
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020年01月31日 カタログ№32-07
原 産 国：中国 材 質：磁器

Cathy

カップ＆ソーサー

品番：32057 (WL-993170/A)

Ｈ8 240ml

本体価格￥850 BOX:6

ティーポット

品番：32272 (WL-994026/A)

Ｈ16 650ml

本体価格￥2,000

ティーポット

品番：32273 (WL-994028/A)

Ｈ13 320ml

本体価格￥1,400

マグカップ

品番：32056 (WL-993011/A)

Ｈ11 350ml

本体価格￥600 BOX:6

クリーマー

品番：32279 (WL-995002/A)

Ｈ4.6 50ml

本体価格￥300 BOX:12

クリーマー

品番：32280 (WL-995003/A)

Ｈ6 100ml

本体価格￥350 BOX:12

ディナープレート

品番：32035 (WL-991015/A)

φ25.5

本体価格￥800 BOX:6

スーププレート

品番：32046 (WL-991252/A)

φ20.5 250ml

本体価格￥900 BOX:6

ディーププレート

品番：32047 (WL-991253/A)

φ22.5 420ml

本体価格￥1,200 BOX:6

パンプレート

品番：32226 (WL-991011/A)

φ15

本体価格￥250 BOX:12

デザートプレート

品番：32227 (WL-991012/A)

φ18

本体価格￥350 BOX:12

デザートプレート

品番：32228 (WL-991013/A)

φ20

本体価格￥450 BOX:6

ディナープレート

品番：32229 (WL-991014/A)

φ23

本体価格￥600 BOX:6

（シングルリム）

表 裏
シンプルでプレートの隅まで使える

万能タイプ。

多用途ながら裏側にリム（皿の縁のこと）

があり耐久性も有りホテルのビュッフェ等で

使用されております。

https://wilmax.jp



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020月01月31日 カタログ№32-08
原 産 国：中国 材 質：磁器

ボウル

品番：32234 (WL-992492/A)

φ13/Ｈ5

本体価格￥900 BOX:6

トレー

品番：32293 (WL-996103/A)

Ｗ20/Ｄ19/Ｈ7.5

本体価格￥1,400 BOX:3

トレー

品番：32244 (WL-992699/A)

Ｗ24/Ｄ11/Ｈ3

本体価格￥1,300 BOX:6

トレー

品番：32245 (WL-992700/A)

Ｗ23/Ｄ12/Ｈ3

本体価格￥1,000 BOX:6

トレー

品番：32256 (WL-992799/A)

Ｗ19.5/Ｄ11/Ｈ8

本体価格￥1,200 BOX:6

トレー

品番：32257 (WL-992800/A)

Ｗ31/Ｄ16/Ｈ9

本体価格￥2,200 BOX:3

プレート

品番：32255 (WL-992781/A)

φ30.5/Ｈ4

本体価格￥2,400 BOX:3

Cathy



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020年01月31日 カタログ№32-09
原 産 国：中国 材 質：磁器

オーブントレー(ハンドル付)

品番：32310 (WL-997013/A)

Ｗ20/Ｄ14/Ｈ6

本体価格￥1,400 BOX:3

オーブントレー(ハンドル付)

品番：32311 (WL-997014/A)

Ｗ18.5/Ｄ12.5/Ｈ5

本体価格￥1,200 BOX:3

オーブンポット

品番：32305 (WL-997000/A)

Ｗ14/Ｄ12/Ｈ9.5 350ml

本体価格￥1,400 BOX:3

オーブンポット

品番：32312 (WL-997015/A)

Ｗ17/Ｄ14.5/Ｈ11 620ml

本体価格￥2,200 BOX:2

オーブントレー

品番：32306 (WL-997002/A)

Ｗ20/Ｄ18/Ｈ3

本体価格￥850 BOX:6

オーブントレー

品番：32307 (WL-997003/A)

Ｗ23/Ｄ20.5/Ｈ3.5

本体価格￥1,200 BOX:4

オーブントレー

品番：32308 (WL-997004/A)

Ｗ25.5/Ｄ23/Ｈ3.5

本体価格￥1,700 BOX:4

Cathy



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020年01月31日 カタログ№32-10
原 産 国：中国 材 質：磁器

オーブントレー

品番：32314 (WL-997030/A)

Ｗ22.5/Ｄ14/Ｈ5

本体価格￥1,600 BOX:2

オーブントレー

品番：32315 (WL-997031/A)

Ｗ27.5/Ｄ17.5/Ｈ6

本体価格￥2,600

オーブントレー

品番：32316 (WL-997032/A)

Ｗ32.5/Ｄ21/Ｈ7

本体価格￥3,600

オーブントレー

品番：32318 (WL-997040/A)

Ｗ29.5/Ｄ20.5/Ｈ6

本体価格￥2,600

オーブントレー

品番：32319 (WL-997041/A)

Ｗ35/Ｄ24/Ｈ7.5

本体価格￥3,500

オーブントレー

品番：32321 (WL-997051/A)

Ｗ27/Ｄ16.5/Ｈ5

本体価格￥1,700 BOX:2

Cathy



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

Cathy

ワイングラス2Pセット

品番：32060 (WL-888033/2C)

Ｈ22.5 470ml

本体価格￥2,400

ワイングラス2Pセット

品番：32061 (WL-888034/2C)

Ｈ24 580ml

本体価格￥2,800

シャンパングラス2Pセット

品番：32065 (WL-888049/2C)

Ｈ27 270ml

本体価格￥3,200

ディナーナイフ

品番：32001
(WL-999100/A)

Ｌ22

本体価格￥750
出荷単位：3

BOX:24

ディナーフォーク

品番：32002
(WL-999101/A)

Ｌ20

本体価格￥680

出荷単位：3

BOX:24

ディナースプーン

品番：32003
(WL-999102/A)

Ｌ21

本体価格￥680

出荷単位：3

BOX:24

ティースプーン

品番：32004
(WL-999104/A)

Ｌ14

本体価格￥380

出荷単位：3

BOX:24

デザートフォーク

品番：32006
(WL-999107/A)

Ｌ19

本体価格￥650
出荷単位：3

BOX:24

デザートスプーン

品番：32007
(WL-999108/A)

Ｌ19

本体価格￥650
出荷単位：3

BOX:24

デザートフォーク

品番：32008
(WL-999117/A)

Ｌ16

本体価格￥400

出荷単位：3

BOX:24

2020年01月31日 カタログ№32-11
原 産 国：中国 材 質：ステンレス・無鉛ガラス


