Kitchen equipments - ABODA SALON
キッチン機器
Kitchen appliances
バーミックス
Bamix Hand mixer
バルミューダ・ザ・トースター
Balmuda Toaster
炊飯器
Rice cooker
電気ケトル 1.5L
Electric kettle 1.5L
オーブントースター
Toaster oven
⾷洗機
Dish washer
コンロ３⼝
3 burners Stove Gaz
⿂焼きグリル
Fish grill

ABODA SALON

キッチンツール
CRISTEL 鍋 (7種類)
CRISTEL フラットガラス蓋 (5種類)
ドームガラスふた26cm
クッキングバスケット深鍋24cm⽤
クッキングプレート 鍋⽤
ハンドル・ストラーテ 鍋⽤取⼿
グリップ・ストラーテ 鍋⽤取⼿
中華鍋 33cm
鉄フライパン 26cm
鍋敷き
ステンレスボール (4種類)
ステンレスザル (4種類)
和包丁3点セット 右利き⽤
万能包丁2点セット
両⾯砥⽯
キッチンデジタルスケール
サラダスピナー 野菜⽔切り器
ナイロンスプーン
トング ⽳なし
メジャーカップ
⾓バット･トレー
⾓バット⽤アミ細⽬
横⼝レードル
おろし⾦ ⼤
おろし⾦ 中
鮫⽪おろし 中
オロシ⾦⽤⽵ブラシ
ピーラー
抗菌耐熱カラートング ⼤
まな板 (3種類)
パスタトング
菜箸
泡⽴て器 ⼩
計量スプーン
キッチンハサミ
⽊製調理べら
⽊ベラ⽳あき
⽸切り
すり鉢 5⼨
すりこぎ
⼭椒すりこぎ
丸⽵ざる（⼩）24cm
丸⽵ざる（⼤）30cm
⾓⽵ざる（中）
カマンベールチーズナイフ
まな板 盛り付け⽤

Kitchen tools
CRISTEL Pots (7 types)
CRISTEL Flat glass lids (5 types)
Dome glass lid 26 cm
Deep pot 24cm
Cooking plate for pots
Handles for pots
Grip Strate Handles for pots
Chineese pan 33cm
Iron pan 26cm
Pot Stand
Stainless bowls (4 types)
Stainless Strainers (4 types)
3-piece Japanese kitchen knife
2-piece all-purpose kitchen knife set
Double-sided knife sharpner
Kitchen Digital Scale
Salad spinner/Vegetable drainer
Nylon spoon
Tongs without holes
Measuring cups
Rectangular trays
Mesh square trays
Ladles
Large Grater
Medium grater
Shark Skin Texture Grater Medium
Bamboo Brush for Grater
Peeler
Antibacterial heat-resistant colored tongs L
Cutting boards (3 types)
Pasta tongs
Chopsticks
Whisk
Measuring spoons
Kitchen scissors
Wooden cooking spatula
Wooden spatula with holes
Cans opener
Suribachi 5 inch
Surikogi
Japanese pepper wood surikogi
Round bamboo colander (small) 24cm
Round bamboo colander (large) 30cm
Rectangular bamboo colander (medium)
Cheese knives
Cutting board for serving

テーブルウェア
ランナー
プレートマット (8セット)
テーブルナイフ (10セット)
テーブルフォーク (10セット)
テーブルスプーン (10セット)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ (10セット)
ｹｰｷﾌｫｰｸ (10セット)
ｼｬﾝﾊﾟﾝﾎﾞｳﾙ
コースター (12セット)
プレート L
プレート M
ディーププレート
箸
シャンパンストッパー
ワインストッパー
ワインオープナー
ワイン⽤コースター

Tablewear
Table Runner
Placement mats (8 sets)
Table Knife (10 sets)
Table fork (10 sets)
Tablespoons (10 sets)
Teaspoons (10 sets)
Cake forks (10 sets)
Champagne bowl
Coasters (12 sets)
Plate L size
Plate M size
Deep Plates
Chopsticks
Champagne Stopper
Wine Stopper
Wine Opener
Wine Coaster

グラス
グラス 10oz (12セット)
グラス 12oz (12セット)
グラス 18oz (12セット)
スパークリングワイングラス (12セット)
⽩ワイングラス (12セット)
⾚ワイングラス (12セット)

Glasses
Glass 10oz (12 sets)
Glass 12oz (12 sets)
Glass 18oz (12 sets)
Sparkling Wine Glasses (12 Sets)
White Wine Glasses (12 Sets)
Red Wine Glasses (12 Sets)

DATE:
消耗品
ラップ
アルミフォイル
ゴミ袋
キッチンダスター
スポンジ
たわし
⾷器洗剤
⾷洗機⽤洗剤
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Consumable material
Plastic Wrap
Aluminum Foil
Garbage bags
Kitchen duster
Sponge
Scrubbing brush
Detergent for dishes
Dishwasher detergent

