STAGE 2022
ORIGINAL CATALOG

と

優しい時間の始まり

き

。
—

●ご使用にあたって
1.ご注文方法

●ご注文される場合は
1.お客様名 2.カタログページ 3.商品番号 4.商品名
の順で誤りを防ぐため FAXでお申し付け下さい。

5.数量

6.商品の必着日

2.商品の記載価格について

●価格は 2022年1月現在のものです。
●カタログ記載価格はメーカー希望小売価格です。記載価格は原則として変更いたしませんが、
やむを得ず社会情勢等により改訂させていただくこともあります。ご注文の際には、必ず価格も
ご確認下さい。

3.商品の色・柄について

●やむを得ぬ事情によりご希望の色・柄が品切れ、または変更になる場合もございます。この場
合は他の色・柄をお選びいただきますよう、お願い申し上げます。
●掲載商品の色調は、できる限り忠実に再現するよう努めておりますが、商品によっては微妙な
色合いが異なる場合もありますのであらかじめご了承願います。

4.商品の品切れについて

●品切れのないよう、商品在庫は万全の体制を整えていますが、特定商品にご注文が集中した
場合など、ご希望の期日にお届けできないことがありますのでご了承下さい。
●大量にご注文いただく場合、数量の最終決定前におよその数量で予約発注をお願いいたし
ます。
●商品は手作り加工品や、輸入品もございますので、ご注文の商品によっては納期をいただく
場合があります。

5.商品のお届けについて

●小口注文並びに直送便の場合は、運賃は別途請求となります。また、本州以外は別途追加料金
が発生致しますのでご確認下さいませ。
●商品のお届け日のご指定は、ご注文の際にお問い合せ下さい。

6.商品の交換・返品・キャンセルについて

●お届けした商品は、細心の注意を払い製造・検査しておりますが、万一不都合な点がございまし
たらお手数ながらご連絡下さるようお願いいたします。早速原因を取り調べまして直ちに代品
とお取り替えさせていただきます。また、運送途中の損傷につきましては、必ず輸送店より「事
故証明」をお取りの上、弊社宛にお送り下されば、代品の発送をさせていただきます。いずれの
場合も商品到着後 7日以内にご連絡下さい。

7.名入れについて

●お客様のご都合による返品、名入れ商品の返品はお受けできませんので、あらかじめご了承
下さい。
●お名入れされた商品についての返品は一切お受けいたしかねます。
●お名入れ商品をご注文いただいた場合、制作にかかりました以後のキャンセルは、ご容赦願い
ます。

8.生産物賠償責任保険付

●このカタログに掲載されている全商品について、商品の欠陥が原因でお客様（ユーザー）の身体
や財物に万一損傷を与えた場合、損害賠償金などをお支払いする保険が付いています。

※当カタログの商品を無断でインターネットで販売しないでください。
インターネットでの販売を希望する場合は必ず（株）
タマハシに確認を取って下さい。

■カタログ表示の見方
商品番号

電算処理
番号

アイテムコード

価

格（税抜価格）
（税込価格）

22008-02〔00T02〕
（0002577） ￥1,000
（税込￥1,100）
、
蓋：EVA樹脂
（耐熱温度70℃）
商品の主たる材質 本体：耐熱ポリプロピレン樹脂（耐熱温度140℃）

商品名
製品サイズ
化粧箱サイズ
JANコード

（PL-112）
「プルーン」
シール容器4pcセット・A
製品サイズ（重量・容量）／正角130㎖：約68×68×46ｍｍ（約25g・130㎖）
長角290㎖：約136×70×46ｍｍ（約48g・290㎖）
箱サイズ／約140×210×50ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／48
JANコード／49 75192 077337（日本製）

B5判

箱入の重量 1梱包入数
国コード

メーカー
コード

商品アイテム
コード

生産国 のし紙
サイズ

※商品によっては記載上の都合で、上記内容と異なる表示の場合があります。

いろんな誰かの隣で、いろんな道具たちが、「すてきな時間」を演出しています。
お気に入りとの出逢いからシアワセなお話が始まり、暮らしの物語がつづられていくのですね。

ギフトはお世話になっている方への
気持ちを表現する大切な習わしです。
御礼、御返し、御挨拶。
人生の節々に交わされる、あたたかいコミュニケーションを
いっそう豊かにするギフトを
厳選してご用意致しました。
どうぞ一年を通して幅広くお役立てください。

I N D E X
SPECIAL

Plune.（プルーン）
ロッタ・キュールホルン

1〜8
9〜10

CHARACTER

ミッキー＆ミニー
スヌーピー
リラックマ
ミッフィー
ミッフィー・ムーミン
ピーターラビット

11〜13
14〜16
17〜18
19〜21
22
23

TABLE WARE

カトラリー
メイド・イン・ツバメ
金属食器
その他食器

24〜32
33〜44
45〜49
50〜54
55〜66
67
68
69〜70
71〜86
87〜93
94〜97
98〜106

COOKING WARE

ステンレス鍋
特殊鍋
銅鍋
ケトル
アルミ鍋
フライ＆グリル
ホーローウェア
調理家電

KITCHEN WARE

包丁
調理器具
キッチン小物
電子レンジ対応容器
保存容器

107〜108
109〜114
115〜129
130〜132
133〜134

DAILY WARE

水廻り用品
収納用品
ランドリー用品
サニタリー用品
時計
日用家電
日用品
ホビー＆ガーデン
レジャー・アウトドア

135〜136
137〜140
141〜142
143
144
145〜149
150〜156
157〜159
160〜164

予 算 別

￥4,000〜￥2,000
￥2,500〜￥1,500
￥2,000〜￥1,200
￥1,500〜￥1,200
￥1,350〜￥1,100
￥1,200〜￥1,000
￥1,000
￥1,000〜￥900
￥1,000〜￥800
￥950〜￥850
￥900〜￥800
￥800〜￥700
￥800〜￥650
￥750〜￥600
￥700〜￥600
￥650〜￥600
￥600〜￥500
￥550〜￥450
￥500〜￥400
￥450〜￥350
￥400〜￥250
￥350〜￥200
￥260〜￥130
￥200〜￥100

165
166
167
168
169
170
171〜172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182〜183
184
185
186
187
188
189
190

SPECIAL

燕製金属販促品

191
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SPECIAL（プルーン・堀内映子）

（プルーン）
（プルーン）のデザイン。
おうちでの生活に彩りと楽しさを添えるplune.

Plune.とは？
2008年にPlune.（プルーン）テキスタイルブランドを立ち上げ。現在はインテリアの商品
を中心にベッドカバー、カーテン、ラグ、ステーショナリ、キッチングッズ、スマホケースなど
様々な商品を展開しています。Plune.の商品は年齢を問わず可愛いものが大好きな女性
に愛されるテキスタイルを提案するブランドです。

堀内 映子 Horiuchi Eiko
1月３日生まれ、山梨県出身
テキスタイルデザイナー
2007年武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業後、
「日本にもっと可
愛いテキスタイルを作りたい。」という思いから、2008 年テキスタイルブ
ランドPlune.
（プルーン）を立ち上げる。
アパレルだけではなくインテリアファブリックなどライフスタイル全般に
渡っての柄を提案している。イラストレーターとしての仕事でも活躍中。

新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に「メイド・イン・ツバメ」のロゴマークを使用しています。日本は
もとより世界中で燕製品が愛用されています。燕の工場がお客様の事を想いながら丹精込めて製造された商品であること、
安心と高品質をお客様に約束するマークです。

●1 〜2 人用に丁度良い小さめの天ぷら鍋。必要な分だけ揚げ
られるので経済的。お弁当などのちょっと揚げたいときにも
便利です。
●本体は鉄製で油の温度が下がりにくいため、食材に適した一
定の温度を狙って調理がしやすい特徴があります。

●キッチンが明るくなる、柔らかな
印象のお花柄。テキスタイルデザ
イナー堀内映子さんのイラストを
採用。北欧風のお花柄がキュート。

22001-01〔08T08〕
（0002756）
￥3,300（税込￥3,630）
鍋／本体：鉄（シリコン焼付け塗装）底の厚さ1.2mm、取っ手：鉄（クロムメッキ）
ふた／本体：スチール鋼板、内側：フッ素樹脂塗膜加工、外側：焼付け塗装

（PL-008）
「Plune.」蓋付天ぷら鍋16cm

製品サイズ（重量）／約225×180×123ｍｍ（約685g）深さ：78mm
（満水容量1,600㎖・適正油量650㎖）
箱サイズ／約195×190×100ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／16
JANコード／4975192086834（日本製） A5判

畳んでいるときはアートパネルのようにも
見えるテキスタイル模様がオシャレ！

●コンロ周りに油やしぶきが飛ぶ前に、汚れをキャッチ。
お掃除の手間が少なく済みます。
●使うときだけ開いて使えます。
●お手入れは、内側はフッ素樹脂加工ですので、油汚れを
スポンジと中性洗剤で簡単に洗い落とせます。
●使わないときは、畳んで置けて場所をとりません。

22001-02〔08T08〕
（0002749）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：スチール鋼板（フッ素樹脂塗膜加工）、ピン：鉄（クロムメッキ）

（PL-003）
「Plune.」コンパクトオイルガード

製品サイズ（重量）／展開時：約330×245×290ｍｍ（約705g）
折り畳み時：約330×290×17ｍｍ
箱サイズ／約300×340×23ｍｍ・箱込重量／約820g・梱包入数／12
JANコード／4975192085899（日本製） A3判
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SPECIAL（プルーン・堀内映子）
調理中の様子が確認しやすいガラス窓付です。
焼き物調理や蒸し料理にも便利に使えます。

品質表示

フライパン／本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂塗膜加工）
ステンレス鋼（クロム18％）底の厚さ1.8mm、取っ手：フェノール樹脂
パンカバー／本体：スチール鋼板（内側フッ素樹脂塗膜加工）、ツマミ：フェノール樹脂（シリコン塗装）
フライパンカバー／本体：スチール鋼板（内側フッ素樹脂塗膜加工）
・強化ガラス、ツマミ：フェノール樹脂

●窓なしタイプのカバー蓋。ミルクパンや片手鍋、小さめのフライパンにも。フライパンでは水
分の蒸発を防ぎながら調理できるため、少量の煮物をするのに役立ちます。タマゴ料理やお
魚を蒸し焼きにしてふっくらとした仕上がりにしたいときにも蓋があると便利です。

22002-01〔08T08〕
（0002750）
￥2,200（税込￥2,420）

（PL-004）
「Plune.」パンカバー 18〜22cm用

製品サイズ（重量）／約φ230×42ｍｍ（約165g）
ラベル付サイズ／約260×230×42ｍｍ・ラベル込重量／約190g
梱包入数／10
JANコード／4975192085905（日本製） 対応不可

22002-02〔08T08〕
（0002751）
￥3,000（税込￥3,300）

（PL-005）
「Plune.」フライパンカバー 24〜26cm用
製品サイズ（重量）／約φ280×44ｍｍ（約335g）
ラベル付サイズ／約305×280×44ｍｍ・ラベル込重量／約370g
梱包入数／10
JANコード／4975192085912（日本製） 対応不可

22002-03〔00T02〕
（1003865）
￥5,000（税込￥5,500）

（PL-006）
「Plune.」IH対応カバー付ディープパン22cm
パンカバー・ターナー：各1

製品サイズ（重量）／約405×235×110ｍｍ（約510g）深さ：66ｍｍ
箱入サイズ／約420×250×90ｍｍ・箱込重量／約890g・梱包入数／10
JANコード／4975192086322（日本・中国製） 中杉判

22002-04〔00T02〕
（1003866）
￥6,000（税込￥6,600）

（PL-007）
「Plune.」IH対応カバー付フライパン26cm
フライパンカバー：1

製品サイズ（重量）／約472×273×105ｍｍ（約640g）深さ：54ｍｍ
箱入サイズ／約450×285×100ｍｍ・箱込重量／約1,225g・梱包入数／8
JANコード／4975192086339（日本・中国製） 大杉判

使用済みの油をしっかり保管。
揚げカスを取り除き、
酸化を防ぐことにより油の鮮度を保ちます。
ポットに入れておくことにより、フライパンやホットプレートなどへの油引きがスムーズになります。
品質表示

本体：鉄（内面フッ素樹脂塗膜加工）、蓋：ABS樹脂、ハンドル・リング：66ナイロン
目皿・口金：ステンレス綱（クロム18％）
アミ：ステンレス綱（クロム18％・ニッケル8％）
（40メッシュ）

フッ素
樹脂加工

22002-05〔03T05〕
（0002767）
￥2,700（税込￥2,970）

（NR-17）
「ナチュラ」ちっちゃいオイルポット0.8ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約200×140×125ｍｍ（約360g・800㎖）
箱入サイズ／約200×150×140ｍｍ・箱込重量／約430g・梱包入数／18
JANコード／4975192086926（日本製） A5判

●活性炭フィルター付。キッチンペーパーでは取り除けない微細な汚れやニオイを除去。
繰り返し使う油をきれいに保ちます。
40 メッシュの細かい網目のこし綱と、活性炭カートリッジのダブルで
油の残りカスや汚れ、ニオイをカット。キッチンペーパーでは取り除け
ない微細な汚れやニオイも活性炭フィルターのパワーで取り除きます。
使用後の活性炭フィルターは可燃物として捨てられます。
※活性炭カートリッジは消耗品です。
1 個で約10 回お使いいただけます。
（1 回につき500cc をろ過した場合）

二重口タイプのため油ダ
レしにくい構造です。内側
フッ素樹脂加工でお手入
れ 簡 単。40 メッシュアミ
で細かい天カスも取り除
くことができます。
片手で開けられるスライ
ドフタで作業効率UP！

22002-06〔03T05〕
（0002768）
￥3,500（税込￥3,850）

（NR-18）
「ナチュラ」
ちっちゃいオイルポット0.6ℓ（活性炭付）
活性炭フィルター×1個

製品サイズ（重量・容量）／約200×140×125ｍｍ（約360g・600㎖）
箱入サイズ／約200×150×140ｍｍ・箱込重量／約450g・梱包入数／18
JANコード／4975192086933（日本製） A5判
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SPECIAL（プルーン・堀内映子）
ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン。
ミルクを温めたり、野菜やタマゴを茹でたり
ちょっとしたお料理に大活躍。
ホーローの美しい色合いと光沢、プルーンの可愛い
デザインがキッチンを華やかに彩ります。

（プルーン）

《 ブランドコンセプト 》
おうちでの生活に彩りと楽しさを添えるPlune.
のテキスタイル。いつもの生活に遊びごころを
プラスして、もっとしあわせな毎日を…。
テキスタイルブランド「 Plu ne.」は斬新なデザ
インとあでやかな色彩であなたにとって新しい
出会いをお届けします。

品質表示

本体：ほうろう用鋼板（底の厚さ0.6mm）、ハンドル：天然木

製品サイズ（重量・容量）

● 約195×103×88ｍｍ
（約260g・550㎖）

新潟県燕市でひとつひとつ絵柄を丁寧に手で貼り、仕上げているホーローです。
ホーローは、耐酸性に優れていますので酸・塩分に強いうえに、においが付きにくい
抜群の非吸着性に優れています。また色が移らず雑菌が繁殖しにくく衛生的です。

1分調理に大活躍！

※本商品は下地は中国国内で、絵付けから仕上げまでの完成工程を日本国内で行った商品です。

たまごは2つ
茹でられます！

●様々な愛らしいネコの表情は見る人を楽しい気持ちにさせて
くれます。

●色とりどりのフルーツが散りばめられたフレッシュな
デザイン。

●可愛く元気ないちご柄はキッチンに
ぴったりです。

ガス火専用

ガス火専用

ガス火専用

22003-01〔05A07〕
（0773076）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

（TYJ-728）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
WT ミミココモモ

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700552768（日本製） A5判

22003-02〔05A07〕
（0773036）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

（TYJ-721）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
WT フルーツ

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700551136（日本製） A5判

22003-03〔05A07〕
（0773077）
￥3,000（税込￥3,300）

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700552775
（日本製） A5判

●シンプルな色合いとシルエットが印象的。

●わんこ好きなすべてのみなさまに。

ガス火専用

ガス火専用

ガス火専用

日本製

（TYJ-720）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
WT akaiyaneno

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700551129（日本製） A5判

22003-05〔05A07〕
（0773119）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

（TYJ-731）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
WT OHANA

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700554045（日本製） A5判

22003-06〔05A07〕
（0773078）
￥3,000（税込￥3,300）

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700552782（日本製） A5判

●お花の中心がキャンディーをイメージしたデザイン。

●シンプルな色合いとシルエットが印象的。

ガス火専用

ガス火専用

ガス火専用

（TYJ-722）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
RD カラフルキャット

日本製

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700551143（日本製） A5判

22003-08〔05A07〕
（0773034）
￥3,000（税込￥3,300）

（TYJ-723）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
RD キャンディフラワー

日本製

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700551150（日本製） A5判

日本製

（TYJ-730）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
WT モノトーンドッグ

●鮮やかなレッドカラーに黒で描かれたネコがかわいい！

22003-07〔05A07〕
（0773035）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

（TYJ-729）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
WT あかいちご

●赤い屋根の街並みを描いたモダンなデザイン。

22003-04〔05A07〕
（0773037）
￥3,000（税込￥3,300）

底にも可愛い
Plune.のロゴ付き！

22003-09〔05A07〕
（0773033）
￥3,000（税込￥3,300）

（TYJ-724）
「Plune.」ホーロープチミルクパン
NB OHANA

日本製

箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700551167（日本製） A5判

SPECIAL（プルーン・堀内映子）
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ホーローの美しい色合いと光沢
プルーンの可愛いデザインが
キッチンを華やかに彩ります。

新潟県燕市でひとつひとつ絵柄を丁寧に手で貼り、仕上げているホーローです。
少量をコトコト煮込む待ち時間もカラフルなテキスタイルデザインで癒しのひとときになりそう。
※本商品は下地は中国国内で、絵付けから仕上げまでの完成工程を日本国内で行った商品です。

22004-01〔05A07〕
（0773057）
￥3,500（税込￥3,850）

100・200V

日本製

（YJM-100）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
WT ミミココモモ

日本製

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700551914（日本製） A3判

日本製

22004-08〔05A07〕
（0773121）
￥3,500（税込￥3,850）

（YJM-203）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
RD OHANA

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700554083（日本製） A3判

製品サイズ（重量・容量）

● 約310×160×80ｍｍ
（約420g・1,200㎖）

22004-03〔05A07〕
（0773074）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

22004-06〔05A07〕
（0773120）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

（YJM-106）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
WT OHANA

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700554076
（日本製） A3判

100・200V

日本製

本体：ほうろう用鋼板

IH100V・200V に対応。

100・200V

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700552089
（日本製） A3判

100・200V

2 〜3 人分のお味噌汁サイズ
です。ガス火に対応。

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700552744（日本製） A3判

（YJM-102）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
WT もこもこお花

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700551907
（日本製） A3判

（YJM-200）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
RD カラフルキャット

22004-05〔05A07〕
（0773059）
￥3,500（税込￥3,850）

お子さんの
離乳食調理に最適です。

（YJM-104）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
WT あかいちご

100・200V

（YJM-101）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
WT akaiyaneno

22004-07〔05A07〕
（0773060）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700552737（日本製） A3判

100・200V

注ぎ口は両口で
利き手を気にせず注げます。

100・200V

（YJM-103）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
WT りんごたち

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700551891（日本製） A3判

22004-04〔05A07〕
（0773058）
￥3,500（税込￥3,850）

22004-02〔05A07〕
（0773073）
￥3,500（税込￥3,850）

レトルト食品の
温めに最適サイズ。

品質表示

●スープやソース、ミルクや離乳食作りに便利なサイズです。注ぎ口は両手で利き手をきにせず注げます。ガス・I H 電磁調理器に対応。

100・200V

パスタソース、ジャム作りに。

100・200V

日本製

22004-09〔05A07〕
（0773062）
￥3,500（税込￥3,850）

（YJM-202）
「Plune.」ホーローミルクパン15cm
RD キャンディフラワー

箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700552096（日本製） A3判

日本製
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（プルーン）

ホーローマルチスクエアポット
保存容器としてだけではなく、保存料理も
そのまま加熱して、そのまま食卓に！
ホーローの美しい色合いと光沢、
プルーンのかわいいデザインが
テーブルを華やかに彩ります。

作り置き料理
（野菜おかず）
角形タイプで冷蔵庫内でも
の保存に!
場所をとりません。
取っ手付きで出し入れ便利です。

レトルト食品の温めにも
ちょうどいいサイズです。
ガス火にも対応。

●鉄にガラス質の膜を高温で焼き付けた
品質表示
ホーローは、耐酸性、保温性、耐熱性に優
本体：ほうろう用鋼板
れています。表面がガラス質なので酸や塩 蓋：ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
分に強く、においがつきにくく色移りもな
く衛生的です。作り置き料理
（野菜おかず）
やお味噌汁の保存として最適です。

100・200V

22005-01〔05A07〕
（0773079）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700552706
（日本製） A5判

100・200V

日本製

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700554052（日本製） A5判

100・200V

（YJ-814）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
NB OHANA

● 約178×140×118ｍｍ

（約460g・満水容量1,450㎖）

22005-02〔05A07〕
（0773064）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

（YJ-816）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
WT りんごたち

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700552188（日本製） A5判

22005-05〔05A07〕
（0773041）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700551655（日本製） A5判

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700551686（日本製） A5判

（YJ-812）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
RD OHANA

22005-03〔05A07〕
（0773080）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

（YJ-819）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
WT あかいちご

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700552713（日本製） A5判

100・200V

（YJ-811）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
WT 茎いちご

22005-08〔05A07〕
（0773039）
￥3,500（税込￥3,850）

冷蔵庫保存から直火で
温め直してそのまま食卓に!

100・200V

100・200V

日本製

においがつきにくく
お味噌の保存にも最適 !

※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまでの完成工程を日本
国内で行った商品です。
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり火傷の危険がありますので、必ずミ
トンやふきん等で取っ手を持ってご使用お願いします。
※蓋は保存容器専用の為、加熱する場合は必ず蓋を外して加熱するようにお願い
します。

100・200V

（YJ-822）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
WT OHANA

22005-07〔05A07〕
（0773040）
￥3,500（税込￥3,850）

製品サイズ（重量・容量）

100・200V

（YJ-818）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
WT ミミココモモ

22005-04〔05A07〕
（0773116）
￥3,500（税込￥3,850）

パスタ1人前用（100g）にも
ちょうどいいサイズです。
IH(100V・200V) に対応。

22005-06〔05A07〕
（0773038）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

（YJ-810）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
WT もこもこお花

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700551648（日本製） A5判

100・200V

日本製

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700551662（日本製） A5判

22005-09〔05A07〕
（0773042）
￥3,500（税込￥3,850）

（YJ-813）
「Plune.」ホーローマルチスクエアポット
RD ドット

日本製

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700551679（日本製） A5判

SPECIAL（プルーン・堀内映子）
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酸・アルカリに強く、においが移りにくいホーロー製のキャニスター。
お塩や砂糖などの調味料入れ、コーヒーや紅茶入れ、お菓子入れ、
小物入れなど多彩に活躍します。

22006-01〔05A07〕
（0773081）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

（CA-301）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT もこもこお花
箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700552485（日本製） 豆判No.5

22006-03〔05A07〕
（0773083）
￥2,800（税込￥3,080）

品質表示

本体：ほうろう用鋼板、蓋：天然木

（CA-304）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT ミミココモモ

製品サイズ（重量・容量）

箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700552515（日本製） 豆判No.5

● 約108×108×120ｍｍ
（約350g・750㎖）

22006-05〔05A07〕
（0773085）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

（CA-305）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT あかいちご
箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700552522（日本製） 豆判No.5

日本製

22006-06〔05A07〕
（0773086）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

（CA-306）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT osakana
箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700552539（日本製） 豆判No.5

22006-07〔05A07〕
（0773087）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

（CA-307）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT モノトーンドッグ
箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700552546（日本製） 豆判No.5

一目見て
“可愛い”と感じるデザインに…
テキスタイルデザイナー堀内映子のブランド「Plune.」
フラワーやジューシーなフルーツをあしらった鮮やかなパターン。
鮮やかな色彩はほうろう容器に映えて相性抜群。

品質表示

ホーロー容器／本体：鋼板（ホーロー仕上げ）
0.35mm
フタ：ポリエチレン

22006-02〔05A07〕
（0773117）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

（CA-310）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT akaiyaneno
箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700552492（日本製） 豆判No.5

22006-04〔05A07〕
（0773084）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

（CA-303）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT りんごたち
箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700554106（日本製） 豆判No.5

22006-08〔05A07〕
（0773118）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

（CA-309）
「Plune.」ホーローキャニスター
WT OHANA
箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700554090（日本製） 豆判No.5

製品サイズ（重量・容量）

● 浅型10cm：約φ103×44mm
（約80g・約260㎖）

● 浅型12cm：約φ123×50mm
（約110g・約430㎖）

● 浅型14cm：約φ143×56mm
（約150g・約750㎖）

● 深型10cm：約φ103×72mm
（約105g・約450㎖）
● 深型12cm：約φ123×85mm
（約150g・約770㎖）

●鉄にガラス質の膜を高温で焼き付けたホーローは耐酸性に優れており、酸・塩分に強く、
においがつきにくい非吸着性。
色が移らず雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
●深めの保存容器。卓上に
置いても邪魔にならない
小さめサイズ。手作りの
ジャムの保存もOK！

22006-09〔03Z05〕
（1001824）
￥1,000（税込￥1,100）

（PL-123）
「Plune.」ホーロー保存容器2pcセット
深型10cm・12cm：各1

箱サイズ／約130×130×92ｍｍ・箱込重量／約320g・梱包入数／30
JANコード／4975192086131（中国製） 豆判No.6

22006-10〔03Z05〕
（1001825）
￥1,500（税込￥1,650）

（PL-124）
「Plune.」ホーロー保存容器3pcセット
浅型10cm・12cm・14cm：各1

箱サイズ／約155×155×70ｍｍ・箱込重量／約365g・梱包入数／24
JANコード／4975192086148（中国製） 豆判No.8

22006-11〔03Z05〕
（1003863）
￥2,500（税込￥2,750）

（PL-125）
「Plune.」ホーロー保存容器5pcセット
浅型10cm・12cm・14cm・深型10cm・12cm：各1

箱サイズ／約155×155×170ｍｍ・箱込重量／約790g・梱包入数／12
JANコード／4975192086155（中国製） 豆判No.8
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（プルーン）
●ホーローは酸・アルカリに強く、においうつりが少なく衛生的です。ホーローの美しい
色合いと光沢、プルーンの可愛いデザインがキッチンを華やかに彩ります。
品質表示

本体：ほうろう用鋼板

製品サイズ（重量・容量）

● 約140×100×70ｍｍ
（約210g・450㎖）

日本製

22007-01〔05A07〕
（0773089）
￥2,500（税込￥2,750）

（MC-601）
「Plune.」ホーローメジャーカップ
WT ミミココモモ

箱サイズ／約140×110×80ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／36
JANコード／4589700554137（日本製） 豆判No.5

22007-05〔05A07〕
（0773112）
￥2,500（税込￥2,750）

22007-03〔05A07〕
（0773091）
￥2,500（税込￥2,750）

箱サイズ／約140×110×80ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／30
JANコード／4589700552881（日本製） 豆判No.5

日本製

（MC-605）
「Plune.」ホーローメジャーカップ
WT モノトーンドッグ

箱サイズ／約140×110×80ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／36
JANコード／4589700554144（日本製） 豆判No.5

日本製

（MA-504）
「Plune.」ホーローマグカップ
WT ミミココモモ
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g
梱包入数／48
JANコード／4589700552591（日本製） 豆判No.6

22007-10〔05A07〕
（0773114）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

（MA-509）
「Plune.」ホーローマグカップ
WT OHANA
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g
梱包入数／48
JANコード／4589700554113（日本製） 豆判No.6

22007-11〔05A07〕
（0773104）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

（MA-506）
「Plune.」ホーローマグカップ
WT osakana
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g
梱包入数／48
JANコード／4589700552614（日本製） 豆判No.6

22007-08〔05A07〕
（0773108）
￥2,000（税込￥2,200）

22007-06〔05A07〕
（0773113）
￥2,500（税込￥2,750）

箱サイズ／約140×110×80ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／36
JANコード／4589700554151（日本製） 豆判No.5

品質表示

本体：ほうろう用鋼板

日本製

（MA-503）
「Plune.」ホーローマグカップ
WT りんごたち
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g
梱包入数／48
JANコード／4589700552584（日本製） 豆判No.6

22007-12〔05A07〕
（0773105）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

（MC-606）
「Plune.」ホーローメジャーカップ
WT akaiyaneno

●耐久性・耐熱性・保湿性に優れたホーロー製マグカップです。
ホーローの美しい色合いと光沢、プルーンの可愛いデザインが楽しいティータイムを
演出します。

22007-07〔05A07〕
（0773106）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

（MC-603）
「Plune.」ホーローメジャーカップ
WT あかいちご

箱サイズ／約140×110×80ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／30
JANコード／4589700552874（日本製） 豆判No.5

日本製

（MC-604）
「Plune.」ホーローメジャーカップ
WT OHANA

日本製

（MC-602）
「Plune.」ホーローメジャーカップ
WT りんごたち

箱サイズ／約140×110×80ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／30
JANコード／4589700552867（日本製） 豆判No.5

22007-04〔05A07〕
（0773111）
￥2,500（税込￥2,750）

22007-02〔05A07〕
（0773090）
￥2,500（税込￥2,750）

日本製

（MA-508）
「Plune.」ホーローマグカップ
WT 女の子男の子
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g
梱包入数／48
JANコード／4589700552638（日本製） 豆判No.6

製品サイズ（重量・容量）

● 約118×92×83ｍｍ
（約160g・380㎖）

22007-09〔05A07〕
（0773107）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

（MA-505）
「Plune.」ホーローマグカップ
WT あかいちご
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g
梱包入数／48
JANコード／4589700552607
（日本製） 豆判No.6

22007-13〔05A07〕
（0773115）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

（MA-510）
「Plune.」ホーローマグカップ
WT akaiyaneno
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g
梱包入数／48
JANコード／4589700554120（日本製） 豆判No.6

SPECIAL（プルーン・堀内映子）
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冷蔵庫内でも収納時でも場所を取らずにスッキリ！！
容器の中が見えるのでとっても便利です。
フタをはずして電子レンジにご使用できます。

品質表示

本体：耐熱ポリプロピレン樹脂
耐熱温度140℃
蓋：EVA樹脂・耐熱温度70℃

フタを外して

電子レンジ

日本製

製品サイズ（重量・容量）

● 正角型130㎖：約68×68×46mm
（25g・130㎖）

● 長角型290㎖：約136×70×46mm
（48g・290㎖）

● 正角型610㎖：約139×139×46mm
（81g・610㎖）

22008-02〔00T02〕
（0002577）
￥1,000（税込￥1,100）

（PL-112）
「プルーン」シール容器4pcセット・A
正角130㎖・長角290㎖：各2

箱サイズ／約140×210×50ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／48
JANコード／4975192077337（日本製） B5判

22008-03〔00T02〕
（0002578）
￥1,200（税込￥1,320）

（PL-113）
「プルーン」シール容器4pcセット・B
正角130㎖：2、長角290㎖・正角610㎖：各1

箱サイズ／約140×280×50ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／36
JANコード／4975192077344（日本製） 半紙判

ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。
ホーローは、におい移りが少なく衛生的です。ホーローの美しい色合い
と光沢、プルーンの可愛いデザインが食卓を華やかに彩ります。

22008-01〔00T02〕
（0002576）
￥700（税込￥770）

（PL-111）
「プルーン」シール容器3pcセット
正角130㎖：2、長角290㎖：1

箱サイズ／約140×140×50ｍｍ・箱込重量／約130g・梱包入数／60
JANコード／4975192077320（日本製） 豆判No.7

22008-04〔00T02〕
（0002579）
￥1,500（税込￥1,650）

（PL-114）
「プルーン」シール容器5pcセット
正角130㎖・長角290㎖：各2、正角610㎖：1

箱サイズ／約140×350×50ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／24
JANコード／4975192077481（日本製） 中杉判

品質表示

本体：ほうろう用鋼板

日本製

あかいちご

22008-05（KSS-203・あかいちご）
（0773092）
JANコード／4589700552911

22008-06（KSS-202・りんごたち）
（0773093）
JANコード／4589700552904
ミミココモモ

22008-07（KSS-201・ミミココモモ）
（0773094）
JANコード／4589700552898

￥1,100（税込￥1,210）
〔05A07〕

「Plune.」ホーローサラダスプーン・WT
りんごたち

あかいちご

製品サイズ（重量）／約59×209×33ｍｍ（約79g）
台紙サイズ／約90×280×35ｍｍ・箱込重量／約89g
梱包入数／10
（日本製） 対応不可

22008-08（KSF-213・あかいちご）
（0773095）
JANコード／4589700552942

22008-09（KSF-212・りんごたち）
（0773096）
JANコード／4589700552935

22008-10（KSF-211・ミミココモモ）
（0773097）
ミミココモモ

JANコード／4589700552928

￥1,100（税込￥1,210）
〔05A07〕

「Plune.」ホーローサラダフォーク・WT
りんごたち

あかいちご

22008-11（KDS-223・あかいちご）
（0773098）

あかいちご

JANコード／4589700552973

22008-15（KDF-232・りんごたち）
（0773102）

JANコード／4589700552966
ミミココモモ

JANコード／4589700552959

JANコード／4589700552997
ミミココモモ

￥900（税込￥990）
〔05A07〕

りんごたち

22008-16（KDF-231・ミミココモモ）
（0773103）

JANコード／4589700552980

￥900（税込￥990）
〔05A07〕

「Plune.」ホーローデザートスプーン・WT
製品サイズ（重量）／約40×178×24ｍｍ（約41g）
台紙サイズ／約70×230×25ｍｍ・箱込重量／約47g
梱包入数／10
（日本製） 対応不可

22008-14（KDF-233・あかいちご）
（0773101）
JANコード／4589700553000

22008-12（KDS-222・りんごたち）
（0773099）
22008-13（KDS-221・ミミココモモ）
（0773100）

製品サイズ（重量）／約34×221×25ｍｍ（約61g）
台紙サイズ／約90×280×27ｍｍ・箱込重量／約71g
梱包入数／10
（日本製） 対応不可

「Plune.」ホーローデザートフォーク・WT
りんごたち

製品サイズ（重量）／約26×182×23ｍｍ（約37g）
台紙サイズ／約70×230×24ｍｍ・箱込重量／約43g
梱包入数／10
（日本製） 対応不可
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SPECIAL（ロッタ・キュールホルン）
ロッタ・キュールホルン
スウェーデンのストックホルムを拠点に活躍するグラフィックデザイナー。
心温まるノスタルジックな北欧デザインを創り出す、スウェーデンを代表す
るクリエイターの一人です。リビングやキッチン用品、テキスタイルデザイン
の開発や本の装丁など多彩に展開しています。

北欧テイストの雫（Drop）をモチーフにした
かわいいデザイン。カラフルな色あいは、
女性を中心に人気があります。
22009-01〔20A20〕
（0486001）
￥1,500（税込￥1,650）

品質表示
綿100％

（TLK1507271）
「ロッタ・キュールホルン」
ドロッぺ タオルギフト

製品サイズ（重量）

ハンドタオル ブルー・イエロー：各1

● ハンドタオル：約340×350mm
（50g）

箱サイズ／約195×235×70ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／60
JANコード／4975852987204（日本製） A4判

● フェイスタオル：約340×800mm
（95g）
● バスタオル：約600×1,200mm
（230g）

22009-02〔20A20〕
（0486002）
￥2,000（税込￥2,200）

（TLK2007272B）
「ロッタ・キュールホルン」
ドロッぺ タオルギフト
ハンドタオル イエロー・フェイスタオル ブルー：各1

箱サイズ／約195×235×70ｍｍ・箱込重量／約300g・梱包入数／60
JANコード／4975852987334（日本製） A4判

第2015-712号

22009-03〔20A20〕
（0486003）
￥2,500（税込￥2,750）

（TLK2507273）
「ロッタ・キュールホルン」
ドロッぺ タオルギフト
フェイスタオル ブルー・イエロー：各1

箱サイズ／約245×295×70ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／40
JANコード／4975852987402（日本製） B4判

22009-04〔20A20〕
（0486004）
￥3,000（税込￥3,300）

（TLK3007274B）
「ロッタ・キュールホルン」
ドロッぺ タオルギフト
バスタオル ブルー：1

箱サイズ／約295×245×70ｍｍ・箱込重量／約420g・梱包入数／40
JANコード／4975852987532（日本製） B4判

22009-05〔20A20〕
（0486005）
￥5,000（税込￥5,500）

（TLK5007275Y）
「ロッタ・キュールホルン」
ドロッぺ タオルギフト

バスタオル イエロー・フェイスタオル ブルー・ハンドタオル ブルー：各1
箱サイズ／約270×360×70ｍｍ・箱込重量／約660g・梱包入数／30
JANコード／4975852987655（日本製） 中杉判

心温まる北欧テイストのトートバック。レトロで大胆な色使いで、モダンなデザインが洗練されたかわいらしさを表現しています。
● 全サイズに便利なポケット付き！スマートフォンや定期、ペン等、様々
なものを収納できます。

● Lサイズのみマグネットホッ
ク付き。荷物が落ちにくく、
安心して持ち歩くことがで
きます。

品質表示

側地：綿100％（裏：ラミネート樹脂）、裏生地：ポリエステル100％

グリーン

レッド

グリーン

レッド

グリーン

レッド

22009-06（KLK2807121・グリーン）
（0486006）

22009-08（KLK3807122・グリーン）
（0486008）

22009-10（KLK4807123・グリーン）
（0486010）

22009-07（KLK2807121・レッド）
（0486007）

22009-09（KLK3807122・レッド）
（0486009）

22009-11（KLK4807123・レッド）
（0486011）

JANコード／4975852967541
JANコード／4975852967527

￥2,800（税込￥3,080）
〔20A20〕

「ロッタ・キュールホルン」フルクト トートバックS
製品サイズ（重量）／約225×300×100ｍｍ（約110g）
ポケットサイズ：150×130ｍｍ
袋入・梱包入数／60
（日本製） 対応不可

JANコード／4975852967640
JANコード／4975852967626

￥3,800（税込￥4,180）
〔20A20〕

「ロッタ・キュールホルン」フルクト トートバックM
製品サイズ（重量）／約345×350×100ｍｍ（約180g）
ポケットサイズ：175×160ｍｍ
袋入・梱包入数／60
（日本製） 対応不可

JANコード／4975852967749
JANコード／4975852967725

￥4,800（税込￥5,280）
〔20A20〕

「ロッタ・キュールホルン」フルクト トートバックL
製品サイズ（重量）／約390×470×140ｍｍ（約250g）
ポケットサイズ：205×170ｍｍ
袋入・梱包入数／40
（日本製） 対応不可

SPECIAL（ロッタ・キュールホルン）
品質表示

ジューシー感のあるフルーツ柄。薬味やおかずの取り分け、お弁当のデザート入れなどに！
蓋付で冷蔵庫内でも積み重ねて保存しやすい容器。
蓋を外して本体は電子レンジにかけられます。本体は半透明で食品を管理しやすい！
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本体：耐熱ポリプロピレン・耐熱温度140℃
フタ：EVA樹脂・耐熱温度70℃
ハンドタオル：綿100％

フタを外して

電子レンジ

製品サイズ（重量・容量）

● 正角130㎖：約68×68×46mm
（約25g・130㎖）

● 長角290㎖：約138×70×46mm
（約48g・290㎖）
● ハンドタオル：約340×350mm

22010-01〔05T07〕
（0002705）
￥1,000（税込￥1,100）

（LK-101）
「ロッタ・キュールホルン」シール容器4pcセット
正角130㎖・長角290㎖：各2

箱サイズ／約140×210×50ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／48
JANコード／4975192083680（日本製） B5判

22010-02〔05T07〕
（1003750）
￥1,000（税込￥1,100）

22010-03〔05T07〕
（1003751）
￥1,500（税込￥1,650）

（LK-102）
「ロッタ・キュールホルン」
シール容器＆タオル3pcセット

（LK-103）
「ロッタ・キュールホルン」
シール容器＆タオル5pcセット

正角130㎖・長角290㎖・タオル：各1

正角130㎖・長角290㎖：各2、タオル：1

箱サイズ／約140×210×50ｍｍ・箱込重量／約160g・梱包入数／48
JANコード／4975192083697（日本製） B5判

22010-04〔05T07〕
（1003752）
￥2,000（税込￥2,200）

（LK-104）
「ロッタ・キュールホルン」
シール容器＆タオル6pcセット
正角130㎖・長角290㎖・タオル：各2

箱サイズ／約210×200×50ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／36
JANコード／4975192083703（日本製） B5判

箱サイズ／約255×205×50ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／24
JANコード／4975192083710（日本製） A4判

軽やかな色づかいが食卓のアクセントに！水滴のモチーフを感性豊かにデザインされた "ドロッぺ"シリーズ。
とりどりの色合いと年齢問わず使えるおしゃれなテキスタイル柄が魅力的！
●蓋をしたまま電子レンジにかけられるラップいらず
の保存容器。重なりが良いので冷蔵庫内にスッキリ
収まります。レンジにかけられる際の蒸気穴はスライ
ド式。指一本で開閉できます。

22010-05〔00T02〕
（0002706）
￥1,000（税込￥1,100）

（LK-105）
「ロッタ・キュールホルン」
電子レンジ容器3pcセット
丸型270㎖：2、小判型310㎖：1

箱サイズ／約175×190×65ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／36
JANコード／4975192083727（日本製） A5判

品質表示

本体：耐熱ポリプロピレン
耐熱温度140℃

製品サイズ（重量・容量）

● 丸型270㎖：約106×94×61mm
（55g・270㎖）

● 小判型310㎖：約126×88×61mm
（64g・310㎖）

電子レンジ

● 正角型330㎖：約109×94×61mm
（66g・330㎖）

22010-06〔00T02〕
（0002707）
￥1,500（税込￥1,650）

（LK-106）
「ロッタ・キュールホルン」
電子レンジ容器4pcセット
丸型270㎖・正角型330㎖：各2

箱サイズ／約195×210×65ｍｍ・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4975192083734（日本製） B5判

22010-07〔00T02〕
（0002708）
￥2,000（税込￥2,200）

（LK-107）
「ロッタ・キュールホルン」
電子レンジ容器5pcセット

丸型270㎖・小判型310㎖：各2、正角型330㎖：1

箱サイズ／約200×300×67ｍｍ・箱込重量／約480g・梱包入数／20
JANコード／4975192083741（日本製） B4判
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CHARACTER（ミッキー&ミニー）

ミッキーマウス
大きくて丸い耳、豊かな表情、つぶらな瞳や可愛いしぐさが世界中で愛されているキャラク
ター。デビュー作の『蒸気船ウィリー』
（1928）で、歌や踊り、楽器の演奏など多くの才能を披
露し、一躍スターの座に踊り出ました。以来、
140本とも言われる出演作で数多くの役柄を
演じ、愛犬プルート、グーフィー、ドナルドダックや恋人のミニーマウスなどのディズニー主要
キャラクターに加え、指揮者のレオポルド・ストコフスキー（映画『ファンタジア』）とも共演
を果たしています。デビュー作の公開日である1928 年11月18日が彼の誕生日であることや、
1947 年までウォルト・ディズニー自らがミッキーの声を担当したことは有名です。

忙しい朝食時間を便利で快適に。実用性とデザイン性を兼ね備えた「ラブラブ」シリーズ。ミッキー＆ミニーの家電品。

保
保証書

●食パンの耳まではさんで焼ける！耳を切る手間が不要です。耳までカリッとしっかり焼けるのでクラムとクラストの食感の違いを楽
しめます。焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。

●耳がついたまま調理が
できます。表面にバター
かマーガリンを塗ると焼
き上がりがきれいになり
ます。そのまま焼いても
もちろんOK！

22011-01〔08T08〕
（1001788）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：フェノール樹脂（アクリル塗装）、フック：ABS樹脂
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗膜加工）、コードの長さ：約1.0m
取扱説明書（保証書付）、100V／400W、50／60Hz、温度ヒューズ：240℃

（MM-212）
「ミッキー＆ミニー」
耳まで焼けるホットサンドメーカー・S

製品サイズ（重量）／約225×153×85ｍｍ（約800g）
箱サイズ／約250×185×120ｍｍ・箱込重量／約960g・梱包入数／12
JANコード／4975192085776（中国製） A4判

●シングル（1 枚焼き）のため幅をとりません。焼きあがりをポ
ン！っとお知らせしてくれるポップアップ式。ダイヤルで焼き
加減を調節できます。
（6 枚・8 枚切角形食パン専用）

22011-02〔08T08〕
（1001742）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：ポリプロピレン、内部パン受け金具：スチール（亜鉛メッキ）
コードの長さ：約1m、AC100V／400W

（MM-209）
「ミッキー＆ミニー」
ポップアップトースター・シングル

製品サイズ（重量）／約220×93×160ｍｍ（約540g）
箱サイズ／約260×110×165ｍｍ・箱込重量／約670g・梱包入数／12
JANコード／4975192084946（中国製） A4判

●キッチンではもちろん、リビングやオフィスでも欲しい分だ
け手早く沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるの
で、無駄な電気は使いません。
本体は半透明で内容量が確認しやすい！フタは取り外せるの
で給水やお手入れがラクに行えます。

22011-03〔08T08〕
（1001741）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、AC100V／900W
サーモスタット（蒸気感知式・温度感知式）

●本体はコードレス
タイプなのでコー
ドが 絡まず お 湯
を注げます。

（MM-208）
「ミッキー＆ミニー」電気ケトル1.1ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約220×145×202ｍｍ（約690g・1,100㎖）
箱サイズ／約215×167×190ｍｍ・箱込重量／約820g・梱包入数／12
JANコード／4975192084939（中国製） A5判

●大き目の窓で水量を確認しやすい電気ケトル。キッチンでは
もちろん、リビングやオフィスでも欲しい分だけ手早く沸か
せます。沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気
を使いません。本体はコードレスタイプなのでお湯を注ぐ際
にコードが絡みません。

22011-04〔08T08〕
（1001492）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、100V／900W、50／60Hz

（MM-207）
「ミッキー＆ミニー」電気ケトル0.8ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約220×145×170ｍｍ（約667g・800㎖）
箱サイズ／約185×170×160ｍｍ・箱込重量／約773g・梱包入数／12
JANコード／4975192080306（中国製） A5判

●お好みの具材をはさん
で、カンタン調理♫サッ
クリとした焼き上がりの
出来 立てが食べられま
す。食パンサイズは6枚切
り〜8枚切りが適します。

CHARACTER（ミッキー&ミニー）
ちょっぴりレトロで快活なデザインの調理家電。
焼き面にキュートなフェイスマークがつくのがポイント！
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●出来たてアツアツをモーニングに、ランチに取り入れて！プ
レートはフッ素加工なので、布巾なのでサッと拭くだけの
簡単お手入れです。

●ホットサンドにミッキーの
フェイスマークがつきます。
ひょうきんな表情がなんと
も言えません。

22012-01〔08T08〕
（1001771）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：フェノール樹脂、フック：ABS樹脂
プレート：アルミニウム合金（フッ素樹脂塗膜加工）、コードの長さ：約1.4m
取扱説明書（保証書付）、100V／650W、50／60Hz、温度ヒューズ：240℃

（MM-210）
「ミッキーマウス」
ホットサンドメーカー・ダブル
製品サイズ（重量）／約235×235×90ｍｍ（約1,230g）
箱サイズ／約260×105×255ｍｍ・箱込重量／約1,400g・梱包入数／8
JANコード／4975192085356（中国製） 半紙判

●市販のホットケーキミックスやワッフルミックスを使って、手軽に焼けます。フルーツやクリーム
を添えて、ちょっぴり贅沢な朝食やデザートに早変わり！火を使わないのでリビングでも調理が
できます。子供会やパーティーにもピッタリ。

22012-02〔08T08〕
（1001772）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：フェノール樹脂、フック：ABS樹脂
プレート：アルミニウム合金（フッ素樹脂塗膜加工）、コードの長さ：約1.4m
取扱説明書（保証書付）、100V／380W、50／60Hz、温度ヒューズ：240℃

●フェイスシルエットが焼きあが
る！ワッフル型は凹凸が沢山出
来るので、蜂蜜やジャムをから
めて食べるのにGOOD！

（MM-211）
「ミッキーマウス」ワッフルメーカー

製品サイズ（重量）／約222×155×93ｍｍ（約785g）
箱サイズ／約175×105×240ｍｍ・箱込重量／約910g・梱包入数／12
JANコード／4975192085363（中国製） A4判

22012-03〔08T08〕
（0002585）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：ステンレススチール・PVC樹脂

（MM-151）ダイカット・スプーン＆フォーク4pc

製品サイズ（重量）／スプーン：約35×137ｍｍ
（約16g）
フォーク：約35×142ｍｍ
（約14g）
箱サイズ／約188×163×20ｍｍ・箱込重量／約130g・梱包入数／48
JANコード／4975192077696
（金属部：日本製、樹脂部：中国製） A5判

22012-04〔08T08〕
（0002586）
￥1,000（税込￥1,100）
本体：ステンレススチール

（MM-152）ステンレス・スプーン＆フォーク4pc

製品サイズ（重量）／スプーン：約33×133ｍｍ（約30g）
フォーク：約30×140ｍｍ（約26g）
箱サイズ／約188×163×20ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／48
JANコード／4975192077702
（日本製） A5判
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CHARACTER（ミッキー&ミニー）
ラブラブなハート溢れるミッキー＆ミニーのクッキングウェアシリーズ。
●深さがあるので炒めものがこぼれにくく、内面はふっ素樹脂
加工で焦げ付きにくくお手入れ簡単。

●少量の煮物に便利なサイズです。

22013-01〔08Z08〕
（1001334）
￥3,000（税込￥3,300）

22013-02〔08Z08〕
（1001335）
￥3,000（税込￥3,300）

（MM-311）
「ミッキー＆ミニー」
ちょっと深めのフライパン22cm
品質表示

本体／外面：焼付塗装（底面を除く）、内面：ふっ素樹脂塗膜加工
本体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼（クロム18％）
（底の厚さ2.4mm（はり底を含む））
ハンドル：フェノール樹脂
フタ／強化ガラス
フタ金属部：ステンレス製
ツマミ：フェノール樹脂（耐熱温度140度）

製品サイズ（重量・容量）／約385×225×90ｍｍ（約542g）深さ：55mm
箱サイズ／約395×235×85ｍｍ・箱込重量／約750g・梱包入数／12
JANコード／4975192078105（中国製） 中杉判

（MM-312）
「ミッキー＆ミニー」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約330×163×132ｍｍ
（約730g・満水容量約1,500㎖）深さ：75mm
箱サイズ／約347×180×112ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／12
JANコード／4975192078112（中国製） A3判

●ハートがいっぱいのミッキー＆ミ
ニーのお鍋3 点セット。持ちやすい大
きめの樹脂ハンドルです。

●狭いキッチン内でも手軽に使える大きさです。

22013-04〔08Z08〕
（1003546）
￥10,000（税込￥11,000）

（MM-310）
「ミッキー＆ミニー」
アルミ鍋3点セット

片手鍋・両手鍋・フライパン・ターナー：各1

製品サイズ（重量・容量）／
片手鍋：約330×163×132ｍｍ
（約730g・満水容量約1,500㎖）
深さ：75mm
両手鍋：約330×183×137ｍｍ
（約915g・満水容量約1,900㎖）
深さ：74mm
フライパン：約385×225×90ｍｍ（約542g）
箱サイズ／約408×243×320ｍｍ
箱込重量／約3,250g・梱包入数／4
JANコード／4975192078099
（中国製、ターナー：日本製） 中杉判

22013-03〔08Z08〕
（1001336）
￥3,500（税込￥3,850）

（MM-313）
「ミッキー＆ミニー」両手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約300×183×137ｍｍ
（約915g・満水容量約1,900㎖）深さ：74mm
箱サイズ／約288×200×110ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4975192078129（中国製） B4判

■フタをしたまま電子レンジにご使用
できます。日付ダイヤルが付いてい
るのでお料理を保存する時、ダイヤ
ルを調理日に合わせておくととって
も便利！

品質表示

“ポップトーン”シリーズ
冷蔵庫内でも収納時でも
場所を取らずにスッキリ！
容器の中が見えるのでとっても便利です。

■左右の持ち手の間に指を入れ
るとフタが浮き上がり簡単に
外すことができます。電子レ
ンジ加熱直後や冷凍時のフタ
の開けにくさを解消します。

本体・蓋：耐熱ポリプロピレン（140℃〜−20℃）
電子レンジ

22013-05〔08T08〕
（0002769）
￥1,000（税込￥1,100）

製品サイズ（容量）

丸型：2、小判型：1

● 小判型：約126×88×61mm
（310㎖）

（MM-107）
「ミッキー＆ミニー」PT電子レンジ容器3PC

● 丸型：約φ94×61mm
（270㎖）

● 角型：約109×94×61mm
（330㎖）

箱サイズ／約175×190×65ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／36
JANコード／4975192087039
（日本製） A5判

22013-06〔08T08〕
（0002770）
￥1,500（税込￥1,650）

（MM-108）
「ミッキー＆ミニー」PT電子レンジ容器4PC
丸型・角型：各2

箱サイズ／約195×210×65ｍｍ・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4975192087046（日本製） B5判

22013-07〔08T08〕
（0002771）
￥2,000（税込￥2,200）

（MM-109）
「ミッキー＆ミニー」PT電子レンジ容器5PC
丸型・小判型：各2、角型：1

箱サイズ／約200×300×67ｍｍ・箱込重量／約480g・梱包入数／20
JANコード／4975192087053（日本製） B4判

CHARACTER（スヌーピー）
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品質表示

“スヌーピー”ボタニカルシリーズ
北欧テイストの優しい色使い。
草花をモチーフにしたボタニカルなシリーズです。

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）
底部：ステンレス鋼（底の厚さ2.4mm（SN-134のみ2.6mm））
取っ手：フェノール樹脂（シリコン樹脂塗装）
ツマミ：フェノール樹脂（シリコン樹脂塗装）
（SN-133・SN-134のみ）
フタ：強化ガラス（SN-133・SN-134のみ）

100・200V

● Backデザイン

22014-01〔08T08〕
（1001828）
￥2,000（税込￥2,200）

（SN-131）
「スヌーピー」玉子焼き

製品サイズ（重量・容量）／約367×135×72mm（約355g）深さ：約34mm
焼面サイズ／約120×160mm
箱サイズ／約385×145×72ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／16
JANコード／4975192086360（中国製） 中杉判

22014-02〔08T08〕
（1001830）
￥2,500（税込￥2,750）

（SN-133）
「スヌーピー」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約340×165×125ｍｍ
（約675g・満水容量1,450㎖）深さ：約72mm
箱サイズ／約355×120×180ｍｍ・箱込重量／約795g・梱包入数／12
JANコード／4975192086384（中国製） 中杉判

22014-03〔08T08〕
（1001829）
￥2,300（税込￥2,530）

（SN-132）
「スヌーピー」ディープフライパン20cm

製品サイズ（重量・容量）／約380×210×119ｍｍ（約445g）深さ：約57mm
箱サイズ／約385×215×95ｍｍ・箱込重量／約570g・梱包入数／12
JANコード／4975192086377（中国製） 中杉判

22014-04〔08T08〕
（1001831）
￥3,000（税込￥3,300）

（SN-134）
「スヌーピー」マルチクックパン2.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約280×175×175ｍｍ
（約780g・満水容量2,500㎖）深さ：約122mm
箱サイズ／約280×180×145ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4975192086391（中国製） 半紙判

●ホーローはガラス質なので保温性に優れており、お料理の味やにおいを損なわず保存できます。
お手入れが簡単で衛生的。フタ付きなので保存時に積み重ねができ、冷蔵庫内にスッキリ収まります。

21014-05〔08Z08〕
（1001822）
￥1,000（税込￥1,100）

（SN-128）
「スヌーピー」ホーロー保存容器2pcセット
深型容器10cm・12cm：各1

箱サイズ／約130×130×92ｍｍ・箱込重量／約320g・梱包入数／30
JANコード／4975192086056（中国製） 豆判No.6

品質表示

本体：鋼板（0.35mm）ホーロー仕上げ、フタ：ポリエチレン樹脂

21014-06〔08Z08〕
（1001823）
￥1,500（税込￥1,650）

（SN-129）
「スヌーピー」ホーロー保存容器3pcセット
容器10cm・12cm・深型容器12cm：各1

箱サイズ／約140×130×140ｍｍ・箱込重量／約420g・梱包入数／24
JANコード／4975192086063（中国製） 豆判No.7

製品サイズ（重量・容量）

● 深型容器10cm：約φ103×72ｍｍ
（約105g・約450㎖）
● 深型容器12cm：約φ123×85ｍｍ
（約150g・約770㎖）
● 容器10cm：約φ103×44ｍｍ
（約80g・約260㎖）

● 容器12cm：約φ123×50ｍｍ
（約110g・約430㎖）
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CHARACTER（スヌーピー）
フラワー＆スヌーピーのボタニカルなデザイン。
ホワイト＆スカイブルーのコントラストが
爽やかな印象です。
●大きめの窓で水量を確認しやすい電気ケトル。キッチンでは
もちろん、リビングやオフィスでも欲しい分だけ手早く沸か
せます。沸騰すると自動的に電源が切れるので、無駄な電気
を使いません。本体はコードレスタイプなのでお湯を注ぐ際
にコードが絡みません。

2020

保
保証書

本体はコード
レスタイプ な
のでコードが
絡まずお湯を
注げます。

22015-01〔08T08〕
（1001860）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、AC100V／670W

（SN-207）
「スヌーピー」パーソナル電気ケトル0.6ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約185×105×200ｍｍ（約530g・600㎖）
箱サイズ／約180×120×205ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／12
JANコード／4975192086544（中国製） A5判

●ギュッとハートやウッドス
トックを抱きかかえたス
ヌーピーがキュート！食卓を
和ませてくれそうな温かみ
のあるデザインです。

●誰もが一目でわかる！仰向けになった
ポーズと赤い屋根のドッグハウスが目
を引きます。
「 これぞ、スヌーピー！」と
言わしめるほどのオーソドックスなス
タイルです。

22015-02〔05T07〕
（0002731）
￥1,500（税込￥1,650）

22015-03〔05T07〕
（0002732）
￥1,500（税込￥1,650）

本体：ステンレス綱、キャラクター部：PVC樹脂

本体：ステンレス綱、キャラクター部：PVC樹脂

（SN-124）ダイカットスプーン＆フォーク4pcセット
（ハート＆ハグ）

（SN-125）ダイカットスプーン＆フォーク4pcセット
（ハウス）

スプーン・フォーク：各2

製品サイズ（重量）／スプーン（ハート）
：約137×37×13ｍｍ（約16g）
フォーク（ハート）
：約140×37×15ｍｍ（約16g）
スプーン（ハグ）
：約137×35×13ｍｍ（約15g）
フォーク（ハグ）
：約140×35×15ｍｍ（約15g）
箱サイズ／約188×163×20ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／48
JANコード／4975192084700（本体：日本製、キャラクター部：中国製）

スプーン・フォーク：各2

製品サイズ（重量）／スプーン：約133×36×13ｍｍ（約15g）
フォーク：約135×36×15ｍｍ（約14g）
箱サイズ／約188×163×20ｍｍ・箱込重量／約145g・梱包入数／48
JANコード／4975192084717（本体：日本製、キャラクター部：中国製）

A5判

A5判

スヌーピーがパイロットに扮した
「フライングエース」。
想像の中で自由に世界旅行気分！

「FLYING☆ACE」フライングエース

●薬味やおかずの取り分け、お弁当のデザート入れな
どに！蓋付で冷蔵庫内でも積み重ねて保存しやすい
容器。蓋を外して本体は電子レンジにかけられます。
本体は半透明で食品を管理しやすい！
フタを外して

品質表示

本体：耐熱ポリプロピレン樹脂、耐熱温度140℃
フタ：EVA樹脂、耐熱温度70℃

日本製

電子レンジ

22015-04〔05T07〕
（0002685）
￥700（税込￥770）

製品サイズ（重量・容量）

● 正角130㎖：約68×68×46mm
（約25g・約130㎖）

（SN-301）
「フライング・エース」シール容器3pcセット

● 長角290㎖：約138×70×46mm
（約48g・約290㎖）

正角130㎖：2、長角290㎖：1

● 正角610㎖：約139×139×46mm
（約81g・約610㎖）

日本製

22015-05〔05T07〕
（0002686）
￥1,000（税込￥1,100）

（SN-302）
「フライング・エース」
シール容器4pcセット・A
正角130㎖・長角290㎖：各2

箱サイズ／約140×210×50ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／48
JANコード／4975192082669（日本製） B5判

箱サイズ／約140×140×50ｍｍ・箱込重量／約130g・梱包入数／60
JANコード／4975192082652（日本製） B6判

日本製

22015-06〔05T07〕
（0002687）
￥1,200（税込￥1,320）

（SN-303）
「フライング・エース」シール容器4pcセット・B
正角130㎖：2、長角290㎖・正角610㎖：各1

箱サイズ／約140×280×50ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／36
JANコード／4975192082676（日本製） 半紙判

日本製

22015-07〔05T07〕
（0002688）
￥1,500（税込￥1,650）

（SN-304）
「フライング・エース」シール容器5pcセット
正角130㎖・長角290㎖：各2、正角610㎖：1

箱サイズ／約140×350×50ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／24
JANコード／4975192082683（日本製） A3判
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CHARACTER（スヌーピー）

●断熱二重構造で、温かさ・冷たさが長持ちします。ステンレス製マグカップの魅力は落としても割れない、汚れ落としが簡単。
とても軽量なのでキャンプなど屋外へ持ち出しに便利です。
《日本加工ステンレスマグ製品》

22016-01〔05T07〕
（1003762）
￥1,200（税込￥1,320）

22016-02〔05T07〕
（1003763）
￥1,500（税込￥1,650）

本体：18-8ステンレス綱（二重構造）
・ABS樹脂

本体：18-8ステンレス綱（二重構造・内外面サテン仕上げ）
フタ・ハンドル：ポリプロピレン

（SN-122）
「ウィズ・ユー」2重ステンレスマグ270㎖

製品サイズ（重量・容量）／約75×110×90ｍｍ（約113g・270㎖）
箱サイズ／約115×80×95ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／48
JANコード／4975192083895（中国製） 豆判No.6

（SN-123）
「ウィズ・ユー」フタ付2重ステンレスマグ300㎖
製品サイズ（重量・容量）／約80×120×108ｍｍ（約190g・300㎖）
箱サイズ／約115×80×112ｍｍ・箱込重量／約195g・梱包入数／48
JANコード／4975192083918（中国製） 豆判No.6

アクティブなスヌーピーがワンポイント！飲み物の温度を保ってくれる真空二重構造タンブラーです。
《日本加工ステンレスタンブラー製品》

●320 ㎖と450 ㎖ タンブラーの対比

アストロノーツ

ドッグハウス

22016-03（SN-126A・アストロノーツ）
（1003841）
  JANコード／4975192085608
22016-04（SN-126B・ドッグハウス）
（1003842）
  JANコード／4975192085615
22016-05（SN-126C・サーフィン）
（1003843）
  JANコード／4975192085622
22016-06（SN-126D・ビーグルスカウト）
（1003844）
  JANコード／4975192085639
22016-07（SN-126E・アストロノミージオメトリ）
（1003845）JANコード／4975192085646
￥1,600（税込￥1,760）
〔05T07〕
18-8ステンレス綱（真空二重構造・内外面サテン仕上げ）

「スヌーピー」真空Wステンレスタンブラー320㎖

製品サイズ（重量・容量）／約径75×125ｍｍ（約165g・満水容量320㎖）
箱サイズ／約78×78×130ｍｍ・箱込重量／約190g・梱包入数／48
（中国製） 豆判No.6

くるくる回すだけで簡単・新鮮・快適に水が切れます。
●ハンドル部を外せばサラダボウルとしてそのまま食卓に出せます。

サーフィン

ビーグルスカウト

アストロノミージオメトリ

22016-08（SN-127A・アストロノーツ）
（1003846）
   JANコード／4975192085653
22016-09（SN-127B・ドッグハウス）
（1003847）
   JANコード／4975192085660
22016-10（SN-127C・サーフィン）
（1003848）
   JANコード／4975192085677
22016-11（SN-127D・ビーグルスカウト）
（1003849）
   JANコード／4975192085684
22016-12（SN-127E・アストロノミージオメトリ）
（1003850）JANコード／4975192085691
￥1,800（税込￥1,980）
〔05T07〕
18-8ステンレス綱（真空二重構造・内外面サテン仕上げ）

「スヌーピー」真空Wステンレスタンブラー450㎖

製品サイズ（重量・容量）／約径80×148ｍｍ（約190g・満水容量450㎖）
箱サイズ／約82×82×150ｍｍ・箱込重量／約225g・梱包入数／48
（中国製） 豆判No.7

リング部にタオルが掛けておける時計です。
●防滴仕様で洗面所やキッチンなどでも使える時計です。朝の忙しい時間にも、入浴時間の確認
にも。リング部にタオルを掛けておけるので、タオルがすぐ使えて便利です。

ブルー

22016-13〔08T08〕
（1001832）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：メラミン樹脂、
バスケット・蓋：ポリプロピレン、
耐熱温度：120℃、
耐冷温度：−20℃

（SN-130）
「スヌーピー」ベジタブルスピナー

製品サイズ（重量・容量）／約φ230×162ｍｍ（425g・3,200㎖）
    深さ：99〜108mm
箱サイズ／約235×235×140ｍｍ・箱込重量／約615g・梱包入数／18
JANコード／4975192086353（中国製） 本中判

ホワイト

22016-14（SN-205・ブルー）
（1001820）    JANコード／4975192086094
22016-15（SN-206・ホワイト）
（1001821） JANコード／4975192086100
￥800（税込￥880）
〔08T08〕
本体：ABS樹脂、紐：ナイロン、電源：単三電池×1本使用（別売）、機能：ステップ秒針、日誤差：±1秒

「スヌーピー」タオルハンガークロック

製品サイズ（重量）／約120×238×40ｍｍ（約145g）
箱サイズ／約135×125×45ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／40
（中国製） 豆判No.5
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CHARACTER（リラックマ）
リラックマらしさをそのまま堪能できるフェイスデザイン！
男女幅広く愛されるシンプルなデザインが魅力です。

品質表示

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）
はり底：ステンレス鋼、底の厚さ：2.7mm（はり底を含む）
蓋：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂
※ツマミとフタはRK-42のみ

●ガラス蓋が付いた片手鍋！少量の煮物やレト
ルト食品の温めなどに。小ぶりの鍋だから収
納時も邪魔になりにくい！

●キイロイトリがモチーフになっており、本体は
明るいイエロー。サッと少量の炒め物にも使
えるエッグパンは朝食やお弁当作りに役立つ
アイテムです。

●コリラックマがモチーフの優しい色合い。下ご
しらえや毎日のお料理に！少し深めの本体は
炒め物がしやすい。小回りのきくサイズ。

●リラックマモチーフのベーシックなフライパ
ン。深さがあるため容量たっぷり！少量の煮物
に使えたりと活躍の場が多いアイテムです。

22017-01〔08T08〕
（1001642）
￥3,000（税込￥3,300）

22017-02〔08T08〕
（1001640）
￥2,000（税込￥2,200）

22017-03〔08T08〕
（1001641）
￥2,500（税込￥2,750）

22017-04〔08T08〕
（1001643）
￥3,500（税込￥3,850）

（RK-42）
「リラックマ」
IH対応片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約322×165×132ｍｍ
   （793g・1,600㎖）深さ：77mm
箱サイズ／約330×180×110ｍｍ・箱込重量／約993g
梱包入数／12
JANコード／4975192082836（中国製） みの判

品質表示

本体：耐熱ポリプロピレン、フタ：EVA樹脂

（RK-40）
「リラックマ」
IH対応アルミ玉子焼き

製品サイズ（重量）／約345×136×65ｍｍ（400g）
深さ：31mm
焼き面サイズ：180×130ｍｍ
箱サイズ／約365×150×60ｍｍ・箱込重量／約540g
梱包入数／16
JANコード／4975192082812（中国製） みの判

製品サイズ（重量）／約363×204×88ｍｍ（528g）
    深さ：52mm
箱サイズ／約365×210×75ｍｍ・箱込重量／約718g
梱包入数／12
JANコード／4975192082829（中国製） みの判

（RK-43）
「リラックマ」
IH対応アルミディープフライパン24cm

製品サイズ（重量・容量）／約425×245×110ｍｍ
（775g・2,700㎖）深さ：68mm
箱サイズ／約420×250×110ｍｍ・箱込重量／約1,058g
梱包入数／10
JANコード／4975192082843（中国製） 中杉判

製品サイズ（重量・容量）

● 正角型：約68×68×46ｍｍ
（25g・130㎖）● 長角型：約200×70×45ｍｍ（69g・450㎖）

22017-05〔08T08〕
（0002593）
￥480（税込￥528）

（RK-30）
「リラックマ」シール容器2pc
正角型：2

（RK-41）
「リラックマ」
IH対応アルミフライパン20cm

セルケースサイズ／約138×70×48ｍｍ・セルケース込重量／約63g
梱包入数／72
JANコード／4975192078839（日本製） 豆判No.7

22017-06〔08T08〕
（0002594）
￥700（税込￥770）

（RK-31）
「リラックマ」シール容器3pc
正角型：3

セルケースサイズ／約205×70×48ｍｍ・セルケース込重量／約92g
梱包入数／48
JANコード／4975192078846（日本製） 赤棒 B5判

22017-07〔08T08〕
（0002595）
￥1,000（税込￥1,100）

（RK-32）
「リラックマ」シール容器4pc
正角型：3、長角型：1

    
セルケースサイズ／約205×140×48ｍｍ・セルケース込重量／約167g
梱包入数／24
JANコード／4975192078853（日本製） B5判

CHARACTER（リラックマ）
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●リラックマとコリラックマがペタンと座った
キュートなカトラリーセットです。ファン
シーなギフトボックス入なのでプレゼント
にもオススメです。

●リラックマ

22018-01〔08Z08〕
（1003773）
￥2,000（税込￥2,200）
アルミニウム（アルマイト加工）

（RK-100RP）
「リラックマ」
アイスクリームスプーン2pc（レッド＆ピンク）
スプーン：2

製品サイズ（重量）／約120×30×16ｍｍ（約12g）
箱サイズ／約140×83×19ｍｍ・箱込重量／約54g・梱包入数／120
JANコード／4975192084472（日本製） 豆判No.5

●コリラックマ

22018-02〔08T08〕
（0002558）
￥1,200（税込￥1,320）
本体：ステンレス、キャラクター部：PVC樹脂

（RK-28）
「リラックマ」スプーン＆フォーク4pc
スプーン・フォーク：各2

製品サイズ（重量）／リラックマスプーン：約130×36×15ｍｍ（15g）
リラックマフォーク：約130×36×15ｍｍ（13.5g）
コリラックマスプーン：約128×34×15ｍｍ（13.5g）
コリラックマフォーク：約128×34×15ｍｍ（12.5g）
箱サイズ／約185×150×18ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／48
JANコード／4975192075791（本体：日本製、樹脂部：中国製） A5判

●リラックマの焼き目がとってもかわ
いい。まん丸フォルムのパンケーキ
メーカー。コンパクトなデザインなの
で、収納もラクラク。焼きたてほかほ
かのパンケーキがご家庭で作れま
す。使い方もシンプルなので、手軽に
楽しめます。

リラックマの焼き目がかわいい。コンパクトなデザインのパンケーキメーカー。

保
保証書

22018-03〔08T08〕
（1001819）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：フェノール樹脂、プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗膜加工）
コードの長さ：約1.4m、温度ヒューズ：216℃、消費電力：AC100V／300W、50／60Hz

（RK-15）
「リラックマ」パンケーキメーカー

製品サイズ（重量）／約165×131×90ｍｍ（約510g）
箱サイズ／約188×155×105ｍｍ・箱込重量／約610g・梱包入数／12
JANコード／4975192086070
（中国製） A5判

●カップやボトルの置き場所に。テーブルを傷や熱、水滴などから保護したいときにお役立ち。またカップカバーとしても使えます。
●ボウルなどの下に敷くことで滑り止めとしても使うことができます。シリコン素材なので柔軟でお手入れも楽々。
●アウトドアなどのシーンでも薄手でかさばりません。

●本体はコードレスタイプなので
コードが絡まずお湯を注げます。

保
保証書

リラックマ

コリラックマ

22018-05〔08T08〕
（1001581）
￥3,000（税込￥3,300）

22018-04〔08T08〕
（1003744）
￥1,000（税込￥1,100）

本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m
サーモスタット（蒸気感知式・温度感知式）、100V／670W

（RK-13）
「リラックマ」電気ケトル0.6ℓ

本体：シリコーンゴム（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

製品サイズ（重量・容量）／約185×105×200ｍｍ（約530g・600㎖）
箱サイズ／約185×120×205ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／12
JANコード／4975192082416（中国製） B5判

（RK-09）
「リラックマ」シリコーンコースター3点セット
製品サイズ（重量）／約φ88×3ｍｍ（約20g）
包装サイズ（重量）／約200×110×10ｍｍ（約65g）
・梱包入数／24
JANコード／4975192083673（中国製） 対応不可

キイロイトリ
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CHARACTER（ミッフィー）

ミッフィー×オトナの華やかブラウン
ミッフィーとフルーツやお花を配した
キッチン家電。レトロ感とビビッドな明
るさを併せ持つピンク×オトナカラーの
ブラウンで引き締めた華やかさのある
シリーズです。

保
保証書

●コンパクトな大きさのポップアップトースター。
食パンは 6 枚切・8 枚切に対応します。

●ミッフィーのお顔がついて焼きあがるパンケーキメーカー。
おやつや朝食が楽しくなっちゃうキュートな出来上がり！

22019-01〔08T08〕
（1001896）
￥3,000（税込￥3,300）

22019-02〔08T08〕
（1001897）
￥3,000（税込￥3,300）

ポリプロピレン・スチール（焼付塗装）
・スチール（亜鉛メッキ）
コードの長さ：約1m、消費電力：600W

フェノール樹脂・アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗膜加工）
コードの長さ：約1.4m、消費電力：300W

（DB-205）
「MIFFY」ポップアップトースター

（DB-206）
「MIFFY」パンケーキメーカー

製品サイズ（重量）／約230×105×150ｍｍ（約690g）
箱サイズ／約270×120×160ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／12
JANコード／4975192087091（中国製） B5判

製品サイズ（重量）／約165×131×90ｍｍ（約535g）
箱サイズ／約188×155×105ｍｍ・箱込重量／約635g・梱包入数／12
JANコード／4975192087107（中国製） A5判

●食パンの耳を切らずにそのまま調理ができます！プレート面には
ミッフィーの焼き型がつくので可愛いホットサンドになりますよ！

22019-03〔08T08〕
（1001898）
￥3,500（税込￥3,850）
フェノール樹脂（アクリル塗装）
・ABS樹脂、プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂
塗膜加工）、コードの長さ：約1.0m、消費電力：400W

（DB-207）
「MIFFY」耳まで焼けるホットサンドメーカー
製品サイズ（重量）／約225×153×85ｍｍ（約790g）
箱サイズ／約250×185×120ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／12
JANコード／4975192087114（中国製） A4判

22019-04〔08T08〕
（1001899）
￥3,500（税込￥3,850）
ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、消費電力：900W

（DB-208）
「MIFFY」電気ケトル0.8ℓ

製品サイズ（重量）／約220×145×170ｍｍ（約667g）
箱サイズ／約185×170×160ｍｍ・箱込重量／約773g・梱包入数／12
JANコード／4975192087121（中国製） A5判

品質表示
100・200V

フッ素
樹脂加工

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂塗膜加工）、はり底：ステンレス綱（クロム16％）、ふた：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂
底の厚さ：2.4mm（フライパン・片手鍋）
・2.6mm
（マルチクックパン）

●ぽってりとした本体はちょっと多めに入るのでコトコト煮込
む料理はもちろん、茹でものなどにも重宝します。

●ちょっと深めのストレートタイプのフライパン。焼面が広く、
深さがあるので少量の煮物にも使いやすいです。

●小回りが利いて調理がしやすい片手鍋。
ガラス蓋付で煮込み料理もおまかせ！

22019-05〔08T08〕
（1001901）
￥3,500（税込￥3,850）

22019-06〔08T08〕
（1001902）
￥3,500（税込￥3,850）

22019-07〔08T08〕
（1001900）
￥3,000（税込￥3,300）

（DB-306）
「MIFFY」マルチクックパン2.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約280×175×170ｍｍ（約780g・2,500㎖）
    深さ：約118mm
箱サイズ／約280×180×145ｍｍ・箱込重量／約1,010g・梱包入数／12
JANコード／4975192087077
（中国製） 半紙判

（DB-307）
「MIFFY」フライパン24cm

製品サイズ（重量）／約425×242×96ｍｍ（約645g）深さ：約68mm
箱サイズ／約420×250×90ｍｍ・箱込重量／約865g・梱包入数／10
JANコード／4975192087084（中国製） 中杉判

（DB-305）
「MIFFY」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約325×165×125ｍｍ（約690g・1,500㎖）
    深さ：約77mm
箱サイズ／約330×175×115ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4975192087060（中国製） みの判

CHARACTER（ミッフィー）

22020-01〔08A10〕
（0275104）
￥1,500（税込￥1,650）

品質表示
ステンレス

（DM-203N）
「ミッフィー」おともだちスプーン＆フォーク2Pcs

製品サイズ（重量・容量）

スプーン・フォーク：各1

● フォーク：約135×23×14ｍｍ
（22g）

22020-02〔08A10〕
（0275053）
￥2,000（税込￥2,200）

（DM-207N）
「ミッフィー 」おともだちスプーン3Pcs
スプーン：3（各色1本）

箱サイズ／約168×110×26ｍｍ・箱込重量／約145g・梱包入数／60
JANコード／4949789503226（日本製） A5判

箱サイズ／約168×110×26ｍｍ・箱込重量／約115g・梱包入数／60
JANコード／4949789503172（日本製） A5判

● スプーン：約136×27×14ｍｍ
（24g）
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ミッフィーのお顔をあしらったさりげないデザインと、お散歩をしている和やかなデザイン。
可愛らしい化粧箱入りの2ピースセット！プレゼントにもぴったり！

●冷蔵庫から出したばかりのアイスもすぐに食べごろに！熱伝
導に優れたアルミの本体が体温を伝えて触れた部分から滑
らかに溶かしてすくいます。スタイリッシュなカラーにキュー
トなミッフィーデザインがプラスのプチ贅沢アイテム。
新潟県・燕商工会議所認定の「Made in TSUBAME (メイド・
イン・ツバメ) 」ブランド。
品質表示

アルミニウム（アルマイト加工）

製品サイズ（重量）

● 約120×30×16ｍｍ
（約12g）

22020-03〔08Z08〕
（1003774）
￥2,000（税込￥2,200）

22020-04〔08Z08〕
（1003775）
￥2,000（税込￥2,200）

（DB-03SB）
「ミッフィー」”フェイス”
アイスクリームスプーン2pc

（DB-04RB）
「ミッフィー」”ウォーク”
アイスクリームスプーン2pc

スプーン：2

スプーン：2

箱サイズ／約140×83×19ｍｍ・箱込重量／約54g・梱包入数／120
JANコード／4975192084489（日本製） B6判

箱サイズ／約140×83×19ｍｍ・箱込重量／約54g・梱包入数／120
JANコード／4975192084496（日本製） B6判

冷蔵庫内でも収納時でもきれいに重なるので、場所をとらずにスッキリ！
容器の中身が見えるのでとっても便利です。
品質表示

本体・蓋：ポリプロピレン（140℃〜−20℃）

製品サイズ（重量・容量）

● 丸型：約φ94×61mm
（55g・270㎖）

● 小判型：約126×88×61mm
（64g・310㎖）

■電子レンジでご使用になる時は図のようにツマミをスライドさせて
蒸気穴を開けてご使用ください。
■日付数字が付いているので、お料理を保存する時、
ダイヤルを調理日
に合わせておくと便利です。

電子レンジ

電子レンジ

日本製

22020-05〔08T08〕
（0002611）
￥1,000（税込￥1,100）

（DB-101）
「MIFFY」電子レンジ容器3PC
丸型：2、小判型：1

箱サイズ／約175×190×65ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／36
JANコード／4975192080313（日本製） A5判

● 正角型：約109×94×61mm
（66g・330㎖）

■左右の持ち手の間に指を入れ
るとフタが浮き上がり簡単に
外すことができます。電子レ
ンジ加熱後や冷凍時のフタの
開けにくさを解消します。

電子レンジ

日本製

22020-06〔08T08〕
（0002612）
￥1,500（税込￥1,650）

（DB-102）
「MIFFY」電子レンジ容器4PC
丸型・正角型：各2

箱サイズ／約195×210×65ｍｍ・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4975192080320（日本製） B5判

日本製

22020-07〔08T08〕
（0002613）
￥2,000（税込￥2,200）

（DB-103）
「MIFFY」電子レンジ容器5PC
丸型・小判型：各2、正角型：1

箱サイズ／約200×300×67ｍｍ・箱込重量／約480g・梱包入数／20
JANコード／4975192080337（日本製） B4判
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CHARACTER（ミッフィー）

ミッフィーフェイスシリーズ
「ミッフィーのおかお」だけの
シンプルなデザイン。
純白のホーロー製キッチンウェアです。

●小ぶりで両口タイプのミルク
パンは使い勝手が良く、天然
木 のハンドルが 手 に 馴 染 み
ます。

ガス火専用

22021-01〔18A20〕
（0580239）
￥2,500（税込￥2,750）

●保存用ポリエチレン製蓋付き。

22021-02〔18A20〕
（0580240）
￥2,700（税込￥2,970）

本体：ほうろう用鋼板、ハンドル：天然木

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：天然木、樹脂蓋：ポリエチレン

（MFF-12M）
「ミッフィー」12cmミルクパン

（MFF-12S）
「ミッフィー」12cmソースパン

製品サイズ（重量・容量）／約255×140×85ｍｍ（400g・800㎖）深さ：80mm
箱サイズ／約260×140×90ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／16
JANコード／4977618108687（タイ製） A4判
インターネットでの販売禁止商品となります。

製品サイズ（重量・容量）／約275×135×130ｍｍ（440g・800㎖）深さ：70mm
箱サイズ／約265×145×80ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／24
JANコード／4977618106362（タイ製） 半紙判
インターネットでの販売禁止商品となります。

●保存用ポリエチレン製
蓋付き。
100・200V

100・200V

100・200V

●金気が出ないので、お湯に
臭みが生じないのが、ほう
ろうケトルの特徴。

フタを外して フタを外して

OVEN
オーブン

ガス火専用

22021-03〔18A20〕
（0580241）
￥3,200（税込￥3,520）
本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木、樹脂蓋：ポリエチレン

（MFF-15W）
「ミッフィー」15cmキャセロール

製品サイズ（重量・容量）／約220×165×130ｍｍ（620g・1,400㎖）
深さ：80mm
箱サイズ／約190×175×95ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／16
JANコード／4977618106379（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。
フタを外して フタを外して

22021-04〔18A20〕
（0580242）
￥3,800（税込￥4,180）
本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂

（MFF-2.0K）
「ミッフィー」2.0ℓケトル

製品サイズ（重量・容量）／約225×165×205ｍｍ（1,000g・2,000㎖）
深さ：105mm
箱サイズ／約200×190×135ｍｍ・箱込重量／約1,150g・梱包入数／12
JANコード／4977618108694（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。

22021-05〔18A20〕
（0580243）
￥2,800（税込￥3,080）
本体：ほうろう用鋼板、蓋：ポリプロピレン

（MFF-KP）
「ミッフィー」角型ストックポット

製品サイズ（重量・容量）／約185×145×115ｍｍ（540g・1,200㎖）
深さ：105mm
箱サイズ／約195×155×120ｍｍ・箱込重量／約650g・梱包入数／24
JANコード／4977618106386（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。

フタを外して

フタを外して

ガス火専用

ガス火専用

OVEN
オーブン

ガス火専用

フタを外して

OVEN
オーブン

22021-06〔18A20〕
（0580244）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：ほうろう用鋼板、蓋：ポリプロピレン、フチ：熱可塑性エラストマー

（MFF-2SM）
「ミッフィー」浅型角容器2点セット
S・M：各1

製品サイズ（重量・容量）／S：約145×95×50ｍｍ（190g・420㎖）深さ：50mm
M：約175×115×55ｍｍ（280g・740㎖）深さ：55mm
箱サイズ／約185×125×70ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／24
JANコード／4977618106409（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。

22021-07〔18A20〕
（0580245）
￥3,300（税込￥3,630）
本体：ほうろう用鋼板、蓋：ポリプロピレン、フチ：熱可塑性エラストマー

（MFF-2DSM）
「ミッフィー」深型角容器2点セット
S・M：各1

製品サイズ（重量・容量）／S：約145×95×75ｍｍ（250g・700㎖）深さ：75mm
M：約175×115×75ｍｍ（330g・1,120㎖）深さ：75mm
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約650g・梱包入数／18
JANコード／4977618106416（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。

22021-08〔18A20〕
（0580246）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：ほうろう用鋼板、蓋：ポリエチレン

（MFF-3MB）
「ミッフィー」ミキシングボール3点セット
14cm・16cm・18cm：各1

製品サイズ（重量・容量）／14cm：約150×150×75ｍｍ（260g・800㎖）
深さ：75mm
  16cm：約170×170×85ｍｍ（320g・1,200㎖）
深さ：85mm
  18cm：約190×190×95ｍｍ（430g・1,800㎖）
深さ：95mm
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約650g・梱包入数／12
JANコード／4977618106393（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。
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CHARACTER（ムーミン／ミッフィー）
おなじみのあの家に、
ムーミン谷の仲間たちが大集合！
小ぶりで使い勝手の良い、
ケトルとポットをご用意しました。

100・200V

ムーミンハウスシリーズ

反対面

22022-01〔18A20〕
（0580261）
￥3,800（税込￥4,180）
本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木

（MOH-1.0DP）
「ムーミン」1.0ℓドリップポット

製品サイズ（重量・容量）／約215×110×180ｍｍ（580g・1,000㎖）
箱サイズ／約205×120×180ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／18
JANコード／4977618108298（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。

100・200V

反対面

22022-02〔18A20〕
（0580262）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル（ニギリ）
：天然木

（MOH-2.0K）
「ムーミン」2.0ℓケトル

お好みの具材を用意して、
ほんのひと手間を加えれば、
本格的なホットサンドを
手軽にお楽しみいただけます。

製品サイズ（重量・容量）／約225×140×260ｍｍ（940g・2,000㎖）
箱サイズ／約225×180×180ｍｍ・箱込重量／約1,150g・梱包入数／12
JANコード／4977618108281（タイ製） A5判
インターネットでの販売禁止商品となります。

●縁はカリッとした触感をお楽しみ
いただけます。また、パンのサイズ、
具材の厚み、焼き加減が良い具合
に調和すると、縁が圧着されて、食
べやすい形に焼き上がります。

ガス火専用

フッ素
樹脂加工

22022-03〔18A20〕
（0580263）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：アルミニウム合金、ハンドル（ニギリ）
：フェノール樹脂

（MT-11006）
「ムーミン」ホットサンドメーカー

製品サイズ（重量）／約377×150×33ｍｍ（700g）
箱サイズ／約390×155×40ｍｍ・箱込重量／約730g・梱包入数／12
JANコード／4977618110062（中国製） 中杉判
インターネットでの販売禁止商品となります。

お好みの具材を用意して、
ほんのひと手間を加えれば、
本格的なホットサンドを
手軽にお楽しみいただけます。
●縁はカリッとした触感をお楽しみ
いただけます。また、パンのサイズ、
具材の厚み、焼き加減が良い具合
に調和すると、縁が圧着されて、食
べやすい形に焼き上がります。

ガス火専用

フッ素
樹脂加工

22022-04〔18A20〕
（0580264）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：アルミニウム合金、ハンドル（ニギリ）
：フェノール樹脂

（MF-11005）
「ミッフィー」ホットサンドメーカー

製品サイズ（重量）／約377×150×33ｍｍ（700g）
箱サイズ／約390×155×40ｍｍ・箱込重量／約730g・梱包入数／12
JANコード／4977618110055（中国製） 中杉判
インターネットでの販売禁止商品となります。
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CHARACTER（ピーターラビット）

●走るピーターを皿中にデザインした金・銀
メッキスプーンです。午後のアフタヌーン
ティータイムにピーターラビットカトラリー
でちょっと贅沢な気分に！
製品サイズ（重量）

● 全長約132ｍｍ
（20g）

日本製

22023-01〔10A10〕
（0015272）
￥3,000（税込￥3,300）
ステンレススチール（銀メッキ）

（PR-0250）
「ピーターラビット」
ティースプーン（銀仕上）5本セット
ティースプーン：5

箱サイズ／約180×160×22ｍｍ・箱込重量／約176g・梱包入数／40
JANコード／4995284507863（日本製） A5判

日本製

22023-02〔10A10〕
（0015273）
￥3,500（税込￥3,850）
ステンレススチール（金メッキ）

（PR-0252）
「ピーターラビット」
ティースプーン（金仕上）5本セット
ティースプーン：5

箱サイズ／約180×160×22ｍｍ・箱込重量／約176g・梱包入数／40
JANコード／4995284507887（日本製） A5判

●におい移りがなく酸に強い清潔なホーロー製品です。

●におい移りがなく酸に強い清潔なホーロー製品です。

●におい移りがなく
酸に強い清潔な
ホーロー製品です。

22023-03〔10A10〕
（0015284）
￥2,000（税込￥2,200）

22023-04〔10A10〕
（0015285）
￥3,000（税込￥3,300）

22023-05〔10A10〕
（0015286）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：ホーロー用鋼板

（PR-0302）
「ピーターラビット」メジャーカップ

製品サイズ（重量・容量）／約140×105×70ｍｍ（210g・470㎖）
箱サイズ／約150×120×85ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／30
JANコード／4995284508013（中国製） 豆判No.8

本体：ホーロー用鋼板、木蓋：天然木

（PR-0303）
「ピーターラビット」バターケース

製品サイズ（重量・容量）／本体：約150×100×50ｍｍ（201g・500㎖）
    木蓋：約150×100×18ｍｍ（147g）
箱サイズ／約165×115×75ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／24
JANコード／4995284508020（中国製） B6判

本体：ホーロー用鋼板、蓋：ポリエチレン

（PR-0304）
「ピーターラビット」ストックポット

製品サイズ（重量・容量）／本体：約180×140×115ｍｍ（420g・1,450㎖）
    蓋：約140×140×10ｍｍ（26g）
箱サイズ／約185×160×135ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／24
JANコード／4995284508037（中国製） A5判

●におい移りがなく酸に強い
清潔なホーロー製品です。

●におい移りがなく酸に強い
清潔なホーロー製品です。
ガス火専用

22023-06〔10A10〕
（0015287）
￥3,000（税込￥3,300）
本体・蓋：ホーロー用鋼板

（PR-0305）
「ピーターラビット」キャニスターM

製品サイズ（重量・容量）／本体：約110×110×108ｍｍ（280g・750㎖）
    蓋：約110×110×50ｍｍ（115g）
箱サイズ／約115×115×145ｍｍ・箱込重量／約485g・梱包入数／24
JANコード／4995284508044（中国製） B6判

●ピーターラビットの焼き型のついたホットサンドメーカー。
裏表
にピーターラビットの焼き目がつきます。ホットサンドが一度
に2個作れます！プレートはフッ素樹脂加工でお手入れ簡単！

22023-08〔10A10〕
（0015307）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：フェノール樹脂・アクリル塗装仕上、フック：ABS樹脂
プレート：アルミ・フッ素樹脂加工、コードの長さ：約1.4m、AC100V／260W、50／60Hz

（PX-13A）
「ピーターラビット」ホットサンドイッチメーカー
製品サイズ（重量）／約119×203×102ｍｍ（855g）
箱サイズ／約125×145×230ｍｍ・箱込重量／約980g・梱包入数／12
JANコード／4995284511006（中国製） B5判

フッ素
樹脂加工

22023-07〔10A10〕
（0015288）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：ホーロー用鋼板

（PR-0306）
「ピーターラビット」両口ミルクパン

製品サイズ（重量・容量）／約310×160×85ｍｍ（420g・1,200㎖）
箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約595g・梱包入数／18
JANコード／4995284508051（中国製） B4判

保

保

保証書

保証書

22023-09〔10A10〕
（0015277）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：ABS樹脂・AS樹脂、刃：18-8ステンレス、コードの長さ：約1.1m
AC100V／170W、50／60Hz

（PX-21）
「ピーターラビット」ブレンダー&ミル

製品サイズ（重量・容量）／約105×105×285ｍｍ
   
（923g・ブレンダー500㎖・ミル30g）
箱サイズ／約125×215×255ｍｍ・箱込重量／約1,120g・梱包入数／8
JANコード／4995284507511（中国製） A4判

●コンパクトで軽量！毎日
のヘルシー習慣に！
ミル付属でコーヒーの
豆挽きなどにも！

TABLE WARE（カトラリー）

SYBILLA CUTLERY COLLECTION

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22024-01〔08A10〕
（0275089）
￥5,000（税込￥5,500）

22024-02〔08A10〕
（0275090）
￥10,000（税込￥11,000）
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1963年生まれの女性デザイナー、
「シビラ」がデザインするブランド。'83年のショーで
デビュー以来、国際的な評価を確立。スペインのマドリッドを本拠地に、独自の美学に
貫かれたデザイン活動を幅広く展開しています。

製品サイズ
（重量）

● テーブルナイフ：約219×20ｍｍ
（65g）

● テーブルスプーン：約203×39mｍ
（61g）

● テーブルフォーク：約203×26mｍ
（53g）
● ティースプーン：約131×26mｍ
（21g）

● ケーキフォーク：約131×17mｍ
（18g）

● ドルチェスプーン：約130×25mｍ
（19g）

● ジャム・バターナイフ：約142×15mｍ
（21g）

（S7-08）
「シビラ」セプティマパーソナルセット12PCS

テーブルナイフ、テーブルスプーン、テーブルフォーク、ティースプーン
ケーキフォーク、ジャム・バターナイフ：各2

品質表示

18-8ステンレス（テーブルナイフのみステンレス）

箱サイズ／約265×203×57ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／10
JANコード／4949789504254（日本製） A4判

（S7-10）
「シビラ」セプティマディナーセット26PCS

テーブルナイフ、テーブルスプーン、テーブルフォーク、ティースプーン
ケーキフォーク：各5、ジャム・バターナイフ：1
箱サイズ／約265×203×57ｍｍ・箱込重量／約1,590g・梱包入数／10
JANコード／4949789504278（日本製） A4判

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22024-03〔08A10〕
（0275096）
￥2,000（税込￥2,200）

22024-04〔08A10〕
（0275088）
￥2,500（税込￥2,750）

22024-05〔08A10〕
（0275097）
￥3,000（税込￥3,300）

（S7-02）
「シビラ」セプティマモーニングセット7PCS
ティースプーン・ケーキフォーク：各3、ジャム・バターナイフ：1

箱サイズ／約205×165×27ｍｍ・箱込重量／約300g・梱包入数／40
JANコード／4949789504209（日本製） B5判

品質表示

18-8ステンレス

（S7-04）
「シビラ」セプティマモーニングセット10PCS
ティースプーン・ケーキフォーク：各5

箱サイズ／約315×165×27ｍｍ・箱込重量／約470g・梱包入数／30
JANコード／4949789504223（日本製） B4判

（S7-06）
「シビラ」セプティマドルチェブレイクセット12PCS
ティースプーン・ケーキフォーク・ドルチェスプーン：各4

箱サイズ／約315×165×27ｍｍ・箱込重量／約493g・梱包入数／30
JANコード／4949789504285（日本製） B4判

製品サイズ（重量）

● リゾットスプーン：約182×42×17ｍｍ
（53g）● パスタフォーク：約188×21×20ｍｍ（42g）

● ティースプーン：約134×29×15ｍｍ
（22g）‥ ● ティーケーキフォーク：約143×17×18ｍｍ（17g）

食器洗浄器
対応

22024-06〔08A10〕
（0275105）
￥3,000（税込￥3,300）

（SGS-103）
「シビラ」グラバードS
リゾット＆パスタセット6PCS

リゾットスプーン・パスタフォーク・ティースプーン：各2

箱サイズ／約315×165×27ｍｍ・箱込重量／約484g・梱包入数／30
JANコード／4949789505619（日本製） A4判

食器洗浄器
対応

22024-07〔08A10〕
（0275109）
￥3,500（税込￥3,850）

（SGS-105）
「シビラ」グラバードS ブランチセット8PCS
リゾットスプーン・パスタフォーク・ティースプーン・
ティーケーキフォーク：各2

箱サイズ／約315×165×27ｍｍ・箱込重量／約522g・梱包入数／30
JANコード／4949789505626（日本製） A4判

食器洗浄器
対応

22024-08〔08A10〕
（0275107）
￥5,000（税込￥5,500）

（SGS-108）
「シビラ」グラバードS
リゾット＆パスタセット12PCS

リゾットスプーン・パスタフォーク・ティースプーン：各4

箱サイズ／約265×140×57ｍｍ・箱込重量／約790g・梱包入数／20
JANコード／4949789505633（日本製） A4判

品質表示
ステンレス

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22024-09〔08A10〕
（0275028）
￥2,500（税込￥2,750）

22024-10〔08A10〕
（0275029）
￥3,000（税込￥3,300）

22024-11〔08A10〕
（0275031）
￥5,000（税込￥5,500）

（SZ-02S）
「シビラ」サンタナ11PCS
CS・HF：各5、BK：1

箱サイズ／約315×165×27ｍｍ・箱込重量／約420g・梱包入数／30
JANコード／4949789502649（日本製） B4判

（SZ-03S）
「シビラ」サンタナ15PCS
CS・HF・角アイス：各5

箱サイズ／約315×165×27ｍｍ・箱込重量／約480g・梱包入数／30
JANコード／4949789502656（日本製） B4判

（SZ-05S）
「シビラ」サンタナ21PCS
DK・DF・CS・HF：各5、BK：1

箱サイズ／約335×265×35ｍｍ・箱込重量／約1,060g・梱包入数／16
JANコード／4949789502670（日本製） A3判
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TABLE WARE（カトラリー）
マリ・クレール
〈エデン〉シリーズ。

製品サイズ（重量）

● コーヒースプーン：約120×25×15mm
（約10g）● ヒメフォーク：約125×15×15mm（約10g）
● バターナイフ：約133×16×13mm
（約10g）

● 箸：約225mm
（約12g）

●おもてなしには欠かせない
お箸・カトラリーのセットです。贈り物にも適しています。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

EDEN
エデンシリーズ

日本製

22025-01〔05T05〕
（0002728）
￥800（税込￥880）

日本製

22025-02〔05T05〕
（0002729）
￥1,000（税込￥1,100）

ステンレス

22025-03〔05T05〕
（0002730）
￥1,500（税込￥1,650）

ステンレス

（MC-121）
「マリ・クレール」“エデン”
モーニング6pcセット

CS・HF：ステンレス、箸：天然木（ウレタン塗装）

（MC-122）
「マリ・クレール」“エデン”
スプーン＆フォーク8pcセット

コーヒースプーン：5、バターナイフ：1

箱サイズ／約185×150×20ｍｍ・箱込重量／約130g・梱包入数／60
JANコード／4975192084175（日本製） A5判

（MC-123）
「マリ・クレール」“エデン”
テーブル12pcセット

コーヒースプーン・ヒメフォーク：各4

コーヒースプーン・ヒメフォーク・箸：各4

箱サイズ／約185×150×20ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／60
JANコード／4975192084182（日本製） A5判

優美な幾何学模様のステンレス製スプーン。
そろいのデザインなので普段使いや
来客時のおもてなしなど幅広くお使いいただけます。
食洗機対応でお手入れが簡単におこなえます。

箱サイズ／約250×140×30ｍｍ・箱込重量／約255g・梱包入数／30
JANコード／4975192084199（日本・中国製） A4判

品質表示

製品サイズ（重量）

18-0ステンレス鋼

● コーヒースプーン：約120×25mm
（10g）
● ヒメフォーク：約125×14mm
（9g）

● アイススプーン：約120×26mm
（10g）

● スイーツスプーン：約125×27mm
（10g）
食器洗浄器
対応

22025-04〔00T00〕
（0002740）
￥1,000（税込￥1,100）

（JE-96）
「ジャンヌ・エコール」

鶴田一郎
ロゴマーク
（＊ロゴについての指定色は特にありません）
スプーン＆フォークセット10PC
コーヒースプーン・ヒメフォーク：各5

箱サイズ／約225×150×20ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／60
JANコード／4975192085035（日本製） B5判

22025-05〔00T00〕
（0002741）
￥1,500（税込￥1,650）

（JE-97）
「ジャンヌ・エコール」スナックセット15PC
コーヒースプーン・ヒメフォーク・アイススプーン：各5

箱サイズ／約275×195×20ｍｍ・箱込重量／約289g・梱包入数／30
JANコード／4975192085042（日本製） 半紙判

品質表示
●鶴田一郎のオリジナルデザインで落ち着いた中にも愛らしい華やかさを持つ。
日本の国花“桜”をモチーフにした一彩が誕生。毎日のテーブルにほのかな彩りをそえてくれます。

22025-07〔08A10〕
（0275113）
￥1,000（税込￥1,100）

（SIR-101）一彩・コーヒーセット5pcs
コーヒースプーン：5

箱サイズ／約175×178×28mm・箱込重量／約182g・梱包入数／40
JANコード／4949789220017（日本製） A5判

18-10ステンレススチール

22025-08〔08A10〕
（0275114）
￥2,000（税込￥2,200）

（SIR-103）一彩・コーヒーフルーツセット10pcs
コーヒースプーン・ヒメフォーク：各5

箱サイズ／約305×178×28mm・箱込重量／約340g・梱包入数／30
JANコード／4949789220031（日本製） A4判

22025-06〔00T00〕
（0002742）
￥2,000（税込￥2,200）

（JE-98）
「ジャンヌ・エコール」ドルチェセット20PC

コーヒースプーン・ヒメフォーク・アイススプーン・スイーツスプーン：各5
箱サイズ／約275×195×20ｍｍ・箱込重量／約334g・梱包入数／30
JANコード／4975192085059（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量）

● コーヒースプーン：約22×116mm
（約13g）
● ヒメフォーク：約16×117mm
（約11g）

● デザートスプーン：約34×185mm
（約36g）

食器洗浄器
対応

22025-09〔08A10〕
（0275115）
￥3,000（税込￥3,300）

（SIR-106）一彩・ブランチセット15pcs

コーヒースプーン・ヒメフォーク・デザートスプーン：各5

箱サイズ／約368×164×30mm・箱込重量／約556g・梱包入数／30
JANコード／4949789220055（日本製） A4判

TABLE WARE（カトラリー）
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鎧塚 俊彦（よろいづか・としひこ） プロフィール
2013年シェフ経歴
1965年生まれ。
関西のホテルで修業後渡欧。スイス、オーストリア、フランス、ベルギーで八年間修行。ヨーロッパで日本人初の三ツ星レストランシェフパティシエを
務めた後、帰国。
2004年、恵比寿にて出来立てのスイーツを提供する「Toshi Yoroizuka」をオープン。
07 年六本木にライヴ感覚を重視した14 席のカウンターデザート「Toshi Yoroizuka MIDTOWN」オープン。08 年杉並区八幡山に「Atelier Yoroizuka」
開設。また世界初となる畑からの一貫した自社生産のショコラ作りを目指し2010 年南米エクアドルにカカオ農園「Yoroizuka Farm Ecuador」開設。
2011 年には長年の夢を実現して小田原石垣山山頂に2000 坪以上の農園を併設したレストラン＆パティスリー「一夜城Yoroizuka Farm」オープン。
2012年、地方の農家の方々との連携を目指した「Yoroizuka Farm TOKYO」を渋谷ヒカリエにオープン。現在「信州おいしいフード大使」
「小田原ふる
さと大使」
「三重県フードイノベーションアドバイザー」などスイーツを通して農業と地方の活性化に尽力中。
2013年「フランス観光親善大使」就任。
最高の素材を追い求め、確かな技術と知識を駆使してより良き菓子作りの為、日々奔走中。

使いやすさを追求した
”鎧塚俊彦”プロデュース商品！！

●スイーツを際立たせるための控えめなデザインながら、
使いやすさを散りばめた造形です。

●パティシエがこだわった、繊細なデザートを楽しむためのカ
トラリーセットです。フルーツも食べやすい先割れデザインに
なっています。

ケーキフォーク

製品サイズ
（重量）

● ムーススプーン：約170×18mm
（約27g）

ムーススプーン

● ケーキフォーク：約160×15mm
（約22g）

スイーツスプーン

● スイーツスプーン：約155×16mm
（約23.5g）
● ティースプーン：約135×15mm
（約21g）

ティースプーン

品質表示

22026-01〔05T07〕
（1003434）
￥1,000（税込￥1,100）

ステンレススチール
食器洗浄器
対応

22026-02〔05T07〕
（1003435）
￥1,000（税込￥1,100）

（TY-100）
「鎧塚俊彦」ア・ラ・カルトセット

ムーススプーン・スイーツスプーン・ケーキフォーク・ティースプーン：各1
箱サイズ／約187×125×22mm・箱込重量／約178g・梱包入数／60
JANコード／4975192075845（日本製） A5判

（TY-101）
「鎧塚俊彦」スイーツスプーン4pcセット
スイーツスプーン：4

箱サイズ／約187×125×22mm・箱込重量／約178g・梱包入数／60
JANコード／4975192075852（日本製） A5判

●ムースやレアチーズなど、とろける様な食感のデザートにオ
ススメ。すくう部分が長めにとられており、そっと切りだして
いただけます。

●普段使いにも出来るスタイリッシュなフォークです。

●口当りの良い滑らかなソリッドラインとなっています。

22026-03〔05T07〕
（1003436）
￥1,200（税込￥1,320）

22026-04〔05T07〕
（1003437）
￥1,000（税込￥1,100）

22026-05〔05T07〕
（1003438）
￥850（税込￥935）

鶴田一郎

ロゴマーク
（＊ロゴについての指定色は特にありません）
（TY-102）
「鎧塚俊彦」
ムーススプーン4pcセット

（TY-103）
「鎧塚俊彦」ケーキフォーク4pcセット

食器洗浄器
対応

18-8ステンレススチール

和フォーク・和スプーン：各3

製品サイズ（重量）／和フォーク：約21×121mm（15g）
  和スプーン：約21×120mm（17g）
箱サイズ／約168×158×27ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／40
JANコード／4949789505428（日本製） A5判

箱サイズ／約187×125×22mm・箱込重量／約167g・梱包入数／60
JANコード／4975192075883（日本製） A5判

●柄の部分が小枝の形状で可愛いカトラリー。

●スコップの形状が可愛いカトラリー。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

（08750060）ひと梅 6PCS

ティースプーン：4

箱サイズ／約187×125×22mm・箱込重量／約175g・梱包入数／60
JANコード／4975192075876（日本製） A5判

箱サイズ／約187×125×22mm・箱込重量／約195g・梱包入数／60
JANコード／4975192075869（日本製） A5判

22026-06〔08A10〕
（0275116）
￥1,500（税込￥1,650）

（TY-104）
「鎧塚俊彦」ティースプーン4pcセット

ケーキフォーク：4

ムーススプーン：4

日本製

22026-07〔08A10〕
（0165022）
￥2,600（税込￥2,860）
18-8ステンレス

（HRS-30-0910）小枝スプーン／フォーク 10P
小枝スプーン・小枝フォーク：各5

製品サイズ（重量）／小枝スプーン：約23×118mm（12.5g）
小枝フォーク：約12×121mm（8g）
箱サイズ／約162×190×25ｍｍ・箱込重量／約223.5g・梱包入数／90
JANコード／4995969046175（日本製） B6判

日本製

22026-08〔08A10〕
（0165023）
￥2,800（税込￥3,080）
18-8ステンレス

（HRS-29-0110）スコップスプーン／フォーク 10P
スコップ アイススプーン・スコップ ヒメフォーク：各5

製品サイズ（重量）／スコップ アイススプーン：約23×123mm（14g）
スコップ ヒメフォーク：約12×132mm
（10.5g）
箱サイズ／約162×190×25ｍｍ・箱込重量／約242g・梱包入数／90
JANコード／4995969046182（日本製） B6判
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TABLE WARE（カトラリー）
品質表示

ステンレススチール

製品サイズ（重量）

● コーヒースプーン：約126×24mm
（約17g）● デザートスプーン：約171×31mm（約29g）

● ケーキフォーク：約130×19mm
（約15g） ● デザートフォーク：約175×23mm（約23g）
● アイススプーン：約126×25mm
（約17g）

食器洗浄器
対応

●流線形のフォルムに鱗の輝きをイメージしたデザインです。
槌目模様に光が美しく反射し、和食器にも合いますので普段
使いやおもてなしにもお使いいただけます。

22027-02〔95A97〕
（0352077）
￥1,500（税込￥1,650）

22027-01〔95A97〕
（0352076）
￥1,000（税込￥1,100）

（GR-101）
「銀鱗」コーヒースプーン5pcセット

（GR-102）
「銀鱗」コーヒータイム8pcセット

コーヒースプーン：5

コーヒースプーン・ケーキフォーク：各4

箱サイズ／約178×152×20mm・箱込重量／約160g・梱包入数／60
JANコード／4544962001607（日本製） 豆判No.8

22027-03〔95A97〕
（0352078）
￥2,000（税込￥2,200）

箱サイズ／約250×153×20mm・箱込重量／約230g・梱包入数／48
JANコード／4544962001614（日本製） 本中判

22027-04〔95A97〕
（0352086）
￥2,500（税込￥2,750）

（GR-103）
「銀鱗」ティータイム12pcセット

22027-05〔95A97〕
（0352085）
￥3,000（税込￥3,300）

（GR-104）
「銀鱗」デザート12pcセット

コーヒースプーン・ケーキフォーク・アイススプーン：各4

（GR-105）
「銀鱗」ランチ12pcセット

デザートスプーン・コーヒースプーン・ケーキフォーク：各4

箱サイズ／約250×153×20mm・箱込重量／約295g・梱包入数／48
JANコード／4544962001621（日本製） 本中判

デザートスプーン・デザートフォーク・コーヒースプーン：各4

箱サイズ／約275×195×23mm・箱込重量／約390g・梱包入数／30
JANコード／4544962001676（日本製） A4判

箱サイズ／約275×245×23mm・箱込重量／約450g・梱包入数／24
JANコード／4544962001683（日本製） A4判

和風のステンレスカトラリーが出来ました！
シンプルなステンレスの質感が和食器に合います。
和菓子を食べるのにぴったりなステンレス楊枝。
品質表示

18-8ステンレス

製品サイズ（重量）

食器洗浄器
対応

桜 ：全長約91mm（6.5g）

●

● 四つ葉：全長約90mm
（6.5g）
●薔

薇：全長約91mm（7.5g）
杏：全長約84mm（5.5g）
● 葡 萄：全長約89mm
（6g）
●銀

桜

薔薇

日本製

日本製

22027-06〔05A07〕
（0165005）
￥1,100（税込￥1,210）

22027-07〔05A07〕
（0165006）
￥1,600（税込￥1,760）

（PS-1006）和心ようじ 3本組

箱サイズ／約160×115×18ｍｍ・箱込重量／約68g・梱包入数／100
JANコード／4995969015362（日本製） A5判

四つ葉

銀杏

葡萄

（PS-1007）和心ようじ 5本組

箱サイズ／約160×115×18ｍｍ・箱込重量／約81g・梱包入数／100
JANコード／4995969015379（日本製） A5判

梅（紅梅）をスプーン・フォーク部分に斬新にデザイン。3mm材ステンレスを使用し、枝（ハンドル）部分も質感豊かにリアルに表現。

22027-08〔03A05〕
（0103055）
￥2,200（税込￥2,420）
ステンレススチール

日本製

（124212/1）紅梅 つや消し コーヒースプーンセット 5pc
製品サイズ（重量）／約128mm（16.9g）
箱サイズ／約205×165×25ｍｍ・箱込重量／約229g・梱包入数／40
（日本製） B5判

22027-09〔03A05〕
（0103056）
￥3,500（税込￥3,850）
ステンレススチール・金メッキ

（124214/1）紅梅 つや消し 部分金
コーヒースプーンセット 5pc

製品サイズ（重量）／約128mm（16.9g）
箱サイズ／約205×165×25ｍｍ・箱込重量／約229g・梱包入数／40
（日本製） B5判

日本製

22027-10〔03A05〕
（0103057）
￥3,500（税込￥3,850）
ステンレススチール・金メッキ

（124215/1）紅梅 つや消し 部分金
ヒメフォークセット 5pc

製品サイズ（重量）／約130mm
（14.5g）
箱サイズ／約205×165×25ｍｍ・箱込重量／約218g・梱包入数／40
（日本製） B5判

日本製

TABLE WARE（カトラリー）
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北欧のテイストが漂うカトラリーです。
クールで汚れ落ちの良い
シリコン加工です。
持ちやすく引っ掛けることもできる
曲がりハンドルが特徴です。

ブラック

レッド

品質表示

ブルー

ブラック

18-0ステンレス（シリコン焼付け塗装）

22028-01（PY-BF05・ブラック）
（0165099） JANコード／4995969048056
22028-02（PY-BF29・レッド）
（0165100）    JANコード／4995969048308
22028-03（PY-BF33・ブルー）
（0165101） JANコード／4995969048346
￥900（税込￥990）
〔03A05〕

食器洗浄器
対応

レッド

ブルー

22028-04（PY-BF07・ブラック）
（0165102）     JANコード／4995969048070
22028-05（PY-BF31・レッド）
（0165103）    JANコード／4995969048322
22028-06（PY-BF35・ブルー）
（0165104） JANコード／4995969048360
￥900（税込￥990）
〔03A05〕

日本製

18-0ステンレス（シリコン焼付け塗装）

18-0ステンレス（シリコン焼付け塗装）

「ビフレスト」サービススプーン  大

「ビフレスト」サービスフォーク  大

製品サイズ（重量）／約50×165×20ｍｍ（62g）
台紙サイズ／約60×208×25ｍｍ・台紙込重量／約71g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約40×168×20ｍｍ（59g）
台紙サイズ／約60×208×25ｍｍ・台紙込重量／約67g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

北欧のテイストが漂う
カトラリーセットです。
持ちやすいショートハンドルが
特徴です。
製品サイズ（重量）

食器洗浄器
対応

● スプーン：約50×160×20mm
（62g）

● フォーク：約40×160×20mm
（57g）

22028-07〔03A05〕
（0165113）
￥1,900（税込￥2,090）
18-8ステンレス（つや消し仕上）

22028-08〔03A05〕
（0165114）
￥3,000（税込￥3,300）
アルミニウム（アルマイト加工）

日本製

（PY-BF201）
「ビフレスト」
18-8  サービススプーン＆フォークセット

（PY-BF203）
「ビフレスト」
アルミ  サービススプーン＆フォークセット

スプーン・フォーク：各1

スプーン・フォーク：各1

箱サイズ／約136×182×25ｍｍ・箱込重量／約180g
梱包入数／48
JANコード／4995969048421（日本製） 豆判No.6

箱サイズ／約136×182×25ｍｍ・箱込重量／約134g
梱包入数／48
JANコード／4995969048445（日本製） 豆判No.6

食器洗浄器
対応

●欲しい分だけ、ニンニクや生姜、ワサビをおろせるスプーン！
おろした食材をそのままお鍋やグラスで混ぜることができ
る。おろしやすく盛り付けにも最適な形状です。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応
日本製

日本製

日本製

22028-09〔03A05〕
（0165030）
￥1,000（税込￥1,100）

22028-10〔03A05〕
（0165031）
￥1,500（税込￥1,650）

ステンレス鋼（銀メッキ仕上）

22028-11〔03A05〕
（0165063）
￥1,200（税込￥1,320）

ステンレス鋼（銀メッキ仕上）

（CV-5）四つ葉のクローバー コーヒースプーン5PC

（CV-8）
四つ葉のクローバー カフェケーキセット8PC

コーヒースプーン：5

コーヒースプーン・ヒメフォーク：各4

製品サイズ（重量）／約25×117mm（11g）
箱サイズ／約170×142×22ｍｍ・箱込重量／約124g・梱包入数／60
JANコード／4995969046328（日本製） 豆判No.7

製品サイズ（重量）／コーヒースプーン：約25×117mm（11g）
ヒメフォーク：約10×122mm
（11g）
箱サイズ／約250×147×22ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／40
JANコード／4995969046335（日本製） 本中判

18-0ステンレス

（PY-SL10）おろせるスプーン

製品サイズ（重量）／約42×225mm（72g）
箱サイズ／約60×260×25ｍｍ・箱込重量／約35.5g・梱包入数／36
JANコード／4995969046892（日本製） 本中判

笑顔のカトラリー♪ あなたの気持ちがきっと伝わります。出産内祝、内祝いなど
お祝いなどのお返しに好適です。 ※掲載中に材質が18-8 ステンレスに変更になる場合がございます。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

22028-12〔05A07〕
（0862027）
￥1,500（税込￥1,650）
21ステンレス

「NICO」5P

製品サイズ（重量）／約24×127mm（18.5g）
箱サイズ／約195×168×25ｍｍ・箱込重量／約175g・梱包入数／40
JANコード／4948730005710（日本製） A5判

食器洗浄器
対応

日本製

22028-13〔05A07〕
（0862028）
￥2,500（税込￥2,750）
21ステンレス

「NICO」10P

コーヒースプーン・ヒメフォーク：各5

製品サイズ（重量）／コーヒースプーン：約24×127mm
（18.5g）   
ヒメフォーク：約17×131mm（15.8g）
箱サイズ／約310×162×25mｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／30
JANコード／4948730005734（日本製） みの判

日本製

22028-14〔05A07〕
（0862030）
￥3,000（税込￥3,300）
21ステンレス

「チャオ」10P

コーヒースプーン・ヒメフォーク：各5

製品サイズ（重量）／コーヒースプーン：約25×128×15mm（15.7g）
ヒメフォーク：約25×133×12mm
（13.8g）
箱サイズ／約310×162×25mｍ・箱込重量／約310g・梱包入数／30
JANコード／4948730002795（日本製） みの判
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●軽量オールチタン製のカトラリーです。チタンは、軽さと強度、サビにくさなど備えアウトドアに
最適です。チタン食器は軽く持ち運びに優れ、キャンプや登山などにオススメ！

食器洗浄器
対応

22029-01〔08A08〕
（0165081）
￥800（税込￥880）

●北欧のテイストが漂うカトラリーです。
●持ちやすいショートハンドルが特徴です。

食器洗浄器
対応

日本製

チタン

食器洗浄器
対応

22029-02〔08A08〕
（0165082）
￥800（税込￥880）

日本製

チタン

（PY-6302）チタンスプーン  

製品サイズ（重量）／約31×139×20ｍｍ（15.5g）
台紙サイズ／約50×180×10ｍｍ・台紙込重量／約20g
梱包入数／240
JANコード／4995969047837（日本製） 対応不可

（PY-6303）チタンフォーク  

製品サイズ（重量）／約24×137×17ｍｍ（13.5g）
台紙サイズ／約50×180×10ｍｍ・台紙込重量／約18g
梱包入数／240
JANコード／4995969047844（日本製） 対応不可

食器洗浄器
対応

22029-03〔03A05〕
（0165087）
￥650（税込￥715）

日本製

日本製

18-8ステンレス(つや消し仕上）

18-8ステンレス(つや消し仕上）

（PY-BF02）
「ビフレスト」
サービススプーン  小

22029-04〔03A05〕
（0165088）
￥650（税込￥715）

製品サイズ（重量）／約50×148×20ｍｍ（54g）
台紙サイズ／約60×208×25ｍｍ・台紙込重量／約63g
梱包入数／240
JANコード／4995969048025（日本製） 対応不可

（PY-BF04）
「ビフレスト」
サービスフォーク  小

製品サイズ（重量）／約40×150×20ｍｍ（50g）
台紙サイズ／約60×208×25ｍｍ・台紙込重量／約60g
梱包入数／240
JANコード／4995969048049（日本製） 対応不可

●ステンレス製の
カトラリーセット。
※スパナの形をした
メカニックな
デザインが
キュート。

日本製

日本製

日本製

22029-05〔98A00〕
（0369009）
￥600（税込￥660）

22029-06〔98A00〕
（0369010）
￥600（税込￥660）

22029-07〔08A10〕
（0369004）
￥900（税込￥990）

本体：ステンレススチール

本体：ステンレススチール

本体：ステンレススチール

製品サイズ（重量）／約33×150ｍｍ（33g）
台紙サイズ／約45×200ｍｍ・台紙込重量／約36g・梱包入数／360
JANコード／4560440640243（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約22×154ｍｍ（32g）
台紙サイズ／約45×200ｍｍ・台紙込重量／約35g・梱包入数／360
JANコード／4560440640267（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／スプーン：約120ｍｍ（約26g）
フォーク：約120ｍｍ（約21g）
箱サイズ／約145×75×20ｍｍ・箱込重量／約73g・梱包入数／100
JANコード／4560440640151（日本製） B6判

スパナスプーン（中）台紙付き

スパナフォーク（中）台紙付き

prospec スパナギフトセット

遊び心あるテーブルコーディネートを
演出してくれる
カトラリーとレストのセットです。
日本製

日本製

22029-08〔10A10〕
（0387001）
￥900（税込￥990）

22029-09〔10A10〕
（0387002）
￥900（税込￥990）

ティースプーン：ステンレス、スプーンレスト：ポリストーン

ケーキフォーク：ステンレス、フォークレスト：ポリストーン

製品サイズ／全長約135ｍｍ
箱サイズ／約45×145×37ｍｍ・箱込重量／約54g・梱包入数／12
JANコード／4522466407828（日本製） 豆判No.7

製品サイズ／全長約140ｍｍ
箱サイズ／約45×145×37ｍｍ・箱込重量／約49g・梱包入数／12
JANコード／4522466407835（日本製） 豆判No.7

コーヒースプーン＆スプーンレスト

ケーキフォーク＆フォークレスト

日本製

日本製

日本製

22029-10〔10A10〕
（0387003）
￥1,500（税込￥1,650）

22029-11〔10A10〕
（0387004）
￥1,000（税込￥1,100）

22029-12〔10A10〕
（0387005）
￥1,000（税込￥1,100）

ステーキナイフ：ステンレス、ナイフレスト：ポリストーン

カレースプーン：ステンレス、スプーンレスト：ポリストーン

パスタフォーク：ステンレス、フォークレスト：ポリストーン

製品サイズ／全長約215ｍｍ
箱サイズ／約52×220×37ｍｍ・箱込重量／約112g・梱包入数／12
JANコード／4522466407811（日本製） B5判

製品サイズ／全長約183ｍｍ
箱サイズ／約52×195×37ｍｍ・箱込重量／約85g・梱包入数／12
JANコード／4522466407101（日本製） A5判

製品サイズ／全長約190ｍｍ
箱サイズ／約52×195×37ｍｍ・箱込重量／約85g・梱包入数／12
JANコード／4522466407118（日本製） A5判

ステーキナイフ＆ナイフレスト

カレースプーン＆スプーンレスト

パスタフォーク＆フォークレスト

TABLE WARE（箸）
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赤

黒

22030-01〔08A10〕
（0277025）
￥350（税込￥385）

22030-02〔08A10〕
（0277026）
￥400（税込￥440）

ステンレス

22030-03（205421・赤）
（0277027）JANコード／4521540254211
22030-04（205422・黒）
（0277028）JANコード／4521540254228
￥450（税込￥495）
〔08A10〕

ステンレス

（201600）ステンレス箸23cm

（202430）ステンレス取り箸28cm

製品サイズ（重量）／全長：約226ｍｍ（20g）
袋入
・梱包入数／500
JANコード／4521540216004（中国製） 対応不可

ステンレス焼付塗装

製品サイズ（重量）／全長：約280ｍｍ（23g）
袋入
・梱包入数／500
JANコード／4521540224306（中国製） 対応不可

ステンレス箸23cm

製品サイズ（重量）／全長：約230ｍｍ（20g）
袋入
・梱包入数／500・
（中国製） 対応不可

カトラリーとしてのおはしをかたちにしました。くるりと巻いた二種類の布が、柔らかさと優しさを伝えます。
金属箸ですが軽く、扱いやすいおはしです。布は綿100％を使用し、特殊転写で仕上げました。
※本商品は原産国は中国、表面加工のHVS特殊転写を日本で施した商品です。

ブラウン

漆黒

ピンク

抹茶

グレー
朱

22030-05（9600006・ブラウン）
（0275117）   JANコード／4949789036649
22030-06（9600007・ピンク）
（0275118） JANコード／4949789036656
22030-07（9600008・グレー）
（0275119） JANコード／4949789036663
￥1,500（税込￥1,650）
〔08A10〕
18-8ステンレス（サテン仕上げ）
・HVS特殊布転写（綿100％）

22030-08（9600005・漆黒）
（0275120）JANコード／4949789036632
22030-09（9600004・抹茶）
（0275121）JANコード／4949789036625
22030-10（9600003・朱）
（0275122） JANコード／4949789036618
￥2,000（税込￥2,200）
〔08A10〕
18-8ステンレス（酸化発色）
・HVS特殊布転写（綿100％）

「コージー」おはし

「紗 curl」おはし

製品サイズ（重量）／約230×6ｍｍ（22g）
袋サイズ／約250×60×6ｍｍ・袋込重量／約26g・梱包入数／72
（中国、表面加工・HVS特殊転写：日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約230×6ｍｍ（22g）
袋サイズ／約250×60×6ｍｍ・袋込重量／約26g・梱包入数／72
（中国、表面加工・HVS特殊転写：日本製） 対応不可

日本古来から慣れ親しんできた黒壇、
紫壇材を使用して
再生材としてエコの貢献に取り組んでいます。
※電子レンジ、食洗機、食器乾燥機のご使用はできません。
※天然木のため、形状、木目、色合いはそれぞれ異なります。
●日本古来から慣れ親しんできた黒壇、紫壇材を使用して再生材とし
てエコの貢献に取り組んでいます。どの工程でも熟練した職人が一
本一本手にとり、丁寧に作っている製品です。六角形は使いやすく
持ちやすいだけではなく日本古来から使われてきました。高級木地
黒壇材、紫壇材に総磨きを施して、美しく滑らかに仕上げています。

22030-11〔05A07〕
（0283008）
￥4,500（税込￥4,950）
本体：黒檀、仕様：磨き

（KS-1040）三代目黒檀六角箸（大）

製品サイズ（重量）／全長約235ｍｍ（70g）
箱サイズ／約90×255×23ｍｍ・箱込重量／約80g・梱包入数／1
JANコード／4539612022019（日本製） 本中判

日本製

22030-12〔05A07〕
（0283009）
￥4,500（税込￥4,950）
本体：黒檀、仕様：磨き

（KS-1050）三代目紫檀六角箸（大）

製品サイズ（重量）／全長約235ｍｍ（70g）
箱サイズ／約90×255×23ｍｍ・箱込重量／約80g・梱包入数／1
JANコード／4539612022026（日本製） 本中判

日本製

22030-13〔05A07〕
（0283010）
￥8,800（税込￥9,680）

日本製

本体：黒檀、仕様：磨き

（KS-2020）三代目紫檀六角箸  大・中2本組

製品サイズ（重量）／大：全長約235ｍｍ（20g）、中：全長約215ｍｍ（18g）
箱サイズ／約90×255×23ｍｍ・箱込重量／約90g・梱包入数／1
JANコード／4539612022415（日本製） 本中判
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TABLE WARE（アルミ製カトラリー）
新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に「メイド・イン・ツバメ」
のロゴマークを使用しています。日本はもとより世界中で燕製品が愛用されていま
す。燕の工場がお客様のことを想いながら丹精込めて製造された商品であること、
安心と高品質をお客様に約束するマークです。
●北欧のテイストが漂うカトラリーです。
持ちやすいショートハンドルが特徴です。
選べるカラーバリエーション。
「メイド・イン・ツバメ」認定商品です。

22031-01（PY-BF25・シルバー）
（0165089）
  JANコード／4995969048261
22031-02（PY-BF27・ピンクゴールド）
（0165090）JANコード／4995969048285
22031-03（PY-BF15・ブルー）
（0165091）
  JANコード／4995969048155
22031-04（PY-BF19・ピンク）
（0165092）
  JANコード／4995969048193
22031-05（PY-BF17・グリーン）
（0165093）
  JANコード／4995969048179
￥1,200（税込￥1,320）
〔05A07〕

22031-06（PY-BF26・シルバー）
（0165094）
  JANコード／4995969048278
22031-07（PY-BF28・ピンクゴールド）
（0165095）JANコード／4995969048292
22031-08（PY-BF16・ブルー）
（0165096）
  JANコード／4995969048162
22031-09（PY-BF20・ピンク）
（0165097）
  JANコード／4995969048209
22031-10（PY-BF18・グリーン）
（0165098）
  JANコード／4995969048186
￥1,200（税込￥1,320）
〔05A07〕

アルミニウム（アルマイト加工）

アルミニウム（アルマイト加工）

ビフレスト  アルミサービススプーン 大

ビフレスト  アルミサービスフォーク 大

製品サイズ（重量）／約50×165×20ｍｍ（40g）
台紙サイズ／約60×208×25ｍｍ・台紙込重量／約47g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約40×168×20ｍｍ（36g）
台紙サイズ／約60×208×25ｍｍ・台紙込重量／約43g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

●熱伝導の良いアルミ製で体温が伝わり固いアイスも食べやすい。
「メイド・イン・ツバメ」マーク入り。

●熱伝導に優れたアルミニウムを素材とし、伝わる体温でアイスクリームもスッとすくえます。
「メイド・イン・ツバメ」認定商品です。

※白はシルバーっぽいカラーになります。 ※黄色はゴールドっぽいカラーになります。
※ピンクはピンクゴールドっぽいカラーになります。

22031-11（PS-4001・白）
（0165010）
JANコード／4995969043006
22031-12（PS-4002・黄色）
（0165011）
JANコード／4995969043013
22031-13（PS-4004・青）
（0165013）
JANコード／4995969043037
22031-14（PS-4011・ピンク）
（0165015）    JANコード／4995969043105
￥900（税込￥990）
〔08A08〕
アルミニウム合金（カラーアルマイト加工）

22031-15（PS-5344・シルバー）
（0165033）
  JANコード／4995969047448
22031-16（PS-5345・ゴールド）
（0165045）
  JANコード／4995969047455
22031-17（PS-5346・レッド）
（0165035）
  JANコード／4995969047462
22031-18（PS-5347・ブルー）
（0165044）
  JANコード／4995969047479
22031-19（PS-5348・ブラック）
（0165043）
  JANコード／4995969047486
22031-20（PS-5349・ピンクゴールド）
（0165034）JANコード／4995969047493
22031-21（PS-5350・グリーン）
（0165032）
  JANコード／4995969047509
￥800（税込￥880）
〔05A05〕
アルミニウム（カラーアルマイト加工）

プレイザント  アルミアイススプーン

ルリール  アルミアイススプーン

製品サイズ（重量）／約21×127ｍｍ（約10.5g）
箱サイズ／約30×22×155ｍｍ・箱込重量／約25g・梱包入数／198
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約30×121ｍｍ（13.5g）
箱サイズ／約50×157×20ｍｍ・箱込重量／約26.5g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

熱伝導に優れたアルミニウムを素材とし、伝わる体温でアイスクリームもスッとすくえます。
「メイド・イン・ツバメ」認証商品です。
●春の桜模様の入った春バージョンです！

●鮮やかな花火模様の入った夏バージョンです！

●秋のトンボ柄が鮮やかなスプーンです！

22031-22〔05A07〕
（0165070）
￥3,000（税込￥3,300）

22031-23〔05A07〕
（0165071）
￥3,000（税込￥3,300）

22031-24〔05A07〕
（0165072）
￥3,000（税込￥3,300）

アルミニウム（カラーアルマイト加工）

（PS-5707）ルリール アルミアイススプーン 3pcs さくらVer
製品サイズ（重量）／約30×121ｍｍ（30g）
箱サイズ／約128×145×23ｍｍ・箱込重量／約93.5g・梱包入数／60
JANコード／4995969047738（日本製） 豆判No.8

アルミニウム（カラーアルマイト加工）

（PS-6007）ルリール アルミアイススプーン 3pcs 花火Ver
製品サイズ（重量）／約30×121ｍｍ（30g）
箱サイズ／約128×145×23ｍｍ・箱込重量／約93.5g・梱包入数／60
JANコード／4995969047783（日本製） 豆判No.8

アルミニウム（カラーアルマイト加工）

（PS-6207）ルリール アルミアイススプーン 3pcs トンボVer
製品サイズ（重量）／約30×121ｍｍ（30g）
箱サイズ／約128×145×23ｍｍ・箱込重量／約93.5g・梱包入数／60
JANコード／4995969047790（日本製） 豆判No.8

TABLE WARE（アルミ製カトラリー）
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アイスが固くてもすくいやすい。持った手のぬくもりからやさしく魔法がかかる。
●アルミ製のため、一般的なステンレス製スプーンに比べ熱伝導率がよく、固いアイスクリームも
伝わる体温で溶かすことができます。また先端部は、カップの底まですくいやすいよう平らに
なっているので、固いアイスでもしっかりとたっぷりすくうことができます。

日本製

すい
すくいや

22032-01（1400354・ブルー）
（0467033） JANコード／4573116443970
22032-02（1400351・シルバー）
（0467034）JANコード／4573116443949
22032-03（1400355・レッド）
（0467035） JANコード／4573116443987
22032-04（1400352・ゴールド）
（0467036） JANコード／4573116443956
22032-05（1400356・ピンク）
（0467037） JANコード／4573116443994
22032-06（1400353・ブラック）
（0467038） JANコード／4573116443963
￥900（税込￥990）
〔05A07〕

3つの秘密

アルミニウム（硫酸アルマイト加工）

すくいやすいアルミアイススプーン

製品サイズ（重量）／約150×28ｍｍ（14.8g）
箱サイズ／約30×26×156ｍｍ・箱込重量／約28g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

●アルミの高い熱伝導性によって固いアイスクリームを溶かしながら食べられる！
「アルミアイスク
リームスプーン」の進化系！また、カップの底まですくいやすい先端を出っ張らせた機能性はその
ままに、左利きの方にも使いやすい両手仕様を実現！さらに口あたりも絶妙に進化しています。

●アルミの特徴である熱伝導率の高さを生かしたバターナイフ。握った
手の体温が製品に伝わり、柔らかくしながらスムーズに塗ることがで
きます。また、先端の刃を立てることで効率よく波状に削れます。

※従来品よりも、ハンドルの厚みと太さを増し、さらに凹凸の「ヒートシンク構造」により体積と表面
積をアップ！これによって手から伝わる体温をさらに増加・保持できるようになり、より効率よく
アイスを溶かしながらお召し上がりになれます。

22032-07（01400291・シルバー）
（0467007）JANコード／4573329035801
22032-08（01400292・ゴールド）
（0467008）JANコード／4573329035818
22032-09（01400293・ブラック）
（0467009） JANコード／4573329035825
22032-10（01400294・ブルー）
（0467010） JANコード／4573329035832
22032-11（01400295・レッド）
（0467011） JANコード／4573329035849
22032-12（01400296・ピンク）
（0467012） JANコード／4573329035856
￥1,000（税込￥1,100）
〔05A07〕
アルミニウム（硫酸アルマイト加工）

アルミストライプライン アイスクリームスプーン

製品サイズ（重量）／約28.5×156ｍｍ（19.5g）
箱サイズ／約50×17×195ｍｍ・箱込重量／約36.2g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

マーメイドカラーが鮮やかなアルミ製クールストローと
専用ケースのセット。持ち運びにも便利。
お掃除用ブラシも付いてお手入れラクラク。

22032-19〔03A05〕
（0007049）
￥1,500（税込￥1,650）

（104720）
アルミストローケース＆ストローセット
（ブラシ付）マーメイドシルバー

袋サイズ／約75×250×11ｍｍ・袋込重量／約21.5g
梱包入数／200
JANコード／4513454104720（日本製・ブラシ：中国製）
対応不可

22032-20〔03A05〕
（0007050）
￥1,500（税込￥1,650）

（104737）
アルミストローケース＆ストローセット
（ブラシ付）マーメイドブルー

袋サイズ／約75×250×11ｍｍ・袋込重量／約21.5g
梱包入数／200
JANコード／4513454104737（日本製・ブラシ：中国製）
対応不可

22032-13（01400231・シルバー）
（0467013）
JANコード／4573329034460
22032-14（01400232・ゴールド）
（0467014）JANコード／4573329034477
22032-15（01400233・ブラック）
（0467015）JANコード／4573329034484
22032-16（01400234・ブルー）
（0467016） JANコード／4573329034491
22032-17（01400235・レッド）
（0467017） JANコード／4573329034507
22032-18（01400236・ピンク）
（0467018） JANコード／4573329034514
￥1,300（税込￥1,430）
〔05A07〕
アルミニウム（硫酸アルマイト加工）

アルミ バターナイフ

製品サイズ（重量）／約22×156ｍｍ（21.5g）
箱サイズ／約26×17×160ｍｍ・箱込重量／約32.7g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

品質表示

お掃除用ブラシ

本体・ケース：アルミニウム（カラーアルマイト）
キャップ：ポリエチレン樹脂
ブラシ：ステンレススチール・ナイロン

22032-21〔03A05〕
（0007051）
￥1,500（税込￥1,650）

（104744）
アルミストローケース＆ストローセット
（ブラシ付）マーメイドピンク

袋サイズ／約75×250×11ｍｍ・袋込重量／約21.5g
梱包入数／200
JANコード／4513454104744（日本製・ブラシ：中国製）
対応不可

製品サイズ（重量）

● ストロー：φ6×198ｍｍ
（5g）

● ケース：φ10×204ｍｍ
（9g）

日本製

● ブラシ：約170×5ｍｍ
（1.6g）

22032-22〔03A05〕
（0007052）
￥1,500（税込￥1,650）

（104751）
アルミストローケース＆ストローセット
（ブラシ付）マーメイドゴールド

袋サイズ／約75×250×11ｍｍ・袋込重量／約21.5g
梱包入数／200
JANコード／4513454104751（日本製・ブラシ：中国製）
対応不可

33

TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）
●飲み口部分は薄く作られ、唇に触れた瞬間から、抜群の心地よさを感じることができます。また、内側を螺旋状に磨き上げること
で、飲み物がまろやかな口当たりになります。

チタンカップ 〜Titanium Cup〜
使い勝手、心地よさを可能にしたのは、
職人の技術の高さ。
まさに職人の「知識・技術・経験」で
作り上げた逸品です。

22033-01〔08A08〕
（0015289）
￥10,000（税込￥11,000）
本体：チタン

（TW-1）チタン 二重タンブラー 240㎖

製品サイズ（重量・容量）／φ70×120ｍｍ（112g・240㎖）
箱サイズ／約120×165×80ｍｍ・箱込重量／約285g・梱包入数／30
JANコード／4995284118953（日本製） B6判

22033-02〔08A08〕
（0015290）
￥20,000（税込￥22,000）
本体：チタン

（TW-2）チタン 二重タンブラー 240㎖ 2pcセット

製品サイズ（重量・容量）／φ70×120ｍｍ（112g・240㎖）
箱サイズ／約205×165×80ｍｍ・箱込重量／約495g・梱包入数／16
JANコード／4995284118960（日本製） A5判

●チタンの二重構造で、内部は中空になっており、高い保冷力と保温力を実現しました。手の熱を飲み物に伝えないため氷が溶けにく
く、熱い飲み物も冷めにくい構造です。氷を入れても結露がおきにくく、飲み物の味を変えません。

チタンは錆びない金属なので、
飲み物に金属が溶け込む事がありません。
そのため雑味や金属特有のにおいもなく、
飲み物本来の味がお楽しみいただけます。
チタンは比重が鋼の半分と軽く、極めて安定した金属で
医療機関に使われるほどの安全性を誇ります。軽くて丈
夫な錆びない金属「チタン」は肌に触れても金属アレル
ギーにならない、体にとても優しい素材です。その名前
は、ギリシャ神話の巨人タイタン（TITAN）にちなんで付
けられました。丈夫で安全な材質で、永く使っていくこと
ができる品質を備えてます。

22033-03〔08A08〕
（0015291）
￥10,000（税込￥11,000）
本体：チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-5）チタン 二重タンブラー 240㎖

製品サイズ（重量・容量）／φ70×120ｍｍ（120g・240㎖）
箱サイズ／約120×165×80ｍｍ・箱込重量／約276g・梱包入数／30
JANコード／4995284510061（日本製） B6判

22033-04〔08A08〕
（0015292）
￥20,000（税込￥22,000）
本体：チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-6）チタン 二重タンブラー 240㎖ 2pcセット

製品サイズ（重量・容量）／φ70×120ｍｍ（120g・240㎖）
箱サイズ／約205×165×80ｍｍ・箱込重量／約450g・梱包入数／16
JANコード／4995284510078（日本製） A5判

●軽くて錆びないチタン製。
二重構造で保冷・保温。

22033-05〔08A08〕
（0015293）
￥10,000（税込￥11,000）
本体：チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-3）チタン 二重ロックカップ 250㎖

製品サイズ（重量・容量）／φ78×85ｍｍ（90g・250㎖）
箱サイズ／約132×131×87ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／30
JANコード／4995284509522（日本製） 豆判No.6

22033-06〔08A08〕
（0015294）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-11）チタン 冷酒カップ 65㎖

製品サイズ（重量・容量）／φ52×54ｍｍ（19g・65㎖）
箱サイズ／約95×95×55ｍｍ・箱込重量／約60g・梱包入数／60
JANコード／4995284510122（日本製） 豆判No.4

22033-07〔08A08〕
（0015295）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-12）チタン 冷酒カップ 65㎖ 2pcセット

製品サイズ（重量・容量）／φ52×54ｍｍ（19g・65㎖）
箱サイズ／約95×140×55ｍｍ・箱込重量／約105g・梱包入数／60
JANコード／4995284510139（日本製） 豆判No.5

●チタン製のカトラリー！軽くて、錆びないチタン製。チタンは錆びない金属なので、お手入れも簡単です。重量は鉄の約 6 割。アレル
ギーになりづらく、医療用にもよく使用されています。金属臭もなく、料理や飲み物にも臭いが移らないため、料理の美味しさをそ
のまま味わえます。

●コンパクトなチタン製薬味おろしです。におい移りのない
チタン製なので、食材の風味を損ないません。

22033-08〔08A10〕
（0015296）
￥5,000（税込￥5,500）

22033-10〔08A10〕
（0015302）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-8）チタン コーヒースプーン5PCS

製品サイズ（重量）／約123×18×11ｍｍ（10g）
箱サイズ／約150×150×25ｍｍ・箱込重量／約115g・梱包入数／36
JANコード／4995284510092（日本製） 豆判No.5

22033-09〔08A10〕
（0015297）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-9）チタン ピックフォーク5PCS

製品サイズ（重量）／約126×8×9ｍｍ（10g）
箱サイズ／約150×150×25ｍｍ・箱込重量／約115g・梱包入数／36
JANコード／4995284510108（日本製） 豆判No.5

チタン（ブラスト仕上げ）

（TW-13）チタン 薬味おろし

製品サイズ（重量）／約87×53×5ｍｍ（22g）
箱サイズ／約120×84×18ｍｍ・箱込重量／約56g・梱包入数／36
JANコード／4995284510795（日本製） 豆判No.7

TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）
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日本古来より伝統的な銀いぶし仕上げの優美な器。
銀メッキの酸化発色により、しっとりとしたアンティーク感のある碧色を生み出しています。
※自然発色に付、同じ色になりませんのでご了承の程お願い申し上げます。

新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に
「メイド・イン・ツバメ」のロゴマークを使用しています。
日本はもとより世界中で燕製品が愛用されています。
燕の工場がお客様の事を想いながら丹精込めて製造された
商品であること、安心と高品質をお客様に約束するマーク
です。

22034-03〔05A07〕
（0233033）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

（AO-03）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」
18-8ステンレスタンブラー・大

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×135ｍｍ（約153g・440㎖）
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約316g・梱包入数／24
JANコード／4975192083994（日本製） A5判

22034-06〔05A07〕
（1001886）
￥10,000（税込￥11,000）
18-8ステンレス綱（二重構造・外面銀メッキ古美仕上げ）

（AO-06）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」
W構造ハイボールタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×138ｍｍ（約280g・380㎖）
箱サイズ／約120×185×80ｍｍ・箱込重量／約440g・梱包入数／24
JANコード／4975192087442（日本製） A5判

22034-01〔05A07〕
（0233036）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

（AO-01）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」ぐい呑み

製品サイズ（重量・容量）／約φ63×45ｍｍ（約68g・100㎖）
箱サイズ／約110×110×70ｍｍ・箱込重量／約172g・梱包入数／30
JANコード／4975192083970（日本製） 豆判No.4

22034-04〔05A07〕
（0233034）
￥8,000（税込￥8,800）
本体：18-8ステンレス（二重構造・銀メッキ古美仕上げ）

（AO-04）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」
18-8ステンレスW構造タンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×125ｍｍ（約175g・300㎖）
箱サイズ／約175×120×80ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4975192084007（日本製） A5判

22034-07〔05A07〕
（1001887）
￥6,000（税込￥6,600）
18-8ステンレス綱（銀メッキ古美仕上げ）

（AO-07）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」
チアーズタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ80×90ｍｍ（約175g・380㎖）
箱サイズ／約125×140×90ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4975192087459（日本製） 豆判No.6

22034-02〔05A07〕
（0233035）
￥6,000（税込￥6,600）
本体：18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

（AO-02）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」
18-8ステンレスタンブラー・小

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×105ｍｍ（約103g・300㎖）
箱サイズ／約150×125×85ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／24
JANコード／4975192083987（日本製） 豆判No.8

22034-05〔05A07〕
（0233032）
￥10,000（税込￥11,000）
本体：18-8ステンレス（二重構造・銀メッキ古美仕上げ）

（AO-05）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」
18-8ステンレスW構造タンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×135ｍｍ（約200g・300㎖）
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約394g・梱包入数／24
JANコード／4975192084014（日本製） A5判

22034-08〔05A07〕
（1001888）
￥18,000（税込￥19,800）
18-8ステンレス綱（二重構造・外面銀メッキ古美仕上げ）

（AO-08）
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」
18-8ステンレスW構造アイスペール

製品サイズ（重量・容量）／約φ142×120ｍｍ（約650g・1,500㎖）
箱サイズ／約190×190×150ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4975192087473（日本製） A5判

※自然発色に付、同じ色になりませんのでご了承の程お願い申し上げます。
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ビアタンブラー
熱伝導に優れた銅製のタンブラー。飲み物を注ぐとその冷たさが素早く伝わり、冷たさを保持してくれます。
また、内面のめっきはお酒の雑味を除き、まろやかな味わいにしてくれます。ビールを冷たく、美味しくいただくことができます。

22035-01〔05A07〕
（1001862）
￥8,500（税込￥9,350）
純銅（内面錫めっき）

（KG-01）
「輝」純銅ビアタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ
（約188g・440㎖）
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約395g
梱包入数／24
JANコード／4975192087145（日本製） A5判

22035-02〔05A07〕
（1001863）
￥10,000（税込￥11,000）
純銅（銀めっき）

（KG-02）
「輝」純銅ビアタンブラー（銀仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ
（約188g・440㎖）
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約395g
梱包入数／24
JANコード／4975192087152（日本製） A5判

22035-03〔05A07〕
（1001864）
￥12,000（税込￥13,200）
純銅（金めっき）

（KG-03）
「輝」純銅ビアタンブラー（金仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ
（約188g・440㎖）
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約395g
梱包入数／24
JANコード／4975192087169（日本製） A5判

22035-06〔05A07〕
（1001869）
￥30,000（税込￥33,000）
純銅（金めっき・銀めっき・銅めっき・内面錫めっき）

（KG-08）
「輝」純銅ビアタンブラー 金・銀・銅 3pcセット
製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ（約188g・440㎖）
箱サイズ／約300×180×90ｍｍ・箱込重量／約960g
梱包入数／8
JANコード／4975192087213（日本製） 半紙判

22035-05〔05A07〕
（1001867）
￥20,000（税込￥22,000）
純銅（銀めっき古美仕上げ）

（KG-06）
「輝」純銅ビアタンブラー 銀古美 2pcセット
製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ
（約188g・440㎖）
箱サイズ／約210×180×90ｍｍ・箱込重量／約685g・梱包入数／12
JANコード／4975192087190（日本製） A5判

22035-04〔05A07〕
（1001865）
￥10,000（税込￥11,000）
純銅（銀めっき古美仕上げ）

（KG-04）
「輝」純銅ビアタンブラー 銀古美
製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ
（約188g・440㎖）
箱サイズ／約185×125×90ｍｍ・箱込重量／約395g
梱包入数／24
JANコード／4975192087176（日本製） A5判

TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）

22036-01〔05A07〕
（1001871）
￥7,500（税込￥8,250）

22036-02〔05A07〕
（1001872）
￥8,500（税込￥9,350）

純銅（銀めっき）

（KG-12）
「輝」純銅ひとくちタンブラー（銀仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ53×95ｍｍ（約142g・150㎖）
箱サイズ／約145×105×65ｍｍ・箱込重量／約260g
梱包入数／30
JANコード／4975192087237（日本製） 豆判No.7

ひとくちタンブラー
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純銅（金めっき）

（KG-13）
「輝」純銅ひとくちタンブラー（金仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ53×95ｍｍ（約142g・150㎖）
箱サイズ／約145×105×65ｍｍ・箱込重量／約260g
梱包入数／30
JANコード／4975192087244（日本製） 豆判No.7

こだわりのテクスチャーを纏ったデザインは、手触りもよく、特別な時間を演出してくれます。
桐箱入りで、特別な贈り物にお勧めの逸品です。

22036-03〔05A07〕
（1001875）
￥15,000（税込￥16,500）
純銅（銀めっき古美仕上げ）

（KG-16）
「輝」純銅ひとくちタンブラー 銀古美 2pcセット
製品サイズ（重量・容量）／約φ53×95ｍｍ
（約142g・150㎖）
箱サイズ／約170×145×65ｍｍ・箱込重量／約460g・梱包入数／24
JANコード／4975192087275（日本製） 豆判No.8

22036-04〔05A07〕
（1001876）
￥16,000（税込￥17,600）
純銅（金めっき・銀めっき）

（KG-17）
「輝」純銅ひとくちタンブラー 金・銀 2pcセット
製品サイズ（重量・容量）／約φ53×95ｍｍ（約142g・150㎖）
箱サイズ／約170×145×65ｍｍ・箱込重量／約460g・梱包入数／24
JANコード／4975192087282（日本製） 豆判No.8

22036-05〔05A07〕
（1001877）
￥22,000（税込￥24,200）
純銅（金めっき・銀めっき・銅めっき・内面錫めっき）

（KG-18）
「輝」純銅ひとくちタンブラー 金・銀・銅 3pcセット
製品サイズ（重量・容量）／約φ53×95ｍｍ（約142g・150㎖）
箱サイズ／約245×145×65ｍｍ・箱込重量／約645g・梱包入数／12
JANコード／4975192087299（日本製） 本中判

ぐい呑み
熱伝導に優れた銅製のぐいのみ。飲み物の冷たさが素早く伝わり、その冷たさを保持してくれます。
内面のめっきはお酒の雑味を除き、まろやかな味わいにしてくれます。
冷酒を冷たく、美味しくいただくことができます。

22036-06〔05A07〕
（1001879）
￥6,000（税込￥6,600）

22036-07〔05A07〕
（1001880）
￥6,500（税込￥7,150）

純銅（銀めっき）

（KG-22）
「輝」純銅ぐい呑み 銀仕上げ

製品サイズ（重量・容量）／約φ55×45ｍｍ（約70g・90㎖）
箱サイズ／約105×105×65ｍｍ・箱込重量／約165g
梱包入数／30
JANコード／4975192087312（日本製） 豆判No.4

22036-08〔05A07〕
（1001881）
￥6,000（税込￥6,600）
純銅（銀めっき古美仕上げ）

（KG-24）
「輝」純銅ぐい呑み 銀古美

製品サイズ（重量・容量）／約φ55×45ｍｍ（約70g・90㎖）
箱サイズ／約105×105×65ｍｍ・箱込重量／約165g・梱包入数／30
JANコード／4975192087336（日本製） 豆判No.4

22036-09〔05A07〕
（1001882）
￥11,000（税込￥12,100）
純銅（内面錫めっき）

（KG-25）
「輝」純銅ぐい呑み 2pcセット

製品サイズ（重量・容量）／約φ55×45ｍｍ（約70g・90㎖）
箱サイズ／約175×105×65ｍｍ・箱込重量／約285g・梱包入数／30
JANコード／4975192087343（日本製） 豆判No.4

純銅（金めっき）

（KG-23）
「輝」純銅ぐい呑み 金仕上げ

製品サイズ（重量・容量）／約φ55×45ｍｍ（約70g・90㎖）
箱サイズ／約105×105×65ｍｍ・箱込重量／約165g
梱包入数／30
JANコード／4975192087329（日本製） 豆判No.4

22036-10〔05A07〕
（1001885）
￥18,000（税込￥19,800）
純銅（金めっき・銀めっき・銅めっき・内面錫めっき）

（KG-28）
「輝」純銅ぐい呑み 金・銀・銅 3pcセット

製品サイズ（重量・容量）／約φ55×45ｍｍ（約70g・90㎖）
箱サイズ／約245×105×65ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／24
JANコード／4975192087374（日本製） B5判
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22037-01〔05A07〕
（0233005）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：18-8ステンレス製（内面24金めっき仕上げ）

（TM-028）
「金の贅」
18-8ステンレス製ぐい飲み

製品サイズ（重量・容量）／約φ63×45ｍｍ（約66g・100㎖）
箱サイズ／約95×95×85ｍｍ・箱込重量／約123g・梱包入数／36
JANコード／4975192079560（日本製） 豆判No.4

22037-02〔05A07〕
（1001890）
￥5,000（税込￥5,500）
18-8ステンレス綱（内面24金メめっき）

（TM-051）
「金の贅」18-8ステンレス チアーズタンブラー
（内面金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ80×90ｍｍ（約180g・380㎖）
箱サイズ／約90×95×85ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／36
JANコード／4975192087398（日本製） 豆判No.4

●何年もの教育を経た職人たちの手で造られた品だけがもつクオリティを堪能して下さい。

高級感を感じさる
内面24金めっきは金属臭がなく、
口当たりもよく、お酒本来の
芳醇な味わいを堪能して
いただけます。また、抗菌性に
優れているので安心して
ご使用できます。
22037-03〔05A07〕
（0233014）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

（TM-034）
「金の贅」18-8ステンレスタンブラー小

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×105ｍｍ（約106g・300㎖）
箱サイズ／約115×100×80ｍｍ・箱込重量／約161g・梱包入数／36
JANコード／4975192082492（日本製） 豆判No.4

●内面は24 金メッキ仕上げです。

●新潟県燕商工会議所認定商品。
結露の少ないW 構造ミラー仕上げ（内面24金メッキ仕上げ）。

22037-05〔05A07〕
（0233021）
￥4,000（税込￥4,400）

22037-06〔05A07〕
（0233018）
￥6,000（税込￥6,600）

本体：18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

（TM-039）
「金の贅」18-8ステンレスW構造タンブラー
（内面24金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ73×83ｍｍ（150g・250㎖）
箱サイズ／約90×90×85ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／36
JANコード／4975192082546（日本製） 豆判No.4

本体：18-8ステンレス（二重構造・内面24金めっき仕上げ）

（TM-032）
「金の贅」
18-8ステンレスW構造 タンブラー
（内面24金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ75×125ｍｍ（約175g・300㎖）
箱サイズ／約130×75×75ｍｍ・箱込重量／約252g・梱包入数／36
JANコード／4975192082430（日本製） 豆判No.7

22037-04〔05A07〕
（0233015）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

（TM-035）
「金の贅」18-8ステンレスタンブラー大

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×135ｍｍ（約153g・440㎖）
箱サイズ／約178×95×85ｍｍ・箱込重量／約225g・梱包入数／36
JANコード／4975192082508（日本製） A5判

22037-07〔05A07〕
（1001892）
￥8,000（税込￥8,800）
18-8ステンレス綱（二重構造・内面金めっき）

（TM-053）
「金の贅」18-8ステンレスW構造
ハイボールタンブラー（内面金メッキ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×138ｍｍ（約280g・380㎖）
箱サイズ／約80×150×75ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／36
JANコード／4975192087411（日本製） A5判

●新潟県燕商工会議所認定商品。
結露の少ないW 構造ミラー仕上げ
（内面24 金メッキ仕上げ）。

22037-08〔05A07〕
（0233019）
￥12,000（税込￥13,200）
本体：18-8ステンレス（二重構造・内面24金めっき仕上げ）

（TM-033）
「金の贅」18-8ステンレスW構造
タンブラー2pc（内面24金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ73×125ｍｍ
（約175g・300㎖）
箱サイズ／約150×130×75ｍｍ・箱込重量／約508g
梱包入数／24
JANコード／4975192082447（日本製） B6判

22037-09〔05A07〕
（1001894）
￥15,000（税込￥16,500）
18-8ステンレス綱（二重構造・内面金めっき）

（TM-055）
「金の贅」18-8ステンレスW構造
アイスペール（内面金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ142×120ｍｍ
（約650g・1,500㎖）
箱サイズ／約155×155×130ｍｍ・箱込重量／約810g
梱包入数／12
JANコード／4975192087466（日本製） A5判

TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）
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世界が感動したジャパン・クオリティ

第2011-424号

120年間、
タオルづくりの聖地として、タオル
産業の発展を担ってきた今治タオル。
「安心・
安全・高品質」なジャパンクオリティの代表
製品として、ゆるぎない地位を確立。
今治タオルの最大の特徴である「吸水性」を
保証するため、産地で独自に設けた品質基準
のひとつです。このような基準を満たしたも
のだけが、今治タオルのブランドマークをつ
けることができるのです。

新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に「メイド・イン・
ツバメ」のロゴマークを使用しています。日本はもとより世界中で燕製品が
愛用されています。燕の工場がお客様のことを想いながら丹精込めて製造
された商品であること、安心と高品質をお客様に約束するマークです。

22038-01〔05T07〕
（1003767）
￥6,500（税込￥7,150）

22038-02〔05T07〕
（1003768）
￥8,500（税込￥9,350）

本体：18-8ステンレス（外側24金めっき仕上げ）、タオル：綿100％

（OM-01）
「趣（おもむき）」ステンレス燕タンブラー＆今治タオルセット
製品サイズ（重量・容量）／タンブラー：約φ75×135ｍｍ（約153g・440㎖）
タオル：約340×740ｍｍ
箱サイズ／約210×180×80ｍｍ・箱込重量／約410g・梱包入数／16
JANコード／4975192084052（日本製） A5判

本体：18-8ステンレス（外側24金めっき仕上げ）、タオル：綿100％

（OM-02）
「趣（おもむき）」
二重構造燕タンブラー＆今治タオルセット
製品サイズ（重量・容量）／タンブラー：約φ75×125ｍｍ（約175g・300㎖）
タオル：約340×740ｍｍ
箱サイズ／約210×180×80ｍｍ・箱込重量／約450g・梱包入数／16
JANコード／4975192084069（日本製） A5判

●飲む時に便利な持ち手付きのタンブラー。曲線美が優雅なデザイン。ステンレス製でお手入れしやすく丈夫で長持ち。内面に24 金
メッキを施してあるタイプは金属臭がなく口当たりもよくお酒本来の芳醇な味わいを堪能して頂けます。また、殺菌・抗菌性に優れ
ているので安心してご使用できます。

古の日本の技から生まれる優美…。
日本の工芸品には
次世代に残していくべき
素晴らしいものが沢山あります。
それを担っているのが
日本職人の高い技術。
22038-03〔05A07〕
（0233037）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：18-8ステンレス

（MY-01）
「雅（みやび）」手付きタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約110×80×90ｍｍ（約162g・380cc）
箱サイズ／約115×100×80ｍｍ・箱込重量／約226g・梱包入数／36
JANコード／4975192084021（日本製） 豆判No.4

22038-04〔05A07〕
（0233038）
￥6,000（税込￥6,600）
本体：18-8ステンレス（内面24金メッキ）

（MY-02）
「雅（みやび）」
手付きタンブラー（内面24金メッキ）

製品サイズ（重量・容量）／約110×80×90ｍｍ（約192g・380cc）
箱サイズ／約115×100×80ｍｍ・箱込重量／約226g・梱包入数／36
JANコード／4975192084038（日本製） 豆判No.4

● W 構造オール24 金メッキ仕上げタンブラー。

22038-05〔08A08〕
（0233006）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：18-8ステンレス製（オール24金メッキ仕上げ）

（TM-029）
18-8ステンレス製ぐい飲み

製品サイズ（重量・容量）／約φ63×45ｍｍ（約66g・100㎖）
箱サイズ／約95×95×85ｍｍ・箱込重量／約120g・梱包入数／36
JANコード／4975192079577（日本製） 豆判No.4

22038-06〔08A08〕
（0233007）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス製（オール24金メッキ仕上げ＆ミラー仕上げ）

（TM-030）18-8ステンレス製ぐい飲みペアーセット
製品サイズ（重量・容量）／約φ63×45ｍｍ（約66g・100㎖）
箱サイズ／約180×90×85ｍｍ・箱込重量／約160g・梱包入数／36
JANコード／4975192079584（日本製） A5判

22038-07〔08A08〕
（0233024）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス（オール24金メッキ仕上げ）

（TM-042）18-8ステンレスW構造24金メッキタンブラー
製品サイズ（重量・容量）／約φ73×83ｍｍ（150g・250㎖）
箱サイズ／約90×90×85ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／36
JANコード／4975192082577（日本製） 豆判No.4
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TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）
最高級のステンレスを職人技でカップを徹底的に磨き込み細部にまでこだわって作り上げました。

新潟県燕市で生産された製品の原産地を
認証された商品に「メイド・イン・ツバメ」の
ロゴマークを使用しています。日本はもと
より世界中で燕製品が愛用されています。
燕の工場がお客様のことを想いながら丹
精込めて製造された商品であること、安心
と高品質をお客様に約束するマークです。

●プレス工程

●研磨工程

1 枚のステンレス板をカップの型に加工している工程です。

型になったカップを研磨工程できれいに磨き上げます。

●氷を入れても結露が出来にくく、温かさ冷たさが長持ちします。内面金メッキ効果は金属臭がなく、口当たりも良く抗菌性に優れ
ています。メイド・イン・ツバメ認定商品。

二重構造カップなので氷を入れても
結露が出来にくく、温かさ・冷たさが
長持ちします。更に内面に24金メッ
キを施してあるので金属臭がなく口
当たりも良くお酒本来の芳醇な味わ
いを堪能していただけます。
また、抗菌性に優れているので安心
してご使用できます。
※又、この商品はメイド・イン・ツバメ認定書付き
の商品です。

22039-01〔08A08〕
（0140002）
￥8,500（税込￥9,350）
本体：18-8ステンレス（内面24金メッキ）

（YKW-0070S）18-8ステンレス二重構造
オールドファッションタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ85×75ｍｍ（約140g・240㎖）
箱サイズ／約90×93×85ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／36
JANコード／4560433025040（日本製） 豆判No.4

本体：18-8ステンレス

（SCW-7ST）18-8ステンレス二重構造
ファッションタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×80ｍｍ
（120g・230㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／36
JANコード／4560433025187（日本製） 豆判No.4

本体：18-8ステンレス（内面24金メッキ）

（YKW-0075S）18-8ステンレス二重構造 タンブラーS
製品サイズ（重量・容量）／約φ75×105ｍｍ（約150g・260㎖）
箱サイズ／約82×84×115ｍｍ・箱込重量／約190g・梱包入数／36
JANコード／4560433025057（日本製） 豆判No.6

●内面に24 金メッキを施してあるので金属臭がなく口当たり
も良くお酒本来の芳醇な味わいを堪能していただけます。
抗菌性に優れているので安心してご使用できます。

●二重構造なので氷を入れても結露が出にくく、温かさ・冷た
さが長持ちします。

22039-03〔08A10〕
（0140018）
￥2,500（税込￥2,750）

22039-02〔08A08〕
（0140003）
￥9,000（税込￥9,900）

22039-04〔10A10〕
（0140011）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：18-8ステンレス（内面24金メッキ）

（SCW-7G）18-8ステンレス二重構造
ファッションタンブラー（内面24金メッキ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×80ｍｍ（120g・230㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／36
JANコード／4560433025132（日本製） 豆判No.4

22039-05〔10A10〕
（0140013）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：18-8ステンレス（内面・外面ブラスト加工、内面24金メッキ）

（SCW-7BSG）18-8ステンレス二重構造
ブラスト ファッションタンブラー（内面24金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×80ｍｍ（120g・230㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／36
JANコード／4560433025156（日本製） 豆判No.4

●二重構造なので氷を入れても
結露が出にくく、温かさ・冷た
さが長持ちします。内面、外面
にブラスト加工をし、尚底面に
レーザー加工でさくらの模様
を入れ、その上に24金メッキを
施しました。今までにない和と
洋の両方に合うワンランク上
のスタイリッシュなデザインタ
ンブラーに仕上げました。

●二重構造なので氷を入れても
結露が出にくく、温かさ・冷た
さが長持ちします。内面、外面
にブラスト加工をし、尚底面に
レーザー加工でさくらの模様
を入れ、その上に24金メッキを
施しました。今までにない和と
洋の両方に合うワンランク上
のスタイリッシュなデザインタ
ンブラーに仕上げました。

22039-06〔08A10〕
（0140019）
￥5,000（税込￥5,500）

22039-07〔08A10〕
（0140020）
￥10,000（税込￥11,000）

本体：18-8ステンレス（内面・外面ブラスト加工）
（内面24金メッキ）

（SKR-001）18-8ステンレス二重構造
ファッションタンブラーさくら（内面24金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×80ｍｍ
（120g・230㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／36
JANコード／4560433025163（日本製） 豆判No.4

本体：18-8ステンレス（内面・外面ブラスト加工）
（内面24金メッキ）

底部です。

（SKR-002）18-8ステンレス二重構造
ファッションタンブラーさくらペア（内面24金メッキ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×80ｍｍ（120g・230㎖）
箱サイズ／約178×94×85ｍｍ・箱込重量／約315g・梱包入数／16
JANコード／4560433025170（日本製） 豆判No.8

底部です。

TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）
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雄大で美しい富士山をモチーフにした
ステンレス冷酒杯。外面は鏡面仕上げで、
山頂の雪をブラスト加工で表現しました。

22040-01〔05A07〕
（0386098）
￥2,500（税込￥2,750）

22040-02〔05A07〕
（0386097）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：18-8ステンレス（中金24金メッキ）

本体：18-8ステンレス（中金24金メッキ）

（FM-102）富士山ぐい呑み1P中金

（FM-103）富士山ぐい呑み2P中金

22040-04〔00A02〕
（0386099）
￥2,000（税込￥2,200）

22040-05〔00A02〕
（0386100）
￥4,000（税込￥4,400）

製品サイズ（重量・容量）／約φ67×45ｍｍ（60g・75㎖）
箱サイズ／約75×75×50ｍｍ・箱込重量／約65g・梱包入数／48
JANコード／4938897010818（日本製） 豆判No.4

22040-03〔05A07〕
（0386111）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：18-8ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／約φ67×45ｍｍ（60g・75㎖）
箱サイズ／約150×75×50ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／24
JANコード／4938897010825（日本製） 豆判No.6

本体：18-8ステンレス

（FM-116）富士山二重カップ260㎖ 1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ90×90ｍｍ（200g・260㎖）
箱サイズ／約100×100×100ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／40
JANコード／4938897011181（日本製） 豆判No.4

本体：18-8ステンレス（内面24金メッキ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×50ｍｍ（70g・58㎖）
箱サイズ／約65×65×55ｍｍ・箱込重量／約80g・梱包入数／100
JANコード／4560433025224（日本製） 豆判No.4

製品サイズ（重量・容量）／約φ67×45ｍｍ（50g・75㎖）
箱サイズ／約150×75×50ｍｍ・箱込重量／約135g・梱包入数／24
JANコード／4938897010801（日本製） 豆判No.6

●二重構造なので熱燗でも大丈夫です。内面に桜模様をいれました。

底部です。

（SKR-004）18-8ステンレス二重構造
さくらぐい呑み（内面24金メッキ）

（FM-101）富士山ぐい呑み2Pステン

製品サイズ（重量・容量）／約φ67×45ｍｍ（50g・75㎖）
箱サイズ／約75×75×50ｍｍ・箱込重量／約65g・梱包入数／48
JANコード／4938897010795
（日本製） 豆判No.4

●二重構造なので熱燗でも大丈夫です。18-8ステンレスで丈夫
で衛生的です。更に24金メッキを施してあるので金属臭がな
く、抗菌性に優れているので安心してご使用出来ます。

22040-06〔05A07〕
（0140030）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：18-8ステンレス

（FM-100）富士山ぐい呑み1Pステン

底部です。

22040-07〔05A07〕
（0140031）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：18-8ステンレス

（SKR-005）18-8ステンレス二重構造
ヘアライン仕上げ さくらぐい呑み

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×50ｍｍ（70g・58㎖）
箱サイズ／約65×65×55ｍｍ・箱込重量／約80g・梱包入数／100
JANコード／4560433025231（日本製） 豆判No.4

22040-08〔05A07〕
（0140032）
￥6,000（税込￥6,600）
本体：18-8ステンレス

（SKR-005P）18-8ステンレス二重構造
ヘアライン仕上げ さくらぐい呑みペア

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×50ｍｍ（70g・58㎖）
箱サイズ／約130×75×80ｍｍ・箱込重量／約190g・梱包入数／36
JANコード／4560433025255（日本製） 豆判No.4

●二重構造なので氷を入れても結露が出にくく、温かさ・冷たさが長持ちします。18-8 ステンレスで丈夫で衛生的です。外面にポリエステル樹脂塗装を施し、高級感に満ちた仕上がりに作り上げました。

22040-09〔08A10〕
（0140024）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：18-8ステンレス、外面：ポリエステル樹脂塗装

（ELG-001SG）18-8ステンレス二重構造
エレガンス フリーカップ シャンパンゴールド

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×80ｍｍ
（120g・230㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／36
JANコード／4560433025279（日本製） 豆判No.4

22040-10〔05A07〕
（0140028）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：18-8ステンレス、外面：ポリエステル樹脂塗装

（ELG-002SS）18-8ステンレス二重構造
エレガンス タンブラー シャンパンシルバー

製品サイズ（重量・容量）／約φ73×95ｍｍ（150g・230㎖）
箱サイズ／約80×80×120ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／36
JANコード／4560433025286（日本製） 豆判No.4

22040-11〔05A07〕
（0140026）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス、外面：ポリエステル樹脂塗装

（ELG-003SG）18-8ステンレス二重構造
エレガンス フリータンブラー シャンパンゴールド
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×85ｍｍ（180g・250㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／36
JANコード／4560433025316（日本製） 豆判No.4
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TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）
新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に「メイド・イン・ツ
バメ」のロゴマークを使用しています。日本はもとより世界中で燕製品が愛用
されています。燕の工場がお客様のことを想いながら丹精込めて製造され
た商品であること、安心と高品質をお客様に約束するマークです。
●抗菌作用に優れた銀メッキ仕様。

ひんやり冷たい口当たり。
グッと冷えた日本酒を
キリッと飲める酒器。
冷たい飲み物をより一層冷たく飲める！
お手入れのしやすい18-8ステンレス製。
表面加工でお好みの質感を
お選びいただけます。

22041-01〔00A00〕
（0534060）
￥1,000（税込￥1,100）

22041-02〔00A00〕
（0534061）
￥2,200（税込￥2,420）

18-8ステンレス（艶消し加工）

18-8ステンレス（銀メッキ）

ぐい呑み（マット）

製品サイズ（重量・容量）／約φ58×30ｍｍ（34g・70㎖）
箱サイズ／約60×60×31ｍｍ・箱込重量／約41g・梱包入数／20
（日本製） 対応不可

ぐい呑み（銀メッキ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ58×30ｍｍ（34g・70㎖）
箱サイズ／約60×60×31ｍｍ・箱込重量／約41g・梱包入数／20
（日本製） 対応不可

22041-03〔03A05〕
（0307033）
￥2,000（税込￥2,200）

22041-04〔03A05〕
（0307034）
￥2,200（税込￥2,420）

22041-05〔03A05〕
（0307035）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：18-8ステンレススチール・1.0mm厚

本体：18-8ステンレススチール・1.0mm厚

本体：18-8ステンレススチール・1.0mm厚

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×103ｍｍ（約100g・300cc）
箱サイズ／約80×80×118ｍｍ・箱込重量／約130g・梱包入数／60
JANコード／4941012200018（日本製） 豆判No.6

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×114ｍｍ（約115g・350cc）
箱サイズ／約80×80×118ｍｍ・箱込重量／約145g・梱包入数／60
JANコード／4941012200025（日本製） 豆判No.6

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ（約150g・440cc）
箱サイズ／約80×80×142ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／60
JANコード／4941012200032（日本製） A5判

SR-I タンブラー 小（300cc）1pcs

SR-I タンブラー 中（350cc）1pcs

SR-I タンブラー 大（440cc）1pcs

●二重構造だから、冷たい飲み物だけでなく、熱い飲み物もOK！カップ内面底の特殊形状と内面研磨が、ビールの泡をクリーミーに
させ美味しさを引き立たせます。更に、内面底は角が丸く洗い易くなっています。

22041-06〔03A05〕
（0307032）
￥4,000（税込￥4,400）

22041-07〔03A05〕
（0307037）
￥5,000（税込￥5,500）

22041-08〔03A05〕
（0307040）
￥10,000（税込￥11,000）

本体：18-8ステンレススチール・1.0mm厚

18-8ステンレス（二重構造・ミラー仕上げ）

18-8ステンレス（二重構造・ミラー仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×103ｍｍ（約100g・300cc）
箱サイズ／約120×165×80ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／36
JANコード／4941012200216（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×125ｍｍ（約175g・300㎖）
箱サイズ／約108×177×85ｍｍ・箱込重量／約315g・梱包入数／40
JANコード／4941012201312（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×125ｍｍ（約175g・300㎖）
箱サイズ／約208×175×85ｍｍ・箱込重量／約560g・梱包入数／24
JANコード／4941012201329
（日本製） B5判

SR-I タンブラー 小（300cc）2pcs

SR-Ⅱ 二重構造タンブラー 1pcs

SR-Ⅱ 二重構造タンブラー 2pcs

●抗菌作用・熱伝導に優れた純銅製。飲み物の冷たさが素早く伝わり、冷たさをキープします。内面の錫メッキは、お酒の雑味を除き、まろやかな味わいを楽しめます。

22041-09〔03A05〕
（0307042）
￥5,300（税込￥5,830）

22041-10〔03A05〕
（0307038）
￥6,000（税込￥6,600）

22041-11〔03A05〕
（0307039）
￥12,000（税込￥13,200）

本体：純銅、内面：錫メッキ

本体：純銅・1.0mm厚、内面：錫メッキ

本体：純銅・1.0mm厚、内面：錫メッキ

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×114ｍｍ（140g・350㎖）
箱サイズ／約108×177×85ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／40
JANコード／4941012202418（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ（約170g・440㎖）
箱サイズ／約108×177×85ｍｍ・箱込重量／約310g・梱包入数／40
JANコード／4941012202319（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×135ｍｍ（約170g・440㎖）
箱サイズ／約208×175×85ｍｍ・箱込重量／約540g・梱包入数／24
JANコード／4941012202326（日本製） B5判

SR-I 純銅タンブラー（中）1pcs（350cc）

SR-I 純銅タンブラー（大）1pcs（440cc）

SR-I 純銅タンブラー 2pcs
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新潟県・燕商工会議所認証
「Made in TSUBAME」。
伝統と歴史のある金属加工の街
「燕」が生んだ、
金属研磨のスペシャリストにより、
あらゆる金属製品の表面を
一つひとつ魂を込めて磨き上げることで、
その製品本来の価値観を見出し
「職人の技、熱意」を「カタチ」に変えた
逸品が認められました。

22042-01〔05A07〕
（1001889）
￥3,000（税込￥3,300）

22042-02〔08A08〕
（0233020）
￥3,000（税込￥3,300）

18-8ステンレス綱

（TM-050）18-8ステンレス チアーズタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ80×90ｍｍ（約175g・380㎖）
箱サイズ／約90×95×85ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／36
JANコード／4975192087381（日本製） 豆判No.4

●結露の少ないW 構造ミラー仕上げ。

22042-03〔03A05〕
（0233017）
￥5,000（税込￥5,500）

22042-04〔05A07〕
（1001891）
￥5,500（税込￥6,050）

本体：18-8ステンレス（二重構造・ミラー仕上げ）

（TM-037）18-8ステンレスW構造 タンブラー（300㎖）
（ミラー仕上げ）
製品サイズ（重量・容量）／約φ75×135ｍｍ（約200g・300㎖）
箱サイズ／約178×95×85ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／36
JANコード／4975192082522（日本製） A5判

本体：18-8ステンレス

（TM-038）18-8ステンレスW構造タンブラー
（ミラー仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ73×83ｍｍ（150g・250㎖）
箱サイズ／約90×90×85ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／36
JANコード／4975192082539（日本製） 豆判No.4

22042-05〔05A07〕
（1001893）
￥10,000（税込￥11,000）

18-8ステンレス綱（二重構造）

（TM-052）18-8ステンレスW構造 ハイボールタンブラー
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×138ｍｍ（約275g・380㎖）
箱サイズ／約80×150×75ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／36
JANコード／4975192087404（日本製） A5判

18-8ステンレス綱（二重構造）

（TM-054）18-8ステンレスW構造 アイスペール

製品サイズ（重量・容量）／約φ142×120ｍｍ（約650g・1,500㎖）
箱サイズ／約155×155×130ｍｍ・箱込重量／約810g・梱包入数／12
JANコード／4975192087428（日本製） A5判

●銅メッキブロンズ仕上げタンブラー。

●銅メッキブロンズ仕上げタンブラー。W 構造です。

●新潟県燕商工会議所認証ファインシルバータンブラー。

22042-06〔05A07〕
（0233028）
￥4,000（税込￥4,400）

22042-07〔05A07〕
（0233030）
￥7,000（税込￥7,700）

22042-08〔05A07〕
（0233026）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：18-8ステンレス（銅メッキブロンズ）

本体：18-8ステンレス（銅メッキブロンズ仕上げ）

（TM-046）
18-8ステンレス
銅メッキブロンズ仕上げタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×105ｍｍ（110g・300㎖）
箱サイズ／約115×100×85ｍｍ・箱込重量／約160g・梱包入数／36
JANコード／4975192082614（日本製） 豆判No.6

本体：18-8ステンレス（オールファインシルバー）

（TM-048）18-8ステンレスW構造
銅メッキブロンズ仕上げタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×135ｍｍ（200g・300㎖）
箱サイズ／約178×95×85ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／36
JANコード／4975192082638（日本製） A5判

（TM-044）18-8ステンレス
オールファインシルバータンブラー（艶消し）

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×135ｍｍ（150g・440㎖）
箱サイズ／約178×95×85ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／36
JANコード／4975192082591（日本製） A5判

「18-8ステンレス」は、耐食性・耐熱性に優れており錆びにくく衛生的なカップです。
その18-8ステンレスに鎚目模様を入れました。
● 艶消し仕上げとした
落ち着いたモダンデ
ザインのカップです。

22042-09〔08A08〕
（0015314）
￥2,500（税込￥2,750）
18-8ステンレス

（SCS-18T）
「サス」鎚目ロックカップ340㎖

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×85ｍｍ（98g・340㎖）
箱サイズ／約80×80×100ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／40
JANコード／4995284511464（日本製） 豆判No.4

● 温かさ・冷たさが長持ちし飲み頃を
保つ2重構造のカップです。ミラー仕
上げ・内面には24金メッキを施した
高級感あるカップです。

22042-10〔08A08〕
（0015315）
￥5,000（税込￥5,500）
18-8ステンレス（内面：金メッキ）

（SCW-18TK）
「サス」鎚目2重ロックカップ内金250㎖
製品サイズ（重量・容量）／約φ78×85ｍｍ（145g・250㎖）
箱サイズ／約80×80×100ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／40
JANコード／4995284511495（日本製） 豆判No.4

22042-11〔08A08〕
（0015316）
￥6,000（税込￥6,600）
18-8ステンレス（内面：金メッキ）

（SCW-14TK）
「サス」鎚目2重ストレートカップ内金250㎖
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×120ｍｍ（217g・250㎖）
箱サイズ／約75×75×135ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／30
JANコード／4995284511488（日本製） 豆判No.6
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TABLE WARE（メイド・イン・ツバメ）

金属加工の街から生まれた信頼のブランド
「Made in TSUBAME」

22043-03〔00A02〕
（0386103）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：18-8ステンレス

（FM-109）
「SAE」タンブラーW 230㎖ 1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×95ｍｍ（150g・230㎖）
箱サイズ／約80×80×115ｍｍ・箱込重量／約190g・梱包入数／48
JANコード／4938897010887（日本製） 豆判No.4

22043-06〔00A02〕
（0386106）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス

（FM-110）
「SAE」タンブラーW 230㎖ 2P

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×95ｍｍ（150g・230㎖）
箱サイズ／約155×80×115ｍｍ・箱込重量／約380g・梱包入数／20
JANコード／4938897010894（日本製） 豆判No.6

●「18-8 ステンレス」は、耐食性・耐
熱性に優れており錆びにくく衛生
的なカップです。

22043-01〔00A02〕
（0386101）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：18-8ステンレス

（FM-105）
「SAE」タンブラー320㎖ 1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×115ｍｍ（110g・320㎖）
箱サイズ／約80×80×115ｍｍ・箱込重量／約145g・梱包入数／48
JANコード／4938897010849（日本製） 豆判No.4

22043-04〔00A02〕
（0386104）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：18-8ステンレス

（FM-107）
「SAE」タンブラー420㎖ 1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×130ｍｍ（135g・420㎖）
箱サイズ／約85×85×140ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／48
JANコード／4938897010863（日本製） 豆判No.4

22043-07〔03A05〕
（0386110）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：18-8ステンレス

（FM-111）
「SAE」トリプル二重カップ 230㎖ 1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×100ｍｍ（150g・230㎖）
箱サイズ／約80×80×120ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／48
JANコード／4938897010917（日本製） 豆判No.4

22043-02〔00A02〕
（0386102）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：18-8ステンレス

（FM-106）
「SAE」タンブラー320㎖ 2P

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×115ｍｍ（110g・320㎖）
箱サイズ／約155×80×115ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／20
JANコード／4938897010856（日本製） 豆判No.6

22043-05〔00A02〕
（0386105）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス

（FM-108）
「SAE」タンブラー420㎖ 2P

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×130ｍｍ（130g・420㎖）
箱サイズ／約160×85×140ｍｍ・箱込重量／約350g・梱包入数／20
JANコード／4938897010870
（日本製） 豆判No.5

22043-08〔03A05〕
（0386112）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス

（FM-112）
「SAE」トリプル二重カップ 230㎖ 2P

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×100ｍｍ（150g・230㎖）
箱サイズ／約155×80×120ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／20
JANコード／4938897010924（日本製） 豆判No.6

●内側は螺旋状に磨き上げることで、ビールを注ぐとクリーミーに泡立ち、口に当たる部分は、金属にも関わらずなめらかな感触を目
指し磨きこみました。口当たりも心地よく、ビールを最後までより一層美味しくいただけます。

●18-8 ステンレスに鎚目模様を入れ、艶消し仕上げとした落ち
着いたモダンデザインのカップです。

22043-09〔10A10〕
（0015313）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス

（SCS-18T-2P）
「サス」鎚目 ロックカップ340㎖ 2客セット
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×85ｍｍ（98g・340㎖）
箱サイズ／約209×121×82ｍｍ・箱込重量／約395g・梱包入数／24
JANコード／4995284511471（日本製） A5判

22043-10〔08A08〕
（0015301）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス

（SCS-11-2P）
「サス」ビアカップ380㎖ 2客セット

製品サイズ（重量・容量）／約φ80×150ｍｍ（122g・380㎖）
箱サイズ／約212×190×86ｍｍ・箱込重量／約419g・梱包入数／24
JANコード／4995284508624（日本製） A5判

22043-11〔08A08〕
（0015299）
￥8,000（税込￥8,800）
本体：18-8ステンレス

（SCW-14-2P）
「サス」2重タンブラー250㎖ 2客セット
製品サイズ（重量・容量）／約φ70×120ｍｍ（217g・250㎖）
箱サイズ／約160×190×76ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／24
JANコード／4995284508631（日本製） B6判
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22044-01〔03A05〕
（0246044）
￥4,500（税込￥4,950）
18-8ステンレス（二重構造）

「レーブ」ウイスキータンブラー230㎖（二重構造）
製品サイズ（重量・容量）／約φ82×81ｍｍ（160g・230㎖）
箱サイズ／約90×85×90ｍｍ・箱込重量／約192g・梱包入数／30
（日本製） 豆判No.4

22044-03〔05A07〕
（0246030）
￥6,000（税込￥6,600）
18-8ステンレス（二重構造）

「レーブ」ヨーロピアンマグ 300㎖（2重構造）1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ68×底86×高さ98×取っ手幅120ｍｍ
（270g・300㎖）
箱サイズ／約90×115×118ｍｍ・箱込重量／約332g・梱包入数／60
JANコード／4975192085851（日本製） 豆判No.6

22044-04〔05A07〕
（0246039）
￥6,000（税込￥6,600）
18-8ステンレス（二重構造）

「レーブ」タンブラー 400㎖（2重構造）1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ82×128ｍｍ（235g・400㎖）
箱サイズ／約90×90×140ｍｍ・箱込重量／約288g・梱包入数／30
（日本製） 豆判No.6
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22044-02〔03A05〕
（0246038）
￥4,700（税込￥5,170）
18-8ステンレス（二重構造）

「レーブ」タンブラー 300㎖（2重構造）1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ78×112ｍｍ（182g・300㎖）
箱サイズ／約83×83×120ｍｍ・箱込重量／約225g・梱包入数／30
（日本製） 豆判No.6

22044-05〔05A07〕
（0246043）
￥10,000（税込￥11,000）
18-8ステンレス（二重構造）

「レーブ」ウイスキータンブラー230 2P（二重構造）

製品サイズ（重量・容量）／約φ82×83ｍｍ（約160g・満水容量約230㎖）
箱サイズ／約210×145×85ｍｍ・箱込重量／約475g・梱包入数／24
（日本製） 豆判No.8

●二重構造なので冷たいワインには最適です。

●こだわり派の方に自信をもって贈ります。本体は二重構造。

●こだわり派の方に自信をもって贈ります。本体は二重構造。

22044-06〔05A07〕
（0246032）
￥6,800（税込￥7,480）

22044-07〔03A05〕
（0246028）
￥4,700（税込￥5,170）

22044-08〔03A05〕
（0246027）
￥6,500（税込￥7,150）

18-8ステンレス

「レーブ」Wワインカップ（2重構造）

製品サイズ（重量・容量）／約φ61×145ｍｍ（約170g・満水時130㎖）
箱サイズ／約67×67×150ｍｍ・箱込重量／約206g・梱包入数／60
（日本製） B6判

18-8ステンレス

「レーブ」タルマグ（二重構造）1P

製品サイズ（重量・容量）／約97×77×110ｍｍ（200g・270㎖）
箱サイズ／約110×90×106ｍｍ・箱込重量／約234g・梱包入数／60
（日本製） 豆判No.4

18-8ステンレス

「レーブ」タルジョッキー（480㎖・二重構造）1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ95×128×130ｍｍ（約350g・480㎖）
箱サイズ／約130×95×142ｍｍ・箱込重量／約435g・梱包入数／36
（日本製） 豆判No.6

「レーブ」青紫タンブラーの着色について
本製品の青色部分は、塗装や染色ではなく「酸化発色
被膜」という加工にて発色しております。この発色の特徴
は、見る角度により色が変色し、虹色のようにも見え半永
久的に退色しない点（※）が挙げられます。
しかしながら、ステンレスに均一に発色させるのは難し
く、非常に手間のかかる製品のため、日用品に使われるこ
とはほとんどありませんでした。
このたび、幾多にもわたる試行錯誤の末、本製品を販
売することができました。是非、お手に取っていただき、
絶妙な色味を末永くお楽しみください。
※使用状況、メンテナンス状況によります。

22044-09〔03A05〕
（0246042）
￥6,500（税込￥7,150）
18-8ステンレス

「レーブ」青紫タンブラー300㎖（2重構造）1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ82×113ｍｍ（184g・300㎖）
箱サイズ／約80×85×120ｍｍ・箱込重量／約228g・梱包入数／30
（日本製） 豆判No.6

22044-10〔05A07〕
（0246045）
￥14,000（税込￥15,400）
18-8ステンレス

「レーブ」青紫タンブラー300㎖（2重構造）2P

製品サイズ（重量・容量）／約φ82×113ｍｍ（184g・300㎖）
箱サイズ／約200×145×85ｍｍ・箱込重量／約566g・梱包入数／24
（日本製） A5判
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TABLE WARE（金属食器）

ぐいのみ“ HANA”シリーズ

熱伝導のよい銅にイオン効果の高い錫をメッキした酒器です。
お酒をまろやかに美味しくしてくれます。

22045-01〔05A07〕
（0402024）
￥2,200（税込￥2,420）
銅・錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（1863）華ぐいのみ 90㎖ 槌目

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×45ｍｍ（60g・90㎖）
箱サイズ／約65×65×45ｍｍ・箱込重量／約70g・梱包入数／80
JANコード／4562208691863（日本製） 対応不可

✿趣のあるデザイン

22045-02〔05A07〕
（0402027）
￥2,400（税込￥2,640）
本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（2440）華ぐいのみ 90㎖ 銅ミラー花

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×45ｍｍ（60g・90㎖）
箱サイズ／約65×65×45ｍｍ・箱込重量／約70g・梱包入数／80
JANコード／4562208692440（日本製） 対応不可

熱伝導のよい銅にイオン効果の高い錫をメッキした酒器です。
お酒をまろやかに美味しくしてくれます。ビールの泡もきめ細かくなります。

槌目

花

✿底・底面のデザイン

22045-03〔05A07〕
（0402030）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（2471）華タンブラー 200㎖ 銅ミラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×105ｍｍ（120g・200㎖）
箱サイズ／約65×65×110ｍｍ・箱込重量／約160g・梱包入数／80
JANコード／4562208692471（日本製） 豆判No.6

22045-05〔05A07〕
（0402040）
￥5,000（税込￥5,500）
銅・錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（2792）華ぐいのみ 90㎖ 槌目 桐箱セット

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×45ｍｍ（60g・90㎖）
箱サイズ／約190×90×72ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／12
JANコード／4562208692792（日本製） A5判

22045-08〔05A07〕
（0402038）
￥8,000（税込￥8,800）
本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（2853）華タンブラー 200㎖ 銅ミラー 桐箱セット

製品サイズ（重量・容量）／約φ60×105ｍｍ（120g・200㎖）
箱サイズ／約190×150×72ｍｍ・箱込重量／約495g・梱包入数／12
JANコード／4562208692853（日本製） A5判

22045-06〔05A07〕
（0402031）
￥4,200（税込￥4,620）
本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（2488）華タンブラー 300㎖ 銅ミラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×120ｍｍ（150g・300㎖）
箱サイズ／約75×75×125ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／80
JANコード／4562208692488（日本製） 豆判No.6

22045-09〔90A92〕
（0402060）
￥15,000（税込￥16,500）
銅・24金メッキ、外面：焼付クリア塗装

（3744）華ぐいのみ 90㎖ 槌目 24金メッキ桐箱セット
製品サイズ（重量・容量）／約φ60×45ｍｍ（60g・90㎖）
箱サイズ／約190×90×72ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／12
JANコード／4562208693744（日本製） A5判

22045-04〔05A07〕
（0402029）
￥3,800（税込￥4,180）
銅・錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（1931）華タンブラー 300㎖ 艶消し

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×120ｍｍ（150g・300㎖）
箱サイズ／約75×75×125ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／80
JANコード／4562208691931（日本製） 豆判No.6

22045-07〔05A07〕
（0402037）
￥8,800（税込￥9,680）
銅・錫メッキ、外面：焼付クリア塗装

（2846）華タンブラー 300㎖ 艶消し 桐箱セット

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×120ｍｍ（150g・300㎖）
箱サイズ／約210×172×82ｍｍ・箱込重量／約595g・梱包入数／12
JANコード／4562208692846（日本製） A5判

22045-10〔90A92〕
（0402061）
￥20,000（税込￥22,000）
銅・24金メッキ、外面：焼付クリア塗装

（3751）華タンブラー 200㎖ 24金メッキ桐箱セット
製品サイズ（重量・容量）／約φ60×105ｍｍ（120g・200㎖）
箱サイズ／約190×150×72ｍｍ・箱込重量／約495g・梱包入数／12
JANコード／4562208693751（日本製） A5判

TABLE WARE（金属食器）
華ぐいのみシリーズの新商品。
女性や外国人に人気の日本酒を
美味しく飲んでもらえる
シンプルなデザイン。
熱伝導のよい銅にイオン効果の
高い錫をメッキした酒器です。
お酒をまろやかに
美味しくしてくれます。

22046-01〔05A07〕
（0402147）
￥2,500（税込￥2,750）

22046-02〔05A07〕
（0402148）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：銅・錫メッキ、外面：焼付けクリア塗装

（4666）華ぐいのみストレート槌目 90㎖
艶消し

錫イオンの効果で
お酒が美味しくまろやかに！

製品サイズ（重量・容量）／φ48×70ｍｍ（47g・90㎖）
箱サイズ／約50×50×75ｍｍ・箱込重量／約58g
梱包入数／10×8
JANコード／4562208694666
（日本製） 対応不可
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22046-03〔05A07〕
（0402149）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付けクリア塗装

（4673）華ぐいのみストレート槌目 90㎖
銅ミラー

製品サイズ（重量・容量）／φ48×70ｍｍ（47g・90㎖）
箱サイズ／約50×50×75ｍｍ・箱込重量／約58g
梱包入数／10×8
JANコード／4562208694673（日本製） 対応不可

本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付けクリア塗装

（4680）華ぐいのみストレート槌目 90㎖
ブロンズ
製品サイズ（重量・容量）／φ48×70ｍｍ（47g・90㎖）
箱サイズ／約50×50×75ｍｍ・箱込重量／約58g
梱包入数／10×8
JANコード／4562208694680（日本製） 対応不可

錫はイオン効果が高く、
お酒を美味しくまろやかにしてくれます。
古来より酒器に使用されてきた錫。
長く使い込むうちに
独特の風合い・味わいが出てきます。

冷や酒で！
銅は熱伝導性に優れ、
冷たいお酒を注ぐと一気に冷えて、
その冷たさを保持してくれます。
冷たいお酒を注げば表面に水滴がつき、
見た目もお洒落。

22046-04〔05A07〕
（0402150）
￥3,000（税込￥3,300）

22046-05〔05A07〕
（0402151）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：銅・錫メッキ、外面：焼付けクリア塗装

（4697）華タンブラーストレート槌目 140㎖
艶消し
製品サイズ（重量・容量）／φ55×93ｍｍ（72g・140㎖）
箱サイズ／約55×55×100ｍｍ・箱込重量／約87g
梱包入数／10×8
JANコード／4562208694697（日本製） 豆判No.4

●シンプル。槌目模様のカップ。

●銅製品の定番。艶あり。

日本製

22046-07〔00A02〕
（0538001）
￥2,600（税込￥2,860）
本体：純銅、内面加工：錫メッキ、外面加工：艶消し、槌目模様
クリア塗装

製品サイズ（重量・容量）／約φ73×80ｍｍ
（130g・300cc）
箱サイズ／約90×80×105ｍｍ・箱込重量／約160g
梱包入数／30
JANコード／4589504930076（日本製） 豆判No.4

●ステンレス製のタンブラー。表面は落ち着き
のある艶消し仕上げ。シングル構造により、表
面は結露し涼しさを感じる。メイド・イン・ツバ
メ・認証。

本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付けクリア塗装

（4703）華タンブラーストレート槌目 140㎖
銅ミラー
製品サイズ（重量・容量）／φ55×93ｍｍ（72g・140㎖）
箱サイズ／約55×55×100ｍｍ・箱込重量／約87g
梱包入数／10×8
JANコード／4562208694703
（日本製） 豆判No.4

●シンプルな艶消し。

日本製

22046-08〔00A02〕
（0538002）
￥3,500（税込￥3,850）

（HK-7）純銅カップ 300cc

本体：純銅、ハンドル：真鍮、内面加工：錫メッキ、外面加工：艶あり
クリア塗装

製品サイズ（重量・容量）／約105×73×80ｍｍ
（150g・300cc）
箱サイズ／約90×80×105ｍｍ・箱込重量／約180g
梱包入数／30
JANコード／4589504930045（日本製） 豆判No.4

●銅の重さ、高級感があります。外面は落ち着
きのある艶消し仕上げ、内面は錫メッキによ
り冷酒が美味しく頂けます。メイド・イン・ツバ
メ・認証。

22046-12〔00A02〕
（0538009）
￥3,650（税込￥4,015）

18-8ステンレス

銅製

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×145mm（140g・350cc）
箱サイズ／約75×75×150mm・箱込重量／約165g
梱包入数／30
JANコード／4589504930144（日本製） 豆判No.5

製品サイズ（重量・容量）／約φ50×70mm
（80g・100㎖）
箱サイズ／約57×57×80mm・箱込重量／約100g
梱包入数／30
JANコード／4589504930120（日本製） 豆判No.4

（HK-12）ステンレスタンブラー350㏄ マット （HK-10）純銅酒グラスマット

製品サイズ（重量・容量）／φ55×93ｍｍ（72g・140㎖）
箱サイズ／約55×55×100ｍｍ・箱込重量／約87g
梱包入数／10×8
JANコード／4562208694710（日本製） 豆判No.4

日本製

日本製

22046-10〔00A02〕
（0538004）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：純銅、ハンドル：純銅、内面加工：錫メッキ、外面加工：艶消し
クリア塗装

（HK-5）純銅マグカップ 300cc マット

製品サイズ（重量・容量）／約105×73×80ｍｍ
（150g・300cc）
箱サイズ／約90×80×105ｍｍ・箱込重量／約180g
梱包入数／30
JANコード／4589504930052（日本製） 豆判No.4

●飲み口がグラス同等のR 形状で安全。

日本製

22046-11〔00A02〕
（0538008）
￥2,300（税込￥2,530）

本体：銅、内面：錫メッキ、外面：焼付けクリア塗装

（4710）華タンブラーストレート槌目 140㎖
ブロンズ

●アンティーク仕上げ、手作業で色付け。

22046-09〔00A02〕
（0538003）
￥3,500（税込￥3,850）

（HK-4）純銅マグカップ 300cc ミラー

日本製

22046-06〔05A07〕
（0402152）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：純銅、ハンドル：純銅、内面加工：錫メッキ
外面加工：色染め茶、クリア塗装

（HK-6）純銅マグカップ 300cc ブロンズ
製品サイズ（重量・容量）／約105×73×80ｍｍ
（150g・300cc）
箱サイズ／約90×80×105ｍｍ・箱込重量／約180g
梱包入数／30
JANコード／4589504930069（日本製） 豆判No.4

●1.5 ミリの銅板を使い重量あり。飲み口が厚く
変形しにくい。

日本製

日本製

22046-13〔00A02〕
（0538005）
￥3,850（税込￥4,235）

22046-14〔00A02〕
（0538007）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：18-8ステンレス、外面：艶あり、槌目模様、内面：艶消し

本体：純銅、内面加工：錫メッキ、外面加工：艶消し、槌目模様
クリア塗装

（HK-1）ステンレス槌目タンブラー 350cc
槌目ミラー

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×145ｍｍ（140g・350cc）
箱サイズ／約75×75×150ｍｍ・箱込重量／約165g
梱包入数／30
JANコード／4589504930014（日本製） 豆判No.6

（HK-3）純銅タンブラー 350cc 槌目マット

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×145ｍｍ（230g・350cc）
箱サイズ／約75×75×150ｍｍ・箱込重量／約265g
梱包入数／30
JANコード／4589504930038（日本製） 豆判No.6
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TABLE WARE（金属食器）
●独特な輝きが魅力のタンブラーは、特別なおもてなしはもちろん、普段の
テーブルでも活躍します。2 重構造なので冷たい飲み物を入れても結露しま
せん。又、暖かい飲み物は手で持っても熱くありません。

品質表示

本体：18-8ステンレス（真空2重構造）、外面：ミラー仕上げ
コースター：ステンレススチール

メタリックで無機質な表情。
それでいてシンプルで美しい。

22047-01〔05T07〕
（1003684）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：18-8ステンレス（真空2重構造）、外面：ミラー仕上げ

（MC-312）
「マリ・クレール」
真空Wステンタンブラー・ペアセット
※化粧箱セットイメージ

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×125ｍｍ（約165g・満水容量約320㎖）
箱サイズ／約205×170×80ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／16
JANコード／4975192082966（中国製） A4判

22047-02〔05T07〕
（1003685）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：18-8ステンレス（真空2重構造）、外面：ミラー仕上げ
コースター：ステンレススチール

（MC-313）
「マリ・クレール」
真空Wステンタンブラー・ペアセット（コースター付）

製品サイズ（重量・容量）／タンブラー：約φ75×125ｍｍ
		
（約165g・満水容量約320㎖）
コースター：約φ87×4ｍｍ（約38g）
箱サイズ／約205×170×80ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／16
JANコード／4975192082973（中国製、コースターのみ：日本製） A4判

●本体はステンレス二重構造で飲み物の温かさや冷たさを保ってく
れます。食洗機対応でお手入れ簡単！夫婦やカップルで楽しめる
ペアセット。

メタリックで無機質な表情。それでいてシン
プルで美しい。独特の輝きが魅力のタンブ
ラーは特別なおもてなしはもちろん普段の
テーブルでも活躍。

22047-04〔00T02〕
（1003687）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：18-8ステンレス（真空二重構造）、内外面：サテン仕上げ

（HM-12）ハイテク真空Wステンタンブラー 450㎖ 1pc

製品サイズ（重量・容量）／約φ80×148ｍｍ（約190g・満水容量約450㎖）
箱サイズ／約82×82×150ｍｍ・箱込重量／約225g・梱包入数／48
JANコード／4975192083031（中国製） 豆判No.7

22047-03〔00T00〕
（1003560）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：ステンレス（二重構造）、スプーン：ステンレス

（SU-105）
「粋（すい）」
槌目入りタンブラー＆スプーン・ペアセット

製品サイズ（重量・容量）／タンブラー：約φ75×115ｍｍ（約150g・280cc）
スプーン：約30×140ｍｍ（約22g）
箱サイズ／約270×168×83ｍｍ・箱込重量／約550g・梱包入数／16
JANコード／4975192079249（タンブラー：中国製、スプーン：日本製） A4判

22047-05〔08A10〕
（0277023）
￥1,100（税込￥1,210）
アルミニウム（アルマイト加工）

（205573）アルミタンブラー

製品サイズ（重量・容量）／約76×76×132ｍｍ（62g・440㎖）
箱サイズ／約85×84×140ｍｍ・箱込重量／約101g・梱包入数／60
JANコード／4521540255737（中国製） 豆判No.4

22047-06〔08A10〕
（0277024）
￥1,500（税込￥1,650）
アルミニウム（アルマイト加工）

（205574）アルミビアカップ

製品サイズ（重量・容量）／約70×70×162ｍｍ（70g・400㎖）
箱サイズ／約80×78×173ｍｍ・箱込重量／約105g・梱包入数／60
JANコード／4521540255744（中国製） 豆判No.5

①

②

22047-07〔00T02〕
（1003823）
￥1,500（税込￥1,650）

22047-08〔00T02〕
（1003824）
￥1,700（税込￥1,870）

22047-09〔00T02〕
（1003825）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：内側18-8ステンレス綱・外側：ステンレス鋼（二重構造）、ハンドル：ステンレス綱

本体：内側18-8ステンレス綱・外側：ステンレス鋼（外面焼付け塗装）
（二重構造）
ハンドル：ステンレス綱

①本体：内側18-8ステンレス綱・外側：ステンレス鋼（二重構造）、ハンドル：ステンレス綱
②本体：内側18-8ステンレス綱・外側：ステンレス鋼（外面焼付け塗装）
（二重構造）
ハンドル：ステンレス綱

（HM-13）ハイテクタルマグ 450㎖ 1pc（ステンレス）

製品サイズ（重量・容量）／約φ93×130×118ｍｍ（約195g・満水容量約450㎖）
箱サイズ／約130×100×120ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／36
JANコード／4975192085141（中国製） 豆判No.5

（HM-14）ハイテクタルマグ 450㎖ 1pc（ブロンズ仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／約φ93×130×118ｍｍ（約195g・満水容量約450㎖）
箱サイズ／約130×100×120ｍｍ・箱込重量／約235g・梱包入数／36
JANコード／4975192085158（中国製） 豆判No.5

（HM-15）
ハイテクタルマグ 2pcセット（ステン・ブロンズ仕上げ）

製品サイズ（重量・容量）／①約φ93×130×118ｍｍ（約195g・満水容量約450㎖）
②約φ93×130×118ｍｍ（約195g・満水容量約450㎖）
箱サイズ／約305×150×105ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／16
JANコード／4975192085165（中国製） 豆判No.6

TABLE WARE（金属食器）
●中空二重構造が器からの放熱を最小限に抑え、抜群の保温
保冷効果を実現。スープが冷めにくい。触っても熱くない。割
れない。
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ラーメンどんぶり！
！
三つの特徴
●割れない ●スープが冷めにくい ●さわっても熱くなりにくい

日本製

22048-02〔05A07〕
（0049001）
￥1,800（税込￥1,980）

日本製

22048-01〔20A20〕
（0180002）
￥5,000（税込￥5,500）

18-8ステンレス

18-8 カレー皿 小

本体：18-8ステンレス、PC蓋：ポリプロピレン

製品サイズ（重量・容量）／約272×163×36ｍｍ（約285g・約650㎖）
袋入
・梱包入数／12
JANコード／4538085010660（日本製） 対応不可

（387098）メタル丼 蓋付 ミラー磨き仕様

製品サイズ（重量・容量）／本体：約φ210×85ｍｍ（510g・適正容量1,200㎖）
箱サイズ／約230×240×100ｍｍ・箱込重量／約830g・梱包入数／10
JANコード／4949362735761（日本製） B5判

●ドラム缶型のマグカップです。ハンドルをベルトループに
ひっかける事もできるので、アウトドアにも使えます。

日本製

22048-03〔03A05〕
（0369001）
￥1,600（税込￥1,760）
18-8ステンレス

ドラム缶マグ（白箱入）

製品サイズ（重量・容量）／約φ73×100×105mm
（110g・400㎖）
箱サイズ／約100×75×110mm・箱込重量／約150g・梱包入数／100
JANコード／4560440640069（日本製） 豆判No.6

●すっきりスリムな
ワインクーラーで
す。パーティーに
は欠かせないアイ
テムです。

22048-04〔10A10〕
（0280006）
￥5,000（税込￥5,500）

18-8ステンレス

18-8ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／約318×180×36ｍｍ（約375g・約800㎖）
袋入
・梱包入数／12
JANコード／4538085010653（日本製） 対応不可

18-8ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／アイスペール：約125×125×105ｍｍ（300g・900㎖）
    ウォーターポット：約80×80×165ｍｍ（200g・700㎖）
箱サイズ／約140×220×185ｍｍ・箱込重量／約690g・梱包入数／12
JANコード／4538090000434
（日本製） B5判

22048-09〔10A10〕
（0280003）
￥8,000（税込￥8,800）
アイスペール・ウォーターポット：18-8ステンレス、トレー：18-0ステンレス

（MR-670）
スリム水割りセットM

製品サイズ（重量・容量）／アイスペール：約120×120×120ｍｍ（430g・1,300㎖）
    ウォーターポット：約80×80×200ｍｍ（280g・900㎖）
   トレー：約180×320×12ｍｍ（310g）
箱サイズ／約190×355×145ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／8
JANコード／4538090003336（日本製） みの判

（MR-638）スリムミニバーセットL

製品サイズ（重量・容量）／アイスペール：約100×100×120ｍｍ（320g・800㎖）
    ウォーターポット：約80×80×165ｍｍ（220g・700㎖）
   トレー：約120×250×7ｍｍ（170g）
箱サイズ／約125×250×190ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／8
JANコード／4538090002773（日本製） A4判

●清潔感と高級感のあるステンレス製のウォーターポットとア
イスペールにメジャーカップ・バースプーン・スタンドを木台
にセットしました。大人のリラックスタイムを演出します。

清潔感と高級感のあるステンレス製のウォーターポットとアイスペールに
トレーをセットしました。大人のリラックスタイムを演出します。

日本製

日本製

22048-08〔10A10〕
（0280002）
￥7,000（税込￥7,700）

18-8ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／約80×115×223ｍｍ（300g・900㎖）
箱サイズ／約113×80×225ｍｍ・箱込重量／約370g・梱包入数／24
JANコード／4975192019634（日本製） B5判

18-8 カレー皿 大

日本製

（MR-120）スリム水割りサービスセット

ウォーターピッチャー：1

日本製

製品サイズ（重量・容量）／約180×180×200ｍｍ（700g・4,000㎖）
箱サイズ／約185×225×205ｍｍ・箱込重量／約920g・梱包入数／12
JANコード／4538090000762（日本製） A4判

22048-07〔10A10〕
（0280001）
￥5,000（税込￥5,500）

「セレクト」
ウォーターポット（900cc）

22048-05〔05A07〕
（0049002）
￥2,800（税込￥3,080）

18-0ステンレス

（MR-310）パーティークーラーチャオ

日本製

22048-06〔05T05〕
（0003286）
￥4,000（税込￥4,400）

日本製

※ウイスキーは含まれません。 日本製

日本製

22048-10〔10A10〕
（0280004）
￥10,000（税込￥11,000）
アイスペール・ウォーターポット・マドラー：18-8ステンレス、トレー：18-0ステンレス

（MR-669）スリム水割りセットL

製品サイズ（重量・容量）／アイスペール：約120×120×120ｍｍ（570g・1,300㎖）
    ウォーターポット：約80×80×200ｍｍ（280g・900㎖）
   トレー：約180×320×12ｍｍ（310g）
    マドラー：約7×220ｍｍ（20g）
箱サイズ／約190×355×145ｍｍ・箱込重量／約1,350g・梱包入数／8
JANコード／4538090003329（日本製） みの判

22048-11〔10A10〕
（0280005）
￥15,000（税込￥16,500）
18-8ステンレス、MDF

（MR-642）スイート水割りセット

製品サイズ（重量・容量）／アイスペール：約135×135×120ｍｍ（580g・1,300㎖）
    ウォーターポット：約137×80×202ｍｍ（380g・900㎖）
    スタンド：約57×57×87ｍｍ（70g・200㎖）
    メジャーカップ：約120×42×24ｍｍ（30g・30㎖）
    木台：約296×226×82ｍｍ（860g）
箱サイズ／約230×310×250ｍｍ・箱込重量／約2,360g・梱包入数／4
JANコード／4538090002933（日本製） みの判
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TABLE WARE（金属食器）
中空２重構造で優れた保温・保冷性能
ステンレス２重構造の間に中空断熱層
を設けることにより、日本酒の熱 伝導
が抑えられ、優れた保温・保冷性能を
発揮します。燗酒や冷酒などの「飲みご
ろ温 度 」を陶 器 製 に 比べて長 い 時 間
キープすることが出来ます。

アウトドアでの使用にもぴったり

抜群の保温力があるので
「燗酒」や「冷酒」など
四季を感じながら味わう日本酒には最適。

「徳利」
食器洗浄器
対応

さわっても熱くなりにくい

先述の中空２重構造の効果により、熱
燗を入れた状態でも徳利が熱くなりに
くく、お酒を注ぐ時も安心です。
熱燗の徳利を掴んで「あちちっ！」とい
うのは、もはや過去の光景です。

丈夫で割れないステンレス製
業務用で使用する場合、徳利というの
はとにかく「割れやすい」イメージが強
いですが、本製品はオールステンレス製
なので割れる心配はありません。もち
ろん、食器洗浄機にも対応しています。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

18-8ステンレス（中空2重構造）
・つや消し

製品サイズ（重量・容量）／約57×57×41ｍｍ（53g・50㎖）
箱サイズ／約66×66×48ｍｍ・箱込重量／約85g・梱包入数／50
JANコード／4949362708734（日本製） 対応不可

日本製

22049-04〔20A20〕
（0180053）
￥9,000（税込￥9,900）

18-8ステンレス（中空2重構造）
・つや消し

18-8ステンレス（中空2重構造）
・つや消し

（387329）
「メタル丼」徳利 Jr 1.5合

製品サイズ（重量・容量）／約64×64×190ｍｍ（323g・360㎖）
箱サイズ／約73×68×201ｍｍ・箱込重量／約420g・梱包入数／10
JANコード／4949362708765（日本製） A5判

18-8ステンレス（中空2重構造）
・つや消し

（387331）
「メタル丼」ぐい呑み レギュラー

日本製

22049-03〔20A20〕
（0180052）
￥10,000（税込￥11,000）

（387328）
「メタル丼」徳利 レギュラー 2合

22049-01〔20A20〕
（0180050）
￥1,500（税込￥1,650）

食器洗浄器
対応

日本製

22049-02〔20A20〕
（0180051）
￥12,000（税込￥13,200）

日本製

（387330）
「メタル丼」徳利 Baby 1合

製品サイズ（重量・容量）／約64×64×150ｍｍ（248g・270㎖）
箱サイズ／約73×68×164ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／10
JANコード／4949362708758（日本製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約64×64×110ｍｍ（180g・167㎖）
箱サイズ／約73×68×120ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／10
JANコード／4949362708741（日本製） 豆判No.6

●錆びにくく、色うつりや、においがつきにくい、衛生的で、耐久性にすぐれたステンレス製。

日本製

22049-05〔03A05〕
（0386113）
￥2,500（税込￥2,750）

日本製

22049-06〔20A20〕
（0675086）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：18-8ステンレス

22049-07〔20A20〕
（0675087）
￥6,000（税込￥6,600）

本体：18-8ステンレス、
蓋受け部分：18-0ステンレス、
ツマミ：天然木

ステンレス製 茶筒（ツヤ消し）小

本体：18-8ステンレス、
蓋受け部分：18-0ステンレス、
ツマミ：天然木

（CHA-7）
「茶き」ざらめ茶筒（小）

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×74mm（155g・300㎖）
箱サイズ／約75×75×85mm・箱込重量／約180g・梱包入数／30
JANコード／4938897011112（日本製） 豆判No.4

（CHA-9）
「茶き」ざらめ茶筒（大）

製品サイズ（重量）／約83×83×94ｍｍ（250g）
箱サイズ／約88×88×107ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／24
JANコード／4953794025765（日本製） 豆判No.4

●しけにくいので、お茶以外に使用しても便利。

日本製

製品サイズ（重量）／約83×83×134ｍｍ（300g）
箱サイズ／約88×88×145ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／24
JANコード／4953794025789（日本製） 豆判No.6

●錆びにくく、色うつりや、においがつきにくい、衛生的で、耐久性にすぐれたステンレス製。

日本製

日本製

日本製

22049-08〔05A07〕
（0246033）
￥3,800（税込￥4,180）

22049-09〔20A20〕
（0675088）
￥5,000（税込￥5,500）

22049-10〔20A20〕
（0675089）
￥6,000（税込￥6,600）

本体：18-8ステンレス

本体：18-8ステンレス（アクリル樹脂塗装）
蓋受け部分：18-0ステンレス、ツマミ：天然木

本体：18-8ステンレス（アクリル樹脂塗装）
蓋受け部分：18-0ステンレス、ツマミ：天然木

ステン茶筒

製品サイズ（重量・容量）／約φ74×105mm
（約161g・360㎖）
箱サイズ／約77×77×114mm・箱込重量／約188g・梱包入数／60
（日本製） 豆判No.6

（CHA-8）
「茶き」くろいろ茶筒（小）

製品サイズ（重量）／約83×83×94ｍｍ（250g）
箱サイズ／約88×88×107ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／24
JANコード／4953794025772（日本製） 豆判No.4

（CHA-10）
「茶き」くろいろ茶筒（大）

製品サイズ（重量）／約83×83×134ｍｍ（300g）
箱サイズ／約88×88×145ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／24
JANコード／4953794025796（日本製） 豆判No.6

TABLE WARE（お茶・コーヒー用品）
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一杯ずつ抽出して
コーヒーを飲みたい人に向けた
シングルドリップ。
お湯を細く注ぐことができます。

日本製

（直火にはかけないでください）

22050-01〔05A07〕
（1001895）
￥7,000（税込￥7,700）
18-8ステンレス綱

（TM-056）18-8ステンレス ドリップポット

製品サイズ（重量・容量）／約195×80×93ｍｍ（約220g・380㎖）
箱サイズ／約90×200×95ｍｍ・箱込重量／約310g・梱包入数／12
JANコード／4975192087435（日本製） A5判

日本製

22050-02〔20A20〕
（0675070）
￥4,000（税込￥4,400）

日本製

22050-03〔20A20〕
（0675078）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：18-8ステンレス、ハンドル・つまみ：天然木

（MCO-5）
「Miyacoffee」シングルドリップ ホワイトビーチ
製品サイズ（重量・容量）／約151×153×97ｍｍ（180g・400㎖）
箱サイズ／約171×125×103ｍｍ・箱込重量／約260g・梱包入数／24
JANコード／4953794025543（日本製） B6判

日本製

22050-04〔20A20〕
（0675071）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：18-8ステンレス・アクリル樹脂焼付け塗装、ハンドル・つまみ：天然木

（MCO-7）
「Miyacoffee」シングルドリップ マットブラン
製品サイズ（重量・容量）／約151×153×97ｍｍ（180g・400㎖）
箱サイズ／約171×125×103ｍｍ・箱込重量／約260g・梱包入数／24
JANコード／4953794025567（日本製） B6判

本体：18-8ステンレス・シリコン焼付け塗装、ハンドル・つまみ：天然木

（MCO-6）
「Miyacoffee」シングルドリップ  マホガニー
製品サイズ（重量・容量）／約151×153×97ｍｍ（180g・400㎖）
箱サイズ／約171×125×103ｍｍ・箱込重量／約260g・梱包入数／24
JANコード／4953794025550（日本製） B6判

色うつりやにおいがつきにくいステンレス製。

22050-05〔20A20〕
（0675072）
￥5,000（税込￥5,500）

日本製

本体：18-8ステンレス、ハンドル・つまみ：天然木

製品サイズ（重量・容量）／約150×118×93ｍｍ（190g・380㎖）
箱サイズ／約142×112×105ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／30
JANコード／4953794025703
（日本製） B6判

日本製

本体：18-8ステンレス、ハンドル・つまみ：天然木

（CHA-4）
「茶き」急須・かがみ（大）

日本製

本体：18-8ステンレス、ハンドル・つまみ：天然木

（CHA-1）
「茶き」急須・かがみ（小）

22050-08〔20A20〕
（0675075）
￥6,000（税込￥6,600）

22050-06〔20A20〕
（0675073）
￥5,000（税込￥5,500）

製品サイズ（重量・容量）／約155×116×197ｍｍ（290g・700㎖）
箱サイズ／約163×140×112ｍｍ・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4953794025734（日本製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約150×118×93ｍｍ（190g・380㎖）
箱サイズ／約142×112×105ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／30
JANコード／4953794025710（日本製） B6判

日本製

本体：18-8ステンレス、ハンドル・つまみ：天然木

（CHA-5）
「茶き」急須・ざらめ（大）

日本製

本体：18-8ステンレス・アクリル樹脂焼付け塗装、ハンドル・つまみ：天然木

（CHA-2）
「茶き」急須・ざらめ（小）

22050-09〔20A20〕
（0675076）
￥6,000（税込￥6,600）

22050-07〔20A20〕
（0675074）
￥5,000（税込￥5,500）

製品サイズ（重量・容量）／約155×116×197ｍｍ（290g・700㎖）
箱サイズ／約163×140×112ｍｍ・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4953794025741（日本製） B6判

（CHA-3）
「茶き」急須・くろいろ（小）

製品サイズ（重量・容量）／約150×118×93ｍｍ（190g・380㎖）
箱サイズ／約142×112×105ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／30
JANコード／4953794025727（日本製） B6判

22050-10〔20A20〕
（0675077）
￥6,000（税込￥6,600）

日本製

本体：18-8ステンレス・アクリル樹脂焼付け塗装、ハンドル・つまみ：天然木

（CHA-6）
「茶き」急須・くろいろ（大）

製品サイズ（重量・容量）／約155×116×197ｍｍ（290g・700㎖）
箱サイズ／約163×140×112ｍｍ・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4953794025758（日本製） B6判
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TABLE WARE（お茶・コーヒー用品）
ステンレス製なので丈夫で抜群の耐久力。素朴で飽きない長持ちする急須です。

日本製

22051-01〔03A05〕
（0386083）
￥3,700（税込￥4,070）

日本製

22051-02〔03A05〕
（0386084）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：18-8ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

本体：18-8ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

「急須一番」横手急須（小）茶こしアミ付 320cc

製品サイズ（重量・容量）／約125×165×85mm
                    （約231g・満水容量約320cc）深さ：50mm
箱サイズ／約150×120×70mm・箱込重量／約260g・梱包入数／24
JANコード／4938897003735
（日本製） 豆判No.8

日本製

22051-03〔03A05〕
（0386082）
￥4,300（税込￥4,730）
本体：18-8ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

「急須一番」横手急須（大）茶こしアミ付 500cc

「急須一番」つる付急須 茶こしアミ付 500cc

製品サイズ（重量・容量）／約135×175×90mm
                    
（約262g・満水容量約500cc）深さ：60mm
箱サイズ／約135×165×75mm・箱込重量／約310g・梱包入数／24
JANコード／4938897003742（日本製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約140×105×140mm
                    
（約271g・満水容量約500cc）深さ：60mm
箱サイズ／約125×120×90mm・箱込重量／約320g・梱包入数／24
JANコード／4938897003759
（日本製） 豆判No.6

お湯がさめにくく、何度も注ぎ分けるハンドドリップに最適。雑味のない、高級感ある味わいを堪能できます。

日本製

22051-04〔03A05〕
（0402071）
￥6,000（税込￥6,600）

日本製

22051-05〔03A05〕
（0402072）
￥6,000（税込￥6,600）

本体：銅、内面：錫メッキ、外面：クリア塗装、ハンドル：真鍮

本体：銅、内面：錫メッキ、外面：クリア塗装、ハンドル：真鍮

（4086）
「銅のコーヒードリッパー」槌目

（4246）
「銅のコーヒードリッパー」リブ

製品サイズ（重量）／約123×105×75ｍｍ（156g）
箱サイズ／約110×110×83ｍｍ・箱込重量／約217g・梱包入数／24
JANコード／4562208694086（日本製） 豆判No.6

製品サイズ（重量）／約123×105×75ｍｍ（156g）
箱サイズ／約110×110×83ｍｍ・箱込重量／約217g・梱包入数／24
JANコード／4562208694246（日本製） 豆判No.6

日本製

22051-06〔03A05〕
（0402073）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：銅、内面：錫メッキ、外面：クリア塗装、ハンドル：真鍮

（4222）
「銅のコーヒードリッパー
（大）」槌目

製品サイズ（重量）／約130×115×90ｍｍ（174g）
箱サイズ／約120×120×100ｍｍ・箱込重量／約248g・梱包入数／24
JANコード／4562208694222（日本製） 豆判No.6

●とても細かいステンレス製メッシュで出来てい
るフィルターいらずのコーヒードリッパー。

22051-07〔08A10〕
（0277001）
￥2,400（税込￥2,640）

22051-08〔08A10〕
（0277002）
￥2,700（税込￥2,970）

18-8ステンレス

18-8ステンレス・シリコーンゴム

（201599）
「ポポロ」コーヒードリッパー

（205398）
「cono」コーヒードリッパー 1〜2人用

製品サイズ（重量）／約132×108×82ｍｍ（164g）
箱サイズ／約125×115×90ｍｍ・箱込重量／約213g・梱包入数／48
JANコード／4521540215991（中国製） 豆判No.6

製品サイズ（重量）／約134×115×88ｍｍ（100g）
箱サイズ／約120×120×196ｍｍ・箱込重量／約147g・梱包入数／60
JANコード／4521540253986（中国製） A5判

●分割式ドリッパー、二重マグカップがセットになっ
たドリッパーセットです。いつでもどこでも本格的
なドリップコーヒーが楽しめます。

22051-09〔08A10〕
（0277003）
￥2,700（税込￥2,970）
耐熱ガラス・ステンレス・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ABS樹脂

（204102）
「レジェ」ティーポットS

製品サイズ（重量・容量）／約120×78×161ｍｍ（220g・380㎖）
箱サイズ／約110×90×180ｍｍ・箱込重量／約294g・梱包入数／24
JANコード／4521540241020（中国製） B6判

●コーヒーや紅茶、緑茶など楽しめるプレスメーカー。コーヒー豆の ●ティーリーフがガラス容器内で動きながら開いて抽出され
る。容量500 ㎖（100 ㎖刻みのメモリ付）。ホルダーからガラ
苦みや香りが多く含まれる（コーヒーオイル）まで抽出できる。紙
スポットの取り外しが簡単で洗いやすい。フィルターは分解
フィルターや布フィルターを使わないからひと味違う本格的な
して洗うことができる。
コーヒーが入れられるのもプレス式の特徴。

ガス火専用 食器洗浄器
対応

日本製

22051-10〔08A08〕
（0165073）
￥3,500（税込￥3,850）
二重マグカップ・マグカップ蓋兼用受け皿・ドリッパー・ドリッパー受台：18-8ステンレス

（PY-C006）二重マグカップ＆ドリッパーセット

製品サイズ（重量・容量）／マグカップ：約φ75×72ｍｍ（129g・200㎖）
    蓋兼用受け皿：約φ79×3ｍｍ（19.5g）
   ドリッパー：約φ90×50ｍｍ（30g）
   ドリッパー受台：約φ93×0.8ｍｍ（15g）
箱サイズ／約105×105×110ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／32
JANコード／4995969046885（日本製） 豆判No.4

日本製

22051-11〔98A00〕
（0649027）
￥3,000（税込￥3,300）
フタ・ホルダー：ポリプロピレン、フィルター：ステンレス鋼（SUS304)
シャフト：ステンレス鋼（SUS304)、ガラスポット：耐熱ガラス（熱湯用）

（PFP-30）プチ・プレジール フレンチプレス（カカオ）
製品サイズ（重量・容量）／約94×150×160ｍｍ（465g・750㎖）
箱サイズ／約145×110×200ｍｍ・箱込重量／約485g・梱包入数／24
JANコード／4978770299008（日本製） A5判

TABLE WARE（お茶・コーヒー用品）
軽くて割れにくいクリアティーポットに急須が仲間入り。持ちやすく注ぎやすい横手タイプ。
哺乳瓶にも使用される、イーストマントライタン採用、抜群の割れにくさと扱いやすさ。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22052-01〔98A00〕
（0014349）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー：18-8ステンレススチール

（TW-3737）クリアティーポット ステンレスメッシュ
急須タイプ

食器洗浄器
対応

日本製

日本製

22052-02〔98A00〕
（0014353）
￥1,000（税込￥1,100）

22052-03〔98A00〕
（0014355）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：飽和ポリエステル樹脂

本体・フタ：飽和ポリエステル樹脂、メッシュ枠：ポリプロピレン
メッシュ（30メッシュ）
：ポリエステル

（TW-3748）クリアティーポット 急須タイプ

（SI-5009）花茶ポット

製品サイズ（重量・容量）／約170×127×86mm（122g・260㎖）
箱サイズ／約166×124×60mm・箱込重量／約162g・梱包入数／48
JANコード／4954267157488（日本製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約170×127×86mm（108g・260㎖）
箱サイズ／約166×124×60mm・箱込重量／約148g・梱包入数／48
JANコード／4954267157372（日本製） B6判

●錆びにくく網目の細かい18-8
ステンレススチール製ストレー
ナー。

製品サイズ（重量・容量）／約108×150×125mm（135g・480㎖）
箱サイズ／約126×113×120mm・箱込重量／約192g・梱包入数／48
JANコード／4954267170098（日本製） 豆判No.6

●花茶用急須です。
食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

22052-04〔98A00〕
（0014356）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

日本製

22052-05〔98A00〕
（0014357）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー：18-8ステンレススチール

（TW-3738）クリアティーポットL ステンレスメッシュ
急須タイプ
製品サイズ（重量・容量）／約172×127×120mm（167g・480㎖）
箱サイズ／約162×127×95mm・箱込重量／約218g・梱包入数／48
JANコード／4954267157389（日本製） B6判

食器洗浄器
対応

ガラスのように透明で割れにくく、
丈夫で扱いやすいトライタン製です。
●花茶用ティーポットです。

●錆びにくく網目の細かい18-8
ステンレススチール製ストレー
ナー。

日本製

食器洗浄器
対応
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●軽くて割れにくいプラスチック製ティーポット。茶
葉の広がりやすい形状のストレーナー。三人分の
LLサイズです。

22052-06〔98A00〕
（0014358）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：飽和ポリエステル樹脂

本体・フタ：飽和ポリエステル樹脂、メッシュ枠：ポリプロピレン
メッシュ（30メッシュ）
：ポリエステル

（TW-3752）クリアティーポットL 急須タイプ

（SI-5010）花茶急須

製品サイズ（重量・容量）／約172×127×120mm
（189g・480㎖）
箱サイズ／約162×127×95mm・箱込重量／約240g・梱包入数／48
JANコード／4954267157525（日本製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約172×127×120mm（142g・480㎖）
箱サイズ／約162×127×95mm・箱込重量／約196g・梱包入数／48
JANコード／4954267170104（日本製） B6判

●ガラスのように透明な
のに、割れにくい。丈夫
なコーヒーサーバーが
できました。

食器洗浄器 電子レンジ
対応

ホワイト

日本製

22052-07〔98A00〕
（0014327）
￥1,500（税込￥1,650）
本体・蓋・ストレーナー：飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度110℃・耐冷温度−20℃）

（TW-3733）クリアティーポット LL  クリア

製品サイズ（重量・容量）／約119×168×135ｍｍ（260g・満水容量730㎖）
箱サイズ／約131×128×131ｍｍ・箱込重量／約323g・梱包入数／24
JANコード／4954267157334（日本製） 豆判No.4

●実用容量400 ㎖で約3杯分です。

ブラック

日本製

22052-08（TW-3725・ホワイト）
（0014308） JANコード／4954267157259
22052-09（TW-3727・ブラック）
（0014303） JANコード／4954267157273
￥1,500（税込￥1,650）
〔98A00〕
本体：飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度：110℃・耐冷温度：ー20℃）
フタ：ポリプロピレン（耐熱温度：140℃・耐冷温度：ー20℃）

コーヒーサーバー  ストロン750

製品サイズ（重量・容量）／約150×122×137ｍｍ（約204g・約850㎖）
箱サイズ／約140×127×142ｍｍ・箱込重量／約272g・梱包入数／24
（日本製） 豆判No.8

●注ぎやすい口。

●口径が広いので、
お手入れらくらく。

●われにくいプラスチック製コーヒーサーバーに
ペーパーレスドリッパーがプラス。水出しコーヒーも楽しめます。

フタ
食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

Eastman Tritan TM コポリエ ステル
は、卓越した強靱性、耐薬品性、耐
熱性、高透明性を備えた樹脂です。
BPA（ビスフェノールA）を含有せず
安全性も高いため、
乳児用品や医療
部品にも使用されています。

●簡易ドリッパーも
使用できます。

2WAY
ドリッパー

アタッチメント

計量スプーン

本体

日本製

計量スプーン
※本品はガラス製ではありません。

※本品はガラス製ではありません。

日本製

22052-10〔98A00〕
（0014382）
￥2,300（税込￥2,530）

22052-11〔98A00〕
（0014314）
￥2,500（税込￥2,750）

フタ：ポリプロピレン（耐熱温度140℃・耐冷温度−20℃）
2WAY ドリッパー枠：ポリプロピレン（耐熱温度110℃・耐冷温度−20℃）
本体・アタッチメント：飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度110℃・耐冷温度−20℃）
メッシュ：ポリエステル（225メッシュ）
（耐熱温度110℃・耐冷温度−20℃）
計量スプーン：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

フタ：ポリプロピレン（耐熱温度140℃・耐冷温度−20℃）
2WAY ドリッパー枠：ポリプロピレン（耐熱温度110℃・耐冷温度−20℃）
本体・アタッチメント：飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度110℃・耐冷温度−20℃）
メッシュ：ポリエステル（225メッシュ）
（耐熱温度110℃・耐冷温度−20℃）
計量スプーン：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

（TW-3757）コーヒーサーバーストロン400
2WAYドリッパーセット ブラック

製品サイズ（重量・容量）／約141×107×184ｍｍ（238g・満水容量470㎖）
箱サイズ／約142×109×190ｍｍ・箱込重量／約328g・梱包入数／24
JANコード／4954267157570（日本製） A5判

（TW-3728）コーヒーサーバーストロン750
2WAYドリッパーセット ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約150×122×217ｍｍ（279g・満水容量850㎖）
箱サイズ／約140×125×220ｍｍ・箱込重量／約387g・梱包入数／24
JANコード／4954267157280（日本製） 豆判No.8
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TABLE WARE（その他）

●ステンレスの素材感を生かしたシンプルでくせのないデザインです。温かいものも冷たいものも温度を長時間キープしてくれます。

22053-01〔05T07〕
（1001619）
￥2,000（税込￥2,200）

22053-02〔05T07〕
（1001620）
￥2,500（税込￥2,750）

本体／外面：ステンレス綱・内面：18-8ステンレス鋼、ハンドル・蓋：ポリプロピレン
パッキン：シリコーンゴム、口径約55mm、保温効力：46.4℃以上（10時間）

（RF-10）
「リフレ」
ステンレス卓上ポット0.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約145×106×145ｍｍ
   （約375g・500㎖・実容量約470㎖）
箱サイズ／約125×125×160ｍｍ・箱込重量／約465g・梱包入数／16
JANコード／4975192082935（中国製） A5判

22053-03〔05T07〕
（1001621）
￥3,000（税込￥3,300）

本体／外面：ステンレス綱・内面：18-8ステンレス鋼、ハンドル・蓋：ポリプロピレン
パッキン：シリコーンゴム、口径約55mm、保温効力：56.8℃以上（10時間）

本体／外面：ステンレス綱・内面：18-8ステンレス鋼、ハンドル・蓋：ポリプロピレン
パッキン：シリコーンゴム、口径約55mm、保温効力：59.1℃以上（10時間）

（RF-11）
「リフレ」ステンレス卓上ポット0.75ℓ

（RF-12）
「リフレ」ステンレス卓上ポット1.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約145×106×185ｍｍ
   
（約445g・750㎖・実容量約720㎖）
箱サイズ／約125×125×205ｍｍ・箱込重量／約540g・梱包入数／12
JANコード／4975192082942（中国製） B5判

製品サイズ（重量・容量）／約106×145×220ｍｍ
   
（約515g・1,000㎖・実容量約960㎖）
箱サイズ／約125×125×235ｍｍ・箱込重量／約625g・梱包入数／12
JANコード／4975192082959（中国製） 本中判

●コーヒーはもちろん、だしを取るのにも便利。熱湯を注ぐだけ、ザルも布も不要で簡単です。

1〜2人用

22053-04〔08A10〕
（0277004）
￥1,200（税込￥1,320）
18-8ステンレス・ポリエステル

（205390）
ステンレスメッシュ
ドリッパー台形 1〜2人用

製品サイズ（重量）／約135×83ｍｍ（8g）
箱サイズ／約105×10×128ｍｍ・箱込重量／約28g
梱包入数／240
JANコード／4521540253900（中国製） 豆判No.4

2〜4人用

22053-05〔08A10〕
（0277005）
￥1,400（税込￥1,540）
18-8ステンレス・ポリエステル

（205391）ステンレスメッシュ
ドリッパー台形 2〜4人用

製品サイズ（重量）／約153×100ｍｍ（10g）
箱サイズ／約125×10×147ｍｍ・箱込重量／約34g
梱包入数／240
JANコード／4521540253917（中国製） 豆判No.5

4〜6人用

6〜8人用

22053-06〔08A10〕
（0277006）
￥1,700（税込￥1,870）

22053-07〔08A10〕
（0277007）
￥2,000（税込￥2,200）

18-8ステンレス・ポリエステル

18-8ステンレス・ポリエステル

（205392）ステンレスメッシュ
ドリッパー台形 4〜6人用

（205393）ステンレスメッシュ
ドリッパー台形 6〜8人用

製品サイズ（重量）／約187×120ｍｍ（15g）
箱サイズ／約155×10×177ｍｍ・箱込重量／約47g
梱包入数／240
JANコード／4521540253924（中国製） B6判

製品サイズ（重量）／約200×130ｍｍ（16g）
箱サイズ／約155×10×177ｍｍ・箱込重量／約48g
梱包入数／240
JANコード／4521540253931（中国製） B6判

●ウィスキーボトルは大人を魅了するおしゃれツール。アルコール濃度の高い蒸留酒を入れるための携帯用水筒。
おしゃれで便利なアイテムとして愛用者急増中！アウトドアでも！

22053-08〔08A10〕
（0277008）
￥2,700（税込￥2,970）

22053-09〔08A10〕
（0277009）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：18-8ステンレス・シリコーンゴム、ジョーゴ：ポリプロピレン

本体：18-8ステンレス・シリコーンゴム、ジョーゴ：ポリプロピレン

（201192）
「バッカス」ウィスキーボトル100㎖

製品サイズ（重量・容量）／本体：約70×22×105ｍｍ（95g・100㎖）
   ジョーゴ：約27×27×28ｍｍ
箱サイズ／約85×37×125ｍｍ・箱込重量／約157g・梱包入数／72
JANコード／4521540211924（中国製） 豆判No.4

（201193）
「バッカス」ウィスキーボトル170㎖

●ドリンクサーバーに高さを持たせて注ぐのがラクになりま
す。数台あってもスタッキングできて収納場所を取りません。
※基本的にはドリンクサーバー6 ℓにぴったりのサイズ。

製品サイズ（重量・容量）／本体：約97×27×114ｍｍ（132g・170㎖）
   ジョーゴ：約27×27×28ｍｍ
箱サイズ／約110×42×145ｍｍ・箱込重量／約214g・梱包入数／72
JANコード／4521540211931（中国製） 豆判No.5

22053-10〔08A10〕
（0277010）
￥3,200（税込￥3,520）
本体：18-8ステンレス・シリコーンゴム、ジョーゴ：ポリプロピレン

（201194）
「バッカス」ウィスキーボトル200㎖

製品サイズ（重量・容量）／本体：約97×27×127ｍｍ（147g・200㎖）
   ジョーゴ：約27×27×28ｍｍ
箱サイズ／約110×42×145ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／90
JANコード／4521540211948（中国製） 豆判No.5

●ガラス製なのでアルコール度数が高いドリンクでも使用可能。フタは密閉でき移動も安心です。
コックをひねるだけで簡単に注げます。コックは取り外して洗う事も可能です。

日本製

3ℓ

22053-11〔08A10〕
（0277011）
￥2,200（税込￥2,420）
スチール（クロムメッキ）

（204804）ドリンクサーバースタンド

製品サイズ（重量）／約248×248×173ｍｍ（422g）
袋入
・梱包入数／18
JANコード／4521540248043（日本製） 対応不可

22053-12〔08A10〕
（0277014）
￥2,700（税込￥2,970）
ガラス・シリコーンゴム・ABS樹脂クロムメッキ・
ABS樹脂・ステンレス

（204909）ドリンクサーバー3ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約210×148×255ｍｍ
（1,687g・3,450㎖）
箱サイズ／約160×150×258ｍｍ・箱込重量／約1,815g
梱包入数／6
JANコード／4521540249095（中国製） A3判

6ℓ

22053-13〔08A10〕
（0277015）
￥5,800（税込￥6,380）
ガラス・シリコーンゴム・ABS樹脂クロムメッキ・
ポリプロピレン・ステンレス

（204704）ドリンクサーバー6ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約252×200×320ｍｍ
（3,136g・6,350㎖）
箱サイズ／約245×245×375ｍｍ・箱込重量／約3,467g
梱包入数／2
JANコード／4521540247046（中国製） 中杉判

TABLE WARE（その他）
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パーティーで大活躍！
カラフルなプラスチック製シャンパングラス。
割れにくいシャンパングラス5 客をコンパクトに収納。
差し込むだけでOK！ お部屋の
組立て簡単。
インテリアにも

溶け込む
おしゃれな
デザイン。
ボトル

グラス

22054-01〔98A00〕
（0014251）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

ボトル：アクリル樹脂（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
グラス：飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度100℃・耐冷温度−20℃）

（TW-3712）Glass Five（グラスファイブ）

専用ケースにコンパクトに収納

製品サイズ（重量・容量）／収納時サイズ：89×89×295ｍｍ（397g）
    グラス：φ65×152ｍｍ（40g・170㎖）
箱サイズ／約92×92×301ｍｍ・箱込重量／約472g・梱包入数／25
JANコード／4954267157129（日本製） B4判

●冷たさをキープする
ワイン愛好家の
必需品。

●冷たさをキープする
ワイン愛好家の
必需品。

22054-02〔08A10〕
（0277016）
￥1,400（税込￥1,540）

22054-03〔08A10〕
（0277021）
￥2,000（税込￥2,200）

アクリル樹脂

アクリル樹脂

（200292）アクリル ワインクーラーS

（200293）アクリル ワインクーラーL

製品サイズ（重量）／約180×165×155ｍｍ（213g）
袋入
・梱包入数／32
JANコード／4521540202922（台湾製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約225×210×210ｍｍ（423g）
袋入
・梱包入数／12
JANコード／4521540202939（台湾製） 対応不可

22054-04〔08A10〕
（0277022）
￥2,500（税込￥2,750）
メタクリルスチレン

（204901）ビバグランド ワインクーラー
製品サイズ（重量）／約250×203×203ｍｍ（590g）
袋入
・梱包入数／6
JANコード／4521540249019（台湾製） 対応不可

●流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。ハイグレードポリカーボネイトは一般的なプラス
チック製品の製品工程とは違い、特殊研磨を含め多くの工程を経て製造されるため、透明度・輝き・ ●流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を
硬度のあるグラスを実現しています。壊れにくく割れにくいから安心・安全です。耐熱耐冷タンブ
演出。
ラーなのでアイスからホットまで安心してご使用できます。

●伝統の釉薬で現代のライフスタイルに合うよ
うに手造りした器。今までにない色、ターコイ
ズブルーで仕上げました。

食器洗浄器
対応

日本製

22054-05〔03A05〕
（0140041）
￥6,000（税込￥6,600）
ハイグレードポリカーボネイト、耐熱温度：−30℃〜110℃

（S032）ヴォーグウォーターゴブレット2pc
製品サイズ（重量・容量）／約φ75×133ｍｍ
   
（170g・260㎖）
箱サイズ／約165×85×140ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4560433025538（中国製） 豆判No.5

●スタイリッシュで優雅、現代的なステムウェア
シリーズ

食器洗浄器
対応

●多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンク
をより高級に魅せます。

食器洗浄器
対応

22054-08〔03A05〕
（0140043）
￥3,000（税込￥3,300）

ハイグレードポリカーボネイト、耐熱温度：−30℃〜110℃

ハイグレードポリカーボネイト、耐熱温度：−30℃〜110℃

（S037）コンテンポラリーホワイトワイン2pc （S154）ダイヤモンドロックタンブラー1pc
製品サイズ（重量・容量）／約φ66×175ｍｍ
   
（167g・225㎖）
箱サイズ／約155×80×182ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4560433025545（中国製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約φ77×86ｍｍ
   
（140g・255㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約305g
梱包入数／36
JANコード／4560433025514（中国製） 豆判No.4

アイスペール：陶器（信楽焼）、ツル・トング：ステンレススチール

（TKB-001）信楽焼 ターコイズブルー
アイスペール トング付

製品サイズ（重量・容量）／
アイスペール：約φ130×123ｍｍ（550g・700㎖）
トング：長さ150mm
箱サイズ／約170×143×172ｍｍ・箱込重量／約840g
梱包入数／16
JANコード／4560433020144（日本製） B6判

●眩しい太陽光のように光り輝き、持ちやすい
丸いシルエット。

食器洗浄器
対応

斜めにも立ちます。

22054-07〔03A05〕
（0140042）
￥6,000（税込￥6,600）

22054-06〔05A07〕
（0140015）
￥5,000（税込￥5,500）

22054-09〔03A05〕
（0140044）
￥7,000（税込￥7,700）
ハイグレードポリカーボネイト、耐熱温度：−30℃〜110℃

（S141P）サンシャインロックタンブラー2pc
製品サイズ（重量・容量）／約φ66×99ｍｍ
   
（183g・235㎖）
箱サイズ／約160×80×105ｍｍ・箱込重量／約415g
梱包入数／24
JANコード／4560433025507（中国製） 豆判No.5

日本製

22054-10〔05A07〕
（0140016）
￥10,000（税込￥11,000）
アイスペール・デキャンター：陶器（信楽焼）
ツル・トング：ステンレススチール

（TKB-002）信楽焼 ターコイズブルー
アイスペール＆デキャンターセット トング付
製品サイズ（重量・容量）／
アイスペール：約φ130×123ｍｍ（550g・700㎖）
トング：長さ150mm
デキャンター：約105×95×140ｍｍ（340g・400㎖）
箱サイズ／約265×150×165ｍｍ・箱込重量／約1,380g
梱包入数／8
JANコード／4560433020151（日本製） A4判
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COOKING WARE（ステンレス鍋）
●15年間保証。
7 層構造。

●15年間保証。
7 層構造。

22055-01〔20A20〕
（0180026）
￥7,000（税込￥7,700）

22055-02〔20A20〕
（0180027）
￥8,000（税込￥8,800）

保
食器洗浄器
対応

保証書

本体：全面7層構造（2.4ｍｍ）、ハンドル：18-8ステンレス

ジオ・プロダクトのスーパーバ
イザ−として、私が第一に要望
したことは「美しさ」だ。
小細工はいらない。
ムダがなく、機能の必然から生まれたものは
美しく、そして世代を超えた価値をもち続け
るだろう。匠の心が注ぎ込まれた傑作と言っ
てもいい。また、ジャンルのない家庭料理の
世界では、その性能が自在でなければなら
ない。このこだわりに応えてくれるジオ・プ
ロダクトを、
私は自信をもっておすすめする。

（GEO-18YH）
「ジオ・プロダクト」行平鍋18cm
クッキングレシピ付

製品サイズ（重量・容量）／約347×200×99ｍｍ（680g・1,500㎖）
箱サイズ／約347×198×90ｍｍ・箱込重量／約970g・梱包入数／12
JANコード／4953794016121（日本製） A3判

本体：全面7層構造（3.0ｍｍ）、ハンドル：18-8ステンレス

（GEO-15EP）
「ジオ・プロダクト」玉子焼
クッキングレシピ付

製品サイズ（重量）／約377×200×34ｍｍ（710g）
箱サイズ／約328×174×56ｍｍ・箱込重量／約940g・梱包入数／12
JANコード／4953794016220（日本製） A3判

●15年間保証。
7 層構造。

●15年間保証。
7 層構造。

22055-03〔20A20〕
（0180019）
￥8,000（税込￥8,800）

22055-04〔20A20〕
（0180022）
￥10,000（税込￥11,000）

「ジオ・プロダクト」スーパーバイザ−
服部栄養専門学校 校長／医学博士  服部幸應

■ 15年間保証という自信

15年間の長期保証は、製品に対する自信の表れです。またメンテナンスや修理なども、
国産メーカーという利点を生かして素早く丁寧に対応します。

■ 熱がムラなく伝わる全面7層構造

本体：全面7層構造（2.4ｍｍ）、フタ・ハンドル・ツマミ：18-8ステンレス

（GEO-16N）
「ジオ・プロダクト」片手鍋16cm
クッキングレシピ付

製品サイズ（重量・容量）／約395×178×120ｍｍ（1,080g・1,500㎖）
箱サイズ／約395×183×100ｍｍ・箱込重量／約1,400g・梱包入数／8
JANコード／4953794016008（日本製） A3判

本体：全面7層構造（2.4ｍｍ）、フタ・ハンドル・ツマミ：18-8ステンレス

（GEO-20T）
「ジオ・プロダクト」両手鍋20cm
クッキングレシピ付

製品サイズ（重量・容量）／約302×218×130ｍｍ（1,410g・2,700㎖）
箱サイズ／約314×226×120ｍｍ・箱込重量／約1,750g・梱包入数／8
JANコード／4953794016046（日本製） みの判

●15年間保証。
7 層構造。

●15年間保証。
7 層構造。

22055-05〔20A20〕
（0675058）
￥14,000（税込￥15,400）

22055-06〔20A20〕
（0180024）
￥15,000（税込￥16,500）

少しの火力・短い時間で調理でき、ガス（電気）代の節約にもなると好評です。
また保温性が良いため余熱調理もできます。

〈ウォーターシール〉
本体とフタの間にできる
水の膜が鍋を密閉して定
温・定圧を保ち、
無水調理・
余熱調理を実現します。
※ケトル除く。

■ オール熱源対応（200V機器にも対応）

ガス

ハロゲン シーズ
ヒーター ヒーター

電磁
調理器

オーブン

本体：全面7層構造（2.4mm）、フタ・ハンドル・ツマミ：18-8ステンレス

（GEO-22PF）
「ジオ・プロダクト」ポトフ鍋22cm

（IH ヒーター）

●鍋ごとオーブンに入れられます。

■ あなたにとって使いやすく、お手入れしやすい設計。
●使いやすいハンドル。
●注ぎやすいフチ。
●洗いやすいフォルム。

クッキングレシピ付

製品サイズ（重量・容量）／約324×238×185ｍｍ（1,920g・5,000㎖）
箱サイズ／約324×244×164ｍｍ・箱込重量／約2,340g・梱包入数／6
JANコード／4953794016206（日本製） A3判

本体：全面7層構造（3.0ｍｍ）、フタ・ハンドル・ツマミ：18-8ステンレス

（GEO-25ST）
「ジオ・プロダクト」ソテーパン25cm
クッキングレシピ付

製品サイズ（重量・容量）／約508×268×100ｍｍ（1,920g・2,500㎖）
箱サイズ／約506×273×84ｍｍ・箱込重量／約2,380g・梱包入数／6
JANコード／4953794016107（日本製） 大杉判

●15年間保証。
7 層構造。

●15年間保証。
7 層構造。

22055-08〔20A20〕
（0675007）
￥16,000（税込￥17,600）

22055-09〔20A20〕
（0675008）
￥20,000（税込￥22,000）

●お手入れ簡単、広口タイプ。
注ぎやすい烏口。
ガスはもちろん I Hにも対応。

22055-07〔20A20〕
（0675029）
￥10,000（税込￥11,000）
本体：18-10ステンレス、底面：有磁性ステンレス

（GEO-25K）
「ジオ・プロダクト」ケトル2.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約192×215×242ｍｍ（960g・2,500㎖）
箱サイズ／約195×195×260ｍｍ・箱込重量／約1,260g・梱包入数／8
JANコード／4953794016442（日本製） B5判

本体：全面7層構造（2.4ｍｍ）、フタ・ハンドル・ツマミ・蒸し器：18-8ステンレス

（GEO-25M）
「ジオ・プロダクト」蒸し器付鍋25cm
クッキングレシピ付

製品サイズ（重量・容量）／浅型両手鍋25cm：約345×268×125ｍｍ
（1,780g・3,400㎖）
蒸し器25cm：約345×268×132ｍｍ（1,050g）
箱サイズ／約345×273×187ｍｍ・箱込重量／約3,360g・梱包入数／4
JANコード／4953794016084（日本製） A3判

本体：全面7層構造（2.4ｍｍ）、フタ・ハンドル・ツマミ・中子：18-8ステンレス

（GEO-21P）
「ジオ・プロダクト」パスタポット21cm
クッキングレシピ付

製品サイズ（重量・容量）／深型両手鍋21cm：約310×228×240ｍｍ
（2,150g・6,800㎖）
パスタ用中子：約310×228×243ｍｍ（790g）
箱サイズ／約320×236×284ｍｍ・箱込重量／約3,300g・梱包入数／4
JANコード／4953794016091（日本製） A3判

COOKING WARE（ステンレス鍋）
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つくる楽しさ、味わう喜びがさらに広がる、時には愛着の一品をつくってみましょう。
いいもの、確かなもので永いおつきあい…。

100・200V

100・200V

保
保証書

電磁調理器にも使え、きれいに
安全に料理を楽しめます。

有磁性ステンレス

全面鉄芯三層鋼

IH

熱の伝わりが良く、保温性に優れた
全面三層鋼を採用しています。

対応
素材

安心の 年間保証。
アフターサービスも万全です。

年間の保証付きですが、
保証期間の過
ぎたものでも部品交換可能です。

電磁調理器（ ヒーター）に使える鍋は素材と ● 万一、
取っ手やツマミが壊れた場合も交
●全面鉄芯三層鋼
換部品を充分に取り揃えております。
底の形や直径で決まります。
ス テ ン レ ス で 鉄 を 挟 ん だ 全 面 三 層 鋼 は、
ま た、鍋 のコゲが 落 ち ないという よ う
※詳しくは ヒーターの取扱説明書をよくお読みください。
な場合にも、
実費にて修理いたします。
鉄 の 優 れ た 熱 伝 導 性 に よ り、 熱 が ム ラ な
「いいもの、確かなもので永いおつきあい」
これがお客さまへの最高のサービスと考
えています。

く 伝 わ っ て、 煮 込 み 料 理 に 最 適 で す。 さ

らに保温性の高いステンレスのおかげで

※

オブジェ製品についての修理のご相談や
ご 依 頼 は お 買 い 上 げ の 販 売 店、又 は 弊 社
までお申し出ください。

5

料理が冷めにくいのもうれしいことです。

1
2

有 磁 性 ス テ ン レ ス、全 面 鉄 芯 三 層 鋼 を 使 用 し
た製品はガスはもちろん電気熱源にも対応し
ます。

8

※ 注 全面三層鋼

鍋本体の全面（側面から底面まで
すべて）が、
ステンレスの間に鉄を
サンド し た 三 層 構 造 の 材 質 で あ
ること。
※ 電 磁 調 理 器で使 用する場 合は、
底の直 径
㎝以上
で鍋底ができる限り平らな製品をお使いください。
※ 最 近 の 電 磁 調 理 器 はほ とん ど
ー ステンレス
でも使 用 可 能ですが、
熱 効 率が落ちることからあま
りおすすめしておりません。
1
8

IH

22056-01〔20A20〕
（0180012）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：全面3層鋼（1.0mm）、フタ：18-8ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（OJ-1）
「オブジェ」ミルクパン12cm

製品サイズ（重量・容量）／約264×130×130ｍｍ（550g・900㎖）
箱サイズ／約260×133×97ｍｍ・箱込重量／約680g・梱包入数／12
JANコード／4953794000014
（日本製） 半紙判

100・200V

22056-03〔20A20〕
（0180015）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：全面3層鋼（1.0mm）、フタ：18-8ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（OJ-4）
「オブジェ」ソースパン18cm

製品サイズ（重量・容量）／約350×188×163ｍｍ（940g・2,200㎖）
箱サイズ／約334×192×119ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／12
JANコード／4953794000045
（日本製） みの判

100・200V

本体：18-8ステンレス、底面：有磁性ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（OJ-46）
「オブジェ」デンチョーケトル2.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約218×178×220ｍｍ（760g・2,000㎖）
箱サイズ／約215×210×130ｍｍ・箱込重量／約960g・梱包入数／12
JANコード／4953794000656（日本製） B5判

本体：全面3層鋼（1.0mm）、フタ：18-8ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（OJ-2）
「オブジェ」ソースパン14cm

製品サイズ（重量・容量）／約310×149×132ｍｍ（660g・1,200㎖）
箱サイズ／約307×152×102ｍｍ・箱込重量／約840g・梱包入数／12
JANコード／4953794000021（日本製） B4判

100・200V

22056-04〔20A20〕
（0180016）
￥6,000（税込￥6,600）
本体：全面3層鋼（1.0mm）、フタ：18-8ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（OJ-6）
「オブジェ」ソースポット20cm

製品サイズ（重量・容量）／約295×206×170ｍｍ（1,090g・3,000㎖）
箱サイズ／約267×208×118ｍｍ・箱込重量／約1,260g・梱包入数／12
JANコード／4953794000069（日本製） 半紙判

100・200V

5

22056-05〔20A20〕
（0675011）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：全面3層鋼（1.0mm）、フタ：18-8ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（OJ-7）
「オブジェ」シチューポット22cm

製品サイズ（重量・容量）／約325×225×222ｍｍ（1,440g・5,400㎖）
箱サイズ／約285×227×178ｍｍ・箱込重量／約1,740g・梱包入数／6
JANコード／4953794000090（日本製） B4判

100・200V

22056-07〔20A20〕
（0180018）
￥5,000（税込￥5,500）

22056-02〔20A20〕
（0180013）
￥4,000（税込￥4,400）

22056-06〔20A20〕
（0675012）
￥10,000（税込￥11,000）
本体：全面3層鋼（1.0mm）、フタ：18-8ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（OJ-40）
「オブジェ」ジャンボ両手鍋28cm

製品サイズ（重量・容量）／約398×292×214ｍｍ（2,190g・8,200㎖）
箱サイズ／約294×330×158ｍｍ・箱込重量／約2,420g・梱包入数／6
JANコード／4953794000557（日本製） みの判

100・200V

22056-08〔20A20〕
（0675015）
￥10,000（税込￥11,000）
本体・フタ：18-8ステンレス、中子：18-8ステンレス、パスタトング：天然木

（OJ-59）
「オブジェ」パスタポット4.6ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約278×178×220ｍｍ（1,280g・4,600㎖）
箱サイズ／約217×253×192ｍｍ・箱込重量／約1,640g・梱包入数／6
JANコード／4953794001325（日本製） A4判

22056-09〔20A20〕
（0675014）
￥8,000（税込￥8,800）
本体：有磁性ステンレス、フタ：18-8ステンレス

（OJ-48）
「オブジェ」しゃぶしゃぶ鍋25cm

製品サイズ（重量・容量）／約268×255×135ｍｍ（1,420g・2,500㎖）
箱サイズ／約260×263×142ｍｍ・箱込重量／約1,680g・梱包入数／6
JANコード／4953794001219（日本製） A4判
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COOKING WARE（ステンレス鍋）
鍋本体は熱がムラなく伝わる全面3層鋼。丈夫で耐久性に優れたステンレス製。
ガスはもちろんIHにも効率よく使えます。
安心と信頼の日本製。

100・200V

100・200V

品質表示

鍋本体：鉄芯3層鋼（1.0mm）
ケトル：18-8ステンレス（0.9mm）
蓋：ステンレス
ハンドル・つまみ：フェノール樹脂
お玉：ステンレス

日本製

製品サイズ（重量・容量）

● 片手鍋16cm：約344×182×135mm
（840g・1,700㎖）深さ：79mm

● 片手鍋18cm：約362×202×148mm
（1,010g・2,400㎖）
深さ：89mm
● 両手鍋20cm：約335×223×164mm
（1,250g・3,200㎖）
深さ：98mm
● ケトル2.5ℓ
：約222×157×245mm（840g・2,500㎖）
● お玉：約265×93mm
（90g）

日本製

22057-01〔10A10〕
（0675059）
￥3,000（税込￥3,300）

22057-02〔10A10〕
（0675060）
￥3,500（税込￥3,850）

（MJ-16N）
「ミヤコ・ジャパン」片手鍋16cm

（MJ-18N）
「ミヤコ・ジャパン」片手鍋18cm

箱サイズ／約355×210×94mm・箱込重量／約1,160g・梱包入数／12
JANコード／4953794025390（日本製） A3判

箱サイズ／約338×189×84mm・箱込重量／約980g・梱包入数／12
JANコード／4953794025376（日本製） A3判

●丈夫で耐久性・保温性に優れた、
18-8 ステンレス製。
広口タイプで 使いやすい。

●全面鉄芯三層鋼

ス テ ン レ ス で 鉄 を 挟 ん だ 全 面 三 層 鋼 は、
鉄 の 優 れ た 熱 伝 導 性 に よ り、 熱 が ム ラ な
く 伝 わ っ て、 煮 込 み 料 理 に 最 適 で す。 さ
らに保温性の高いステンレスのおかげで
料理が冷めにくいのもうれしいことです。

※ 注 全面三層鋼

鍋 本 体の全 面（ 側 面 から 底 面 ま
ですべて ）が、
ステンレスの 間 に
鉄 をサンドした三 層 構 造の材質
であること。

100・200V

100・200V

日本製

日本製

22057-03〔10A10〕
（0675061）
￥4,000（税込￥4,400）

22057-04〔10A10〕
（0675062）
￥5,000（税込￥5,500）

（MJ-20T）
「ミヤコ・ジャパン」両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×223×164mm
（1,250g・3,200㎖）深さ：98mm
箱サイズ／約299×229×104mm・箱込重量／約1,400g・梱包入数／12
JANコード／4953794025307（日本製） みの判

100・200V

日本製

22057-05〔10A10〕
（0675063）
￥8,000（税込￥8,800）

（MJ-80G）
「ミヤコ・ジャパン」鍋2点セット
片手鍋16cm・両手鍋20cm・お玉：各1

100・200V

箱サイズ／約360×228×151mm・箱込重量／約2,400g・梱包入数／6
JANコード／4953794025345（日本製） 中杉判

（MJ-25K）
「ミヤコ・ジャパン」ケトル2.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約222×157×245mm（840g・2,500㎖）
箱サイズ／約210×205×136mm・箱込重量／約970g・梱包入数／12
JANコード／4953794025420（日本製） 本中判

100・200V

日本製

日本製

22057-06〔10A10〕
（0675064）
￥10,000（税込￥11,000）

22057-07〔10A10〕
（0675065）
￥15,000（税込￥16,500）

（MJ-100G）
「ミヤコ・ジャパン」鍋3点セット

（MJ-150G）
「ミヤコ・ジャパン」鍋4点セット

片手鍋16cm・片手鍋18cm・両手鍋20cm：各1

片手鍋16cm・片手鍋18cm・両手鍋20cm・ケトル2.5ℓ：各1

箱サイズ／約380×228×206mm・箱込重量／約3,450g・梱包入数／6
JANコード／4953794025352（日本製） 中杉判

箱サイズ／約455×228×206mm・箱込重量／約4,320g・梱包入数／4
JANコード／4953794025369（日本製） 中杉判

●毎日料理する人の使い勝手と快適なキッチンライフを考えた十の
得が詰まった調理道具。着脱ハンドルと入れ子式本体で収納性抜
群。ガスはもちろん I H にも効率よく使用できます。

100・200V

22057-08〔20A20〕
（0675079）
￥25,000（税込￥27,500）
本体：全面アルミ芯3層構造（2.0mm）、兼用蓋：18-8ステンレス
つまみ：フェノール樹脂、片手ハンドル：フェノール樹脂・シリコーンゴム

（JN-ST-1）十得鍋 セットアイテム

ソースパン16cm・ソースパン18cm・ソースパン20cm・兼用蓋
片手ハンドル：各1

日本製

製品サイズ（重量・容量）／ソースパン16cm：約180×230×80mm
（610g・1,600㎖）深さ：80mm
  
    ソースパン18cm：約200×250×90mm
（790g・2,300㎖）深さ：90mm
   
    ソースパン20cm：約220×270×100mm
（950g・3,100㎖）深さ：100mm
   
    兼用蓋：約220×220×47mm（460g）
    片手ハンドル：約205×53×43mm
（240g）
箱サイズ／約244×244×280mm・箱込重量／約3,200g・梱包入数／4
JANコード／4953794021279（日本製） 半紙判

COOKING WARE（ステンレス鍋）
本体は18-8ステンレス製でお手入れ簡単。
アールのかかったボディーラインが優美な
ステンレス鍋シリーズ。
“ソフィア Sofia”
持ちやすいハート型のツマミがキュートです。

58

品質表示

本体：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）
はり底：アルミニウム合金
ステンレス鋼（クロム18％）
（ 底の厚さ3.4mm）
フタ：強化ガラス、取手・ツマミ：フェノール樹脂

製品サイズ（重量・容量）

● 片手鍋16cm：約362×170×158mm
（約890g・約1,800㎖）

深さ：84mm

● 片手鍋18cm：約388×190×163mm
（約1,070g・約2,300㎖）

深さ：88mm

● 両手鍋20cm：約360×208×187mm
（約1,370g・約3,500㎖）

深さ：110mm

● 両手鍋24cm：約407×250×165mm
（約1,755g・約3,800㎖）

深さ：85mm

22058-01〔03T05〕
（1001767）
￥2,500（税込￥2,750）

（MC-261）
「マリ・クレール」“ソフィア Sofia”
IH対応片手鍋16cm

箱サイズ／約365×175×135mm・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4975192085370（中国製） 中杉判

22058-02〔03T05〕
（1001768）
￥3,000（税込￥3,300）

（MC-262）
「マリ・クレール」“ソフィア Sofia”
IH対応片手鍋18cm

箱サイズ／約388×195×130mm・箱込重量／約1,300g・梱包入数／9
JANコード／4975192085387（中国製） 中杉判

22058-03〔03T05〕
（1001769）
￥3,500（税込￥3,850）

（MC-263）
「マリ・クレール」“ソフィア Sofia”
IH対応両手鍋20cm

箱サイズ／約348×215×142mm・箱込重量／約1,600g・梱包入数／8
JANコード／4975192085394（中国製） A3判

22058-05〔03T05〕
（1003870）
￥8,000（税込￥8,800）

（MC-266）
「マリ・クレール」“ソフィア Sofia”
IH対応ステンレス鍋2点セット
（ツール付）
片手鍋18cm・両手鍋24cm・お玉・穴明きお玉：各1

22058-04〔03T05〕
（1001770）
￥4,000（税込￥4,400）

箱サイズ／約400×265×265mm・箱込重量／約3,900g・梱包入数／4
JANコード／4975192085844（中国・日本製） 中杉判

（MC-264）
「マリ・クレール」“ソフィア Sofia”
IH対応両手鍋24cm

箱サイズ／約386×255×122mm・箱込重量／約2,100g・梱包入数／6
JANコード／4975192085400（中国製） 中杉判

22058-06〔03T05〕
（1003853）
￥10,000（税込￥11,000）

（MC-260）
「マリ・クレール」“ソフィア Sofia”
IH対応ステンレス鍋3点セット

片手鍋16cm・片手鍋18cm・両手鍋20cm・お玉・穴明きお玉：各1

箱サイズ／約400×230×425mm・箱込重量／約4,500g・梱包入数／3
JANコード／4975192085417（中国・日本製） 中杉判
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COOKING WARE（ステンレス鍋）
毎日のお料理で扱いやすいステンレス製のキッチンウェアです。調理中の様子が見える
ガラス蓋を採用しており、ステンレス製なのでお手入れしやすく、清潔にご使用いただけます。

22059-01〔08T08〕
（1001318）
￥3,000（税込￥3,300）

（LB-171）
「落合 務」IH200V対応片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約325×175×140ｍｍ
   
（約758g・満水容量約1,600㎖）深さ：約85mm
箱サイズ／約335×185×105ｍｍ・箱込重量／約920g・梱包入数／12
JANコード／4975192078037（中国製） A3判

22059-02〔08T08〕
（1001319）
￥3,500（税込￥3,850）

（LB-172）
「落合 務」IH200V対応片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約345×195×150ｍｍ
   
（約930g・満水容量約2,200㎖）深さ：約95mm
箱サイズ／約355×200×115ｍｍ・箱込重量／約1,130g・梱包入数／12
JANコード／4975192078044（中国製） 中杉判

25059-03〔08T08〕
（1003539）
￥10,000（税込￥11,000）

（LB-176）
「落合 務」IH200V対応
ステンレス鍋3点セット

製品サイズ（重量・容量）／
片手鍋16cm：約325×175×140ｍｍ
（約758g・満水容量約1,600㎖）
深さ：約85mm
片手鍋18cm：約345×195×150ｍｍ
（約930g・満水容量約2,200㎖）
深さ：約95mm
両手鍋20cm：約295×215×160ｍｍ
（約1,111g・満水容量約2,800㎖）
深さ：約100mm
箱サイズ／約360×230×355ｍｍ
箱込重量／約3,750g・梱包入数／4
JANコード／4975192078082
（中国製） 中杉判

品質表示

片手鍋・両手鍋／本体：ステンレス鋼（クロム18％）
底部三層構造：ステンレス鋼（クロム18％）
アルミニウム
ステンレス鋼（クロム18％）
底の厚さ2.8mm（はり底を含む）
ハンドル：ステンレス鋼
フライパン／本体：ステンレス鋼（クロム18％）
底部三層構造：ステンレス鋼（クロム18％）
アルミニウム
ステンレス鋼（クロム18％）
底の厚さ2.8mm（はり底を含む）
内面：ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル：ステンレス鋼
フタ／強化ガラス、耐熱温度：120℃、ツマミ・ワク：ステンレス鋼
パッキン：シリコーンゴム

22059-04〔08T08〕
（1001320）
￥4,000（税込￥4,400）

（LB-173）
「落合 務」IH200V対応両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約295×215×160ｍｍ
   
（約1,111g・満水容量約2,800㎖）深さ：約100mm
箱サイズ／約265×225×125ｍｍ・箱込重量／約1,300g・梱包入数／8
JANコード／4975192078051（中国製） 半紙判

22059-05〔08T08〕
（1001321）
￥5,000（税込￥5,500）

（LB-174）
「落合 務」IH200V対応両手鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×255×185ｍｍ
   
（約1,570g・満水容量約5,300㎖）深さ：約125mm
箱サイズ／約285×265×150ｍｍ・箱込重量／約1,820g・梱包入数／6
JANコード／4975192078068（中国製） B4判

22059-06〔08T08〕
（1001322）
￥5,000（税込￥5,500）

（LB-175）
「落合 務」IH200V対応フライパン24cm

製品サイズ（重量）／約435×250×115ｍｍ（約1,213g）深さ：約50mm
箱サイズ／約430×262×90ｍｍ・箱込重量／約1,470g・梱包入数／8
JANコード／4975192078075
（中国製） 中杉判

●パスタや野菜が茹でやすい！ストレーナー付で湯切がラクラク！深型鍋＆飲茶や温野菜を作る
のにも重宝するスチーマーが付属！重ねて収納出来るのでキッチンスペースをスッキリ収納！！

22059-07〔08T08〕
（1001439）
￥10,000（税込￥11,000）
鍋本体：18-8ステンレス鋼、底：アルミニウム合金＋ステンレス鋼、底の厚さ：約2.8mm
中カゴ・スチーマー：18-8ステンレス鋼、ツマミ・ハンドル：ステンレス鋼

（LB-177）
「落合 務」IH200V対応スチーム＆パスタポット20cm

製品サイズ（重量・容量）／鍋本体：約217×290×232ｍｍ（1,300g・5,500㎖）深さ：約160mm
    中カゴ：約217×290×185mm、スチーマー：約217×290×95mm
箱サイズ／約255×225×280ｍｍ・箱込重量／約2,700g・梱包入数／4
JANコード／4975192079881（中国製） 半紙判
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毎日のお料理で扱いやすいベーシックなステンレス製のキッチンウェアを揃えてみました。
ステレンレス製なのでお手入れしやすく清潔にご使用いただけます。

品質表示

本体・フタ：ステンレス鋼（クロム18％）
（ 底の厚さ0.5mm）
ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂（耐熱温度140℃）
目皿：ステンレススチール

100・200V

100・200V

22060-01〔03T05〕
（1001307）
￥2,000（税込￥2,200）

22060-02〔03T05〕
（1001308）
￥2,500（税込￥2,750）

（CK-063）
「陳 建一」IH対応ステンレス片手鍋14cm

製品サイズ（重量・容量）／約300×160×115ｍｍ
（約368g
  
・満水容量約1,050㎖）深さ：70mm
箱サイズ／約313×165×92ｍｍ・箱込重量／約510g・梱包入数／16
JANコード／4975192077900（中国製） みの判

（CK-064）
「陳 建一」IH対応ステンレス片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約340×195×145ｍｍ
（約538g
  
・満水容量約2,100㎖）深さ：90mm
箱サイズ／約348×203×108ｍｍ・箱込重量／約730g・梱包入数／12
JANコード／4975192077917（中国製） みの判

100・200V

100・200V

100・200V

22060-03〔03T05〕
（1001309）
￥3,000（税込￥3,300）

22060-04〔03T05〕
（1001310）
￥3,500（税込￥3,850）

22060-05〔03T05〕
（1001311）
￥4,000（税込￥4,400）

（CK-065）
「陳 建一」IH対応ステンレス両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×220×155ｍｍ
（約728g
  
・満水容量約2,450㎖）深さ：100mm
箱サイズ／約335×226×120ｍｍ・箱込重量／約930g・梱包入数／12
JANコード／4975192077924（中国製） みの判

（CK-066）
「陳 建一」IH対応ステンレス両手鍋22cm

製品サイズ（重量・容量）／約355×235×175ｍｍ
（約876g
  
・満水容量約4,000㎖）深さ：110mm
箱サイズ／約350×245×130ｍｍ・箱込重量／約1,120g・梱包入数／12
JANコード／4975192077931（中国製） みの判

（CK-067）
「陳 建一」IH対応ステンレス両手鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約380×255×185ｍｍ
（約916g
  
・満水容量約5,000㎖）深さ：120mm
箱サイズ／約365×265×140ｍｍ・箱込重量／約1,220g・梱包入数／9
JANコード／4975192077948（中国製） みの判

100・200V

100・200V

100・200V

22060-06〔03T05〕
（1001312）
￥5,000（税込￥5,500）

22060-07〔03T05〕
（1001313）
￥3,000（税込￥3,300）

22060-08〔03T05〕
（1001314）
￥3,500（税込￥3,850）

（CK-068）
「陳 建一」IH対応片手鍋16＆両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／片手鍋：約320×180×135ｍｍ
（約440g
  
・満水容量約1,500㎖）深さ：80mm
   両手鍋：約335×220×155ｍｍ
（約728g
  
・満水容量約2,450㎖）深さ：100mm
箱サイズ／約410×320×120ｍｍ・箱込重量／約1,500g・梱包入数／8
JANコード／4975192077955（中国製） 中杉判

（CK-069）
「陳 建一」IH200V対応片手兼用鍋16cm・目皿付
製品サイズ（重量・容量）／鍋：約320×180×170ｍｍ
（約659g・満水容量約2,100㎖）深さ：118mm
   目皿：約φ160×35ｍｍ（約98g）
箱サイズ／約333×185×135ｍｍ・箱込重量／約860g・梱包入数／12
JANコード／4975192077962（中国製） みの判

（CK-070）
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器16cm

製品サイズ（重量・容量）／約300×180×190ｍｍ
（約843g・満水容量約1,500㎖）深さ：共に80mm
箱サイズ／約305×190×140ｍｍ・箱込重量／約1,080g・梱包入数／12
JANコード／4975192077979（中国製） 半紙判

100・200V
100・200V

100・200V

22060-09〔03T05〕
（1001315）
￥4,000（税込￥4,400）

22060-10〔03T05〕
（1001316）
￥5,000（税込￥5,500）

（CK-071）
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器18cm

製品サイズ（重量・容量）／約310×195×205ｍｍ
   （約1,012g・満水容量約2,000㎖）深さ：共に85mm
箱サイズ／約320×205×155ｍｍ・箱込重量／約1,230g・梱包入数／8
JANコード／4975192077986（中国製） B4判

（CK-072）
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器22cm

製品サイズ（重量・容量）／約360×240×235ｍｍ
   
（約1,516g・満水容量約3,500㎖）深さ：共に95mm
箱サイズ／約345×258×185ｍｍ・箱込重量／約1,800g・梱包入数／8
JANコード／4975192077993（中国製） みの判

22060-11〔03T05〕
（1001317）
￥7,000（税込￥7,700）

（CK-073）
「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器26cm

製品サイズ（重量・容量）／約400×276×240ｍｍ
   
（約1,720g・満水容量約5,500㎖）深さ：共に100mm
箱サイズ／約373×285×190ｍｍ・箱込重量／約2,180g・梱包入数／6
JANコード／4975192078006（中国製） A3判
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お手入れのしやすいステンレス鍋。
コトコト煮込むお料理にもぴったり！

品質表示

本体：ステンレス鋼
取っ手・ツマミ：ステンレス鋼

鈴なりオリジナルレシピ付き

村田明彦

むらた・あきひこ

●1つのお鍋に2 種類の材料を一緒に茹でる事が出来ます。

●小回りのきく片手鍋と、
毎日のお料理に使いやすいミドルサイズの両手鍋。

100・200V

100・200V

22061-01〔05Z07〕
（0002644）
￥5,000（税込￥5,500）

22061-02〔05T07〕
（0002645）
￥10,000（税込￥11,000）

プロフィール

四谷 荒木町「鈴なり」店主。1974 年東京都深川生まれ。
高校時代、祖父の経営するふぐ割烹でアルバイトをするうちに料理に
目覚める。老舗日本料理店「なだ万」にて13 年間修行を積み、2005年
和食割烹「鈴なり」を構える。
若いお客様にも足を運んでいただきたいという想いから、本格的なコー
スをリーズナブルに提供し、老若男女から高く支持されている。時には
スパイスやチーズといった和食ではタブーとされる食材も柔軟に取り入
れ、古典に縛られないオリジナルの料理を追求。今では予約困難な人気
店となり、2012年より6 年連続、グルメガイドで1つ星を獲得。
誰もがわかる簡単なレシピ 開発も得意で、テレビや雑誌などでも活
躍中。

（SZ-151）
「鈴なり」ステンレス行平鍋18cm・ストレーナー付
製品サイズ（重量・容量）／行平鍋：約343×195×116mm
（約610g・1,800㎖）
   深さ：80mm
   ストレーナー：約140×217×75mm
（100g）
箱サイズ／約360×215×125mm・箱込重量／約860g・梱包入数／12
JANコード／4975192081631（日本製） B4判

（SZ-152）
「鈴なり」ステンレス鍋16cm＆20cm

製品サイズ（重量・容量）／片手16cm：約332×177×130mm（820g・1,700㎖）
深さ：90mm
   両手20cm：約303×217×140mm（1,042g・2,900㎖）
深さ：101mm
箱サイズ／約405×275×130mm・箱込重量／約2,150g・梱包入数／6
JANコード／4975192081648（日本製） 大杉判

熱伝導に優れたアルミニウムを内側に、サビに強い耐食性に優れたステンレス綱を外側にし
たことで、熱がムラなく伝わり蓄熱効果も高くなっています。さらに内面フッ素樹脂加工で焦
げ付きにくい、お手入れ簡単な鍋となっています。メイド・イン・ツバメ認証商品。
品質表示

本体：2層鋼（18-0ステンレス・アルミニウム）
・内面フッ素樹脂加工・2.0mm厚
蓋：18-8ステンレス・1.0mm厚、ハンドル・ツマミ：メラニン樹脂

22061-03〔03A05〕
（0307045）
￥9,000（税込￥9,900）

22061-05〔05A07〕
（0307047）
￥30,000（税込￥33,000）

（BO-30）
「BON」
3点セット
（2層鋼片手鍋18cm・両手鍋20cm・蓋付フライパン24cm）
片手鍋18cm・両手鍋20cm・フライパン24cm：各1

製品サイズ（重量・容量）／
片手鍋18cm：約358×135×195mm（約974g・2,300㎖）深さ：90mm
両手鍋20cm：約337×217×148mm（約1,230g・3,200㎖）深さ：100mm
フライパン24cm：約418×253×115mm（約1,320g）深さ：65mm
箱サイズ／約510×320×145mm・箱込重量／約3,700g・梱包入数／1JAN
コード／4941012060056（日本製）
大杉判

22061-04〔03A05〕
（0307046）
￥10,000（税込￥11,000）

（BO-01）
「BON」2層鋼片手鍋16cm

（BO-02）
「BON」2層鋼片手鍋18cm

22061-06〔03A05〕
（0307048）
￥12,000（税込￥13,200）

22061-07〔03A05〕
（0307049）
￥12,000（税込￥13,200）

製品サイズ（重量・容量）／約330×168×135mm
（810g・1,800㎖）深さ：90mm
箱サイズ／約340×107×185mm・箱込重量／約940g・梱包入数／6
JANコード／4941012060162（日本製） みの判

（BO-03）
「BON」2層鋼両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約337×217×148mm
（1,230g・3,200㎖）
    深さ：100mm
箱サイズ／約300×222×115mm・箱込重量／約1,320g・梱包入数／6
JANコード／4941012060209（日本製） 半紙判

フッ素
100・200V ガス火専用 樹脂加工

製品サイズ（重量・容量）／約358×135×195mm（974g・2,300㎖）深さ：90mm
箱サイズ／約345×200×105mm・箱込重量／約1,050g・梱包入数／6
JANコード／4941012060186
（日本製） みの判

（BO-04）
「BON」2層鋼蓋付フライパン24cm

製品サイズ（重量・容量）／約418×253×115mm（1,320g）
    深さ：65mm
箱サイズ／約405×285×90mm・箱込重量／約1,550g・梱包入数／6
JANコード／4941012060247（日本製） 中杉判
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■経済的なウォーターシール効果。
■素材を生かしたヘルシー料理が
簡単に。
■鍋の特長を活かした料理レシピ付。
品質表示

ひとつひとつの鍋がもつ技を料理に
合わせて華麗に披露。

本体：ステンレス鋼・底の厚さ0.8mm
蓋：ステンレス鋼
取っ手・つまみ：フェノール樹脂

●一人暮らしやちょっと茹でにオススメです。

22062-01〔00T02〕
（0101215）
￥5,500（税込￥6,050）

（HC-14S）
「ヘルシークック」片手鍋14cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×167×130mm（約660g・満水容量1,300㎖）
    深さ：80mm
箱サイズ／約330×170×100mm・箱込重量／約825g・梱包入数／10
JANコード／4970368305016
（日本製） みの判

●小さめなので朝食や少量の調理にピッタリ。

●普段の調理にピッタリな手軽に使える片手鍋。

●普段の調理に便利に使えるちょっと小さめの両手鍋です。

22062-02〔00T02〕
（0101216）
￥6,000（税込￥6,600）

22062-03〔00T02〕
（0101217）
￥6,500（税込￥7,150）

22062-04〔00T02〕
（0101218）
￥6,800（税込￥7,480）

（HC-16S）
「ヘルシークック」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約357×191×130mm（約750g・満水容量1,700㎖）
    深さ：80mm
箱サイズ／約350×195×100mm・箱込重量／約940g・梱包入数／10
JANコード／4970368305023
（日本製） A3判

（HC-18S）
「ヘルシークック」
片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約376×211×147mm（約900g・満水容量2,500㎖）
    深さ：95mm
箱サイズ／約365×220×115mm・箱込重量／約1,125g・梱包入数／10
JANコード／4970368305030（日本製） 中杉判

（HC-18W）
「ヘルシークック」両手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約324×211×147mm
    
（約1,000g・満水容量2,500㎖）深さ：95mm
箱サイズ／約315×215×105mm・箱込重量／約1,200g・梱包入数／10
JANコード／4970368305047
（日本製） B4判

●一般家庭の標準サイズ。便利に使える両手鍋。

●カレーやシチューなどの煮込み料理にオススメの大きさの
両手鍋 。

●浅鍋として水炊きなどの鍋もの料理にも合う両手鍋 。

22062-05〔00T02〕
（0101219）
￥7,000（税込￥7,700）

22062-06〔00T02〕
（0101220）
￥7,500（税込￥8,250）

22062-07〔00T02〕
（0101221）
￥8,000（税込￥8,800）

（HC-20W）
「ヘルシークック」両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約345×232×158mm
    （約1,160g・満水容量3,200㎖）深さ：105mm
箱サイズ／約325×235×115mm・箱込重量／約1,385g・梱包入数／10
JANコード／4970368305054
（日本製） みの判

（HC-22W）
「ヘルシークック」両手鍋22cm

製品サイズ（重量・容量）／約364×252×175mm
    
（約1,330g・満水容量4,600㎖）深さ：120mm
箱サイズ／約340×260×130mm・箱込重量／約1,580g・梱包入数／10
JANコード／4970368305061
（日本製） A3判

3層綱

（HC-24W）
「ヘルシークック」両手鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約385×272×136mm
    
（約1,320g・満水容量3,700㎖）深さ：80mm
箱サイズ／約350×275×95mm・箱込重量／約1,560g・梱包入数／10
JANコード／4970368305078
（日本製） A3判

3層綱

3層綱

100・200V

100・200V

100・200V

22062-08〔03A05〕
（0307025）
￥5,000（税込￥5,500）

22062-09〔03A05〕
（0307026）
￥6,000（税込￥6,600）

22062-10〔03A05〕
（0307027）
￥7,000（税込￥7,700）

本体：3層鋼（18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス）0.8mm厚
蓋：ステンレス（0.5ｍｍ）、ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂

本体：3層鋼（18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス）0.8mm厚
蓋：ステンレス（0.5ｍｍ）、ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂

本体：3層鋼（18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス）0.8mm厚
蓋：ステンレス（0.5ｍｍ）、ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂

「ジュノー」3層鋼片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×185×132ｍｍ（630g・1,800㎖）
   深さ：80mm
箱サイズ／約318×190×95ｍｍ・箱込重量／約780g・梱包入数／12
JANコード／4941012401187
（日本製） B4判

「ジュノー」3層鋼両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約320×210×144ｍｍ（875g・2,200㎖）
   深さ：84mm
箱サイズ／約298×214×100ｍｍ・箱込重量／約1,045g・梱包入数／12
JANコード／4941012402207（日本製） 半紙判

「ジュノー」3層鋼深型両手鍋22cm

製品サイズ（重量・容量）／約340×225×175ｍｍ（1,050g・4,000㎖）
    深さ：115mm
箱サイズ／約320×230×133ｍｍ・箱込重量／約1,280g・梱包入数／12
JANコード／4941012423226（日本製） みの判
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●内面には便利な目盛付。

●内面には便利な目盛付。

22063-01〔00A02〕
（0649013）
￥3,000（税込￥3,300）

22063-02〔00A02〕
（0649008）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm、取っ手：フェノール樹脂

（SE-05）
「創燕」行平鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約178×325×100mm
   
（約470g・満水容量約1,400㎖）高さ：75mm
箱サイズ／約331×176×95mm・箱込重量／約610g・梱包入数／16
JANコード／4978770285407
（日本製） B4判

本体：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm、取っ手：フェノール樹脂

（SE-06）
「創燕」行平鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約198×340×113mm
    
（約600g・満水容量約1,800㎖）高さ：113mm
箱サイズ／約345×196×105mm・箱込重量／約760g・梱包入数／12
JANコード／4978770285414（日本製） A3判

●蓋が転がりにくいツマミ形状 。

●蓋が転がりにくいツマミ形状。

●蓋が転がりにくいツマミ形状。

22063-03〔03A05〕
（0649010）
￥5,000（税込￥5,500）

22063-04〔05A07〕
（0649014）
￥3,500（税込￥3,850）

22063-05〔05A07〕
（0649009）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm、蓋：ステンレス鋼
取っ手・蓋ツマミ：フェノール樹脂、蓋ツマミ台皿：66ナイロン

本体・蓋：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm
取っ手・蓋ツマミ：フェノール樹脂、蓋ツマミ台皿：66ナイロン

本体・蓋：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm
取っ手・蓋ツマミ：フェノール樹脂、蓋ツマミ台皿：66ナイロン

（SE-04）
「創燕」両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約217×316×147mm
    
（約1,050g・満水容量約3,200㎖）高さ：100mm
箱サイズ／約301×205×122mm・箱込重量／約1,240g・梱包入数／8
JANコード／4978770285391（日本製） 半紙判

（SE-02）
「創燕」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約φ173×333×137mm
   
（約800g・満水容量約1,800㎖）高さ：90mm
箱サイズ／約335×180×115mm・箱込重量／約960g・梱包入数／12
JANコード／4978770285377（日本製） B4判

（SE-03）
「創燕」片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約198×355×143mm
   
（約890g・満水容量約2,600㎖）高さ：100mm
箱サイズ／約353×205×130mm・箱込重量／約1,135g・梱包入数／8
JANコード／4978770285384（日本製） A3判

●蓋が転がりにくいツマミ形状。目盛付。

●蓋が転がりにくいツマミ形状。目盛付。

●蓋が転がりにくいツマミ形状。

22063-06〔00A00〕
（0649011）
￥8,000（税込￥8,800）

22063-07〔05A07〕
（0649012）
￥10,000（税込￥11,000）

22063-08〔00A00〕
（0649015）
￥10,000（税込￥11,000）

本体：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm、蓋・ストレーナ：ステンレス鋼
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂、蓋ツマミ台皿：66ナイロン

本体：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm、蓋・中子：ステンレス鋼
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂、蓋ツマミ台皿：66ナイロン

本体：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm、蓋：ステンレス鋼
取っ手・蓋ツマミ：フェノール樹脂、蓋ツマミ台皿：66ナイロン

（SE-08）
「創燕」ミニパスタポット18cm（ストレーナ付）
製品サイズ（重量・容量）／約200×400×198mm
   （約1,310g・満水容量約3,800㎖）高さ：147mm
箱サイズ／約385×200×180mm・箱込重量／約1,620g・梱包入数／6
JANコード／4978770285438（日本製） 中杉判

（SE-09）
「創燕」パスタポット22cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×228×245mm
   
（約1,880g・満水容量約6,400㎖）高さ：170mm
箱サイズ／約236×305×218mm・箱込重量／約2,210g・梱包入数／6
JANコード／4978770285445（日本製） B4判

（SE-27）
「創燕」ハンドル着脱式2点セット（18cm＆20cm）
製品サイズ（重量・容量）／18cm：約405×195×125mm
（約590g・満水容量約2,100㎖）高さ：85mm
    20cm：約422×215×125mm
（約672g・満水容量約2,800㎖）高さ：90mm
箱サイズ／約240×217×152mm・箱込重量／約1,900g・梱包入数／6
JANコード／4978770286015（日本製） B5判

22063-09〔03A05〕
（0649016）
￥15,000（税込￥16,500）
本体：ステンレス鋼（クロム19％）、底の厚さ：1.2mm、蓋：ステンレス鋼、取っ手・蓋ツマミ：フェノール樹脂
蓋ツマミ台皿：66ナイロン

（SE-28）
「創燕」ハンドル着脱式4点セット
（14cm＆16cm＆18cm＆20cm）

製品サイズ（重量・容量）／14cm：約354×155×120mm（約425g・満水容量約1,200㎖）高さ：80mm
    16cm：約385×175×110mm（約485g・満水容量約1,600㎖）高さ：80mm
    18cm：約405×195×125mm（約590g・満水容量約2,100㎖）高さ：85mm
    20cm：約422×215×125mm（約672g・満水容量約2,800㎖）高さ：90mm
箱サイズ／約240×217×171mm・箱込重量／約3,000g・梱包入数／4
JANコード／4978770286022（日本製） B5判

COOKING WARE（ステンレス鍋）
使えば納得！これが私のお気に入り！
内面ミラー仕上げで料理がこびりつきにくく、お手入れ簡単。
18-8ステンレス鋼のボディはサビに強く衛生的。

品質表示

本体：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）
底部：アルミニウム合金・ステンレス鋼（クロム18％）
底の厚さ：2.8mm（はり底を含む）
ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、フタ：18-8ステンレス鋼

100・200V

100・200V

100・200V

22064-01〔00T02〕
（1001427）
￥3,500（税込￥3,850）

22064-02〔00T02〕
（1001428）
￥4,000（税込￥4,400）

22064-03〔00T02〕
（1001429）
￥4,500（税込￥4,950）

（MT-14S）
「マイクレストⅡ」片手鍋14cm

製品サイズ（重量・容量）／約330×160×132mm（約650g・1,300㎖）
箱サイズ／約330×170×95ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／16
JANコード／4975192079744（中国製） みの判

（MT-16S）
「マイクレストⅡ」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約348×179×150mm（約780g・1,800㎖）
箱サイズ／約345×185×110ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／12
JANコード／4975192079751（中国製） A3判

（MT-18S）
「マイクレストⅡ」片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約368×198×158mm（約925g・2,500㎖）
箱サイズ／約360×210×120ｍｍ・箱込重量／約1,140g・梱包入数／12
JANコード／4975192079768（中国製） 中杉判

100・200V

100・200V

100・200V

22064-04〔00T02〕
（1001430）
￥5,000（税込￥5,500）

22064-05〔00T02〕
（1001431）
￥5,500（税込￥6,050）

22064-06〔00T02〕
（1001432）
￥6,000（税込￥6,600）

（MT-20W）
「マイクレストⅡ」両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約345×220×168mm（約1,155g・3,500㎖）
箱サイズ／約320×230×130ｍｍ・箱込重量／約1,380g・梱包入数／9
JANコード／4975192079775（中国製） みの判

（MT-22W）
「マイクレストⅡ」両手鍋22cm

製品サイズ（重量・容量）／約364×240×185mm（約1,320g・4,600㎖）
箱サイズ／約330×250×145ｍｍ・箱込重量／約1,570g・梱包入数／8
JANコード／4975192079782（中国製） みの判
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（MT-24W）
「マイクレストⅡ」両手鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約387×250×182mm（約1,340g・5,200㎖）
箱サイズ／約340×265×135ｍｍ・箱込重量／約1,700g・梱包入数／8
JANコード／4975192079799（中国製） A3判

便利な目盛付。鍋の中身が見えるガラス蓋。内面ミラー仕上げでお手入れ簡単。
●両口付き。

100・200V

100・200V

100・200V

目盛表示

目盛表示

目盛表示

300㎖
500㎖
700㎖

500㎖
800㎖
1000㎖

800㎖
1200㎖
1500㎖

22064-07〔98A00〕
（0557107）
￥3,000（税込￥3,300）

22064-08〔98A00〕
（0557108）
￥3,500（税込￥3,850）

22064-09〔98A00〕
（0557109）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：18-8ステンレス（底厚0.5mm）
底部：アルミニウム（板厚3.0mm）
・18-0ステンレス（板厚0.5mm）
蓋：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

本体：18-8ステンレス（底厚0.5mm）
底部：アルミニウム（板厚2.0mm）
・18-0ステンレス（板厚0.5mm）
蓋：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

本体：18-8ステンレス（底厚0.5mm）
底部：アルミニウム（板厚2.0mm）
・18-0ステンレス（板厚0.5mm）
蓋：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

（NBP-14）
「ナチュラルベーシック」
ミニ片手鍋14cm
（両口付）

製品サイズ（重量・容量）／約317×155×125ｍｍ
   （約710g・満水容量1,100㎖）深さ：75mm
箱サイズ／約325×160×100mm・箱込重量／約850g・梱包入数／12
JANコード／4900634000017
（中国製） 半紙判

（NBP-16）
「ナチュラルベーシック」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約345×178×135ｍｍ
   
（約790g・満水容量1,700㎖）深さ：85mm
箱サイズ／約345×185×105mm・箱込重量／約960g・梱包入数／12
JANコード／4900634000024（中国製） B4判

（NBP-18S）
「ナチュラルベーシック」片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約365×198×140ｍｍ
   
（約970g・満水容量2,500㎖）深さ：100mm
箱サイズ／約360×205×117mm・箱込重量／約1,170g・梱包入数／12
JANコード／4900634000031
（中国製） B4判

錆びにくく、丈夫で衛生的なステンレス製。内面はミラー仕上げでお手入れ簡単。使いやすいハンドル形状。飽きのこないシンプル設計。

100・200V

100・200V

22064-10〔98A00〕
（0557140）
￥3,000（税込￥3,300）

22064-11〔98A00〕
（0557141）
￥3,500（税込￥3,850）

（CPS-180）
「シェフズポット」ステンレス深型片手鍋18㎝
製品サイズ（重量・容量）／約345×192×150mm（610g・2,500㎖）
  深さ：100mm
箱サイズ／約335×200×125mm・箱込重量／約780g・梱包入数／12
JANコード／4900634100762（中国製） B4判

（CPW-200）
「シェフズポット」ステンレス深型両手鍋20㎝
品質表示

本体：ステンレス鋼（クロム16％）、底厚0.5mm、蓋：ステンレス鋼（クロム16％）

製品サイズ（重量・容量）／約300×210×155mm（715g・3,300㎖）
  深さ：110mm
箱サイズ／約295×212×130mm・箱込重量／約880g・梱包入数／12
JANコード／4900634100755（中国製） B4判

65

COOKING WARE（ステンレス鍋）

100・200V

100・200V

22065-01〔00Z02〕
（1001646）
￥3,000（税込￥3,300）

22065-02〔00Z02〕
（1001647）
￥5,000（税込￥5,500）

使い勝手が良い基本のお鍋。
欲しい機能で選ぶセット。
便利と簡単でお台所をサポート。
品質表示

片手鍋／本体：ステンレス鋼（底厚0.5mm）、蓋：強化ガラス
フライパン／本体：アルミニウム合金
（内面フッ素樹脂加工・外面サテン仕上げ）
はり底：ステンレス鋼
（底厚2.5mm（はり底を含む））
ケトル／本体：ステンレス鋼、底部：ステンレス鋼（底厚0.5mm）
ハンドル・つまみ：フェノール樹脂

製品サイズ
（重量）

● 片手鍋：約325×178×127ｍｍ
（596g・1,600㎖）深さ：79mm
● フライパン：約380×203×84ｍｍ
（443g）深さ：42mm

（EST-01）
「エステル」クッキング2点セット

● 笛吹ケトル：約200×163×199ｍｍ

（EST-02）
「エステル」クッキング3点セット

ステンレス片手鍋16cm・アルミフライパン20cm：各1

（438g・満水容量1,300㎖・適正容量約800㎖）

箱サイズ／約375×210×105ｍｍ・箱込重量／約1,300g・梱包入数／12
JANコード／4975192083451（中国製） 中杉判

ステンレス片手鍋16cm・ステンレスケトル1.3ℓ・
アルミフライパン20cm：各1

箱サイズ／約375×260×160ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／8
JANコード／4975192083468（中国製） 中杉判

100・200V

100・200V

22065-03〔03A05〕
（0557104）
￥6,000（税込￥6,600）

22065-04〔08A10〕
（0386093）
￥4,000（税込￥4,400）

日本製

本体：ステンレス鋼（クロム18％）底の厚さ0.6mm
中カゴ：ステンレス鋼（クロム18％）板厚0.6mm、
蓋：強化ガラス

ステンレス鋼（クロム18％）0.8mm

（YS-100）ステンレス製寄せ・しゃぶ鍋24cm

（PM-22）ぱすた＆めんぽっと22cm

製品サイズ（重量・容量）／約340×240×120mm（750g・3,600㎖）
   高さ：120mm
箱サイズ／約270×265×125mm・箱込重量／約950g・梱包入数／12
JANコード／4938897010610（日本製） A4判

製品サイズ（重量・容量）／本体：約330×225×240ｍｍ（1,480g・6,700㎖）
   深さ：178mm
   中カゴ：約245×245×160ｍｍ（550g）
箱サイズ／約330×255×220mm・箱込重量／約2,350g・梱包入数／6
JANコード／4900634993609（中国製） B4判

●18-8 ステンレスを使用していますので、錆びにくく丈夫です。使い易く
衛生的なワイヤーハンドル。
目盛付きなので調理に大変便利です。
両側に注ぎ口がありますので左右どちらからでも注ぐ事が出来ます。

ガス火専用

ガス火専用
日本製

日本製

22065-05〔03A05〕
（0388046）
￥2,700（税込￥2,970）

22065-06〔03A05〕
（0388047）
￥3,000（税込￥3,300）

本体・ハンドル：18-8ステンレス鋼

本体・ハンドル：18-8ステンレス鋼

製品サイズ（重量・容量）／約255×130×95mm（300g・900㎖）深さ：83mm
箱サイズ／約140×260×100mm・箱込重量／約400g・梱包入数／24
JANコード／4936549300225（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量・容量）／約290×145×105mm（370g・1,300㎖）深さ：86mm
箱サイズ／約150×305×115mm・箱込重量／約500g・梱包入数／12
JANコード／4936549300249（日本製） B4判

18-8ステンレス ミルクパン 800㎖目盛り付き

18-8ステンレス ミルクパン 1000㎖目盛り付き

熱伝導と保温性に優れた全面3層。持つ手にぬくもりを感じさせる、優しい木柄。

100・200V

100・200V

日本製

22065-07〔03A05〕
（0307029）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：3層鋼（18-10ステンレス、鉄：18-10ステンレス）0.8mm厚

「ライフクッカー」ミルクパン14cm

製品サイズ（重量・容量）／約285×145×75mm（350g・800㎖）
箱サイズ／約285×155×74mm・箱込重量／約470g・梱包入数／20
JANコード／4941012131145（日本製） A4判

100・200V

日本製

22065-08〔03A05〕
（0307030）
￥3,600（税込￥3,960）
本体：3層鋼（18-10ステンレス、鉄：18-10ステンレス）0.8mm厚

「ライフクッカー」行平鍋19cm

製品サイズ（重量・容量）／約350×202×70mm（430g・1,400㎖）
箱サイズ／約340×200×73mm・箱込重量／約590g・梱包入数／20
JANコード／4941012132197（日本製） みの判

日本製

22065-09〔03A05〕
（0307031）
￥4,200（税込￥4,620）
本体：3層鋼（18-10ステンレス、鉄：18-10ステンレス）0.8mm厚

「ライフクッカー」親子鍋17cm

製品サイズ（重量・容量）／約178×178×190mm（370g）
箱サイズ／約180×180×83mm・箱込重量／約470g・梱包入数／20
JANコード／4941012135174（日本製） A5判

COOKING WARE（ステンレス鍋）
プロ仕様

三層鋼 行平鍋
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とても便利で見やすい目盛付。注ぎ口が左右両方に付いています。
熱伝導が良く耐久性に優れた三層鋼。

使いやすい機能と耐久性。
素材の良さを最大限に活かした
料理道具です。
目盛表示

目盛表示

300㎖
600㎖
900㎖

400㎖
800㎖
1200㎖

22066-01〔03A05〕
（0386088）
￥3,000（税込￥3,300）

（電子レンジ・オーブンレンジには使用できません）

22066-02〔03A05〕
（0386089）
￥3,300（税込￥3,630）

（YK-251）プロ仕様 三層鋼 行平鍋 16cm

品質表示

本体：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル10％）
・鉄・底厚0.8mm
ハンドル：アルミダイキャスト・フェノール樹脂

製品サイズ（重量・容量）／約330×160×75mm
（450g・満水容量1,200㎖）
   深さ：75mm
箱サイズ／約330×185×85mm・箱込重量／約600g・梱包入数／12
JANコード／4938897007108
（日本製） みの判

目盛表示

目盛表示

500㎖
1000㎖
1500㎖

1000㎖
1500㎖
2000㎖

22066-03〔03A05〕
（0386090）
￥3,800（税込￥4,180）

22066-04〔03A05〕
（0386091）
￥4,300（税込￥4,730）

（YK-253）プロ仕様 三層鋼 行平鍋 20cm

製品サイズ（重量・容量）／約370×200×80mm（600g・満水容量2,200㎖）
   深さ：80mm
箱サイズ／約365×220×105mm・箱込重量／約670g・梱包入数／12
JANコード／4938897007122
（日本製） 中杉判

（YK-252）プロ仕様 三層鋼 行平鍋 18cm

製品サイズ（重量・容量）／約350×180×75mm（500g・満水容量1,700㎖）
   深さ：75mm
箱サイズ／約345×200×100mm・箱込重量／約658g・梱包入数／12
JANコード／4938897007115
（日本製） A3判

目盛表示
1000㎖
1500㎖
2000㎖
2500㎖

22066-05〔03A05〕
（0386092）
￥4,700（税込￥5,170）

（YK-254）プロ仕様 三層鋼 行平鍋 22cm

製品サイズ（重量・容量）／約390×220×85mm
（670g・満水容量2,900㎖）
   深さ：85mm
箱サイズ／約375×240×110mm・箱込重量／約870g・梱包入数／12
JANコード／4938897007139（日本製） 中杉判

雪深い越後人が生み出した技で作り上げた鍋、天然木で安定感
あるハンドル持ち手、直火からIH 調理器にもOK。外観には、手作
りあふれるような鎚目仕上げ。天然木で使い込むほど手になじ
むハイグリップ感覚。木柄カツラ部分も熱源に考慮し長く、木柄
止めネジも長く2本止め。

（YK-255）プロ仕様 三層鋼 行平鍋 24cm

製品サイズ（重量・容量）／約410×240×90mm（750g・満水容量3,600㎖）
   深さ：90mm
箱サイズ／約400×250×120mm・箱込重量／約960g・梱包入数／12
JANコード／4938897007146
（日本製） 大杉判

品質表示

鍋：ステンレス鋼（クローム16％）
金具部分：ステンレス鋼（304材）
木柄：天然木

日本製

22066-06〔05A05〕
（0649019）
￥2,500（税込￥2,750）

（KRY-16）
「煌六花」雪平鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約175×340×105mm（465g・1,300㎖）
    深さ：70mm
箱サイズ／約345×175×95mm・箱込重量／約630g・梱包入数／16
JANコード／4978770287012
（日本製） A3判

日本製

22066-07〔05A05〕
（0649020）
￥3,000（税込￥3,300）

（KRY-18）
「煌六花」雪平鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約190×340×120mm（530g・1,700㎖）
    深さ：80mm
箱サイズ／約350×190×100mm・箱込重量／約710g・梱包入数／12
JANコード／4978770287029
（日本製） A3判

日本製

22066-08〔05A05〕
（0649021）
￥3,500（税込￥3,850）

（KRY-20）
「煌六花」雪平鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約220×380×110mm（620g・2,300㎖）
    深さ：80mm
箱サイズ／約375×210×100mm・箱込重量／約795g・梱包入数／12
JANコード／4978770287036
（日本製） 中杉判

日本製

22066-09〔05A05〕
（0649022）
￥4,000（税込￥4,400）

（KRY-22）
「煌六花」雪平鍋22cm

製品サイズ（重量・容量）／約395×230×130mm（685g・3,000㎖）
    深さ：約90mm
箱サイズ／約400×225×115mm・箱込重量／約930g・梱包入数／12
JANコード／4978770287043（日本製） 中杉判
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COOKING WARE（特殊鍋）
調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点！
省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。
●底3 層で電磁調理器にも対応の片手タイプ。
圧力（低圧・高圧）調整機能付。

●底3 層で電磁調理器にも対応し、安定して持つことができる両手タイプ。
蓋はハンドルを回して簡単に開閉できる新構造！
※ハンドル右へ回すと
蓋が開きます。

PSC取得
※もどすと閉まります。

品質表示

本体：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）
はり底：アルミニウム合金、ステンレス鋼（クロム18％）
底の厚さ：5.0mm（はり底を含む）
取っ手：フェノール樹脂（耐熱温度150℃）
ふた：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）

22067-02〔08T08〕
（1001271）
￥15,000（税込￥16,500）

22067-01〔08T08〕
（1001270）
￥10,000（税込￥11,000）

（LB-157）ステンレス圧力鍋3.2ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約387×208×204ｍｍ（1,860g・3,200㎖）
箱サイズ／約385×230×215ｍｍ・箱込重量／約2,260g・梱包入数／6
JANコード／4975192076729（中国製） 中杉判

（LB-158）ステンレス圧力鍋6ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約380×215×255ｍｍ（3,300g・6,000㎖）
箱サイズ／約345×275×280ｍｍ・箱込重量／約4,100g・梱包入数／4
JANコード／4975192076743（中国製） みの判

時短！省エネ！ヘルシー！圧力鍋の魅力。

●調理の時間が大幅に短縮！ヘルシー・節約・エコができる
人気の圧力鍋。電磁調理器にも
対応の片手タイプ。

調理時間を大幅に短縮！
圧力鍋は、調理中もふたを密閉することによって鍋の中の圧力を上げ、沸点を上げて高温
で調理することが出来る鍋です。
（ もちろん圧力が上がりすぎて危険が伴わないように、
色々な安全装置が施されています。）お母さんにとっては非常に心強い味方となります。

光熱費の節約につながる！
単純に調理時間が短縮されることによって火にかけておかなくてはいけない時間が減り
ます。圧力鍋はたとえ火をとめても鍋の内部の温度は約10分程度は100℃に保たれます。
つまり火を止めてからも調理は進んでおり、鍋を火にかける時間を短く出来ます。

●軽量タイプで使い勝手の良い圧力鍋。
調理に合わせて気圧が２段階に調節
できる。
Ⅰ【低圧】煮くずれしやすい調理に！
Ⅱ【高圧】熱のとおりにくい食材に！

22067-03〔05T07〕
（1001544）
￥8,000（税込￥8,800）

食材が柔らかくヘルシーに！
調理した魚を骨までまるごと食べることが出来るようになり、カルシウムの補給に繋がり
ます。また、ブロック肉は柔らかく煮込むことが出来ます。大量の野菜も短時間に高温高圧
で一気に調理出来るので、たくさんの栄養を摂ることが出来ます。

圧力鍋での調理にオススメの料理

本体：ステンレス鋼（クロム18％）
（底の厚さ1.2mm）
蓋：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）、ハンドル：フェノール樹脂

（MT-P18S）
「マイクレストⅡ」片手圧力鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約387×208×156ｍｍ（1,595g・満水容量2,500㎖）
箱サイズ／約385×215×165ｍｍ・箱込重量／約2,120g・梱包入数／6
JANコード／4975192081792（中国製） 中杉判

ブロック肉・煮込み料理・煮豆・根野菜

ガス火専用

ガス火専用

ガス火専用

日本製

日本製

日本製

22067-04〔03A05〕
（0247009）
￥4,000（税込￥4,400）

22067-05〔03A05〕
（0388040）
￥5,000（税込￥5,500）

22067-06〔03A05〕
（0388010）
￥5,500（税込￥6,050）

本体：ステンレス製（0.8mm・研磨仕上げ）、ハンドル：鉄製（金メッキ）
フタ：ステンレス製（0.4mm・研磨仕上げ）、ツマミ類：真鍮・その他

本体・蓋：ステンレス、取手：ステンレス・金メッキ、リング：鉄・金メッキ

本体：18-8ステンレス、蓋：ステンレス（底厚0.8ｍｍ）、取手・蓋金具：ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／約262×285×125ｍｍ（660g・2,400㎖）
箱サイズ／約270×270×130ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4936549300713（日本製） B4判

製品サイズ（重量・容量）／約262×285×125ｍｍ（830g・2,400㎖）
箱サイズ／約270×270×130ｍｍ・箱込重量／約1,080g・梱包入数／12
JANコード／4936549300324（日本製） B4判

ステンレスしゃぶ鍋「シャロル」26cm

（121102）ステンレスしゃぶしゃぶ鍋26cm

製品サイズ（重量・容量）／本体：約335×268×115ｍｍ（約800g・約2,500㎖）
フタ：約275×275×30ｍｍ
箱サイズ／約285×280×125ｍｍ・箱込重量／約1,000g・梱包入数／12
JANコード／4941919540033（日本製） みの判

日本製

22067-07〔10A10〕
（0386086）
￥4,000（税込￥4,400）

（EXC-100）
「エクセレントシェフ」
ワンタッチクッカー着脱式
片手鍋14cm＆18cm
箱サイズ／約195×195×145mm・箱込重量／約720g・梱包入数／12
JANコード／4938897009003
（日本製） A5判

品質表示

ステンレスしゃぶ鍋「輝煌」26cm

日本製

22067-08〔10A10〕
（0386061）
￥6,000（税込￥6,600）

（EXC-103）
「エクセレントシェフ」ワンタッチクッカー着脱式
片手鍋16cm＆18cm＆20cm
箱サイズ／約225×225×150mm・箱込重量／約1,250g・梱包入数／6
JANコード／4938897009034（日本製） B5判

本体：ステンレス鋼0.7mm（クロム18％）
ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、シール蓋：ポリプロエチレン

日本製

22067-09〔10A10〕
（0386087）
￥7,500（税込￥8,250）

（EXC-104）
「エクセレントシェフ」ワンタッチクッカー着脱式
片手鍋14cm＆16cm＆18cm＆20cm
箱サイズ／約225×225×150mm・箱込重量／約2,400g・梱包入数／4
JANコード／4938897009041（日本製） B5判

製品サイズ（重量）

● 14cm：約φ150×80mm
（300g・1,000㎖）深さ：80mm‥ ● 16cm：約φ170×85mm（350g・1,600㎖）深さ：85mm

● 18cm：約φ190×85mm
（400g・2,000㎖）深さ：85mm‥ ● 20cm：約φ210×90mm（450g・2,500㎖）深さ：90mm

COOKING WARE（銅鍋）

ガス火専用

鈴なり オリジナルレシピ付き
村田明彦

むらた・あきひこ
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プロフィール

四谷 荒木町「鈴なり」店主。1974 年東京都深川生まれ。
高校時代、祖父の経営するふぐ割烹でアルバイトをするうちに料理に目覚め
る。老舗日本料理店
「なだ万」にて13 年間修行を積み、2005 年和食割烹
「鈴なり」
を構える。
若いお客様にも足を運んでいただきたいという想いから、本格的なコースを
リーズナブルに提供し、老若男女から高く支持されている。時にはスパイスや
チーズといった和食ではタブーとされる食材も柔軟に取り入れ、古典に縛られ
ないオリジナルの料理を追求。今では予約困難な人気店となり、2012 年より6
年連続、グルメガイドで1 つ星を獲得。
誰もがわかる簡単なレシピ開発も得意で、テレビや雑誌などでも活躍中。

22068-01〔05T07〕
（0002640）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：純銅（内面錫メッキ・外面クリア塗装）、底の厚さ：1.0mm、
取っ手：天然木・鉄

（SZ-201）
「鈴なり」純銅玉子焼き

製品サイズ（重量）／約365×120×120mm（445g）深さ：30mm
箱サイズ／約380×140×80mm・箱込重量／約550g・梱包入数／8
JANコード／4975192081570（日本製） A3判

ガス火専用

ガス火専用

22068-02〔05T07〕
（0002641）
￥10,000（税込￥11,000）

ガス火専用

22068-03〔05T07〕
（0002642）
￥10,000（税込￥11,000）

本体：純銅（内面錫メッキ・外面クリア塗装）、底の厚さ：1.2mm、取っ手：天然木・鉄

（SZ-202）
「鈴なり」純銅フライパン20cm

製品サイズ（重量）／約380×200×135mm
（575g）深さ：35mm
箱サイズ／約390×210×85mm・箱込重量／約720g・梱包入数／8
JANコード／4975192081587（日本製） A3判

22068-04〔05T07〕
（0002643）
￥10,000（税込￥11,000）

本体：純銅（内面錫メッキ・外面クリア塗装）、底の厚さ：1.2mm、取っ手：天然木

（SZ-203）
「鈴なり」純銅行平鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約200×355×120mm
（710g・1,600㎖）
    深さ：70mm
箱サイズ／約350×195×95mm・箱込重量／約800g・梱包入数／8
JANコード／4975192081594（日本製） A3判

●そのまま食卓にも置ける小ぶりでかわいい銅製のみるく
pan。熱伝導が良く早く温まるので、少量のスープや離乳食作
りに最適です。
※ 掲載中にデザインが変更になる
場合がございます。

本体：純銅（内面錫メッキ・外面クリア塗装）、底の厚さ：1.0mm、取っ手：鉄

（SZ-204）
「鈴なり」純銅揚げ鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約270×205×100mm
   
（700g・適正油量900㎖・満水容量1,800㎖）
     深さ：90mm
箱サイズ／約240×205×105mm・箱込重量／約800g・梱包入数／8
JANコード／4975192081600（日本製） A3判

●熱伝導がいいから、お肉を入れてもすぐ沸騰。

ガス火専用

ガス火専用

ガス火専用
日本製

日本製

日本製

22068-05〔03A05〕
（0402111）
￥8,300（税込￥9,130）

22068-06〔05A07〕
（0388036）
￥10,000（税込￥11,000）

22068-07〔05A07〕
（0388011）
￥11,000（税込￥12,100）

本体：銅・内面錫メッキ・外面クリア塗装、接合部・フック部：鉄、柄：天然木

本体・蓋：純銅、取手：鉄・真鍮メッキ、リング：ステンレス・金メッキ

本体（0.8ｍｍ）
・蓋（0.4ｍｍ）
：純銅、取手・蓋金具：ステンレス・金メッキ

製品サイズ（重量・容量）／約285×140×160ｍｍ（490g・1,200㎖）
箱サイズ／約292×153×153ｍｍ・箱込重量／約635g・梱包入数／10
JANコード／4562208694390（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量・容量）／約262×340×125ｍｍ（820g・2,400㎖）
箱サイズ／約270×270×130ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／12
JANコード／4936549300614（日本製） B4判

製品サイズ（重量・容量）／約262×285×125ｍｍ（800g・2,400㎖）
箱サイズ／約270×270×130ｍｍ・箱込重量／約1,010g・梱包入数／10
JANコード／4936549300317（日本製） B4判

（4390）ほっこり銅のみるくpan14cm

銅しゃぶ鍋「ラベンダー」26cm

銅しゃぶ鍋「輝煌」26cm
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COOKING WARE（ケトル）
●沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。
金属軸貫通ハンドルの安心構造。
電磁調理器対応のSG マーク取得品。

キッチンを彩る優しい色彩…。
優しいぬくもりの天然木を採用した
人気のケトルが再登場！

品質表示

本体：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）
底部：ステンレス鋼
（クロム18％）
（ 底の厚さ0.5mm）
蓋：ステンレス鋼、取っ手・ツマミ：天然木

22069-01〔00T00〕
（1001465）
￥4,500（税込￥4,950）

（MLT-15K）
「モルト」笛吹きケトル1.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約211×164×220ｍｍ
   
（460g・満水容量1,500㎖・適正容量1,200㎖）
箱サイズ／約190×180×155ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／16
JANコード／4975192080641（中国製） A5判

●注ぎ口が細いからゆっくり注げる。コーヒーのハンドドリッ
プに適します。お手入れ簡単なステンレス製。本体はストレー
トで洗浄など、お手入れがしやすい。
アップハンドルで持ちやすく、
熱源から離れているため
熱くなりにくい。

22069-02〔00T00〕
（1001466）
￥5,000（税込￥5,500）

（MLT-25K）
「モルト」笛吹きケトル2.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約241×204×244ｍｍ
   
（620g・満水容量2,500㎖・適正容量1,800㎖）
箱サイズ／約220×215×165ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／12
JANコード／4975192080658（中国製） B5判

沸騰を音でお知らせする笛吹きタイプ。
ころんと可愛らしい丸みを帯びたボディーライン。
●スッキリとしたシンプル
デザイン。ステンレス製
で錆びにくくお手入れ簡
単。ガス火・IH 電磁調理
器対応。

●スッキリとしたシンプル
デザイン。ステンレス製
で錆びにくくお手入れ簡
単。ガス火・IH 電磁調理
器対応。

22069-03〔00T02〕
（1001701）
￥2,500（税込￥2,750）

22069-04〔98T00〕
（1001617）
￥2,500（税込￥2,750）

22069-05〔98T00〕
（1001618）
￥3,000（税込￥3,300）

本体・蓋：ステンレス鋼
（クロム18％・ニッケル8％）
底部：ステンレス鋼
（クロム18％）
・底の厚さ：0.4mm、
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

本体・蓋：ステンレス鋼（クロム13％・ニッケル0.7％）
底面：ステンレス鋼（クロム16％）
・底の厚さ：0.4mm
樹脂部：フェノール樹脂
（耐熱温度140℃）

本体・蓋：ステンレス鋼
（クロム13％・ニッケル0.7％）
底面：ステンレス鋼
（クロム16％）
・底の厚さ：0.4mm
樹脂部：フェノール樹脂（耐熱温度140℃）

（BET-15DK）
「ビーテイスト」ドリップケトル1.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約290×145×187ｍｍ（約480g・満水容量1,500㎖）
箱サイズ／約275×150×190ｍｍ・箱込重量／約690g・梱包入数／18
JANコード／4970368501111（中国製） 半紙判

（CH-22K）
「シェリル」ステンレス笛吹きケトル2.2ℓ

製品サイズ
（重量・容量）／約212×183×220ｍｍ
（480g・満水容量2,200㎖・適正容量1,600㎖）
箱サイズ／約185×185×165ｍｍ・箱込重量／約635g・梱包入数／18
JANコード／4970368415067（中国製） B5判

（CH-27K）
「シェリル」ステンレス笛吹きケトル2.7ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約227×195×229ｍｍ
（620g・満水容量2,700㎖・適正容量1,900㎖）
箱サイズ／約198×198×188ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／12
JANコード／4970368415074
（中国製） B5判

●丈夫で衛生的なステンレス製。
お湯の沸騰を笛でお知らせす
るので安心です。

●丈夫で衛生的なステンレス製。
お湯の沸騰を笛でお知らせす
るので安心です。

100・200V

100・200V

22069-06〔00T02〕
（0101171）
￥3,000（税込￥3,300）

22069-07〔03A05〕
（0557114）
￥2,500（税込￥2,750）

22069-08〔00A02〕
（0557115）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：ステンレス鋼、底部：ステンレス
（底の厚さ0.45ｍｍ）
取っ手・ツマミ・笛部：フェノール樹脂

本体：ステンレス鋼
（クロム13％・ニッケル0.7％）、底面：ステンレス鋼
（クロム16％）
底の厚さ：0.4mm、樹脂部：フェノール樹脂

本体：ステンレス鋼
（クロム13％・ニッケル0.7％）、底面：ステンレス鋼
（クロム16％）
底の厚さ：0.45mm、樹脂部：フェノール樹脂

●底面が広く熱効率がよく湯が
早く沸く省エネ仕様。沸騰を優
しく知らせる笛吹きタイプ。

（BET-25K）
「ビーテイスト」早沸き笛吹ケトル2.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約245×225×220ｍｍ
   （680g・満水容量2,500㎖・適正容量1,600㎖）
箱サイズ／約225×225×150ｍｍ・箱込重量／約855g・梱包入数／12
JANコード／4970368501104
（中国製） B5判

（CW-27）
「クラス」広口笛吹ケトル2.7ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約225×195×220ｍｍ
   
（620g・満水容量2,700㎖・適正容量1,900㎖）
箱サイズ／約195×200×185ｍｍ・箱込重量／約750g・梱包入数／12
JANコード／4900634001250（中国製） B5判

（CW-36）
「クラス」広口笛吹ケトル3.6ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約230×205×245ｍｍ
   
（760g・満水容量3,600㎖・適正容量2,300㎖）
箱サイズ／約205×207×202ｍｍ・箱込重量／約930g・梱包入数／12
JANコード／4900634001267（中国製） B5判

●すべての熱源に対応した
定番やかん。
広口でお手入れも簡単。

●すべての熱源に対応した
定番やかん。
広口でお手入れも簡単。

●すべての熱源に対応した
定番やかん。
広口でお手入れも簡単。

100・200V

100・200V

100・200V

22069-09〔00A02〕
（0557131）
￥5,000（税込￥5,500）

22069-10〔00A02〕
（0557132）
￥6,500（税込￥7,150）

22069-11〔00A02〕
（0557133）
￥9,000（税込￥9,900）

本体・蓋：18-8ステンレス
（本体板厚：0.55mm）、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（BK-40）18-8ステンレス ビッグケトル4.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約270×205×285ｍｍ
   （730g・満水容量4,000㎖・適正容量2,400㎖）
箱サイズ／約242×240×176ｍｍ・箱込重量／約980g・梱包入数／12
JANコード／4900634993081（中国製） A4判

本体・蓋：18-8ステンレス
（本体板厚：0.55mm）、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（BK-60）18-8ステンレス ビッグケトル6.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約305×235×310ｍｍ
   
（890g・満水容量6,000㎖・適正容量3,600㎖）
箱サイズ／約270×250×204ｍｍ・箱込重量／約1,230g・梱包入数／8
JANコード／4900634993098（中国製） B4判

本体・蓋：18-8ステンレス（本体板厚0.7mm）、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（BK-80）18-8ステンレス ビッグケトル8.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約350×250×340ｍｍ
   
（1,300g・満水容量8,000㎖・適正容量4,800㎖）
箱サイズ／約322×285×220ｍｍ・箱込重量／約1,760g・梱包入数／4
JANコード／4900634993104（中国製） B4判

COOKING WARE（ケトル）

100・200V
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100・200V

日本製

22070-01〔20A20〕
（0675104）
￥10,000（税込￥11,000）

（CHA-11）
「茶き」くろいろケトル（小）

製品サイズ（重量・容量）／約161×219×174ｍｍ（600g・1,500㎖）
箱サイズ／約201×180×123ｍｍ・箱込重量／約720g・梱包入数／12
JANコード／4953794025802（日本製） 本中判

●サビにくく、色移りやにおいがつ
きにくい、衛生的で耐久性に優れ
たステンレス製。

日本製

22070-02〔20A20〕
（0675105）
￥12,000（税込￥13,200）

（CHA-12）
「茶き」くろいろケトル（大）

品質表示

製品サイズ（重量・容量）／約181×237×179ｍｍ（700g・2,000㎖）
箱サイズ／約213×190×126ｍｍ・箱込重量／約840g・梱包入数／12
JANコード／4953794025819（日本製） 本中判

本体：18-8ステンレス
（耐熱シリコーン樹脂焼付塗装）

●コーヒーを美味しく入れる為にお湯を細かく注ぐことができるφ7mm の細口ケトル、ガスはもちろんIH にも効率よく使えます。

100・200V

100・200V

日本製

日本製

22070-03〔20A20〕
（0675066）
￥5,000（税込￥5,500）

日本製

22070-04〔20A20〕
（0675069）
￥6,000（税込￥6,600）

本体：18-8ステンレス、底面：有磁性ステンレス、ハンドル・つまみ：シリコーンゴム

（MCO-1・ミラー）
「Miyacoffee」ドリップケトル0.9ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約247×125×183ｍｍ
（380g・満水容量900㎖）
箱サイズ／約231×130×188ｍｍ・箱込重量／約560g・梱包入数／12
JANコード／4953794025505（日本製） 本中判

22070-05〔08A10〕
（0386108）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：18-8ステンレス、底面：有磁性ステンレス、ハンドル・つまみ：シリコーンゴム

（MCO-4・艶消し）
「Miyacoffee」ドリップケトル1.2ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約247×125×213ｍｍ（420g・満水容量1,200㎖）
箱サイズ／約238×130×216ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／12
JANコード／4953794025536（日本製） 本中判

本体：18-8ステンレス、ハンドル・ツマミ：フェノール

（OFF-123）レトロ コーヒードリップポット1.2ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約305×182×155ｍｍ
（420g・750㎖）
箱サイズ／約295×135×165ｍｍ・箱込重量／約590g・梱包入数／12
JANコード／4938897010733
（日本製） 半紙判

●ステンレス製だから、錆び
にくく丈夫で衛生的。
ワイド口径だから、内側が
洗いやすくお手入れ簡単。
可動式のハンドルなので、
収納する時はハンドルを
倒して収納しやすい。

100・200V

日本製

日本製

22070-06〔00A02〕
（0557146）
￥3,000（税込￥3,300）

22070-07〔08A10〕
（0386094）
￥2,800（税込￥3,080）

22070-08〔08A10〕
（0386029）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：ステンレス鋼（底厚0.5mm）
・フェノール樹脂

本体：18-8ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）、底部：18-0ステンレス鋼
ハンドル・ツマミ：フェノール

本体：18-8ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）、底部：18-0ステンレス鋼
ハンドル・ツマミ：フェノール

（NCH-32）
「ニュークラス」広口ケトル3.2ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約260×182×267ｍｍ（670g・適正容量2,200㎖）
箱サイズ／約245×217×174ｍｍ・箱込重量／約860g・梱包入数／12
JANコード／4900634101264（中国製） A4判

100・200V

（OFF-100）
「フィーノ」コーヒードリップポット1.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約142×280×160ｍｍ（400g・1,000㎖）
箱サイズ／約261×150×160ｍｍ・箱込重量／約560g・梱包入数／16
JANコード／4938897006576（日本製） 本中判

100・200V

（OFF-101）
「フィーノ」コーヒードリップポット1.2ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約290×280×180ｍｍ（430g・1,200㎖）
箱サイズ／約285×150×180ｍｍ・箱込重量／約620g・梱包入数／12
JANコード／4938897005760（日本製） 半紙判   

100・200V

●取手をたたんで
積み重ねが出来
る。IH 対応！
！

日本製

日本製

22070-09〔08A10〕
（0386096）
￥3,000（税込￥3,300）

22070-10〔10A10〕
（0386115）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：18-8ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）、底部：18-0ステンレス鋼
ハンドル・ツマミ：フェノール、笛：6-6ナイロン

本体：18-8ステンレス鋼
（クロム18％・ニッケル8％）、底部：18-0ステンレス鋼
ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、笛：66ナイロン

（EX-125）
「エクセレントシェフ」笛吹ケトル2.5ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約240×195×170ｍｍ（560g・2,500㎖）
箱サイズ／約200×200×180ｍｍ・箱込重量／約750g・梱包入数／12
JANコード／4938897010498（日本製） A5判

（EX-140）
「エクセレントシェフ」笛吹ケトル4.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約240×210×250ｍｍ
（675g・満水容量4,000㎖・適正容量3,100㎖）
箱サイズ／約220×220×210ｍｍ・箱込重量／約915g・梱包入数／12
JANコード／4938897011136（日本製） B5判

日本製

22070-11〔08A10〕
（0331014）
￥6,000（税込￥6,600）
本体・蓋・ストレーナー：ステンレス、フタつまみ・取手：耐熱フェノール樹脂

（KS-2621）キューブケトル2.8ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約227×227×135ｍｍ
（860g・2,800㎖）
箱サイズ／約235×235×100ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／16
JANコード／4900896126210（日本製） A4判
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COOKING WARE（アルミ鍋）
●ワイドタイプなので四角くきれいに焼けます。

●小回りのきくミニサイズのフライパン。
朝食づくりやお弁当作り等にオススメ！
！

22071-01〔03T05〕
（1001330）
￥2,500（税込￥2,750）

22071-02〔03T05〕
（1001331）
￥3,000（税込￥3,300）

（LB-161）
「落合 務」IH対応マーブル玉子焼・ワイド

製品サイズ（重量）／約340×156×55ｍｍ（約360g）深さ：30ｍｍ
焼面サイズ：150×180mm
箱サイズ／約372×165×60ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／24
JANコード／4975192078136（中国製） みの判

（LB-162）
「落合 務」IH対応マーブルフライパン20cm

製品サイズ（重量）／約363×205×105ｍｍ（約860g）深さ：45ｍｍ
箱サイズ／約372×220×85ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／12
JANコード／4975192078143（中国製） みの判

●毎日の調理に便利な大きさです。

●朝食やお弁当作りに便利な玉子焼とフライパンのセット。

22071-03〔03T05〕
（1001332）
￥4,000（税込￥4,400）

22071-04〔03T05〕
（1001333）
￥5,000（税込￥5,500）

品質表示

玉子焼・玉子焼ワイド／外面：焼付け塗装（底面を除く）
内面：フッ素樹脂塗膜加工
本体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼（クロム18％）
（底の厚さ2.4mm（はり底を含む））
フライパン／外面：焼付け塗装（底面を除く）
内面：フッ素樹脂塗膜加工
本体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼（クロム18％）
（底の厚さ2.7mm（はり底を含む））
ハンドル：フェノール樹脂（シリコン塗装）
フタ／強化ガラス
フタ金属部：ステンレス鋼
ツマミ：フェノール樹脂（耐熱温度140℃）

（LB-163）
「落合 務」IH対応マーブルフライパン26cm
製品サイズ（重量）／約450×265×125ｍｍ（約1,330g）深さ：50ｍｍ
箱サイズ／約450×278×92ｍｍ・箱込重量／約1,600g・梱包入数／8
JANコード／4975192078150（中国製） 中杉判

（LB-164）
「落合 務」IH対応マーブルフライパン26cm&玉子焼

製品サイズ（重量）／玉子焼：約336×135×70ｍｍ（約340g）深さ：30ｍｍ
焼面サイズ：130×180mm
フライパン：約450×265×56ｍｍ
（約640g）深さ：50ｍｍ
箱サイズ／約455×272×100ｍｍ・箱込重量／約1,300g・梱包入数／8
JANコード／4975192078167（中国製） 中杉判

●内面マーブルフッ素樹脂加工で汚れ・焦げ付きに強くお手入れが簡単なフライパンのセット！
！

フッ素
樹脂加工

●内面マーブルフッ素樹脂加工で汚れ・焦げ付きに強く
お手入れが簡単なフライパンのセット！
！

22071-05〔03T05〕
（1003544）
￥8,000（税込￥8,800）

（LB-165）
「落合 務」IH対応マーブルフライパンセット
フライパン26cm・フライパン20cm蓋付・玉子焼：各1

製品サイズ（重量）／フライパン26cm：約450×265×56ｍｍ（約640g）深さ：50ｍｍ
フライパン20cm：約363×205×105ｍｍ（約860g）深さ：45ｍｍ
玉子焼：約336×135×70ｍｍ（約340g）深さ：30ｍｍ
    焼面サイズ：130×180mm
箱サイズ／約467×283×170ｍｍ・箱込重量／約2,700g・梱包入数／6
JANコード／4975192078174（中国製） 大杉判

22071-06〔03T05〕
（1003545）
￥10,000（税込￥11,000）

（LB-166）
「落合 務」IH対応マーブルフライパンDXセット

フライパン26cm蓋付・フライパン20cm蓋付・玉子焼ワイド・ターナー：各1

製品サイズ（重量）／フライパン26cm：約450×265×125ｍｍ（約1,330g）深さ：50ｍｍ
フライパン20cm：約363×205×105ｍｍ（約860g）深さ：45ｍｍ
玉子焼ワイド：約340×156×70ｍｍ（約360g）深さ：30ｍｍ
焼面サイズ：150×180mm
箱サイズ／約467×283×250ｍｍ・箱込重量／約3,550g・梱包入数／4
JANコード／4975192078181（中国製） 大杉判

72

い4層マーブ
にく
ル
き
つ

素
ッ
フ

焦げ

COOKING WARE（アルミ鍋）

品質表示

本体：アルミニウム合金（内面マーブルフッ素樹脂加工）、はり底：ステンレス鋼
底の厚さ：
（LB-181）2.4mm（はり底を含む）、
（LB-182〜LB-184）2.7mm（はり底を含む）
蓋：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂
※LB-181はガラス蓋とツマミを含みません。

フッ素
樹脂加工

●四角い玉子を焼ける！少量のお弁当のおかず
作りにも使えます。離れが良いフッ素加工で
スピード調理！

●少量の炒め物に活躍する、小回りのきくサイ
ズ。朝食やお弁当作りにも便利です。

●普段使いに便利なミドルサイズのフライパン。

●深さがあるため容量たっぷり！少量の煮物に
使えたりと活躍の場が多いアイテムです。

22072-01〔03T05〕
（1001624）
￥2,500（税込￥2,750）

22072-02〔03T05〕
（1001625）
￥3,500（税込￥3,850）

22072-03〔03T05〕
（1001626）
￥5,000（税込￥5,500）

22072-04〔03T05〕
（1001627）
￥6,000（税込￥6,600）

（LB-181）
「落合 務」
IH対応ベーネマーブル玉子焼

製品サイズ（重量）／約355×134×55ｍｍ（355g）
深さ：28ｍｍ
焼面サイズ：130×180mm
箱サイズ／約370×150×55ｍｍ・箱込重量／約460g
梱包入数／16
JANコード／4975192083482（中国製） みの判

（LB-182）
「落合 務」
IH対応ベーネマーブルフライパン20cm

製品サイズ（重量）／約366×208×100ｍｍ（820g）
深さ：40ｍｍ
箱サイズ／約356×215×85ｍｍ・箱込重量／約1,000g
梱包入数／12
JANコード／4975192083499（中国製） A3判

（LB-183）
「落合 務」
IH対応ベーネマーブルフライパン26cm

製品サイズ（重量）／約453×269×115ｍｍ（1,315g）
深さ：48ｍｍ
箱サイズ／約445×275×85ｍｍ・箱込重量／約1,580g
梱包入数／10
JANコード／4975192083505（中国製） 中杉判

本体内面はお料理がこびりつきにくく煮込み料理もおまかせ！！
お手入れのしやすいフッ素樹脂加工です。

100・200V

フッ素
樹脂加工

100・200V

フッ素
樹脂加工

（LB-184）
「落合 務」
IH対応ベーネマーブル炒め鍋28cm

製品サイズ（重量）／約478×293×142ｍｍ（1,532g）
深さ：73ｍｍ
箱サイズ／約465×300×100ｍｍ・箱込重量／約1,800g
梱包入数／8
JANコード／4975192083512（中国製） 中杉判

●大きなハンバーグやホットケーキを焼ける ! ジャンボバーグ
パン ! アルミ製なので軽量で扱いやすいのがうれしい。ガラ
ス蓋付なので蒸らし料理もできます。大きな目玉焼き作りに
もチャレンジ !

100・200V

フッ素
樹脂加工

22072-05〔08T08〕
（0001659）
￥2,500（税込￥2,750）

22072-06〔08T08〕
（0001660）
￥2,500（税込￥2,750）

22072-07〔08T08〕
（1001111）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：アルミニウム合金（内面：フッ素樹脂加工）、貼底：ステンレス鋼
底の厚さ：2.7mm（貼底含む）、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、フタ：強化ガラス

本体：アルミニウム合金（内面：フッ素樹脂加工）、貼底：ステンレス鋼
底の厚さ：2.7mm（貼底含む）、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、フタ：強化ガラス

本体：アルミニウム合金、底部：ステンレス鋼、底の厚さ：2.7mm（貼底含む）
内面：フッ素樹脂加工、外面：ミラー仕上、フタ：強化ガラス
ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂

（LB-119）
「落合 務」IHアルミ片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約185×365×145ｍｍ（900g・1,800㎖）
   深さ：83ｍｍ
箱サイズ／約190×350×115ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4975192066638（中国製） みの判

（LB-120）
「落合 務」IHアルミフライパン22cm

製品サイズ（重量・容量）／約225×405×130ｍｍ（1,100g・1,730㎖）
   深さ：63ｍｍ
箱サイズ／約230×390×105ｍｍ・箱込重量／約1,300g・梱包入数／12
JANコード／4975192065990（中国製） 中杉判

（LB-117）
「落合 務」IH対応ジャンボバーグパン30cm

製品サイズ（重量）／約φ305×510×130ｍｍ（約1,900g）深さ：58ｍｍ
箱サイズ／約315×495×105ｍｍ・箱込重量／約2,300g・梱包入数／8
JANコード／4975192074282（中国製） 大杉判
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東京日本橋

三代目・茂出木 浩司

アルミ鍋鋳物フライパン・シリーズ（ブラック・マーブル加工）
軽くて丈夫なダイキャスト製。
側面は薄く、口元と底面は厚く
変形しにくい造りになっています。
内面はフッ素加工を施し、
お手入れがしやすい！
全て“たいめいけん”
ミニレシピ付き。

や」
「洋食
全て
シピ付
料理レ

東京日本橋「たいめいけん」

三代目

茂出木 浩司

東京日本橋の老舗レストラン「たいめいけん」3 代目オーナーシェフ。
1967年東京生まれ。
「たいめいけん」は祖父、茂出木心護が1931年に創業した。作家・池波正
太郎、映画監督・小津安二郎ら各界の著名人に愛された名店。
1986年、
東京都駒場高等学校卒業後、
渡米。数点のレストランで修行し
たのち、
「たいめいけん」に入店。
1994年 3代目として店を引き継ぐ。代々
の伝統の味を守りつつ、新しいものも積極的にとり入れたいとの願いか
ら、日本橋三越にテイクアウトのそうざい屋「デリカテッセン・ヒロ」など
をオープン。
料理教室、雑誌、テレビなどでも、料理講師として活躍中。趣味のカイト
ボーディングは日本でも屈指の腕前。

品質表示

本体：アルミニウム合金（内面マーブルフッ素樹脂塗脂加工）
底部：ステンレス鋼（底の厚さ3.0mm）
取っ手：フェノール樹脂、フタ：強化ガラス、ツマミ：フェノール樹脂
ワイドターナー：66ナイロン（耐熱210℃）

製品サイズ（重量・容量）

● フライパン20cm：約385×210×85ｍｍ
（約510g）深さ：約47mm

● フライパン26cm：約477×270×95ｍｍ
（約705g）深さ：約57mm

● アルミ鋳物炒め鍋26cm・ガラス蓋付：約477×270×123ｍｍ
（約1,356g）深さ：57mm

フッ素
樹脂加工

● アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付：約498×289×146ｍｍ
（約1,556g）深さ：約78mm
● 玉子焼：約367×162×66ｍｍ
（約490g）深さ：約32mm・焼面サイズ：150×160ｍｍ
● ワイドターナー：約175×142×57ｍｍ

22073-01〔03T05〕
（1003755）
￥3,000（税込￥3,300）

（TM-121）
「たいめいけん」
アルミ鋳物オムフライパン20cm

箱サイズ／約215×390×70ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／15
JANコード／4975192083611（中国製） A3判

22073-04〔03T05〕
（1001651）
￥5,000（税込￥5,500）

（TM-124）
「たいめいけん」
アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付

箱サイズ／約300×495×110ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／8
JANコード／4975192083642（中国製） 大杉判

22073-02〔03T05〕
（1003756）
￥3,500（税込￥3,850）

（TM-122）
「たいめいけん」
アルミ鋳物玉子焼・ワイドターナー付

箱サイズ／約170×385×60ｍｍ・箱込重量／約680g・梱包入数／15
JANコード／4975192083628（中国製） A3判

22073-05〔03T05〕
（1003758）
￥8,000（税込￥8,800）

（TM-125）
「たいめいけん」
アルミ鋳物フライパン26cm＆玉子焼
玉子焼・蓋付フライパン26cm：各1

箱サイズ／約290×455×125ｍｍ・箱込重量／約2,350g・梱包入数／4
JANコード／4975192083659（中国製） 大杉判

22073-03〔03T05〕
（1003757）
￥4,000（税込￥4,400）

（TM-123）
「たいめいけん」
アルミ鋳物フライパン26cm

箱サイズ／約275×475×85ｍｍ・箱込重量／約980g・梱包入数／10
JANコード／4975192083635（中国製） 大杉判

22073-06〔03T05〕
（1003759）
￥10,000（税込￥11,000）

（TM-126）
「たいめいけん」
アルミ鋳物フライパン3点セット

玉子焼・フライパン20cm・フライパン26cm：各1

箱サイズ／約280×455×120ｍｍ・箱込重量／約2,100g・梱包入数／4
JANコード／4975192083666（中国製） 大杉判

COOKING WARE（アルミ鍋）
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IH 対応アルミ鍋シリーズ
品質表示

ディープパン・フライパン／内面：フッ素樹脂加工、外面：焼付け塗装
本体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼（クロム18％）
（底の厚さ2.5mm
（はり底含む））
ハンドル：フェノール樹脂（シリコン塗装）
フタ／強化ガラス、フタ金属部：ステンレス鋼
ツマミ：フェノール樹脂（耐熱温度140℃）
オムライスパン／本体：アルミニウム合金、底の厚さ：2.8mm（貼底含む）
内面：フッ素樹脂加工、外面：ミガキ仕上げ、ハンドル：鉄（焼付け塗装）

全て「洋食や」
料理レシピ付

フッ素
樹脂加工

●軽量で扱いやすいアルミ製！底面から縁にかけてが長く、玉
子をまとめやすい形状です。ハンドルは丈夫な鉄製ハンドル
でトントンと叩いて形を整える際に傾斜をつけやすい角度に
なっています。

ストーンマーブル樹脂加工で使い易くお手入れ簡単！
使い易いアップハンドル。
“たいめいけん”ミニレシピ付き。

22074-01〔08T08〕
（1001386）
￥2,000（税込￥2,200）

（TM-111）
「たいめいけん」IH対応オムフライパン20cm
製品サイズ（重量）／約φ202×380×88ｍｍ（約420ｇ）深さ：45mm
箱サイズ／約375×212×72ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／16
JANコード／4975192079027（中国製） A3判

22074-04〔08T08〕
（1001388）
￥3,000（税込￥3,300）

（TM-113）
「たいめいけん」IH対応ディープパン24cm

製品サイズ（重量）／約φ243×420×165ｍｍ（約700g）深さ：80mm
箱サイズ／約430×252×126ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／12
JANコード／4975192079041（中国製） 中杉判

22074-02〔08T08〕
（1001387）
￥2,500（税込￥2,750）

（TM-112）
「たいめいけん」IH対応ディープパン22cm

製品サイズ（重量）／約φ222×405×150ｍｍ（約580g）深さ：70mm
箱サイズ／約415×230×114ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／12
JANコード／4975192079034
（中国製） A3判

22074-05〔08T08〕
（1001389）
￥4,000（税込￥4,400）

（TM-114）
「たいめいけん」
IH対応フライパン22cm＆ディープパン20cm

製品サイズ（重量）／フライパン：約φ222×390×92ｍｍ（約500g）深さ：45mm
ディープパン：約φ202×360×140ｍｍ（約450g）深さ：70mm
箱サイズ／約388×228×123ｍｍ・箱込重量／約1,220g・梱包入数／8
JANコード／4975192079058（中国製） A3判

22074-03〔08T08〕
（1003343）
￥2,500（税込￥2,750）

（TM-107）
「たいめいけん」オムライスパン22cm

製品サイズ（重量）／約φ225×410×125ｍｍ（540g）深さ：50mm
箱サイズ／約228×405×90ｍｍ・箱込重量／約730g・梱包入数／12
JANコード／4975192074909（中国製） 中杉判

22074-06〔08T08〕
（1001390）
￥5,000（税込￥5,500）

（TM-115）
「たいめいけん」
IH対応フライパン24cm＆フタ付ディープパン22cm

製品サイズ（重量）／フライパン：約φ244×435×100ｍｍ（約580g）深さ：50mm
ディープパン：約φ222×405×150ｍｍ（約1,050g）深さ：70mm
箱サイズ／約435×252×132ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／6
JANコード／4975192079065（中国製） 中杉判

●ごはんがおいしく炊ける炊飯鍋。鍋内側は容量の目安が確
認しやすい目盛付。内面フッ素加工でお手入れしやすい。内
蓋はガラス製のため炊飯時に沸騰や水分量を確認する際、
蒸気を逃すことなくおいしくご飯を炊くことが出来ます。

＊やさしい味のかぶ入りおかゆ

＊キノコの炊き込みご飯

22074-07〔03T05〕
（1001438）
￥4,000（税込￥4,400）
本体・ふた：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂塗膜加工・外面焼付け塗装）
貼底：ステンレス鋼（クロム18％）、底の厚さ：2.5mm
ガラスふた：強化ガラス・ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（AM-S20W）炊飯鍋5合炊き
＊白米ごはん

製品サイズ（重量・容量）／約353×210×180ｍｍ（約1,510g・3,600㎖）
   深さ：約122mm
箱サイズ／約350×220×160ｍｍ・箱込重量／約1,895g・梱包入数／8
JANコード／4975192079942（中国製） みの判
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フードスタイリスト マロンオリジナルキッチングッズ。五感を働かせて、楽しんで料理すれ
ば、自然とおいしいものが生まれてくるもの。そして盛りつけにもちょっと工夫すれば「美し
い」仕上がりに。とびきりの料理を出したときの、みんなの笑顔を見ることがマロンにとっ
ては一番の幸せです。
●深型のフライパンと
ドーム形状の蒸気
口付カバーで焼き・
蒸し・煮る、あらゆ
る調理に対応でき
ます。

“マロン”コンパクトパンシリーズ
フードスタイリスト”マロンさん”の
オリジナルカラー。
カラフルな色合いがキッチンを彩ります♪

フッ素
樹脂加工

マロン
（フードスタイリスト）
略歴
大阪あべの辻調理師専門学校を首席で卒業し、
料理研究家、インテリアス
タイリストのアシスタントを経験後、1983 年に日本でのフードスタイリス
ト第1 号として独立。雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、新聞、広告、イベント、講
演会等、あらゆるメディアを通して美味しい料理、料理の楽しさを提案
し、第一線で活躍し続けている。
2004 年からは調理器具の商品開発も手がけ、現在発売中の「マロンパ
ン24cm」が人気を集めている。
2005 年にはNHK「きょうの料理」料理大賞の審査員、2010 年には「きょ
うの料理クッキングコンテスト2010」のMC と調理実演も務めた。
現在はレストランのシェフでも、レシピを提供する料理研究家でもない、
食のエンターテイナーを目指しダイナミックに躍進中。

●ツマミを回すと蒸気が出せる！

22075-01〔03T05〕
（1001857）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂塗膜加工）
はり底：ステンレス鋼（クロム16％）、底の厚さ：3.2mm、ふた：アルミニウム合金
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂、蒸し目皿：ステンレス綱

（MR-003）NEWマロンパン24cm
90°回す
ツマミを回すと蒸気口から、蒸気が出ます
ので、調理時の余分な水分を逃がすことが
できます。

ヘルシーにいただける蒸し料理ができ
ます。肉まんやシュウマイもふっくら蒸
せる！

製品サイズ（重量・容量）／本体：約246×450×220ｍｍ（約1,530g・3,100㎖）
   
   鍋深さ：約85mm
    蒸し目皿：約φ225×8ｍｍ
箱サイズ／約440×265×165ｍｍ・箱込重量／約2,000g・梱包入数／6
JANコード／4975192086766（中国製） 大杉判

●直径15cm の鍋セットは小回りが良い！少量の調理で済む方や、単身者用のキッチンでも置き場
に困らず収納できます。また、調理後は重ねてスッキリとしまえます。

品質表示

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂塗膜加工）、貼り底：ステンレス鋼
蓋：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

●専用蒸し目皿付！

100・200V

フッ素
樹脂加工

エンボス
加工

●グラデーションみたいな
カラーパターンを見せな
がら収納できます！

22075-02〔08T08〕
（1001714）
￥4,000（税込￥4,400）

（MR-106）コンパクトマロンパン15cm
深型ソースパン・ソースパン・フライパン：各1

製品サイズ（重量・容量）／深型ソースパン：約315×155×118ｍｍ（約420g・1,650㎖）深さ：98mm
   ソースパン：約315×155×137ｍｍ（約660g・1,200㎖）深さ：70mm
   フライパン：約315×155×53ｍｍ（約315g）深さ：37mm
箱サイズ／約315×165×170ｍｍ・箱込重量／約1,715g・梱包入数／8
JANコード／4975192084618（中国製） みの判

●炒める・焼く・煮るなどいろいろな調理がこのセットでOK!
重ねてコンパクトに収納できます。内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。

22075-03〔08T08〕
（1001715）
￥5,000（税込￥5,500）

（MR-107）コンパクトマロンポットパン18cm
片手鍋・両手鍋・フライパン：各1

製品サイズ（重量・容量）／片手鍋：約330×185×110ｍｍ
（約450g・1,750㎖）
   深さ：73mm
    両手鍋：約310×185×150ｍｍ
（約950g・2,000㎖）
   深さ：85mm
   フライパン：約330×185×77ｍｍ
（約400g）深さ：43mm
箱サイズ／約295×200×150ｍｍ・箱込重量／約2,130g
梱包入数／6
JANコード／4975192084625（中国製） B4判

22075-04〔08T08〕
（1001716）
￥7,000（税込￥7,700）

（MR-108）コンパクトマロンポットパン22cm
片手鍋・両手鍋・フライパン：各1

製品サイズ（重量・容量）／片手鍋：約372×225×120ｍｍ
（約680g・3,000㎖）
   深さ：88mm
   両手鍋：約350×225×174ｍｍ
（約1,255g・3,400㎖）
   深さ：101mm
   フライパン：約370×225×90ｍｍ
（約550g）深さ：56mm
箱サイズ／約320×250×165ｍｍ・箱込重量／約2,900g
梱包入数／4
JANコード／4975192084632（中国製） みの判

COOKING WARE（アルミ鍋）
品質表示

本体：アルミニウム合金（内面：マーブルフッ素樹脂加工）
はり底：ステンレス鋼、
（底の厚さ2.5mm（はり底を含む））
フタ：強化ガラス
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂（シリコン樹脂塗装）
・耐熱温度140℃

「マリ・クレール」アルミ鍋シリーズ
“カラーズ”
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製品サイズ（重量・容量）

● アルミエッグパン：約343×136×46ｍｍ
（約351g）深さ：31mm、焼面サイズ：180×130mm
● アルミフライパン20cm
（フタ付）
：約358×208×100ｍｍ（約822g）深さ：42mm
● アルミフライパン20cm：約358×204×65ｍｍ
（約427g）深さ：42mm

● アルミフライパン26cm：約423×265×117ｍｍ
（約1,244g）深さ：51mm

● アルミ片手鍋18cm：約340×187×138ｍｍ
（約830g・満水容量2,000㎖）深さ：80mm

● アルミ両手鍋20cm：約335×206×143ｍｍ
（約1,008g・満水容量2,700㎖）深さ：86mm
● ターナー：約305×73ｍｍ
（約60g）
フッ素
樹脂加工

22076-01〔03T05〕
（1001652）
￥2,000（税込￥2,200）

（MC-071）
「マリ・クレール」“カラーズ” アルミエッグパン
箱サイズ／約350×145×50ｍｍ・箱込重量／約450g・梱包入数／16
JANコード／4975192083529（中国製） A3判

22076-02〔03T05〕
（1001653）
￥2,500（税込￥2,750）

（MC-072）
「マリ・クレール」“カラーズ”
アルミフライパン20cm

箱サイズ／約350×210×75ｍｍ・箱込重量／約1,000g・梱包入数／12
JANコード／4975192083536（中国製） A3判

22076-03〔03T05〕
（1001654）
￥3,000（税込￥3,300）

（MC-073）
「マリ・クレール」“カラーズ”
アルミフライパン26cm

箱サイズ／約410×275×85ｍｍ・箱込重量／約1,480g・梱包入数／10
JANコード／4975192083543（中国製） 中杉判

内面はマーブルフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。
アルミ製なので軽量で調理の負担になりにく
い！ツマミ・ハンドル部はシリコン樹脂塗装なの
ですべりにくく手に馴染みます。
22076-04〔03T05〕
（1001655）
￥3,000（税込￥3,300）

（MC-074）
「マリ・クレール」“カラーズ” アルミ片手鍋18cm
箱サイズ／約345×195×110ｍｍ・箱込重量／約1,000g・梱包入数／12
JANコード／4975192083550（中国製） みの判

22076-06〔03T05〕
（1001657）
￥5,000（税込￥5,500）

（MC-076）
「マリ・クレール」“カラーズ”
アルミ片手鍋18cm＆フライパン20cm
片手鍋18cm・フライパン20cm：各1

箱サイズ／約350×210×110ｍｍ・箱込重量／約1,450g・梱包入数／8
JANコード／4975192083574（中国製） A3判

22076-05〔03T05〕
（1001656）
￥3,500（税込￥3,850）

（MC-075）
「マリ・クレール」“カラーズ” アルミ両手鍋20cm
箱サイズ／約310×210×115ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／9
JANコード／4975192083567（中国製） みの判

22076-07〔03T05〕
（1003770）
￥8,000（税込￥8,800）

（MC-078）
「マリ・クレール」“カラーズ” アルミ鍋3点セット
片手鍋18cm・フライパン20cm・蓋付フライパン26cm：各1

箱サイズ／約415×280×201ｍｍ・箱込重量／約3,260g・梱包入数／4
JANコード／4975192083789（中国製） 中杉判

22076-08〔03T05〕
（1003769）
￥10,000（税込￥11,000）

（MC-070）
「マリ・クレール」“カラーズ” アルミ鍋3点セット
片手鍋18cm・両手鍋20cm・フライパン26cm・ターナー：各1

箱サイズ／約415×350×205ｍｍ・箱込重量／約4,200g・梱包入数／3
JANコード／4975192083581（中国製、ターナーのみ日本製） 中杉判
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COOKING WARE（アルミ鍋）
製品サイズ（重量・容量）

● 26cmフライパン：約φ270×60mm
（580g）
● 24cmフライパン：約φ250×50mm
（470g）

● 20cmディープパン：約φ215×70mm
（440g）

● 20cmポット：約φ215×95mm
（515g・満水容量2,800㎖）

● 18cmポット：約φ195×90mm
（430g・満水容量2,200㎖）

● 16cmポット：約φ173×80mm
（350g・満水容量1,500㎖）
● 20cmフタ：約φ220×40mm
（415g）

“ジャンヌ・エコール”
着脱ハンドルシリーズ
ハンドル着脱式で
キッチンスペースにスッキリ収納。

● 18cmフタ：約φ200×40mm
（355g）
● 16cmフタ：約φ175×48mm
（360g）

● ハンドル：約40×45×190mm
（187g）
● トング：約240mm
（全長）
（約51g）

100・200V

品質表示

ポット・ディープパン・フライパン
表面加工／内面：フッ素樹脂加工、外面：耐熱焼付け塗装
材料の種類／本体：アルミニウム合金、貼り底：ステンレス鋼（クロム18％）
底の厚さ：2.5mm
着脱ハンドル
材料の種類／鍋押さえ部・スライドボタン部：シリコーンゴム（耐熱温度220℃）
フック部：66ナイロン（耐熱温度180℃）
本体：フェノール樹脂（耐熱温度180℃）、金属部：ステンレス鋼
ガラス蓋
品名／強化ガラス
材料の種類／金属部：ステンレス鋼、摘み部：フェノール樹脂
ゴム部：シリコーンゴム

フッ素
樹脂加工

●内面はフッ素樹脂加工で焦げ付きにくくお手入れ簡単！！

●ガラス蓋はディープパンとポットで兼用出来るサイズで
ハンドルが付いたままでも使えます。

●ガラス蓋はディープパンとポットで兼用出来るサイズで
ハンドルが付いたままでも使えます。

22077-01〔03T05〕
（0002573）
￥5,000（税込￥5,500）

22077-02〔03T05〕
（0002574）
￥7,500（税込￥8,250）

22077-03〔03T05〕
（1003515）
￥8,000（税込￥8,800）

（JE-121）
「ジャンヌ・エコール」着脱ハンドル鍋2点セット
24cmフライパン・16cmポット・16cmフタ・ハンドル：各1

箱サイズ／約260×260×115ｍｍ・箱込重量／約1,650g・梱包入数／8
JANコード／4975192077092
（中国製） A4判

●ガラス蓋はディープパンとポットで兼用出来るサイズで
ハンドルが付いたままでも使えます。

（JE-122）
「ジャンヌ・エコール」着脱ハンドル鍋3点セット
26cmフライパン・20cmディープパン・20cmポット・20cmフタ・
ハンドル：各1

箱サイズ／約280×280×190ｍｍ・箱込重量／約2,600g・梱包入数／6
JANコード／4975192077108（中国製） 半紙判

（JE-122T）
「ジャンヌ・エコール」
着脱ハンドル鍋3点セット・トング付

26cmフライパン・20cmディープパン・20cmポット・20cmフタ・トング・
ハンドル：各1
箱サイズ／約280×280×190ｍｍ・箱込重量／約2,900g・梱包入数／6
JANコード／4975192077115（中国製） 半紙判

●ガラス蓋はディープパンとポットで兼用出来るサイズでハンドルが付いたままでも使えます。

22077-05〔03T05〕
（1003516）
￥15,000（税込￥16,500）

（JE-124）
「ジャンヌ・エコール」
着脱ハンドル鍋6点セット

22077-04〔03T05〕
（0002575）
￥10,000（税込￥11,000）

26cmフライパン・24cmフライパン・20cmディープパン・
20cmポット・18cmポット・16cmポット・20cmフタ・
18cmフタ・16cmフタ：各1、ハンドル：2

（JE-123）
「ジャンヌ・エコール」着脱ハンドル鍋4点セット
26cmフライパン・20cmディープパン・20cmポット・18cmポット・
20cmフタ・18cmフタ・ハンドル：各1

箱サイズ／約390×390×335ｍｍ・箱込重量／約5,300g・
梱包入数／3
JANコード／4975192077139（中国製） 中杉判

箱サイズ／約280×280×200ｍｍ・箱込重量／約3,350g・梱包入数／4
JANコード／4975192077122（中国製） 半紙判

注ぎ口付で、ケトルやミルクパンとしても活躍する
片手タイプのマルチポット。
煮物やスープをコトコト煮込むのにも丁度いい。

●深さがあるので見た目より容量があって、茹でもの調理にも
オススメです。内面はフッ素樹脂加工、ツマミはナチュラル感
のある木目調デザイン。

100・200V

取っ手が下向きで
幅をとらないコン
パクト設計！
ケトル のように注
げて便利！！

22077-06〔03T05〕
（1001787）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂塗膜加工）
底部：ステンレス鋼（クロム18％）、底の厚さ：2.6mm
フタ：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂（シリコン塗装）

（MC-080）
「マリ・クレール」ハンディクックパン15cm

製品サイズ（重量・容量）／約265×177×173ｍｍ（約810g・2,500㎖）
    深さ：117mm
箱サイズ／約265×180×155ｍｍ・箱込重量／約1,065g・梱包入数／12
JANコード／4975192085530（中国製） A4判

COOKING WARE（アルミ鍋）
本体厚さ1.8mm！超軽量で使い易いアルミ鍋シリーズ。
口元はコインプレス加工で強度アップ（厚さ約4mm）
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品質表示

本体：アルミニウム合金（底の厚さ1.8mm）、内面：フッ素樹脂加工、外面：焼付け塗装
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂（耐熱温度140℃）、フタ：強化ガラス、フタ金属部：ステンレス

ガス火専用

●少量の煮物など重宝する手軽なサイズの片手鍋。

●超軽量で調理の負担になりにくいアルミ製フライパン。
内面は焦げつきにくくお手入れ簡単なフッ素樹脂加工。

●卓上で鍋料理にも活躍する浅型タイプの両手鍋。

22078-01〔03T05〕
（1001238）
￥2,000（税込￥2,200）

22078-02〔03T05〕
（1001239）
￥2,500（税込￥2,750）

22078-03〔03T05〕
（1001240）
￥2,500（税込￥2,750）

（JE-111）
「ジャンヌ・エコール」片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約170×345×135ｍｍ（約680g・満水容量1,500㎖）
    深さ：70mm
箱サイズ／約180×350×105ｍｍ・箱込重量／約850g・梱包入数／12
JANコード／4975192076620（中国製） みの判

（JE-112）
「ジャンヌ・エコール」フタ付フライパン26cm
製品サイズ（重量）／約270×475×120ｍｍ（約1,200g）深さ：55mm
箱サイズ／約280×460×85ｍｍ・箱込重量／約1,400g・梱包入数／12
JANコード／4975192076637（中国製） 大杉判

●朝食やお弁当づくりにも
オススメなミニサイズの
鍋セット。

フッ素
樹脂加工

（JE-113）
「ジャンヌ・エコール」両手浅鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約248×375×135ｍｍ
（約1,140g
  
・満水容量2,600㎖）深さ：75mm
箱サイズ／約260×325×90ｍｍ・箱込重量／約1,300g・梱包入数／12
JANコード／4975192076644（中国製） B4判

●ご家庭ではもちろん、シングルライフでも扱いやすいサイズをセットにしました。
内面はフッ素樹脂加工で焦げ付きにくく、お手入れ簡単。

22078-04〔03T05〕
（1001241）
￥3,000（税込￥3,300）

（JE-114）
「ジャンヌ・エコール」
片手鍋18cm＆フライパン18cmセット

製品サイズ（重量・容量）／片手鍋：約190×365×140ｍｍ
（約750g・満水容量1,800㎖）深さ：80mm
   フライパン：約190×365×70ｍｍ（約300g）
深さ：45mm
箱サイズ／約200×365×140ｍｍ・箱込重量／約1,250g・梱包入数／9
JANコード／4975192076651（中国製） A3判

●ご家庭ではもちろん、シングル
ライフでも扱いやすいサイズを
セットにしました。内面はフッ素
樹脂加工で焦げ付きにくく、
お手
入れ簡単。

22078-06〔03T05〕
（1001244）
￥5,000（税込￥5,500）

22078-05〔03T05〕
（1001243）
￥4,000（税込￥4,400）

（JE-117）
「ジャンヌ・エコール」アルミ鍋3点セット
両手鍋20cm・フライパン20cm・フライパン24cm：各1

（JE-116）
「ジャンヌ・エコール」両手鍋20cm＆フライパン24cmセット

製品サイズ（重量・容量）／両手鍋：約210×330×150ｍｍ（約930g・満水容量2,300㎖）深さ：85mm
    20cmフライパン：約210×385×70mm（約350g）深さ：45mm
    24cmフライパン：約250×450×80ｍｍ（約500g）深さ：50mm
箱サイズ／約253×440×145ｍｍ・箱込重量／約2,000g・梱包入数／6
JANコード／4975192076682（中国製） 大杉判

製品サイズ（重量・容量）／両手鍋：約210×330×150ｍｍ（約930g・満水容量2,300㎖）深さ：85mm
   フライパン：約250×450×80ｍｍ（約500g）深さ：50mm
箱サイズ／約255×440×110ｍｍ・箱込重量／約1,650g・梱包入数／8
JANコード／4975192076675（中国製） 大杉判

●茹でたり温めついでに、目皿で蒸し料理もできる優れモノ！

100・200V

100・200V

22078-07〔00T00〕
（1001812）
￥4,000（税込￥4,400）

22078-08〔00T00〕
（1001813）
￥5,000（税込￥5,500）

●煮物に便利な深鍋に、蒸し
目皿が 付属。栄養満点の
温野菜を手軽に楽しめま
す。深さがあるのでパスタ
や茹で野菜の調理にも便
利。内面フッ素樹脂加工で
お手入れが簡単です。蓋つ
まみはお玉や箸が置いて
おけるスペースに！
品質表示

本体：アルミニウム合金
底部：ステンレス綱（クロム16％）、底の厚さ2.5mm（貼り底を含む）
フタ：強化ガラス、目皿：アルミニウム合金
取っ手・つまみ：フェノール樹脂
表面加工／内側・目皿：ふっ素樹脂塗膜加工、外面：焼付け塗装

（KK-20MP）
「囲 -KAKOMI-」IH対応深型マルチポット20cm
製品サイズ
（重量・容量）／本体：約342×240×140ｍｍ
   
（約1,285g・満水容量3,200㎖）深さ：98mm
  目皿：φ210×45ｍｍ
箱サイズ／約345×245×140ｍｍ・箱込重量／約1,680g・梱包入数／8
JANコード／4975192086230（中国製） A3判

（KK-24MP）
「囲 -KAKOMI-」IH対応深型マルチポット24cm
製品サイズ（重量・容量）／本体：約380×280×165ｍｍ
   （約1,670g・満水容量5,100㎖）深さ：116mm
  目皿：φ250×46ｍｍ
箱サイズ／約370×285×160ｍｍ・箱込重量／約2,150g・梱包入数／6
JANコード／4975192086247（中国製） 中杉判
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COOKING WARE（アルミ鍋）
本体外面はオシャレなウェーブ加工で軽量化！
軽くて使い易いアルミ鍋シリーズ。
内面フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくお手入れ簡単。
品質表示

表面加工／内側：フッ素樹脂加工、外側：焼付け塗装
本体：アルミニウム合金
貼底：ステンレス鋼、底の厚さ：2.8mm
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂
フタ：強化ガラス・ステンレス鋼

22079-01〔03T05〕
（1001237）
￥5,000（税込￥5,500）

（AR-196）両手鍋20cm＆フライパン26cmセット

製品サイズ
（重量・容量）／フライパン：約φ265×440×85ｍｍ
（650g）深さ：約50mm
    両手鍋：約φ205×330×155ｍｍ（1,040g・2,500㎖）深さ：約85mm
箱サイズ／約278×435×121ｍｍ・箱込重量／約2,020g・梱包入数／6
JANコード／4975192076583
（中国製） 中杉判

22079-03〔03T05〕
（1001233）
￥2,500（税込￥2,750）

22079-04〔03T05〕
（1001234）
￥3,000（税込￥3,300）

（AR-192）片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約φ185×337×160ｍｍ
（860g・満水容量2,050㎖）
    深さ：約80mm
箱サイズ／約200×345×110ｍｍ・箱込重量／約1,060g・梱包入数／12
JANコード／4975192076545
（中国製） みの判

（AR-193）フタ付フライパン26cm

製品サイズ（重量）／約φ265×440×125ｍｍ
（1,300g）深さ：約53mm
箱サイズ／約278×435×92ｍｍ・箱込重量／約1,580g・梱包入数／10
JANコード／4975192076552
（中国製） 中杉判

フッ素
樹脂加工

22079-02〔03T05〕
（1001232）
￥2,000（税込￥2,200）

（AR-191）フライパン24cm

製品サイズ（重量）／約φ245×420×82ｍｍ
（600g）深さ：約55mm
箱サイズ／約254×415×76ｍｍ・箱込重量／約820g・梱包入数／12
JANコード／4975192076538
（中国製） 中杉判

22079-05〔03T05〕
（1001236）
￥4,000（税込￥4,400）

（AR-195）両手鍋18cm＆フライパン20cmセット

製品サイズ（重量・容量）／フライパン：約φ205×350×80ｍｍ
（440g）
  深さ：約50mm
    両手鍋：約φ185×305×140ｍｍ
（930g・2,050㎖）
    深さ：約80mm
箱サイズ／約213×385×115ｍｍ・箱込重量／約1,610g・梱包入数／8
JANコード／4975192076576
（中国製） A3判

深型なので煮込み料理に適しています。目皿付なので蒸し物料理にも。蓋はガラス蓋なので調理の様子が見えて大変便利です！
鍋内面と目皿はフッ素樹脂加工されているのでお手入れ簡単です。

22079-06〔03T05〕
（1001421）
￥4,000（税込￥4,400）

品質表示

本体：アルミニウム合金、貼底：ステンレス（底の厚さ：2.5mm）
内面：マーブルフッ素樹脂加工、外面：焼付け塗装
目皿：アルミニウム合金（内外面：フッ素樹脂加工）
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂、フタ：強化ガラス

（AR-177）IH対応深型マルチポット20cm
フッ素
樹脂加工

製品サイズ
（重量・容量）／本体：約342×240×158ｍｍ
   
（約1,270g・満水容量約3,400㎖）
深さ：82mm
    目皿：約φ210×46ｍｍ
（約200g）深さ：43mm
箱サイズ／約343×248×145ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／8
JANコード／4975192079614
（中国製） みの判

22079-07〔03T05〕
（1001422）
￥5,000（税込￥5,500）

（AR-178）IH対応深型マルチポット24cm

製品サイズ
（重量・容量）／本体：約390×280×180ｍｍ
   （約1,590g・満水容量約5,300㎖）
深さ：97mm
    目皿：約φ250×47ｍｍ
（約280g）
深さ：44mm
箱サイズ／約375×290×158ｍｍ・箱込重量／約2,380g・梱包入数／6
JANコード／4975192079621
（中国製） 中杉判

COOKING WARE（アルミ鍋）
●ツマミにお玉や菜箸が
置ける!
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●内面はゴールドマーブル。

はつらつとしたカラーが
食卓をなごませる！
卓上が華やかになるビビットなカラー。
ご家庭で使い易いサイズの
軽量型アルミ鍋。

品質表示

本体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼（クロム18％）
底の厚さ2.6mm（はり底を含む）
蓋：強化ガラス、つまみ：フェノール樹脂
内面：フッ素樹脂塗膜加工、外面：焼付け塗装

●内面はお手入れが楽なゴールドマーブルフッ素樹脂加工。 ●調理中にも中の様子が確認できるガラス蓋。 ●煮込み中、周りにしぶきが飛びにくい蒸気穴付。
●1 〜2 人の食べきりサイズからご家庭で使いやすい大きめサイズ、煮込みにも使える深型サイズと人数に合わせて3 サイズ用意しました。

22080-01〔00T02〕
（1001554）
￥3,000（税込￥3,300）

（LU-20W）
「ルピア」IH対応卓上鍋20cm

製品サイズ
（重量・容量）／約284×243×118ｍｍ
（920g・満水容量2,500㎖）
深さ：85mm
箱サイズ／約250×247×90ｍｍ・箱込重量／約1,060g・梱包入数／12
JANコード／4970368217012
（中国製） 本中判

22080-02〔00T02〕
（1001555）
￥3,500（税込￥3,850）

（LU-24W）
「ルピア」IH対応卓上鍋24cm

製品サイズ
（重量・容量）／約325×280×136ｍｍ
（1,240g・満水容量4,000㎖）
深さ：95mm
箱サイズ／約290×287×98ｍｍ・箱込重量／約1,430g・梱包入数／10
JANコード／4970368217029
（中国製） B4判

22080-03〔00T02〕
（1001556）
￥4,000（税込￥4,400）

（LU-27W）
「ルピア」IH対応卓上鍋27cm

製品サイズ
（重量・容量）／約365×313×134ｍｍ
（1,450g・満水容量5,000㎖）
深さ：95mm
箱サイズ／約317×316×98ｍｍ・箱込重量／約1,670g・梱包入数／8
JANコード／4970368217036
（中国製） B4判

●アルミ製で軽く持ち運びラクラク！
●ちょこっとお手軽に使える両手鍋。卓上で場所を取らない
コンパクトサイズ。1 〜2 人用の少量の煮物に！

●深型なので煮込み料理に便利。
●たっぷりのお湯が沸かせるので茹で物がしやすい。
●調理中に様子が確認しやすいガラス蓋。

22080-04〔00T02〕
（1001814）
￥3,000（税込￥3,300）

22080-05〔00T02〕
（1001648）
￥3,500（税込￥3,850）

（LU-16D）
「ルピア」IH対応シチューポット16cm

製品サイズ
（重量・容量）／約280×160×160ｍｍ
（約860g・2,000㎖）
深さ：100mm
箱サイズ／約265×175×130ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／16
JANコード／4970368217104
（中国製） 半紙判

（LU-18D）
「ルピア」IH対応シチューポット18cm

製品サイズ
（重量・容量）／約300×185×189ｍｍ
（約1,035g・3,000㎖）
深さ：125mm
箱サイズ／約280×193×147ｍｍ・箱込重量／約1,220g・梱包入数／12
JANコード／4970368217067
（中国製） 半紙判

●深型なので煮込み料理に便利。●たっぷりのお湯が沸かせるので茹で物がしやすい。●調理中に様子が確認しやすいガラス蓋。

22080-06〔00T02〕
（1001649）
￥4,000（税込￥4,400）

（LU-20D）
「ルピア」IH対応シチューポット20cm

製品サイズ
（重量・容量）／約328×205×195ｍｍ
（約1,200g・4,000㎖）
深さ：132mm
箱サイズ／約296×213×160ｍｍ・箱込重量／約1,430g・梱包入数／8
JANコード／4970368217074
（中国製） B4判

22080-07〔00T02〕
（1001650）
￥4,500（税込￥4,950）

（LU-22D）
「ルピア」IH対応シチューポット22cm

製品サイズ（重量・容量）／約345×230×220ｍｍ（約1,470g・5,500㎖）
深さ：148mm
箱サイズ／約300×240×180ｍｍ・箱込重量／約1,755g・梱包入数／8
JANコード／4970368217081
（中国製） B4判

●内面はお手入れが楽なゴールドマーブルふっ素樹脂加工。●調理中にも中の様子が確認できるガラス蓋。●深型でたっぷり煮られる形状です。● I H 電磁調理器対応！

22080-08〔00T02〕
（1001911）
￥2,500（税込￥2,750）

（LU-P16S）
「ルピア」IH対応片手鍋16cm

製品サイズ
（重量・容量）／約335×170×138ｍｍ
（約880g・1,600㎖）
深さ：79mm
箱サイズ／約339×176×130ｍｍ・箱込重量／約980g・梱包入数／12
JANコード／4970368217111
（中国製） みの判

22080-09〔00T02〕
（1001912）
￥3,000（税込￥3,300）

（LU-P18S）
「ルピア」IH対応片手鍋18cm

製品サイズ
（重量・容量）／約355×190×150ｍｍ
（約760g・2,200㎖）
深さ：88mm
箱サイズ／約358×196×140ｍｍ・箱込重量／約860g・梱包入数／12
JANコード／4970368217128
（中国製） A3判

22080-10〔00T02〕
（1001913）
￥3,500（税込￥3,850）

（LU-P20W）
「ルピア」IH対応両手鍋20cm

製品サイズ
（重量・容量）／約320×210×157ｍｍ
（約1,070g・3,000㎖）
深さ：97mm
箱サイズ／約300×216×124ｍｍ・箱込重量／約1,170g・梱包入数／12
JANコード／4970368217135（中国製） B4判
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COOKING WARE（アルミ鍋）
品質表示

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂塗膜加工）
はり底：ステンレス綱（底の厚さ2.4mm（はり底を含む））
フタ：強化ガラス、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

フッ素
樹脂加工

内面はフッ素樹脂加工で
お手入れしやすいアルミ鍋。
ガラス蓋の取っ手は
スタンドさせて置くこともでき、
お料理のしやすい環境づくりに一役かいます。

●ガラス蓋の取っ手は
スタンドさせて置く
こともできます。

22081-01〔05T07〕
（1001663）
￥2,000（税込￥2,200）

（ESA-16S）
「エステル」アルミ片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約330×171×150ｍｍ（約755g・満水容量1,600㎖）
深さ：77mm
箱サイズ／約348×183×110ｍｍ・箱込重量／約995g・梱包入数／12
JANコード／4970368411717
（中国製） みの判

22081-03〔05T07〕
（1001665）
￥3,000（税込￥3,300）

22081-04〔05T07〕
（1001666）
￥3,500（税込￥3,850）

（ESA-20W）
「エステル」アルミ両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約350×210×168ｍｍ
（約1,112g・満水容量2,800㎖）深さ：88mm
箱サイズ／約357×222×115ｍｍ・箱込重量／約1,375g・梱包入数／8
JANコード／4970368411731
（中国製） A3判

軽量で調理の負担になりにくい！
本体カラーはワインレッドで
キッチンをお洒落に演出！
内面フッ素加工でお手入れ簡単！
ガス火はもちろん
IH電磁調理器100V・200V対応！

（ESA-22W）
「エステル」アルミ両手鍋22cm

製品サイズ（重量・容量）／約368×230×170ｍｍ
（約1,200g・満水容量3,500㎖）深さ：93mm
箱サイズ／約370×242×117ｍｍ・箱込重量／約1,490g・梱包入数／8
JANコード／4970368411748
（中国製） 中杉判

22081-06〔05T07〕
（0101264）
￥2,000（税込￥2,200）

（LIE-16S）
「リアン」IH対応片手鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×168×122ｍｍ（710g・満水容量1,500㎖）
深さ：78mm
箱サイズ／約340×175×115ｍｍ・箱込重量／約905g・梱包入数／12
JANコード／4970368215018
（中国製） B4判

22081-02〔05T07〕
（1001664）
￥2,500（税込￥2,750）

（ESA-18S）
「エステル」アルミ片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約355×190×165ｍｍ
（約902g・満水容量2,300㎖）深さ：87mm
箱サイズ／約367×202×119ｍｍ・箱込重量／約1,160g・梱包入数／12
JANコード／4970368411724（中国製） 中杉判

22081-05〔05T07〕
（1001667）
￥4,000（税込￥4,400）

（ESA-24W）
「エステル」アルミ両手鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約390×250×183ｍｍ
（約1,412g・満水容量4,500㎖）深さ：98mm
箱サイズ／約380×260×124ｍｍ・箱込重量／約1,750g・梱包入数／6
JANコード／4970368411755
（中国製） 中杉判

22081-07〔05T07〕
（0101265）
￥2,500（税込￥2,750）

（LIE-18S）
「リアン」IH対応片手鍋18cm

製品サイズ（重量・容量）／約350×188×148ｍｍ（845g・満水容量2,100㎖）
深さ：87mm
箱サイズ／約360×193×125ｍｍ・箱込重量／約1,075g・梱包入数／12
JANコード／4970368215025
（中国製） みの判

フッ素
樹脂加工

品質表示

本体：アルミニウム合金
（内面：フッ素樹脂塗膜加工、外面：焼付け塗装（底面を除く））
底部：ステンレス（クロム18％）
（ 底の厚さ2.6mm）
ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、フタ：強化ガラス

22081-08〔05T07〕
（0101266）
￥3,000（税込￥3,300）

（LIE-20W）
「リアン」IH対応両手鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約360×202×160ｍｍ（1,040g・満水容量2,700㎖）
深さ：90mm
箱サイズ／約350×210×110ｍｍ・箱込重量／約1,300g・梱包入数／12
JANコード／4970368215032
（中国製） みの判

22081-09〔05T07〕
（0101277）
￥3,500（税込￥3,850）

（LIE-22W）
「リアン」IH対応両手鍋22cm

製品サイズ（重量・容量）／約382×230×180ｍｍ（1,260g・満水容量3,400㎖）
深さ：92mm
箱サイズ／約360×230×115ｍｍ・箱込重量／約1,510g・梱包入数／8
JANコード／4970368215049
（中国製） みの判

COOKING WARE（アルミ鍋）
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品質表示

本体：アルミニウム合金
底部：ステンレス綱（クロム16％）、底の厚さ2.7mm（貼り底を含む）
フタ：強化ガラス、取っ手・つまみ：フェノール樹脂
表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工、外面：焼付け塗装

●深い赤色が特徴の大型鍋シリーズ。ストレートタイプの本体はたっぷり容量。
パスタは折らずに入れられ、野菜もまるっと茹でられる！カレーやシチュー、
おでんや豚汁など…年末年始の作り置きにもオススメのサイズです。

22082-01〔00T00〕
（1001809）
￥4,000（税込￥4,400）

（MD-26W）
「円 -MADOKA-」IH対応深型両手鍋26cm
製品サイズ（重量・容量）／約393×270×182ｍｍ
（約1,660g・満水容量6ℓ）深さ：111mm
箱サイズ／約355×280×145ｍｍ・箱込重量／約2,100g・梱包入数／6
JANコード／4975192086254（中国製） 中杉判

22082-02〔00T00〕
（1001810）
￥4,500（税込￥4,950）

（MD-28W）
「円 -MADOKA-」IH対応深型両手鍋28cm
製品サイズ（重量・容量）／約415×290×182ｍｍ
（約1,870g・満水容量7ℓ）深さ：114mm
箱サイズ／約370×300×145ｍｍ・箱込重量／約2,350g・梱包入数／4
JANコード／4975192086261（中国製） 中杉判

深さがあるから煮るにも便利！内面加工でお手入れ簡単。
ご家庭で使い易い軽量型アルミフライパン。
●内面はお手入れが楽なマーブルフッ素樹脂加工。
●盛り付けに便利な両側注ぎ口付。
●深さ約80mmの炒めも煮るもこなせるフライパン。

22082-04〔00T00〕
（1003670）
￥2,500（税込￥2,750）

（CFK-20FB）
「超深いいね」IH両口フライパン20cm

製品サイズ（重量）／約390×235×90ｍｍ（500g）深さ：80mm
箱サイズ／約375×230×115ｍｍ・箱込重量／約760g・梱包入数／12
JANコード／4970368895517
（中国製） 中杉判

22082-05〔00T00〕
（1003671）
￥3,000（税込￥3,300）

（CFK-24FB）
「超深いいね」IH両口フライパン24cm

製品サイズ（重量）／約450×275×105ｍｍ（680g）深さ：80mm
箱サイズ／約450×285×155ｍｍ・箱込重量／約990g・梱包入数／8
JANコード／4970368895524
（中国製） 大杉判

22082-03〔00T00〕
（1001811）
￥5,000（税込￥5,500）

（MD-30W）
「円 -MADOKA-」IH対応深型両手鍋30cm
製品サイズ（重量・容量）／約437×310×220ｍｍ
（約2,200g・満水容量10ℓ）深さ：144mm
箱サイズ／約380×320×180ｍｍ・箱込重量／約2,800g・梱包入数／4
JANコード／4975192086278（中国製） 中杉判

品質表示

本体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼（クロム16％）
・底の厚さ2.4mm（はり底を含む）
ハンドル：フェノール樹脂、内面：フッ素樹脂塗膜加工、外面：焼付け塗装

22082-06〔00T00〕
（1003672）
￥3,500（税込￥3,850）

（CFK-26FB）
「超深いいね」IH両口フライパン26cm

製品サイズ（重量）／約475×295×116ｍｍ（780g）深さ：80mm
箱サイズ／約440×300×150ｍｍ・箱込重量／約1,080g・梱包入数／8
JANコード／4970368895531
（中国製） 大杉判

品質表示

本体：アルミニウム合金（ミラー仕上げ）、はり底：ステンレス鋼（クロム18％）
（ 底の厚さ：2.5mm（はり底を含む））、取っ手：天然木、落とし蓋：杉

100・200V

100・200V

100・200V

22082-07〔03T05〕
（1003631）
￥2,000（税込￥2,200）

22082-08〔03T05〕
（1003632）
￥3,000（税込￥3,300）

22082-09〔03T05〕
（1003633）
￥3,500（税込￥3,850）

（AM-101）
「味名人」IH対応アルミ雪平鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約375×215×100ｍｍ（530g・2,300㎖）
深さ：82mm
箱サイズ／約372×211×98ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／18
JANコード／4975192081006（中国製） A3判

フッ素 ガス火専用
樹脂加工

22082-10〔03T05〕
（1001370）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：アルミニウム合金（底の厚さ2.2mm）、内面：フッ素樹脂加工、外面：焼付け塗装
取手：鉄（メラミン塗装）、取手金具：アルミダイキャスト

（CK-617R）
「陳 建一」アルミすきやき鍋26cm

製品サイズ（重量・容量）／約312×265×60ｍｍ（約740g・約2,800㎖）
鍋深さ：約57mm
箱サイズ／約300×295×75ｍｍ・箱込重量／約1,000g・梱包入数／12
JANコード／4975192078426（中国製） A4判

（AM-102A）
「味名人」IH対応アルミ雪平鍋22cm・落し蓋付
製品サイズ（重量・容量）／本体：約395×235×100ｍｍ（590g・2,800㎖）
深さ：82mm
落し蓋：約φ150ｍｍ（94g）
箱サイズ／約386×230×110ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／15
JANコード／4975192081013（中国製） A3判

フッ素 ガス火専用
樹脂加工

22082-11〔03T05〕
（1001371）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：アルミニウム合金（底の厚さ2.2mm）、内面：フッ素樹脂加工、外面：焼付け塗装
取手：鉄（メラミン塗装）、取手金具：アルミダイキャスト、蓋：強化ガラス

（CK-618R）
「陳 建一」アルミすきやき兼用餃子鍋26cm

製品サイズ（重量・容量）／約312×265×120ｍｍ（約1,390g・約2,800㎖）
鍋深さ：約57mm
箱サイズ／約300×295×80ｍｍ・箱込重量／約1,660g・梱包入数／10
JANコード／4975192078433（中国製） A4判

（AM-104）
「味名人」IH対応アルミ雪平鍋18cm＆20cm

製品サイズ（重量・容量）／18cm：約345×195×95ｍｍ（445g・1,800㎖）
深さ：74mm
20cm：約375×215×100ｍｍ（530g・2,300㎖）
深さ：82mm
箱サイズ／約372×212×119ｍｍ・箱込重量／約1,170g・梱包入数／10
JANコード／4975192081020（中国製） A3判

100・200V

フッ素
樹脂加工

22082-12〔03T05〕
（1001372）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：アルミニウム合金、底の厚さ2.5mm（はり底含む）、内面：フッ素樹脂加工、
外面：焼付け塗装、取手：鉄（メラミン塗装）、取手金具：アルミダイキャスト、蓋：強化ガラス

（CK-612）
「陳 建一」IH対応
アルミすきやき兼用餃子鍋26cm

製品サイズ（重量・容量）／約312×265×120ｍｍ（約1,600g・約2,800㎖）
鍋深さ：約57mm
箱サイズ／約300×295×80ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／10
JANコード／4975192078440（中国製） A4判
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COOKING WARE（アルミ鍋）
●アルミニウムとステンレスの全面2層構造でIH 調理器に最適。すばやくムラなく加熱します。
●側面を薄く伸ばしながら成形するスピニング加工により軽量化。
（玉子焼除く）
品質表示

本体：2層クラッド材
（板厚2.6mm、内側：アルミニウム合金・外側：ステンレス鋼）
本体内面：フッ素樹脂加工、本体外面：ミラー研磨仕上げ
ハンドル：フェノール樹脂

22083-01〔15A17〕
（0075004）
￥5,500（税込￥6,050）

（LME-E19-14）
「IHルミエール」玉子焼 19×14cm

製品サイズ（重量・容量）／約368×153×69ｍｍ（600g・1,000㎖）深さ：35mm
箱サイズ／約155×375×65ｍｍ・箱込重量／約750g・梱包入数／10
JANコード／4971142121877（日本製） 中杉判

22083-03〔15A17〕
（0075006）
￥5,500（税込￥6,050）

22083-04〔15A17〕
（0075007）
￥6,000（税込￥6,600）

（LME-D24）
「IHルミエール」ディープフライパン24cm

製品サイズ（重量・容量）／約455×256×124ｍｍ（770g・2,700㎖）深さ：65mm
箱サイズ／約260×455×90ｍｍ・箱込重量／約1,060g・梱包入数／10
JANコード／4971142121846（日本製） 大杉判

（LME-F26）
「IHルミエール」フライパン26cm

製品サイズ（重量・容量）／約479×276×97ｍｍ（860g・2,700㎖）深さ：55mm
箱サイズ／約280×470×80ｍｍ・箱込重量／約1,170g・梱包入数／10
JANコード／4971142121815（日本製） 大杉判

●「広い・深い・軽い」新しい形の使いやすいガス火用
フライパンです。硬度の高いアルミニウム合金を使
用することで薄く作ることができるため、広くて深
い形状にもかかわらず軽く仕上がっています。底面
には十分な厚みを残してあるので熱をしっかりと
蓄え、焼きムラなく加熱します。

22083-06〔15A17〕
（0075009）
￥5,500（税込￥6,050）

（FUG-D20）
「フーガ」ディープパン20cm

製品サイズ
（重量・容量）／約392×206×93ｍｍ
（495g・1,900㎖）深さ：63mm
箱サイズ／約215×395×85ｍｍ・箱込重量／約700g
梱包入数／10
JANコード／4971142204549（日本製） 中杉判

100・200V ガス火専用

フッ素
樹脂加工

22083-02〔15A17〕
（0075005）
￥5,000（税込￥5,500）

（LME-D20）
「IHルミエール」ディープフライパン20cm

製品サイズ（重量・容量）／約373×217×108ｍｍ（560g・1,700㎖）深さ：60mm
箱サイズ／約220×375×95ｍｍ・箱込重量／約780g・梱包入数／10
JANコード／4971142121839（日本製） B5判

22083-05〔15A17〕
（0075008）
￥7,000（税込￥7,700）

（LME-W28）
「IHルミエール」いため鍋28cm

製品サイズ（重量・容量）／約499×297×110ｍｍ（940g・3,600㎖）深さ：70mm
箱サイズ／約300×490×10ｍｍ・箱込重量／約1,270g・梱包入数／8
JANコード／4971142121853（日本製） 大杉判

品質表示

本体：アルミニウム合金
（底厚3mm本体内面：フッ素樹脂加工、本体外面：サテン仕上げ）
ハンドル：木材・フェノール樹脂・アルミニウム合金

22083-07〔15A17〕
（0075010）
￥6,500（税込￥7,150）

（FUG-D24）
「フーガ」ディープパン24cm

製品サイズ（重量・容量）／約432×246×105ｍｍ
（575g・3,100㎖）深さ：73mm
箱サイズ／約260×435×110ｍｍ・箱込重量／約850g
梱包入数／10
JANコード／4971142204556（日本製） 大杉判

ガス火専用

フッ素
樹脂加工

22083-08〔15A17〕
（0075011）
￥7,000（税込￥7,700）

（FUG-F26）
「フーガ」フライパン26cm

製品サイズ（重量・容量）／約453×266×94ｍｍ
（650g・3,200㎖）深さ：63mm
箱サイズ／約280×455×85ｍｍ・箱込重量／約930g
梱包入数／10
JANコード／4971142204525（日本製） 大杉判

●ご家庭のガスコンロで昔ながらのかまど炊きごはんを再現。羽釜の丸みがある形はご飯をおいしく炊くために必要な対流を起こ
します。かまどにセットして炊くことでコンロの熱を逃がさずしっかりと伝え、吹きこぼれも受け止めます。重量のあるステンレスの
蓋にすることで適度な圧がかかり美味しくご飯を炊き上げます。

22083-09〔20A22〕
（0075012）
￥7,000（税込￥7,700）

（KKZ-2）謹製釜炊き三昧 2合炊き
品質表示

羽釜：アルミニウム合金（底厚3.0mm）
本体内面：研磨仕上げ
蓋：ステンレス鋼（板厚3.0mm）
・ツマミ：焼杉
かまど：アルミニウム板（板厚1.2mm）

ガス火専用

日本製

製品サイズ（重量・容量）／約218×218×130ｍｍ（1,190g）
羽釜：約182×182×100ｍｍ（550g・1,200㎖）
		
深さ：97mm
蓋：約150×150×37ｍｍ（490g）
かまど：約218×218×60ｍｍ（150g）
箱サイズ／約230×225×115ｍｍ・箱込重量／約1,450g・梱包入数／8
JANコード／4971142212063（日本製） B5判

22083-10〔20A22〕
（0075013）
￥10,000（税込￥11,000）

（KKZ-5）謹製釜炊き三昧 5合炊き

製品サイズ（重量・容量）／約252×252×170ｍｍ（1,880g）深さ：138mm
羽釜：約226×226×141ｍｍ（930g・2,800㎖）
		
深さ：97mm
蓋：約186×186×37ｍｍ（730g）
かまど：約252×252×81ｍｍ（220g）
箱サイズ／約260×255×165ｍｍ・箱込重量／約2,140g・梱包入数／6
JANコード／4971142212087（日本製） A4判

COOKING WARE（アルミ鍋）
●二つの料理が同時に作れます。
焦げ
付きにくいフッ素樹脂加工です。
100・200V

ガス火専用

フッ素
樹脂加工

84

●パスタを寝かせて茹でられる！湯切りに
調理もこれ一台で！パスタにぴったりサイ
ズの幅広パスタ鍋。

フッ素
樹脂加工

●パスタを寝かせて茹でるため水の量が少なくて済むので、その分
沸かす時間も短縮。蓋を抑えて簡単湯切り。

22084-01〔05A07〕
（0331087）
￥4,500（税込￥4,950）

日本製

本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、ツル2本：鉄（クロムメッキ）
ガラス蓋：強化ガラス

22084-02〔08A10〕
（0331077）
￥7,800（税込￥8,580）

日本製

本体：アルミニウム合金、蓋：ステンレス、蓋つまみ：18-8ステンレス

（KS-2927）よこ茹でパスタ

（KS-2669）仕切り屋

製品サイズ（重量・容量）／約300×300×130ｍｍ（1,500g・3,000㎖）
箱サイズ／約310×300×95ｍｍ・箱込重量／約1,800g・梱包入数／8
JANコード／4900896126692（日本製） みの判

製品サイズ（重量・容量）／約340×245×100ｍｍ（1,900g・5,000㎖）
箱サイズ／約345×250×110ｍｍ・箱込重量／約2,140g・梱包入数／8
JANコード／4900896129273（日本製） 中杉判

●そのままパスタ鍋の中で調理や味付けも可能。洗い物を増やす手
間を防ぎます。幅広サイズのお鍋なので魚の姿煮や茶碗蒸しもお
手の物。

●一度に二つの料理が
楽しめます。
100・200V

フッ素
樹脂加工

100・200V

フッ素
樹脂加工

100・200V

日本製

22084-03〔05A07〕
（0331034）
￥4,700（税込￥5,170）

日本製

22084-04〔05A07〕
（0331035）
￥5,300（税込￥5,380）

本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、目皿：ステンレス、ガラス蓋：強化ガラス

（KS-2788）土鍋風＆蒸し器19cm（目皿付）

製品サイズ（重量・容量）／本体：約255×217×140ｍｍ（1,100g・1,600㎖）
目皿：約φ165mm、ガラス蓋：約φ205mm
箱サイズ／約233×220×100ｍｍ・箱込重量／約1,260g・梱包入数／10
JANコード／4900896127880（日本製） A4判

フッ素
樹脂加工

本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、目皿：ステンレス、ガラス蓋：強化ガラス

（KS-2789）土鍋風＆蒸し器25cm（目皿付）

製品サイズ（重量・容量）／本体：約320×275×150ｍｍ
（1,550g・3,200㎖）
目皿：約φ225mm、ガラス蓋：約φ265mm
箱サイズ／約285×280×110ｍｍ・箱込重量／約1,760g・梱包入数／8
JANコード／4900896127897（日本製） B4判

誰にでも簡単にオムレツ、オムライスが
作れるオムフライパンにハート型が登場！

日本製

22084-05〔05A07〕
（0331073）
￥6,500（税込￥7,150）

ガス火専用

本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、ガラス蓋：強化ガラス
蓋つまみ：ポリプロピレン

（KS-2926）火鍋風仕切り鍋26cm

製品サイズ（重量・容量）／約334×280×106ｍｍ（1,800g・4,300㎖）
箱サイズ／約280×280×130ｍｍ・箱込重量／約1,950g・梱包入数／8
JANコード／4900896129266（日本製） B4判

フッ素
樹脂加工

日本製

22084-06〔03A05〕
（0331040）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：アルミニウム合金（内面：フッ素樹脂加工・外面：シリコン塗装）
ハンドル：フェノール樹脂

（KS-2828）ハートのオムフライパン（レッド）

製品サイズ（重量・容量）／約220×380×88ｍｍ（464g・ハート部400㎖）
箱サイズ／約225×380×72ｍｍ・箱込重量／約615g・梱包入数／24
JANコード／4900896128283（日本製） 中杉判

カラーはレッド・グリーン・オレンジの3色。お弁当のおかず作りやお料理の演出に！
また、デザートつくりの型として！

ガス火専用

100・200V

フッ素
樹脂加工

22084-07〔08A10〕
（0331042）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

本体：アルミニウム合金、底の厚さ2.5mm（内面：フッ素樹脂加工、外面：シリコン塗装）
ハンドル：フェノール樹脂

（KS-2807）
しあわせを呼ぶ四つ葉のフライパン（レッド）
製品サイズ（重量）／約192×367×70ｍｍ（525g）
箱サイズ／約380×205×60ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／24
JANコード／4900896128078（日本製） 中杉判

フッ素
樹脂加工

22084-08〔08A10〕
（0331045）
￥3,500（税込￥3,850）

100・200V

日本製

本体：アルミニウム合金、底の厚さ2.5mm（内面：フッ素樹脂加工、外面：シリコン塗装）
はり底：ステンレス（厚さ0.7mm）、ハンドル：フェノール樹脂

（KS-2813）IH対応
しあわせを呼ぶ四つ葉のフライパン（グリーン）

製品サイズ（重量）／約192×367×71ｍｍ（631g）
箱サイズ／約380×205×60ｍｍ・箱込重量／約805g・梱包入数／20
JANコード／4900896128139（日本製） 中杉判

フッ素
樹脂加工

22084-09〔08A10〕
（0331046）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

本体：アルミニウム合金、底の厚さ2.5mm（内面：フッ素樹脂加工、外面：シリコン塗装）
はり底：ステンレス（厚さ0.7mm）、
ハンドル：フェノール樹脂

（KS-2814）IH対応
しあわせを呼ぶ四つ葉のフライパン（オレンジ）

製品サイズ（重量）／約192×367×71ｍｍ（631g）
箱サイズ／約380×205×60ｍｍ・箱込重量／約805g・梱包入数／20
JANコード／4900896128146（日本製） 中杉判
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COOKING WARE（アルミ鍋）
●アウトドアにも持って行きやすい軽量タイプ。ミニフライパンとし
ても使えて機能的♪
ガス火専用

フッ素
樹脂加工

22085-01〔00T02〕
（1001853）
￥2,500（税込￥2,750）

●ガス火専用。はさんで焼くだ
け、アルミニウム合金で軽量タ
イプ。フッ素樹脂加工でお手入
れ簡単。

本体：アルミニウム合金（表面フッ素樹脂加工）底の厚さ2.5mm
ハンドル：フェノール樹脂・ステンレス

（TP-11）
「タップリィⅡ」
ホットサンドメーカー（ガス火タイプ）

製品サイズ（重量）／約375×160×38ｍｍ（約685g）深さ：15mm
焼き面：約130×140mm
箱サイズ／約415×170×50ｍｍ・箱込重量／約830g・梱包入数／20
JANコード／4975192086773（中国製） 中杉判

●着脱式でミニフライパンとしても使用可能。
100・200V

フッ素
樹脂加工

22085-02〔00T02〕
（1001854）
￥3,000（税込￥3,300）

●ガス火・I H 対応。はさんで焼く
だけ、アルミニウム合金で軽量
タイプ。フッ素樹脂加工でお手
入れ簡単。

本体：アルミニウム合金（表面フッ素樹脂加工）、底部：ステンレス鋼・底の厚さ3.0mm
ハンドル：フェノール樹脂・ステンレス

（TP-12）
「タップリィⅡ」
ホットサンドメーカー（IH対応タイプ）

製品サイズ（重量）／約375×160×38ｍｍ（約750g）深さ：15mm
焼き面：約130×140ｍｍ
箱サイズ／約415×170×50ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／20
JANコード／4975192086780（中国製） 中杉判

●仕切に高さがあり具材がこぼれにくく、
炒めものもラクラク！
●卵1 個でお弁当にピッタリのミニ玉子焼
も厚焼き玉子もこれ1 個でOK。
●熱回りの良い厚手のアルミキャスト製！

100・200V

これは便利！玉子焼きと炒めが
同時に作れる画期的なエッグパン！
朝ごはんやお弁当にも
これ1つでいろいろ調理♪
シングルライフにも活躍しそう。

フッ素
樹脂加工

22085-03〔03T05〕
（1003621）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工・外面：焼付け塗装）
はり底：ステンレス鋼（底の厚さ4mm・はり底含む）、金具・フック：アルミダイキャスト
ハンドル：フェノール樹脂

（NME-01G）ニューモーニングエッグパン

製品サイズ（重量）／約230×370×57ｍｍ（約760g）深さ：約25mm
箱サイズ／約370×231×57ｍｍ・箱込重量／約810g・梱包入数／14
JANコード／4975192079805（中国製） 中杉判

2 つの料理が同時にできて大変重宝します。

●朝食やお弁当、急な来客など忙しい時にこれ１つで３品のお料理が一度に作れ
てとっても便利！
フッ素 ガス火専用
樹脂加工

● 耐 久 性 の 高 いマーブ ルコ ー
ティングでこげつきにくく、キ
レイに焼ける！！フタ付だから
目玉焼きの白身がふっくら仕
上がる！！

100・200V

フッ素
樹脂加工

22085-04〔03T05〕
（0001128）
￥2,000（税込￥2,200）

22085-05〔03T05〕
（0002580）
￥2,000（税込￥2,200）

本体：アルミニウム合金2.4mm、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、蓋：強化ガラス
内面：フッ素樹脂加工

本体：アルミニウム合金、貼底：ステンレス鋼、底の厚さ：2.5mm
蓋：ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂
内面：マーブルフッ素樹脂加工、外面：焼付け塗装

ガラス蓋付トリプルパン24cm

製品サイズ（重量・容量）／約245×394×100ｍｍ（約1,070g・1,500㎖）
深さ：37mm
箱サイズ／約250×375×70ｍｍ・箱込重量／約1,310g・梱包入数／12
JANコード／4975192025987（中国製） A3判

（DEP-01）デイリー・エッグパン

製品サイズ（重量）／約140×350×60ｍｍ（約515g）深さ：30mm
箱サイズ／約145×350×68ｍｍ・箱込重量／約570g・梱包入数／20
JANコード／4975192077153（中国製） 対応不可

COOKING WARE（アルミ鍋）
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●ご家庭で簡単にワッフルが作れます。
またアウトドア用品としても便利です。
フッ素
樹脂加工

日本製

22086-01〔08A10〕
（0331075）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂塗装）、ハンドル：フェノール樹脂

（KS-2936）スナック ワッフル

製品サイズ（重量）／約338×138×33ｍｍ（約650g）
箱サイズ／約357×143×41ｍｍ・箱込重量／約742g・梱包入数／24
JANコード／4900896129365（日本製） 中杉判

100・200V

●はさんで焼くだけ！美味しく・
楽しく・ホットサンド！本体は着
脱式なので洗いやすい！IHでも
ガス火にも対応。耳がプレスさ
れるので中の具材がこぼれに
くい。

フッ素
樹脂加工

●パニーニ風の焼き目がおしゃれなダブルホットサンドメーカー。プレートの真ん中に仕切りがあ
るのでハーフサイズにかんたんに切り分けられます。

ガス火専用

フッ素
樹脂加工

22086-02〔08A10〕
（0331097）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）
ハンドル：フェノール樹脂・ステンレス、リベット：鉄

（KS-3125）
パニーニ風ホットサンドメーカーダブル

日本製

製品サイズ（重量）／約355×148×30ｍｍ（約482g）
箱サイズ／約170×380×40ｍｍ・箱込重量／約605g
梱包入数／20
JANコード／4900896131252（日本製） 中杉判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、ハンドル：フェノール樹脂・ステンレス
はり底：ステンレス鋼、金具：ステンレス、付属品：取扱説明書兼用レシピ

（KS-2887）サンドdeグルメ

製品サイズ（重量）／約375×160×40ｍｍ（約1,015g）
箱サイズ／約384×169×51ｍｍ・箱込重量／約1,310g・梱包入数／10
JANコード／4900896128870（日本製） 中杉判

●お家でかんたん！食べれるカップが作れます。
カップの大きさはφ70mm とφ40mm があります。

●挟んで焼くだけ！スティックタイプの
サンドメーカー！

ガス火専用

日本製

22086-03〔08A10〕
（0331062）
￥4,000（税込￥4,400）

フッ素
樹脂加工

ガス火専用

日本製

日本製

22086-04〔05A07〕
（0331093）
￥4,000（税込￥4,400）

22086-05〔03A05〕
（0331094）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、ハンドル：フェノール樹脂

本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、取っ手：フェノール樹脂

（KS-2932）
スティックパンケーキメーカー

（KS-2922）カップケーキメーカー

製品サイズ（重量）／約160×374×33ｍｍ（約730g）
箱サイズ／約170×380×40ｍｍ・箱込重量／約850g・梱包入数／20
JANコード／4900896129327（日本製） 中杉判

製品サイズ（重量）／約186×395×50ｍｍ（約900g）
箱サイズ／約403×192×57ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4900896129228（日本製） 中杉判

●きれいなオムレツ・オムライスが誰でも
簡単にできます。
ガス火専用

フッ素
樹脂加工

日本製

22086-06〔08A10〕
（0331006）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：アルミ鋳造・フッ素樹脂加工、ハンドル：フェノール樹脂

（KS-2294）洋食工房 オムフライパン

製品サイズ（重量）／約380×220×65ｍｍ（約480g）
箱サイズ／約365×220×60mm・箱込重量／約700g・梱包入数／24
JANコード／4900896122946（日本製） 中杉判

フッ素
樹脂加工

100・200V

フッ素
樹脂加工

●特に忙しい朝の時間に大活躍！目玉焼きを
2 個、そのほかにもう1 つ調理が同時に出来
ます。お菓子作りのレシピ付。

ガス火専用

フッ素
樹脂加工

●同じサイズのパンケーキ
が7個同時に作れます。
一枚のプレートで7 つの
料理が一度にできます。

日本製

22086-07〔05A07〕
（0331027）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、ハンドル：フェノール樹脂

（KS-2759）とりぷるぱん

製品サイズ（重量）／約393×210×52ｍｍ
（約870g）
箱サイズ／約400×220×60ｍｍ・箱込重量／約1,020g・梱包入数／16
JANコード／4900896127590（日本製） 大杉判

日本製

22086-08〔05A07〕
（0331095）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、蓋：強化ガラス、蓋つまみ：天然木

（KS-2944）ふわふわパンケーキ7

製品サイズ（重量）／約323×276×68ｍｍ
（約1,265g）
箱サイズ／約284×284×50ｍｍ・箱込重量／約1,380g・梱包入数／12
JANコード／4900896129440（日本製） B4判
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COOKING WARE（フライ＆グリル）
工業デザイナー
「山田耕民」氏デザインの
軽量強化鉄鋳物。
山田 耕民（やまだ・こうみん）プロフィール
1947 年、プレス加工業の父の三男として東京都生まれ。育英工業高等専門学校
（現サレジオ工業高等専門学校）工業意匠学科卒業後、千葉大学工業意匠学科意匠
科助手入職。実用性と機能美といったシンプルな造形が流行となっているが、彼は
「人間が愛着をもてるあたたかいものづくりを追求することが大切」と語っている。
経歴
1947年 東京に生まれる
1968年 育英工専 工業デザイン科 卒業
1968年 千葉大学工業意匠科助手
1983年 新潟県フラットウェアーコンペにて通産大臣賞グランプリとなる
1984年 新潟県フラットウェアーコンペにて通産大臣賞グランプリとなる
1991年 芳香剤ボトルが日本パッケージコンペティションにて雑貨部門賞
2001年 骨抜きがフランクフルトメッセにてデザインプラス賞となる
2001年 ピンセットがフランクフルトメッセにて FORM賞
2002年 包丁がグッドデザイン ロングライフデザイン賞
2002年 鋳物鍋がニューヨーク近代美術館のカタログ (MOMA)に掲載される
2005年 鋳物鍋がフランクフルトメッセにてデザインプラス賞

100・200V

100・200V

日本製

22087-01〔08A10〕
（0207029）
￥8,000（税込￥8,800）
ダクタイル鋳鉄（底板厚2.5mm）、シリコン塗装（マット仕上げ）

（KO-3301）
「KOMIN」鉄鋳物オーバルフライパン20cm

製品サイズ（重量・容量）／約337×219×52ｍｍ（840g・920㎖）高さ：36mm
箱サイズ／約322×221×55ｍｍ・箱込重量／約1,000g・梱包入数／6
JANコード／4562417575015（日本製） A4判
インターネットでの販売禁止商品となります。

100・200V

22087-02〔08A10〕
（0207031）
￥10,000（税込￥11,000）

日本製

ダクタイル鋳鉄（底板厚2.5mm）、シリコン塗装（マット仕上げ）

（KO-3302）
「KOMIN」鉄鋳物オーバルフライパン24cm
製品サイズ（重量・容量）／約404×261×57ｍｍ（1,140g・1,440㎖）
高さ：40mm
箱サイズ／約385×265×62ｍｍ・箱込重量／約1,400g・梱包入数／6
JANコード／4562417575022（日本製） A4判
インターネットでの販売禁止商品となります。

22087-03〔08A10〕
（0207030）
￥12,000（税込￥13,200）

日本製

ダクタイル鋳鉄（底板厚2.5mm）、シリコン塗装（マット仕上げ）

（KO-3309）
「KOMIN」鉄鋳物グリルパン26cm

製品サイズ（重量・容量）／約335×274×53ｍｍ（1,650g・1,620㎖）
高さ：31mm
箱サイズ／約350×350×75ｍｍ・箱込重量／約2,070g・梱包入数／6
JANコード／4562417575046（日本製） A3判
インターネットでの販売禁止商品となります。

鉄へのこだわり ●道具の材は自然に戻るものが一番。鉄は熱伝導が強く、耐久性にも富み、何より素材の味が立ち、鉄分も吸
収できます。サビは簡単に洗い落としてまた使えます。鉄の道具を育てる楽しみを実感してください。

100・200V

100・200V

松田美智子 プロフィール
日本の家庭料理を原点に、素材の味を活かし
た調理法を伝承する。
「理」を大切にヘルシー
でオシャレな料理を提案。最近は日本の食材
の保持と普及、手仕事の普及に務め、使い手
からの使いやすい調理道具「自在道具」を
2006年に立ち上げ、現在に至る。2015年より
英語の料理教室も始める。1955年東京生ま
れ、鎌倉育ち。ポリシーはSimple is best.

自 在 の

鉄
IRON

日本製

日本製

22087-04〔05A07〕
（0282009）
￥3,200（税込￥3,520）

22087-05〔05A07〕
（0282010）
￥4,700（税込￥5,170）

本体：鉄（底厚2.0mm・表面塗装：無塗装）、ハンドル：天然木（表面塗装：無塗装）
ハンドル金具：鉄（クロームメッキ）

本体：鉄（底厚2.0mm・表面塗装：無塗装）、ハンドル：天然木（表面塗装：無塗装）
ハンドル金具：鉄（クロームメッキ）

製品サイズ（重量）／約360×130×120ｍｍ（700g）
焼面サイズ：125×120ｍｍ
箱サイズ／約233×145×62ｍｍ・箱込重量／約820g・梱包入数／20
JANコード／4582257000294（日本製） B5判

製品サイズ（重量）／約φ240×45ｍｍ（1,010g）
全長（取っ手含め）
：460ｍｍ
箱サイズ／約273×260×80ｍｍ・箱込重量／約1,220g・梱包入数／8
JANコード／4582257000331
（日本製） 半紙判

鉄エッグパン

100・200V

自在フライパン（中）24cm

100・200V

日本製

日本製

22087-06〔05A07〕
（0282012）
￥5,000（税込￥5,500）

22087-07〔05A07〕
（0282011）
￥6,200（税込￥6,820）

本体：鉄（底厚1.6mm・表面塗装：無塗装）、ハンドル：天然木（表面塗装：無塗装）
ハンドル金具：鉄（クロームメッキ）

本体：鉄（底厚1.6mm・表面塗装：無塗装）、ハンドル：天然木（表面塗装：無塗装）
ハンドル金具：鉄（クロームメッキ）、補助ハンドル（表面塗装）
：クリアー塗装

製品サイズ（重量・容量）／上径：約230×210ｍｍ、下径：約140ｍｍ
取っ手高さ：243ｍｍ、全長（取っ手含め）
：410ｍｍ
（740g・満水容量約2,300㎖）
箱サイズ／約264×230×120ｍｍ・箱込重量／約990g・梱包入数／12
JANコード／4582257000317
（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量・容量）／上径：約280ｍｍ、下径：約200ｍｍ
取っ手高さ：144ｍｍ、全長（取っ手含め）
：540ｍｍ
（1,160g・満水容量約4,000㎖）
箱サイズ／約300×295×122ｍｍ・箱込重量／約1,530g・梱包入数／6
JANコード／4582257000300
（日本製） B4判

自在鍋

ウォックパン
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COOKING WARE（フライ＆グリル ）
●軽量で毎日の料理の負担になりにくい。余計な厚みをとったスーパースピン加工で軽量化。

22088-01〔00T02〕
（1001914）
￥2,500（税込￥2,750）

22088-02〔00T02〕
（1003954）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ1.5mm、取っ手：天然木

（CK-330R）
「陳 建一」IH200V対応北京鍋25cm

製品サイズ（重量）／約432×255×117ｍｍ（約790g）深さ：65mm
箱サイズ／約430×255×95ｍｍ・箱込重量／約1,065g・梱包入数／12
JANコード／4975192087732（台湾製） 大杉判

本体：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ1.5mm、取っ手：天然木

（CK-331R）
「陳 建一」IH200V対応北京鍋28cm

製品サイズ（重量）／約468×290×112ｍｍ（950g）深さ：68mm
箱サイズ／約455×285×90ｍｍ・箱込重量／約1,030g・梱包入数／12
JANコード／4975192087749（台湾製） 大杉判

中華の鉄人、御用達。
鉄腕の一部となって存分に働く為の
数々の条件をそのまま生かして
より軽くて扱いやすい
家庭用中華料理道具です。
22088-04〔00T02〕
（1003957）
￥5,000（税込￥5,500）

22088-03〔00T02〕
（1003956）
￥4,000（税込￥4,400）
本体・お玉：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ1.5mm、取っ手：天然木

（CK-333R）
「陳 建一」IH200V対応
北京鍋28cm
（中華お玉付）

製品サイズ（重量）／北京鍋：約468×290×112ｍｍ（950g）深さ：68mm
お玉：350×100×64mm
（155g）
箱サイズ／約455×285×90ｍｍ・箱込重量／約1,190g・梱包入数／12
JANコード／4975192087763（台湾製） 大杉判

本体：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ1.5mm、取っ手：天然木
ミニシャーレン：鉄（シリコン焼付け塗装）、ターナー：竹

（CK-334R）
「陳 建一」IH200V対応
北京鍋28cm＆ミニシャーレン（竹ターナー付）

製品サイズ（重量）／北京鍋：約468×290×112ｍｍ（950g）深さ：68mm
ミニシャーレン：約φ180×390ｍｍ（330g）
ターナー：約305×65×12ｍｍ（60g）
箱サイズ／約455×285×90ｍｍ・箱込重量／約1,430g・梱包入数／10
JANコード／4975192087770（日本・中国・台湾製） 大杉判

●日本製の北京鍋と便利な中華小物のセットです。

●日本製の北京鍋と便利な中華小物のセットです。

100・200V

100・200V

日本製
（お玉のみ台湾製）

22088-05〔00T02〕
（1003826）
￥7,000（税込￥7,700）

22088-06〔00T02〕
（1003827）
￥10,000（税込￥11,000）

北京鍋・玉子焼・中華お玉：鉄（シリコン焼付け塗装）、北京鍋・玉子焼・中華お玉取っ手：天然木
北京鍋：底の厚さ1.2mm、玉子焼：底の厚さ1.6mm

（CK-401）
「陳 建一」本格北京鍋28cm&玉子焼セット
北京鍋28cm・玉子焼・中華お玉：各1

製品サイズ（重量）／北京鍋：約460×278×125mm（980g）深さ：75mm
玉子焼：約337×135×90mm（570g）焼き面サイズ：160×120mm・深さ：30mm
中華お玉：約350×100×64ｍｍ（155g）
箱サイズ／約490×300×115mm・箱込重量／約2,000g・梱包入数／6
JANコード／4975192085233（日本・台湾製） 大杉判

「パン・ウェイ 料理教室」
（東京都渋谷区）主宰

パン・ウェイ
（pan wei）先生
中 国・北 京 生まれ。季 節と 身 体 を
テーマに四季に沿った食生活を提
唱し、現在は東京・代々木にて料理
教 室を主宰。
「 きょうの料理 （
」 ＮＨ
Ｋ）等のテレビ出演や著作活動、講
演会の他、企業向けのレシピ開発や
コンサルタントでも活躍中。著書に
「女のからだには、薬膳が効く」
（マ
ガジンハウス）
「
、元気とキレイの薬
膳的暮らし」
（ ＰＨＰ研究所）
「
、食養
生読本」
（ 講談社）
「
、中華のシンプル
レシピ」
（オレンジページ）等。

日本製
（お玉のみ台湾製）

北京鍋・玉子焼・天ぷら鍋・中華お玉：鉄（シリコン焼付け塗装）、北京鍋・玉子焼・中華お玉取っ手：天然木
天ぷら鍋取っ手・アミ：鉄（クロームめっき）、北京鍋・天ぷら鍋：底の厚さ1.2mm、玉子焼：底の厚さ1.6mm

（CK-404）
「陳 建一」本格北京鍋3点セット

北京鍋28cm・玉子焼・天ぷら鍋24cm・中華お玉：各1

製品サイズ（重量・容量）／北京鍋：約460×278×125mm
（980g）深さ：75mm
玉子焼：約337×135×90mm
（570g）焼き面サイズ：160×120mm・深さ：30mm
天ぷら鍋：約330×250×70mm（820g・満水容量2,500㎖・適正容量1,700㎖）深さ：69mm
中華お玉：約350×100×64ｍｍ（155g）
箱サイズ／約490×300×115mm・箱込重量／約2,830g・梱包入数／6
JANコード／4975192085264（日本・台湾製） 大杉判

中華料理には欠かせない鉄鍋。でも従来のものはどれも
大きくて重く、持ち手も太いことから女性には使いづらい
ものばかりでした。そのせいか毎日のように中華鍋を持つ
私は、いつしか腕を痛めていました。
もっと使いやすい中華鍋は無いの？料理屋ではないのだ
から、一人分か二人分程度の分量に合った大きさのもの
はないの？ずっとそう感じながら、女性向けの中華鍋を作
りたいと思っていました。鉄鍋とは思えないほど軽くなっ
た「パンさん家（ち）の中華鍋」。取っ手も細いことから使い
こなしやすくなっています。厚みも薄くし、火の通りも早く
しました。またコンパクトなので収納スペースが少ない方
にもお勧めです。お玉も小ぶりで可愛いデザインに仕上が
りました。我が家ではこの鍋一つで炒め物から揚げ物ま
で、一度に4 〜5品作っています。

HP http://.pan-chan.com
ブログ http://.panwei.exbig.jp/

100・200V

22088-07〔08A08〕
（0180001）
￥5,000（税込￥5,500）
本体・お玉：鉄（透明シリコン塗装）、蓋：強化ガラス

（424100）パンさん家（ち）の中華鍋

製品サイズ（重量）／ミニ北京鍋：約φ215×360×100mm（445g）深さ：60mm
ミニ中華お玉：約φ65×270×30mm（90g）
箱サイズ／約225×330×90ｍｍ・箱込重量／約1,135g・梱包入数／10
JANコード／4949362731817（日本製） みの判

日本製
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●保熱性に優れている為、食材をシャキッと調理！
●表面の油なじみが良いので料理に最適！
●肉料理に抜群の効果を発揮！

プロも納得！美味しさが違う、抜群の保熱性。

22089-01〔18A20〕
（0049003）
￥17,000（税込￥18,700）

日本製

本体・ハンドル：鉄、表面加工：シリコーン加工

鍛造フライパン「TANZOH 刀」24cm

製品サイズ（重量・容量）／約450×242×90ｍｍ（約1,650g・約1,220㎖）
箱サイズ／約465×255×77ｍｍ・箱込重量／約1,970g・梱包入数／5
JANコード／4538085030453（日本製） 大杉判

日本刀と同じ製法、
鍛造により、鉄は、より強靭になる。

新素材！『ナノエンボスR』採用！耐久性が高く長持ちするフライパン。ナノエンボス加工により
素材の表面の凹凸が均一になり油なじみがよくなり焦げ付きにくくなります。
ナノエンボスとは？
フライパン本体の材料である鉄に
特殊加工を施した特殊構造の名称です。

22089-02〔95A95〕
（0331081）
￥3,000（税込￥3,300）

（KS-3041）
「匠味」玉子焼き

製品サイズ（重量・容量）／約147×390×60ｍｍ（540g・900㎖）深さ：38mm
箱サイズ／約392×150×55ｍｍ・箱込重量／約660g・梱包入数／24
JANコード／4900896130415（日本製） 中杉判

●肉眼では確認できないレベルで表面が凹凸しているので、
馴染みが非常に良いです。
●表面が硬いのでとにかく丈夫！金属製のお玉やトングを
使っても大丈夫！
●表面が硬いのでプロのように激しい調理が可能。
●鉄製なので熱の伝わりも良い！高温料理が可能。

22089-03〔95A95〕
（0331082）
￥3,500（税込￥3,850）

（KS-3039）
「匠味」イタメ鍋23cm

製品サイズ（重量・容量）／約230×390×120ｍｍ（730g・2,600㎖）深さ：78mm
箱サイズ／約380×235×103ｍｍ・箱込重量／約890g・梱包入数／12
JANコード／4900896130392（日本製） 中杉判

品質表示

表面加工／クリア塗装（※ご使用前に空焼きをしてください）
材料の種類／本体：鉄（底の厚さ1.2mm）、ハンドル：天然木

日本製

22089-04〔95A95〕
（0331083）
￥3,500（税込￥3,850）

（KS-3040）
「匠味」マルチパン23cm

製品サイズ（重量・容量）／約230×390×120ｍｍ（805g・2,900㎖）深さ：78mm
箱サイズ／約380×235×103ｍｍ・箱込重量／約970g・梱包入数／12
JANコード／4900896130408（日本製） 中杉判

●魚が丸ごと一匹調理できます。

22089-05〔95A95〕
（0331084）
￥3,000（税込￥3,300）

（KS-3042）
「匠味」フライパン23cm

製品サイズ（重量・容量）／約230×390×90ｍｍ（620g・1,500㎖）深さ：45mm
箱サイズ／約375×240×85ｍｍ・箱込重量／約770g・梱包入数／12
JANコード／4900896130422（日本製） A3判

22089-06〔95A95〕
（0331085）
￥3,500（税込￥3,850）

（KS-3043）
「匠味」オーバルフライパン

製品サイズ（重量・容量）／約315×385×70ｍｍ（880g・3,100㎖）深さ：55mm
箱サイズ／約393×321×64ｍｍ・箱込重量／約1,070g・梱包入数／16
JANコード／4900896130439（日本製） A3判

●炒め物料理を美味しくつくるコツは火力と時間の相性です。
だから熱吸収性と熱保温性に優れた鉄製の北京鍋にこだわ
りました。

100・200V

22089-07〔95A95〕
（0331086）
￥3,500（税込￥3,850）

（KS-3044）
「匠味」フライパン26cm

製品サイズ（重量・容量）／約265×420×100ｍｍ（765g・2,300㎖）深さ：50mm
箱サイズ／約410×275×100ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／8
JANコード／4900896130446（日本製） A3判

●IH200V 対応。その他全ての熱源に対応。鉄製なので調理を
しながら鉄分補給。

100・200V

日本製

22089-09〔03A05〕
（0282002）
￥2,000（税込￥2,200）

本体：鉄（底の厚さ1.6mm・透明シリコン焼付け塗装）、取手：天然木

本体：鉄（底の厚さ1.6mm・透明シリコン焼付け塗装）
取手：鉄（透明シリコン焼付け塗装）

いっきに巻ける！なが〜いミニ玉子焼

製品サイズ（重量）／約104×374×70ｍｍ（450g）
箱なしバラ・梱包入数／12
JANコード／4582257000454（日本製） 対応不可

日本製

日本製

22089-08〔03A05〕
（0282003）
￥2,000（税込￥2,200）

IHミニ北京鍋20cm

製品サイズ（重量）／約215×338×115ｍｍ（580g）
箱なしバラ・梱包入数／20
JANコード／4582257000027（日本製） 対応不可

22089-10〔00A02〕
（0331031）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：鉄（クリア塗装、1.2mm厚）、取手：フェノール樹脂

（KS-2617）IHクッキングマルチパン

製品サイズ（重量・容量）／約230×395×80ｍｍ（850g・2,900㎖）
箱サイズ／約235×378×103ｍｍ・箱込重量／約940g・梱包入数／24
JANコード／4900896126173（日本製） 中杉判

COOKING WARE（フライ＆グリル ）
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●焼き面が広くお肉をじっくりと焼くのに適します。深さがあるので具材が飛び出しにくい。

※使い始めの空焚きは不要です。

22090-01〔00T00〕
（0002689）
￥4,000（税込￥4,400）

※使い始めの空焚きは不要です。

22090-02〔00T00〕
（0002690）
￥4,500（税込￥4,950）

本体：鉄（底の厚さ1.6mm）、取っ手：天然木、表面加工／本体：シリコン焼付け塗装

（SGK-26DF）
「スゴ軽」槌目鉄深型フライパン26cm
製品サイズ（重量）／約460×260×136ｍｍ（約812g）深さ：約78mm
箱なしバラ・梱包入数／10
JANコード／4970368216046
（日本製） 対応不可

本体：鉄（底の厚さ1.6mm）、取っ手：天然木、表面加工／本体：シリコン焼付け塗装

（SGK-28DF）
「スゴ軽」槌目鉄深型フライパン28cm
製品サイズ（重量）／約483×282×147ｍｍ（約990g）深さ：約83mm
箱なしバラ・梱包入数／10
JANコード／4970368216053
（日本製） 対応不可

スゴく軽い鉄製の炒め鍋！鍋振りがラクにでき美味しい炒めものができる！

※使い始めの空焚きは不要です。

22090-03〔00T00〕
（0002662）
￥3,500（税込￥3,850）

※使い始めの空焚きは不要です。

22090-04〔00T00〕
（0002663）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：鉄（底の厚さ1.2mm）、取っ手：天然木、表面加工／本体：シリコン焼付け塗装

（SGK-24I）
「スゴ軽」槌目鉄炒め鍋24cm

製品サイズ（重量）／約430×240×165ｍｍ（600g）深さ：75mm
箱なしバラ・梱包入数／10
JANコード／4970368216015
（日本製） 対応不可

※使い始めの空焚きは不要です。

22090-05〔00T00〕
（0002664）
￥4,500（税込￥4,950）

本体：鉄（底の厚さ1.2mm）、取っ手：天然木、表面加工／本体：シリコン焼付け塗装

（SGK-27I）
「スゴ軽」槌目鉄炒め鍋27cm

製品サイズ（重量）／約470×270×132ｍｍ（695g）深さ：80mm
箱なしバラ・梱包入数／10
JANコード／4970368216022
（日本製） 対応不可

本体：鉄（底の厚さ1.2mm）、取っ手：天然木、表面加工／本体：シリコン焼付け塗装

（SGK-30I）
「スゴ軽」槌目鉄炒め鍋30cm

製品サイズ（重量）／約508×300×127ｍｍ（820g）深さ：86mm
箱なしバラ・梱包入数／10
JANコード／4970368216039
（日本製） 対応不可

●鉄製なので、使い込むほどに
油がなじみ使い勝手がよくな
ります。調理をすることで鉄分
の補給にも役立ちます。

●魚焼きグリルにそのままIN!! ピザや
グラタン、グリル料理がより簡単に、
オーブンレンジは予熱に時間がかか
りますが、魚焼きグリルは庫内も小
さく予熱に時間がかかりません。

●大きさは26cm で家族3 〜4 人くら
いにぴったり。取っ手をツルにしてお
りますので片手で鍋を持つ事がで
きます。お手入れも簡単です。

100・200V

100・200V

ガス火専用

日本製

22090-06〔00A02〕
（0331078）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：鉄（クリア塗装、底の厚さ1.2mm）、取手：フェノール樹脂

（KS-3030）
鉄製ステーキパン

製品サイズ（重量・容量）／約316×390×60ｍｍ（880g・2,700㎖）
箱サイズ／約393×321×64ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／16
JANコード／4900896130309（日本製） A3判

日本製

22090-09〔00A02〕
（0331089）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：鉄（シリコンクリア塗装）

（KS-3050）
プチスキレット2P

日本製

22090-08〔00A02〕
（0247005）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：スチール（クリア塗装）、取っ手：ステンレス

本体：鉄・ショット鋼板（1.2mm・フッ素系シリコン樹脂塗装仕上げ）
ツル：鉄製（クロームメッキ仕上げ）

（KS-2860）オーブンプレート20cm

製品サイズ（重量・容量）／約263×206×35ｍｍ（470g・800㎖）
箱サイズ／約216×213×45ｍｍ・箱込重量／約560g・梱包入数／24
JANコード／4900896128603（日本製） B5判

寿喜弥来鍋（すきやきなべ）
「あなたごのみ」26cm

製品サイズ（重量・容量）／約290×70mm
（約1,060g・満水時約2,500㎖）
箱サイズ／約265×265×70ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／12
JANコード／4941919320048（日本製） B4判

●オーブン、トースター、魚焼きグリルと使い方は様々、料理し
たプレートをそのまま食卓へ、薬味やソースを入れてもお
しゃれです。

●そのまま食卓へ、テーブルを
華やかに彩るプチサイズのス
キレットです。プチスキレット
は魚焼きグリルに同時に４個
入るサイズです。

※魚焼きグリル・オーブン対応

日本製

22090-07〔03A05〕
（0331053）
￥1,500（税込￥1,650）

製品サイズ（重量・容量）／約155×97×37mm（110g・200㎖）深さ：30mm
箱サイズ／約152×97×38ｍｍ・箱込重量／約245g・梱包入数／50
JANコード／4900896130507（日本製） B6判

※魚焼きグリル・オーブン対応

日本製

22090-10〔00A02〕
（0331080）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：鉄（シリコンクリア塗装）

（KS-3060）ミニスキレット13cm2P

製品サイズ（重量・容量）／約195×133×35ｍｍ（185g×2・400㎖）深さ：30mm
箱サイズ／約134×37×183ｍｍ・箱込重量／約425g・梱包入数／40
JANコード／4900896130606（日本製） A5判
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「揚げやすい」
「おいしい」にこだわった偏芯天ぷら鍋。
こだわりの『偏芯構造』が美味しさと使い易さを実現！

●アミの上の天ぷらに油煙が当たりにくい！ユニークな偏芯タイプ。
●鉄用フッ素樹脂加工を内側に施した揚げ鍋です。熱効率の良い鉄の本体にお手入れのしやすさをプラス。
いいトコどりのアイテムです。
●注ぎ口下に適正油量ライン付。 ●油温が下がりにくい板厚2.0mm 設計。 ●深型で油ハネをおさえます。

食材に油煙が当たりにくい

開口部が広く使える

フッ素
樹脂加工

品質表示

本体：鉄（底の厚さ2.0mm）、取手：鉄、アミ：鉄（クロムメッキ）
内面：フッ素樹脂塗装加工、外面：シリコン焼付け塗装

22091-02〔08T08〕
（0002757）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ：1.2mm

（CL-T20W）
「クラシート」IH対応温度計付天ぷら鍋 20cm
製品サイズ（重量・容量）／約285×215×107ｍｍ
（約890g・満水容量2,000㎖・適正容量1,000㎖）
深さ：68mm
箱サイズ／約255×215×100ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／8
JANコード／4975192086445（日本製） B5判

22091-03〔08T08〕
（0002758）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ：1.2mm

（CL-T22W）
「クラシート」IH対応温度計付天ぷら鍋 22cm
製品サイズ（重量・容量）／約308×235×113ｍｍ
（約1,020g・満水容量2,500㎖・適正容量1,200㎖）
深さ：68mm
箱サイズ／約280×230×105ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／8
JANコード／4975192086452（日本製） A4判

22091-01〔08T08〕
（1001842）
￥4,000（税込￥4,400）

（CL-25T）
「クラシート」IH対応偏芯天ぷら鍋 25cm

製品サイズ（重量・容量）／約315×264×101ｍｍ
（約1,415g・満水容量3,200㎖・適正容量800㎖）
深さ：86mm
箱サイズ／約285×260×110ｍｍ・箱込重量／約1,685g・梱包入数／10
JANコード／4975192086513（台湾製） 本中判

22091-04〔08T08〕
（0002759）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ：1.2mm

（CL-T24W）
「クラシート」IH対応温度計付天ぷら鍋 24cm
製品サイズ（重量・容量）／約330×255×113ｍｍ
（約1,160g・満水容量3,000㎖・適正容量1,600㎖）
深さ：70mm
箱サイズ／約290×250×110ｍｍ・箱込重量／約1,360g・梱包入数／8
JANコード／4975192086469（日本製） 半紙判

●ちょっと揚げに便利なミニサイズ。
お弁当作りや少量の揚げ物など
に、手軽に揚げ物が出来ます。

●小回りのきくミニタイプ。油量が少ないためその分加熱時間
も短く経済的！蓋付なので衛生的に保管できます。

●オシャレなツートンカラー！温度計付で調理しやすい。
油の飛びハネを防止してくれるガード枠付。

22091-05〔00T02〕
（2002179）
￥2,400（税込￥2,640）

22091-06〔05E07〕
（2002167）
￥2,500（税込￥2,750）

22091-07〔05E07〕
（2002169）
￥3,000（税込￥3,300）

本体・蓋：鉄（シリコン焼付け塗装）、底の厚さ：1.2mm、ツマミ：フェノール樹脂

本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
・底の厚さ：1.2mm、蓋：鉄（シリコン焼付け塗装）
ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂

（CF-16WG）
「クックフリット」ミニ揚げ鍋16cm（ゴールド）
製品サイズ（重量・容量）／約232×171×115ｍｍ
（680g・満水容量1,400㎖・適正容量600㎖）
深さ：78mm
箱サイズ／約210×180×98ｍｍ・箱込重量／約780g・梱包入数／24
JANコード／4970368750014
（日本製） B5判

●横長の楕円形状なのでトンカツや
有頭エビもラクラク揚げられます。

（AT-16S）揚げ天 お弁当揚げ鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約325×172×120ｍｍ
（705g・満水容量1,500㎖・適正油量600㎖）
深さ：78mm
箱サイズ／約325×176×108ｍｍ・箱込重量／約850g・梱包入数／20
JANコード／4560399701156
（日本製） みの判

●食材を揚げる作業がしやすいワイドな広口タイプ。
素早く油切りができる揚げアミ付！

本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
・底の厚さ：1.2mm、ガード枠：鉄（シリコン焼付け塗装）

（AT-T20W）揚げ天 温度計付天ぷら鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約280×215×110ｍｍ
（905g・満水容量2,000㎖・適正油量1,000㎖）
深さ：70mm
箱サイズ／約245×216×105ｍｍ・箱込重量／約1,040g・梱包入数／12
JANコード／4560399701170
（日本製） 本中判

●ノンステッキシリコン塗装を採用する
ことにより、水切れ・油切れが良くお
手入れも簡単。また深型ですので、油
ハネが飛び散りにくく、周囲を汚しま
せん。まさに本格的な天ぷら鍋です。

ガス火専用

22091-08〔03T05〕
（2001139）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：鉄（シリコン焼付け塗装）底厚2.0ｍｍ、取っ手：鉄（シリコン焼付け塗装）
アミ：鉄（クロムメッキ）

（DIR-24T）
「彩芭」楕円型天ぷら鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／本体：約321×204×114ｍｍ
		
（約1,320g・満水容量2,900㎖・適正容量1,000㎖）
アミ：約30g
箱サイズ／約300×210×115ｍｍ・箱込重量／約1,535g・梱包入数／8
JANコード／4970368657016
（台湾製） B4判

22091-09〔05E07〕
（2002168）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
・底の厚さ：1.2mm、アミ：鉄（クロムメッキ）

（AT-24W）揚げ天 広口深型揚げ鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約348×252×128ｍｍ
（990g・満水容量3,800㎖・適正油量1,300㎖）
深さ：100mm
箱サイズ／約301×254×128ｍｍ・箱込重量／約1,180g・梱包入数／12
JANコード／4560399701163
（日本製） B4判

22091-10〔00A02〕
（0247013）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

本体：鉄製1.2mm（ノンステッキシリコン塗装）
ハンドル：鉄製（ノンステッキシリコン塗装）、半月網：鉄製（クロームメッキ）

（151305）深型天婦羅鍋「本格派」24cm

製品サイズ（重量・容量）／約337×240×130ｍｍ（約1,230g（半月網含む）
・
満水容量約4,300㎖・適正容量約2,400㎖）
箱サイズ／約305×250×136ｍｍ・箱込重量／約1,430g・梱包入数／12
JANコード／4941919390065（日本製） B4判

COOKING WARE（フライ＆グリル ）
●使い方いろいろ！5つの機能
を備えた便利鍋。この鍋一
つで、
「 揚 げる」
「
、 バット機
能」
「
、オーブン」
「
、焼く」
「
、フ
タ」の5つの機能が使えます。
「オーブン」
「
、焼く」機能では
そのまま食卓でも使えます。
5つの機能がコンパクトに収
納されていますので、場所も
取りません。

100・200V
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100・200V

日本製

日本製

22092-01〔05A07〕
（0282017）
￥4,000（税込￥4,400）

22092-02〔05A07〕
（0282018）
￥4,500（税込￥4,950）

鉄（板厚1.2mm）

鉄（板厚1.2mm）

（SKA-014）機能が自慢！揚げ鍋16cm（揚げバット付）

（SKA-015）機能が自慢！揚げ鍋20cm（揚げバット付）

製品サイズ（重量・容量）／約225×170×88ｍｍ（930g・1,400㎖）
箱サイズ／約207×175×95ｍｍ・箱込重量／約1,030g・梱包入数／12
JANコード／4582257002717（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／約285×220×112ｍｍ（1,620g・2,800㎖）
箱サイズ／約248×212×120ｍｍ・箱込重量／約1,770g・梱包入数／8
JANコード／4582257002724（日本製） B5判

●温度計付きなので揚物の適温が一目でわかります。また油はねを減らす油フードで飛び散りを減らし、より安全性を追求した設計になっています。表面はシリコン加工でご使用後のお手入れラクラク！

ガス火専用

ガス火専用

日本製

22092-03〔05T07〕
（1001385）
￥3,000（税込￥3,300）

（TP-5）
「食彩亭」天味天ぷら鍋23cm（温度計付）

22092-04〔05T07〕
（0002596）
￥3,500（税込￥3,850）

品質表示

天ぷら鍋23cm：1

製品サイズ（重量・容量）／約330×244×150ｍｍ
（780g・満水容量3,400㎖・適正油量1,300㎖）深さ：80mm
箱サイズ／約287×250×92ｍｍ・箱込重量／約920g・梱包入数／12
JANコード／4975192079355（日本製） 半紙判

●温度計付なので油の温度が一目でわかる！ガード枠付で
油の飛び散りを押さえます。適正油量ライン2本入。

日本製

（TP-6）
「食彩亭」天味天ぷら鍋23cm（温度計・アミ・バット2枚付）

本体：鉄・シリコン塗装（底の厚さ0.7mm）
蓋・フード：カラー鋼板、ハンドル：鉄・クロームメッキ
ツマミ：フェノール樹脂、バット：ステンレス
アミ：鉄・クロームメッキ

天ぷら鍋23cm：1、バット：2枚、アミ：1

製品サイズ（重量・容量）／天ぷら鍋：約330×244×150ｍｍ
		
（780g・満水容量3,400㎖・適正油量1,300㎖）深さ：80mm
バット：約243×158×20ｍｍ（130g）
アミ：約197×133×13ｍｍ（70g）
箱サイズ／約287×250×122ｍｍ・箱込重量／約1,320g・梱包入数／12
JANコード／4975192079362（日本製） 半紙判

●少ない油量でもカラッと揚がる。料理時間短縮＆経済的。忙
しい朝も大助かり！適正油量ライン入り。コンパクトサイズ。

●温度計付で揚げ物の適度を一目でキャッチ。持ちやすく安
定感のあるハンドル。油の飛びはねを防止するガード枠付。

日本製

22092-05〔00T02〕
（2002180）
￥2,500（税込￥2,750）

日本製

本体：鉄（底の厚さ0.7mm・シリコン焼付け塗装）
ガード枠：鉄（カラー鋼板・カラー印刷仕上）、取っ手：鉄（シリコン焼付け塗装）

（AGT-T20W）
「揚げ太郎」温度計付天ぷら鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／約293×210×115ｍｍ（560g・満水容量2,400㎖・
適正油量900㎖・1,300㎖）深さ：80mm
箱サイズ／約264×212×105ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／20
JANコード／4560399701286
（日本製） A4判

ガス火専用

22092-06〔00T00〕
（0002608）
￥2,500（税込￥2,750）

22092-07〔00T00〕
（2002049）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
・底の厚さ1.2mm、フタ：鉄（クロムめっき）
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

日本製

本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
・底の厚さ1.2mm、取っ手：鉄（シリコン焼付け塗装）
ガード枠：鉄（クロムメッキ）

（NA-16S）
「ネオアネシス」お弁当用揚げ鍋16cm

製品サイズ（重量・容量）／約315×165×135ｍｍ
（約690g・満水容量1,300㎖・適正油量約500㎖）
深さ：約79mm
箱サイズ／約320×170×115ｍｍ・箱込重量／約845g・梱包入数／20
JANコード／4975192079966（日本製） B4判

（NA-TW24W）
「ネオアネシス」温度計付天ぷら鍋24cm

製品サイズ（重量・容量）／約350×256×107ｍｍ
（約1,125g・満水容量3,100㎖・適正油量約1,400㎖）
深さ：約87mm
箱サイズ／約295×255×115ｍｍ・箱込重量／約1,375g・梱包入数／12
JANコード／4970368190124（日本製） 半紙判

●サッと手軽に使える「揚げもの鍋」です。油が温まりやすい
ので手早く揚げ物が出来ます。
「油ハネ」が少なく安心。水切
れ・油切れが良くお手入れもカンタン。朝のお弁当作りなど
にピッタリです。

●ちょっとの油で揚げ物料理！！
ミニサイズで収納スペースも
コンパクト！

ガス火専用

100・200V

フッ素
樹脂加工

22092-08〔03A05〕
（0247008）
￥1,500（税込￥1,650）

日本製

本体：鉄製（0.7mm、シリコン樹脂塗装）、ハンドル：鉄製（シリコン樹脂塗装）
半月網：鉄製（クロームメッキ）

（151310）
「天ぷら御殿」段付き天ぷら鍋20cm

製品サイズ（重量・容量）／本体：約275×210×98mm（約440g（半月網含む）
・
		
満水時：約1,700㎖・適正目安：約1,000㎖）
半月網：約210×95×12mm
箱サイズ／約260×210×100ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／20
JANコード／4941919390089（日本製） 本中判

22092-09〔03A05〕
（0247007）
￥1,500（税込￥1,650）

日本製

本体：鉄製0.7mm（ノンステッキシリコン塗装）
ハンドル・半月網：鉄製（クロームメッキ）

（151300）揚げもの鍋20cm「カラッと亭」半月網付き

製品サイズ（重量・容量）／本体：約272×208×97mm
（約610g（半月網含む）
・
		
満水容量約2,300㎖・適正油量約1,300㎖）
半月網：約210×95×12mm
箱サイズ／約260×210×100ｍｍ・箱込重量／約740g・梱包入数／20
JANコード／4941919390034（日本製） 半紙判

22092-10〔00A02〕
（0331060）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：スチール（フッ素樹脂加工）

（KS-2861）ミニミニ天ぷら

製品サイズ（重量・容量）／約220×172×80mm（470g・1,400㎖）
箱サイズ／約228×179×92ｍｍ・箱込重量／約575g・梱包入数／24
JANコード／4900896128610（日本製） A5判

日本製
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COOKING WARE（フライ＆グリル）

●揚げ物料理をカラッとサクッと
揚げるコツは油温を一定に保つ
こと。だから熱吸収性に優れた鉄
製の揚げ鍋にこだわりました。

●ステンレス製なので衛生的に使えます。オールインワン設計の
揚げ物には最適です。濾しアミが細かいので天カスも取れる。

日本製

22093-01〔03A05〕
（0282001）
￥3,000（税込￥3,300）
本体・蓋：鉄（底の厚さ1.6mm・シリコン焼付け塗装）
取手・フタ：鉄（シリコン焼付け塗装）

IHたっぷり深型揚げ鍋20cm（フタ付）

製品サイズ（重量・容量）／約236×219×150ｍｍ
（1,320g・満水容量2,800㎖・適正容量1,200㎖）
袋なしバラ・梱包入数／8
JANコード／4582257000287（日本製） 対応不可

22093-02〔05A07〕
（0207023）
￥5,500（税込￥6,050）

日本製

本体：18-0ステンレス鋼（底厚0.8ｍｍ）、ガード部：鉄（フッ素樹脂加工・板厚0.38mm）
ハンドル金具：18-0ステンレス鋼、ハンドル：フェノール樹脂
こしあみ：18-8ステンレス鋼、バットアミ：鉄線（クロームメッキ仕上げ）
温度計：200度対応

揚げてお仕舞い

製品サイズ（重量・容量）／収納時：約360×225×170ｍｍ（1,350g・1,000㎖）
箱サイズ／約212×336×172ｍｍ・箱込重量／約1,350g・梱包入数／8
JANコード／4960265600253（日本製） A4判

●IH200V・CH・ガスコンロ等あらゆる熱源に対応する、SGマーク認定商
品。ステンレス製で、IHでの高い熱効率を誇ります。鍋の中が明るいの
で揚げ頃を逃がさず、油の汚れもすぐ分かります。大きめの「注ぎ口」付
きなので使い勝手もgood！

100・200V

日本製

22093-03〔03A05〕
（0247012）
￥3,500（税込￥3,850）

100・200V

22093-04〔03A05〕
（0162053）
￥4,800（税込￥5,280）

本体：ステンレス製1.5mm（外：研磨仕上げ、内：ラセン仕上げ）
ハンドル：鉄製（アクリル塗装）、半月網：鉄製（クロームメッキ）

日本製

本体：ステンレス製2.0mm（外：研磨仕上げ、内：ラセン仕上げ）
ハンドル：鉄製（アクリル塗装）、半月網：鉄製（クロームメッキ）

（151420）IH対応ステンレス天ぷら鍋「味紀行」20cm

（151424）IH対応ステンレス天ぷら鍋「味紀行」24cm

製品サイズ（重量・容量）／本体：約265×210×95ｍｍ（約730g（半月網含む）
		
満水容量約2,000㎖・適正油量約1,100㎖）
半月網：約210×95×12ｍｍ
箱サイズ／約237×210×105ｍｍ・箱込重量／約880g・梱包入数／16
JANコード／4941919560062（日本製） B5判

製品サイズ（重量・容量）／本体：約317×247×107ｍｍ（約1,200g（半月網含む）
		
満水容量約2,700㎖・適正油量約1,500㎖）
半月網：約250×105×12ｍｍ
箱サイズ／約290×247×110ｍｍ・箱込重量／約1,420g・梱包入数／10
JANコード／4941919560055（日本製） B4判

家庭用コンロでも扱いやすいサイズ。熱が全体に
行きわたりからっと美味しい揚げ物ができます。
ガス火専用

ガス火専用

日本製

22093-05〔05A07〕
（0402064）
￥6,800（税込￥7,480）

22093-06〔05A07〕
（0402065）
￥8,000（税込￥8,800）

本体：銅（内面：錫メッキ、外面：クリア塗装）、取っ手：鉄

日本製

本体：銅（内面：錫メッキ、外面：クリア塗装）、取っ手：鉄

（3782）からっと銅のあげなべ18cm

（4000）からっと銅のあげなべ20cm

製品サイズ（重量・容量）／約253×184×88ｍｍ
（581g・満水容量1,600㎖・適正容量600㎖）
深さ：80mm
箱サイズ／約240×180×95ｍｍ・箱込重量／約688g・梱包入数／12
JANコード／4562208693782（日本製） 本中判

●銅製ならではの焼むらのない、冷めてもふわっとした
たまごやきがつくれます。

製品サイズ（重量・容量）／約270×205×100ｍｍ
（700g・満水容量2,100㎖・適正容量900㎖）
深さ：90mm
箱サイズ／約240×205×105ｍｍ・箱込重量／約822g・梱包入数／12
JANコード／4562208694000（日本製） 本中判

●銅製ならではの焼むらのない、冷めてもふわっとした
たまごやきがつくれます。

※掲載中にデザインが変更に
なる場合がございます。

●熱伝導性に優れているのでしっとりふわふわなパンケーキ
が焼けます。厚いお肉もジューシーに、オムレツはふんわりと
仕上がります。

※掲載中にデザインが変更に
なる場合がございます。

ガス火専用

※掲載中にデザインが変更に
なる場合がございます。

ガス火専用

ガス火専用
日本製

日本製

22093-07〔03A05〕
（0402067）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：銅（内面：錫メッキ、外面：クリア塗装）、接合部・フック部：鉄、柄：天然木

（3775）ふわっと銅のたまごやき9cm

製品サイズ（重量）／約300×90×105ｍｍ（295g）深さ：25mm
箱サイズ／約300×115×105ｍｍ・箱込重量／約345g・梱包入数／12
JANコード／4562208693775（日本製） 中杉判

日本製

22093-08〔03A05〕
（0402068）
￥6,000（税込￥6,600）
本体：銅（内面：錫メッキ、外面：クリア塗装）、接合部・フック部：鉄、柄：天然木

（3997）ふわっと銅のたまごやき12cm

製品サイズ（重量）／約365×120×120ｍｍ（445g）深さ：30mm
箱サイズ／約365×140×120ｍｍ・箱込重量／約515g・梱包入数／12
JANコード／4562208693997（日本製） 中杉判

22093-09〔05A07〕
（0402069）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：銅（内面：錫メッキ、外面：クリア塗装）、接合部・フック部：鉄、柄：天然木

（4208）
ふんわり銅のぱんけーきpan16cm

製品サイズ（重量）／約310×160×110ｍｍ（336g）深さ：30mm
箱サイズ／約315×170×120ｍｍ・箱込重量／約470g・梱包入数／10
JANコード／4562208694208（日本製） B4判
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小ぶりで使い勝手が良いのが特徴。
フタを外して

フタを外して

OVEN

フタを外して

OVEN

オーブン

OVEN

オーブン

オーブン

100・200V

100・200V

100・200V

22094-01〔18A20〕
（0580247）
￥2,800（税込￥3,080）

22094-02〔18A20〕
（0580248）
￥2,800（税込￥3,080）

22094-03〔18A20〕
（0580249）
￥2,800（税込￥3,080）

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木

（CTN-15C・W）
「コットン」15cmココット ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約205×180×120ｍｍ（640g・1,200㎖）
箱サイズ／約180×180×95ｍｍ・箱込重量／約740g・梱包入数／12
JANコード／4977618105099（タイ製） A5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木

（CTN-15C・AP）
「コットン」15cmココット アッシュピンク
製品サイズ（重量・容量）／約205×180×120ｍｍ（640g・1,200㎖）
箱サイズ／約180×180×95ｍｍ・箱込重量／約740g・梱包入数／12
JANコード／4977618105211（タイ製） A5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木

（CTN-15C・SB）
「コットン」15cmココット スモークブルー
製品サイズ（重量・容量）／約205×180×120ｍｍ（640g・1,200㎖）
箱サイズ／約180×180×95ｍｍ・箱込重量／約740g・梱包入数／12
JANコード／4977618105259（タイ製） A5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

ガス火はもちろん、IH-200Vにも御使用頂けます。両口タイプの注ぎ口は、左利きの方もとても便利です。

100・200V

100・200V

100・200V

22094-04〔18A20〕
（0580250）
￥2,700（税込￥2,970）

22094-05〔18A20〕
（0580251）
￥2,700（税込￥2,970）

22094-06〔18A20〕
（0580252）
￥2,700（税込￥2,970）

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：天然木

（CTN-14M・W）
「コットン」14cmミルクパン ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約325×170×120ｍｍ（750g・1,200㎖）
高さ：90mm
箱サイズ／約330×170×100ｍｍ・箱込重量／約880g・梱包入数／12
JANコード／4977618105068（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：天然木

（CTN-14M・AP）
「コットン」14cmミルクパン
アッシュピンク

製品サイズ（重量・容量）／約325×170×120ｍｍ（750g・1,200㎖）
高さ：90mm
箱サイズ／約330×170×100ｍｍ・箱込重量／約880g・梱包入数／12
JANコード／4977618105181（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：天然木

（CTN-14M・SB）
「コットン」14cmミルクパン
スモークブルー

製品サイズ（重量・容量）／約325×170×120ｍｍ（750g・1,200㎖）
高さ：90mm
箱サイズ／約330×170×100ｍｍ・箱込重量／約880g・梱包入数／12
JANコード／4977618105228（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。

ガス火はもちろん、IH-200Vにも御使用頂けます。注ぎ口付のお鍋は、とても使いやすいです。

100・200V

100・200V

100・200V

フタを外して

フタを外して

フタを外して

OVEN

OVEN

OVEN

オーブン

オーブン

22094-07〔18A20〕
（0580253）
￥3,800（税込￥4,180）

22094-08〔18A20〕
（0580254）
￥3,800（税込￥4,180）

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木

（CTN-18W・W）
「コットン」18cmキャセロール ホワイト
製品サイズ（重量・容量）／約265×210×135ｍｍ（1,090g・2,300㎖）
高さ：100mm
箱サイズ／約215×215×115ｍｍ・箱込重量／約1,230g・梱包入数／12
JANコード／4977618105082（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木

（CTN-18W・AP）
「コットン」18cmキャセロール
アッシュピンク

製品サイズ（重量・容量）／約265×210×135ｍｍ（1,090g・2,300㎖）
高さ：100mm
箱サイズ／約215×215×115ｍｍ・箱込重量／約1,230g・梱包入数／12
JANコード／4977618105204（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

オーブン

22094-09〔18A20〕
（0580255）
￥3,800（税込￥4,180）
本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木

（CTN-18W・SB）
「コットン」18cmキャセロール
スモークブルー

製品サイズ（重量・容量）／約265×210×135ｍｍ（1,090g・2,300㎖）
高さ：100mm
箱サイズ／約215×215×115ｍｍ・箱込重量／約1,230g・梱包入数／12
JANコード／4977618105242（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

金気が出ないので、お湯に臭みが生じないのが、ほうろうケトルの特徴。

100・200V

100・200V

100・200V

22094-10〔18A20〕
（0580256）
￥3,800（税込￥4,180）

22094-11〔18A20〕
（0580257）
￥3,800（税込￥4,180）

22094-12〔18A20〕
（0580258）
￥3,800（税込￥4,180）

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：天然木

（CTN-1.6K・W）
「コットン」1.6ℓケトル ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約205×160×200ｍｍ（770g・1,600㎖）
高さ：100mm
箱サイズ／約225×185×135ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4977618106089
（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：天然木

（CTN-1.6K・AP）
「コットン」1.6ℓケトル アッシュピンク
製品サイズ（重量・容量）／約205×160×200ｍｍ（770g・1,600㎖）
高さ：100mm
箱サイズ／約225×185×135ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4977618106072（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、ツマミ・ハンドル：天然木

（CTN-1.6K・SB）
「コットン」1.6ℓケトル スモークブルー
製品サイズ（重量・容量）／約205×160×200ｍｍ（770g・1,600㎖）
高さ：100mm
箱サイズ／約225×185×135ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4977618106102（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。
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このお鍋ひとつで茹で物・煮物・蒸し物・揚げ物が出来る万能多機能鍋です。
吹きこぼれにくい形状だから麺が茹でやすく、スノコ付なので蒸し器にもなります。
また、保温性が良く金気が無いので煮込み料理に適しており、
揚げ物料理では内面が白いので上がり具合が分かり易いです。

ゆでる

ふきこぼれにくい形
状だから、
麺がゆでやすい。

煮る

保温性が良く、
金 気 が な い の で、
煮込み料理に
適しています。

蒸す

揚げる

スノコ付なので、
蒸し器になり便利。

揚げ物 のにおいが
つきにくく、内 面 が
白いので、揚げ具合
が分かりやすい。

100・200V

100・200V

100・200V

22095-01〔15A17〕
（0580137）
￥5,000（税込￥5,500）

22095-02〔15A17〕
（0580138）
￥5,000（税込￥5,500）

22095-03〔15A17〕
（0580190）
￥5,000（税込￥5,500）

本体・蓋：ホーロー用鋼板、ツマミ：天然木、スノコ：ステンレス

（BMP-24FW・R）
「ハニーウェア」
ビームス24cmオールインワン スノコ付 レッド

製品サイズ（重量・容量）／約335×250×175ｍｍ（1,650g・3,600㎖）
箱サイズ／約285×275×135ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／8
JANコード／4977618090425（タイ製） 半紙判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体・蓋：ホーロー用鋼板、ツマミ：天然木、スノコ：ステンレス

（BMP-24FW・W）
「ハニーウェア」
ビームス24cmオールインワン スノコ付 ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約335×250×175ｍｍ（1,650g・3,600㎖）
箱サイズ／約285×275×135ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／8
JANコード／4977618090418（タイ製） 半紙判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体・蓋：ホーロー用鋼板、ツマミ：天然木、スノコ：ステンレス

（BMP-24FW・N）
「ハニーウェア」
ビームス24cmオールインワン スノコ付 ネイビー

製品サイズ（重量・容量）／約335×250×175ｍｍ（1,650g・3,600㎖）
箱サイズ／約285×275×135ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／8
JANコード／4977618100964（タイ製） 半紙判

インターネットでの販売禁止商品となります。

100・200V

100・200V

100・200V

22095-04〔15A17〕
（0580139）
￥6,000（税込￥6,600）

22095-05〔15A17〕
（0580140）
￥6,000（税込￥6,600）

22095-06〔15A17〕
（0580191）
￥6,000（税込￥6,600）

本体・蓋：ホーロー用鋼板、ツマミ：天然木、スノコ：ステンレス

（BMP-27FW・R）
「ハニーウェア」
ビームス27cmオールインワン スノコ付 レッド

製品サイズ（重量・容量）／約350×275×195ｍｍ（1,750g・5,400㎖）
箱サイズ／約315×280×145ｍｍ・箱込重量／約2,250g・梱包入数／8
JANコード／4977618090449（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体・蓋：ホーロー用鋼板、ツマミ：天然木、スノコ：ステンレス

（BMP-27FW・W）
「ハニーウェア」
ビームス27cmオールインワン スノコ付 ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約350×275×195ｍｍ（1,750g・5,400㎖）
箱サイズ／約315×280×145ｍｍ・箱込重量／約2,250g・梱包入数／8
JANコード／4977618090432（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体・蓋：ホーロー用鋼板、ツマミ：天然木、スノコ：ステンレス

（BMP-27FW・N）
「ハニーウェア」
ビームス27cmオールインワン スノコ付 ネイビー

製品サイズ（重量・容量）／約350×275×195ｍｍ（1,750g・5,400㎖）
箱サイズ／約315×280×145ｍｍ・箱込重量／約2,250g・梱包入数／8
JANコード／4977618100971（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。

たっぷりなサイズと、付属のザル・スノコにより、様々な調理に対応可能な大変便利なお鍋。ザルで下ごしらえや湯切り、スノコで蒸し料理など、
応用範囲は多岐に渡り、一台で何役もこなす優れモノ。

100・200V

100・200V

22095-07〔18A20〕
（0580229）
￥8,000（税込￥8,800）
本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木、ザル・スノコ：ステンレス

（N-27FW・R）
27cmオールインワン・プラス（ザル・スノコ付）レッド

製品サイズ（重量・容量）／約350×275×195ｍｍ（2,100g・5,400㎖）
箱サイズ／約315×280×145ｍｍ・箱込重量／約2,370g・梱包入数／8
JANコード／4977618105587（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。

22095-08〔18A20〕
（0580230）
￥8,000（税込￥8,800）
本体：ほうろう用鋼板、ツマミ：天然木、ザル・スノコ：ステンレス

（N-27FW・W）
27cmオールインワン・プラス（ザル・スノコ付）ホワイト
製品サイズ（重量・容量）／約350×275×195ｍｍ（2,100g・5,400㎖）
箱サイズ／約315×280×145ｍｍ・箱込重量／約2,370g・梱包入数／8
JANコード／4977618105570（タイ製） みの判

インターネットでの販売禁止商品となります。
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● IH 調理器にも対応したミルクパンです。直径15cm と小ぶりながら、様々な熱源に対応する凡用性の高い製品で、
蓋付きなので、ちょっとした料理も出来る使い勝手の良さが自慢です。

100・200V

100・200V

22096-01〔18A20〕
（0580192）
￥4,000（税込￥4,400）

22096-02〔18A20〕
（0580193）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル：天然木

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル：天然木

（SD-15M・W）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
15cmミルクパン ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約275×155×115ｍｍ（760g・1,200㎖）
箱サイズ／約280×160×110ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4977618096588（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

（SD-15M・R）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
15cmミルクパン レッド

製品サイズ（重量・容量）／約275×155×115ｍｍ（760g・1,200㎖）
箱サイズ／約280×160×110ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／12
JANコード／4977618096571（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

●IH 調理器との相性よく、熱効率が極めて高いため、比較的少
ない火力で茹でたり、煮込んだりと様々な調理で大活躍する
環境にやさしく経済的にも優れた商品です。

●ツマミ・ハンドルの形状や大きさ、ボディとのサイズ感など、くり返し試作を行いながら
道具としての性能を高め、トータルバランスの優れた製品に致しました。

100・200V

100・200V

100・200V

22096-03〔18A20〕
（0580184）
￥4,500（税込￥4,950）

22096-04〔18A20〕
（0580185）
￥4,500（税込￥4,950）

22096-05〔18A20〕
（0580186）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（SD-18S・W）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
18cmソースパン ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約360×185×125ｍｍ（1,100g・2,200㎖）
高さ：125mm
箱サイズ／約350×190×115ｍｍ・箱込重量／約1,250g・梱包入数／12
JANコード／4977618095529（タイ製） A5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

本体：ホーロー用鋼板、ツマミ：フェノール樹脂

（SD-18S・R）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
18cmソースパン レッド

製品サイズ（重量・容量）／約360×185×125ｍｍ（1,100g・2,200㎖）
高さ：125mm
箱サイズ／約350×190×115ｍｍ・箱込重量／約1,250g・梱包入数／12
JANコード／4977618095468（タイ製） A5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

●IH 調理器との相性よく、熱効率が極めて高いため、比較的少
ない火力で茹でたり、煮込んだりと様々な調理で大活躍する
環境にやさしく経済的にも優れた商品です。

（SD-20W・W）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
20cmキャセロール ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約280×205×135ｍｍ（1,300g・3,000㎖）
高さ：135mm
箱サイズ／約255×215×120ｍｍ・箱込重量／約1,450g・梱包入数／8
JANコード／4977618095536（タイ製） A4判

インターネットでの販売禁止商品となります。

●ほうろうは金気を出さないので、お茶を淹れたりするのにうってつけの道具です。
たっぷりのお湯を沸かし、おいしいお茶やコーヒーをお楽しみ下さい。

100・200V

100・200V

100・200V

22096-06〔18A20〕
（0580187）
￥5,000（税込￥5,500）

22096-07〔18A20〕
（0580188）
￥5,000（税込￥5,500）

22096-08〔18A20〕
（0580189）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：ホーロー用鋼板、ツマミ：フェノール樹脂

（SD-20W・R）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
20cmキャセロール レッド

製品サイズ（重量・容量）／約280×205×135ｍｍ（1,300g・3,000㎖）
高さ：135mm
箱サイズ／約255×215×120ｍｍ・箱込重量／約1,450g・梱包入数／8
JANコード／4977618095475（タイ製） A4判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（SD-2.3K・W）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
2.3ℓケトル ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約235×185×215ｍｍ（1,000g・2,300㎖）
高さ：215mm
箱サイズ／約240×200×145ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／12
JANコード／4977618095567（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

（SD-2.3K・R）
「ハニーウェア」ソリッドシリーズ
2.3ℓケトル レッド

製品サイズ（重量・容量）／約235×185×215ｍｍ（1,000g・2,300㎖）
高さ：215mm
箱サイズ／約240×200×145ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／12
JANコード／4977618095505（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

●リズミカルなフォルムが楽しいパスタポットが新登場。本体の凹凸形状が沸騰時の水流を滑らかに整えることにより、吹きこぼれし
にくい構造になっています。熱効率に優れ、早くお湯が沸き、付属のバスケットで素早い湯切りができるため、時短調理が可能です。

100・200V

22096-09〔18A20〕
（0580221）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：ほうろう用鋼板、蓋：強化ガラス、ツマミ：天然木、バスケット：ステンレス

（N-20P・R）20cmパスタポット（バスケット付）レッド

製品サイズ（重量・容量）／約285×250×210ｍｍ（2,200g・6,200㎖）
深さ：210mm
箱サイズ／約255×255×200ｍｍ・箱込重量／約2,400g・梱包入数／8
JANコード／4977618105372（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

100・200V

22096-10〔18A20〕
（0580222）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：ほうろう用鋼板、蓋：強化ガラス、ツマミ：天然木、バスケット：ステンレス

（N-20P・W）20cmパスタポット（バスケット付）ホワイト
製品サイズ（重量・容量）／約285×250×210ｍｍ（2,200g・6,200㎖）
深さ：210mm
箱サイズ／約255×255×200ｍｍ・箱込重量／約2,400g・梱包入数／8
JANコード／4977618104672（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。
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COOKING WARE（ホーローウェア）
●スープやソース、ミルクや離乳食作りに便利なサイズです。注ぎ口は両口で利き手を気にせず注げます。
ガス・IH電磁調理器に対応。
100・200V

22097-01〔05A07〕
（0773122）
￥2,600（税込￥2,860）

22097-02〔05A07〕
（0773123）
￥2,600（税込￥2,860）

本体：ホーロー用鋼板

（PU-208-WT）
「pure」ホーローミルクパン15cm・WT

製品サイズ（重量・容量）／約310×160×80ｍｍ（約420g・約1,200㎖）
箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700553918（中国製） B4判

本体：ホーロー用鋼板

（PU-208-RD）
「pure」ホーローミルクパン15cm・RD

製品サイズ（重量・容量）／約310×160×80ｍｍ（約420g・約1,200㎖）
箱サイズ／約305×175×90ｍｍ・箱込重量／約580g・梱包入数／18
JANコード／4589700553925（中国製） B4判

●ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン。ミルクを温めたり、野菜やタマゴを茹でたり、ちょっとしたお料理に大活躍。

ガス火専用

ガス火専用

22097-03〔05A07〕
（0773124）
￥2,300（税込￥2,530）

ガス火専用

22097-04〔05A07〕
（0773125）
￥2,300（税込￥2,530）

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル：天然木

22097-05〔05A07〕
（0773126）
￥2,300（税込￥2,530）

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル：天然木

（PU-209-NB）
「pure」ホーロープチミルクパン・NB

製品サイズ（重量・容量）／約195×103×88ｍｍ（約260g・約550㎖）
箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700553956（中国製） A5判

（PU-209-WT）
「pure」ホーロープチミルクパン・WT

製品サイズ（重量・容量）／約195×103×88ｍｍ（約260g・約550㎖）
箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700553932（中国製） A5判

本体：ホーロー用鋼板、ハンドル：天然木

（PU-209-RD）
「pure」ホーロープチミルクパン・RD

製品サイズ（重量・容量）／約195×103×88ｍｍ（約260g・約550㎖）
箱サイズ／約195×110×100ｍｍ・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4589700553949（中国製） A5判

●においがつきにくく、お手入れしやすいホーローですので、使いやすさ抜群です。清潔感溢れるホワイトホーローにブラックのロゴで、シンプルなデザインとホーローの美しい光沢で、どんなキッチンにも
馴染みます。
●木蓋はそのままバターをカットするまな板にもなります。
ガス火専用

日本製

22097-06〔05A07〕
（0773127）
￥2,400（税込￥2,640）
本体：ホーロー用鋼板、蓋：天然木

（LW-101）
「Lilly White」ホーローバターケース “BUTTER”
製品サイズ（重量・容量）／約150×100×67ｍｍ（約370g・約500㎖）
箱サイズ／約165×110×75ｍｍ・箱込重量／約410g・梱包入数／24
JANコード／4589700553499（日本製） B6判

日本製

22097-07〔05A07〕
（0773128）
￥2,200（税込￥2,420）
本体：ホーロー用鋼板

（LW-102）
「Lilly White」
ホーローメジャーカップ・S “MEASURE”

製品サイズ（重量・容量）／約140×100×70ｍｍ（約210g・約450㎖）
箱サイズ／約140×110×80ｍｍ・箱込重量／約270g・梱包入数／36
JANコード／4589700553505（日本製） 豆判No.5

日本製

22097-08〔05A07〕
（0773129）
￥3,800（税込￥4,180）
本体・蓋：ホーロー用鋼板

（LW-118）
「Lilly White」ホーロードリップポット“DRIP”
製品サイズ（重量・容量）／約215×110×195ｍｍ（約500g・約1,100㎖）
箱サイズ／約190×130×195ｍｍ・箱込重量／約630g・梱包入数／16
JANコード／4589700553734（日本製） A5判

●適正容量は1.0ℓです。

●適正容量は0.8ℓです。活性炭カートリッジは、使用した油の
汚れやニオイを吸着し綺麗に濾過します。
※約10回使用できます。

22097-09〔18A20〕
（0580259）
￥3,600（税込￥3,960）

22097-10〔18A20〕
（0580260）
￥4,300（税込￥4,730）

本体：ほうろう用鋼板、漉しアミ：ステンレス

（OP-1.0L・W）フィルト 1.0ℓオイルポット ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約150×110×170ｍｍ
（550g・1,230㎖・適正容量1,000㎖）
箱サイズ／約130×135×190ｍｍ・箱込重量／約650g・梱包入数／18
JANコード／4977618108243（タイ製） A5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ほうろう用鋼板、漉しアミ：ステンレス

（OPF-0.8L・W）フィルトプラス
0.8ℓオイルポット（活性炭カートリッジ付）ホワイト
製品サイズ（重量・容量）／約150×110×185ｍｍ
（650g・1,390㎖・適正容量800㎖）
箱サイズ／約130×135×205ｍｍ・箱込重量／約750g・梱包入数／12
JANコード／4977618108274（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

COOKING WARE（調理家電）
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●着脱式でプレートをしっかり洗える！
（MC-812・MC-813 のみ）
●お好みの具と食パンをはさんで焼くだけ
の簡単操作。火を使わないので安全なうえ
こんがりと焼きあがります。使い方もシン
プルなので、手軽に楽しめます。耳まではさ
んで焼けるので、耳を切る手間が不要です。

「マリ・クレール」家電シリーズ

■PSEマーク

電気用品安全法に基づき、安全基
準を満たしていることを示すため、
電気製品に貼付されるマークです。

マリ・クレールインテリアコレクションは、日本を
始め世界中で広く開発されています。毎シーズン、
パリ専 属 スタジオから、シンプルとハイクオリ
ティーをコンセプトに最新のトレンドをさりげなく
取り入れ、さらに日本市場での使い勝手をも考慮
に入れ、
きめ細かいデザインが発信されています。

保
保証書

●食パンの耳まではさんで焼ける！耳を切る手間が不要です。
焼きたての、サックリしたホットサンドをご家庭で作れます。

●朝食にも人気のワッフルが作れる！甘めならおやつに、ベーコ
ンやサラダに合わせてプレーンな生地を焼けばオシャレな
ワンプレート料理が出来上がり！

●ドーナツプレート& ワッフルプレートが付属。おやつにも軽
食にも人気のワッフルが焼けるプレート。お子様も喜ぶ、アレ
ンジやデコレーションがしやすいミニサイズ。ドーナツは揚
げないからヘルシーな仕上がりになります。

22098-01〔03T05〕
（1001779）
￥3,000（税込￥3,300）

22098-02〔03T05〕
（1001815）
￥4,000（税込￥4,400）

22098-03〔03T05〕
（1001816）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：フェノール樹脂・フック：ABS樹脂
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗膜加工）
コードの長さ：約1m、100V／520W、50／60Hz、温度ヒューズ：240℃

本体：フェノール樹脂・フック：ABS樹脂
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗膜加工）、付属品：ワッフルプレート
コードの長さ：約1.4m、100V／520W、50／60Hz、温度ヒューズ：240℃

本体：フェノール樹脂・フック：ABS樹脂
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗膜加工）
付属品：ワッフルプレート・ドーナツプレート
コードの長さ：約1.4m、100V／520W、50／60Hz、温度ヒューズ：240℃

（MC-811）
「マリ・クレール」ホットサンドトースター・S

製品サイズ（重量）／約152×220×94ｍｍ（約950g）
箱サイズ／約175×246×120ｍｍ・箱込重量／約1,080g・梱包入数／12
JANコード／4975192085929（中国製） A4判

スイッチひとつでお湯が沸く！
インテリアにぴったりなおしゃれなケトル。

（MC-812）
「マリ・クレール」
着脱式ホットサンド&ワッフルメーカー

製品サイズ（重量）／約212×135×93ｍｍ（約870g）
箱サイズ／約170×135×270ｍｍ・箱込重量／約1,330g・梱包入数／8
JANコード／4975192086285（中国製） 半紙判

（MC-813）
「マリ・クレール」
着脱式3WAYホットサンドメーカー

製品サイズ（重量）／約212×135×93ｍｍ（約870g）
箱サイズ／約170×135×300ｍｍ・箱込重量／約1,500g・梱包入数／8
JANコード／4975192086292（中国製） B4判

●耐熱ガラス。清潔なガラ
スケトル。お湯が沸いたら
自動的にスイッチOFF。

●ガラス製電気ケトル最大の特徴は、中身が見える「透明性」。
沸かしたお湯の残量や、残ったお湯の捨て忘れを防ぐことが
出来ます。お湯の沸き具合も見えるため、忙しい朝には時間
の目安にするという使い方もおすすめです。湯沸かし中は
LEDライトが点灯します。

22098-04〔03T05〕
（1001699）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：耐熱ガラス、樹脂部：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、AC100V／900W
50／60Hz

（MC-713L）
「マリ・クレール」Aqua Glass
電気ケトル1.2ℓ LEDタイプ

製品サイズ（重量・容量）／約145×205×220mm
（約860g（ハンドル・電源ベース含む）
・1,200㎖）
箱サイズ／約200×160×205ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4975192084557（中国製） A5判

●コードレスだから、コードが絡まず
安全にお湯が注げます。

22098-05〔05T07〕
（0001927）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：ステンレス、樹脂部：PP、サーモスタット：蒸気感知式・温度感知式
コードの長さ：約1.15m、100V／900W、50／60Hz

（MC-704）
「マリ・クレール」ステンレス電気ケトル0.8ℓ
製品サイズ（重量・容量）／約137×205×170ｍｍ（660g・800㎖）
箱サイズ／約185×185×160ｍｍ・箱込重量／約850g・梱包入数／12
JANコード／4975192072356（中国製） B5判

●細く・長くドリップ
することができる
細口タイプ。
何度 かに分 けて
じっくり注ぐのに
適した形状です。

●お湯が沸くと電源が自動で 22098-06〔03T05〕
（1001676）
切れます。
￥10,000（税込￥11,000）
●MAX 目盛り付で、水を入れ 本体：ステンレス鋼（外面焼付け塗装）、樹脂部：ポリプロピレン
るときの目安になります。
コードの長さ：約1.0m、100V／900W、50／60Hz
お手入れも簡単な広口設計。 （MC-714）
「マリ・クレール」電気ドリップケトル 1.0ℓ
●コードを気にせずお湯を注げ 製品サイズ（重量・容量）／約240×135×225mm（約700g・1,000㎖）
箱サイズ／約220×175×225ｍｍ・箱込重量／約970g・梱包入数／12
るコードレスタイプ。
JANコード／4975192083598（中国製） B5判
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COOKING WARE（調理家電）
●簡単に本格的なホットサンドがご家庭で作れます。

●スペースをとらない縦置きコンパクト収納。

22099-01〔03Z05〕
（1001405）
￥3,000（税込￥3,300）

22099-02〔03T05〕
（1001406）
￥4,000（税込￥4,400）

「マリ・クレール」家電シリーズ

保
保証書

本体：フェノール樹脂（アクリル塗装）
・フック：ABS樹脂
プレート：アルミダイキャスト
（フッ素樹脂加工）、コードの長さ：約1.4m、100V／260W

（MC-711）MCホットサンドトースター・シングル

製品サイズ（重量）／約130×190×85ｍｍ（約890g）
箱サイズ／約170×215×122ｍｍ・箱込重量／約1,040g・梱包入数／12
JANコード／4975192078679（中国製） A5判

本体：フェノール樹脂（アクリル塗装）
・フック：ABS樹脂
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）、コードの長さ：約1.4m、100V／520W

（MC-712）MCホットサンドトースター・ダブル

製品サイズ（重量）／約225×230×73ｍｍ（1,120g）
箱サイズ／約247×250×95ｍｍ・箱込重量／約1,270g・梱包入数／8
JANコード／4975192078686（中国製） B5判

●すぐに沸いて、コードが絡まず持ち上げられる設計。
大きな窓で一目で湯量が確認出来ます。

●すぐに沸く、持ち運びが出来るコードレス。お湯が沸くと自動的に切れる安全設計。

22099-03〔03T05〕
（1001402）
￥3,000（税込￥3,300）

22099-04〔03T05〕
（1001403）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、100V／670W

（MC-708）MCパーソナル電気ケトル 0.6ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約185×105×200mm（約530g・600㎖）
箱サイズ／約180×120×205ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／16
JANコード／4975192078648（中国製） A5判

本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、100V／670W

（MC-709）MCパーソナル電気ケトル 1.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約210×130×210mm（約550g・1,000㎖）
箱サイズ／約200×122×192ｍｍ・箱込重量／約680g・梱包入数／12
JANコード／4975192078655（中国製） B5判

●キッチンに一台あれば大活躍。
三役こなすブレンダーです。

とびっきり美味しい
「Happy」を作ることができる
「プリマ・ポポ」エレクトリックシリーズ。
食卓を囲む笑顔に幸せを実感。

保
保証書

本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、100V／900W

（MC-710）MCパーソナル電気ケトル 1.2ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約205×145×205mm（約800g・1,200㎖）
箱サイズ／約207×146×192ｍｍ・箱込重量／約930g・梱包入数／12
JANコード／4975192078662（中国製） B5判

●毎日ヨーグルトを続けたい方にお勧め。市販のヨーグルト種
と新鮮な牛乳で自家製ヨーグルト生活！

「つぶす・ねる・まぜる」をこれ一
台で。毎日の料理の下ごしらえを
ラクにします。手を汚さずに行え
るから衛生的。

22099-06〔03T05〕
（1001400）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：ABS樹脂、刃：ステンレス、コードの長さ：約1.2m、
100V／150W
連続使用時間：1分以内

（PP-114）
「プリマ・ポポ」ハンディブレンダー
●お料理の下ごしらえに大活躍。つぶす・ねる・まぜるの一台3
役。健康食作りに最適。ちょっとだけ必要な離乳食作りにも
ピッタリです。

22099-05〔03T05〕
（1001404）
￥4,000（税込￥4,400）

製品サイズ（重量）／約φ65×345ｍｍ（610g）
箱サイズ／約70×70×390ｍｍ・箱込重量／約930g・梱包入数／12
JANコード／4975192078808（中国製） みの判

●料理の下ごしらえに大変便利！！お手軽に野菜ジュースが作
れます。

22099-07〔03T05〕
（1001675）
￥5,000（税込￥5,500）
本体・容器・容器ふた：ポリプロピレン、ふた：ポリカーボネート
コードの長さ：約1.4m、AC100V／15W、付属品：計量カップ

（PP-116）
「プリマ・ポポ」
ヨーグルト＆甘酒メーカー

製品サイズ（重量・容量）／本体：約205×185×205ｍｍ（約650g）
容器：約133×119×143ｍｍ
（約127g・1,200㎖）
計量カップ：約φ60×79ｍｍ（13g・130㎖）
箱サイズ／約190×190×215ｍｍ・箱込重量／約880g・梱包入数／12
JANコード／4975192083604（中国製） A5判

ヨーグルト

●プレーンヨーグルトと甘酒の調理ができます。ボタンを押し
てカンタン調理モード切替！時間を指定してスイッチオン！
ヨーグルトは専用容器を使った調理と、牛乳パック
（500ml）
のままでの調理ができる 2WAY仕様。

22099-08〔03T05〕
（1001379）
￥5,000（税込￥5,500）
本体・泡立て：ABS樹脂、ブレンドカップ：AS樹脂、チョッパー容器：ABS樹脂・AS樹脂
刃：ステンレス、コードの長さ：約1.2m、100V／150W、50／60Hz
連続使用時間：1分以内、取扱説明書（保証書付）
回転数：ノーマル14,000r/min・ターボ25,000r/min

本体・ブレンドカップ・チョッパー容器・泡立て：各1

（PP-113R）
「プリマ・ポポ」
チョッパー付ハンディブレンダー

製品サイズ（重量・容量）／本体：約φ65×360ｍｍ（630g）
ブレンドカップ：約φ95×158ｍｍ（100g・500㎖）
チョッパー容器：約φ120×160ｍｍ（240g）
泡立て：約φ53×213ｍｍ（90g）
箱サイズ／約140×200×370ｍｍ・箱込重量／約1,290g・梱包入数／8
JANコード／4975192078556（中国製） A3判

22099-09〔03T05〕
（1001377）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：ABS樹脂、カップ：AS樹脂、刃：ステンレス、コードの長さ：約1.14m
100V／110W、50／60Hz、連続使用時間：1分以内、回転数：21200r/min
取扱説明書（保証書付）

（PP-111R）
「プリマ・ポポ」コンパクトミキサー

製品サイズ（重量・容量）／約φ105×285ｍｍ（800g・500㎖）
箱サイズ／約120×120×295ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／12
JANコード／4975192078532（中国製） 半紙判

甘酒

COOKING WARE（調理家電）
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●カットした野菜を
みじん切りにする
電動チョッパー！
お料理の下ごしら
えに便利です。

家電製品
“プエル”シリーズ

保
保証書

楽しむ
“こころ”を忘れたら、
日常は退屈なものに
なってしまうと思うから
つくる楽しみ、食べるよろこび、
応援します！！

22100-01〔03T03〕
（1001563）
￥2,500（税込￥2,750）

22100-02〔03T03〕
（1001392）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ポリプロピレン・ステンレス、コードの長さ：約1.1m、100V／360W

本体：ABS樹脂、刃：ステンレス、ボトル：AS樹脂、コードの長さ：約1.4m
100V／120W、連続使用時間：1分以内

（PU-109）
「プエル」電気たまごゆで器

（PU-101）
「プエル」フードチョッパー

製品サイズ（重量）／本体：約180×160×152ｍｍ（440g）
計量カップ：約φ60×80ｍｍ（11g）
箱サイズ／約180×175×165ｍｍ・箱込重量／約585g・梱包入数／16
JANコード／4975192082096（中国製） A5判

製品サイズ（重量）／約φ115×235ｍｍ（850g）
箱サイズ／約130×130×239ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／12
JANコード／4975192078709
（中国製） A4判

●みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に
出来ます。
パーツはひとつひとつ外して洗う事が出来ます。

●みじん切カッター

●スライスカッター
（表面）

●千切カッター
（裏面）

●おろしカッター

22100-03〔03T03〕
（1001579）
￥5,000（税込￥5,500）

22100-04〔03T03〕
（1001578）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ABS樹脂、容器：AS樹脂、カッター
（みじん切）
：ステンレス鋼・ABS樹脂
カッター（スライス・千切・おろし）
：ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸：ABS樹脂
押し込み棒：ポリプロピレン、コードの長さ：約1.6m、取扱説明書（保証書付）
（連続使用2分以内）100V／80W、50／60Hz

本体：ABS樹脂、容器：AS樹脂、カッター
（おろし）
：ステンレス鋼・ABS樹脂
回転軸：ABS樹脂、押し込み棒：ポリプロピレン、コードの長さ：約1.6m
取扱説明書（保証書付）
（連続使用2分以内）
、
100V／80W、50／60Hz

（PU-110）
「プエル」電動おろし器

（PU-111）
「プエル」マルチフードカッター

製品サイズ（重量）／約195×120×215ｍｍ（1,050g）
容器：約φ120×110ｍｍ（150g）
箱サイズ／約265×200×155ｍｍ・箱込重量／約2,250g・梱包入数／12
JANコード／4975192082690（中国製） A4判

●お料理の下ごしらえに便
利です。スイッチオン！大
根おろしが 簡単にでき
ます。

●玉ねぎ

●きゅうり

●人参

●大根おろし

●卓上ですきやきやお鍋が手軽に出来るグリルパン。
内面フッ素樹脂加工なのでお手入れ簡単です。

製品サイズ（重量）／約195×120×215ｍｍ（1,050g）
容器：約φ120×110ｍｍ（150g）
箱サイズ／約265×200×155ｍｍ・箱込重量／約1,450g・梱包入数／12
JANコード／4975192082386（中国製） A4判

●焼きそば、焼き肉、お好み焼などご家庭で楽しめます。内面
フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなってお手入れ簡単です。

フッ素
樹脂加工

フッ素
樹脂加工

22100-05〔03T03〕
（1001397）
￥3,000（税込￥3,300）

22100-06〔03T03〕
（1001398）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）
コードの長さ：約0.9m、100V／650W、温度調節範囲（0℃〜175℃）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）、コードの長さ：約1m
100V／800W、温度調節範囲（0℃〜195℃）

（PU-106）
「プエル」ホットプレート22cm

（PU-107）
「プエル」角型ホットプレート

製品サイズ（重量・容量）／本体：約260×230×100ｍｍ（約750g・約640㎖）
プレート：内径約185ｍｍ、深さ：40mm
箱サイズ／約240×234×108ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／12
JANコード／4975192078754（中国製） A4判

製品サイズ（重量）／約290×215×90ｍｍ（約1,100g）
プレート：約255×185ｍｍ、深さ：20mm
箱サイズ／約298×219×100ｍｍ・箱込重量／約1,400g・梱包入数／12
JANコード／4975192078761（中国製） B4判

●アツアツ出来たてのたこ焼きがご家庭で楽しめます。ご家族やお友達同士でわいわいパーティー気分！！プレート内面はフッ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくる返しやすい。
レシピBOOK (4メニュー）付。

フッ素
樹脂加工

フッ素
樹脂加工

フッ素
樹脂加工

22100-07〔03T03〕
（1001395）
￥2,500（税込￥2,750）

22100-08〔03T03〕
（1001396）
￥3,000（税込￥3,300）

22100-09〔03T03〕
（1001394）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）
コードの長さ：約0.95m、100V／350W、ミニレシピ付、温度調節範囲（140℃〜230℃）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）
コードの長さ：約0.95m、100V／500W、ミニレシピ付、温度調節範囲（140℃〜230℃）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）
コードの長さ：約1.3m、100V／650W、温度調節範囲（160℃〜210℃）

（PU-104）
「プエル」たこ焼きプレート（8穴）

製品サイズ（重量）／約φ165×68ｍｍ（約400g）
箱サイズ／約168×163×77ｍｍ・箱込重量／約620g・梱包入数／16
JANコード／4975192078730（中国製） B6判

（PU-105）
「プエル」たこ焼きプレート（12穴）

製品サイズ（重量）／約φ200×70ｍｍ（約450g）
箱サイズ／約203×199×80ｍｍ・箱込重量／約780g・梱包入数／12
JANコード／4975192078747（中国製） A5判

（PU-103）
「プエル」たこ焼きプレート（18穴）

製品サイズ（重量）／約270×245×75ｍｍ（約900g）
箱サイズ／約276×251×84ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／12
JANコード／4975192078723（中国製） A4判
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COOKING WARE（調理家電）
使用する色を抑えることにより、空間をすっきりとまとまりのある印象にしてくれる
”モノトーンインテリア”はナチュラル素材の家具と合わせても、
空間の引き締めカラーになってくれます。
キッチンやリビングに取り入れやすい、モダンな色合いの生活家電シリーズ。
●加熱時間をスイッチ操作でラクラク調整。
圧力調理で時短調理！白米・玄米・煮込み
メニューがワンボタン！その他はお好み調
理で。

保
保証書

●内鍋は水量メモリ付。レシピブックを参考に
目安を覚えて調理ができます！

レシピ
ブック付

ガラスふた

内鍋

しゃもじ

計量カップ

お掃除ピン

水滴受け

22101-01〔03T05〕
（1001777）
￥15,000（税込￥16,500）
本体：ステンレス・ポリプロピレン、鍋：アルミニウム合金（ふっ素樹脂塗膜加工）
コードの長さ：約1.4m、AC100V／750W
付属品：ガラスふた・しゃもじ・計量カップ・水滴受け・お掃除ピン・レシピブック
炊飯／白米：4合（2〜4カップ）、玄米：3合（2〜3カップ）、調理圧力：58kpa（ゲージ圧）

（ET-104）
「ERETTO」“mono”
電気圧力鍋3.0ℓ
（18cm・4合炊）

製品サイズ（重量・容量）／
約310×290×280ｍｍ（約3,500g・満水容量3,000㎖（内鍋）
・調理容量2,000㎖）
箱サイズ／約290×290×330ｍｍ・箱込重量／約4,200g・梱包入数／2
JANコード／4975192085455（中国製） みの判

●電気で加熱できる片手鍋。コンロやIH がなくても、ダイニングで、オフィスで煮る・茹でるの調理
ができます。一定の温度を保ってくれるので鍋物やしゃぶしゃぶにもピッタリ。チーズやチョコの
フォンデュ鍋としても楽しめます。
内鍋はふっ素加工なのでお手入れ簡単。
ゆでたまごのラック付。

●ストレートボディがすっきりとした印象を与える電気ケトル。生活空間の邪魔をしないモノトー
ンな色合いです。電源があればリビングでも、オフィスでも沸かせる手軽さが人気。お湯が沸く
と自動的に電源が切れる安全設計です。

22101-02〔03T05〕
（1001775）
￥4,000（税込￥4,400）

22101-03〔03T05〕
（1001776）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：ポリプロピレン、フタ：強化ガラス
内鍋部：18-8ステンレス（表面：ふっ素樹脂塗膜加工）、コードの長さ：約1.1m
温度ヒューズ：170℃、AC100V／100W・600W、50／60Hz、付属品：ゆでたまごラック

本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、100V／670W、50／60Hz

（ET-103）
「ERETTO」“mono” 電気ケトル1.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約205×130×208ｍｍ（約555g・1,000㎖）
箱サイズ／約190×135×195ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／16
JANコード／4975192085561（中国製） A5判

（ET-102）
「ERETTO」“mono” 電気片手鍋16cm

製品サイズ（重量）／約355×193×176ｍｍ（約810g）
ゆでたまごラック：φ117×84mm（約15g）
箱サイズ／約350×205×165ｍｍ・箱込重量／約1,180g・梱包入数／8
JANコード／4975192085554（中国製） A3判

●食パンの耳まではさんで焼け
る！耳を切る手間が不要です。
耳までカリッとしっかり焼ける
のでクラムとクラストの食感の
違いを楽しめます。焼きたての、
サックリとしたホットサンドを
ご家庭で作れます。

22101-04〔03T05〕
（1001774）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：フェノール樹脂（アクリル樹脂）、フック：ABS樹脂
プレート：アルミダイキャスト（ふっ素樹脂塗膜加工）、コードの長さ：約1.0m
AC100V／400W、、50／60Hz、温度ヒューズ：240℃

（ET-101）
「ERETTO」“mono” ホットサンドトースター・S
製品サイズ（重量）／約225×153×85ｍｍ（約770g）
箱サイズ／約245×175×105ｍｍ・箱込重量／約885g・梱包入数／12
JANコード／4975192085424（中国製） 本中判

●耳がついたまま調理ができます。表面にバターか ●お好みの具材をはさんで、カンタン調理♫サック
マーガリンを塗ると焼き上がりがきれいになり リとした焼き上がりの出来立てが食べられます。
食パンサイズは6枚切り〜8枚切りが適します。
ます。そのまま焼いてももちろんOK！

COOKING WARE（調理家電）
●すぐに沸いて、コードが絡まず持ち上げられる設計。
大きな窓で一目で湯量が確認出来ます。
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●コーヒー以外の用途にも使用できお茶・紅茶など飲みたい時、カッ ●容量0.8 ℓ、湧き上がりまで約12 分。ドリップに適した注ぎ
口。注ぎ口が広いことで、注ぎ時にお湯が見えやすく、湯量の
プ麺を作りたい時など注ぎやすい口、すぐにお湯が必要なさまざ
調整がしやすい。
まな場面で使い勝手な電気ドリップケトル。

保
保証書

保
保証書

22102-01〔03T03〕
（1001391）
￥2,500（税込￥2,750）

22102-02〔95A97〕
（0649029）
￥8,000（税込￥8,800）

本体：ポリプロピレン、コードの長さ：約0.75m、取扱説明書（保証書付）、100V／670W

本体枠・熱板・蓋：ステンレス鋼、本体底・ハンドル・電源ベース：ポリプロピレン樹脂

●やけど防止ガード付きツマミで蓋に触れる 蓋ツマミ：フェノール樹脂、蓋ツマミ台座：66ナイロン、コードの長さ：約1.1m
ことなく開閉がしやすい。やけど防止ガー 100V／900W
「プチ・プレジール」電気ドリップケトル 0.8ℓ
ド付ハンドル、本体に触れることなく注げ （PDK-80）
製品サイズ（重量・容量）／約145×290×235mm（760g・800㎖）
る。自動電源オフ機能付沸騰後は自動で 箱サイズ／約280×230×225ｍｍ・箱込重量／約760g・梱包入数／8
電源が切れます。空焚き防止機能付。
JANコード／4978770601030
（中国製） 半紙判

（PU-100）
「プエル」電気ケトル0.6ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約185×105×200ｍｍ（約530g・600㎖）
箱サイズ／約185×120×205ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／16
JANコード／4975192078693（中国製） A5判

保
フッ素
樹脂加工

保証書

●A4サイズのスマートなホットプレート。
ふた付きだから蒸し料理もできる。ス
イッチ一つの簡単操作。プレートはフッ
素樹脂塗装でお手入れ簡単。

保
フッ素
樹脂加工

保証書

●深鍋プレートと焼肉プレートの二枚組。
●深型なので、煮込み料理に適している。

日本製

22102-03〔00Z02〕
（1001357）
￥10,000（税込￥11,000）

22102-04〔08A10〕
（0483059）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ポリプロピレン、内鍋：アルミニウム（フッ素樹脂加工）、蓋：強化ガラス
焼肉プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）、コードの長さ：約1.4m
100V／1,050W

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミダイキャスト・フッ素樹脂塗装
ふたつまみ：フェノール、ふた：鉄（塗装）、コードの長さ：1.4m、100V／700W
プレート固定式

（TG-101）テーブルグリルパン

製品サイズ（重量）／本体：約364×360×175ｍｍ（2,360g）
内鍋：約直径275×内径230×深さ55ｍｍ（300g）
焼肉プレート：約直径270×内径230×深さ55ｍｍ（600g）
ガラス蓋：約直径240ｍｍ（500g）
箱サイズ／約370×365×150ｍｍ・箱込重量／約3,000g・梱包入数／6
JANコード／4975192079331（日本製） 中杉判

（SHP-70F）
「HOME SWAN」スマートホットプレート

製品サイズ（重量）／約210×305×120ｍｍ（1,010g）
箱サイズ／約215×310×120ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／10
JANコード／4981889011331（中国製） B4判

保
フッ素
樹脂加工

保

●インテリアとして置ける卓上
で映えるデザイン。

●22 個のたこ焼きが簡単に作られま
す。1,200W のハイパワーです。温度
調節器付なので保温もできます。プ
レート着脱式でお手入れ簡単。

●5種類のかわいい表情のたこ焼き
が焼けます。

●楽しいたこ焼きパーティに
最適。スイッチはパイロッ
トランプ付き。プレートは
フッ素樹脂塗装でこびり
付きにくい。

フッ素
樹脂加工

●手軽な大きさの深型グリルパン。
●鍋が外せて丸洗いできる。
●中身が見えるガラス蓋付き。
●電気で安全に料理が出来ます。

保
フッ素
樹脂加工

保証書

保証書

保証書

日本製

日本製

22102-05〔05A07〕
（0483028）
￥3,000（税込￥3,300）

22102-06〔05A07〕
（0331001）
￥3,500（税込￥3,850）

22102-07〔08A10〕
（0331102）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）
電源コード：1.4m、100V／650W

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム合金・フッ素樹脂加工
電源コード：約1.4m、100V／650W

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）
たこ焼き穴サイズ：φ43mm、コードの長さ：約1.4m、100V／1,200W

（SNT-60）電気たこ焼器 18穴

製品サイズ（重量）／約270×285×70ｍｍ（950g）
箱サイズ／約275×280×85ｍｍ・箱込重量／約1,150g・梱包入数／12
JANコード／4981889010303
（中国製） 半紙判

●コンパクトタイプで少量の調理に大変便利です。

（KS-2528）おもろいたこやきワイワイゲーム

製品サイズ（重量）／本体：約235×260×68ｍｍ（1,100g）
箱サイズ／約265×240×70ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／16
JANコード／4900896125282（日本製） 半紙判

●余分な油を落としておいしくヘルシーに焼き上げます。

保
フッ素
樹脂加工

（KS-2579）ツーツーニコニコたこちゃん早焼き

製品サイズ（重量）／たこ焼き本体：310×235×85ｍｍ（1,750g）
プレート：約220×300×53ｍｍ
箱サイズ／約336×241×87ｍｍ・箱込重量／約1,930g・梱包入数／10
JANコード／4900896125794（日本製） 中杉判

●少人数用に最適サイズ！小さいのにハイパワー1,200W。

保
フッ素
樹脂加工

保証書

保
フッ素
樹脂加工

保証書

日本製

保証書

日本製

22102-08〔08A10〕
（0331015）
￥4,000（税込￥4,400）

22102-09〔03A05〕
（0331076）
￥6,500（税込￥7,150）

22102-10〔03A05〕
（0331059）
￥6,800（税込￥7,480）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム合金（マーブル3層コーティング）
蓋：強化ガラス、100V／650W

本体：鉄（粉体塗装）、プレート：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）
電源コード：1.4m、100V／1,200W

本体：スチール（粉体塗装）、プレート：アルミニウム合金（マーブルコート加工）
コードの長さ：約1.4m、100V／1,200W

（KS-2731）
マーブルホットプレートミニ

製品サイズ（重量・容量）／約260×235×120ｍｍ（1,250g・600㎖）
箱サイズ／約263×240×75ｍｍ・箱込重量／約1,370g・梱包入数／16
JANコード／4900896127316（日本製） 半紙判

（KS-2310）消煙グリラー ヘルシートーク

製品サイズ（重量）／約355×370×105ｍｍ（1,900g）
箱サイズ／約315×315×113ｍｍ・箱込重量／約2,120g・梱包入数／8
JANコード／4900896123103（日本製） A3判

（KS-2847）コンパクトグリル ちょこちょこ焼き

日本製

製品サイズ（重量）／本体：約360×245×105ｍｍ（1,560g）
プレート：約210×210×30ｍｍ
箱サイズ／約310×250×108ｍｍ・箱込重量／約1,710g・梱包入数／10
JANコード／4900896128474（日本製） A3判

103 COOKING WARE（調理家電）
●0.5合〜1.5合の炊 飯が 可能。
スイッチONで炊 飯、OFFで保
温。内なべはフッ素樹脂塗装
でお手入れ簡単。計量カップ、
しゃもじ付き。

フッ素
樹脂加工

●3.5合炊きのマイコン式炊 飯
ジャー。1 〜3.5合の炊飯が可
能。内なべはフッ素樹脂塗装
でお手入れ簡単。内ぶた・内な
べは着脱式で丸洗いOK。予約
炊 飯 機 能 付 き。計 量 カップ、
しゃもじ付き。

保
フッ素
樹脂加工

保証書

保
保証書

22103-01〔10A12〕
（0483043）
￥5,000（税込￥5,500）

22103-02〔10A12〕
（0483067）
￥8,000（税込￥8,800）

本体・蓋・底板（樹脂部）
：ポリプロピレン、内なべ：アルミ板（フッ素樹脂塗装）
内枠：鉄（塗装）、コードの長さ：1.4m、AC100V／230W、付属品：計量カップ・しゃもじ

内なべ：アルミ板（フッ素樹脂塗装）、本体・蓋・ハンドル・底板（樹脂部）
：ポリプロピレン
電源コード：1.4m、100V／400W、付属品：計量カップ・しゃもじ

（SRC-15）
「HOME SWAN」ミニ炊飯器1.5合炊き

（SRC-35）
「HOME SWAN」
マイコン式炊飯ジャー3.5合炊き

製品サイズ（重量）／約165×155×175ｍｍ（1,040g）
箱サイズ／約190×190×200ｍｍ・箱込重量／約1,255g・梱包入数／8
JANコード／4981889010792（中国製） A5判

保
保証書

●お湯が沸くと自動で電源が切れます。コードレスで
持ち運 びに便利。1.0ℓの水が 約9分で沸きます。
ON、OFFが分かるランプ付き。

製品サイズ（重量）／約220×270×205ｍｍ（2,000g）
箱サイズ／約310×250×250ｍｍ・箱込重量／約2,730g・梱包入数／4
JANコード／4981889011409（中国製） B4判

●たっぷり容量の1.7ℓ。通電中は内部が青く光ります。
コードレスで持ち運びに便利。

●5人分のコーヒーが一度に出来ます。ドリップ後にそのまま
注げるガラスカップ。コーヒーが冷めない、保温機能。容量が
わかる水位目盛付き。

保
保証書

22103-03〔08A10〕
（0483066）
￥3,000（税込￥3,300）

22103-04〔05A07〕
（0483078）
￥4,000（税込￥4,400）

本体・フィルター（樹脂部）
：ポリプロピレン、フィルター：ナイロン、ランプカバー：PC
コードの長さ：1.0m、100V／800W

（SWK-10）
「HOME SWAN」電気ケトル1.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約210×155×190mm（620g・1,000㎖）
箱サイズ／約195×165×175ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／12
JANコード／4981889011348（中国製） A5判

22103-05〔08A10〕
（0483072）
￥3,500（税込￥3,850）

本体・蓋・ハンドル・フィルター（樹脂部）
：ポリプロピレン
コードの長さ：1.0m、AC100V／900W

（SWK-17）
「HOME SWAN」電気ケトル1.7ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約215×170×240mm（775g・1,700㎖）
箱サイズ／約205×165×230ｍｍ・箱込重量／約935g・梱包入数／12
JANコード／4981889011539（中国製） B5判

●プラスチックボディのかわいらしいトースター。ふっくらとしたトー
ストが2枚焼けます。焼き時間を変えられるダイヤル付き。焼き過
ぎを防止するキャンセルボタン付き。

保
保証書

樹脂部（本体）
：ポリプロピレン、カップ：ガラス、コードの長さ：1.4m、AC100V／650W
付属品：ガラスカップ・メッシュフィルター・計量スプーン

（SCM-05（S）
「
）HOME SWAN」コーヒーメーカー5カップ
製品サイズ（重量・容量）／約170×185×235mm（900g・600㎖）
箱サイズ／約210×150×250ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4981889011423（中国製） A4判

●焼き上がりをポン！とお知らせするポップアップ式。
手軽に済ませたい朝食に！

保
保証書

22103-06〔08A10〕
（0483060）
￥3,000（税込￥3,300）

22103-07〔03T05〕
（1001575）
￥2,500（税込￥2,750）

本体カバー・底カバー・キャンセルボタン・レバー・ダイヤル：ポリプロピレン
コードの長さ：1.4m、AC100V／650W、5〜8枚切り食パン用

本体：ポリプロピレン・スチール（焼付け塗装）、受け金具：スチール（亜鉛メッキ）
コードの長さ：約1m、100V／600W

（SPT-03）
「HOME SWAN」ポップアップトースター

（FR-104）
「フローレ」ポップアップトースター

製品サイズ（重量）／約155×250×160mm（830g）
箱サイズ／約260×160×175ｍｍ・箱込重量／約1,020g・梱包入数／12
JANコード／4981889011324（中国製） A4判

製品サイズ（重量）／約230×105×150ｍｍ（約690g）
箱サイズ／約270×120×160ｍｍ・箱込重量／約800g・梱包入数／12
JANコード／4975192082232（中国製） B5判

●火を使わずに簡単に蒸し
料理が作れます。2段同時
に別々の調理も可能！

保
保証書

2段同時に蒸し料理

保

●電気で簡単に蒸し料理が作れるスチームクッカー。食材の旨味をワンランクアップ。
野菜は甘く、肉はジューシー、点心はモチモチに。

保証書

電気でゆで卵を作れる

22103-08〔00A02〕
（0533001）
￥2,500（税込￥2,750）

22103-09〔08A10〕
（0483093）
￥6,000（税込￥6,600）

PP・PS・ステンレス

容器・水タンク・受け皿・ヒータリング：ポリピロレン、蒸し器・ふた：PC樹脂
ヒーター：アルミダイキャスト、AC100V／600W、コードの長さ：1.4m

（HAC2910）2段式マルチ蒸し器

製品サイズ（重量）／約180×160×215mm（415g）
箱サイズ／約160×160×160ｍｍ・箱込重量／約510g・梱包入数／18
JANコード／4573110526051（中国製） 豆判No.8

（SSC-70）スチームクッカー

製品サイズ（重量・容量）／約340×240×245mm（1,500g・1,100㎖）
箱サイズ／約325×240×225ｍｍ・箱込重量／約1,950g・梱包入数／6
JANコード／4981889011645（中国製） B4判

COOKING WARE（調理家電）
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電気ヒーターでじっくり焼くので、失敗なく美味しく焼けます。

保

●調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。ディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいた
だけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため
晩酌のお供にピッタリ。

保証書

22104-01〔00T02〕
（1001743）
￥4,000（税込￥4,400）

22104-02〔00T02〕
（1001909）
￥8,000（税込￥8,800）

本体：フェノール樹脂・鉄、網：鉄（クロムメッキ）、油受けトレイ：鉄
コードの長さ：約1.5m、AC100V／650W、50／60Hz、付属品：油受けトレイ・焼き網

本体：フェノール樹脂・鉄、網：鉄（クロムメッキ）、油受けトレイ：鉄
たこ焼きプレート：アルミニウム合金（フッ素樹脂塗膜加工）、コードの長さ：約1.5m
AC100V／1,000W、50／60Hz、付属品：油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート

（AYT-01）アミ焼大将

（AYT-03）アミ焼大将・ワイド（たこ焼きプレート付）

製品サイズ（重量）／約260×146×106ｍｍ（約885g）
箱サイズ／約280×180×135ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4975192084786（中国製） 半紙判

製品サイズ（重量）／約382×146×106ｍｍ（約1,205g）
箱サイズ／約400×180×135ｍｍ・箱込重量／約1,670g・梱包入数／6
JANコード／4975192087138（中国製） 中杉判

●おでんだけではなく、煮る、
茹でる、蒸す、焼く、炒める、
の一台5役。

フッ素
樹脂加工

保
フッ素
樹脂加工

大きなエビも入る
角型。

保証書

保

便利で安全なマグ
ネット式コード。

保証書

22104-03〔08A10〕
（0331004）
￥10,000（税込￥11,000）

22104-04〔00A02〕
（0649028）
￥10,000（税込￥11,000）

本体・蓋：焼杉風木枠、内鍋：アルミ鋳造（フッ素樹脂加工）、目皿：ステンレス
仕切：アルミ、コードの長さ：約1.4m、100V／1,200W

鍋：アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）黒、蓋：ポリプロピレン
本体枠：鉄（アクリル塗装）、ハンドル：フェノール樹脂、マグネット式コード長さ：1.5m
100V／980W

（KS-2539）多用途おでん鍋ふるさとのれん

製品サイズ（重量・容量）／本体：約387×280×140ｍｍ（2,630g・6,500㎖）
木蓋込み高さ：180mm
箱サイズ／約436×335×197ｍｍ・箱込重量／約3,450g・梱包入数／6
JANコード／4900896125398（日本製） 大杉判

日本製

（PDF-100）
「プチ・プレジール」電気角型フライヤー

製品サイズ（重量・容量）／約170×300×185ｍｍ（1,820g・1,000㎖）
箱サイズ／約320×185×245ｍｍ・箱込重量／約2,170g・梱包入数／4
JANコード／4978770601078（中国製） みの判

●一人でも友達とでも手軽に
焼肉が楽しめる！

●鍋も焼肉もこの1台で楽しめる鍋＆グリルプレートセット。

フッ素
樹脂加工

22104-05〔00A02〕
（0533007）
￥3,000（税込￥3,300）

●食卓で天ぷらや串揚げが楽し
める。メニューにあった温度調
節ができる。油温度調節機能、
約160℃から200℃。鍋は、フッ
素樹脂加工でお手入れしやす
い。保管用蓋付きでほこりが
入らず清潔に保管できます。
便 利 で 安 全 なマグ ネット式
コード。

フッ素
樹脂加工

保

アルミ・PP、AC100V／500W、50／60Hz

保証書

アルミ・フェノール樹脂・PPS・ステンレス・PA・ガラス、AC100V／260W、50／60Hz

（HAC2932）ちょこっとグリル 焼肉焼き器

（HAC2966）ちょこっと家電 おひとり様グリル鍋

製品サイズ（重量）／約240×140×75ｍｍ（600g）
箱サイズ／約250×80×145ｍｍ・箱込重量／約680g・梱包入数／24
JANコード／4573110526259（中国製） B5判

●深型だから鉄板焼きはもちろん、すき焼き、鍋物にもピッタ
リ。プレートは取り外し可能。直径36cmのビッグサイズ！

保

22104-06〔00A02〕
（0533003）
￥3,000（税込￥3,300）

保証書

製品サイズ（重量）／約170×130×110ｍｍ（620g）
箱サイズ／約155×155×150ｍｍ・箱込重量／約735g・梱包入数／24
JANコード／4573110526617（中国製） 豆判No.7

●2 〜3人に最適な食べきりサイズのホットプレート。エンボス
加工＋2コートフッ素でこびり付きにくい。深さ2.4cmでパエ
リア等レパートリー広がる。

●直径33cmのホットプレート、一度にたくさん焼くことができ
ます。中身の見えるガラスふた付き。プレートはフッ素樹脂
塗装でお手入れ簡単。
保温〜230℃までの温度調節器付き。

保
フッ素
樹脂加工

フッ素
樹脂加工

保証書

保
フッ素
樹脂加工

保証書

保
保証書

22104-07〔03A05〕
（0331018）
￥8,000（税込￥8,800）

22104-08〔10A12〕
（0483051）
￥5,000（税込￥5,500）

22104-09〔05A07〕
（0483088）
￥6,000（税込￥6,600）

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム合金、フタ：強化ガラス
蓋ツマミ：フェノール樹脂

樹脂部：ポリプロピレン、ふたつまみ：フェノール樹脂
プレート：アルミダイキャスト・エンボス加工・フッ素樹脂塗装
コードの長さ：1.4m、AC100V／1,000W

本体：ポリプロピレン、プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）
ふたつまみ：フェノール樹脂、コードの長さ：1.4m、100V／1,300W

（KS-2728）マーブルホットプレート深型

製品サイズ（重量・容量）／約400×460×157ｍｍ（3,300g・4,300㎖）
箱サイズ／約410×410×110ｍｍ・箱込重量／約3,680g・梱包入数／6
JANコード／4900896127286（日本製） 中杉判

（SHP-28）
「HOME SWAN」食べきりホットプレート28cm
製品サイズ（重量）／約345×350×145ｍｍ（約2,050g）
箱サイズ／約365×350×115ｍｍ・箱込重量／約2,460g・梱包入数／6
JANコード／4981889011034（中国製） A3判

（SHP-33）
「HOME SWAN」ホットプレート33cm

製品サイズ（重量）／本体：約450×380×135ｍｍ（2,490g）
プレート：約33cmφ（内径）
×1.8cm
箱サイズ／約430×405×125ｍｍ・箱込重量／約2,970g・梱包入数／4
JANコード／4981889011621（中国製） 大杉判

105 COOKING WARE（調理家電）
保
フッ素
樹脂加工

●1 〜2人用のコンパクトなグリル鍋。煮る・焼くの二役。

保
フッ素
樹脂加工

保証書

●1 〜2人用のコンパクトなグリル鍋。
煮る・蒸す・焼くの三役。

保証書

日本製

日本製

22105-01〔00A02〕
（0649024）
￥8,000（税込￥8,800）

22105-02〔98A00〕
（0649025）
￥10,000（税込￥11,000）

本体：ポリプロピレン、熱板：アルミダイキャスト、深型プレート：ステンレス鋼（SUS304）
グリルプレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）、ガラス蓋：強化ガラス（蒸気口付）、蓋ツマミ：ポリプロピレン
コードの長さ：1.4m、AC100V／650W、50／60Hz

本体：ポリプロピレン、熱板：アルミダイキャスト、深型プレート：ステンレス鋼（SUS304）
スチーマー：ステンレス鋼（SUS430）、グリルプレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）
ガラス蓋：強化ガラス（蒸気口付）、蓋ツマミ：ポリプロピレン、電源コード：1.4m、100V／650W、50／60Hz

（PGN-80（W）
「
）プチ・プレジール」電気ミニグリル鍋（ホワイト）

（PGN-100（W）
「
）プチ・プレジール」
電気ミニグリル鍋スチーマー付（ホワイト）

製品サイズ（重量・容量）／本体：約240×210×170ｍｍ（1,400g）
深型プレート：直径160mm×深さ70mm（満水容量1,300㎖）
グリルプレート：
（満水容量600㎖）
箱サイズ／約220×205×185ｍｍ・箱込重量／約1,620g・梱包入数／8
JANコード／4978770304016
（日本製） A5判

●8 枚切り3 枚使えるボリューム感。食パンの耳まで焼ける〝そ
のまま形状〝。スイッチ付きで安心。

フッ素
樹脂加工

製品サイズ（重量・容量）／本体：約240×210×170ｍｍ（1,625g）
深型プレート：直径160mm×深さ60mm（満水容量1,250㎖）
グリルプレート：
（満水容量600㎖）、スチーマー：直径160mm×深さ80mm
箱サイズ／約220×205×250ｍｍ・箱込重量／約1,880g・梱包入数／8
JANコード／4978770304047（日本製） A4判

●食パンの耳を切らずにそのまま使えるホットサンドメーカー。食パンのサイズに合わせた形状。
一度に2 個作れて朝食やおやつにピッタリ。プレートは離型性の良いフッ素樹脂加工。

フッ素
樹脂加工

保

保

保証書

保証書

22105-03〔08A10〕
（0483091）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：フェノール樹脂、プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）
コードの長さ：1.4m、AC100V／420W

（SSH-42）あつもりホットサンド

製品サイズ（重量）／約145×300×105mm（1,300g）
箱サイズ／約325×175×140ｍｍ・箱込重量／約1,650g・梱包入数／8
JANコード／4981889011669（中国製） A3判

●本格的なホットサンドが楽しめます。食材を挟んで焼くだけの簡単調理。
一度に2 個のホットサンドが出来ます。

フッ素
樹脂加工

22105-04〔05A07〕
（0483061）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：フェノール、プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）
コードの長さ：1.4m、AC100V／900W、かんたんレシピ付き

（SSH-90）
「HOME SWAN」そのままホットサンド

製品サイズ（重量）／約290×245×100mm
（1,630g）
箱サイズ／約315×265×120ｍｍ・箱込重量／約1,960g・梱包入数／6
JANコード／4981889011065（中国製） B4判

●今までありそうでなかった手作りクレープ用ホットプレート
が登場。プレートはフッ素樹脂加工なので、お手入れ簡単で
す。付属でお玉、ターナー、ヘラが全て揃っています。

フッ素
樹脂加工

保

保

保証書

保証書

22105-05〔08A10〕
（0483092）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：フェノール樹脂、上カバー・ロックレバー：PC樹脂
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）、コードの長さ：1.4m、AC100V／600W

（SHS-20）
ホットサンドメーカー

製品サイズ（重量）／約230×220×90mm（1,250g）
箱サイズ／約270×250×105ｍｍ・箱込重量／約1,500g・梱包入数／8
JANコード／4981889010747（中国製） 半紙判

●手のひらサイズのパンケーキメーカー。直径10cm のプチパンケーキが約3 分で作れます。
上下の熱源でひっくり返さず時短調理。かんたんレシピ付。

フッ素
樹脂加工

22105-06〔10A12〕
（0331020）
￥6,000（税込￥6,600）
本体：ポリプロピレン、プレート：アルミニウム合金、お玉・ヘラ・ターナー：66ナイロン
コードの長さ：1.4m、AC100V／1,200W、サーモスタット可変式、プレート着脱可

（KS-2665）手作りクレープ用ホットプレート クレプレ
製品サイズ（重量）／本体：約400×390×70ｍｍ（2,000g）
プレート：約355×355×60ｍｍ（1,450g）
箱サイズ／約410×405×80ｍｍ・箱込重量／約2,450g・梱包入数／8
JANコード／4900896126654（日本製） 大杉判

フッ素
樹脂加工

保

保
保証書

22105-07〔05A07〕
（0483081）
￥3,000（税込￥3,300）

22105-08〔08A10〕
（0483082）
￥5,000（税込￥5,500）

本体（樹脂部）
：フェノール樹脂、ランプカバー（樹脂部）
：PC樹脂
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）、コードの長さ：1.0m
AC100V／350W、かんたんレシピ付き

本体（樹脂部）
：フェノール樹脂、ロックレバー（樹脂部）
：ポリプロピレン
プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）、コードの長さ：1.4m
AC100V／650W、かんたんレシピ付き

製品サイズ（重量）／約125×160×75ｍｍ（460g）
箱サイズ／約180×140×90ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／20
JANコード／4981889011461（中国製） B6判

●クレープだけでなく、ホット
ケーキやお好み焼きなども焼
け、手軽にお家でティータイム
が楽しめます。

●油で揚げないヘルシーな焼きドーナツが作られます。約5cmのドーナツが一度に7個作られます。
生地を流してフタをするだけ。かんたんレシピ付。

保証書

（SPM-35（P）
「
）HOME SWAN」
Let'sぱくぱく プチパンケーキメーカー ミルキーピンク

アツアツの美味し
さをお 楽しみくだ
さい。

（SDM-65）
「HOME SWAN」
Let'sぱくぱく ミニドーナツメーカー

製品サイズ（重量）／約200×275×110ｍｍ（1,610g）
箱サイズ／約220×300×130ｍｍ・箱込重量／約1,850g・梱包入数／6
JANコード／4981889011508（中国製） A5判

COOKING WARE（調理家電）

フッ素
樹脂加工

保

保

保証書

保証書

日本製

日本製

22106-01〔08A10〕
（0331103）
￥3,500（税込￥3,850）

●プレートは保温式なので電源
コードを差し込むだけ、だれで
も手軽に本格フォンデュを楽し
めます。

フォンデュ鍋・加熱天板：鉄（フッ素樹脂加工）、保温トレー本体：ポリプロピレン
フォンデュフォーク（3本）
：ステンレス・PP、コードの長さ：約1.4m、100V／100W

（KS-3146）
フォンデュリッチ

製品サイズ（重量・容量）／フォンデュ鍋：φ172×40ｍｍ（220g・500㎖）
保温トレー：170×198×45mm（320g）
箱サイズ／約202×173×105ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／20
JANコード／4900896131467（日本製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

保
フッ素
樹脂加工

保証書

フォンデュフォーク
3 本付。

●鍋は着脱式で丸洗いOK。鍋内
面は離型性の良いフッ素樹脂
塗装。スイッチ一つの簡単操
作。
「 すき焼き」
「 湯豆腐」が作
れるかんたんレシピ付き。

22106-03〔05A07〕
（0483087）
￥5,000（税込￥5,500）

酒燗本体：外観PET樹脂、陶器：美濃焼、陶器底：ステンレス
消費電力：250W、電源コード有効長：約1.4m

（YDS-25C）酒燗器「ゆめここち」

製品サイズ（重量・容量）／酒燗本体：約170×160×70ｍｍ（総重量約1,050g）
陶器：約180×135×100ｍｍ（450㎖）
箱サイズ／約165×165×200ｍｍ・箱込重量／約1,260g・梱包入数／12
JANコード／4978770335973
（日本製） A5判

●健康ドリンクがご家庭で作れ
るブレンダー。落としても割れ
にくいトライタンボトル。飲み
口ふたに付け替え、そのまま
飲める。

保
保証書

本体・飲み口ふた：ABS樹脂、ボトル（樹脂部）
：トライタン樹脂
コードの長さ：1.0m、AC100V／230W

（SBR-60）
「HOME SWAN」
トライタンボトルブレンダー600㎖

（SSG-55）
「HOME SWAN」すきなべ御膳

製品サイズ（重量）／約190×205×150ｍｍ（1,250g）
箱サイズ／約205×215×135ｍｍ・箱込重量／約1,470g・梱包入数／8
JANコード／4981889011416（中国製） A5判

保証書

22106-02〔00A02〕
（0649017）
￥8,000（税込￥8,800）

22106-04〔08A10〕
（0483080）
￥5,000（税込￥5,500）

鍋：アルミ板（内面：フッ素樹脂塗装・外面：シリコン塗装）
樹脂部（本体）
：ポリプロピレン、上枠：フェノール樹脂
コードの長さ：1.4m、AC100V／450W

保

製品サイズ（重量・容量）／約120×125×355mm
（1,080g・600㎖）
箱サイズ／約135×135×395ｍｍ・箱込重量／約1,300g・梱包入数／8
JANコード／4981889011492（中国製） 中杉判

●柑橘系果物が簡単に絞れま
す。押すと回転する安全設計。
カップなど取り外し可能でお
手入れ簡単。

22106-05〔08A10〕
（0483079）
￥3,000（税込￥3,300）

保
保証書

22106-06〔08A10〕
（0483071）
￥5,000（税込￥5,500）

（本体・果汁受け・果汁絞り）
：ABS樹脂、
（フタ・カップ）
：AS樹脂、歯車：POM樹脂
コードの長さ：1.4m、AC100V／17W

本体（樹脂部）
：ABS樹脂、本体底部（樹脂部）
：ポリプロピレン、カップ・カップふた：AS樹脂
カップふたパッキン：シリコーンゴム、回転刃：ステンレス（チタンコーティング）
コードの長さ：1.0m、AC100V／250W
付属品：スパチュラー・大根おろし用アタッチメント

（SCJ-17）
「HOME SWAN」シトラスジューサー500㎖

製品サイズ（重量・容量）／約210×150×200ｍｍ（660g・500㎖）
箱サイズ／約180×180×210ｍｍ・箱込重量／約850g・梱包入数／12
JANコード／4981889011195（中国製） A5判

（SFC-25）
「HOME SWAN」フードチョッパー

製品サイズ（重量）／約180×155×235mm（870g）
箱サイズ／約185×185×270ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／12
JANコード／4981889011393（中国製） 半紙判

●かんたんに手作りヨーグルトが作れます。プレーンとカスピ
海ヨーグルトの2 種類が調理可能。お手入れ簡単。

保

保
保証書

専用容器と
市販の500㎖の
牛乳パックの
2way 仕様。

本体・ヨーグルト容器・容器ふた：ポリプロピレン、ふた：PC
コードの長さ：1.4m、AC100V／15W

（SYM-15）
「HOME SWAN」ヨーグルトメーカー

製品サイズ（重量）／約185×205×205ｍｍ（650g）
箱サイズ／約190×190×215ｍｍ・箱込重量／約880g・梱包入数／12
JANコード／4981889011317（中国製） A5判

●プラスチック容器なので持ち
運びも重くない。大根おろし
も作れるアタッチメント付き。
セットしないと作動しない安
全構造。スイッチ一つの簡単
操作。分解できるから清潔に
保てます。

●簡単に色々な発酵食品を作ることができます。ヨーグルトや甘酒、発酵バター、
フレッシュチーズ、塩こうじ、フルーツビネガーなどの専用レシピブック付。

保証書

22106-07〔08A10〕
（0483057）
￥3,500（税込￥3,850）

106

22106-08〔08A10〕
（0015279）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：ABS樹脂・ポリプロピレン・AS樹脂、内容器・計量カップ：ポリプロピレン

（SL-50）醗酵メーカー「菌活美人」

製品サイズ（重量）／本体：約128×137×275ｍｍ（629g）
内容器：約90×90×215ｍｍ（97g・1,000㎖）
計量カップ：約50×50×60ｍｍ（12g・50㎖）
箱サイズ／約170×140×290ｍｍ・箱込重量／約930g・梱包入数／12
JANコード／4995284123339（中国製） 半紙判

107 KITCHEN WARE（庖丁）
陳建一公認の本格派包丁のセット。鮮度のある食材をさばくのには切れ味がいのち！
食材に合った料理道具選びができるセットです。

品質表示

本体：ステンレス刃物鋼、柄：ポリプロピレン
研ぎ器本体：ABS樹脂、キッチンハサミ：ステンレス

製品サイズ
（重量）

● 穴明万能包丁：全長約283×40×17ｍｍ
（刃渡り約160ｍｍ・約70g）
● 菜切包丁：全長約290×48×17ｍｍ
（刃渡り約160ｍｍ・約95g）
● 牛刀包丁：全長約323×40×17ｍｍ
（刃渡り約200ｍｍ・約85g）

● パン切包丁：全長約322×26×17ｍｍ
（刃渡り約190ｍｍ・約65g）

● ペティナイフ：全長約197×20×15ｍｍ
（刃渡り約85ｍｍ・約30g）
● キッチンハサミ：約205×75×9ｍｍ
（約74g）
● シャープナー：約80×40×15ｍｍ
（約18g）

22107-03〔00T02〕
（1003800）
￥3,500（税込￥3,850）

（CK-533）
「陳 建一」御料理包丁5PCセット

穴明万能包丁・菜切包丁・パン切包丁・ペティナイフ・
キッチンハサミ：各1

箱サイズ／約283×352×38ｍｍ・箱込重量／約815g・梱包入数／14
JANコード／4975192084380（中国製） みの判

22107-01〔00T02〕
（1003798）
￥2,500（税込￥2,750）

（CK-531）
「陳 建一」御料理包丁3PCセット・A
穴明万能包丁・パン切包丁・キッチンハサミ：各1

箱サイズ／約193×352×38ｍｍ・箱込重量／約510g・梱包入数／18
JANコード／4975192084366（中国製） みの判

22107-04〔00T02〕
（1003801）
￥4,000（税込￥4,400）

（CK-534）
「陳 建一」御料理包丁6PCセット

穴明万能包丁・牛刀包丁・パン切包丁・ペティナイフ・キッチンハサミ
シャープナー：各1

箱サイズ／約283×352×38ｍｍ・箱込重量／約820g・梱包入数／14
JANコード／4975192084397（中国製、シャープナーのみ：日本製） みの判

22107-02〔00T02〕
（1003799）
￥3,000（税込￥3,300）

（CK-532）
「陳 建一」御料理包丁3PCセット・B
穴明万能包丁・菜切包丁・パン切包丁：各1

箱サイズ／約193×352×38ｍｍ・箱込重量／約530g・梱包入数／18
JANコード／4975192084373（中国製） みの判

22107-05〔00T02〕
（1003802）
￥5,000（税込￥5,500）

（CK-535）
「陳 建一」御料理包丁7PCセット

穴明万能包丁・牛刀包丁・菜切包丁・パン切包丁・ペティナイフ
キッチンハサミ・シャープナー：各1

箱サイズ／約355×352×38ｍｍ・箱込重量／約1,005g・梱包入数／10
JANコード／4975192084403（中国製、シャープナーのみ：日本製） みの判

●サビに強いステンレス製包丁、
三徳・ペティナイフの2本セット。

●サビに強いステンレス製包丁、三徳・牛刀・ペティナイフの
3本セット。

22107-06〔00A02〕
（0305354）
￥3,500（税込￥3,850）

22107-07〔00A02〕
（0305495）
￥5,000（税込￥5,500）

立
料理研究家 検見崎聡美監修。
「KENMIZAKI」包丁シリーズ。

本体：ステンレス刃物鋼、柄：ポリプロピレン・ナイロン

立
（KZ-BJB2B）
「検見崎聡美シリーズ」
包丁2本セット

製品サイズ（重量）／三徳包丁：全長約283ｍｍ（刃渡り165mm・115g）
ペティナイフ：全長約240ｍｍ（刃渡り130mm・70g）
箱サイズ／約148×336×26ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／20
JANコード／4962336120134（日本製） みの判

本体：ステンレス刃物鋼、柄：ポリプロピレン・ナイロン

立
（KZ-BJB3A）
「検見崎聡美シリーズ」
包丁3本セット

製品サイズ（重量）／三徳包丁：全長約283ｍｍ（刃渡り165mm・115g）
ペティナイフ：全長約240ｍｍ（刃渡り130mm・70g）
牛刀包丁：全長約300ｍｍ（刃渡り180mm・115g）
箱サイズ／約203×336×26ｍｍ・箱込重量／約510g・梱包入数／20
JANコード／4962336120141（日本製） みの判

KITCHEN WARE（庖丁）
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●ステンレス製でお手入れのしやすい包丁セット。ハンドルは手になじむ天然木を採用。

22108-01〔98T00〕
（1003639）
￥5,000（税込￥5,500）

22108-02〔98T00〕
（1003640）
￥10,000（税込￥11,000）

刃身：ステンレス刃物鋼、ハンドル：天然木、カツラ：ポリプロピレン樹脂

刃身：ステンレス刃物鋼、ハンドル：天然木、カツラ：ポリプロピレン樹脂
おろし金：ステンレス（クロム18％）

（SZ-121）
「鈴なり」ステンレス包丁2点セット

製品サイズ（重量）／三徳包丁：全長300mm・刃渡り約165mm
（103g）
あじ切包丁：全長210mm・刃渡り約105mm
（51g）
箱サイズ／約195×350×40mm・箱込重量／約650g・梱包入数／18
JANコード／4975192081556（日本製） みの判

鈴なりオリジナルレシピ付き

（SZ-122）
「鈴なり」ステンレス包丁4点セット

製品サイズ（重量）／三徳包丁：全長300mm・刃渡り約165mm（103g）
あじ切包丁：全長210mm・刃渡り約105mm（51g）
菜切包丁：全長300mm・刃渡り約160mm（115g）
ミニおろし金：108×59×4mm
（54g）
箱サイズ／約240×370×40mm・箱込重量／約900g・梱包入数／14
JANコード／4975192081563（日本製） A3判

●洋食器の町燕市が生んだ溶接・研磨の技術を駆使したモナカ構造のステンレスハンドルの庖丁
です。
●刃研ぎは熟練の職人が1 丁1 丁丹念に水砥“本刃付け”を施しているので、切れ味に自信有り。
●刀身材に使用しておりますモリブデンバナジウム鋼は、高い硬度を有しておりますので、持続性
に優れております。
●オールステンレスで繋ぎ目の無い構造ですので、洗い易く汚れ分がたまりにくく衛生的にお使い
頂けます。
新潟県燕市は、今では「燕三条」としてくくられ金属加工産業の一大集積地として全国に知られるようになりまし
た。もともと燕市は江戸時代初期に和釘の製造が始まって以降、キセル・ヤスリ・鎚起銅器・洋食器などが作ら
れるようになり、全国の他産業の中でも早くから輸出を盛んに行って参りました。そんな金属加工の高い技術が
認められ、今では庖丁においても全世界で愛好者が増えております。

●マルチに使えて台所で活躍！

●小回りが効く便利なサイズ。

●肉はもちろん、野菜にも。

22108-03〔98T00〕
（1001731）
￥6,000（税込￥6,600）

22108-04〔98T00〕
（1001732）
￥5,500（税込￥6,050）

22108-05〔98T00〕
（1001733）
￥7,000（税込￥7,700）

刃身：モリブデンバナジウム鋼、ハンドル：18-8ステンレス綱

（TBW-001）
「燕技」三徳庖丁

製品サイズ（重量）／全長約290mm・刃渡り約170mm（130g）
箱サイズ／約80×25×370mm・箱込重量／約210g・梱包入数／60
JANコード／4975192085066（日本製） A3判

刃身：モリブデンバナジウム鋼、ハンドル：18-8ステンレス綱

（TBW-002）
「燕技」ミドル三徳庖丁

製品サイズ（重量）／全長約260mm・刃渡り約145mm（95g）
箱サイズ／約80×25×305mm・箱込重量／約130g・梱包入数／60
JANコード／4975192085073（日本製） B4判

刃身：モリブデンバナジウム鋼、ハンドル：18-8ステンレス綱

（TBW-003）
「燕技」牛刀庖丁

製品サイズ（重量）／全長約320mm・刃渡り約205mm（128g）
箱サイズ／約80×25×370mm・箱込重量／約170g・梱包入数／60
JANコード／4975192085080（日本製） 中杉判

●魚をさばくときに便利です。

●果物の皮切りに、飾り切りに。

●下ごしらえをスピーディーに。

22108-06〔98T00〕
（1001734）
￥6,000（税込￥6,600）

22108-07〔98T00〕
（1001735）
￥5,000（税込￥5,500）

22108-08〔98T00〕
（1001736）
￥2,000（税込￥2,200）

刃身：モリブデンバナジウム鋼、ハンドル：18-8ステンレス綱

（TBW-004）
「燕技」出刃庖丁

製品サイズ（重量）／全長約248mm・刃渡り約130mm（132g）
箱サイズ／約80×25×305mm・箱込重量／約170g・梱包入数／60
JANコード／4975192085097（日本製） B4判

刃身：モリブデンバナジウム鋼、ハンドル：18-8ステンレス綱

（TBW-005）
「燕技」ペティナイフ

製品サイズ（重量）／全長約250mm・刃渡り約135mm（82g）
箱サイズ／約80×25×305ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／60
JANコード／4975192085103（日本製） B5判

本体：ステンレス鋼・ステンレス刃物綱

（TBW-006）
「燕技」ステンレスピーラー

製品サイズ（重量）／約120×70×10mm（刃部50mm・42g）
箱サイズ／約75×15×130ｍｍ・箱込重量／約55g・梱包入数／60
JANコード／4975192085110（日本製） 豆判No.6

109 KITCHEN WARE（調理器具）
分解式

黒チタンコーティングで
錆びにくく切れ味長持ち！
1本でカット・うろこ取り・
栓抜き・殻割り・
ふた開けの5役！
分解式なので清潔に保てます。

錆びにくい

チタン

コーティング

●ブレードをチタンでコーティング
することでサビ（酸化）にとても
強くなります。その上刃の表面が
摩耗に強くなるため、通常の約10
倍長持ちします。
（当社比）
●セパレート式でしっかり洗える！
●黒チタンコーティングで錆びに
強い！

●取り外せるので丸洗いできます！汚れが溜まりやすい結合部もスッキリ洗
えて清潔です。分解式なので清潔に保てます。
●エラストマーの樹脂ハンドルで滑りにくく、疲れにくい！

食器洗浄器
対応

●刃と刃のかみ合わせが決め手。精密な刃合わせで軽く滑らかな切れ味。
ネギなど細かい食材や肉のスジや皮などもストレスなくカット！

●1 本でカット・うろこ取り・栓抜き・殻割り・ふた開けの5役。3ミリ厚だから軽い力でサクサク切れる。
一般的なキッチンはさみ（1.5mm 〜2.0mm）よりも厚い3mm刃なので分厚めの鶏肉や魚の骨も軽い力でスパッと切れます。

食器洗浄器
対応

ホワイト

レッド

グリーン

ブルー

ブラック

22109-01（BT-11R・レッド）
（0532007）
22109-02（BT-11BK・ブラック）
（0532008）
￥2,000（税込￥2,200）
〔95A97〕

JANコード／4560399701620
JANコード／4560399701637

刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）、ハンドル部：熱可塑性エラストマー

5-in-1 ソフトハンドルキッチンハサミ

製品サイズ（重量）／約225×99×14ｍｍ（刃渡り約105mm・刃厚約3ｍｍ・130g）
箱サイズ／約263×117×23mm・箱込重量／約198g・梱包入数／48
（中国製） 半紙判 インターネットでの販売禁止商品となります。

●独自開発のクリスタル調ハンドル。
スタイリッシュかつ、握りやすい設計がヨーロッパで支持されています！

グレー

レッド

ピンク

22109-03（BT-10GY・グレー）
（0532001）
22109-04（BT-10W・ホワイト）
（0532002）
22109-05（BT-10R・レッド）
（0532003）
22109-06（BT-10G・グリーン）
（0532004）
22109-07（BT-10B・ブルー）
（0532005）
22109-08（BT-10P・ピンク）
（0532006）
￥2,500（税込￥2,750）
〔95A97〕

JANコード／4560399701569
JANコード／4560399701576
JANコード／4560399701583
JANコード／4560399701590
JANコード／4560399701606
JANコード／4560399701613

刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）、ハンドル部：ABS樹脂・AS樹脂

5-in-1 クリアハンドルキッチンハサミ

製品サイズ（重量）／約225×105×14ｍｍ（刃渡り約105mm・刃厚約3mm・140g）
箱サイズ／約263×117×23ｍｍ・箱込重量／約207g・梱包入数／48
（中国製） 半紙判 インターネットでの販売禁止商品となります。

卓上でのサービングに特化したキッチンハサミ。
ピザやパイシートのカットができるブレード搭載。調理や食卓で活躍するユニークなハサミ。
●パーティーなどで食事の取り分けに活躍！
●2.5ミリ厚だから軽い力でサクサク切れる。一般的なキッチンはさみ（1.5mm 〜
2.0mm）よりも厚い2.5mm刃なので分厚めの鶏肉や魚の骨もスパッと切れます。
●ステンレス刃だから肉や野菜の繊維もサクサク切れます。
●黒チタンコーティングで錆びに強い！ブレードをチタンでコーティングすること
でサビ（酸化）にとても強くなります。その上刃の表面が摩耗に強くなるため、
通常の約10倍長持ちします。
（当社比）

分解式

錆びにくい

チタン

コーティング

食器洗浄器
対応

グレー

レッド

●分解できて洗浄などのお手入れがしやすく衛生 ●キャップ付。
が保てます。

22109-09（BT-13GY・グレー）
（0532011）
22109-10（BT-13R・レッド）
（0532012）
￥3,000（税込￥3,300）
〔95A97〕

JANコード／4560399701668
JANコード／4560399701675

刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）、ハンドル部：ABS樹脂・AS樹脂

4-in-1 ピザハサミ

●刃部にはグレーター付でニンニクやしょうが等の薬味や、チーズ削りとしての機能も備えています。

製品サイズ（重量）／約230×102×12ｍｍ（刃渡り約85mm・刃厚約2.5ｍｍ・137g）
箱サイズ／約287×120×15mm・箱込重量／約174g・梱包入数／48
（中国製） 半紙判 インターネットでの販売禁止商品となります。

KITCHEN WARE（調理器具）
チタンコーティングで錆びにくく切れ味長持ち！栓抜き付きで多機能なキッチンハサミ。分解式なので清潔に保てます。
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分解式
錆びにくい

チタン

食器洗浄器
対応

コーティング
ブラック

レッド

●1 本でカット・栓抜き・殻割りの3役。3ミリ厚だから軽い力でサクサク切れる。
ネギなど細かい食材や肉のスジや皮などもストレスなくカット！

●ブレードをチタンでコーティングすることで
サビ（酸化）にとても強くなります。その上
刃の表面が摩耗に強くなるため、通常の約
10倍長持ちします。
（当社比）
●セパレート式でしっかり洗える！
●黒チタンコーティングで錆びに強い！
●エラストマーの樹脂ハンドルで滑りにくく、 ●一般的なキッチンはさみ（1.5mm 〜2.0mm）よりも厚い3mm刃なので
疲れにくい！
分厚めの鶏肉や魚の骨もスパッと切れます。

抗菌

錆びにくい

チタン

コーティング

22110-01（BT-12BK・ブラック）
（0532009）
22110-02（BT-12R・レッド）
（0532010）
￥2,000（税込￥2,200）
〔95A97〕

JANコード／4560399701644
JANコード／4560399701651

刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）、ハンドル部：ABS樹脂・熱可塑性エラストマー

3-in-1 コンパクトキッチンハサミ

製品サイズ（重量）／約200×83×12ｍｍ（刃渡り約80mm・刃厚約3ｍｍ・114g）
箱サイズ／約263×117×23mm・箱込重量／約179g・梱包入数／48
（中国製） A4判 インターネットでの販売禁止商品となります。

●角のない安心設計だからお子様用工作ハサミにも！離乳食時期が過ぎて
大人の食事を取分けする時にも使えて経済的。ステンレス刃だから肉や
野菜の繊維もサクサク切れます。黒チタンコーティングで錆びに強い。

軽量＋

キャップ
付き

品質表示

刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）
ハンドル部：ABS樹脂・熱可塑性エラストマー

食器洗浄器
対応

製品サイズ（重量）

● 約140×64×10ｍｍ
（37ｇ）

●ブレ ード チ タン でコ ー
ティングすることでサビ
（酸化）に強くなります。

刃渡り：約72mm・刃厚：約1.5mm

22110-03〔95A97〕
（0532013）
￥1,200（税込￥1,320）

22110-04〔95A97〕
（0532014）
￥1,200（税込￥1,320）

（BT-14B）キャップ付抗菌ミニハサミ 水色

（BT-14G）キャップ付抗菌ミニハサミ 黄緑

台紙サイズ／約210×90×15ｍｍ・台紙込重量／約57g・梱包入数／72
JANコード／4560399701682
（中国製） 対応不可
インターネットでの販売禁止商品となります。

台紙サイズ／約210×90×15ｍｍ・台紙込重量／約57g・梱包入数／72
JANコード／4560399701699
（中国製） 対応不可
インターネットでの販売禁止商品となります。

オールステンレス製で衛生的。●面倒な下処理が素早くでき、素材の大きさや形が揃うので、料理の仕上がりもおいしく見た目も綺麗。
きゅうり・にんじんの皮むきはもちろん、庖丁では剥きにくい山芋も手早く調理できます。
チタンコーティングで
●チタンコーティングで錆びに強い！チタンコーティングすると表面硬度が高くなり、切れ味が通常より10倍長持ち。
（当社比）サビ（酸化）にとても強くなります。ニオイもつきにくく安心してお使いいただけます。
錆びにくく切れ味長持ち！

お手入れ

錆びにくい

オールステンレス

コーティング

簡単

チタン

●トマトの皮もギザギザの刃がしっかりキャッチして滑らない。軟らかいトマト、桃、キウイの皮もするする剥くことができます。
●コンパクトサイズ。きゅうり、じゃがいもなどの小さな野菜の
下準備に。

●幅広サイズ。キャベツの千切りや大根スライスなどに。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

ブラックチタン
コーティング

ブラウンチタン
コーティング

●ギザギザ加工の刃が食
材をしっかりキャッチ！

22110-05（BT-20BK・ブラックチタンコーティング）
（0532015）

ブラックチタン
コーティング

ブラウンチタン
コーティング

22110-07（BT-21BK・ブラックチタンコーティング）
（0532017）

JANコード／4560399701705

JANコード／4560399701729

22110-06（BT-20BN・ブラウンチタンコーティング）
（0532016） 22110-08（BT-21BN・ブラウンチタンコーティング）
（0532018）
●ピーラーがあれば毎日のご飯の下ごしらえがはかどります。

JANコード／4560399701712

JANコード／4560399701736

刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）、ハンドル部：ステンレス鋼（チタンコーティング）

刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）
、ハンドル部：ステンレス鋼（チタンコーティング）

￥1,500（税込￥1,650）
〔95A97〕

￥2,500（税込￥2,750）
〔95A97〕

オールステンレス コンパクトピーラー

製品サイズ（重量）／約130×65ｍｍ（58g）
箱サイズ／約195×90×15ｍｍ・箱込重量／約90g・梱包入数／72
（中国製） B6判 インターネットでの販売禁止商品となります。

きゅうり・にんじんの皮むきはもちろん、
庖丁では剥きにくい山芋も手早く調理できます。幅広タイプなので
トンカツ屋さんのようなふわふわキャベツの千切りが作れます。
軟らかいトマト、桃、キウイの皮もするする剥くことができます。

オールステンレス ワイドピーラー

製品サイズ（重量）／約175×105ｍｍ（83g）
箱サイズ／約215×120×26mm・箱込重量／約148g・梱包入数／48
（中国製） A5判 インターネットでの販売禁止商品となります。

食器洗浄器
対応

22110-09（BT-22W・ホワイト）
（0532019）
JANコード／4560399701743
22110-10（BT-22GY・グレー）
（0532020）JANコード／4560399701750
22110-11（BT-22G・グリーン）
（0532021）JANコード／4560399701767
22110-12（BT-22R・レッド）
（0532022） JANコード／4560399701774
￥1,500（税込￥1,650）
〔95A97〕
本体：ABS樹脂、刃部：ステンレス鋼、ハンドル部：熱可塑性エラストマー

クリアカラーワイドピーラー

ホワイト

グレー

グリーン

レッド

製品サイズ（重量）／約165×113ｍｍ（54g）
包装サイズ／約220×130×35ｍｍ・包装込重量／約87g・梱包入数／48
（中国製） 対応不可 インターネットでの販売禁止商品となります。

● 透 明 感 のあ るプ ラス
チックピーラー、軽量で
長時間の使用でも疲れ
ません。
●面倒な下処理が素早く
でき、素材の大きさや形
が揃うので料理の仕上
がりもおいしく見た目
も綺麗。
●トマトの皮もギザギザ
の刃がしっかりキャッチ
して滑らない。
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KITCHEN WARE（調理器具）

●刃物の町、燕三条地域で作ったスライサーのセット！千切り、
平切り、おろしのプレート3枚とピーラー、安全ホルダー、ケー
スとカバー付属でお買い得！

●おろし部分の曲面とV 字に並んだ刃が効く！おろし加減思い
のまま！手早くおろせて栄養を損ないません！

22111-02〔08A10〕
（0584003）
￥1,700（税込￥1,870）

ケース・カバー：スチロール樹脂・シリコーンゴム（すべり止め）
プレート：ABS樹脂・ステンレス鋼（刃）、安全ホルダー：ポリプロピレン

おろし金：ステンレス鋼、受けケース：ポリプロピレン、滑り止め：天然ゴム

おろしま専科（ブラック）

（77559）スライサー7点セット ピーラー付

日本製

日本製

22111-01〔05A07〕
（0006130）
￥1,800（税込￥1,980）

製品サイズ（重量）／約105×273×60mm（245g）
箱サイズ／約275×110×56ｍｍ・箱込重量／約283g・梱包入数／20
JANコード／4953624003079
（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量）／収納時：約230×85×75ｍｍ（290g）
ピーラー：約130×70×15ｍｍ（20g）
箱サイズ／約90×75×235ｍｍ・箱込重量／約350g・梱包入数／30
JANコード／4989082775593（日本製） B5判

プロの調理器具をご家庭のキッチンへ。本格調理シリーズプログレード。
●特殊形状のクランク刃。プロのような千切りができます。
軽い押し引きだけで均一幅の千切りが素早くできます。

●どなたでも軽い力でプロのような細千切りができます。

日本製

日本製

22111-04〔00A02〕
（0305248）
￥1,800（税込￥1,980）

22111-03〔00A02〕
（0305247）
￥1,800（税込￥1,980）

ABS樹脂、ナイロン、ポリプロピレン、ステンレス刃物鋼

（PGS-02）
「プログレード」スピード細千切り器

（PGS-03）
「プログレード」厚み調整機能付スライサー

製品サイズ（重量）／約290×90×30ｍｍ（86g）
箱サイズ／約310×102×45ｍｍ・箱込重量／約176g・梱包入数／60
JANコード／4962336609950（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量）／約290×90×30ｍｍ（86g）
箱サイズ／約310×102×45ｍｍ・箱込重量／約176g・梱包入数／60
JANコード／4962336609943（日本製） 半紙判

●容器付きで受け皿なしで使
えます。容器を斜めにするこ
とで軽い力で大根がおろせ
ます。便利な水切り付き。

日本製

22111-05〔00A02〕
（0305249）
￥1,800（税込￥1,980）

ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼

ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼

（PGS-01）
「プログレード」スピード千切り器

●切れ味鋭い本格的なステンレス刃。ダイヤルを回すことで刃
が上下し、3段階の厚さ調節が可能です。

製品サイズ（重量）／約295×100×34ｍｍ（121g）
箱サイズ／約324×105×68ｍｍ・箱込重量／約203g・梱包入数／60
JANコード／4962336609967（日本製） 半紙判

●切れ味の良い刃で目詰まりしにくく、食材の味や風味が失わ
れません。おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせま
す。滑り止め付き容器としっかり握れるハンドルで安定した調
理が出来ます。縦おろしでは粗いおろし、円おろしでは細かい
おろしが楽しめます。料理に合わせることが出来ます。

●プロの調理道具をご家庭のキッチンへ、本格調理シリーズプ
ログレード。特殊形状のクランク刃。軽い力でプロのような
太千切りができます。両方向に刃がついているため均一幅の
太千切りも軽い押し引きだけで素早くできます。

食器洗浄器
対応

日本製

22111-06〔00A02〕
（0305563）
￥1,800（税込￥1,980）
本体：ポリプロピレン、刃：ステンレス鋼、容器：AS樹脂、すべり止め：ゴム

（PG-614）
「プログレード」スピードおろし容器付

製品サイズ（重量）／約97×45×288ｍｍ（約168g）
台紙サイズ／約135×55×320ｍｍ・台紙込重量／約210g・梱包入数／40
JANコード／4962336613490（日本製） 対応不可

●アップハンドル形状で最後までまな板に手が当たらず切や
すい。鋭い刃付けで柔らかい食パンやサンドイッチもかるく
切れます。

食器洗浄器
対応

日本製

22111-09〔00A02〕
（0305623）
￥3,000（税込￥3,300）
刃部：モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、柄：熱可塑性エラストマー

（PG-104B）
「プログレード」切りやすいパンナイフ BK
製品サイズ（重量）／全長355mm・刃渡り208mm（125g）
箱サイズ／約81×437×23ｍｍ・箱込重量／約192g・梱包入数／30
JANコード／4962336121612（日本製） 大杉判

日本製

22111-07〔00A02〕
（0305276）
￥1,800（税込￥1,980）
本体：ポリプロピレン・ステンレス鋼・CBRゴム

（PGS-11）
「プログレード」やさしいおろし器

製品サイズ（重量）／約110×210×57mm
（151g）
箱サイズ／約120×270×75ｍｍ・箱込重量／約235g・梱包入数／30
JANコード／4962336610192（日本製） A5判

●刃付けを施した鋭い国産刃を使用。ピーラーを引く距離で
細千切りの長さを調整できます。大根、きゅうり、人参などの
細千切りに。約1.5mm 幅のツマ切りができます。

食器洗浄器
対応

日本製

22111-08〔00A02〕
（0305352）
￥1,800（税込￥1,980）
本体：ABS樹脂、刃：ステンレス綱、ホルダー：ポリプロピレン

（PGS-12）
「プログレード」スピード太千切り器

製品サイズ（重量）／約90×290×30ｍｍ（86g）
台紙サイズ／約102×45×310ｍｍ・台紙込重量／約176g・梱包入数／30
JANコード／4962336610208（日本製） 対応不可

●ごぼうや人参などの千切りに。力を入れずにラクラク切れま
す。ピーラーを引く距離で細千切りの長さを調整できます。

食器洗浄器
対応

日本製

日本製

22111-10〔00A02〕
（0305277）
￥1,500（税込￥1,650）

22111-11〔00A02〕
（0305278）
￥1,500（税込￥1,650）

本体：18-8ステンレス・ステンレス鋼・ステンレス刃物鋼

（PGS-06）
「プログレード」スピードツマピーラー

製品サイズ（重量）／約68×14×124mm
（48g）
箱サイズ／約89×18×177ｍｍ・箱込重量／約70g・梱包入数／60
JANコード／4962336610154（日本製） A5判

本体：18-8ステンレス・ステンレス刃物鋼・ステンレス鋼

（PGS-13）
「プログレード」スピードキンピラピーラー
製品サイズ（重量）／約68×14×124mm（47g）
箱サイズ／約89×18×177ｍｍ・箱込重量／約73g・梱包入数／60
JANコード／4962336610420（日本製） A5判

KITCHEN WARE（調理器具）
●最大の特徴が「自立する
おろし金」です。調理中、ま
たは食卓で「チョイ置き」
ができ、非常に便利です。

●鋭い目立てで食材を切りおろせるため、素材の風味を損わず、大変口当たりの良いおろしに仕上がります。

22112-01〔03A05〕
（0428001）
￥5,800（税込￥6,380）

日本製

本体：銅・錫メッキ

（SH-030）スーパーハイカットステンレス製おろし金 3号

製品サイズ（重量）／約105×215×10mm（240g）
箱サイズ／約115×230×20ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／30
JANコード／4944642113505（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／約130×240×10mm（280g）
箱サイズ／約140×255×20ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／30
JANコード／4944642270307
（日本製） B5判

●板前さんもビックリのうろこが
飛び散らないうろこ取りです。

●長ネギの小口切りが
楽々作れます！！

日本製

ステンレス、天然木

22112-05〔08A10〕
（0123005）
￥1,200（税込￥1,320）

日本製

本体：天然木、切刃：ステンレススチール

22112-08〔08A10〕
（0123008）
￥950（税込￥1,045）

日本製

（03005-06）ちょっと スライス

製品サイズ（重量）／約77×167×20mm（約60g）
ブリスター・台紙サイズ／約98×215×25ｍｍ
ブリスター・台紙重量／約81g・梱包入数／120
JANコード／4964586101758（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約88×146×20mm
（約58g）
ブリスター・台紙サイズ／約106×190×24ｍｍ
ブリスター・台紙重量／約76g・梱包入数／120
JANコード／4964586101680（日本製） 対応不可

●手のひらにのる鰹節削器。ミニでもしっかり削れる本格派！！

22112-06〔08A10〕
（0123006）
￥1,100（税込￥1,210）

日本製

●白髪ネギがカンタンに作れる！！

本体：天然木、切刃：ステンレススチール（焼き入れ済）、皿ネジ：ステンレススチール

（03008-06）せんぎリン

製品サイズ（重量）／約50×160×32mm（70g）
箱サイズ／約52×162×32ｍｍ・箱込重量／約90g・梱包入数／10
JANコード／4944642252037（日本製） その他

製品サイズ（重量）／約78×170×21mm（約60g）
ブリスター・台紙サイズ／約98×215×25ｍｍ
ブリスター・台紙重量／約83g・梱包入数／120
JANコード／4964586101703（日本製） 対応不可

● 卓 上で カンタン に
ちょっとスライス！！

日本製

本体：18-0ステンレス鋼

（SS-160）立つ薬味おろし

（03007-06）ささがき一丁

製品サイズ（重量）／約55×200×20mm
（約70g）
ブリスター・台紙サイズ／約80×253×24ｍｍ
ブリスター・台紙重量／約85g・梱包入数／120
JANコード／4964586101727（日本製） 対応不可

●野菜の千切りがカンタンに
できます！！

日本製

本体：天然木、切刃：ステンレススチール

（04003-06）ねぎ一筋

製品サイズ（重量）／約45×80×255mm（115g）
箱サイズ／約280×105×40ｍｍ・箱込重量／約140g・梱包入数／10
JANコード／4953624003116（日本製） 半紙判

22112-03〔03A05〕
（0428003）
￥1,600（税込￥1,760）

●手軽に細かいささがきが
できます！！

本体：天然木、切刃：ステンレス特殊鋼、皿ネジ：ステンレススチール

うろこ取り 木柄

22112-07〔08A10〕
（0123007）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

本体：18-0ステンレス鋼

（DO-050）スーパーハイカット銅製おろし金 特5号

22112-04〔08A10〕
（0584004）
￥2,000（税込￥2,200）

22112-02〔03A05〕
（0428002）
￥3,800（税込￥4,180）
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22112-09〔08A10〕
（0123009）
￥750（税込￥825）

日本製

本体：天然木、ギザ刃：ステンレススチール

（03003-06）ネギ〜る

製品サイズ（重量）／約56×132×15mm（約32g）
ブリスター・台紙サイズ／約81×190×22ｍｍ
ブリスター・台紙重量／約49g・梱包入数／120
JANコード／4964586020165（日本製） 対応不可

●国産ほおの木まな板は包丁との相性が良く、水切れも良く、
木質も素直で、そして衛生的です。

※天然素材を使用した製品の為
色・木目等は若干のばらつき
がでる場合がございます。

22112-10〔08A10〕
（0123010）
￥2,950（税込￥3,245）

日本製

本体：天然木、鉋刃：炭素鋼、鉋台：天然木、詳しい削り方の取扱い説明書付き

（01013-02）極 ミニ鰹箱

製品サイズ（重量）／約54×130×67mm（約185g）
箱サイズ／約60×135×69ｍｍ・箱込重量／約210g・梱包入数／30
JANコード／4964586101932（日本製） 対応不可

22112-11〔08A10〕
（0123011）
￥3,000（税込￥3,300）
天然木（ほおの木）

（03102-17）ほおの木まな板

製品サイズ（重量）／約360×180×24mm
（約850g）
袋サイズ／約365×185×28ｍｍ・袋込重量／約870g・梱包入数／10
JANコード／4964586105022（日本製） 対応不可

日本製
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KITCHEN WARE（調理器具）
●おいしい料理をスピーディーに仕上げる。誰でも、簡単に、いろいろな小技がスピーディーに。

日本製

■野菜の薬味おろし
（両面使用）

■野菜のつま切り

■野菜のみじん切り

22113-01〔00T02〕
（0002597）
￥2,000（税込￥2,200）

22113-02〔00T02〕
（0002598）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：AS樹脂、スベリ止めリング：PE、蓋・裏蓋・ハンドル・支柱：ABS樹脂
ギア：ジュラコン樹脂、みじん切り：ハイカーボンステンレス

本体：AS樹脂、スベリ止めリング：PE、蓋・裏蓋・ハンドル・支柱：ABS樹脂
ギア：ジュラコン樹脂、安全ホルダー：スチロール樹脂、おろし：スチロール樹脂
せん切り・つま切り・平切り：本体／スチロール樹脂、刃／ステンレス
みじん切り：ハイカーボンステンレス

（RL-02R）
「レリップ」みじん切り器

製品サイズ（重量・容量）／みじん切り器：約210×180×180ｍｍ
		
（480g・1,480㎖）
みじん切り：約150×70ｍｍ（40g）
箱サイズ／約202×178×140ｍｍ・箱込重量／約630g・梱包入数／24
JANコード／4975192079379（日本製） B6判

■野菜のせん切り

■野菜の平切り

（RL-05R）
「レリップ」みじん切り器&野菜調理器セット

みじん切り器・平切り・おろし・つま切り・千切り・安全ホルダー：各1

製品サイズ（重量・容量）／みじん切り器：約210×180×180ｍｍ（480g・1,480㎖）
おろし：約195×167×12ｍｍ（70g）
せん切り・つま切り・平切り：約195×167×12ｍｍ（90g）
みじん切り：約150×70ｍｍ（40g）
箱サイズ／約205×180×175ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／12
JANコード／4975192079386（日本製） B6判

●あると便利、だけどかさばってしまうところに困る水切り器とフー
ドチョッパーを一つの容器にまとめました。1 〜2人分の調理に
ちょうどいいサイズ。サラダの下ごしらえがこれ1 台でできます。

●くるくる回して、手軽にみじ
ん切りが出来ます。

日本製

日本製

22113-03〔98A00〕
（0305280）
￥2,200（税込￥2,420）

22113-04〔00A02〕
（0305167）
￥1,300（税込￥1,430）

ハンドル・フタ：ABS、容器：AS、カッター付きホルダー・シャフト・ギア：ポリアセタール
バスケット：ポリプロピレン、カッター刃：ステンレス刃物鋼

本体：ABS樹脂、容器：AS樹脂、ホルダー：ポリアセタール
カッター刃：ステンレス刃物鋼

（PC-602）
「ピタコ」収納上手な水切りチョッパー

（AHC-648）味わい食房ハンディーカッター
（みじん切り器）

製品サイズ（重量）／約127×127×162ｍｍ（310g）
箱サイズ／約130×130×136ｍｍ・箱込重量／約380g・梱包入数／24
JANコード／4962336610222（日本製） B6判

製品サイズ（重量）／本体：約87×87×160ｍｍ（155g）
箱サイズ／約93×94×164ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／40
JANコード／4962336607901（日本製） 豆判No.6

●必要な分だけスライス出来る鉛筆削り型スライサーです。ただ差し
込んで回すだけです。長芋のソーメンも出来る面白調理器具です。
子供さんと一緒に料理も楽しくなります。

●取っ手を引くだけであっという間にみじ
ん切り！滑り止め付きでしっかり安定！下
ごしらえで活躍、いろいろな料理につか
える。

引く回数で粗さの調整ができる。

日本製

22113-05〔20A22〕
（0180029）
￥2,500（税込￥2,750）

22113-06〔98A00〕
（0305346）
￥1,300（税込￥1,430）

ABS樹脂・ステンレス刃物鋼・ポリプロピレン

取っ手：ABS樹脂、蓋：ABS樹脂・ポリプロピレン、蓋軸：ポリアセタール、容器：PET樹脂
すべり止め：ゴム、カッター部：ステンレス刃物鋼、カッター部軸：ポリプロピレン

（071150）簡単おもしろ調理器Nejicco（ねじっこ）

（FV-652）
「フルベジ」スピードチョッパー

製品サイズ（重量）／約110×83×165ｍｍ（215g）
箱サイズ／約150×250×85ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／10
JANコード／4949362728244（日本製） A4判

製品サイズ（重量）／約125×140×105ｍｍ（235g）
箱サイズ／約130×100×130ｍｍ・箱込重量／約300g・梱包入数／30
JANコード／4962336613063（中国製） 豆判No.4

●本体とホルダーがしっかりフィットするので受け容器を好きな角度
に調整できるから、力の入れやすい角度で調理ができます。

●料理の下ごしらえが簡単！すべり止めゴムが付いてすべらない。

●スライサー

日本製

●千切り

日本製

22113-07〔98A00〕
（0014002）
￥2,000（税込￥2,200）
スライサー・千切り：スチロール樹脂・ステンレススチール
おろし・スライスホルダー：スチロール樹脂、受け容器：AS樹脂、ベース：熱可塑性エラストマー

（HS-490）フリフリ調理器

製品サイズ（重量・容量）／収納サイズ：約150×221×130ｍｍ（350g・受け容器700㎖）
箱サイズ／約150×215×125ｍｍ・箱込重量／約455g・梱包入数／24
JANコード／4954267054909（日本製） A5判

●受け容器は
目盛と注ぎ
口付で計量
カップとし
ても使用で
きます。

●おろし
●受け容器
●ベース

22113-08〔05A07〕
（0305327）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：ABS樹脂・AS樹脂・ポリプロピレン・CBRゴム・ステンレス刃物鋼・ステンレス鋼

（VSY-01）ベジタブルスライサー 野菜工房Ⅱ

スライス・千切り・ツマ切・おろし・ホルダー・容器・ケース：各1

製品サイズ（重量）／約85×237×85mm（415g）
箱サイズ／約87×240×92mm・箱込重量／約475g・梱包入数／20
JANコード／4962336611038（日本製） B5判

KITCHEN WARE（調理器具）
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●色を楽しむ。形を楽しむ。あると便利なキッチンツールが1 つにまとまりました。

日本製

日本製

日本製

22114-01〔98A00〕
（0014095）
￥2,500（税込￥2,750）
ロートアタッチメント・キャップオープナー：熱可塑性エラストマー
（耐熱温度70℃・耐冷温度−30℃）
ロート・レモン搾り・計量カップ：AS樹脂（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
薬味おろし・チーズおろし・黄身取り：ABS樹脂
（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
玉子つぶし：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

22114-02〔98A00〕
（0014096）
￥2,000（税込￥2,200）

22114-03〔98A00〕
（0177116）
￥1,800（税込￥1,980）

ロートアタッチメント：熱可塑性エラストマー（耐熱温度70℃・耐冷温度−30℃）
ロート・レモン搾り・計量カップ：AS樹脂（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
薬味おろし・黄身取り：ABS樹脂（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）

スライサー・太千切り・おろし・ピーラー・収納容器：ABS樹脂
安全ホルダー：ポリプロピレン、受容器・収納容器フード：AS樹脂、刃：ステンレス鋼

（KC-923）bin 5（ビン ファイブ）

（KC-922）bin 8（ビン エイト）

製品サイズ（重量）／約84×84×278ｍｍ（260g）
箱サイズ／約90×88×280ｍｍ・箱込重量／約370g・梱包入数／24
JANコード／4954267079223
（日本製） A4判

（MS-070）マミー スリムスタンド

製品サイズ（重量）
／収納時：約100×104×255ｍｍ（522g）
箱サイズ／約109×105×261ｍｍ・箱込重量／約620g・梱包入数／20
JANコード／4966095199851（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／約84×84×242ｍｍ（219g）
箱サイズ／約90×88×244ｍｍ・箱込重量／約320g・梱包入数／30
JANコード／4954267079230
（日本製） みの判

●おろし、千切りが手軽にしたご
しらえできる。使い勝手の良い
手のひらサイズで調理にも収
納にも使いやすい！
● 便利！玉ねぎの
スライス・みじん
切り

裏面

食器洗浄器
対応

日本製

日本製

22114-04〔98A00〕
（0305337）
￥1,800（税込￥1,980）

22114-05〔98A00〕
（0305558）
￥1,200（税込￥1,320）

容器：AS樹脂、千切り・おろし：ポリプロピレン・ステンレス鋼

スライス刃：ステンレス刃物綱、千切り刃：ステンレス綱、本体：ポリプロピレン
ホルダー：ABS樹脂

（FV-642）
「フルベジ」手のひらサイズ調理器セット

●これ一つで玉ねぎのスライス
とみじん切りができる！表面で
みじん切り、裏面でスライスが
できます。薄さ0.8mmのスライ
スはサラダに、みじん切りは炒
め物やハンバーグなどに便利
です。

スライス

（FV-661）
「フルベジ」玉ねぎスライス&みじん切り

製品サイズ（重量）／約75×125×60mm（125g）
箱サイズ／約160×50×255ｍｍ・箱込重量／約195g・梱包入数／60
JANコード／4962336611809（日本製） 本中判

千切り・みじん切り

製品サイズ（重量）／約90×18×280ｍｍ（87g）
台紙サイズ／約135×40×295ｍｍ・台紙込重量／約147g・梱包入数／60
JANコード／4962336614190（日本製） 対応不可

●ラクラク！サッと引くだけ、白髪ネギ！サッと引くだけでカン
タンに白髪ねぎができます。スライドストッパーで刃のすき
間の目詰まりも解消。キャップ付きで安全収納！

●カセット式替刃を付け替え３通りの調理が出来ます。
（平切り、太千切り、おろし）。
小さめの食材に便利な安全ホルダー。
容器はタップリ750 ㎖。
容器にパーツがスッキリ収納出来ます。

●手のひらに柔らかくフィットするようにした新感覚のコンパ
クトなオロシ器です。手のひらで支えるので、力をかけずに
ラクラクとおろすことができます。付属のブラシを使えば、
豆腐などに直接、盛り付けをすることができます。目立て溝
を滑らかに仕上げているので、残った食材がこびりつきにく
く、水でサッと洗い流せばOK！お手入れがとても簡単です。
※食器洗い洗浄機には使用できません。

日本製

日本製

22114-06〔98A00〕
（0177035）
￥1,000（税込￥1,100）
本体・調理プレート・安全ホルダー：ABS樹脂、容器・フタ：スチロール樹脂
刃部：ステンレス鋼

（VC-040）
ベジタブル倶楽部 カセット式野菜調理器セット
製品サイズ（重量・容量）／収納時：約90×227×67ｍｍ（256g・約750㎖）
プレート：約82×220ｍｍ
箱サイズ／約92×230×69ｍｍ・箱込重量／275g・梱包入数／30
JANコード／4966095164910（日本製） A4判

さっと引くだけでカンタン スライドパーツで刃のすき
に白髪ネギができる。
間の目詰まりも解消。

●裏側に
収納。

日本製

22114-07〔98A00〕
（0305250）
￥1,300（税込￥1,430）

22114-08〔08A10〕
（0006110）
￥1,500（税込￥1,650）

ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス刃物鋼

本体：熱可塑性エラストマー（耐熱温度80℃）
・ステンレス鋼
べジブラシ：ABS樹脂（耐熱温度80℃）
・ステンレス鋼

（FNK-01）
「フルベジ」白髪ねぎカッター

製品サイズ（重量）／約138×45×22ｍｍ（41g）
台紙サイズ／約215×158×23ｍｍ・台紙込重量／約73g・梱包入数／60
JANコード／4962336609905（日本製） 対応不可

●簡単にシャキシャキ白髪ねぎを作ることができ
ます。専用安全ホルダーで安全にスライスするこ
とができます。食材を手で押さえることが少な
く、匂いも付きにくい。

（76928）手のひらフィットおろし

製品サイズ（重量）／おろし器：約85×140×10ｍｍ（90g）
ベジブラシ：約35×85×5ｍｍ（10g）
ブリスターサイズ／約140×225×15ｍｍ・ブリスター込重量／約120g
梱包入数／60・JANコード／4989082769288（日本製） 対応不可

●しょうがとにんにくに特化したスライサー。千切
りと角型菱形のみじん切りができます。食材を手
で押さえない為、においが付かず安全。コンパク
ト設計。
角型

22114-09〔98A00〕
（0585030）
￥1,500（税込￥1,650）

22114-10〔98A00〕
（0585022）
￥1,200（税込￥1,320）

スライサー本体：ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
安全ホルダー：ABS樹脂

スライサー本体：ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
安全ホルダー：ABS樹脂

菱形

製品サイズ（重量）／スライサー本体：約60×10×275ｍｍ
（78g）
安全ホルダー：約60×60×60ｍｍ（58g）
箱サイズ／約80×65×320ｍｍ・箱込重量／約166g
梱包入数／60
JANコード／4980511620118（日本製） 半紙判

千切り

白髪ねぎスライサー

GG（ジンジャー＆ガーリック）スライサー
千切り・みじん切りタイプ 白

製品サイズ（重量）／本体：約55×15×340ｍｍ（108g）
安全ホルダー：約60×55×110ｍｍ（78g）
箱サイズ／約100×60×360ｍｍ・箱込重量／約236g
梱包入数／48
JANコード／4980511620170（日本製） みの判
日本製

日本製
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KITCHEN WARE（キッチン小物）
マロンのオリジナルキッチングッズ。
便利な機能とかわいいカラーであなたの
キッチンのアクセントにぴったりです。
軽量で扱いやすい樹脂製で、食材の仕分け
やお料理作りに便利に使えるサイズです。

●カットした野菜をよそったり、パン生地のこねやカットにも。

●樹脂製のため薄くて軽量。人気のアウトドアでもかさ張らず
に持ち運べて使えます。

食器洗浄器
対応

マロン
（フードスタイリスト）
略歴 大阪あべの辻調理師専門学校を首席で卒業し、
料理研究家、インテリアスタイリストのアシスタントを経
験後、1983 年に日本でのフードスタイリスト第1 号とし
て独立。雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、新聞、広告、イベン
ト、講習会等、あらゆるメディアを通して美味しい料理、
料理の楽しさを提案し、第一線で活躍し続けている。
2004 年からは、調理器具の商品開発も始める。2005
年夏には
『板井典夫という生き方』
（さらだたまご著・宙
〈お
おぞら〉出版）が出版され、フードスタイリスト第一人者と
なるまでの歩み、独自のこだわり、美意識を存分に語り、
その 存 在を大きくアピール。2005 年の年末にはNHK
「きょうの料理」料理大賞の審判員を務めた。
現在はレストランのシェフでも、レシピを提供する料
理研究家でもない、
食のエンターティナ−を目指してダイ
ナミックに躍進中。

22115-01〔08T08〕
（1003924）
￥400（税込￥440）

日本製

ポリエチレン（耐熱温度80℃）

22115-02〔08T08〕
（1003931）
￥1,500（税込￥1,650）

日本製

ボード：ポリプロピレン（耐熱温度110℃）、スケッパー：ポリエチレン（耐熱温度80℃）

（MR-146）
「マロン」キッチンスケッパー

製品サイズ（重量）／約122×96×3ｍｍ（約23g）
包装サイズ／約107×168×3ｍｍ・包装込重量／約27g・梱包入数／50
JANコード／4975192086902（日本製） 対応不可

●食材をサッとすくえるザル・ボウルセット。角は水切れの良い
注ぎ口に。流水にさらしても食材があふれ出ません。

（MR-139）
「マロン」カッティングボードセットII
カッティングボード大・小：各1、スケッパー：1

製品サイズ（重量）／大：約300×210×2ｍｍ（約110g）
小：約215×150×2ｍｍ（約56g）
スケッパー：約122×96×3ｍｍ（約23g）
箱サイズ／約320×220×8ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／40
JANコード／4975192086889（日本製） みの判

●料理の手際アップ！！簡単下ご
しらえ！！場所をとらないコン
パクト収納。

食器洗浄器
対応

日本製

日本製

22115-03〔08T08〕
（0002762）
￥1,500（税込￥1,650）

22115-04〔08T08〕
（1001219）
￥2,000（税込￥2,200）

ポリプロピレン（耐熱温度−20〜140℃）

ABS樹脂・AS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス刃物鋼

（MR-140）
「マロン」キッチンボウルセット

（MR-136）マロン・ベジタブルスライサー

ボウル：2、ザル・スケッパー：各1

おろし・スライス・千切り・ピーラー・安全ホルダー・ケース：各1

製品サイズ（重量・容量）／ボウル：約140×160×73ｍｍ（約60g・650㎖）
ザル：約140×160×79ｍｍ（約50g）
スケッパー：約122×96×3ｍｍ（約23g）
箱サイズ／約160×140×95ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／30
JANコード／4975192086896（日本製） 豆判No.8

製品サイズ（重量）／おろし：約207×78×12ｍｍ（43g）、スライス：約207×78×12ｍｍ（50g）
千切り：約207×78×12ｍｍ（51g）、ピーラー：約65×122×18ｍｍ（17g）
安全ホルダー：約85×60×25ｍｍ（14g）、ケース：約265×80×85ｍｍ（174g）
箱サイズ／約87×270×90ｍｍ・箱込重量／約420g・梱包入数／20
JANコード／4975192076293（日本製） 半紙判

●便利！しょうがおろし、エッチング加工で、
ふわふわおろし。

食器洗浄器
対応

●じゃがいもをのせて押すだけで、均一な太
さのスティック状にカットできる！

カバー

22115-05〔98A00〕
（0305557）
￥1,400（税込￥1,540）

日本製

おろし板・フレーム：ステンレス綱、ハンドル・カバー：ポリプロピレン

●エッチング加工でふわふわ触
感のおろしができます。飛び散
りを防ぐカバー付き。カバーは
ヘラにもなり、残った繊維もか
きだせます。

22115-06〔98A00〕
（0305336）
￥1,700（税込￥1,870）
本体：ポリプロピレン・ステンレス刃物鋼

（FV-660）
「フルベジ」しょうがおろし

製品サイズ（重量）／約42×20×220ｍｍ（65g）
台紙サイズ／約150×290×25ｍｍ・台紙込重量／約115g・梱包入数／60
JANコード／4962336213423（日本製） 対応不可

（FV-635）
「フルベジ」ポテトスティックカッター

製品サイズ（重量）／約100×90×125mm（285g）
箱サイズ／約105×95×130ｍｍ・箱込重量／約300g・梱包入数／40
JANコード／4962336611731（中国製） 豆判No.4

●楽しく安全にお料理に挑戦できる子供用庖丁です。安全性を重視した刃身形状とハンドル設計。落下時や指にあたった時の危険を防ぐため、
刃の先端とあご
（刃元）を丸く加工してあります。樹脂製のハンドルは、お子様の小さな手でもしっかり握れます。

日本製

22115-07〔08A10〕
（0578173）
￥1,500（税込￥1,650）
刃身：ステンレス刃物鋼、ハンドル：熱可塑性エラストマー

（FC-620）
「キンダーパーク」
子ども用クッキングナイフ115mm ピンク

製品サイズ（重量）／全長約225mm・刃渡り約115mm（70g）
箱サイズ／約280×70×15mm・箱込重量／約96g・梱包入数／60
JANコード／4543225006205（日本製） 半紙判

日本製

22115-08〔08A10〕
（0578175）
￥1,500（税込￥1,650）
刃身：ステンレス刃物鋼、ハンドル：熱可塑性エラストマー

（FC-621）
「キンダーパーク」
子ども用クッキングナイフ115mm ブルー

製品サイズ（重量）／全長約225mm・刃渡り約115mm（70g）
箱サイズ／約280×70×15mm・箱込重量／約96g・梱包入数／60
JANコード／4543225006212（日本製） 半紙判

日本製

22115-09〔08A10〕
（0578167）
￥1,500（税込￥1,650）
刃身：ステンレス刃物鋼、ハンドル：熱可塑性エラストマー

（FC-622）
「キンダーパーク」
子ども用クッキングナイフ115mm イエロー

製品サイズ（重量）／全長約225mm・刃渡り約115mm（70g）
箱サイズ／約280×70×15mm・箱込重量／約96g・梱包入数／60
JANコード／4543225006229（日本製） 半紙判

KITCHEN WARE（キッチン小物）
●便利！！食べやすい大きさに簡単カット。
カーブ刃で野菜も肉もスムーズに切れる！

●開封から絞り出し迄
幅広く使える便利なはさみ。

日本製

22116-01〔98A00〕
（0305347）
￥1,500（税込￥1,650）

22116-02〔98A00〕
（0305555）
￥1,500（税込￥1,650）

刃部：ステンレス刃物鋼、ハンドル：ABS樹脂（耐熱温度100度）

（KR-403）かるラク しぼれるキッチンハサミ

製品サイズ（重量）／80×180×10ｍｍ（64g）
台紙サイズ／約155×250×15ｍｍ・台紙込重量／約106g・梱包入数／60
JANコード／4962336402704（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約70×12×225ｍｍ（103g）
台紙サイズ／約105×20×270ｍｍ・台紙込重量／約150g・梱包入数／60
JANコード／4962336402940（日本製） 対応不可

●半分に切った板のりをセットしてハンドルを回すだけ！素早
く簡単に細かい刻みのりがカットできます。金属刃物じゃな
いから安全。だれでも簡単に使えるのり専用のシュレッダー。

●堅いぎんなんの殻が簡単に割れる！
ぎんなんをはさんでハンドルを握るだけ！
実まで潰さず、殻が飛び散りにくい！

日本製

●早っ！簡単！刻みのり。

●分解して簡単に洗浄できます。

●そばなどの麺類に。

●たらこスパゲティにぜひ！

●カツ丼などの丼物に。

●和風サラダにも。

日本製

22116-03〔98A00〕
（0305275）
￥1,500（税込￥1,650）

22116-04〔98A00〕
（0014445）
￥1,500（税込￥1,650）

樹脂部：ABS樹脂、殻割り部：ステンレス刃物鋼、バネ：18-8ステンレス

ABS樹脂

（FV-608）
「フルベジ」ぎんなん割り

製品サイズ（重量）／約60×19×148mm（94g）
台紙サイズ／約142×20×222ｍｍ・台紙込重量／約123g・梱包入数／60
JANコード／4962336610383（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約156×70×37mm（166g）
箱サイズ／約75×41×179ｍｍ・箱込重量／約193g・梱包入数／40
JANコード／4954267140954（日本製） 対応不可

● ナイフ

● カール

● ピーラーＡ

● スパイラル

● ピーラーＢ

刃部：ステンレス・HIカーボンステンレス、柄部：メラミン樹脂・ポリエチレン・ABS樹脂

（CH-2095）のりシュレッダー

● カッター

22116-05〔03A05〕
（0534013）
￥3,500（税込￥3,850）

●ラクラク！栗の皮むきが簡単にできる！栗の鬼皮と渋皮を同
時にむく事ができる！指かけつき、しっかり握れて力がいれ
やすい。むきやすく疲れにくい。ロック機能＆キャップ付きで
収納時も安心！

日本製

22116-06〔98A00〕
（0305246）
￥1,500（税込￥1,650）
ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス刃物鋼

（FRK-01）
「フルベジ」栗の皮むき器

製品サイズ（重量）／ケース：約239×152×38mm（約425g）
箱サイズ／約240×157×38mm・箱込重量／約500g・梱包入数／20
JANコード／4975192072509（日本製） A4判

製品サイズ（重量）／約185×60×35mm（60g）
台紙サイズ／約240×145×30ｍｍ・台紙込重量／約100g・梱包入数／60
JANコード／4962336609936（日本製） 対応不可

●缶の大・小に合わせ２つのサイズで使えます。

●ビンのフタ開けに！
スプレー缶のガス抜きに！
缶のキャップ開けに！

ビンのフタ開けに！

缶のキャップ開けに！

スプレー缶のガス抜きに！

※小さい缶用

22116-07〔08A10〕
（0584001）
￥1,200（税込￥1,320）

22116-08〔00A02〕
（0557150）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：鉄クロームメッキ、オープナー部：エラストマー樹脂、
ハンドル：軟質塩化ビニール

本体：SS材・クロムメッキ、剣先ピン：SK材・クロムメッキ
吸盤・グリップ：塩化ビニール

ガス抜き＆ビンオープナー（箱入）
日本製

日本製

刃：ステンレス刃物鋼、しぼり部：ステンレス鋼、柄：ABS樹脂

（FV-402）
「フルベジ」カーブ刃はさみ

デコレータ−セット
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製品サイズ（重量）／約74×187×18ｍｍ（145g）
箱サイズ／約192×80×20ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／120
JANコード／4953624001211（日本製） 半紙判

（GP-2）ガス抜きパンチ

※大きい缶用

製品サイズ（重量）／約260×88×15ｍｍ（200g）
ブリスターサイズ／約310×110×15ｍｍ・ブリスター込重量／約215g
梱包入数／36
JANコード／4900634990448（日本製） 対応不可
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KITCHEN WARE（キッチン小物）
●食材のとりわけ、揚げ物の衣つけ、油切りや熱さましなどに
も使えます。

鈴なりオリジナルレシピ付き

鈴なりオリジナルレシピ付き

22117-01〔00T02〕
（1003647）
￥3,000（税込￥3,300）

22117-02〔00T02〕
（1003646）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：ステンレススチール、バットアミ：スチール（クロムメッキ）

ボウル：ステンレススチール
ストレーナー：18-8ステンレススチール、ストレーナーリング部：ステンレススチール

（SZ-314）
「鈴なり」ステンレスバットセット

（SZ-313）
「鈴なり」ステンレスボウルセット

バット：3、アミ：1

15cm手付きボウル・18cm手付きボウル・21cmボウル
15cm手付きストレーナー：各1

製品サイズ（重量）／バット：約243×158×20mm
（約130g）
アミ：約197×133×13mm
（約70g）
箱サイズ／約255×165×35mm・箱込重量／約530g・梱包入数／12
JANコード／4975192081860（日本・中国製） 本中判

製品サイズ（重量・容量）／
15cm手付きボウル：約φ168×260×75mm
（約160g・1,000㎖）深さ：75mm
18cm手付きボウル：約φ198×286×103mm（約243g・1,800㎖）深さ：90mm
21cmボウル：約φ228×97mm
（約274g・2,400㎖）
15cmストレーナー：約φ160×252×70mm（約108g）
箱サイズ／約235×280×115mm・箱込重量／約980g・梱包入数／12
JANコード／4975192081853（日本・インド製） B4判

麺類や枝豆・鍋物等の材料を盛り付けてそのままテーブルへ出せる便利なトレー付き。清潔で美しいステンレス製でお手入れも簡単！

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

22117-03〔98A00〕
（0167009）
￥1,500（税込￥1,650）

食器洗浄器
対応

22117-04〔98A00〕
（0167005）
￥1,800（税込￥1,980）

アミ本体：18-8ステンレス、枠・トレー：18-0ステンレス

アミ：18-8ステンレス、枠・トレー：18-0ステンレス

「鮮食派宣言」浅ザル&トレーセット25cm
（箱入）

「鮮食派宣言」浅ザル&トレーセット28cm（箱入）

製品サイズ（重量）／ザル：約φ250×58ｍｍ
（約127g）
トレー：約φ240×18ｍｍ（約134g）
箱サイズ／約255×255×62ｍｍ・箱込重量／約350g・梱包入数／20
JANコード／4991249000080（日本製） A4判

製品サイズ（重量）／浅ザル：約φ280×63ｍｍ（約170g）
トレー：約φ275×17ｍｍ（約200g）
箱サイズ／約295×295×65ｍｍ・箱込重量／約509g・梱包入数／20
JANコード／4991249000097（日本製） B4判

日本製

日本製

22117-05〔00A02〕
（0167008）
￥2,000（税込￥2,200）
アミ本体：18-8ステンレス、枠・トレー：18-0ステンレス

「鮮食派宣言」浅ザル＆トレーセット31cm（箱入）

製品サイズ（重量）／浅型ザル31cm：約φ310×66ｍｍ（約188g）
トレー：約φ302×25ｍｍ（約260g）
箱サイズ／約315×315×68ｍｍ・箱込重量／約594g・梱包入数／20
JANコード／4991249000103（日本製） みの判

●小回りの効く小さめサイズの便利なセット。
食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

＊そば・そうめん・ひやむぎ等
盛り合わせに！
！

22117-06〔98A00〕
（0167011）
￥1,200（税込￥1,320）

日本製

22117-07〔00A02〕
（0167010）
￥2,500（税込￥2,750）

ザル（網）
：18-8ステンレス、ザル（枠）
・トレー：18-0ステンレス

ザル：18-8ステンレス、トレー：18-0ステンレス

（OS-11B）
「鮮食派宣言」
浅ザル＆トレーセット ミニ（19cm）箱入

（OS-07B）
「鮮食派宣言」
テーブルバスケットトレー付32×26cm

製品サイズ（重量）／ザル：約φ190×58ｍｍ（86g）
トレー：約φ185×22ｍｍ（108g）
箱サイズ／約192×192×60ｍｍ・箱込重量／約253g・梱包入数／30
JANコード／4991249500498（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／ザル：約260×320×40ｍｍ（185g）
トレー：約260×313×30ｍｍ（255g）
箱サイズ／約262×323×45ｍｍ・箱込重量／約540g・梱包入数／20
JANコード／4991249500412（日本製） みの判

●電子レンジ・オーブン・冷蔵・冷凍・食器洗い機で使用可能。
テーブルウェアとしてもご使用いただけます。
食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応
食器洗浄器 電子レンジ
対応

22117-08〔98A00〕
（0668011）
￥1,500（税込￥1,650）

22117-09〔98A00〕
（0668012）
￥1,500（税込￥1,650）

網・タスキ部：18-8ステンレス、その他：ステンレス鋼

ステンレス鋼

深型ザル15cm・深型ザル19cm・深型ザル25cm：各1

ボール18cm・ボール21cm・ボール24cm：各1

（V-1029）エレガンスバスケットザル3点セット（15・19・25cm）
製品サイズ（重量）／深型ザル15cm：約φ150×60ｍｍ（47g）
深型ザル19cm：約φ190×95ｍｍ（109g）
深型ザル25cm：約φ250×115ｍｍ（173g）
箱サイズ／約250×250×123ｍｍ・箱込重量／約476g・梱包入数／20
JANコード／4934481210299（日本製） A4判

MIXING 深型ボール3PC（18・21・24cm）
製品サイズ（重量・容量）／18cm：約φ180×65ｍｍ（75g・1,000㎖）
21cm：約φ205×70ｍｍ（90g・1,500㎖）
24cm：約φ240×90ｍｍ（145g・2,700㎖）
箱サイズ／約248×248×97ｍｍ・箱込重量／約548g・梱包入数／20
JANコード／4934481995820（インド製） A4判

22117-10〔98A00〕
（0557130）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：耐熱ガラス

（CTB-20）
「クラルテ」
耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット
15cm・18cm：各1

製品サイズ（重量・容量）／15cm：約176×176×80ｍｍ（540g・880㎖）
18cm：約206×206×90ｍｍ（735g・1,400㎖）
箱サイズ／約210×210×110ｍｍ・箱込重量／約1,480g・梱包入数／9
JANコード／4900634002998（中国製） A4判

KITCHEN WARE（キッチン小物）
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●果物、野菜をそのまま入れて、ハンドルを押すだけで100％
ジュースができます。

日本製

日本製

22118-01〔00A02〕
（0305029）
￥1,000（税込￥1,100）

22118-02〔00A02〕
（0305023）
￥2,600（税込￥2,860）

ステンレス

ステンレス

（FO-1）フリーサイズおとし蓋14.5cm〜23cm

22118-03〔00A02〕
（0668013）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：ステンレス鋼（クローム）、網かご：18-8ステンレス

業務用おとし蓋（26〜36cm）

箱サイズ／約200×200×28ｍｍ・箱込重量／約215g・梱包入数／60
JANコード／4962336500011（日本製） B5判

箱サイズ／約260×260×30mm・箱込重量／約530g・梱包入数／30
（日本製） 半紙判

●18-8ステンレス製で錆に強い！普及型タイプの流し台の排水口ごみポケットです。取っ手付きで取り出しやすい！

日本製

（V-1347）フレッシュジューサー

製品サイズ（重量）／本体：約270×105×110ｍｍ（573g）
網かご：約95×95×40ｍｍ（22g）
箱サイズ／約265×105×105ｍｍ・箱込重量／約654g・梱包入数／24
JANコード／4934481997480（中国製） A4判

日本製

22118-04〔03A05〕
（0667001）
￥1,700（税込￥1,870）

22118-05〔03A05〕
（0667002）
￥2,000（税込￥2,200）

18-8ステンレススチール

18-8ステンレススチール

製品サイズ（重量）／φ132×52ｍｍ（80g）
箱サイズ／約136×136×55ｍｍ・箱込重量／約85g・梱包入数／48
JANコード／4993331010212（日本製） 豆判No.7

製品サイズ（重量）／φ144×55ｍｍ（88g）
箱サイズ／約150×150×60ｍｍ・箱込重量／約123g・梱包入数／48
JANコード／4993331010250（日本製） B6判

●銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的
で錆びにくく丈夫です。フタ付きなので生ゴミの嫌な臭いを
軽減出来ます。ご使用の際にフタは
本体に引っ掛けられます。

●銅を含有した抗菌ステンレス鋼使用の為、雑菌の増殖を抑え
ぬめりが発生せず、清潔。蓋付なので中のゴミが見えず蓋に
フックが付いているので使用中は本体に掛けられます。

18-8ゴミポケット浅型φ132

18-8ゴミポケット浅型φ144

日本製

●サビに強い。丈夫で衛生的。
洗い物がこぼれない便利な水抜き穴付。

日本製

日本製

22118-06〔00A02〕
（0388045）
￥1,700（税込￥1,870）

22118-07〔00A02〕
（0388022）
￥2,000（税込￥2,200）

22118-08〔00A02〕
（0167033）
￥4,000（税込￥4,400）

本体・フタ：抗菌ステンレス鋼、足：合成ゴム

本体・蓋：抗菌ステンレス鋼、足：合成ゴム

18-8ステンレススチール（板厚0.5mm）

製品サイズ（重量）／約180×130×120ｍｍ（210g）
箱サイズ／約135×190×110ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／40
JANコード／4936549700551（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／約220×155×140ｍｍ（290g・2,000㎖）
箱サイズ／約210×160×130ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／30
JANコード／4936549700469（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／約375×285×125ｍｍ（650g・7,000㎖）
袋入サイズ／約375×285×125ｍｍ・袋込重量／約650g・梱包入数／10
JANコード／4991249000561（日本製） 対応不可

抗菌ステンレス蓋付きミニ三角コーナー

抗菌ステンレス蓋付三角コーナー

●目盛付で下ごしらえに大活躍！高耐熱素材を使用しているので
油の多い食品でも、電子レンジでのあたためや、調理加熱が可能！

小判型洗い桶（ミラー）

●銅には水をキレイにする働きもあり、雑菌が繁殖した布巾も
浸け置きだけで殺菌・消臭の効果があります。

食器洗浄器 電子レンジ
対応

●目盛り付き

日本製

22118-09〔95A97〕
（0617025）
￥1,800（税込￥1,980）
TPX樹脂

（RB-4P）レンジメモリーボウル4P

ボウル7cm・ボウル9cm・ボウル11cm・ボウル13cm：各1

製品サイズ（重量・容量）／レンジボウル7cm：70×70×36ｍｍ（11g・70㎖）
レンジボウル9cm：90×90×46ｍｍ（19g・150㎖）
レンジボウル11cm：110×110×56ｍｍ（29g・300㎖）
レンジボウル13cm：130×130×66ｍｍ（40g・450㎖）
セルケースサイズ／約132×132×70ｍｍ・セルケース込重量／約134g
梱包入数／40
JANコード／4981667000908（日本製） 豆判No.8

日本製

22118-10〔05A07〕
（0402140）
￥9,800（税込￥10,780）
本体：純銅

（4604）銅の洗い桶30cm

製品サイズ（重量・容量）／約320×100ｍｍ（880g・6,000㎖）
箱サイズ／約330×330×110ｍｍ・箱込重量／約1,180g・梱包入数／6
JANコード／4562208694604（日本製） みの判

●抗菌・殺菌効果でぬめりやカビ
を防いでクリーンなキッチン
に！
●抗菌・殺菌作用のある銅が雑
菌の繁殖を抑え、食器や野菜を
洗う際にも清潔な環境を保ち
ます。
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日本製

22119-01〔98T00〕
（1001488）
￥2,500（税込￥2,750）

22119-02〔00A02〕
（0305279）
￥1,500（税込￥1,650）

本体：メラミン樹脂、バスケット・蓋：ポリプロピレン
耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

本体・フタ・バスケット・ツマミ：ポリプロピレン、ギア：ポリアセタール

（AYM-694）味わい食房 日本製 野菜水切り

（VF-05）
「ベジフル」ベジタブルスピナー

製品サイズ（重量・容量）／約220×160×160mm（330g・1,800㎖）
箱サイズ／約163×187×168mm・箱込重量／約450g・梱包入数／24
JANコード／4962336610390（日本製） B5判

製品サイズ（重量・容量）／約φ230×162ｍｍ（425g・3,200㎖）
深さ：99〜108mm
箱サイズ／約235×235×140ｍｍ・箱込重量／615g・梱包入数／18
JANコード／4975192080818（中国製） 本中判

●縦長でスペースを取らないサラダドライヤーです。
フタをロックできて取っ手付きなので水の排出も簡単。

透明度の高いスチロール製本体で中がよく見えて便利です。手を濡らさずにシッカリと
野菜の水切りが出来ます。使い方はいたってシンプル。ハンドルを回すだけ！！

22119-03〔00A00〕
（0665032）
￥1,300（税込￥1,430）

日本製

日本製

22119-04〔98A00〕
（0301007）
￥1,500（税込￥1,650）

22119-05〔98A00〕
（0665038）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

本体：スチロール、バスケット・フタ：ポリプロピレン、ネジ：ステンレス

本体：スチロール、バスケット・フタ：ポリプロピレン、ネジ：ステンレス

本体：スチロール樹脂、フタ・カゴ：ポリプロピレン、ネジ：ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／約180×180×150mm（300g・1,700㎖）
箱サイズ／約190×190×130ｍｍ・箱込重量／約425g・梱包入数／24
JANコード／4533009014991（日本製） B5判

製品サイズ（重量・容量）／約196×196×162ｍｍ（約360g・2,700㎖）
箱サイズ／約199×199×138ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／24
JANコード／4533009015004（日本製） B5判

製品サイズ（重量・容量）／約190×157×215mm（410g・2,500㎖）
箱サイズ／約160×160×230ｍｍ・箱込重量／約575g・梱包入数／16
JANコード／4533009015059（日本製） B5判

バリバリサラダ スマートボウル

バリバリサラダ

●バリバリサラダビッグよりさらに大きなサラダドライヤーで
す。メイソンジャーサラダ等いっぺんに大量にサラダを作る
際にお使い下さい。

くるっと回してシャキッと水切り!!サラダ、天ぷら材料の水切り、野菜の水切り、
パスタや麺類の水切り、フルーツの水切りに。

22119-06〔98A00〕
（0665029）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

日本製

22119-07〔98A00〕
（0301006）
￥2,500（税込￥2,750）

バリバリサラダ ハンディスリム

22119-08〔03A05〕
（0665033）
￥3,900（税込￥4,290）

日本製

本体：スチロール、バスケット・フタ：ポリプロピレン、ネジ：ステンレス

本体：スチロール、バスケット・フタ：ポリプロピレン、ネジ：ステンレス

本体：スチロール、バスケット・フタ：ポリプロピレン、ネジ：ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／約φ220×170ｍｍ（525g・4450㎖）
箱サイズ／約225×225×175ｍｍ・箱込重量／約725g・梱包入数／18
JANコード／4533009015028（日本製） A4判

製品サイズ（重量・容量）／約φ260×225mm（約695g・6,600㎖）
箱サイズ／約265×265×185mm・箱込重量／約985g・梱包入数／18
JANコード／4533009015011（日本製） B4判

製品サイズ（重量・容量）／約307×307×235mm（1,285g・9,600㎖）
箱サイズ／約310×210×320mm・箱込重量／約1,710g・梱包入数／6
JANコード／4533009015035（日本製） B4判

バリバリサラダM

バリバリサラダビッグ

品質表示

ポリプロピレン
食器洗浄器
対応

バリバリサラダジャンボ

●切った食材をサッととれる！薬味にぴったりサイズのチリト
リザルボウルが新登場。少量の調理用ボウルとしても使いや
すい。狙って注ぎやすい。
おしゃれなトリコロール
セット。計量目盛付。

食器洗浄器
対応

22119-09〔98A00〕
（0014324）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

（MZ-3530）チリトリザルボウルL トリコロールセット
製品サイズ（重量・容量）／ボウル1個：約165×182×86ｍｍ（1,100㎖）
セット：
（300g）
箱サイズ／約167×115×187ｍｍ・箱込重量／約377g・梱包入数／20
JANコード／4954267155309（日本製） B6判

22119-10〔98A00〕
（0014365）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

（MZ-3508）チリトリザルボウルS トリコロールセット

製品サイズ（重量・容量）／ボウル1個：約120×140×62ｍｍ（400㎖）
セット：
（166g）
包装サイズ／約120×140×94ｍｍ・包装込重量／約176g・梱包入数／72
JANコード／4954267155088（日本製） 豆判No.4

KITCHEN WARE（キッチン小物）
●パンやお菓子作りなど、
ちょっとした分量の確認
に！
！0 表 示機 能 付 なの
で便利です。

※電池は付いていますが工場出荷時のモニター用です。
（取説に表記済み）

品質表示

電源：ボタン電池 CR2032 1個
材料の種類：ABS樹脂
（耐熱温度70℃）
最大計量：2000g（風袋量含む）
荷重（誤差）
：容器・計量物の
総重量±0.3％
目量：1g
オートオフ：約60秒

品質表示

電源：ボタン電池 CR2032 2個
材料の種類：ガラス
ABS樹脂
（耐熱温度70℃）
最大計量：3000g（風袋量含む）
荷重（誤差）
：容器・計量物の
総重量±0.5％
目量：1g、オートオフ：約60秒

22120-01〔00T00〕
（1001407）
￥2,500（税込￥2,750）
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●手作りには欠かせな
いコンパクトで手軽に
扱えるキッチンスケー
ルです。0 表示機能付
なので知りたい重量を
計量できます。

22120-02〔00T00〕
（1001408）
￥3,000（税込￥3,300）

表示切替：kg／g、計量単位：1g、ボタン電池：CR2032 1個使用

表示切替：kg／g、計量単位：1g、ボタン電池：CR2032 2個使用

（MC-427）デジタルキッチンスケール（2Kg）

（MC-428）デジタルキッチンスケール（3Kg）

製品サイズ（重量）／約117×178×38mm（約160g）
箱サイズ／約170×215×73ｍｍ・箱込重量／約260g・梱包入数／16
JANコード／4975192079270（中国製） B6判

製品サイズ（重量）／約140×215×17mm（約365g）
箱サイズ／約150×220×30ｍｍ・箱込重量／約415g・梱包入数／12
JANコード／4975192079287（中国製） A5判

●お米を米とぎでといで、
ボウルを傾けて片手でサッと水切り。手を濡らさずに楽々お米がとげます。

●これ一つでポテトサラダが簡単に作れます。また、コロッケ作りにも重宝。

電子レンジ

日本製

22120-03〔98A00〕
（0014288）
￥2,000（税込￥2,200）

22120-04〔98A00〕
（0177130）
￥1,500（税込￥1,650）

ミラくるザル・ボウル：ポリプロピレン
米とぎ／ハンドル：ポリプロピレン、本体：ポリエチレン

ボウル・目皿・フタ：ポリプロピレン、こし網：ABS樹脂・ステンレス
スライサー：ABS樹脂・ステンレス鋼

（MZ-3514）ミラくるザル・ボウル 米とぎセット

（MW-050）ポテサラ

製品サイズ（重量・容量）／ザル・ボウル：約265×280×131mm（345g・3.2ℓ）
米トギーナ：約53×53×158mm（46g）
箱サイズ／約270×285×135ｍｍ・箱込重量／約575g・梱包入数／12
JANコード／4954267155149（日本製） 半紙判

日本製

製品サイズ（重量・容量）／収納時：約134×190×122mm
（約223g）
ボウル：約134×190×84mm
（900㎖）
目皿：約103×103×6.5mm、こし網：約135×147×16mm
スライサー：約135×147×9mm、フタ：約135×135×28mm
箱サイズ／約137×172×125ｍｍ・箱込重量／約286g・梱包入数／24
JANコード／4966095207990（日本製） A5判

● ま な板３枚と収 納 ケースが
セット。食材によって使い分け
ができます。薄型コンパクトで
キッチンスペースを有効利用。

●アルミ合金のプレートで、冷凍食品の鮮度を落とさず食材のドリップも少なく自然に
スピード解凍！解凍効果は半永久的！フード付なので衛生的！

ステーキ肉で自然解凍
2 時間。解凍番は約40 分！

日本製

日本製

22120-05〔98A00〕
（0177044）
￥3,500（税込￥3,850）

22120-06（グリーン）
（0047088） JANコード／4945548304011
22120-07（オレンジ）
（0047089） JANコード／4945548304028
￥3,000（税込￥3,300）
〔98A98〕

まな板：熱可塑性エラストマー（耐熱温度110℃）、収納ケース：ABS樹脂

（CB-060）
コンパクトカッティングボードセット

製品サイズ（重量）／まな板：約260×200×3ｍｍ（145g）
収納ケース：約275×50×195ｍｍ（740g）
箱サイズ／約280×60×235ｍｍ・箱込重量／約1,065g・梱包入数／8
JANコード／4966095165184（日本製） A4判

●中空構造によって軽いまな板はそのままに、カラーが黒になりました。黒なので食材が見えやす
く手元が安全です。視力が弱いお年寄りや視覚障害がある方にもおすすめです。まな板本体だけ
で、立ててスッキリ収納できます。
（まな板スタンドはいりません。）抗菌剤ノバロンAGZ330使用。

本体・フード・ツマミ：ポリプロピレン、プレートフレーム：ABS樹脂、解凍プレート：アルミニウム合金・アルマイト加工

解凍番

製品サイズ（重量）／本体：約310×194×90ｍｍ（約324g）、解凍プレート：約233×167×6ｍｍ（約697g）
箱サイズ／約315×200×80ｍｍ・箱込重量／約1,160g・梱包入数／12
（日本製） B4判

●従来のプラスチックまな板より、軽くて扱いやすい。抗菌剤の使用でヌメリ・黒ズミ・カビ臭さを
防ぎます。まな板本体だけで、立ててスッキリ収納できます。
（まな板スタンドはいりません。）
抗菌剤ノバロンAGZ330使用。

エンボス
加工

日本製

日本製

22120-08〔95A97〕
（0355007）
￥2,500（税込￥2,750）

22120-09〔95A97〕
（0355037）
￥3,500（税込￥3,850）

本体外部：ポリエチレン、本体内部：発砲スチロール・発泡ポリエチレン
取っ手：ABS樹脂

本体外部：ポリエチレン、本体内部：発砲スチロール・発泡ポリエチレン
取っ手：ABS樹脂

（SV-2997）抗菌まな板 かるわざブラック

製品サイズ（重量）／約350×225×30ｍｍ（540g）
シュリンクサイズ／約350×225×30ｍｍ・シュリンク込重量／約570g
梱包入数／20
JANコード／4989918502997（日本製） 対応不可

（SV-9992）めちゃくちゃ軽いまな板 ワイド

製品サイズ（重量）／約430×250×30ｍｍ（800g）
シュリンクサイズ／約430×250×30ｍｍ・シュリンク込重量／約830g
梱包入数／15
JANコード／4989918239992（日本製） 対応不可
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KITCHEN WARE（キッチン小物）
●ハンドルを回すだけでナッツや板チョコを簡単に細かくクラッシュすることができます。
お菓子作りやお料理、サラダ等多彩なメニューに大活躍！食洗機対応。

ホワイト

ブラウン

イエロー

22121-01（SE-2510・ホワイト）
（0014359） JANコード／4954267145102
22121-02（SE-2511・ブラウン）
（0014360） JANコード／4954267145119
22121-03（SE-2512・イエロー）
（0014361） JANコード／4954267145126
￥1,500（税込￥1,650）
〔98A00〕

日本製

本体・フタ：飽和ポリエステル樹脂、ハンドル：ポリアセタール、底フタ：ポリプロピレン

チョコナッツクラッシャー

製品サイズ（重量）／98×74×104ｍｍ（130g）
箱サイズ／約100×77×130ｍｍ・箱込重量／約155g・梱包入数／40
（日本製） 豆判No.4

食器洗浄器
対応

●料理の時間短縮！1 つの鍋で茹で時間が異なる食材が混ざ
ること無く、一緒に茹でることができます。折りたたみ式で
すので、収納・持ち運びに便利です。

●真空ポンプがリニューアル！真空サインで誰でも真空度が簡単に一目でわかります。容器は洗い
やすい丸型設計でフタは中身が良く見え高級感あるスモークブラック加工です。竹炭＆真空パ
ワーで保温のムダを省き年間で約￥4,030 もお得になります。

電子レンジ

食器洗浄器
対応

22121-04〔90A92〕
（0355013）
￥2,000（税込￥2,200）

22121-05〔95A97〕
（0355008）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：シリコーン・ポリプロピレン樹脂

容器：ポリプロピレン樹脂、蓋：AS樹脂、パッキン・弁・パイプ：シリコーン
真空ポンプ・ストッパー：ABS樹脂

（SV-6469）シリコン折りたたみゆでざる2個組

※カレーの保存も
できます。

（SV-3086）竹炭 丸型真空おひつ

製品サイズ（重量）／約175×130×30〜100ｍｍ（190g）
袋入サイズ／約265×185×42ｍｍ・袋込重量／約210g・梱包入数／48
JANコード／4989918506469（中国製） 対応不可

●ヨーグルトをセットするだけ！1 時間
で 水切りヨーグルトが で きます。
ペーパーフィルター不要で繰り返し
ながくご使用できます。

日本製

製品サイズ（重量）／約160×160×103mm（350g）
箱サイズ／約163×163×105ｍｍ・箱込重量／約430g・梱包入数／30
JANコード／4989918503086（日本製） 豆判No.7

●かわいいデザインなので、ホームパーティ
でのトッピング容器やコーヒータイムのお
菓子入れなど様々に利用できます。蓋の部
分が3 色に別れている為、中身を分けても
判別出来ます。台座付きなので3 個一緒に
持ち運べます。

フタ

バネ

押し部品

●バネの力で快 速！ ●濃厚な水切りヨー ●透明な容器でホエ
グルトをお手軽に。 イの切れ具合がよ
水切り。
くわかる。

内容器

外容器

●市販ヨーグルトが1パック
（最大450g）が入ります。

日本製

22121-06〔98A00〕
（0014444）
￥3,000（税込￥3,300）

●様々な料理に活用できる。

22121-07〔92A95〕
（0355048）
￥2,000（税込￥2,200）

蓋：飽和ポリエステル樹脂、押し部分：ABS樹脂、内容器・外容器：AS樹脂
メッシュ：ポリエステル、バネ：18-8ステンレススチール

本体：ガラス・ポリプロピレン樹脂、蓋：ポリスチレン樹脂、スプーン：ポリプロピレン樹脂

（SV-6315）ガラス製カラフル調味料カップ3P

（ST-3001）クイック水切りヨーグルト

製品サイズ（重量）／約300×125×115mm（792g）
箱サイズ／約305×125×125ｍｍ・箱込重量／約890g・梱包入数／12
JANコード／4989918506315（中国製） 半紙判

製品サイズ（重量）／約157×135×138mm（387g）
箱サイズ／約140×140×143ｍｍ・箱込重量／約465g・梱包入数／24
JANコード／4954267150014（日本製） 豆判No.6

●お湯をそそぐだけで温泉卵。
一度に4 個つくることができます。

22121-08〔98A00〕
（0665030）
￥1,200（税込￥1,320）

●冷蔵庫にスッキリ収まる！きゅうり
まるごと約 6 本入るたっぷりサイズ。

日本製

本体：ポリプロピレン

おんたまモーニング

製品サイズ（重量・容量）／約170×140×160mm（280g・100㎖）
箱サイズ／約140×140×165ｍｍ・箱込重量／約365g・梱包入数／30
JANコード／4533009032339（日本製） A5判

日本製

22121-09〔00A02〕
（0177140）
￥1,000（税込￥1,100）

本体容器：AS樹脂、押し板：ポリプロピレン、フタ・ロック：ABS樹脂、バネ：18-8ステンレス

（VC-012）VC角型あさ漬器 深型

製品サイズ（重量・容量）／約95×210×100mm
（280g・1,200㎖）
袋サイズ／約105×210×110ｍｍ・袋込重量／約282g・梱包入数／36
JANコード／4966095209611（日本製） 対応不可

●便利！ドアポケットにすっぽり入る漬
物器。お家で手軽に作れるコンパクト
サイズの漬物器。

22121-10〔00A02〕
（0305628）
￥1,300（税込￥1,430）

日本製

本体容器：AS樹脂、フタ・フッ：ABS樹脂、ハンドル・押し板：ポリプロピレン

（ FV-645）フルベジ 漬物器

製品サイズ（重量）／約89×150×158mm（300g）
箱サイズ／約91×152×160ｍｍ・箱込重量／約370g・梱包入数／24
JANコード／4962336611830（日本製） A5判

KITCHEN WARE（キッチン小物）

日本製
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日本製

22122-01〔98A00〕
（0218013）
￥1,200（税込￥1,320）

22122-02〔98A00〕
（0557058）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ：PP
回転臼・固定臼・ハンドル・軸受・調整ねじ：ナイロン

本体：AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ：PP
回転臼・固定臼・ハンドル・軸受・調整ねじ：ナイロン

（TM-50）セサミン ごますり器

（TM-40）一茶 お茶ひき器

製品サイズ（重量・容量）／本体：約80×80×130ｍｍ（105g・ゴマ約50g）
箱サイズ／約82×82×133ｍｍ・箱込重量／約100g・梱包入数／50
JANコード／4516516200286（日本製） 豆判No.5

製品サイズ（重量・容量）／本体：約80×80×130ｍｍ（105g）
箱サイズ／約82×82×133ｍｍ・箱込重量／約100g・梱包入数／50
JANコード／4516516200262（日本製） 豆判No.5

風味が生きてる！引きたてをそのまま食卓へ。①フタ付きで衛生的。②素材本来の風味を損なわないセラミック刃。③広口容器で入れやすい。

日本製

22122-03〔08A10〕
（0177143）
￥1,200（税込￥1,320）

日本製

日本製

22122-04〔08A10〕
（0177144）
￥1,200（税込￥1,320）

フタ・本体：ポリプロピレン、容器：ガラス、刃部：セラミック磁器

フタ・本体：ポリプロピレン、容器：ガラス、刃部：セラミック磁器

（MI-023）MILLU セラミック しおミル

（MI-024）MILLU セラミック ごまミル

製品サイズ（重量・容量）／約φ42×119ｍｍ（123g・70㎖）
箱サイズ／約45×45×122ｍｍ・箱込重量／約137g・梱包入数／60
JANコード／4966095212055（日本製） 豆判No.5

製品サイズ（重量・容量）／約φ42×119ｍｍ（123g・70㎖）
箱サイズ／約45×45×122ｍｍ・箱込重量／約137g・梱包入数／60
JANコード／4966095212154（日本製） 豆判No.5

22122-05〔08A10〕
（0177145）
￥1,200（税込￥1,320）
フタ・本体：ポリプロピレン、容器：ガラス、刃部：セラミック磁器

（MI-025）MILLU セラミック こしょうミル

製品サイズ（重量・容量）／約φ42×119ｍｍ（123g・70㎖）
箱サイズ／約45×45×122ｍｍ・箱込重量／約137g・梱包入数／60
JANコード／4966095212253（日本製） 豆判No.5

●香り立つ贅沢。引き立
てをお料理に。
①茶葉本来の風味を損な
わないセラミック刃。
②お好みの粒度を選べま
す。
（粗さ調整機能）
③しっかり安定で挽きや
すい。

日本製

日本製

22122-06〔08A10〕
（0177134）
￥5,000（税込￥5,500）

22122-07〔10A10〕
（0177138）
￥3,000（税込￥3,300）

上フタ・本体：ポリプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・鉄（三価ブラック）
中フタ・容器：AS樹脂、ハンドル：鉄（クロームメッキ）
・ポリプロピレン
滑り止め：熱可塑性エラストマー、刃部：セラミック磁器

本体：ポリプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・鉄（三価ブラック）
刃部：セラミック磁器、フタ・容器：メタクリルスチレン
ハンドル：ステンレス・ポリプロピレン

（MI-001）MILLU セラミック お茶ミル

（MI-015）セラミック コーヒーミル pure

製品サイズ（重量・容量）／約170×145×80mm（260g・40㎖）
箱サイズ／約183×90×82ｍｍ・箱込重量／約300g・梱包入数／20
JANコード／4966095205309（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／本体：約60×58×147mm
（193g・95㎖）
ハンドル：約27×113×35mm
箱サイズ／約183×60×60ｍｍ・箱込重量／約274g・梱包入数／20
JANコード／4966095210303
（日本製） B6判

●お 家 やアウトドアで 簡 単 に
コーヒーが挽ける手挽きミル。
ハンドルが 外せて 本体 にピ
タッとコンパクトになります。
スマートな本体は手におさま
りやすく、操作のしやすさもポ
イント。

22122-08〔08A10〕
（0277037）
￥2,800（税込￥3,080）
18-8ステンレス・セラミック（刃）
・ポリスチレン・ステンレス・ABS樹脂・ナイロン
シリコーンゴム

（205403）スマ コーヒーミル L

製品サイズ（重量）／本体：約165×52×204mm（257g）
箱サイズ／約60×60×230ｍｍ・箱込重量／約308g・梱包入数／50
JANコード／4521540254037（中国製） A5判

22122-09〔08A10〕
（0277038）
￥4,500（税込￥4,950）
18-8ステンレス・ステンレス・セラミック（刃）

（204397）ポポロ コーヒーミル

製品サイズ（重量）／本体：約145×99×170mm
（400g）
箱サイズ／約106×106×159ｍｍ・箱込重量／約453g・梱包入数／24
JANコード／4521540243970（中国製） 豆判No.5
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KITCHEN WARE（キッチン小物）

● 2 重口タイプなので油だれしにくい。フッ素樹脂加工なので
お手入れ簡単です。
40メッシュアミで細かい天かすもとれます。

● 2 重口タイプなので油だれしにくい。フッ素樹脂加工なので
お手入れ簡単です。
40メッシュアミで細かい天かすもとれます。

フッ素
樹脂加工

●フッ素樹脂加工なのでお手入れ簡単です。活性炭で油を捨て
ずに繰り返し使える。濾しアミが細かいので天かすも取れる。

フッ素
樹脂加工

フッ素
樹脂加工

日本製

日本製

日本製

22123-01〔00A02〕
（0207024）
￥2,800（税込￥3,080）

22123-02〔00A02〕
（0128002）
￥2,800（税込￥3,080）

22123-03〔03A05〕
（0128003）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：鉄・フッ素樹脂加工、蓋：ABS樹脂、ハンドル・リング：66ナイロン樹脂
目皿・口金具：ステンレス鋼（18-0）、アミ：ステンレス鋼（18-8）40メッシュ

本体：鉄・フッ素樹脂加工、蓋：ABS樹脂、ハンドル・リング：66ナイロン樹脂
目皿・口金具：ステンレス鋼（18-0）、アミ：ステンレス鋼（18-8）40メッシュ

本体・蓋：鉄・フッ素樹脂加工、目皿：ステンレス鋼（18-0）
ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂、リング：66ナイロン樹脂、活性炭：不織布・木質活性炭

製品サイズ（重量・容量）／約200×140×125ｍｍ（360g・800㎖）高さ：90mm
箱サイズ／約200×145×135ｍｍ・箱込重量／約460g・梱包入数／18
JANコード／4960265111087（日本製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約200×140×125ｍｍ（360g・800㎖）
箱サイズ／約200×145×135ｍｍ・箱込重量／約460g・梱包入数／18
JANコード／4960265111155（日本製） B6判

製品サイズ（重量・容量）／約220×160×165ｍｍ（520g・1,200㎖）
箱サイズ／約190×170×175ｍｍ・箱込重量／約640g・梱包入数／24
JANコード／4960265700007
（日本製） B6判

そそぎ口きれい！ オイルポット0.8ℓ

ちっちゃいオイルポット（ホワイト）

二重注ぎ口 オイルポット

●使用済みの油をしっかり保管。揚げカスを取り除き、酸化を
防ぐことにより油の鮮度を保ちます。ポットに入れておくこ
とにより、フライパンやホットプレートなどへの油引きがス
ムーズになります

●二重口タイプのため油ダレしにくい
構造です。片手で開けられるスライ
ドフタで作業効率U P！

22123-04〔03T05〕
（0002765）
￥3,000（税込￥3,300）

（TM-06）
「天ぷら名人」きれいにこせるオイルポット1.2ℓ
日本製

製品サイズ（重量・容量）／約200×140×152ｍｍ（約380g・1,200㎖）
箱サイズ／約200×150×170ｍｍ・箱込重量／約470g・梱包入数／16
JANコード／4970368693632
（日本製） A5判

40メッシュの細かい網目のこし綱と、
活性炭カートリッジのダブルで油の残
りカスや汚れ、ニオイをカット。キッチン
ペーパーでは取り除けない微細な汚れ
やニオイも活性炭フィルターのパワー
で取り除きます。使用後の活性炭フィル
ターは可燃物として捨てられます。
※活性炭カートリッジは消耗品です。

●活性炭フィルター付。キッチンペーパーでは取
り除けない微細な汚れやニオイを除去。繰り返
し使う油をきれいに保ちます。
●内側フッ素樹脂加工でお
手入れ簡単。40 メッシュア
ミで細かい天カスも取り
除くことが出来ます。

1個で約10回お使いいただけます。
（1回につき500ccをろ過した場合）

22123-05〔03T05〕
（0002766）
￥3,800（税込￥4,180）

（TM-07）
「天ぷら名人」
きれいにこせるオイルポット1.0ℓ
（活性炭付）

品質表示

本体：鉄（内面ふっ素樹脂塗膜加工）、蓋：ABS樹脂、ハンドル・リング：66ナイロン
目皿・口金：ステンレス鋼（クロム18％）
アミ：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）
（40メッシュ）

使用済みでも
キレイに保管できる
オイルポット

活性炭フィルター：1個

フッ素
樹脂加工

●揚げカスを取り除き、
酸化を防ぐことにより
油の鮮度を保ちます。

日本製

製品サイズ（重量・容量）／約200×140×152ｍｍ（約380g・1,200㎖）
（活性炭フィルターセット時：1,000㎖）
箱サイズ／約200×150×170ｍｍ・箱込重量／約490g・梱包入数／16
JANコード／4970368693649
（日本製） A5判

●ポットに入れておくことにより、
フライパンやホットプレートなどへの
油引きがスムーズになります。

フタ
こしアミ
フタ

活性炭フィルター

こしアミ

カートリッジ外枠

本体

本体

22123-06（PCL-05W・ホワイト）
（1003925） JANコード／4975192086964
22123-07（PCL-05R・レッド）
（1003926）
JANコード／4975192086971
￥3,300（税込￥3,630）
〔03T05〕

22123-08（PCL-06W・ホワイト）
（1003927） JANコード／4975192086988
22123-09（PCL-06R・レッド）
（1003928）
JANコード／4975192086995
￥4,300（税込￥4,730）
〔03T05〕

本体・蓋：ホーロー用鋼板（ホーロー加工）0.6mm、アミ：ステンレス鋼
（35メッシュ）

本体・蓋：ホーロー用鋼板（ホーロー加工）0.6mm、こしアミ：ステンレス鋼
（35メッシュ）
カートリッジ外枠：ステンレス綱

漉しアミ付オイルポット1.0ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約175×125×200ｍｍ（約660g・1,400㎖・適正容量1,000㎖）
箱サイズ／約145×150×185ｍｍ・箱込重量／約730g・梱包入数／12
（中国製） B6判

活性炭付オイルポット0.7ℓ
活性炭カートリッジ：1個

製品サイズ（重量・容量）／約175×125×205ｍｍ（約710g・1,400㎖・適正容量700㎖）
箱サイズ／約145×150×185ｍｍ・箱込重量／約810 g・梱包入数／12
（中国製） B6判

●こしアミ＆活性炭フィルターでダブ
ルでこせます。揚げカスを除去し、
油のニオイも軽減するため、よりき
れいに保管することができます。

35メッシュの細かい網目のこし綱と、活性炭カートリッジの
ダブルで油の残りカスや汚れ、ニオイをカット。キッチンペー
パーでは取り除けない微細な汚れやニオイも活性炭フィル
ターのパワーで取り除きます。使用後の活性炭フィルターは
可燃物として捨てられます。
※活性炭カートリッジは消耗品です。

1個で約10回お使いいただけます。
（1回につき500ccをろ過した場合）

KITCHEN WARE（キッチン小物）
●フッ素樹脂加工なのでお手入れ簡単です。油ハネをキャッチ
して中が見えやすいガラス窓付き。

フッ素
樹脂加工

●フッ素樹脂加工なのでお手入れ簡単です。油ハネをキャッチ
して中が見えやすいガラス窓付き。
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●ステンレス製なので丈夫で衛生的で本体に炎が当っても
大丈夫です。

フッ素
樹脂加工

日本製

日本製

日本製

22124-01〔00A02〕
（0128004）
￥2,000（税込￥2,200）

22124-02〔00A02〕
（0128005）
￥2,500（税込￥2,750）

22124-03〔03A05〕
（0128014）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：鉄・フッ素樹脂加工、ガラス：強化ガラス、ツマミ：フェノール樹脂

本体：鉄・フッ素樹脂加工、ガラス：強化ガラス、ツマミ：フェノール樹脂

本体：18-0ステンレス、ハンドル：フェノール樹脂

製品サイズ／約280×280×51ｍｍ
バラサイズ／約280×280×51ｍｍ・バラ重量／約370g・梱包入数／24
JANコード／4960265500072（日本製） 対応不可

製品サイズ／約310×310×60ｍｍ
バラサイズ／約310×310×60ｍｍ・バラ重量／約450g・梱包入数／24
JANコード／4960265500096（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約280×280×75ｍｍ（380g）
箱サイズ／約305×280×75ｍｍ・箱込重量／約390g・梱包入数／10
JANコード／4960265111216（日本製） 対応不可

フッ素フライパンカバー24〜26cm用

フッ素フライパンカバー26〜30cm用

●油をキャッチしてコンロ回り
を汚さない。フッ素樹脂加工
なのでお手入れ簡単です。耐久
性のある素材で長持ち。左右・
両面どちらでも使える。

フッ素
樹脂加工

ステンレスフライパンカバー 24〜26cm用

●フッ素樹脂加工なのでお手入
れ簡単です。コンロ回りの油を
キャッチして汚れにくい。
フッ素
樹脂加工

日本製

日本製

22124-04〔00A02〕
（0128007）
￥2,800（税込￥3,080）

22124-05〔00A02〕
（0128008）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：鉄・フッ素樹脂加工、金具：鉄：亜鉛メッキ

本体：鉄・フッ素樹脂加工、ピン：鉄・クロムメッキ

製品サイズ／約300×475×7ｍｍ
箱サイズ／約300×500×8ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／20
JANコード／4960265500218（日本製） A4判

製品サイズ／約335×245×290ｍｍ
箱サイズ／約315×340×30ｍｍ・箱込重量／約910g・梱包入数／12
JANコード／4960265111148（日本製） A4判

天ぷらガード

使うときだけ！レンジガード（N）

●浅型のためフライパンにもサッと使いやすい。軽量なワイ
ヤー製。小回りの利く手付きのステンレスザル。油きりにも、
茹で野菜の水切りにも！

日本製

22124-06〔00E02〕
（2001196）
￥1,600（税込￥1,760）

●深型タイプ。一度に油切りが
できて作業が楽に！

本体：ステンレス鋼、樹脂部：シリコーンゴム

（TM-03）
「天ぷら名人」深型天ぷら鍋油切りざる

製品サイズ（重量）／約350×180×142ｍｍ
（約215g）深さ：約115ｍｍ
袋入サイズ／約350×180×142ｍｍ・袋込重量／約225g・梱包入数／40
JANコード／4970368693038
（中国製） 対応不可

22124-07〔98E00〕
（0002772）
￥800（税込￥880）
アミ：18-8ステンレス鋼、ハンドル・枠：ステンレス鋼

（TM-08）
「天ぷら名人」すくい油きり浅型

製品サイズ（重量）／約280×130×30ｍｍ（50g）
台紙付サイズ／約280×130×30ｍｍ・台紙込重量／約58g・梱包入数／20/120
JANコード／4970368693656
（日本製） 対応不可

●まとめてすくえる油きりザル。小回りのきくミニタイプ。
食材をまとめてサッとすくえて便利です。
錆びに強いステンレス製。

●ふっくらかき揚げが！
すっきり出来る！厚くて丸〜い！
かき揚げが自宅で簡単に！

①油が適温になったら本品を ②かき揚げの具材をリング
天ぷら鍋に入れて下さい。 内に入れて下さい。

22124-08〔00E02〕
（0101178）
￥1,300（税込￥1,430）

③かき揚げが浮いてきたら ④ひっくり返して、揚げ
リングを外す。
たら出来上がり。

本体：ステンレス鋼、樹脂部：ポリプロピレン（耐熱温度110℃）、
リングサイズ：直径9cm

（SKR-01）すっきり かき揚げリング

製品サイズ（重量）／約95×90×290ｍｍ（175g）
台紙付サイズ／約95×90×290ｍｍ・台紙付重量／約185g・梱包入数／72
JANコード／4970368692925
（中国製） 対応不可

22124-09〔00E02〕
（0101200）
￥1,100（税込￥1,210）
本体：ステンレス鋼、樹脂部：シリコーンゴム

（TM-01）天ぷら名人 すくい油きり

製品サイズ（重量）／約303×130×50ｍｍ（115g）
ラベル付サイズ／約303×130×50ｍｍ・ラベル付重量／約120g
梱包入数／40
JANコード／4970368693014（中国製） 対応不可
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KITCHEN WARE（キッチン小物）
●くぼみと山型の構造が
手にフィットしてにぎり
やすい！広いヘッドでヘ
ラのようにも使える。細
かいものから薄いものま
でつかみやすい。

食器洗浄器
対応

ホワイト

22125-01〔03A05〕
（0402045）
￥1,200（税込￥1,320）

日本製

ステンレススチール

（3676）スマートトングミニ 蝶

製品サイズ（重量）／約50×155ｍｍ（55g）
箱サイズ／約48×165×21ｍｍ・箱込重量／約65g・梱包入数／120
JANコード／4562208693676（日本製） A5判

ピンク

ダークブラウン

日本製

22125-02（4413・ホワイト）
（0402113）
JANコード／4562208694413
22125-03（4420・ピンク）
（0402114）
JANコード／4562208694420
22125-04（4437・ダークブラウン）
（0402115）JANコード／4562208694437
￥1,450（税込￥1,595）
〔03A05〕
本体：ステンレススチール・66ナイロン＋ガラス繊維（抗菌剤入）

にぎりやすいトング

製品サイズ（重量）／約40×260ｍｍ（100g）
台紙サイズ／約80×280×30ｍｍ・台紙込重量／約115g・梱包入数／120
（日本製） 対応不可

食器洗浄器
対応

黄たま

●かわいい猫の手がしっかり料理
をきゃっち！コンパクトでかわい
い卓上トングに料理 用のでか
にゃんこが仲間入り。
特殊加工で強い弾力性を持たせ
ている為長時間の使用でも手が
疲れません。
（特許登録済）

桃たま

22125-06（2532・黒たま）
（0402033）
22125-07（2525・黄たま）
（0402032）
22125-08（2501・白たま）
（0402041）
22125-09（2518・桃たま）
（0402042）
￥1,300（税込￥1,430）
〔00A02〕

食器洗浄器
対応

黒たま

日本製

22125-05〔03A05〕
（0402046）
￥1,200（税込￥1,320）

白たま

ステンレススチール

JANコード／4562208692532
JANコード／4562208692525
JANコード／4562208692501
JANコード／4562208692518

本体：ステンレススチール・66ナイロン＋ガラス繊維（抗菌剤入り）

（3683）スマートトングミニ 翠

でかにゃんこトング

製品サイズ（重量）／約50×155ｍｍ（55g）
箱サイズ／約48×165×21ｍｍ・箱込重量／約65g・梱包入数／120
JANコード／4562208693683（日本製） A5判

日本製

●先端が細くお箸のように使えるトングです。薄い生肉等もス
ムーズに取ることができます。先端がつかないのでテーブル
を汚さず衛生的です。

食器洗浄器
対応

製品サイズ（重量）／約50×240ｍｍ（90g）
台紙サイズ／約75×270×50ｍｍ・台紙込重量／約96g・梱包入数／120
（日本製） 対応不可

●先端が細くお箸のように使えるトングです。薄い生肉等もス
ムーズに取ることができます。先端がつかないのでテーブル
を汚さず衛生的です。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

22125-10〔05A07〕
（0165110）
￥1,600（税込￥1,760）

日本製

22125-11〔05A07〕
（0165111）
￥1,700（税込￥1,870）

18-8ステンレス

（PY-T272）
「プリグレース」トング ピンセットタイプ 小
製品サイズ（重量）／約17×220ｍｍ（50g）
台紙サイズ／約65×300×21ｍｍ・台紙込重量／約60g・梱包入数／12
JANコード／4995969048001（日本製） 対応不可

●家庭用としても使いやすいミニサイズ！ウロコが飛び散らず、
腸炎ビブリオなど菌の飛散を防ぐ。従来はかきとり式なの
で鱗が飛び散り、衛生面・場所・準備・片付けに工夫と時間
を必要としていました。

日本製

22125-12〔08A10〕
（0165112）
￥3,500（税込￥3,850）

18-8ステンレス

（PY-T271）
「プリグレース」トング ピンセットタイプ 大
製品サイズ（重量）／約19×270ｍｍ（75g）
台紙サイズ／約65×300×21ｍｍ・台紙込重量／約85g・梱包入数／12
JANコード／4995969047998（日本製） 対応不可

芯：ステンレススチール、持ち手・本体ヘラ部：エラストマーAR-885C

（PU-002）鱗トル Sサイズ

製品サイズ（重量）／約73×60×80ｍｍ（90g）
台紙サイズ／約108×240×60ｍｍ・台紙込重量／約112g・梱包入数／10
JANコード／4995969045147（日本製） 対応不可

●網に金具を取り付けたことによ
り、重みの食材もぶれることなく、
着油、油切も可能になりました。網
目も細く、あく取りも可能にしまし
た。従来品より使いやすい安全な
揚げ物トングに仕上げました。

日本製

22125-13〔98A00〕
（0866001）
￥1,000（税込￥1,100）
本体：18-0ステンレススチール、網：18-8ステンレススチール

ステンレス製 あくとり揚げ物トング

製品サイズ（重量）／約40×260ｍｍ（約61g）あく取り直径：80mm
袋入・梱包入数／12×10
JANコード／4988257012778（日本製） 対応不可

日本製

22125-14〔03A05〕
（0668019）
￥2,200（税込￥2,420）
18-8ステンレス

（V-626）オイルスクリーン24cm

製品サイズ（重量）／約φ243×417ｍｍ（約152g）柄：174mm
袋サイズ／約243×415×7ｍｍ・袋込重量／約150g・梱包入数／60
JANコード／4934481120154（日本製） 対応不可

日本製

22125-15〔03A05〕
（0668020）
￥2,500（税込￥2,750）
18-8ステンレス

（V-625）オイルスクリーン29cm

製品サイズ（重量）／約φ291×465ｍｍ（約180g）柄：174mm
袋サイズ／292×465×7ｍｍ・袋込重量／約185g・梱包入数／60
JANコード／4934481116256（日本製） 対応不可

KITCHEN WARE（キッチン小物）
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●まな板をフラットにして傷跡に増える雑菌を抑えます。
グレー部分・まな板（粗削り）とピンク部分・包丁研ぎ用まな
板（仕上げ）になります。女性でも持ちやすい細みのサイズ
になります。プラスチック製のまな板でも使用出来ます。

●ヒーター面を汚れやキズから守ります。中央部をく
り抜くことで光センサー付きのIH クッキングヒー
ターにも対応出来ます。

シリコン製なので、天板にピタッと吸着して フライパンや鍋などの間にはさんでおいて、
滑りずらく、調理がしやすくなっています。
ガチャガチャうるさい音や、フッ素樹脂への
キズを防止してくれます。

22126-01〔05A07〕
（0355056）
￥1,200（税込￥1,320）

日本製

日本製

22126-02〔00A02〕
（0355057）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：シリコーン

本体：発砲ポリエチレン、ヤスリ：研磨材

（SV-7060）IH用汚れ・キズ防止マット

製品サイズ（重量）／約210×222×2mm（44g）
袋入サイズ／約220×240×4ｍｍ・袋込重量／約85g・梱包入数／100
JANコード／4989918507060
（日本製） 対応不可

（SV-6803）便利なヤスリ
ヒーター部から外す際、簡単につまんで外せ ボウルなどの下に敷いて滑りどめにもなり、
る構造になっており、使用しない際は、フッ かた〜いビンなどのフタを開けるときにか
クにもかけられる様になっております。
る〜く開けられます。

製品サイズ（重量）／約116×45×30ｍｍ（15g）
箱サイズ／約95×141×33ｍｍ・箱込重量／約34g・梱包入数／60
JANコード／4989918506803（日本製） 豆判No.6

●水を使わず3 〜4 回軽く研ぐだけでOK! 包丁・ナイフ・ハサミ
等はもちろん農機具・工具など幅広くご利用できます。

●3 回研ぐだけで鋭い切れ味。

●ステンレス材・鋼材などさまざまな金属製刃物に使用でき
ます。

22126-03〔00A02〕
（0249001）
￥1,500（税込￥1,650）

22126-04〔00A02〕
（0249002）
￥1,600（税込￥1,760）

22126-05〔98A00〕
（0177108）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：刃物鋼（表面：ダイヤモンド粒子）、持ち手部：木製合板

本体：ABS・ステンレス、滑り止め：シリコーンゴム
研磨部：ダイヤモンド砥石・セラミック

本体：ポリプロピレン（耐熱温度70℃）
・セラミックス・熱可塑性エラストマー（耐熱温
度70℃）

（7205）ダイヤモンドシャープナー（針研ぎ溝付き）

（7207）ダイヤモンド・セラミックシャープナー景虎

製品サイズ（重量）／約30×270×12mm（約173g）
ブリスターサイズ／約85×335×15ｍｍ・ブリスター込重量／約213g
梱包入数／96
JANコード／4946869256102（中国製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約190×50×65ｍｍ（125g）
箱サイズ／約195×60×75ｍｍ・箱込重量／約167g・梱包入数／24
JANコード／4946869256126（中国製） B6判

●ダイヤモンドで研いでセラ
ミックで仕上げる。吊り下げ
ブリスター仕様。

（MS-052）マジカルシャープナー

製品サイズ（重量）／約275×40×26mm（約114g）
箱サイズ／約315×75×30ｍｍ・箱込重量／約137g・梱包入数／60（6入×10）
JANコード／4966095198816（日本、セラミックス：中国製） 半紙判

●荒研ぎ（ダイヤモンド）
・仕上げ
研ぎ
（セラミック）で切れ味が
回復。

前後に押し引きするだけで
簡単に包丁が研げます。

日本製

22126-06〔00A02〕
（0127001）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：SS材（軟鋼材）
・ポリエチレン、パンチング：SPCC材・ポリエチレン

まな板・包丁差し

製品サイズ（重量）／約180×130×230mm（360g）
袋入
・袋込重量／約365g・梱包入数／30
（日本製） 対応不可

日本製

22126-07〔98A00〕
（0177109）
￥1,500（税込￥1,650）
ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ダイヤモンド、ファインセラミックス

（MS-050）ダイヤモンド＋セラミックシャープナー

製品サイズ（重量）／約177×42×54mm（約90g）
箱サイズ／約240×118×46ｍｍ・箱込重量／約128g・梱包入数／36（6入×6）
JANコード／4966095197932（日本・砥石：中国製） 本中判

●食パンスライス補助具。食パンをしっかり固定。包丁を垂直
に切り下すことができる。大きめサイズの食パンにも対応。
厚さ調整が可能。コンパクト収納。食パン以外にも対応。

●パンを寝かせて切る安定感とナイフが楽に使える斜めカッ
ト。5 段階の厚さに調節出来ます。パンケースとして使える
フード付き。

22126-09〔98A00〕
（0585021）
￥1,500（税込￥1,650）

22126-10〔98A00〕
（0014128）
￥3,000（税込￥3,300）

本体・ストッパー：ABS樹脂・PP樹脂

食パンスライス パンナビ

製品サイズ（重量）／約67×170×200ｍｍ（315g）
箱サイズ／約175×70×240ｍｍ・箱込重量／390g・梱包入数／30
JANコード／4980511610027（日本製） A4判

本体：ABS樹脂・ポリプロピレン・スチロール樹脂

（PS-956）ホームベーカリースライサーフード付き

製品サイズ（重量）／約164×242×218ｍｍ（714g）
箱サイズ／約250×170×223ｍｍ・箱込重量／約886g・梱包入数／9
JANコード／4954267039562
（日本製） 半紙判

22126-08〔05A07〕
（0305338）
￥2,300（税込￥2,530）
本体：ABS樹脂、ポリエステル樹脂

（PG-608）
「プログレード」ダブルシャープナー

製品サイズ（重量）／約50×195×60ｍｍ（110g）
箱サイズ／約50×65×245ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／20
JANコード／4962336611496（日本製） B5判
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KITCHEN WARE（キッチン小物）
●モチスラが大進化！厚み調整機能で1mm、2mm、3mm にできま
す。専用の抜き型が8個もついて楽しさも大進化！

22127-01〔98A00〕
（0014362）
￥3,000（税込￥3,300）

●現在市場に増えている" しゃぶしゃぶ餅"
を簡単につくる事ができます。切り餅から
作られるので、無駄なく欲しい分だけ作ら
れてとっても便利！
●お餅を3mm にスライスできます。

22127-02〔98A00〕
（0014363）
￥2,000（税込￥2,200）

スライサー・調整板・ホルダー・フラップ・カッター・抜き型：ABS樹脂
刃・スプリング・ネジ：ステンレススチール

スライサー・ホルダー・フラップ：ABS樹脂、刃・スプリング・ネジ：ステンレススチール

（CH-2010）しゃぶしゃぶ餅スライサー

（SE-2507）モチスラ1.2.3！

製品サイズ（重量）／65×42×200mm（147g）
箱サイズ／約67×44×228ｍｍ・箱込重量／約166g・梱包入数／40
JANコード／4954267140107（日本製） B5判

製品サイズ（重量）／65×42×200mm（147g）
箱サイズ／約108×55×245ｍｍ・箱込重量／約258g・梱包入数／30
JANコード／4954267145072（日本製） B5判

●おモチをうすーくスライスして、ぷっく
りスナックを作ってみよう！

●おモチをこまかーく削って、まんまる
モチボールを作ろう！

●お餅を1mm に
スライスできます。
食器洗浄器
対応

型抜きへら

●現在市場に増えている" 小粒タイプの
お餅" を" 切り餅" を押すだけで簡単
につくる事ができます。小粒だから食
べやすく、お鍋やお汁粉、お雑煮、お
好み焼き、スイーツに簡単トッピン
グ！お子様でも食べやすいサイズな
のでおやつや朝食にもぴったり！

日本製

日本製

日本製

22127-03〔98A00〕
（0014333）
￥2,000（税込￥2,200）

22127-04〔98A00〕
（0014334）
￥1,200（税込￥1,320）

フラップ・ホルダー・スライサー：ABS樹脂・ステンレススチール、カッター：ABS樹脂

（SE-2504）モチスラ

製品サイズ（重量）／本体：約65×42×200mm（152g）
カッター：約15×9×135mm
（8g）
箱サイズ／約67×47×227ｍｍ・箱込重量／約185g・梱包入数／40
JANコード／4954267145041（日本製） B5判

ホルダー・グレーター・ハンドル：ABS樹脂

取り出しプレート：ABS樹脂、カッタープレートA・B：ポリアセタール

（SE-2505）モチケズ

製品サイズ（重量）／約75×75×107mm（109g）
箱サイズ／約75×75×135ｍｍ・箱込重量／約133g・梱包入数／60
JANコード／4954267145058（日本製） 豆判No.4

●おいしいデザートが簡単に楽しく作れます。

22127-05〔98A00〕
（0014364）
￥800（税込￥880）
（SE-2506）モチワリ

製品サイズ（重量）／約113×62×29mm（76g）
箱サイズ／約65×32×160ｍｍ・箱込重量／約91g・梱包入数／80
JANコード／4954267145065（日本製） 豆判No.7

●ハート・ダイヤ・花・星の4 種類形の黄身のあっと驚くゆで玉子が作れます。
「牛乳寒天にすれば、カルシウム
補給など栄養もバツグン！」

日本製

22127-06〔03A05〕
（0006015）
￥1,200（税込￥1,320）
本体・仕切り・ツマミ：ポリプロピレン、ヘラ：ステンレス鋼・ポリプロピレン
耐熱温度140℃・耐冷温度−20℃

（31000）マイパーラー

本体・ツマミ・ヘラ・仕切：各1

製品サイズ（重量）／本体：φ約185×45ｍｍ（86g）
仕切り：φ約167×90ｍｍ（99g）
ヘラ：約15×8×200ｍｍ（15g）
箱サイズ／約190×190×55ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／40
JANコード／4989082000619（日本製） A5判

仕切の
取り外しも
できて、
便利！

日本製

22127-07〔03A05〕
（0006102）
￥1,600（税込￥1,760）
本体：ポリプロピレン（耐熱温度120℃）

お子様にも
よろこばれる
フルーツ
ゼリーも簡単

（20007）ドリームランド

製品サイズ（重量）／約168×168×65ｍｍ（210g）
箱サイズ／約168×165×100ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／40
JANコード／4989082034911（日本製） B6判

KITCHEN WARE（お弁当グッズ）
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●ひとつのおにぎり型でくま・ぶた・かえる・とらの4つの動物のおにぎりが作 1
れます。おにぎり型は立体型でハンドル付き。アツアツご飯も楽に握れます。
1つあたり約80gです。※食器洗い機、食器乾燥機はご使用できません。

●小さなさんかくおにぎりが一度に4つ作れるおにぎり型と海苔パンチのセットです。
※食器洗い機、食器乾燥機はご使用できません。

2

3
おにぎりは
1つ約20g

22128-01〔03A05〕
（0006124）
￥1,200（税込￥1,320）
おにぎり型：ポリプロピレン（120℃）、海苔カッター：ABS樹脂（80℃）、カッターマット：シリコーンゴム（180℃）

22128-02〔03A05〕
（0006107）
￥1,200（税込￥1,320）
おにぎり型：ポリプロピレン（120℃）、カッター（4種共通）
：ABS樹脂（80℃）、カッターマット：シリコーンゴム（180℃）

（A-77250）さんかくこにぎりmini×2

製品サイズ（重量）／おにぎり型本体：約95×105×35ｍｍ（47g）、おにぎり型押し具：約100×90×15ｍｍ（33g）
海苔カッター：約70×90×10ｍｍ（15g）、カッターマット：約80×120×2ｍｍ（20g）
ブリスターサイズ／約175×40×230ｍｍ・ブリスター込重量／約150g・梱包入数／60
JANコード／4989082772509（中国製） 対応不可

●1つあたり約20gのいぬとねこのひとくちおにぎりが2種類握れるおにぎり
型と、海苔パンチのセットです。※食器洗い機、食器乾燥機はご使用できません。

（76710）くまさんとなかまたち おにぎりセット

製品サイズ（重量）／おにぎり型：約110×70×45ｍｍ（25g）、カッター（4種共通）
：約55×70×8ｍｍ（8g）
カッターマット：約90×55×3ｍｍ（15g）
ブリスターサイズ／約175×50×230ｍｍ・ブリスター込重量／約125g・梱包入数／60
JANコード／4989082767109（中国製） 対応不可

●子供たちに大人気のかわいいネコのおにぎりが作れるセットです。おにぎり型はハンドル付き。
アツアツご飯も楽に握れます。1つあたり約60gです。海苔カッターの顔は3種類。黒猫用にチー
ズ・ハム用のカッター付。※食器洗い機、食器乾燥機はご使用できません。
ば
わせれ
組み合 な顔の
いろいろ ます。
れ
ネコが作

1

2

3

22128-03〔03A05〕
（0006111）
￥1,200（税込￥1,320）

22128-04〔03A05〕
（0006099）
￥1,200（税込￥1,320）

おにぎり型：ポリプロピレン（120℃）、海苔パンチ：ABS樹脂・亜鉛合金

おにぎり型：ポリプロピレン（120℃）、海苔カッター：ABS樹脂（80℃）
カッターマット：シリコーンゴム（180℃）

（77025）わんにゃんmini×2 おにぎりセット

（76708）おむすびニャン

製品サイズ（重量）／おにぎり型：約50×135×30ｍｍ（20g）、海苔パンチ：約25×25×30ｍｍ（25g）
ブリスターサイズ／約125×230×35ｍｍ・ブリスター込重量／約110g・梱包入数／60
JANコード／4989082770253（中国製） 対応不可

製品サイズ（重量）／おにぎり型：約110×70×45ｍｍ（26g）、カッターマット：約90×55×3ｍｍ（16g）
海苔カッター①：約150×60×8ｍｍ（22g）、海苔カッター②：約150×60×15ｍｍ（22g）
ブリスターサイズ／約180×40×230ｍｍ・ブリスター込重量／約165g・梱包入数／60
JANコード／4989082767086（中国製） 対応不可

●1つあたり約10gのひとくちおにぎりが一度に4つ握れるおにぎり型と、海苔パンチ2個のセット
です。※食器洗い機、食器乾燥機はご使用できません。海苔パンチは水洗いできません。
ひと口
サイズで
お子さ
までも
食べや
す
サイズで い
す。

●こぐまの形をした一口サイズのおにぎりが作れる、おにぎり型と海苔パンチのセットです。おに
ぎりは1 つあたり約10gです。※食器洗い機、食器乾燥機はご使用できません。

一度に4つ
握ることが
できます。

22128-05〔03A05〕
（0006100）
￥1,200（税込￥1,320）

22128-06〔03A05〕
（0006112）
￥1,200（税込￥1,320）

おにぎり型：ポリプロピレン（120℃）、海苔パンチ：ABS樹脂・亜鉛合金

おにぎり型：ポリプロピレン（120℃）、海苔パンチ：ABS樹脂・亜鉛合金

（76738）こむすびボール mini×2

（77024）こぐまのmini×2 おにぎりやさん

製品サイズ（重量）／おにぎり型：約50×145×45ｍｍ（40g）、海苔パンチ：約25×25×30ｍｍ（25g）
ブリスターサイズ／約120×45×230ｍｍ・ブリスター込重量／約120g・梱包入数／60
JANコード／4989082767383（中国製） 対応不可

製品サイズ（重量）／おにぎり型：約90×80×35ｍｍ（60g）、海苔パンチ：約25×25×30ｍｍ（25g）
ブリスターサイズ／約120×35×230ｍｍ・ブリスター込重量／約146g・梱包入数／60
JANコード／4989082770246（中国製） 対応不可

●手では難しいご飯の成型が簡単にでき、かわいいカレーを楽しむことが出来ます。パンダ型で
は、パンダ・くま・カエル等が作れ、ネコ型では、ネコ・ぶた・犬・トラ等が作れます。ご飯は約
160gの量になります。※食器洗い機、食器乾燥機はご使用できません。

●おにぎりを、6個まとめて一度に作れます。握ったおにぎりを入れてそのままケースとして持ち運
べるので、無駄な洗い物も出ずおにぎりも潰れずに持って行けます。片側におにぎりを3個入れ
てもう片側おかずを入れる事もできます。おにぎりは1個80gになります。
※食器洗い機、食器乾燥
機はご使用できません。

22128-07〔03A05〕
（0006108）
￥1,500（税込￥1,650）

22128-08〔03A05〕
（0006129）
￥1,500（税込￥1,650）

ご飯型：ポリプロピレン（120℃）、カッター：ABS樹脂（80℃）、カッターマット：シリコーンゴム（180℃）

本体・推し蓋：ポリプロピレン（−10℃〜120℃）

（76924）myフォルム あ～ん！ぱくっ！

製品サイズ（重量）／パンダご飯型：約140×140×25ｍｍ（55g）、ネコご飯型：約135×145×25ｍｍ（58g）
パンダカッター：約145×127×12ｍｍ（26g）、ネコカッター：約145×95×13ｍｍ（31g）
カッターマット：約120×80×3ｍｍ（30g）
箱サイズ／約145×65×150ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／40
JANコード／4989082769240（中国製） 豆判No.7

※（

（77371）簡単おにぎりキット＆ケース ムスビート（ベージュ）

製品サイズ（重量）／本体：約210×80×95ｍｍ（140g）、推し蓋：約205×70×25ｍｍ（45g）
箱サイズ／約215×100×85ｍｍ・箱込重量／約280g・梱包入数／40
JANコード／4989082773711（中国製） A5判

）内の温度は耐熱温度です。

129 KITCHEN WARE（お弁当グッズ）
●まんまるおにぎりや手まり寿司
が簡単にしかもきれいにできる便
利グッズです。お弁当にも最適！

ご飯がポンと取り出せる
空気穴がポイントです。

【本体】
【本体】

【フタ】

【具スペース器】
内側はタテ溝特殊加工
でご飯がくっつきにくい
から取り出しカンタン！

【フタ】

22129-01〔00T02〕
（0663025）
￥600（税込￥660）

22129-02〔00T02〕
（0663011）
￥1,000（税込￥1,100）

22129-03〔00T02〕
（0663005）
￥500（税込￥550）

本体：ポリプロピレン

本体：ポリプロピレン

本体：ポリプロピレン

てまりごはんがポン！

太巻き寿司がポン ！

製品サイズ（重量）／約78×210×53mm（140g）
箱サイズ／約80×215×55ｍｍ・箱込重量／約170g・梱包入数／100
（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／約98×200×65mm（288g）
箱サイズ／約100×210×70mm・箱込重量／約324g・梱包入数／50
（日本製） A5判

2カ所のストッパー付な
ので後片づけに便利！

スリムにポン！

製品サイズ（重量）／約50×200×34mm（約100g）
箱サイズ／約51×203×36mm・箱込重量／約118g・梱包入数／100
（日本製） B6判

※太巻き寿司の作り方
① 具スペース器でご飯を上から
押さえ、具を入れるくぼみを
作ります。
② できたくぼみにお好みの具
をいれます。具のスペース約
32 ｍｍ。
③ アルミホイルか 巻簾 の上に
海苔を置き、海苔の端にご飯
を置きます。

● 型の 半 分くらい の高さまでご 飯を入 ●具をまん中に入れる。
※納豆巻きの場合は、絞り袋を利用すると簡
れる。
単にできます。

●更に、ご飯を型の高さまで入れる。

①

●本体にご飯を入れます。 ●押し蓋でしっかりと押さ ●蓋を取り、本体からご飯
えます。
を取り出します。

②

③
●押し蓋をはずし、海苔の上にご飯を取 ●庖丁で適当な大きさに切る。
り出してのせ、海苔でご飯を巻く。

●本体・フタともに、内側は溝特
殊加工でご飯がくっつきにく
いから取り出し簡単！！
●寿司飯を型からポンと出して、
お好みのネタをのせるだけ！！

22129-04〔95T97〕
（0663015）
￥500（税込￥550）

22129-05〔00T02〕
（0663018）
￥500（税込￥550）

本体：ポリプロピレン

本体：ポリプロピレン

にぎり寿司がポン！

ごはんサンドがポン！

製品サイズ（重量）／約67×140×33mm（70g）
箱サイズ／約70×148×35mm・箱込重量／約88g・梱包入数／100
（日本製） 豆判No.4

製品サイズ（重量）／約112×144×26mm（80g）
箱サイズ／約112×146×27mm・箱込重量／約103g・梱包入数／100
（日本製） 豆判No.4

● 本 体 容 器 の 底 に1/4 に ●ご飯をスリキリに軽く均 ●フタでしっかりと押さえ
切った海苔をしいて下さ
等に入れて下さい。
て、ご飯を取り出します。
い。
（ お 好 みで 海 苔を 付け
これを2 枚作ります。

●ご飯を本体容器スリキリ ●フタを本体中段の溝部分 ●フタをはずし、本体を逆
まで軽く、均等に入れて
まで押して下さい。
さにするとポンと簡単に
下さい。
ご飯が、取り出せます。

る場合）

【本体】

【フタ】
●1 枚目のご飯にお好みの ● もう1 枚 の ご 飯 を の せ ● 食 べ や す い 大 き さ に
具をのせます。
ます。
カットす れ ば 出 来 上 が
りです。

●後は、わさび、お好みの具をご飯の上にのせて出来上がりです。

●にぎり寿司が一度に10 貫作れるすし下駄型のすし器です。
1
枠にごはんを詰めて押し型の上に置くだけでお寿司が登場。

2

●好きな具材を使って簡単にキレイな
押し寿司が作れます。

食器洗浄器
対応

3
わいわい楽しい
家族のおすしパーティに！
！

22129-06〔98A00〕
（0014237）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：ポリプロピレン（耐熱温度120℃）
寿司型パーツ（天板）
：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

（CH-2011）とびだせ！おすし

製品サイズ（重量）／約200×122×44ｍｍ（299g）
箱サイズ／約125×47×205ｍｍ・箱込重量／約345g・梱包入数／36
JANコード／4954267140114（日本製） A5判

●押し蓋でしっかりと押さえる。
海苔を半分に切り、敷いておく。

日本製

日本製

4

22129-07〔98A00〕
（0668017）
￥1,500（税込￥1,650）
本体・底板・押し蓋：18-8ステンレススチール

（V-700SU）ステンレス 押し寿司型

製品サイズ（重量）／本体：約133×133×52ｍｍ（63g）
底板：約125×125×0.6ｍｍ（55g）
押し蓋：約124×124×17ｍｍ（63g）
箱サイズ／約136×53×136ｍｍ・箱込重量／約215g・梱包入数／40
JANコード／4934481120147（日本製） 豆判No.4

KITCHEN WARE（電子レンジ対応容器）

130

1937年フランスで創刊され、現在35ヵ国、
18の言語で読まれている女性誌
「マリ・クレール」をコンセプトにしたブランドです。パリ発のデザインを広くお届けします。
品質表示

本体：耐熱ポリプロピレン
フタ：EVA樹脂

製品サイズ（重量・容量）

● 正角130㎖：約68×68×46mm
（約25g・130㎖） ● 長角290㎖：約138×70×46mm
（約48g・290㎖）
● 正角610㎖：約139×139×46mm
（約81g・610㎖）

日本製

22130-01〔00T02〕
（0002650）
￥1,000（税込￥1,100）

（MC-670）
「マリ・クレール」”フレンチライラック”
シール容器4PCセット・A

本体・蓋：耐熱ポリプロピレン

（MC-672）
「マリ・クレール」”フレンチライラック”
シール容器5PCセット

正角130㎖：2、長角290㎖・正角610㎖：各1

箱サイズ／約140×210×50mm・箱込重量／約220g・梱包入数／48
JANコード／4975192081655（日本製） B5判

日本製

22130-03〔00T02〕
（0002652）
￥1,500（税込￥1,650）

（MC-671）
「マリ・クレール」”フレンチライラック”
シール容器4PCセット・B

正角130㎖・長角290㎖：各2

品質表示

日本製

22130-02〔00T02〕
（0002651）
￥1,200（税込￥1,320）

正角130㎖・長角290㎖：各2、正角610㎖：1

箱サイズ／約140×280×50mm・箱込重量／約230g・梱包入数／36
JANコード／4975192081662（日本製） 半紙判

箱サイズ／約140×350×50mm・箱込重量／約290g・梱包入数／24
JANコード／4975192081679（日本製） 中杉判

製品サイズ（重量・容量）

● 小判型：約126×88×62mm
（64g・310㎖） ● 丸型：約φ94×106×61mm（55g・270㎖） ● 正角型：約109×94×61mm（66g・330㎖）
電子レンジ

日本製

22130-04〔00T02〕
（0002590）
￥1,000（税込￥1,100）

（MC-667）
「マリ・クレール」”ローズブルーミング”
電子レンジ容器3pcセット
小判型：1・丸型：2

箱サイズ／約175×190×65mm・箱込重量／約250g・梱包入数／36
JANコード／4975192077870
（日本製） A5判

日本製

22130-05〔00T02〕
（0002591）
￥1,500（税込￥1,650）

（MC-668）
「マリ・クレール」”ローズブルーミング”
電子レンジ容器4pcセット
正角型・丸型：各2

箱サイズ／約195×210×65mm・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4975192077887（日本製） B5判

豊富なサイズ揃いなので無駄なく保存容器としてご利用いただけます。
●毎日の食事にビタミンカラーをプラス！
●収納する際、入れ子になるので場所をとらず収納できます。

日本製

22130-06〔00T02〕
（0002592）
￥2,000（税込￥2,200）

（MC-669）
「マリ・クレール」”ローズブルーミング”
電子レンジ容器5pcセット
小判型・丸型：各2、正角型：1

箱サイズ／約200×300×67mm・箱込重量／約480g・梱包入数／20
JANコード／4975192077894（日本製） 半紙判

●いつもの食卓にビタミンカラーをプラス！
●重ねて収納できて、使わないときはコンパクトに！
内容物ごとに区別しやすい6 カラー。
●本体は電子レンジ対応で、おかずなどを温めて食べられます。
※レンジご利用の際は蓋を外してご使用ください。

フタを外して

フタを外して

電子レンジ

電子レンジ

22130-07〔00T00〕
（1001564）
￥1,000（税込￥1,100）
本体・フタ：ポリプロピレン（耐熱温度：120℃・耐冷温度：ー20℃）

（VP-101）
「ビタプラ」電子レンジ対応 保存容器5pcセット

※レンジご利用の際は LL・L・M・S・SS：各1
蓋を外してご使用く 製品サイズ（重量・容量）／LL：約φ185×87ｍｍ（約147g・1,700㎖）
L：約φ165×76ｍｍ（約100g・1,250㎖）
ださい。
M：約φ145×67ｍｍ（約69g・800㎖）

S：約φ125×56ｍｍ（約54g・500㎖）
SS：約φ105×42ｍｍ（約38g・300㎖）
箱サイズ／約188×190×93ｍｍ・箱込重量／約530g・梱包入数／24
JANコード／4975192082102（中国製） A5判

22130-08〔00T00〕
（1001795）
￥1,000（税込￥1,100）
本体・フタ：ポリプロピレン（耐熱温度：120℃・耐冷温度：ー20℃）

（VP-102）
「ビタプラ」電子レンジ対応 保存容器6pcセット
大・中・小：各2

製品サイズ（重量・容量）／大：約133×98×67ｍｍ（約50g・550㎖）
中：約85×85×60ｍｍ（約30g・240㎖）
小：約70×70×44ｍｍ（約20g・120㎖）
箱サイズ／約140×110×140ｍｍ・箱込重量／約275g・梱包入数／48
JANコード／4975192085769（中国製） 豆判No.6
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KITCHEN WARE（電子レンジ対応容器）
冷蔵庫内でも収納時でも、きれいに重なるので場所をとらずにスッキリ！
容器の中身が見えるので、とっても便利です。蓋をしたまま電子レンジにかけられます。
品質表示

本体・蓋：耐熱ポリプロピレン樹脂
耐熱温度140℃

製品サイズ（重量・容量）

● 小判型310㎖：約126×88×61mm
（64g・310㎖） ● 正角型330㎖：約109×94×61mm（66g・330㎖）

● 丸型270㎖：約φ94×106×61mm
（55g・270㎖） ● 長角型460㎖：約133×105×61mm（85g・460㎖）

電子レンジ

● 長角型500㎖：約150×107×61mm
（95g・500㎖）● 長角型740㎖：約187×113×61mm（127g・740㎖）

■電子レンジでご使用になる時は
図のようにツマミをスライドさ
せて蒸気穴を開けてご使用くだ
さい。
■日付数字が付いているので、お
●環境ホルモン成分を含んでおり
料理を保存するとき、
ダイヤル
ません。
を調理日に合わせておくと便利
●抗菌剤入（無機系）
です。

22131-01〔95A97〕
（0102154）
￥1,500（税込￥1,650）

※電子レンジ容器は密閉容器ではありません。汁物を入れ、
傾けるとこぼれる場合があります。

（FL-202）
「パーソンズフローラル」電子レンジ容器 3pcs
小判型310㎖・正角型330㎖・丸型270㎖：各1

箱サイズ／約295×118×64mm・箱込重量／約321g・梱包入数／48
JANコード／4976391004117（日本製） 半紙判

冷蔵庫内でも収納時でも、場所をとらずにスッキリ！
容器の中が見えるので、とっても便利です。

22131-02〔95A97〕
（0102155）
￥2,000（税込￥2,200）

（FL-203）
「パーソンズフローラル」電子レンジ容器 4pcs
小判型310㎖・長角型460㎖・丸型270㎖・正角型330㎖：各1

箱サイズ／約240×200×64mm・箱込重量／約432g・梱包入数／36
JANコード／4976391004124（日本製） B5判

22131-03〔95A97〕
（0102156）
￥2,500（税込￥2,750）

（FL-204）
「パーソンズフローラル」電子レンジ容器 5pcs

小判型310㎖・長角型460㎖・丸型270㎖・正角型330㎖・正角型500㎖：各1
箱サイズ／約298×217×64mm・箱込重量／約556g・梱包入数／24
JANコード／4976391004131（日本製） 半紙判

冷蔵庫内でも収納時でも、きれいに重なるので場所をとらずにスッキリ！
容器の中身が見えるので、とっても便利です。
蓋を外して電子レンジにかけられます。

（FL-221）
「パーソンズフローラル」シールウェア 2pcs
正角型130㎖・長角型290㎖：各1

箱サイズ／約207×71×49mm・箱込重量／約97g・梱包入数／160
JANコード／4976391004155（日本製） A5判

（FL-205）
「パーソンズフローラル」電子レンジ容器 6pcs
小判型310㎖・長角型740㎖：各2、長角型460㎖・長角型500㎖：各1
箱サイズ／約292×340×64mm・箱込重量／約816g・梱包入数／20
JANコード／4976391004148（日本製） B4判

製品サイズ（重量・容量）

● 正角型130㎖：約68×68×46mm
（25g・130㎖）

● 長角型290㎖：約136×70×46mm
（47g・290㎖）

日本製

22131-05〔95A97〕
（0102149）
￥500（税込￥550）

22131-04〔95A97〕
（0102157）
￥3,000（税込￥3,300）

品質表示

本体：耐熱ポリプロピレン樹脂
耐熱温度140℃
蓋：EVA樹脂・耐熱温度70℃

22131-06〔95A97〕
（0102150）
￥700（税込￥770）

日本製

22131-07〔95A97〕
（0102151）
￥1,000（税込￥1,100）

（FL-222）
「パーソンズフローラル」シールウェア 3pcs

（FL-223）
「パーソンズフローラル」シールウェア 4pcs

箱サイズ／約141×141×49mm・箱込重量／約128g・梱包入数／120
JANコード／4976391004162（日本製） 豆判No.8判

箱サイズ／約217×145×50mm・箱込重量／約245g・梱包入数／60
JANコード／4976391004179（日本製） B5判

正角型130㎖：2、長角型290㎖：1

正角型130㎖・長角型290㎖：各2

品質表示

蓋：PP
本体・ザル：TPX樹脂

食器洗浄器 電子レンジ
対応

日本製

蓋：PP、本体・ザル：TPX樹脂

（HRB-17）
ヘルシーレンジボウル17cm

製品サイズ（重量・容量）／約170×170×84ｍｍ（155g・900㎖）
箱サイズ／約172×172×87ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／24
JANコード／4981667000892（日本製） B6判

電子レンジ

日本製

●高耐熱素材TPXを使用している
ので油の多い食品でも電子レン
ジでのあたためや、調理加熱が
可能！

22131-08〔00A02〕
（0617023）
￥1,200（税込￥1,320）

フタを外して

日本製

22131-09〔00A02〕
（0617024）
￥1,300（税込￥1,430）
蓋：PP、本体・ザル：TPX樹脂

（HRP-15）ヘルシーレンジパック15cm

製品サイズ（重量・容量）／約153×153×91ｍｍ（175g・1,000㎖）
箱サイズ／約157×157×93ｍｍ・箱込重量／約235g・梱包入数／24
JANコード／4981667000885（日本製） A5判

KITCHEN WARE（電子レンジ対応容器）
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●レンジでチン！っと簡単に茹でものや蒸し物が行えます。ノ
ンオイル調理もできるためヘルシー調理の強い味方。下ごし
らえにも役立ちます。

電子レンジ

電子レンジ

マロンのオリジナル
キッチングッズ。
便利な機能と
かわいいカラーで
あなたのキッチンの
アクセントにぴったりです。
マロン（フードスタイリスト）
略歴 大阪あべの辻調理師専門学校を首席で卒業し、料理研究家、インテリアスタイリ
ストのアシスタントを経験後、1983 年に日本でのフードスタイリスト第1 号として独立。
雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、新聞、広告、イベント、講習会等、あらゆるメディアを通して
美味しい料理、料理の楽しさを提案し、第一線で活躍し続けている。
2004 年からは、調理器具の商品開発も始める。2005 年夏には『板井典夫という生き
方』
（さらだたまご著・宙〈おおぞら〉出版）が出版され、フードスタイリスト第一人者とな
るまでの歩み、独自のこだわり、美意識を存分に語り、その存在を大きくアピール。2005
年の年末にはNHK「きょうの料理」料理大賞の審判員を務めた。
現在はレストランのシェフでも、
レシピを提供する料理研究家でもない、
食のエンター
ティナ−を目指してダイナミックに躍進中。

※蒸気穴付。

22132-01〔08T08〕
（1003332）
￥1,000（税込￥1,100）

22132-02〔08T08〕
（1001855）
￥1,000（税込￥1,100）

ポリプロピレン（耐熱温度−20℃〜120℃）

（MR-142）電子レンジ容器セット4pc
レンジ容器大・小：各2

製品サイズ（重量・容量）／大：約190×95×50mm（87g・630㎖）
小：約90×90×50mm
（42g・270㎖）
箱サイズ／約275×190×53mm・箱込重量／約350g・梱包入数／32
JANコード／4975192074497（中国製） A4判

シリコーンゴム
（耐熱温度220℃）

（MR-141）
「マロン」シリコンクッカー

製品サイズ（重量・容量）／約195×115×68mm（約125g・600㎖）
深さ：50mm
箱サイズ／約200×120×60mm・箱込重量／約190g・梱包入数／48
JANコード／4975192086865（中国製） A5判

●電子レンジ・オーブン専用（220℃以下）
収納時に折りたたむことができます。

●余分な油をスッキリ落とせる
底面波型突起形状！

食器洗浄器 電子レンジ
対応

22132-03（PC-SS05・レッド）
（1001903）
22132-04（PC-SS06・グリーン）
（1001904）
￥2,000（税込￥2,200）
〔00T00〕

JANコード／4970368424397
JANコード／4970368424403

シリコーンゴム
（耐熱温度−40℃〜220℃）

シリコンスチーマー角型

製品サイズ（重量・容量）／約255×145×85ｍｍ（約270g・1,200㎖）深さ：61mm
箱サイズ／約315×225×40ｍｍ・箱込重量／約350g・梱包入数／30
（中国製） B4判

●鰹節、昆布、煮干し…美味しい料理の味
の要、うま味の豊かな「だし」を電子レ
ンジで簡単に。高密度メッシュなので、
澄んだ出汁がひけます。

●電子レンジ・オーブン・冷蔵・冷凍・食器洗い機で使用可能。
蓋を4面ロックできるので密閉力がアップしております。

① 4cmに切った昆布を ②その上に、鰹節を入 ③水を入れた容器に
こし網に入れます。
れます。
こし網をセットします。
食器洗浄器
対応

電子レンジ

④電子レンジで加熱し ⑤ 加 熱 後 、
電 子 レ ン ジ ⑥こし網を引き上げ、
ます。
から取り出します。
45度回転させて
セットし、
雫を落と
して、
できあがり。

食器洗浄器 電子レンジ
対応

22132-05〔00A02〕
（0557129）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：耐熱ガラス、フタ：ポリプロピレン（耐熱温度100℃）
パッキン：シリコンゴム（耐熱温度160℃）

（CTH-003）
「クラルテ」耐熱ガラス製 保存容器3点セット
角L：1、角S：2

製品サイズ（重量・容量）／角S：約121×121×58ｍｍ（304g・310㎖）
角L：約176×１32×64ｍｍ（470g・630㎖）
箱サイズ／約265×250×70ｍｍ・箱込重量／約1,340g・梱包入数／12
JANコード／4900634002981（中国製） A4判

22132-06〔98A00〕
（0014310）
￥1,800（税込￥1,980）

日本製

フタ・こし網枠・容器：ポリプロピレン、メッシュ：ポリエステル（60メッシュ）

（RE-1510）レンジで美味しいおだし

製品サイズ（重量・容量）／約120×158×150ｍｍ（140g・1,000㎖）
箱サイズ／約122×122×155ｍｍ・箱込重量／約195g・梱包入数／24
JANコード／4954267135103（日本製） B6判

133 KITCHEN WARE（保存容器）
●高耐熱素材を使用しているので油の多い食品でも、電子レンジでのあたためや、調理加熱が可能！

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

電子レンジ

電子レンジ

電子レンジ

日本製

22133-01〔00A02〕
（0617017）
￥1,200（税込￥1,320）

日本製

22133-02〔00A02〕
（0617014）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：TPX樹脂、フタ：PP、ざる：18-8ステンレス

ボウル：TPX樹脂、ふた：PP

（SOP-18）
「スマイル・オン」保存容器18cm

製品サイズ（重量・容量）／約153×153×91ｍｍ（175g・1,000㎖）
箱サイズ／約157×157×93mm・箱込重量／約238g・梱包入数／48
JANコード／4981667000533（日本製） 豆判No.6

製品サイズ（重量・容量）／約218×210×105ｍｍ（217g・1,900㎖）
箱サイズ／約212×212×107ｍｍ・箱込重量／約287g・梱包入数／42
JANコード／4981667000519（日本製） A5判

●蓋をしたままレンジに使用
出来ます。特許申請中。

製品サイズ（重量・容量）／約180×180×102ｍｍ（252g・1,600㎖）
箱サイズ／約183×183×104mm・箱込重量／約317g・梱包入数／36
JANコード／4981667000526（日本製） B6判

●蓋をしたままレンジに使用
出来ます。特許申請中。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

電子レンジ

電子レンジ

電子レンジ

日本製

22133-04〔00A02〕
（0617027）
￥1,000（税込￥1,100）
本体：TPX樹脂、
フタ：ポリプロピレン

日本製

22133-05〔00A02〕
（0617028）
￥1,400（税込￥1,540）
本体：TPX樹脂、フタ：ポリプロピレン

（RC-83）
レンジコンテナ 小

製品サイズ（重量・容量）／容器本体：約115×165×61ｍｍ（75g・830㎖）
フタ：約115×165×5ｍｍ（36g）
袋入
・袋込重量／約115g・梱包入数／24
JANコード／4981667001011
（日本製） 対応不可

日本製

本体：TPX樹脂、フタ：PP、ざる：18-8ステンレス

（SOP-15）
「スマイル・オン」保存容器15cm

（SOB-21）
「スマイル・オン」ボウル21cm

22133-03〔00A02〕
（0617015）
￥2,000（税込￥2,200）

●蓋をしたままレンジに
使用出来ます。
特許申請中。

22133-06〔03A05〕
（0617030）
￥2,800（税込￥3,080）

日本製

本体：TPX樹脂、フタ：ポリプロピレン、ザル：18-8ステンレス

（RC-210）レンジコンテナ 大

製品サイズ（重量・容量）／容器本体：約170×224×70ｍｍ（142g・2,100㎖）
フタ：約170×224×5ｍｍ（79g）
袋入
・袋込重量／約210g・梱包入数／12
JANコード／4981667001028（日本製） 対応不可

（RCZ-210）レンジコンテナ ザル付 大

製品サイズ（重量・容量）／容器本体：約170×224×70ｍｍ（142g・2,100㎖）
フタ：約170×224×5ｍｍ（79g）
ザル：約149×205×55ｍｍ（113g）
袋入
・袋込重量／約322g・梱包入数／12
JANコード／4981667001042（日本製） 対応不可

●ギュッと一押しで、市販のバターを約5gの薄切りにカットできる。 ●バターに触れずにカットしてそのままストック。ワイヤープ
レート2枚を使い分け450gのバターを約10gのブロックに
カットできますのでお菓子作りに大活躍！また通常の200g
のバターも約5gにカットできます。

フタ

450g 用
ワイヤー
プレート

フタ

200g 用
ワイヤー
プレート

ワイヤー
プレート

ケース

ケース
日本製

冷蔵庫にそのままストック。

日本製

22133-07〔98A00〕
（0014197）
￥1,500（税込￥1,650）

22133-08〔98A00〕
（0014236）
￥2,000（税込￥2,200）

フタ：ポリエチレン（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
ワイヤープレート枠：ABS樹脂（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
ケース：AS樹脂（耐熱温度70℃・耐冷温度−30℃）、ワイヤー：18-8ステンレススチール

フタ：ポリエチレン（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
ワイヤープレート枠：ABS樹脂（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
ケース：AS樹脂（耐熱温度70℃・耐冷温度−30℃）、ワイヤー：18-8ステンレススチール

（ST-3005）カットできちゃうバターケース

製品サイズ（重量）／約165×95×68ｍｍ（152g）
箱サイズ／約100×73×195mm・箱込重量／約189g・梱包入数／40
JANコード／4954267150052（日本製） A5判

（ST-3006）バターカッティングケース

製品サイズ（重量）／約167×95×102ｍｍ（218g）
箱サイズ／約100×105×200mm・箱込重量／約260g・梱包入数／30
JANコード／4954267150069（日本製） A5判

●ご家庭で手軽にぬか漬けが作れるホーロー製の容器です。
冷蔵庫内にすっぽり入る角型タイプ。

1.バターを置く。

2.フタでギュッと押す。3.うす切りにできます。4.そのまま冷蔵庫へ。

●お米の保存にも便利です。お米は約7kg 入ります。シール蓋付きなので密閉性も高く幅広い使用
用途が広がるホーロー製の保存容器です。

ガス火専用

●野菜から出る余分な水分を取
る水取器付です。
22133-09〔03A05〕
（0773031）
●表面はガラス質で、食材の味
を変えにくく、匂いも移りにく
￥2,800（税込￥3,080）
く、お手入れ簡単です。
本体：ほうろう用鋼板、蓋：ポリエチレン樹脂、水取器：陶器
（YH-805）
冷蔵庫用ホーローぬか漬け容器
（水取器付）
WT ●無駄なスペースをとらない角
製品サイズ（重量・容量）／本体：約190×245×105ｍｍ（780g・3,200㎖）
型で、冷蔵庫での保存に適し
水取器：約55×55×65ｍｍ（95g）
た程よい高さで、保存容器とし
箱サイズ／約195×250×115ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／16
てもご使用頂けます。
JANコード／4589700551181（中国製） A4判

22133-10〔05A07〕
（0773130）
￥6,000（税込￥6,600）
本体・蓋：ほうろう用鋼板、シール蓋：PE

（PU-212-WT）
「pure」ホーローラウンドストッカー・WT

製品サイズ（重量・容量）／約330×260×270ｍｍ（約2,100g・約9,000㎖）
箱サイズ／約265×265×250ｍｍ・箱込重量／約2,500g・梱包入数／4
JANコード／4589700553987（中国製） 本中判

●ホーロー製なので酸、塩分にも
強いのでぬか漬け（漬け物）や
梅干し作りにも最適です。

KITCHEN WARE（ホーロー容器）
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フタを外して フタを外して

OVEN
オーブン

品質表示

本体：ほうろう用鋼板、蓋：ポリプロピレン、蓋ふち：熱可塑性エラストマー

ガス火専用

アンナ・エミリアは、フィンランド生まれのイラストレーター。自然と共に暮らし、四季の花々や風景を描き、愛らしく深みのあるデザイン画を
ホーローウェアに彩りました。どこか懐かしさを感じる、北欧の心地よい風を感じて、豊かな時間をお過ごし下さい。

22134-01〔18A20〕
（0580223）
￥1,500（税込￥1,650）

22134-02〔18A20〕
（0580224）
￥1,700（税込￥1,870）

（AE-S）
「アンナ・エミリア」浅型角容器S

製品サイズ（重量・容量）／約145×95×50ｍｍ（190g・420㎖）深さ：50mm
箱サイズ／約155×100×55ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／36
JANコード／4977618104528（タイ製） 豆判No.8

インターネットでの販売禁止商品となります。

22134-04〔18A20〕
（0580226）
￥1,700（税込￥1,870）

22134-03〔18A20〕
（0580225）
￥2,100（税込￥2,310）

（AE-M）
「アンナ・エミリア」浅型角容器M

製品サイズ（重量・容量）／約145×95×75ｍｍ（250g・700㎖）深さ：75mm
箱サイズ／約155×100×85ｍｍ・箱込重量／約300g・梱包入数／36
JANコード／4977618104559（タイ製） 豆判No.8

インターネットでの販売禁止商品となります。

インターネットでの販売禁止商品となります。

（AE-DM）
「アンナ・エミリア」深型角容器M

製品サイズ（重量・容量）／約175×115×75ｍｍ（350g・1,120㎖）深さ：75mm
箱サイズ／約185×125×85ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／27
JANコード／4977618104566（タイ製） A5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

日本製

箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700553574（日本製） 豆判No.6

（LW-107）
「Lilly White」
ホーローキャスター “TEA”

箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700553581
（日本製） 豆判No.6

品質表示

本体：ホーロー用鋼板、蓋：ポリエチレン・熱可塑性エラストマー

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700553543（日本製） A5判

製品サイズ（重量・容量）／約200×160×80ｍｍ（480g・1,900㎖）深さ：80mm
箱サイズ／約210×165×90ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／16
JANコード／4977618104573（タイ製） B5判

インターネットでの販売禁止商品となります。

本体：ホーロー用鋼板、蓋：天然木

製品サイズ（重量）

● 約108×108×120ｍｍ
（約350g・750㎖）

日本製

22134-09〔05A07〕
（0773133）
￥2,500（税込￥2,750）

（LW-108）
「Lilly White」
ホーローキャスター “SUGAR”

22134-10〔05A07〕
（0773134）
￥2,500（税込￥2,750）

箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700553598（日本製） 豆判No.6

日本製

（LW-109）
「Lilly White」
ホーローキャスター “SALT”

箱サイズ／約115×115×135ｍｍ・箱込重量／約400g
梱包入数／24
JANコード／4589700553604（日本製） 豆判No.6

100・200V ガス火専用

製品サイズ（重量）

● 約178×140×118ｍｍ
（約460g・1,450㎖）

日本製

22134-11〔05A07〕
（0773135）
￥3,000（税込￥3,300）

（AE-DL）
「アンナ・エミリア」深型角容器L

品質表示

日本製

22134-08〔05A07〕
（0773132）
￥2,500（税込￥2,750）

●保存容器としてだけではなく保存料理もそのまま加熱して、そのまま食卓に！
清潔感あふれるホワイトホーロー。ホワイトにブラックのロゴでシンプルなデザ
インとホーローの美しい光沢でどんなキッチンにも馴染みます。

（LW-103）
「Lilly White」
ホーローマルチスクエアポット“FOODS”

インターネットでの販売禁止商品となります。

22134-06〔18A20〕
（0580228）
￥2,500（税込￥2,750）

●酸・アルカリに強く、においが移りにくいホーロー製のキャニスター。お塩や砂糖などの調味料入れ、コーヒーや紅茶入れ、
お菓子入れ、小物入れなど多彩に活躍します。清潔感あふれるホワイトホーローにブラックのロゴでシンプルなデザインと
ホーローの美しい光沢でどんなキッチンにも馴染みます。

（LW-106）
「Lilly White」
ホーローキャスター “COFFEE”

製品サイズ（重量・容量）／約200×160×60ｍｍ（410g・1,350㎖）深さ：60mm
箱サイズ／約210×165×65ｍｍ・箱込重量／約500g・梱包入数／24
JANコード／4977618104542（タイ製） B5判

22134-05〔18A20〕
（0580227）
￥2,000（税込￥2,200）

（AE-DS）
「アンナ・エミリア」深型角容器S

22134-07〔05A07〕
（0773131）
￥2,500（税込￥2,750）

（AE-L）
「アンナ・エミリア」浅型角容器L

製品サイズ（重量・容量）／約175×115×55ｍｍ（280g・740㎖）深さ：55mm
箱サイズ／約185×125×60ｍｍ・箱込重量／約350g・梱包入数／36
JANコード／4977618104535（タイ製） A5判

日本製

22134-12〔05A07〕
（0773136）
￥3,000（税込￥3,300）

（LW-104）
「Lilly White」
ホーローマルチスクエアポット“FLOUR”

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700553550（日本製） A5判

日本製

22134-13〔05A07〕
（0773137）
￥3,000（税込￥3,300）

（LW-105）
「Lilly White」
ホーローマルチスクエアポット“STOCK”

箱サイズ／約185×160×130ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／18
JANコード／4589700553567（日本製） A5判
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DAILY WARE（水廻り用品）
●スチールワイヤー製で軽く、扱い
やすい！風通しがよく、見た目が
シャープ。トレー式なのでたまっ
た水をまとめて捨てられます。

●野菜や食器の水切りに重宝するボックスタイプ。
洋食器や箸なども手軽に水切りできる小物ポケット付。
36.5 〜56cm までのシンク幅に対応。

22135-01〔98E00〕
（0101201）
￥2,800（税込￥3,080）

22135-02〔98T00〕
（1003620）
￥2,000（税込￥2,200）

本体：ステンレス鋼、フレーム：ABS樹脂、小物ポケット：ポリプロピレン

本体：スチール・クロムメッキ仕上げ、トレー・ポケット：ポリプロピレン

（DS-03）
「デイズ」シンクスライドBOX小物ポケット付

（DS-04B）
「デイズ」一段水切りバスケット（箱入り）

製品サイズ（重量）／本体：約390〜590×170×93ｍｍ（515g）
箱サイズ／約450×175×100ｍｍ・箱込重量／約680g・梱包入数／24
JANコード／4970368281037
（中国製） 大杉判

組立式

製品サイズ（重量）／約365×315×138ｍｍ（約750g）
箱サイズ／約370×325×148ｍｍ・箱込重量／約1,060g・梱包入数／10
JANコード／4975192080832（中国製） 中杉判

●二段式なので水切りスペースが
多くとれます。スライド式水切り
トレーで、たまった水をカンタン
除去。

22135-03〔98T00〕
（1001478）
￥3,500（税込￥3,850）

●水廻りをきれいに収納し、華の
ある生活を。本体ステンレス鋼
使用で衛生的・スライド式水切
りトレーで溜まった水を簡単除
去できます。

組立式

22135-04〔03E05〕
（0101074）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：スチール・クロムメッキ仕上げ、トレー・ポケット：ポリプロピレン

本体・トレー：ステンレス鋼、ポケット：ポリプロピレン

（DS-05）
「デイズ」二段水切りバスケット

（FU-02P）
「フルーラ」パイプ式ニ段水切りバスケット

製品サイズ（重量）／約260×410×355ｍｍ（約1,200g）
箱サイズ／約365×265×130ｍｍ・箱込重量／約1,430g・梱包入数／10
JANコード／4975192080788（中国製） 中杉判

製品サイズ（重量）／本体：約475×290×380ｍｍ（980g）
トレー：約330×266×12ｍｍ（285g）
×2枚
小物ポケット：約140×77ｍｍ
箱サイズ／約415×300×150ｍｍ・箱込重量／約2,030g・梱包入数／8
JANコード／4970368268021（中国製） 大杉判

●水回りをスッキリきれいに。収納時に場所を取らない折り
畳みタイプ！使わない時は幅を取らずにコンパクトに収納
できます。底足部には滑り止め付で安定感があります。
●深さがあり、皿やコップ浸け置きができます。

●水回りをスッキリきれいに収納。収納時に場所を取らない折
り畳みタイプ。深さがあり、皿やコップの転倒の心配が軽減。
●溝に立てかけて水切りができます。
●箸やカトラリーを立てておけるスタンドフレーム付。

●本体底部は平らなのでカッティ
ングボード代わりにもなります。
●使わない時は幅を取らずにコン
パクトに収納できます。

●排水弁を押して水をラクに流
せます。

22135-05〔95T95〕
（1001711）
￥1,800（税込￥1,980）
本体：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度－20℃）
・熱可塑性エラストマー（耐
熱温度80℃・耐冷温度－20℃）

（DS-08）
「デイズ」折り畳み水切りバスケット
（コンパクトタイプ）

●排水ノズルでラクラク自動排
水できます。
※排水ノズルは取り外し可能。
シンクに自動に流さない
場合は排水弁で流れません。

22135-06〔95T95〕
（1001712）
￥1,800（税込￥1,980）
本体：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度－20℃）
・熱可塑性エラストマー（耐
熱温度80℃・耐冷温度－20℃）

（DS-09）
「デイズ」折り畳み式洗い桶

製品サイズ（重量・容量）
／約400×317×152ｍｍ
（約525g・満水容量8,000㎖）
折り畳み時高さ：35mm
箱サイズ／約320×40×435ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／24
JANコード／4970368281099
（中国製） 中杉判

製品サイズ（重量）／約372×275×123ｍｍ（555g）折り畳み時高さ：55mm
箱サイズ／約280×60×410ｍｍ・箱込重量／約740g・梱包入数／20
JANコード／4970368281082
（中国製） 中杉判

22135-07〔98T00〕
（1001580）
￥2,000（税込￥2,200）
本体・トレー：ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー

（DS-07）
「デイズ」
折畳み水切りバスケット
（スタンドフレーム付き）
●トレーは、
お盆としても使用可能！
（すべり止め付き）

●使わない時は、折り畳んでコンパクトに
収納！

製品サイズ（重量）／展開時：約406×310×128ｍｍ（900g）
折畳み時：約406×310×60ｍｍ
箱なし（ラベル付）
・梱包入数／12
JANコード／4970368281075
（中国製） 対応不可

DAILY WARE（水廻り用品）
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支柱を立ててフレキシブルにコップやボトル、フライパンも水切り。
●支柱の位置を自由に変える事が出来る為フライパン・鍋などの大きい
物も水切りできる。
●支柱により、コップやボトルなどが安定して立てられ、きれいな水切り
ができる。
●支柱を外して洗浄出来る為清潔に使用できる。
●排水口の向きは自由に変えられる。

日本製

22136-01〔03A05〕
（0302037）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

22136-02〔03A05〕
（0302038）
￥1,000（税込￥1,100）

本体・支柱・受け皿：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度－20℃）

本体・支柱・受け皿：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度－20℃）

（CH-12W）水切りラック チェス12 ホワイト

（CH-12Bk）水切りラック チェス12 ブラック

製品サイズ（重量）／約190×390×180ｍｍ（440g）
袋サイズ／約240×400×70ｍｍ・袋込重量／約445g・梱包入数／20
JANコード／4562323793206（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約190×390×180ｍｍ（440g）
袋サイズ／約240×400×70ｍｍ・袋込重量／約445g・梱包入数／20
JANコード／4562323793213
（日本製） 対応不可

●立てたり掛けたりででき位置替えは簡単。
●まな板等を浮かすことができます。
●皿の横ズレ及び回転を防止します。

日本製

22136-03〔03A05〕
（0302039）
￥1,600（税込￥1,760）
本体・支柱・受け皿：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度－20℃）

本体・支柱・受け皿：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度－20℃）

（CH-18W）水切りラック チェス18 ホワイト

製品サイズ（重量）／約280×445×180ｍｍ（690g）
袋サイズ／約300×460×70ｍｍ・袋込重量／約700g・梱包入数／12
JANコード／4562323793305（日本製） 対応不可

●メイドインツバメ認定品。コップなどの収納に便利なちょう
どいい小振りなサイズ！サビにくいステンレストレー使用。

（CH-18Bk）水切りラック チェス18 ブラック
●受け皿のみでも使用できます。

水切りラック：鉄・樹脂コーティング、トレー：ステンレス鋼

（MZ-3）水切りラック小

製品サイズ（重量）／水切りラック：約240×180×130ｍｍ（420g）
トレー：約185×255×10ｍｍ（100g）
箱サイズ／約195×265×150ｍｍ・箱込重量／約710g・梱包入数／18
JANコード／4994241301599（日本製） A4判

製品サイズ（重量）／約280×445×180ｍｍ（690g）
袋サイズ／約300×460×70ｍｍ・袋込重量／約700g・梱包入数／12
JANコード／4562323793312
（日本製） 対応不可

●自動排水で水切りラクラク！

●メイドインツバメ認定品。斜めのプレート採用でトレーに水がたまらずに流れます。水を捨てる手間が減り大変便利です。
かごの目が細かいのでお皿を立てかける事も可能です。
（お皿の形状で立てられない物もございます）

日本製

22136-05〔98A00〕
（0411049）
￥2,500（税込￥2,750）

日本製

日本製

22136-06〔98A00〕
（0411050）
￥4,000（税込￥4,400）
水切りラック：鉄・樹脂コーティング、トレー：ステンレス鋼

（MZ-2）水切りラック中

製品サイズ（重量）／水切りラック：約190×350×150ｍｍ（620g）
トレー：約215×325×20ｍｍ（320g）
箱サイズ／約230×370×175ｍｍ・箱込重量／約1,240g・梱包入数／9
JANコード／4994241301582（日本製） 中杉判

22136-07〔98A00〕
（0411051）
￥5,000（税込￥5,500）
水切りラック：鉄・樹脂コーティング、トレー：ステンレス鋼

（MZ-1）水切りラック大

製品サイズ（重量）／水切りラック：約270×350×150ｍｍ（780g）
トレー：約290×325×20ｍｍ（410g）
箱サイズ／約315×370×175ｍｍ・箱込重量／約1,600g・梱包入数／6
JANコード／4994241301568（日本製） 中杉判

●贅沢な水切りバスケット！フ
ラットバーとワイヤーの組み
合わせたシンプルなデザイン。
水が流れるトレー、グラスやま
な板の水を切るホルダー、底
がはずせるカトラリーラックと
全てにおいてハイクラスの一
品です。

●コンパクトサイズと伸縮機能を
揃えていますので場所を選び
ません。食器から直接シンクへ
排水する衛生的且つ、利便性
と18-8ステンレスの耐久性を
持つ製品です。プラスチック製
の箸立て付。

日本製
組立式

22136-08〔00A02〕
（0207025）
￥12,000（税込￥13,200）
本体・グラスホルダー・カトラリーラック：18-8ステンレス鋼
斜めトレー：18-0ステンレス鋼、脚ゴム：シリコーンゴム

（UC-115）ラグジュアリーデッシュラック

日本製

22136-04〔03A05〕
（0302040）
￥1,600（税込￥1,760）

製品サイズ（重量）／本体：約420×300×155ｍｍ（約900g）
斜めトレー：約410×310×40ｍｍ（約580g）
箱サイズ／約328×433×178ｍｍ・箱込重量／約2,200g・梱包入数／4
JANコード／4514019031284（日本製） 大杉判

日本製

22136-09〔03A05〕
（0336030）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：18-8ステンレス、箸立て：ポリプロピレン

（SK-111）シンクに渡せる伸縮式水切りラック

製品サイズ（重量）／本体：約420～620×240×130ｍｍ（900g）
箸立て：約150×70×95ｍｍ（80g）
箱サイズ／約430×250×150ｍｍ・箱込重量／約1,500g・梱包入数／1
JANコード／4950010001671
（日本製） 中杉判
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DAILY WARE（キッチン収納）

●タテでもヨコでも使う場所に合わせて使用できて便利！

組立式

●5段ラックになっていて収納力バツグン！

●かさばる調味料や小物
などを用途に合わせて
収納できます。
2段式なのでスペースを
有効活用でき、流し台の
上など幅の狭い場所で
もOK!
またティッシュボックス
も 入 り ま す。
（一部の
ティッシュボックスを除
く）ので、用途はキッチン
だけにとどまりません。

組立式

日本製

日本製

日本製

22137-01〔00A02〕
（0247001）
￥2,000（税込￥2,200）

22137-02〔00A02〕
（0247002）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：鉄製（クロームメッキ仕上げ）

本体：鉄製
（クロームメッキ仕上げ）

製品サイズ（重量）／約150×275×315ｍｍ
（組立時）
（約770g）
箱サイズ／約320×155×155ｍｍ・箱込重量／約910g・梱包入数／20
JANコード／4941919380714（日本製） A3判

製品サイズ（重量）／約340×240×370ｍｍ（組立式・ハンガー含む）
（約920g）
箱サイズ／約370×275×45ｍｍ・箱込重量／約1,100g・梱包入数／20
JANコード／4941919360013（日本製） みの判

キッチンラック・タテヨコ「オケルーノ」

22137-03〔00A02〕
（0247011）
￥2,200（税込￥2,420）
本体：鉄製（クロームメッキ）

万能型キッチンラック5段

（160080）
「チャーム」調味料スタンド2段

製品サイズ（重量）／約265×133×278ｍｍ（約510g）
箱サイズ／約270×145×285ｍｍ・箱込重量／約700g・梱包入数／20
JANコード／4941919380912（日本製） B4判

●バスケットの仕切りは収納に
合わせて分別がしやすく便利。
上下ともバスケットがスライド
するので出窓・シンク下・洗面
台下でも便利に使えます。

組立式

●調 味 料をひとまとめにして、
キッチンもスッキリ整理整頓！

日本製

22137-04〔00A02〕
（0207032）
￥3,000（税込￥3,300）

日本製

22137-05〔03A05〕
（0207028）
￥15,000（税込￥16,500）

本体：スチール（クロームメッキ）、バスケット：ポリプロピレン、足ゴム：シリコーンゴム

（UC-117）コンパクトスライドラック2段仕切り付

製品サイズ（重量）／約142×310×343ｍｍ（700g）
箱サイズ／約150×320×305ｍｍ・箱込重量／約910g・梱包入数／12
JANコード／4514019031307
（日本製） その他

本体：18-0ステンレス鋼、ハンドル：18-8ステンレス鋼、調味料ケース本体：ポリスチレン
フタ・スプーン：ポリプロピレン

（UC-116）ステンレススパイスストッカー2段
調味料ケース付

製品サイズ（重量・容量）／本体：約450×120×357ｍｍ（2,800g）
調味料ケース（1個）
：約80×155×107ｍｍ（800㎖）
箱サイズ／約187×465×385mm・箱込重量／約3,600g・梱包入数／4
JANコード／4514019031291（日本製） 大杉判

●シンクの上に置くだけ！
使わないときは丸めて収
納。濡れても水滴はシン
クに流れて衛生的です。
ふきんやスポンジ、麺など
料理の水切りにもご使用
いただけます。

白

グリーン
日本製

22137-06（KS-2821・白）
（0331111）
22137-07（KS-2765・グリーン）
（0331112）
￥4,000（税込￥4,400）
〔05A07〕

JANコード／4900896128214
JANコード／4900896127651

本体：18-8ステンレス、樹脂：シリコンゴム

「スノコロロ」10本組
●スライド式でシンクにすっき
りフィット！便利にたたんで
コンパクトに収納！シンプル
デザインの水切りです。

製品サイズ（重量）／約57×16×10mm
（870g）
箱サイズ／約69×69×592ｍｍ・箱込重量／約560g・梱包入数／12
（日本製） 大杉判

収納時

白

グリーン

日本製

22137-08〔03A05〕
（0207026）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：18-8ステンレス、樹脂部：シリコーンゴム

（UC-94N）たためてしまえる伸縮水切りスリム
（ナチュラルホワイト）

製品サイズ（重量）／使用時：約370〜590×235×10mm（460g）
収納時：約370×75×30mm
箱サイズ／約90×377×42ｍｍ・箱込重量／約535g・梱包入数／20
JANコード／4514019031239（日本製） B5判

日本製

22137-09（KS-2822・白）
（0331113）
22137-10（KS-2764・グリーン）
（0331114）
￥6,000（税込￥6,600）
〔03A05〕

JANコード／4900896128221
JANコード／4900896127644

本体：18-8ステンレス、樹脂：シリコンゴム

「スノコロロ」20本組

製品サイズ（重量）／約57×33×10mm
（870g）
箱サイズ／約69×69×592ｍｍ・箱込重量／約950g・梱包入数／12
（日本製） 大杉判

DAILY WARE（収納用品）
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●カラーBOX 内に入るインナー引き出し収納。机の上での収納ケースでも使用。引き出しの中、天板にもA4 クリアファイルが置け便利です。

22138-01〔00A02〕
（0489134）
￥1,800（税込￥1,980）

日本製

22138-02〔00A02〕
（0489135）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

22138-03〔00A02〕
（0489136）
￥2,300（税込￥2,530）

日本製

本体：ポリプロピレン樹脂

本体：ポリプロピレン樹脂

本体：ポリプロピレン樹脂

製品サイズ（重量）／約380×260×265ｍｍ（約1,100g）
袋入サイズ／約380×260×265ｍｍ・袋込重量／約1,100g・梱包入数／6
JANコード／4976131812057（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約380×260×265ｍｍ（約1,300g）
袋入サイズ／約380×260×265ｍｍ・袋込重量／約1,300g・梱包入数／6
JANコード／4976131812064（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約380×260×265ｍｍ（約1,500g）
袋入サイズ／約380×260×265ｍｍ・袋込重量／約1,500g・梱包入数／6
JANコード／4976131812071（日本製） 対応不可

アレージ2段

アレージ3段

●リビング、キッチン、バス、
トイレ。あらゆるシーンに
マッチするサブデスク。

組立式

日本製

日本製

ポリプロピレン

「リセ」テーブルワゴン 3段ミニ ホワイト

製品サイズ（重量）／約400×250×625ｍｍ（1,560g）
製品内寸：約320×214×104ｍｍ
袋入サイズ／約250×400×185mm・袋込重量／約1,600g・梱包入数／6
JANコード／4528302263009（日本製） 対応不可

●プラスチック製ワゴン。最上段がフラット天板だから、ちょっ
とした物置にも最適。

日本製

22138-06〔95A00〕
（0328083）
￥3,500（税込￥3,850）
天板・本体・支柱・脚：ポリプロピレン、キャスター：ポリプロピレン（鉄心入）

「リセ」テーブルワゴン3段 ホワイト

製品サイズ（重量）／製品：約450×300×715ｍｍ（2,000g）
本体内寸：約389×259×103ｍｍ
袋入サイズ／約300×450×183mm・袋込重量／約2,000g・梱包入数／6
JANコード／4528302261982（日本製） 対応不可

●キャスター付きで動かしやすい。隙間収納キッチンワゴン。

組立式

日本製

●プラスチック製ワゴン。
3段のカゴでたっぷり収納。

組立式

22138-04〔95A00〕
（0328124）
￥3,000（税込￥3,300）

組立式

アレージ4段

22138-05〔95A00〕
（0328084）
￥4,000（税込￥4,400）
キャップ・本体・支柱・脚：ポリプロピレン、キャスター：ポリプロピレン（鉄心入）

「リセ」モバイルワゴン3段 ホワイト

製品サイズ（重量）／約450×300×735ｍｍ（2,200g）
本体内寸：約389×259×103ｍｍ
袋入サイズ／約300×450×210mm・袋込重量／約2,200g・梱包入数／6
JANコード／4528302261807（日本製） 対応不可

●リビング、キッチン、バス、トイレ。あらゆるシーンにマッチするサブデスク。

組立式

日本製

22138-07〔95A00〕
（0328089）
￥3,500（税込￥3,850）
ポリプロピレン

「リセ」テーブルワゴン 3段 ブラック

製品サイズ（重量）／製品：約450×300×715ｍｍ（2,000g）
本体内寸：約389×259×103ｍｍ
袋入サイズ／300×450×183mm・袋込重量／約2,000g・梱包入数／6
JANコード／4528302262026
（日本製） 対応不可

●キャスター付きで動かしやすい。隙間収納キッチンワゴン。

組立式

日本製

組立式

日本製

22138-08〔95A00〕
（0328123）
￥3,500（税込￥3,850）
ポリプロピレン

「リセ」テーブルワゴン 3段 ブルー

製品サイズ（重量）／製品：約450×300×715ｍｍ（2,000g）
本体内寸：約389×259×103ｍｍ
袋入サイズ／約300×450×185mm・袋込重量／約2,000g・梱包入数／6
JANコード／4528302261982（日本製） 対応不可

●キャスター付きで動かしやすい。隙間収納キッチンワゴン。

組立式

日本製

22138-09〔00A05〕
（0284103）
￥2,500（税込￥2,750）

22138-10〔02A05〕
（0284102）
￥2,500（税込￥2,750）

22138-11〔00A05〕
（0284104）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：ポリプロピレン
キャスター／本体：ポリプロピレン、本体軸：ポリプロピレン（鉄心入り）
車輪軸：ナイロン樹脂

本体：ポリプロピレン
キャスター／本体：ポリプロピレン、本体軸：ポリプロピレン（鉄心入り）
車輪軸：ナイロン樹脂

本体：ポリプロピレン
キャスター／本体：ポリプロピレン、本体軸：ポリプロピレン（鉄心入り）
車輪軸：ナイロン樹脂

（CG2-SS3WH）
「カーゴ2」
スーパースリムワゴン3段 ホワイト

製品サイズ（重量）／約165×480×770ｍｍ（1,000g）
袋入サイズ／約165×480×185mm・袋込重量／約1,020g・梱包入数／8
JANコード／4990127232162（日本製） 対応不可

（CG2-S3WH）
「カーゴ2」スリムワゴン 3段 ホワイト

製品サイズ（重量）／約215×480×770ｍｍ（1,150g）
袋入サイズ／約215×480×185mm・袋込重量／約1,170g・梱包入数／8
JANコード／4990127232216（日本製） 対応不可

（CG2-W3WH）
「カーゴ2」ワイドワゴン 3段 ホワイト

製品サイズ（重量）／約325×480×770ｍｍ（1,400g）
袋入サイズ／約325×480×185mm・袋込重量／約1,420g・梱包入数／6
JANコード／4990127232261（日本製） 対応不可

139 DAILY WARE（収納用品）
●飾り気のないシンプルな
デザインがどんな空間に
もマッチする収納ケース。

●飾り気のないシンプルな
デザインがどんな空間に
もマッチする収納ケース。

組立式

●キッチンの整理整頓に
キャスター付で移動も
スムーズ。

組立式

組立式

日本製

日本製

日本製

22139-01〔95A03〕
（0328005）
￥4,000（税込￥4,400）

22139-02〔95A03〕
（0328120）
￥4,000（税込￥4,400）

22139-03〔00A10〕
（0665027）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ポリプロピレン

ポリプロピレン

本体：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／製品：約340×420×680ｍｍ（2,600g）
製品内寸：約258×371×168ｍｍ
箱サイズ／約428×346×393mm・箱込重量／約3,400g・梱包入数／4
JANコード／4528302215107（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約340×420×680ｍｍ（2,600g）
製品内寸：約258×371×168ｍｍ
箱サイズ／約428×346×393mm・箱込重量／約3,400g・梱包入数／4
JANコード／4528302215268（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約290×365×630ｍｍ（2,480g）
箱サイズ／約375×575×310ｍｍ・箱込重量／約3,000g・梱包入数／1
JANコード／4513905011461（日本製） A3判 送料別途

エミングストッカー3段 ホワイト

エミングシーヴォ 3段 ホワイト

●飾り気のないシンプルなデザインが
どんな空間にも
マッチする
収納ケース。

●インテリアに溶け
込みやすいナチュ
ラルテイストの木
天チェスト。

組立式

組立式

日本製

22139-04〔00A12〕
（0328121）
￥8,000（税込￥8,800）

日本製

22139-05〔00A12〕
（0328122）
￥10,000（税込￥11,000）

ポリプロピレン

ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／製品：約545×405×845ｍｍ（7,090g）
製品内寸：約451×346×173ｍｍ
箱サイズ／約565×420×500mm・箱込重量／約8,000g・梱包入数／2
JANコード／4528302495080（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約690×420×675ｍｍ（6,600g）
製品内寸：約258×371×168ｍｍ
箱サイズ／約705×390×450mm・箱込重量／約7,500g・梱包入数／2
JANコード／4528302228145（日本製） 対応不可

ピット木製天板ワイドチェスト 4段 ホワイト

組立式

フリーストッカー3P

●「かんたんフックン」採用でつながるから使い方が広がります。豊富な連結バリエーショ
ンでクローゼットなどの整理にとっても便利です。別売のハンガー付タイプと本体を連
結させて使用できるので収納用途が増えます。

組立式

EWエミングストッカー 6引き出し スモークブラウン

●「かんたんフックン」採用でつながるから使い方が広がります。組立間違いがないのでラ
クラク組み立てられます。ハンガー部分は取り外し可能で左右どちらでもお使いいただけ
ます。引出し内に収納できない衣類はハンガー部分にかけて収納できるので便利です。

日本製

22139-06（WHブルー）
（0328059）
22139-07（WHピンク）
（0328060）
￥5,000（税込￥5,500）
〔98A08〕

JANコード／4528302481519
JANコード／4528302481502

天板・本体枠・支柱・引出し：ポリプロピレン、キャスター：ポリプロピレン（鉄心入）

23139-08（WHブルー）
（0328061）
23139-09（WHピンク）
（0328062）
￥8,000（税込￥8,800）
〔98A08〕

製品サイズ（重量）／本体：約350×420×883ｍｍ（3,400g）、引出し：約262×372×163ｍｍ
箱サイズ／約427×357×482ｍｍ・箱込重量／約4,000g・梱包入数／3
（日本製） 対応不可

カラーシーズユニット4段 ハンガー付

製品サイズ（重量）／本体：約835×420×912ｍｍ（4,400g）、引出し：約262×372×163ｍｍ
箱サイズ／約468×357×482ｍｍ・箱込重量／約6,000g・梱包入数／3
（日本製） 対応不可

●衣類から小物まで、多目的に収納できます。リビングやダイ
ニング、プライベートルームなど、使用場所を選びません。
組立式

日本製

JANコード／4528302482004

天板・本体枠・支柱・引出し：ポリプロピレン、キャスター：ポリプロピレン（鉄心入）、ハンガーパイプ：鉄
他パイプ：鉄（PPコート）、ハンガー部部品：ポリプロピレン

カラーシーズユニット4段

組立式

日本製

JANコード／4528302482011

組立式

●「かんたんフックン」採用でつながるから使い方が
広がります。ハンガー部分は取り外し可能で左右ど
ちらでもお使いいただけます。

日本製

日本製

22139-10（ブラウン）
（0489109） JANコード／4976131811210
22139-11（ホワイト）
（0489110） JANコード／4976131811203
￥4,000（税込￥4,400）
〔00A12〕

22139-12（ブラウン）
（0489111） JANコード／4976131811234
22139-13（ホワイト）
（0489112） JANコード／4976131811227
￥6,000（税込￥6,600）
〔00A12〕

22139-14〔98A08〕
（0328058）
￥10,000（税込￥11,000）

本体：ポリプロピレン樹脂、キャスター：ナイロン（鉄心入り）

本体：ポリプロピレン樹脂、キャスター：ナイロン（鉄心入り）

シーズユニット5段 ハンガー付WHクリア

リビング収納ボックス マイライフ3段

製品サイズ（重量）／約340×470×695ｍｍ（3,050g）
箱サイズ／約355×480×375ｍｍ・箱込重量／約3,050g・梱包入数／3
（日本製） 対応不可

リビング収納ボックス マイライフ5段

製品サイズ／約340×470×1,105ｍｍ
箱サイズ／約355×480×536ｍｍ・箱込重量／約4,870g・梱包入数／2
（日本製） 対応不可

天板・本体枠・支柱・引出し：ポリプロピレン、キャスター：ポリプロピレン（鉄芯入）
ハンガーパイプ：鉄、他パイプ：鉄（PPコート）、ハンガー部部品：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／本体：約835×420×1,112ｍｍ（5,100g）
引出し：約262×372×163ｍｍ
箱サイズ／約468×357×556ｍｍ・箱込重量／約7,000g・梱包入数／2
JANコード／4528302481007（日本製） 対応不可

DAILY WARE（収納用品）
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資料や小物の整理にピッタリなインテリアに溶け込むハイセンスラック。

日本製

日本製

日本製

日本製

22140-01〔98A03〕
（0328090）
￥2,500（税込￥2,750）

22140-02〔98A03〕
（0328091）
￥2,500（税込￥2,750）

22140-03〔98A03〕
（0328092）
￥3,000（税込￥3,300）

22140-04〔98A03〕
（0328093）
￥3,000（税込￥3,300）

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

製品サイズ（重量）／製品：約270×345×312ｍｍ（1,700g）
製品内寸：約223×316×78ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302143004（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約270×345×312ｍｍ（1,700g）
製品内寸：約223×316×78ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302143011（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約270×345×290ｍｍ（1,800g）
浅引き出し：約223×316×39ｍｍ
深引き出し：約223×316×78ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302140515（日本製） 対応不可

A4アプロス 深型3段 アイボリー

A4アプロス 深型3段 ダークブラウン

日本製

A4アプロス 浅型3段深型1段 アイボリー

日本製

A4アプロス 浅型3段深型1段
ダークブラウン

製品サイズ（重量）／製品：約270×345×290ｍｍ（1,800g）
浅引き出し：約223×316×39ｍｍ
深引き出し：約223×316×78ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302140522（日本製） 対応不可

日本製

日本製

22140-05〔00A05〕
（0328094）
￥3,000（税込￥3,300）

22140-06〔00A05〕
（0328095）
￥3,000（税込￥3,300）

22140-07〔00A05〕
（0328096）
￥4,000（税込￥4,400）

22140-08〔00A05〕
（0328097）
￥4,000（税込￥4,400）

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

製品サイズ（重量）／製品：約323×406×311ｍｍ（2,300g）
製品内寸：約268×379×78ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302155038（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約323×406×311ｍｍ（2,300g）
製品内寸：約268×379×78ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302155069（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約323×406×308ｍｍ（2,800g）
製品内寸：約268×379×39ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302140515（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約323×406×308ｍｍ（2,800g）
製品内寸：約268×379×39ｍｍ
箱なし・袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4528302140522（日本製） 対応不可

B4アプロス 深型3段 アイボリー

22140-09〔00A05〕
（0301052）
￥5,000（税込￥5,500）

日本製

B4アプロス 深型3段 ダークブラウン

22140-10〔00A05〕
（0328098）
￥5,000（税込￥5,500）

日本製

B4アプロス 浅型5段 アイボリー

22140-11〔00A05〕
（0328099）
￥6,500（税込￥7,150）

日本製

B4アプロス 浅型5段 ダークブラウン

22140-12〔00A05〕
（0328100）
￥6,500（税込￥7,150）

日本製

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

枠・天板：ポリプロピレン、引き出し：ポリエチレン

製品サイズ（重量）／製品：約270×345×648ｍｍ（3,100g）
製品内寸：約223×316×78ｍｍ
箱サイズ／約287×607×362ｍｍ・箱込重量／約3,800g
梱包入数／3
JANコード／4528302144001（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約270×345×648ｍｍ（3,100g）
製品内寸：約223×316×78ｍｍ
箱サイズ／約287×607×362ｍｍ・箱込重量／約3,800g
梱包入数／3
JANコード／4528302144018（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約323×406×647ｍｍ（4,500g）
製品内寸：約268×379×78ｍｍ
箱サイズ／約345×610×440ｍｍ・箱込重量／約5,200g
梱包入数／3
JANコード／4528302155335（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約323×406×647ｍｍ（4,500g）
製品内寸：約268×379×78ｍｍ
箱サイズ／約345×610×440ｍｍ・箱込重量／約5,200g
梱包入数／3
JANコード／4528302155373（日本製） 対応不可

A4アプロス 深型6段 アイボリー

A4アプロス 深型6段 ダークブラウン

●幅わずか12 センチのスリムラック。
ちょっとした隙間を有効活用。

B4アプロス 深型6段 アイボリー

●幅わずか12 センチのスリムラック。ちょっとした隙間
を有効活用。最下段は2 ℓペットボトルも収納可能。

組立式

組立式

日本製

22140-13〔98A03〕
（0328085）
￥3,000（税込￥3,300）
天板・棚板・支柱・ジョイント・コロ：ポリプロピレン

「リセ」スーパースリムラック4段 ホワイト

製品サイズ（重量）／製品：約120×400×850ｍｍ（1,400g）
棚板内寸：約350×100×220ｍｍ
袋入サイズ／約120×400×290mm・袋込重量／約1,400g・梱包入数／6
JANコード／4528302261692（日本製） 対応不可

B4アプロス 深型6段 ダークブラウン

●幅わずか12 センチのスリムラック。ちょっとした隙
間を有効活用。木天板でインテリアにも馴染む。
組立式

日本製

日本製

22140-14〔98A03〕
（0328086）
￥3,000（税込￥3,300）

22140-15〔98A03〕
（0328087）
￥4,000（税込￥4,400）

天板・棚板・支柱・ジョイント・コロ：ポリプロピレン

天板：木目調化粧繊維合板（パーティクルボード、メラミン、PVC）
棚板・支柱・ジョイント・コロ：ポリプロピレン

「リセ」スーパースリムラックマルチ4段 ホワイト

製品サイズ（重量）／製品：約120×400×850ｍｍ（1,450g）
棚板上段・中段内寸：約350×100×175ｍｍ
棚板下段内寸：約350×100×310ｍｍ
袋入サイズ／約120×400×290mm・袋込重量／約1,500g・梱包入数／6
JANコード／4528302259460（日本製） 対応不可

「リセ」スーパースリムラックウッド4段 ホワイト

製品サイズ（重量）／製品：約120×400×850ｍｍ（1,800g）
棚板内寸：約350×100×220ｍｍ
袋入サイズ／約120×400×290mm・袋込重量／約1,800g・梱包入数／6
JANコード／4528302259736（日本製） 対応不可
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DAILY WARE（ランドリー用品）
●幅18cm のわずかなスペース
で収納できます。

●生活空間のデットスペースを
有効活用できる隙間収納イ
ンテリア。

●生活空間のデットスペースを
有効活用できる隙間収納イ
ンテリア。

日本製

22141-01〔03A12〕
（0328102）
￥5,000（税込￥5,500）

日本製

ポリプロピレン

日本製

22141-02〔03A12〕
（0328103）
￥5,000（税込￥5,500）
ポリプロピレン

「リセ」スリムストッカー S6 ホワイト

本体・引出し：ポリプロピレン

「リセ」スリムストッカー S3M2 ホワイト

製品サイズ（重量）／製品：約180×400×850ｍｍ（3,800g）
製品内寸：約207×360×114ｍｍ
袋入・梱包入数／2
JANコード／4528302260008（日本製） 対応不可

「リセ」スリムストッカー S2M1L1段

製品サイズ（重量）／製品：約180×400×850ｍｍ（3,900g）
製品内寸（M引き出し）
：約126×360×182ｍｍ
製品内寸（ S 引き出し）
：約127×360×114ｍｍ
袋入・梱包入数／2
JANコード／4528302261005（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／本体：約180×400×850ｍｍ（3,900g）
引出内寸（ S）
：約127×360×114ｍｍ
引出内寸（M）
：約126×360×182ｍｍ
引出内寸（ L ）
：約124×358×320ｍｍ
袋入・梱包入数／2
JANコード／4528302261500（日本製） 対応不可

●目隠しと通気性を備えたドット
仕様とインテリアに溶け込むデザ
インのスタイリッシュバスケット。

●目隠しと通気性を備えたドット
仕様とインテリアに溶け込むデザ
インのスタイリッシュバスケット。

●狭い隙間を収納スペースとし
て有効活用できます。2 段に
積み重ねることができます。

22141-03〔00A12〕
（0328057）
￥6,000（税込￥6,600）

組立式

組立式

日本製

22141-05〔95A00〕
（0328104）
￥6,000（税込￥6,600）

22141-04〔05A12〕
（0284077）
￥7,000（税込￥7,700）
本体：ポリプロピレン、ロック部品・ゴム足・ガード：ポリプロピレン＋ポリエチレン
仕切りトレー：ポリプロピレン

（RB-0111WH）ストランティ ラックB WH

製品サイズ（重量）／約170×450×850ｍｍ（2,990g）
箱サイズ／約190×465×885mm・箱込重量／約3,500g・梱包入数／2
JANコード／4990127215370（日本製） 対応不可

日本製

本体：ポリプロピレン、支柱パイプ・キャスター芯：鉄

「レクエア」ランドリーバスケット ハンガー付き ホワイト
製品サイズ（重量）／製品：約596×350×1,360ｍｍ（2,300g）
上カゴ：約416×284×108ｍｍ
下カゴ：約348×248×365ｍｍ
箱サイズ／約440×355×490ｍｍ・箱込重量／約2,900g・梱包入数／4
JANコード／4528302640541（日本製） 対応不可

22141-06〔98A03〕
（0328105）
￥6,000（税込￥6,600）

日本製

本体：ポリプロピレン、支柱パイプ・キャスター：鉄

「レクエア」ランドリーバスケット ハンガー付き
ダークブラウン

製品サイズ（重量）／約596×350×1,360ｍｍ（2,300g）
上カゴ：約416×284×108ｍｍ
下カゴ：約348×248×365ｍｍ
箱サイズ／約440×355×490ｍｍ・箱込重量／約2,900g・梱包入数／4
JANコード／4528302640558（日本製） 対応不可

●目隠しと通気性を備えたドット仕様とインテリアに溶け込むデザインのスタイリッシュバスケット。

組立式

日本製

22141-07〔98A03〕
（0328106）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：ポリプロピレン、支柱パイプ・キャスター芯：鉄

「レクエア」ランドリーバスケット 2段
ホワイト

製品サイズ（重量）／製品：約450×350×785ｍｍ（2,000g）
上カゴ：約416×284×108ｍｍ
下カゴ：約348×248×365ｍｍ
箱サイズ／約425×340×465ｍｍ・箱込重量／約2,500g
梱包入数／4
JANコード／4528302641029（日本製） 対応不可

組立式

日本製

22141-08〔98A03〕
（0328107）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：ポリプロピレン、支柱パイプ・キャスター芯：鉄

「レクエア」ランドリーバスケット 2段
ダークブラウン

製品サイズ（重量）／製品：約450×350×785ｍｍ（2,000g）
上カゴ：約416×284×108ｍｍ
下カゴ：約348×248×365ｍｍ
箱サイズ／約425×340×465ｍｍ・箱込重量／約2,500g
梱包入数／4
JANコード／4528302641036（日本製） 対応不可

●多用途収納の
座れるバケツ。

組立式

日本製

本体：ポリプロピレン、支柱パイプ・キャスター芯：鉄

製品サイズ（重量）／製品：約450×350×1,090ｍｍ（2,500g）
上カゴ：約416×284×108ｍｍ
下カゴ：約348×248×365ｍｍ
箱サイズ／約425×340×480ｍｍ・箱込重量／約3,100g
梱包入数／4
JANコード／4528302641746（日本製） 対応不可

本体：ポリプロピレン、支柱パイプ・キャスター芯：鉄

「レクエア」ランドリーバスケット 3段
ダークブラウン

製品サイズ（重量）／製品：約450×350×1,090ｍｍ（2,500g）
上カゴ：約416×284×108ｍｍ
下カゴ：約348×248×365ｍｍ
箱サイズ／約425×340×480ｍｍ・箱込重量／約3,100g
梱包入数／4
JANコード／4528302641753（日本製） 対応不可

●多用途収納の
座れるバケツ。

組立式

日本製

日本製

22141-10〔95A00〕
（0328109）
￥5,000（税込￥5,500）

「レクエア」ランドリーバスケット 3段
ホワイト

●多用途収納の
座れるバケツ。

組立式

組立式

22141-09〔95A00〕
（0328108）
￥5,000（税込￥5,500）

組立式

日本製

日本製

22141-11〔98A03〕
（0328110）
￥1,500（税込￥1,650）

22141-12〔98A03〕
（0328111）
￥2,000（税込￥2,200）

22141-13〔98A03〕
（0328112）
￥2,500（税込￥2,750）

ポリプロピレン、耐荷重：150kg

ポリプロピレン、耐荷重：150kg

ポリプロピレン、耐荷重：150kg

製品サイズ（重量・容量）／製品本体：約280×275×270ｍｍ（800g・10,000㎖）
製品内寸：約200×200×235ｍｍ
箱ナシバラ・梱包入数／6
JANコード／4528302650021（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／製品本体：約310×305×303ｍｍ（990g・15,000㎖）
製品内寸：約230×230×267ｍｍ
箱ナシバラ・梱包入数／4
JANコード／4528302650052（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／製品本体：約340×335×333ｍｍ（1,200g・20,000㎖）
製品内寸：約260×260×297ｍｍ
箱ナシバラ・梱包入数／4
JANコード／4528302650083（日本製） 対応不可

座れるバケツ フェルマー 10ℓ ホワイト

座れるバケツ フェルマー 15ℓ ホワイト

座れるバケツ フェルマー 20ℓ ホワイト

DAILY WARE（ランドリー用品）
お部屋で干せる小さなスタンド
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●小物からロングな衣類もまとめて干せるゆとりの2 段式。●使用後はコンパクトに収納できます。

お部屋のスミで、
お風呂場で目立たぬように簡単物干し ！

組立式

組立式

●くるっと回して簡単収納。
●コンパクトにたため、収納にも場所をとりません。

●長めの衣類も
ゆとりで干せ
る2 段式。

最大荷重

7kg

22142-01〔00A02〕
（0571004）
￥2,200（税込￥2,420）

●少なめの洗濯物はトッ
プのハンガーだけ単体
で も 使 え ま す。ポ ー ル
や物干しロープに掛け
られるフック付。

●コンパクトにたため収納
にも場所をとりません。

22142-02〔00A02〕
（0571003）
￥2,500（税込￥2,750）

最大荷重

8kg

ハンガースタンドピンチ：ポリプロピレン、パイプ：PP樹脂被覆鋼管

ハンガー・ハンガーピンチ・スタンド本体：ポリプロピレン、パイプ：PP樹脂被覆鋼管

製品サイズ（重量）／使用時：約380×380×1,130mm（約950g）
ハンガースタンドピンチ：約380×380×650mm（約780g）
パイプφ16：約φ16×350mm（約70g）
パイプφ16：約φ16×500mm（約100g）
箱サイズ／約160×130×485ｍｍ・箱込重量／約1,050g・梱包入数／15
JANコード／4966901496457（日本製） 大杉判

製品サイズ（重量）／使用時：約810×810×1,575mm（約1,210g）
ハンガー：約810×810mm
（約360g）
ハンガーピンチ：約380×380mm
（約210g）
スタンド本体：約130×130×430mm
（約420g）高さ：約430mm
パイプφ19：約φ19×550mm（約120g）
パイプφ16：約φ16×500mm（約100g）
箱サイズ／約147×136×553ｍｍ・箱込重量／約1,400g・梱包入数／12
JANコード／4966901488889（日本製） 対応不可

2段式マスコット32

●タイルなどの壁面にも
ワンタッチで固定でき
ます。

2段式クリーンドライ

小物干しなど多用途にご使用できます。
●小物も干せる。すばやく乾く！！折りたたんでコンパクトに収納できます。

22142-03〔00A02〕
（0571008）
￥2,500（税込￥2,750）
ハンガークリップピンチ：ステンレス・ポリプロピレン、吸盤：熱可塑性エラストマー

「スリック」壁ピタミニ・カラー箱入

製品サイズ（重量）／ハンガークリップピンチ：約87×310×53mm（286g）
吸盤：約φ40mm
（4g）
箱サイズ／約88×322×54mm・箱込重量／約356g・梱包入数／20
JANコード／4966901825509（日本製） B4判

品質表示

本体：鉄（ポリエチレン被覆）、ピンチ：ポリプロピレン

22142-04〔00A07〕
（0571019）
￥3,000（税込￥3,300）

22142-05〔00A05〕
（0571020）
￥3,200（税込￥3,520）

製品サイズ（重量）／使用時：約420×275×465ｍｍ（耐荷重：5kg）
ピンチ：約85×250×35mm
（約97g）
収納時：約420×730×55ｍｍ（約1,390g）
箱サイズ／約734×463×55ｍｍ・箱込重量／約1,850g・梱包入数／6
JANコード／4966901531585（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／使用時：約420×275×465ｍｍ（耐荷重：5kg）
ピンチ：約85×250×35mm
（約97g）
収納時：約420×730×55ｍｍ（約1,420g）
箱サイズ／約734×463×55ｍｍ・箱込重量／約1,980g・梱包入数／6
JANコード／4966901531691（日本製） 対応不可

スタンド式タオルハンガー6連箱入ピンチ14個付

スタンド式タオルハンガー8連箱入ピンチ14個付

●サビに強いステンレス製。風が吹いても竿から外れにくい
フックストッパー付。向きが変えられ干しやすい360 度回転
式フック。

●サビに強いステンレス製。風が吹いても竿から外れにくい
フックストッパー付。向きが変えられ干しやすい360 度回転
式フック。折りたたんでの収納も可能。折りたたんでもピン
チとピンチが絡みにくい両吊り仕様。

●丈夫で錆びにくい清潔なステンレス製。フックストッパー付
で風が吹いても竿からはずれにくい。ワイヤー20 本付。

22142-06〔00A02〕
（0557135）
￥2,000（税込￥2,200）

22142-07〔00A02〕
（0557134）
￥4,000（税込￥4,400）

22142-08〔00A02〕
（0557142）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ステンレス鋼

（SHS-28）ステンレスピンチハンガー 角型 28ピンチ
製品サイズ（重量）／約410×300×295ｍｍ（510g）
シュリンクパックサイズ／約410×300×30ｍｍ
シュリンクパック込重量／約520g・梱包入数／20
JANコード／4900634100038
（中国製） 対応不可

本体：ステンレス鋼

（SHS-48F）折りたたみ ステンレスピンチハンガー
角型 48ピンチ

製品サイズ（重量）／約700×390×295ｍｍ（1,050g）
袋サイズ／約400×360×50ｍｍ・袋込重量／約1,070g・梱包入数／10
JANコード／4900634100045
（中国製） 対応不可

本体：ステンレス鋼

（SHP-20）ステンレス製 パラソルハンガー

製品サイズ（重量）／約810×810×390ｍｍ（750g）
箱サイズ／約100×100×525ｍｍ・箱込重量／約920g・梱包入数／12
JANコード／4900634100687（中国製） B4判

●使いやすい、折りたたみタイプ
のステンレス製室内干し。軽量
なので移動・収納がラク。物干
しバーは９本で収納力抜群。

●下カゴには取っ手付き。
キャスター付でラクラク移動。

組立式

日本製

22142-09〔00A13〕
（0284076）
￥3,500（税込￥3,850）
本体：ポリプロピレン、キャスター：ポリプロピレン・鉄・ナイロン

（2LB-COBR）2段ランドリーバスケット ココアブラウン
製品サイズ（重量）／約485×340×795ｍｍ（1,920g）
箱サイズ／約448×350×530ｍｍ・箱込重量／約2,920g・梱包入数／3
JANコード／4990127213680（日本製） 対応不可

22142-10〔03A10〕
（0336010）
￥12,000（税込￥13,200）
本体：18-8ステンレス

（SH-700）アコーディオン物干し

製品サイズ（重量）／約720×610×770ｍｍ（1,700g）
箱サイズ／約730×880×110ｍｍ・箱込重量／約2,300g・梱包入数／1
JANコード／4950010000544
（日本製） 対応不可 送料別途

143 DAILY WARE（サニタリー用品）
22143-01〔08A10〕
（0277044）
￥1,000（税込￥1,100）
18-8ステンレス

（201186）
「マトリス」ソープディッシュ

製品サイズ（重量）／約110×110×20ｍｍ（97g）
箱サイズ／約115×115×25ｍｍ・箱込重量／約122g
梱包入数／120
JANコード／4521540211863（中国製） 豆判No.4

22143-02〔08A10〕
（0277045）
￥1,000（税込￥1,100）
18-8ステンレス

（201184）
「マトリス」ウォーターカップ

製品サイズ（重量・容量）／約67×67×96ｍｍ
（131g・320㎖）
箱サイズ／約70×70×105ｍｍ・箱込重量／約154g
梱包入数／72
JANコード／4521540211849（中国製） 豆判No.4

22143-03〔08A10〕
（0277046）
￥1,200（税込￥1,320）
18-8ステンレス

（201185）
「マトリス」ハブラシホルダー
製品サイズ（重量）／約67×67×106ｍｍ（161g）
箱サイズ／約70×70×115ｍｍ・箱込重量／約185g
梱包入数／72
JANコード／4521540211856（中国製） 豆判No.4

22143-04〔08A10〕
（0277047）
￥2,300（税込￥2,530）
18-8ステンレス・亜鉛合金ニッケルメッキ・銅ニッケルメッキ
ポリプロピレン・ポリエチレン

（201183）
「マトリス」
ソープディスペンサー コロン

製品サイズ（重量・容量）／約75×55×197ｍｍ
（169g・280㎖）
箱サイズ／約80×60×200ｍｍ・箱込重量／約211g
梱包入数／48
JANコード／4521540211832（中国製） A5判

22143-05〔08A10〕
（0277048）
￥3,500（税込￥3,850）

22143-06〔08A10〕
（0277049）
￥2,300（税込￥2,530）

22143-07〔08A10〕
（0277050）
￥3,200（税込￥3,520）

18-8ステンレス

18-8ステンレス・亜鉛合金ニッケルメッキ・銅ニッケルメッキ
ポリプロピレン・ポリエチレン

18-8ステンレス・亜鉛合金ニッケルメッキ・銅ニッケルメッキ
ポリプロピレン・ポリエチレン

（201188）
「マトリス」ダストボックス

製品サイズ（重量）／約122×122×165ｍｍ（451g）
箱サイズ／約130×130×175ｍｍ・箱込重量／約533g
梱包入数／24
JANコード／4521540211887（中国製） 豆判No.8

（201187）
「マトリス」
ソープディスペンサー スクエア

製品サイズ（重量・容量）／約75×50×197ｍｍ
（241g・300㎖）
箱サイズ／約80×60×200ｍｍ・箱込重量／約284g
梱包入数／48
JANコード／4521540211870（中国製） A5判

（202243）
「マトリス」フォームボトル

製品サイズ（重量・容量）／約77×60×194ｍｍ
（263g・340㎖）
箱サイズ／約75×75×200ｍｍ・箱込重量／約312g
梱包入数／48
JANコード／4521540222432（中国製） A5判

●こだわりの大人モダンスタイル。シンプルな木目調、清潔感あるステンレス素材。無駄を一切省いた
ソリッドなデザインで、大人モダンにまとまります。

22143-08〔08A10〕
（0277051）
￥2,800（税込￥3,080）
18-8ステンレス
（焼付塗装）
・亜鉛合金ニッケルメッキ
銅ニッケルメッキ・ポリプロピレン・ポリエチレン

（201516）
「スプール」ウッド
ソープディスペンサー

製品サイズ（重量・容量）／約75×57×196ｍｍ
（167g・250㎖）
箱サイズ／約80×60×200ｍｍ・箱込重量／約207g
梱包入数／48
JANコード／4521540215168（中国製） A5判

22143-09〔08A10〕
（0277052）
￥4,000（税込￥4,400）
18-8ステンレス
（焼付塗装）
・亜鉛合金ニッケルメッキ
銅ニッケルメッキ・ポリプロピレン・ポリエチレン

（202244）
「スプール」ウッド フォームボトル
製品サイズ（重量・容量）／約78×70×194ｍｍ
（273g・360㎖）
箱サイズ／約78×78×200ｍｍ・箱込重量／約323g
梱包入数／48
JANコード／4521540222449（中国製） A5判

DAILY WARE（時計）
●秒針は連続して滑らかに動く音の静かな連続秒針。日付表
示機能付で、スケジュール確認がしやすく日常生活に便利。

〜ウォール クロック〜
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●電波式で時間の遅れが少ない。標準電波を受信して正確な
時刻を表示します。くっきりとした文字盤で時刻が確認しや
すい。落ち着きのあるネイビーカラー。

保

保

保証書

保証書

22144-01〔95T97〕
（1001722）
￥3,500（税込￥3,850）

22144-02〔95T97〕
（1001723）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：スチロール樹脂・PVC・ガラス、電源：単三電池×2本使用（モニター用電池付属）
機能：連続秒針・サイレントムーブメント・月日表示

本体：スチロール樹脂・PVC・ガラス、電源：単三電池×1本使用（モニター用電池付属）
機能：電波修正機能（クオーツ式ムーブメント）

（MC-503）
「マリ・クレール」壁掛け時計 カレンダー機能付
製品サイズ（重量）／約φ320×50ｍｍ（約630g）
箱サイズ／約340×330×60ｍｍ・箱込重量／約835g・梱包入数／10
JANコード／4975192084908（中国製） みの判

（MC-504）
「マリ・クレール」電波掛け時計

製品サイズ（重量）／約φ300×45ｍｍ（約570g）
箱サイズ／約325×315×55ｍｍ・箱込重量／約720g・梱包入数／10
JANコード／4975192084915（中国製） B4判

●秒針は連続して滑らかに動く音の静かな連続秒針。カチコチ音がうるさくないので、勉強部屋やワークスペース、寝室などにも適します。生活に溶け込むナチュラルやベーシックなカラーが魅力。

保

保

保

保証書

保証書

保証書

22144-03〔95T97〕
（1001719）
￥2,500（税込￥2,750）

22144-04〔95T97〕
（1001720）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：スチロール樹脂・PVC・ガラス、電源：単三電池×1本使用（モニター用電池付属）
機能：連続秒針・サイレントムーブメント

（MC-501）
「マリ・クレール」壁掛け時計（ナチュラル）
製品サイズ（重量）／約φ300×45ｍｍ（約565g）
箱サイズ／約325×315×55ｍｍ・箱込重量／約780g・梱包入数／10
JANコード／4975192084878（中国製） B4判

22144-05〔95T97〕
（1001721）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：スチロール樹脂・PVC・ガラス、電源：単三電池×1本使用（モニター用電池付属）
機能：連続秒針・サイレントムーブメント

（MC-502A）
「マリ・クレール」壁掛け時計（セピア）

製品サイズ（重量）／約φ295×45ｍｍ（約560g）
箱サイズ／約325×315×55ｍｍ・箱込重量／約780g・梱包入数／10
JANコード／4975192084885（中国製） B4判

本体：スチロール樹脂・PVC・ガラス、電源：単三電池×1本使用（モニター用電池付属）
機能：連続秒針・サイレントムーブメント

（MC-502B）
「マリ・クレール」壁掛け時計（ネイビー）
製品サイズ（重量）／約φ295×45ｍｍ（約560g）
箱サイズ／約325×315×55ｍｍ・箱込重量／約780g・梱包入数／10
JANコード／4975192084892（中国製） B4判

plune.の鮮やかな色彩がお部屋を彩ります。
壁にかけても、ベッドサイドなどに置時計としても使える兼用型。
のデザインの文字盤を美しいドーム型のガラスで包み込みました。いつもの生活に
（プルーン） ●おうちでの生活に彩りと楽しさを添えるplune.
遊び心をプラスして、お気に入りの空間を演出。テーブルクロックとしてだけでなく、用途に合わせて壁掛け時計としてもご利用い
ただけます。玄関先、洗面台、お手洗いなどちょっとしたスペースにも調和する大きさです。

保
保証書

赤いお花

黄色いお花

22144-06（PL-303・赤いお花）
（1001728）
22144-07（PL-304・黄色いお花）
（1001729）
22144-08（PL-305・いろいろねこ）
（1001730）
￥1,000（税込￥1,100）
〔98T00〕

いろいろねこ

JANコード／4975192084991
JANコード／4975192085004
JANコード／4975192085011

本体：ポリプロピレン・ガラス、電源：単三電池×1本使用（モニター用電池付属）
機能：連続秒針・日誤差／±1

「プルーン」掛け置き兼用時計
●ドーム型のガラスが文字盤をカバー。鮮やかな色合い
を、そのままお部屋に。

●スタンドは取り外し可能です。

製品サイズ（重量）／約φ200×37ｍｍ（約200g）
箱サイズ／約220×210×50ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／36
（中国製） A5判

145 DAILY WARE（日用家電）
もしもの時のために備えて安心！防災はもちろん、アウトドアや夜間の散歩にも使える
エレットシリーズのライト。
ソーラー充電＆
USB充電＆手回し充電。

保

機能充実の
ラジオライト。

●コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません！
●防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも！

保証書

●非常時の備えに、アウトドアの
お供に！
●サイレン時は赤色LED4 灯が
点灯。
●安心の多機能！

保
保証書

22145-01〔98T00〕
（1001695）
￥7,000（税込￥7,700）

22145-02〔98T00〕
（1001696）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：ABS樹脂・AS樹脂、光源：LED5灯・LED8灯・サイレン時赤色LED4灯
電源：充電池または単3電池×3本使用（別売）
機能：ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン

本体：ABS樹脂・ポリスチレン、光源：LED1灯
電源：ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用（別売）
機能：ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン、付属品：USBケーブル

（ET-13）
「エレット」3WAY 充電ラジオライト

製品サイズ（重量）／約140×70×205ｍｍ（約450g）
箱サイズ／約158×77×213ｍｍ・箱込重量／約545g・梱包入数／20
JANコード／4975192084519（中国製） A5判

保

（ET-14）
「エレット」マルチコンパクトラジオ
●LED5灯

●LED8灯

製品サイズ（重量）／約140×40×80ｍｍ（約225g）
箱サイズ／約155×50×80ｍｍ・箱込重量／約285g・梱包入数／36
JANコード／4975192084526（中国製） 豆判No.7

※スマートフォンを充電する際は、お手持ちの
スマートフォンの専用充電ケーブルをご使
用ください。

●USB充電・ソーラーパネル充電・手回し
充電と、内蔵バッテリーへの充電方法
は３通り。
普段使いから非常時にも活躍します。

機能充実のラジオライト。
大容量（当社比3倍）のバッテリーで長持ち！

保証書

22145-03（ET-21R・レッド）
（1001838）
22145-04（ET-21BK・ブラック）
（1001839）
￥6,000（税込￥6,600）
〔98T00〕

JANコード／4975192086520
JANコード／4975192086537

本体：ABS樹脂・ポリスチレン、光源：LED1灯、バッテリー容量：1,200mA
電源：ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4乾電池×3本使用（別売）
機能：ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン、付属品：USBケーブル

「エレット」多機能スタミナラジオライト
レッド

製品サイズ（重量）／約150×45×80ｍｍ（約270g）
箱サイズ／約160×55×95ｍｍ・箱込重量／約320g・梱包入数／36
（中国製） 豆判No.7

ブラック

アウトドアにもピッタリの懐中電灯+ランタン機能。

持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン＆ライト＆FMラジオ機能。

保

保

保証書

保証書

●モバイルバッテリーも搭載！

●LED1灯
●LED3灯

22145-05〔98T00〕
（1001748）
￥3,000（税込￥3,300）

22145-06〔98T00〕
（1001746）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：ABS樹脂、光源：LED5灯・LED1灯、充電方式：手回し・USB充電
電源：充電池・USB充電または単3電池×3本使用（別売）
機能：ライト（懐中電灯・ランタン）
・FMラジオ

本体：ABS樹脂、光源：LED3灯、充電方式：手回し・USB充電、電源：充電池
機能：ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン、付属品：USBケーブル

（ET-17）
「エレット」多機能ポータブルライト

（ET-19）
「エレット」ラジオトーチ

製品サイズ（重量）／約φ75×215ｍｍ（約210g）
箱サイズ／約85×85×230ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／50
JANコード／4975192084595（中国製） B5判

製品サイズ（重量）／約145×55×45ｍｍ（約130g）
箱サイズ／約160×65×50ｍｍ・箱込重量／約165g・梱包入数／50
JANコード／4975192084571（中国製） 豆判No.8

●LED5灯

もしもの時のために
備えておきたいミニサイズ。

保

テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます！
●LED10灯

●コンパクトサイズなので持ち運 ●テーブルライトとして屋内での
び 時や、収 納 時もかさばりま 読書灯、懐中電灯として夜間の
せん！
散歩に。

保証書

●LED3灯

22145-07〔98T00〕
（1001747）
￥2,000（税込￥2,200）

22145-08〔98T00〕
（1001698）
￥1,500（税込￥1,750）

本体：ABS樹脂、光源：LED3灯、充電方式：手回し、電源：充電池、機能：ライト・FMラジオ

本体：ABS樹脂・ポリスチレン、光源：LED1灯・LED10灯
電源：単3アルカリ乾電池×3本（別売）

（ET-18）
「エレット」ミニラジオライト

製品サイズ（重量）／約117×55×48ｍｍ（約120g）
箱サイズ／約130×65×50ｍｍ・箱込重量／約140g・梱包入数／50
JANコード／4975192084588（中国製） 豆判No.6

（ET-16）
「エレット」マルチスタンドライト

製品サイズ（重量）／約130×86×155ｍｍ（約210g）
テーブルランプ時：約140×86×318ｍｍ
箱サイズ／約138×90×167ｍｍ・箱込重量／約275g・梱包入数／36
JANコード／4975192084540（中国製） 豆判No.8

●LED1灯

DAILY WARE（日用家電）
●センサー時：1日10回、20秒点灯の場合約300日。
●連続点灯時間：25時間。 ●便利な1台3役。

LEDライトで消費電力が少なく電池が長持ち。電池式なので
コンセントが無い場所でも設置することが可能。
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置いて、吊るして灯りがとれる
ランタン+懐中電灯+テーブルライト。

●センサー時：1日10回20秒、点灯の場合約120日。
●暗い場所で人の動きを感知し自動で点灯。離れると消灯し
ます。ライトの角度調節が簡単にできます。
センサー
ライト

●人に反応してパッと
自動点灯！

携帯
ライト

●COBライト
センサー
ライト

懐中電灯

ランタン

●夜間の散歩や非常灯
ちょっとした灯りに！

22146-01〔98T00〕
（1001472）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：ABS樹脂、電源：単3アルカリ乾電池3本（別売）
モード切替：ランタン・センサー・OFF・懐中電灯、探知方式：焦電型赤外線人感センサー

（ET-12）
「エレット」3WAY LEDランタン

製品サイズ（重量）／約φ45×195ｍｍ（約130g）
箱サイズ／約85×207×55ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／24
JANコード／4975192080597（中国製） B5判

22146-02〔98T00〕
（1001471）
￥2,000（税込￥2,200）

22146-03〔98T00〕
（1001753）
￥1,000（税込￥1,100）

本体：ABS樹脂、光源：白色LED×3灯、電源：単3電池3本（別売）
モード切替：センサーライト・携帯ライト

（ET-11）
「エレット」LEDセンサーライト

製品サイズ（重量）／約107×115×115ｍｍ（約185g）
ライト本体：約φ91×75ｍｍ
ホルダー：約115×107×76ｍｍ
箱サイズ／約113×120×120ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／24
JANコード／4975192080580（中国製） 豆判No.7

●強、弱、点滅の点灯パターンがあるLED
ランタンになります。
●持って、置いて、つるして場所を選ばず
様々なシーンで活躍します。
● I P43生活防水ですので、野外でも使用
できます。
●シンプルなスタイルでインテリアにも
マッチします。

本体：ABS樹脂、光源：COB3W、電源：単4乾電池×3本使用（別売）、機能：ライト

（ET-20）
「エレット」3WAY ランタンライト

製品サイズ（重量）／約81×75×179ｍｍ（約80g）
箱サイズ／約80×80×185ｍｍ・箱込重量／約140g・梱包入数／40
JANコード／4975192085134（中国製） B6判

●懐中電灯・ランタン・ナイトランプの一台3役で
常備設備としてアウトドア、キャンプや防災用
に大活躍です！吊るして、置いて使用できます。

保
保証書

22146-04〔95A97〕
（0355025）
￥3,000（税込￥3,300）

22146-05〔95A97〕
（0355001）
￥2,000（税込￥2,200）

持ち手・蓋・電池ケース：ABS樹脂、スイッチ：シリコーン樹脂
発光部：ポリプロピレン樹脂、単3乾電池4本（別売）

本体：ABS樹脂、透明カバー：ポリプロピレン樹脂

（SV-4397）LEDライト＆ランタン

（SV-6438）3WAY LEDランタン

製品サイズ（重量）／約60×70×210ｍｍ（192g）
箱サイズ／約74×64×214ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／50
JANコード／4989918504397（中国製） B5判

製品サイズ（重量）／約110×90×220ｍｍ（320g）
箱サイズ／約102×102×266ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／24
JANコード／4989918506438（中国製） 半紙判

保
保証書

●ハンディータイプのLED ライト。
●ラジオはAM・FM 対応。
●ダイナモ充電式で乾電池不要。
ダイナモ１分間充電時：ライト15分、ラジオ
10分、サイレン5分。
●ライトは近・遠の2ポジション。
●USBでの充電も可能。
●サイレン付きでいざという時にも役に立つ。

22146-06〔08A10〕
（0483056）
￥4,000（税込￥4,400）

●ランタン、懐中電灯、強／弱、警告ランプの4種類の明かりをさまざまなシーンで
活躍する事が出来、便利なコンパクトサイズです。

保
保証書

22146-07〔95A97〕
（0676029）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：ABS、ライト：LED

（SRL-05）
「HOME SWAN」
FM/AMラジオ付き ポータブルマルチライト

本体：ABS樹脂・ポリカーボネイト、アルカリ単4電池×3本（別売り）

（SRT-4）ハンディLEDランタン

製品サイズ（重量）／約160×40×50mm（170g）
箱サイズ／約60×50×165ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／50
JANコード／4981889011355（中国製） 豆判No.8

製品サイズ（重量）／約50×50×130ｍｍ（約130g）
箱サイズ／約55×55×140ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／40
JANコード／4582107551228（中国製） 豆判No.8

●単1形乾電池4個
（別売り）で連続約50時間使用可能、LED
電球の寿命は約10万時間！ストラップ付。停電・地震等の備
えに、アウトドア等に！

●5灯、15灯、12灯（側灯）の3通りの使い方ができる多機能型
ライトです。約100m先まで光が届きます。単3乾電池（アルカ
リ電池）3個（別売り）で連続約9 〜10時間使用できます。一
つのハンドルで2通りの持ち方ができる、2WAYハンドル機
能を搭載しております。肩にかけられる、ショルダーストラッ
プが付いております。

●3W LED で弱・強・フラッシュライト、最大で200 ルーメン、
照射距離約150m。5W COB LED で260 ルーメンの明るさ。
単3 乾電池（アルカリ電池）3 個（別売り）で連続約8 時間使
用できます。一つのハンドルで2 通りの持ち方が出来る、
2WAY ハンドル。肩にかけられる、ショルダーストラップ付。

22146-08〔92A95〕
（0355026）
￥2,000（税込￥2,200）

22146-09〔95A97〕
（0355027）
￥2,500（税込￥2,750）

22146-10〔95A97〕
（0355028）
￥4,000（税込￥4,400）

本体：ABS樹脂、反射板：PS樹脂、スイッチ：PVC、電池ケース：ポリプロピレン樹脂

（SV-3345）13LEDスーパーライト

製品サイズ（重量）／約107×110×169mm（290g）
箱サイズ／約118×175×114ｍｍ・箱込重量／約365g・梱包入数／36
JANコード／4989918503345（中国製） B6判

本体：ABS樹脂・ゴム系塗装

（SV-4335）15+12 LEDサーチライト

製品サイズ（重量）／約169×91×138ｍｍ（310g）
箱サイズ／約178×120×145ｍｍ・箱込重量／約450g・梱包入数／24
JANコード／4989918504335（中国製） B6判

本体：ABS樹脂・シリコン塗装

（SV-6841）3W+5W LEDサーチライト

製品サイズ（重量）／約169×91×138ｍｍ（275g）
箱サイズ／約178×120×145ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／24
JANコード／4989918506841（中国製） A5判
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●ハンディライト・ランタンと電撃殺虫器が一つになり、アウトドアやキャンプでの使用に大活躍
です。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。
（殺虫部を開くと自動でON
閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除が
できます。）ライト部：強300ルーメン・弱140ルーメン（強・4時間、弱・7時間）ランタン部：強
200ルーメン・弱100ルーメン（強・4.5時間、
弱・7.5時間）

●スタンドに置いてポンと押すだけでライトが付くプッシュライト、
もちろんライトを取り出して使用もできます。暗闇でも蓄光部分
（グリーン）が光る為、ライトを置いてある場所がわかります。明る
さは、ハイパワーモードで約40ルーメンくらいになります。点灯時
間は、省エネモード約150時間、ハイパワーモード約60時間。

22147-01〔00A02〕
（0355054）
￥5,000（税込￥5,500）

22147-02〔00A02〕
（0355055）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：ABS樹脂・TPR樹脂、正面ライトパネル：PS樹脂、殺虫器部：銅線
フック：スチール
（メッキ塗装）

ライト部：ポリカーボネート、スタンド：ABS樹脂

（SV-5950）持っても置いても便利な2WAYライト

（SV-6827）電撃殺虫器 ライト&ランタン

製品サイズ（重量）／約75×75×165mm
（140g）
箱サイズ／約75×75×198ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／48
JANコード／4989918505950（中国製） B6判

製品サイズ（重量）／約71×71×135mm（275g）
箱サイズ／約88×88×149ｍｍ・箱込重量／約345g・梱包入数／24
JANコード／4989918506827（中国製） 豆判No.6

アウトドアに、レジャーに、
災害時の灯りの確保に！！ソーラー充電と手動充電の2WAY充電式LEDランタン！！
●明るさはボタンで2段階調整可。

ダイナモハンドル

ソーラーパネル

22147-03〔98T00〕
（1001145）
￥1,500（税込￥1,750）
本体：ABS樹脂（シリコン塗装）、ダイナモハンドル：ABS樹脂、透明部：ポリスチレン
取っ手：ABS樹脂、スイッチ：TPR樹脂

（PA-11）ポルカ・2WAY充電 LEDランタン

製品サイズ（重量）／約φ82×228mm（約240g）
箱サイズ／約88×88×200ｍｍ・箱込重量／約285g・梱包入数／40
JANコード／4975192075166（中国製） A5判

●フレキシブルネックを自在に曲げて位置調整！明るさと角度
調節自由自在（タッチ式スイッチ）

●光センサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯。

高輝度・白色
最大約140
ルーメン
多段式
調光

22147-04〔98T00〕
（1001470）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：ポリプロピレン・ABS樹脂・スチール、電源：単3乾電池3本（別売）またはUSB接続、連続点灯時間：約10時間

（ET-10）
「エレット」LEDスタンドライト

製品サイズ（重量）／ライトを垂直に伸ばした最大値：約105×115×470ｍｍ（約100g（ケーブルを除く））
台座：約105×115×110ｍｍ、ライト：約45×20×190ｍｍ
ネック：約170ｍｍ
箱サイズ／約112×118×235ｍｍ・箱込重量／約210g・梱包入数／24
JANコード／4975192080573（中国製） 本中判

●球切れの心配がないので、長時 22147-05〔90A90〕
（0355002）
間の使用に耐えられます。
￥1,500（税込￥1,650）
●コンセント式なので場所を取ら プラグ部：PVC、半透明プレート：ポリカーボネート
ずとても便利。
（SV-4250）LEDナイトランプ クリアホワイト
● 電 気 料金 が1ヶ月約5円（1日 製品サイズ（重量）／約114×76×48ｍｍ（60g）
10時間30日使用の場合）でと ブリスターサイズ／約127×55×175ｍｍ・ブリスター込重量／約90g
梱包入数／60
ても経済的です。
JANコード／4989918504250（中国製）

対応不可

●ランタンライト

グレー

22147-06（PA-12G・グレー）
（1001473）
22147-07（PA-12R・レッド）
（1001474）
￥1,000（税込￥1,100）
〔98T00〕

レッド

JANコード4975192080603
JANコード4975192080610

本体：ABS樹脂、スイッチ：PVC樹脂、機能：携帯ライト・ランタンライト、電池：単4乾電池3本（別売）

「ポルカ」コンパクトLEDライト

ピンク

製品サイズ（重量）／約141×42×39ｍｍ（展開時：約250×42×39ｍｍ）
（100g（電池無））
箱サイズ／約54×54×153ｍｍ・箱込重量／約121g・梱包入数／60
（中国製） B6判

●携帯ライト

ブルー

●ランタン点灯

22147-08（PA-10B・ブルー）
（1001143）
22147-09（PA-10P・ピンク）
（1001144）
￥800（税込￥8800）
〔98T00〕

JANコード／4975192075159

本体：ポリスチレン、電池：単3電池3本使用（別売）

ポルカ・LEDハンディートーチ

●懐中電灯点灯

JANコード4975192075142

製品サイズ（重量）／本体：約165×39×37ｍｍ（72g）
箱サイズ／約80×50×165ｍｍ・箱込重量／約100g・梱包入数／60
（中国製） A5判
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強力スチームで汚れ落とし！100℃の高温スチームを3気圧で噴射して洗浄。
6種の付属品でお掃除の幅が広がります。

保
計量カップ

保証書

じょうご

ブラシノズル

ストレート
ノズル

角度付ノズル

●角度付ノズル
便器の内側や狭く奥まったところに。

●ブラシノズル
コンロ周りの油汚れなど洗
剤を使わないと落ちにくい頑
固な汚れに！

布用ノズル
延長ノズル

窓用アタッチメント

水を入れて
約3分で
スチームが
使えます。

22148-01〔03T03〕
（1001778）
￥8,000（税込￥8,800）
アルミニウム・ポリプロピレン
消費電力：AC100V-950W、50／60Hz、コードの長さ：約4m

（ET-201）
「エレット」ハンディスチームクリーナー

本体・ストレートノズル・布用ノズル・布用ノズルカバー・角度付ノズル・ブラシノズル・
延長ノズル・窓用アタッチメント・じょうご・計量カップ（250㎖）
：各1
製品サイズ（重量・容量）／約300×122×227ｍｍ（約1,200g・タンク容量350㎖）
（装着時）ストレートノズル：約420×122×227ｍｍ（約1,245g）
フレキシブルノズル：約765×122×227ｍｍ（約1,380g）
箱サイズ／約300×155×240ｍｍ・箱込重量／約2,100g・梱包入数／6
JANコード／4975192085431（中国製） B4判

●窓用アタッチメント
布用ノズルに装着して使う窓
用クリーナー。

●延長ノズル
自由に曲がる！奥まった場所
や細かい場所の掃除に。

●布用ノズル
カーペットや布のしみ抜きに。

軽量タイプで扱いやすいハンディタイプのカークリーナー。アタッチメントの使いわけで車やお部屋を快適にクリーニング！
●3種類のノズル付で、シート全体はもちろん、パネル部
分や細いすき間にもとどきます。

●自動車のシガーソケットから電源をとるので、いつでも、
どこでも車内の掃除ができます。毎日の生活で、用途に
合わせて選べるコンパクトクリーナー！

保

保

保証書

保証書

軽量タイプ
※普通自動車のアクセサリーソケット（シガーソケット）専用です。
ご家庭の電源ではご使用出来ません。

22148-02〔03T05〕
（1001467）
￥2,500（税込￥2,750）
本体・すきまノズル・ブラシ：ABS樹脂、コードの長さ：約2.5m、DC12V／30W
付属品：隙間ノズル・ブラシ

（ET-01）
「エレット」カークリーナー

製品サイズ（重量）／約95×317×125ｍｍ（約500g）
箱サイズ／約119×335×133ｍｍ・箱込重量／約680g・梱包入数／15
JANコード／4975192080535（中国製） A3判

ブラシ付

すき間
ノズル付
DC12V
マイナスアース
専用

軽量タイプ

すき間
ノズル付

ブラシ付

ラバー
ノズル付

※普通自動車のアクセサリーソケット（シガーソケット）専用です。
ご家庭の電源ではご使用出来ません。

22148-03〔03T05〕
（1001468）
￥3,000（税込￥3,300）
本体・すきまノズル・ブラシ：ABS樹脂、ダストカップ：AS樹脂、ラバーノズル：PVC樹脂
コードの長さ：約3m、DC12V／75W、付属品：隙間ノズル・ブラシ・ラバーノズル

（ET-02）
「エレット」カークリーナー
（Wet＆Dry）

製品サイズ（重量）／約111×387×137ｍｍ（約780g）
箱サイズ／約119×405×147ｍｍ・箱込重量／約1,030g・梱包入数／15
JANコード／4975192080542（中国製） 中杉判

DC12V
マイナスアース
専用

保
保証書

22148-04〔90A90〕
（0676028）
●サイクロン掃除機だから
（税抜￥13,200）
強力吸引。狭く細かい場所 ￥12,000
のお掃除に便利な細口ノ 本体：ABS樹脂、ヘッドロ−ラー：ポリプロピレン
ヘッドブラシ：ABS樹脂・ポリプロピレン、細口ノズル：ポリプロピレン、延長ホース：PVC
ズル付き。紙パック不要、 電源：AC100V（50／60㎐）、消費電力：400W、電源コード長：約4.8m
ゴミは手を汚す事無くゴ （MSH-555）
スティック式サイクロンハンディクリーナー
ミ箱に捨てる事が出来、ナ 製品サイズ（重量）／本体：約350×100×160ｍｍ（約1,240g）
ヘッドローラー：約235×165×65ｍｍ（約220g）
イロンフィルターは丸洗い
ヘッドブラシ：約122×47×80ｍｍ（約50g）
が出来衛生的。
細口ノズル：約110×35×30ｍｍ（約30g）
延長ホース：約370×35×35ｍｍ（約70g）2本
箱サイズ／約400×170×200ｍｍ・箱込重量／約1,980g・梱包入数／4
JANコード／4582107551396（中国製） A3判
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LED照明付きのスタンドミラーです。
LEDが埋め込まれており、
明るく照らしてメイクができます。
●スリムなアイロン面（幅約2.5cm）なので、ショート〜ロング
まで使用できます。頑固なクセ、ハネをしっかり伸ばして思い
通りのヘアーに。

●使用後は本体を閉じてコン
パクトに収 納できるワン
タッチロック付。

保
●タッチセンサーで点灯。
凹凸が少なくお手入れ簡
単。スタンドは折りたたん
でおけるため、収納時に
場所をとりません。

●コスメ小物、指輪などが
置けるトレー付きで、鏡を
見ながらメイクやアクセ
サリーをつけられます。鏡
の部分は使いやすい角度
に調節ができます。

保証書

品質表示

本体：ガラス・ABS樹脂、電源：USB接続・単3乾電池×4本使用（別売）
光源：LED16灯、付属品：マイクロUSBケーブル

22149-01〔00T02〕
（1001817）
￥2,500（税込￥2,750）

（MC-505）
「マリ・クレール」
LEDライト付卓上ミラー・スクエア

製品サイズ（重量）／約220×170×45ｍｍ（約330g）
箱サイズ／約295×195×85ｍｍ・箱込重量／約520g・梱包入数／12
JANコード／4975192086117（中国製） B4判

●オゾンパワーで除菌＆消臭。
コンパクト＆コードレスで、車や
トイレ、ペットのニオイが気にな
る場所など色々な場面で活躍！

22149-02〔00T02〕
（1001818）
￥3,000（税込￥3,300）

22149-03〔98A00〕
（0676030）
￥5,000（税込￥5,500）

（MC-506）
「マリ・クレール」
LEDライト付回転スタンドミラー

本体：PET＋30％GF、定格電圧：100V（50／60㎐）、消費電力：20W
電源コード：長さ約2m

製品サイズ（重量）／約270×120×170ｍｍ（約420g）
箱サイズ／約295×195×85ｍｍ・箱込重量／約610g・梱包入数／12
JANコード／4975192086124（中国製） B4判

（DS-610）ストレートヘアアイロン

製品サイズ（重量）／約255×30×43ｍｍ（約300g）
箱サイズ／約315×90×50ｍｍ・箱込重量／約400g・梱包入数／12
JANコード／4582107550375（中国製） みの判

●スイッチひとつでサッとひと縫い、簡単ステッチ。軽量、コン
パクトなのでちょっとした洋裁や旅行時に便利です。
便利な安全スイッチストッパー付きです。

●カーテンレールから
はずす手間が省け
ます。吊るしたまま
カーテンの補修に！

保
保証書

● ミシンの入らない
そでの補修に！

●外出前の急な補修
に！スカートを履
いたまま縫える！
●旅行の時は
バッグの中へ。

22149-04〔10A10〕
（0015283）
￥3,000（税込￥3,300）

22149-05〔92A95〕
（0355031）
￥5,000（税込￥5,500）

本体：ABS樹脂、単3形乾電池3本使用（別売）

本体：ABS樹脂＋スチール（クロームメッキ）、糸巻ボビン：スチール
針：鋼（ニッケルメッキ）、糸：ポリエステル

（AY-8338）ミニオゾンリフレッシャー

製品サイズ（重量）／約70×80×115ｍｍ（166g）
箱サイズ／約102×112×127ｍｍ・箱込重量／約234g・梱包入数／36
JANコード／4952176883382（中国製） 豆判No.7

（SV-1655）電動ハンドミシン アミーガー

製品サイズ（重量）／約210×50×72ｍｍ（250g）
箱サイズ／約260×95×60ｍｍ・箱込重量／約300g・梱包入数／36
JANコード／4989918501655（中国製） 半紙判

●手近な場所、床から天井までラクラクお掃除！力を入れなくても、電動ブラシの回転で汚れが落とせる。ス
ティックパイプの着脱で長さ調整でき、手元から床・天井まで楽な姿勢でお掃除できます。充電式のコードレス
タイプで家中で大活躍！

●電動式だから、力いらずで汚れを落とす！クルクル回転するブラシでタイルや目地
の汚れも、浴槽・洗面台の水アカもラクラクピカピカ！スポンジはキズつきやすい
ステンレス製シンクの掃除にも最適。金属製蛇口や鏡をツヤ出しでキレイに。

保
保証書

22149-07〔08A10〕
（0015305）
￥2,500（税込￥2,750）
22149-06〔08A10〕
（0015280）
￥9,000（税込￥9,900）
本体：ABS樹脂、金属部分：アルミニウム、ブラシ：ナイロン

（AY-2029）充電式ロングポリッシャー

製品サイズ（重量）／約130×160×1,110ｍｍ（915g）
箱サイズ／約540×150×165ｍｍ・箱込重量／約1,745g・梱包入数／6
JANコード／4995284123315（中国製） 対応不可

本体・壁掛けホルダー：ABS樹脂、スポンジ：ポリウレタン、ブラシ：ナイロン
ツヤ出し：ポリエステル繊維、電池：アルカリ単3形乾電池4本（別売）

（AY-4185）ピカピカポリッシャーDX

製品サイズ（重量）／本体：64×92×193ｍｍ（188g）
スポンジ：66×66×45ｍｍ（17g）
ブラシ：70×70×38ｍｍ（48g）
つや出し：80×80×10ｍｍ（4g）
壁掛けホルダー：45×45×47ｍｍ（12g）
箱サイズ／約125×205×75ｍｍ・箱込重量／約350g・梱包入数／36
JANコード／4995284510580（中国製） B5判

DAILY WARE（日用品）
●スタンドタイプの両面ミラーです。くるっと回すと、等倍〈×1〉
から5倍〈×5〉の拡大鏡に早変わり。ミラーフレームには眩し
すぎなく、お肌を美しく照らすLEDライトが内蔵。ワンタッチ
でライトのON/OFFができます。単4乾電池3本使用
（別売り）
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●シンプルなミラー。無駄なデザインがないミラーはどんな空間にもマッチします。

保
保証書

等倍〈×1〉

5倍〈×5〉

22150-01〔08A10〕
（0015317）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：ABS樹脂・ガラス

（AY-2033）LEDコスメティックミラー

製品サイズ（重量）／約185×108×315ｍｍ（425g）
箱サイズ／約195×113×325ｍｍ・箱込重量／約560g・梱包入数／10
JANコード／4995284511310（中国製） A5判

22150-02〔08A10〕
（0277042）
￥2,500（税込￥2,750）

22150-03〔08A10〕
（0277043）
￥1,800（税込￥1,980）

スチール
（クロムメッキ）
・ガラス・セメント・EVA樹脂

スチール
（クロムメッキ）
・ガラス

（201598）コルドミラー スタンド付

製品サイズ（重量）／約187×150×344ｍｍ（822g）
箱サイズ／約200×65×200ｍｍ・箱込重量／約911g・梱包入数／12
JANコード／4521540215984（中国製） A5判

（201597）コルドミラー

製品サイズ（重量）／約187×41×188ｍｍ（334g）
箱サイズ／約200×50×200ｍｍ・箱込重量／約394g・梱包入数／36
JANコード／4521540215977（中国製） A5判

保
保証書

リング部にタオルが掛けておける
時計です。

きいろいちご

●防滴仕様で洗面所やキッチンなどでも使える時計です。朝
の忙しい時間にも、入浴時間の確認にも。リング部にタオル
を掛けておけるので、
タオルがすぐ使えて便利です。
OHANA

22150-04（PL-301・きいろいちご）
（1001726）
JANコード／4975192084977

22150-05（PL-302・OHANA）
（1001727）
JANコード／4975192084984

￥750（税込￥825）
〔98T00〕
本体：ABS樹脂、紐：ナイロン、電源：単三電池×1本使用（別売）、機能：ステップ秒針
日誤差：±1秒

「Plune.」タオルハンガークロック

製品サイズ（重量）／約120×238×39ｍｍ（約145g）
箱サイズ／約125×125×45ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／40
（中国製） 豆判No.5

●ヘッド部交換でうぶ毛と眉毛処理ができる2WAYシェーバーになります。ピンポイントで処理で
きるので、気になる所を綺麗に整えられます。コンパクトサイズなので、持ち運びも簡単！旅行先
でもらくらく使用できます。ヘッド部水洗い可能・単4 乾電池1本使用（別売り）

●いつでもうぶ毛が気になる時にカンタンに処理ができます。刃が直接肌に触れないので肌に優
しいです。ポーチに入るコンパクトサイズになります。

22150-06〔92A95〕
（0355053）
￥3,500（税込￥3,850）

22150-07〔92A95〕
（0355033）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：ABS樹脂、刃：ステンレス刃

（SV-6964）お肌にやさしい 2WAYシェーバー

製品サイズ（重量）／約24×28×135ｍｍ（44g）
ブリスターサイズ／約216×89×32ｍｍ・ブリスター込重量／約68g
梱包入数／100
JANコード／4989918506964（中国製） 対応不可

●電動だから簡単に爪やかかとが削れます。爪を押し当てて削るので、皮膚に触れても大丈夫で
す。ヘッド部分を取り外しできるので、水洗い出来ます。おそうじブラシ付きになります。

22150-08〔95A97〕
（0355032）
￥5,000（税込￥5,500）
本体：ABS樹脂、刃：タングステン鋼、カバー：ポリカーボネイト樹脂
かかとローラー部：石英

（SV-6681）電動爪切り&かかとローラー

製品サイズ（重量）／約68×100×30ｍｍ（120g）
ブリスターサイズ／約155×205×35ｍｍ・ブリスター込重量／約150g
梱包入数／48
JANコード／4989918506681（中国製） 対応不可

本体：ABS樹脂、刃：ステンレス

（SV-6728）電動シェイバー うぶケア

製品サイズ（重量）／約30×115×30ｍｍ（46g）
ブリスターサイズ／約90×220×40ｍｍ・ブリスター込重量／約70g
梱包入数／100
JANコード／4989918506728（中国製） 対応不可

●水洗いも出来るので衛生的です。電動式なので、カンタンに爪を削ることができ、綺麗な仕上が
りになります。削った爪が容器内にたまるので、飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫です。
LED が付いているので、爪先を照らして削ることができます。触っても安全です。

22150-09〔90A92〕
（0355004）
￥3,000（税込￥3,300）
本体：ABS樹脂、刃部：タングステン鋼、カバー：ポリカーボネート

（SV-5974）LEDライト付き電動爪切り

製品サイズ（重量）／本体：約60×25×100ｍｍ（70g）
ブリスターサイズ／約250×131×30ｍｍ・ブリスター込重量／約108g
梱包入数／60
JANコード／4989918505974（中国製） 対応不可
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DAILY WARE（日用品）
江戸時代中期、鋸の目を立てる道具として作られ始め
「越後ヤスリ」と呼ばれるほど全国的に知られるようになりました。
熟練職人の卓越した技、一本一本ヤスリの目を立てる地道な作業の賜物です。

新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に
「メイド・イン・ツバメ」のロゴマークを使用しています。
日本はもとより世界中で燕製品が愛用されています。燕の工
場がお客様のことを想いながら丹精込めて製造された商品
であること、安心と高品質をお客様に約束するマークです。

●【カーブが決め手】爪の曲線に合わせて、ヤスリにカーブを付けました。日本初の技術。使いやすさ抜群です。
●【どなたが使っても安心】人間工学に基づいた安心・安全の構造！！お子さまや体の不自由な方も安心してお使い頂けます。
●【確かな素材と確かな技術】ハイカーボンステンレス鋼を使用していますので、さびにくく清潔です。職人が１本１本丹誠込めて作ってい
ます。

赤金

黒金

22151-01（KY-20GR・赤金）
（0188001）
22151-02（KY-20GB・黒金）
（0188006）
22151-03（KY-20GM・モカ金）
（0188002）
22151-04（KY-20SR・赤銀）
（0188007）
22151-05（KY-20SB・黒銀）
（0188008）
￥2,000（税込￥2,200）
〔10A12〕

モカ金

赤銀

黒銀

JANコード／4571448090107
JANコード／4571448090121
JANコード／4571448090145
JANコード／4571448090114
JANコード／4571448090138

爪ヤスリ：ハイカーボンステンレス鋼（SUS420J2）
、ケース：PVC

爪ヤスリ スタンダード

製品サイズ（重量）／約138×13×1ｍｍ（11g）
セルケースサイズ／約185×80×3ｍｍ・セルケース込重量／約30g・梱包入数／12
（日本製） B6判

世界特許の技法により、一本一本職人技で本場チェコ共和国にて製造されています。
●ハンドル部にスワルフスキーガラスを施してデザインにも優れて持ちやすく使いやすくなりまし
た。ヤスリ面は両面で、10 〜80ミクロンという極小の半球状の突起があり、爪当たりも優しくす
べすべで滑らかに仕上がります。使用後は水で洗い流すだけで汚れも落ちて、お手入れも簡単
衛生的で何回もご使用できます。
※本体はガラス製ですので、怪我の原因にもなりますのでひび割れ等がありましたらご使用
は止めてください。

●従来のヤスリと一味違うかかとの角質、ネイルケアーにもご使用できて素手で持ちやすく使い
やすくなりました。両面仕上げで粗い面で粗削り、仕上げ面で仕上げると驚くほどすべすべで
滑らかに仕上がります。使用後は水で洗い流すだけで汚れも落ちて、お手入れも簡単衛生的で
何回も使用できます。
※本体はガラス製ですので、怪我の原因にもなりますのでひび割れ等がありましたらご使用
は止めてください。

●荒目。

●細目。

22151-06（2020M-赤）
（0283002）
22151-07（2020M-青）
（0283007）
22151-08（2020M-黒）
（0283004）
￥1,500（税込￥1,650）
〔00A02〕

JANコード／4539614220246
JANコード／4539614220208
JANコード／4539614220222

本体：強化ガラス、ハンドル部：スワルフスキーガラス、専用ケース：ビニール

チェコ製ガラス爪ヤスリ

製品サイズ（重量）／約136×13×2ｍｍ（8g）
ヘッダー付袋入サイズ／約20×140×2ｍｍ・ヘッダー付袋込重量／約12g・梱包入数／20
（チェコ製） 対応不可

●本製品は爪切り等ではなかなかできない爪のお手入れをお
手伝いする新感覚のネイルケア製品です。爪先を薄〜く削っ
て、ヤスリで仕上げます。
『ほんの少し削りたいとき』や『日々
のネイルケア』に最適です。

22151-09（BHL-2・ピンク）
（0283001）
JANコード／4539614220116
22151-10（BHL-5・バイオレット）
（0283005）JANコード／4539614220147
22151-11（BHL-1・イエロー）
（0283006） JANコード／4539614220109
￥2,000（税込￥2,200）
〔00A02〕
本体：強化ガラス、専用ケース：ビニール

チェコ製ガラスかかとキレイ

製品サイズ（重量）／約100×50×6ｍｍ（70g）
セルケースサイズ／約90×117×6ｍｍ・セルケース込重量／約80g・梱包入数／20
（チェコ製） 豆判No.4

●洗練されたフォルムと抜群の機能。ハンドル部分に滑り止め
加工を施してあり滑らず、握りやすい。足の巻爪ケアがしやす
いニッパー型。仕上げをなめらかに整えるためのヤスリ付き。

日本製

22151-12〔95A97〕
（0355052）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：ABS樹脂、ヤスリ部：炭素鋼ダイヤ#1000、爪削部：ステンレス鋼、収納袋：綿

（SV-4359）ネイルピーラー

製品サイズ（重量）／約60×50×20ｍｍ（26g）
ブリスターサイズ／約160×100×25ｍｍ・ブリスター込重量／約45g
梱包入数／60
JANコード／4989918504359（日本製） 対応不可

22151-13〔08A10〕
（0124004）
￥3,800（税込￥4,180）
爪切り：炭素鋼（S50C鋼）、ヤスリ：ステンレス鋼

（M-3030）ピュアカット爪切り（ヤスリ付）

製品サイズ（重量）／爪切り：約115×85×10ｍｍ（50g）
ヤスリ：約78×10×1ｍｍ（3g）
箱サイズ／約150×50×20ｍｍ・箱込重量／約62g・梱包入数／なし
JANコード／4954196030302
（日本製） 豆判No.8

DAILY WARE（日用品）
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適温が見やすい文字盤だから
おいしく揚がる温度を
逃しません。
●適温が見やすい文字盤を採用。美味しく揚がる温度が分か
る助っ人アイテム。初心者さんもベテランさんも重宝します。

●揚げ物をおいしくするための小さな助っ人！初心者の方もベテランの方も重宝するアイ
テム。取り付け金具でカンタン取り付け！ ※鍋の形やサイズに合わせて調整できます。
※水洗厳禁。

グリーン

ピンク

22152-02（PC-100G・グリーン）
（0101289） JANコード／4970368421150
22152-03（PC-100P・ピンク）
（0101290） JANコード／4970368421143
￥1,800（税込￥1,980）
〔90E92〕

22152-01〔90E92〕
（0101187）
￥1,500（税込￥1,650）
表示部：アルミニウム・取付金具：ステンレス鋼

（MI-100）揚物専用温度計

温度計部：アルミニウム合金、カバー：シリコーンゴム、耐熱温度：220℃〜−20℃
取り付け金具：ステンレス鋼、温度センサー：真鍮（ニッケルめっき仕上）

製品サイズ（重量）／約φ37×113mm（約20g）
台紙サイズ／約135×120×40ｍｍ・台紙込重量／約35g・梱包入数／6/72
JANコード／4970368692918
（中国製） 対応不可

「プチクック」揚げ物専用温度計 カバー付

製品サイズ（重量）／約115×38×38mm（約20g）
台紙サイズ／約150×60×140ｍｍ・台紙込重量／約28g・梱包入数／10/120
（中国製） 対応不可

●温度管理で美味しい料理。
−30℃〜250℃まで
計測出来ます。

●どんなお部屋にもマッチする
シンプルなデザインです。

グリーン

ピンク

22152-04（72978・ピンク）
（0323003）
22152-05（72979・グリーン）
（0323004）
￥1,450（税込￥1,595）
〔10A10〕

22152-06〔05A07〕
（0323002）
￥1,500（税込￥1,650）

JANコード／4960910729780
JANコード／4960910729797

本体：スチロール樹脂、目盛板：アクリル樹脂、度管：ガラス

（48927）温湿度計PCオーバル ホワイト＆ホワイト

表示部・キャップ：ABS樹脂、検温部：ステンレス、LR44ボタン電池（モニター電池付）

製品サイズ（重量）／約295×67×19ｍｍ（約100g）
箱サイズ／約340×91×21ｍｍ・箱込重量／約152g・梱包入数／5
JANコード／4960910489271（中国製） A3判

デジタルクッキング用温度計

製品サイズ（重量）／約215×25×15ｍｍ（21g）
箱サイズ／約260×60×35ｍｍ・箱込重量／約55g・梱包入数／5
（中国製） 半紙判

●見やすくシンプルな
温度＆湿度計。
（壁掛専用）
薄型ですので、
壁にピッタリフィット。

●正面や斜めの角度からも表示がはっきり見えます。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替が出来ます。
壁に取り付けるフック穴付です。

ホワイト

22152-07（73044・ホワイト）
（0323010）
22152-08（73049・グリーン）
（0323011）
￥1,300（税込￥1,430）
〔10A10〕

グリーン

22152-09〔10A10〕
（0323009）
￥2,000（税込￥2,200）

JANコード／4960910730441
JANコード／4960910730496

本体：スチロール樹脂、針：アルミ

（70510）温湿度計W-1角型ホワイト

本体：ABS樹脂

製品サイズ（重量）
／約165×120×20ｍｍ（約145g）
箱サイズ／約150×30×225ｍｍ・箱込重量／約184g・梱包入数／5
JANコード／4960910705104
（中国製） B5判

デジタル温湿度計 Home A クリアパック

製品サイズ（重量）／約80×70×20ｍｍ（65g）
箱サイズ／約135×100×25ｍｍ・箱込重量／約90g・梱包入数／10
（中国製） 豆判No.6

日本製

22152-10〔08A10〕
（0277039）
￥2,300（税込￥2,530）
ステンレス

（205274）ロボ ソムリエナイフ

製品サイズ（重量）
／約160×40×14ｍｍ（151g）
箱サイズ／約163×42×17ｍｍ・箱込重量／約162g・梱包入数／100
JANコード／4521540252743（中国製） B6判

22152-11〔08A10〕
（0277040）
￥1,300（税込￥1,430）
スチール（クロムメッキ）

（200452）ワイヤーワインホルダー

製品サイズ（重量）／約220×70×230ｍｍ（236g）
袋入
・梱包入数／36
JANコード／4521540204520（日本製） 対応不可

日本製

22152-12〔08A10〕
（0277041）
￥2,200（税込￥2,420）
18-8ステンレス・シリコーンゴム

（204675）ムーン スイングワインホルダーST
製品サイズ（重量）／約275×70×60ｍｍ（344g）
袋入
・梱包入数／1
JANコード／4521540246759（日本製） 対応不可

153 DAILY WARE（日用品）
●立ったまま水拭き＆乾拭きでラクラクお掃除！バケツいらずで楽々水拭き！ボトルに水や薄め
た洗剤などを入れて、持ち手のレバーを引くだけで霧状の水を噴射。簡単に水拭きができます。
液体ボトルは簡単取り外し可能でいつでも給水できます。モップは毛の長い面と短い面の両面
仕様。また、簡単に取り外しができ、洗って繰り返し使えるので経済的。

組立式

●水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない！排水口の無い玄関
などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、
水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかがま
ずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入
れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水洗
い、水切りに最適。伸縮自在940 〜1,225mm まで調整できます。

組立式

22153-01〔10A10〕
（0015306）
￥2,500（税込￥2,750）

22153-02〔95A97〕
（0355019）
￥3,000（税込￥3,300）

本体：スチール・PP・ABS、ボトル：PE
モップ：マイクロファイバー（シェニール+コーラルベルベット）

モップ本体：ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部：スチール・亜鉛メッキ加工
柄：ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ：PVA・ABS樹脂

（AY-2030）スプレーモップ

製品サイズ（重量）／本体：約120×400×1,260ｍｍ（742g）
ボトル：約82×71×235ｍｍ（67g）
モップ：約400×130×10ｍｍ（86g）
箱サイズ／約110×120×550ｍｍ・箱込重量／約1,060g・梱包入数／12
JANコード／4995284510429（中国製） 対応不可

（SV-6599）伸縮式スーパーVモップ 替えモップ1個付き
製品サイズ（重量）／約268×58×940〜1,225ｍｍ（800g）
箱サイズ／約555×280×57ｍｍ・箱込重量／約1,000g・梱包入数／14
JANコード／4989918506599（中国製） 大杉判

●スーパーの手下げ袋をバーに引っかけて再利用。生ゴミを入れてたまったらパックして、そのままポイッと手軽さが好評。

調理中のゴミをポイッ！

トレー付

折りたたみ式なのでご使用されない
時でも収納スペースをとりません。

開閉式

22153-03〔00A02〕
（0047070）
￥900（税込￥990）

22153-04〔00A02〕
（0047071）
￥900（税込￥990）

22153-05〔00A02〕
（0047072）
￥900（税込￥990）

本体・トレー：ポリプロピレン、耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

本体・トレー：ポリプロピレン、耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

本体・トレー：ポリプロピレン、耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

製品サイズ／組立てサイズ：約360×245×365ｍｍ
折りたたみサイズ：約275×510ｍｍ
トレー：約193×310ｍｍ
袋サイズ／約505×270×50ｍｍ・袋込重量／約530g
梱包入数／30
JANコード／4945548310012（日本製） 対応不可

製品サイズ／組立てサイズ：約360×245×365ｍｍ
折りたたみサイズ：約275×510ｍｍ
トレー：約193×310ｍｍ
袋サイズ／約505×270×50ｍｍ・袋込重量／約530g
梱包入数／30
JANコード／4945548310036（日本製） 対応不可

製品サイズ／組立てサイズ：約360×245×365ｍｍ
折りたたみサイズ：約275×510ｍｍ
トレー：約193×310ｍｍ
袋サイズ／約505×270×50ｍｍ・袋込重量／約530g
梱包入数／30
JANコード／4945548310029（日本製） 対応不可

からふるダストパック（グリーン）

●詰み重ねもできる省スペース設計！

お部屋を彩る見せる収納。
新聞や雑誌を、種類毎や家族で
カラーを変えて
楽しく収納できます。

組立式

●詰み重ねもできる省スペース設計！

組立式

からふるダストパック（ピンク）

●詰み重ねもできる省スペース設計！

組立式

22153-06〔00A02〕
（0047076）
￥1,200（税込￥1,320）

22153-07〔00A02〕
（0047077）
￥1,200（税込￥1,320）

22153-08〔00A02〕
（0047078）
￥1,200（税込￥1,320）

ベース・フレーム：ポリプロピレン
キャスター：ポリプロピレン・ポリカーボネート
耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

ベース・フレーム：ポリプロピレン
キャスター：ポリプロピレン・ポリカーボネート
耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

ベース・フレーム：ポリプロピレン
キャスター：ポリプロピレン・ポリカーボネート
耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

からふるしんぶん楽っくプラス
（キャスター付）グリーン

製品サイズ（重量）／約330×270×385ｍｍ（耐荷重20kg）
袋サイズ／約390×310×96ｍｍ・袋込重量／約665ｇ
梱包入数／20
JANコード／4945548311118
（日本製） 対応不可

お部屋を彩る見せる収納。
便利なトレー付。

からふるダストパック（オレンジ）

●便利な
トレー付き！

組立式

からふるしんぶん楽っくプラス
（キャスター付）オレンジ

製品サイズ（重量）／約330×270×385ｍｍ（耐荷重20kg）
袋サイズ／約390×310×96ｍｍ・袋込重量／約665ｇ
梱包入数／20
JANコード／4945548311132（日本製） 対応不可

●便利な
トレー付き！

組立式

22153-09〔00A02〕
（0047116）
￥1,500（税込￥1,650）

22153-10〔00A02〕
（0047117）
￥1,500（税込￥1,650）

ベース・フレーム・トレー：ポリプロピレン
キャスター：ポリプロピレン・ポリカーボネート

ベース・フレーム・トレー：ポリプロピレン
キャスター：ポリプロピレン・ポリカーボネート

からふるしんぶん楽っく＋1（プラスワン）
（キャスター付）グリーン

製品サイズ（重量）／約278×340×413ｍｍ（耐荷重20kg）
袋サイズ／約310×365×150ｍｍ・袋込重量／約868g
梱包入数／16
JANコード／4945548311156（日本製） 対応不可

からふるしんぶん楽っく＋1（プラスワン）
（キャスター付）オレンジ

製品サイズ（重量）／約278×340×413ｍｍ（耐荷重20kg）
袋サイズ／約310×365×150ｍｍ・袋込重量／約868g
梱包入数／16
JANコード／4945548311170（日本製） 対応不可

からふるしんぶん楽っくプラス
（キャスター付）ピンク

製品サイズ（重量）／約330×270×385ｍｍ（耐荷重20kg）
袋サイズ／約390×310×96ｍｍ・袋込重量／約665ｇ
梱包入数／20
JANコード／4945548311125（日本製） 対応不可

DAILY WARE（日用品）

154

●強度のあるスチール製角パイプをフロントフレームに採用し、左右方向への耐久性を向上させました。
●踏み板の段差（1 段目）を4cm 低い位置にし、女性や年配の方へのご使用に優しい設計にしました。
●マットのデザインは大きさの異なるリング模様、角フレームとの相性がとても良く飽きのこないデザインです。
3 段階の段差付の形状にし、滑りにくさを具現化しました。

ホワイト

ブラウン

22154-01（ISK-606（WH）
・ホワイト）
（0336028） JANコード／4950010001534
22154-02（ISK-606（BR）
・ブラウン）
（0336031） JANコード／4950010001633
￥12,000（税込￥13,200）
〔08A10〕
スチール製

I step 3段

製品サイズ（重量）／約440×735×995ｍｍ（7,200g）
箱サイズ／約1,100×80×450ｍｍ・箱込重量／約8,500g・梱包入数／3
（台湾製） 対応不可

レッド

グリーン

22154-03（DS-SRE・レッド）
（0284066）
22154-04（DS-SG・グリーン）
（0284067）
￥2,500（税込￥2,750）
〔03A05〕

レッド

22154-05（DS-LRE・レッド）
（0284068）
22154-06（DS-LOR・オレンジ）
（0284069）
￥3,000（税込￥3,300）
〔03A05〕

JANコード／4990127207641
JANコード／4990127207665

本体：ポリプロピレン

JANコード／4990127207672
JANコード／4990127207689

本体：ポリプロピレン

デコラステップS

デコラステップL

製品サイズ（重量）／約395×280×200ｍｍ（1,180g）
袋入・梱包入数／6
（日本製） 対応不可

●誰でも簡単に組み立てられる収納ボックスになります。取って部分があるので、取り出しやすい
です。洗面所の下やクローゼットの上などデッドスペース有効利用できる収納ボックスです。

オレンジ

製品サイズ（重量）／約590×280×200ｍｍ（1,710g）
袋入・梱包入数／6
（日本製） 対応不可

●持ち運びに便利な、持ち手付きのステップ台です。必要なときにサッと取り出して使え、スリムに
たためて場所をとらない折りたたみ式です。たたむと薄さたったの3.3 〜4.4cm！ポリプロピレ
ン製で丈夫で長持ち、濡れても汚れてもお手入れ簡単、さまざまな生活シーンにやさしくマッチ
します。底には、傷つけ防止とクッションのためのラバーシートを貼っています。天板もすべり止
めラバー付きです。
※静耐荷重約80kg

コンパクトになるので、片づけ
場所にも困りません。

22154-07〔90A92〕
（0355050）
￥2,000（税込￥2,200）
本体：ポリプロピレン樹脂

（SV-6742）組み立て簡単収納BOX 3個組

製品サイズ（重量）／約300×150×180ｍｍ
（152g）
袋入サイズ／約330×195×38ｍｍ・袋込重量／約466g・梱包入数／20
JANコード／4989918506742（中国製） 対応不可

●誰でも簡単に組み立てられる収納ボックスになります。取って部分があるので、取り出しやすい
です。洗面所の下やクローゼットの上などデッドスペース有効利用できる収納ボックスです。

22154-08〔00T00〕
（1001565）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：ポリプロピレン・合成ゴム

（KPS-01）簡単パタパタステップ（クリアブルー）

製品サイズ（重量）／収納時：約330×44×400ｍｍ
展開時：約330×260×270ｍｍ（約930g）
箱サイズ／約415×340×50ｍｍ・箱込重量／約1,150g・梱包入数／14
JANコード／4975192082348（中国製） 中杉判

●コンパクト収納。折り畳み簡単！3STEPの簡単組立！！
アウトドアに！

買い物などの
Myカゴ
として！！

22154-09〔90A92〕
（0355051）
￥2,500（税込￥2,750）
本体：ポリプロピレン樹脂

（SV-6735）組み立て簡単収納BOX ロング 3個組

製品サイズ（重量）／約400×150×180ｍｍ
（190g）
袋入サイズ／約430×195×35ｍｍ・袋込重量／約580g・梱包入数／20
JANコード／4989918506735（中国製） 対応不可

22154-10〔00T00〕
（1001359）
￥2,000（税込￥2,200）
ポリプロピレン

（KTB-02）簡単たたんでバスケット（大）

製品サイズ（重量）／本体：約445×325×250ｍｍ（約920g）
耐荷重目安：約12kg
内寸：約410×275×235ｍｍ
収納時：約445×325×77ｍｍ
箱サイズ／約320×455×83ｍｍ・箱込重量／約1,150g・梱包入数／12
JANコード／4975192079263（中国製） 大杉判

①上に持ち上げる

②横面を下におろす

155 DAILY WARE（日用品）
繰り返して使えて環境に優しいマイバックとしてお弁当やお惣菜の持ち運びに便利です。
コンパクトに折りたためる、ちょっとオシャレな買い物カゴ。

●テイクアウトに。

●カップドリンクの持ち運びにも。コンビニやドラッグストアな
ど、ちょっとのお買い物に！広げて5倍の大きさになります。
車のダッシュボードなど、ちょっとのスキマに収納できます。

ブラウン

●アウトドア・レジャーに。

すっぽり入る正方形型。受け取り時にサッと出せる。

積み重ねもできる。組み立ても収納の簡単。
持ち運びも
ラクラク♪

日本製

ベージュ

22155-01（MK-100・ブラウン）
（0002763）
22155-02（MK-101・ベージュ）
（0002764）
￥1,000（税込￥1,100）
〔00T02〕

JANコード／4975192086940
JANコード／4975192086957

本体：ポリプロピレン（耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃）、ヒモ：PP・PA

●オードブルや
Sサイズピザに。

折りたたみ式 マイかご

製品サイズ（重量）／約260×260×150ｍｍ（約300g）
包装サイズ／約325×155×45ｍｍ・包装込重量／約320g・梱包入数／30
（日本製） 対応不可

コンビニ弁当にも。

自由自在な組み換えが可能な、高いモジュール性の魅せる収納インテリア。

22155-03〔00A05〕
（0328101）
￥1,500（税込￥1,650）

日本製

22155-04〔98A03〕
（0328115）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

22155-05〔98A03〕
（0328116）
￥2,500（税込￥2,750）

ポリプロピレン

ポリプロピレン

ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／製品：約180×360×123ｍｍ（790g）
製品内寸：約146×321×86ｍｍ
箱なし・梱包入数／10
JANコード／4528302323000（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約180×360×183ｍｍ（1,010g）
製品内寸：約144×320×146ｍｍ
箱なし・梱包入数／8
JANコード／4528302323406
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品：約180×360×243ｍｍ（1,010g）
製品内寸：約142×319×206ｍｍ
箱なし・梱包入数／6
JANコード／4528302323802
（日本製） 対応不可

ファボーレヌーヴォチェスト S120 ホワイト

ファボーレヌーヴォチェスト S180 ホワイト

●冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、デスク周りの整理整頓に。
同じサイズはもちろん、異なるサイズも積み重ね可能。

ファボーレヌーヴォチェスト S240 ホワイト

●小物を効率よく収納。スタッキング（積み重ね）はもちろん、
ネスティング（入れ子式になること）も可能の万能BOX。

日本製

日本製

22155-06〔03T05〕
（1003871）
￥2,000（税込￥2,200）

22155-07〔00T02〕
（1003872）
￥1,000（税込￥1,100）

ポリスチレン樹脂

ポリプロピレン樹脂（耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃）

（DS-100）
「デイズ」マルチ整理トレー6pcセット

（DS-102）
「デイズ」ミニコンテナBOX4pcセット

（ホワイト）S・M・L：各1、
（クリア）S・M・L：各1

SS・S：各2

製品サイズ（重量）／S：約88×88×42ｍｍ（55g）
M：約88×176×42ｍｍ（100g）
L：約88×264×42ｍｍ（145g）
箱サイズ／約270×185×90ｍｍ・箱込重量／約675g・梱包入数／15
JANコード／4975192086414（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量）／SS：約130×92×80mm
（50g）
S：約192×132×80mm（100g）
箱サイズ／約195×140×135mm・箱込重量／約380g・梱包入数／24
JANコード／4975192086421（日本製） A5判

●小型軽量で持ち運びに便利。
フタを閉じた状態で中身が確
認できる。なくしやすいネジや
アクセサリー等の整理に便利
です。

●使わないときはコンパクトに
折りたためるコンテナ。真っ白
でインテリアにも馴染む。フタ
付で積み重ねも可能。

日本製

日本製

22155-08〔08A10〕
（0489140）
￥1,000（税込￥1,100）

22155-09〔03A05〕
（0328088）
￥2,000（税込￥2,200）

本体：ポリプロピレン樹脂

本体：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／約354×256×65ｍｍ（約650g）
袋入サイズ／約354×256×65ｍｍ・袋込重量／約650g・梱包入数／12
JANコード／4976131811401（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／本体：約495×355×262ｍｍ（1,770g）
折りたたみ時：約495×355×65ｍｍ
製品内寸：約456×316×245ｍｍ
袋入サイズ／約495×355×65ｍｍ・袋込重量／約1,770g・梱包入数／8
JANコード／4528302663892（日本製） 対応不可

パーツ部品ケース

日本製

フタ付折りたたみコンテナ

DAILY WARE（日用品）
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●トレーと台座が分離している為、片手での取り扱いと洗浄が簡単です。
本製品はトレー・台座共抗菌効果を持っておりますので人にもペットにも優しく安全です。
抗菌フッ素タイプは油や汚れをはじく為、より洗浄しやすくなっています。

22156-01〔08A10〕
（0049004）
￥3,500（税込￥3,850）

日本製

日本製

22156-02〔08A10〕
（0049005）
￥4,200（税込￥4,620）

トレー部・台座：XM-7・18-8ステンレス、
台座すべり止めゴム：シリコンゴム

トレー部・台座：XM-7・18-8ステンレス、
台座すべり止めゴム：シリコンゴム

製品サイズ（重量・容量）／トレー部：約φ178×51ｍｍ（約205g・約680㎖）
台座：約φ219×55ｍｍ（約204g）
台座すべり止めゴム：約φ210×3ｍｍ（約8g）
箱サイズ／約225×225×62ｍｍ・箱込重量／約538g・梱包入数／30
JANコード／4538085011193（日本製） B5判

製品サイズ（重量・容量）／トレー部：約φ208×54ｍｍ（約277g・約1,020㎖）
台座：約φ255×58ｍｍ（約257g）
台座すべり止めゴム：約φ245×3ｍｍ（約10g）
箱サイズ／約260×260×64ｍｍ・箱込重量／約695g・梱包入数／20
JANコード／4538085011209（日本製） 半紙判

IKD 18-8 抗菌ペット用食器ボクノン太 15cm
ミラータイプ

●USB、
ACジャックが付いており、災害時などに活躍致します。USBとACを同時使用ができます。
過電圧、ショート、過負荷の保護機能付き。

IKD 18-8 抗菌ペット用食器ボクノン太18cm
ミラータイプ

●地面に埋め込むだけで畑、芝庭、花壇をモグラから守ります。地下小動物が嫌う音波振動を発
し、モグラを追い払います。ソーラーパネル充電ですので電池式より経済的です。

22156-03〔05A07〕
（0355044）
￥4,000（税込￥4,400）

22156-04〔00A02〕
（0355049）
￥3,000（税込￥3,300）

ソケット部：マンガン鋼、その他：ABS樹脂

本体：ABS樹脂、パイプ：アルミニウム

（SV-5707）一緒に使えるカーインバーター

（SV-6384）ソーラー式モグラ撃退器 DX

製品サイズ（重量）／約100×53×28ｍｍ（70g）
ブリスターサイズ／約200×105×30ｍｍ・ブリスター込重量／約105g
梱包入数／96
JANコード／4989918505707
（中国製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約144×144×343ｍｍ（240g）
箱サイズ／約249×174×88ｍｍ・箱込重量／約340g・梱包入数／18
JANコード／4989918506384（中国製） A4判

●飲料用空缶（190㎖〜1.0ℓまで）コンパクトにつぶし、
磁石によりアルミとスチール缶を選別することができます。
飲料用空ペットボトル（500 ㎖〜2.0ℓまで）も
コンパクトにつぶせます。

楽しくつぶして資源リサイクル。

日本製

22156-05〔98E00〕
（0101036）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：鉄（シリコン焼付け塗装）、踏み板2.0ｍｍ・受け台2.3ｍｍ、軸：鉄（クロムメッキ）
ツマミ：ポリプロピレン、ツマミ軸：6ナイロン

（RC-2M）リサイクルクラッシャー踏み踏み（ミニタイプ）
製品サイズ（重量）／約319×164×48ｍｍ（約1,930g）
箱サイズ／約335×190×75ｍｍ・箱込重量／約2,140g・梱包入数／8
JANコード／4970368691027
（日本製） B4判

ベランダやウッドデッキなどでの収納庫になる大型ボックス。

日本製

日本製

日本製

22156-06〔98A02〕
（0328117）
￥3,000（税込￥3,300）

22156-07〔98A02〕
（0328118）
￥4,000（税込￥4,400）

22156-08〔98A02〕
（0328119）
￥8,000（税込￥8,800）

ポリプロピレン

ポリプロピレン

ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／製品本体：約620×443×445ｍｍ（2,000g）
製品内寸：約500×345×410ｍｍ
箱なし・梱包入数／6
JANコード／4991068153547（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品本体：約880×443×445ｍｍ（3,000g）
製品内寸：約760×345×410ｍｍ
箱なし・梱包入数／6
JANコード／4991068148161（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／製品本体：約920×500×710ｍｍ（5,400g）
製品内寸：約787×387×679ｍｍ
箱なし・梱包入数／2
JANコード／4991068162136（日本製） 対応不可

ホームボックス620 ブラウン

ホームボックス880 ライトグレー

ホームボックス920 ブラウン

157

DAILY WARE（ホビー&ガーデン）

●使うほどに表情が変わる革紐つき銅製植木
鉢。時間とともに風合いが変化する銅製カッ
プ をあたたか 味ある革 紐でお好みにアレ
ンジ。

●園芸用ポットとしてはもちろん、
銅は常に無菌で安心な素材です
ので、キッチンなどでミニストッ
カーとして使用したり、アイディ
ア次第で様々な使い方が可能で
す。あなただけの特別なインテ
リアでこだわりのお部屋を演出
します。

●鉢受けにキャスターが5個
ついてラクラク移動自由。
10号鉢以下に最 適です。
耐荷重約50kg。

※底面には通気用の穴が
空いています。

22157-01〔03A05〕
（0402141）
￥2,500（税込￥2,750）

日本製

22157-02〔95A97〕
（0489137）
￥1,000（税込￥1,100）

本体：純銅（外面：焼付けクリア塗装）、革紐：ヌメ革

（4598）銅製植物POT
ミニストッカー Cu-RASU

日本製

本体：ポリプロピレン樹脂、キャスター：ナイロン（鉄芯入）

製品サイズ（重量）／本体：約φ67×60ｍｍ（75g）
革紐：約5×800ｍｍ
箱サイズ／約70×70×135ｍｍ・箱込重量／約122g
梱包入数／72
JANコード／4562208694598（日本製） 豆判No.6

鉢受プレートキャスター付

290 ブラウン

製品サイズ（重量）／約290×290×75ｍｍ（約400g）
袋入サイズ／約290×290×75ｍｍ・袋込重量／約400g・梱包入数／20
JANコード／4976131808326（日本製） 対応不可

22157-03〔00A02〕
（0489133）
￥1,200（税込￥1,320）

22157-04〔00A02〕
（0489093）
￥2,500（税込￥2,750）

22157-05〔03A05〕
（0489001）
￥3,000（税込￥3,300）

ポリプロピレン樹脂

本体・タイヤ：ポリプロピレン樹脂

本体・蓋・タイヤ・バックル：ポリプロピレン樹脂

製品サイズ（重量）／約392×192×134ｍｍ（760g）
袋入・梱包入数／12
JANコード／4976131808319（日本製） 対応不可

製品サイズ／約360×255×200ｍｍ
箱サイズ／約260×385×210ｍｍ・箱込重量／約1,270g・梱包入数／8
JANコード／4976131808869（日本製） 中杉判

製品サイズ／約510×305×285ｍｍ
箱サイズ／約510×320×300ｍｍ・箱込重量／約2,100g・梱包入数／6
JANコード／4976131805004（日本製） 大杉判

ツールボックス 390

フィールドカートジュニア（ブルー）

フィールドカート

●農作業、草取等の作業がラクラク。軽くて扱いやすい。
ぐるっと座面が360°回転します。耐荷重80kg。

●農作業、草取等の作業がラクラク。軽くて扱いやすい。ぐるっ
と座面が360°回転します。小物などが収納出来ます。耐荷
重80kg。

22157-06〔98A00〕
（0489138）
￥3,000（税込￥3,300）

22157-07〔00A02〕
（0489139）
￥3,500（税込￥3,850）

本体：ポリプロピレン樹脂、回転座面留め具：ABS樹脂

本体：ポリプロピレン樹脂、回転座面留め具：ABS樹脂

製品サイズ（重量）／約360×255×210ｍｍ（約1,570g）
箱サイズ／約383×263×220ｍｍ・箱込重量／約1,900g・梱包入数／8
JANコード／4976131811944（日本製） 中杉判

製品サイズ（重量）／約510×305×295ｍｍ（約2,400g）
箱サイズ／約511×317×298ｍｍ・箱込重量／約2,900g・梱包入数／6
JANコード／4976131811920（日本製） 大杉判

フィールドカートジュニア（回転座面付）グリーン

フィールドカート（回転座面付）グリーン

●連結して使用。角度をかえられる。20枚で約4.6m。
花壇演出ができます。

●芝の根の浸食をくいとめる。連結式で四角形、円形にアレン
ジでき、花壇として演出できます。20枚で約2.98mの長さに
なります。

四角形や円形に
アレンジできます。

22157-08〔98A00〕
（0489141）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

本体：ポリプロピレン樹脂

芝止めストッパー 20枚組

製品サイズ（重量）／約160×13×140ｍｍ（約54g）
箱サイズ／約150×190×170ｍｍ・箱込重量／約1,500g・梱包入数／12
JANコード／4976131812385（日本製） B6判

22157-09〔98A00〕
（0489142）
￥2,500（税込￥2,750）
本体を連結してから打ち込んでください。

日本製

本体：ポリプロピレン樹脂

土止めストッパー 20枚組

製品サイズ（重量）／約240×13×175ｍｍ（約95g）
箱サイズ／約175×260×190ｍｍ・箱込重量／約2,000g・梱包入数／4
JANコード／4976131811791（日本製） A4判

DAILY WARE（ホビー&ガーデン）
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組立式

お部屋を明るく装うひまわりシリーズ。
あまくやさしい香り、
さわやかなハーブの香りが心を潤します。

22158-01〔08A10〕
（0253005）
￥3,700（税込￥4,070）

品質表示

スチールパイプ、丸棒

（K-104）ガーデンラック2段

製品サイズ（重量）／約160×185×460ｍｍ（約800g）
箱サイズ／約485×170×65ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／10
JANコード／4990474010543（日本製） B4判

22158-02〔08A10〕
（0253006）
￥5,000（税込￥5,500）

（K-103）ガーデンラック3段

製品サイズ（重量）／約550×160×290ｍｍ（約900g）
箱サイズ／約335×225×65ｍｍ・箱込重量／約1,200g・梱包入数／10
JANコード／4990474010536（日本製） B4判

●小さな観葉植物やハーブなどを育てているという人に細く長いノズルがオススメ。ピンポイントに水を与えられて周りを汚すこと
もありません。小さいサイズなのでお部屋に置いても邪魔にならず、おしゃれなデザインもポイント。

22158-03〔08A10〕
（0277031）
￥2,000（税込￥2,200）

22158-04〔08A10〕
（0277032）
￥2,500（税込￥2,750）

ステンレス・シリコーンゴム

ステンレス・シリコーンゴム

（205384）
「ドーム」ジョーロ S

製品サイズ（重量・容量）／約210×90×135ｍｍ（180g・485㎖）
箱サイズ／約225×100×130ｍｍ・箱込重量／約265g・梱包入数／24
JANコード／4521540253849（中国製） B5判

（205385）
「ドーム」ジョーロ L

製品サイズ（重量・容量）／約271×114×145ｍｍ（264g・960㎖）
箱サイズ／約270×130×145ｍｍ・箱込重量／約389g・梱包入数／12
JANコード／4521540253856（中国製） 半紙判

22158-05〔08A10〕
（0277033）
￥1,600（税込￥1,760）
18-8ステンレス・ポリプロピレン・ポリエチレン

（205578）
「マトリス」霧吹き

製品サイズ（重量・容量）／約108×55×202ｍｍ（149g・280㎖）
箱サイズ／約90×90×215ｍｍ・箱込重量／約204g・梱包入数／48
JANコード／4521540255782（中国製） B5判

●小さな観葉植物やハーブなどを育てているという人に細く長いノズルがオススメ。ピンポイントに水を与えられて周りを汚すこと
もありません。小さいサイズなのでお部屋に置いても邪魔にならず、おしゃれなデザインもポイント。

22158-06〔08A10〕
（0277034）
￥2,200（税込￥2,420）

22158-07〔08A10〕
（0277035）
￥2,800（税込￥3,080）

ステンレス・シリコーンゴム

ステンレス・シリコーンゴム

（201506）
「ミッテ」ジョーロ S

製品サイズ（重量・容量）／約243×103×126ｍｍ（246g・400㎖）
箱サイズ／約230×110×140ｍｍ・箱込重量／約312g・梱包入数／24
JANコード／4521540215069（中国製） 本中判

●サイズ色々！ディスプレイを楽しめるフラワーラック。

組立式

（201424）
「ミッテ」ジョーロ L

製品サイズ（重量・容量）／約239×127×170ｍｍ（370g・840㎖）
箱サイズ／約270×130×185ｍｍ・箱込重量／約485g・梱包入数／12
JANコード／4521540214246（中国製） 半紙判

22158-08〔08A10〕
（0277036）
￥1,800（税込￥1,980）
18-8ステンレス・ポリプロピレン・ポリエチレン

（201509）
「ミッテ」霧吹き

製品サイズ（重量・容量）／約108×80×182ｍｍ（154g・300㎖）
箱サイズ／約90×93×197ｍｍ・箱込重量／約207g・梱包入数／48
JANコード／4521540215090（中国製） A5判

●サイズ色々！ディスプレイを楽しめるフラワーラック。

組立式

日本製

日本製

22158-09（ホワイト）
（0328072） JANコード／4528302910002
22158-10（BE/DBR）
（0328073） JANコード／4528302910019
￥1,500（税込￥1,750）
〔95A97〕

22158-11（ホワイト）
（0328074） JANコード／4528302910170
22158-12（BE/DBR）
（0328075） JANコード／4528302910187
￥2,000（税込￥2,200）
〔98A00〕

本体：ポリプロピレン

本体：ポリプロピレン

フラワースタンド460

製品サイズ（重量）／約460×327×300ｍｍ（800g）
袋入・梱包入数／20
（日本製） 対応不可

フラワースタンド600

製品サイズ（重量）／約600×514×452ｍｍ（1,750g）
袋入・梱包入数／10
（日本製） 対応不可

159 DAILY WARE（ホビー&ガーデン）
●見た目もかわいい、ピンクの取っ
手のフラワーはさみが新登場。フ
ラワーアレンジメントやガーデニ
ングなどの園芸用に、また家庭用
としても幅広く使用できる万能は
さみになっております。サビに強
いステンレス鋼を使用し、滑らか
な軽い切れ味を保ちます。

●花切り、生け花、植木の剪定に大活
躍。握りやすいハンドルで滑りにくく
なっております。女性の手でもラク
ラク握れるサイズになっておりま
す。カーブの刃なので、食い込みやす
くなっております。

●花切り、生け花、植木の剪定に大活
躍。女性の手でも扱いやすいミニタ
イプになります。ロック付きなの
で、安全に開閉できます。ハンドル
部分がアルミ製の軽量なので、疲れ
にくく作業がしやすいです。

22159-01〔92A95〕
（0355060）
￥1,000（税込￥1,100）

22159-02〔98A00〕
（0355047）
￥1,000（税込￥1,100）

22159-03〔95A97〕
（0355017）
￥2,000（税込￥2,200）

刃部：ステンレス鋼、ハンドル：ABS樹脂

刃部：ステンレス鋼、ハンドル：TPR樹脂＋ポリプロピレン樹脂

（SV-4922）フラワーはさみ

（SV-6711）ハンドルがすべりにくい！カーブ刃 剪定はさみ

製品サイズ（重量）／約85×170×11ｍｍ（68g）
ブリスターサイズ／約106×240×15ｍｍ・ブリスター込重量／約96g
梱包入数／60
JANコード／4989918504922（中国製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約43×165×15ｍｍ（72g）
ブリスターサイズ／約93×223×20ｍｍ・ブリスター込重量／約92g
梱包入数／100
JANコード／4989918506711（中国製） 対応不可

●多用途収納の
座れるバケツ。

日本製

22159-05〔98A03〕
（0328113）
￥2,000（税込￥2,200）

製品サイズ（重量）／約175×50×20ｍｍ（145g）
ブリスターサイズ／約270×90×25ｍｍ・ブリスター込重量／約175g
梱包入数／60
JANコード／4989918505776（台湾製） 対応不可

●多用途収納の
座れるバケツ。

組立式

22159-04〔00A05〕
（0668018）
￥5,000（税込￥5,500）

刃部：ステンレス、ハンドル：アルミ+PVC、ロック部：アルミ

（SV-5776）らくらく剪定ハサミ 女性用

組立式

日本製

日本製

22159-06〔98A03〕
（0328114）
￥2,500（税込￥2,750）

18-8ステンレス

ポリプロピレン、対荷重150kg

ポリプロピレン、対荷重150kg

製品サイズ（重量・容量）／約φ253×227ｍｍ（770g・8,000㎖）
袋サイズ／約255×255×227ｍｍ・袋込重量／約780g・梱包入数／12
JANコード／4934481303175（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／製品本体：約310×305×303ｍｍ（990g・1,500㎖）
製品内寸：約230×230×267ｍｍ
袋入・梱包入数／4
JANコード／4528302650076（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／製品本体：約340×335×333ｍｍ
（1,200g・2,000㎖）
製品内寸：約260×260×297ｍｍ
袋入・梱包入数／4
JANコード／4528302650090（日本製） 対応不可

（V-1306A）ステンバケット つる付 8ℓ

座れる収納バケツ 15ℓ ライトグレー

座れる収納バケツ 20ℓ ブラック

●水の力で伸縮するホース！収納時では約7.5mで使用時は最
大約15mまで伸縮します。軽い・絡まない・かさばらない・紫
外線に強く劣化しにくい素材になります。水やりや洗車の強
い味方！蛇口をひねるだけで遠くの水やりも簡単にできま
す。ノズルは、7段階の使用ができます。

日本製

22159-08〔05A07〕
（0467053）
￥1,400（税込￥1,540）
18-0ステンレス・ABS樹脂

22159-07〔92A95〕
（0355009）
￥10,000（税込￥11,000）

（01404102）TD ステン アウトドアカトラリーセット
（ケース付き）艶消し

製品サイズ（重量）／ナイフ：全長約168ｍｍ（20g）
フォーク：全長約160ｍｍ（20g）
スプーン：全長約160ｍｍ（25g）
ケース：約43×174×23ｍｍ（30g）
箱サイズ／約117×223×24ｍｍ・箱込重量／約140g・梱包入数／120
JANコード／4573116447107（日本製） B5判

本体：
（内側TPE樹脂・外側テトロンスパンデックス）、ノズル：ABS樹脂
収納フック：ポリプロピレン樹脂（SV-5608）のび〜るホース 収納フック付き

（SV-5608）のび～るホース 収納フック付き

製品サイズ（重量）／約7.5m〜×30×30ｍｍ（1,050g）
箱サイズ／約140×275×190ｍｍ・箱込重量／約1,240g・梱包入数／8
JANコード／4989918505608（台湾製） 半紙判

●PVD コーティングハイテク技術により耐久性が向上、食器洗い機で洗うことができます。
●食器専用の収納で、くるくるまとめてコンパクトに持ち運べてとても便利です。
●アウトドア、レジャー、旅行にお弁当、通勤、通学に最適です。
●お礼、プレゼントなどギフトに最適な仕様になっています。
●品質マネジメントシステムに関する国際規格です。
（ISO 9001 取得）

食器洗浄器
対応

ブラック

ピンク

22159-09（MYC-103・ブラック）
（0283011） JANコード／4539612021913
22159-10（MYC-203・ピンク）
（0283012） JANコード／4539612021104
￥3,500（税込￥3,850）
〔03A05〕
18-8ステンレススチール

マイカトラリー3Pc

スプーン・フォーク・箸・収納ケース：各1

製品サイズ（重量）／スプーン：全長204×40ｍｍ（41g）、フォーク：全長205×23ｍｍ（34g）
箸：全長235×7ｍｍ（33g）、収納ケース：約250×60ｍｍ
ブリスターサイズ／約80×280×30ｍｍ・ブリスター込重量／約200g・梱包入数／24
（シンガポール製） 対応不可

DAILY WARE（レジャー・アウトドア）
●初心者でも手軽に焚き火が楽しめるアウトドアグッズです。設置は折りたたんだ本体（初回の
みプレートを差し込み）を開いてロストルを差し込み地面に置くだけ。素材はステンレス製なの
で錆びにくく長時間の使用にも変形いたしません。

組立式

●初心者でも手軽に焚き火が楽しめるアウトド
アグッズです。設置は折りたたんだ本体（初回
のみプレートを差し込み）を開いてロストルを
差し込み地面に置くだけ。素材はステンレス製
なので錆びにくく長時間の使用にも変形いた
しません。焚き火の前のBBQ を手軽に楽しめ
るセットです。
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●グリルスタンドは高さを3 段階調整できて本体に置くだけ
簡単にセットできます。

組立式

日本製

22160-01〔05A07〕
（0083001）
￥12,800（税込￥14,080）

22160-02〔10A12〕
（0083002）
￥14,800（税込￥16,280）

本体・ロストル：18-8ステンレス、プレート：18-0ステンレス

本体・ロストル：18-8ステンレス、プレート：18-0ステンレス
グリルスタンド・グリル用ネット：スチール（クロムメッキ）

（UC-206）燕三条製ステンレス焚き火台

（UC-207）燕三条製ステンレス焚き火台（グリルセット）

製品サイズ（重量）／本体（使用時）
：約380×500×310ｍｍ（約2,000g）
本体（収納時）
：約415×415×60ｍｍ
間口：約380×380ｍｍ
箱サイズ／約442×108×420ｍｍ・箱込重量／約2,650g・梱包入数／4
JANコード／4514019031901（日本製） 大杉判

①

日本製

製品サイズ（重量）／本体（使用時）
：約380×500×310ｍｍ（約2,600g）
本体のみ（収納時）
：約415×415×60ｍｍ
箱サイズ／約442×108×420ｍｍ・箱込重量／約3,450g・梱包入数／3
JANコード／4514019031406（日本製） 大杉判

②

③
●脚をテーブルの裏に
コンパクトに収納できます。

22160-06〔00T02〕
（0002225）
￥1,500（税込￥1,650）
本体・蓋・テーブル部・バックル・ハンドル・脚：PP、断熱材：発泡スチロール

（PA-08）
「ポルカ」テーブルクーラー

製品サイズ（重量・容量）／約495×260×170ｍｍ（620g・約3.8ℓ）
   収納時：約202×260×170ｍｍ
箱サイズ／約205×263×173ｍｍ・箱込重量／約760g・梱包入数／24
JANコード／4975192009994（日本製） 半紙判

●350㎖の缶が立てて2列で
6本スッキリセットできます。

●クーラーボックスが
こんな便利なテーブルに
早変わり。

①22160-03（K-25・ラーク）
（0253017）
②22160-04（K-26・JPS）
（0253018）
③22160-05（K-27・キャビン）
（0253019）
￥1,700（税込￥1,870）
〔05A07〕

JANコード／4990474003019
JANコード／4990474003033

  JANコード／4990474003118

スチールパイプ、ナイロンオックス（耐荷重60kg）

レジャーチェアー  PS型

製品サイズ（重量）／約235×270×410ｍｍ（約700g）
箱サイズ／約295×355×55ｍｍ・箱込重量／約900g・梱包入数／20
（日本製） B4判

水中の観察に最適なのぞきめがねです。
持ちやすい両取手付き。顔に当たる部分には
柔らかなゴムを使用しておりますので安全です。

22160-07〔03A05〕
（0665035）
￥2,000（税込￥2,200）

日本製

22160-08〔03A05〕
（0665036）
￥2,500（税込￥2,750）

日本製

本体：ポリプロピレン、レンズ：AS樹脂、フチゴム：サンプレーン、パッキン：スポンジ

本体：ポリプロピレン、レンズ：AS樹脂、フチゴム：サンプレーン、パッキン：スポンジ

製品サイズ（重量）／約280×205×195ｍｍ（約525g）
袋入れ・梱包入数／12
JANコード／4533009020008
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約280×205×355ｍｍ（約690g）
袋入れ・梱包入数／6
JANコード／4533009020015（日本製） 対応不可

たこめがね

たこめがね  ロング
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DAILY WARE（レジャー・アウトドア）
炊く

茹でる

温める

蒸す

目盛付

●取っ手は折りたためるため、持ち運びも容易！
煮炊きができるアルミ鍋。

●様々な料理が楽しめる調理セット。アイデア次第で
調理の幅が広がるアイテムです。

22161-02〔00T02〕
（1001908）
￥4,000（税込￥4,400）

ガス火専用

メスティン本体：アルミニウム（アルマイト加工）底の厚さ1.0mm、フタ：アルミニウム
ハンドル：ステンレス鋼・シリコーンゴム、折り畳み簡易コンロ：亜鉛メッキ鋼板
メッシュトレー・シェラカップ：ステンレス鋼、収納袋：ポリエステル

ガス火専用

（CF-102）
「キャッチフィールド」アウトドア5点セット

22161-01〔00T02〕
（1001907）
￥1,500（税込￥1,650）

メスティン1.5合・簡易コンロ・メッシュトレー・収納袋：各1
シェラカップ：2

製品サイズ（重量・容量）／メスティン：約290×98×66ｍｍ（約165g・750㎖）
深さ：57mm
   シェラカップ：約175×125×42ｍｍ（約87g・300㎖）
   メッシュトレー：約159×88×15ｍｍ（約37g）
   折畳み簡易コンロ：約102×75×55ｍｍ（約100g）
   収納袋：約290×265ｍｍ（約23g）
箱サイズ／約235×185×80ｍｍ・箱込重量／約630g・梱包入数／16
JANコード／4975192087497（中国製） B5判

本体：アルミニウム（アルマイト加工）底の厚さ1.0mm、フタ：アルミニウム
ハンドル：ステンレス鋼・シリコーンゴム

（CF-101）
「キャッチフィールド」メスティン1.5合用

製品サイズ（重量・容量）／約290×98×66ｍｍ（約165g・750㎖）深さ：57mm
    収納時：約176×98×70ｍｍ・内径：約160×90ｍｍ
箱サイズ／約185×105×80ｍｍ・箱込重量／約220g・梱包入数／40
JANコード／4975192087480（中国製） A5判

バーベキューの楽しみを広げる必須アイテムです。
収納もコンパクトになるので
持ち運びしやすいです。
また防災時にも役に立ちます。
品質表示

本体：ステンレス
ガス火専用

●ソースパン、ミルクパンのカバーがお皿として使えて便利です。
収納もコンパクトになるので持ち運びしやすいです。

22161-03〔08A10〕
（0140033）
￥2,500（税込￥2,750）

22161-04〔08A10〕
（0140034）
￥3,500（税込￥3,850）

（TS-010）
「アウトランド」フィールドカップ4pc

製品サイズ（重量・容量）／クッカー（大）
：約123×123×63mm
（100g・700㎖）
   クッカーカバー：約130×130×15mm（40g）
   クッカー（小）
：約115×115×53mm
（90g・500㎖）
   ミニマグカップ：約72×72×45mm
（50g・200㎖）
箱サイズ／約136×136×65mm・箱込重量／約340g・梱包入数／48
JANコード／4560433022155（日本製） 豆判No.6

22161-05〔08A10〕
（0140035）
￥4,000（税込￥4,400）

（TS-03）
「アウトランド」ツーリングクッカーセット6pc

製品サイズ（重量・容量）／ソースパン：約140×140×70mm（140g・1,070㎖）
   ミルクパン：約120×120×65mm
（110g・730㎖）
   フライパン：約145×145×30mm（100g）
   ソースパンカバー：約145×145×16mm（60g）
   ミルクパンカバー：約127×127×15mm
（60g）
   ミルクパントレー：約118×118×26mm
（40g）
箱サイズ／約160×160×82mm・箱込重量／約580g・梱包入数／24
JANコード／4560433022018（日本製） 豆判No.7

（TS-04）
「アウトランド」ツーリングクッカーセット5pc

製品サイズ（重量・容量）／トレー：約120×120×25mm（60g）
    カップ：約105×105×60mm（100g・515㎖）
    フライパン：約130×130×30mm（100g・390㎖）
    クッカー：約120×120×95mm
（170g・1,070㎖）
    マグカップ：約73×73×70mm
（80g・290㎖）
箱サイズ／約140×140×120mm・箱込重量／約560g・梱包入数／12
JANコード／4560433022025（日本製） 豆判No.6

●シンプルなステンレスマグをアウトドア仕様に仕
上げました。外面にアクリル塗装を施してあるの
で汚れが付きにくく洗いやすくなっています。品
質、安心、安全性を約束するマーク「メイド・イン・
ツバメ」認定取得商品。

●キャンプケトルのハンドルと吊手を畳めるのでコンパクトに
収納出来ます。吊手があるので五徳に乗せるだけではなく、
吊るせるのでその時の用途に合わせられます。

ガス火専用
日本製

22161-07（OS-001G・モスグリーン）
（0140045）
JANコード／4560433025415

22161-08（OS-001K・カーキ）
（0140046）
JANコード／4560433025446

22161-09（OS-001Y・イエロー）
（0014048）
JANコード／4560433025408

日本製

￥1,500（税込￥1,650）
〔08A10〕

22161-06〔08A10〕
（0140047）
￥4,000（税込￥4,400）

18-8ステンレス、外面アクリル塗装

「outdoor scene」
18-8ステンレス シングルマグ 300㎖

本体：ステンレス、蓋ツマミ：木

（TS-100）
「outdoor scene」吊手付きキャンプケトル14cm
製品サイズ（重量・容量）／約φ145×165×100mm（330g・適正容量600㎖）
箱サイズ／約170×190×95mm・箱込重量／約430g・梱包入数／24
JANコード／4560433025392（日本製） A5判

モスグリーン

カーキ

イエロー

製品サイズ（重量・容量）／約φ73×102×70ｍｍ（75g・300㎖）
箱サイズ／約93×90×85ｍｍ・箱込重量／約125g
梱包入数／36
（日本製） 豆判No.4

DAILY WARE（レジャー・アウトドア）
●アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにま
とめた二重カップです。マグカップは二重構造で保温力抜
群！蓋付でホコリ等の侵入を防ぎます。ハンドルは折りたた
み式で小さく収納でき持ち運びに便利！

新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に
「メイド・イン・ツバメ」のロゴマークを使用しています。日本は
もとより世界中で燕製品が愛用されています。燕の工場がお
客様のことを想いながら丹精込めて製造された商品であるこ
と、安心と高品質をお客様に約束するマークです。
品質表示

18-8ステンレス
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●分割式ドリッパーと二重マグカップ
がセットになったドリッパーセット
です。いつでもどこでも本格的なド
リップコーヒーが楽しめます。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22162-01〔08A10〕
（0165105）
￥2,000（税込￥2,200）

22162-02〔08A10〕
（0165106）
￥5,000（税込￥5,500）

（PY-C009）18-8  蓋付  二重構造マグカップ200㎖

製品サイズ（重量・容量）／二重マグカップ：約φ75×72mm（129g・200㎖）
   マグカップ蓋兼用受け皿：約φ79×3mm（19.5g）
箱サイズ／約100×100×98mm・箱込重量／約193g・梱包入数／48
JANコード／4995969047974（日本製） 対応不可

●下段の本体で炊飯をしながら上段の鍋で一度に温めたり調
理ができる炊飯用クッカーです。コンパクト収納で万が一の
災害時の備えにもおすすめです。

（PY-C008）二重マグカップペア&ドリッパーセット

製品サイズ（重量・容量）／二重マグカップ：約φ75×72mm（129g・200㎖）
   マグカップ蓋兼用受け皿：約φ79×3mm（19.5g）
   ドリッパー：約φ95×50mm（30g）
   ドリッパー受台：約φ93×0.8mm（15g）
箱サイズ／約180×100×98mm・箱込重量／約436g・梱包入数／24
JANコード／4995969047936（日本製） B6判

ガス火専用

日本製

日本製

22162-03〔08A10〕
（0165130）
￥4,000（税込￥4,400）

22162-04〔08A10〕
（0165129）
￥6,000（税込￥6,600）

18-0ステンレス

18-8ステンレス、蓋ツマミ：木

（PY-C011）2WAYライスクッカーセット SOLO 1合炊
収納袋付

（PY-C007）ツーリングケトルクッカー&ドリッパーセット
収納用メッシュ袋付

●お鍋とケトルが一つになった
ケトルクッカーと、分割 式ド
製品サイズ（重量・容量）／二重マグカップ：約φ74×72mm
（129g・200㎖）
リッパー、二重マグカップが
   マグカップ蓋兼用受け皿：約φ79×3mm（19.5g）
セットになったコンパクトド
   ドリッパー：約φ90×50mm（30g）
リッパーセットです。いつでも
   ドリッパー受台：約φ95×0.8mm（15g）
   ケトルクッカー：約140×123×110mm（237g・1,070㎖） どこで も 本 格 的 なドリップ
箱サイズ／約138×138×120mm・箱込重量／約590g・梱包入数／12
コーヒーが楽しめます。
JANコード／4995969046953（日本製） 豆判No.7

製品サイズ（重量・容量）／クッカー大：約φ100×93mm
（123g・700㎖）
   クッカー小：約φ107×60mm（76g・515㎖）
   兼用フタ：約φ112×5mm（59g）
箱サイズ／約116×116×145mm・箱込重量／約330g・梱包入数／24
JANコード／4995969049060（日本製） 豆判No.7

●サビに強く耐久性のあるステンレス製のクッカーです。アウ
トドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめ
たクッカーセットです。通気性の良いメッシュ袋付で持運び
もらくらく。万が一の災害時の備えにもおすすめです。

食器洗浄器
対応

22162-05〔08A10〕
（0165107）
￥3,800（税込￥4,180）
ソースパン・ミルクパン・ミルクパントレー・フライパン：18-0ステンレス
収納袋：ナイロン樹脂

（TC-601F）
ツーリングクッカーセット6PC

製品サイズ（重量・容量）／ソースパン：約φ140×70mm（130g・1,070㎖）
   ミルクパン：約φ120×65mm
（110g・730㎖）
   ミルクパントレー：約φ118×26mm（58g・275㎖）
   フライパン：約φ145×30mm
（100g・500㎖）
箱サイズ／約155×155×85mm・箱込重量／約580g・梱包入数／24
JANコード／4995969047868（日本製） 豆判No.8

●アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにま
とめたツーリングクッカーのセットです。ご飯も炊ける優れも
の！

食器洗浄器
対応

●サビに強く耐久性のあるステンレス製のクッカーです。アウ
トドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめ
たクッカーセットです。通気性の良いメッシュ袋付で持運び
もらくらく。万が一の災害時の備えにもおすすめです。

食器洗浄器
対応

22162-06〔08A10〕
（0165108）
￥4,500（税込￥4,950）

22162-07〔08A10〕
（0165109）
￥4,500（税込￥4,950）

ソースパン・ミルクパン・ミルクパントレー・フライパン：18-0ステンレス
収納袋：ナイロン樹脂

フライパン：18-0ステンレス、カップ・クッカー・マグカップ：18-8ステンレス
収納袋：ナイロン樹脂

（TC-801F）ツーリングクッカーセット8PC

製品サイズ（重量・容量）／ソースパン：約φ140×70mm（130g・1,070㎖）
   ミルクパン：約φ120×65mm（110g・730㎖）
   ミルクパントレー：約φ118×26mm
（58g・275㎖）
   フライパン：約φ145×30mm
（100g・500㎖）
箱サイズ／約155×155×85mm・箱込重量／約630g・梱包入数／24
JANコード／4995969047875（日本製） 豆判No.8

（TC-501F）ツーリングクッカーセット5PC

製品サイズ（重量・容量）／フライパン：約φ130×30mm（90g・390㎖）
カップ：約φ105×60mm（90g・515㎖）
クッカー：約φ120×95mm（162g・1,070㎖）
マグカップ：約φ73×70mm（77g・290㎖）
箱サイズ／約137×137×120mm・箱込重量／約620g・梱包入数／24
JANコード／4995969047851（日本製） 豆判No.6

●優れた耐久性と衛生的な、SUS304ステンレス綱を使用。
計量に便利な目盛付。※お米1合・0.5 合も計れます。

日本製

22162-08〔98A00〕
（0007061）
￥900（税込￥990）
18-8ステンレス

ステンレスシェラカップ

製品サイズ（重量・容量）／約120×170×45ｍｍ（105g・320㎖）
袋入・梱包入数／100
JANコード／4513454105345
（日本製） 対応不可

22162-09〔08A10〕
（0277029）
￥1,100（税込￥1,210）
18-8ステンレス

（205445）シェラカップ深型

製品サイズ（重量・容量）／約155×99×52ｍｍ（87g・300㎖）
袋入・梱包入数／1
JANコード／4521540254457（日本製） 対応不可

日本製

22162-10〔08A10〕
（0277030）
￥1,000（税込￥1,100）
18-8ステンレス

（205053）スタッキングマグ

製品サイズ（重量・容量）／約113×80×82ｍｍ（101g・320㎖）
袋入・梱包入数／1
JANコード／4521540250534（日本製） 対応不可

日本製

163 DAILY WARE（レジャー・アウトドア）
鮮やかなネイビーとオレンジが日常を彩ります。オレンジのハートがキュートな
I Love PARIS シリーズ。
●内面はアルミ断熱シートでしっかり保温・保冷で
きて、ピクニックにも普段のお買い物にも役立ち
ます。

●内面はアルミ断熱シートでしっかり保温・保冷できて、
ピクニックにも普段のお買い物にも役立ちます。

22163-01〔03Z05〕
（1003660）
￥1,500（税込￥1,650）

22163-02〔03Z05〕
（1003661）
￥2,000（税込￥2,200）

本体・外面：ポリエステル・綿（内面：アルミ断熱シート）

本体・外面：ポリエステル・綿（内面：アルミ断熱シート）

（MC-921）
「マリ・クレール」LP ミニクーラーバック

（MC-922）
「マリ・クレール」LP トートクーラーバック

製品サイズ（重量・容量）／約310×230×115ｍｍ（170g・約3,500㎖）
箱サイズ／約150×240×62ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／36
JANコード／4975192081891（中国製） B5判

●いつものランチにもう一品！熱々のスープやシチューから
冷たいデザートまで幅広いランチのニーズにお応えします。

製品サイズ（重量・容量）／約510×305×170ｍｍ（290g・約11,000㎖）
箱サイズ／約245×315×60ｍｍ・箱込重量／約410g・梱包入数／24
JANコード／4975192081907（中国製） B4判

●まほうびん構造でしっかり
保温・保冷！アウトドアやお
出かけにぴったりなステン
レスボトルです。

●まほうびん構造でしっかり
保温・保冷！アウトドアやお
出かけにぴったりなマグボ
トルです。マイボトルとして
オフィスや学校でも。

22163-03〔00Z02〕
（1001557）
￥2,000（税込￥2,200）

22163-04〔00Z02〕
（1001558）
￥2,000（税込￥2,200）

22163-05〔00Z02〕
（1001159）
￥2,500（税込￥2,750）

本体内側：18-8ステンレス鋼、外側：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
蓋：ポリプロピレン・シリコーンゴム、パッキン：シリコーンゴム
保温効力：43℃以上（6時間）

本体内側：18-8ステンレス鋼、外側：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
フタ：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム
保温効力：59℃以上（6時間）、保冷効力：10℃以下（6時間）

本体内側：18-8ステンレス鋼、外側：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
フタ：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
・ポリプロピレン、中栓：ポリプロピレン
パッキン：シリコーンゴム、保温効力：71℃以上（6時間）、保冷効力：8℃以下（6時間）

（MC-923）
「マリ・クレール」LP フードポット0.3ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約φ89×113ｍｍ（215g・300㎖）
箱サイズ／約95×95×125ｍｍ・箱込重量／約260g・梱包入数／24
JANコード／4975192081914（中国製） 豆判No.8

（MC-924）
「マリ・クレール」LP マグボトル0.3ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約φ58×200ｍｍ（210g・250㎖）
箱サイズ／約65×65×210ｍｍ・箱込重量／約260g・梱包入数／24
JANコード／4975192081921（中国製） 本中判

（MC-925）
「マリ・クレール」LP ステンレスボトル0.5ℓ
製品サイズ（重量・容量）／約φ69×250ｍｍ（300g・450㎖）
箱サイズ／約75×75×250ｍｍ・箱込重量／約360g・梱包入数／24
JANコード／4975192081938（中国製） 本中判

●バッグやデスクなどに場所を取
らない飲みきりサイズ。まほう
びんで保温・保冷OK！氷ストッ
パー付きで飲みやすく口当たり
が優しい。

スポーツやお出かけに！
持ち歩きに便利なミニ・スリムボトル！
まほうびん構造でしっかり保温・保冷。
22163-06〔00T02〕
（1001798）
￥1,000（税込￥1,100）

22163-07〔00T02〕
（1001797）
￥800（税込￥880）

胴部：内面18-8ステンレス綱、外側ステンレス綱（口径34ｍｍ）
ふた・飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

胴部：内面18-8ステンレス綱、外側ステンレス綱（口径34ｍｍ）
ふた・飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

（SU-09）
「サプリカ」ミニマグボトル180㎖

製品サイズ（重量・容量）／約φ50×150ｍｍ（約100g・実容量180㎖）
箱サイズ／約55×55×160ｍｍ・箱込重量／約125g・梱包入数／40
JANコード／4975192086025（中国製） 豆判No.8

●ワンタッチ操作で外出先やオフィスでも使いやすい。まほう
びん構造で保温・保冷OK！やさしい口当たりの飲み口。持ち
運びに便利なストラップ付き。

（SU-08）
「サプリカ」ミニマグボトル120㎖

製品サイズ（重量・容量）／約φ50×102ｍｍ（約70g・実容量120㎖）
箱サイズ／約55×55×110ｍｍ・箱込重量／約95g・梱包入数／40
JANコード／4975192086032（中国製） 豆判No.4

●超スリムタイプでかばんに入れて
持ち歩きやすい！スタイリッシュ
なステンレスボトル。スポーツやア
ウトドアに欠かせない必需品で
す。また、
マイボトルとしてオフィス
や学校で！ステンレス製なので衛
生的でお手入れ簡単！まほうびん
構造で保温・保冷OK !

22163-08〔00T02〕
（1001799）
￥1,000（税込￥1,100）

22163-09〔00T00〕
（1001616）
￥1,500（税込￥1,650）

胴部：内面18-8ステンレス綱、外側ステンレス綱（口径45ｍｍ）
ふた・飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム、付属品：ストラップ

本体／内面：18-8ステンレススチール、外側：ステンレス（口径34ｍｍ）
パッキン：シリコーンゴム

（SU-10）
「サプリカ」ワンタッチミニマグボトル200㎖
製品サイズ（重量・容量）／約φ68×139ｍｍ（約190g・実容量200㎖）
箱サイズ／約75×75×145ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／40
JANコード／4975192086018（中国製） 豆判No.5

（SU-07）
「Newサプリカ」超スリムボトル 0.23ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約φ45×250ｍｍ（205g・230㎖）
箱サイズ／約53×53×260ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／30
JANコード／4975192082768（中国製） A4判

DAILY WARE（レジャー・アウトドア）

22164-01（RAB-35MYE・マットイエロー）
（0802001）
22164-02（RAB-35MRD・マットレッド）
（0802002）
22164-03（RAB-35MGR・マットグリーン）
（0802003）
22164-04（RAB-35MBL・マットブルー）
（0802004）
22164-05（RAB-35MWH・マットホワイト）
（0802005）
￥1,800（税込￥1,980）
〔05A07〕

164

JANコード／4589829880216
JANコード／4589829880223
JANコード／4589829880230
JANコード／4589829880247
JANコード／4589829880254

本体（内びん・肩部）
：ステンレス鋼、胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、せん：ポリプロピレン（発泡スチロール内蔵）
飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム、保温効力：68度以上（6時間）、保冷効力：10度以下（6時間）

ステンレス製真空マグボトル350㎖

マットイエロー

マットレッド

マットグリーン

マットブルー

マットホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約φ67×150ｍｍ（約160g・350㎖）
箱サイズ／約73×73×160ｍｍ・箱込重量／約205g・梱包入数／24
（中国製） B6判

22164-06（RAB-48MYE・マットイエロー）
（0802006）
22164-07（RAB-48MRD・マットレッド）
（0802007）
22164-08（RAB-48MGR・マットグリーン）
（0802008）
22164-09（RAB-48MBL・マットブルー）
（0802009）
22164-10（RAB-48MWH・マットホワイト）
（0802010）
￥2,000（税込￥2,200）
〔05A07〕

JANコード／4589829880261
JANコード／4589829880278
JANコード／4589829880285
JANコード／4589829880292
JANコード／4589829880308

本体（内びん・肩部）
：ステンレス鋼、胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、せん：ポリプロピレン（発泡スチロール内蔵）
飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム、保温効力：73度以上（6時間）、保冷効力：9度以下（6時間）

ステンレス製真空マグボトル480㎖

製品サイズ（重量・容量）／約φ67×195ｍｍ（約185g・480㎖）
箱サイズ／約73×73×205ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／24
（中国製） A5判
マットイエロー

マットレッド

マットグリーン

マットブルー

マットホワイト

22164-11（RBB-32MYE・マットイエロー）
（0802011）
22164-12（RBB-32MRD・マットレッド）
（0802012）
22164-13（RBB-32MGR・マットグリーン）
（0802013）
22164-14（RBB-32MBL・マットブルー）
（0802014）
22164-15（RBB-32MWH・マットホワイト）
（0802015）
￥1,800（税込￥1,980）
〔05A07〕

JANコード／4589829880315
JANコード／4589829880322
JANコード／4589829880339
JANコード／4589829880346
JANコード／4589829880353

本体（内びん・肩部）
：ステンレス鋼、胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、せん：ポリプロピレン（発泡スチロール内蔵）
飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム、保温効力：62度以上（6時間）、保冷効力：12度以下（6時間）

ステンレス製真空フードポット320㎖

マットイエロー

マットレッド

マットグリーン

マットブルー

マットホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約φ80×119ｍｍ（約210g・320㎖）
箱サイズ／約83×83×130ｍｍ・箱込重量／約255g・梱包入数／24
（中国製） 豆判No.7

アウトドアに大活躍するレジャークーラー。二人で持てる大型キャリングハンドル。ワンプッシュ開閉。
●500㎖ペットボトル6本入ります。

22164-16〔95A97〕
（0284098）
￥2,500（税込￥2,750）

●500㎖ペットボトル11本入ります。

日本製

本体・蓋・ハンドル・バックル・ベルト：ポリプロピレン、蓋パッキン：発砲ポリエチレン
断熱材：発砲スチロール

（VSR-♯10）レジャークーラー  バン  セレーノ ♯10

製品サイズ（重量・容量）／使用時：約296×200×273ｍｍ（920g・7,600㎖）
袋入・梱包入数／12
JANコード／4990127216131（日本製） 対応不可

22164-17〔95A97〕
（0284099）
￥3,500（税込￥3,850）

●500㎖ペットボトル17本入ります。

日本製

本体・蓋・ハンドル・バックル・ベルト：ポリプロピレン、蓋パッキン：発砲ポリエチレン
断熱材：発砲スチロール

（VSR-♯14）レジャークーラー  バン  セレーノ ♯14

製品サイズ（重量・容量）／使用時：約375×270×280ｍｍ（1,450g・13,500㎖）
袋入・梱包入数／8
JANコード／4990127216148（日本製） 対応不可

22164-18〔95A97〕
（0284100）
￥5,000（税込￥5,500）

日本製

本体・蓋・ハンドル・バックル・ベルト：ポリプロピレン、蓋パッキン：発砲ポリエチレン
断熱材：発砲スチロール

（VSR-♯25）レジャークーラー  バン  セレーノ ♯25

製品サイズ（重量・容量）／使用時：約480×300×320ｍｍ（2,140g・24,500㎖）
袋入・梱包入数／6
JANコード／4990127216155（日本製） 対応不可

165 予算別（¥4,000〜￥2,000）
●深型＋ザル・目皿付で用途がこんなに広がる！毎日使いにうれし
い多用途お鍋。ザルを使ってパスタや麺類を茹でるときに、野菜
の湯通しや下茹でなどにも。目皿は蒸し料理に便利。深型で容量
たっぷり、フチが広がったふきこぼれにくい構造。

予算別

いつもお世話になっている人への
大切な贈り物。
コスト別にいろいろな商品を
取り揃えました。

100・200V

22165-01〔03A05〕
（0557147）
￥4,000（税込￥4,400）
本体：ステンレス鋼（板厚0.5mm）、ザル・目皿：ステンレス鋼、フタ：強化ガラス
ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂

（FPZ-18MS）まいにち使いの多用途お鍋
深型片手鍋18cm（ザル・目皿付）

製品サイズ
（重量・容量）／深型片手鍋：約367×216×180ｍｍ
  （820g・4,000㎖）深さ：約148mm
   ザル：約305×183×155ｍｍ（135g）
   目皿：約φ180×8ｍｍ（110g）
箱サイズ／約360×220×168ｍｍ・箱込重量／約1,350g・梱包入数／9
JANコード／4900634100878（中国製） B4判

●ステンレス製だから、
錆びにくく丈夫で衛生
的。ワイド口径だから、
100・200V
内側が洗いやすくお手
入れ簡単。可動式のハ
ンドルなので、収納す
る時はハンドルを倒し
て収納しやすい。ガス
コンロはもちろん、電
磁 調理器にも使 用で
きます。
（IH200V対応）

●秘密にしたい個人情報等を手軽に断裁できます。握る部分
の材質を滑りにくいTPR 樹脂での加工になっております。切
断能力はコピー用紙が2 枚、名刺やハガキや封筒が1 枚です。
100・200V

日本製

22165-02〔00A02〕
（0557148）
￥2,700（税込￥2,970）
本体：ステンレス鋼（底厚0.5mm）、フェノール樹脂

（NCH-18）
「ニュークラス」広口ケトル1.8ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約210×150×230ｍｍ（460g・適正容量1,200㎖）
箱サイズ／約190×175×168ｍｍ・箱込重量／約600g・梱包入数／12
JANコード／4900634101257（中国製） B5判

22165-04〔90A92〕
（0355020）
￥2,000（税込￥2,200）

22165-03〔10A10〕
（0386095）
￥2,000（税込￥2,200）

ハンドル部：ポリプロピレン樹脂・TPR樹脂、刃部：ステンレス鋼

本体：18-8ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）、底部：18-0ステンレス鋼
ハンドル・ツマミ：フェノール、笛：6-6ナイロン

（SV-5752）シュレッダーはさみ

（EX-115）
「エクセレントシェフ」笛吹ケトル1.5ℓ

製品サイズ（重量）／約190×80×20ｍｍ（137g）
ブリスターサイズ／約250×120×25ｍｍ・ブリスター込重量／約175g
梱包入数／60
JANコード／4989918505752（中国製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／約200×170×140ｍｍ（400g・1,500㎖）
箱サイズ／約180×180×130ｍｍ・箱込重量／約510g・梱包入数／16
JANコード／4938897010481（日本製） A5判

●巾着のマチが長く、大きな買い物カゴへの
セットも簡単。長めの持ち手だから、ゆった
り肩に掛けられ、持ち運びらくらく。カード
ケースなどが収納できるファスナーポケット
と、折りたたみに便利なボタン付き。アルミ
蒸着加工で保冷効果あり。メッシュポケット
に保冷剤などを収納できる。ポリエステル
生地＋PVC コーティングで水が染み込みに
くく、濡れてもすぐ乾く。

●お買い物の必需品。レジ
袋いらずでとってもエコ。
アルミ蒸着加工で保冷効
果があり、長めの持ち手
だからゆったり肩に掛け
られ、持ち運びらくらく。

22165-05〔95A97〕
（0557136）
￥2,500（税込￥2,750）

22165-06〔95A97〕
（0557149）
￥2,500（税込￥2,750）

表生地：ポリエステル（PVCコーティング）、内生地：発泡EVA（アルミ蒸着フィルム）
持手・ボタン部生地・巾着ヒモ：ポリプロピレン、ファスナー：ナイロン・亜鉛合金
ファスナー生地・内面メッシュポケット・巾着生地：ポリエステル、ボタン部：POM

表生地：ポリエステル（PVCコーティング）、内生地：発泡EVA（アルミ蒸着フィルム）
持ち手・ボタン部生地・巾着ヒモ：ポリプロピレン、ファスナー：ナイロン・亜鉛合金
ファスナー生地・内面ポケット・巾着生地：ポリエステル、ボタン部：POM

（RKB-2000）たくさん入る肩かけできる
保冷買い物かごバッグ

製品サイズ（重量・容量）／本体：約410×280×290ｍｍ（260g・約2,600㎖）
    底面：約360×215ｍｍ
袋入サイズ／約250×65×360ｍｍ・袋込重量／約320g・梱包入数／30
JANコード／4900634002899（中国製） 対応不可

●外出時の携帯用
としてもおすすめ。

保
保証書

（KKB-36CHK）たくさん入る肩かけできる
保冷買い物かごバッグ（チェック）

製品サイズ（重量）／約410×280×290ｍｍ（260g）
袋入サイズ／約250×65×360ｍｍ・袋込重量／約300g・梱包入数／30
JANコード／4900634101325（中国製） 対応不可

●AC アタプターを
使ってコンセント
からも充電可能。

保
保証書

22165-07〔05A07〕
（0483085）
￥2,000（税込￥2,200）
材質／本体・スタンド：ABS、ファン：ポリプロピレン、付属品／ストラップ

（SHF-09）ハンディファン

製品サイズ（重量）／約95×65×225ｍｍ（165g）
箱サイズ／約100×50×220ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／50
JANコード／4981889011577（中国製） A5判

22165-08〔05A07〕
（0483086）
￥2,500（税込￥2,750）
材質／本体・スタンド：ABS、ファン：ポリプロピレン

●弱中強の3段階で、お好みの風量に調節できます。手持 付属品／ストラップ・ACアダプター
ち、卓上両用で使用できます。USB充電コード、手さげス （SHF-09
（A））ハンディファン（ACアダプター付き）
トラップ付属。台座の底をスライドさせるとスマートフォ 製品サイズ（重量）／約95×65×225ｍｍ（165g）
箱サイズ／約100×50×220ｍｍ・箱込重量／約255g・梱包入数／50
ンを置く台になります。
JANコード／4981889011584（中国製） A5判

予算別（¥2,500〜￥1,500）
●電子レンジで簡単にうす焼きたまごが作れます。
●活用方法…錦糸卵・おむすび・お弁当・簡単オムライス。
●たまご（Mサイズ）2個でうす焼きたまごが約3枚作れ
ます。
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●たまごと水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆで卵ができます。

電子レンジ

電子レンジ

3個

電子レンジ

4個

日本製

日本製

22166-01〔98A00〕
（0014126）
￥1,500（税込￥1,650）
本体・ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

（EZ-289）ezegg レンジでうすやきたまご

日本製

22166-02〔98A00〕
（0014014）
￥2,000（税込￥2,200）

22166-03〔98A00〕
（0014033）
￥2,500（税込￥2,750）

本体：ポリプロピレン
フタ内側・目皿：アルミニウム（アルマイト加工）

本体：ポリプロピレン
フタ内側・目皿：アルミニウム（アルマイト加工）

製品サイズ（重量）／約153×129×137ｍｍ（166g）
箱サイズ／約122×120×140ｍｍ・箱込重量／約231g
梱包入数／24
JANコード／4954267102785（日本製） 豆判No.7

製品サイズ（重量）／約160×180×135ｍｍ（210g）
箱サイズ／約145×150×137ｍｍ・箱込重量／約290g
梱包入数／24
JANコード／4954267102792（日本製） B6判

（RE-278）
レンジでらくチン！ゆでたまご3個用 （RE-279）
レンジでらくチン！ゆでたまご4個用

製品サイズ（重量）／約260×260×45ｍｍ（343g）
スリーブサイズ／約260×290×46ｍｍ・スリーブ込重量／約385g
梱包入数／20
JANコード／4954267102891（日本製） 半紙判

●おやつや朝食、ソロ
キャンプ で手 軽に
食パン1枚でホット
サンドが作れる。

●目盛り付きカッティングボードがついた便利なケーキフー
ド。ロールケーキはもちろんショートケーキ、カットしたあ
とのケーキの保存もOK。パウンドケーキにも。カットしやす
い1cm 刻みの目盛り刻印付き。ストッパー付きでしっかり
ロックできます。

食パン

1枚で

フッ素
樹脂加工

作れる
プレート

ツートン
仕様

ガス火専用

ブラック

22166-04〔03A05〕
（0533004）
￥2,500（税込￥2,750）

取手部分に
ロック付き

ブラウン

日本製

22166-05（ST-3004・ブラック）
（0014366）JANコード／4954267150045
22166-06（ST-3003・ブラウン）
（0014367）JANコード／4954267150038
￥1,500（税込￥1,650）
〔98A00〕

アルミニウム合金・フェノール樹脂・ステンレス

（HAC3113）1枚専用グリル&ホットパン

カッティングボード：ポリプロピレン、ケーキフード：スチロール樹脂

製品サイズ（重量）／約150×30×290ｍｍ（285g）
箱サイズ／約160×40×330ｍｍ・箱込重量／約365g・梱包入数／24
JANコード／4573110528000（中国製） みの判

カッティングボード付き ケーキフード

製品サイズ（重量）／約233×134×119ｍｍ（232g）
箱サイズ／約240×139×121ｍｍ・箱込重量／約311g・梱包入数／24
（日本製） B5判

●煮る・焼く・蒸す・燻すなどのアウトドア料理がこの1セットで自由自在。

●重ねて収納できてとっても便利。アウトドアや非常時に最適。
専用

フタ兼

収納バック

フライパン

付き

にもなる

22166-07〔03A05〕
（0533005）
￥2,000（税込￥2,200）

22166-08〔03A05〕
（0533006）
￥2,000（税込￥2,200）

ステンレス

ステンレス

（HAC2888）4WAYマルチアウトドアクッカー

（HAC3020）ステンレスアウトドアクッカー4点セット

製品サイズ
（重量・容量）／鍋：約175×175×95ｍｍ
（185g・1,800㎖）
   フライパン：約167×167×40ｍｍ（120g・800㎖）
   蒸し目皿：約160×160×5ｍｍ（40g）
箱サイズ／約180×180×135ｍｍ・箱込重量／約310g・梱包入数／24
JANコード／4573110525832（中国製） A5判

製品サイズ
（重量・容量）／鍋大：約140×140×65ｍｍ
（約180g・980㎖）
   鍋小：約120×120×60ｍｍ
（約125g・680㎖）
   フタ兼用フライパン：約145×145×29ｍｍ
   
（約125g・500㎖）
   フタ兼用皿：約125×125×13ｍｍ（約55g・170㎖）
箱サイズ／約150×85×150ｍｍ・箱込重量／約560g・梱包入数／24
JANコード／4573110527140（中国製） 豆判No.7

●ハイパワーモード時120ルーメンになります。ハイパワードモード・省エネモード・点滅の3パター
ンになります。前面のCOBライトは1個の光源により、従来の多数のLEDついたタイプと比べ影
が出来にくい為近接作業でもストレスがかかりません！！

●脱いだままの靴や雨に濡れた靴などの型崩れを防ぐスプリングタイプのシューズキーパーにな
ります。カカト部分のパーツ形状を曲面にしたことで靴のカカト部分を痛めにくくなっておりま
す。抗菌剤配合なので衛生的になっております。

22166-09〔90A92〕
（0355010）
￥2,500（税込￥2,750）

22166-10〔90A92〕
（0355061）
￥2,000（税込￥2,200）

本体：ABS樹脂、透明レンズ部：PC（ポリカーボネート）

（SV-5691）COBヘッドライト

製品サイズ（重量）／約50×60×33ｍｍ（47g）
ブリスターサイズ／約202×146×55ｍｍ・
ブリスター込重量／約89g
梱包入数／60
JANコード／4989918505691（中国製） 対応不可

本体：ポリプロピレン樹脂（抗菌剤配合）、バネ部：スチール

●バンドの内側にゴムが付いて
おり、ヘルメット着用時に取り
付けてもずれません

（SV-5257）レディースシューズキーパー2足組

製品サイズ（重量）／約275×54×40ｍｍ（74g）
袋入サイズ／約290×110×50ｍｍ・袋込重量／約320g・梱包入数／36
JANコード／4989918505257（中国製） 対応不可

●女性 用22 〜25cmで
使用可能です。

167 予算別（¥2,000〜￥1,200）
●防災用に、レジャーやスポーツに。
簡単に折りたため、収納に場所を
とりません。コックをひねるだけ
で、簡単に水が出せます。
輸入食品等検査適合品。

22167-01〔98A00〕
（0355035）
￥1,200（税込￥1,320）

22167-02〔90A92〕
（0355036）
￥2,000（税込￥2,200）

本体：ポリエチレン、コック部：ポリプロピレン樹脂

本体：ポリエチレン、コック部：ポリプロピレン樹脂

（SV-4175）折りたたみ式ウォータータンク  10ℓ

（SV-4182）折りたたみ式ウォータータンク  20ℓ

製品サイズ（重量・容量）／約225×225×270mm（175g・1,000㎖）
袋入サイズ／約210×210×90mm・袋込重量／約180g・梱包入数／30
JANコード／4989918504175（台湾製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／約290×290×335mm（285g・2,000㎖）
袋入サイズ／約270×270×165mm・袋込重量／約290g・梱包入数／30
JANコード／4989918504182（台湾製） 対応不可

●鉄にガラス質の膜を高温で焼
き付けたホーローは、耐酸性
に優れていますので酸・塩分
に強いうえに、においが付きに
くい抜群の非吸着性に優れて
います。また色が移らず雑菌
が繁殖しにくく衛生的です。

●携帯に取り付けられるので、携帯で作業をしながら使用できます。デスクに置いても使えます。
薄型のパソコン（幅約1cm以下）にも取り付けて使用できます。連続使用時間は、約1.5時間にな
ります。

22167-03〔05A07〕
（0773138）
￥1,400（税込￥1,540）

22167-04〔00A02〕
（0355040）
￥1,500（税込￥1,650）

本体：ほうろう用鋼板

本体：ABS樹脂、羽：ポリプロピレン樹脂、クリップ滑り止め：天然ゴム
電源：リチウムイオン電池

（PU-211-WT）pure ホーローマグカップ・WT

（SV-6834）クリップ式ポータブルファン

製品サイズ（重量・容量）／約118×92×83ｍｍ（約160g・約380㎖）
箱サイズ／約121×95×88ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／48
JANコード／4589700553970
（中国製） 豆判No.4

ホワイト

グレー

イエロー

22167-05（ホワイト）
（0245002）
22167-06（グレー）
（0245003）
22167-07（イエロー）
（0245004）
22167-08（レッド）
（0245005）
￥1,400（税込￥1,540）
〔05A07〕

製品サイズ（重量）／約103×74×60ｍｍ（60g）
箱サイズ／約65×60×123ｍｍ・箱込重量／約86g・梱包入数／96
JANコード／4989918506834（中国製） 豆判No.6

●傾けるだけで一滴ずつ雨の滴の
ように注げるしくみの醤油と酢
の卓上容器です。醤油の場合一
滴約0.07cc（塩分量0.014g）と一
滴ずつ目で確かめながら塩分量
を制限できます。二つある注ぎ
口の一方はポッタンポッタンと
注げ、一方は注ぎ口を絞ってあり
ますので糸のようにすーっと注
げます。酢など調味料の味加減
にも使いやすい道具です。

レッド

●IH200V 対応。鉄製なので料理をしながら鉄分の補給も
出来ます。

日本製

JANコード／4560109710065
JANコード／4560109710089

日本製

JANコード／4560109710072

22167-09〔03A05〕
（0331030）
￥1,500（税込￥1,650）

JANコード／4560109710058

本体：鉄（クリア塗装、1.2mm厚）、取手：フェノール樹脂

ボトル本体・注ぎ口：AS樹脂、透明キャップ：スチロール樹脂、パッキン：シリコーンゴム

（KS-2610）IHクッキングいため鍋23cm

減塩「健康醤油さしポッタンα」

製品サイズ（重量・容量）／約230×395×80ｍｍ（700g・2,600㎖）
箱サイズ／約380×235×95ｍｍ・箱込重量／約890g・梱包入数／12
JANコード／4900896126104（日本製） 中杉判

製品サイズ（重量・容量）／約55×120ｍｍ（130g・45㎖）
箱サイズ／約55×55×120ｍｍ・箱込重量／約130g・梱包入数／48
（日本製） 豆判No.6

●5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や
熱湯の中へも入れられます。布製と違い汚れたらすぐに水洗いでき、耐熱性があるので食器洗い乾燥機や食器乾燥機でもOK です。
吊り下げフック用の穴付きで左右兼用、男女兼用のフリーサイズです。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

●焼面と巻き取りストック面のダブル面だから焼きやすい！
IH200V 対応。

100・200V

日本製

22167-10〔03A05〕
（0006126）
￥1,500（税込￥1,650）
シリコーンゴム（耐熱温度：約220℃、耐冷温度：約−30℃）

（A-75684）New5本指クッキンググローブ  オレンジ

製品サイズ（重量）／約275×185×30mm（180g）
袋入サイズ／約190×30×310mm・袋込重量／約220g・梱包入数／60
JANコード／4989082756844（中国製） 対応不可

22167-11〔03A05〕
（0006127）
￥1,500（税込￥1,650）
シリコーンゴム（耐熱温度：約220℃、耐冷温度：約−30℃）

（A-75685）New5本指クッキンググローブ  グリーン

製品サイズ（重量）／約275×185×30mm
（180g）
袋入サイズ／約190×30×310mm・袋込重量／約220g・梱包入数／60
JANコード／4989082756851（中国製） 対応不可

22167-12〔00A02〕
（0331032）
￥1,500（税込￥1,650）
本体：鉄（クリア塗装、1.2mm厚）、
取手：フェノール樹脂

（KS-2740）IHクッキング玉子焼き

製品サイズ（重量・容量）／約392×143×43ｍｍ（520g）
箱サイズ／約392×150×55ｍｍ・箱込重量／約650g・梱包入数／24
JANコード／4900896127408（日本製） 中杉判

予算別（¥1,500〜￥1,200）
●サビに強いステンレス製。風が吹いても竿から外れにくい
フックストッパー付。向きが変えられ干しやすい360 度回転
式フック。

●小さいタイプになりますので、袋や薄手の
商品を挟むのに適しております。

22168-01〔00A02〕
（0557137）
￥1,200（税込￥1,320）

22168-02〔95A97〕
（0355021）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：ステンレス鋼

ステンレス製なので
錆びにくく、
湿気が多い所でも
使用できます。

本体：ステンレス SUS304

（SV-6032）つまみやすいステンレス製ピンチ
薄手用20個組

製品サイズ（重量）／約φ320×280ｍｍ（250g）
シュリンクパックサイズ／φ約320×30ｍｍ
シュリンクパック込重量／約270g・梱包入数／24
JANコード／4900634100021（中国製） 対応不可

（SV-6049）つまみやすいステンレス製ピンチ
厚手用20個組

製品サイズ（重量）／約55×29×15ｍｍ（8g）
袋サイズ／約180×150×30ｍｍ・袋込重量／約160g・梱包入数／60
JANコード／4989918506032（中国製） 対応不可

●カットした食材を
そのまま
食卓に！

●かしこく手軽に3種類のスライス！
料理に合わせて
厚み調整できます。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22168-04〔00A02〕
（0305560）
￥1,300（税込￥1,430）

22168-05〔00A02〕
（0305561）
￥1,400（税込￥1,540）

天然木

製品サイズ（重量）／約80×30×20ｍｍ（13g）
袋サイズ／約215×200×40ｍｍ・袋込重量／約265g・梱包入数／40
JANコード／4989918506049（中国製） 対応不可

●カーブ刃で楽に切れる！カニや
エビに差し込みやすい刃先！
カニのカットやエビの殻むきに。

日本製

製品サイズ（重量）／約140×15×373mm（約356g）
台紙サイズ／約140×373×15ｍｍ・台紙込重量／約373g・梱包入数／20
JANコード／4962336612691（タイ製） 対応不可

（YP-619）やきぱー！ 厚み調節スライサー

製品サイズ（重量）／約97×50×270ｍｍ（約115g）
台紙サイズ／約146×286×55ｍｍ・台紙込重量／約160g・梱包入数／60
JANコード／4962336614060（日本製） 対応不可

●お料理の形くずれの心配はいりません。
●どんなお鍋も蒸し器に。
●サラッとおいしい蒸し上がり。

日本製

22168-06〔00A02〕
（0305562）
￥1,400（税込￥1,540）
刃部：ステンレス刃物鋼、ハンドル：ABS樹脂

本体・ホルダー：ABS樹脂、刃部：ステンレス刃物鋼

（YP-622）やきぱー！ カッティングボード

●大きいタイプですので、袋や厚手の商品等
を挟むのに適しております。

22168-03〔95A97〕
（0355022）
￥1,500（税込￥1,650）

本体：ステンレス SUS304

（SHR-16）ステンレスピンチハンガー 丸型 16ピンチ
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●電子レンジで野菜の蒸し料理が作
れます。庫内直径25cmのレンジで
お使いいただけます。

（YP-403）やきぱー！ えびかにはさみ

製品サイズ（重量）／約79×153×9ｍｍ（約58g）
台紙サイズ／約140×240×15ｍｍ・台紙込重量／約91g・梱包入数／60
JANコード／4962336403015（日本製） 対応不可

電子レンジ

電子レンジ

22168-07〔00A02〕
（0668016）
￥1,300（税込￥1,430）

日本製

日本製

日本製

22168-08〔98A00〕
（0665031）
￥1,500（税込￥1,650）

22168-09〔00A02〕
（0047052）
￥1,300（税込￥1,430）

本体・ハネ・脚部：18-0ステンレス

本体：ポリプロピレン

本体・フタ：耐熱ポリプロピレン、計量カップ・飯ヘラ：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）
／約175×175×80ｍｍ（226g）
箱サイズ／約180×180×88ｍｍ・箱込重量／約312g・梱包入数／36
JANコード／4934481995844（日本製） 豆判No.8

製品サイズ（重量）／約270×245×120mm
（410g）
箱サイズ／約245×245×120mm・箱込重量／約565g・梱包入数／20
JANコード／4533009032285（日本製） A4判

製品サイズ（重量・容量）／約172×156×139mm（277g・1,200㎖）
箱サイズ／約143×143×150mm・箱込重量／約338g・梱包入数／36
JANコード／4945548002818（日本製） B6判

（V-993）フリーサイズ蒸し器  ジャンボ

レンジで蒸し器 野菜工房

楽チン！ごはん

●プラスチック製でわれにくいティーポット。水切れ
抜群の注ぎ口でたっぷりの容量サイズです。
食器洗浄器
対応

●ガラスのように
透明で割れにく
い、丈 夫 な コー
ヒーサーバーで
す。注ぎやすさも
抜 群 で す。口 径
が広いのでお手
入れもらくらく。
実 用容 量500㎖
で約4杯分です。

食器洗浄器 電子レンジ
対応

ホワイト
日本製

22168-10〔98A00〕
（0014255）
￥1,200（税込￥1,320）
本体・蓋・ストレーナー：飽和ポリエステル樹脂

（TW-3717）クリアティーポット L クリア

製品サイズ（重量・容量）／約108×150×125ｍｍ（176g・480㎖）
箱サイズ／約126×113×120ｍｍ・箱込重量／約234g・梱包入数／48
JANコード／4954267157174（日本製） 豆判No.7

ブラック

日本製

22168-11（TW-3731・ホワイト）
（0014454） JANコード／4954267157310
22168-12（TW-3732・ブラック）
（0014455） JANコード／4954267157327
￥1,400（税込￥1,540）
〔98A00〕
本体：飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度：110℃・耐冷温度：ー20℃）
フタ：ポリプロピレン（耐熱温度：140℃・耐冷温度：ー20℃）

コーヒーサーバー  ストロン  500

製品サイズ（重量・容量）／約143×113×116ｍｍ（181g・600㎖）
箱サイズ／約132×115×120ｍｍ・箱込重量／約240g・梱包入数／48
（日本製） 豆判No.6

●注ぎやすい口。

●口径が広いので、お手入れらくらく。

169 予算別（¥1,350〜￥1,100）
●エレベーターボタン、ドアの開閉、つり革、ATM などに便利。 ●ちょっとさわりたくない場所に。菌、ウィルス防止グッズ。
●軽くて、子供・女性・高齢者の方まで持ち運べるハンドル。

名入れ可
シルバー

ブラック

レッド

日本製

22169-01（シルバー）
（0007054） JANコード／4513454105055
22169-02（ブラック）
（0007057） JANコード／4513454105086
22169-03（レッド）
（0007058）
JANコード／4513454105093
￥1,200（税込￥1,320）
〔03A05〕
本体：アルミニウム、仕上げ：カラーアルマイト

アルミ製ノータッチハンドル

製品サイズ（重量）／約81×43×4ｍｍ（11g）
袋入・梱包入数／5
（日本製） 対応不可

●マスク4 枚を一度に洗えて
干せる洗濯ネットです。通気
性の良いメッシュ素材なの
で、そのまま干せます。ネッ
トに入れて洗えば洗濯物の
中から探す手間も省けて
楽！S 字フック付です。

私のコップ使わないで！コップも色でわけるスタンド。
●支柱、コップが色分けされている為、みんなでわかりやすく使い分けできます。
支柱を外して洗浄できるためとても清潔。スポーツ、アウトドア場面での使用にピッタリです。

広げて干せるので日光が一枚ずつしっかり
当たります。
※適応サイズ：
約145 ×230mm 以下の
マスクに使用できます。
S 字 フック は 直 径38mm
までの竿に使用できます。

日本製

22169-04〔05A07〕
（0006128）
￥1,200（税込￥1,320）

22169-05〔03A05〕
（0302047）
￥1,200（税込￥1,320）

本体：ポリエステル・ポリプロピレン・ポリアセタール、S字フック：ステンレス鋼

本体・支柱：ポリプロピレン（耐熱温度：約120℃、耐冷温度：約−20℃）
コップ：AS樹脂（耐熱温度：約80℃、耐冷温度：約−10℃）

（A-77358）
まとめて干せるマスク用洗濯ネット S字フック付
製品サイズ（重量）／本体：約650×250×10ｍｍ（40g）
S字フック：約110×55×3ｍｍ（15g）
袋入サイズ／約260×190×20ｍｍ・袋込重量／約60g・梱包入数／80
JANコード／4989082773582
（中国製） 対応不可

（N4-W）4色コップ・スタンドセットホワイト

製品サイズ（重量・容量）／スタンド（組立時）
：約115×155×150ｍｍ（80g）
   コップ：約76×76×120ｍｍ（62g・320㎖）
箱サイズ／約160×110×150ｍｍ・箱込重量／約380g・梱包入数／24
JANコード／4562323793749
（日本製） 豆判No.8

スナップボタンで留めることで、たたんだ状
態で洗えるので他の洗濯物と絡まりにくい
です。

●ラクラク！2 ステップで手早く、
簡単にんにく絞り！ハンドルが
大きくて力が入りやすく絞りや
すい！手に匂いがつかずにんに
くが絞れる！スタンド付き。

●奥行きに合わせてスライド可能トレー。ビニール入れ。

日本製

日本製

22169-06〔98A00〕
（0305287）
￥1,200（税込￥1,320）

22169-07〔00A02〕
（0489156）
￥1,100（税込￥1,210）

本体：AS樹脂、ハンドル：ナイロン、フタ・押しコマ・スタンド：ポリアセタール樹脂

本体：ポリスチレン樹脂

製品サイズ（重量）／約70×50×150mm（90g）
台紙サイズ／約145×230×55ｍｍ・台紙込重量／120g・梱包入数／60
JANコード／4962336610246（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約267×270×42ｍｍ（500g）
袋入サイズ／約267×270×42ｍｍ・袋込重量／約500g・梱包入数／20
JANコード／4976131812705（日本製） 対応不可

（FV-602）
「フルベジ」にんにくプレス

マルチ整理トレー  スライド式  ホワイト

●材質がやわらかく復元力あるので刃当たりが良く、包丁がす
べったり、刃を傷めたりしません。また、比重が軽いので樹脂
製のものより取扱いが楽です。

22169-08〔98A00〕
（0249003）
￥1,200（税込￥1,320）
本体：天然木

（6954）桐まな板TK-25（特大）

製品サイズ（重量）／約440×250×20ｍｍ（約575g）
包装サイズ／約440×250×20ｍｍ・包装込重量／約575g・梱包入数／20
JANコード／4946869268020（中国製） 対応不可

●支柱は裏面に収納でき、持運
びも楽！

熱湯消毒と抗菌加工のダブル効果で安心の衛生管理。

22169-09〔98A00〕
（0249004）
￥1,200（税込￥1,320）
本体：ポリエチレン

（6267）
（C）KB-21耐熱抗菌まな板（M）

製品サイズ（重量）／約370×210×10ｍｍ（約635g）
包装サイズ／約370×210×10ｍｍ・包装込重量／約635g・梱包入数／20
JANコード／4946869269164（中国製） 対応不可

22169-10〔98A00〕
（0249005）
￥1,350（税込￥1,485）
本体：ポリエチレン

（6268）
（C）KB-23耐熱抗菌まな板（L）

製品サイズ（重量）／約410×230×10ｍｍ（約810g）
包装サイズ／約410×230×10ｍｍ・包装込重量／約810g・梱包入数／20
JANコード／4946869296177（中国製） 対応不可

予算別（¥1,200〜￥1,000）
●ステンレス製のため丈夫です。
長さが30cmあるため、立ったまま使えて便利です。
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●ちょこっとお手軽に使えるオールステンレスの両手鍋。樹脂との維ぎ目がなくしっかり洗えます。食洗機対応。
卓上で場所をとらないコンパクトサイズ。1 〜2人用の少量の鍋物に！アウトドアでも活躍できる小鍋です。

100・200V

食器洗浄器
対応

日本製

22170-01〔05A07〕
（0579004）
￥1,100（税込￥1,210）
本体：ステンレス、ボールチェーン：鉄ニッケル

22170-02〔00T02〕
（1001794）
￥1,000（税込￥1,100）

●インスタントラーメンや、うど
んのブロックが割らずに、余裕
で入れられる内径16㎝タイプ。

本体：ステンレス綱（クロム18％）底の厚さ0.5mm、フタ：ステンレス綱（クロム18％）

ステンレス  靴べら  特大

（AM-16W）味名人 丁度鍋16cm

製品サイズ（重量）／約44×300ｍｍ（70g）
袋入
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／約230×175×83ｍｍ（約310g・1,400㎖）
    深さ：65mm
箱サイズ／約228×177×86ｍｍ・箱込重量／約445g・梱包入数／24
JANコード／4975192085547（中国製） B5判

22170-03〔08A10〕
（0277053）
￥1,000（税込￥1,100）

22170-04〔08A10〕
（0277054）
￥1,200（税込￥1,320）

ステンレス・天然木

22170-05〔00T02〕
（1003686）
￥1,200（税込￥1,320）
本体：18-8ステンレス（真空二重構造）、内外面：サテン仕上げ

天然木

（205130）アカシア  チーズナイフ  オメガナイフ

（HM-11）ハイテク真空Wステンタンブラー 320㎖ 1pc

（200747）ボンヌ ミニチーズボード

製品サイズ（重量）／約227×26ｍｍ（54g）
箱サイズ／約238×33×17ｍｍ・箱込重量／約68g・梱包入数／24
JANコード／4521540251302（中国製） 本中判

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×125ｍｍ（約165g・満水容量約320㎖）
箱サイズ／約78×78×130ｍｍ・箱込重量／約190g・梱包入数／48
JANコード／4975192083024（中国製） 豆判No.6

製品サイズ（重量）／約198×122×15ｍｍ（250g）
シュリンクパック・梱包入数／50
JANコード／4521540207477（台湾製） 対応不可

●食べたい時にすばやく炊ける！
1人用の電子レンジ専用炊飯器です。
電子レンジ

食器洗浄器
対応

電子レンジ

日本製

日本製

22170-06〔98A00〕
（0305565）
￥1,000（税込￥1,100）

22170-07〔00A02〕
（0047084）
￥1,000（税込￥1,100）

22170-08〔00A02〕
（0047016）
￥1,100（税込￥1,210）

本体：18-8ステンレス、キャップ：ポリプロピレン

本体：ポリメチルペンテン、フタ・計量スプーン：ポリプロピレン

外・中・本体・蓋・中蓋：耐熱ポリプロピレン、計量カップ：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／約38×50×38ｍｍ（54g）
台紙サイズ／約245×115×55ｍｍ・台紙込重量／約80g・梱包入数／60
JANコード／4962336614121（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／本体：約232×160×32ｍｍ（80g）
フタ：約240×160×45ｍｍ（60g）
計量スプーン：約40×30×105ｍｍ（10g）
箱サイズ／約220×164×80ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／48
JANコード／4945548002955（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／約138×138×123mm（216g）
箱サイズ／約140×140×125mm・箱込重量／約272g・梱包入数／48
JANコード／4945548000302（日本製） 豆判No.8

（YP-623）やきぱー！デコ抜き型

チンしてから揚げ

ちびかま小太郎

切った食材をサッとすくえるチリトリザルボウル。便利なフタが付いて積み重ねができます。
●たっぷりすくえる
大きなサイズ。

●サッとすくえて下ごしらえに最適。
お弁当作りにも。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

●フタ付きだから、積み
重ねできる！

22170-09〔98A00〕
（0014446）
￥1,200（税込￥1,320）

日本製

日本製

22170-10〔98A00〕
（0014447）
￥1,000（税込￥1,100）

ポリプロピレン（耐熱温度：140℃、耐冷温度：−20℃）

ポリプロピレン（耐熱温度：140℃、耐冷温度：−20℃）

（MZ-3533）フタ付きチリトリザルボウルL

製品サイズ（重量・容量）／本体・蓋：約169×184×99ｍｍ（190g・1,100㎖）
袋入サイズ／約170×101×186ｍｍ・袋込重量／約214g・梱包入数／24
JANコード／4954267155330（日本製） 対応不可

（MZ-3532）フタ付きチリトリザルボウルM
●電子レンジOK！

●目盛付きで、計量に ●角は注ぎ口に。
便利。

製品サイズ（重量・容量）／本体・蓋：約144×159×87ｍｍ（140g・650㎖）
袋入サイズ／約144×88×162ｍｍ・袋込重量／約156g・梱包入数／48
JANコード／4954267155323（日本製） 対応不可
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予算別（￥1,000）
●折りたたみの取っ手で場所をとらない！
品質表示

本体：スチロール、フタ・お茶パックケース・取手：ポリプロピレン
パッキン：エラストマー

日本製

日本製

22171-01〔00A02〕
（0047119）
￥1,000（税込￥1,100）

22171-02〔00A02〕
（0047120）
￥1,000（税込￥1,100）

製品サイズ（重量・容量）
／約98×148×268mm（293g・2,000㎖）
箱サイズ／約100×150×286mm・箱込重量／約435g・梱包入数／36
JANコード／4945548330102（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量・容量）／約98×148×268mm
（293g・2,000㎖）
箱サイズ／約100×150×286mm・箱込重量／約435g・梱包入数／36
JANコード／4945548330114（日本製） 半紙判

すまーとぽっと2.0（グリーン）

22171-03〔00A02〕
（0047041）
￥1,000（税込￥1,100）

すまーとぽっと2.0（ピンク）

日本製

22171-05〔00A02〕
（0040005）
￥1,000（税込￥1,100）

本体：AS樹脂（耐熱温度：70℃）
本体脇滑り止め：熱可塑性エラストマー（耐熱温度：80℃・耐冷温度：−20℃）
おろし枠部：ABS樹脂（耐熱温度：80℃・耐冷温度：−20℃）、おろし金具：ステンレス

本体：AS樹脂（耐熱温度：70℃）
本体脇滑り止め：熱可塑性エラストマー（耐熱温度：80℃・耐冷温度：−20℃）
おろし枠部：ABS樹脂（耐熱温度：80℃・耐冷温度：−20℃）、おろし金具：ステンレス

製品サイズ（重量）／セット時：約257×90×57ｍｍ（160g）
受け皿：約165×78×38ｍｍ（80g）
箱サイズ／約93×260×61ｍｍ・箱込重量／約204g・梱包入数／40
JANコード／4541858058370（日本製） A4判

22171-06〔98A00〕
（0177034）
￥1,000（税込￥1,100）

（40005）おろしぼり イエロー

製品サイズ（重量）／セット時：約257×90×57ｍｍ（160g）
受け皿：約165×78×38ｍｍ（80g）
箱サイズ／約93×260×61ｍｍ・箱込重量／約204g・梱包入数／40
JANコード／4541858058387（日本製） A4判

●きゅうりを楽々ウェーブカット！ドレッシングがよくからむ
ワッフルカットや細切りカットもカンタン！

●安全ホルダー付で約1mmの厚さにスライスできます。直接
チョコレートを押えない為、体温が伝わらずチョコレートが
溶けません。コンパクト設計。

22171-07〔98A00〕
（0014313）
￥1,000（税込￥1,100）

22171-08〔98A00〕
（0585024）
￥1,000（税込￥1,100）

本体：スチロール樹脂（耐熱温度70℃・耐冷温度−30℃）、刃：ステンレススチール

スライサー本体：ABS樹脂・ステンレス刃物鋼、安全ホルダー：ABS樹脂

製品サイズ（重量）／約41×215×13mm（32g）
台紙サイズ／約115×15×250ｍｍ・台紙込重量／約58g
梱包入数／120（20×6）
JANコード／4954267140626（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／本体：約60×10×275ｍｍ（73g）
安全ホルダー：約60×55×60ｍｍ（42g）
ブリスターサイズ／約80×60×320ｍｍ・ブリスター込重量／約147g
梱包入数／60
JANコード／4980511620002（日本製） 対応不可

（CH-2062）きゅうりウェーブスライサー

チョコレートスライサー

●後片付けも簡単！4枚まとめて
片付けOK！専用のまな板スタ
ンド付き。幅をとらずにスッキ
リ収納できます。

22171-10〔00A02〕
（0047090）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

ポリプロピレン

スナップまな板 プラス1

まな板（大）
：3枚、まな板（小）
：1枚

製品サイズ（重量）／まな板（大）
：約370×250×1ｍｍ（98g）
まな板（小）
：約160×140×1ｍｍ（20g）
まな板立て：約50×105×1ｍｍ（30g）
袋入サイズ／約370×250×5ｍｍ・袋込重量／約340g・梱包入数／30
JANコード／4945548301102（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）
／約170×86×285mm
（約400g）
箱サイズ／約175×100×285mm・箱込重量／約420g・梱包入数／40
JANコード／4945548008513（日本製） B4判

日本製

22171-04〔00A02〕
（0040004）
￥1,000（税込￥1,100）
（40004）おろしぼり オレンジ

らくらく茶2.0ℓ

●薄刃を特殊加工。カミソリ感覚で切れ味抜群。キャベツ、タマ
ネギ、レモン、カブ、トマト、じゃがいも等スライス、用途はいろ
いろです。小さめの食材に便利な安全ホルダー付き。

おろした後に手軽に水分調整できちゃいます！子供の離乳食、介護食。
幅広く活用できますよ！

すりおろした物の汁気
を簡単にしぼれる便利
なしぼり機能付！

本体：耐熱AS、フタ・ソコ：ポリエチレン、茶こし：ポリプロピレン・18-8ステンレス

日本製

調理プレート・安全ホルダー：ABS樹脂、刃部：ステンレス鋼

（VC-030）ベジタブル倶楽部 キャベツスライサー

製品サイズ／調理プレート：約120×405×24ｍｍ
   安全ホルダー：約130×90×35ｍｍ
袋サイズ／約160×435×40ｍｍ・袋込重量／約260g・梱包入数／40
JANコード／4966095164118（日本製） 中杉判

●しょうがとにんにくに特化した平切りスライサー。約1mm 厚
にスライスすることができます。食材を直接手で押えない
為、においが付かず安全。コンパクト設計。

22171-09〔98A00〕
（0585026）
￥1,000（税込￥1,100）
スライサー本体：ABS樹脂・ステンレス刃物鋼、安全ホルダー：ABS樹脂

日本製

GG（ジンジャー＆ガーリック）スライサー 平切タイプ
グリーン
製品サイズ（重量）／スライサー本体：約60×10×275ｍｍ
（73g）
  安全ホルダー：約60×55×60ｍｍ（42g）
ブリスターサイズ／約80×60×320ｍｍ・ブリスター込重量／約147g
梱包入数／60
JANコード／4980511620101（日本製） 対応不可

●洗った野菜をそのままレンジへ。

食器洗浄器 電子レンジ
対応

22171-11〔98A00〕
（0177110）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

ポリプロピレン、耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

（MW-040）ボウル＆ザル アクティ4点セット

製品サイズ（重量・容量）／収納時：約163×163×105ｍｍ（203g・1,200㎖）
   フタ：約163×163×10ｍｍ
   浅ザル：約160×160×47ｍｍ
   深ザル：約160×160×74ｍｍ
   ボウル：約160×160×74ｍｍ
箱サイズ／約165×165×109ｍｍ・箱込重量／約285g・梱包入数／36
JANコード／4966095200304（日本製） B6判

予算別（￥1,000）

172

●やわらかグリップで手が痛くなりにくい！食品や袋のカット、
ウロコ取りや殻割りなどマルチにこなせるキッチンハサミ。
分解して洗うことができるからきちんと洗えて衛生的！

ウロコ取り

22172-01〔95T95〕
（1001709）
￥1,000（税込￥1,100）

22172-02〔00T02〕
（1003430）
￥1,000（税込￥1,100）

カット

刃部：ステンレス鋼、樹脂部：ポリプロピレン、グリップ：熱可塑性エラストマー
ケース：ポリプロピレン・磁石

本体：18-8ステンレス（二重構造）

（HM-10）ハイテクWステンタンブラー 350㎖ 1P

（TP-8）コンパクトキッチンハサミ 収納ケース付

製品サイズ（重量・容量）／約φ85×105ｍｍ（約120g・350㎖）
箱サイズ／約88×88×110ｍｍ・箱込重量／約150g・梱包入数／48
JANコード／4975192075685（中国製） 豆判No.6

製品サイズ（重量）／ハサミ：約194×83×15ｍｍ（約102g）
ケース：約192×89×17mm
（約78g）
（収納時：約215×89×17mm（約180g））
ブリスターサイズ／約280×115×23ｍｍ・ブリスター込重量／約215g
梱包入数／60
JANコード／4975192084755（中国製） 対応不可

カラ割り

●便利！きんぴら料理やいろいろな野菜のささがきに。太千切り（しりしり）がらくらく作れる。
調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。食器洗浄機対応。

●8種類のドライバーがワンセットに！
（プラスマイナス各4サイズ）
●全てが1体になっているので、
持ち運び・収納に便利。
マイナス
（小）

プラス
（小）

プラス
（中）

マイナス
（中）

プラス
（大）

マイナス
（大）

食器洗浄器
対応

プラス
（ミニ）

22172-03〔98A00〕
（0305251）
￥1,000（税込￥1,100）

●周囲を照らす3LEDのハンドラ
イト付き。

マイナス
（ミニ）

22172-04〔98A00〕
（0557143）
￥1,000（税込￥1,100）

18-8ステンレス・ポリプロピレン

ABS、PS、PP、PA、鉄（クロムメッキ）、単4電池×2本使用（別売）
ハンドライト：約6時間、ドライバー用ライト：約18時間

（FSF-01）
「フルベジ」太千切り器しりしり

（LLD-80）LEDライト付  8ウェイドライバー

製品サイズ（重量）／約268×90×14ｍｍ（75g）
台紙サイズ／約290×132×20ｍｍ・台紙込重量／約110g・梱包入数／60
JANコード／4962336609912（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約50×45×135mm（約180g）
箱サイズ／約50×50×140ｍｍ・箱込重量／約200g・梱包入数／40
JANコード／4900634100779（中国製） 豆判No.8

スモーク

付属の区分けシールⓁ を、
見本の位置に貼り、
スーパー、
コンビニなどの
大きめの買い物袋を
収納します。

レッド

蓋を開けて
大・小の袋を
区分け整理して
収納します。

付属の区分けシールⓈ を、見本の位
置に貼り、小さめの袋を収納します。
フキン、オシボリの収納、整理にも
大変便利です。

●炒める・すくう・返す、フライパンに使える、
ダブルエンボス加工のくっつかないシャモジ。
パラパラのチャーハンもしっかりすくえます。
食器洗浄器
置いてもヘラ部分が浮くので衛生的。
対応

クリア

●作業時にドライバーの先を照
らす、ドライバー用LEDライト
も付いています。

1枚ずつサッと
取り出します。
日本製

22172-05（CH-2070・クリア）
（0014326） JANコード／4954267140701
22172-06（CH-2071・レッド）
（0014335） JANコード／4954267140718
22172-07（CH-2072・スモーク）
（0014336） JANコード／4954267140725
￥1,000（税込￥1,100）
〔98A00〕

22172-08〔00A02〕
（0047020）
￥1,000（税込￥1,100）
本体：ポリプロピレン

ダスポ

吸盤：3、区分シール：1
製品サイズ
（重量）／約120×200×290ｍｍ
（350g）
箱サイズ／約123×202×296ｍｍ・箱込重量／約470g・梱包入数／32
JANコード／4945548001910
（日本製） B4判

本体：ポリメチルペンテン

炒めシャモジ

製品サイズ（重量）／約64×283×19ｍｍ（30g）
台紙サイズ／約100×22×330ｍｍ・台紙込重量／約42g・梱包入数／120
（日本製） 対応不可

●かわいい猫の手がしっかり料理をきゃっち！コンパクトでかわいい卓上トング。根元部分に特殊加工で強い弾力性を持たせている為長時間の使用でも手が疲れません。
（特許登録済）

食器洗浄器
対応

黒たま

黒しま

黒とら

黄たま

黄しま

黄とら

白たま

白しま

白とら

22172-09（1160・黒たま）
（0402006）
JANコード／4562208691160
22172-10（1214・黒しま）
（0402007）JANコード／4562208691214
22172-11（1269・黒とら）
（0402008）JANコード／4562208691269
￥1,000（税込￥1,100）
〔00A02〕

22172-12（1146・黄たま）
（0402009）
JANコード／4562208691146
22172-13（1191・黄しま）
（0402010）JANコード／4562208691191
22172-14（1245・黄とら）
（0402011）JANコード／4562208691245
￥1,000（税込￥1,100）
〔00A02〕

22172-15（1122・白たま）
（0402012）
JANコード／4562208691122
22172-16（1177・白しま）
（0402013）JANコード／4562208691177
22172-17（1221・白とら）
（0402014）JANコード／4562208691221
￥1,000（税込￥1,100）
〔00A02〕

本体：ステンレススチール、66ナイロン＋ガラス繊維（抗菌剤入）

本体：ステンレススチール、66ナイロン＋ガラス繊維（抗菌剤入）

本体：ステンレススチール、66ナイロン＋ガラス繊維（抗菌剤入）

卓上トング きゃっちだにゃん

製品サイズ（重量）／約35×180ｍｍ（50g）
台紙サイズ／約55×200×30ｍｍ・台紙込重量／約60g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

卓上トング きゃっちだにゃん

製品サイズ（重量）／約35×180ｍｍ（50g）
台紙サイズ／約55×200×30ｍｍ・台紙込重量／約60g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

卓上トング きゃっちだにゃん

製品サイズ（重量）／約35×180ｍｍ（50g）
台紙サイズ／約55×200×30ｍｍ・台紙込重量／約60g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可
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予算別（¥1,000〜￥900）
使いやすさを追求した
“鎧塚俊彦”プロデュース商品！！

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22173-01〔03T05〕
（1003449）
￥900（税込￥990）

22173-02〔03T05〕
（1003450）
￥900（税込￥990）

●洗濯板がな〜んと手の平サイズのシリコンタワシに大変身！洗濯機に入れたくない汚れのひどい
靴下などもサッと手軽にゴシゴシ洗え、電気代の節約にもなります。ワイシャツの衿や袖など汚れ
がひどいところも落としやすく、クリーニング代も減らせます。先細形状なので、上から叩くように
汚れのポイントを集中的に落とせます。

日本製

シリコーンゴム（−20℃〜＋220℃）、中芯：鉄

シリコーンゴム（−20℃〜＋220℃）、中芯：鉄

（TY-006）
「鎧塚俊彦」
シリコンヘラ

（TY-007）
「鎧塚俊彦」シリコンハケ

製品サイズ（重量）／約55×275mm（約88g）
袋入・梱包入数／80
JANコード／4975192076057（中国製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約45×260mm
（約93g）
袋入・梱包入数／80
JANコード／4975192076064（中国製） 対応不可

●ご家庭で作る鍋をもっと手軽にもっと楽しくする「なべ友」
シリーズ。先端がシリコーン製で滑りやすい食材もしっかり
掴めます。六角形で持ちやすく、転がりにくい形状です。

22173-03〔03A05〕
（0355038）
￥1,000（税込￥1,100）
本体：シリコーンゴム（耐熱温度：約230℃）

（SV-4120）シリコンハンディタワシ  エコッシュ

製品サイズ（重量）／約85×55×35mm
（60g）
ブリスターサイズ／約110×200×40mm・ブリスター込重量／約90g
梱包入数／120
JANコード／4989918504120（日本製） 対応不可

●オーブン、トースター、
魚焼きグリルと使い方
は 様 々、料 理 し た プ
レートをそのまま食卓
へ、薬味やソースを入
れてもおしゃれです。

食器洗浄器
対応

日本製

※魚焼きグリル・
オーブン対応

22173-04〔00A02〕
（0305624）
￥900（税込￥990）
本体：ナイロン（ガラス繊維入り）、先端：シリコーンゴム、芯材：ステンレス鋼

（NBT-604）
「なべ友」シリコーン菜箸

製品サイズ（重量）／約13×7×300ｍｍ（30g）
台紙サイズ／約55×7×345ｍｍ・台紙込重量／約35g・梱包入数／100
JANコード／4962336614589（日本製） 対応不可

22173-05〔00A02〕
（0331088）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

22173-06〔00A02〕
（0047108）
￥900（税込￥990）

日本製

本体：鉄（シリコンクリア塗装）

本体：スチロール、フタ：ポリエチレン、茶こし：ポリプロピレン

製品サイズ（重量・容量）／約195×133×35mm
（185g・400㎖）深さ：30mm
箱サイズ／約134×37×183ｍｍ・箱込重量／約230g・梱包入数／80
JANコード／4900896130590（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／本体：約170×97×263mm（249g）
フタ：145×96×24mm、茶こし：127×87×112mm
箱サイズ／約175×100×285ｍｍ・箱込重量／約430g・梱包入数／40
JANコード／4945548330072（日本製） 半紙判

（KS-3059）ミニスキレット13cm  1P

ザルを上下させ凸形状で乱流をつく
る事で食材が不規則に動きザル内で
摩擦を起こし洗浄する。
（お米洗いも
出来ます）

フリージーポット  アップル5  2.0ℓ

●鍋物の具材入れ・麺類、
野菜等の水切りザルとして使用可能。
（グラス等の水切りも可能）
高さが7cmと薄いので冷蔵庫にも入ります。

食材の水切りや麺類の湯切りも、
ザル
を持上げる事で手際よく水切りがで
き便利。

日本製

22173-07（BN-245P・ピンク）
（0302008） JANコード／4562323792315
22173-08（BN-245G・グリーン）
（0302009） JANコード／4562323792308
￥900（税抜￥990）
〔00A02〕
本体：ポリプロピレン

野菜洗浄ザル・ボールセット スッキリ

製品サイズ（重量・容量）／ザル：約270×240×140ｍｍ（162g）
    ボール：約270×240×120ｍｍ（163g・2,900㎖）
袋サイズ／約380×280×145ｍｍ・袋込重量／約340g・梱包入数／32
（日本製） 対応不可

ザルとボールに高低差を具備している
ので一体化した時、隙間があき、隙間
から水のみが流れ出るので食材が流
出するのを防止する。

重ね合せた時、ザルとボールがしっか
り固定するので中身が、こぼれる心配
なく手早く水切りが完了する。

日本製

22173-09〔00A02〕
（0302005）
￥900（税抜￥990）
本体：ポリプロピレン

（KN-060P）角ザル・トレーセット ピンク

製品サイズ（重量・容量）／ザル：約380×225×65ｍｍ
（180g）
   トレー：約380×225×65ｍｍ
（200g・2,400㎖）
袋サイズ／約380×480×65ｍｍ・袋込重量／約384g・梱包入数／32
JANコード／4562323792414
（日本製） 対応不可

●目盛りに合わせて計量レバーをスライドさせるだけで、９種類の計量ができます。いくつもあって探すのが面倒な計量スプーンが
１本にまとまっているので、使いたいサイズを使いたい時にさっと計量できます。計量レバーは外して洗え、今までいくつもあった計
量スプーンが１本で済むので調理後の洗い物も減ります。

●ご家庭で各自の常備薬などの収納に便利。
トレー付で体温計・ピンセットなどの取出しに便利。

22173-10〔05A07〕
（0006104）
￥900（税込￥990）

22173-11〔05A07〕
（0006105）
￥900（税込￥990）

22173-12〔00A02〕
（0489143）
￥1,000（税抜￥1,100）

本体：ABS樹脂・ポリプロピレン・TPR
（ゴム系樹脂）

本体：ポリプロピレン樹脂

製品サイズ（重量）／ 約220×35×25ｍｍ（35g）
箱サイズ／約280×80×30mm・箱込重量／約60g・梱包入数／120
JANコ−ド／4989082760803
（中国製） 半紙判（赤棒）

製品サイズ
（重量）／約323×175×152ｍｍ
（583g）
袋サイズ／約323×175×152ｍｍ・袋込重量／約583g・梱包入数／12
JANコード／4976131812002
（日本製） B4判

日本製

本体：ABS樹脂・ポリプロピレン・TPR
（ゴム系樹脂）

（76079）計量9（ナイン）スプーン  ピンク

製品サイズ（重量）／ 約220×35×25ｍｍ（35g）
箱サイズ／約280×80×30mm・箱込重量／約60g・梱包入数／120
JANコ−ド／4989082760797
（中国製） 半紙判（赤棒）

（76080）計量9（ナイン）スプーン  グリーン

救急119

予算別（¥1,000〜￥800）
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●断熱2重構造なので、温かさ・冷たさ
が長持ちします。ステンレス製マグ
カップの魅力は落としても割れない、
汚れ落しが簡単!!大変軽量なのでキャ
ンプなど屋外へ持ち出しに便利です。

22174-01〔00T02〕
（1003102）
￥800（税込￥880）
本体：18-8ステンレス
（二重構造）、ハンドル：ABS樹脂

（HM-07）ハイテクWステンマグ1P

22174-02〔00T02〕
（1003103）
￥1,000（税込￥1,100）

22174-03〔00T02〕
（1003688）
￥1,000（税込￥1,100）

本体：18-8ステンレス（二重構造）、ハンドル：ABS樹脂

本体：18-8ステンレス（二重構造）、内外面：サテン仕上げ
フタ・ハンドル：ポリプロピレン

（HM-08）ハイテクWステンマグワイド1P

製品サイズ（重量・容量）／約φ70×80ｍｍ（約95g・200㎖）
箱サイズ／約100×82×90ｍｍ・箱込重量／約155g・梱包入数／60
JANコード／4975192068847（中国製） 豆判No.4

（HM-09）ハイテク フタ付Wステンレスマグ300

製品サイズ（重量・容量）／約φ75×90ｍｍ（約113g・270㎖）
箱サイズ／約115×80×95ｍｍ・箱込重量／約180g・梱包入数／48
JANコード／4975192068854（中国製） 豆判No.4

製品サイズ（重量・容量）／約φ80×108ｍｍ
（約190g・満水容量約300㎖・適正容量240㎖）
箱サイズ／約115×80×112ｍｍ・箱込重量／約195g・梱包入数／48
JANコード／4975192083017（中国製） 豆判No.4

軽くて丈夫な【エコ】食器です。持ち手があり持ちやすく、ロープ等にもかける事が出来る便利な食器。
ご飯等がつきにくい表面処理。パーティー・ピクニック・キャンプ等、介護食器としても便利です。
食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

22174-04〔03T05〕
（1003952）
￥850（税込￥935）

日本製

22174-05〔00A02〕
（0302050）
￥1,000（税込￥1,100）

本体：ステンレススチール、カラビナ：アルミニウム

（CF-105）
「キャッチフィールド」
  
カラビナ付キャンプスプーン&フォーク

製品サイズ（重量）／スプーン：約37×173ｍｍ（約22g）
フォーク：約23×170ｍｍ（約18g）
カラビナ：約27×50ｍｍ（約4g）
袋入サイズ／約70×230×25ｍｍ・袋込重量／約45g・梱包入数／30
JANコード／4975192087718（日本製） 対応不可

ポリプロピレン

製品サイズ（重量・容量）／約210×225×40ｍｍ（90g・820㎖）
包装サイズ／約225×210×50ｍｍ・包装込重量／約366g・梱包入数／40
JANコード／4562323790106
（日本製） 対応不可

本体：ステンレススチール、カラビナ：アルミニウム

（CF-106）
「キャッチフィールド」
  
カラビナ付キャンプカトラリーセット

製品サイズ（重量）／スプーン・フォーク：全長約160ｍｍ（約20g）
ナイフ：全長約168ｍｍ（約25g）
カラビナ：約27×50ｍｍ（約4g）
袋入サイズ／約70×230×10ｍｍ・袋込重量／約87g・梱包入数／30
JANコード／4975192087725（日本製） 対応不可

●見た目もかわいい、オレンジ色の取っ手の鋏です。フラワーア
レンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用と
しても幅広く使用できる長刃型のはさみになっております。
サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保
ちます。

（D-180）
「プラQ」丸型ディッシュ 18cm 4P

製品サイズ（重量・容量）／約180×195×35ｍｍ（62g・520㎖）
包装サイズ／約195×180×45ｍｍ・包装込重量／約260g・梱包入数／40
JANコード／4562323790205
（日本製） 対応不可

食器洗浄器
対応

日本製

22174-07〔03T05〕
（1003953）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

22174-08〔00A02〕
（0302052）
￥900（税込￥990）
ポリプロピレン

22174-09〔00A02〕
（0302053）
￥900（税込￥990）

刃部：ステンレス鋼、柄：ポリプロピレン樹脂

（SV-6421）
花はさみ（刃長型）

製品サイズ（重量）／約85×190×11ｍｍ（70g）
ブリスターサイズ／約106×240×15ｍｍ・ブリスター込重量／約100g
梱包入数／60
JANコード／4989918506421（中国製） 対応不可

日本製

ポリプロピレン

（K-040）
「プラQ」角型ディッシュ 4P

製品サイズ（重量・容量）／約225×145×40ｍｍ（78g・680㎖）
包装サイズ／約225×145×50ｍｍ・包装込重量／約326g・梱包入数／40
JANコード／4562323790502
（日本製） 対応不可

（V-138）
「プラQ」ボール 4P

製品サイズ（重量・容量）／約138×153×63ｍｍ（70g・610㎖）
包装サイズ／約153×138×95ｍｍ・包装込重量／約288g・梱包入数／48
JANコード／4562323790700
（日本製） 対応不可

●スーパー等のカゴで買い物した商品は、全てお買い物カゴに詰め替え可能。レジでのスキャン後、
店員さんがお買い物カゴに商品を入れてくれるので、自分での詰め替え作業が省けてスムーズ。
レジ袋の有料化で無駄な出費を抑えられます。

アイボリー

22174-10〔92A95〕
（0355059）
￥1,000（税込￥1,100）

日本製

ポリプロピレン

（D-210）
「プラQ」丸型ディッシュ 21cm 4P

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22174-06〔00A02〕
（0302051）
￥900（税込￥990）

22174-11（アイボリー）
（0489154）
22174-12（ブラウン）
（0489155）
￥900（税抜￥990）
〔00A02〕
ポリプロピレン樹脂

お買い物カゴ

製品サイズ（重量）／約350×470×250ｍｍ（600g）
箱なし・梱包入数／16
（日本製） 対応不可

ブラウン

JANコード／4976131812576
JANコード／4976131812361

日本製

175

予算別（¥950〜￥850）

●どんな鍋にもピッタリ入る小さくたためるコンパクト設計。
対応サイズ 14cm 〜24cm。

●ラップ不要の便利な二重フタ。
仕切り付きでアルミホイールいらず。電子レンジOK！

電子レンジ
日本製

22175-01〔00A02〕
（0668015）
￥950（税込￥1,045）
本体・ハネ・脚部：18-0ステンレス、対応サイズ：14〜24㎝

22175-02〔00A02〕
（0047040）
￥850（税込￥935）

日本製

本体：耐熱AS、フタ・ソコ：ポリエチレン、茶こし：PP

（V-992）フリーサイズ蒸し器  小

「クーリングポット」スプラ（2.2ℓ）

製品サイズ（重量）／約140×140×75mm（182g）
箱サイズ／約144×141×77ｍｍ・箱込重量／約227g・梱包入数／60
JANコード／4934481995837（日本製） 豆判No.8

箱サイズ／約175×100×285mm・箱込重量／約400g・梱包入数／40
JANコ−ド／4945548008216（日本製） B4判

●おにおろし、おろし（細）、薬味おろし、3種類のおろしができ
る！おろした食材をこぼさず、水切りできます。

日本製

22175-03〔00A02〕
（0047121）
￥850（税込￥935）
本体・内容器：耐熱ポリプロピレン、外フタ：AS樹脂、中フタ：ポリプロピレン
パッキン：シリコンゴム、留め具：ABS樹脂、はし：スチロール

おべんとう屋（グリーン）

製品サイズ
（重量）／約180×121×41ｍｍ
（約65g）
箱サイズ／約180×134×52ｍｍ・箱込重量／約254g・梱包入数／48
JANコード／4945548320103（日本製） A5判

●3つのフチで液体の飛び散りを防ぎ、水分は傾斜でミゾに溜まる様になっているので居間で果
物を剥いたり・料理の下準備などの作業をするにはちょうどいいまな板です。コンパクトで軽量
なので持ち運びもラクに行えます。もちろん普通のまな板としても使えます。

裏面・おにおろし

薬味おろし

表面・おろし

食器洗浄器
対応

水切り用
仕切り付き

日本製

日本製

22175-04〔00A02〕
（0305559）
￥900（税込￥990）

22175-05（M-31W・ホワイト）
（0302021）
22175-06（M-31P・ピンク）
（0302022）
￥850（税込￥935）
〔00A02〕

おろし：ABS樹脂、受皿・仕切り：ポリプロピレン

（FV-659）
「フルベジ」ふわシャキ両面おろし水切付

JANコード／4562323792070

本体：ポリプロピレン（抗菌剤入）

製品サイズ（重量）／約89×57×230mm（約133g）
箱サイズ／約90×235×60ｍｍ・箱込重量／約184g・梱包入数／40
JANコード／4962336613988（日本製） 半紙判

居間板

製品サイズ（重量）／約300×235×35ｍｍ（約180g）
巻ラベルサイズ／約325×240×38ｍｍ・巻ラベル込重量／約200g・梱包入数／32
（日本製） 対応不可

●1枚づつサッと取り出せます。

22175-07〔00A02〕
（0047067）
￥900（税込￥990）

22175-08〔00A02〕
（0047068）
￥900（税込￥990）

22175-09〔00A02〕
（0047069）
￥900（税込￥990）

本体：ポリプロピレン樹脂、耐熱温度：110℃、耐冷温度：−20℃

本体：ポリプロピレン樹脂、耐熱温度：110℃、耐冷温度：−20℃

本体：ポリプロピレン樹脂、耐熱温度：110℃、耐冷温度：−20℃

製品サイズ／約190×110×290ｍｍ
袋サイズ／約295×200×115ｍｍ・袋込重量／約380g
梱包入数／32
JANコード／4945548310500（日本製） 対応不可

製品サイズ／約190×110×290ｍｍ
袋サイズ／約295×200×115ｍｍ・袋込重量／約380g
梱包入数／32
JANコード／4945548310524（日本製） 対応不可

製品サイズ／約190×110×290ｍｍ
袋サイズ／約295×200×115ｍｍ・袋込重量／約380g
梱包入数／32
JANコード／4945548310517（日本製） 対応不可

付属の区分けシールⓁ を
貼り、スーパー・コンビニ
等の大きめの買い物袋を
収納します。

●1枚づつサッと取り出せます。

付属の区分けシールⓈ を
貼り、小さめの袋を収納。
フキン・おしぼりの収納
にも大変便利です。

スッキリ収納。
サッと取りだせ、
有効リサイクル！

●1枚づつサッと取り出せます。

冷蔵庫の側面
やキッチンの
壁面（タイル）
等に取り付け
てご使用くだ
さい。

からふるダスポ（グリーン）

お部屋を彩る見せる収納。
新聞や雑誌を、種類毎や
家族でカラーを変えて
楽しく収納できます。

JANコード／4562323792063

●詰み重ねもできる省スペース設計！

からふるダスポ（オレンジ）

●詰み重ねもできる省スペース設計！

からふるダスポ（ピンク）

●詰み重ねもできる省スペース設計！

22175-10〔00A02〕
（0047073）
￥900（税込￥990）

22175-11〔00A02〕
（0047074）
￥900（税込￥990）

22175-12〔00A02〕
（0047075）
￥900（税込￥990）

ベース・フレーム：ポリプロピレン
耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

ベース・フレーム：ポリプロピレン
耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

ベース・フレーム：ポリプロピレン
耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

製品サイズ（重量）／約330×270×350ｍｍ（耐荷重30kg）
袋サイズ／約390×310×96ｍｍ・袋込重量／約600ｇ
梱包入数／20
JANコード／4945548311019（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約330×270×350ｍｍ（耐荷重30kg）
袋サイズ／約390×310×96ｍｍ・袋込重量／約600ｇ
梱包入数／20
JANコード／4945548311033（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約330×270×350ｍｍ（耐荷重30kg）
袋サイズ／約390×310×96ｍｍ・袋込重量／約600ｇ
梱包入数／20
JANコード／4945548311026（日本製） 対応不可

からふるしんぶん楽っく（グリーン）

からふるしんぶん楽っく（オレンジ）

からふるしんぶん楽っく
（ピンク）

予算別（¥900〜￥800）
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150mmのショートサイズなので
お子様やショートグラスに便利なサイズ。
お掃除ブラシ付でお手入れ簡単。

レッド

桜ピンク

ブルー

22176-01（103761・レッド）
（0007034）
22176-02（103785・桜ピンク）
（0007036）
22176-03（103808・ブルー）
（0007038）
21163-04（103792・ゴールド）
（0007037）
￥800（税込￥880）
〔08A08〕

ゴールド

JANコード／4513454103761
JANコード／4513454103785
JANコード／4513454103808
JANコード／4513454103792

本体：アルミニウム
（カラーアルマイト）、ブラシ：ステンレススチール・ナイロン

アルミクールストローショート150mm 2P（お掃除ブラシ付）

製品サイズ（重量）／ストロー：約φ6×150ｍｍ（3g）、ブラシ：約170×5ｍｍ（1.6g）
台紙サイズ／約212×48×13ｍｍ・台紙込重量／約17.5g・梱包入数／200
（日本・中国製） 対応不可

●パチンと閉じてしっかり密閉。冷蔵庫・冷凍庫での使用もOK。

●ワインボトルはもちろん、市販のペットボトルに使えるキャップです。手作りドレッシングやソー
スなど、使い道色々。栓部をボトルの口に差し込んでレバーを下げると、栓部のゴムがぎゅっとボ
トルを密閉します。
密閉状態ではハンドルも本体に収まってすっきり収納できます。

食器洗浄器
対応

※形 状により本 品 が
使用できないボトル
もございます。

黄

緑

22176-06（黄）
（0584005）
22176-07（緑）
（0584006）
22176-08（オレンジ）
（0584007）
￥800（税込￥880）
〔08A10〕

22176-05〔98A00〕
（0014159）
￥800（税込￥880）
本体：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

オレンジ

日本製

JANコード／4953624001402
JANコード／4953624001372
JANコード／4953624001419

本体：ABS樹脂・ジュラコン・シリコンゴム、対象ボトル口径：外径29.5mm以下、内径18〜22mm

（DS-1400）トージー 8本セット

ワインボトルストッパー アクア

製品サイズ（重量）／約12×104×20mm（12g×8本）
箱サイズ／約155×23×106ｍｍ・箱込重量／約118g・梱包入数／60
JANコード／4954267134007（日本製） A5判

製品サイズ（重量）／約39×54×67ｍｍ（32g）
セルケースサイズ／約70×53×40ｍｍ・セルケース込重量／約38g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

●水切りとして、まな板として。指を通してパレットみたいに使えます。

直径
18.5cm

食器洗浄器
対応

目盛り
付き

グリーン

22176-09（グリーン）
（0047055）
22176-10（オレンジ）
（0047066）
￥800（税込￥880）
〔00A02〕

レッド

日本製

22176-11（PC-497・グリーン）
（0014080）JANコード／4954267054978
22176-12（PC-499・レッド）
（0014082） JANコード／4954267054992
￥800（税込￥880）
〔98A00〕

JANコ−ド／4945548302109  
JANコ−ド／4945548302116

本体（蓋）
・ツマミ・水滴受け：ポリプロピレン、耐熱温度：120℃、耐冷温度：−20℃

水気の多い
野菜・フルーツ
にも

豆腐の
水切りに

本体：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

ハットしてグー

プチストレーナーボード

製品サイズ／大：φ約226×60mm、中：φ約186×50mm、小：φ約145×42mm
箱サイズ／約227×227×67ｍｍ・箱込重量／約290g・梱包入数／48
（日本製） 本中判

製品サイズ（重量）／約210×184×13ｍｍ（94g）
スリーブサイズ／約215×185×13ｍｍ・スリーブ込重量／約107g・梱包入数／72
（日本製） 対応不可

●キッチン用のスポンジをワンタッチで挟む事ができコップやマグボトルの洗浄に便利。
●取り付け取り外しが自在にできるためいつも清潔で、使い捨ての布やキッチンペーパー等を挟んでの
使用もできる。
●最小口径約32mmの為、手では困難な小径グラスの洗浄にも使える（スポンジサイズにより異なる）
●剛性がありしっかりと底面隅々まで洗う事が出来る。
●ワニぐちのトング部でしっかりはさみ、厚みに合せて調整できるストッパー付き。

●材質がやわらかく復元力があるので刃当たりが良く、包丁が
すべったり、刃を痛めたりしません。また、比重が軽いので樹
脂製のものより取扱いが楽です。

グリーン
食器洗浄器
対応

ピンク

22176-13（W-03P・ピンク）
（0302035）
22176-14（W-03G・グリーン）
（0302036）
￥750（税込￥825）
〔03A05〕

JANコード／4562323792568
JANコード／4562323792575

本体・ハンドル・キャッチ：ポリプロピレン、トング・ラチェット：ナイロン

ワニワニ棒ミニ

製品サイズ（重量）／約34×31×265ｍｍ（60g）
台紙サイズ／約325×80ｍｍ・台紙込重量／約80g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

日本製

22176-15〔98A00〕
（0249006）
￥900（税込￥990）
本体：天然木

（6952）桐まな板TK-21（中）

製品サイズ（重量）／約370×210×20ｍｍ（425g）
包装サイズ／約370×210×20ｍｍ・包装込重量／約425g・梱包入数／20
JANコード／4946869268006（中国製） 対応不可
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予算別（¥800〜￥700）
●ラクラク！食材に合わせて縦にも横にも使える！
右利き、左利き両方で使える！じゃがいもの芽取りもできる！キャップ付きで安全収納！

●簡単に大根おろしや、ゴマすりなど、また離乳食、介護食を作る際に便利です。

日本製

22177-01（ピンク）
（0047096）
22177-02（グリーン）
（0047094）
22177-03（オレンジ）
（0047097）
￥800（税込￥880）
〔00A02〕

JANコ−ド／4945548302321
JANコ−ド／4945548302314
JANコ−ド／4945548302338

22177-04〔98A00〕
（0305258）
￥800（税込￥880）

本体・おろしフタ：耐熱ポリプロピレン、計量できるスリコギ棒：ポリプロピレン
本体スベリ止パッキン：熱可塑性エラストマー

本体：ABS樹脂・ステンレス刃物鋼・ナイロン・ポリエチレン

（FTY-01）
「フルベジ」たてよこピーラー

すり鉢ボール

製品サイズ（重量）／約162×60×30mm
（30g）
台紙サイズ／約215×158×36ｍｍ・台紙込重量／約58g・梱包入数／60
JANコード／4962336609882（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約193×170×80ｍｍ（200g）
箱サイズ／約163×83×196mm・箱込重量／約260g・梱包入数／60
（日本製） A5判

●透明でつややか。まるでしずくのようなレンゲができました。ガラスのように透き通ったプラスチック製のレンゲです。
透明だからお料理はもちろん、デザートにもよく合います。

食器洗浄器
対応

●置いて計れる自立型、
収納は重ねてできるスタンド式。

食器洗浄器
対応

日本製

22177-05〔98A00〕
（0014340）
￥800（税込￥880）

22177-06〔98A00〕
（0014342）
￥800（税込￥880）

飽和ポリエステル樹脂

（TW-3742）しずくレンゲ3本セット クリア

日本製

22177-07〔03A05〕
（0245001）
￥700（税込￥770）

飽和ポリエステル樹脂

容器：ポリプロピレン樹脂、スタンド：ABS樹脂

製品サイズ（重量）／1本：約43×176×27ｍｍ（17g）
箱サイズ／約47×46×180ｍｍ・箱込重量／約70g・梱包入数／80
JANコード／4954267157440（日本製） B6判

製品サイズ（重量）／15cc：約35×120ｍｍ（10g）
、
5cc：約26×108ｍｍ（7g）
2.5cc：約21×95ｍｍ（5g）
、
1.25cc：約8×8ｍｍ（4g）
収納スタンド：約130×40×85ｍｍ（12g）
袋サイズ／約160×170×40ｍｍ・袋込重量／約44g・梱包入数／48
JANコード／4560109710102（日本製） 対応不可

（TW-3744）しずくレンゲ 穴あき3本セット クリア

製品サイズ（重量）／1本：約43×176×27ｍｍ（19g）
箱サイズ／約47×46×180ｍｍ・箱込重量／約75g・梱包入数／80
JANコード／4954267157426（日本製） B6判

日本製

●生姜やニンニクなどの硬い野菜をスライスできます。専用安
全ホルダーで安全にスライスできます。コンパクト設計。

ポッタン計量スプーン スタンド収納

●ラクラク！サッと引くだけ、キャベツの千切り！斜め刃ワイド
サイズ！握りやすく使いやすいハンドル形状。かしこく、おい
しく千切りキャベツ！

食器洗浄器
対応

ブラック

レッド

イエロー

オレンジ
日本製

22177-08（ブラック）
（0040044）
22177-09（レッド）
（0040045）
22177-10（イエロー）
（0040003）
22177-11（オレンジ）
（0040002）
￥800（税込￥880）
〔95A97〕

JANコード／4541858058998
JANコード／4541858058844
JANコード／4541858058943
JANコード／4541858058899

本体：66ナイロン
（耐熱温度210℃）

ホームシェフ ビックメッシュスプーン

製品サイズ（重量）／約353×142ｍｍ（92g）
袋入・梱包入数／12×10
（日本製） 対応不可

日本製

22177-12〔98A00〕
（0585031）
￥700（税込￥770）
本体・安全ホルダー：ABS樹脂・ステンレス刃物鋼

薬味スライサー

製品サイズ（重量）／本体：約45×20×180mm（39g）
安全ホルダー：約50×45×50mm
（22g）
箱サイズ／約80×50×230ｍｍ・箱込重量／約82g・梱包入数／80
JANコード／4980511620194（日本製） B5判

日本製

22177-13〔98A00〕
（0305242）
￥700（税込￥770）
本体：ABS樹脂・ステンレス刃物鋼

（FCP-01）
「フルベジ」キャベツピーラー

製品サイズ（重量）／約170×120×17mm（45g）
台紙サイズ／約240×145×19ｍｍ・台紙込重量／約80g・梱包入数／60
JANコード／4962336609981（日本製） 対応不可

●こしたり、器に入れたりが面倒…そんなお困りごとをズバっと解決！！
おうちでラクラク、なめらか茶碗蒸しが作れちゃう！プリンにも。

●サッとすくえる新発想ザルボ
ウル、トリコロールがかわいい
チリトリザルボウルミニのセッ
トです。薬味調理やソース作り
にぴったり。電子レンジ、食洗
器対応可。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

22177-14〔98A00〕
（0014344）
￥800（税込￥880）
本体：ポリプロピレン（耐熱温度140℃・耐冷温度－20℃）

（CH-2100）たまごこしボウル イエロー

製品サイズ（重量・容量）／使用時：約148×200×122ｍｍ（115g・1,000㎖）
包装サイズ／約150×200×112ｍｍ・包装込重量／約135g
梱包入数／48（6×8）
JANコード／4954267141005（日本製） A5判

22177-15〔98A00〕
（0014463）
￥800（税込￥880）

電子レンジ

ポリプロピレン

（MZ-3509）チリトリザルボウルミニ トリコロールセット
製品サイズ（重量・容量）／約91×110×48mm（89g・180㎖）
袋入サイズ／約91×115×80mm・袋込重量／約95g・梱包入数／72
JANコード／4954267155095（日本製） 対応不可

日本製

予算別（¥800〜￥650）
●そのまま食卓へ、テーブルを華やかに彩るプチサイズのスキレットです。
魚焼きグリルに4個入るサイズです。

※魚焼きグリル・オーブン対応

●ドアを楽に開けられます。
静電気対策にも便利です。

日本製

日本製

22178-01〔00A02〕
（0331090）
￥750（税込￥825）

22178-02〔00A02〕
（0489157）
￥650（税込￥715）

本体：鉄（シリコンクリア塗装）

ノブ：ABS、リング：エラストマー、ネジ：18-8ステンレス

製品サイズ（重量・容量）／約155×95×37ｍｍ（110g・200㎖）
深さ：30mm
箱サイズ／約152×97×38ｍｍ・箱込重量／約135g・梱包入数／100
JANコード／4900896130378（日本製） B6判

製品サイズ（重量）／約63×180×37ｍｍ（75g）
ブリスターサイズ／約100×240×37ｍｍ・ブリスター込重量／約75g
梱包入数／30
JANコード／4976131809668（日本製） 対応不可

（KS-3037）
プチスキレット1P
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ドアレバー

●瓶底まで届く長さ約13cmの持ち手と、約2ccがすくえる丸みを帯びたすくい部をもった、絶妙サ
イズのステンレス製プチお玉です。すくい部をハンドルに対して約50度曲げた設計なので、瓶や
お皿からすくった際も真っ直ぐ取り出すことができ、とてもすくいやすいです。また、持ち手部は
幅広設計で持ちやすいのも使いやすいポイントです。カレー粉などの粉体や、顆粒だしのような
小さな固形物、ペースト状のものや具材の入った液体まで、幅広くお使いいただけます。

●スリムでちょっと長め、ありそうでなかった絶妙サイズのステンレス製卓上トングです。ギザギザ
形状の先端が瓶や容器の底までちゃんと届き、食材をしっかりと掴むのでサッと取り出せます。
新潟県燕三条地区の職人が特殊加工で仕上げたバネ部はバネ性が持続し、ヘタリにくいのが
特長です。また、継ぎ目がない一体成形だから汚れが溜まらず衛生的で、お手入れもラクラク
です。

日本製

日本製

22178-03〔05A07〕
（0006132）
￥800（税込￥880）

22178-04〔05A07〕
（0006133）
￥800（税込￥880）

本体：18-0ステンレス

本体：18-0ステンレス

（77609）絶妙サイズのプチおたま

（77608）絶妙サイズの卓上トング

製品サイズ（重量）／約22×130ｍｍ（14g）
包装サイズ／約65×140×15ｍｍ・包装込重量／約16g・梱包入数／600
JANコード／4989082776095（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約16×125ｍｍ（16g）
包装サイズ／約50×130×15ｍｍ・包装込重量／約18g・梱包入数／400
JANコード／4989082776088（日本製） 対応不可

●ラクラク！らっかせい・ピスタチオの殻割り。ピスタチオの殻の隙間にツメを差し込みひねると
簡単に殻が割れます。

●正面、側面からの飛来物からも眼を守る。メガネをかけたままでも装着可能！（一部の大型メガ
ネには、装着できないことがあります。）軽量で衝撃に強いポリカーボネートを使用！

食器洗浄器
対応

ツメを差し込みひねって開ける。

日本製

22178-05〔98A00〕
（0305554）
￥700（税込￥770）

22178-06〔00A02〕
（0355058）
￥800（税込￥880）

本体：ナイロン

本体：ポリカーボネート

（FV-662）
「フルベジ」らっかせい・ピスタチオクラッカー
製品サイズ（重量）／約25×45×85mm（約16g）
台紙サイズ／約135×208×25ｍｍ・台紙込重量／約48g・梱包入数／60
JANコード／4962336614206（日本製） 対応不可

（SV-0764）安全メガネ
握って殻を割る。

製品サイズ（重量）／約160×150×60mm
（45g）
ブリスターサイズ／約210×100×55ｍｍ・ブリスター込重量／約70g
梱包入数／60
JANコード／4989918500764（台湾製） 対応不可

●冷蔵庫内やキッチン周りの整理整頓に最適。
ジュースや缶ビールはもちろん食器の収納なども可能。

日本製

日本製

22178-07〔00A02〕
（0489158）
￥700（税込￥770）

22178-08〔00A02〕
（0489159）
￥700（税込￥770）

ポリスチレン樹脂

ポリスチレン樹脂

製品サイズ（重量）／約176×264×135ｍｍ（400g）
箱なし・梱包入数／18
JANコード／4976131812682（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約176×264×135ｍｍ（400g）
箱なし・梱包入数／18
JANコード／4976131812699（日本製） 対応不可

マルチ整理ボックス L クリア

マルチ整理ボックス L ホワイト
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予算別（¥750〜￥600）

●トースターでかんたんホットサンド作りができちゃう。色々はさんでトーストするだけで美味しいホットサンドになります。
焼き具合が見えるので失敗が少ない。食洗器対応可。

●りんごが
赤くなったら、
飲みごろサイン！

食器洗浄器
対応

日本製
日本製

22179-01〔98A00〕
（0014462）
￥700（税込￥770）

22179-02〔00A02〕
（0047107）
￥650（税込￥715）

本体：ポリプロピレン

本体：スチロール、フタ：ポリプロピレン、フタ小：スチロール
茶こし：ポリプロピレン

（CH-2107）トースターホットサンド

フリージーポット アップル5 1.2ℓ

製品サイズ（重量）／約113×113×34mm（56g）
箱サイズ／約115×36×145ｍｍ・箱込重量／約79g・梱包入数／80
JANコード／4954267141074（日本製） 豆判No.6

●ぐいぐい

製品サイズ（重量）／本体：約181×91×149mm（151g）
フタ：約142×92×17mm
（246g）
箱サイズ／約180×100×165ｍｍ・箱込重量／約250g・梱包入数／48
JANコード／4945548330058（日本製） A5判

ラクラク取れる。

●即席めんをレンジで調理！！鍋もコンロも不要！！そのまま器として使える調理鍋。目皿付なの
で野菜も一緒にチン！！出来ちゃいます！！〈かんたんレシピ付〉

ヘッド部
タンク部

日本製

日本製

22179-03〔00A02〕
（0047099）
￥700（税込￥770）

22179-04〔00A02〕
（0047095）
￥700（税込￥770）

本体：ヘッド部：ハインパクトスチロール、タンク部：ポリプロピレン

本体・ザル：耐熱ポリプロピレン、フタ：ポリプロピレン、レンゲ：AS樹脂

製品サイズ（重量）／ヘッド部：約205×65×135mm（130g）
タンク部：約35×305mm（38g・220㎖）
箱サイズ／約130×80×300mm・箱込重量／約240g・梱包入数／60
JANコード／4945548005505（日本製） B4判

製品サイズ（重量）／約188×227×102mm（205g）
箱サイズ／約197×104×200mm・箱込重量／約289g・梱包入数／40
JANコード／4945548302529（日本製） A5判

露とり＆ガラスみがきワイパー きゅうじょたい

チンしておいしい「麺まつり」

●かわいい猫の手がしっかり料理をきゃっち！コンパクトでか
わいい卓上トングに薬味用のちびにゃんこが仲間入り。特殊
加工で強い弾力性を持たせている為長時間の使用でも手が
疲れません。
（特許登録済）

●熱湯OK！
便利な目盛付き。

●レンジの庫内を
有効活用できます。

食器洗浄器
対応

桃たま

黄たま

白たま

日本製

22179-05（2556・桃たま）
（0402035）JANコード／4562208692556
22179-06（2563・黄たま）
（0402036）JANコード／4562208692563
22179-07（2549・白たま）
（0402034）JANコード／4562208692549
￥650（税込￥715）
〔00A02〕
本体：66ナイロン・ステンレススチール

ちびにゃんこトング

製品サイズ（重量）／約20×120ｍｍ（14g）
台紙サイズ／約75×140×20ｍｍ・台紙込重量／約17g・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

22179-09〔00A02〕
（0047118）
￥750（税込￥825）

本体：耐熱ABS

本体・中フタ：耐熱アクリル、外フタ・取手・茶こし：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／約236×236×28mm（140g）
箱サイズ／約240×240×30mm・箱込重量／約200g・梱包入数／60
JANコ−ド／4945548002610
（日本製） 半紙判

製品サイズ（重量・容量）／本体：約93×180×165mm
（172g・1,200㎖）
中フタ：約63×63×26mm
（11g）
外フタ：約92×143×18mm
（26.5g）
取手：約1.5×15.5×7mm
（9g）
茶こし：約55×55×70mm
（8.5g）
箱サイズ／約100×182×165ｍｍ・箱込重量／約288g・梱包入数／48
JANコード／4945548003334（日本製） B6判

一積ニ調

らくらく茶 1.2ℓ

●先端が3 枚の円板状になっており360 度どの角度からでも気にせずソフトな感触で汚れを取り除きます。
ハンドル部はローレット加工がしてあるので滑りにくい。

日本製

22179-10〔08A10〕
（0124002）
￥600（税込￥660）
本体：真鍮（BSBM・クロームメッキ仕上げ）

（M-3010）ビューティーピック ローレットタイプ
（シルバー）

製品サイズ（重量）／耳かき：約φ4×100ｍｍ（7g）
ブラシ：約φ5×52ｍｍ（1g）
セルケースサイズ／約175×50×5ｍｍ・セルケース込重量／約13g
JANコード／4954196030104（日本製） 対応不可

日本製

22179-08〔00A02〕
（0047029）
￥680（税込￥748）

●先端が3枚の円板状になって
おり360度どの角度からでも
気にせずソフトな感触で汚れ
を取り除きます。両端に耳か
きが付いており、従来のスプー
ン式で使用した後、もう片方の
円板式でかき出すとよりきれ
いにケアすることができます。

日本製

22179-11〔08A10〕
（0124003）
￥650（税込￥715）
本体：真鍮（BSBM・24金メッキ）

（M-3011）ビューティーピック ローレットタイプ
（ゴールド）

製品サイズ（重量）／耳かき：約φ4×100ｍｍ（7g）
ブラシ：約φ5×52ｍｍ（1g）
セルケースサイズ／約175×50×5ｍｍ・セルケース込重量／約13g
JANコード／4954196030111（日本製） 対応不可

日本製

22179-12〔08A10〕
（0124001）
￥750（税込￥825）
本体：真鍮（BSBM・24金メッキ）

（M-3019）ビューティーピック ダブルネックタイプ
（ゴールド）
製品サイズ（重量）／耳かき：約φ4×115ｍｍ（7g）
ブラシ：約φ5×52ｍｍ（1g）
セルケースサイズ／約175×50×5ｍｍ・セルケース込重量／約12g
JANコード／4954196030197（日本製） 対応不可

予算別（¥700〜￥600）
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●蛇口から流水を注ぐだけで楽にお米がとげます。

●便利！3ステップで手早く、簡単に、アボカドカット！アボカド
のカット。皮むきとスライスがこれ一つでOK。キャップ付で
安全収納！

●サラダや和え物にきゅうりをプラスしたいときや、みそ汁や
煮物の上にネギをトッピングしたいとき、これさえあればす
ぐに調理できます。両側に刃物が付いているので、時短調理
にも役立ちます。ミニサイズなので、収納場所も取りません。

22180-01〔00A02〕
（0047037）
￥680（税込￥748）

22180-02〔98A00〕
（0305256）
￥650（税込￥715）

22180-03〔98A00〕
（0305289）
￥650（税込￥715）

本体・フタ：ポリプロピレン、アミ：18-8ステンレス

本体：ABS樹脂・ポリプロピレン

米こさん

（FAK-01）
「フルベジ」アボカドカッター

製品サイズ（重量）／約152×135×132ｍｍ（120g）
箱サイズ／約135×135×138ｍｍ・箱込重量／約245g・梱包入数／48
JANコード／4945548004720（日本製） 豆判No.8

製品サイズ（重量）／約180×60×14mm（30g）
台紙サイズ／約218×145×15ｍｍ・台紙込重量／約58g・梱包入数／60
JANコード／4962336609875（日本製） 対応不可

●シートをはさんで、押すだけ！カンタンにお薬を取り出せま
す。大小の穴で、いろいろなお薬に対応！

22180-04〔00A02〕
（0047106）
￥600（税込￥660）

日本製

刃部：ステンレス刃物鋼、本体：ABS樹脂

（FV-610）
「フルベジ」きゅうり・ネギスライサー

製品サイズ（重量）／約53×23×174mm（30g）
台紙サイズ／約149×222×25mm・台紙込重量／約58g・梱包入数／60
JANコード／4962336610451（日本製） 対応不可

●フリフリしてスピーディに水切り！柄付きなので水揚げもス
ムーズでボウル底面には滑り止め付きです。ザルには、廃棄
されるお米を使った樹脂を使用しています。
（米の割合：約２割）

日本製

22180-05〔05A07〕
（0006125）
￥700（税込￥770）

上部フタ取り出し部：メタクリル樹脂、下本体（お薬ケース部）
：ポリプロピレン
ストッパー部：ポリプロピレン、バネ：ステンレス

日本製

ザル：ポリプロピレン（耐熱温度120℃）
ボウル：ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー（耐熱温度120℃）

おくすりダス（ブルー）

（A-77351）フリフリスピード水切りザル&ボウルセット

製品サイズ（重量）／上部フタ：約90×34×22mm（77g）
下本体：約75×34×21mm
箱サイズ／約96×26×148mm・箱込重量／約328g・梱包入数／120
JANコード／4945548500314（日本製） 豆判No.5

製品サイズ（重量・容量）／ザル：約255×160×65mm
（60g）
ボウル：約250×165×75mm（160g・970㎖）
袋サイズ／約260×165×75mm・袋込重量／約220g・梱包入数／24
JANコード／4989082773513（日本製） 対応不可

●ひっかけてスーッと
引くだけ！牛乳パック
を楽に解体できます。

●開けにくい調味料のキャップが軽い力で開けられる。大さじ
（15 ㎖）、小さじ（5 ㎖）、調味料がはかれるスプーン形状。置
いたままでもはかれます。

食器洗浄器
対応

22180-06〔08A10〕
（0584008）
￥700（税込￥770）

日本製

22180-07〔98A00〕
（0305556）
￥600（税込￥660）

本体：ABS樹脂・ステンレス焼入鋼

ナイロン

リサイカ 牛乳パックカッター

（YP-624）やきぱー！開けれる調味料スプーン

製品サイズ（重量）／約23×125×23mm（20g）
箱サイズ／約125×25×25mm・箱込重量／約24g・梱包入数／240
JANコード／4953624002096（日本製） 豆判No.4

製品サイズ（重量）／約32×175×20mm
（約16g）
台紙サイズ／約80×240×40mm・台紙込重量／約36g・梱包入数／60
JANコード／4962336614138（日本製） 対応不可

●ザルを上下させると壁側の凸形状で乱流が発生し、
食材が不規則に動き、
ザル内で摩擦を起こし洗浄する。
（お米洗いも出来ます）

22180-08（BN-200P・ピンク）
（0302024） JANコード／4562323792339
22180-09（BN-200G・グリーン）
（0302023） JANコード／4562323792322
￥600（税込￥660）
〔03A05〕
野菜洗浄ザル・ボールセット スッキリ（小）

製品サイズ（重量）／約230×200×110mm（230g）
袋サイズ／約230×200×110mm・袋込重量／約240g・梱包入数／32
（日本製） 対応不可

野菜などの食材の水切り
や麺類の湯切りも、ザル
を持上げる事で手際よく
水切りができ便利。

ザルとボールの隙間から
水のみが流れ出るため食
材を流れ出すことなく洗
浄や塩抜きができる。

グリーン

本体：ポリプロピレン

●蓋をしたまま
注ぐ事が出来ます。

ザルを上下させ凸形状で
乱流をつくる事で食材が
不規則に動きザル内で
摩擦を起こし洗浄する。
（お米洗いも出来ます）

※凸形状とは、乱流を起こすと共に
洗濯板の様に凹凸に沿って洗うと
汚れが落ちやすい。

ピンク

日本製

日本製

重ね合わせた時、ザルと
ボールがしっかり固定す
るので中身が、こぼれる
ことなく手早く水切りが
できる。

22180-10〔00A02〕
（0617018）
￥600（税込￥660）
本体：AS樹脂、ふた：PP

（MKG-5）メジャーカップふた付

製品サイズ（重量・容量）／本体：約130×84×143mm（124g・510㎖）
フタ：約105×90×10mm
（24g）
箱サイズ／約95×110×150mm・箱込重量／約124g・梱包入数／48
JANコード／4981667000601（日本製） A5判
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予算別（¥650〜￥600）
●持ち手があり持ちやすくロープ等にもかける事が出来る便
利な食器。ご飯等がつきにくい表面処理。

軽くて丈夫な【エコ】食器です。
パーティ・ピクニック・キャンプ等、
介護食器としても便利です。

品質表示

ポリプロピレン

22181-01〔00A02〕
（0302048）
￥650（税込￥715）

食器洗浄器
対応

22181-02〔00A02〕
（0302049）
￥600（税込￥660）

（C-080）
「プラQ」マグ4P

製品サイズ（重量・容量）／約80×110×73mm
（44g・235㎖）
包装サイズ／約110×80×150mm・包装込重量／約182g・梱包入数／72
JANコード／4562323791004
（日本製） 対応不可

●みんなでわいわい手巻き寿司！！使いやすいミニ
しゃもじです。
食器洗浄器
対応

22181-03〔98A00〕
（0014252）
￥600（税込￥660）

● 口 触りにこだ わりました。カレーやどんぶりメ
ニューに最適サイズ。

（C-075）
「プラQ」コップ4P

製品サイズ（重量・容量）／約φ76×120mm
（50g・320㎖）
包装サイズ／約76×76×185mm・包装込重量／約206g・梱包入数／48
JANコード／4562323791103
（日本製） 対応不可

●ラップのかわりに蓋をしてチン！ECOキッチングッズ。

食器洗浄器
対応

日本製

日本製

本体：ポリプロピレン

22181-04〔98A00〕
（0014268）
￥600（税込￥660）

22181-05〔00A02〕
（0047048）
￥650（税込￥715）

本体：ポリプロピレン

本体：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／約34×14×185mm（16g）
台紙サイズ／約111×15×257mm・台紙込重量／約67g・梱包入数／80
JANコード／4954267157099（日本製） 対応不可

製品サイズ／大：約220×220×54mm、中：約180×180×44mm
小：約140×140×34mm
箱サイズ／約222×222×60mm・箱込重量／約240g・梱包入数／60
JANコード／4945548002252（日本製） B5判

（TW-3709）なめらかカレースプーン3本セット

（CH-2037）
手巻き寿司しゃもじ3本組

製品サイズ（重量）／約45×10×160mm（10g）
ブリスターサイズ／約141×20×235mm・ブリスター込重量／約48g
梱包入数／120
JANコード／4954267140374（日本製） 対応不可

●手を濡らさずしっかりお米が研げる。力の弱い方でも力が入りやすいノブ型クリップ。

●ベッドに、テーブルに、机に！
暮らしにスペースをプラス。

レンジハット（3個セット）

底面カバー

すべり止め

装着イメージ

●フックに
吊るせます。

22181-06（KT-1455・ブルー）
（0014165）
22181-07（KT-1456・ピンク）
（0014166）
22181-08（KT-1457・ホワイト）
（0014167）
￥600（税込￥660）
〔98A00〕

JANコード／4954267134557

チョコレートブラウン

JANコード／4954267134564

キャラメルブラウン

※上下を返せば
7cmと4cmの
2通りの高さが
選べます。

空いたスペースに収納ケースを納
めたり、ロボット掃 除 機 が 通るス
ペースを作れます。

22181-09（H-2808・チョコレートブラウン）
（0047111）JANコード／4945548016013
22181-10（H-2809・キャラメルブラウン）
（0047112） JANコード／4945548016020
￥650（税込￥715）
〔00A02〕

JANコード／4954267134571

本体：ポリエチレン（耐熱温度80℃・耐冷温度−30℃）
ハンドル：ポリプロピレン（耐熱温度120℃・耐冷温度−20℃）

本体：ポリプロピレン、底面カバー：ポリエチレン、スベリ止め：熱可塑性エラストマー、耐荷重：1個約100kg

米トギーナ

ハイヒールプラスサークル 2個組

製品サイズ（重量）／約53×53×158ｍｍ（46g）
ブリスターサイズ／約93×53×283ｍｍ・ブリスター込重量／約69g・梱包入数／60
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／本体：約φ76×93mm、
底面カバー：約φ82×7ｍｍ（１個あたり約70g）
箱サイズ／約165×85×100ｍｍ・箱込重量／約191g・梱包入数／60
（日本製） 豆判No.8

●お年寄りや、小さなお子様でも使いやすい小さなカップです。
お薬用のカップにピッタリです。

●スプーンはくぼみの所に、箸は曲線の所に収まりがGoodです。
カレーライス・チャーハンなどの時に便利です。

22181-11〔08A10〕
（0369002）
￥600（税込￥660）

22181-12〔00A02〕
（0403012）
￥600（税込￥660）

●日本刀の形をした和菓子ナイフです。これでお菓子を斬って
みると楽しいです。

22181-13〔98A00〕
（0369018）
￥650（税込￥715）

本体：18-8ステンレス

本体：18-10ステンレス鋼

ステンレススチール

製品サイズ（重量・容量）／約φ56×47ｍｍ
（約32g・70㎖）
箱サイズ／約75×60×50ｍｍ・箱込重量／約46g・梱包入数／100
JANコード／4560440640328（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約75×29×13ｍｍ（29g）
袋入・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約8×160ｍｍ（13g）
袋入サイズ／約40×218ｍｍ・袋込重量／約15g・梱包入数／600
JANコード／4560440640434（日本製） 対応不可

日本製

ドクターカップ

日本製

スプーン＆はしおき（雲海）

日本製

大太刀 和・洋菓子ナイフ

予算別（¥600〜￥500）
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差し込むだけで、割り箸がトングに大変身！汚れたらサッと交換できて、衛生的です。バーベキューやアウトドアに便利！割った箸も使えます。
●小型のバーベキューコンロに
丁度いいショートサイズ。
ポテチトングとしても
GOOD！

●熱源から距離が取れる、ロングタイプ。
オレンジ

ブルー

グリーン

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

オレンジ

①

②

③

ブルー

グリーン

日本製

日本製

22182-01（CH-2063・オレンジ）
（0014354） JANコード／4954267140633
22182-02（CH-2064・ブルー）
（0014368） JANコード／4954267140640
22182-03（CH-2065・グリーン）
（0014369） JANコード／4954267140657
￥600（税込￥660）
〔98A00〕

22182-04（CH-2066・オレンジ）
（0014350） JANコード／4954267140664
22182-05（CH-2067・ブルー）
（0014351） JANコード／4954267140671
22182-06（CH-2068・グリーン）
（0014352） JANコード／4954267140688
￥500（税込￥550）
〔98A00〕

本体：ABS樹脂、留め具：ポリプロピレン

本体：ABS樹脂、留め具：ポリプロピレン

割り箸トング ロング

製品サイズ（重量）／約72×196×18ｍｍ（42g）
台紙サイズ／約103×20×270ｍｍ・台紙込重量／約59g・梱包入数／120
（日本製） 対応不可

●電子レンジでおいしいパスタのできあがり！簡単に麺をゆでたり、野菜を蒸すことが出来ます。
スパゲッティ計量穴から
冷水が入れられる

割り箸トング ショート

製品サイズ（重量）／約68×115×18ｍｍ（28g）
台紙サイズ／約91×20×201ｍｍ・台紙込重量／約41g・梱包入数／120
（日本製） 対応不可

●鍋のフチに沿う
カーブ。目盛付。
5・15・30cc。

スライド式の
湯切口

グリーン

オレンジ

ピンク

フタには丁度スパゲッティ1人分
（約100g）
を計れる計量穴が付いています。

22182-07〔00A02〕
（0047051）
￥600（税込￥660）

日本製

22182-08（グリーン）
（0047100）
22182-09（オレンジ）
（0047101）
22182-10（ピンク）
（0047102）
￥550（税込￥605）
〔98A00〕

底がウェーブ状に
なっているので
蒸し料理もOK！

本体・フタ：ポリプロピレン

JANコード／4945548301652
JANコード／4945548301676
JANコード／4945548301669

本体：66ナイロン

麺Quick

製品サイズ（重量・容量）／約280×135×90mm（約155g・約1,800㎖）
箱サイズ／約280×135×94mm・箱込重量／約241g・梱包入数／50
JANコード／4945548002856（日本製） B4判

キッチンデコレーション ターナースプーン

フタには簡単にゆで汁をすてられるようにスラ
イド式の湯切り口が付いてます。

製品サイズ（重量・容量）／約72×325ｍｍ（67g・60cc）
袋入・梱包入数／48
（日本製） 対応不可

●ラクラク！厚皮から薄皮まで！
手早く、簡単、オレンジカット！
むきにくい厚皮や薄皮を簡単
にカットできます。手を汚さず
きれいにカット。
食器洗浄器
対応

●野菜をムダなくスライス！すべ
りやすい山芋や、大きい野菜の
スライスにも！人差し指のパー
ツが離れているので、いろいろ
な 形 の 野 菜も 掴 みやすい！
パーツを外してかさねられる
コンパクト収納！

食器洗浄器
対応

日本製

22182-11〔98A00〕
（0305262）
￥550（税込￥605）

22182-12〔98A00〕
（0305322）
￥550（税込￥605）

本体：ポリプロピレン、刃：ステンレス刃物鋼

日本製

本体：ポリプロピレン

（FOK-01）
「フルベジ」オレンジカッター

（KR-602）
「かるラク」つかめる野菜ホルダー

製品サイズ（重量）／約72×32×23mm（13g）
台紙サイズ／約183×130×18mm・台紙込重量／約35g・梱包入数／60
JANコード／4962336609929（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約82×88×65mm
（30g）
台紙サイズ／約150×85×215ｍｍ・台紙込重量／約70g・梱包入数／40
JANコード／4962336610734（日本製） 対応不可

●移動や収納の際に煩わしい電気製品のコード。束ねるのが
面倒なだけでなく、折り曲げた部分に負担も。煩わしいコー
ドをくるくる巻くことで、手早く収納！コードにも優しい！

●磁石付なので
壁面にもピタッと

グレー

●便利なフック付き

レッド

22182-13（PA-13G・グレー）
（1001475）JANコード／4975192080627
22182-14（PA-13R・レッド）
（1001476）JANコード／4975192080634
￥600（税込￥660）
〔98T00〕

●スタンドライト

22182-15〔05A07〕
（0006131）
￥500（税込￥550）
本体：ABS樹脂

本体：ABS樹脂、機能：ハンディライト・スタンドライト、電池：単4乾電池3本（別売）

（77417）コードすっきりくるくーる

「ポルカ」2WAY LEDライト

製品サイズ（重量）／約69×35×96ｍｍ（69g（電池無））
箱サイズ／約75×40×105ｍｍ・箱込重量／約90g・梱包入数／80
（中国製） 豆判No.6

●ハンディライト

製品サイズ（重量）／約115×110×30mm（30g）
箱サイズ／約120×35×120ｍｍ・箱込重量／約50g・梱包入数／200
JANコード／4989082774176（中国製） 豆判No.6

183 予算別（¥600〜￥500）
マグのフチに掛けられるスプーンです。
しばいぬ・茶しば

しばいぬ・黒しば

CAT・くろネコ

CAT・みけネコ

CAT・はちわれネコ

22183-01（しばいぬ・茶しば）
（0387006）
22183-02（しばいぬ・黒しば）
（0387007）
22183-03（CAT・くろネコ）
（0387008）
22183-04（CAT・みけネコ）
（0387009）
22183-05（CAT・はちわれネコ）
（0387010）
￥500（税込￥550）
〔08A10〕

JANコード／4522466407125
JANコード／4522466407132
JANコード／4522466405077
JANコード／4522466405084
JANコード／4522466405091

本体：ステンレス（ピューターメッキ、CAT・くろネコのみ：黒酸化発色、シルク印刷）

コーヒースプーン

日本製

製品サイズ／約116mm
台紙サイズ／約170×65ｍｍ・台紙込重量／約20g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

●溶く・返す・寄せるがスムーズにできる、先端がヘラになったたまご焼きトングです。

●スライス・おろし・飾り切り・薬味おろしと多目的に使えます。

①
食器洗浄器
対応

ブラック

②

レッド

③
日本製

日本製

22183-06〔98A00〕
（0177114）
￥600（税込￥660）

22183-07（CH-2052・ブラック）
（0014266）
22183-08（CH-2053・レッド）
（0014267）
￥600（税込￥660）
〔98A00〕

本体・安全ホルダー：ABS樹脂（耐熱温度：80℃）、刃物：ステンレス鋼

（VC-050）VC 四徳おろしスライサー

JANコード／4954267140527
JANコード／4954267140534

④

本体：ナイロン

製品サイズ（重量）／本体：約87×272×11ｍｍ（63g）
安全ホルダー：約93×50×28ｍｍ（22g）
袋サイズ／約135×295×30ｍｍ・袋込重量／約116g・梱包入数／30（10入×3）
JANコード／4966095164880（日本製） 対応不可

たまごやきの達人

製品サイズ（重量）／約118×13×280ｍｍ（38g）
台紙サイズ／約115×15×350ｍｍ・台紙込重量／約58g・梱包入数／100
（日本製） 対応不可

●切った食材をサッととれる！薬味にぴったりサイズのチリトリザルボウルが新登場。少量の調理用ボウルとしても使いやすい。
狙って注ぎやすい。計量目盛付。
電子レンジ
食器洗浄器
対応

22183-09〔98A00〕
（0014370）
￥600（税込￥660）

食器洗浄器
対応

日本製

ザル・ボウル：ポリプロピレン

（MZ-3505）チリトリザルボウルS ホワイト

製品サイズ（重量・容量）／約120×139×73mm（79g・400㎖）
包装サイズ／約120×140×76mm・包装込重量／約88g・梱包入数／72
JANコード／4954267155057（日本製） 対応不可

22183-10〔98A00〕
（0014371）
￥600（税込￥660）

日本製

日本製

22183-11〔00A02〕
（0047049）
￥550（税込￥605）

ザル・ボウル：ポリプロピレン

本体：耐熱ポリプロピレン

製品サイズ（重量・容量）／約120×139×73mm
（79g・400㎖）
包装サイズ／約120×140×76mm・包装込重量／約88g・梱包入数／72
JANコード／4954267155064（日本製） 対応不可

製品サイズ／本体：約138×110×26mm、目皿：約98×98×30mm
フタ：約142×111×47ｍｍ
箱サイズ／約233×144×75mm・箱込重量／約280g・梱包入数／60
JANコード／4945548002177（日本製） 本中判

（MZ-3506）チリトリザルボウルS レッド

ふっくら中華亭（2個入）

ダブルエンボス®加工でごはんがくっつかない！
●パッと返しやすい設計の
ヘラです。

●炒めて盛り付けができる
スプーンです。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22183-12〔98A00〕
（0014448）
￥500（税込￥550）

日本製

ナイロン（耐熱温度180℃・耐冷温度−20℃）

（CH-2104）マジック返しヘラ

製品サイズ（重量）／約83×54×246mm（39g）
袋入サイズ／約100×35×290mm・袋込重量／約47g・梱包入数／120
JANコード／4954267141043（日本製） 対応不可

22183-13〔98A00〕
（0014449）
￥500（税込￥550）
ナイロン（耐熱温度180℃・耐冷温度−20℃）

（CH-2105）マジック炒めスプーン

製品サイズ（重量）／約68×27×257mm
（36g）
袋入サイズ／約80×27×300mm・袋込重量／約41g・梱包入数／120
JANコード／4954267141050（日本製） 対応不可

●柄が長いので熱くなく、
炒めやすい先端形状の
ターナーです。

食器洗浄器
対応

日本製

22183-14〔98A00〕
（0014450）
￥600（税込￥660）
ナイロン（耐熱温度180℃・耐冷温度−20℃）

（CH-2106）マジック炒飯ターナー

製品サイズ（重量）／約64×10×305mm（48g）
袋入サイズ／約80×10×350mm・袋込重量／約53g・梱包入数／120
JANコード／4954267141067（日本製） 対応不可

日本製

予算別（¥550〜￥450）

184

ご家庭で作る鍋をもっと手軽にもっと楽しくする「なべ友」シリーズ。
●なべ料理に取り分 ●なべ料理の具材が ●卓上で使いやすい
けに便利な、卓上サ 取り分けやすい、卓 ミニサイズのあく取
上サイズの穴開き りです。
イズのお玉です。
お玉です。

ブレッドナイフ

品質表示

チーズナイフ

22184-03〔00A02〕
（0305625）
￥450（税込￥495）
金属部：ステンレス鋼、柄部：天然木

（NBT-201）
「なべ友」木柄卓上お玉

ステンレス・天然木

製品サイズ（重量）／約63×225×50mm（30g）
台紙サイズ／約250×63×50mm・台紙込重量／約36g・梱包入数／100
JANコード／4962336213188（日本製） 対応不可

日本製

22184-01〔08A10〕
（0277055）
￥550（税込￥605）

卓上お玉

卓上穴開きお玉

22184-04〔00A02〕
（0305626）
￥450（税込￥495）

卓上あく取り

金属部：ステンレス鋼、柄部：天然木

（NBT-202）
「なべ友」木柄卓上穴明きお玉

（200645）
「キュイジーヌ」ブレッドナイフ
製品サイズ（重量）／約283×25mm（34g）
袋入・梱包入数／1
JANコード／4521540206456（日本製） 対応不可

日本製

製品サイズ（重量）／約63×225×50mm（30g）
台紙サイズ／約250×63×50mm・台紙込重量／約36g・梱包入数／100
JANコード／4962336213195（日本製） 対応不可

22184-05〔00A02〕
（0305627）
￥450（税込￥495）

22184-02〔08A10〕
（0277056）
￥550（税込￥605）

金属部：ステンレス鋼、柄部：天然木

（200647）
「キュイジーヌ」チーズナイフ

（NBT-203）
「なべ友」木柄卓上あく取り

製品サイズ（重量）／約187×48mm（31g）
袋入・梱包入数／1
JANコード／4521540206470（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約80×245×56mm（30g）
台紙サイズ／約270×80×56mm・台紙込重量／約34g・梱包入数／100
JANコード／4962336213201（日本製） 対応不可

●グレープフルーツや夏ミカンの
皮むきに使用します。ヘタ周り
のカット、厚皮カット、厚皮お越
し、薄皮カットができます。コン
パクトで収納に便利。

●みんなに剥いてあげたくなるほど、楽しい。
誰でも、ラクラクみかん皮むき、薄皮も！
安全・清潔・簡単！！

①ヘタのまわりを
カットする

②蓋の尖がり部分で厚皮をカットする

③先端を使って厚皮を切り起こして

22184-06〔98A00〕
（0585033）
￥500（税込￥550）

日本製

日本製

22184-07〔08A10〕
（0220001）
￥480（税込￥528）

④うす皮をカットして果肉を取り出す

本体・蓋：アクリル樹脂、刃部：ステンレス刃物綱、耐熱温度80℃

本体：AS樹脂・スチロール樹脂・ステンレスハイカーボン、上フタ：ABS樹脂

製品サイズ（重量）／本体：約20×100×17mm（12g）
蓋：約20×75×16mm
（5g）
ブリスターサイズ／約150×75×21mm・ブリスター込重量／約27g
梱包入数／80
JANコード／4980511620309（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／本体：約25×21×98ｍｍ（17g）
上フタ：約25×21×98ｍｍ（9g）
袋サイズ／約55×21.1×175ｍｍ・袋込重量／約26g・梱包入数／200
JANコード／4943184000014
（日本製） 対応不可

シトラス ピールカッター

みかん皮むき器 ムッキーちゃん
（袋 ホワイト×オレンジ）

●簡単に、長ねぎやキュウリの小口切りを作ることができます。
まな板を必要としません。コンパクト設計。
食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

ブラック

レッド

ブラック

レッド

日本製

22184-08（ブラック）
（0040028）
22184-09（レッド）
（0040029）
￥450（税込￥495）
〔98A00〕

JANコード／4541858059933
JANコード／4541858059919

本体：66ナイロン（耐熱温度210℃）

日本製

22184-10（ブラック）
（0040030）
22184-11（レッド）
（0040031）
￥450（税込￥495）
〔98A00〕

JANコード／4541858060137
JANコード／4541858060106

本体：ABS樹脂、刃：ステンレス刃物鋼

小口切りカッター

本体：66ナイロン（耐熱温度210℃）

「ホームシェフ」しなるロングターナー

「ホームシェフ」クックスプーン

製品サイズ（重量）／約310×65ｍｍ（51g）袋入・梱包入数／12×20
（日本製） 対応不可

22184-12〔98A00〕
（0585032）
￥500（税込￥550）

製品サイズ（重量）／約315×100ｍｍ（64g）袋入・梱包入数／12×20
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約45×20×180mm（39g）
箱サイズ／約80×20×230ｍｍ・箱込重量／約61g・梱包入数／120
JANコード／4980511620187（日本製） 本中判

●フライパンやお鍋の内面加工を傷つけにくい樹脂製のキッチンツール。指をかけてしっかり握れるストッパー付。
ブラック
ブラウン

ブラウン

ブラック

グリーン

グリーン

JANコード／4541858060731
JANコード／4541858060762
JANコード／4541858060793

本体：66ナイロン（耐熱温度200℃）

「シンプリー」レードル

製品サイズ（重量）／約260×88×57ｍｍ（約40g）
袋入・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

ブラック

グリーン

日本製

22184-13（ブラック）
（0040062）
22184-14（ブラウン）
（0040063）
22184-15（グリーン）
（0040064）
￥450（税込￥495）
〔92A95〕

ブラウン

日本製

22184-16（ブラック）
（0040065）
22184-17（ブラウン）
（0040066）
22184-18（グリーン）
（0040067）
￥450（税込￥495）
〔92A95〕

JANコード／4541858060748
JANコード／4541858060779
JANコード／4541858060809

本体：66ナイロン（耐熱温度200℃）

「シンプリー」ターナー

製品サイズ（重量）／約260×60×40ｍｍ（約35g）
袋入・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

日本製

22184-19（ブラック）
（0040068）
22184-20（ブラウン）
（0040069）
22184-21（グリーン）
（0040070）
￥450（税込￥495）
〔92A95〕

JANコード／4541858060755
JANコード／4541858060786
JANコード／4541858060816

本体：66ナイロン（耐熱温度200℃）

「シンプリー」ヘラ

製品サイズ（重量）／約260×59×18ｍｍ（約36g）
袋入・梱包入数／240
（日本製） 対応不可

185 予算別（¥500〜￥400）
●先端が3枚の円板状になって
おり360度どの角度からでも
気にせずソフトな感触で汚れ
を取り除きます。柄はシダの木
を採用しており、鉛筆を持った
時のような柔らかな握り心地。

●飲み残しのビール、ジュース等、中身の香
り・味を密閉しておいしさを逃しません。

名入れ可

日本製

22185-01〔08A10〕
（0584009）
￥400（税込￥440）

日本製

22185-02〔08A10〕
（0124005）
￥400（税込￥440）

本体：クロームメッキ、栓抜き部：鉄焼入れクロームメッキ、ゴム部：合成ゴム
ローラー：ジュラコン

先端：真鍮（クロームメッキ仕上げ）、柄：シダの木（アメリカ産）

（M-3111）いや～快適！耳かき

Fresh Bottle（密閉栓抜き）

製品サイズ（重量）／耳かき：約φ7×149ｍｍ（3g）
袋サイズ／約177×50×8ｍｍ・袋込重量／約7g
JANコード／4954196321110（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約40×65×15ｍｍ（38g）
箱サイズ／約120×65×18ｍｍ・箱込重量／約495g・梱包入数／360
JANコード／4953624001037（日本製） 豆判No.4

●積み重ねしやすく、冷蔵庫内のスペースをとらないたっぷり入
る便利な角型タイプ。メモリースペースが便利。

●日本刀の形をした和菓子ナイフ
です。これで和菓子を斬ってみる
と楽しいです。

食器洗浄器 電子レンジ
対応

日本製

22185-03〔00A02〕
（0047043）
￥500（税込￥550）
本体：ポリプロピレン

「製氷器」ビックリアイスキューブ

22185-04〔00A02〕
（0617021）
￥400（税込￥440）

22185-05〔00A02〕
（0369007）
￥450（税込￥495）

本体・フタ：PP

本体：ステンレススチール

製品サイズ（重量・容量）／約210×155×40ｍｍ（107g・720㎖）
箱サイズ／約210×155×40ｍｍ・箱込重量／約128g・梱包入数／60
JANコード／4981667000496（日本製） B5判

製品サイズ（重量）／約120ｍｍ
（9g）
袋サイズ／約190×40×3ｍｍ・袋込重量／約12g・梱包入数／12×50
JANコード／4560440640120（日本製） 対応不可

（JP-72）
ジョイパック小

製品サイズ／約φ80×58mm
箱サイズ／約78×78×168mm・箱込重量／約145g・梱包入数／60
JANコード／4945548003860（日本製） A5判

日本刀和菓子ナイフ

●フラット形状なのでマーガリンケースに入れたまま冷蔵庫に
保管できます。

日本製

日本製

日本製

22185-06〔98A00〕
（0369011）
￥450（税込￥495）

22185-07〔98A00〕
（0369012）
￥450（税込￥495）

22185-08〔00A02〕
（0165008）
￥450（税込￥495）

本体：ステンレススチール

本体：ステンレススチール

本体：18-8ステンレス

製品サイズ（重量）／約12×120ｍｍ（21g）
台紙サイズ／約40×170ｍｍ・台紙込重量／約23g・梱包入数／600
JANコード／4560440640113（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約23×120ｍｍ（22g）
台紙サイズ／約40×170ｍｍ・台紙込重量／約24g・梱包入数／600
JANコード／4560440640106（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約25×143ｍｍ（35g）
袋サイズ／約50×250ｍｍ・袋込重量／約41g・梱包入数／240
JANコード／4995969015201（日本製） 対応不可

スパナフォーク（小）台紙付き

スパナスプーン（小）台紙付き

マーガリン専用ナイフ

●燕市の職人がこだわって
作った遊び心いっぱいの
スプーンです。

●燕市の職人がこだわって
作った遊び心いっぱいの
フォークです。

日本製

日本製

日本製

22185-09〔98A00〕
（0369005）
￥450（税込￥495）

22185-10〔98A00〕
（0369006）
￥450（税込￥495）

22185-11〔98A00〕
（0369017）
￥450（税込￥495）

本体：ステンレススチール

本体：ステンレススチール

本体：ステンレススチール

製品サイズ（重量）／約175ｍｍ（約28g）
台紙サイズ／約234×50ｍｍ・台紙込重量／約33g・梱包入数／12×40
JANコード／4560440640090（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約175ｍｍ（約36g）
台紙サイズ／約234×50ｍｍ・台紙込重量／約39g・梱包入数／12×40
JANコード／4560440640083（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約38×180ｍｍ（約37g）
台紙サイズ／約234×50ｍｍ・台紙込重量／約41g・梱包入数／480
JANコード／4560440640519（日本製） 対応不可

スパゲティフォーク（台紙付き）

カレースコップ（台紙付き）

オムライススコップ（台紙付き）

食器洗浄器
対応

カラビナ付
キャンプフォーク

22185-12〔03T05〕
（1003950）
￥480（税込￥528）
カラビナ付
キャンプスプーン

日本製

本体：ステンレススチール、カラビナ：アルミニウム

（CF-103）
「キャッチフィールド」
カラビナ付キャンプスプーン

製品サイズ（重量）／スプーン：約37×173ｍｍ（約22g）
カラビナ：約27×50ｍｍ（約4g）
袋入サイズ／約70×230×5ｍｍ・袋込重量／約30g・梱包入数／50
JANコード／4975192087695（日本製） 対応不可

22185-13〔03T05〕
（1003951）
￥480（税込￥528）
本体：ステンレススチール、カラビナ：アルミニウム

（CF-104）
「キャッチフィールド」
カラビナ付キャンプフォーク

製品サイズ（重量）／フォーク：約23×170ｍｍ（約18g）
カラビナ：約27×50ｍｍ（約4g）
袋入サイズ／約70×230×5ｍｍ・袋込重量／約25g・梱包入数／50
JANコード／4975192087701（日本製） 対応不可

予算別（¥450〜￥350）

186

●毎日使うものだからこそ使いやすく、地球にやさしく。
しっかり自立、たてて置ける、環境に優しいしゃもじ。
●お米由来のプラスチッ
クでつくったしゃもじ。
CO2 やフードロスの削
減にも繋がります。

●ごはんがつきにく
いエンボス加工。
●立つので置く場所
に困らず衛生的。
●ごはんを優しく盛
れるスプーン型。
●持ち手は太くて握
りやすい。

お米由来の
プラスチックを

約30％使用

22186-01〔00A02〕
（0040134）
￥400（税込￥440）

※非食用米とは…くず米・粉米・備蓄米等

お米のしゃもじ
裏
日本製

レッド

22186-02（ブラック）
（0040026）
22186-03（レッド）
（0040027）
￥350（税込￥385）
〔98A00〕

本体：ポリプロピレン・お米（耐熱温度：110℃）

非食用米を原料にしたお米由来の

国産バイオマスプラスチック

食器洗浄器
対応

製品サイズ（重量）／全長：約230ｍｍ（約47g）
台紙込サイズ／約90×160ｍｍ・台紙込重量／約52g・梱包入数／12×10
JANコード／4541858000300（日本製） 対応不可

22186-04（CH-2043・しろ）
（0014270）

ホームシェフミニ ジャンボターナー

製品サイズ（重量）／約230×150ｍｍ（46g）袋入・梱包入数／12×20
（日本製） 対応不可

22186-07（ブラック）
（0040048）
JANコード／4541858060670

食器洗浄器
対応

22186-08（レッド）
（0040049）
JANコード／4541858060649

JANコード／4954267140435

22186-05（CH-2044・きいろ）
（0014271）

22186-09（イエロー）
（0040051）

22186-06（CH-2045・ピンク）
（0014272）

22186-10（オレンジ）
（0040050）

￥400（税込￥440）
〔98A00〕

￥360（税込￥396）
〔98A00〕

JANコード／4541858060656

JANコード／4954267140442

JANコード／4541858060663

JANコード／4954267140459

66ナイロン
（耐熱温度210℃）

本体：ポリプロピレン
裏

日本製

JANコード／4541858059766
JANコード／4541858059759

66ナイロン
（耐熱温度210℃）

●かわいいねこの手しゃもじ。
ごはんがくっつかニャいからラクラク！
食器洗浄器
対応

日本製

ホームシェフミニ
サーバースプーン

ねこしゃもじ

製品サイズ（重量）
／約76×14×192ｍｍ（37g）
台紙サイズ／約93×18×245ｍｍ・台紙込重量／約54g
梱包入数／120
（日本製） 対応不可

ブラック

レッド

イエロー

オレンジ
日本製

製品サイズ（重量）／約238×75ｍｍ（40g）
袋入・梱包入数／12×20
（日本製） 対応不可

●便利なマグネット付、足が割れて差し込みやすい。

22186-11〔00A02〕
（0617020）
￥400（税込￥440）

22186-12〔00A02〕
（0617026）
￥400（税込￥440）

本体：ABS樹脂、磁石：フェライト磁石

本体：ABS樹脂、磁石：フェライト磁石

（TRP-11）おやこdeキュッ・ウサギ

（TBP-11）おやこdeキュッ・クマ

製品サイズ（重量）／大：約135×30×25ｍｍ（約20g）
小：約105×25×20ｍｍ（約13g）
箱サイズ／約185×240×130ｍｍ・箱込重量／約49g・梱包入数／120
JANコード／4981667000700
（日本製） A4判

製品サイズ（重量）／大：約135×30×25ｍｍ（約20g）
小：約105×25×20ｍｍ（約13g）
箱サイズ／約185×240×130ｍｍ・箱込重量／約49g・梱包入数／120
JANコード／4981667000731
（日本製） A4判

日本製

日本製

日本製

22186-13〔00A02〕
（0002722）
￥450（税込￥495）

22186-14〔00A02〕
（0002723）
￥450（税込￥495）

22186-15〔00A02〕
（0002724）
￥450（税込￥495）

本体：ステンレス鋼

本体：ステンレス鋼

本体：ステンレス鋼

製品サイズ（重量）／約235×90×12ｍｍ（約62g）
袋サイズ／約295×110×12ｍｍ・袋込重量／約65g・梱包入数／200
JANコード／4975192084410（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約235×90×10ｍｍ（約60g）
袋サイズ／約290×110×10ｍｍ・袋込重量／約62g・梱包入数／200
JANコード／4975192084427（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約235×90×13ｍｍ（約61g）
袋サイズ／約295×110×13ｍｍ・袋込重量／約62g・梱包入数／200
JANコード／4975192084434（日本製） 対応不可

ステンレスおろし金

ステンレスきゅうり突き

ステンレス大根突き

●ステンレス製のため丈夫です。手の平サイズでコンパクト、
カバンに入れたり、キーホルダーとして利用もできます。

●カードサイズのミラーのため、
財布に入れたり
携帯用に便利です。

日本製

●ステンレス製のため丈夫です。
携帯するのにも便利なサイズです。

日本製

日本製

22186-16〔00A02〕
（0579001）
￥350（税込￥385）

22186-17〔00A02〕
（0579002）
￥350（税込￥385）

22186-18〔00A02〕
（0579003）
￥450（税込￥495）

ステンレス

本体：ステンレス、10cmボールチェーン：鉄ニッケル

本体：ステンレス、10cmボールチェーン：鉄ニッケル

ステンレス カードミラー角

製品サイズ（重量）／約86×54ｍｍ（21g）
袋入
（日本製） 対応不可

ステンレス 靴べら 小

製品サイズ（重量）／約35×80ｍｍ（15g）
袋入
（日本製） 対応不可

ステンレス 靴べら 大

製品サイズ（重量）／約42×157ｍｍ（35g）
袋入
（日本製） 対応不可

187 予算別（¥400〜￥250）
●口触りにこだわりました。ヨーグ
ルトやアイスにぴったりサイズ。

●にんにくやしょうがを擦ってそのまま料理に
混ぜられる！

●冷 蔵 庫のドアポ
ケットにスッキリ
収納、外蓋がそっ
くりはずれ、中底
まで 楽 に洗 える
親切設計です。

この面で食材を
すりおろします。
食器洗浄器
対応

この穴から
スープを
おとせます。
日本製

22187-01〔00A02〕
（0047079）
￥350（税込￥385）
本体：メタクリル樹脂

MYおろしレンゲ（3色組）

22187-02〔98A00〕
（0014269）
￥350（税込￥385）

22187-03〔00A02〕
（0047081）
￥380（税込￥418）

本体：ポリプロピレン

本体：スチロール、フタ：ポリエチレン、ソコ：ポリプロピレン

製品サイズ（重量）／約28×11×152ｍｍ（9g）
台紙サイズ／約93×12×220ｍｍ・台紙込重量／約42g・梱包入数／120
JANコード／4954267157082（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量・容量）／約93×77×225ｍｍ（約127g・1,000㎖）
箱サイズ／約90×90×234ｍｍ・箱込重量／約125g・梱包入数／80
JANコード／4945548303670
（日本製） A4判

（TW-3708）なめらかヨーグルトスプーン3本セット

製品サイズ（重量）／約170×49×32ｍｍ（約13g）
箱サイズ／約50×38×200ｍｍ・箱込重量／約56g・梱包入数／120
JANコード／4945548301003（日本製） B5判

アクティーS グリーン

カラフルで食卓がにぎやかになる樹脂製ピック。
色で見分けられるのでパーティーなどにも！
●三本のツメで丸いものも刺しやすく落ちにくい。
柔らかい果物は
もちろん、
ミニトマト・たこ焼き・から揚げなどの楊枝かわりに。
●テーブルの上に置いても転がらず、
先端もつかないので衛生的。
食器洗浄器
●お皿のフチに引っ掛けることもできます。
対応
（形状によってはできない場合もあります）
日本製

日本製

22187-04〔03A05〕
（0040071）
￥400（税込￥440）

22187-05〔03A05〕
（0040072）
￥400（税込￥440）

本体：ポリプロピレン（耐熱温度110℃）

本体：ポリプロピレン（耐熱温度110℃）

製品サイズ（重量）／フォーク：約123×16×16ｍｍ（10g）
スプーン：約125×23×13ｍｍ（7g）
袋サイズ／約165×110×16ｍｍ・袋込重量／約60g・梱包入数／200
JANコード／4541858060953（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約123×16×16ｍｍ（10g）
袋サイズ／約165×110×16ｍｍ・袋込重量／約70g・梱包入数／200
JANコード／4541858060946（日本製） 対応不可

ピックフォーク＆スプーンセット 各3本組

ピックフォーク 6本組

●カレーの食べやすさにこだわった
カレー専用のスプーンです。ツボが
浅く、角が薄いのですくい易く食
べやすいのが特徴です！

●絡めたパスタを逃がさない
波 型 フォ ー ク で す。セ ン
ターの刃は長くクルクル回
しやすいデザインです。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

●すくう部分が平らなので餡が残らずに餃子が作りやすい。
必要な餡の量が分かる
目安ライン付き。

日本製

日本製

日本製

22187-06〔03A05〕
（0165046）
￥400（税込￥440）
本体：18-8ステンレス（ツヤ消し仕上げ）

（PS-5501）カレー専用スプーン

22187-07〔03A05〕
（0165140）
￥400（税込￥440）

22187-08〔00A02〕
（0165009）
￥450（税込￥495）

本体：18-8ステンレス（つや消し仕上）

本体：18-8ステンレス

製品サイズ（重量）／約18×189ｍｍ（33g）
袋サイズ／約60×20×240ｍｍ・袋込重量／約38g・梱包入数／240
JANコード／4995969021257（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約25×148ｍｍ（37g）
袋サイズ／約50×250ｍｍ・袋込重量／約40g・梱包入数／240
JANコード／4995969006759（日本製） 対応不可

（PS-3628）フェスタン 波型パスタフォーク つや消し仕上

製品サイズ（重量）／約39×15×179ｍｍ（34g）
袋サイズ／約50×230×15ｍｍ・袋込重量／約39.5g・梱包入数／240
JANコード／4995969046441（日本製） 対応不可

餃子ヘラ

●北欧テイストが漂う独特の
デザインが魅力のフォーク
です。手にフィットし持ちや
すいショートハンドルが魅力
です。

食器洗浄器
対応

22187-09〔05A07〕
（0165141）
￥400（税込￥440）

日本製

22187-10〔98A00〕
（0276001）
￥250（税込￥275）

本体：18-8ステンレス（サテン仕上）

18-8ステンレス

（PY-BF52）18-8 ビフレスト サラダフォーク

22187-12〔05A07〕
（0165047）
￥300（税込￥330）
本体：18-8ステンレス

「DIG」スコップ ヒメフォーク

製品サイズ（重量）／約19×132ｍｍ（11g）
袋サイズ／約35×196×10ｍｍ・袋込重量／約14g・梱包入数／240
JANコード／4995969046458（日本製） 対応不可

日本製

食器洗浄器
対応

日本製

（771070）タクトマドラー

製品サイズ（重量）／約12×198ｍｍ（18g）
袋入サイズ／約240×30ｍｍ・袋込重量／約18.5g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

●スコップをモチーフにした
かわいいヒメフォークで
す。ティータイムにピッタリ
のサイズです。

22187-11〔98A00〕
（0276002）
￥250（税込￥275）
18-8ステンレス

（771069）リリーマドラー

製品サイズ（重量）／約26×166ｍｍ（39g）
袋サイズ／約60×25×205ｍｍ・袋込重量／約49g・梱包入数／240
JANコード／4995969050028（日本製） 対応不可

食器洗浄器
対応

日本製

製品サイズ（重量）／約10×207ｍｍ（22g）
袋入サイズ／約240×30ｍｍ・袋込重量／約22.5g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

●スコップをモチーフにした
かわいいコーヒースプーン
です。ティータイムにピッタ
リのサイズです。

22187-13〔05A07〕
（0165048）
￥300（税込￥330）
本体：18-8ステンレス

「DIG」スコップ コーヒースプーン

製品サイズ（重量）／約27×123ｍｍ（13g）
袋サイズ／約35×196×10ｍｍ・袋込重量／約16g・梱包入数／240
JANコード／4995969046434（日本製） 対応不可

日本製

食器洗浄器
対応

●スコップをモチーフにした
かわいいアイススプーンで
す。ティータイムにピッタリ
のサイズです。

22187-14〔05A07〕
（0165049）
￥300（税込￥330）
本体：18-8ステンレス

「DIG」スコップ アイススプーン

製品サイズ（重量）／約25×123ｍｍ（14.5g）
袋サイズ／約35×196×10ｍｍ・袋込重量／約17.5g・梱包入数／240
JANコード／4995969046465（日本製） 対応不可

日本製

予算別（¥350〜￥200）
コンパクトで衛生的、どんなおたまも安定して置ける。

置き場所に困るなべ蓋を立てられる。多機能で衛生的なふたスタンド。
●支柱の位置を変えて角度調整できる。
●色々なふたを置く事ができる。土鍋蓋
も置ける！
●ふたの向きをえらばない。
●水滴がこぼれにくい。
●蓋の形状に合わせて支柱の位置を変
える事で安定して立てることができ
ます。
●レンゲや菜箸も置く事ができます。タ
ブレットスタンドにも！
●支柱を取り外して洗浄できるためとて
も清潔。

●底が深い為おたまを安定して立てら
れる。
●取り外して洗浄できる為清潔に使用
できる。
●菜箸も立てる事ができる。
●コンパクトなためキッチンやテーブル
の上でも場所をとらず使用できる。

ホワイト

ホワイト

ブラック

22188-01（OS-01W・ホワイト)（0302043）
22188-02（OS-01BK・ブラック)（0302044）
￥200（税込￥220）
〔03A05〕

188

ブラック

日本製

日本製

22188-03（HS-01W・ホワイト)（0302045）
22188-04（HS-01BK・ブラック)（0302046）
￥280（税込￥308）
〔98A00〕

JANコード／4562323793800
JANコード／4562323793817

ポリプロピレン（耐熱温度－20℃〜120℃）

支柱をコンパクトに収 納出
来るため片付けが簡単。

JANコード／4562323793602
JANコード／4562323793619

ポリプロピレン（耐熱温度－20℃〜120℃）

おたまスタンド

ふたスタンド

製品サイズ（重量）／約120×145×42ｍｍ（60g）
袋入サイズ／約120×145×42ｍｍ・袋込重量／約60g・梱包入数／120
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約135×150×150ｍｍ（72g）
袋入サイズ／約135×150×38ｍｍ・袋込重量／約72g・梱包入数／120
（日本製） 対応不可

コップやタンブラー、
ペットボトルなどを
かける衛生的で使いやすいコップスタンド。
●コップを色分けして立てられる。支柱が色分けされているた
め、みんなでわかりやすく使い分け！
●支柱を外して洗浄できるため清潔に使用できる。

日本製

●支柱がコンパクトに収納
でき、持運びに便利。
（アウ
トドア、スポーツに最適）

22188-05〔03A05〕
（0302041）
￥300（税込￥330）
ポリプロピレン（耐熱温度120℃〜−20℃）

（CS-01W）コップスタンド ホワイト

製品サイズ（重量）／約115×155×150ｍｍ（80g）
包装サイズ／約115×155×35ｍｍ・包装込重量／約80g・梱包入数／120
JANコード／4562323793701
（日本製） 対応不可

※コップはセットに含まれません。

22188-06〔03A05〕
（0302042）
￥300（税込￥330）

日本製

ポリプロピレン（耐熱温度120℃〜−20℃）

（CS-01N）コップスタンド ナチュラル

製品サイズ（重量）／約115×155×150ｍｍ（80g）
包装サイズ／約115×155×35ｍｍ・包装込重量／約80g・梱包入数／120
JANコード／4562323793725
（日本製） 対応不可

●缶を開けてそのまますくえる！！ ●ネイルを傷つけることなくプルタブを楽々開けれる！！
●力のないお子様や、ご高齢の方にも大変便利！！ ●普段の料理にはもちろんペットフードにも！！

22188-07（3812・白たま）
（0402055）

食器洗浄器
対応

JANコード／4562208693812
日本製

22188-08（3829・桃たま）
（0402056）
JANコード／4562208693829

白たま

桃たま

黄たま

22188-09（3836・黄たま）
（0402057）
JANコード／4562208693836

￥350（税込￥385）
〔00A02〕
本体：66ナイロン

オープナー付にゃんこスプーン

製品サイズ（重量）／約33×180ｍｍ（19g）
台紙サイズ／約85×265×25ｍｍ・台紙込重量／約26g
梱包入数／120
（日本製） 対応不可

22188-10〔00A02〕
（0617006）
￥250（税込￥275）
本体：PS、おろし板：PS

（S-32）クックアップおろし器

製品サイズ（重量）／約195×85×51ｍｍ（約83g）
箱サイズ／約193×85×51ｍｍ・箱込重量／約118g・梱包入数／100
JANコード／4981667000083
（日本製） B5判

ティアラをイメージした透かし彫りのデザインと金メッキが華やかなカップをより一層引き立てます。

22188-11〔00A02〕
（0352081）
￥200（税込￥220）
コーヒースプーン（リボン付）
：ステンレス（金メッキ）
・布

（GT-101）
「ゴールドティアラ」
コーヒースプーン1pc（リボン付）

製品サイズ（重量）／約25×125ｍｍ（10g）
袋サイズ／リボン付：約85×15×125ｍｍ
袋込重量／約14g・梱包入数／360
JANコード／4544962001638（日本製、リボン：中国製）
対応不可

22188-12〔03A05〕
（0352082）
￥10,000（税込￥11,000）
コーヒースプーン（リボン付）
：ステンレス（金メッキ）
・布
バスケット：鉄・布

（GT-103）
「ゴールドティアラ」
コーヒースプーン1pc（リボン付）
45個セット（カゴ付き）

22188-13〔00A02〕
（0352083）
￥300（税込￥330）
本体：ステンレス（金メッキ）

（GT-102）
「ゴールドティアラ」
コーヒースプーン2pc

製品サイズ（重量）／約25×125ｍｍ（10g）
袋サイズ／約50×150×10ｍｍ・袋込重量／約24g
梱包入数／240
製品サイズ（重量）／ 単品：約25×125ｍｍ（10g）
JANコード／4544962001645（日本製） 対応不可
リボン付：約85×125×15ｍｍ（14g）
バスケット：約215×220×215ｍｍ（185g）
箱サイズ／約220×250×250ｍｍ・箱込重量／約1,050g
梱包入数／1・JANコード／4544962001652
（日本製、バスケット・リボン：中国製） 対応不可

22188-14〔03A05〕
（0352084）
￥10,000（税込￥11,000）
コーヒースプーン：ステンレス（金メッキ）、バスケット：鉄・布

（GT-105）
「ゴールドティアラ」
コーヒースプーン2pc
30個セット（バスケット付き）

製品サイズ（重量）／単品：約25×125ｍｍ（10g）
2pc：約50×150×10ｍｍ（24g）
バスケット：約215×220×215ｍｍ（185g）
箱サイズ／約220×250×250ｍｍ・箱込重量／約1,200g
梱包入数／1
JANコード／4544962001669（日本製、バスケット：中国製）
対応不可

189 予算別（¥260〜￥130）
●ダイヤカット加工でごはんがつきにくい、おにぎり型です。
おにぎり型で、楽しいお弁当作りを！

●継ぎ目がない。一体型
なのでサッと洗えて、
清潔に保てます。

グリーン

オレンジ

ピンク

●盛付や取り分けに便利なお玉です。短い柄が持ちやすく、小
回りの利くサイズ！煮豆やダイスサラダ、お惣菜等の盛付に
最適です。かわいらしいパステルカラー3 本組です。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

日本製

22189-01（グリーン）
（0047103）
22189-02（オレンジ）
（0047104）
22189-03（ピンク）
（0047105）
￥250（税込￥275）
〔98A00〕

JANコード／4945548301607
JANコード／4945548301621
JANコード／4945548301614

日本製

22189-04〔05A07〕
（0102168）
￥260（税込￥286）
本体：ポリプロピレン樹脂

本体：66ナイロン（耐熱温度200℃）

本体：ポリプロピレン樹脂

（802A）ダイヤカット おにぎり器2ヶ器 フック穴付 袋入

キッチンデコレーション スモールターナー

（104AP）まめお玉 パステルカラー 3本 袋入 ヘッター付

製品サイズ（重量）／約145×76×25ｍｍ（30g）
・約147×72×38ｍｍ（36g）
袋サイズ／約190×80×45ｍｍ・袋込重量／約70g・梱包入数／200
JANコード／4976391031229（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約68×238ｍｍ（21g）袋入
梱包入数／120
（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／1本：約58×170ｍｍ（11g）
袋サイズ／約235×80×45ｍｍ・袋込重量／約40g・梱包入数／200
JANコード／4976391030499（日本製） 対応不可

●先端部分は平らで
口当たりがよく、さ
じ部がまっすぐなの
でご飯がさいごの
一粒まですくいやす
くなっています。

●オムライス、カレーライス、チャーハン、丼もの…ごはんをたべるた
めのスプーンです。どの方向からでもすくいやすく、先端をまっす
ぐにつくったので最後のひとくちまですくいやすくなりました。

食器洗浄器
対応

レンガ

ホワイト

ブラック

カーキ
マスタード

日本製

22189-06（ブラック）
（0040129） JANコード／4541858000164
22189-07（ホワイト）
（0040130） JANコード／4541858000171
22189-08（マスタード）
（0040131）JANコード／4541858000188
22189-09（レンガ）
（0040132）
JANコード／4541858000195
22189-10（カーキ）
（0040133） JANコード／4541858000201
￥150（税込￥165）
〔00A02〕
ポリプロピレン（耐熱温度110℃）

（重量）／約192×36×27ｍｍ（約13g）
裏の凸部分で、スプーンがテーブルに 製品サイズ
袋入サイズ／約217×65×27ｍｍ・袋込重量／約19g・梱包入数／400
つかず汚れません。

食器洗浄器
対応

日本製

食器洗浄器
対応

22189-11〔05A07〕
（0102165）
￥220（税込￥242）
本体：PCT樹脂

製品サイズ（重量）／約158×44×43ｍｍ（12g）
袋サイズ／約240×81×50ｍｍ・袋込重量／約27g・梱包入数／120
JANコード／4976391111853（日本製） 対応不可

対応不可

●日本人の食生活に合わせた
細身のスプーンは、すくいや
すく、口当たりもよいです。

●クリアなレンゲがスープや
食材を引き立てます。
おしゃれな一口前菜にも
便利です。

（103AN）レンゲスプーン（透明）トライタン 2本セット

ごはんのためのスプーン

（日本製）

日本製

22189-05〔05A07〕
（0102167）
￥240（税込￥264）

22189-13（WA-B02BK・黒）
（0040013）
JANコード／4541858059254

22189-14（WA-B02R・紅）
（0040012）

●先が接地しないので、衛生的です。

JANコード／4541858059339

●1 人 分、2 人 分、3 人 分 の
分量を量ります。

22189-15（WA-B02NB・紺）
（0040017）
JANコード／4541858059315

22189-16（WA-B02PR・紫）
（0040014）

食器洗浄器
対応

●めん・ゆで卵をすくいます。

JANコード／4541858059346

22189-17（WA-B02G・深緑）
（0040015）
JANコード／4541858059322

22189-12〔05A07〕
（0102057）
￥180（税込￥198）

22189-18（WA-B02N・なでしこ）
（0040016）
JANコード／4541858059353

日本製

￥250（税込￥275）
〔00A02〕
本体：ポリプロピレン

和スプーン さくら物語（大）

本体：PP

（703）たまご&すぱげっていスプーン

製品サイズ（重量）／約287×53×33ｍｍ（約30g）
箱サイズ／約291×57×38ｍｍ・箱込重量／約56g・梱包入数／200
JANコード／4976391030710
（日本製） B4判

黒

紅

紺

紫

深緑

なでしこ
日本製

●おしゃれなパスタメジャーで、1 人前〜
4 人前まではかれます。パスタ1 人前
約100g。

製品サイズ（重量）／約193×35ｍｍ（13g）
台紙サイズ／約220×63×17ｍｍ・台紙込重量／約19g
梱包入数／15×20
（日本製） 対応不可

22189-20（WA-B04BK・黒）
（0040038）

●裏面の凸部分が、テーブル
等 の上 に 置 いたときに
フォークの先端を浮かせる
ので衛生的です。

JANコード／4541858060366

22189-21（WA-B04R・紅）
（0040039）

JANコード／4541858060373

22189-22（WA-B04NB・紺）
（0040040）
JANコード／4541858060380

食器洗浄器
対応

22189-23（WA-B04PR・紫）
（0040041）

食器洗浄器
対応

JANコード／4541858060397

22189-24（WA-B04G・深緑）
（0040042）
JANコード／4541858060403

22189-25（WA-B04N・なでしこ）
（0040043）

日本製

22189-19〔05A07〕
（0102166）
￥170（税込￥187）

JANコード／4541858060410

￥150（税込￥165）
〔00A02〕
本体：ポリプロピレン

本体：ポリプロピレン樹脂

（707AY）パスタメジャー 黄（ヘッター付）

黒

製品サイズ（重量）／約205×74×5ｍｍ（25g）
袋サイズ／約295×90×6ｍｍ・袋込重量／約31g
JANコード／4976391111808（日本製） 対応不可

紅

紺

紫

深緑

和フォーク（大）
（台紙付・袋入）

なでしこ

日本製

●スプーンとフォークを組み合わせるとトングとしても使える！

製品サイズ（重量）／約193×28ｍｍ（10g）
台紙サイズ／約220×63×15ｍｍ・台紙込重量／約15g
梱包入数／15×20
（日本製） 対応不可

22189-26（グリーン）
（0302054）
22189-27（ホワイト）
（0302055）
22189-28（イエロー）
（0302056）
22189-29（ピンク）
（0302057）
￥130（税込￥143）
〔00A02〕

組み合わせは簡単♪

JANコード／4562323791929
JANコード／4562323791912
JANコード／4562323791967
JANコード／4562323791936

本体：ポリプロピレン（耐熱温度：100℃〜−20℃）

「プラQ」スプーン・フォークセット

グリーン

ホワイト

イエロー

ピンク

日本製

製品サイズ（重量）／スプーン：約180×35ｍｍ（約12g）
フォーク：約180×20ｍｍ（約6g）
袋入サイズ／約200×55×24ｍｍ・袋込重量／約18g・梱包入数／400
（日本製） 対応不可

予算別（¥200〜￥100）
お手入れしやすく、ふだん使いに便利な
ステンレス製のカトラリーです。

●槌目模様に光が美しく反射します。
お手入れしやすいステンレス製。

●槌目模様に光が美しく反射します。
お手入れしやすいステンレス製。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22190-01〔00A02〕
（0650015）
￥100（税込￥110）

22190-02〔00A02〕
（0650016）
￥100（税込￥110）

ステンレス

ステンレス

槌目スプーン

製品サイズ（重量）／約131×23ｍｍ（約18g）
袋入・梱包入数／60
（日本製） 対応不可

槌目フォーク

製品サイズ（重量）／約133×19ｍｍ（約14g）
袋入・梱包入数／60
（日本製） 対応不可

●皿の口先の部分が薄めに設計されているため、
口運びがスムーズです。また、平らめに作られ
た皿部はライスをよそいやすい形状になってい
ます。

●持ち手に厚みがあってしっかり持てるタイプの
レンゲです。ラーメンや丼ものなど、中華料理
に限らず多岐に渡ってお使いいただけます。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22190-03〔98A00〕
（0276003）
￥200（税込￥220）

22190-04〔00A02〕
（0650001）
￥180（税込￥198）

22190-05〔00A02〕
（0650002）
￥150（税込￥165）

ステンレススチール

18-8ステンレス

18-8ステンレス

（772125）泉マドラー

18-8レンゲスプーン

製品サイズ（重量）／約16×184ｍｍ（15.6g）
袋サイズ／約240×30ｍｍ・袋込重量／約16g・梱包入数／12
（日本製） 対応不可

190

製品サイズ（重量）／約152×37ｍｍ（約38g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

18-8カレー&チャーハンスプーン

製品サイズ（重量）／約170×37×20ｍｍ（約23g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ファミリーレストランや喫茶店のキッズプレートについてきたような、昔懐かしい雰囲気のあるアニマルモチーフのカトラリー。

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22190-06〔00A02〕
（0650003）
￥180（税込￥198）

22190-07〔00A02〕
（0650009）
￥180（税込￥198）

22190-08〔00A02〕
（0650004）
￥180（税込￥198）

22190-09〔00A02〕
（0650010）
￥180（税込￥198）

ステンレススチール

「動物シリーズ」犬スプーン

製品サイズ（重量）／約140×33ｍｍ（約32g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」犬フォーク

製品サイズ（重量）／約142×25ｍｍ（約32g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」猫スプーン

製品サイズ（重量）／約135×33ｍｍ（約33g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」猫フォーク

製品サイズ（重量）／約135×25ｍｍ（約32g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22190-10〔00A02〕
（0650005）
￥180（税込￥198）

22190-11〔00A02〕
（0650011）
￥180（税込￥198）

22190-12〔00A02〕
（0650006）
￥180（税込￥198）

22190-13〔00A02〕
（0650012）
￥180（税込￥198）

ステンレススチール

「動物シリーズ」熊スプーン

製品サイズ（重量）／約140×33ｍｍ（約33g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」熊フォーク

製品サイズ（重量）／約140×25ｍｍ（約32g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」ラビットスプーン

製品サイズ（重量）／約135×33ｍｍ（約33g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」ラビットフォーク

製品サイズ（重量）／約140×30ｍｍ（約30g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

食器洗浄器
対応

22190-14〔00A02〕
（0650007）
￥180（税込￥198）

22190-15〔00A02〕
（0650013）
￥180（税込￥198）

22190-16〔00A02〕
（0650008）
￥180（税込￥198）

22190-17〔00A02〕
（0650014）
￥180（税込￥198）

ステンレススチール

「動物シリーズ」ハムスタースプーン
製品サイズ（重量）／約130×33ｍｍ（約32g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」ハムスタースフォーク
製品サイズ（重量）／約130×25ｍｍ（約30g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」パンダスプーン

製品サイズ（重量）／約135×33ｍｍ（約38g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

ステンレススチール

「動物シリーズ」パンダフォーク

製品サイズ（重量）／約140×25ｍｍ（約34g）
袋入・梱包入数／24
（日本製） 対応不可

191

SPECIAL（燕製金属販促品）

〈名入対応商品〉
●底面滑り止め付。
フチの無いシンプルなステンレス製コースター。

●テーブル上の調味料トレーや、小物入れ、日常生活でも
キーレストやアクセサリー入れに。

22191-01〔95A97〕
（0534063）
￥400（税込￥440）

22191-02〔95A97〕
（0534064）
￥500（税込￥550）

本体：18-8ステンレス・ウレタン

本体：18-8ステンレス

製品サイズ（重量）／約100×75×2ｍｍ（32g）
袋入れ・梱包入数／60（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約104×72×7ｍｍ（60g）
袋入れ・梱包入数／60（日本製） 対応不可

新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証された商品に
「メイド・イン・ツバメ」のロゴマークを使用しています。
日本はもとより世界中で燕製品が愛用されています。燕の工
場がお客様のことを想いながら丹精込めて製造された商品
であること、安心と高品質をお客様に約束するマークです。

ダイヤコースター

ミニ角トレー

●麺がクルクルよく絡む
滑り落ちにくい波型形状。

●ステンレス製の
薄型の栓抜。
不 要 な 凸 凹を
排し、よりシン
プルなたたずま
いに。

●薄型だからかさばら
ない。ステンレス製で
錆びにくくお手入れも
しやす い。手 元 に 向
かって幅を減らした
持ちやすいデザイン。

22191-03〔00A02〕
（0403001）
￥300（税込￥330）

22191-04〔95A97〕
（0534065）
￥500（税込￥550）

22191-05〔95A97〕
（0534066）
￥500（税込￥550）

本体：ステンレス鋼

本体：18-0ステンレス

本体：18-0ステンレス

製品サイズ（重量）／約203×20×14ｍｍ（23g）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約145×40×3ｍｍ（49g）
袋入れ・梱包入数／60（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約130×40×3ｍｍ（55g）
袋入れ・梱包入数／60（日本製） 対応不可

麺くるりフォーク

スリム栓抜き

ソフト栓抜き

●器の底にフィットして
最後まですくいやすい形状です。

●T シャツ型のユニークな缶オープナー。持ち歩きに便利な
サイズです。ロゴマーク・名入れ出来ます。

22191-06〔00A02〕
（0403002）
￥280（税込￥308）

22191-07〔00A02〕
（0403003）
￥420（税込￥462）

22191-08〔00A02〕
（0534069）
￥360（税込￥396）

本体：ステンレス鋼

本体：18-8ステンレス鋼

本体：18-0ステンレス

製品サイズ（重量）／約190×19×7ｍｍ（20g）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約38×37×3ｍｍ（18g）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約18×150×2.5ｍｍ（25g）
袋入れ・梱包入数／60（日本製） 対応不可

コーナースプーン スリム

Tシャツ型 缶オープナー（つや消し）

ステンペーパーナイフ

●優美なデザインのペーパーナイフ。
波をモチーフにデザインしました。

●優美なデザインのペーパーナイフ。
波をモチーフにデザインしました。

●シンプルで丈夫なステンレス製耳かき。
先端はすくいやすいスプーン型。
ロゴマークなどの名入れ可能です。

22191-09〔00A02〕
（0403005）
￥400（税込￥440）

22191-10〔00A02〕
（0403006）
￥360（税込￥396）

22191-11〔00A02〕
（0403009）
￥280（税込￥308）

本体：ステンレス（金メッキ）

本体：ステンレス（ニッケルメッキ）

本体：ステンレス（ニッケルメッキ）

製品サイズ（重量）／約130×23×2ｍｍ（10g）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約130×23×2ｍｍ（10ｇ）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約100×5×4ｍｍ（4g）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

ウェーブペーパーナイフ（金メッキ）

ウェーブペーパーナイフ（ニッケルメッキ）

耳かき ショートタイプ（ニッケルメッキ）

●美しい輝きのブックマーカー。
読書の時間を演出します。

●美しい輝きのブックマーカー。
読書の時間を演出します。

●おもてなしの時間をそっと演出してくれる最高のアイテムで
す。積み重なるのでとっても省スペース設計。

22191-12〔00A02〕
（0403007）
￥280（税込￥308）

22191-13〔00A02〕
（0403004）
￥400（税込￥440）

22191-14〔00A02〕
（0403010）
￥150（税込￥165）

本体：ステンレス（金メッキ）

本体：ステンレス（金メッキ）

本体：ステンレス

製品サイズ（重量）／約124×22×5ｍｍ（6g）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約133×22×5ｍｍ（9g）
袋入れ・梱包入数／120（日本製） 対応不可

製品サイズ（重量）／約52×18×17ｍｍ（16g）
袋入れ・梱包入数／100（日本製） 対応不可

スリム ブックマーカー（金メッキ）

音符型 ブックマーカー（金メッキ）

箸置き「クレセントムーン」
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