CP-58

CP-32

バーベキュー鉄板

バーベキュー鉄板

●サイズ/
（約）
幅44×奥行31.5×高さ5cm
●本体重量/
（約）
2.3kg
●材質/スチール
（焼付塗装仕上） ●入数/4
●JAN/4971715 363635

●サイズ/（約）幅44×奥行58×高さ6cm
●本体重量/（約）4.4kg
●材質/スチール（焼付塗装仕上） ●入数/4
●JAN/4971715 363307

●サイズ/（約）幅60×奥行90×高さ6cm
●本体重量/（約）10kg
●材質/スチール（焼付塗装仕上） ●入数/2
●JAN/4971715 364557

CP-44

CP-68

バーベキュー鉄板

バーベキュー鉄板

●サイズ/
（約）
幅44×奥行44×高さ6cm
●本体重量/
（約）
3.4kg
●材質/スチール
（焼付塗装仕上） ●入数/4
●JAN/4971715 363291

●サイズ/（約）幅44×奥行68×高さ6cm
●本体重量/（約）5.2kg
●材質/スチール（焼付塗装仕上） ●入数/4
●JAN/4971715 363314

バーベキュー用網

シチリン用替網

バーベキューコンロ用
替網

C-35

C-30

●サイズ/（約）幅35×奥行21cm
●本体重量/（約）0.2kg
●材質/スチール（めっき仕上） ●入数/50
●梱包サイズ/（約）幅36×奥行22×高さ24cm
（大箱）
●梱包重量/大箱（約）
10.2kg
●JAN/4971715 362836
●適応機種/UC-350、SC-392、SCW-390、L-390S
UC-350ST

●サイズ/
（約）
幅29.5×奥行29.5cm
●サイズ/（約）幅41.5×奥行29.5cm
●本体重量/
（約）
0.3kg
●本体重量/（約）0.4kg
●材質/スチール
（めっき仕上） ●入数/50
●材質/スチール（めっき仕上） ●入数/40
●梱包サイズ/（約）幅31.5×奥行21×高さ31.5cm（大箱） ●梱包サイズ/（約）幅44×奥行18×高さ32cm（大箱）
●梱包重量/大箱
（約）
14.6kg
●梱包重量/大箱（約）15.2kg
●JAN/4971715 361730
●JAN/4971715 361747
●適応機種/CBN-800
（小）
、OCB-32
●適応機種/CBN-450

シチリン用替網

C-45

網30

C-41

シチリン用替網
●サイズ/（約）幅40.5×奥行25.5cm
●本体重量/（約）0.27kg
●材質/スチール（めっき仕上） ●入数/50
●梱包サイズ/（約）幅42×奥行21×高さ27cm
（大箱）
●梱包重量/大箱（約）
14.0kg
●JAN/4971715 363079
●適応機種/SC-452

網45

C-50

C-32

網32

網50

●サイズ/
（約）
幅31×奥行29.5cm
●本体重量/
（約）
0.32kg
●材質/スチール
（めっき仕上） ●入数/40
●梱包サイズ/（約）幅33×奥行17×高さ31.5cm（大箱）
●梱包重量/大箱
（約）
11.9kg
●JAN/4971715 362652
●適応機種/CBN-650、CB-650S、
CBS-650STN、CB-650ST2

●サイズ/（約）幅46.5×奥行29.5cm
●本体重量/（約）0.42kg
●材質/スチール（めっき仕上） ●入数/40
●梱包サイズ/（約）幅48×奥行20.5×高さ31.5cm（大箱）
●梱包重量/大箱（約）15.6kg
●JAN/4971715 360245
●適応機種/CBN-800（大）

BQA-30

CP-90

バーベキュー鉄板

BQA-34

網（小）

網（大）

●サイズ/（約）幅30×奥行45cm
●本体重量/（約）0.4kg
●材質/スチール（めっき仕上）
●入数/20
●梱包サイズ/
（約）幅47.5×奥行32×高さ9cm（大箱）
●梱包重量/大箱（約）7.8kg
●JAN/4971715 800710

●サイズ/（約）幅40×奥行60cm
●本体重量/（約）0.7kg
●材質/スチール（めっき仕上）
●入数/20
●梱包サイズ/
（約）幅63×奥行42.5×高さ11cm（大箱）
●梱包重量/大箱（約）13.2kg
●JAN/4971715 800680

網（中）

網（特大）

●サイズ/（約）幅39×奥行50cm
●本体重量/（約）0.5kg
●材質/スチール（めっき仕上）
●入数/20
●梱包サイズ/
（約）幅52×奥行41×高さ11cm（大箱）
●梱包重量/大箱（約）10.6kg
●JAN/4971715 800697

●サイズ/（約）幅50×奥行80cm
●本体重量/（約）1.3kg
●材質/スチール（めっき仕上）
●入数/10
●梱包サイズ/
（約）幅82.5×奥行52×高さ9cm（大箱）
●梱包重量/大箱（約）12.8kg
●JAN/4971715 800673

網（超特大）

C-57

バーベキュー網

OVC-34用アミ

GSB-600用網

●サイズ/
（約）
φ30cm
●本体重量/
（約）
0.23kg
●材質/スチール
（めっき仕上） ●入数/20
●梱包サイズ/（約）幅31×奥行31×高さ9cm（大箱）
●梱包重量/大箱
（約）
4.8kg
●JAN/ 4971715 364847

●サイズ/
（約）
φ34cm
●本体重量/
（約）
0.18kg
●材質/スチール
（めっき仕上） ●入数/50
●梱包サイズ/（約）幅35×奥行35×高さ15.5cm（大箱）
●梱包重量/大箱
（約）
9.5kg
●JAN/ 4971715 366810
●適応機種/OVC-34、OVC-34C

●サイズ/（約）幅57.5×奥行25.5cm
●本体重量/
（約）0.4kg
●材質/スチール（めっき仕上） ●入数/40
●梱包サイズ/
（約）幅59×奥行18.2×高さ27.3cm（大箱）
●梱包重量/大箱（約）17.4kg
●JAN/4971715 366599
●適応機種/GSB-600STTN

機能小物

補強付

補強付

●サイズ/（約）幅60×奥行90cm
●本体重量/（約）1.6kg
●材質/スチール（めっき仕上）
●入数/10
●梱包サイズ/
（約）幅92×奥行62×高さ8cm（大箱）
●梱包重量/大箱（約）16.6kg
●JAN/4971715 800826

Functional Goods

BB-8

BB-9

●サイズ/（約）幅6.3×奥行4.3×高さ19cm
●本体重量/（約）0.07kg
●材質/本体：ポリプロピレン、
ブラシ：真鍮
ヘラ部：スチール
●入数/12（小箱）、48（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅28.0×奥行21.5×高さ23.5cm（小箱）
（約）幅42×奥行29×高さ40.3cm（大箱）
●梱包重量/
（約）1.2kg（小箱）、5.2kg（大箱）
●JAN/4971715 363048

●サイズ/（約）幅11.5×奥行6×高さ13.5cm
●本体重量/（約）0.15kg
●材質/本体：ポリプロピレン
ブラシ：真鍮、
スポンジ：ナイロン
ヘラ部：ステンレス
●入数/6（小箱）、24（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅24.0×奥行30.0×高さ23.0cm（小箱）
（約）幅48×奥行30×高さ46cm（大箱）
●梱包重量/（約）1.4kg（小箱）、5.4kg（大箱）
●JAN/4971715 364212

バーベキュー多機能ブラシ

グリルブラシ

BB-1

BB-2

●サイズ/（約）
幅6×奥行3×高さ37.5cm
●本体重量/（約）
0.2kg
●材質/金属部：ステンレス、ハンドル部：オーク
●入数/24（小箱）
、96
（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅36×奥行19.2×高さ21cm（小箱）
（約）幅38×奥行40×高さ43cm（大箱）
●梱包重量/（約）5kg（小箱）、20.6kg（大箱）
●JAN/4971715 364236

●サイズ/
（約）
幅7×奥行4.3×高さ39cm
●サイズ/（約）幅10.5×奥行2×高さ25.5cm
●本体重量/
（約）
0.12kg
●本体重量/（約）0.11kg
●材質/金属部：ステンレス、ハンドル部：オーク
●材質/金属部：ステンレス、ハンドル部：オーク
●入数/20
（小箱）
、120
（大箱）
●入数/20
（小箱）、120（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅40.3×奥行15.5×高さ9.4cm（小箱） ●梱包サイズ/（約）幅26.2×奥行16.2×高さ7.0cm（小箱）
（約）幅41.2×奥行32.4×高さ31cm（大箱）
（約）幅28×奥行34×高さ24.5cm（大箱）
●梱包重量/（約）2.8kg（小箱）、16.6kg（大箱） ●梱包重量/（約）2.8kg（小箱）、15.6kg（大箱）
●JAN/4971715 364229
●JAN/4971715 364243

BB-12

BB-14

BB-15

BB-18

●サイズ/（約）
幅4×奥行2.5×高さ45cm
●本体重量/（約）
0.16kg
●材質/金属部：ステンレス
●入数/40（小箱）
、80
（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅45×奥行37.5×高さ10cm（小箱）
（約）幅47×奥行39×高さ21.5cm（大箱）
●梱包重量/（約）6.6kg（小箱）、13.6kg（大箱）
●JAN/4971715 364588

●サイズ/(約)φ1.2×高さ38.7ｃm
●本体重量/
（約）
0.08kg
●材質/金属部：スチール、ハンドル部：木
●入数/20
（小箱）
、120
（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅51×奥行16.4×高さ7.4cm（小箱）
（約）幅52.5×奥行51.5×高さ17.3cm（大箱）
●梱包重量/
（約）
2kg
（小箱）
、12.0kg
（大箱）
●ＪＡＮ/4971715 366407

●サイズ/（約）幅6×奥行3.3×高さ37.5ｃm
●本体重量/（約）0.2kg
●材質/本体：ステンレス、ハンドル部：木
●入数/24（小箱）、96（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅36.5×奥行19×高さ21cm（小箱）
（約）幅40.5×奥行38×高さ44cm（大箱）
●梱包重量/
（約）5.2kg（小箱）、20.6kg（大箱）
●JAN/4971715 366483

●サイズ/（約）
幅3×奥行4×高さ28（42）
ｃm
●本体重量/（約）0.24kg
●材質/金属部：ステンレス
●入数/24（小箱）、96（大箱）
●梱包サイズ/（約）幅29.4×奥行24.8×高さ11.5cm（小箱）
（約）幅51×奥行30.6×高さ24.5cm（大箱）
●梱包重量/（約）5.8kg（小箱）、23.5kg（大箱）
●JAN/4971715 366681

木柄バーベキュートング

ステン火バサミ

木柄バーベキューターナー

木柄バーベキュー串3点セット

BB-4

木柄起し金105mm

伸縮ステン火ばさみ

アミもつかめるトング

■品質改良のため外観及び仕様は、予告なく変更することもあります。
■製品の色は印刷物のため、実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
■本カタログの記載内容は、2019年4月現在のものです。

本社 〒955‐0852 新潟県三条市南四日町3-7-58
（0256）
36‐4001
（代） （0256）
36‐4050
E-mail:niigata＠greenlife-web.co.jp URL:http://www.greenlife-web.co.jp
●東京支店

●関西営業所

●九州営業所

21049901

