
HANIC84613
スプーンストローパステル
(500本入)
ロット／1パック サイズ／φ0.7cm×20.9cm

SNGIC64102
SCV-275P ニュー・氷
ロット／100個 サイズ／φ7.8cm×9.2cm
容量／ 270ミリリットル

SNGIC64101
SM-400 SNGペンギン
ロット／100個 サイズ／φ9.3cm×9.1cm 
容量／ 400ミリリットル
材質／ 紙

HANIC61879
スワンペンギン(紙製) SM-400
ロット／50個 サイズ／φ9.3cm×9.1cm 
容量／ 403ミリリットル

HANIC61649
氷カップ エスレンA-350A ペンギン
ロット／50個 サイズ／φ9.2cm×9.1cm 
容量／ 360ミリリットル

HANIC08579
ミニフルール カップ
ロット／80個
サイズ／上部：φ14cm 下部：φ6cm
容量／ 380ミリリットル

HANIC61650
フラワーカップ(5色)
ロット／50個
サイズ／上部φ12.5cm×下部φ4.1cm×13cm
容量／ 425ミリリットル ※色指定不可

氷カップ

PKMIC89039
ディズニー かき氷器 
ミッキーマウス
ロット／1個
サイズ／22.5cm×30cm×19.5cm

HANIC83014
氷削機 FM-500 青

ロット／1台
サイズ／28.8cm×43.5cm×32cm

JNSIC23215
かき氷吊り下げ旗

ロット／1枚 サイズ／40cm×53cm

かき氷機械

駆  動  方  式駆  動  方  式 電動式ベルト駆動電動式ベルト駆動

粗  さ  調  節粗  さ  調  節 無段階無段階

氷  削  能  力氷  削  能  力 11.8～3.0（kg/min）

角  氷  入  数角  氷  入  数 約40コ（3cm角）約40コ（3cm角）

電　　　　源電　　　　源 単相100V 50/60Hz単相100V 50/60Hz

定格消費電力定格消費電力 150/150/ 155W55W

重　　　　量重　　　　量 13kg13kg

PKMIC36622
クールリッチ 2通り削れる
電動かき氷器(ミントブルー)
ロット／1台
サイズ／23cm×19cm×35cm

1ℓの氷みつで1ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安

カップの
容量

1杯あたりの1杯あたりの
氷みつの目安氷みつの目安

1ℓの氷みつで1ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安

カップの
容量

1杯あたりの1杯あたりの
氷みつの目安氷みつの目安

19～25杯19～25杯

約34cc約34cc

20～25杯20～25杯

約32cc約32cc

22～27杯22～27杯

34～45杯34～45杯

40～49杯40～49杯

43～51杯43～51杯

25～30杯25～30杯

約28cc約28cc

34～45杯34～45杯

19～25杯19～25杯

約34cc約34cc

約30cc約30cc

18～24杯18～24杯

1.8ℓの氷みつで1.8ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安 36～45杯36～45杯 32～43杯32～43杯

約35cc約35cc

1.8ℓの氷みつで1.8ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安

270ml 400ml 403ml

360ml 380ml 425ml

食材・機材 かき氷機械 / 氷カップ
©Disney

バラ氷
専用
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かき氷

MTMIC15042
ストレート氷蜜 イチゴ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15052
ストレート氷蜜 グレープ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15043
ストレート氷蜜 メロン

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15044
ストレート氷蜜 レモン

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15045
ストレート氷蜜 スカイブルー

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15054
ストレート氷蜜 プリン

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15051
ストレート氷蜜 ピーチ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15047
ストレート氷蜜 オレンジ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15048
ストレート氷蜜 青りんご

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15049
ストレート氷蜜 コーラ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15053
ストレート氷蜜 マンゴー

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15041
ストレート氷蜜 白

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15131
抹茶シロップ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 900ミリリットル

西尾産抹茶使用

MTMIC15067
黒糖みつ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 900ミリリットル

沖縄黒糖使用

HANIC80204
100人用かき氷セット
(1リットル4本入)
ロット／1個 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

セット内容
・氷みつ1リットル ４本
(いちご 2本、 ハワイアン １本、メロン １本)
・紙カップ 100個
・シャワー 3本

・スプーンストロー 100本
・氷旗 1枚

HANIC81511
氷みつ ピーチ

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81510
氷みつ ラムネ

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81501
氷みつ いちご

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81502
氷みつ メロン

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81503
氷みつ ハワイアン

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81504
氷みつ レモン

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81505
氷みつ マンゴー

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81506
氷みつ 抹茶

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81507
氷みつ みぞれ 

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81508
氷みつ コーラ

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81509
氷みつ グレープ

ロット／1本 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC10019
練乳(チューブ) 

ロット／1個 賞味期限／360日
容量／ 480g

HANIC82242
ハンディシャワー(3P)

ロット／1パック サイズ／全長22cm

開封後は要冷蔵 各商品の賞味期限は製造日からの期間です。発送日から2ヶ月以上賞味期限があるものをお届けしています。

MTMIC15118
ストレート氷蜜 ミント

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15068
栗みつ

ロット／1本 賞味期限／18ヶ月
容量／ 900ミリリットル

和栗粉末入り

HANIC68763
かき氷いろいろシロップ
(35ml×5袋入り)
ロット／1袋 賞味期限／製造日より24ヶ月
いちご・エメラルドパイン・コーラ・
マンゴー・ハワイアンブルーの5種入り

食材・機材 かき氷 / 綿菓子袋

1.8ℓ 1.8ℓ1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ

1.8ℓ

1.8ℓ

1.8ℓ

1.8ℓ 1.8ℓ

1.8ℓ

1.8ℓ 1.8ℓ

900㎖ 900㎖ 900㎖

1ℓ

1ℓ 1ℓ

1ℓ1ℓ 1ℓ

1ℓ

1ℓ

1ℓ 1ℓ

1ℓ
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DICWT60540
ドラゴンボール超(悟空の日Ver.)

DICWT60532
パウ・パトロール

DICWT60533
アイカツフレンズ!
(2019Ver.) 

DICWT60537
ウルトラマンタイガ 

DICWT60534
ドラえもん
(和柄Ver.) 

DICWT60542
ポケットモンスター
(2019Ver)

ITOWT64180
ミュークルドリーミー

DICWT60530
ミニオン 

DICWT60526
リルリルフェアリル
(2019Ver) 

DICWT60527
ざんねんないきもの事典 

DICWT60511
それいけ!アンパンマン 
(ガールズVer)

DICWT60506
ゲゲゲの鬼太郎

DICWT60513
キラッとプリ☆チャン

DICWT60514
ゾイドワイルド

DICWT60518
ウルトラマンR/B
(ルーブ)

ITOWT64039
さんりおきゃらくたぁず

ITOWT64040
ジュエルペットピンク

DICWT60501
タイムボカン 
逆襲の三悪人

DICWT60509
リラックマ
(2018Ver)

ロット／100枚　サイズ／28.2cm×52.5cm綿菓子袋

DICWT60550
きかんしゃトーマス
(ポップVer)

DICWT60561
仮面ライダーリバイス

DICWT60560
新幹線変形ロボ シンカリオンZ

©2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©テレビ朝日・東映 AG・東映 ©ABC-A・東映アニメーション
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX ©2022 Gullane (Thomas) Limited.

©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©Spin Master Ltd. ©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO, BNArts 
©TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd. ©円谷プロ ©ウルトラマンタイガ製作委員会・テレビ東京

©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©2022 Pokémon. ©2017， 2022 SANRIO CO.， LTD.
TM & ©Universal Studios. ©’15,’18 SANRIO/SEGA TOYS ©TAKAHASHI SHOTEN ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV 

©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション ©T-ARTS©TOMY ©ウルトラマンＲ／Ｂ製作委員会・テレビ東京

DICWT60563
暴太郎戦隊ドンブラザーズ

DICWT60562
デリシャスパーティプリキュア

DICWT60557
綿菓子袋 
呪術廻戦
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DICWT60324
きかんしゃトーマス

DICWT60307
ドラえもん

DICWT60486
おそ松さん

DICWT60480
ガラピコぷ～

ITOWT63273
まるもふびより

ITOWT63272
和柄キティブルー

ITOWT63005
カラフルバニーキティ

ITOWT63006
ロディキティ

ITOWT63018
ポップマイメロディ

ITOWT62493
顔マイメロディ

ITOWT63013
和柄マイメロディ

ITOWT63009
めろぉ

ITOWT63011
ハミングミント

ITOWT63012
ポムポムプリン

ITOWT63014
シンカイゾク

ITOWT63015
ぐでたま透明

ITOWT63016
ぼんぼんりぼん

ITOWT63017
プラズマジカ

ITOWT63020
てのりぐま

ITOWT63274
3個入り スイーツキティ
サイズ／25cm×67cm

ITOWT63008
3個入りお祭りキティ透明
サイズ／25cm×67cm

縦長サイズで従来品の
約1.5倍のボリューム！

縦長サイズで従来品の
約1.5倍のボリューム！

©2022 SANRIO CO., LTD. ©’08,’15 SANRIO／SEGA TOYS ©タツノコプロ・読売テレビ
 ©SAN-X CO., LTD. ©LEVEL-5 Inc. ©2022 Gullane (Thomas) Limited.

©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
©NHK (Japan Broadcasting Corporation). ©2022 SANRIO CO., LTD. 

©LEDRAPLASTIC JAMMY ©2012,2022 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!! 製作委員会#
食材・機材 綿菓子袋 / 綿菓子材料 / 綿菓子機

ロット／100枚　サイズ／28.5cm×53.0cm綿菓子袋
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各商品の賞味期限は製造日からの期間です。発送日から2ヶ月以上賞味期限があるものをお届けしています。

HANWT64169
レインボーシュガー イチゴ
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／ 1kg

HANWT64170
レインボーシュガー レモン
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT64171
レインボーシュガー メロン
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT64172
レインボーシュガー ブルーハワイ
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT64173
レインボーシュガー グレープ
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT64174
レインボーシュガー オレンジ
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT64175
レインボーシュガー ペパーミント
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／ 1kg

HANWT82270
夢わたがし ラムネ 
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT80328
夢わたがし コーラ
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT80326
夢わたがし いちご
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／ 1kg

HANWT82262
夢わたがし バニラ 
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／ 1kg

HANWT82261
夢わたがし レモン
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT82263
夢わたがし メロン
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT82268
夢わたがし マンゴー
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／ 1kg

HANWT82269
色いろザラメ 紫
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT81013
色いろザラメ 赤(ピンク)
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT82264
色いろザラメ 黄
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT82265
色いろザラメ 緑
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT82266
色いろザラメ 青 
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT82267
色いろザラメ オレンジ 
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT84006
色いろザラメ 白
ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

内容量／1kg

HANWT80225
綿菓子棒(紙管)
ロット／100本 サイズ／φ1cm×24cm

SNWWT21201
ゴムバンド No.170
ロット／1袋 サイズ／ 1kg

HANWT82244
100人用綿菓子セット
ロット／1セット
賞味期限／24ヶ月

セット内容
・色いろザラメ 2袋(赤・黄)

・輪ゴム100本
・割り箸 100本分 ・無地袋 100枚

・スプーン 1本

HANWT61647
わた菓子機 K-33型
ロット／1台 生産能力／1分毎に約4本分
サイズ／52cm×72cm×52cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

12kg 消費電力／0.8kw

HANWT61394
わた菓子機 CA-120型
ロット／1台 生産能力／ 1分毎に3~5本分

消費電力／ 1.2kw
サイズ／64cm×80cm×64cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

14kg

HANWT61393
わた菓子機 CA-7型 
ロット／1台 生産能力／1分毎に1~1.5本分

消費電力／0.7kw
サイズ／50cm×65cm×50cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

8kg

HANWT38015
綿菓子機 コットンキャンディー
ロット／1台 Pサイズ／ 29.8cm×18.8cm×29.8cm

消費電力／500w
サイズ／約φ29cm×21cm
重量／ 1.4kg

1kgで約50人分の綿菓子を作ることができます。綿菓子材料

綿菓子機

HANWT80334
色いろザラメ10g小分けパック 赤
ロット／1袋（10g×25袋入り）
賞味期限／24ヶ月

HANWT80336
色いろザラメ10g小分けパック 白
ロット／1袋（10g×25袋入り）
賞味期限／24ヶ月

HANWT80338
色いろザラメ10g小分けパック 青
ロット／1袋（10g×25袋入り）
賞味期限／24ヶ月

キャンディでもザラメでも
綿菓子が作れます
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各商品の賞味期限は製造日からの期間です。発送日から2ヶ月以上賞味期限があるものをお届けしています。

HANPO55132
ポップコーン22.7kg マイク
ロット／1袋 賞味期限／12ヶ月
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

不発によるロスが少なく美味しい豆です

HANPO81015
ポップコーン調味塩付 2kgセット
ロット／1袋 賞味期限／24ヶ月

HANPO84007
ポップコーン豆 1kg 
ロット／1袋 賞味期限／24ヶ月

HANPO83050
キャラメルシュガー 1kg

ロット／1袋
賞味期限／24ヶ月

HANPO84005
ポップコーン用オイル 280g

ロット／1個
賞味期限／12ヶ月

容量／280g

HANPO81020
ポップコーン用オイル 470g

ロット／1個
賞味期限／12ヶ月

容量／470g

HANPO61406
ポップコーンカップ
(545ニューポップ)
ロット／25個 サイズ／φ8.9cm×13.9cm
容量目安／20g

HANPO83087
夢フル3g ハニーバター
ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

HANPO80226
夢フル袋スマイル
ロット／50個
サイズ／12.5cm×24.8cm×7.8cm 
容量目安／30g

袋の側面に分量目盛付き

HANPO83076
夢フル3g バーベキュー
ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

HANPO83057
夢フル3g カレー

ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

HANPO83058
夢フル3g 醤油バター

ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

HANPO83069
夢フル3g チーズ

ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

HANPO83070
夢フル3g コンソメ

ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

HANPO80332
フルフルパウダーバラエティパック
(3g×5袋入り) 
ロット／ 1袋3g×5種1袋
賞味期限／12ヶ月

HANPO82247
100人用ポップコーンセット 

ロット／1セット
賞味期限／12ヶ月

HANPO82248
100人用キャラメルポップコーン
セット
ロット／1セット
賞味期限／12ヶ月

ポップコーン材料

ポップコーン豆
1kg
ポップコーン豆
1kgポップコーン材料早見表ポップコーン材料早見表 調味塩付き

ポップコーン豆
2kg
調味塩付き
ポップコーン豆
2kg

ポップコーン
オイル
470g
ポップコーン
オイル
470g

ポップコーン
オイル
280g
ポップコーン
オイル
280g

キャラメル
シュガー
1kg
キャラメル
シュガー
1kg

夢フル
3g
夢フル
3g

約50杯
(一人分:約20g)

約50杯
(一人分:約20g)

約33杯
(一人分:約30g)

約100杯
(一人分:約20g)

約140杯
(一人分:約2g)

約70杯
(一人分:約4g)

約93杯
(一人分:約3g)

約230杯
(一人分:約2g)

約115杯
(一人分:約4g)

約100杯
(一人分:約10g)

約156杯
(一人分:約3g)

約50杯
(一人分:約3g)

夢フル
一人分目安：30g
(夢フル袋使用)

キャラメル味
一人分目安：20g
(ポップコーンカップ使用)

塩味
一人分目安：20g
(ポップコーンカップ使用)

HANPO83090
夢フル3g バジル
ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

HANPO83091
夢フル3g 塩レモン
ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料

HANPO83059
夢フル3g コーンポタージュ
ロット／1袋（1パック50袋入り）
賞味期限／12ヶ月

後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料

後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料

セット内容
・ポップコーン調味塩付2kgセット 1袋

・スプーン 2本
・パーム油(280g) 1本 ・マグカップ 1個

・紙カップ100個

セット内容
・ポップコーン豆2kg 1袋
・キャラメルシュガー1kg 1袋

・スプーン 1本
・パーム油(470g) 1本 ・マグカップ 1個

・紙カップ100個

HANPO81029
ポップコーン豆100ｇ
ロット／1袋 賞味期限／24ヶ月

食材・機材 ポップコーン材料 / ポップコーン機 / 流しそうめん機 / りんごあめ袋
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KISWT64141
りんごあめ袋

ロット／100枚
サイズ／15cm×20cm

KISWT64142
姫りんごあめ袋(小)

ロット／100枚
サイズ／11.5cm×16cm

りんごあめ袋

流しそうめん機

PKMIC36668
流麺 スライダーそうめん流し器
(ミントブルー)
ロット／1台 サイズ／165cm×43cm×24.5cm
仕様／単1電池2本・単2電池2本使用(別売)

PKMIC31337
涼しクルクル 電池式そうめん流
し器〈M〉(花火)
ロット／1台 サイズ／38.5cm×24.5cm×10.5cm
仕様／単一電池×2本使用(別売り)

HANPO61808
ポップコーン機シアター4オンス
ロット／1セット 生産能力／2分毎に120g

消費電力／0.8kw
サイズ／42cm×60cm×39cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

18kg

HANPO61809
ポップコーン機SV6オンス
ロット／1セット 生産能力／2分毎に180g

消費電力／1.2kw
サイズ／54cm×85cm×45cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

26kg

HANPO61811
ポップコーン機シアター8オンス
ロット／1セット 生産能力／2分毎に240g

消費電力／1.0kw
サイズ／51cm×75cm×40cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

29kg

HANPO61391
ポップコーン機(PA-36型)
ロット／1セット 生産能力／ 3分毎に350g

消費電力／ 1.0kw
サイズ／48cm×51cm×38cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

6.7kg

HANPO61392
ポップコーン機
(シアター4オンス ステンレス仕様)
ロット／1セット 生産能力／2分毎に120g

消費電力／0.8kw
サイズ／42cm×60cm×39cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

21kg

HANPO61810
ポップコーン機シアター6オンス 
ステンレス仕様
ロット／1セット 生産能力／2分毎に180g

消費電力／0.85kw
サイズ／51cm×67cm×39cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

26kg

HANPO61812
ポップコーン機シアター8オンス 
ステンレス仕様
ロット／1セット 生産能力／2分毎に240g

消費電力／1.0kw
サイズ／51cm×75cm×40cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

30kg

HANPO69486
ポップコーンメーカー PM-3600

ロット／1台 生産能力／4分毎に約50g

消費電力／220w

Pサイズ／35.5cm×53.6cm×30cm
サイズ／約32cm×49cm×31.5cm
重量／ 4.3kg

ポップコーン機

キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型 ストッカー部分は切り離して使用可能です

キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型 ホームパーティーに最適！
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