
ADAGIO X-15 ATLANTIS ALINEA ALASKA ANSER BYBLOS BAGUETTE PETAL SLOW X-LOW

アダージョ エックス15 アトランティス アリネア アラスカ アンサー ビブロス バケット ペタル スロー エクスロー

Art-No. モデルＮｏ 2090 1860 3010 3020 2080 1670 1840 2610 1880 3040 3090

-2 テーブルスプーン　 ¥1,300 ¥2,000 ¥950 ¥850 ¥700 ¥600 ¥2,000 ¥600 ¥1,800 ¥800 ¥900

-1 テーブルフォーク　 ¥1,300 ¥2,000 ¥950 ¥850 ¥700 ¥600 ¥2,000 ¥600 ¥1,800 ¥800 ¥900

-5 テーブルナイフ(共柄） ¥1,500 ¥1,500 ¥1,200 ¥1,200 ¥900 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,800 ¥900 ¥1,100

-51 テーブルナイフ（ＨＨ） ¥4,300 ¥2,900 ¥2,000 ¥3,800

-5V テーブルナイフ （共柄） 縦型　 ¥1,300

-15 デザートスプーン　 ¥1,000 ¥1,700 ¥700 ¥750 ¥600 ¥500 ¥1,800 ¥550 ¥1,500 ¥700 ¥700

-14 デザートフォーク　 ¥1,000 ¥1,700 ¥700 ¥750 ¥600 ¥500 ¥1,800 ¥550 ¥1,500 ¥700 ¥700

-6 デザートナイフ （共柄） ¥1,100 ¥1,400 ¥1,100 ¥1,000 ¥800 ¥900 ¥700 ¥1,500 ¥800 ¥900

-61 デザートナイフ（ＨＨ）　 ¥4,200 ¥2,800 ¥2,000 ¥3,800

-6V デザートナイフ（共柄）縦型　 ¥1,200

-3 ティースプーン　 ¥700 ¥1,200 ¥600 ¥500 ¥500 ¥400 ¥1,300 ¥400 ¥1,200 ¥500 ¥500

-26 モカスプーン　 ¥600 ¥900 ¥500 ¥400 ¥400 ¥300 ¥1,200 ¥300 ¥1,000 ¥400 ¥400

-7 スープレードル　 ¥7,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥10,000

-12 サービングスプーン　 ¥4,500 ¥3,500 ¥4,000 ¥3,500 ¥4,000 ¥6,500 ¥4,500

-21 サービングフォーク ¥6,500 ¥5,400 ¥6,500

-10 サラダサーバー　 ¥6,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥10,000 ¥8,000 ¥6,000

-9 チップサーバー ¥5,000 ¥8,000

-16 フィッシュフォーク　 ¥1,100 ¥1,700 ¥700 ¥750 ¥900 ¥600 ¥2,000 ¥600 ¥1,600 ¥800 ¥900

-17 フィッシュナイフ　 ¥1,100 ¥1,800 ¥700 ¥800 ¥900 ¥700 ¥2,000 ¥600 ¥1,600 ¥800 ¥900

-11 グレービーレードル　 ¥6,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥10,000

-4 ケーキフォーク　 ¥700 ¥1,200 ¥600 ¥400 ¥500 ¥400 ¥1,500 ¥400 ¥1,200 ¥500 ¥500

-29 ケーキナイフ ¥10,000 ¥15,000

-19 オイスターフォーク ¥600 ¥2,000

-18 アイスクリームスプーン ¥1,500 ¥2,000

-40 フルーツナイフ　 ¥1,200 ¥900 ¥1,000 ¥800 ¥1,000 ¥700 ¥1,200 ¥800 ¥900

-8 ケーキサーバー　 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,000 ¥8,000

-20 スネイルフォーク ¥1,500 ¥2,000

-35 スパゲッティフォーク ¥900

-25 カクテルスプーン　 ¥1,800 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,300 ¥3,000 ¥1,400 ¥600

-27 バターナイフ（ＨＨ） ¥8,000 ¥13,000

-27B バターナイフ（共柄） ¥1,900

-28 チーズナイフ ¥8,000 ¥12,000

-36 スパゲッティスプーン ¥900

-32 テイスティング（ソース）スプーン ¥800 ¥2,000 ¥4,300 ¥1,500

-33 スープスプーン　 ¥1,800 ¥700 ¥900 ¥900 ¥2,000 ¥600 ¥800 ¥900

-45 ステーキナイフ　 ¥1,300 ¥1,500 ¥1,100 ¥1,300 ¥900 ¥1,200

-23 カービングフォーク ¥10,000 ¥15,000

-24 カービングナイフ ¥10,000 ¥15,000

-30 フィッシュサービングフォーク ¥13,000 ¥17,000

-31 フィッシュサービングナイフ ¥13,000 ¥17,000

P7 P9 TAPAS  タパス 　　※ 価格は税抜き価格です

Model No.1920 -32 テイスティング（ソース）スプーン ¥800 291161 ¥300 　　※  価格は予告なく変更、製造中止する場合がございます。

-33 スープスプーン ¥800 291162 ¥300 　　※ ご発注品番の書き方　　　　

-40 フルーツ/バターナイフ ¥1,000 207765 ¥300 　　　　例）　アダージョー　テーブルスプーン　

-34 ザコウスキースプーン ¥1,200 391059 ¥350 　　　　　モデルNo　　　ArtNo.   　 →　　発注品番

104192 ¥300 　　　　　2090　　　+　　-2　　　 →　 2090-2コンビフォーク

BEAUBOURG　ボーボー

 


タパスフォーク

タパススプーン

アイスクリームスプーン

ベントモカスプーン（ミラー）
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