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 ヘルシークック 片手鍋   14㎝ 
HC-14SHC-14S 305016

入数 10 

JAN ／  4970368 305016 　　　　
製寸／約335×167×130㎜ 製重／約660g
箱寸／約330×170×100㎜ 箱重／約825g
甲寸／約355×345×515㎜ 甲重／約9.1㎏
本深／約80㎜ 満水／1.3ℓ

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。
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。

ウォーターシール効果とは?
本体と鍋の間に水の膜が張ることで、鍋の内圧が
高まり、自然の圧力鍋のような現象が発生します。
この現象が“ウォーターシール効果”です。

材質／本体：ステンレス鋼（クロム18%） 底の厚さ0.8㎜
　　　フタ：ステンレス鋼
　　　取っ手・つまみ：フェノール樹脂

節約 　 油も、水分もガス代も最小限で !
ウォーターシール効果によって、調理時間の短縮が可能なうえ、
沸騰後はトロ火で十分に調理が可能です。ガス代や電気代も
大幅に節約。
冷凍の切身魚などは、解凍しなくても、そのまま予熱した鍋に
入れ、フタをしてトロ火で15分から16分加熱すると、裏に返さなくて
もふっくら焼き上がります。

栄養 　 旨味も栄養も逃がさない !
ウォーターシール効果によって、食物の栄養を逃がさずに、最小限
の水でゆで上げる無水調理や、最小限の油でヘルシーに焼き
上げる無油調理が可能です。

 ￥5,500 （税込 ￥6,050 ）
 ヘルシークック 片手鍋   16㎝ 
HC-16SHC-16S 305023

入数 10 

JAN ／  4970368 305023 　　　　
製寸／約357×191×130㎜ 製重／約750g
箱寸／約350×195×100㎜ 箱重／約940g
甲寸／約410×365×510㎜ 甲重／約10.3㎏
本深／約80㎜ 満水／1.7ℓ

 ￥6,000 （税込 ￥6,600 ）
 ヘルシークック 片手鍋   18㎝ 
HC-18SHC-18S 305030

入数 10 

JAN ／  4970368 305030 　　　　
製寸／約376×211×147㎜ 製重／約900g
箱寸／約365×220×115㎜ 箱重／約1,125g
甲寸／約445×380×590㎜ 甲重／約12.2㎏
本深／約95㎜ 満水／2.5ℓ

 ￥6,500 （税込 ￥7,150 ）

 ヘルシークック 両手鍋   18㎝ 
HC-18WHC-18W 305047

入数 10 

JAN ／  4970368 305047 　　　　
製寸／約324×211×147㎜ 製重／約1,000g
箱寸／約315×215×105㎜ 箱重／約1,200g
甲寸／約445×330×555㎜ 甲重／約12.9㎏
本深／約95㎜ 満水／2.5ℓ

 ￥6,800 （税込 ￥7,480 ）
 ヘルシークック 両手鍋   20㎝ 
HC-20WHC-20W 305054

入数 10 

JAN ／  4970368 305054 　　　　
製寸／約345×232×158㎜ 製重／約1,160g
箱寸／約325×235×115㎜ 箱重／約1,385g
甲寸／約485×340×580㎜ 甲重／約14.7㎏
本深／約105㎜ 満水／3.2ℓ

 ￥7,000 （税込 ￥7,700 ）
 ヘルシークック 両手鍋   22㎝ 
HC-22WHC-22W 305061

入数 10 

JAN ／  4970368 305061 　　　　
製寸／約364×252×175㎜ 製重／約1,330g
箱寸／約340×260×130㎜ 箱重／約1,580g
甲寸／約525×355×665㎜ 甲重／約17.1㎏
本深／約120㎜ 満水／4.6ℓ

 ￥7,500 （税込 ￥8,250 ）
 ヘルシークック 両手鍋   24㎝ 
HC-24WHC-24W 305078

入数 10 

JAN ／  4970368 305078 　　　　
製寸／約385×272×136㎜ 製重／約1,320g
箱寸／約350×275×95㎜ 箱重／約1,560g
甲寸／約565×365×485㎜ 甲重／約16.7㎏
本深／約80㎜ 満水／3.7ℓ

 ￥8,000 （税込 ￥8,800 ）
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 マイクレストⅡ 片手鍋   14㎝ 
MT-14ＳMT-14Ｓ 079744

入数 16 

JAN ／  4975192 079744 　　　　
製寸／約330×160×132㎜ 製重／約650g
箱寸／約330×170×95㎜ 箱重／約800g
甲寸／約700×350×410㎜ 甲重／約14.0㎏
本深／約80㎜ 満水／1.3ℓ

人気のシリーズが再登場 !
内面ミラー仕上げで、料理がこびりつきにくく
お手入れが簡単。
18－8ステンレスのボディは、サビに強く
衛生的です。

材質／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2.8㎜（はり底を含む）
　　　フタ：ステンレス鋼（クロム18%・ニッケル8%）
　　　取っ手・つまみ : フェノール樹脂

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）
 マイクレストⅡ 片手鍋   16㎝ 
MT-16ＳMT-16Ｓ 079751

入数 12 

JAN ／  4975192 079751 　　　　
製寸／約348×179×150㎜ 製重／約780g
箱寸／約345×185×110㎜ 箱重／約950g
甲寸／約580×380×460㎜ 甲重／約12.5㎏
本深／約90㎜ 満水／1.8ℓ

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）
 マイクレストⅡ 片手鍋   18㎝ 
MT-18ＳMT-18Ｓ 079768

入数 12 

JAN ／  4975192 079768 　　　　
製寸／約368×198×158㎜ 製重／約925g
箱寸／約360×210×120㎜ 箱重／約1,140g
甲寸／約640×390×500㎜ 甲重／約14.5㎏
本深／約100㎜ 満水／2.5ℓ

 ￥4,500 （税込 ￥4,950 ）

 マイクレストⅡ 両手鍋   20㎝ 
MT-20WMT-20W 079775

入数 9 

JAN／  4975192 079775 　　　　
製寸／約345×220×168㎜ 製重／約1,155g
箱寸／約320×230×130㎜ 箱重／約1,380g
甲寸／約710×345×408㎜ 甲重／約12.5㎏
本深／約110㎜ 満水／3.5ℓ

 ￥5,000 （税込 ￥5,500 ）
 マイクレストⅡ 両手鍋   22㎝ 
MT-22WMT-22W 079782

入数 8 

JAN／  4975192 079782 　　　　
製寸／約364×240×185㎜ 製重／約1,320g
箱寸／約330×250×145㎜ 箱重／約1,570g
甲寸／約515×345×575㎜ 甲重／約13.0㎏
本深／約120㎜ 満水／4.6ℓ

 ￥5,500 （税込 ￥6,050 ）
 マイクレストⅡ 両手鍋   24㎝ 
MT-24WMT-24W 079799

入数 8 

JAN／  4975192 079799 　　　　
製寸／約387×250×182㎜ 製重／約1,340g
箱寸／約340×265×135㎜ 箱重／約1,700g
甲寸／約560×360×570㎜ 甲重／約13.5㎏
本深／約120㎜ 満水／5.2ℓ

 ￥6,000 （税込 ￥6,600 ）

 味名人 丁度鍋   16㎝ 
AM-16WAM-16W 085547

入数 24 

JAN ／  4975192 085547 　　　　
製寸／約230×175×83㎜ 製重／約310g
箱寸／約228×177×86㎜ 箱重／約445g
甲寸／約550×480×380㎜ 甲重／約12.1㎏
本深／約65㎜ 満水／1.4ℓ

ちょこっとお手軽に使える
オールステンレスの両手鍋。
樹脂との継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。

材質／本体：ステンレス鋼（クロム18%） 底の厚さ0.5㎜
　　　フタ：ステンレス鋼（クロム18%）

冷凍うどんやインスタントラーメンの
ブロックが割らずに、余裕で入れられる
内径16㎝タイプ。

 ￥1,000 （税込 ￥1,100 ）
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煌
こう
（きらめく）六

りっか
花（雪）をイメージさせる

槌目模様。
毎日使える機能的なステンレス製雪平鍋。
●雪深い越後人が生み出した技で造り上げた鍋。
●表面積が多くなり、熱効率が良くなる槌目仕上げ。
●天然木で安定感のある持ち手です。
●木のハンドルは使うほど手に馴染むハイグリップ感覚。
●持ち手が長めで、熱源から遠いから熱くなりにくい。

目盛付きで水量の目安が
わかりやすい。

 煌六花 雪平鍋   16㎝ 
KRY-16KRY-16 287012

入数 16 

JAN ／  4978770 287012 　　　　
製寸／約335×175×105㎜ 製重／約465g
箱寸／約345×175×95㎜ 箱重／約625g
甲寸／約710×370×400㎜ 甲重／約10.8㎏
本深／約70㎜ 満水／1.3ℓ

材質／本体：ステンレス鋼（430UD） 底の厚さ1.0㎜
　　　取っ手：天然木
　　　金具部：ステンレス鋼

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

 煌六花 雪平鍋   20㎝ 
KRY-20KRY-20 287036

入数 12 

JAN ／  4978770 287036 　　　　
製寸／約380×218×110㎜ 製重／約620g
箱寸／約375×210×105㎜ 箱重／約795g
甲寸／約570×325×440㎜ 甲重／約10.7㎏
本深／約80㎜ 満水／2.3ℓ

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

 煌六花 雪平鍋   18㎝ 
KRY-18KRY-18 287029

入数 12 

JAN ／  4978770 287029 　　　　
製寸／約355×192×118㎜ 製重／約530g
箱寸／約355×190×425㎜ 箱重／約710g
甲寸／約600×365×425㎜ 甲重／約9.3㎏
本深／約80㎜ 満水／1.7ℓ

 煌六花 雪平鍋   22㎝ 
KRY-22KRY-22 287043

入数 12 

JAN ／  4978770 287043 　　　　
製寸／約395×230×130㎜ 製重／約685g
箱寸／約400×225×115㎜ 箱重／約930g
甲寸／約705×410×480㎜ 甲重／約12.2㎏
本深／約90㎜ 満水／3.0ℓ

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）

 ビーテイスト ドリップケトル   1.5L 
BET-15DKBET-15DK 501111

入数 18 

JAN ／  4970368 501111 　　　　
製寸／約290×145×187㎜ 製重／約480g
箱寸／約275×150×190㎜ 箱重／約690g
甲寸／約570×470×615㎜ 甲重／約14.0㎏
本深／約132㎜ 満水容量／1.5ℓ

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。
●細口のためゆっくりと時間をかけて注ぐハンドドリップに
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。
●ガス火はもちろん、IH（100V・200V）電磁調理器対応。

材質／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0.4㎜
　　　取っ手・ツマミ：フェノール樹脂

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）
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 モルト 笛吹きケトル   1.5L 
MLT-15KMLT-15K 080641

入数 16 

JAN ／  4975192 080641 　　　　
製寸／約211×164×220㎜ 製重／約460g
箱寸／約190×180×155㎜ 箱重／約600g
甲寸／約770×400×330㎜ 甲重／約10.4㎏
満水／1.5ℓ 適正／約1.2ℓ

キッチンを彩る優しい色調・・・
優しいぬくもりの天然木を採用。
沸騰を優しく知らせる笛吹タイプのケトルです。
可倒式のハンドルは金属軸貫通の安心構造。
電磁調理器対応のSGマーク取得品。

材質／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0.5㎜
　　　フタ：ステンレス鋼
　　　取っ手：天然木

 モルト 笛吹きケトル   2.5L 
MLT-25KMLT-25K 080658

入数 12 

JAN ／  4975192 080658 　　　　
製寸／約241×204×244㎜ 製重／約620g
箱寸／約220×215×165㎜ 箱重／約800g
甲寸／約680×470×360㎜ 甲重／約11.3㎏
満水／2.5ℓ 適正／約1.8ℓ

 ビーテイスト 早沸き笛吹ケトル   2.5L 
BET-25KBET-25K 501104

入数 12 

JAN ／  4970368 501104 　　　　
製寸／約245×225×220㎜ 製重／約680g
箱寸／約225×225×150㎜ 箱重／約855g
甲寸／約465×465×470㎜ 甲重／約11.2㎏
満水／2.5ℓ 適正／約1.6ℓ

底面が広く、熱伝導率を向上させたケトルです。
熱まわりが良いので早めにお湯が沸きます。
樹脂面が多いので、つかみやすい
可倒式ハンドル。沸騰をお知らせ
する笛吹きタイプです。

材質／本体：ステンレス鋼（クロム17%・ニッケル3.5%）
　　　底部：ステンレス鋼（クロム16%）・底の厚さ0.45㎜
　　　フタ：ステンレス鋼（クロム17%・ニッケル3.5%）
　　　取っ手・ツマミ・笛部：フェノール樹脂

 シェリル ステンレス笛吹ケトル   2.2L 
CH-22KCH-22K 415067

入数 18 

JAN ／  4970368 415067 　　　　
製寸／約212×183×220㎜ 製重／約480g
箱寸／約185×185×165㎜ 箱重／約635g
甲寸／約580×410×525㎜ 甲重／約12.4㎏
満水／2.2ℓ 適正／約1.6ℓ

沸騰を音でお知らせする笛吹タイプ。
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。

材質／本体：ステンレス鋼（クロム13%・ニッケル0.7%）
　　　底部：ステンレス鋼（クロム16%）
　　　　　底の厚さ0.4㎜
　　　フタ：ステンレス鋼（クロム13%・ニッケル0.7%）
　　　樹脂部：フェノール樹脂（耐熱温度140℃）

 シェリル ステンレス笛吹ケトル   2.7L 
CH-27KCH-27K 415074

入数 12 

JAN ／  4970368 415074 　　　　
製寸／約227×195×229㎜ 製重／約620g
箱寸／約198×198×188㎜ 箱重／約800g
甲寸／約610×415×400㎜ 甲重／約9.9㎏
満水／2.7ℓ 適正／約1.9ℓ

 ￥4,500 （税込 ￥4,950 ）  ￥5,000 （税込 ￥5,500 ）

￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）  ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）
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 食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋   20㎝ 
TP-7TP-7 084748

入数 8 

JAN／  4975192 084748 　　　　
製寸／約310×226×136㎜ 　　　製重／約1,135g
箱寸／約295×220×125㎜ 　　　箱重／約1,395g
甲寸／約595×260×450㎜ 　　　甲重／約12㎏
本深／約87㎜ 　満水／2.6ℓ　　　適正／約0.6・0.9ℓ

深型設計で油ハネを抑えます。
フタ裏がバットになっており機能面を重視。
温度計付で揚げ頃チェックが容易です。

●本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製 !
●フタは保管の際のホコリやムシよけになります。
●フタを開ければ素早く油切りができるバットに !斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。
●IH電磁調理器対応 !

食彩亭

材質／本体：鉄（シリコン焼付け塗装） 底の厚さ1.2㎜
　　　取っ手：鉄（クロムメッキ）
　　　フタ：鉄（シリコン焼付け塗装）
　　　アミ：ステンレス鋼

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）

フタを開ければ素早く
油切りできる。

便利な温度計付き。

油切りした油は鍋に戻ります。

 ラルス 深型天ぷら鍋   20㎝（アミ付） 
LA-20WLA-20W 086681

入数 12 

JAN ／  4975192 086681 　　　　
製寸／約305×220×130㎜ 　　製重／約1,100g
箱寸／約290×215×135㎜ 　　箱重／約1,380g
甲寸／約600×460×410㎜ 　　甲重／約16.9㎏
本深／約102㎜ 満水／3.2ℓ　　 適正／約1.6ℓ

油ハネがしにくい深型タイプ。

材質／本体：鉄（シリコン焼付け塗装） 底の厚さ1.6㎜
　　　取っ手・アミ：鉄（クロムメッキ）

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

適正油量ライン

●揚げアミ付きで、揚げ物をサッと油切りができるためスムーズに調理ができます。
●本体側面に適正油量ラインがついているので目安が解りやすくなっています。
●鉄製のため油の温度が下がりにくく、一定の温度で揚げることができます。

 揚げ太郎 ミニ天ぷら鍋   16㎝（アミ付） 
AGT-16WAGT-16W 702177

入数 20 

JAN ／  4560399 702177 　　　　
製寸／約260×170×85㎜ 　　　製重／約410g
箱寸／約240×170×90㎜ 　　　箱重／約500g
甲寸／約465×505×360㎜ 　　　甲重／約9.5㎏
本深／約82㎜  満水／1.6ℓ　　　適正／約0.6ℓ

必要な分だけ揚げられる
シンプルフォルムの揚げ鍋

●適正油量の目安になる油量ライン付。
●素早く油が切れる揚げアミ付。
●油の移し替えがしやすい注ぎ口。
●IH電磁調理器対応 !

材質／本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
底の厚さ0.7㎜

取っ手：鉄（シリコン焼付け塗装）
アミ：鉄（クロムメッキ）

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 揚げ太郎 温度計付天ぷら鍋   20㎝ 
AGT-T20WAGT-T20W 701286

入数 20 

JAN ／  4560399 701286 　　　　
製寸／約293×210×115㎜ 製重／約560g
箱寸／約264×212×105㎜ 箱重／約700ｇ
甲寸／約530×445×540㎜ 甲重／約15㎏
本深／約80㎜       満水／2.4ℓ 適正／約0.9ℓ・約1.3ℓ

便利な注ぎ口 !

材質／本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
底の厚さ0.7㎜

取っ手：鉄（シリコン焼付け塗装）
ガード枠：鉄（カラー鋼板）

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

●温度計付きなので油の適温が一目で分かる!
●ガード枠付きで油の飛び散りを抑えます。
●適正油量ライン2本入り。
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 イージョイ 片手鍋   14㎝ 
EJ-14SEJ-14S 501517

入数 2/32 

JAN ／  4970368 501517 　　　　
製寸／約302×153×125㎜ 製重／約265g
甲寸／約605×345×690㎜ 甲重／約12.8㎏
本深／約67㎜ 満水／1.0ℓ

軽量で負担軽減
̶̶ 熱伝導率が良く、毎日のお料理にお役立ち!

鍋には分量の目安がわかりやすい便利なメモリ付。
熱伝導率が良く、軽くて使いやすいアルミ製です。

材質／本体：アルミニウム合金（アルマイト加工）
　　　　　 底の厚さ1.0㎜
　　　取っ手・ツマミ：フェノール樹脂
　　　フタ：アルミニウム合金（アルマイト加工）

鍋内面に便利な容量目盛付き。 
※片手鍋・両手鍋のみ

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 イージョイ 片手鍋   16㎝ 
EJ-16SEJ-16S 501524

入数 2/24 

JAN ／  4970368 501524 　　　　
製寸／約323×173×135㎜ 製重／約325g
甲寸／約635×383×580㎜ 甲重／約11.8㎏
本深／約77㎜ 満水／1.5ℓ

 ￥2,200 （税込 ￥2,420 ）
 イージョイ 片手鍋   18㎝ 
EJ-18SEJ-18S 501531

入数 2/24 

JAN ／  4970368 501531 　　　　
製寸／約360×193×147㎜ 製重／約395g
甲寸／約720×425×640㎜ 甲重／約14.3㎏
本深／約85㎜ 満水／2.1ℓ

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

 イージョイ 両手鍋   20㎝ 
EJ-20WEJ-20W 501548

入数 2/24 

JAN ／  4970368 501548 　　　　
製寸／約313×214×159㎜ 製重／約510g
甲寸／約610×470×675㎜ 甲重／約16.8㎏
本深／約97㎜ 満水／3.0ℓ

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）
 イージョイ アルミ両手鍋   22㎝ 
EJ-22WEJ-22W 501593

入数 2/18 

JAN ／  4970368 501593 　　　　
製寸／約334×233×165㎜ 製重／約550g
甲寸／約730×355×700㎜ 甲重／約13.4㎏
本深／約104㎜ 満水／4.0ℓ

 ￥3,400 （税込 ￥3,740 ）
 イージョイ アルミ両手鍋   24㎝ 
EJ-24WEJ-24W 501609

入数 2/18 

JAN ／  4970368 501609 　　　　
製寸／約355×253×184㎜ 製重／約615g
甲寸／約790×370×740㎜ 甲重／約14.9㎏
本深／約112㎜ 満水／5.0ℓ

 ￥3,800 （税込 ￥4,180 ）

 イージョイ ケトル   2.4L 
EJ-24KEJ-24K 501555

入数 30 

JAN ／  4970368 501555 　　　　
製寸／約222×173×215㎜ 製重／約370g
甲寸／約610×420×740㎜ 甲重／約17.2㎏
満水／2.4ℓ

 ￥3,200 （税込 ￥3,520 ）
 イージョイ ケトル   3.3L 
EJ-33KEJ-33K 501562

入数 18 

JAN ／  4970368 501562 　　　　
製寸／約256×195×228㎜ 製重／約435g
甲寸／約620×440×460㎜ 甲重／約13.5㎏
満水／3.3ℓ

 ￥3,300 （税込 ￥3,630 ）

 イージョイ ケトル   4.0L 
EJ-40KEJ-40K 501579

入数 16 

JAN ／  4970368 501579 　　　　
製寸／約280×215×245㎜ 製重／約495g
甲寸／約680×510×480㎜ 甲重／約14.0㎏
満水／4.0ℓ

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）
 イージョイ ケトル   5.0L 
EJ-50KEJ-50K 501586

入数 12 

JAN ／  4970368 501586 　　　　
製寸／約300×235×255㎜ 製重／約580g
甲寸／約515×515×510㎜ 甲重／約16.0㎏
満水／5.0ℓ

 ￥4,500 （税込 ￥4,950 ）
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 ルピア IH対応シチューポット   18㎝ 
LU-18DLU-18D 217067

入数 12 

JAN ／  4970368 217067 　　　　
製寸／約300×185×189㎜ 製重／約1,035g
箱寸／約280×193×147㎜ 箱重／約1,220g
甲寸／約585×610×330㎜ 甲重／約16.8㎏
本深／約125㎜ 満水／3.0ℓ

ウォームカラーがキッチンを明るく彩り、
ご家庭で手軽に使いやすいサイズのまぁるいアルミ鍋です。
深型なので煮込み料理に便利。
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。
たっぷりのお湯が沸かせるので茹で物がしやすい !
IH電磁調理器対応 !

みんなで

ワイワイ
！

煮込み料
理

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）
 ルピア IH対応シチューポット   20㎝ 
LU-20DLU-20D 217074

入数 8 

JAN／  4970368 217074 　　　　
製寸／約328×205×195㎜ 製重／約1,200g
箱寸／約296×213×160㎜ 箱重／約1,430g
甲寸／約610×440×330㎜ 甲重／約12.5㎏
本深／約132㎜ 満水／4.0ℓ

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）
 ルピア IH対応シチューポット   22㎝ 
LU-22DLU-22D 217081

入数 8 

JAN／  4970368 217081 　　　　
製寸／約345×230×220㎜ 製重／約1,470g
箱寸／約300×240×180㎜ 箱重／約1,755g
甲寸／約620×450×370㎜ 甲重／約15.2㎏
本深／約148㎜ 満水／5.5ℓ

 ￥4,500 （税込 ￥4,950 ）

 ルピア IH対応シチューポット   16㎝ 
LU-16DLU-16D 217104

入数 16 

JAN ／  4970368 217104 　　　　
製寸／約280×160×160㎜ 製重／約860g
箱寸／約265×175×130㎜ 箱重／約1,050g
甲寸／約550×375×545㎜ 甲重／約17.8㎏
本深／約100㎜ 満水／2.0ℓ

材質／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2.6㎜（はり底を含む）
　　　フタ：強化ガラス（全面物理強化）
　　　つまみ：フェノール樹脂
　　　内面：ふっ素樹脂塗膜加工　外面：焼付け塗装

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

 ルピア IH対応片手鍋   16㎝ 
LU-P16SLU-P16S 217111

入数 12 

JAN ／  4970368 217111 　　　　
製寸／約335×170×138㎜ 製重／約880g
箱寸／約339×176×130㎜ 箱重／約980ｇ
甲寸／約540×348×526㎜ 甲重／約12.7㎏
本深／約79㎜ 満水／1.6ℓ

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）
 ルピア IH対応片手鍋   18㎝ 
LU-P18SLU-P18S 217128

入数 12 

JAN ／  4970368 217128 　　　　
製寸／約355×190×150㎜ 製重／約760g
箱寸／約358×196×140㎜ 箱重／約860ｇ
甲寸／約610×364×558㎜ 甲重／約11.5㎏
本深／約88㎜ 満水／2.2ℓ

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）
 ルピア IH対応両手鍋   20㎝ 
LU-P20WLU-P20W 217135

入数 12 

JAN ／  4970368 217135 　　　　
製寸／約320×210×157㎜ 製重／約1,070g
箱寸／約300×216×124㎜ 箱重／約1,170ｇ
甲寸／約618×444×394㎜ 甲重／約15㎏
本深／約97㎜ 満水／3.0ℓ

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

内面はゴールドマーブル。
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 エステル アルミ片手鍋   16㎝ 
ESA-16SESA-16S 411717

入数 12 

JAN ／  4970368 411717 　　　　
製寸／約330×171×150㎜ 製重／約755g
箱寸／約348×183×110㎜ 箱重／約995g
甲寸／約540×345×490㎜ 甲重／約12.5㎏
本深／約77㎜ 満水／1.6ℓ

エネルギッシュなカラー。内面加工でお手入れのしやすいアルミ鍋 !
内面はふっ素樹脂加工でお手入れがしやすい。調理中にも中の様子が確認できるガラス蓋。
フタの取っ手はスタンドさせて置くこともできます。人数や用途に合わせて選べる5サイズ !
ガス火・IH電磁調理器対応 !

材質／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2.4㎜（はり底含む）
　　　フタ：強化ガラス（全面物理強化）
　　　取っ手・つまみ：フェノール樹脂
　　　内面：ふっ素樹脂塗膜加工　外面：焼付け塗装

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 エステル アルミ片手鍋   18㎝ 
ESA-18SESA-18S 411724

入数 12 

JAN ／  4970368 411724 　　　　
製寸／約355×190×165㎜ 製重／約902g
箱寸／約367×202×119㎜ 箱重／約1,160g
甲寸／約600×370×535㎜ 甲重／約14.5㎏
本深／約87㎜ 満水／2.3ℓ

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

 エステル アルミ両手鍋   20㎝ 
ESA-20WESA-20W 411731

入数 8 

JAN／  4970368 411731 　　　　
製寸／約350×210×168㎜ 製重／約1,112g
箱寸／約357×222×115㎜ 箱重／約1,375g
甲寸／約455×350×460㎜ 甲重／約11.5㎏
本深／約88㎜ 満水／2.8ℓ

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）
 エステル アルミ両手鍋   22㎝ 
ESA-22WESA-22W 411748

入数 8 

JAN／  4970368 411748 　　　　
製寸／約368×230×170㎜ 製重／約1,200g
箱寸／約370×242×117㎜ 箱重／約1,490g
甲寸／約490×370×490㎜ 甲重／約12.6㎏
本深／約93㎜ 満水／3.5ℓ

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）
 エステル アルミ両手鍋   24㎝ 
ESA-24WESA-24W 411755

入数 6 

JAN／  4970368 411755 　　　　
製寸／約390×250×183㎜ 製重／約1,412g
箱寸／約380×260×124㎜ 箱重／約1,750g
甲寸／約525×390×390㎜ 甲重／約11.3㎏
本深／約98㎜ 満水／4.5ℓ

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）

 円 IH対応深型両手鍋   26㎝ 
MD-26WMD-26W 086254

入数 6 

JAN／  4975192 086254 　　　　
製寸／約393×270×182㎜ 製重／約1,660g
箱寸／約355×280×145㎜ 箱重／約2,100g
甲寸／約580×370×450㎜ 甲重／約13.6㎏
本深／約111㎜ 満水／6.0ℓ

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。

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。

材質／本体：アルミニウム合金
　　　底部：ステンレス鋼（クロム16%）
　　　　　 底の厚さ2.7㎜（貼り底を含む）
　　　フタ：強化ガラス（全面物理強化）
　　　取っ手・つまみ：フェノール樹脂
　　　内側：ふっ素樹脂塗膜加工　外面：焼付け塗装

パスタは折らずに入れられ、野菜もまるっと
茹でられる!

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）
 円 IH対応深型両手鍋   28㎝ 
MD-28WMD-28W 086261

入数 4 

JAN／  4975192 086261 　　　　
製寸／約415×290×182㎜ 製重／約1,870g
箱寸／約370×300×145㎜ 箱重／約2,350g
甲寸／約615×390×315㎜ 甲重／約10.4㎏
本深／約114㎜ 満水／7.0ℓ

 ￥4,500 （税込 ￥4,950 ）
 円 IH対応深型両手鍋   30㎝ 
MD-30WMD-30W 086278

入数 4 

JAN／  4975192 086278 　　　　
製寸／約437×310×220㎜ 製重／約2,200g
箱寸／約380×320×180㎜ 箱重／約2,800g
甲寸／約645×400×385㎜ 甲重／約12.4㎏
本深／約144㎜ 満水／10.0ℓ

 ￥5,000 （税込 ￥5,500 ）
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 リアン IH対応片手鍋   16㎝ 
LIE-16SLIE-16S 215018

入数 12 

JAN ／  4970368 215018 　　　　
製寸／約335×168×122㎜ 製重／約710g
箱寸／約340×175×115㎜ 箱重／約905g
甲寸／約540×365×480㎜ 甲重／約12.0㎏
本深／約78㎜ 満水／1.5ℓ

フランス語で絆や縁などつながりを意味します。

軽量で使いやすいアルミ鍋。
内面加工で焦げ付きにくい !
調理の負担になりにくい軽量仕様 !
本体カラーはワインレッドでキッチンを
お洒落に演出します!
ガス火はもちろん、I H電磁調理器100V・
200Vにも対応しています!

材質／本体：アルミニウム合金
　　　はり底：ステンレス（クロム18%） 底の厚さ2.6㎜
　　　ハンドル・ツマミ：フェノール樹脂
　　　フタ：強化ガラス（全面物理強化）
　　　内面：ふっ素樹脂塗膜加工
　　　外面：焼付け塗装（底面を除く）

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 リアン IH対応片手鍋   18㎝ 
LIE-18SLIE-18S 215025

入数 12 

JAN ／  4970368 215025 　　　　
製寸／約350×188×148㎜ 製重／約845g
箱寸／約360×193×125㎜ 箱重／約1,075g
甲寸／約600×385×525㎜ 甲重／約14.5㎏
本深／約87㎜ 満水／2.1ℓ

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

 リアン IH対応両手鍋   20㎝ 
LIE-20WLIE-20W 215032

入数 12 

JAN ／  4970368 215032 　　　　
製寸／約360×202×160㎜ 製重／約1,040g
箱寸／約350×210×110㎜ 箱重／約1,300g
甲寸／約655×365×470㎜ 甲重／約17.0㎏
本深／約90㎜ 満水／2.7ℓ

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）
 リアン IH対応両手鍋   22㎝ 
LIE-22WLIE-22W 215049

入数 8 

JAN／  4970368 215049 　　　　
製寸／約382×230×180㎜ 製重／約1,260g
箱寸／約360×230×115㎜ 箱重／約1,510g
甲寸／約480×380×483㎜ 甲重／約13.7㎏
本深／約92㎜ 満水／3.4ℓ

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

 囲 IH対応深型マルチポット   20㎝ 
KK-20MPKK-20MP 086230

入数 8 

JAN／  4975192 086230 　　　　
製寸／約342×240×140㎜（目皿：φ210×45㎜）
製重／約1,285g
箱寸／約345×245×140㎜ 箱重／約1,680g
甲寸／約510×365×590㎜ 甲重／約14.9㎏
本深／約98㎜ 満水／3.2ℓ

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。
内面ふっ素樹脂加工でお手入れが簡単です。
茹でたり温めついでに、目皿で蒸し料理をすることもできます。 蓋つまみはお玉や箸が置いておけるスペースに!

材質／本体・目皿：アルミニウム合金
　　　底部：ステンレス鋼（クロム16%）
　　　　　 底の厚さ2.5㎜（貼り底を含む）
　　　フタ：強化ガラス（全面物理強化）
　　　取っ手・つまみ：フェノール樹脂
　　　内側・目皿：ふっ素樹脂塗膜加工　外面：焼付け塗装

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）
 囲 IH対応深型マルチポット   24㎝ 
KK-24MPKK-24MP 086247

入数 6 

JAN／  4975192 086247 　　　　
製寸／約380×280×165㎜（目皿：φ250×46㎜）
製重／約1,670g
箱寸／約370×285×160㎜ 箱重／約2,150g
甲寸／約590×395×500㎜ 甲重／約14.1㎏
本深／約116㎜ 満水／5.1ℓ

 ￥5,000 （税込 ￥5,500 ）
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 超深いいね IH両口フライパン   20㎝ 
CFK-20FCFK-20F 895012

入数 10 

JAN ／  4970368 895012 　　　　
製寸／約390×235×90㎜ 製重／約500g
甲寸／約430×325×245㎜ 甲重／約6㎏
本深／80㎜

深さ約80㎜の深さで炒めも
煮るもこなせるフライパン!
内面加工でお手入れ簡単。
内面はお手入れが楽な
マーブルふっ素樹脂加工。
盛り付けに便利な両側注ぎ口付。
煮物にも使える深型タイプ!

材質／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2.4㎜（はり底を含む）
　　　ハンドル：フェノール樹脂
　　　内面：ふっ素樹脂塗膜加工　外面：焼付け塗装

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）
 超深いいね IH両口フライパン   24㎝ 
CFK-24FCFK-24F 895029

入数 10 

JAN ／  4970368 895029 　　　　
製寸／約450×275×117㎜ 製重／約680g
甲寸／約510×365×240㎜ 甲重／約8.3㎏
本深／80㎜

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

 超深いいね IH両口フライパン   26㎝ 
CFK-26FCFK-26F 895036

入数 10 

JAN ／  4970368 895036 　　　　
製寸／約475×295×116㎜ 製重／約780g
甲寸／約550×380×250㎜ 甲重／約9.5㎏
本深／80㎜

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）
 超深いいね IH両口フライパン   28㎝ 
CFK-28FCFK-28F 895043

入数 10 

JAN ／  4970368 895043 　　　　
製寸／約495×313×114㎜ 製重／約805g
甲寸／約590×395×240㎜ 甲重／約10.2㎏
本深／80㎜

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）

 ナチュラ IH対応玉子焼   13×18㎝ 
NR-16NR-16 086483

入数 20 

JAN ／  4975192 086483 　　　　
製寸／約368×148×163㎜ 製重／約390g
 包重／約420g
甲寸／約453×257×383㎜ 甲重／約9.1㎏
本深／約32㎜
焼面サイズ／約120×150㎜

シンプルでモダンなキッチンにもしっくり馴染む。
木目調ハンドルがワンポイント。

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）

 ナチュラ IH対応フライパン   20㎝ 
NR-15NR-15 086476

入数 20 

JAN ／  4975192 086476 　　　　
製寸／約385×215×82㎜ 製重／約400g
 包重／約425g
甲寸／約458×308×352㎜ 甲重／約9.3㎏
本深／約43㎜

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 ナチュラ IH対応ディープパン   22㎝ 
NR-13NR-13 085998

入数 20 

JAN ／  4975192 085998 　　　　
製寸／約405×235×110㎜ 製重／約510g
 包重／約525g
甲寸／約480×350×500㎜ 甲重／約12.8㎏
本深／約66㎜

深さがあるため、少量の煮物もできます。
炒め物がこぼれにくいのも特徴です。

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）
 ナチュラ IH対応フライパン   26㎝ 
NR-14NR-14 086001

入数 20 

JAN ／  4975192 086001 　　　　
製寸／約472×273×105㎜ 製重／約640g
 包重／約655g
甲寸／約550×400×490㎜ 甲重／約15.7㎏
本深／約54㎜

焼面が広く、普段使いしやすい大きさの
フライパンです。

材質／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1.8㎜（はり底含む）
　　　取っ手：フェノール樹脂
　　　内面：ふっ素樹脂塗膜加工

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）
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 プチクック IH対応ミニ玉子焼   10×18㎝ 
PC-18TPC-18T 421273

入数 10/20 

JAN ／  4970368 421273 　　　　
製寸／約325×105×70㎜ 製重／約335g
 包重／約350g
甲寸／約420×430×340㎜ 甲重／約10.7㎏
本深／約30㎜ 焼面サイズ／90×160㎜

熱効率、保温性に優れた2層鋼。
お手入れが簡単なふっ素加工。

長いので、玉子焼を一気に巻いて作れます。
朝食やお弁当作りに大活躍!

材質／本体：アルミニウム合金・ステンレス鋼（クロム18%）
　　　　　底の厚さ1.8㎜
　　　取っ手：フェノール樹脂
　　　内面：ふっ素樹脂塗膜加工

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 プチクック IH対応フライパン   14㎝ 
PC-14FPC-14F 421280

入数 10/20 

JAN ／  4970368 421280 　　　　
製寸／約290×155×74㎜ 製重／約360g
 包重／約380g
甲寸／約490×340×250㎜ 甲重／約8.9㎏
本深／約47㎜

お弁当作り、目玉焼に!
深めなので少量調理にもぴったり!

 ￥1,800 （税込 ￥1,980 ）
 プチクック IH対応片手鍋   14㎝ 
PC-14SPC-14S 421297

入数 10/20 

JAN ／  4970368 421297 　　　　
製寸／約290×155×93㎜ 製重／約430g
 包重／約455g
甲寸／約560×310×420㎜ 甲重／約11.2㎏
本深／約68㎜ 満水／1.1ℓ

少量の茹で物や煮物、
温め直しに便利なミニサイズです。

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）

 味名人 IH対応アルミ雪平鍋   18㎝ 
AM-18UAM-18U 080733

入数 20 

JAN ／  4975192 080733 　　　　
製寸／約345×195×95㎜ 製重／約445g
 包重／約450g
甲寸／約620×410×270㎜ 甲重／約10.3㎏
本深／約74㎜ 満水／1.8ℓ

日本の昔ながらの伝統を思わせる槌目模様。
手軽に使える雪平鍋。
熱伝導率のよいアルミ製で、軽量だから調理やお手入れの負担を軽減します。
手軽にゆで物・煮物料理に使え、盛り付けに便利な両側注ぎ口付です。
ハンドルは手になじむ天然木を採用。
鍋内外面は汚れのつきにくいミラー仕上げ。

材質／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 2.5㎜（はり底を含む）
　　　ハンドル ： 天然木
　　　表面仕上 ： ミラー仕上げ
　　　　　　　　※表面加工は施しておりません。

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 味名人 IH対応アルミ雪平鍋   20㎝ 
AM-20UAM-20U 080740

入数 20 

JAN ／  4975192 080740 　　　　
製寸／約375×215×100㎜ 製重／約530g
 包重／約540g
甲寸／約640×430×295㎜ 甲重／約12.3㎏
本深／約82㎜ 満水／2.3ℓ

 ￥2,300 （税込 ￥2,530 ）

 味名人 IH対応アルミ雪平鍋   22㎝ 
AM-22UAM-22U 080757

入数 12 

JAN ／  4975192 080757 　　　　
製寸／約395×235×100㎜ 製重／約590g
 包重／約620g
甲寸／約470×410×310㎜ 甲重／約8.3㎏
本深／約82㎜ 満水／2.8ℓ

 ￥2,600 （税込 ￥2,860 ）
 味名人 IH対応アルミ雪平鍋   24㎝ 
AM-24UAM-24U 080764

入数 12 

JAN ／  4975192 080764 　　　　
製寸／約415×255×130㎜ 製重／約715g
 包重／約740g
甲寸／約540×390×345㎜ 甲重／約9.3㎏
本深／約84㎜ 満水／3.5ℓ

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）
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 デイリーエッグパン    
DEP-01DEP-01 077153

入数 20 

JAN ／  4975192 077153 　　　　
製寸／約350×140×60㎜ 製重／約515g
箱寸／約350×145×68㎜ 箱重／約570g
甲寸／約460×370×330㎜ 甲重／約12.6㎏
本深／約30㎜

毎日使えて大活躍 !
こげつきにくくきれいに焼けるマーブル加工。
●フタ付だから目玉焼きの白身がふっくら仕上がる!
●耐久性の高いマーブルコーティングで焦げ付きにくくキレイに焼ける。

材質／本体：アルミニウム合金
　　　はり底：ステンレス鋼 底の厚さ2.5㎜（はり底を含む）
　　　フタ：ステンレス鋼
　　　樹脂部：フェノール樹脂
　　　ハンドル接続部：アルミダイキャスト
　　　内面：マーブルふっ素樹脂加工　外面：焼付け塗装

朝食に。 おつまみに。カーブしたフチで
玉子焼きや餃子の返しも
ラクラク。

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）

 ニューモーニングエッグパン    
NME-01NME-01 080825

入数 12 

JAN ／  4975192 080825 　　　　
製寸／約230×370×57㎜ 製重／約760g
 包重／約828g
甲寸／約400×550×190㎜ 甲重／約11.2㎏
本深／約25㎜
焼面サイズ／225×175㎜

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。
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! 2つの料理が同時にできて大変重宝します。

材質／本体：アルミニウム合金
　　　はり底：ステンレス鋼 底の厚さ4.0㎜（はり底を含む）
　　　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
　　　内面：ふっ素樹脂塗膜加工・外面：焼付け塗装

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

 タップリィⅡ 
ホットサンドメーカー（IH対応タイプ）  

TP-12TP-12 086780

入数 20 

JAN ／  4975192 086780 　　　　
製寸／約375×160×38㎜ 製重／約750g
箱寸／約415×170×50㎜ 箱重／約900ｇ
甲寸／約440×500×360㎜ 甲重／約19㎏
本深／約15㎜
焼面サイズ／約130×140㎜

材質／本体：アルミニウム合金（表面ふっ素樹脂加工）
　　　底部：ステンレス鋼 底の厚さ3.0㎜
　　　ハンドル：フェノール樹脂・ステンレス

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

●ガス火・IH対応。はさんで焼くだけ、アルミニウム合金で軽量タイプ。
　ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。

 タップリィⅡ 
ホットサンドメーカー（ガス火タイプ）    

TP-11TP-11 086773

入数 20 

JAN ／  4975192 086773 　　　　
製寸／約375×160×38㎜ 製重／約685g
箱寸／約415×170×50㎜ 箱重／約830ｇ
甲寸／約440×500×360㎜ 甲重／約17.6㎏
本深／約15㎜
焼面サイズ／約130×140㎜

材質／本体：アルミニウム合金（表面ふっ素樹脂加工）
　　　　　 底の厚さ2.5㎜
　　　ハンドル：フェノール樹脂・ステンレス

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

アウトドアにも持っていきやすい軽量タイプ。
着脱式でミニフライパンとしても使えて機能的♪

●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。
　ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
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ピア・コローレ ホーロー片手鍋   18㎝（ホワイト） 
PCL-29WPCL-29W 087961 JAN／  4975192 087961 　　　　

colore”コローレ”はイタリア語で「色」の意味。
毎日の暮らしのなかでさりげない心地良さを演出します。
耐酸性、非吸着性に優れたホーロー製品です。
選べる２色展開カラーはオーソドックスなホワイトと、ビビッドなレッドから選べます。

18㎝（ホワイト）

ピア・コローレ ホーロー片手鍋   18㎝（レッド） 
PCL-29RPCL-29R 087978

入数 12 

JAN／  4975192 087978 　　　　

製寸／約350×208×127㎜ 製重／約980g
箱寸／約345×210×110㎜ 箱重／約1,200g
甲寸／約665×365×465㎜ 甲重／約15.4㎏
本深／約95㎜  満水／2.3ℓ

材質／本体：普通鋼板（ほうろう加工）0.8㎜
　　　フタ：強化ガラス
　　　取っ手・ツマミ：天然木

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

18㎝（レッド）

 ピア・コローレ ホーロー両手鍋   20㎝（ホワイト） 
PCL-30WPCL-30W 087985 JAN／  4975192 087985 　　　　

材質／本体：普通鋼板（ほうろう加工）0.8㎜
　　　フタ：強化ガラス
　　　ツマミ：天然木

20㎝（ホワイト）

 ピア・コローレ ホーロー両手鍋   20㎝（レッド） 
PCL-30RPCL-30R 087992

入数 12 

JAN／  4975192 087992 　　　　

製寸／約380×227×142㎜ 製重／約1,180g
箱寸／約235×235×120㎜ 箱重／約1,320g
甲寸／約490×490×380㎜ 甲重／約16.8㎏
本深／約104㎜  満水／3.2ℓ

 ￥3,200 （税込 ￥3,520 ）

20㎝（レッド）

 ピア・コローレ ホーローケトル   2L（ホワイト） 
PCL-31WPCL-31W 088005 JAN／  4975192 088005 　　　　

材質／本体・フタ：ほうろう用鋼板（ほうろう加工）0.8㎜
　　　金属部：ステンレス鋼
　　　取っ手・ツマミ：天然木

2L（ホワイト）

 ピア・コローレ ホーローケトル   2L（レッド） 
PCL-31RPCL-31R 088012

入数 12 

JAN／  4975192 088012 　　　　

製寸／約220×150×250㎜ 製重／約880g
箱寸／約200×205×200㎜ 箱重／約1,100g
甲寸／約620×420×420㎜ 甲重／約14.2㎏
満水／2.3ℓ

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

2L（レッド）

 ピア・コローレ 濾しアミ付オイルポット  
 1.0ℓ（ホワイト） 

PCL-05WPCL-05W 086964 JAN／  4975192 086964 　　　　

使用済み油でもキレイに保管できるオイルポット

1.0ℓ（ホワイト）

 ピア・コローレ 濾しアミ付オイルポット  
 1.0ℓ（レッド） 

PCL-05RPCL-05R 086971

入数 12 

JAN／  4975192 086971 　　　　

製寸／約175×125×200㎜ 製重／約660g
箱寸／約145×150×185㎜ 箱重／約730g
甲寸／約465×320×390㎜ 甲重／約9.2㎏
満水／1.4ℓ  適正／約1ℓ

材質／本体・フタ：ほうろう用鋼板
（ほうろう加工）0.6㎜

こしアミ：ステンレス鋼
（35メッシュ）

 ￥3,300 （税込 ￥3,630 ）

1.0ℓ（レッド）

 ピア・コローレ 活性炭付オイルポット  
 0.7ℓ（ホワイト） 

PCL-06WPCL-06W 086988 JAN／  4975192 086988 　　　　

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。

こしアミ&活性炭フィルターでダブルにこせます。
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。

フタ

 ピア・コローレ 活性炭付オイルポット   
0.7ℓ（レッド） 

PCL-06RPCL-06R 086995

入数 12 

JAN／  4975192 086995 　　　　

製寸／約175×125×205㎜ 製重／約710g
箱寸／約145×150×185㎜ 箱重／約810g
甲寸／約465×320×390㎜ 甲重／約9.8㎏
満水／1.4ℓ  適正／約0.7ℓ

材質／本体・フタ：ほうろう用鋼板
（ほうろう加工）0.6㎜

こしアミ：ステンレス鋼
（35メッシュ）

カートリッジ外枠：ステンレス鋼

 ￥4,300 （税込 ￥4,730 ）

フタ

0.7ℓ（レッド）

こしアミ

本体

こしアミ
活性炭フィルター
カートリッジ外枠

本体

0.7ℓ（ホワイト）
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 ピュア ホーロー両口ミルクパン   15㎝・WT 
PU-208-WTPU-208-WT 553918 JAN／  4589700 553918 　　　　

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。
ガス火・IH 電磁調理器に対応。

材質／本体：ほうろう用鋼板

15㎝・WT

 ピュア ホーロー両口ミルクパン   15㎝・RD 
PU-208-RDPU-208-RD 553925

入数 18 

JAN／  4589700 553925 　　　　

製寸／約310×160×80㎜ 製重／約420g
箱寸／約305×175×90㎜ 箱重／約580g
甲寸／約630×560×290㎜ 甲重／約12㎏
本深／約76㎜  満水／1.2ℓ

 ￥2,600 （税込 ￥2,860 ）

15㎝・RD

 リリー ホワイト ホーローバターケース  
 「BUTTER」 

LW-101LW-101 553499

入数 24 

JAN ／  4589700 553499 　　　　
製寸／約150×100×68㎜ 製重／約370g
箱寸／約165×110×75㎜ 箱重／約410g
甲寸／約350×350×300㎜ 甲重／約11㎏
満水／500㎖

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、
においが付きにくい非吸着性に優れています。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。

冷却性の高いホーローバターケース。

材質／本体：ほうろう用鋼板、フタ：天然木

 ￥2,400 （税込 ￥2,640 ）

 リリー ホワイト ホーローメジャーメジャカップ   ・S
「MEASURE」 

LW-102LW-102 553505

入数 36 

JAN ／  4589700 553505 　　　　
製寸／約140×100×70㎜ 製重／約210g
箱寸／約140×110×80㎜ 箱重／約270g
甲寸／約460×370×360㎜ 甲重／約11㎏
満水／450㎖

におい移りがしにくいホーローで
清潔計量。

材質／本体：ほうろう用鋼板

 ￥2,200 （税込 ￥2,420 ）

 リリー ホワイト ホーローメジャーメジャカップ   ・L
「MEASURE」 

LW-124LW-124 553796

入数 20 

JAN ／  4589700 553796 　　　　
製寸／約144×107×142㎜ 製重／約400g
箱寸／約155×115×155㎜ 箱重／約500g
甲寸／約610×330×330㎜ 甲重／約12㎏
満水／930㎖

シンプルなデザインで、清潔感あふれるホーローシリーズ。

内側目盛付き。
トールタイプのメジャーカップです。

材質／本体：ほうろう用鋼板

 ￥2,600 （税込 ￥2,860 ）

 冷蔵庫用ホーローぬか漬け容器（水取器付）   WT 
YH-805YH-805 551181

入数 16 

JAN ／  4589700 551181 　　　　
製寸／本体：約190×245×105㎜、水取器：約55×55×65㎜
製重／本体：約780g、水取器：約95g
箱寸／約195×250×115㎜ 箱重／約1,050g
甲寸／約410×530×505㎜ 甲重／約18.0㎏
容量／約3.2ℓ

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。
●野菜から出る余分な水分を取る水取器付です。
●表面はガラス質で、食材の味を変えにくく、匂いも移りにくく、お手入れ簡単です。
●無駄なスペースをとらない角型で、冷蔵庫での保管に適した程よい高さで、
　保存容器としてもご使用頂けます。

材質／本体：ほうろう用鋼板
　　　フタ：ポリエチレン樹脂
　　　水取器：陶器

 ￥2,800 （税込 ￥3,080 ）
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 デイズ シンクスライド調理台L
まな板プレート付    

DS-01DS-01 281013

入数 30 

JAN ／  4970368 281013 　　　　
製寸／約460～700×180×20㎜ 製重／約440g
包寸／約520×190×20㎜ 包重／約490g
甲寸／約475×375×315㎜ 甲重／約15.5㎏

キッチンのちょっと便利を応援 !
生活になじむベーシックカラーで登場。

伸縮タイプでシンクにピッタリセッティング!
調理スペースを確保できます。 サビにくいステンレス製で衛生的!

材質／本体：ステンレス鋼
　　　フレーム：ABS樹脂（耐熱温度70℃）
　　　まな板プレート：ABS樹脂（耐熱温度70℃）

使わない時は立てて
置けるので場所を取らず
邪魔になりません。

（[41～ 63㎝ ]までのシンク幅に対応）

耐荷重耐荷重
3.0㎏3.0㎏

 ￥1,500 （税込 ￥1,650 ）

 デイズ シンクスライド調理台   M 
DS-02DS-02 281020

入数 30 

JAN ／  4970368 281020 　　　　
製寸／約400～580×180×20㎜ 製重／約285g
包寸／約470×190×20㎜ 包重／約320g
甲寸／約420×375×315㎜ 甲重／約10.5㎏

材質／本体：ステンレス鋼
　　　フレーム：ABS樹脂（耐熱温度70℃）

（[35～ 53㎝ ]までのシンク幅に対応）

 ￥1,200 （税込 ￥1,320 ）

 デイズ シンクスライドBOX小物ポケット付    
DS-03DS-03 281037

入数 24 

JAN ／  4970368 281037 　　　　
製寸／約390～590×170×93㎜
製重／約535g（本体485g・小物ポケット50g）
箱寸／約450×175×95㎜ 箱重／約735g
甲寸／約835×360×625㎜ 甲重／約19.4㎏

野菜や食器の水切りに!ステンレスパイプは、スライドさせても安定感があり手軽に水切りできます。

材質／本体：ステンレス鋼
　　　フレーム：ABS樹脂（耐熱温度70℃）
　　　小物ポケット：ポリプロピレン

（[36.5～ 56㎝ ]までのシンク幅に対応）

洋食器や箸なども手軽に水切りできる
小物ポケット付。

 ￥2,800 （税込 ￥3,080 ）

 デイズ 折り畳み水切りバスケット    
DS-07DS-07 281075

入数 12 

JAN ／  4970368 281075 　　　　
製寸／展開時：約406×310×128㎜、折り畳み時高さ：約60㎜
製重／約840g 包重／約900g
甲寸／約650×430×390㎜ 甲重／約12.0㎏

フレームがスタンドになるため、畳んで立ててコンパクトに収納。
スッキリきれいな水廻りを実現します。

材質／本体・トレー：ポリプロピレン
（耐熱温度120℃、耐冷温度ー20℃）

　　　蛇腹部・すべり止め：熱可塑性エラストマー
（耐熱温度80℃、耐冷温度ー20℃） 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!

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
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 ラディス コンパクト水切りトレー   （ホワイト） 
RAD-03WRAD-03W 255748 JAN／  4970368 255748 　　　　

生活スタイルに合わせて使い方を変えられるコンパクトで
使い勝手の良い水切りトレー。

少量の水切りに場所を取らないコンパクト
タイプです。
キッチンを明るくするキュートなカラーを
セレクトしました。

コンパクトサイズなので使わない時に
立掛けて置いても邪魔になりません。

材質／本体・トレー：ポリプロピレン
　　　　　　　  （耐熱温度：100℃）

※包装仕様：シュリンクパック
　　　　　　　  （ラベル付）

トレーだけでも水切りとして使え、
便利です。

水がシンクに流れるトレーなので、
水切り楽々。

ホワイト

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 !

●蛇腹式で使わない時は幅を取らずにコンパクトに収納できます。
●深さがあり、皿やコップの転倒の心配が軽減。
●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。 
シンクに自動で流さない場合は
　排水栓で流れません。

 デイズ 折り畳み水切りバスケット
（コンパクトタイプ）    

DS-08DS-08 281082

入数 20 

JAN ／  4970368 281082 　　　　
製寸／展開時：約372×275×123㎜、折り畳み時高さ：約55㎜
製重／約555g
箱寸／約280×60×410㎜ 箱重／約740g
甲寸／約750×310×665㎜ 甲重／約15.7㎏

材質／本体：ポリプロピレン
　　　　　  （耐熱温度120℃、耐冷温度ー20℃）
　　　蛇腹部・止水栓：熱可塑性エラストマー
　　　　　  （耐熱温度80℃、耐冷温度ー20℃）

箸やカトラリーを立てておける
スタンドフレーム付。

水を溜められるので漬け置き洗いにも。

立てかけてスッキリ乾かせます。

溝に立てかけて水切りができます。

 ￥1,800 （税込 ￥1,980 ）

●深さがあり、皿やコップ浸け置きができます。
●底部足には滑り止め付で安定感があります。
●水も汲めて、物も運びやすいため
　アウトドアでも活躍します。

水を溜めて野菜等を洗う事もできます。

 デイズ 折り畳み式洗い桶    
DS-09DS-09 281099

入数 24 

JAN ／  4970368 281099 　　　　
製寸／展開時：約400×317×152㎜、折り畳み時高さ：約35㎜
製重／約525g
箱寸／約320×40×435㎜ 箱重／約700g
甲寸／約820×350×480㎜ 甲重／約17.8㎏
満水／8.0ℓ

材質／本体：ポリプロピレン
　　　　　 （耐熱温度120℃、耐冷温度ー20℃）
　　　蛇腹部・すべり止め・排水弁：熱可塑性エラストマー
　　　　　  （耐熱温度80℃、耐冷温度ー20℃）

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。

蛇腹式で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。

 ￥1,800 （税込 ￥1,980 ）

 ラディス コンパクト水切りトレー   （ピンク） 
RAD-03PRAD-03P 255731

入数 20 

JAN／  4970368 255731 　　　　

製寸／本体：約380×246×50㎜ 製重／約315g
　　　トレー：約395×255×28㎜  約240g
包寸／約395×255×56㎜ 包重／約555g
甲寸／約520×410×590㎜ 甲重／約12.0㎏

ピンク

 ￥1,500 （税込 ￥1,650 ）
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 フルーラ パイプ式二段水切りバスケット    
FU-02PFU-02P 268021

入数 8 

JAN／  4970368 268021 　　　　
製寸／約475×290×380㎜ 製重／約1,605g
箱寸／約415×300×150㎜ 箱重／約2,030g
甲寸／約635×440×630㎜ 甲重／約17.7㎏

水廻りをスッキリきれいに収納 ! 狭い調理台を有効活用 !
シンプルで使いやすい水切りバスケット!

ステンレス鋼を使用しているので衛生的です。
パイプ式なので丈夫で安定性があり長持ち
します。スライド式水切りトレーで溜まった水を
簡単に除去できます。

材質／本体：ステンレス鋼
　　　トレー：ステンレス鋼
　　　ポケット：ポリプロピレン

 ￥8,000 （税込 ￥8,800 ）

 デイズ 一段式水切りバスケット    
DS-04DS-04 080771

入数 20 

JAN ／  4975192 080771 　　　　
製寸／約365×315×135㎜ 製重／約750g
甲寸／約630×400×440㎜ 甲重／約16.0㎏

コンパクトな一段式。
フチがあり大きな
お皿もしっかりガード。
トレー式なのでたまっ
た水をまとめて捨てら
れます。

材質／本体：スチール
　　　　　 （クロムメッキ） 
　　　トレー・ポケット：
　　　　 　ポリプロピレン

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）

 デイズ 二段式水切りバスケット    
DS-05DS-05 080788

入数 10 

JAN ／  4975192 080788 　　　　
製寸／約405×260×355㎜ 製重／約1,200g
箱寸／約365×265×130㎜ 箱重／約1,430g
甲寸／約620×390×345㎜ 甲重／約15.6㎏

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。

材質／本体：スチール
　　　　　 （クロムメッキ）
　　　トレー・ポケット：
　　　　　 ポリプロピレン

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

 グレーシア デラックス深型ザル   18㎝ 
GR-03GR-03 715037

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715037 　　　　
製寸／約φ198×92㎜ 製重／約190g

材質／18-8ステンレス鋼

 ￥1,400 （税込 ￥1,540 ）
 グレーシア デラックス深型ザル   20㎝ 
GR-04GR-04 715044

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715044 　　　　
製寸／約φ220×105㎜ 製重／約220g

 ￥1,600 （税込 ￥1,760 ）

 グレーシア デラックス深型ザル   22.5㎝ 
GR-05GR-05 715051

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715051 　　　　
製寸／約φ245×115㎜ 製重／約270g

 ￥1,800 （税込 ￥1,980 ）
 グレーシア デラックス深型ザル   25㎝ 
GR-06GR-06 715068

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715068 　　　　
製寸／約φ270×125㎜ 製重／約310g

 ￥2,100 （税込 ￥2,310 ）

 グレーシア デラックス深型ザル   27.5㎝ 
GR-07GR-07 715075

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715075 　　　　
製寸／約φ295×131㎜ 製重／約355g

 ￥2,400 （税込 ￥2,640 ）
 グレーシア デラックス深型ザル   30㎝ 
GR-08GR-08 715082

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715082 　　　　
製寸／約φ320×126㎜ 製重／約395g

 ￥2,700 （税込 ￥2,970 ）
 グレーシア デラックス深型ザル   33㎝ 
GR-09GR-09 715099

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715099 　　　　
製寸／約φ350×132㎜ 製重／約440g

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

食器洗浄器
対応
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 グレーシア 小物ポケット（吸盤付）    
GR-61GR-61 715617

入数 10/60 

JAN ／  4970368 715617 　　　　
製寸／約95×80×115㎜ 製重／約75g

材質／18-8ステンレス鋼　吸盤：塩化ビニール

食器洗浄器
対応

 ￥1,500 （税込 ￥1,650 ）
 グレーシア メッシュシンクコーナー    
GR-62GR-62 715624

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715624 　　　　
製寸／約209×149×123㎜ 製重／約155g

材質／本体：ステンレス鋼　脚：ポリプロピレン

 ￥1,300 （税込 ￥1,430 ）
 グレーシア メッシュシンクコーナー ミニ    
GR-63GR-63 715631

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715631 　　　　
製寸／約188×138×117㎜ 製重／約125g

材質／本体：ステンレス鋼　脚：ポリプロピレン

 ￥1,200 （税込 ￥1,320 ）

 グレーシア メッシュ三角コーナー ミニ    
GR-65GR-65 715655

入数 6/60 

JAN ／  4970368 715655 　　　　
製寸／約178×128×95㎜ 製重／約85g

キッチンをもっと清潔に、
使い勝手を良くする小物たちです。

材質／18-8ステンレス鋼　脚：ポリプロピレン

 ￥1,600 （税込 ￥1,760 ）
 グレーシア メッシュたわし入れ（吸盤付）    
GR-66GR-66 715662

入数 10/40 

JAN ／  4970368 715662 　　　　
製寸／約170×115×80㎜ 製重／約110g

材質／ステンレス鋼　吸盤：塩化ビニール

 ￥1,200 （税込 ￥1,320 ）
 グレーシア 3WAY 水切りボール   21㎝ 
GR-54GR-54 715549

入数 20 

JAN ／  4970368 715549 　　　　
製寸／約φ235×125㎜ 製重／約320g

材質／18-8ステンレス鋼

 ￥3,800 （税込 ￥4,180 ）

 ディ&ディ ボール 3点セット（ネット入）    
8170881708 817083

入数 20 

JAN ／  4970368 817083 　　　　
製寸／ボール18㎝ 約φ185×72㎜ 製重／約105g
　　　ボール21㎝ 約φ210×78㎜ 約130g
　　　ボール24㎝ 約φ247×91㎜ 約160g
甲寸／約525×515×360㎜ 甲重／約9.6㎏

サビに強く清潔なステンレス製のボールと、
水切り・収納に使いやすいザル。

材質／本体：ステンレス鋼 食器洗浄器
対応

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
 ディ&ディ ザル 3点セット（ネット入）    
8310183101 831010

入数 25 

JAN ／  4970368 831010 　　　　
製寸／ザル15㎝ 約φ150×62㎜ 製重／約50g
　　　ザル19㎝ 約φ189×95㎜ 約110g
　　　ザル25㎝ 約φ250×117㎜ 約180g
甲寸／約645×530×353㎜ 甲重／約9.7㎏

材質／本体：18-8ステンレス鋼

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）
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 5-in-1 クリアハンドルキッチンハサミ（グレー）    
BT-10GYBT-10GY 701569 JAN／  4560399 701569 　　　　

食器洗浄器
対応

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。

 ① 

①

5-in-1 クリアハンドルキッチンハサミ（ホワイト）    
BT-10WBT-10W 701576 JAN／  4560399 701576 　　　　 ② 

②

 5-in-1 クリアハンドルキッチンハサミ（レッド）    
BT-10RBT-10R 701583 JAN／  4560399 701583 　　　　 ③ 

③
 5-in-1 クリアハンドルキッチンハサミ（グリーン）    

BT-10GBT-10G 701590 JAN／  4560399 701590 　　　　 ④ 

④

 5-in-1 クリアハンドルキッチンハサミ（ブルー）    
BT-10BBT-10B 701606 JAN／  4560399 701606 　　　　 ⑤ 

⑤

 5-in-1 クリアハンドルキッチンハサミ（ピンク）    
BT-10PBT-10P 701613

入数 48 

JAN／  4560399 701613 　　　　

製寸／約225×105×14㎜（刃渡り約105㎜・刃厚約3㎜）
製重／約140g
箱寸／約263×117×23㎜ 箱重／約207g
甲寸／約500×280×300㎜ 甲重／約11.0㎏

材質／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

 ⑥ 

※インターネットでの販売禁止商品となります。

⑥

 5-in-1 ソフトハンドルキッチンハサミ（レッド） 
BT-11RBT-11R 701620 JAN／  4560399 701620 　　　　

黒チタンコーティングでサビ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。

●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。
●セパレート式でしっかり洗える !
●3㎜の厚い刃で分厚い肉もサクサク切れる !
●食器洗浄器対応の多機能キッチンハサミ !

分解式

約96°

サビにくいチタンコーティング

●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。

 ① 

①

材質／刃部：ステンレス鋼（チタンコーティング）
　　　ハンドル部：TPE

5-in-1 ソフトハンドルキッチンハサミ（ブラック）    
BT-11BKBT-11BK 701637

入数 48 

JAN／  4560399 701637 　　　　

製寸／約225×99×14㎜（刃渡り約105㎜・刃厚約3㎜）
製重／約130g
箱寸／約263×117×23㎜ 箱重／約198g
甲寸／約500×280×300㎜ 甲重／約10.6㎏

食器洗浄器
対応

ソフトハンドル ■

栓抜き

うろこ取り

ハサミ

便利な多機能

■ チタンコーティング

■ セパレート（分解式）

殻割り
キャップ開け

ふた開け

 ② 

●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。一般的なキッチンはさみ（1.5㎜～2.0㎜）よりも
厚い3㎜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。

エラストマーの樹脂ハンドルで滑り
にくく、疲れにくい !

※インターネットでの販売禁止商品となります。

②

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）  ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）
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①三徳包丁    
製寸／（刃渡り）150㎜　約286×45×20㎜　製重／約84g

材質／刃部：ステンレス刃物鋼
　　　樹脂部：ポリプロピレン（耐熱温度100℃）

①
 ②ペティナイフ    
製寸／（刃渡り）120㎜　約238×30×15㎜　製重／約43g

材質／刃部：ステンレス刃物鋼
　　　樹脂部：ポリプロピレン（耐熱温度100℃）

②  ③キッチンハサミ    
製寸／約210×80×15㎜　　　　製重／約73g

材質／刃部：ステンレス刃物鋼
　　　樹脂部：ポリプロピレン（耐熱温度100℃）

③

 ④カッティングボード    
製寸／約290×190×3㎜　　　　製重／約100g

材質／ポリプロピレン（耐熱温度100℃）

④

 クリアカラーワイドピーラー   （ホワイト） 
BT-22WBT-22W 701743 JAN／  4560399 701743 　　　　

ギザギザの刃が食材をしっかりキャッチ。調理が楽しくなるカラフルなクリアカラー。
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。

●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。
●軟らかい桃、キウイの皮もするする剥くことができます。

食器洗浄器
対応

 ① 

①

 クリアカラーワイドピーラー   （グレー） 
BT-22GYBT-22GY 701750 JAN／  4560399 701750 　　　　 ② 

②

 クリアカラーワイドピーラー   （グリーン） 
BT-22GBT-22G 701767 JAN／  4560399 701767 　　　　 ③ 

③  クリアカラーワイドピーラー   （レッド） 
BT-22RBT-22R 701774

入数 48 

JAN／  4560399 701774 　　　　

製寸／約165×113㎜ 製重／約54g
包寸／約220×130×35㎜ 包重／約87g
甲寸／約470×410×290㎜ 甲重／約5.2㎏

※インターネットでの販売禁止商品となります。

材質／刃部：ステンレス鋼
　　　本体：ABS樹脂　ハンドル部：TPR

 ④ 
④

 ￥1,500 （税込 ￥1,650 ）

 ニューグルメDX キッチン4点セット    
NGM-4PNGM-4P 552014

入数 10/30 

JAN ／  4970368 552014 　　　　
包寸／約335×215×30㎜ 包重／約370g
甲寸／約660×260×400㎜ 甲重／約12.6㎏

お料理のバリエーションが広がる使いやすい4点セット。キッチンの必需品を揃えました。
●オールマイティに使える三徳包丁。
●リンゴの皮むきや、アウトドアに適したペティナイフ。
●硬いカニの甲羅もよく切れる、キッチンの必需品キッチンハサミ。
●コンパクトで軽量なので食材をよそう時に 
　使いやすいカッティングボード。

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

収納はマグネット付きで
冷蔵庫にピタッ!
使いたい時にすぐ使える
位置に収納

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、ウロコ取りやカラ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!

カット

ウロコ取り

カラ割り

 コンパクトキッチンハサミ 収納ケース付    
TP-8TP-8 084755

入数 10/60 

JAN ／  4975192 084755 　　　　
製寸／ハサミ：約194×83×15㎜ 製重／約102g
製寸／ケース：約192×89×17㎜ 製重／約78g
製寸／収納時：約215×89×17㎜ 製重／約180g
包寸／約280×115×23㎜ 包重／約215g
甲寸／約460×410×340㎜ 甲重／約14.7㎏

材質／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

 ￥1,000 （税込 ￥1,100 ）

20
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 プチクック 揚げ物専用温度計 カバー付   （グリーン） 
PC-100GPC-100G 421150 JAN／  4970368 421150 　　　　

●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。
●取付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。

はつらつと元気が出る人気のグリーン。

材質／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℃）
　　　取付金具：ステンレス鋼
　　　温度センサー：真鍮（ニッケルメッキ仕上）

※水洗厳禁

 ① 

 EMJ うらごし   18㎝ 
2511425114 251146

入数 30 

JAN ／  4970368 251146 　　　　
製寸／約φ194×51㎜ 製重／約100g
甲寸／約600×410×275㎜ 甲重／約4.0㎏

心はずむお料理の名脇役 !

材質／網部：18-8ステンレス鋼
　　　枠部：18-0ステンレス鋼

食器洗浄器
対応

 ① 

①

 ￥600 （税込 ￥660 ）

 EMJ うらごし   21㎝ 
2511525115 251153

入数 30 

JAN ／  4970368 251153 　　　　
製寸／約φ218×73㎜ 製重／約160g
甲寸／約665×450×375㎜ 甲重／約6.0㎏

 ② 

②

 ￥900 （税込 ￥990 ）

 ご馳走倶楽部 浅ザル・トレーセット   25㎝ 
GC-25SGC-25S 678516

入数 20 

JAN ／  4970368 678516 　　　　
製寸／ザル：約φ250×56㎜ 製重／約130g
 トレー：約φ241×17㎜ 　　　約130g
箱寸／約260×260×65㎜ 箱重／約370g
甲寸／約540×280×690㎜ 甲重／約8.3㎏

ステンレス製で衛生的。四季を通して活躍。

材質／〈ザル〉アミ部：18-8ステンレス鋼
　　　　　　枠部：ステンレス鋼
　　　〈トレー〉ステンレス鋼

食器洗浄器
対応

 ご馳走倶楽部 浅ザル・トレーセット   31㎝ 
GC-31SGC-31S 678523

入数 20 

JAN ／  4970368 678523 　　　　
製寸／ザル：約φ310×62㎜ 製重／約185g
 トレー：約φ304×25㎜ 約250g
箱寸／約315×315×75㎜ 箱重／約580g
甲寸／約645×330×720㎜ 甲重／約13.2㎏

 ￥2,400 （税込 ￥2,640 ）

 ￥2,800 （税込 ￥3,080 ）

プチクック 揚げ物専用温度計 カバー付   （ピンク） 
PC-100PPC-100P 421143

入数 10/120 

JAN／  4970368 421143 　　　　

製寸／約115×38×38㎜ 製重／約20ｇ
包寸／約150×60×140㎜ 包重／約28ｇ
甲寸／約360×350×380㎜ 甲重／約5.4㎏

若者に人気のビビッドなピンク!

 ② 

 ￥1,800 （税込 ￥1,980 ） 揚物専用温度計    
MI-100MI-100 692918

入数 6/72 

JAN ／  4970368 692918 　　　　
製寸／約φ37×113㎜ 製重／約20ｇ
包寸／約135×120×40㎜ 包重／約35ｇ

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。

※水洗厳禁

材質／温度計部：アルミニウム合金
　　　取付金具：ステンレス鋼
　　　温度センサー：真鍮（ニッケルメッキ仕上）

 ￥1,500 （税込 ￥1,650 ）
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 プチクック 回転みじん切り器   （ピンク） 
PC-KM01PC-KM01 421853 JAN／  4970368 421853 　　　　

くるくる回してカンタンみじん切り!
ハンバーグなどの下ごしらえに !

S T E P 1S T E P 1
たまねぎは皮をむき8分の1に切る。
にんじんは皮をむき2～3㎝角に
切る。

材質／本体：AS樹脂（耐熱温度70～－20℃）　フタ・フタ裏・ハンドル・支柱：ABS樹脂（耐熱温度80～－20℃）
　　　ギア：ジュラコン樹脂（耐熱温度80～－20℃）　スベリ止めリング：ポリエチレン（耐熱温度90～－30℃）
　　　カッター刃：ステンレス鋼

ピンク

S T E P 2S T E P 2
刃をセットした本体にカットした野菜
を入れてフタをして、ハンドルをしっ
かりとさしこむ。

S T E P 3S T E P 3
片手でフタを押さえながら、お好み
の切り加減になるまで時計回りに
ハンドルをまわす。

S T E P 4S T E P 4
フタをはずして出来上がり。
刃に気をつけてください。

 ベジフル ベジタブルスピナー    
VF-05VF-05 080818

入数 18 

JAN ／  4975192 080818 　　　　
製寸／約φ230×162㎜ 製重／約435g
箱寸／約235×235×140㎜ 箱重／約640g
甲寸／約730×495×440㎜ 甲重／約12.7㎏
本深／約99～108㎜

くるくる回すだけで
簡単・新鮮・快適に水が切れます。
遠心力で水を切るので無駄な力が要りません。
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。
フレッシュなフルーツが目をひく野菜水切り器。

材質／本体：メラミン樹脂
　　　バスケット・フタ：ポリプロピレン
　　　　　　　　　（耐熱温度120℃）

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

 リスタ みそこしセット    
LI-2911LI-2911 829116

入数 12/120 

JAN ／  4970368 829116 　　　　
製寸／みそこし：約232×93×95㎜ 製重／約70g
 豆お玉：約194×59×33㎜  約40g
甲寸／約820×365×400㎜ 甲重／約16.0㎏

美味しいみそ汁は日本の味。
ハンドルには抗菌加工。
お鍋に立て置きできるストッパー付。

材質／本体：ステンレス鋼
　　　網部：18-8ステンレス鋼
　　　ハンドル：抗菌剤入ポリプロピレン
　　　　　　（耐熱温度110℃）

 ① 

①

 ￥1,200 （税込 ￥1,320 ）
 リスタ 万能こしセット    

LI-2912LI-2912 829123

入数 6/60 

JAN ／  4970368 829123 　　　　
製寸／万能こし：約278×127×133㎜ 製重／約110g
 ミニお玉：約218×63×52㎜  約35g
甲寸／約820×365×400㎜ 甲重／約12.0㎏

 ② 

②

 ￥1,500 （税込 ￥1,650 ）

 プチクック 回転みじん切り器   （グリーン） 
PC-KM02PC-KM02 421860

入数 24 

JAN／  4970368 421860 　　　　

製寸／約210×180×180㎜ 製重／約460g
箱寸／約210×180×145㎜ 箱重／約610g
甲寸／約435×555×605㎜ 甲重／約16.4㎏

グリーン

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）
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 ナチュラ
ちっちゃいオイルポット   0.8ℓ 

NR-17NR-17 086926

入数 18 

JAN ／  4975192 086926 　　　　
製寸／約200×140×125㎜　　製重／約360g
箱寸／約200×150×140㎜　　箱重／約430g
甲寸／約450×415×430㎜　　甲重／約8.66㎏
適正／約0.8ℓ

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。
内側ふっ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。

活性炭フィルター付タイプは、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。

材質／本体：鉄（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
　　　フタ：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）

 ￥2,700 （税込 ￥2,970 ）

片手で開けられるスライドフタで作業効率UP !

活性炭フィルター1個付

ナチュラ
ちっちゃいオイルポット   0.6ℓ（活性炭付） 

NR-18NR-18 086933

入数 18 

JAN ／  4975192 086933 　　　　
製寸／約200×140×125㎜　　製重／約360g
箱寸／約200×150×140㎜　　箱重／約450g
甲寸／約450×415×430㎜　　甲重／約9.18㎏
適正／約0.8ℓ（活性炭フィルターセット時：約0.6ℓ）

 ￥3,500 （税込 ￥3,850 ）

 天ぷら名人
きれいにこせるオイルポット   1.2ℓ 

TM-06TM-06 693632

入数 16 

JAN ／  4970368 693632 　　　　
製寸／約200×140×152㎜　　製重／約380g
箱寸／約200×150×170㎜　　箱重／約470g
甲寸／約410×600×355㎜　　甲重／約8.44㎏
適正／約1.2ℓ

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

片手で開けられるスライドフタで作業効率UP !

40メッシュの細かい網目のこし網と、活性炭の
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500㏄をろ過した場合）

 天ぷら名人
きれいにこせるオイルポット   1.0ℓ（活性炭付） 

TM-07TM-07 693649

入数 16 

JAN ／  4970368 693649 　　　　
製寸／約200×140×152㎜　　製重／約380g
箱寸／約200×150×170㎜　　箱重／約490g
甲寸／約410×600×355㎜　　甲重／約8.86㎏
適正／約1.2ℓ（活性炭フィルターセット時：約1ℓ）

 ￥3,800 （税込 ￥4,180 ）

活性炭フィルター1個付

 天ぷら名人 すくい油きり浅型    
TM-08TM-08 693656

入数 20/120 

JAN ／  4970368 693656 　　　　
製寸／約280×130×30㎜ 製重／約50g
包寸／約280×130×30㎜ 包重／約58g
甲寸／約485×300×385㎜ 甲重／約7㎏

すくったらそのまま油きり!
浅型なのでフライパンにも使えます。

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!
●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。

材質／アミ：18-8ステンレス鋼
　　　ハンドル・枠：ステンレス鋼

 ￥800 （税込 ￥880 ）

すくったらそのまま油きり!
浅型なのでフライパンにも使えます。

●ヘタりにくい太目の線径 !
●オールステンレス製でサビにくい。
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 天ぷら名人 すくい油きり    
TM-01TM-01 693014

入数 10/40 

JAN ／  4970368 693014 　　　　
製寸／約303×130×50㎜ 製重／約115ｇ
包寸／約303×130×50㎜ 包重／約120ｇ
甲寸／約330×280×345㎜ 甲重／約6.3㎏

まとめてすくえる油切りざる。
取っ手付きで使いやすい。

●鍋より一回り小さいものがオススメです。
●フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。 
　油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので
　調理の負担が軽減できます。
●野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!
●サビに強いステンレス製。

小回りのきくミニタイプ。
サッとすくえて便利です。

材質／本体：ステンレス鋼
　　　樹脂部：シリコーンゴム

まとめてすくえる油切りざる。
取っ手付きで使いやすい。

 ￥1,100 （税込 ￥1,210 ）
 天ぷら名人 深型天ぷら鍋油きりざる    
TM-03TM-03 693038

入数 10/40 

JAN ／  4970368 693038 　　　　
製寸／約350×180×142㎜ 製重／約215ｇ
包寸／約350×180×142㎜ 包重／約225ｇ
甲寸／約685×385×390㎜ 甲重／約11.9㎏
本深／約115㎜

深型タイプ。
一度に油切りができて作業が楽に!

 ￥1,600 （税込 ￥1,760 ）

 デイズ お玉スタンド    
DS-103DS-103 087619

入数 96 

JAN ／  4975192 087619 　　　　
製寸／約120×150×42㎜ 製重／約60g
包寸／約160×42×190㎜ 包重／約65g
甲寸／約635×285×415㎜ 甲重／約7.2㎏

底が深いためお玉を安定して
立てることができます。
鍋料理など、卓上でいただくときにも便利に使えるお玉スタンド。

材質／ポリプロピレン
　　　（耐熱温度120℃、耐冷温度ー20℃）

 ￥300 （税込 ￥330 ）

菜箸を立てられるくぼみ付き!コンパクトな形状で場所を取りません。

取り外して洗浄できます。

 デイズ ふたスタンド    
DS-104DS-104 087626

入数 80 

JAN ／  4975192 087626 　　　　
製寸／使用時：約135×150×150㎜ 製重／約72g
包寸／約180×45×185㎜ 包重／約75g
甲寸／約690×325×375㎜ 甲重／約7㎏
セット内容／本体×1、支柱×2

支柱の位置を変えることで様々なフタ形状に対応 !
安定して立てることができます。
支柱は取り外して洗うことができるため、衛生的に使えます。

 ￥350 （税込 ￥385 ）

本体裏に支柱を
収納できます。

支柱を動かして2段階に
角度調整 !
色々なふたを置けます。

フタについた水滴がこぼれにくいため、
キッチンを濡らしにくいです。

レンゲや菜箸、タブレットを置けるくぼ
みがあるためマルチに活躍します。
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プチクック
すりおろしレンゲ君 2本組   （ピンク） 

PC-R01PC-R01 421617 JAN／  4970368 421617 　　　　 ① ①

プチクック
すりおろしレンゲ君 2本組   （オレンジ） 

PC-R02PC-R02 421624 JAN／  4970368 421624 　　　　 ② ②

プチクック
すりおろしレンゲ君 2本組   （グリーン） 

PC-R03PC-R03 421631 JAN／  4970368 421631 　　　　 ③ 
③

ラーメンやお鍋の
具材だけがすくえる
キュートな穴付。

 プチクック シリコンスチーマー角型   （グリーン） 
PC-SS06PC-SS06 424403

入数 30 

JAN／  4970368 424403 　　　　

製寸／約255×145×85㎜ 製重／約270g
箱寸／約315×225×40㎜ 箱重／約350g
甲寸／約325×490×465㎜ 甲重／約11.5㎏
本深／約61㎜  満水／1.2ℓ

材質／シリコーンゴム
　　　（耐熱温度ー40℃～220℃）

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）

グリーン

 プチクック すりおろしレンゲ君 2本組
POPディスプレーセット    

PC-R20POPPC-R20POP 421655

入数 1/10 

JAN ／  4970368 421655 　　　　
製寸／約170×50×36㎜ 製重／約13g
包寸／約245×70×25㎜ 包重／約28g
甲寸／約770×335×420㎜ 甲重／約8.5㎏
台紙付サイズ／約750×315×65㎜ 台紙付重／約710g

ニンニクやショウガなど、
薬味がおろせるユニークなレンゲ君!
カラフルなカラーでキュート!

レンゲの内面で薬味が簡単におろせて便利 !
用途やお好みに合わせて選べる4色カラー。

材質／本体：アクリル樹脂
　　　 （耐熱温度80℃）

※各色2本組5セット
　計20セット

 ￥7,000 （税込 ￥7,700 ）
プチクック
すりおろしレンゲ君 2本組   （ホワイト） 

PC-R04PC-R04 421648

入数 20/120 

JAN／  4970368 421648 　　　　

製寸／約170×50×36㎜ 製重／約13g
包寸／約245×70×25㎜ 包重／約28g
20入小箱サイズ／約245×210×100㎜ 小箱重／約700g
甲寸／約420×255×330㎜ 甲重／約4.6㎏

 ④ ④

 ￥350 （税込 ￥385 ）

 プチクック シリコンスチーマー角型   （レッド） 
PC-SS05PC-SS05 424397 JAN／  4970368 424397 　　　　

余分な油をスッキリ落とせる底面波型突起形状 !
食品の温め・調理・下ごしらえなど、多彩にお料理をアシスト! 蒸し料理も得意です。

※対応電子レンジサイズ
庫内幅30㎝以上・ターンテー
ブル式は直径が28㎝以上。

取説内には、加熱時間約2～6分で手軽に作れるレシピ付。
使い方に慣れたら市販のレシピ本やネットで見かけたグルメ
レシピを参考に、蒸し器やせいろで作れるメニューにも挑戦
していきましょう!

レッド

●本体がたためて収納でき、コンパクト!
キッチンにやさしい省スペースタイプ

●食材を適度な大きさに切り、レンジで
チン! 手軽に、素早くヘルシー料理

 お米のしゃもじ   ベージュ 
000300000300 000300

入数 12×10 

JAN／  4541858 000300 　　　　
製寸／全長約230㎜ 製重／約47g
包寸／約90×160㎜ 包重／約52g
箱寸／約245×265×80㎜ 箱重／約735g
甲寸／約260×410×560㎜ 甲重／約8㎏

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。
毎日使うものだからこそ使いやすく 、
地球にやさしく。

立つので置く場所に
困らず衛生的

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
｢ライスレジン®｣ を使用。お米の含有率は30% 。
CO2や石油系プラスチック、フードロスの削減を通じてSDGsに
貢献します。

材質／本体：ポリプロピレン お米（耐熱温度110℃）

 ￥400 （税込 ￥440 ）

エンボス加工でラクラク
よそえる

ライスレジン®特有の
優しい風合い

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
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 折りたたみ式 マイかご   （ベージュ） 
MK-101MK-101 086957

入数 30 

JAN／  4975192 086957 　　　　

製寸／約260×260×150㎜ 製重／約300g
包寸／約325×155×45㎜ 包重／約320g
甲寸／約500×290×500㎜ 甲重／約10.3㎏

材質／ポリプロピレン
　　　（耐熱温度120℃、耐冷温度ー20℃）
　　　ヒモ：PP・PA

 ￥1,000 （税込 ￥1,100 ）ベージュ

 アリビオ スタンド鍋つまみ   14㎝～18㎝用 
AL-1418AL-1418 891014

入数 10/100 

JAN ／  4970368 891014 　　　　
製寸／約90×53×42㎜ 製重／約45g
包寸／約125×75×45㎜ 包重／約50g
甲寸／約460×215×410㎜ 甲重／約6.4㎏

普通の蓋がスタンド式蓋に変身 !もう置き場所に困らない !
しっかりして持ちやすいツマミです。
ガラス蓋にも取付け可能です。

取付方法取付方法
①既存のツマミを取り外します。
②右図のように本製品を取り付け
　ます。必要に応じて、座金・パッキン
　を使用します。
※フタの形状により使用できないものがあります。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

材質／本体：フェノール樹脂
　　　ネジ・座金：ステンレス鋼
　　　パッキン：シリコーンゴム

 ￥350 （税込 ￥385 ）
 アリビオ スタンド鍋つまみ   20㎝～22㎝用 
AL-2022AL-2022 891021

入数 10/100 

JAN ／  4970368 891021 　　　　
製寸／約123×54×45㎜ 製重／約60g
包寸／約153×75×48㎜ 包重／約65g
甲寸／約460×260×420㎜ 甲重／約8.0㎏

 ￥400 （税込 ￥440 ）
 アリビオ スタンド鍋つまみ   24㎝～28㎝用 
AL-2428AL-2428 891038

入数 10/100 

JAN ／  4970368 891038 　　　　
製寸／約145×60×67㎜ 製重／約80g
包寸／約178×75×70㎜ 包重／約85g
甲寸／約465×305×525㎜ 甲重／約10.7㎏

 ￥450 （税込 ￥495 ）

 リサイクルクラッシャー踏み踏み ミニ    
RC-2MRC-2M 691027

入数 8 

JAN／  4970368 691027 　　　　
製寸／約319×164×48㎜ 製重／約1,930g
箱寸／約335×190×75㎜ 箱重／約2,140g
甲寸／約390×350×305㎜ 甲重／約17.4㎏

楽しくつぶして
資源リサイクル。

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。

材質／本体：鉄（シリコン焼付け塗装）
　　　　　 踏み板2.0㎜・受け台2.3㎜
　　　ツマミ：ポリプロピレン

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）

 折りたたみ式 マイかご   （ブラウン） 
MK-100MK-100 086940 JAN／  4975192 086940 　　　　

繰り返して使える環境に優しいマイバッグとして
お弁当やお惣菜の持ち運びに便利です。
●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。

テイクアウトに。すっぽり入る正方
形型。受け取り時にサッと出せる。

アウトドア・レジャーに。積み重ねも
できる。組み立ても収納も簡単。

コンパクトに折りたためて、
持ち運びもラクラク♪

ブラウン

オードブルやSサイズピザに。
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 キャッチフィールド 
カラビナ付キャンプスプーン    

CF-103CF-103 087695

入数 50 

JAN ／  4975192 087695 　　　　
製寸／約170×37×22㎜ 製重／約22g
包寸／約230×70×20㎜ 包重／約30g

持ち運びや、野外での使用時に
便利なカラビナ付

●カラビナ付でリュック紐やロープに吊り下げることができます。
●携帯しやすい軽量タイプ。
●お手入れのしやすいステンレス製カトラリー。

 ￥480 （税込 ￥528 ）

 キャッチフィールド 
カラビナ付キャンプフォーク    

CF-104CF-104 087701

入数 50 

JAN ／  4975192 087701 　　　　
製寸／約170×23×24㎜ 製重／約18g
包寸／約230×70×25㎜ 包重／約25g

 ￥480 （税込 ￥528 ）

 カレースコップ    
369006369006 640083

入数 12/480 

JAN ／  4560440 640083 　　　　

Shovel spoon ＆ fork

製寸／全長約175㎜ 製重／約40g
包寸／約230×50㎜ 包重／約48g

アウトドアにもピッタリ♪遊び心あふれるスコップモチーフ。
いつもの食事が冒険みたいに楽しくなりそう!

話題の植木鉢スイーツや、ダムカレーなど、掘削しながら食べ進めるみたいでワクワク感があります。
取っ手は引っ掛けて収納したり、ヒモを通してディスプレイできます。ステンレス製でお手入れ簡単。

材質／ステンレススチール

食器洗浄器
対応

 ① 

①

 ￥450 （税込 ￥495 ）
 ランチスコップ    

369013369013 640182

入数 12/600 

JAN ／  4560440 640182 　　　　
製寸／全長約145㎜ 製重／約23g
包寸／約200×45㎜ 包重／約26g

 ② 

②

 ￥380 （税込 ￥418 ）
 ミニスコップ    

369014369014 640175

入数 12/600 

JAN ／  4560440 640175 　　　　
製寸／全長約115㎜ 製重／約13g
包寸／約170×40㎜ 包重／約15g

 ③ 

③

 ￥280 （税込 ￥308 ）

 スパゲティフォーク    
369005369005 640090

入数 12/480 

JAN ／  4560440 640090 　　　　
製寸／全長約175㎜ 製重／約38g
包寸／約230×50㎜ 包重／約46g

 ④ 

④

 ￥450 （税込 ￥495 ）
 ヌードルフォーク    

369015369015 640229

入数 12/600 

JAN ／  4560440 640229 　　　　
製寸／全長約145㎜ 製重／約19g
包寸／約200×45㎜ 包重／約22g

 ⑤ 

⑤

 ￥380 （税込 ￥418 ）
 ミニフォーク    

369016369016 640212

入数 12/600 

JAN ／  4560440 640212 　　　　
製寸／全長約115㎜ 製重／約11g
包寸／約170×40㎜ 包重／約13g

 ⑥ 

⑥

 ￥280 （税込 ￥308 ）

 オムライススコップ    
03690170369017 640519

入数 480 

JAN ／  4560440 640519 　　　　
製寸／全長約180㎜ 製重／約36g
包寸／約235×55㎜ 包重／約40g

材質／ステンレススチール

食器洗浄器
対応

 ⑦ 

⑦

 ￥450 （税込 ￥495 ）
 チャーハンスコップ    

03690190369019 640397

入数 600 

JAN ／  4560440 640397 　　　　
製寸／全長約145㎜ 製重／約25g
包寸／約200×45㎜ 包重／約28g

 ⑧ 

⑧

 ￥380 （税込 ￥418 ）
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材質／本体：ステンレススチール
　　　カラビナ：アルミニウム

※カラビナのみ中国製

 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 

CF-105CF-105 087718

入数 30 

JAN ／  4975192 087718 　　　　
製寸／スプーン 約170×37×22㎜ 製重／約22g
 フォーク 約170×23×24㎜ 約18g
総重量／約42g
包寸／約230×70×25㎜ 包重／約45g
セット内容／スプーン・フォーク 各1

 ￥850 （税込 ￥935 ）

 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    

CF-106CF-106 087725

入数 30 

JAN ／  4975192 087725 　　　　
製寸／スプーン 約160×32×10㎜ 製重／約30g
 フォーク 約160×23×8㎜ 約26g
 ナイフ  約167×15×2㎜ 約25g
総重量／約82g
包寸／約230×70×15㎜ 包重／約87g
セット内容／スプーン・フォーク・ナイフ 各1

 ￥1,000 （税込 ￥1,100 ）

 キャッチフィールド メスティン   1.5合用 
CF-101CF-101 087480

入数 40 

JAN ／  4975192 087480 　　　　
製寸／約290×98×66㎜ 製重／約165g
 収納時：約176×98×70㎜
 内径／約160×90㎜
箱寸／約185×105×80㎜ 箱重／約220g
甲寸／約540×340×385㎜ 甲重／約10.1㎏
本深／57㎜  満水／750㎖

アウトドアを便利に楽しくするアイテムをそろえました。

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。

材質／本体：アルミニウム（アルマイト加工） 底の厚さ1.0㎜
　　　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

 ￥1,500 （税込 ￥1,650 ）

目盛付

 キャッチフィールド アウトドア5点セット    
CF-102CF-102 087497

入数 16 

JAN ／  4975192 087497 　　　　
箱寸／約235×185×80㎜ 箱重／約630g
甲寸／約490×380×360㎜ 甲重／約11.4㎏
セット内容／メスティン1.5合・メッシュトレー・折畳み簡易コンロ・収納袋 各1、

シェラカップ×2

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。

 ￥4,000 （税込 ￥4,400 ）

炊く炊く

 ①メスティン 1.5合用    
製寸／約290×98×66㎜ 製重／約165g
本深／57㎜  満水／750㎖

材質／本体：アルミニウム（アルマイト加工）
　　　　   底の厚さ1.0㎜
　　　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

①

 ②シェラカップ    
製寸／約175×125×42㎜ 製重／約87g
満水／300㎖

材質／ステンレス鋼

②

 ③メッシュトレー    
製寸／約159×88×15㎜ 製重／約37g

材質／ステンレス鋼

③

 ④折畳み簡易コンロ    
製寸／約102×75×55㎜ 製重／約100g

材質／亜鉛メッキ鋼板

④

 ⑤収納袋    
製寸／約290×265㎜ 製重／約23g

材質／ポリエステル

⑤

茹でる茹でる

温める温める 蒸す蒸す
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 キャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル    
CF-107CF-107 088029

入数 15 

JAN ／  4975192 088029 　　　　
製寸／約495×353×250㎜、収納時：約495×353×45㎜
製重／約820g
箱寸／約495×350×45㎜ 箱重／約920g
甲寸／約695×510×370㎜ 甲重／約14.8㎏
耐荷重／4㎏
セット内容／天板×1、脚×4、ドリンクホルダー×2

屋外でも室内でも手軽に使えます。
本体に脚が収納できるため移動もラクラク!
●簡単に組み立て&収納ができて、使う場所を問わない軽量テーブル!
●屋外でアウトドアや運動会、室内でのキッズテーブルなど使い方いろいろ!

材質／ポリプロピレン（耐熱温度ー20℃～100℃）

 ￥2,000 （税込 ￥2,200 ）

ゴミ袋を掛けるフックに
もなります。

軽量で片手で持ち運び。ドリンクホルダー付。 テーブルの裏に全ての付属品
をコンパクトに収納可能!

 キャッチフィールド
クッキングシェラカップ   （サンドベージュ） 

CF-108SCF-108S 088548 JAN／  4975192 088548 　　　　

製寸／約180×123×60㎜ 製重／約100g
本深／約45㎜ 満水／360㎖ 適正／300㎖

アウトドアを便利に楽しくするアイテムをそろえました。

アウトドアでの少量の調理やあたために便利なシェラカップ。
全5色のカラー展開でアウトドアが楽しくなること間違いなし!
オーブン対応で調理の幅が広がります。

材質／本体：アルミニウム（底の厚さ1.0㎜）
　　　      （内面：ふっ素樹脂塗膜加工・外面：焼付け塗装）
　　　取っ手：アルミニウム（焼付け塗装）

 ① 

オーブン対応
※電子レンジでは使用できません。

素手でも安定して持ち
やすい形状。

グローブを着けたまま持
てるので、熱いスープや
コーヒーでも安心です。

①

 キャッチフィールド
クッキングシェラカップ   （ブライトイエロー） 

CF-108YCF-108Y 088555 JAN／  4975192 088555 　　　　 ② 

②

 キャッチフィールド
クッキングシェラカップ   （カーキグリーン） 

CF-108GCF-108G 088562 JAN／  4975192 088562 　　　　 ③ 

③

 キャッチフィールド
クッキングシェラカップ   （ボルドーレッド） 

CF-108RCF-108R 088579 JAN／  4975192 088579 　　　　 ④ 

④

 キャッチフィールド 
クッキングシェラカップ    （スカイブルー） 

CF-108BCF-108B 088586 JAN／  4975192 088586 　　　　

 ￥1,300 （税込 ￥1,430 ）

 ⑤ 

⑤
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 エレット 多機能スタミナラジオライト   （レッド） 
ET-21RET-21R 086520 JAN／  4975192 086520 　　　　

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!

保証書付

 エレット 多機能スタミナラジオライト   （ブラック）  エレット 多機能スタミナラジオライト   （ブラック）  エレット 多機能スタミナラジオライト
ET-21BKET-21BK 086537

入数 36 

JAN／  4975192 086537 　　　　

製寸／約150×45×80㎜ 製重／約270g
箱寸／約160×55×95㎜ 箱重／約320g
甲寸／約340×355×315㎜ 甲重／約11.2㎏
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・単四電池×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

 ￥6,000 （税込 ￥6,600 ）

ソーラー充電&USB充電&手回し充電。
●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 !

災害などのいざという時への備えとしてだけでなく、普段使いにも便利な「エレット」のライトシリーズ。

 エレット 3WAY充電ラジオライト    
ET-13ET-13 084519

入数 20 

JAN ／  4975192 084519 　　　　
製寸／約140×70×205㎜ 製重／約450g
箱寸／約158×77×213㎜ 箱重／約545g
甲寸／約410×310×445㎜ 甲重／約11.6㎏
光源／LED5灯・LED8灯・サイレン時：赤色LED4灯
電源／ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単三電池×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・サイレン材質／ABS樹脂・AS樹脂

※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。

保証書付

LED5灯LED5灯LED8灯LED8灯

 ￥7,000 （税込 ￥7,700 ）

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!

※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。

 エレット マルチコンパクトラジオ    
ET-14ET-14 084526

入数 36 

JAN ／  4975192 084526 　　　　
製寸／約140×40×80㎜ 製重／約225g
箱寸／約155×50×80㎜ 箱重／約285g
甲寸／約325×360×300㎜ 甲重／約10.7㎏
光源／LED1灯 バッテリー容量／500mA
電源／ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単四電池×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

材質／ABS樹脂・
ポリスチレン

保証書付

 ￥5,000 （税込 ￥5,500 ）

アウトドアにもピッタリの
懐中電灯+ランタン機能。

LED1灯

LED5灯

 エレット ラジオトーチ    
ET-19ET-19 084595

入数 50 

JAN ／  4975192 084595 　　　　
製寸／約φ75×215㎜ 製重／約210g
箱寸／約85×85×230㎜ 箱重／約290g
甲寸／約430×430×485㎜ 甲重／約14.9㎏
光源／LED5灯・1灯 充電方式／手回し・USB充電
電源／充電池・USB充電または単三電池×3本使用（別売）
機能／ライト（懐中電灯・ランタン）・FMラジオ
付属品／専用USBケーブル材質／ABS樹脂

保証書付

 ￥3,000 （税込 ￥3,300 ）

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

モバイルバッテリーも搭載!

※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。  エレット 多機能ポータブルライト    

ET-17ET-17 084571

入数 50 

JAN ／  4975192 084571 　　　　
製寸／約145×55×45㎜ 製重／約130g
箱寸／約160×65×50㎜ 箱重／約165g
甲寸／約330×330×300㎜ 甲重／約8.7㎏
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ケーブル材質／ABS樹脂

保証書付

LED3灯

 ￥2,500 （税込 ￥2,750 ）

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。

材質／ABS樹脂、ポリスチレン

レッド

※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。

ブラック




