）

C130727

□外寸法／W1200×D475×Ｈ1600

□外寸法／W1500×D575×Ｈ1750

￥66,000（税別）

maid service メイドサービスワゴン kitchen & dining キッチン&ダイニングワゴン

C130716

メイドサービストラック DW-202
□外寸法／W1260×D50０×Ｈ1170

￥231,000（税別） C130728

バッシングカート・スタックタイプ DW-212
□外寸法／W720×D510×Ｈ950
□バスボックス 1520別 □ポリペール付

￥215,000（税別） C130729

バッシングカート DW-213
□外寸法／W715×D440×Ｈ900
□バスボックス・ペール付

￥187,000（税別）
C130730

キッチンワゴン DW-214
□外寸法／W872×D422×Ｈ866

￥165,000（税別） C130731

キッチンワゴン DW-215
□外寸法／W760×D460×Ｈ950

￥111,000（税別）

C130740

ユーティリティカート DW-224
□外寸法／W1015×D540×Ｈ950

￥40,000（税別）

C130741

ディッシュトラック DW-218
□外寸法／W780×D690×Ｈ810

￥221,500（税別）

C130717

メイドサービストラック DW-203
□外寸法／W1330×D48０×Ｈ1200

￥629,200（税別）

C130718

ルームクリーンワゴンB DW-204
□外寸法／W980×D50０×Ｈ970

￥168,000（税別）

C130722

キャンバスコンビニエンスカート DW-208
□外寸法／W800×D50０×Ｈ750

￥70,000（税別）

C130750

折りたたみハンガーカート DW-193
□外寸法／W1500×D48０×Ｈ1600

お問い合わせくださいC130725

キャンバスカート DW-211
□外寸法／W820×D77０×Ｈ850

￥72,000（税別）

C130719

メイドサービストラック DW-205
□外寸法／W930×D50０×Ｈ900

￥176,000（税別）




