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珈琲考具シリーズ動画

ドリッパー紹介動画 コーヒー淹れ方動画

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾21×奥行8.2×高さ9.8cm
日本製　入数30
JAN 4957423082624　42342
※直火不可

ワンドリップポット Pro　￥4,400

材質　 ： ［本体］18-8ステンレス　
　［ハンドル･つまみ］18-8ステンレス
　［底］18-0ステンレス

サイズ ： 巾28×底径14×高さ16cm
日本製　入数12
JAN 4957423082020　40438

ドリップポットＩＴＴＥＫＩ
ステンレスハンドル ￥5,500

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ［本体］18-8ステンレス　
　［ハンドル･つまみ］天然木
　［底］18-0ステンレス

サイズ ： 巾32.5×底径14×高さ16cm
日本製　入数12
JAN 4957423082013　40437

ドリップポットＩＴＴＥＫＩ
木ハンドル　￥5,500

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

ツードリップポット Pro  ￥5,280
材質　 ： ［本体・ハンドル］18-8ステンレス　

　［底］21-0ステンレス
サイズ ： 巾25.5×奥行13×高さ11cm
日本製　入数24
JAN 4957423082501　42343

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

従来品 珈琲考具シリーズ

フチは水切れが良い
外巻き加工。

すっきりした味わいが生まれるワイヤードリッパー。

こだわりの味をブレさせない、思いどおりのハンドドリップを。

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾13.2×奥行9.5×高さ7.8㎝
日本製    入数60
JAN 4957423086349　42158

ワンドリッパー
￥1,980

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾15×奥行10.8×高さ8.8cm
日本製    入数60
JAN 4957423078719　39530

ドリッパー
￥2,200

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾15×奥行11.3×高さ9.8㎝
日本製    入数50
JAN 4957423086332　42157

ドリッパー 大
￥2,420

立ちのぼる香り、あなた好みの珈琲を淹れられるハンドドリップ。

美味しさを引き出す機能と使いやすいフォルム、

どんなインテリアにもなじむ美しいステンレスにこだわりました。

プロが淹れたような味わいを気軽に楽しむことができ、

いつまでもあなたの珈琲ライフを彩ります。

内径4.5mmの極細の注ぎ口。お湯が一気
に出ないのでドリップしやすい。

点滴のようにポタポタとお湯を落とすこ
とができます。

ワイヤーフレームはフィルターを塞がないので、
雑味の少ないコーヒーに。

カップやサーバーに直接セットできます。

適温でコーヒーをより美味しく。クリップでしっ
かり固定できます。

1杯用2～4
杯用

2～6
杯用

適正
0.7ℓ

適正
0.7ℓ

適正
 500mℓ

適正
 300mℓ

new

new

new

温度計 ￥1,980
材質　 ： ステンレス鋼・ガラス
サイズ ： ［温度計］径3.5×全長11㎝

　［クリップ］巾1.5×奥行4.5×高さ5㎝
日本製    入数100
JAN 4957423086370　42161

円すい形と台形のどちらのフィルターも使えます。 臭い移りせず衛生的なステンレス製です。

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾14.5×奥行12×高さ9.3cm
日本製    入数60
JAN 4957423084321　41288

プレートドリッパー
￥2,750

深煎りコーヒーにおすすめ。

2～4
杯用

new

new

new
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約8g

約1g

約10g

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾20.5×奥行13.3×高さ9.5cm
日本製　入数24
JAN 4957423082488　40624
※IH使用不可

ミルクパン　￥2,750
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾6.1×奥行4.2×高さ2.4cm
日本製    入数120
JAN 4957423082631　40641

10gメジャー　￥770
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾11×奥行4.6×高さ2.1ｃｍ
日本製    入数120
JAN 4957423082549　40629

2cupメジャー　￥1,100

材質　 ： ［フタ･容器］18-8ステンレス
　［本体］18-8ステンレス・ポリプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・鉄
　［ハンドル］ステンレス・ポリプロピレン
　［刃部］セラミック磁器
　［グリップ］シリコーンゴム

サイズ ： 巾13.3×奥行5×高さ19cm
日本製　入数20
JAN 4957423084307　41286

パウダーコントロールミル
￥8,800

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径7.9×高さ11.4cm
日本製　入数48
JAN 4957423082464　40622

キャニスター　￥3,850

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径5.8×高さ7.5cm
日本製    入数100
JAN 4957423082518　40627

パウダーコントロール
￥2,200 

材質　 ： 飽和ポリエステル樹脂
 ［フタ］ポリプロピレン

サイズ ： 巾15×奥行12.2×高さ13.7cm
日本製　入数24
JAN 4957423084338　41289

割れにくいサーバー
￥1,650

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径8.4×高さ10.3cm
日本製
JAN 4957423084314　41287

パウダーコントロール 大
￥3,850

2～3
杯用

1～2
杯用

コーヒー粉
100g

中挽きの粉を網の上にのせて振るだけで、細かな粉が下に落ち、均一な粒だけを取り出すことができる。
粒だけを使ったコーヒーは雑味のない味わいに。

左右に振ります。挽いた豆を入れます。

約20g入れられます。

お好みの粗さに調整可能。

粗挽き 細挽き中挽き

雑味の原因となる
微粉を取り除くコーヒーミル

セラミック刃を採用。摩擦熱が発生し
にくく、豆の風味を損ないません。

細かいメッシュアミで挽いた粉から微
粉を取り除けます。

ドリッパーを直接セットできる口径。本体は耐久性に優れた「トライタン」
樹脂を使用。軽量で落としても割れ
にくい。

目安がわかりやすい
目盛付き。

液だれしにくい注ぎ口形状。 目盛付きで使いやすい。

微粉が取り除かれた粉でドリップ。

収納しやすいコンパクトサイズ。　

適正
 700mℓ

容量
1ℓ

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

new

材質　 ： ポリエステル　
サイズ ： 巾16×高さ11.5cm
日本製    入数600
JAN 4957423082495　40625

繰り返し使えるフィルター
￥770

材質　 ： 麻（リネン）
サイズ ： 巾18×高さ13㎝
日本製    入数600
JAN 4957423086363　42160

リネンフィルター
￥770

コーヒーオイルを
しっかり抽出する

微粉を下に落とさないので、口当たり
なめらかなコーヒーに。

コーヒーオイルをしっかり抽出するの
でコクのあるコーヒーに。

水洗いできるので、繰り返し使えて経済的。

水洗いできるので、繰り返し使えて経済的。

1～4
杯用

1～3
杯用

new
珈
琲
考
具
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シェイクdeラテ紹介動画

材質　 ： 18-8ステンレス、シリコーンゴム　
サイズ ： 外径7.7×高さ16.3cm
日本製　入数48
JAN 4957423082471　40623

シェイクdeラテ　
￥4,180

材質　 ： 18-8ステンレス
  ［脚ゴム］シリコーンゴム　

サイズ ： 巾13.8×奥行5×高さ10ｃｍ
日本製   入数48
JAN 4957423082556　40630

フィルタースタンド　
￥1,100

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径6×高さ9.5cm
日本製   入数40
JAN 4957423082457　40621

カトラリースタンド　
￥2,750

材質　 ： 18-8ステンレス
  ［棚］18-0ステンレス

サイズ ： 巾40.2×奥行12×高さ21cm
日本製    入数12
JAN 4957423078757　39544

コーヒードリッパースタンド
￥8,800

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径8×高さ9.5cm
日本製　入数48
JAN 4957423086417　42165

二重マグカップ 330mℓ
￥3,300

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径7×高さ8cm
日本製　入数48
JAN 4957423086400　42164

二重マグカップ 230mℓ
￥2,970

材質　 ： 牛革
サイズ ： 巾12.5×高さ4㎝
日本製
JAN 4957423086455　42169

ハンドルカバー
￥1,320

フィルターケース
￥1,650
材質　 ： ポリウレタン
サイズ ： 巾21.5×高さ14.8㎝
日本製
JAN 4957423086431　42167

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾2.6×全長14.8㎝
日本製　入数60
JAN 4957423086516　42175

マグカップスプーン 5本組
￥1,650

フ タ

メッシュ棒

下容器

2 0秒シェイクで
ふわふわミルクが完成

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾4.5×全長17.2cm
日本製　入数120
JAN 4957423082600　40636

パウダースプーン
￥660

袋からすくって、そのまま振れる。

バーの幅が左右でちがうので、様々なドリッパーに対応します。

冷えた牛乳を注ぎます。 メッシュ棒をセット。 容器を押さえて上下にシェイク。 ふわふわミルクの完成！

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾2.4×全長13㎝
日本製　入数60
JAN 4957423086424　42166

コーヒースプーン 5本組
￥1,320

二重構造で冷めにくい。

円すい・扇型フィルター入れに、持ち運びに！ オシャレにカバー。ステンレスハンドル製品におすすめ。

たためるハンドルで持ち運びに便利。

new
new

newnew

new new

つや消し仕上げとなめらかなフォルムが美しいスプーン。

2種類のフィルターを収納できます。 下に重心があり倒れにくい。

カップに合わせて台の
高さを3段階に調節できます

5.3
cm

7.5
cm

珈
琲
考
具
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3

1 2

4
5

6

7

8
9

10

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ［本体･フタ･ハンドル］ 18-8ステンレス
  ［底］ 18-0ステンレス　

サイズ ： 巾28×底径14×高さ16cm
日本製    入数12
JAN 4957423082587　40633

黒 ドリップポット ＩＴＴＥＫＩ
￥19,800

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾21×奥行8.2×高さ9.5cm
日本製    入数30
JAN 4957423084383　41294
※直火不可

黒 ワンドリップ　
￥13,200

材質　 ： 18-8ステンレス､シリコーンゴム
サイズ ： 巾7.7×高さ16.3cm
日本製　入数48
JAN 4957423084420　41298

黒 シェイクdeラテ
￥13,200

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ［本体･ハンドル］ 18-8ステンレス
　［底］ 18-0ステンレス

サイズ ： 巾26×奥行13×高さ11cm
日本製    入数24
JAN 4957423084468　41302

黒 ツードリップポット
￥16,500

ステンレスの表面の酸化被膜を厚くし、色を変える加工です。
酸化被膜は表面を保護する役割があるため、加工によって防錆力が高まります。
塗装やメッキに比べて発色効果が長持ちし、
見る角度により色調が微妙に変化するので表情の面白さが生まれます。

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾6.1×奥行4.2×高さ2.4cm
日本製    入数120
JAN 4957423084437　41299

黒 10ｇメジャー
￥1,980

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾11×奥行4.6×高さ2.1cm
日本製    入数120
JAN 4957423084390　41295

黒 2cupメジャー　
￥1,980

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾20.5×奥行13.3×高さ9.5cm
日本製　入数24
JAN 4957423084413　41297
※IH使用不可

黒 ミルクパン　
￥11,000

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾4.5×全長17.2cm
日本製    入数120
JAN 4957423084406　41296

黒 パウダースプーン　
￥1,650

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾15×奥行10.8×高さ8.8cm
日本製    入数60
JAN 4957423084444　41300

黒 ドリッパー　
￥5,500

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 外径5.8×高さ7.5cm
日本製    入数100
JAN 4957423084451　41301

黒 パウダーコントロール　
￥5,500

21 3 4

5 6 7 8

9 10

黒 発 色 と は

材質　 ： 18-8ステンレス
　　 （ポリエステル樹脂粉体塗装）

サイズ ： 巾21×奥行8.2×高さ9.5cm
日本製　入数30
JAN 4957423086479　42171

白 ワンドリップポット　
￥4,730

材質　 ： 18-8ステンレス
　　 （ポリエステル樹脂粉体塗装）

サイズ ： 巾15×奥行11.3×高さ9.8cm
日本製　入数50
JAN 4957423086462　42170

白 ドリッパー 大　
￥2,750

new new

1～2
杯用

2～4
杯用

焙煎イメージ

ハンドルを回して均一に煎ることができます。

五徳の上に安定して置けます。

お好みの焙煎具合でお楽しみいただけます。

側面のフタをずらして生豆を入れます。

焙煎時に出る薄皮を取り除けます。カス火とIHに対応しています。

材質　 ： 鉄（透明シリコーン樹脂塗装）
 ［取手・ネット］18-8ステンレス

サイズ ： 巾33×奥行16.5×高さ9.5㎝
日本製
JAN 4957423086394　42163

煎りパン　￥4,400

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

new

ロースター　￥19,800
材質　 ： ［本体］ステンレス鋼

 ［ハンドル］ポリプロピレン
サイズ ： 巾 24.5×奥行12×高さ16.5㎝
日本製
JAN 4957423088459　42937

new
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茶考具シリーズ動画

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾11.5×奥行11.5×高さ16.8cm
日本製    入数24
JAN 4957423083331　40869

黒 ドリッパー＆スタンド
￥3,300

材質　 ： ［本体･フタ･ストレーナー］
　 18-8ステンレス
　［つる］18-0ステンレス

サイズ ： 巾14×奥行11.2×高さ14.2cm
日本製    入数36
JAN 4957423084475　41303

黒 急須
￥14,300

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾9.2×奥行5.8×高さ2.8cm
日本製    入数120
JAN 4957423084482　41304

黒 ティーストレーナー
￥3,520

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾9.2×奥行3.1×高さ1.7cm
日本製
JAN 4957423084499　41305

黒 茶さじ
￥1,320

緑茶 コーヒー ※フィルター必要

スタンドをひっくり返して
高さを調節できます。

だし茶漬け

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾9.2×奥行3.1×高さ1.7cm
日本製
JAN 4957423084345　41290

茶さじ　￥770

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾11.5×奥行11.5×高さ16.8cm
日本製    入数24
JAN 4957423082433　40619

ドリッパー＆スタンド
￥1,980

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径7.8×高さ10.8cm
日本製    入数48
JAN 4957423082440　40620

茶筒　￥3,850
材質　 ： ［本体］18-8ステンレス

　 ［つる］18-0ステンレス　
サイズ ： 巾14×奥行11.2×高さ14.2cm
日本製    入数36
JAN 4957423082570　40632

急須　￥5,500

ストレーナー付き

軽くて丈夫なステンレス製。 軽くて丈夫なステンレス製。

茶葉
200g

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 全長17.2×径1.6cm
日本製
JAN 4957423084376　41293

ティーマドラー　￥1,980

香りと味わいを楽しむハンドドリップ。

容量
 500mℓ

newnew

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径11×高さ5.4cm
日本製    入数12
JAN 4957423082594　40634

スタッキング缶 10㎝
￥2,200

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径15×高さ7.5cm
日本製    入数12
JAN 4957423082655　40643

スタッキング缶 14㎝ 
￥3,300

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径19.1×高さ8.3cm
日本製    入数12
JAN 4957423082662　40644

スタッキング缶 18㎝ 
￥4,400

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾9.2×奥行5.8×高さ3cm
日本製    入数120
JAN 4957423082617　40637

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾5×全長12.3㎝
日本製
JAN 4957423086509　42174

マグボトルストレーナー
￥660

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径7.4×高さ9.4ｃｍ
日本製    入数48
JAN 4957423082563　40631

2層ステンレスマグ
￥3,300

ティーストレーナー
￥1,650

断面

受け皿付き

粗挽き 細挽き中挽き
セラミック刃を採用。摩擦熱が発生し
にくく、茶葉の風味を損ないません。

お好みの粗さに調整可能。

一番下に落ちた粉末は細かく、混
ざりやすい。

同じサイズも積み重ねられます。

こな茶ミル
￥8,800
材質　 ： ［フタ･容器］18-8ステンレス

　［本体］18-8ステンレス・ポリプロピレン・
　 ポリアセタール・ステンレス・鉄

　［ハンドル］ステンレス・ポリプロピレン
　［刃部］セラミック磁器
　［グリップ］シリコーンゴム

サイズ ： 巾13.3×奥行5×高さ19cm
日本製
JAN 4957423086493　42173

容量
 220mℓ

new

new

茶
考
具
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材質　 ： ［刀身］モリブデンバナジューム鋼
　［ハンドル］エラストマー樹脂

サイズ ： 全長27cm、刃渡り14.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423064613　34717

SAKURACLUB
三徳包丁　￥3,300

活性炭
カートリッジ
1個付

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ［粗砥］ダイヤモンド粒子 ［仕上砥］アルミナ系セラミック
　［ハンドル］ABS樹脂 ［フタ］ポリエステル樹脂
　［底ゴム］天然ゴム

サイズ ： 巾5×奥行19.6×高さ5.8cm
日本製　入数60
JAN 4957423074056　37954

SAKURACLUB  
ダブル砥石シャープナー　
￥2,530

材質　 ： ステンレス鋼
　［ハンドル］天然木

サイズ ： 全長34.5×奥行19.3×高さ10.5cm
日本製　入数20
JAN 4957423064729　37429

SAKURACLUB  
ゆきひら鍋 18cm　
￥2,750

材質　 ： ステンレス鋼
　［ハンドル・ツマミ］メラミン樹脂

サイズ ： 巾21.3×奥行17.5×高さ20cm
日本製　入数12
JAN 4957423066112　35179

SAKURACLUB 
笛吹きケトル 1.8ℓ　
￥5,500 材質　 ： ［容器］スチール（フッ素樹脂塗装）

　［フタ］ポリプロピレン
　［ハンドル・リング］66ナイロン
　［ろ過器・こし網］ステンレス鋼

サイズ ： 巾13.7×奥行20×高さ17.5cm
日本製　入数18
JAN 4957423066129　35180

SAKURACLUB 
オイルポット 活性炭カートリッジ付　
￥5,500

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

材質　 ： ポリプロピレン、ポリエステル　
サイズ ： 巾11.5×奥行6.5×高さ5cm
附属品 ： 受け容器、スプーン
日本製    入数60
JAN 4957423053044　31135

ウィンクル コーヒードリッパー
￥1,100

材質　 ： 鉄(透明シリコーン塗装）　
  ［取手］天然木  ［ネット］18-8ステンレス　

サイズ ： 巾16.6cm×全長34
日本製    入数20
JAN 4957423078740　39543

IH対応 焙煎器
￥4,400

材質　 ： ポリスチレン
サイズ ： 巾23.1×奥行7.3×高さ13.6cm
日本製    入数40
JAN 4957423030670　24521

コーヒーフィルターケース ブラック
￥880

水洗いして
繰り返し使えます

約100枚収納可能！
フィルターを

ホコリから守ります。

裏面 裏面

サイズ ： 巾30×奥行21×厚さ1cm
入数40
JAN 4957423064262　34629

SAKURACLUB 
まな板　 ￥1,650

サイズ ： 巾40×奥行28×厚さ1cm
入数12
JAN 4957423075145　38267

SAKURACLUB 
まな板 大　￥3,080

【SAKURACLUBまな板共通】
材質　 ： ポリプロピレン  ［フチ］熱可塑性エラストマー樹脂
日本製

桜 満 開 キ ッ チ ン

適正
1.3ℓ

容量
1.9ℓ

珈琲考具 ４点セット
（ドリップポットITTEKI木／ドリッパー／フィルター／サーバー）

￥13,200
材質　 ： 〈ドリッパー〉 18-8ステンレス

　〈ドリップポット〉 ［本体］ 18-8ステンレス
　　  ［ハンドル・つまみ］ 天然木　［底］ 18-0ステンレス

　〈サーバー〉 ［本体］ 飽和ポリエステル樹脂　［フタ］ ポリプロピレン
　〈フィルター〉 ポリエステル（耐熱100℃）

サイズ ： 〈ドリッパー〉 巾15×奥行10.8×高さ8.8cm
　〈ドリップポット〉 巾32.5×奥行14×高さ16cm
　〈サーバー〉 巾15×奥行12.2×高さ13.7cm
　〈フィルター〉 巾16×高さ11.5cm

日本製　JAN 4957423084642　41323

珈琲考具 ２点セット （ドリップポットITTEKI／ドリッパー）
￥9,900
材質　 ： 〈ドリッパー〉 18-8ステンレス

　〈ドリップポット〉 ［本体･フタ･ハンドル］ 18-8ステンレス　［底］ 18-0ステンレス　
サイズ ： 〈ドリッパー〉 巾15×奥行10.8×高さ8.8cm

　〈ドリップポット〉 巾28×底径14×高さ16cm
日本製　JAN 4957423084635　41322

珈琲考具 ２点セット （ワンドリップ／ドリッパー）
￥8,800
材質　 ： 〈ドリッパー〉 18-8ステンレス

　〈ワンドリップポット〉 18-8ステンレス
サイズ ： 〈ドリッパー〉 巾15×奥行10.8×高さ8.8cm

　〈ワンドリップポット〉 巾21×奥行8.2×高さ9.5cm
日本製　JAN 4957423084659　41324

茶考具 ２点セット （ドリッパー＆スタンド／ツードリップポット）
￥8,800
材質　 ： 〈ドリッパー＆スタンド〉 18-8ステンレス

　〈ツードリップポット〉 18-8ステンレス
サイズ ： 〈ドリッパー＆スタンド〉 巾11.5×奥行11.5×高さ16.8cm

　〈ツードリップポット〉 巾26×奥行13×高さ11cm
日本製　JAN 4957423084611　41320

茶考具 ２点セット （急須／茶筒）
￥11,000
材質　 ： 〈急須〉 ［本体･フタ･ストレーナー］ 18-8ステンレス　［つる］ 18-0ステンレス

　〈茶筒〉 18-8ステンレス
サイズ ： 〈急須〉 巾14×奥行11.2×高さ14.2cm

　〈茶筒〉 外径7.8×高さ10.8cm
日本製　JAN 4957423084604　41319

ギフト
専用のギフト箱に入れて
大切な方への贈り物に

卓
上
小
物
・SA

K
U
RA

・
他
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サイズ ： 全長40×奥行22.3×高さ11cm
入数10　
JAN 4957423068437　35712

窒化加工フライパン 
22cm
￥4,950
 
24cm
￥5,280

サイズ ： 全長44.5×奥行24.4×高さ11.4cm
入数10　
JAN 4957423078788　39549

 
26cm
￥5,500

サイズ ： 全長46×奥行26.3×高さ14cm
入数10　
JAN 4957423064279　34630

サイズ ： 全長36.3×奥行14.8×高さ7.5cm
入数10　
JAN 4957423064293　34632

窒化加工玉子焼  ￥4,400

サイズ ： 全長38×奥行20.8×高さ12.5cm
入数10　
JAN 4957423066730　35290

窒化加工深型いため鍋
20cm
￥4,950
 
24cm
￥5,500

サイズ ： 全長44×奥行25.3×高さ17cm
入数10　
JAN 4957423066686　35280

窒化加工いため鍋28cm  ￥6,600
サイズ ： 全長47.5×奥行27.7×高さ16.5cm
入数10　
JAN 4957423064286　34631

材質　 ： 鉄（窒化処理）　
　　      ［ハンドル金具］鉄
　　      ［ハンドル］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長36.5×奥行15.5×高さ3.3cm
日本製    入数10
JAN 4957423067904　35620

窒化加工
鉄製トースターパン  ￥4,950

【窒化加工フライパン・いため鍋・玉子焼共通】
材質　 ： 鉄（窒化処理）  
　　　　［取手］天然木  
　　　　［取付金具］アルミダイキャスト
日本製

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

サイズ ： 全長41.5×奥行22.2×高さ10.3cm
入数10　
JAN 4957423065979　35142

鉄製フライパン
22cm ￥3,080

 
26cm ￥3,630
サイズ ： 全長45.2×奥行26.3×高さ12.5cm
入数10　
JAN 4957423061629　33845

サイズ ： 全長39.5×奥行20.8×高さ12cm
入数20　
JAN 4957423061643　33847

鉄製深型いため鍋
20cm ￥3,080

サイズ ： 全長42.9×奥行25.5×高さ16.3cm
入数10　
JAN 4957423061650　41939

24cm ￥3,300

材質　 ： 鉄　
　　      ［取手］鉄（電着黒メッキ）
サイズ ： 巾31.3×奥行24×高さ5.3cm
日本製    入数10
JAN 4957423067744　35583

卓上コンロ用プレート
￥3,300

サイズ ： 全長38×奥行20×高さ7.3cm
　　      ［カバー］巾19.5×奥行19.5×高さ5.4cm
日本製    入数12
JAN 4957423076906　39000

角フライパン＆カバー
￥4,400

日本製    入数10
JAN 4957423073264　37628

鉄製 角フライパン
￥3,080

材質　 ： 18-0ステンレス　
日本製    入数20
JAN 4957423076739　38905

角フライパン用カバー
￥1,650

【ファイバーライン加工 
  フライパン･玉子焼･いため鍋・角フライパン共通】
材質　 ： 鉄（透明シリコーン樹脂塗装）  
　　　　［取手］天然木  
　　　　［取付金具］アルミダイキャスト
日本製

サイズ ： 全長37.7×奥行14.8×高さ7.5cm
入数20　
JAN 4957423061636　33846

鉄製玉子焼
￥2,640

目玉焼きがこびり付かずスムースに剥がれ
るかどうかを調べました。

（検査センター調べ）

表面拡大

内面ファイバーライン（繊維状の細かい凹
凸）加工で食材を点で支え、油なじみも早く
なり、こびりつきにくい。

サビにくさの検証

鉄フライパン（未加工） 鉄フライパン（窒化加工）

鉄
板

酸化膜

窒素で強化
された層

接地面 食材

ファイバーライン加工断面図

接地面 食材

同じサイズの丸いフライパンと比べて
大きく使える角型。

内面塗膜のはく離性試験

鉄フライパン（従来品） 鉄フライパン（ファイバーライン）

ファイバーライン窒化鉄  

水道水に浸けて23時間置いた自社実験。
処理の有無で大きく差が出ます。

不揃いな凹凸（ファイバーライン加工）
食材を点で支え、油なじみも早くなり、こびり
つきにくい。

窒化加工断面
フライパンの鉄分子に窒素を拡散し、表面に
できる化合物層によって錆の発生を防ぎます。

窒化鉄とは、特殊な熱処理を施した鉄のこ
とです。フライパンの鉄分子に窒素を拡散
することで硬度が上がり丈夫になります。
また、表面にできる酸化層によって錆の発
生を防ぐ効果もあります。

こびりつきにくい
鉄フライパン

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

フ
ラ
イ
パ
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鍋
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サイズ ： 全長38×奥行22.5×高さ9.3cm
入数12　
JAN 4957423007528　17718

サイズ ： 全長42×奥行23.1×高さ6.9cm
入数16　
JAN 4957423030885　24638

鉄製厚底フライパン 
22cm ￥2,200

 
26cm ￥2,750
サイズ ： 全長44.5×奥行27×高さ10.8cm
入数8　
JAN 4957423007542　17719

サイズ ： 全長42×奥行22.3×高さ8.8cm
入数10　
JAN 4957423035514　26252

鉄製フライパン 
22cm ￥3,080

 
26cm ￥3,630
サイズ ： 全長46×奥行26.2×高さ10.3cm
入数10　
JAN 4957423023689　22123

サイズ ： 全長37×奥行21×高さ12cm
入数20　
JAN 4957423023702　22125

鉄製ミニいため鍋
（両口付）20cm
￥3,080

サイズ ： 全長38×奥行14.8×高さ8cm
入数20　
JAN 4957423023733　22128

鉄製玉子焼
￥2,640

鉄製深型いため鍋
（両口付）24cm
￥3,630
サイズ ： 全長44×奥行25.5×高さ13.7cm
入数10　
JAN 4957423026345　22674

サイズ ： 巾36.8×奥行21.5×高さ10.7cm
入数10　
JAN 4957423081870　40371

日本製
ＩＨ軽量深型フライパン
20cm ￥7,150

 
24cm ￥8,250
サイズ ： 巾43×奥行25.5×高さ11.3cm
入数10　
JAN 4957423081887　40372

￥8,800

日本製
ＩＨ軽量フライパン
26ｃｍ
サイズ ： 巾45×奥行27.6×高さ9.5cm
入数10　
JAN 4957423081856　40369

鉄製いため鍋28cm
￥3,850
サイズ ： 全長47.5×奥行27.7×高さ13cm
入数10　
JAN 4957423023719　22126

【共通】
材質　 ： 鉄（底厚2.3mm）　
　　      ［取手］フェノール樹脂　
日本製

鉄製厚底深～いフライパン 
24cm ￥3,300
材質　 ： 鉄（底厚2.3mm）　
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長42×奥行24.6×高さ14cm
日本製    入数8
JAN 4957423064521　34698

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

鉄製深型フライパン 
22cm ￥2,750

 
26cm ￥3,300
サイズ ： 全長46×奥行26.4×高さ7cm
入数10　
JAN 4957423030908　24640

【共通】
材質　 ： 鉄（底厚1.6mm）　
　　      ［取手］天然木
日本製

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

【共通】
材質　 ： 2層クラッド材（底厚2.6mm）
　　　　内側：アルミニウム合金　外側：ステンレス鋼
　　　　表面加工／内面：フッ素樹脂加工
　　　　　　　　　外面：ミラー研磨仕上げ
　　　　［取手］天然木
日本製

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

サイズ ： 全長32×奥行9.8×高さ7cm
入数20　
JAN 4957423034340　25957

鉄製お弁当用玉子焼
￥2,200

サイズ ： 全長38.7×奥行20.1×高さ7.7cm
入数10　
JAN 4957423045056　28859

鉄製ワイド玉子焼
￥3,080

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

【両面エンボス加工フライパン･いため鍋･玉子焼共通】
材質　 ： 鉄　［取手］天然木　［取付金具］アルミダイキャスト　［フック］ステンレス鋼　
日本製

2.3mm厚の鉄は
こげつきにくく、むらなく、
おいしく焼き上がります

2.3mm

接地面 食材

両面エンボスNF加工断面図

表面の凹凸により、素材と鋼板の間に絶えず油
が回るため、少ない油で調理できます。料理が直
接ふれる部分が少なくなるため焦げつきやこび
りつきを防ぎます。

くっつきにくい！

熱効率がいい
鉄フライパン

鉄は厚いほど
焼き上がりが違います

内面にでっぱりがあるとお料理にも洗うにも
ジャマになるので、取手取付ビスが内面に飛び
出さないよう特殊加工しました。

使いやすく、洗いやすい！

24cm

26cm

両面エンボス 鉄製厚底＆深型フライパン

表面拡大

ステンレスとアルミニウムの全面2層構造
で熱伝導に優れ、食材に熱をムラなく均一
に伝えます。

フ
ラ
イ
パ
ン・
鍋
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お弁当ぴったり ダブル焼き
￥2,640
材質　 ： 鉄
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長36.5×奥行20×高さ8cm
日本製    入数10
JAN 4957423054003　31370

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

お弁当ぴったり揚げ物フライパン
￥2,200
材質　 ： 鉄
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長36.4×巾20.9×高さ10.5cm
日本製    入数10
JAN 4957423073615　37797

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

プチいため鍋 20cm
￥2,420
材質　 ： 鉄
　　      ［取手］天然木　
サイズ ： 全長36.5×奥行22×高さ14cm
日本製    入数16
JAN 4957423063609　34427

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

ブラック 
ホットサンドメーカー
￥2,750
材質　 ： アルミダイキャスト
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長35.5×奥行14×高さ4cm
日本製    入数20
JAN 4957423017909　20415

プチホットケーキ＆
大判焼き器
￥3,080
材質　 ： 鉄
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長38.7×奥行19×高さ2cm
日本製    入数10
JAN 4957423073141　37547

IH対応お好み焼き・
ホットケーキパン
￥4,400
材質　 ： 鉄  ［取手］フェノール樹脂 
サイズ ： 全長42×奥行23×高さ4.5cm
日本製    入数6
JAN 4957423070690　36469

1個でぴったり玉子焼
￥1,650
材質　 ： 鉄
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長31.7×奥行9.8×高さ6.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423039529　27473

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

ちっちゃい玉子焼パン
￥1,650
材質　 ： 鉄
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長24×奥行10.9×高さ6.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423059794　33181

１度で２つの料理が
作れます。

食パンに
ぴったりなサイズの
玉子焼きが作れる！

材質　 ： 鉄  ［取手］フェノール樹脂 
サイズ ： 全長41.2×奥行23×高さ4cm
日本製    入数10
JAN 4957423033787　25739

お好み焼き・
ホットケーキパン
￥3,300

材質　 ： 鉄  ［取手］フェノール樹脂 
サイズ ： 全長36.5×奥行15.5×高さ3.3cm
日本製    入数10
JAN 4957423075138　38266

IH対応
ホットサンドパン ダブル
￥4,180

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

2種類の具で
作れる！

IH対応厚底パエリアパン
26cm
￥2,750
材質　 ： 鉄　
サイズ ： 全長33.7×奥行26×高さ5.7cm
日本製    入数8　
JAN 4957423087117　42439

パエリアパン
28cm
￥2,750
材質　 ： 鉄
サイズ ： 全長36.5×奥行28×高さ3.8cm
日本製    入数10
JAN 4957423044257　28672

ステンレスフライパンカバー
￥3,850
材質　 ： ステンレス鋼　
　　      ［ツマミ］フェノール樹脂　
サイズ ： 外径28×高さ8.5cm
日本製    入数24　
JAN 4957423074551　38087

日本製フリーサイズ 
フライパンカバー（窓付き）
￥4,400
材質　 ： ステンレス鋼、ガラス　
　　      ［ツマミ］フェノール樹脂　
サイズ ： 外径28×高さ8.5cm
日本製    入数24　
JAN 4957423072618　37349

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

窓付き

材質　 ： 鉄  ［取手］フェノール樹脂
サイズ ： 全長36.5×奥行15.5×高さ3.3cm
日本製    入数10
JAN 4957423064125　34600

鉄製トースターパン
￥3,850

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

両面
エンボス
シリーズ

両面
エンボス
シリーズ

両面
エンボス
シリーズ

両面
エンボス
シリーズ

手軽においしくカフェ料理 お弁当づくりをサポート

１８～２６ｃｍの
フライパンに対応！

材質　 ： 鉄（透明シリコーン樹脂塗装）  
　　　　［取手］天然木  
　　　　［取付金具］アルミダイキャスト
サイズ ： 全長41.5×奥行13×高さ9cm
日本製　入数12　
JAN 4957423083690　41023

鉄製ロング玉子焼き
￥2,750

フ
ラ
イ
パ
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サイズ ： ［トレー］巾25.5×奥行15.5×高さ3.5cm
　　      ［フタ］巾29.3×奥行16.2×高さ0.8cm　
入数60　
JAN 4957423075237　38986

オーブンパン
￥2,200

サイズ ： ［トレー］巾27×奥行20×高さ3.5cm
　　      ［フタ］巾27×奥行20×高さ1.3cm　
入数30　
JAN 4957423087476　42572

ワイドオーブンパン
￥3,300

サイズ ： 巾27×奥行20×高さ3.5cm
入数40　
JAN 4957423078658　39499

マルチパン ワイド　￥1,650
サイズ ： 巾25.5×奥行15.5×高さ3.5cm
入数60　
JAN 4957423075251　38294

マルチパン　￥1,320

サイズ ： 巾25×奥行15×高さ4cm
入数40
JAN 4957423078689　39522

ホットサンドパン
￥3,300

サイズ ： 巾27×奥行20×高さ2.4cm
入数60　
JAN 4957423075244　38293

カリふわっトースターパン
￥1,650

サイズ ： 外径20.8×高さ2.3cm
入数80
JAN 4957423062763　34161

 
グリル用ピザ焼きトレー
￥1,100

サイズ ： 巾15×奥行12.2×高さ2.8cm
入数60
JAN 4957423073820　37905

グリルdeモーニング トレー 2個組
￥1,650

お手入れ簡単シリーズ フッ素加工で汚れがサッと落とせます

具たっぷりのあつあつホットサンドが一度に２個作れます。
8、6枚切りの食パンが耳まですっぽり入る大きさ。

深型形状でグラタン皿としても使用できます。

★魚焼きグリルで時短調理
★カリッとおいしく焼き上げる
★フッ素加工でお手入れ簡単

左右の溝に水を入れて焼くと、庫内に蒸気が
広がり、パンに含まれている水分を外に出し
にくくします。

外はカリッと！中はしっとり！
グリルでパンをおいしく焼きます。

サイズ ： 巾15×奥行12.2×高さ2.8cm
入数120　
JAN 4957423075268　38295

モーニングパン
￥880

サイズ ： 巾29.2×奥行22.2×高さ3.3cm
入数80
JAN 4957423074827　38212

こんがりピザパン
￥1,650

サイズ ： 巾15.5×高さ3.3cm
入数80
JAN 4957423082716　40665

ホットケーキパン
￥1,980

放射熱と対流熱によって包み込むように加熱
し、ふっくらと焼き上げます。

フタはトレーとしても使用でき、魚焼きや
餅焼きに便利。

専用のフタをすることで旨みを凝縮！
本格ダッチオーブン料理が作れます。

【グリルdeクック・お手入れ簡単シリーズ共通】
材質　 ： スチール（フッ素樹脂加工）
日本製

new

フタをロックできるので、
具をたっぷり入れても安心。

フ
ラ
イ
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サイズ ： 全長35.2×奥行19.5×高さ16.8cm
入数12　
JAN 4957423063814　34490

プロモデル 
深型片手鍋18cm
￥3,850

プロモデル ゆきひら鍋
兼用ふた（18・20cm用）
￥1,760
材質　 ： ステンレス鋼　
　　      ［ツマミ］天然木　
サイズ ： 外径21.5×高さ5cm（ツマミ含む）
日本製    入数10　
JAN 4957423063166　34313

日本製ゆきひら鍋の兼用フタ 
（16・18・20cm用）
￥1,100
サイズ ： 外径22×高さ4.5cm
入数30　
JAN 4957423067003　35363

サイズ ： 全長17×巾4×高さ3.3cm

着脱式ゆきひら鍋
3点セット（兼用フタ付）
￥6,600
サイズ ： 16cm 内径16×深さ7.8cm、容量1.6ℓ
 　　　　18cm 内径18×深さ8.3cm、容量1.9ℓ
 　　　　20cm 内径20×深さ8.3cm、容量2.4ℓ
セット内容 ： 鍋（16.18.20cm）各①、ハンドル①、
　　　　　　兼用フタ①
入数6　
JAN 4957423055789　31879

【共通】
材質　 ： ステンレス鋼　
　　      ［取手］天然木　
日本製

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

槌目模様で丈夫、握りやすい木柄

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

容量
2.5ℓ

容量
3.5ℓ

サイズ ： 全長34×奥行19.5×高さ10cm
入数20　
JAN 4957423062275　34052

プロモデル
槌目ゆきひら鍋
18cm ￥2,530

容量
1.9ℓ

サイズ ： 全長35.6×奥行21.8×高さ12.5cm
入数20　
JAN 4957423062282　34053

プロモデル
槌目ゆきひら鍋
20cm ￥2,750

サイズ ： 全長40×奥行26×高さ12.5cm
入数15　
JAN 4957423062299　34054

プロモデル
槌目ゆきひら鍋
24cm ￥3,300

兼用フタ

鍋16㎝

鍋18㎝

鍋20㎝

ハンドルが取りはずせる！

容量
2.5ℓ

サイズ ： 巾34.2×奥行19.3×高さ12.5cm
入数30　
JAN 4957423083782　41056

ゆきひら鍋 アヒル口付
18cm 

ゆきひら鍋 アヒル口付
20cm

￥2,530

容量
1.9ℓ

サイズ ： 巾36.2×奥行21.1×高さ12cm
入数20　
JAN 4957423083799　41057

￥2,750

容量
2.4ℓ

槌目模様のゆきひら鍋 ステンレスは汚れを落としやすくアルミ鍋より

使用後のお手入れが簡単です。IHにも使えます。

プロの料理人は、アルミ製ゆきひら鍋を何年も何年も使い続けます。

壊れにくい取手のない鍋や側面に打ち出し（槌目模様）を入れて強度を

増した鍋を多く使っています。そのプロ仕様の鍋を家庭でも使いやすく

したものが「プロモデル槌目ゆきひら鍋」です。

素材をステンレスにPOINT
1

POINT
2 槌目を入れることで丈夫に。

槌目模様はそのままに

POINT
3 取手は手にしっくりなじむ天然木に。熱くなりに

くく扱いやすい素材です。

熱くなりにくい木柄

汁切れが良い
大きな注ぎ口。

サイズ ： 全長34.2×奥行19.4×高さ11.2cm
入数20　
JAN 4957423085328　41640

プロモデル 
槌目ゆきひら鍋 アヒル口付
18cm 
￥2,970

容量
1.9ℓ

サイズ ： 全長35.8×奥行21.2×高さ12cm
入数20　
JAN 4957423085335　41641

プロモデル 
槌目ゆきひら鍋 アヒル口付
20cm 
￥3,300

汁切れが良い大きな注ぎ口。

サイズ ： 全長31×奥行17.3×高さ10cm
入数30　
JAN 4957423073103　37542

日本製ゆきひら鍋 
目盛付 16cm
￥1,760

容量
1.6ℓ

サイズ ： 全長33×奥行19×高さ9.5cm
入数30　
JAN 4957423053297　31214

日本製ゆきひら鍋 
目盛付 18cm
￥1,980

サイズ ： 全長36×奥行21×高さ13cm
入数20　
JAN 4957423073202　37589

日本製ゆきひら鍋 
目盛付 20cm
￥2,200

サイズ ： 全長40.5×奥行25.2×高さ10.2cm
入数15　
JAN 4957423071383　36570

日本製ゆきひら鍋 
目盛付 24cm
￥2,750

【共通】
材質　 ： ステンレス鋼　
　　      ［取手］フェノール樹脂　
日本製

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

容量
1.9ℓ

容量
2.4ℓ

容量
3.2ℓ

メイド・イン・ツバメ・認証
商品の原産地と品質安全性が認定されています

磨き職人がピッカピカに仕上げた
ゆきひら鍋─「日本製」信頼の高品質

槌目ゆきひら鍋

日本製ゆきひら鍋

フ
ラ
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￥3,300

￥3,850

サイズ ： 巾23.8×奥行20.4×高さ6.7cm
入数10　
JAN 4957423075275　38296

鉄製特厚すきやき鍋 
20cm

 
26cm
サイズ ： 巾29.7×奥行26.3×高さ6.7cm
入数8　
JAN 4957423060622　33558

ゆで名人 ザル付両手鍋 22cm
￥6,600
サイズ ： 巾40.3×奥行26.6×高さ20.7cm
            ［ザル］巾35.5×奥行22.3×高さ15.5cm
入数8　
JAN 4957423038195　27045

ゆで名人 ザル付片手鍋 20cm
￥6,050
サイズ ： 全長39×奥行23×高さ17cm
            ［ザル］巾35×奥行20×高さ12.5cm
入数6　
JAN 4957423039390　27426

ＩＨ対応ステンレス
浅型実用鍋 24cm
￥4,180
サイズ ： 巾33.2×奥行26.5×高さ11.3cm
入数8　
JAN 4957423059350　33025

マルシェ ステンレス三層鋼鍋セット
￥7,700
材質　 ： ステンレス･鉄･ステンレス三層鋼
　　      ［ツマミ・取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 片手 全長33.4×奥行18×高さ15cm
　　　　両手 巾33.4×奥行22×高さ17.5cm
日本製    入数8　
JAN 4957423080606　40046

実用両手鍋 26cm
￥5,720
サイズ ： 巾35.5×奥行29×高さ15cm
入数6　
JAN 4957423041638　28024

鍋焼きうどん＆よせ鍋
￥1,650
材質　 ： ステンレス鋼　
サイズ ： 巾23.5×奥行18.5×高さ6.5cm
日本製    入数30　
JAN 4957423082068　40444 【共通】

材質　 ： 鉄（底厚2.3mm）　
日本製

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

【ゆで名人共通】
材質　 ： ［本体］ステンレス鋼  ［ザル］ステンレス鋼  ［ツマミ・取手］フェノール樹脂  
　　　　 ［ツマミ用台座］66ナイロン
日本製

【浅型実用鍋・実用両手鍋共通】
材質　 ： ステンレス鋼  ［ツマミ・取手］フェノール樹脂
日本製

容量
5.6ℓ

容量
3.6ℓ

容量
3.2ℓ

容量
片手
1.8ℓ

容量
両手
3ℓ

容量
5.8ℓ

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

【共通】
材質　 ： ステンレス鋼、鉄　
日本製

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

四角いラーメン鍋 15cm
￥2,530
材質　 ： ステンレス鋼　
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 全長33.4×奥行19.5×高さ10cm
日本製    入数12　
JAN 4957423059619　33107

容量
1.8ℓ

製品安全協会SG基準合格品

クッキングヒータ用調理器具のSGマーク

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ステンレス鋼　 ［ハンドル］天然木
サイズ ： 直径16.5×奥行19×高さ18.8cm、深さ2.2cm
日本製    入数40　
JAN 4957423056076　31964

おうちで丼 親子鍋
￥1,430

ＩＨ対応 3層鋼土鍋風なべ 
26cm
￥5,280
サイズ ： 巾33.7×奥行26.3×高さ14.5cm
入数12　
JAN 4957423044646　41953

容量
4.6ℓ

重量
1.02㎏

22cm
￥4,950
サイズ ： 巾30×奥行22.5×高さ15cm
 入数12　
JAN 4957423085311　 41637

18cm
￥3,850
サイズ ： 巾25.4×奥行18.2×高さ12.3cm
入数16　
JAN 4957423083393　41952

重量
0.89㎏

容量
3.3ℓ

重量
0.59㎏

容量
1.7ℓ

容量
下鍋：4.0ℓ

容量
下鍋：4.5ℓ

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

容量
1.0ℓ

ステンレスミルクパン １２ｃｍ
（ワイヤーハンドル）
￥2,200
材質　 ： ステンレス鋼　
サイズ ： 全長25.3×奥行13.2×高さ8.8cm
日本製    入数24　
JAN 4957423003544　14966

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ステンレス鋼
　　　　［ハンドル・ツマミ］フェノール樹脂
　　　　［口部］66ナイロン
サイズ ： 巾20.7×奥行17.5×高さ17.5cm
日本製　入数16
JAN 4957423079907　39858

ちょこっと笛吹きケトル 1.5ℓ　
￥2,750

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ステンレス鋼
　　　　［ハンドル・ツマミ］フェノール樹脂
サイズ ： 巾23.4×奥行20×高さ20.5cm
日本製　入数12
JAN 4957423048422　29727

洗いやすくなった広口ケトル 2.6ℓ　
￥4,950

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

材質　 ： ステンレス鋼
　　　　［ハンドル・ツマミ］フェノール樹脂
サイズ ： 巾22×奥行19×高さ22.6cm
日本製　入数12
JAN 4957423073172　37539

使いやすいお茶のやかん 2.6ℓ　
￥5,500

熱伝導がよい3層鋼 土鍋に比べて軽い！
熱伝導のよい鉄をサビ
にくい18-10ステンレ
スではさんだ3層構造。
熱を均一に伝えるので
料理がムラなく仕上が
ります。

土鍋　　　　　　　  本品 

18-10ステンレス

18-10
ステンレス

底厚
0.8mm

鉄

冷凍うどんが
ピッタリ入ります。

口径広 ！々
手がすっぽり入るから
お手入れ簡単！

即席ラーメンに
ちょうど良い形と
サイズ。

IH対応ステンレス二段蒸し器 
26cm
￥7,480
材質　 ： ステンレス鋼
　　      ［ツマミ・取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 巾40×奥行28×高さ22cm
日本製    入数6
JAN 4938897006187　21436

IH対応ステンレス二段蒸し器 
24cm
￥6,380
材質　 ： ステンレス鋼
　　      ［ツマミ・取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 巾38×奥行26×高さ21.5cm
日本製    入数8
JAN 4957423069687　36049

用途に合わせて使える鍋

ケトル

卓上鍋
ふきこぼれにくい形状！

フ
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イ
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鍋
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油をきれいに注げる
揚げ鍋
20cm
￥3,850
材質　 ： ステンレス鋼（底厚1mm）　
サイズ ： 巾28.5×奥行21.3×高さ9cm
日本製    入数12　
JAN 4957423067430　35480

日本製のスクエア
ディッシュ（アミ付）
￥3,850
材質　 ： 磁器　
　　      ［アミ］18-8ステンレス　
サイズ ： 巾25×奥行23.5×高さ2.4cm
　　      ［アミ］巾19.6×奥行17.8×高さ1.3cm
日本製    入数14　
JAN 4957423070072　36287

鉄製W揚げ鍋
18cm
￥7,700
材質　 ： ［鍋］鉄(底厚1.6mm)　
　　      ［取手］フェノール樹脂　
　　      ［目皿］18-0ステンレス
　　      ［油こし網］18-8ステンレス　
サイズ ： 鍋1個：巾30.3×奥行17.3×高さ7.5cm
　　　　収納時 巾31.2×奥行18.2×高さ15.5cm
日本製    入数8　
JAN 4957423086110　41935

￥6,600

【共通】
材質　 ： 鉄（16・20cm 底厚2.3mm、24cm 底厚3.2mm）　
日本製

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

サイズ ： 巾23.5×奥行16.6×高さ9.5cm
入数12　JAN 4957423060080　33325

厚底 揚げ鍋 
16cm ￥2,750

サイズ ： 巾24.2×奥行20.8×高さ11cm
入数5　JAN 4957423074209　37992

厚底 揚げ鍋 
20cm ￥3,300

サイズ ： 巾28.4×奥行24×高さ10.8cm
入数5　JAN 4957423030984　24672

厚底 揚げ鍋 
24cm ￥3,850

【共通】
材質　 ： ［本体・網］18-8ステンレス　
　　      ［フタ・ハンドル・目皿］18-0ステンレス　
　　      ［二重口］66ナイロン
日本製

サイズ ： 巾19.2×奥行14.2×高さ15cm
入数16　
JAN 4957423035712　26304

ステンレス製
カートリッジ式オイルポット 
0.6ℓ ￥4,400

 
1.2ℓ ￥4,620
サイズ ： 巾19.2×奥行き14.2×高さ18.8cm
入数12　
JAN 4957423035729　26305

使い終わった油を片方の鍋に移し替え、鍋同士を重ねてコンパクトに収納。

活性炭
カートリッジ
1個付

活性炭
カートリッジ
1個付

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

鍋（オイルポット兼用）

鍋（オイルポット兼用）

油こし網

紙フィルター

活性炭カートリッジ

こし器

らく揚げダブルポット

材質　 ： ［鍋・目皿］ステンレス鋼   ［バットアミ］鉄
　　      ［油切りアミ］18-8ステンレス
　　      ［取手］フェノール樹脂　
サイズ ： 鍋1個 巾34.2×奥行20.8×深さ8.2cm
　　　　収納時 巾34.2×奥行20.8×高さ16.7cm
　　      ［バットアミ］外径18.6×高さ1.8cm
日本製    入数8　
JAN 4957423071345　36555

￥5,500

油をきれいにする
オイルポット1.1ℓ

材質　 ： ［本体・フタ・こし器・受け皿］18-0ステンレス　
　　      ［こし網］18-8ステンレス
　　      ［ツマミ・ハンドル］フェノール樹脂　
　　      ［二重リング］66ナイロン　
サイズ ： 巾18×奥行14.8×高さ20cm
日本製    入数16　
JAN 4957423063890　34526

￥4,400

油をきれいにする
オイルポット 1.1ℓ

材質　 ： ［本体・フタ・こし器・受皿］18-0ステンレス　
　　      ［こしアミ］18-8ステンレス　
　　      ［ツマミ・ハンドル］フェノール樹脂
サイズ ： 巾17×奥行14.8×高さ19.3cm
日本製    入数12　
JAN 4957423045766　29041

￥6,600
NEWダブルポット＆揚げ鍋

材質　 ： ［鍋］18-0ステンレス　
　　      ［取手］フェノール樹脂　
　　      ［こし器］スチール（フッ素樹脂加工）
　　      ［油こし網］18-8ステンレス　
サイズ ： 鍋1個：巾29.8×奥行16.3×高さ10.3cm
　　　　収納時 巾30.5×奥行17.4×高さ20.3cm
日本製    入数8　
JAN 4957423064576　34707

￥7,700

油をきれいに注げる
ダブルポット＆揚げ鍋

材質　 ： ［鍋・ハンドル］18-0ステンレス　
　　      ［こし器］6ナイロン
　　      ［油こし網］18-8ステンレス　
サイズ ： 鍋1個：巾23.5×奥行17.8×高さ10cm
　　　　収納時 巾23.5×奥行21.5×高さ20.5cm
日本製    入数8　
JAN 4957423073783　37889

鍋（オイルポット兼用）

油こし網

活性炭カートリッジ

こし器

鍋（オイルポット兼用）

紙フィルター

活性炭
フィルターで
こした油

通常の
こし網だけで
こした油

￥3,850
活性炭カートリッジ5コ入

材質　 ： ［活性炭］木質系活性炭　
　　      ［布］不織布（レーヨン）
サイズ ： 径9×高さ3cm
日本製    入数30　
JAN 4957423045742　29015

￥550

紙フィルター
（活性炭カートリッジ用）30枚

材質　 ： パルプ　
サイズ ： 底径10×高さ5cm
日本製    入数100　
JAN 4957423063937　34544

　鍋（オイルポット兼用）

バットアミ

油切りアミ

活性炭カートリッジ

油こし目皿

　鍋（オイルポット兼用）

紙フィルター
10枚付

活性炭
カートリッジ
1個付

紙フィルター
10枚付

活性炭
カートリッジ
1個付

活性炭
カートリッジ
1個付

活性炭
カートリッジ
1個付

紙フィルター
10枚付

0.6ℓ

1.2ℓ

活性炭カートリッジの
目詰まりを軽減。

継ぎ目のない
鉄の揚げ鍋
18cm
￥1,980
材質　 ： 鉄(底厚0.9mm)　
サイズ ： 巾23.3×奥行19.6×高さ8cm
日本製    入数20　
JAN 4957423082303　41109

◎
◎
◎

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

油温計付

厚い鉄材は保温力が高く、
具材を入れても油温が
変化しにくい特長があります。

鉄でムラなく
カラッとおいしく

オイルポット

揚げ鍋

活性炭
カートリッジ
1個付

フ
ラ
イ
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お助けスプーン
￥1,100
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾7×全長24cm
日本製　入数20　
JAN 4957423068291　35698

お助けトング
￥1,320
材質　 ： 18-0ステンレス
サイズ ： 巾3.5×全長24×高さ3.7cm
　　　　 先端巾0.5cm
日本製　入数60　
JAN 4957423068208　35689

ステンレスお玉
￥1,320
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾9.2×全長30cm
日本製　入数120　
JAN 4957423024457　22356

量れるお玉
￥1,210
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾6.8×全長21cm
日本製　入数50　
JAN 4957423068284　35697

カス揚げ
￥880
材質　 ： 18-0ステンレス
サイズ ： 巾8.3×全長27.4×高さ5.2cm
日本製　入数50　
JAN 4957423068307　35699

スリム泡立て
￥1,320
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾3.8×全長23cm
日本製　入数40　
JAN 4957423068321　35701

みそが量れるマドラー
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 外径4×全長16.5cm
日本製　入数50　
JAN 4957423068253　35694

かきまぜてターナー
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾6×全長28cm
日本製　入数60　
JAN 4957423086912　42344

水切りストレーナー
￥990
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾14×全長30.5×高さ4.2cm
日本製　入数60　
JAN 4957423068239　35692

油切りストレーナー
￥990
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾14×全長30×高さ4cm
日本製　入数60　
JAN 4957423068246　35693

ハーフストレーナー
￥1,100
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾14×全長21.7×高さ7.5cm
日本製　入数50　
JAN 4957423068215　35690

フライパンザル
￥1,980
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾35.3×奥行25×高さ6cm
日本製　入数12　
JAN 4957423071963　36854

鍋にのせて蒸しザル
￥1,320
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾28.6×奥行19×高さ3cm
日本製　入数40　
JAN 4957423076258　38763

ツナ缶油切り
￥1,100
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 外径7×高さ13cm
日本製　入数60　
JAN 4957423068260　35695

全国のママの声から生まれたキッチンツールシリーズ。
「プロが使う道具を家庭で使いやすく」を形にしました。

ちょこっとゆでザル
￥990
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾19.6×奥行7.5×高さ7.7cm
日本製　入数120　
JAN 4957423082723　40678

皿部は鍋の底や
側面にフィットして
すくいやすい楕円型。

11 2

3 3 4 5

4

5

6 6 7 8 9

14

7

8

9

2

10 10 11

11

12
12 13

13

パンチングみそこし
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾9.8×奥行13.5×全長22cm
日本製　入数20　
JAN 4957423068185　35687

14

15 16

15 16

マッシャーとしても
使えます。

ゆで料理中の
蒸気で蒸し料理！

１つの鍋で2種類の食材を
ゆでられる！

鍋から食材を
一度にすくえます。

M
am
a Cook
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プチボール３個セット
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾10×奥行9.4×高さ5.5cm
日本製    入数15　
JAN 4957423068338　35702

野菜うす皮けずり

材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 巾7.5×全長13×厚さ0.2cm
日本製    入数50　
JAN 4957423068192　35688

￥1,100
カーブ刃キッチンハサミ
￥1,980
材質　 ： ［刃部］ハイカーボンステンレス鋼　
　　　　［柄部］エラストマー樹脂
サイズ ： 巾9×全長19×高さ1.2cm
日本製    入数100　
JAN 4957423071895　36781

スゴ切れ両面ピーラー
￥2,420
材質　 ： ［本体］18-8ステンレス　
　　　　［刃］ステンレス刃物鋼
サイズ ： 巾7×全長12.5×高さ3cm
日本製    入数60　
JAN 4957423069953　37577

スゴ切れ千切り＆
ツマ切りピーラー
￥2,420
材質　 ： ［本体］18-8ステンレス　
　　　　［刃］ステンレス刃物鋼
サイズ ： 巾7×全長12.5×高さ3cm
日本製    入数60　
JAN 4957423074872　38230

サッとすくって！粉ふるい
￥770
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾6.5×全長15.3×高さ3.6cm
日本製    入数120　
JAN 4957423074735　38172

ふるい＆うらごし
￥880
材質　 ： ［枠］18-0ステンレス　
　　　　［アミ・ハンドル］18-8ステンレス　
サイズ ： 巾26×奥行19.4×高さ5.2cm
日本製    入数32　
JAN 4957423068345　35703

スープこし
￥990
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径12.5×全長27.3×高さ6.1cm
日本製    入数60　
JAN 4957423068314　35700

深い茶こし
￥770
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾6.5×全長15.2×高さ7.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423068222　35691

まんまるかき揚げリング
￥1,430
材質　 ： 18-0ステンレス
サイズ ： 巾8.5×奥行14.5×高さ23cm
日本製　入数48
JAN 4957423068161　35685

バケットフライヤー
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾8.8×全長35.5cm
日本製　入数50　
JAN 4957423068178　35686

油はねガードネット
￥2,200
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾39.5×奥行24×高さ1.1cm
日本製　入数60　
JAN 4957423071499　36615

カラッと油切り皿 大
￥1,980
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 外径22.6×高さ3.2cm
日本製　入数40　
JAN 4957423081436　40252

キッチンバット
￥4,400
材質　 ： ［バット･フタ･アミ］18-8ステンレス　
　　　　［シールフタ］ポリエチレン樹脂
サイズ ： ［バット］巾22.2×奥行16.8×高さ3.6cm
日本製    入数10　
JAN 4957423054591　31552

カラッと油切り皿
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 外径19.6×高さ3.2cm
日本製　入数40　
JAN 4957423081429　40251

油を切った後、
そのままお皿にのせて
テーブル上に。

カーブした刃が
野菜の丸みにフィットし
作業効率アップ！

たて刃１本１本に
刃付けしてあり、
切れ味スムーズ！

1

1

2

3

2

3

4

4 5 6

5

6
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7
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8

9

9 10

10

11

11

14 15

12 13

12 13

14 15

サッと手に持って
油はねをガード！！

すべりにくい
カーブ刃。

M
am
a Cook
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材質　 ： 18-0ステンレス
サイズ ： 巾8.5×奥行12×高さ22.7cm
日本製    入数48
JAN 4957423051910　30799

まんまる
かき揚げリング Ｓ
￥2,200

材質　 ： 18-0ステンレス　
　　　　［脚］18-8ステンレス
サイズ ： 巾18.8×奥行7.5×高さ1cm
日本製    入数200
JAN 4957423082082 　40449

とんかつ盛付けアミ
￥1,100

下ごしらえ用 
カーブキッチンはさみ

材質　 ： ［刃部］ステンレス刃物鋼　
　　　　［柄部］ABS樹脂  ［刃先ガード］ナイロン
サイズ ： 巾8×全長18×厚さ1.1cm
日本製    入数60　
JAN 4957423083270　40840

￥1,980

おろし名人
すべらんブラック　
￥1,650
材質　 ： ［おろし金］ステンレス鋼
　　　　［容器］ポリプロピレン
　　　　［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾13×全長26.5×高さ6cm
　　　　［おろし金］巾13×奥行18cm
日本製    入数60
JAN 4957423043557　28380

おろし名人 すべらん
￥1,650
材質　 ： ［おろし金］ステンレス鋼
　　　　［容器］ポリプロピレン
　　　　［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾13×全長26.5×高さ6cm
　　　　［おろし金］巾13×奥行18cm
日本製    入数60
JAN 4957423025041　22470

材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 全長25cm  ［皿部］8.3×6.7cm
日本製    入数120
JAN 4957423075749　38486

シンプルステンレスお玉
￥880

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 径23.5×高さ1.8cm
日本製    入数80
JAN 4957423013383　19462

フライパン用
蒸し調理プレート
￥1,650

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾10.4×全長28.6cm
日本製    入数120
JAN 4957423083058　40786

継ぎ目のない横口レードル
￥1,320

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾7.4×全長27.4cm
日本製    入数60
JAN 4957423081184　40173

パンチング楕円あく取り
￥880

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾2×全長19.5cm
　　　　［パイプ柄］長さ11.5cm
日本製    入数200
JAN 4957423064002　34564

スマート泡立て 2本組
￥660

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 全長30.6cm
日本製    入数100
JAN 4957423083386　40908

日本製ステンレス菜箸 
30cm
￥3,300

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［柄］66ナイロン
サイズ ： 全長32.3cm　［ヘラ部］ 2×3cm
日本製    入数100
JAN 4957423085588　41733

シリコンお料理菜箸
￥1,650

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 全長23.7cm
日本製    入数100
JAN 4957423083379　40907

日本製ステンレス菜箸 
23cm
￥3,080

材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 巾5.5×全長18.8×高さ4cm
日本製    入数120
JAN 4957423073011　37512

ステンレス 卓上トング 
2本組
￥880

材質　 ： ステンレス鋼
サイズ ： 巾6.5×全長15.7×高さ1.4cm
日本製    入数200
JAN 4957423085298　41616

アイストング 2本組
￥660

材質　 ： ステンレス鋼
サイズ ： 巾10×全長23.5×高さ4.4cm
日本製    入数120
JAN 4957423083881　41112

かるラクトング
￥880

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾14×全長30.5×高さ3.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423076050　38614

板前さんダシ取り名人
￥1,980

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾16×全長29×高さ2cm
日本製    入数60
JAN 4957423083843　41097

丸型すくいザル
￥990

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾16×全長29×高さ1.8cm
日本製    入数60
JAN 4957423083850　41098

丸型油きりザル
￥990

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾37.5×奥行25×高さ8cm
日本製    入数40
JAN 4957423085236　41580

ゆであげに便利でごザル
深型 24ｃｍ
￥1,980

サッと引き上げるだけで
水切りが完了！

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾32.8×奥行21×高さ6cm
日本製    入数40
JAN 4957423085229　41579

ゆであげに便利でごザル
深型 20ｃｍ
￥1,650

お鍋や深型のフライパンで
ゆで料理！

しっかり持てる
ハンドルと

すべり止め付き。

軽い力で
すいすいおろせる！

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径15×全長27.5×高さ7.8cm
日本製    入数60
JAN 4957423080033　39905

つぶしてこせる スープこし
￥1,650

とっても頑丈な
アミだから
力を入れてこせる！

小さい容器でも
かきまぜやすい。

発泡トレーの上で
食材をカットできる
刃先ガード付き。

キッチンツール

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾20×全長36×高さ13cm
日本製    入数60
JAN 4957423083294　40854

ゆであげザル 20cm 
便利でごザル
￥1,320

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾18×全長33×高さ10.3cm
日本製    入数60
JAN 4957423021982　21568

ゆであげザル 18cm 
便利でごザル
￥1,100

材質　 ： ステンレス刃物鋼
　　　　［ハンドル樹脂部］シリコーンゴム　
サイズ ： 巾7.4×全長18.5×厚さ0.9cm
中国製    入数60
JAN 4957423082297　40507

パートナー お料理はさみ
￥1,650

中空仕様で軽量！

キ
ッ
チ
ン
ツ
ー
ル
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材質　 ： ［ザル］18-8ステンレス　
　　      ［ボール］18-0ステンレス
サイズ ： ［ザル］大 外径22×高さ7.8cm、
　　　  　　  中 外径19×高さ7cm、
　　　  　　  小 外径16×高さ5.4cm
　　　  ［ボール］大 外径22.7×高さ8.2cm、
　　　  　　  中 外径19.5×高さ7.2cm、
　　　  　　  小 外径16.5×高さ6.3cm
日本製    入数10
JAN 4957423081412　40250

ＴＳＵＢＡＭＥ　
匠 ザル＆ボール 6点セット
￥7,700

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［フタ］ポリエチレン
サイズ ： 巾15.3×奥行10.6×高さ3.6cm
日本製    入数60
JAN 4957423066860　35334

ステンレスふた付保存容器 2個組
￥880

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［フタ］ポリエチレン
サイズ ： 巾15.3×奥行11×高さ5.2cm
日本製    入数30
JAN 4957423076494　38871

ステンレスふた付深型保存容器 
2個組
￥1,650

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾18.8×奥行13.3×高さ7.7cm
日本製    入数80
JAN 4957423079594　39783

しっかり持てる下ごしらえボール
￥1,320

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径12.8×高さ5.8cm
日本製    入数24
JAN 4957423053273　31201

小分け下ごしらえボール 
5個組
￥3,300

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾16.5×奥行11.8×高さ6.2cm
日本製    入数30
JAN 4957423062268　34051

スタッキングミニ角バット 3個組
￥3,850

材質　 ： 18-8ステンレス鋼　
サイズ ： 巾15.7×奥行11×高さ5.8cm
日本製    入数30
JAN 4957423052719　39759

スタッキングミニ
角ざる 3個組
￥3,300

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径11×高さ4.3cm
日本製    入数60
JAN 4957423077385　39112

小分けボール 3個組
￥1,320

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径19×高さ8.5cm
日本製    入数30
JAN 4957423083348　40870

ステンレス洗米ボウル 18cm
￥1,650

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： ［ボール］外径26×高さ13cm
　　      ［ザル］巾29.2×奥行25×高さ10.2cm
日本製    入数12
JAN 4957423041195　27919

流水ボール水揚げザルセット
￥3,850

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 13cm 巾14×奥行13.4×高さ7.7cm
            11cm 巾12.6×奥行12×高さ6.5cm
           　9cm 巾10×奥行9.3×高さ5.5cm
日本製    入数36
JAN 4957423046275　29131

口出し目盛付ボール
3点セット（13・11・9cm）
￥2,200

材質　 ： ［ザル］18-8ステンレス　
　　      ［トレー］18-0ステンレス
サイズ ： ［ザル］外径25.6×高さ4.5cm
　　　  ［トレー］外径25.6×高さ2cm
日本製    入数20
JAN 4957423080071　39912

浅ザル＆トレーセット25ｃｍ
￥2,750

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［フタ］ポリエチレン
サイズ ： 巾22.5×奥行11.5×高さ6.3cm
日本製    入数36
JAN 4957423079617　39785

スマート フタ付バット
￥1,650

材質　 ： 18-0ステンレス　
　　      ［フタ］ポリエチレン
サイズ ： 巾26×奥行21.3×高さ3.8cm
日本製    入数20
JAN 4957423082853　40747

蓋付ステンレスバット
ワイド
￥1,980

材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 外径16.4×高さ1.9cm、
　　      内径15.8×深さ1.8cm
日本製    入数40
JAN 4957423085359　41643

下ごしらえ丸型トレー
3枚組
￥770

材質　 ： 18-0ステンレス
サイズ ： 巾18.5×奥行25.5×高さ1.1cm
日本製    入数24
JAN 4957423064255　34625

下ごしらえ浅型バット 3枚
￥880

水切り穴付き。
少しの傾けでも
水が良く切れます。

ザルは簡単には
変形しない太線
アミを使用。

金具の脚がついて
いないので洗いや
すい。

積み重ねれば調理台をひろびろ使えます。 交互にして積み重ねられます。バットとザルを一緒に使うと
より便利です。

ザル＆ボウル バット＆トレー

キ
ッ
チ
ン
ツ
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ル
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【共通】
材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［芯材］66ナイロン　
日本製

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［芯材］66ナイロン
サイズ ： 巾7×全長25×高さ2.7cm
日本製    入数120
JAN 白  4957423080460　39992
JAN 黒  4957423084833　41425

シリコンキッチン
とりわけスプーン
￥1,650

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［金具］18-8ステンレス
　　      ［ハンドル］ポリプロピレン
サイズ ： 巾7.3×全長25.5×高さ3.8cm
日本製    入数120
JAN 4957423080163　39958

シリコンキッチントング
￥2,420

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［芯材］13-0ステンレス･66ナイロン
サイズ ： 巾5.3×全長25×高さ2.3cm
日本製    入数120
JAN  4957423084819　41423

シリコンキッチンスプーン
ブラック
￥1,430

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［芯材］66ナイロン
サイズ ： 巾7×全長27×高さ3.2cm
日本製    入数120
JAN  4957423084826　41424

シリコンキッチンスプーン
ブラック　大
￥1,650

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［ハンドル］66ナイロン
サイズ ： 巾4.4×全長20.5×厚さ1.5cm
日本製    入数120
JAN 4957423033626　25690

シリコンキッチン
お料理ハケ
￥1,430

サイズ ： 巾3.7×全長20.4cm
入数100
JAN 4957423052962　31081

シリコーンソフトスプーン
（大） ￥880

サイズ ： 巾2.7×全長17.4cm
入数200
JAN 4957423048316　29686

（小） ￥770

【共通】
材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［芯材］13-0ステンレス・
　　　　　　　 66ナイロン
日本製

サイズ ： 巾5.5×全長24.5cm
入数70
JAN 4957423058438　32682

シリコンゴムヘラ
（大） ￥1,320

サイズ ： 巾2.6×全長24.5cm
入数150
JAN 4957423003391　14588

（小） ￥1,100

リブ（凸）加工により、
食材がくっつかず
サクサク切れる

中空ハンドルで軽量化

材質　 ： ［刀身］モリブデン鋼　
　　      ［ハンドル］18-8ステンレス
サイズ ： 全長29cm、刃渡り16.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423062732　34158

マルシェ ヴェルダン 三徳包丁
￥4,400

材質　 ： ［刀身］モリブデン鋼　
　　      ［ハンドル］18-8ステンレス
サイズ ： 全長29cm､刃渡り16.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423078399　39349

越匠 三徳包丁   
￥6,600

材質　 ： ［刀身］モリブデン鋼  ［ハンドル］18-8ステンレス
サイズ ： 全長25cm､刃渡り13.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423078405　39350

越匠 小さな三徳包丁     
￥5,500

材質　 ： ［金属部］ステンレス鋼  ［スライス刃］ステンレス刃物鋼  ［蓋］AS樹脂
　　      ［その他］ABS樹脂・ポリプロピレン  ［脚ゴム］CBRゴム
サイズ ： 巾29.5×奥行10.5×高さ11.4cm（収納時）
日本製    入数12
JAN 4957423082037　40441

越匠 野菜調理器セット
￥6,600

材質　 ： ABS樹脂・シリコーンゴム　
　　      ［キャップ］ポリエステル
　　      ［砥石］ダイヤモンド砥石
サイズ ： 巾4.2×奥行17.5×高さ6cm
日本製    入数20
JAN 4957423063074　34294

マルシェ ヴェルダン 
ダイヤモンドシャープナー
￥2,200

千切り

おろし

スライサー
細千切り

専用ケース

ホルダー

刃が鋭角で軽い力で切れる
本砥仕上げ

一般の刃 本研

刀身のアゴ部が高く、
切る時にまな板に指が
当たりません。

やわらか素材シリコーン

ペースト状の食べ物が
最後まできれいに
すくえます。

先端がしなり、鍋や容器にピッタリフィット！

炒める・すくう・混ぜる・盛り付けるがこれ1本！

継ぎ目がなく洗いやすい！

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［芯材］66ナイロン
サイズ ： 巾7×全長27×高さ3.2cm
日本製    入数120
JAN  4957423068024　37371

シリコン
キッチンスプーン 大
￥1,500

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［芯材］13-0ステンレス･
　　　　66ナイロン
サイズ ： 巾5.3×全長25×高さ2.3cm
日本製    入数120
JAN  4957423017817　20357

シリコン
キッチンスプーン
￥1,430

スライス 千切り 細千切り おろし

シ
リ
コ
ー
ン・
刃
物
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とんかつ屋さ
ん

和食屋さんスゴ切れ CUTE COOK

和食屋さん 
ステンレス千切り・ツマ切りⅡ
￥770
JAN 4957423058285　32650

和食屋さん 
ステンレスおろしⅡ
￥770
JAN 4957423058292　32651

安全ホルダー付

【共通】
材質　 ： ［金属部］ステンレス鋼　
　　      ［樹脂部］ポリプロピレン
サイズ ： 巾8.9×全長25.7×厚さ1.2cm
日本製    入数60

材質　 ： ［金属部］ステンレス鋼　
　　      ［樹脂部･ホルダー］ポリプロピレン
　　      ［刃部］ステンレス刃物鋼
サイズ ： 巾8.9×全長25.7×厚さ1.2cm
日本製    入数60
JAN 4957423065368　34898

和食屋さん 
ステンレススライサー
￥770

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［キャップ］ポリプロピレン
サイズ ： 外径3.9×高さ5.2cm
日本製    入数60
JAN 4957423071482　36614

和食屋さん 
野菜ぬき型（４個）
￥880

安全ホルダー付

アダプター付

材質　 ： ABS樹脂　
　　      ［刃］ステンレス刃物鋼
サイズ ： 外径8.3×高さ7.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423062749　34159

キュートクック 
ペンシル野菜千切り
￥1,320

材質　 ： ABS樹脂　
　　      ［刃］ステンレス刃物鋼
　　      ［安全ホルダー］ポリプロピレン
サイズ ： 巾13.8×全長33.5×高さ3cm
日本製    入数30
JAN 4957423052740　35949

キュートクック 
丸ごとキャベツスライサー
￥1,980

材質　 ： ［刃部・支持部］ステンレス鋼　
　　      ［ハンドル］ポリプロピレン
サイズ ： 巾7×奥行15.5×高さ3.1cm
日本製    入数120
JAN 4957423062725　34157

キュートクック 
とうもろこしカッター
￥1,320

材質　 ： ［刃］ステンレス刃物鋼　
　　      ［ハンドル］ABS樹脂
サイズ ： 巾7.9×長さ20.8×厚さ1.4cm
日本製    入数60
JAN 4957423040938　27855

キュートクック 
キッチンはさみ
￥1,650

千切り
おろし

スライス
つま切り

専用ケース

ホルダー

材質　 ： ［刃部］ステンレス刃物鋼
　　      ［ハンドル］18-8ステンレス
サイズ ： 巾5.5×全長12.4×厚さ1cm
日本製    入数60
JAN 4957423069007　35800

スゴ切れ 千切りピーラー
￥1,100

材質　 ： ［刃部］チタン合金
　　      ［ハンドル］ポリプロピレン
サイズ ： 巾8.8×全長25.5×高さ1.4cm
日本製    入数60
JAN 4957423069922　36263

スゴ切れ チタンおろし
￥1,320

材質　 ： ［刃部］ステンレス刃物鋼
　　      ［ハンドル］18-8ステンレス
サイズ ： 巾7.5×全長12.3×厚さ1cm
日本製    入数60
JAN 4957423080156　39956

スゴ切れ 快速ピーラー
￥770

材質　 ： ［刃部］ステンレス刃物鋼　
　　      ［ハンドル］ABS樹脂
　　      ［リベット･留め金･バネ］18-8ステンレス
サイズ ： 巾5.7～7.6×全長12.5×高さ1.6cm
日本製    入数60
JAN 4957423076890　38995

スゴ切れ 栗の皮むき
￥1,650

材質　 ： ［本体･収納容器・蓋］ABS樹脂  ［刃］ステンレス鋼
　　　　［ホルダー］ポリプロピレン  ［脚ゴム］CBRゴム
サイズ ： 巾8.5×奥行23.7×高さ8.7cm（収納時）
日本製    入数20
JAN 4957423077354　39102

スゴ切れ野菜調理器セット
￥1,650

安全ホルダー付

安全ホルダー付

【共通】
材質　 ： ［本体・ホルダー］ABS樹脂　
　　      ［刃］ステンレス刃物鋼
日本製

サイズ ： 巾14.6×全長38×厚さ1.8cm
入数12
JAN 4957423018166　35950

とんかつ屋さん 
キャベツスライサー
￥1,650

サイズ ： 巾9.2×全長27×高さ1.5cm
入数30
JAN 4957423065863　35098

とんかつ屋さん 
キャベツスライサースマート
￥880

材質　 ： ［本体］ABS樹脂　
　　      ［刃］ステンレス刃物鋼
サイズ ： 巾11×全長17.5×厚さ1.9cm
日本製    入数60
JAN 4957423041171　27915

とんかつ屋さん 
キャベツピーラー
￥770

材質　 ： ポリプロピレン　
　　      ［刃部］ステンレス刃物鋼
　　      ［キャップ］メタクリル樹脂
サイズ ： 巾3.4×全長15.7×厚さ1cm 
日本製    入数120
JAN 4957423065573　34978

トマトピーラーももも
￥660

材質　 ： ポリプロピレン　
　　      ［カバーカッター部］アクリル樹脂
　　      ［刃部］ステンレス刃物鋼
サイズ ： 巾2.2×全長7.2×高さ3.1cm（使用時）
日本製    入数100
JAN 4957423053327　31221

ラクラク皮むき 2個組
￥880

両面で
千切りとツマ切りの
使い分けができます。

キャベツを
丸ごとスライス！

えんぴつ削りのように
野菜をくるくる
回すだけ！

缶ブタ開け、キャップ開け、
チューブ絞り機能付き。

分解できます。

千切り・つま切りのプレート
は安全性が高いボックス刃。

厚さ約1mmにスライスできます。
刃

　物
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LUNCH☆TI
ME

材質　 ： クラフト紙
サイズ ： 径6.5×高さ5cm
日本製    入数72
JAN 4957423010856　15726

マフィンカップ（50枚）NP-06型 
￥1,320

材質　 ： PBTクラフト
サイズ ： 底径6×高さ2cm
日本製    入数120
JAN 4957423047784　29582

クラフトマドレーヌ型 6号 120枚  
￥660

材質　 ： アルスター鋼板
サイズ ： 外径21.2×高さ11.7cm
日本製    入数12
JAN 4957423080637　40066

シフォン・デコレーションケーキ焼き型 
20ｃｍ
￥3,300

材質　 ： 綿100％
サイズ ： 45×60cm
日本製    入数100
JAN 4957423009041　18777

パンのキャンバス地45×60cm
￥1,320

材質　 ： PBTクラフト
サイズ ： 底径2.9×高さ3cm
日本製    入数120
JAN 4957423047791　29583

クラフトプチマドレーヌ型 200枚
￥770

材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 14×22cm（厚さ0.02mm）
日本製    入数80
JAN 4957423055260　31733

おむすびぱりっ子
コンビニタイプ 100枚
￥880

材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 14×22cm（厚さ0.025mm）
日本製    入数60
JAN 4957423021838　21549

パンダ コンビニタイプ 
おにぎりシート 120枚 
￥1,100

材質　 ： ポリプロピレン・紙
サイズ ： 9×15cm
日本製    入数100
JAN 4957423055277　31734

直巻きおむすびパック 50枚
￥660

お弁当づくり お菓子づくり

材質　 ： PETフィルム･紙
サイズ ： 底径5×高さ3cm
日本製    入数150
JAN 4957423055284　31735

カラフルカップ チェック柄 8号 125枚 
￥330

シール45枚付き

※刃付けは大人用と
　同じです

【共通】
材質　 ： ［刀身］ステンレス刃物鋼　
　　      ［ハンドル］エラストマー樹脂
日本製    入数60

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［キャップ］ポリプロピレン
サイズ ： 外径3.8×高さ5.2cm
日本製    入数60
JAN 4957423055703　31858

LUNCH☆TIME
アニマル抜き型 4個セット
￥880

材質　 ： アルミニウムはく・グラシン紙　
サイズ ： 18.5×23cm
日本製    入数100
JAN 4957423044882　28794

LUNCH☆TIME
おにぎりホイル40枚セット
￥770

サイズ ： 全長24.5cm、刃渡り14cm
JAN 4957423054638　31557

LUNCH☆TIME
子ども包丁
￥1,980

サイズ ： 全長22.3cm、ギザ刃部8cm
JAN 4957423054645　31558

LUNCH☆TIME
幼児包丁
￥1,650

対象年齢

5歳
以上

対象年齢

10歳
以上

やわらかい
食材が切れる
ギザ刃仕様。

刃先とあご部分が
丸くて安心。

材質　 ： シリコーンゴム（耐熱220℃）
サイズ ： 巾46×奥行36cm
台湾製    入数50
JAN 4957423069052　35815

シリコン保護マット
￥1,650

二次発酵の時、
余分な水分をとり
パリッと焼けます。

調理台のキズ付き防止、
まな板のすべり防止、
鍋の一時置きに便利。

材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 巾36.4x奥行34.4x高さ30cm
日本製    入数12
JAN 4957423019033　20831

レッツクッキング トントンふみだい
￥1,980

材質　 ： 66ナイロン（ガラス繊維入）
サイズ ： 巾2×全長23.3cm
日本製    入数120
JAN 4957423062794　34167

シフォンケーキナイフ  
￥550

材質　 ： シリコーンゴム（耐熱200℃）
サイズ ： 巾46×奥行36cm
台湾製    入数50
JAN 4957423071802　37272

シリコンクックマット
￥1,650

材質　 ： 表面：ポリエステル繊維
　　      裏面：アクリル樹脂
サイズ ： 巾70×奥行56cm
日本製    入数120
JAN 4957423083324　40868

クッキー・ケーキ用マット
￥1,320

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 径6.5×全長25.5cm
日本製    入数120
JAN 4957423039758　27539

ケーキ屋さんの泡立て名人
￥1,320

焼き上がった生地を
焼き型から

取り出すのに便利。

材質　 ： 鉄（フッ素樹脂加工）
サイズ ： 巾28.5×奥行28.5×高さ2.1cm
日本製    入数50
JAN 4957423071444　36594

 
ロールケーキ型
￥1,650

お
弁
当
・
製
菓
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お祭り気分健康食 冷　菓 レンジ調理

材質　 ： ポリプロピレン　
サイズ ： 巾6.5×奥行7.6×高さ10cm
日本製    入数60
JAN 4957423066709　35284

半熟王子 レジたまちゃん
￥770

材質　 ： ポリメチルペンテン
　　      （耐熱200℃）　
サイズ ： 巾10×奥行9.1×高さ6.3cm
　　      240㎖
日本製    入数60
JAN 4957423078566　39401

レンジで使える
ミニボウル 3個組
￥1,430

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［金具］亜鉛ダイカスト（ニッケルメッキ）
サイズ ： 巾27×奥行27×高さ30.5（かご6.5）cm
日本製    入数20
JAN 4957423078610　39485

ドライフルーツ
バスケット2段
￥3,300

丈夫で臭い移りしない
ステンレス製。

簡単レシピ付き 電子レンジで
簡単調理！

材質　 ： ［ハンドル・フタ・裏フタ］ABS樹脂
　　      ［容器］ポリメチルペンテン
　　      ［カッター刃付ホルダー・シャフト・ギア］
　　      ポリアセタール
　　      ［カッター刃］:ステンレス刃物鋼
　　      ［すべり止め］:シリコーンゴム
サイズ ： 巾17×奥行12.7×高さ16cm
日本製    入数24
JAN 4957423063777　34484

SUGMOG 
スープチョッパー
￥2,750

４種の
レシピ
付

みじん切り機能と
レンジ調理機能が1つに！
鍋を使わず時短調理。

たこ焼き器をキズつけにくい
たこピック2本組
￥550
サイズ ： 全長18×外径2.1cm
JAN 4957423058971　32877

たこ焼き器をキズつけにくい
平型たこピック2本組
￥770
サイズ ： 全長20×外径2.1cm、
　　       先端平部巾5mm
JAN 4957423072410　37275

【共通】
材質　 ： ［ピン（返し部）］66ナイロン　［柄］ポリプロピレン
日本製    入数120

プレートにこびりついた
生地をとりやすい平型。

材質　 ： PVC樹脂
サイズ ： 巾38×奥行16×厚さ1cm、
　　　　 コードの長さ1.8m
日本製    入数30
JAN 4957423077538　39172

たたんでしまえる
ヨーグルトメーカー
￥5,500

牛乳にヨーグルトを入れ、
７～８時間通電するだけ！

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［フタ］ポリエチレン
サイズ ： 巾16.5×奥行11.8×高さ6.5cm
日本製    入数40
JAN 4957423078696　39523

ヨーグルトの水切りバット
￥2,750

キッチンペーパー不要！
市販のヨーグルト450ｇがぴったり。

材質　 ： ［本体･台座･ハンドル･押しフタ］
　　      スチロール樹脂
　　      ［ギア･ハンドル軸･軸受け］ポリアセタール
　　      ［削り刃］ステンレス鋼
　　      ［ゴム足］:シリコーンゴム
サイズ ： 巾20×奥行16×高さ22cm
日本製    入数20
JAN 4962336608823　32979

おうちでサラサラ
かき氷（ブルー）
￥1,980

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾21×奥行15.4×高さ4.7cm
日本製    入数20
JAN 4957423066761　35303

寒天流し型 
12個取（フタ付）
￥3,080

材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 外径19.3×高さ5.3cm
日本製    入数30
JAN 4957423052054　30828

デコレーションデザート型
￥1,650

材質　 ： ポリメチルペンテン（耐熱200℃）　
　　      ［フタ・キャップ］ポリエチレン
　　      （耐熱60℃）
サイズ ： 巾9×奥行8.3×高さ17.5cm、
　　      容量250㎖
日本製    入数60
JAN 4957423077569　39175

果実の酢
￥1,980

お手軽自家製ビネガー！
レンジで温め、

一晩冷やせばできあがり。

材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 巾24×奥行16×高さ12.5cm
日本製    入数24
JAN 4957423063517　34422

たっぷり入る粉つぎ1.1ℓ
￥1,650

材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 巾23×奥行23×高さ7cm
日本製    入数60
JAN 4957423073523　37775

居酒屋さんフリーサイズ 
おでん仕切り
￥1,100

20～30cmの鍋に対応！
具がごちゃごちゃに
なりません。

材質　 ： アルスター　 ［枠］18-0ステンレス
　　      ［ハンドル］天然木　［アミ］スチール　
サイズ ： 巾25×全長35×高さ3.1cm
日本製    入数24
JAN 4957423038201　26694

あぶり焼き
￥2,200

①食材をみじん
　切りにする

②水と調味料を
　入れる

③レンジで加熱

④できあがり！

◎
×
×

ガ ス 火
100V・IH
200V・IH

水ようかん ケーキ カスタードプリン フルーツ寒天

調
理
用
品
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皿が底につかない
ソフトスプーン 6本組
￥660 ￥660
材質　 ： ポリプロピレン　
サイズ ： 巾3.4×全長19.3×高さ2.2cm
日本製    入数240　
JAN 4957423065498　34948

サラッと食べやすい
スプーン 5本組
￥660
材質　 ： ポリプロピレン　
サイズ ： 巾3.9×全長19.2×高さ2.1cm
日本製    入数160　
JAN 4957423076227　38760

ラーメン丼スプーン 5色組
￥770
材質　 ： ポリプロピレン　
サイズ ： 巾4×全長21.3cm
日本製    入数120　
JAN 4957423058711　32784

ＴＳＵＢＡＭＥ サッとすくえる
スプーン 5本組
￥1,650
材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 巾3.3×全長19.2cm
日本製    入数60　
JAN 4957423081399　40248

サクラ コーヒースプーン 
5本組
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾2.8×全長12.5×高さ0.9cm
日本製    入数200　
JAN 4957423063630　34439

カトラリー

ＴＳＵＢＡＭＥ　
コーヒースプーン 5本＋1本組
￥660
材質　 ： 18-8ステンレス
　　      ［ハンドル］ツヤ消し
サイズ ： 巾2.5×全長13cm
日本製    入数200　
JAN 4957423041997　28102

ＴＳＵＢＡＭＥ　
ピックフォーク 5本＋1本組
￥660
材質　 ： 18-8ステンレス
　　      ［ハンドル］ツヤ消し
サイズ ： 巾1.7×全長13.8cm
日本製    入数200　
JAN 4957423042000　28103

カップスープ用スプーン 
5本組
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾4×全長13.5cm
日本製    入数100　
JAN 4957423011006　14150

ＴＳＵＢＡＭＥ すくいやすい　
スープスプーン 5本組
￥1,100
材質　 ： 18-0ステンレス　
サイズ ： 巾4.4×全長14.7cm
日本製    入数60　
JAN 4957423081405　40249

お助けスプーン
￥1,100
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾7×全長24cm
日本製    入数50　
JAN 4957423068291　35698

お助けフォーク
￥1,100
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾7×全長24cm
日本製    入数100　
JAN 4957423005180　35006

お助けスプーン
バラ柄
￥1,320
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾7×全長24cm
日本製    入数100　
JAN 4957423087124　42441

卓上お玉セット（フック付）
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾5.8×全長19.5×高さ2.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423013376　19461

レンゲスプーン 
5本組
￥1,320
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾3.7×全長18cm
日本製    入数100　
JAN 4957423008938　18756

レンゲスプーン 穴あき 
5本組
￥1,430
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾3.7×全長18cm、穴径4mm
日本製    入数100　
JAN 4957423075800　38533

レンゲとスプーンの
いいとこどり！

カレー、丼もの、鍋料理に。

きれいにすくえる
やわらかスプーン 5本組

材質　 ： ポリプロピレン　
サイズ ： 巾3.1×全長18×高さ1.4cm
日本製    入数200　
JAN 4957423073165　37559

浅くて平たい形状で
使いやすい。

マグカップスプーン 
5本組
￥1,100
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾2.6×全長14.8cm
日本製    入数100　
JAN 4957423076067　38617

マグカップにぴったり！

和菓子の友
￥1,320
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 全長12cm
日本製    入数200　
JAN 4957423013413　11566

ジャム・バターベラ 
2本組
￥770
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 全長17.8cm
日本製    入数150　
JAN 4957423011280　14829

コーヒーサーバー
インスタント用 2本組
￥770
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 全長17cm
日本製    入数100　
JAN 4957423011846　15366

ステンレス
ピクルススプーン
￥660
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾5.2×全長17cm
日本製    入数200　
JAN 4957423055093　31680

マリー コーヒースプーン
10本組
￥2,200
材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 全長13.5cm
日本製    入数100　
JAN 4957423011556　10264

フレンチ コーヒースプーン
10本＋2本増量
￥1,320
材質　 ： 18-10ステンレス
サイズ ： 巾2.2×全長11.5cm
日本製    入数100　
JAN 4571119428178　21998

ＴＳＵＢＡＭＥ
スマートカレースプーン
５本組
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾3.1×全長17.8cm
日本製    入数50　
JAN 4957423086929　42362

料理のとりわけに便利な
大きいサイズ。

カ
ト
ラ
リ
ー
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サイズ ： 巾26×奥行59.4×高さ18cm
入数4　
JAN 4957423075794　38532

水切りラック
ロング ￥16,500

サイズ ： 巾23.5×奥行58.5×高さ16.8cm
入数4 
JAN 4957423082006　40432

ＴＳＵＢＡＭＥ 水切りバスケット　
ロングワイド　￥19,800

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾20×奥行6.5×高さ11cm
日本製    入数60
JAN 4957423080958　40133

水切りラック用 
グラスフック　￥1,650

サイズ ： 巾19.5×奥行58×高さ16.8cm
入数6 
JAN 4957423073844　37907

　
ロング　￥16,500

サイズ ： 巾18×奥行41.3×高さ16.8cm
入数6 
JAN 4957423073837　37906

ショート　￥13,200

 
縦置きワイド ￥13,200
サイズ ： 巾33×奥行42.3×高さ15cm
入数6　
JAN 4957423068611　35730

 
横置きワイド  ￥13,200
サイズ ： 巾46.7×奥行33×高さ15cm
入数6　
JAN 4957423068628　35731

縦置きスリム ￥9,900
サイズ ： 巾23×奥行42.3×高さ15cm
入数6　
JAN 4957423068598　35728

横置きスリム ￥9,900
サイズ ： 巾46.7×奥行23×高さ15cm
入数6　
JAN 4957423068604　35729

【共通】
材質　 ： 18-8ステンレス
 ［トレー］18-0ステンレス
 ［脚ゴム］シリコーンゴム
日本製

【共通】
材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［トレー］18-0ステンレス
　　      ［脚ゴム］ポロン樹脂
日本製

共通の箸置きが
ついています。

共通の箸置き
がついています。

材質　 ： 18-8ステンレス
　　　　 ［トレー］18-0ステンレス
　　　　 ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾28×奥行46.4×高さ13.5cm
日本製    入数6 
JAN 4957423072649　37380

ウイング 水切りバスケット　
￥8,800

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾9×奥行6.6×高さ21cm
日本製    入数60
JAN 4957423080965　40134 

水切りラック用 
包丁差し　￥2,200

ワイドとスリムは上にトレーをのせて
サポートラックとしても使えます。

斜めのトレーで水は自然にシンクに流れ
水捨ての手間がいりません。

横置きは手前に調理スペースができるので、
作業効率も上がります。

8mm間隔のワイヤー線で、薄い皿を垂直に立てたり、
コップなどの小物も安定して置くことができます。

ロングはシンクに渡して置くことができます。

Point

取り出しやすい
カーブ形状の箸置き。

水は自然にシンクに流れます。

お皿をひっかけて
立たせることができます。

水切りラック
キッチンに合わせて
選べるサイズ展開

引っかけて立たせる、
抜群の収納力

箸置きが一体となった美しい形状

1
お皿が立てられる

2
コップをかけられる

3
まな板もOK！

4
水が自然にシンクに流れる

ロング、ロングワイドはシンクに渡して置くこ
とができます。

水は自然にシンクに流れ、水捨ての手間がい
りません。

側面の枠組にはお皿やコップを引っかけるこ
とができます。 シ

ン
ク・
キ
ッ
チ
ン
周
り
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材質　 ： 純銅　
　　      ［取手］18-8ステンレス　
サイズ ： 外径13.4×深さ11.7cm
日本製    入数24
JAN 4957423026949　22882

純銅製ゴミポケット
￥2,750

材質　 ： 純銅　
　　      ［取手］18-8ステンレス　
サイズ ： 外径13.4×高さ4.8cm
日本製    入数36
JAN 4957423037303　26784

純銅製ゴミポケット浅型
￥2,200

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾19（15.8）×奥行14.7（12）×高さ18.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423080613　40047

キッチンポリ袋
スタンド扇型
￥880

材質　 ： 抗菌ステンレス鋼
　　      ［脚］18-8ステンレス
サイズ ： 巾20×奥行14.5×高さ12.7cm
日本製    入数36
JAN 4957423085755　41778

ステンレス脚の抗菌三角コーナー
￥2,200

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾37.5×奥行26.5×高さ12.3cm
日本製    入数12
JAN 4957423049948　30248

ステンレス製の小判型洗い桶 
足付
￥2,860

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 上外径15.5×下外形13.5×高さ18.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423074674　38125

キッチンポリ袋用
生ごみスタンド
￥880

材質　 ： 18-8ステンレス
　　      ［斜めトレー］18-0ステンレス
　　      ［脚ゴム･クッションゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾21.5～37×奥行50×高さ17cm
日本製    入数4
JAN 4957423085502　41713

サポート水切りが出てくる
水切りバスケット48タイプ
￥15,400

材質　 ： 18-8ステンレス
　　      ［斜めトレー］18-0ステンレス
　　      ［脚ゴム･クッションゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾21.5～37×奥行60×高さ17cm
日本製    入数4
JAN 4957423085519　41714

サポート水切りが出てくる
水切りバスケット58タイプ
￥16,500

材質　 ： 18-8ステンレス
　　      ［斜めトレー］18-0ステンレス
　　      ［脚キャップ］ポリエチレン
サイズ ： 巾24×奥行52×高さ16.5cm
日本製    入数6
JAN 4957423084970　41495

家族の人数で選べる
水切りバスケット3－4人用
￥11,000

材質　 ： 18-8ステンレス
　　      ［斜めトレー］18-0ステンレス
　　      ［脚キャップ］ポリエチレン
サイズ ： 巾29×奥行52×高さ16.5cm
日本製    入数6
JAN 4957423084987　41496

家族の人数で選べる
水切りバスケット5－6人用
￥13,200 材質　 ： 18-8ステンレス

サイズ ： 外径13.5（上下共通）×高さ16.5cm
日本製    入数40
JAN 4957423084949　41490

キッチンポリ袋用
生ごみスタンドS
￥770

材質　 ：シリコーンゴム
サイズ ： 巾40.7×奥行27×高さ1.2cm
台湾製    入数20
JAN 4957423071536　36626

シリコン水切りマット ワイド
￥2,750

材質　 ：シリコーンゴム
サイズ ： 巾48×奥行16×高さ1.1cm
台湾製    入数30
JAN 4957423076920　39003

シリコン水切りマット スリム
￥1,980

材質　 ：シリコーンゴム
サイズ ： 巾30.7×奥行27.3×高さ0.9cm
日本製    入数60
JAN 4957423051316　30685

シリコン水はね軽減マット
￥3,300

シンク周りアイテム

必要なときだけ引き出せる伸縮タイプ

バスケットの両サイドに皿が立てられるツバが付いています。

シ
ン
ク・
キ
ッ
チ
ン
周
り
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材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［流れるトレー］18-0ステンレス
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾23.7×奥行10.2×高さ9.8cm
日本製    入数30
JAN 4957423074858　38228

ＴＳＵＢＡＭＥ 
水が流れる洗剤スポンジラック
￥3,300

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 巾10.5×奥行3×高さ10cm
日本製    入数100
JAN 4957423081986　40415

奥行きわずか３ｃｍ スリム箸立て
￥1,320

材質　 ： ［本体バー］18-8ステンレス　　
　　      ［本体フック］スチール
　　      ［クッションゴム］ポロン樹脂　
サイズ ： 巾22.6×奥行7.1×高さ7.4cm
日本製    入数20
JAN 4957423075091　33368

シンクタオルバー
￥3,850

材質　 ： ［本体バー］18-8ステンレス
　　      ［本体プレート］18-0ステンレス、
　　      マグネットシート
サイズ ： 巾26.6×奥行2.2×高さ6.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423074407　38030

ピタッとステンレスふきん掛け
￥3,300

ピタッとステンレスツールフック
￥1,980
材質　 ： 18-0ステンレス､マグネットシート
サイズ ： 巾21×奥行3×高さ5cm
日本製    入数60　
JAN 4957423080798　40109

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾15×奥行8×高さ18.3cm
日本製    入数10
JAN 4957423081115　40162

外して洗えるツールスタンド　
￥4,180

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾11×奥行7.2×高さ22cm
日本製    入数20
JAN 4957423084086　41176

包丁スタンド スマートタワー
￥2,750

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［斜めトレー］18-0ステンレス
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾25.4×奥行8.2×高さ10.6cm
日本製    入数24
JAN 4957423044066　28565

斜めトレー付洗剤スポンジラック 
￥2,750

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［トレー］18-0ステンレス
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾46×奥行11×高さ4.6cm
日本製
JAN 4957423086288　42101

ステンレス　
スリムマグボトル・グラストレー
￥5,500

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［トレー］18-0ステンレス
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾15.2×奥行11.1×高さ23.6cm
日本製    入数30
JAN 4957423080057　39908

斜めまな板包丁スタンド　
￥2,200

材質　 ： スチール（フッ素樹脂加工）
サイズ ： 巾36～65×奥行31×高さ47.5cm　
日本製    入数8
JAN 4957423026406　22740

ガステーブル用
レンジガード グレー
￥4,180

材質　 ： スチール（フッ素樹脂加工）
サイズ ： 巾36.5～67×奥行27.5～46×高さ28.5cm　
日本製    入数8
JAN 4957423026420　22742

システムキッチン用
レンジガード グレー
￥4,950

材質　 ： スチール（フッ素樹脂加工）
サイズ ： 巾27×高さ28.3×厚さ0.4cm　
日本製    入数24
JAN 4957423066082　35175

サッとその場で
油はねガード
￥2,530

材質　 ： スチール（フッ素樹脂加工）
サイズ ： 巾33.5×奥行24.7×高さ29cm　
日本製    入数12
JAN 4957423076418　38843

テフロンセレクト 
サッとその場でレンジガード
￥3,080

材質　 ： スチール（ポリエチレンコーティング）
サイズ ： 巾29～58×奥行15×高さ8.6cm
日本製　入数20
JAN 4957423067140　35419

伸縮お皿収納ラック
￥2,200

スペースラック（4個組）
￥2,200
材質　 ： スチール（ポリエチレンコーティング）
サイズ ： 巾20.1×奥行20.1×高さ8cm（1個)
日本製　入数12
JAN 4957423012959　15848

材質　 ： ポリプロピレン、抗菌剤入り
サイズ ： 巾24×奥行31×高さ6.5cm
日本製　入数10
JAN 4957423003551　14949

スライド式抗菌整理トレー
ミカゲ
￥1,100

スライド式整理トレー 
ブラック
￥1,100
材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 巾24×奥行31×高さ6.5cm
日本製　入数10
JAN 4957423031028　24680

まとまりにくい小物類を
スッキリ整理。

トレーは前後にスライドします。

幅を調整できる
スライド式！

シンク脇に置いても
邪魔にならない
スリムタイプ。

フッ素樹脂加工で油汚れを簡単に
落とせます。

使わないときはたたんですき間収納。

シンク周りアイテム 食器をきちっと収納

油はねをしっかりガード

マグネットで簡単取り付け。

分解して丸洗いできます。

材質　 ： ステンレス鋼
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾28.3×奥行12×高さ19cm
日本製    入数12
JAN 4957423047067　29348

洗剤＆スポンジラック ワイド 
￥3,080

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾8×奥行7×高さ23cm
日本製    入数20
JAN 4957423068574　35726

包丁スタンド
￥3,300

包丁２～３本
収納可能。

刀身をしっかり
隠せます。

包丁２本、
まな板1つ、
シートまな板1つ
収納可能。

シ
ン
ク・
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サイズ ： 巾15.5×奥行56×高さ49.5cm
入数3　
JAN 4957423061841　33924

コンロサイド
サポートシェルフ３段
6ポット　￥16,500

サイズ ： 巾15.5×奥行56×高さ49.5cm
入数2　
JAN 4957423068925　35772

12ポット　￥22,000

【共通】
材質　 ： スチール  ［棚］ステンレス鋼  ［ポット・軽量スプーン］ポリスチレン・ポリプロピレン・ポリエチレン　
日本製

サイズ ： 巾40×奥行20.2×高さ45.2cm
入数5　
JAN 4957423061445　33800

オールステンレス頑丈出窓ラック
幅40 ￥13,200

サイズ ： 巾60×奥行20.2×高さ45.2cm
入数3　
JAN 4957423061452　33801

幅60 ￥16,500
サイズ ： 巾90×奥行20.2×高さ45.2cm
入数1　
JAN 4957423061469　33802

幅90 ￥19,800 【共通】
材質　 ： ステンレス鋼
　　　   ［脚ゴム］シリコーンゴム
日本製

【共通】
材質　 ： 18-8ステンレス  ［脚ゴム］シリコーンゴム
日本製    入数12

サイズ ： 巾62.5×奥行17×高さ5cm
JAN 4957423064071　34590

18-8ステンレスコンロ奥ラック 
60サイズ
￥5,500

【共通】
材質　 ： スチール（クロムメッキ）  ［棚板･受皿］18-0ステンレス  ［脚ゴム］シリコーンゴム
日本製    入数4

サイズ ： 巾65×奥行22.5×高さ38cm
JAN 4957423082808　40721

コンロ奥ラック2段
60サイズ
￥9,900

サイズ ： 巾77.5×奥行17×高さ5.5cm
JAN 4957423065825　35089

 
75サイズ
￥6,050

サイズ ： 巾78×奥行22.5×高さ38cm
JAN 4957423082815　40722

 
75サイズ
￥11,000

材質　 ： 18-0ステンレス　
　　      ［脚ゴム］ポリウレタン
サイズ ： 巾64～80×奥行12×高さ6cm
日本製    入数10
JAN 4957423073288　37634

排気口をカバーできるコンロ奥ラック

材質　 ： 18-0ステンレス　
　　      ［脚部］18-8ステンレス　
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾55～77×奥行7.2×高さ8cm
日本製    入数20
JAN 4966986886228　35059

排気口汚れ防止カバー 
スライド式￥5,500 ￥3,080

【共通】
材質　 ： 18-8ステンレス  ［棚板］18-0ステンレス  ［クッションゴム・脚ゴム］シリコーンゴム
日本製

サイズ ： 巾27×奥行27×高さ28.8cm
入数6
JAN 4957423073622　37800

ステンレスプレート コンロコーナーラック　
2段
￥8,800

サイズ ： 巾27×奥行27×高さ48cm
入数3
JAN 4957423073639　37801

 
3段
￥11,000

サイズ ： 巾53.5～92×奥行22.7×高さ25cm
入数6　
JAN 4957423056267　32040

どこでもサポートシェルフ
￥7,700

サイズ ： 巾53.5～92×奥行22.7×高さ45cm
入数3　
JAN 4957423064163　34608

2段 ￥15,400 【共通】
材質　 ： スチール(クロムメッキ)
　　　   ［天板］ステンレス鋼
　　　   ［脚ゴム］合成ゴム
　　　   ［ネジ］ステンレス鋼
日本製

排気口の汚れをガード！
鍋などの一時置きにも。

サイズ ： 巾40×奥行20.3×高さ43cm
入数5　
JAN 4957423051705　30749

木棚出窓シェルフ 
幅40 ￥8,800

サイズ ： 巾60×奥行20.3×高さ43cm
入数3　
JAN 4957423051712　30750

幅60 ￥11,000
サイズ ： 巾90×奥行20.3×高さ43cm
入数1　
JAN 4957423056205　32034

幅90 ￥13,200 【共通】
材質　 ： スチール(クロムメッキ)
　　　   ［棚］MDF（ウレタン塗装）
　　　   ［クッションゴム］シリコーンゴム
日本製

出窓ラック コンロ奥のスペースを有効活用

幅90

棚板は高さ調節が可能。

バックネット付きで
転落防止。

キズつき防止のクッションゴム付き。

スライドさせて幅を調節できます。

出窓やコンロ奥のスペースを利用して、重い鍋や調味料などを置けます。

調味料ポット付き！

調味料などをサッと
手の届く位置に収納！

鍋蓋も立て掛けられます。

収

　納
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材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［木棚］MDFウレタン樹脂塗装
　　　　［カゴ］ポリプロピレン
サイズ ： 巾43.5×奥行30.5×高さ21cm
日本製  ［カゴ］中国製　入数6　
JAN  4957423069090　35836

トースターラック  リーフ 
￥9,900

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［木棚］ラバーウッド
　　　　［バスケット］ポリプロピレン
　　　　［保護パット］TCC
サイズ ： 巾43.5×奥行30.5×高さ21cm
日本製  ［カゴ］中国製　入数6　
JAN  4957423075817　38537

木棚トースターラック
WH ￥10,450

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［木棚］ラバーウッド
　　　　［バスケット］ポリプロピレン
　　　　［保護パット］TCC
サイズ ： 巾43.5×奥行30.5×高さ21cm
日本製  ［カゴ］中国製　入数6　
JAN  4957423075824　38538

木棚トースターラック
BR ￥10,450

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［木棚］MDFウレタン樹脂塗装
　　　　［バスケット］ポリプロピレン
　　　　［保護用クッション］TCC
サイズ ： 巾43.5×奥行30.5×高さ21cm
日本製  ［カゴ］中国製　入数3　
JAN  4957423074643　38122

トースターラック
ネコ 洗えるバスケット付
￥9,900

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［木棚］MDFウレタン樹脂塗装
　　　　［バスケット］ポリプロピレン
　　　　［保護用クッション］TCC
サイズ ： 巾43.5×奥行30.5×高さ21cm
日本製  ［カゴ］中国製　入数3
JAN  4957423079549　39768

トースターラック
白ネコ 洗えるバスケット付
￥9,900

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［バスケット］ポリプロピレン
サイズ ： 巾37×奥行19×高さ35cm
日本製  ［カゴ］中国製　入数8　
JAN 4957423073936　37924

キャリーバスケット
スクエア ＷＨ　￥7,700

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［バスケット］ポリプロピレン
サイズ ： 巾36×奥行31×高さ41.5cm
日本製  ［カゴ］中国製　入数6　
JAN 4957423073929　37923

キャリーバスケット
ラウンド ＷＨ　￥6,600

トースターの下を
有効活用。

卓上でフルーツや
ティーセットなどを収納。

バスケットだけ
外して使用できます。

バスケットは
樹脂製なので丸洗い

できます。

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［バスケット･網棚］スチール（ポリエチ
　　　   レンコーティング）
　　　　［Sカン］スチール（クロムメッキ）
　　　　［転倒防止吸盤］塩化ビニル
サイズ ： 巾21.5×奥行40×高さ40cm
日本製　入数1
JAN  4957423082136　40454

シンク下有効活用ラック
引き出し3段20
￥13,200

材質　 ： ［本体・フック］スチール（クロムメッキ）  
　　　   ［スパイス棚］18-0ステンレス
　　　   ［傷防止ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾45.6×奥行10.3×高さ20cm
日本製　入数12　
JAN 4957423081139　40166

スパイスも置ける
レンジフードツールバー　￥5,500

材質　 ： スチール（ポリエチレンコーティング）
サイズ ： 巾30×奥行25.5×高さ17.5cm
日本製　入数12　
JAN 4957423038355　27069

キッチン吊り戸棚下ラック
￥2,200

材質　 ： スチール（ポリエチレンコーティング）
サイズ ： 巾20.2×奥行25.6×高さ10.5cm
日本製　入数20　
JAN 4957423038362　33294

キッチン吊り戸棚下フキン掛け
￥1,320

材質　 ： スチール（ポリエチレンコーティング）
サイズ ： 巾32.6×奥行25.4×高さ18.2cm
日本製　入数12　
JAN 4957423043816　28486

キッチン吊り戸棚下バスケット
￥2,200

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［バスケット･網棚］スチール（ポリエチ
　　　   レンコーティング）
　　　　［Sカン］スチール（クロムメッキ）
　　　　［転倒防止吸盤］塩化ビニル
サイズ ： 巾31.5×奥行40×高さ40cm
日本製　入数1　
JAN  4957423082143　40455

シンク下有効活用ラック
引き出し3段30
￥14,300

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［バスケット･網棚］スチール（ポリエチ
　　　   レンコーティング）
　　　　［Sカン］スチール（クロムメッキ）
　　　　［転倒防止吸盤］塩化ビニル
サイズ ： 巾31.5×奥行40×高さ40cm
日本製　入数1　
JAN  4957423082150　40456

シンク下有効活用ラック
フライパンラック
￥13,200

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　　　［バスケット･網棚］スチール（ポリエチ
　　　   レンコーティング）
　　　　［Sカン］スチール（クロムメッキ）
　　　　［転倒防止吸盤］塩化ビニル
サイズ ： 巾31.5×奥行40×高さ40cm
日本製　入数1　
JAN  4957423082181　40459

シンク下有効活用ラック
ななめ棚30
￥11,000

キッチンペーパーや
ラップを取りやすい位置に

ひとまとめ。

使う・片づけるが楽ラク収納

収

　納
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材質　 ： スチール
　　　　（ポリエチレンコーティング）
　　　　［キャスター］ナイロン
サイズ ： 巾25.5×奥行31.5×高さ64.5cm
日本製　入数6　
JAN 黒  4957423072434　37292
      茶  4957423039499　32024
      白  4957423070676　36463

キッチンスタッキング
バスケット4段
￥4,950

材質　 ： 再生ダンボール
サイズ ： 巾23×奥行34.5×高さ55.5cm
　　　　（組立時）
日本製　入数8　
JAN 4957423010443　18224
※内面撥水加工ではありません。　

ダンボール
ダストボックス4個組
￥2,200

材質　 ： 再生ダンボール
　　　　［内面］撥水加工
サイズ ： 巾23×奥行35×高さ56cm
日本製　入数8　
JAN 4957423013895　19625

ダンボール
ダストボックス4個組
45Ｌ用 ￥2,420

材質　 ： 再生ダンボール
　　　　［内面］撥水加工
サイズ ： 巾16×奥行30×高さ45cm
　　　　（組立時）
日本製　入数15　
JAN 4957423055871　31916

スリムダンボール
ダストボックス3個組
￥1,320

材質　 ： ダンボール(再生紙100%)
　　　　［内面］撥水加工
サイズ ： 巾21.5×奥行29×高さ76cm
　　　　（3個積み重ね時）
日本製　入数12　
JAN 4957423058704　32783 

ダンボール製
野菜ストッカー（3個組）
　￥1,650

サイズ ： 巾27.5×奥行26.4×高さ23cm
入数8　
JAN 4957423017978　20442

ステンレス フタ付きバケツ
8Ｌ ￥5,500

サイズ ： 巾33.6×奥行30.5×高さ26.2cm
入数8　
JAN 4957423079976　39886

13Ｌ ￥11,000

サイズ ： 巾33.6×奥行30.5×高さ30.6cm
入数1　
JAN 4957423079983　39887

15Ｌ ￥12,100

サイズ ： 巾33.6×奥行30.5×高さ34.6cm
入数1　
JAN 4957423079990　39888

18Ｌ ￥13,200

【ステンレスフタ付バケツ共通】
材質　 ： 18-8ステンレス
日本製

8L

15L

材質　 ： スチール（ポリエチレンコーティング）
　　　　［キャスター］ナイロン樹脂
サイズ ： 巾26.5×奥行37×高さ94cm
日本製　入数4　
JAN 黒  4957423073479　37751 　 白  4957423080774　40102

上にも物が置ける
スタッキングバスケット4段
￥6,600

材質　 ： スチール
　　　　（ポリエチレンコーティング）
　　　　［キャスター］ナイロン樹脂
サイズ ： 巾38.5×奥行38.5×高さ94cm
日本製　入数4　
JAN 茶  4957423083973　41127
      白  4957423083997　41129

上にも物が置ける
スタッキング
バスケットワイド4段
￥9,900

材質　 ： スチール（ポリエチレンコーティング）
　　　　［キャスター］ナイロン樹脂
サイズ ： 巾26.5×奥行37×高さ71.5cm
日本製　入数6　
JAN 黒  4957423073462　37750　　白  4957423080767　40101

上にも物が置ける
スタッキングバスケット3段
￥5,500

材質　 ： スチール
　　　　（ポリエチレンコーティング）
　　　　［キャスター］ナイロン樹脂
サイズ ： 巾38.5×奥行38.5×高さ72cm
日本製　入数4
JAN 茶  4957423083966　41126
      白  4957423083980　41128

上にも物が置ける
スタッキング
バスケットワイド3段
￥8,800

材質　 ： スチール（クロムメッキ）
　　　　［キャスター］ナイロン
サイズ ： 巾36×奥行26.5×高さ50.3cm
日本製　入数1　
JAN  4957423085786　41810

折りたためるキャスター付ゴミ袋ホルダー
￥4,950

材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾45×奥行22.5×高さ51.5cm
日本製　入数8　
JAN  4957423085342　41642

折りたたみ分別ゴミ袋スタンド
￥4,950

キッチンの他、子供部屋・
リビングでも使えます。

４５Ｌのゴミ袋に対応。

じゃがいも・玉ねぎなどの
野菜の保管に最適。

ペットボトルの
本体・ラベル・フタなど、
細かい分別に便利。

マルチバスケット

白

白

白茶

材質　 ： スチール
　　　　（ポリエチレンコーティング）
　　　　［キャスター］ナイロン樹脂
サイズ ： 巾35.5×奥行24.5×高さ78cm
日本製　入数4　
JAN 4957423079587　39782

カウンター下
スリムバスケット3段　
￥6,600

茶

白茶

黒 白黒

黒 茶ダイニングテーブル下に入る高さです。

上棚付きなので上にも物が置けます。

リビングのカウンターの下に入る
高さです。

新聞がぴったり入る奥行です。

一番下の段には雑誌を立てて
入れられます。

重ねてもバラしても使えます。

プラスチック製のゴミ箱にくらべて、環境に優しく手軽！

ダストボックス

ダストボックスにゴミ袋をセット。 丈夫な強化ダンボール。ゴミの分別にぴったり。 臭いが気になってきたら気軽にリサイクルへ！

内面撥水加工！

スリムダンボール ダストボックス3個組 使用例

収

　納
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収納時

からみにくい
ステンレスハンガー 24ピンチ
￥4,950
サイズ ： 巾53×奥行31.5×高さ28cm
日本製    入数20　
JAN 4957423036146　26448

ダイレクト
ステンレスハンガー40ピンチ
￥6,600
サイズ ： 巾68.5×奥行34×高さ21.8cm
日本製    入数12　
JAN 4957423036160　26450

ダイレクト
ステンレスハンガー 32ピンチ
￥6,050
サイズ ： 外径巾68.5×奥行31.5×高さ21cm
日本製    入数12　
JAN 4957423037143　26713

ステンレス
竿ピンチ6個組
￥1,650
サイズ ： 全長13cm、先端巾2.4cm
中国製    入数60　
JAN 4957423052405　30899

フックが折りたためる
バスタオルハンガー
￥3,850
サイズ ： 巾72×奥行27.3×高16cm
日本製    入数8　
JAN 4957423036139　26447

物干用6連ハンガー 
2本組
￥1,870
サイズ ： 巾33×奥行4.5×高さ12.5cm
日本製    入数40　
JAN 4957423077552　39174

ステンレスフック
10連ハンガー
￥1,760
サイズ ： 巾60×奥行5×高さ13cm
日本製    入数50　
JAN 4957423022682　15016

竿外れ防止 
ダブルピンチ2個組
￥2,200
サイズ ： 巾10×奥行5.6×高さ12.8cm
日本製    入数60　
JAN 4957423069885　36257

折りたたみ式
タオルハンガー
￥3,850
サイズ ： 巾74×奥行26.5×高さ22.5cm
日本製    入数20　
JAN 4957423036764　26608

シーツゆったり
のびのびハンガー
3枚掛け ブルー
￥4,400
材質　 ： ステンレス鋼、ポリプロピレン　
サイズ ： 巾60～160×奥行19×高さ14cm
日本製    入数20　
JAN 4957423050913　30637

からみにくい
ステンレスハンガー ワイド幅22ピンチ
￥4,400
サイズ ： 巾60.5×奥行32×高さ27.5cm
日本製    入数20　
JAN 4957423059879　33198

からみにくい
ステンレスハンガー16ピンチ
￥3,300
サイズ ： 巾36×奥行35×高さ28cm
日本製    入数20　
JAN 4957423072366　37236

物干しダイレクトピンチ8個組
￥880
サイズ ： 全長10.5cm、リング径4.5cm
中国製    入数72　
JAN 4957423052429　30901

使いやすくなった
ステンレスピンチ20個組
￥1,650
サイズ ： 全長7.1cm、ピンチ部巾1.5cm
中国製    入数60　
JAN 4957423065146　34852

【共通】
材質　 ： ステンレス鋼　

紫外線に強く、丈夫で長持ち

からみにくい
ステンレスハンガー丸型 20ピンチ
￥3,850
サイズ ： 巾34×奥行31.5×高さ27cm
日本製    入数20　
JAN 4957423036153　26449

紫外線に強く

光劣化でこわれにくい

サビに強いステンレス製

UV

水

折りたためて

開閉時に絡みにくいピンチ

ループに通っているので

からみにくく、つまみが長く

指が痛くなりにくい

7cm

靴下、
ハンカチなどの
小物に。

そのまま
物干し竿に取り付けて使用。
小物干しに便利です。

洗濯物を一気に
取り込む＆ハンガーの

片寄り防止！

2点フックで安心！

バスタオルが
4枚干せる！

折りたたんでコンパクトに
収納できます。

ステンレスハンガー

ス
テ
ン
レ
ス
ハン
ガ
ー
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シューズ＆
バスブーツハンガー2本組
￥1,650
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾17.5×奥行13×高さ31.7cm、
　　　　 アーム巾6cm
日本製    入数30　
JAN 4957423052382　30897

ステンレス
布団カバーハンガー
￥1,320
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾40×奥行15×高さ12.5cm
日本製    入数20　
JAN 4957423081832　40363

ステンレス
まくらハンガー2個組
￥3,300
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾20.5×奥行22.5×高さ39cm
日本製    入数16　
JAN 4957423086127　41940

材質　 ： 鉄（クロームメッキ）　
　　      ［バスケット］18-8ステンレス
　　      ［キャップ］シリコーンゴム
　　      ［キャスター］ナイロン
サイズ ： 巾30×奥行40×高さ115cm
耐荷重 ： 全体6kg（1ヶ当たり3kg）
日本製    入数1
JAN 4957423018685　20680

ランドリーバスケット2段
￥16,500

材質　 ： 18-0ステンレス、マグネット
サイズ ： 巾21×奥行8.3×高さ7.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423078467　39367

ピタッとステンレスボトルホルダー
￥3,080

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［キャスター］ポロプロピレン
サイズ ： 巾45×奥行17.5×高さ67.5cm
日本製    入数4
JAN 4957423081085　40147

キャスター付き
スリム洗濯機サイドラック
￥11,000

材質　 ： 18-8ステンレス､マグネットシート
サイズ ： 巾50×奥行5.5×高さ7.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423080705　40094

ステンレス洗濯機横ハンガー
￥3,850

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾23×奥行17.7×高さ25.8cm
日本製    入数8
JAN 4957423077712　39208

ステンレス風呂ふたスタンド
￥2,750

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［クッションゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾25×奥行11.2×高さ35.3cm
日本製    入数12
JAN 4957423078863　39577

バスカウンター
ボトルラック
￥3,300

材質　 ： 18-0ステンレス、マグネット
サイズ ： 巾23×奥行7×高さ7.5cm
日本製    入数20
JAN 4957423078450　39366

ピタッとステンレスバスブーツホルダー
￥2,750

天日干しで素早く乾かせます。
置き場所に困る

バスブーツのハンガーにも。

ステンレス
シューズスタンド2個組
￥2,750
材質　 ： 18-8ステンレス
サイズ ： 巾18.5×奥行15×高さ25.5cm
日本製    入数18
JAN 4957423086134　41941

濡れた靴の部屋干しや
ベランダでの陰干しに便利です。

18-8ワンタッチドライハンガー
￥4,400
材質　 ： 18-8ステンレス
　　　　［足ゴム］合成ゴム
サイズ ： 巾40.5×奥行34×高さ54cm
日本製    入数12
JAN 4957423008303　18197

JAN 4957423038607　27169

シリコン
シャンプーブラシ
￥825

JAN 4957423058568　32709

シリコン
シャンプーブラシ
ブル－ ￥825

マッサージもかねて
心地よく髪を洗えます。

サニタリー

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［クッションゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾33.6×奥行21.5×高さ35.3cm
日本製    入数6
JAN 4957423078856　39576

浴槽にひっかけられる
バスラック
￥4,180

バスケットは取りはずせます。

すき間に風が通って乾きやすい。

使いやすい斜めがけ。

1方向キャスター付きで引き出せます。

脚がつかないので、ぬめりにくく衛生的。

巻き式・折りたたみ式・板式の風呂ふたに対応。

【シリコンシャンプーブラシ・シリコンシャンプーブラシブル－】
材質　 ： シリコーンゴム
サイズ ： 径7.2×高さ5.2cm
日本製    入数100

サ
ニ
タ
リ
ー
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サッと拭けるトイレマット 
木目柄  ロング
￥1,100
サイズ ： 巾60.5×奥行78×厚さ0.5cm
材質　 ： PETフィルム、発泡ポリエチレン
　　　　EVAフィルム
日本製    入数36　
JAN 4957423074001　38000

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾16.5×奥行5×高さ11.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423068987　35790

超スリムな
ステンレス歯ブラシ立て
￥1,650

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 口径5.6×底径3.6×高さ8cm
日本製    入数100
JAN 4957423059268　32974

小さなステンレス
うがいコップ
￥880

材質　 ： 18-8ステンレス　
サイズ ： 外径6.2×高さ9cm
日本製    入数120
JAN 4957423049450　30054

ステンレス製
歯磨きうがいコップ
￥990

材質　 ： 飽和ポリエステル樹脂
　　      ［吸盤］塩化ビニル
サイズ ： 巾11.1×奥行5.4×高さ6.4cm
日本製    入数60
JAN 4957423083669　41018

指ですくえる
ソープディッシュ｠
￥858

材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 巾11.4×奥行10×全長15.7cm
日本製    入数60
JAN 4957423055932　31924

つめかえじょうご 
ヌカーズ
￥550

材質　 ： シリコーンゴム　
　　      ［フタ・ツマミ］ポリプロピレン
サイズ ： 巾12.5×奥行12×高さ6cm
台湾製    入数60
JAN 4957423063487　34413

スリムにたためる
入れ歯ケース
￥880

材質　 ： シリコーンゴム　
サイズ ： 巾8×奥行8×厚さ0.5cm
日本製    入数60
JAN 4957423057462　32427

ソファーがズレにくい
シリコンマット
￥1,430

材質　 ： シリコーンゴム　
サイズ ： 巾8×奥行8×厚さ0.5cm
日本製   入数60
JAN 4957423067157　35427

スリムリーフコート掛け ブラウン
￥13,200
材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
　　      ［パイプキャップ･アジャスター］ポリエチレン
　　      ［先端部飾り玉］エラストマー樹脂
サイズ ： 巾24.2×奥行39.7×高さ154.5cm
日本製    入数1
JAN 4957423047593　29532

ソファーマット
チョコブラウン
￥1,430

材質　 ： ［刃部］炭素鋼　
　　      ［柄］天然木
　　      ［口金］スチール
サイズ ： 巾12.7×全長31×高さ3cm、刃渡り10cm
日本製    入数100
JAN 4957423073127　37545

段付きギザ刃鎌
￥1,980

材質　 ： ［本体・車輪］ポリプロピレン　
　　      ［車軸］鉄
サイズ ： 巾32.5×奥行25×高さ17.8cm
日本製    入数8
JAN 4957423063494　34418

フィールドカート クローバー
￥2,200

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
サイズ ： 巾18×奥行17.4×高さ24.5cm
日本製    入数12
JAN 4957423059015　32907

蚊遣り器 鳥
￥4,400

材質　 ： スチール（メラミン樹脂焼付塗装）
サイズ ： 巾18×奥行17.4×高さ24.5cm
日本製    入数12
JAN 4957423061827　33922

蚊遣りスタンド コネコネコ
￥4,400

材質　 ： 18-8ステンレス　
　　      ［脚ゴム］シリコーンゴム
サイズ ： 巾7.8×奥行8×高さ11.2cm
日本製    入数60
JAN 4957423031684　24965

リング歯ブラシスタンド
￥1,650

材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 巾25×奥行6×高さ18cm（1個）
日本製    入数8
JAN 4957423066969　35357

ガーデンエッジ 
レンガ調 12個組
￥2,750

材質　 ： ポリプロピレン
サイズ ： 巾26.2×奥行6.4×高さ12cm（1個）
日本製    入数10
JAN 4957423005470　17029

ガーデンエッジ
森の花園 12個組
￥2,200

奥行５ｃｍだから
すき間に置ける！

歯間ブラシも
収納できます。

汚れも拭き取るだけ
カンタンキレイ。

蚊取り線香が素敵なインテリアに。 キャンドル置きやお香を焚くのにも使用できます。

座って作業ができる
ラクラクカート！

ガーデニングサニタリー

インテリア
床のキズ付き防止
にもなります。

指で下からすくい取れるので、
石鹸がすべり落ちません。

柄と地面の間に隙間ができるので、
手が擦れず作業しやすい構造。

大きな車輪なので安定感があります。

サ
ニ
タ
リ
ー・イ
ン
テ
リ
ア・ガ
ー
デ
ニン
グ
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