


厨房用品



開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 3569001 商品コード 3569201 商品コード 3568301 商品コード 3568401
貢・品番 2-0223-0111 貢・品番 2-0223-0113 貢・品番 2-0223-0130 貢・品番 2-0223-0131

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,750 上代 3,500 上代 2,850 上代 3,750
備考 備考 備考 備考

商品コード 3569701 商品コード 3569801 商品コード 3569601 商品コード 3570001
貢・品番 2-0223-0138 貢・品番 2-0223-0139 貢・品番 2-0223-0137 貢・品番 2-0223-0141

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,000 上代 2,800 上代 1,350 上代 1,650
備考 備考 備考 備考

商品コード 3571500 商品コード 3571300 商品コード 3571600 商品コード 3578600
貢・品番 2-0223-0202 貢・品番 2-0223-0205 貢・品番 2-0223-0207 貢・品番 2-0223-0307

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,450 上代 1,550 上代 950 上代 1,100
備考 備考 備考 備考

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　２／３　２０㎜

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　２／３　６５㎜

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　１／３　１００㎜

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　１／３　１５０㎜

プロシェフ　１８－８　ガストロノーム
パンカバー　１／６

商品名
プロシェフ　１８－８　ガストロノーム
パンカバー(切込付）１/６

商品名
プロシェフ　１８－８　ガストロノーム
パンカバー　２／３

商品名
プロシェフ　１８－８　ガストロノーム
パンカバー　１／３

商品名

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　１／９　１００㎜

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　１／６　１００㎜

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　１／６　１５０㎜

商品名
プロシェフ　18-8　ＧＮパン補強重な
り防止付　１／６　６５㎜
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 3578200 商品コード 3569010 商品コード 3569210 商品コード 7897600
貢・品番 2-0223-0305 貢・品番 2-0224-0111 貢・品番 2-0224-0113 貢・品番 2-0224-0306

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,700 上代 5,300 上代 6,500 上代 1,000
備考 備考 備考 備考

商品コード 8032600 商品コード 4523100 商品コード 8734520 商品コード 8734650
貢・品番 2-0848-0902 貢・品番 2-0229-1001 貢・品番 2-0243-0603 貢・品番 2-0243-0706

数量 3 数量 1 数量 2 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 25,500 上代 5,100 上代 6,600 上代 6,800
備考 備考 備考 備考

商品コード 8734700 商品コード 6921000 商品コード 4236600 商品コード 8892700
貢・品番 2-0244-0101 貢・品番 2-0299-0301 貢・品番 2-0315-0101 貢・品番 2-0319-0201

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 8,000 上代 6,500 上代 2,000 上代 4,400
備考 備考 備考 備考

商品名
京セラ　セラミック　ロールシャープ
ナー　ＲＳ－２０ＢＫ（Ｎ）

商品名
ＥＢＭ　ＨＡＣＣＰ庖丁差　壁掛けタイ
プ　シングル本体

商品名
ＥＢＭ　Ｅ－ｐｒｏ　ＰＬＵＳ　三徳型　１
６．５㎝　シルバー

商品名
ビクトリノックス　ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾅｲﾌpro　赤
5.2931.26GB　26㎝

商品名
ＥＢＭ　Ｅ－ｐｒｏ　ＰＬＵＳ　ペティーナ
イフ　１２㎝　レッド

商品名
ＥＢＭ　Ｅ－ｐｒｏ　ＰＬＵＳ　ペティーナ
イフ　１５㎝　ブルー

商品名
１８－８　イージーミキシングプレート
セット(１／１×Ｈ１５０)

商品名
１８－８　ホテルパン　サイドホル
ダー　大

商品名
プロシェフ　18-8　ノンスティックＧＮ
パン　２／３　６５㎜

商品名
ＥＢＭ　１８－８　ガストロノームパン
用網　１／６

商品名
プロシェフ　１８－８　ガストロノーム
パンカバー(切込付）１/３

商品名
プロシェフ　18-8　ノンスティックＧＮ
パン　２／３　２０㎜
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 8893510 商品コード 8646300 商品コード 3170110 商品コード 3170130
貢・品番 2-0319-0601 貢・品番 2-0321-1301 貢・品番 2-0327-0103 貢・品番 2-0327-0103

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 400 上代 4,600 上代 7,900 上代 7,900
備考 備考 備考 備考

商品コード 3170150 商品コード 8673300 商品コード 1646200 商品コード 3527810
貢・品番 2-0327-0103 貢・品番 2-0356-0201 貢・品番 2-0361-0301 貢・品番 2-0381-0101

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 7,900 上代 5,600 上代 46,000 上代 36,000
備考 備考 備考 備考

商品コード 7061800 商品コード 0783100 商品コード 0783820 商品コード 8072000
貢・品番 2-0391-0301 貢・品番 2-0410-0501 貢・品番 2-0418-0101 貢・品番 2-0425-0106

数量 1 数量 1 数量 1 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 88,000 上代 119,400 上代 3,200 上代 1,600
備考 備考 備考 備考

商品名 野菜調理器　ベンリナー　№６４ 商品名
ＥＢＭ　１８－８　ＰＲＯ　ミキシング
ボール　２４㎝

商品名
ボニー　電動　キッチンミンサー　Ｂ
Ｋ－２２０

商品名 ＬＴ　フレンチフライカッター　ＣＳ１０

商品名
クイジナート　フードプロセッサー　Ｄ
ＬＣ－１０ＰＲＯ（小型）

商品名 バーミックス　ガストロ　Ｍ３００商品名
住友　スーパー耐熱　抗菌まな板
WKLLO　ピン１本付（長辺）緑

商品名
ＥＢＭ　１８－８　ミニ　まな板立　３枚
立

商品名
住友　スーパー耐熱　抗菌まな板
WKLLO　ピン１本付（長辺）赤

商品名
住友　スーパー耐熱　抗菌まな板
WKLLO　ピン１本付（長辺）青

商品名
ＨＡＣＣＰ庖丁差用カラープレート　Ａ
（斜）タイプ　ブラック

商品名
ＧＳ　１８－０　シンプルタイプ　ナイ
フブロック　ブラック
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 8072200 商品コード 8072400 商品コード 7182401 商品コード 7182601
貢・品番 2-0425-0108 貢・品番 2-0425-0110 貢・品番 2-0429-0103 貢・品番 2-0429-0105

数量 2 数量 1 数量 30 数量 30
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,800 上代 4,200 上代 280 上代 360
備考 備考 備考 備考

商品コード 7182701 商品コード 0425800 商品コード 0426300 商品コード 7376400
貢・品番 2-0429-0106 貢・品番 2-0435-0101 貢・品番 2-0435-0106 貢・品番 2-0450-0501

数量 20 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 550 上代 1,410 上代 3,140 上代 25,000
備考 備考 備考 備考

商品コード 0397900 商品コード 0398100 商品コード 0401700 商品コード 1290670
貢・品番 2-0454-0101 貢・品番 2-0454-0103 貢・品番 2-0457-1001 貢・品番 2-0461-0201

数量 2 数量 1 数量 2 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,100 上代 1,700 上代 580 上代 6,200
備考 備考 備考 備考

商品名
クインローズ　１８－０　計量スプー
ン４本組（ヘラ付）№１７２

商品名
ＥＢＭ　１８－８　アイススコップ　小
穴明き

商品名
ポリプロピレン　手付　水マス　＃４８
００６　２５０㏄

商品名
ポリプロピレン　手付　水マス　＃４８
１５６　１Ｌ

商品名
ＢＫ　１８－８　Ｆ型ザル　普通目　３
０㎝　１４メッシュ

商品名
抗菌ジャンボ野菜水切り器　１０型
（１０Ｌ）

商品名
アルコロック　アンピラブル　サラダ
ボール　１０００３　１４㎝

商品名
ＢＫ　１８－８　Ｆ型ザル　普通目　１
８㎝　１４メッシュ

商品名
アルコロック　アンピラブル　サラダ
ボール　１００４０　９㎝

商品名
アルコロック　アンピラブル　サラダ
ボール　１００００　１２㎝

商品名
ＥＢＭ　１８－８　ＰＲＯ　ミキシング
ボール　３０㎝

商品名
ＥＢＭ　１８－８　ＰＲＯ　ミキシング
ボール　３６㎝
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 0739600 商品コード 8800700 商品コード 5852300 商品コード 0195500
貢・品番 2-0467-0101 貢・品番 2-0470-0201 貢・品番 2-0470-1701 貢・品番 2-0471-0101

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 650 上代 1,000 上代 500 上代 1,800
備考 備考 備考 備考

商品コード 0712300 商品コード 7307100 商品コード 2286800 商品コード 7486010
貢・品番 2-0480-0101 貢・品番 2-0484-0301 貢・品番 2-0484-1001 貢・品番 2-0494-1301

数量 2 数量 2 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 600 上代 900 上代 650 上代 4,000
備考 備考 備考 備考

商品コード 1580300 商品コード 0970100 商品コード 0970300 商品コード 0970500
貢・品番 2-0497-0101 貢・品番 2-1333-0102 貢・品番 2-1333-0104 貢・品番 2-1333-0106

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 4,200 上代 3,300 上代 2,900 上代 2,900
備考 備考 備考 備考

商品名
ＵＫ　１８－８　アイスクリームディッ
シャー　＃１２

商品名
ＵＫ　１８－８　アイスクリームディッ
シャー　＃１６

商品名
ＥＢＭ　18-8　パイプ柄ポテトマッ
シャー　大　φ１００×３３５

商品名
ＵＫ　１８－８　アイスクリームディッ
シャー　＃８

商品名
フルベジ　アボガドカッター　ＦＡＫ－
０１

商品名 鉄　ベーコンプレス　丸型　Ａ－１４６商品名 リッター　皮ムキ　全長１０５ 商品名
ＧＳ　１８－８　トマトシャーク（０８７－
０７４９）

商品名 レトルトトング　全長２３０㎜ 商品名
ＥＢＭ　オールステンレス　キッチン
バサミ

商品名
ガンジー缶切　大　＃３００（１１０×
６５㎜）

商品名 ＴＫ　パックカッター
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 0733920 商品コード 4529100 商品コード 4529200 商品コード 2760900
貢・品番 2-0500-1501 貢・品番 2-0503-0103 貢・品番 2-0503-0203 貢・品番 2-0503-0303

数量 4 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 660 上代 280 上代 280 上代 280
備考 備考 備考 備考

商品コード 2761400 商品コード 2761900 商品コード 2762400 商品コード 2762900
貢・品番 2-0503-0403 貢・品番 2-0503-0503 貢・品番 2-0503-0603 貢・品番 2-0503-0703

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 280 上代 280 上代 280 上代 280
備考 備考 備考 備考

商品コード 3674400 商品コード 6560700 商品コード 4444720 商品コード 0725200
貢・品番 2-0503-0803 貢・品番 2-0503-1102 貢・品番 2-0504-1306 貢・品番 2-0511-1301

数量 1 数量 8 数量 3 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 240 上代 2,050 上代 7,520 上代 1,070
備考 備考 備考 備考

商品名
ＦＩＦＯ（フィフォ）ボトル　ﾎﾟｰｼｮﾝﾊﾟﾙ
3つ穴　黄ﾚｷﾞｭﾗｰ　24oz

商品名 ＵＫ　１８－８　調味缶　大　Ａ缶商品名 ＣＫＳ　ディスペンサー　３２０ｍｌ　白 商品名
ＥＢＭ　ｅｃｏ　ｅｃｏ　ソースボトル スタ
ンド　３２０

商品名
カラーキャップディスペンサー　３２０
ｍｌ　ブラック

商品名
カラーキャップディスペンサー　３２０
ｍｌ　ブラウン

商品名
カラーキャップディスペンサー　３２０
ｍｌ　ブルー

商品名
カラーキャップディスペンサー　３２０
ｍｌ　オレンジ

商品名
カラーキャップディスペンサー　３２０
ｍｌ　イエロー

商品名
カラーキャップディスペンサー　３２０
ｍｌ　グリーン

商品名
ステンレス　エッグリング　大　№１５
０４（φ１１５×１５）

商品名
カラーキャップディスペンサー　３２０
ｍｌ　レッド
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 0725300 商品コード 0725400 商品コード 0662700 商品コード 0663200
貢・品番 2-0511-1401 貢・品番 2-0511-1501 貢・品番 2-0523-0414 貢・品番 2-0523-0419

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,070 上代 1,070 上代 890 上代 1,090
備考 備考 備考 備考

商品コード 0671000 商品コード 0678200 商品コード 9815400 商品コード 2563910
貢・品番 2-0523-0704 貢・品番 2-0534-0201 貢・品番 2-0534-0601 貢・品番 2-0545-1401

数量 1 数量 2 数量 2 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 900 上代 1,850 上代 2,500 上代 680
備考 備考 備考 備考

商品コード 2564010 商品コード 0688610 商品コード 7507000 商品コード 0703600
貢・品番 2-0545-1501 貢・品番 2-0549-0104 貢・品番 2-0552-0401 貢・品番 2-0564-0301

数量 1 数量 1 数量 2 数量 6
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 500 上代 1,700 上代 240 上代 320
備考 備考 備考 備考

商品名
１８－８　パイプ柄　ミニ泡立　全長１
４０

商品名
ＥＢＭ　１８－０　万能トング　小　板
バネ式　全長２４０

商品名
シリコン　ハンドクリーナー　小　Ｂ－
００２

商品名
ＥＢＭ　１８－８　泡立　＃１０　３０㎝
ステンキャップ

商品名
EBM　18-0　木柄ｸﾞﾘﾄﾞﾙﾀｰﾅｰ　小
巾116×長さ130　全長330

商品名
シリコン　ハンドクリーナー　大　Ｂ－
００１

商品名 ＵＫ　１８－８　横口　レードル　７０㏄ 商品名
ＥＢＭ　１８－０　木柄ターナー　小
（７６×２７０）

商品名 ＵＫ　１８－８　レードル　９０㏄ 商品名 ＵＫ　１８－８　レードル　１８０㏄商品名 ＵＫ　１８－８　調味缶　大　Ｓ缶 商品名 ＵＫ　１８－８　調味缶　大　Ｐ缶
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 0705400 商品コード 0706100 商品コード 4060100 商品コード 4060500
貢・品番 2-0567-0201 貢・品番 2-0570-1601 貢・品番 2-0596-2501 貢・品番 2-0596-2602

数量 3 数量 6 数量 2 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,450 上代 450 上代 1,400 上代 1,500
備考 備考 備考 備考

商品コード 6230900 商品コード 6231000 商品コード 6232100 商品コード 6232600
貢・品番 2-0633-0112 貢・品番 2-0633-0113 貢・品番 2-0633-0120 貢・品番 2-0633-0125

数量 5 数量 5 数量 5 数量 5
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,840 上代 2,140 上代 1,500 上代 1,160
備考 備考 備考 備考

商品コード 6231200 商品コード 6232200 商品コード 6232700 商品コード 7065600
貢・品番 2-0633-0204 貢・品番 2-0633-0206 貢・品番 2-0633-0208 貢・品番 2-0633-0604

数量 10 数量 10 数量 5 数量 5
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,070 上代 790 上代 790 上代 1,000
備考 備考 備考 備考

商品名
ｷｬﾝﾌﾞﾛ　フードパンカバー　１／９
平面型　９０ＣＷＣ(135)ｸﾘｱ

商品名
ｷｬﾝﾌﾞﾛ　フードパン用ドレンシェルフ
１／３　３０ＣＷＤ(135)

商品名
ｷｬﾝﾌﾞﾛ　フードパンカバー　１／３
平面型　３０ＣＷＣ(135)ｸﾘｱ

商品名
ｷｬﾝﾌﾞﾛ　フードパンカバー　１／６
平面型　６０ＣＷＣ(135)ｸﾘｱ

商品名
キャンブロ　フードパン　１／６－１５
０㎜　６６ＣＷ(135)ｸﾘｱ

商品名
キャンブロ　フードパン　１／９－１０
０㎜　９４ＣＷ(135)ｸﾘｱ

商品名
キャンブロ　フードパン　１／３－１０
０㎜　３４ＣＷ(135)ｸﾘｱ

商品名
キャンブロ　フードパン　１／３－１５
０㎜　３６ＣＷ(135)ｸﾘｱ

商品名
シリコン塗りハケ　Ｍ（幅３４㎜）アイ
ボリー

商品名
シリコン塗りハケ　Ｌ（幅４３㎜）ブ
ルー

商品名 ＴＨ　１８－８　パントング（全長２００） 商品名
ＥＢＭ　ステンレス　天プラトング　全
長２３５
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 6233930 商品コード 6234030 商品コード 6234630 商品コード 6234830
貢・品番 2-0634-0110 貢・品番 2-0634-0111 貢・品番 2-0634-0117 貢・品番 2-0634-0122

数量 5 数量 5 数量 5 数量 5
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 6,300 上代 8,550 上代 4,860 上代 2,880
備考 備考 備考 備考

商品コード 6234530 商品コード 6235430 商品コード 6235730 商品コード 6235930
貢・品番 2-0634-0116 貢・品番 2-0634-0208 貢・品番 2-0634-0303 貢・品番 2-0634-0305

数量 5 数量 5 数量 10 数量 5
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 3,960 上代 1,710 上代 3,870 上代 2,430
備考 備考 備考 備考

商品コード 6236730 商品コード 7067300 商品コード 0270800 商品コード 7237500
貢・品番 2-0634-0504 貢・品番 2-0635-0117 貢・品番 2-0639-0210 貢・品番 2-0639-0213

数量 5 数量 5 数量 3 数量 3
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,610 上代 1,160 上代 2,270 上代 1,470
備考 備考 備考 備考

商品名
クローバー　１８－８　浅型　角バット
１０枚取

商品名
クローバー　１８－８　浅型　角バット
１８枚取

商品名
キャンブロ　ホットパン用ドレンシェ
ルフ　1/3　30HPD（150）

商品名
キャンブロ　フードパン　１／６－１０
０㎜　６４ＣＷ(110)ﾌﾞﾗｯｸ

商品名
ｷｬﾝﾌﾞﾛ　ホットパンカバー　１／３
取手付　30HPCH（150）

商品名
ｷｬﾝﾌﾞﾛ　ホットパンカバー　１／６
取手付　60HPCH（150）

商品名
キャンブロ　ホットパン　１／６－１０
０㎜　６４ＨＰ（150）

商品名
ｷｬﾝﾌﾞﾛ　ホットパンカバー　１／９
平面型　９０ＨＰＣ（150）

商品名
キャンブロ　ホットパン　１／６－１５
０㎜　６６ＨＰ（150）

商品名
キャンブロ　ホットパン　１／９－１０
０㎜　９４ＨＰ（150）

商品名
キャンブロ　ホットパン　１／３－１０
０㎜　３４ＨＰ（150）

商品名
キャンブロ　ホットパン　１／３－１５
０㎜　３６ＨＰ（150）
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 0273600 商品コード 0277000 商品コード 0291600 商品コード 0294600
貢・品番 2-0643-0103 貢・品番 2-0643-0303 貢・品番 2-0644-0112 貢・品番 2-0644-0312

数量 10 数量 10 数量 2 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 840 上代 480 上代 4,680 上代 1,910
備考 備考 備考 備考

商品コード 6201510 商品コード 0362800 商品コード 0362900 商品コード 0363000
貢・品番 2-0651-0301 貢・品番 2-0666-0101 貢・品番 2-0666-0201 貢・品番 2-0666-0301

数量 2 数量 2 数量 2 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 16,400 上代 950 上代 1,190 上代 1,650
備考 備考 備考 備考

商品コード 1084110 商品コード 1084230 商品コード 1084410 商品コード 1084530
貢・品番 2-0691-0201 貢・品番 2-0691-0305 貢・品番 2-0691-0402 貢・品番 2-0691-0409

数量 3 数量 2 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 6,160 上代 4,200 上代 2,930 上代 2,760
備考 備考 備考 備考

商品名
ＥＢＭ　ＰＰ半透明カラー番重　蓋
大　ブルー（サンコー製）

商品名
ＥＢＭ　ＰＰ半透明カラー番重　蓋
小　レッド（サンコー製）

商品名
ＥＢＭ　ＰＰ半透明カラー番重　Ａ型
大　ブルー（サンコー製）

商品名
ＥＢＭ　ＰＰ半透明カラー番重　Ａ型
小　レッド（サンコー製）

商品名
ラストロ　ジャンボキーパー　Ｂ－３８
６　Ｍ

商品名
ラストロ　ジャンボキーパー　Ｂ－３８
７　Ｌ

商品名
EBM　18-8　開閉式ﾔｸﾐ入　取り外し
透明ｶﾊﾞｰ　4ｹ入(大)

商品名
ラストロ　ジャンボキーパー　Ｂ－３８
５　Ｓ

商品名 ＢＫ　１８－８　深型　長バット　３６型 商品名 ＢＫ　１８－８　長バット蓋　３６型商品名
クローバー　１８－８　深型　組バット
０号

商品名
クローバー　１８－８　組バット蓋　０
号
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 0858700 商品コード 0107270 商品コード 3428300 商品コード 7403510
貢・品番 2-0734-0501 貢・品番 2-0753-0501 貢・品番 2-0758-0301 貢・品番 2-0795-0601

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 5,000 上代 3,000 上代 2,500 上代 50,000
備考 備考 備考 備考

商品コード 1113200 商品コード 4951500 商品コード 0225400 商品コード 0992490
貢・品番 2-0762-0301 貢・品番 2-0848-1101 貢・品番 2-0891-0201 貢・品番 2-0891-0601

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 3,200 上代 8,250 上代 8,400 上代 4,700
備考 備考 備考 備考

商品コード 8804100 商品コード 8804110 商品コード 4301200 商品コード 1568840
貢・品番 2-0897-0901 貢・品番 2-0897-1001 貢・品番 2-0901-0201 貢・品番 2-0513-0101

数量 1 数量 1 数量 1 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,800 上代 900 上代 1,050 上代 10,000
備考 備考 備考 備考

商品名
３Ｍ　ショートニングモニター（２０枚
入）　Ｈ／ＳＭ２０

商品名
シーズニングディスペンサー　スプ
レッド　８７１００

商品名
ミルオイル　キャッチスキムフィル
ター　Ｓ（１２０メッシュ）

商品名
ミルオイル　キャッチスキムＳ用ホル
ダー

商品名
ＥＢＭ　１８－８　ポテトフライヤー
小（幅１２０）

商品名
ＥＢＭ　ポテトフライヤー用　浮き上
がり防止蓋　小サイズ用

商品名
ＳＡＴＯ　ノータッチタイマー　ＴＭ－２
９

商品名
トラエックス　フレンチフライスクープ
右ハンドル　３６７０

商品名
タニタ　デジタル温湿度計　ＴＴ－５５
９（ＢＬ）ブルー

商品名
象印　マイコン　スープジャー　ＴＨ－
ＣＵ０４５　４．５Ｌ

商品名
タニタ　デジタルクッキングスケール
３㎏　KD-321　ｼﾙﾊﾞｰ

商品名
タニタ　デジタル　温度計　ＴＴ－５０
８ＮＲＤ　レッド
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【厨房用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 1568830
貢・品番 2-0513-0201

数量 2
購入単価

上代 10,000
備考

商品名
シーズニングディスペンサー　ドロッ
プ　８７０９０
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卓上・ホール用品



開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【卓上・ホール用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 4527600 商品コード 8491310 商品コード 6319900 商品コード 3433100
貢・品番 2-1293-0103 貢・品番 2-1213-0301 貢・品番 2-1263-0101 貢・品番 2-1263-0801

数量 30 数量 30 数量 2 数量 2
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,900 上代 1,900 上代 2,800 上代 700
備考 備考 備考 備考

商品コード 1904600 商品コード 2090500 商品コード 2090600 商品コード 8104351
貢・品番 2-1335-0101 貢・品番 2-1352-0601 貢・品番 2-1352-0801 貢・品番 2-1468-0801

数量 20 数量 30 数量 30 数量 4
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,200 上代 1,550 上代 750 上代 4,860
備考 備考 備考 備考

商品コード 8104801 商品コード 1540701 商品コード 7182301 商品コード 7182501
貢・品番 2-1474-0301 貢・品番 2-1487-0701 貢・品番 2-0429-0102 貢・品番 2-0429-0104

数量 4 数量 5 数量 30 数量 30
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 6,900 上代 1,500 上代 240 上代 300
備考 備考 備考 備考

アルコロック　アンピラブル　サラダ
ボール　１００１８　７㎝

商品名
アルコロック　アンピラブル　サラダ
ボール　１００１９　１０㎝

商品名
ﾎﾞﾙﾐｵﾘﾛｯｺ ﾊﾟﾗﾃﾞｨｵ ﾋﾟﾙｽﾅｰ0.4L
545㏄(1.65281.MP1)(6個入)

商品名
スタックタンブラー　００３４６ＨＳ（６
個入）

商品名

商品名
ﾎﾞﾙﾐｵﾘﾛｯｺ ﾛｯｸﾊﾞｰ ﾀﾝﾌﾞﾗｰ480 480
㏄(5.16180.BN6)(6個入)

商品名
ＥＢＭ　１８－８　ラセン　トップコンス
タンド

商品名
ＥＢＭ　１８－８　リモージュ　デザー
トナイフ(Ｈ・Ｈ)ノコ刃付

商品名
ＥＢＭ　１８－８　リモージュ　デザー
トフォーク

商品名
ヴィンテージウッド調トレー　ＭＡ３３
４３Ｅ８６　ﾗｲﾄｵｰｸ

商品名
ＫＭ　ミニ　ステンレス　丸型フライバ
スケット　ＢＳＫＲ９ＮＭ

商品名
ＥＢＭ　ウォーターピッチャー　抗菌
剤入　クリア

商品名
ＥＢＭ　ウォーターピッチャー用　受
け皿　クリア
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【卓上・ホール用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 7365701 商品コード 1241610 商品コード 1241650 商品コード 3256810
貢・品番 2-1622-0101 貢・品番 2-1824-0101 貢・品番 2-1824-0501 貢・品番 2-1880-1901

数量 30 数量 3 数量 5 数量 6
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,500 上代 2,000 上代 14,000 上代 2,800
備考 備考 備考 備考

商品コード 3918000 商品コード 1545960 商品コード 7697900 商品コード 3330600
貢・品番 2-1887-1001 貢・品番 2-1901-0101 貢・品番 2-1906-3102 貢・品番 2-1909-0801

数量 5 数量 1 数量 5 数量 5
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,100 上代 1,600 上代 360 上代 900
備考 備考 備考 備考

商品コード 1195110 商品コード 5875000 商品コード 7099600 商品コード 7099900
貢・品番 2-2031-0601 貢・品番 2-2032-0501 貢・品番 2-2324-1901 貢・品番 2-2324-2201

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 37,000 上代 3,000 上代 1,800 上代 1,800
備考 備考 備考 備考

商品名 トリアノン　大皿　Ｄ６８７１　φ３１７ 商品名
ＥＢＭ　飛沫防止ガード　Ｗ３６０×Ｄ
８０×Ｈ５０５㎜　SG－ST

商品名
窓付きｱｸﾘﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ　2Way
（蓋付）900×600㎜　SPB-30

商品名
シンビ　レール式メニューブック　ＰＲ
－３０１　ブラック

商品名
シンビ　メニューブックスタンド　ＳＥ
－１０Ｎ ブラック

商品名
単式　会計伝票　S-03（100枚つづ
り・10冊入）

商品名
えいむ　シンプルバインダー　ＢＨ－
１７中　ブラック　90×210

商品名
ＥＢＭ　アクリル　伝票立　φ５５×Ｈ
６０

商品名
カシオ　レジスター　ＳＲ－Ｇ３－ＢＫ
ブラック

商品名 コインカウンターエンゲルス　Ⅰ　白 商品名
カラーストロー（５００本入）黒　フレッ
クス（曲り）

商品名
カラーストロー（５００本入）透明　フ
レックス（曲り）
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清掃・店舗備品



開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 4875110 商品コード 4875000 商品コード 0857701 商品コード 5505200
貢・品番 2-0678-0101 貢・品番 2-0678-0301 貢・品番 2-0727-0101 貢・品番 2-0758-0501

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 4,500 上代 2,300 上代 92,000 上代 1,300
備考 備考 備考 備考

商品コード 1113200 商品コード 3577002 商品コード 8804500 商品コード 8804700
貢・品番 2-0762-0301 貢・品番 2-2377-2501 貢・品番 2-0897-0101 貢・品番 2-0897-0201

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 3,200 上代 2,800 上代 9,800 上代 3,800
備考 備考 備考 備考

商品コード 0390600 商品コード 0390500 商品コード 2870820 商品コード 7375312
貢・品番 2-0898-0101 貢・品番 2-0898-0201 貢・品番 2-0901-0101 貢・品番 2-2218-0202

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 6,500 上代 5,900 上代 68,000 上代 2,100
備考 備考 備考 備考

商品名
使い捨て　検食容器トレーセット　９
穴（１００枚入）

商品名 ＰＰ　使い捨て　検食容器ストッカー 商品名
ヤマト　防水デジタルハカリ　ＤＰ－６
７０１Ｎ－３２㎏

商品名 ＰＣ　オーバル　温湿度計　４８９２７

Ｔｅｓｔｏ　デジタル食用油テスター２７
０　０５６３．２７５０

商品名
エステー　ニトリル手袋　ﾌﾞﾙｰ　№９
９１　粉なし(100枚入)Ｍ

商品名
ＥＢＭ　１８－８　オイルフィルター
油缶２０Ｌ用　JA-CEB20

商品名
ＥＢＭ　１８－８　オイルフィルター
油缶２０Ｌ用ホルダー

商品名

商品名
ミルオイル　フィルターフレーム　大
型　ＢＦ１Ａ

商品名
ＳＡＴＯ　ノータッチタイマー　ＴＭ－２
９

商品名
カーライル　メッシュブラシ　Ｍ　４００
００－ＥＣ１４　ﾌﾞﾙｰ

商品名
ミルオイルフィルター　標準大型　Ｒ
Ｂ６ＰＳ(１２０メッシュ)

 1 / 9



開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 1293450 商品コード 1240160 商品コード 6960900 商品コード 1216600
貢・品番 2-2221-1201 貢・品番 2-2222-1101 貢・品番 2-2238-0201 貢・品番 2-2261-0107

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 600 上代 3,300 上代 3,860 上代 3,000
備考 備考 備考 備考

商品コード 1222900 商品コード 5897910 商品コード 7872020 商品コード 3711210
貢・品番 2-2265-0607 貢・品番 2-2287-0103 貢・品番 2-2288-0502 貢・品番 2-2291-0202

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 4,600 上代 1,110 上代 1,100 上代 590
備考 備考 備考 備考

商品コード 3710900 商品コード 2954220 商品コード 1961740 商品コード 1961780
貢・品番 2-2292-0103 貢・品番 2-2292-1701 貢・品番 2-2333-0505 貢・品番 2-2333-0603

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 900 上代 800 上代 5,100 上代 1,430
備考 備考 備考 備考

商品名
ベルク　丸型ポリペール　ブルー　９
０Ｎ　本体　ＰＰ製

商品名
ベルク　丸型ポリペール　ブルー　７
０・９０Ｎ　蓋　ＰＰ製

商品名
業務用　リードペーパー　中（７５枚
×２ロール）

商品名
ＫＣ　ペーパータオルホルダー　ホワ
イト　８５００１５

商品名 フジ　アルミホイル　３０㎝×５０ｍ 商品名
ジップロック　業務用　フリーザー
バッグ　ＷジッパーＬ(24枚入)

商品名
弘進　スニーカー　シェフメイト　α７
０００　黒　２５㎝

商品名 業務用　サランラップ　４５㎝×５０ｍ

商品名
ワンタッチ　前掛　胸付　白　９００×
１１５０

商品名 弘進　長靴　ゾナＧ３　白　２５．５㎝商品名
３層式　フェイスマスク（５０枚入）ＩＲ
ＬＭ－００８

商品名
フェイスシールド（１０枚入）ＦＳ－３３
０－２２０
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 8541400 商品コード 8541200 商品コード 8539410 商品コード 1961380
貢・品番 2-2338-1603 貢・品番 2-2338-1601 貢・品番 2-2343-0103 貢・品番 2-2345-0605

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 15,000 上代 13,200 上代 46,000 上代 1,020
備考 備考 備考 備考

商品コード 8534500 商品コード 5687560 商品コード 7269110 商品コード 1134300
貢・品番 2-2360-0201 貢・品番 2-2361-0101 貢・品番 2-2361-0501 貢・品番 2-2361-0601

数量 1 数量 1 数量 6 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 89,000 上代 37,600 上代 1,000 上代 850
備考 備考 備考 備考

商品コード 8040110 商品コード 6618831 商品コード 2871410 商品コード 1203500
貢・品番 2-2361-0801 貢・品番 2-2362-0401 貢・品番 2-2363-0101 貢・品番 2-2363-0302

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 350 上代 4,600 上代 14,000 上代 6,400
備考 備考 備考 備考

商品名 ＦＸマルチハンガー　ＣＥ３１９２０００ 商品名
雑巾掛　Ｘ型　小　スーパーハンガー
ＣＥ４９３００００

商品名
ピンチカゴ　フック付　Ｗ－１２９　ブ
ルー

商品名
アルボース　衣料用洗浄剤　ネオア
ルベスト　Ｌ　２㎏

商品名 バスケット（Ｍ）Ｌ－５０３２ＷＢ 商品名
せんたく　たっぷりネット　全自動
ネット　５７２７１９

商品名
エコランド　ステーションボックス
キャスター付　＃５００Ｃ

商品名
ハイアール　全自動洗濯機　ＪＷ－
Ｃ４５Ｄ（Ｗ）

商品名
ﾗﾊﾞｰﾒｲﾄﾞ ｽﾘﾑｼﾞﾑｽﾃｯﾌﾟｵﾝｺﾝﾃﾅｰ ﾌ
ﾛﾝﾄｽﾃｯﾌﾟ 68L ﾍﾞｰｼﾞｭ 1883460

商品名
ベルク　バケツ　１５ＳＢ　本体　ライ
トグレー

商品名
業務用　スタンダード　ポリ袋　Ｌ－９
３（２００枚入）９０Ｌ

商品名
業務用　スタンダード　ポリ袋　Ｌ－４
３（３００枚入）４５Ｌ
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 5677910 商品コード 3002200 商品コード 5087000 商品コード 7857900
貢・品番 2-2364-0801 貢・品番 2-2366-0101 貢・品番 2-2369-0301 貢・品番 2-2370-0101

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 5,500 上代 3,000 上代 2,050 上代 1,420
備考 備考 備考 備考

商品コード 7900410 商品コード 7905510 商品コード 8904900 商品コード 1209000
貢・品番 2-2375-0501 貢・品番 2-0358-0501 貢・品番 2-2383-0401 貢・品番 2-2383-0901

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,080 上代 2,080 上代 346 上代 244
備考 備考 備考 備考

商品コード 1208600 商品コード 1208910 商品コード 7427631 商品コード 4901100
貢・品番 2-2383-1202 貢・品番 2-2384-1501 貢・品番 2-2384-1901 貢・品番 2-2385-0201

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 266 上代 304 上代 198 上代 175
備考 備考 備考 備考

商品名
３Ｍ　多用途スポンジ異物混入対策
用　№３０３０　アオ

商品名
キクロンプロ　Ｑスポンジ　Ｃ－５５１
グリーン

商品名 ３Ｍ　スポンジエース　Ｌ　キイロ 商品名
３Ｍ　がんこたわし　異物混入対策
用

商品名
３Ｍ　パープルパワーパッド　№２００
３

商品名
３Ｍ　ナイロンたわし　№９６　２３０
×１５０

商品名
ジャストマン　カラーハンドブラシ　８.
５吋　１２９９　ブルー

商品名
ジャストマン　タイル＆マナ板用　カ
ラーブラシ　２０００　青

商品名
１８－８　三角コーナー　水きれ～る
３１２１５

商品名
抗菌ステンレス　タワシ入（着脱式）
大　ＣＫ－１１０

商品名 ステンレス　ハンガーＬ　２０ピンチ付 商品名
定位置管理シール　白　２×５㎝　ミ
シン目１５枚（８シート入）
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 5090900 商品コード 5184800 商品コード 7726700 商品コード 1150040
貢・品番 2-2389-1802 貢・品番 2-2395-1101 貢・品番 2-2395-1201 貢・品番 2-2396-1501

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 400 上代 6,300 上代 2,900 上代 980
備考 備考 備考 備考

商品コード 4768600 商品コード 1544000 商品コード 4622500 商品コード 5086200
貢・品番 2-2396-2601 貢・品番 2-2402-0501 貢・品番 2-2406-0101 貢・品番 2-2407-0901

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,100 上代 6,000 上代 4,750 上代 1,600
備考 備考 備考 備考

商品コード 1078130 商品コード 4623000 商品コード 2909310 商品コード 4622300
貢・品番 2-2410-0101 貢・品番 2-2410-0401 貢・品番 2-2411-1401 貢・品番 2-2412-0301

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 5,630 上代 2,300 上代 7,100 上代 2,750
備考 備考 備考 備考

商品名
アルボース　除菌洗浄剤　サニタイ
ザーＣ　４㎏（淡黄色）

商品名
アルボース　キレーネ（漂白・除菌
剤）４㎏

商品名
ｱﾙﾎﾞｰｽ ｱﾙｺｰﾙ製剤　ｳｲﾙｽﾏｯｼｭ
４Ｌ 14580　専用ｽﾌﾟﾚｰ容器付き

商品名
アルボース　除菌スプレー　アル
チェック　ガン付　４００ｍｌ

商品名
アルボース　アルファインＣ（中性洗
剤）４㎏

商品名
洗剤　スーパーネリーデラックス　８
５０ｇ

商品名
レア　ステンレス　ふきん掛け３本
（レバー式吸盤付）251368

商品名
Pro+防菌ウェットワイパーバケツタイ
プ（２００枚入）

商品名
ＥＢＭ　皿拭きタオル　№１６０（１２
枚入）８５０×３３０

商品名
スレン染めぞうきん（１０枚入）ブラウ
ン　Ｆ－９０７

商品名 はねないタワシ　大 商品名
ＥＢＭ　万能クロス（１２枚入）４３０×
７００
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 4622400 商品コード 1245240 商品コード 1524960 商品コード 7250520
貢・品番 2-2413-0101 貢・品番 2-2413-1301 貢・品番 2-2415-0101 貢・品番 2-2418-0901

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 4,600 上代 2,300 上代 6,500 上代 940
備考 備考 備考 備考

商品コード 4670100 商品コード 4670200 商品コード 4622010 商品コード 4622700
貢・品番 2-2420-0101 貢・品番 2-2420-0201 貢・品番 2-2421-0101 貢・品番 2-2421-0201

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,250 上代 4,500 上代 5,700 上代 4,700
備考 備考 備考 備考

商品コード 6618900 商品コード 6618910 商品コード 1078140 商品コード 1078150
貢・品番 2-2422-0101 貢・品番 2-2422-0102 貢・品番 2-2422-0201 貢・品番 2-2422-0301

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,900 上代 10,200 上代 2,400 上代 7,000
備考 備考 備考 備考

商品名
ｱﾙﾎﾞｰｽ　ｱﾙｺｰﾙ手指消毒剤　ハン
ドアルサワーＮＬ　１Ｌ 14246

商品名
ｱﾙﾎﾞｰｽ　ｱﾙｺｰﾙ手指消毒剤　ハン
ドアルサワーＮＬ　４Ｌ 14240

商品名
アルボース　手指消毒液　アルボ
ナース　１０００ｍｌ

商品名
アルボース　手指消毒液　アルボ
ナース　詰替用　４Ｌ

商品名 アルボース　石鹸液 ⅰＧ－Ｎ　４㎏ 商品名
アルボース　石鹸液Ｇ－Ｎ用　ＪＡＣ
ボトルホルダーセットＰ－１

商品名
アルボース　薬用泡ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ　ｹｱﾏ
ｲﾙﾄﾞ　せっけんの香り　500ml

商品名
アルボース　薬用泡ハンドソープ　ｹ
ｱﾏｲﾙﾄﾞ　せっけんの香り　4㎏

商品名
アルボース　アルカリ除菌洗浄剤　４
㎏

商品名
ｴｽﾃｰ　業務用消臭剤　ｻﾆﾃｨｰ　ﾋﾞｰ
ｽﾞﾀｲﾌﾟ　本体　無香料　850g

商品名 アルボース　マジシーＫ（洗剤）４㎏ 商品名
３Ｍ　スコッチブライト　油汚れ落とし
シート　ｽﾃﾝﾚｽ用(30枚入)
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 1191210 商品コード 1191220 商品コード 1191250 商品コード 1191260
貢・品番 2-2423-0201 貢・品番 2-2423-1101 貢・品番 2-2423-1201 貢・品番 2-2423-1301

数量 11 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 12,300 上代 13,300 上代 570 上代 3,300
備考 備考 備考 備考

商品コード 1191290 商品コード 1493900 商品コード 2909500 商品コード 0162200
貢・品番 2-2423-0501 貢・品番 2-2428-1101 貢・品番 2-2429-1601 貢・品番 2-2432-0501

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,700 上代 1,200 上代 2,400 上代 1,200
備考 備考 備考 備考

商品コード 0162210 商品コード 3013800 商品コード 1577610 商品コード 4324600
貢・品番 2-2432-0601 貢・品番 2-2433-0101 貢・品番 2-2434-0101 貢・品番 2-2445-0201

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 800 上代 18,000 上代 9,800 上代 44,000
備考 備考 備考 備考

商品名
グリーストラップ用清掃道具　すくい
ん棒　大

商品名
ケルヒャー　掃除機　ＮＴ２７／１（乾
湿両用）

商品名
アルボース　汚物専用除菌剤２０００
２㎏

商品名 ＥＣＯＳＡＳ　グリストラップ改善セット

商品名
アルボース　ハンドブラシ　ボックス
セット　グリーン

商品名 アルボース　汚物処理セットＮ商品名
ｱﾙｺｰﾙ手指消毒剤　ｱﾙﾎﾞﾅｰｽｼﾞｪﾙ
500ml　(ｵｰﾄﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ用)

商品名
オールステンレス　消毒対応つめき
り　ＱＱ－０５

商品名
アルボース　オートディスペンサー用
受け皿

商品名
アルボース　オートディスペンサー用
ＡＣアダプター

商品名
アルボース　オートディスペンサー
消毒用　AAD-SG500

商品名
アルボース　オートディスペンサー用
スタンド
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 4911820 商品コード 8640200 商品コード 1185200 商品コード 1038370
貢・品番 2-2450-0301 貢・品番 2-2451-0201 貢・品番 2-2467-0401 貢・品番 2-2469-0201

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 14,500 上代 88,200 上代 2,070 上代 8,800
備考 備考 備考 備考

商品コード 7317510 商品コード 1185400 商品コード 1182900 商品コード 0101800
貢・品番 2-2471-0701 貢・品番 2-2473-0101 貢・品番 2-2477-0202 貢・品番 2-2479-0202

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 5,500 上代 1,500 上代 1,400 上代 3,000
備考 備考 備考 備考

商品コード 3721420 商品コード 1847220 商品コード 1245300 商品コード 1847201
貢・品番 2-2483-0201 貢・品番 2-2499-0801 貢・品番 2-2501-0301 貢・品番 2-2501-0901

数量 1 数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,800 上代 2,500 上代 28,000 上代 1,300
備考 備考 備考 備考

商品名
サニタリーコーナー　センサー付き
ＤＳ２４０２９２０

商品名
ＲＥＴＴＯ（レットー）コーナーポット
ホワイト　RETPT　W-PP

商品名
ちりとりセット　チリトーレ（取手グ
レー）

商品名
ＲＥＴＴＯ（レットー）トイレブラシ　Ｗブ
ラック　RETTB　WK

商品名
ドライヤー　中（幅４００×全長１３８
５）CL-370-040-0

商品名 プロテック　グラススクイジー　３５㎝商品名 コンドル　モップ絞り器　Ｒ－ＢＬ 商品名 デッキブラシ　ＣＬ－４１６－０００－０

商品名
ニューダンディ　モップ　ＣＬ－３２１
－０２４－０

商品名
ホースリール　Ｇアクア３０Ｎ　３０ｍ
ＰＲＱ－３０Ｎ

商品名
マキタ　充電式クリーナー(充電器
付)CL105DWI(乾式)ｱｲﾎﾞﾘｰ

商品名
マキタ　高圧洗浄機　ＭＨＷ７２０
（清水専用）
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【清掃・店舗備品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 8577400 商品コード 0119610 商品コード 4237501
貢・品番 2-2503-0201 貢・品番 2-2503-1001 貢・品番 2-2505-0101

数量 1 数量 1 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価

上代 3,900 上代 280 上代 2,940
備考 備考 備考

商品名
３Ｍ　ノーマッドカーペットマット３１０
０　900㎜×600㎜　ｸﾞﾚｰ

商品名 クリーンジェル　８００ｍｌ 商品名 業務用トイレルック　４５０ｍｌ
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テイクアウト用品



開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【テイクアウト用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 2006740 商品コード 8280680 商品コード 1250220 商品コード 7527500
貢・品番 2-2313-0103 貢・品番 2-2313-0903 貢・品番 2-2313-1002 貢・品番 2-2313-1101

数量 30 数量 1 数量 30 数量 1
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 2,250 上代 820 上代 1,300 上代 4,500
備考 備考 備考 備考

商品コード 5535260 商品コード 7527300 商品コード 6955020 商品コード 6955060
貢・品番 2-2314-0505 貢・品番 2-0847-1401 貢・品番 2-2318-1101 貢・品番 2-2318-1501

数量 3 数量 6 数量 5 数量 5
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,900 上代 850 上代 980 上代 980
備考 備考 備考 備考

商品コード 5582840 商品コード 6878900 商品コード 7460900 商品コード 7460920
貢・品番 2-2320-0603 貢・品番 2-2320-0703 貢・品番 2-2321-1002 貢・品番 2-2321-1202

数量 10 数量 10 数量 10 数量 10
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,150 上代 860 上代 1,200 上代 860
備考 備考 備考 備考

エンボスカップ（５０個入）ホワイト　２
６０ｍｌ　Ｃ２６５０Ｅ

商品名
エンボスカップ 260ｍｌ用蓋(50個入)ﾘ
ﾌﾄｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ黒 CRU2650EBK

商品名 クリアカップ（５０個入）４２５㏄ 商品名
クリアカップ　４２５㏄用蓋（１００個
入）

商品名

商品名
特中フォーク　アイボリー（１００本
入）

商品名
ルックバック　ムジ（１００枚入）№６Ｓ
０２１０３９０

商品名
フレンチポテトカートン　０１３８４（５０
枚入）紙製　赤

商品名
特中スプーン　アイボリー（１００本
入）

商品名
おりがみカップ　大（２０枚入）茶　９
６０㏄

商品名
パットレー　ストライプ柄　№１４（１０
０枚入）140×238㎜

商品名
ネオクラフト　バーガーＢＯＸ　Ｌ(２０
入)

商品名
ハンバーガー袋（５００枚入）０００３
６　白
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開業備品リスト ハンバーガーショップ　100食(イートイン20席)【テイクアウト用品】
消費税は含まれておりません。

商品コード 7099600 商品コード 7099900 商品コード 1199230 商品コード 1293780
貢・品番 2-2324-1901 貢・品番 2-2324-2201 貢・品番 2-2325-0902 貢・品番 2-2326-1602

数量 1 数量 1 数量 10 数量 3
購入単価 購入単価 購入単価 購入単価

上代 1,800 上代 1,800 上代 300 上代 660
備考 備考 備考 備考

商品名
カラーストロー（５００本入）黒　フレッ
クス（曲り）

商品名
カラーストロー（５００本入）透明　フ
レックス（曲り）

商品名
平型おしぼり　テフキーオースリー
Ｍサイズ（１００枚入）

商品名 角底袋　無地（１００枚入）№６
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