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新潟県燕市製造の
ステンレス製品・プラスチック製品を
全国にお届けいたします。

業務用品
PROFESSIONAL 厨房、医療、理化学向け業務用ステンレス製品。

衛生的で保管・保存などの
用途にも万能です。

卓上用品
TABLEWARE 汚れにくい、傷が目立ちにくい表面加工を施した、

軽く丈夫なポリカーボネート製。
レストラン、飲食店向けに最適です。

会社概要

個人用から業務用まで、様々なニーズに対応いたします。

オンラインサービスについて

燕産地のステンレス／プラスチック製品を主に扱っています。ご用命・お問い合わせ等、お気軽にどうぞ。

会 社 名 丸山ステンレス株式会社

所 在 地 〒959-1277 新潟県燕市物流センター2-6

連 絡 先 TEL：0256-63-5461　　FAX：0256-64-2993

代 表 者 和田健次

資 本 金 2,000万円

設　　立 1961年11月

事業内容 ● 営業用厨房用品・卓上用品の企画販売
 ● 研究用・産業用・医療用容器の企画販売
 ● 家庭用キッチン用品の企画販売

卓上用品･厨房用品から､理化学･産業用･医療用容器等､ステンレス(SUS)容器、プラスチック製品を幅広く扱っています。
的確な商品在庫と商品情報を管理し､地場産メーカーと全国のユーザー／販売店様をつなぐハブ機能をもつ会社として、
必要な製品を必要な数だけ提供いたします。

受　注

電子カタログ オンラインショップ お見積りサービス

豊富な在庫 提携工場との協力体制 スピーディーな出荷

梱包 ＆ 発送社内在庫を確認 or 燕市内工場より製品調達

電子カタログ、オンラインショップ、お見積りのお問い合わせがご利用いただけます。
詳しくは弊社HPをご覧ください。

ホームページは
こちら

1 MALS TABLEWARE CATALOG 2MALS TABLEWARE CATALOG



お 気 軽にお 問 い 合 わせください 。

●ステンレス容器　特殊サイズ

●パンチング容器

●穴明・パイプ追加工

●ソケット・蛇口追加工

特注容器の材質は、SUS304のみです。
板厚は容器の大きさや在庫状況によりご相談させていただきます。
特注容器はステンレス板折り曲げと溶接で製作しますので、
角Rの無いシンプルな形状となります。

樹脂製品は本体オリジナルカラー製作も可能です。
ロット等はご相談ください。

サイズや形状により、加工が難しい製品もございます。

製作事例

●印刷代の他に、版代が必要になります。

製作事例

特注品製作について ロゴプリント・名入れ・マーキング
既製では無いサイズの容器や、

既製品への追加工など、１点よりお見積いたします。

イベントやノベルティ、ショップロゴなどのオリジナルプリント製作いたします。

シルクスクリーン印刷・パッド印刷・エッチング（腐食）が可能です。

レーザーマーキングでの用途名・ナンバリングでの使い分けも可能です。
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Be SERIES

Be SERIES Be 卓上用品　業務用のロングセラー
汚れにくい・キズが目立ちにくい表面加工

■φ130×214mm
■材質:本体/ポリカーボネート　フタ/ポリプロピレン 

Be　ウォーターポット　2.2L
ブラック ［10000901］　ブラウン ［10000947］
グレー ［10000902］　オレンジ ［10000903］
クリア ［10000979］　ピンク ［10000985］

■φ110×178mm
■材質:本体/ポリカーボネート　フタ/ポリプロピレン

Be　ジュニアピッチャー　1.3L
ブラック ［10000904］　ブラウン ［10000948］　
グレー ［10000905］　オレンジ ［10000906］
クリア ［10000980］

▶２WAY 注ぎ口
フタを１８０度回転させ
ることにより、二通りの
注ぎ加減でご使用でき
ます。

ロゴ入れお見積は
お問い合わせください。

■φ105×150mm
■材質:本体/ポリカーボネート　フタ/ポリプロピレン

Be　キュートポット　0.8L
ブラック ［10000940］　グレー ［10000941］　オレンジ ［10000942］　

■φ140×141mm
■材質:ポリカーボネート　
　ハンドル・目皿/18-8ステンレス

Be　アイスペール　シングル
ブラック ［10000915］　1.8L

■φ140×141mm
■材質:ポリカーボネート　
　ハンドル・目皿/18-8ステンレス

Be　アイスペール　シングル
クリア ［10000968］　1.8L

■150×20mm
■材質:ポリカーボネート

Be　アイストング15
［10000917］

■180×80×13mm
■材質:ポリカーボネート

Be　おしぼり入
ブラック ［10000923］　ブラウン ［10000972］　
ブルー ［10000973］

■φ105×62×92mm
■材質:ポリカーボネート　フタ/18-8ステンレス　
　スプーン/18-10ステンレス

Be　調味料ポット
ブラック ［10000964］　ブラウン ［10000965］　

▶ロゴ入れ対応します。

■φ70×90mm　■材質:ポリカーボネート

Be　タンブラー250
ブラック ［10000918］　ブラウン ［10000950］　
クリア ［10000937］　ブルー ［10000971］
グリーン ［10000974］　イエロー ［10000975］　
ピンク ［10000984］　

■φ160×25mm
■材質:ポリカーボネート

Be　ソーサー（受皿）
ブラック ［10000929］　ブラウン ［10000949］　
クリア ［10000930］

スタッキングOK

■φ120×237mm
■材質:本体/ポリカーボネート　フタ/ポリプロピレン

Be　スリムポット　1.2L　
ブラック ［10000932］　グレー ［10000933］　オレンジ ［10000934］　

２WAY注ぎ口

Be　ナフキンスタンド　U型
ブラック ［10000920］　ブラウン ［10000951］

■117×48×98mm
■材質:ポリカーボネート　

Be　ナフキンスタンド　Y型
ブラック ［10000944］　ブラウン ［10000954］　

■110×40×100mm
■材質:ポリカーボネート

Be　ナフキンスタンド　K型

■100×50×100mm
■材質:ポリカーボネート　

ブラック ［10000921］　ブラウン ［10000952］
Be　ナフキンスタンド　O型

■100×60×90mm
■材質:ポリカーボネート

ブラック ［10000922］　ブラウン ［10000953］
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ELDER SERIES/
Table Ware

ELDER SERIES/Table Ware

シンプルなデザイン、
使いやすさを追求した商品

金メッキ加工で、優れた特性をプラス
金メッキ加工処理とは、製品や部品表面に金を析出させることに
よって金が持つ機能や特性を付与する表面処理加工法です。
金メッキ加工を施せば、外観が美しくなることはもちろんのこと、
腐食しないなどの金の様々な優れた特性を付与することができます。

艶消

■φ160×130mm
■材質:18-8ステンレス

エルダー　アイスペール　2.1L
［10000956］

■φ130×120mm
■材質:18-8ステンレス

エルダー　ジュニアペール　1.4L
［10000957］

■φ125×105mm　
■材質:18-8ステンレス

エルダー　ニューアイスペール　
サテン　900ml

［10000981］

■φ210×210mm　■材質:18-8ステンレス
■インド製

エルダー　
ニューシャンパンクーラー　4.0L

［10000983］

二重アイスペール
ミラー ［11590000］　槌目 ［11591000］

■φ138×120mm　■材質:18-8ステンレス
■アイストング・目皿付

■φ85×100mm　■800cc　
■材質:18-8ステンレス

エルダー　
ウォーターピッチャー

［10000959］ 
［10000969］　氷止め無し

■φ60×95mm　■180cc　
■材質:18-8ステンレス　

エルダー　タンブラー
［10000970］　

■材質:18-8ステンレス　■金メッキ仕上

ティナートレー　ゴールド　
Ｌ ［11123016］　■223×92×10mm
Ｓ ［11123017］　■176×83×10mm

エルダー　バースプーン　ゴールド
特大 ［10002217］　■450mm
大 ［10002214］　■320mm
小 ［10002215］　■240mm

■材質:ステンレス　金メッキ仕上

ストレートマドラー
ブラック ［10000759］
18-8 ［10000760］
ゴールド ［10000761］

■φ5×200mm　■材質:18-8ステンレス

万能トング　ゴールド
中 ［11922012］　■300mm
小 ［11922009］　■240mm
ミニ ［11922007］　■180mm

■材質:ステンレス　金メッキ仕上
■材質:ステンレス　金メッキ仕上

ケーキトング　ゴールド
［10531118］　■215mm

天ぷらトング　ゴールド
［10911902］　■230mm

■材質:ステンレス　金メッキ仕上

アイストング　ゴールド
［10531114］　■150mm

アイストング並（薄手）　ゴールド
［10930941］　■155mm

焼肉トング 足付 大26cm
ブラック ［11813016］　■酸化発色
ゴールド ［11813015］　■金メッキ
シルバー ［11813013］　

■260ｍｍ　■材質:18-0ステンレス　

■材質:18-8ステンレス　■金メッキ仕上

半月型とんかつ網　ゴールド
大 ［11510006］　■200×99×10mm
小 ［11510007］　■180×99×10mm

先端が卓上に
触れず衛生的▶
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ELDER SERIES/Table Ware

BLACK 
SERIES
汚れにくく傷に強い、
酸化発色・黒仕上げ

ブラックサテン　ボウル（フタ付）　100ml
［10000233］  ■φ82×51mm

■材質：18-8ステンレス（酸化発色加工） ■材質：ステンレス（酸化発色加工）

ブラックサテン　丸皿12cm
［10000212］　■φ123×14mm

ブラックサテン　タンブラー　400ml
［10000231］　■φ82×123mm

■材質：18-8ステンレス（酸化発色加工）

ブラックサテン　タンブラー　200ml
［10000232］　■φ76×67mm

■材質：18-8ステンレス（酸化発色加工）

ブラックサテン　角バット
手札 ［10000206］　■155×125×H26ｍｍ　■400ml
カード ［10000205］　■187×142×H30ｍｍ　■600ml
キャビネ ［10000204］　■210×169×H30ｍｍ　■800ml

21枚取 ［10000203］　■248×200×H36ｍｍ　■1.4Ｌ
18枚取 ［10000202］　■267×203×H43ｍｍ　■1.9Ｌ
浅15枚取 ［10000201］　■295×230×H40ｍｍ　■2.2Ｌ

■材質:18-8ステンレス(酸化発色加工)

▶フタは皿として
　使えます

▼ 酸化発色・黒仕上げとは？
酸化発色　耐食性・耐久性　視認性UP

ステンレスの表面は無色透明の酸化皮
膜で覆われています。ステンレスが錆び
にくいのは酸化皮膜のおかげです。
酸化皮膜の厚みを1/10～1/100ミク
ロン単位で変化させると、光の干渉現
象によりステンレスの表面が発色した
ように見えます。

塗装やメッキとは異なり、酸化皮膜は
ステンレス自体が自然につくるもので
何の着色成分も含みません。そのため
塗装やメッキのように変色や退色、は
がれなどが起きません。

また、指紋などの汚れも付きにくく傷に
も強くなります。ステンレスの表面処理
としては非常に優れています。ただ、現
在大量に処理することが難しく費用が
高くなっています。

酸化発色には抗菌作用があります。

■材質:18-8ステンレス（酸化発色加工）　

［10000234］　 ■φ60×95mm　　　

ブラックサテン　タンブラー　180ml

艶消 艶消

■材質:18-8ステンレス　■ミラー仕上

小判ペントレー
大　［11720000］　■224×92×9mm
小　［11720001］　■177×82×9mm

■材質:18-8ステンレス　■艶消仕上

ティナトレー
大　［11122030］　■223×92×10mm
小　［11122031］　■176×83×10mm

■材質:18-8ステンレス　■艶消仕上

アールトレー
大　［11122032］　■φ118×13mm
小　［11122033］　■φ98×15mm

Be　プチトレー　S
［10000926］　

■179×74×9mm
■材質:18-8ステンレス

■348×261×17mm
■材質:18-8ステンレス

エルダー　ミラートレー 13.5吋
［10000958］　

■φ128（底φ52）mm　
■材質:18-8ステンレス

エルダー　ソーサー
［10000963］

■材質:18-8ステンレス

エルダー　グルメカップ　8cm
［10344008］　■φ80×H35mm　■容量150cc

エルダー　グルメカップ　9cm
［10344009］　■φ90×H47mm　■容量200cc

■φ108×38mm
■材質:メラミン

Be　ディープ灰皿
ブラック ［10000935］

■φ110×90×25mm
■材質:メラミン

Be　O型灰皿
ブラック ［10000913］

▶カレー／ヤクミ入れに最適です。

色々のせて、使えるトレー
カタチも大きさも色々なトレーが勢揃い。
調味料やキッチンの小物をのせたり、
おつまみやお菓子、フルーツをのせたり、
お皿としても使えます。
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