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商品検索

キーワード／カテゴリ／価格
色々な検索方法で

商品情報を検索できます。

商品情報

商品名／サイズ／入数
商品の詳細情報やサムネイル画像も

確認できます。

画像取得

EPS ／ JPEG
印刷用の高画像、WEB 用の低画像

用途に合わせて DL できます。

企画書作成

テンプレート／自動入力
各コマ数に合わせた企画提案書が

作成できます。

最新情報

PICK UP ／ランキング
新商品情報の他、時節の特集ページ

など、見どころ満載

k a k u s e e

2 0 2 2 7 1

会員 ID

パスワード

①画面右上のログインボタンをクリック ②ログイン画面に右の会員 ID とパスワードを入力してログイン

click!

ログイン手順

商品
検索

商品一覧
商品
検索

商品一覧

①画面左のサイドバーから商品検索 ②各種検索結果を商品一覧に表示

商品の複数選択（商品一覧より）

商品検索と画像

商 品 一 覧

商品名・品番・カタログ番号
JAN コードで検索

上代価格の範囲で検索
価 格 検 索

キーワード検索

12 大分類、各中分類から検索
カ テ ゴ リ 検 索 商品の個別選択（商品情報表示）

③商品一覧のチェックボックスを
チェックして jpeg/eps 画像を
ダウンロードする。

　
　商品一覧の商品画像か商品名を

クリックする事で表示される
   商品情報ページから jpeg/eps

画像をダウンロードする。

jpeg 画像をダウンロード

eps 画像をダウンロード

①商品一覧のチェックボックスで商品を選択
②画面左のサイドバーの企画書作成ボタンをクリック
③テンプレート選択で企画書のコマ数を選択
④企画書を作成ボタンをクリック
⑤ダウンロードボタンをクリック

商品企画書作成

企画書作成 企画書を作成する ダウンロード

https:/ /www.kakusee.co.jp
カクセー ホームページ
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シルクスクリーン印刷
名入れではもっとも
一般的な印刷方式で、
インクのノリが良く鮮明な
印刷ができます。
ほとんどの材質の物に
印刷が可能ですが、
凹凸面の印刷には
不向きです。

名入に
ついて

P.42

ココカフェ
真空二重マグ
300ｍl

P.40

P.104 P.100 P.96 P.123

P.27

P.47

P.48

クリーンパウダー
真空二重
ワンタッチボトル
500ml

クロスフィールド
COB スライドランタンライト

スティックFMラジオ DASH Ⅱ（ダッシュ・ツー） コルテーゼ　LEDライト付き
スタンド式ルーペ 3倍

ピックドア
真空二重
コンビニカップ
450ml

テイスティミラー
真空二重タンブラー
630ml

クリアスカイ
二重マグカップ400ml

レーザー
レーザー光の強力な熱で
製品に入れたいロゴや
名前を焼き付けます。
非接触加工なので、
多少の凹凸や湾曲が
あっても加工することが
できます。 P.47

テイスティミラー
真空二重タンブラー
630ml

インクジェット印刷
フルカラーを鮮やかに
再現できるのが
インクジェット印刷です。
アクリルやプラスチックなどの
非吸収性素材への印刷、
対象物に接触しないので
多少の凹凸のある物への
印刷も可能です。

P.42

ココカフェ
真空二重マグ
300ｍl

色は黒・白・茶から選べます。
※デザイン・商品によっては名入色
が限定される場合がございます。

※製品の形状や材質、塗装等の都合上、ご希望に添えない場合がございます。詳しくは各営業担当者にお問い合わせください。

名入印刷方法は様々ありますが、
おもな印刷方法をご紹介致します！

Aiアウトライン化されたイラストレータのデータをご支給ください。
（Adobe Illustrator のバージョンはCS6以下）

※名入れサイズに合わせて弊社にて修正させて頂く場合があります。 ※印刷方式によりグラデーションや中間色のものは名入れできませんのでご注意ください。　
※複雑なロゴやキャラクターなどは名入れできない場合があります。 ※小さな文字、細い線はつぶれて印刷出来ない場合があります。

入稿に際しての
お願い

販売などに関する注意事項
◆ 展示品等の返品は固くお断りします。
◆ 商品価格は、国際情勢・相場などの変動による価格変更の可能性があります。
　 また、商品デザインの変更、商品の入荷及び継続が不可能になる場合があります。

◆ 包装形態について

※「アソート」と表記のある商品は色・柄・種類の指定はお受けできません。
※商品価格には、消費税は含まれておりません。

本カタログの有効期限は 2022 年12月末までとなります。

…箱　入　タ…タグ付き　 …ブリスターパック入　
…袋　入　ラ…ラベル付　 …シュリンク包装　
…台紙付　 …包装なし　 …巻きラベル付　他…その他

…日本製　　 …中国製　　 …諸外国製

鍋・フライパン ……………………… 001

アウトドア …………………………… 023

マグ・ボトル・タンブラー …………… 037

包丁・まな板 ………………………… 054

野菜調理器…………………………… 061

ザル・ボウル ………………………… 064

保存容器……………………………… 067

お弁当箱 ……………………………… 070

電子レンジ調理器 …………………… 071

ファンシーキッチン …………………… 075

キッチン水回り ……………………… 076

エコ素材キッチン雑貨 ……………… 079

キッチン雑貨 ………………………… 080

コーヒーサーバー・ティーポット …… 082

食器・カトラリー …………………… 084

キッチン家電 ………………………… 090

防災用品 ……………………………… 095

ラジオ・ライト ………………………… 100

日用品雑貨 …………………………… 106

健康・衛生 …………………………… 110

ランドリー …………………………… 118

ストーブ関連 ………………………… 120

日用品雑貨 …………………………… 121

ハローキティ ………………………… 127

巻末スペック表 ……………………… 128

名入れについて ……………………… 149

日頃「TAKARABUNE」カタログをご利用いただきありがとうござ
います。
近年、新しい生活様式が定着する中で、ソロキャンプをはじめと
する「１人を楽しむ時間」が人気を博しています。同時に、皆で
楽しむ時間の大切さも、改めて確認することができた数年でした。
行楽や交流への需要も高まる中、今号 71号では「個でも、皆でも
楽しむ」がテーマとなっております。
多様な生活スタイルへのご提案に、ぜひご活用ください。

SIAA マークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイ
ドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

本編では、FSC®森林認証紙を
使用しています。
世界的な森林の減少が問題になってい
る中、適切に管理された森林に由来する木製品を使うことが重要
とされ、国際的にさまざまな取り組みが行われています。その中
で特に注目されている取り組みの一つが FSC（森林管理協議会）
のFSC森林認証制度です。
印刷物の制作においても森林認証紙を使うことで、森林保全を
支援することができます。

表紙では、
抗菌印刷を使用しています。
高い抗菌力
表紙に抗菌効果の高いニスをコーティングし
て印刷面を保護。大腸菌・黄色ブドウ球菌な
どの菌に対して優れた抗菌力を発揮します。

高い安全性
抗菌印刷は、４つの安全性試験をクリアしています。
❶急性経口毒性　❷皮膚刺激性
❸変異原性　　　❹皮膚感作性
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71-00201
TT-02　IH対応 
ダイヤモンドコート2食鍋
COREtoCORE 28cm
￥7,000　15878065
サイズ　�361×301×140mm（4.8L）
入　数　�6
材　質　�アルミ、18-0ステンレス�

強化ガラス、フェノール
（49�72940�158782）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応 ※8月発売予定NEW
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1～2 人用

3～4人用

オールシーズン
活躍！

71-00301
NE-01　Nerine-ネリネ- 
IH対応 セラミックコーティング 
卓上鍋 18cm
￥2,400　15866070
サイズ　�252×213×127mm（1.8L）
入　数　�8
材　質　�アルミ、18-0ステンレス�

フェノール、強化ガラス
（49�72940�158669）

◆

※8月発売予定NEW

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-00302
NE-02　Nerine-ネリネ-
IH対応 セラミックコーティング
卓上鍋 24cm
￥3,500　15867070
サイズ　�326×276×143mm（3.8L）
入　数　�6
材　質　�アルミ、18-0ステンレス�

フェノール、強化ガラス
（49�72940�152957）

◆

※8月発売予定NEW

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

鍋
・
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四季彩 －しきさい－

71-00401
FSC-01　四季彩 卓上こぶり鍋18cm
￥1,000　15862070
サイズ　�245×200×103mm（1.75L）
入　数　�16（8入×2）
材　質　�ステンレス、強化ガラス、フェノール
（49�72940�158621）

◆

※8月下旬発売予定NEW

71-00402
FSC-02　四季彩 浅型鍋20cm
￥1,300　15864070
サイズ　�282×215×115mm（1.8L）
入　数　�16（8入×2）
材　質　�ステンレス、強化ガラス�

フェノール
（49�72940�158645）

◆

※8月下旬発売予定NEW

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応
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71-00501
FSC-03　四季彩 兼用蒸し鍋22cm
￥2,600　15865070
サイズ　�235×340×185mm�

（満水：5.0L／適正：（蒸す）1.2L、（煮る）3.5L）
入　数　�6（3入×2）
材　質　�ステンレス、フェノール、強化ガラス
（49�72940�158652）

◆

※8月下旬発売予定NEW

71-00502
FSC-04　四季彩 卓上たらふく鍋24cm
￥1,600　15863070
サイズ　�317×256×135mm（3.5L）
入　数　�10（5入×2）
材　質　�ステンレス、強化ガラス、フェノール
（49�72940�158638）

◆
※8月下旬発売予定NEW

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
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対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応ラ

71-00602
TF-104　たらふく 大型鍋 26cm
￥2,400　11392072
サイズ　�340×290×157mm（5.2L）
入　数　�8（4入×2）
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�113927）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応ラ

71-00603
TF-106　たらふく 大型鍋 30cm
￥3,000　11394072
サイズ　�380×330×190mm（8.8L）
入　数　�8（4入×2）
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�113941）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応ラ

71-00601
TF-103　たらふく 大型鍋 24cm
￥2,200　11391072
サイズ　�320×270×155mm（4.2L）
入　数　�8（4入×2）
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�113910）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応ラ

71-00604
TF-107　たらふく 大型鍋 33cm
￥3,300　11400072
サイズ　�415×360×188mm（11.0L）
入　数　�6（3入×2）
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�114009）

◆

たっぷり

おでんだけ
では

もったいない
！

春夏秋冬、季節の旬な食材を

たらふく食べたい時にぜひ！
３３ｃｍは、
パスタを寝かせて
少ないお湯でも
茹でられる！

ご家庭だけでなく、
芋煮会等の
各種イベントでも
大活躍！

とうもろこし等
長いものもラクラク
茹でられる！

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

ラ
71-00605
ZP-004　ゼロプラス 
雪平鍋 18cm（目盛付）
￥1,000　15273375
サイズ　�337×181×90mm（1.6L）
入　数　�20
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�152735）

◆

一般財団法人 製品安全協会認定商品

本品はSGマーク認定商品です。
SGマーク制度は調理器具の欠
陥によって発生した人身事故に
対する保証制度です。又、この
マークはすべての加熱調理器具
に対応できる製品としてSG認定
基準に合格した製品に表示され
ます。

鍋の両側に
注ぎ口付。

右利きさんも
左利きさんも
便利です。

鍋の内側に
目盛り付
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オーブンOK電子レンジOK

本体のみ

直火OK

ガスグリルOK

本体のみ

オーブントースターOK

本体のみ

71-00701
EW-01N　菊粋（きっすい） 軽量土鍋
蓋が茶碗になる5号 紺
￥2,000　15938070
サイズ　�197×168×116mm�

（本体 満水：1,270ml／適正：770ml）
　　　　（蓋　 満水：470ml）
入　数　�12
材　質　�耐熱陶器、陶器
（49�72940�159383）

◆
※8月発売予定NEW 71-00702

EW-02N　菊粋（きっすい） 軽量土鍋 
8号 紺
￥3,500　15939070
サイズ　�280×238×149mm�

（満水：3L／適正：2.3L）
入　数　�6
材　質　�耐熱陶器、陶器
（49�72940�159390）

◆
※8月発売予定NEW

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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71-00802
GC-04　Graceramic −グレイスラミック−
陶製焼きいも器
￥1,500　15020075
サイズ　�230×140×128mm
入　数　�8
材　質　�陶器、天然石
（49�72940�150205）

◆

電子レンジOK

じゃがいも（2個）	→10分（500W）
とうもろこし	 →	 5分（500W）
ごぼうチップス	→	 6分（500W）
丸ごとにんにく	→	 4分（500W）
枝豆（120g）	 →	 3分（500W）

電子レンジで手軽に
おいしく焼きいも

陶器＋天然石がやさしい味わいに
仕上げてくれます。焼きいもの他にも、
じゃがいも、とうもろこしなど
素材の旨みを存分に味わえます。

本体の持ち手部は一体型。
継ぎ目が無いので
洗いやすく衛生的。

深さは3.5cm。
煮込みハンバーグにも！

遠赤外線

蓄 熱 性
深型なので

厚焼きパンにも！

たっぷりチーズの
カレードリアにも！

71-00801
GC-08　Graceramic −グレイスラミック−
陶製スキレット鍋 16cm 
￥1,300　15059070
サイズ　�245×162×43mm（600ml）
入　数　�20
材　質　�耐熱陶器
（49�72940�150595）

◆

オーブントースターOKガスグリルOK 直火OK

オーブンOK電子レンジOK

オーブン調理・電子レンジOK

深さがあるので
焼いた後に煮込むこともできます

本格陶板
引き立つ旨味

※8月発売予定NEW
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71-00901
DL-01　Dandelypan（ダンデライパン）
IH対応フライパン＆片手鍋＆兼用ガラス蓋16cm
3点セット
￥3,000　15868070
サイズ　�フライパン16cm／328×164×70mm�

片手鍋16cmガラス蓋付き／330×170×135mm（1.4L）
入　数　�8
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、ステンレス�

フェノール、強化ガラス
（49�72940�158683）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-00902
FM-02　スタンド式フライパンカバー 
24・26・28cn用
￥1,400　15060070
サイズ　�直径296×95mm
入　数　�20（10入×2）
材　質　�鉄（ふっ素含有シリコーン塗装）�

フェノール、強化ガラス
（49�72940�150601）

◆

スタンド式フライパンカバー 

NEW

NEW

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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71-01003
NW-03　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製 両手鍋 18cm
￥1,500　15871070
サイズ　�290×196×136mm（2.0L）
入　数　�12
材　質　�ステンレス、強化ガラス�

フェノール
（49�72940�158713）

◆
71-01004
NW-04　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製 両手鍋 20cm
￥2,000　15872070
サイズ　�316×215×136mm（2.6L）
入　数　�10
材　質　�ステンレス、強化ガラス�

フェノール
（49�72940�158720）

◆
71-01001
NW-01　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製 片手鍋 16cm
￥1,300　15869070
サイズ　�330×176×123mm（1.4L）
入　数　�12
材　質　�ステンレス、強化ガラス�

フェノール
（49�72940�158690）

◆
71-01002
NW-02　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製 片手鍋 18cm
￥1,500　15870070
サイズ　�350×196×136mm（2.0L）
入　数　�10
材　質　�ステンレス、強化ガラス�

フェノール
（49�72940�158706）

◆

サビにくく、
お手入れしやすい
ステンレス製。

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

軽くて扱いやすい、
シンプルなデザイン。

フタを開けずに、調理具合がわかるガラスフタ。

ニルワーカ

NEW NEW NEW NEW
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フタを使って湯切りができるので、
ザルもフライパンも使わずに
そのまま調理が続行します。

ふきこぼれにくいフチ形状。

フタを使って
湯切り

熱効率が高く、安定感もバッチリ、使いやすい底面設計。

広口形状タイプ

お湯が沸くと笛を鳴らしてお知らせします。

広口形状で、
使いやすく、
洗いやすい。

71-01102
NW-06　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製 
笛吹きケトル 2.2L
￥1,800　15874070
サイズ　�210×182×220mm�

（満水：2.2L／適正：1.5L）
入　数　�12
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�158744）

◆
NEW 71-01103

NW-07　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製 
広口笛吹きケトル 2.7L
￥2,100　15875070
サイズ　�228×195×228mm�

（満水：2.7L／適正：1.8L）
入　数　�8
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�158751）

◆
NEW 71-01104

NW-08　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製
広口笛吹きケトル 3.6L
￥2,500　15876070
サイズ　�231×204×246mm�

（満水：3.6L／適正：2.7L）
入　数　�8
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�158768）

◆
NEW

71-01101
NW-05　ニルワーカ
IH対応 ステンレス製 
吹きこぼれにくい湯切り鍋 16cm
￥1,500　15873070
サイズ　�340×203×123mm（1.8L）
入　数　�10
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�158737）

◆
NEW

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-01202
RTN-02　Returner −リターナ− IH対応
ふきこぼれにくい両手鍋 20cm
￥2,100　11329072
サイズ　�340×228×163mm（3.6L）
入　数　�12
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�113293）

◆

71-01203
RTN-04　Returner −リターナ− IH対応
ふきこぼれにくい両手鍋 24cm
￥2,500　15299072
サイズ　�382×265×176mm（5.9L）
入　数　�8
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�152995）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-01201
RTN-01　Returner −リターナ− IH対応
ふきこぼれにくい片手鍋 18cm
￥1,800　11328072
サイズ　�363×210×150mm（2.7L）
入　数　�12
材　質　�ステンレス、フェノール
（49�72940�113286）

◆

吹きこぼれが

気にならなく
なれば

他のメニュー
作りに集中で

きて、

お料理効率
もアップ！

丸みのある底と
高さのあるフチで
ふきこぼれをツーブロック！

さらに、目盛り付で調理がはかどる！

片手鍋は
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H L

低圧力高圧力
硬い食材が芯から
柔らかくなります

煮崩れを防ぐので
魚や野菜料理に最適

高圧力、低圧力の2段階に調整できるから、
手早く美味しいお料理が出来上がります。

圧力２段階切替え式

料理研究家
佐藤智香子
先生監修

レシピ付

白米炊飯
2合炊き

一般的な鍋は、食材の芯まで煮込むのに時間が掛かる…

圧力調理で時短+省エネ！
しかも魚の中骨まで柔らかくなります！
重い圧力鍋は、調理が大変…

軽量コンパクト！少ない量なら小さい鍋の
方がスピーディーで効率的！

コンパクトサイズでお手入れも収納も
Wでラクラク。

大きな圧力鍋は、お手入れが大変で収納場所にも困る…

Point

解決

解決

解決

軽くて使いやすい

コンパクトサイズ！
お客さまの
ニーズを
集約

MY LITTLE COOKER
IH対応 ミニ圧力鍋
ステンレス製

16cm

マイ リトル クッカー

圧力鍋を賢く使って
時短も省エネも！

コメント動画も
Check！

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-01301
MST-48　マイリトルクッカー
IH対応 ミニ圧力鍋 16cm
￥7,000　15670075
サイズ　�360×185×160mm(2.0L)
入　数　�6
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス�

アルミ、フェノール
（49�72940�156702）

◆

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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深kindnessフカインドネス

内面はこびりつきにくい　
耐摩耗試験 30万回クリア

（JIS S 2010 耐摩耗試験に準じた試験方法にて実施
　　　　　［（一財）日用金属製品検査センター調べ］）

茹でる・焼く
煮る・炒めるが
これひとつ！

茹でる 焼く 煮る 炒める

深型だから、フライパンにもお鍋にも！
驚きの
深さ！

注ぎやすい
両口付き！

71-01401
FK-01　深kindness （フカインドネス）
IH対応 深型両口 マーブルフライパン 22cm
￥2,000　15879070
サイズ　�405×240×115mm
入　数　�20（10入×2）
材　質　�アルミ、18-0ステンレス�

フェノール
（49�72940�158799）

◆
71-01402
FK-02　深kindness （フカインドネス）
IH対応 深型両口 マーブルフライパン 26cm
￥2,400　15880070
サイズ　�458×285×147mm
入　数　�16（8入×2）
材　質　�アルミ、18-0ステンレス�

フェノール
（49�72940�158805）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応
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コレが
ワタシの

新し
いスタ

ンダード♪

マーブルふっ素樹脂加工で 
焦げつきにくく、 
お手入れもラクラク。

POINT

ラ
71-01505
NS-05　NEOSTA -ネオスタ- 
IH対応マーブル深型フライパン24cm
￥1,700　15952070
サイズ　�435×252×90mm
入　数　�20(10入×2)
材　質　�アルミ、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�159529）

◆
※8月発売予定NEWラ

71-01503
NS-03　NEOSTA -ネオスタ-
IH対応マーブル深型フライパン20cm
￥1,600　15950070
サイズ　�360×210×110mm
入　数　�20(10入×2)
材　質　�アルミ、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�159505）

◆
※8月発売予定NEW ラ

71-01504
NS-04　NEOSTA -ネオスタ-
IH対応マーブルフライパン26cm
￥1,700　15951070
サイズ　�450×264×93mm
入　数　�20(10入×2)
材　質　�アルミ、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�159512）

◆
※8月発売予定NEW

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

ラ
71-01502
NS-02　NEOSTA -ネオスタ-
IH対応マーブルフライパン20cm
￥1,400　15949070
サイズ　�365×204×66mm
入　数　�20(10入×2)
材　質　�アルミ、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�159499）

◆
※8月発売予定NEWラ

71-01501
NS-01　NEOSTA -ネオスタ- 
IH対応マーブル玉子焼き器
￥1,400　15948070
サイズ　�348×134×75mm
入　数　�20(10入×2)
材　質　�アルミ、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�159482）

◆◆
※8月発売予定NEW

木目のハンドルが

ぬくもりを感じる

シンプルデザイン

NEOSTA ‐ネオスタ‐ シリーズ

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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ラ
71-01601
PDC-01　プレミアムダイヤモンドコーティング
IH対応 玉子焼き器
￥1,500　12630072
サイズ　�340×135×60mm
入　数　�40（10入×4）
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�126309）

◆

キズ・汚れに強い
金属製調理器具が使える

ラ
71-01602
PDC-02　プレミアムダイヤモンドコーティング 
IH対応 フライパン 20cm
￥1,500　12631072
サイズ　�365×210×65mm
入　数　�40（10入×4）
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�126316）

◆

ラ
71-01603
PDC-03　プレミアムダイヤモンドコーティング
IH対応 深型フライパン 20cm
￥1,600　12632072
サイズ　�365×212×92mm
入　数　�20（10入×2）
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�126323）

◆

ラ
71-01604
PDC-04　プレミアムダイヤモンドコーティング 
IH対応 フライパン 26cm
￥1,700　12633072
サイズ　�455×272×60mm
入　数　�20（10入×2）
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�126330）

◆

ラ
71-01605
PDC-05　プレミアムダイヤモンドコーティング
IH対応 深型フライパン 26cm
￥2,400　12634072
サイズ　�455×280×98mm
入　数　�20（10入×2）
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�126347）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

ラ
71-01606
PDC-06　プレミアムダイヤモンドコーティング 
IH対応 いため鍋 28cm
￥2,400　12635072
サイズ　�480×300×100mm
入　数　�20（10入×2）
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、18-0ステンレス、フェノール
（49�72940�126354）

◆

ダイヤモンド微粒子配合 強化コーティング採用

本体は、縁出し加工で変形しにくい！
※玉子焼き器は除く
Premium Diamond Coating

こげつきにくい
スルリと

※一般財団法人日用金属製品検査センター調べ

71-01607
PUL-01　プルクラ
IH対応 マーブルフライパン 26cm
￥2,400　11324072
サイズ　�445×267×113mm（2.5L）
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、ステンレス�

フェノール、強化ガラス
（49�72940�113248）

◆

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

スルリッ！
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おしゃ
れなカラーデザインで

凹凸
が少なく、扱いやすい

軽いので
たくさんの料理も

楽 ！々

71-01701
FF-01　
Fwat Flat ～ふわっと フラット～
玉子焼き器 14×19cm
￥1,800　19831075
サイズ　�380×150×66mm
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）�

フェノール
（49�72940�198313）

◆

ガスコンロ

71-01705
FF-05　
Fwat Flat ～ふわっと フラット～
いため鍋 28cm
￥2,400　19835075
サイズ　�495×292×111mm
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）�

フェノール
（49�72940�198351）

◆

ガスコンロ

71-01704
FF-04　
Fwat Flat ～ふわっと フラット～
フライパン 26cm
￥2,000　19834075
サイズ　�475×271×90mm
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）�

フェノール
（49�72940�198344）

◆

ガスコンロ

71-01703
FF-03　
Fwat Flat ～ふわっと フラット～
ディープパン 24cm
￥2,000　19833075
サイズ　�455×253×108mm
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）�

フェノール
（49�72940�198337）

◆

ガスコンロ

71-01702
FF-02　
Fwat Flat ～ふわっと フラット～
フライパン 20cm
￥1,800　19832075
サイズ　�385×212×83mm
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）�

フェノール
（49�72940�198320）

◆

ガスコンロ

Fwat Flat
～ふわっと フラット～従来品

本体内側に出っ張りが無いので、
調理しやすく、断然洗いやすい。

つなぎ目に
でっぱりが
ありません

Flat

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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71-01801
FT-01 富楽衣亭 −ふらいてい−
IH対応 温度計付き天ぷら鍋 20cm
￥2,300　15065070
サイズ　�284×206×120mm�

本体のみ／284×206×92mm�
（満水：2.4L／適正：1.5L）

入　数　�12
材　質　�鉄（シリコーン塗装）、鉄（クロムめっき）
仕　様　�セット内容／温度計（バイメタル式）
（49�72940�150656）

◆

フード付き

揚げ物に
便利な
アミ付き

揚げ
名人！

小ぶり
サイズ

0.7L
適正容量

71-01802
FT-02　富楽衣亭 −ふらいてい−
IH対応 アミ付き天ぷら鍋 16cm
￥1,200　15064070
サイズ　�240×166×81mm�

（満水：1.6L／適正：0.7L）
入　数　�16
材　質　�鉄（シリコーン塗装）、鉄（クロムめっき）
（49�72940�150649）

◆

揚げ物に
便利な

温度計付き

1.5L
適正容量

熱
伝
導
率
が
良
い

　
　   

の

天
ぷ
ら
鍋
で
す
。

鉄
製

NEW

NEW

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応
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串揚げパーティー 卓上IHで
オイルフォンデュ

71-01901
KS-2861　ミニミニ天ぷら丸型
￥1,500　12861075
サイズ　�220×172×80mm�

（満水：1.4L／適正：0.6L）
入　数　�24
材　質　�鉄（ふっ素塗装）
（49�00896�128610）

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

ちょっとの油で揚げもの料理!! 天ぷら、とんかつ、コロッケなど揚げもの料理はおまかせ。

ガスコンロ

71-01902
「天ぷら御殿」
 段付き天ぷら鍋 20cm
￥1,600　39008175
サイズ　��277×209×98mm�

（満水：1.7L／適正：1.0L）
入　数　�20
材　質　��鉄（シリコーン塗装）�

鉄（クロムメッキ）
（49�41919�390089）

71-01903
揚げもの鍋20cm

「カラッと亭」半月網付き
￥1,700　39003475
サイズ　��275×208×95mm�

（満水：2.3L／適正：1.3L）
入　数　�20
材　質　���鉄（ふっ素系シリコーン塗装）�

鉄（クロムメッキ）
（49�41919�390034）

ガスコンロ

71-01914
PG-202　プログレード
おそば屋さんの
ミニかき揚げリング 60mm
￥1,400　21243370
サイズ　�65×65×250mm
入　数　�60（10入×6）
材　質　�ステンレス
（49�62336�212433）

71-01913
PG-201　プログレード
おそば屋さんの
かき揚げリング 85mm
￥1,500　21242670
サイズ　�85×85×250mm
入　数　�40（10入×4）
材　質　�ステンレス
（49�62336�212426）

PR動画

細かい網目皿で
天カスも逃さない。
ふっ素塗装なので、
お手入れ簡単です。

リングで
具材が広がらず
まとまる！

ラ
71-01912
オイルポット1.2L受皿付
￥1,750　50002780
サイズ　�190×140×160mm
入　数　�12
材　質　�鉄（ふっ素塗装）�

18-0ステンレス�
フェノール

（49�60265�500027）

受皿付なので
油だれも

気にならない。
71-01911
使うときだけ！レンジガード（Ｎ）
￥3,000　41114875
サイズ　�使用時／330×245×290mm�

収納時／330×20×290mm
入　数　�12
材　質　�鉄（ふっ素塗装）
（49�60265�111148）

コンパクトなレンジガード！
油はねの気になる
ときだけに使えます。

使わないときは
折りたたんで
スリムに収納。

小さいので
収納スペースも
コンパクト！

だれでも簡単に
サクサクふんわりな
かき揚げができます。

品のある丸くて厚い
おそば屋さんのような
かき揚げができます。

お弁当の
　おかず作りに！

この天ぷら鍋で揚げ上手。
適温が一目でわかる
温度計付。

71-01905
AGM-30　揚げま専科
温度計付天ぷら鍋24cm
￥3,000　50012180
サイズ　�320×240×130mm�

（適正：1.3L）
入　数　�10
材　質　��鉄（シリコーン塗装）�

鉄（アクリル塗装）�
鉄（クロムメッキ）

（49�94241�500121）

ガスコンロ

71-01904
KS-2617　 
IHクッキングマルチパン
￥1,500　12617080
サイズ　�395×230×115mm
入　数　�24
材　質　�鉄、フェノール
（49�00896�126173）

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

「焼く・炒める」以外にも
「揚げ物」もできる
万能なマルチパン！

汚れても洗える便利な
防水タイプ（IPX7相当）

71-01907
O-280WT　防水クッキング温度計
￥2,800　93366380
サイズ　�34×230×16mm
入　数　�120（10入×12）
材　質　�ABS、ステンレス
仕　様　�電源／リチウム電池CR2032×1個�

付属品／ホルダー1個
（45�36117�033663）

⃝HOLDボタンの長押しで 
　表示方向の切り替えが可能
⃝便利なマグネット＆フック穴付

ホールド
機能付

測った温度を固定、
手元で表示が見れる

便利なホルダー付！
火元から手を

遠ざけて使える!

と揚がるのは、鉄を使った本格派の鍋だからです。カラッ 

高性能活性炭カートリッジ付
オイルポット アルファ
￥3,500
71-01908　オレンジ　30183070 
71-01909　ピンク　　30182070 
71-01910　グリーン　30181070
サイズ　�190×140×220mm�

（満水：2.1L／適正：0.8L）
入　数　�20
材　質　�TPX、PP、ステンレス�

木質系活性炭
オレンジ（49�45548�301836）
ピンク　（49�45548�301829）
グリーン（49�45548�301812）

0.8リットルの油を一度に漉せる
大容量オイルポット
⃝油が繰り返し使えるので、 
　捨てる油の量が減ります。
⃝本体が透明なので、 
　保存状態が一目でわかります。
⃝目盛付なので、油の分量がわかります。

高性能活性炭
カートリッジ

1ヶ付

■ セット内容 ■

活性炭
カートリッジ

カートリッジ
取り付け
フロート

こし網
（ステンレス）

フタ

ポット本体

ガスコンロ
対応

対
応

100V

油こし器

揚げてお仕舞い 
天ぷら鍋
オイルポットと
天ぷら鍋が合体。
ムダを省いて便利さ２倍！

使い終わった
カートリッジは

そのまま
燃えるゴミに

使用ごとに
ろ過して4回使用

ろ過せずに
4回使用

一目瞭然の
この違い !

71-01906
揚げてお仕舞い天ぷら鍋
￥5,000　60025380
サイズ　�鍋／340×207×84mm�

　　（満水：1.9L／適正：1.0L）�
こし網／149×168×30mm�
油とびガード／直径230×39mm

入　数　�8
材　質　�18-0ステンレス、フェノール�

18-8ステンレス、鉄（ふっ素塗装）�
鉄（クロムメッキ）

（49�60265�600253）

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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簡単おいしい
レシピ付き

71-02001
CU-01　Cuccal-クッカル-
ダイヤモンドコート無水調理鍋 24cm 
￥7,500　19830072
サイズ　�322×254×182mm（4.2L）
入　数　�6
材　質　�アルミ、ステンレス、フェノール
（49�72940�198306）

◆

ガスコンロ
対応

対
応

100V
200V

素材を活かして
　　　おいしく調理

高い保温力で、
余熱でも十分
加熱できる！

大切な栄養素が水に溶け出すのを抑えます
無水調理POINT

1
強火不要POINT

2 熱伝導のいい素材で、
省エネ・時短調理が可能

煮る・茹でる・炊く・焼く・蒸す・炒める・揚げる

1個
７役
多機能鍋

熱くなる蓋を
立てて置ける
ハンドル付き！

クッカル 

ダイヤモンドコート無水調理鍋 24cm

ダイヤモンド
コート

焦げつきにくく、
お手入れも簡単

使い方と
魅力を
ご紹介！

▶▶▶
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対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-02101
KS-2860　オーブンプレート 20cm
￥1,500　12860075
サイズ　�263×206×35mm（800ml）
入　数　�24
材　質　�鉄、ステンレス
（49�00896�128603）

 魚焼きグリルに
そのままIN！ 

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-02105
KS-2610　IHクッキング イタメ鍋 200
￥1,500　12151178
サイズ　�395×230×105mm
入　数　�12
材　質　�鉄、フェノール
（49�00896�126104）

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-02104
KS-2840　IHクッキングフライパン
￥1,300　12840078
サイズ　�380×231×95mm
入　数　�24
材　質　�鉄、フェノール
（49�00896�128405）

71-02102
KS-2740　IHクッキング玉子焼き
￥1,300　12740072
サイズ　�392×143×43mm
入　数　�24
材　質　�鉄、フェノール
（49�00896�127408）

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

 焼面と巻き取り
ストック面のダブル面

だから焼きやすい！ 

強い火で鍋の温度を上げ、短時間での調理で
料理を美味しく仕上げます！！

鉄製品シリーズ!!
お手入れ次第で長〜く使える

オーソドックスな

鉄フライパン！
炒飯や炒め物に

ちょうどいい
イタメ鍋！

対
応

100V
200V

ガスコンロ
対応

71-02103
KS-2889　鉄製オーバルフライパン
￥1,500　12889080
サイズ　�316×390×60mm（3.1L）
入　数　�16
材　質　�鉄、フェノール
（49�00896�128894）

さんまなら切らずに  
三匹同時に焼ける！

ステーキ肉にも
ハンバーグにも！

ガスコンロ
対応

対
応

100V
200V

注ぎ口が両口タイプで
とても便利です。

71-02107
N-14M　14cmミルクパン
￥2,500　17372590
サイズ　�265×155×75mm
入　数　�12
材　質　�ほうろう用鋼板
（49�77618�073725）

◆

内面に
目安目盛が
付いています

71-02106
GT-14　琺瑯五徳
￥1,200　10948690
サイズ　�直径138×8mm
入　数　�36
材　質　�ほうろう用鋼板
（49�77618�109486）

◆
軽くて

お手入れが
カンタン

五徳に乗らない
小さなお鍋やポットを
安定的に使えるようにする
補助器具です。

鍋
・
フ
ラ
イ
パ
ン
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71-02201
CC-22　ココカフェ 
ホットサンドメーカー
￥2,000　15667072
サイズ　�354×152×30mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）�

フェノール
（49�72940�156672）

◆

こんな
使い方も

POINT 上下を取り外して丸洗い可能

直火
専用

71-02203
KS-3130　
パニーニ風ホットサンドメーカーダブル
￥2,500　13130680
サイズ　�355×148×30mm�

プレートサイズ／128×147mm
入　数　�20
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、フェノール、ステンレス
（49�00896�131306）

◆

パニーニ風の
おいしそうな
焼き目がつく
ホットサンド
メーカー

ガスコンロ

パニーニ風で

焼き目がおしゃれな
ダブルホットサンド！

波型＆フラットで
お好み調理！

はさんで焼くだけ！
おいしく・楽しく
ホットサンド

プレートの真ん中に
仕切りがあるので
ハーフサイズに簡単に
切り分けられます。

71-02202
KS-2887　サンドdeグルメ
￥4,000　12887080
サイズ　�375×160×40mm
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）�

ステンレス、フェノール
（49�00896�128870）

◆

ガスコンロ
対応

対
応

100V
200V

特厚アルミニウム合金製で
熱伝導に優れ、特殊構造『ア
ルプレッサ』により熱を均
一に伝えて焼きムラを防ぎ、
保湿性にも優れています。

卵や肉類など、生で挟めない
食材はクッカーで焼き、パン
をのせクッカーを閉じてくるっ
と引っくり返せばパンの上に
食材がのってとっても便利！

着脱式
洗いやすく

小さなフライパンと
しても使うことが
できます。

空腹時注意！

音までおいしい
紹介動画

餃子も
この通り

ぎっしりサンド
！好きな具材を
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アウトドア雑貨
OUTDOOR
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キャンプメシが
きっと好きになる。

メッシュ
ポーチ
付き

71-02402
GO-06　GOGOキャンプメシ
ポータブルキャンピング湯切り片手鍋
16cm（収納袋付）
￥1,600　79460072
サイズ　�245×155×75mm（1.0L）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�アルミ、ステンレス、フェノール�

ポリエステル、PP
（49�72940�794607）

◆ 直火
専用

屋外の開放感は、いつもの料理を
もっとおいしくしてくれる自然のスパイスだ。

上手にできてもそうじゃなくても
一口食べたその瞬間に、
自然と笑顔になる。

その笑顔こそがキャンプメシなんだ。

メッシュ
ポーチ
付き

71-02401
GO-05　GOGOキャンプメシ
ポータブルキャンピングフライパン
19cm（収納袋付）
￥1,600　79458072
サイズ　�295×197×43mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�アルミ、ステンレス、フェノール�

ポリエステル、PP
（49�72940�794584）

◆ 直火
専用

鍋蓋はパスタや茹で物調理に
便利な湯切り穴あき仕様

軽さと強さを両立
持ち運 びする上で重 要な

「 軽 さ 」。 チタンよりも 
軽く熱伝導率も高いアルミ 
ニウム は、 ハ ードキャン
パーからも高評価。表面を 
硬く強くする硬質アルマイ
ト加工で耐久性もアップ。

PO I N T

硬質アルマイト加工

硬質アルマイト加工硬質アルマイト加工
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メッシュ
ポーチ
付き

71-02503
GO-04　GOGOキャンプメシ
ポータブルキャンピング アルコールストーブ
￥2,000　79457075
サイズ　�五徳／直径97×65mm�

アルコールストーブ／直径74×46mm
入　数　�50（25入×2）
材　質　�アルミ、黄銅、ステンレス、ポリエステル
仕　様　�付属品／携行用ポーチ
（49�72940�794577）

◆

シ
ー
ズ
ニ
ン
グ
不
要

分
厚
い
旨
さ

美
し
い
炎
と

ス
ロ
ー
な
時
間

安
定
・
早
沸
き
の

底
広
形
状

71-02504
GO-07　GOGOキャンプメシ
ポータブルキャンピング ケトル1.0L
￥2,000　79461075
サイズ　�直径150×133mm（ハンドル立てた状態）�

（満水：1.0L／適正：0.7L）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�アルミ、ステンレス、PVC�

ポリエステル、PP
仕　様　�付属品／携行用ポーチ（メッシュ）
（49�72940�794614）

◆

硬質アルマイト加工

携行用
ポーチ
付き

携行用
ポーチ
付き

携行用
ポーチ
付き

71-02502
GO-03　角型鉄板（大）
￥1,900　79456075
サイズ　�260×180×13mm（鉄板のみ）
入　数　�10
材　質　�鉄（シリコーン塗装）�

ステンレス、ポリエステル、PP
仕　様　�付属品／携行用ポーチ
（49�72940�794560）

◆

直火
専用

直火
専用71-02501

GO-02　角型鉄板（小）
￥1,600　79455075
サイズ　�210×148×13mm（鉄板のみ）
入　数　�10
材　質　�鉄（シリコーン塗装）�

ステンレス、ポリエステル、PP
仕　様　�付属品／携行用ポーチ
（49�72940�794553）

◆

厚さ
3mm

五徳の上でもどっしり安定する
底広形状（直径 14cm）

アルコールストーブ本体
液体アルコールを入れる

火力調整板
スライドさせて
火力を調整できます

シールリング付き蓋
ストーブの中の
アルコールが漏れにくい
シールリング付き

NEW

NEW

NEW

NEW

直火
専用

ア
ウ
ト
ド
ア
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おいしい鮮度をそのま
ま

持ってお出かけ！

真
空
二
重
構
造
だ
か
ら

お
い
し
い
温
度
が
ず
ー
っ
と
続
く

38℃

温度差

（3時間後）

21℃

温度差

（3時間後）

71-02601
VK-01　真空マルチポット
サーモキーパー
￥6,000　31474075
サイズ　�215×175×285mm（4.6L）�

（ハンドルを倒した状態）　
入　数　�4
材　質　�ステンレス、PP
（49�72940�314744）

◆
NEW
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ピックドア 真空二重コンビニカップ450ml
￥1,400
71-02701　アイボリー　PIC-03I 　31414072 
71-02702　カーキ　　　PIC-03K　31415072
サイズ　�直径86×120mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス（粉体塗装）
アイボリー（49�72940�314140）�
カーキ　　（49�72940�314157）

◆

名入サイズ
50×50mm

名入サイズ
35×35mm

ピックドア 真空二重コンビニカップ300ml
￥1,300
71-02703　アイボリー　PIC-09I 　31444072 
71-02704　カーキ　　　PIC-09K　31445072
サイズ　�直径77×96mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス（粉体塗装）
アイボリー（49�72940�314447）�
カーキ　　（49�72940�314454）

◆

ア
ウ
ト
ド
ア
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ピックドア COBランタンライト
￥1,000
71-02801　アイボリー　PIC-10I 　31446072 
71-02802　カーキ　　　PIC-10K　31447072
サイズ　�101×103×183mm（取っ手含まず）
入　数　�48（24入×2）
材　質　�ABS、PS
仕　様　�電源／単三乾電池×3本（別売）
アイボリー（49�72940�314461）�
カーキ　　（49�72940�314478）

◆

71-02803
PIC-08M　ピックドア アウトドアマット
￥2,500　31428072
サイズ　�使用時／1,800×600×10mm�

収納時／600×150×125mm
入　数　�9
材　質　�XPE、合成ゴム
仕　様　�セット内容／ゴムバンド
（49�72940�314287）

◆
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ゆったり座れるのでキャンプ
はもちろん、スポーツ観戦や
屋外イベントにも重宝します。

メッシュホルダー付きなので、
ドリンクはもちろん、

スマホやちょっとした小物を
入れるのにも重宝します。

サッと閉じてサッと収納袋に入れるだけ、片付けも簡単♪
ショルダーベルト付きの収納袋なので、
持ち運びもラクラク！

サッと収納袋から出して
サッと開くだけ。とっても簡単♪

肘掛無しのミドルサイズで、
ちょっと座りたい時に大活躍。

タ
71-02902
PIC-05　ピックドア ミドルチェア
￥1,200　31416072
サイズ　�使用時／300×290×450mm
　　　　収納時／160×130×450mm
入　数　�20
材　質　�ポリエステル、スチール（粉体塗装）
仕　様　�座面の高さ／210ｍｍ�

座面の幅／300ｍｍ�
付属品／収納袋

（49�72940�314164）

◆

キャンプはもちろん、
運動会や場所とりの
待機にも重宝します。

タ
71-02901
PIC-04　ピックドア レジャーチェア

（肘掛け付）
￥2,200　31417072
サイズ　�使用時／820×500×850mm
　　　　収納時／180×180×850mm
入　数　�6
材　質　�ポリエステル、スチール（粉体塗装）
仕　様　�座面の高さ／370ｍｍ�

座面の幅／510ｍｍ�
付属品／収納袋

（49�72940�314171）

◆

ア
ウ
ト
ド
ア
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71-03001
PY-SIE001　プリグレース
18-8ステンレス
シェラカップ330ml 目盛付
￥1,100　64648980
サイズ　�173×121×44mm（330ml）
材　質　�18-8ステンレス
（49�95969�046489）
※カートンの設定はありません。

71-03002
PY-SIE032　プリグレース　
シェラカップ用ザル
￥1,600　64912180
サイズ　�195×122×45mm
材　質　�18-8ステンレス
（49�95969�049121）
※カートンの設定はありません。

71-03003
PY-SIE029　プリグレース　
18-8 ちょっと重めのシェラカップリッド
￥1,100　64905380
サイズ　�177×135×9mm
材　質　�18-8ステンレス�

18-0ステンレス
（49�95969�049053）
※カートンの設定はありません。

名入サイズ
直径55mm

名入サイズ
直径 55mm

71-03005
PY-C009　プリグレース
蓋付 二重マグカップ 200ml
￥1,900　64797478
サイズ　�マグ／133×74×72mm�

蓋／直径79×3mm
材　質　�18-8ステンレス
（49�95969�047974）
※カートンの設定はありません。

71-03006
PY-C006　プリグレース
二重マグカップ&ドリッパーセット
￥3,500　04688580
サイズ　�マグ／133×74×72mm�

蓋／直径79×3mm�
ドリッパー／直径95×50mm�
ドリッパー受台／直径93×0.8mm

入　数　�32
材　質　�18-8ステンレス
（49�95969�046885）

71-03007
PY-SIE023　プリグレース
マルチキャンプケトル14cm 
収納袋付
￥3,500　64869880
サイズ　�262×145×97mm（1.0L）
入　数　�24
材　質　�ステンレス、天然木
（49�95969�048698）

直火
専用

71-03004
PY-SIE028　
プリグレース 18-8 取手付 
二重マグカップ 280ml
￥2,800　64904680
サイズ　�105×80×83mm（280ml）
材　質　�18-8ステンレス
（49�95969�049046）
※カートンの設定はありません。

名入サイズ

30×30mm

名入サイズ
30×30mm

名入サイズ
30×30mm

プリグレース アルミ火起こし棒 ファイヤーブロー
￥2,800
71-03016　シルバー　PY-SIE008　64696080 
71-03017　レッド　　PY-SIE009　64697780 
71-03018　ブラック　PY-SIE011　64699180
サイズ　�23×360mm
材　質　�アルミ（カラーアルマイト加工）�

天然木
シルバー（49�95969�046960）�
レッド　（49�95969�046977）�
ブラック（49�95969�046991）
※カートンの設定はありません。

名入サイズ
5×40mm

調理にも・カップにも・お皿としても使える
万能アイテム。直火に掛けられるので
簡単な湯沸かし・調理もできます。

飲み口は
口当たりのよい

仕上がり。

アウトドアの必須アイテム、
シェラカップ。

江戸時代初頭から始まる金属加工は、中期にはキセルや鎚起銅器などに技術を拡大し、現在のスプー
ン等のカトラリー又はハウスウェア等の多様な金属産業に活かされています。日本国内外で使用され
信頼あるその技術は、屋内にとどまらず、屋外の様々なアウトドアシーンで活躍の場が広がっています。

ものづくりのまち新潟県燕市が
手掛けるアウトドアグッズ

厚みのあるコロっとしたフォルムがかわいらしい。
手にフィットするしっかりとしたハンドルです。

二重構造で保温・保冷性が抜群。
アウトドア・インドアにも最適。

71-03009
PY-T270　プリグレース 
トング 270mm
￥900　60667472
サイズ　�28×270mm
材　質　�18-8ステンレス
（49�95969�006674）
※カートンの設定はありません。

71-03008
PY-T240　プリグレース
トング 240mm
￥850　60672872
サイズ　�28×240mm
材　質　�18-8ステンレス
（49�95969�006728）
※カートンの設定はありません。

名入サイズ
6×30mm

名入サイズ
6×30mm

滑り止め加工で食材がつかみやすい。
そのまま置いても先端が
テーブルに触れず衛生的です。

先細で掴みやすい形状。

蓋付で野外でも埃が入りにくく、
保温力を保ちます。

ハンドルが折りたためる
二重構造のマグカップ。

いつでもどこでも本格的な
ドリップコーヒーが楽しめます。

分割式ドリッパー、
二重マグのセット。

ハンドルは折り畳み式でコンパクト。
持ち運びもラクラク。

ケトルとしてはもちろん、
ラーメンなどの調理にも使える
マルチケトル。

着火の際にしっかりと空気を送ることができます。
取っ手部分は可動式で、持ちやすい場所に変えられます。

焚火の火おこしが驚くほどスムーズになります。

プリグレース チタン 丸型プレート取り皿
￥2,300　71-03013　φ18.5　PY-SL18　63900980 

￥2,700　71-03014　φ20.5　PY-SL19　63901680 

￥3,300　71-03015　φ23.3　PY-SL20　63902385
サイズ　�φ18.5／直径185×15mm、φ20.5／直径205×19mm�

φ23.3／直径223×22mm
材　質　�チタン
φ18.5（49�95969�039009）　φ20.5（49�95969�039016）�
φ23.3（49�95969�039023）
※カートンの設定はありません。

名入サイズ
直径125mm

名入サイズ
直径175mm

名入サイズ
直径150mm

3 枚をスタッキング収納でき、場所も取らず持ち運びに便利。
丈夫で軽量なチタン製のプレート。

野菜や麺類の水切りに、出汁を取るのにも便利。
重ねてシェラカップと収納でき
持ち運びにも便利です。

幅広いサイズに使えて、
アウトドアでの調理の幅が広がります。

少し重めに作ってあり、安定した圧がかかるため
湯沸かしやソロキャンプの炊飯などに適しています。
コースターとしても兼用できます。

アウトドアで人気の
シェラカップ用の蓋です。

71-03012
ＰY-6305　プリグレース
チタン スプーン＆フォークセット 
収納ケース付
￥2,000　64865085
サイズ　�スプーン／31×139×20mm�

フォーク／24×137×17mm�
ケース／39×7×145mm

材　質　�チタン（ブラスト仕上げ）、ナイロン
（49�95969�048650）
※カートンの設定はありません。

71-03010
PY-6302　プリグレース
チタン スプーン
￥700　64783785
サイズ　�31×139×20mm
材　質　�チタン（ブラスト仕上げ）
（49�95969�047837）
※カートンの設定はありません。

71-03011
PY-6303　プリグレース
チタン フォーク
￥700　64784485
サイズ　�24×137×17mm
材　質　�チタン（ブラスト仕上げ）
（49�95969�047844）
※カートンの設定はありません。

名入サイズ
8×30mm

名入サイズ
8×30mm

収納ケースは
ナイロン製なので
ジャブジャブ洗えて
お手入れ簡単です。

チタンは軽さと強度、
サビにくさ等を
備えているので
アウトドアに最適です。

軽量オールチタン製の
カトラリー。

蓋はドリップ後の
受け皿としても

使えます。

直火
専用

目盛り付

収納袋付

吊り下げて
焚き火にくべて

使えます。

※ ：  認定品030



シーンに合わせて色々な表情を魅せる個性的なラインナップ

Let's have fun!
OUTDOOR PARTY

ア
ウ
ト
ド
ア
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ハンドルが
折りたためて
コンパクト

71-03201
PP-11　ソラリラ 
キャンピングクッカー5点セット
￥2,200　79411072
サイズ　�ケトル本体／224×137×198mm（1.28L）
　　　　マグ大／110×85×78mm（390ml）�
　　　　マグ小／98×75×67mm（250ml）�
　　　　ディッシュ／直径118×30mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�ステンレス
（49�72940�794119）

◆

お鍋とケトルが
１つになったケトルクッカー

外ラーメン
最高！

吊り下げて
焚き火にくべて
使えます

大人気のケトルに
片手ハンドルが付いて、
使い勝手が格段にアップ。

直火
専用

マグ 2個と
ディッシュ2枚を
本体内に
収納できます

調理に便利な
目盛り付
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鍋はコンパクトに
収納できます

丸型
キャンピング鍋

丸型キャンピング鍋

鍋はコンパクトに
収納できます

炊飯、焼物、煮物もできるマルチセット。
皿もコップもセットになってさらにうれしい。

71-03301
PP-01　ソラリラ 
キャンピング鍋４点セット
￥1,600　79358072
サイズ　�鍋大／245×144×64mm（0.97L）�

フタ兼用フライパン／255×148×30mm（0.5L）�
鍋小／222×123×65mm（0.7L）�
フタ兼用皿／直径130×15mm�
携帯袋／（横）305×（縦）275ｍｍ

入　数　�24（12入×2）
材　質　�ステンレス、PP不織布
（49�72940�793587）

◆

71-03303
PP-02　ソラリラ キャンピング鍋８点セット
￥2,700　79359072
サイズ　�鍋大／245×144×64mm（0.97L）�

フタ兼用フライパン／255×148×30mm（0.5L）�
鍋小／222×123×65mm（0.7L）�
フタ兼用皿／直径130×15mm�
小皿／直径136×20mm�
マグカップ／97×75×68mm（0.27L）�
携帯袋／（横）305×（縦）275ｍｍ

入　数　�16（8入×2）
材　質　�ステンレス、PP不織布
（49�72940�793594）

◆

角型
キャンピング鍋
6 点セット

71-03302
PP-04　ソラリラ 
角型キャンピング鍋６点セット
￥2,400　79361072
サイズ　�角型鍋／275×165×67mm（1.08L）�

フタ兼用角型フライパン／290×175×38mm（0.68L）�
小皿／直径136×20mm�
マグカップ／97×75×68mm（0.27L）�
携帯袋／（横）280×（縦）270ｍｍ

入　数　�24（12入×2）
材　質　�ステンレス、PP不織布
（49�72940�793617）

◆

鍋はコンパクトに
収納できます

直火
専用

直火
専用

直火
専用

ア
ウ
ト
ド
ア
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満水容量
300ml

71-03401
PP-10　ソラリラ ボウル＆プレート４点セット
￥2,000　79387072
サイズ　�ボウル（小）／直径140×53mm�

ボウル（大）／直径183×45mm�
プレート（深）／直径212×36mm�
プレート（浅）／直径214×18mm�
携帯袋／（横）310×（縦）340mm

入　数　�18（6入×3）
材　質　�ステンレス、PP不織布
（49�72940�793877）

◆

食器としてはもちろん、
下ごしらえの器としても
コンパクトに収納できます

食器としてはもちろん、
下ごしらえの器としても大活躍。
このワンセットでアウトドア感が
グッとアップ。

71-03402
PP-03　ソラリラ スタッキングマグ ４pcs
￥2,000　79360072
サイズ　�（1個）110×79×80mm�

携帯袋／（横）270×（縦）275mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�ステンレス、PP不織布
（49�72940�793600）

◆

コンパクトに収納できる
スタッキングマグ

お揃いのカップでカンパーイ！

お揃いのカップでカンパーイ！
みんなの絆が強くなる？
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コップにも皿にも時には鍋にも。
マルチに使えるアウトドアの
必須アイテムシェラカップ。

メイン料理はこの鍋で。
大きさも深さも
超、ド、良い。

71-03501
PP-09　ソラリラ シェラカップ ３pcs
￥1,500　79366072
サイズ　�９cmカップ／148×96×48ｍｍ�

　　　　　　 （カップ高さ：45ｍｍ）�
12cmカップ／173×120×48ｍｍ�
　　　　　　 （カップ高さ：45ｍｍ）�
14cmカップ／193×142×65ｍｍ�
　　　　　　 （カップ高さ：62ｍｍ）

入　数　�36（18入×2）
材　質　�ステンレス
（49�72940�793662）

◆

お皿にカップにお鍋まで
なんでもコイの万能アイテム

煮る焼く炊くの万能鍋
フタは皿としても使えます

スタッキング収納できます 通気性の高いメッシュバック付き

12cm
満水容量
340mL

14cm
満水容量
620mL

9cm
満水容量
225mL

71-03502
PP-13　ソラリラ 
ラウンドクッカー（目盛付き）
￥1,500　79236072
サイズ　�307×167×103mm（1.6L）
入　数　�24（12入×2）
材　質　�ステンレス
（49�72940�792368）

◆

調理に便利な
目盛り付

直火
専用

直火
専用

ア
ウ
ト
ド
ア
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アミを外せば
焚き火台に！

71-03601
PP-05　ソラリラ 
フォールディングラウンドグリル
￥4,200　79362072
サイズ　�使用時／直径291×211mm�

収納時／直径291×70mm�
携帯袋／直径300×80mm

入　数　�12（6入×2）
材　質　�ステンレス、鉄（クロムメッキ）�

PP不織布
（49�72940�793624）

◆

●実用新案登録済製品

たき火台として
使いまわせる！

BBQの後は…

組み立て簡単コンパクトグリル

取っ手とツルがたためる
キャンピングケトル

調理に便利な
目盛り付

71-03602
PP-06　ソラリラ キャンピングケトル
￥1,700　79363072
サイズ　�178×140×124mm�

（満水：1.2L／適正：0.7L）�
携帯袋／（縦）280×（横）297ｍｍ

入　数　�36（18入×2）
材　質　�ステンレス、PP不織布
（49�72940�793631）

◆

直火
専用

吊り下げて
焚き火にくべて
使えます。
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マグ・ボトル・タンブラー類
MUG, BOTTLE & TUMBLER

038▶052



保　温 6時間後

95C 70 C
室温２０℃±２℃において、製品の中せん
下端まで熱湯を満たし、湯温が９５℃±１℃
の時から６時間放置した後の内容湯の温度。

丈夫な粉体塗装。
アウトドアでも
インドアでも。

保　温 6時間後

95C 54 C

名入サイズ
20×40mm

名入サイズ
35×40mm

MINDFREE　【マインドフリー】
アウトドアボトル 500ml
￥2,000
71-03801　ネイビー　MFO-05N 　31482070 
71-03802　ホワイト　MFO-05W　31483070
サイズ　�直径74×265mm（520ml）
入　数　�30
材　質　�18-8ステンレス（粉体塗装）�

18-8ステンレス、PP、シリコーン
ネイビー（49�72940�314829）�
ホワイト（49�72940�314836）

◆

※8月下旬発売予定NEW

粉体塗装 一般的な塗装
アウトドアでもガシガシ使える
丈夫な粉体塗装

MINDFREE　【マインドフリー】
ミニボトル 350ml
￥1,700
71-03803　ネイビー　MF-03N 　79554070 
71-03804　ホワイト　MF-03W　79555070
サイズ　�直径75×144mm（340ml）
入　数　�30
材　質　�18-8ステンレス（粉体塗装）、18-8ステンレス�

PP、ステンレス、シリコーン
ネイビー（49�72940�795543）�
ホワイト（49�72940�795550）

◆

※8月下旬発売予定NEW
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MINDFREE　【マインドフリー】
ステンレスボトル 550ml
¥1,900
71-03901　ネイビー　MF-05N 　79367070 
71-03902　ホワイト　MF-05W　79375070
サイズ　�直径75×200mm（545ml）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�18-8ステンレス、18-8ステンレス（粉体塗装）�

PP、ステンレス、シリコーン
ネイビー（49�72940�793679）�
ホワイト（49�72940�793754）

◆

MINDFREE　【マインドフリー】
ステンレスボトル 1000ml
¥2,800
71-03903　ネイビー　MF-10N 　79376070 
71-03904　ホワイト　MF-10W　79377070
サイズ　�直径87×258mm（970ml）
入　数　�24（12入×2）
材　質　�18-8ステンレス、18-8ステンレス（粉体塗装）�

PP、ステンレス、シリコーン
ネイビー（49�72940�793761）�
ホワイト（49�72940�793778）

◆

名入サイズ
20×40mm

名入サイズ
20×40mm

シンプルでオシャレな
デザインでオフィスに
ピッタリ！

IN
DOOR

カラビナを付ければ
バッグはもちろん、
フェンスなどフックのない
場所にも付けておけます。
注＞カラビナは付属しません。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
温
度
が

ず

ー
っ
と
長
持
ち
。

OUT
DOOR
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本商品装着 未使用

保温効力グラフ27℃

温度差

（3時間後）
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本商品装着 未使用

保冷効力グラフ19℃

温度差

（3時間後）

71-03905
XF-500　クロスフィールド
真空二重ステンレス ペットボトルホルダー
500ml用（ポーチ付き）
￥1,800　31360072
サイズ　�本体／直径85×184mm�

ポーチ／95×210mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス�

PP、TPE、ポリエステル、合成ゴム
（49�72940�313600）�
※形状により入らないものもあります。

◆

名入サイズ
50×50mm

ペットボトル
対応表▼

粉体塗装 一般的な塗装
アウトドアでもガシガシ使える
丈夫な粉体塗装

製品の雰囲気は

▲こちらからも
Check！

マ
グ・
ボ
ト
ル・タ
ン
ブ
ラ
ー
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HOT
OK

ICE
OK

マットな質感

こちらでCheck

名入サイズ
40×35mm

飲み口カバー
口当たりも良く、
熱くならない。

丸洗いもできるので
衛生的。

クリーンパウダー 
真空二重マグボトル500ml
￥1,300
71-04001　ホワイト　CLE-01W　31396072 
71-04002　ミント　　CLE-01M　  31397072
サイズ　�直径63×216mm
入　数　�30
材　質　�18-8ステンレス、�

ステンレス（粉体塗装）�
PP、シリコーン

ホワイト（49�72940�313969）�
ミント　（49�72940�313976）

◆

胴部から飲み口付近まで
真空二重構造なので
高い保温・保冷効果

名入サイズ
40×35mm

クリーンパウダー 
真空二重タンブラー450ml
￥1,300
71-04005　ホワイト　CLE-03W　31400075 
71-04006　ミント　　CLE-03M　  31401075
サイズ　�直径79×148mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス（粉体塗装）
ホワイト（49�72940�314003）�
ミント　（49�72940�314010）

◆

サ
ラ
ッ
と
触
感
。

ク
リ
ー
ン
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ト

名入サイズ
40×35mm

クリーンパウダー 
真空二重ワンタッチボトル500ml
￥1,900
71-04003　ホワイト　CLE-06W　31392072 
71-04004　ミント　　CLE-C6M　  31393072
サイズ　�直径65×72×235mm
入　数　�30
材　質　�18-8ステンレス（粉体塗装）�

PP、シリコーン
ホワイト（49�72940�313921）�
ミント　（49�72940�313938）

◆

サッと取り出し
すぐに開く

氷長持ち！
だから飲み物が薄まりにくい。
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モグモグスープマグ 300ml
￥1,300
71-04104　チャコール　MM-30C　31383072 
71-04105　イエロー　　MM-30Y　31384072 
71-04106　アイボリー　MM-30I 　31385072
サイズ　�直径70×136mm
入　数　�30
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス、PP、シリコーン
チャコール（49�72940�313839）�
イエロー　（49�72940�313846）�
アイボリー（49�72940�313853）

◆

名入サイズ
40×40mm

モグモグ キャリースープマグ 350ml
（STスプーン付き）
￥2,000
71-04101　ブルー　　　MM-35B　   31479070 
71-04102　ホワイト　　MM-35W　31480070 
71-04103　チャコール　MM-35C　   31481070
サイズ　�直径90×135mm
入　数　�30
材　質　�ステンレス（粉体塗装）�

18-8ステンレス、PP、シリコーン
ブルー　　（49�72940�314799）�
ホワイト　（49�72940�314805）�
チャコール（49�72940�314812）

◆
※8月発売予定NEW

スリムタイプでバッグに入れても
かさばりにくい

持ち運びしやすい持ち手付き

折りたたみ式
ステンレス
スプーンが
IN

ランチまで
食べ頃の
温度をキープ

名入サイズ
40×40mm

マ
グ・
ボ
ト
ル・タ
ン
ブ
ラ
ー
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クイッと
            快適

半回転

（半回転）ココカフェ真空二重マグ300ｍl
￥1,300
71-04201　ネイビー　CC-30N 　31305072 
71-04202　ホワイト　CC-30W　31303072 
71-04203　レッド　　CC-30R   　31304072
サイズ　�直径59×194mm
入　数　�30
材　質　�ステンレス、PP、シリコーン
仕　様　�保温効果／59度以上（6時間）�

保冷効果／10度以下（6時間）
ネイビー（49�72940�313051）�
ホワイト（49�72940�313037）�
レッド　（49�72940�313044）

◆

（半回転）ココカフェ真空二重マグ500ｍl
￥1,500
71-04204　ネイビー　CC-50N 　31309072 
71-04205　ホワイト　CC-50W　31307072 
71-04206　レッド　　CC-50R   　31308072 
71-04207　ブラック　CC-50B   　31346072
サイズ　�直径70×217mm
入　数　�30
材　質　�ステンレス、PP、シリコーン
仕　様　�保温効果／66度以上（6時間）�

保冷効果／9度以下（6時間）
ネイビー（49�72940�313099）�
ホワイト（49�72940�313075）�
レッド　（49�72940�313082）�
ブラック（49�72940�313464）

◆

名入サイズ
40×35mm

名入サイズ
40×35mm
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cococafe （ココカフェ）
真空二重 取手付きマグカップ 250ml
￥1,300
71-04303　ブラック　CC-15　31241072 
71-04304　ホワイト　CC-16　31242072 
71-04305　レッド　　CC-17　31243072 
71-04306　ネイビー　CC-18　31251072
サイズ　�110×83×98mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス（焼付塗装）、PP
ブラック（49�72940�312412）�
ホワイト（49�72940�312429）�
レッド　（49�72940�312436）�
ネイビー（49�72940�312511）

◆

ちょっと席をはなれる時に
フタをかぶせておけるので安心

名入サイズ
30×30mm

名入サイズ
50×40mm

第60回インターナショナル
プレミアムインセンティブショー秋 2019
女性向け販促品部門

cococafe（ココカフェ）
蓋付き真空二重マグカップ 300ml
￥1,600
71-04301　ネイビー　　CC-19　31310072 
71-04302　ホワイト　　CC-20　31311072
サイズ　�120×90×100mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス（焼付塗装）�

PP、シリコーン
ネイビー　（49�72940�313105）�
ホワイト　（49�72940�313112）

◆

マ
グ・
ボ
ト
ル・タ
ン
ブ
ラ
ー
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比べて

納得！

名入サイズ
40×15mm

名入サイズ
40×20mm

71-04401
TJ-35　樽缶ジョッキ 350ml用
￥1,600　31388072
サイズ　�126×85×112mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�313884）

◆
71-04402
TJ-50　樽缶ジョッキ 500ml用
￥2,000　31389072
サイズ　�130×88×156mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�313891）

◆
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71-04502
SA-630　
スパークリングアワー630ml
￥1,800　31321072
サイズ　�120×85×150mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス、亜鉛合金
（49�72940�313211）

◆

カ
ン
パイ
を

楽
し
も
う
！

家
で
も

外
で
も

冷たさ長持ちハイボールジョッキ
秘密は真空二重構造
本体内側と外側の間は、熱が伝わりにくい真空構造。
冷たい飲み物も、温かい飲み物も、おいしい温度を長時間キープ。

ステンレス鋼

ステンレス鋼
真空断熱層

氷が溶け
にくいので
味が薄まらず、
美味しさが持続！

　　　　　
に冷えた

ハイボール
の美味しさ

が、

ずーっと続
く！

キンキ
ン

家で飲みたくなるジョッキタイプ

約8㎝

ス
ポッ

真空二重
構造

飲み
頃温度をキープ

結露し
にくいから
手が濡れない

手になじむ
こだわりのカタチ

広い口径だから
ラクラク氷が入る

名入サイズ
60×60mm

名入サイズ
40×70mm

71-04501
MJ-1000　マキシマムジョッキ1.0L
￥2,500　31386072
サイズ　�160×120×165mm
入　数　�24
材　質　�18-8ステンレス
仕　様　��真空構造ではありません。
（49�72940�313860）

◆

マ
グ・
ボ
ト
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ン
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細長くシャープな

シルエットなので

手の小さい方でもしっかり

つかめる安全設計。

大人から子供まで

家族みんなが使いやすい。

パッと
つかみやすい
スマートサイズ

真空二重の断熱効果であなた好みの
おいしい温度を長時間キープ

飲み頃キープの
真空二重構造

開 始 時 1 時 間 後

タンブラーの真空層が
熱を遮断し飲み物の温度を
長持ちさせます。

真空二重構造

アツアツのホットコーヒーも
安心して持てます。

氷長持ち。ひんやり持続で
おいしいをキープ。

HOT OK

ICE OK

※写真はイメージです

● 冷めにくい（保温効力：53度以上／1時間）
● 外側が熱くならない

● 抜群の保冷性能（保冷効力：7度以下／1時間）
● 氷長持ちで味が薄まりにくい
● 結露しない

エッジミラー仕上
美しく磨かれることで滑らかな
流れと優しい口あたりを実現

リップフィット形状
程よい厚みと曲線が
唇にやさしくフィット

飲み口断面図▶

やさしい口あたりの飲み口

71-04601
UC-01　スマートタンブラー 400ml
￥1,000　31478075
サイズ　�直径72×160mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス
（49�72940�314782）

◆

名入サイズ
35×35mm
（レーザーのみ）

名入サイズ
35×35mm

71-04602
HT-440　
ハンマートーンタンブラー 
440ml
￥1,500　31345075
サイズ　�直径85×120mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�313457）

◆

心
に
響
く
、
贅
の
趣
き
。

NEW
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熱
く
た
っ
て
、

　
　熱
く
な
い
。

やさしさのヒミツは飲み口にアリ

HOT

外側が
熱くならない

外側が
結露しない

ICE

71-04704
TM-04　テイスティミラー
真空二重タンブラー330ml×2pcs
￥2,500　31269075
サイズ　�直径74×126mm
入　数　�24
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�312696）

◆

71-04705
TM-05　テイスティミラー
真空二重タンブラー330ml＆450ml
￥2,600　31272075
サイズ　�330ml／直径74×126mm�

450ml／直径79×148mm
入　数　�24
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�312726）

◆ 71-04706
TM-06　テイスティミラー
真空二重タンブラー450ml×2pcs
￥2,700　31274075
サイズ　�直径79×148mm
入　数　�24
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�312740）

◆

71-04703
TM-03　
真空二重タンブラー630ml
「テイスティミラー」
￥1,700　31259072
サイズ　�直径83×178mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�312597）

◆ 名入サイズ
40×35mm

71-04701
TM-01　
真空二重タンブラー330ml
「テイスティミラー」
￥1,200　31257072
サイズ　�直径74×126mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�312573）

◆ 名入サイズ
35×35mm

71-04702
TM-02　
真空二重タンブラー450ml
「テイスティミラー」
￥1,300　31258072
サイズ　�直径79×148mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�18-8ステンレス
（49�72940�312580）

◆ 名入サイズ
40×35mm

飲むたびに「うまい」 確かな機能性をご紹介 ▶▶▶

マ
グ・
ボ
ト
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さっと出し入れ
ちょこっとサイズ

スリムなサイズで
INもOUTも
ストレスフリー

ズボンのポケットに

小型のバッグや
ランチバッグにも
ラクラク入る
スリムサイズ

名入サイズ
30×30mm

ポケマグ 真空二重マグボトル 120ml
￥1,100
71-04803　チャコール　PM12-C　31358072 
71-04804　アイボリー　PM12- I 　31359072
サイズ　�直径45×136mm
入　数　�40（20入×2）
材　質　�18-8ステンレス、ステンレス�

PP、シリコーン
チャコール（49�72940�313587）�
アイボリー（49�72940�313594）

◆

保冷効力

12℃以下
保温効力

42℃以上
（6時間） ●商標登録済製品

毎日を美味しく。
気分爽快 クリアスカイ フタつきでも、フタなしでも

飲める 2way 仕様。
結露しない二重構造で
テーブルが濡れません。

場所を選ばない
使い勝手のいい
2Wayマグカップ

飲み口の付いたクリアキャップ。
透明だからフタが付いたままでも残りがわかる。
熱い飲み物でも安心して飲めます。

中身がわかる
量がわかる
クリアキャップ

安心の
滑り止め
付き

Home

Office

Outdoor

冷たい飲み物でさっぱり！温かい飲み物でほっこり。
アイスでもホットでも美味しくいただけます。
持ちやすい取っ手も付いて、使いやすさもGood！

ホ
ッ
ト
で
も

ア
イ
ス
で
も

保温効力 61℃以上 保冷効力 11℃以下（1時間）（1時間）

クリアスカイ 二重マグカップ 400ml
￥900
71-04801　ブラック　CLE-01B　31381072 
71-04802　ブルー　　CLE-02A　31382072
サイズ　�124×90×131mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�ABS、AS�

18-8ステンレス、EVA
ブラック（49�72940�313815）�
ブルー　（49�72940�313822）

◆名入サイズ
50×55mm
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オールステンレスで
冷たさを触感から
楽しめます。

名入サイズ
30×30mm

YU-EN プロ of スティール 
タンブラー ミラー仕上げ
￥2,000　71-04901　1P　31129075 

￥4,000　71-04902　2P　31131075
サイズ　�直径70×144mm（350ml）
入　数　�1P／30、2P／20
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
1P（49�72940�311293）�
2P（49�72940�311316）

名入サイズ
10×30mm

YU-EN プロ of スティール 
タンブラー つち目ミラー仕上げ
￥2,300　71-04903　1P　31130075 

￥4,500　71-04904　2P　31132075
サイズ　�直径70×144mm（350ml）
入　数　�1P／30、2P／20
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
1P（49�72940�311309）�
2P（49�72940�311323）

マ
グ・
ボ
ト
ル・タ
ン
ブ
ラ
ー
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S420　サエ タンブラー 420ml
￥2,500　71-05006　FM-107　1P　31086372 

￥5,000　71-05007　FM-108　2P　21087072
サイズ　�直径77×129mm
入　数　�1P／48、2P／20
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
1P（49�38897�010863）�
2P（49�38897�010870）

S320　サエ タンブラー 320ml
￥2,000　71-05004　FM-105　1P　31084972 

￥4,000　71-05005　FM-106　2P　31085672
サイズ　�直径73×104mm
入　数　�1P／48、2P／20
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
1P（49�38897�010849）�
2P（49�38897�010856）

名入サイズ
30×40mm

名入サイズ
30×40mm

WU230　サエ 二重タンブラー 230ml
￥2,500　71-05002　FM-109　1P　31088772 

￥5,000　71-05003　FM-110　2P　31089472
サイズ　�直径77×95mm
入　数　�1P／48、2P／20
材　質　�18-8ステンレス
1P�(49�38897�010887)�
2P�(49�38897�010894)

名入サイズ
20×35mm

Made in TSUBAME 
ステンレスぐい呑み
￥1,000
71-05011　つや消し　20202270 
71-05012　ミラー　　20203970
サイズ　�直径58×30mm（70ml）
入　数　�200（20入×10）
材　質　�18-8ステンレス
※JAN表示無

71-05008
DCT-011　DCT 燕純銅（艶消し）
ファッションカップ
￥5,000　58005585
サイズ　�直径90×90mm
入　数　�36
材　質　�銅
（45�89829�580055）

71-05009
DCT-013　DCT 燕純銅（ブラック）
ファッションカップ
￥5,000　58016185
サイズ　�直径90×90mm
入　数　�36
材　質　�銅（ブロンズ仕上）
（45�89829�580161）

71-05010
DCT-014　DCT 燕純銅 

（艶消し＆ブラック）
ファッションカップ2P
￥10,000　58017885
サイズ　�直径90×90mm
入　数　�18
材　質　�銅（艶消し＆ブロンズ仕上）
（45�89829�580178）

名入サイズ
30×30mm
（レーザーのみ）

スイーツ等にも使用できる
お洒落なファッションカップ。

新
潟
県「
燕
市
の
研
磨
技
術
」

×

石
川
県「
金
沢
箔
＆
拭
き
漆
」

×

福
井
県「
越
前
和
紙
」

金沢箔の優美さを
極限まで引き出した

仕上がり。

メイド・イン・ツバメ認定商品

71-05013
SCW-P801　漆磨 箔衣 
2重ピルスナーカップ350ml
￥12,000　10518880
サイズ　�直径71×150mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス、金沢箔、本漆
仕　様　�付属品／越前和紙コースター10枚
（45�12553�105188）

71-05015
SCW-L801　漆磨 箔衣
2重ストレートカップ250ml
￥11,000　10505880
サイズ　�直径70×120mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス、金沢箔、本漆
仕　様　�付属品／越前和紙コースター10枚
（45�12553�105058）

71-05014
SCW-H801　漆磨 箔衣
2重ハイボールカップ370ml
￥12,000　10517180
サイズ　�直径82×130mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス、金沢箔、本漆
仕　様　�付属品／越前和紙コースター10枚
（45�12553�105171）

71-05016
SCW-D801　漆磨 箔衣
2重ダルマカップ250ｍｌ
￥9,000　10506580
サイズ　�直径78×85mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス、金沢箔、本漆
仕　様　�付属品／越前和紙コースター10枚
（45�12553�105065）

名入サイズ
27×20mm

名入サイズ
27×20mm

名入サイズ
27×20mm

名入サイズ
27×20mm

越前和紙コースター
10枚付

ものづくりの融合を目指し、
日本が誇る匠の技を
コラボレーションした逸品
「職人の磨きの技」が、ビー
ルや炭酸飲料の旨味を引き出
します。内側は螺旋状に磨き
上げ、ビールを注ぐとクリーミー
に泡立ちます。

きめ細かい泡を味わう

つや消し

ミラーシンプルデザインの
ぐい呑み。

冷たさを、冷たいままに
温かさを、温かいままに

素手でも安心して持てる。二重構造のステンレスタンブラーです。

71-05001
FM-122　W310 
サエ 二重タンブラー 1P
￥5,000　31032070
サイズ　�直径74×130mm（310ml）
入　数　�48
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
（49�38897�010320）

NEW

名入サイズ
30×40mm
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考えられたカーブが
手にフィットします。
内面はヘアライン加工で泡立ちも泡持ちも良い。

滑らかな対流を起こす内底面の R形状と内面研磨（上部
ミラー仕上げ・下部ヘアーライン仕上げ）が、ビールの

泡をクリーミーにさせ美味しさを
引き立たせます。（SR-Ⅱ）

SR-II　二重構造タンブラー 300cc
￥  5,000　71-05109　1P　20131272 

￥10,000　71-05110　2P　20132072
サイズ　�直径75×125mm
入　数　�1P／40、2P／24
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
1P（49�41012�201312）�
2P（49�41012�201329）

名入サイズ
40×40mm

名入サイズ
30×30mm

名入サイズ
30×30mm

名入サイズ
30×30mm

飲み物の冷たさが
素早く伝わり、
冷たさをキープします。

抗菌作用・
熱伝導に
優れた純銅製。

内面の錫
すず

めっきは、
お酒の雑味を除き、
まろやかな味わいを
楽しめます。

SR-I　タンブラー 300cc
￥2,000　71-05101　1P　20001072 

￥4,000　71-05102　2P　20021072
サイズ　�直径75×103mm
入　数　�1P／60、2P／36
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
1P（49�41012�200018）�
2P（49�41012�200216）

71-05103
SR-I　タンブラー 350cc
￥2,200　20002572
サイズ　�直径77×114mm
入　数　�60
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
（49�41012�200025）

SR-I　純銅タンブラー 350cc
￥  5,300　71-05105　1P　20241275 

￥10,000　71-05106　2P　20242975
サイズ　�直径77×114mm
入　数　�1P／40、2P／24
材　質　�純銅（ミラー仕上）
1P（49�41012�202418）�
2P（49�41012�202425）

SR-I　純銅タンブラー 440cc
￥  6,000　71-05107　1P　20231975 

￥12,000　71-05108　2P　20232675
サイズ　�直径77×135mm
入　数　�1P／40、2P／24
材　質　�純銅（ミラー仕上）
1P（49�41012�202319）�
2P（49�41012�202326）

71-05104
SR-I　タンブラー 440cc
￥2,500　20003272
サイズ　�直径77×135mm
入　数　�60
材　質　�18-8ステンレス（ミラー仕上）
（49�41012�200032）

マ
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熟練の技巧　信頼の日本製 
冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。

燕熟の技 
感温ステンレスタンブラー420ml
￥4,000
71-05204　花火　EJK-400　21070685 
71-05205　錦鯉　EJK-401　21071385
サイズ　�直径77×129mm
入　数　�24
材　質　�18-8ステンレス
花火（49�65220�210706）�
錦鯉（49�65220�210713）

outdoorscene18-8ステンレス 
シングルマグ　
￥1,500
71-05210　カーキ　　　　OS-001K　32544680 
71-05211　イエロー　　　OS-001Y　32540880 
71-05212　モスグリーン　OS-001G　32541580
サイズ　�102×73×70mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス
カーキ　　　（45�60433�025446）�
イエロー　　（45�60433�025408）�
モスグリーン（45�60433�025415）

◆

outdoorscene18-8ステンレス
二重構造タンブラー
￥3,000
71-05213　カーキ　　　　OS-002K　32545380 
71-05214　イエロー　　　OS-002Y　32542280 
71-05215　モスグリーン　OS-002G　32543980
サイズ　�直径70×80mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス
カーキ　　　（45�60433�025453）�
イエロー　　（45�60433�025422）�
モスグリーン（45�60433�025439）

◆

71-05203
EJG-250　燕熟の技
感温ステンレスぐい吞み 赤富士
￥2,500　21076885
サイズ　�直径56×46mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス
（49�65220�210768）

外面にアクリル塗装を施してあるので
汚れが付きにくく洗いやすくなっています。

アウトドアにも最適。マグカップ&タンブラー
外面に黒ツヤ消しの
ポリエステル塗装を施し、
高級感に満ちた仕上がりに
作り上げました。

二重構造なので
氷を入れても
結露が出来にくく、
温かさ・冷たさが
長持ちします。

燕熟の技 
感温ステンレスタンブラー 300ml
￥3,000
71-05201　桜　　　EJK-300　21059188 
71-05202　赤富士　EJK-301　21060788
サイズ　�直径75×103mm
入　数　�24
材　質　�18-8ステンレス
桜　　（49�65220�210591）�
赤富士（49�65220�210607）

名入サイズ
30×40mm

名入サイズ
30×30mm

名入サイズ
20×30mm

二重構造で
温かさ・冷たさ
長持ち

桜

赤富士

赤富士

花火

錦鯉

71-05206
MB-001　
18-8ステンレス二重構造 
マットブラック 
フリーカップ230ml
￥3,500　32562078
サイズ　�直径70×80mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス
（45�60433�025620）

◆ NEW 71-05207
MB-002　
18-8ステンレス二重構造 
マットブラック 
タンブラー230ml
￥4,500　32563778
サイズ　�直径73×95mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス
（45�60433�025637）

◆ NEW

71-05208
MB-003　
18-8ステンレス二重構造
マットブラック　
フリータンブラー250ml
￥5,500　32564478
サイズ　�直径70×85mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス
（45�60433�025644）

◆ NEW 71-05209
MB-004　
18-8ステンレス 
マットブラック　
シングルマグ 290ml
￥2,000 　32565170
サイズ　�105×73×70mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス
（45�60433�025651）

◆ NEW

シルバーと
マットブラックが
際立つデザイン。

MB-001
MB-002
口元

ミラー仕上げ

MB-003
口元

ヘアライン
仕上げ
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調理器具・キッチン雑貨
KITCHEN & DINING
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71-05401
DEL-01　デリシアス 万能包丁
￥2,100　63052064
サイズ　�41×293×20mm（刃渡り：160mm）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�モリブデンバナジウム鋼�

18-8ステンレス
（49�72940�630523）

◆
食洗機対応 71-05402

DEL-02　デリシアス 牛刀包丁
￥2,200　63053064
サイズ　�42×321×20mm（刃渡り：183mm）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�モリブデンバナジウム鋼�

18-8ステンレス
（49�72940�630530）

◆
食洗機対応 71-05403

DEL-03　デリシアス ペティナイフ
￥1,800　63054064
サイズ　�29×240×19mm（刃渡り：126mm）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�モリブデンバナジウム鋼�

18-8ステンレス
（49�72940�630547）

◆
食洗機対応

持ち手はすべりにくい
ブラスト加工

継ぎ目がなく
汚れがたまりにくい
一体成型

丈夫で錆びにくい
モリブデンバナジウム鋼
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食材を切ったり
パッケージの開封に！

71-05502
CRT-01　Cortador −コルタドール−
包丁ハサミまな板 4点セット
￥1,500　63050072
サイズ　�穴明き万能包丁／45×272×21mm（刃渡り：160mm）�

ぺティナイフ／32×222×16mm（刃渡り：121mm）�
キッチンバサミ／88×200×13mm�
まな板／342×242×2.5mm

入　数　�24（12入×2）
材　質　�刃物鋼、PP、ABS
（49�72940�630509）

◆

薄くて
扱いやすい！

まな板

ペティ
ナイフ

フルーツの皮むきや
飾り切りに！

万能
包丁

穴明き＋リブ付きの
Ｗ効果で

身離れがよく切れやすい！

キッチン
バサミ

71-05501
DCK-01　ダイヤモンドコーティング
万能包丁＆ペティナイフ
￥2,200　63055072
サイズ　�万能包丁／46×280×22mm（刃渡り164mm）�

ペティナイフ／24×236×20mm（刃渡り115mm）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�刃物鋼（ふっ素塗装、ダイヤモンド微粒子配合）�

ステンレス、ABS
（49�72940�630554）

◆

ダイヤモンドコーティングを
刃部に施すことにより、
魚や肉のニオイが
移りにくくなりました。

包
　
丁
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71-05603
NKT-01　中村孝明 
チタンコーティング万能包丁
￥1,500　63020072
サイズ　�53×307×23mm�

（刃渡り：187mm）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�刃物鋼（チタンコーティング）、ABS
（49�72940�630202）

◆

◦ �アップハンドルで、軽い力でも刃元から刃先までしっかりと
伝わり、切りやすさを追求しました。

◦ ��凹みに親指をあてることで、力を込めやすくなり、かぼちゃ
などちょっとかたい食材も切りやすくなります。

こだわりのハンドル

チタンコーティングで扱いやすく、
毎日の料理がとても楽になります。
サビにくく、耐磨耗性があります。

金属臭がありません。汚れや臭いが付きにくく、
お手入れが簡単です。

扱いやすく、毎日の
お料理が楽になります。

71-05601
NKS-01　中村孝明 
ステンレスサンド万能包丁
￥1,000　63022072
サイズ　�46×280×22mm�

（刃渡り：164mm）
入　数　�30（15入×2）
材　質　�刃物鋼、ステンレス、ABS
（49�72940�630226）

◆

71-05602
NKS-02　中村孝明 
ステンレスサンド万能包丁＆ペティナイフ
￥1,500　63023072
サイズ　�万能包丁／46×280×22mm�

　　　　　（刃渡り：164mm）�
ペティナイフ／24×236×20mm�
　　　　　　　（刃渡り：115mm）

入　数　�30（15入×2）
材　質　�刃物鋼、ステンレス、ABS
（49�72940�630233）

◆

ふっくらと、ゆるやかなカーブで手になじみ、
握りやすいハンドルにしました。
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ま
な
板 71-05702

NKL-12　中村孝明
桐のまな板 Ｍ
￥850　83047072
サイズ　�370×210×20mm
入　数　�30
材　質　�桐
（49�72940�830473）

71-05701
NKL-11　中村孝明
桐のまな板 Ｌ
￥950　83049072
サイズ　�423×235×20mm
入　数　�30
材　質　�桐
（49�72940�830497）

71-05703
NKL-01　中村孝明 和包丁 5本セット
￥2,500　63040072
サイズ　�刺身包丁／30×330×19mm（刃渡り：205mm）�

菜切包丁／50×310×23mm（刃渡り：170mm）�
万能包丁／45×300×22mm（刃渡り：170mm）�
ペティナイフ／28×235×17mm（刃渡り：120mm）�
小出刃包丁／39×223×17mm（刃渡り：107mm）

入　数　�20
材　質　�刃物鋼、ABS
（49�72940�630400）

71-05704
NKL-02　中村孝明 包丁とはさみ5本セット
￥2,000　63041072
サイズ　�パン切り包丁／26×320×16mm（刃渡り：186mm）�

万能包丁／41×290×16mm（刃渡り：163mm）�
トマトナイフ／19×225×14mm（刃渡り：98mm）�
キッチンバサミ／75×210×13mm�
ぺティナイフ／28×230×14mm（刃渡り：120mm）

入　数　�30
材　質　�刃物鋼、PP
（49�72940�630417）

71-05705
NKL-04　中村孝明 
ステンレスキッチンバサミ
￥550　63043072
サイズ　�83×210×15mm
入　数　�120（10入×12）
材　質　�刃物鋼、ABS（抗菌剤・備長炭配合）
（49�72940�630431）

紀州
備長炭配合

包
　
丁
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サヤ付で
持ち運びにも

便利

71-05808
キッチンデコレーション
スナップまな板プラス1
￥950　30110070
サイズ　�大／370×250×1mm�

小／160×140×1mm
入　数　�30
材　質　�PP
仕　様　�大／ピンク・オレンジ・グリーン×各1�

小／イエロー×1、まな板スタンド×1
（49�45548�301102）

食材をこぼさず
お鍋へ投入！

場所を選ばず
立てて乾燥できます！

広げてB4サイズ、
たたんでB5サイズで
使い分け自由！ たためる まな板

￥500
71-05805　ホワイト　CB-025　21439472 
71-05806　ブルー　　CB-026　21449072 
71-05807　ピンク　　CB-027　21459272
サイズ　�365×257×2mm
入　数　�50
材　質　�PP
ホワイト（49�66095�214394）�
ブルー　（49�66095�214493）�
ピンク　（49�66095�214592）

嬉しい、キッチングッズ！
キッチンを楽しくおしゃれに
用途で使い分けが出来る！

押し切りや皮むきの際に
手首に負担がかかりにくいため
女性でも扱いやすいです。

特殊形状の「ツバ部」は
刃に指が触れにくい
デザインで
利き手を選びません。

軽くて扱いやすい
重心バランス

暖かみのある天然木ハンドル。
手に馴染み、ピザ・パイ生地の
カットに便利です。

刃先がテーブル等に触れず
衛生的

いろいろ出来る多機能キッチンバサミ
●刃先のトングでつかみ出す　●ハサミ
●缶フタのプルタブ起こし　　●栓抜き
●ドレッシング中栓のツマミ出し
●ビンフタ開け　●ギンナン割り

71-05804
TK-31　刃先を浮かせて置ける
多機能キッチンバサミ
￥1,500　20193375
サイズ　�75×224×14mm
入　数　�100（10入×10）
材　質　�ABS、特殊鋼
（49�47523�201933）

食洗機対応

お手入れ簡単！左右を外せるので
清潔さと動きの軽さを
保ちます。

加熱した
レトルトパックを
取り出すのに
とても便利！

71-05801
SKU-201　作楽結
サヤ付き万能包丁
￥2,200　12190275
サイズ　�49×290×17mm
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、PP、ナイロン
（49�62336�121902）

71-05802
SKU-204　作楽結
サヤ付きペティナイフ
￥2,000　12191975
サイズ　�35×240×15mm
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、PP、ナイロン
（49�62336�121919）

丸みのある柄は
手になじみ、指に
フィットします。

ステンレス
刃物鋼を
使用

サビに強く
お手入れが
簡単！

71-05803
PZ-17　天然木ピザカッター
￥950　86017080
サイズ　�72×188×22mm
入　数　�100（10入×10）
材　質　�刃物鋼、天然木
（45�60157�860170）

平置きすると
刃部がテーブルに着かないので
衛生的！
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71-05910
PU-002　鱗トルＳ
￥3,500　64514780
サイズ　�73×160×80mm
入　数　�100（10入×10）
材　質　�ステンレス、エラストマー
（49�95969�045147）

71-05909
OZH-900-8
関鍔蔵作 中華包丁 8インチ
￥4,000　91980670
サイズ　�92×320×28mm�

（刃渡り：203mm）
入　数　�36（6入×6）
材　質　�刃物鋼�

天然木（樺）、真鍮
（49�50586�919806）

71-05908
OZH-900-7　
関鍔蔵作 中華包丁 7インチ
￥3,500　91970770
サイズ　�86×290×28mm�

（刃渡り：175mm）
入　数　�36本（6入×6）
材　質　�刃物鋼�

天然木（樺）、真鍮
（49�50586�919707）

関鍔蔵作シリーズの
中華包丁！
中華圏（中国・ベトナム・タイ等東・東南アジア）の
お客様には最もポピュラーな包丁です。

家庭用としても
使いやすい
ミニサイズ

ウロコが飛び散らず、
腸炎ビブリオなど
菌の飛散を防ぎます。

71-05901
OZH-100　
関鍔蔵作 和包丁 三徳
￥2,100　91100870
サイズ　�45×295×23mm�

（刃渡り：170mm）
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、木柄（朴の木）、ABS
（49�50586�911008）

サビや摩耗に強く、
鋭い切れ味の
長続きする包丁です。

ウロコを取る準備・片付けが簡単！
小さいので、幅広い魚に対応できます。

71-05904
OZH-400　
関鍔蔵作 和包丁 刺身
￥2,700　91400970
サイズ　�30×327×19mm�

（刃渡り：203mm）
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、木柄（朴の木）、ABS
（49�50586�914009）

71-05903
OZH-300　
関鍔蔵作 和包丁 牛刀
￥2,100　91300270
サイズ　�42×305×23mm�

（刃渡り：180mm）
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、木柄（朴の木）、ABS
（49�50586�913002）

71-05902
OZH-200　
関鍔蔵作 和包丁 薄刃
￥2,100　91200570
サイズ　�50×295×23mm�

（刃渡り：154mm）
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、木柄（朴の木）、ABS
（49�50586�912005）

71-05905
OZH-500　
関鍔蔵作 和包丁 出刃
￥3,000　91500670
サイズ　�45×280×23mm�

（刃渡り：155mm）
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、木柄（朴の木）、ABS
（49�50586�915006）

71-05907
OZH-700　
関鍔蔵作 和包丁 小出刃
￥1,700　91700170
サイズ　�37×215×18mm�

（刃渡り：104mm）
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、木柄（朴の木）、ABS
（49�50586�917000）

71-05906
OZH-600　
関鍔蔵作 和包丁 ペティナイフ
￥1,600　91600370
サイズ　�25×235×18mm�

（刃渡り：120mm）
入　数　�60（6入×10）
材　質　�刃物鋼、木柄（朴の木）、ABS
（49�50586�916003）

主婦とプロの
体験動画

700余年の
伝統を受け継ぐ
刃都・関市。
岐阜県関市の刃物産業は、
伝統ある日本刀づくりの技術を受け継ぎ、
優秀な機械技術を加えることで、
質の高い刃物を造りあげています。

包
　
丁
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軽くなぞる
だけで研げる

ダイヤモンド微粒子
コーティング

ダイヤモンド
コーティング

71-06004
ダイヤモンドシャープナー  
リバーシブルスリム（シルバー）
￥1,500　60118072
サイズ　�25×250×20mm
入　数　�36（12入×3）
材　質　�炭素鋼（ダイヤモンド微粒子コーティング）、合成木材
（49�72940�601189）

ダイヤモンド
　シャープナー

Diamond Sharpener

リバーシブル
スリム

これ１本で簡単に
直線から曲線まで研げます。

ニッパ 爪切り その他刃物類の
研磨に使えます

包丁 ハサミ 剪定鋏 ペンチ

さまざまな刃物の研磨に使用できます。

71-06002
ABN-02　アルバーナ
ダイヤモンドシャープナー ぷち
￥800　62027072
サイズ　�24×163×18mm
入　数　�60（15入×4）
材　質　�炭素鋼（ダイヤモンド微粒子コーティング）�

PP、エラストマー
（49�72940�620272）

◆

剪定鋏 鎌 プラス＋ドライバー

71-06003
ABN-03　アルバーナ
ダイヤモンドシャープナー やわらか
￥800　62028072
サイズ　�24×188×18mm
入　数　�60（15入×4）
材　質　�炭素鋼（ダイヤモンド微粒子コーティング）�

PP、エラストマー
（49�72940�620289）

◆

#800#400

等スライサー

ハサミ 鎌
剪定鋏 包丁

スライサーの
仕上げ磨き

＃400で研いだあとに
目の細かい＃800で仕
上げ研ぎ

包丁包丁

しなり
がほどよ

く力を吸収するので

適度な
力加減で仕上がります。

やわらか

軽くて薄い。
水を使わず
なぞるだけ。

軽くなぞるだけで研げる。小さなシャープナー。

まずダイヤモンド粒子の砥石で７回程度。
仕上げにセラミック砥石で７回程度。
切れ味抜群に研ぎ上がり！

71-06001
ABN-01　アルバーナ ダイヤモンド＆ 
セラミックシャープナー
￥1,500　61979072
サイズ　�198×50×65mm
入　数　�60（12入×5）
材　質　�ABS、ステンレス、シリコーン�

セラミック、ダイヤモンド研磨剤
（49�72940�619795）

◆
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玉ねぎMサイズ１個半が
一気にみじん切りに！

離乳食や介護食など、
少量の調理にも便利！

まな板から飛び出てしまったり、手にニオイがついてしまったりと、
煩わしさのあるみじん切り。食材を中に入れて数回引っぱるだけ、
あっという間に完成！

1 2 3

引く回数によって
粗い→細かいを
調節可能！

ファミリーにも
便利な

ビッグサイズ！

71-06101
HHC-02　ハッピーハンドリーチョッパー(大)
￥1,200　55503072
サイズ　�直径125×137mm（1,050ml）
入　数　�24（12入×2）
材　質　�PP、ナイロン、銅、PS、シリコーン、刃物鋼
（49�72940�555031）

◆
71-06102
HHC-01　ハッピーハンドリーチョッパー（小）
￥900　55502072
サイズ　�直径125×95mm（580ml）
入　数　�36（18入×2）
材　質　�PP、ナイロン、銅、PS、シリコーン、刃物鋼
（49�72940�555024）

◆

千切り 粗め
（5mm 幅）

千切り 細め
（2mm 幅）

桂むきとピーラー

71-06104
YS-01　くるくる野菜スライサー
￥2,500　10304680
サイズ　�108×84×158mm
入　数　�30
材　質　�ABS、刃物鋼、PP、ステンレス
（45�45101�103046）

千切り（粗め・細め）
桂むきなど

さまざまなスライスが
できます。

鉛筆けずりのように
くるくる野菜をまわして
らくらくスライス！

専用スタンドで
すっきり
収納

71-06103
PR-071　ニューベジダブルカッター
￥2,000　19591470
サイズ　�直径144×125mm
入　数　�24
材　質　�AS、ABS、POM�

刃物鋼、シリコーン
（49�66095�195914）

フタの取っ手を
収納位置にはめ込み、
コンパクトに
収納できます

ハンドルを回すと、
カッターの回転で
野菜等のみじん切りが
できます！

ピーマンキャベツ たまねぎ

ゆでたまごディップ にんじん

調味料を
入れ忘れちゃった… 清潔に使いたい…

蓋上部の穴から
入れられるから
大丈夫！
メニューの幅が
広がります。

▼ ▼
キッチンに食材が
飛び散りません。
使用後は
丸洗い可能です！

包丁とのスピード対決！勝負の行方は……動画でCheck‼▶▶▶

PR動画

キ
ッ
チ
ン
用
品
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71-06210
PG-630　プログレード
厚み調整ミニスライサー
￥1,100　61470170
サイズ　�205×55×25mm
入　数　�60（10入×6）
材　質　�刃物鋼、ABS�

ナイロン、PP
（49�62336�614701）

料理にあわせて
2 段階の厚み調整が
できます。

2mm／1.5mm 

ホルダー付
山型の突起で
滑らずつかみやすい

まな板
不要！

長ねぎや
キュウリの
小口切りが
できます。

生姜やニンニクなどの硬い野菜を楽 ス々ライス！

曲面プレートでスピードクッキング！

キャベツ用ワイドサイズ！安全ホルダー付き！

安全
ホルダー
付き

安全ホルダーを使えば、
食材を直接手で押さえずに済み、
匂いも付きません。

セーフティ
クッキング！

71-06201
薬味スライサー
￥700　62019070
サイズ　�180×50×50mm
入　数　�80
材　質　�ABS、刃物鋼
（49�80511�620194）

71-06202
CT-010　キャベツスライサー

（安全ホルダー付）
￥1,200　15411070
サイズ　�本体／405×120×24mm�

ホルダー／130×90×35mm
入　数　�40（5入×8）
材　質　�ABS、AS、ステンレス
（49�66095�154119）

安全
ホルダー
付き

便利な
しぼり機能付

おろした中身を
手前に引きよせます。

71-06203
おろしま専科
￥1,500　40307085
サイズ　�275×108×56mm
入　数　�20
材　質　�ステンレス、PP
（49�53624�003079）

余分な水分を
取り除けます。

一般的に大根おろしの一番美味しい状態は 
指３本でつまんで三角錐の山のように持っても 
崩れない状態がおいしいとされています。

ステンレス製おろし器 おろしぼり
￥1,000
71-06204　ブラック　45834070 
71-06205　ホワイト　45835070 
71-06206　ピンク　　45836070 
71-06207　オレンジ　45837070 
71-06208　イエロー　45838070
サイズ　�本体受部／255×90×50mm（取手部含）�

おろし部／245×90×12mm�
　　　　�（絞り部高さ38mm）

入　数　�40
材　質　�AS、ステンレス、エラストマー、ABS
ブラック（45�41858�058349）
ホワイト（45�41858�058356）
ピンク　（45�41858�058363）�
オレンジ（45�41858�058370）�
イエロー（45�41858�058387）

●特許・意匠登録済製品

特許製品

長ネギのみじん切りが
すぐにパッとできる
スライサーができました。

長ネギみじん
スライサー

専用安全
ホルダー

刃部カバー・
掃除ブラシ付

収納時や
持ち運び時に

安心な
保護カバー付き

切り幅
約1.3mm

刃の上部にかえしがついていて
むいた野菜の皮がはなれやすい。

長ネギ専用
安全ホルダー付
安心安全に
調理ができます。

71-06213
CH-2094　
長ネギみじんスライサー
￥2,000　14094070
サイズ　�本体／238×41×14mm
入　数　�100（10入×10）
材　質　�AS、ステンレス�

シリコーン
（49�54267�140947）

NEW

71-06214
CG-001　チーズグレーター
￥2,500　65004280
サイズ　�410×36×19mm
入　数　�50（25入×2）
材　質　�18-8ステンレス、PP、ナイロン�

熱可塑性エラストマー、合成ゴム
（49�50586�050042）

◆
NEW

特殊加工のステンレス刃が
繊維をつぶさず、
楽々ふわふわな
すりおろしができます。

全長 41ｃｍの
ロングタイプ
鍋やフライパンの
淵に固定して
すりおろした食材を
そのまま投入できます。

チーズ・レモン・
にんにく・しょうが・

チョコレート等に！

71-06209
PG-631　プログレード
皮が離れやすいシャープピーラー
￥1,400　61486270
サイズ　�70×15×150mm
入　数　�60（10入×6）
材　質　�刃物鋼、18-8ステンレス、PP
（49�62336�614862）

71-06211
PG-619　プログレード
快速細千切り器
￥1,500　61428270
サイズ　�282×90×26mm
入　数　�60（10入×6）
材　質　�ABS、ステンレス
（49�62336�614282）

切り幅：約㎜

71-06212
PG-618　プログレード
快速千切り器
￥1,500　61427570
サイズ　282×�90×26mm
入　数　�60（10入×6）
材　質　�ABS、ステンレス
（49�62336�614275）

特殊形状のクランク刃。
軽い力でプロのような
千切りができます。

鋭角な刃先の斜め刃で
軽い力で皮がむけます！

両方向に刃がついているため、均一幅の千切りも
軽い押し引きだけで素早く出きます。

切り幅
約2mm

PR動画

PR動画

NEW

NEW

NEW NEW

食洗機対応
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漬物容器に入れるだけ！
銅イオンの働きにより、漬物に
補色効果を発揮します。

71-06309
漬もの名人
￥350　10011375
サイズ　�40×80mm
材　質　�純銅
（45�45101�100113）
※カートンの設定はありません。

●�ナスやきゅうりや緑色野菜に
●���茹でものにも同様の効果あり�
枝豆など色鮮やかに仕上がります。

●��便利！ドアポケットに�
すっぽり入る漬物器

クイックピクルス ラウンド
￥1,000
71-06305　イエロー　VC-C13　17028072 
71-06306　ピンク　　VC-C14　17031072 
71-06307　グリーン　VC-C15　17043072
サイズ　�直径100×120mm
入　数　�40
材　質　�AS、PP、ABS、18-8ステンレス
イエロー(49�66095�170287)�
ピンク　(49�66095�170317)�
グリーン(49�66095�170430)

スプリング付きの押板が
フタと一体化

２人分ぐらいの
漬けものに
最適なサイズ

71-06308
FV-645　フルベジ 漬物器

（ドアポケットサイズ）
￥1,300　61183075
サイズ　�158×89×150mm
入　数　�24
材　質　�AS、ABS、PP
（49�62336�611830）

お家で手軽に作れる
コンパクトサイズの漬物器

ぬか漬けや浅漬けが簡単に家庭で出来ます。
冷蔵庫で保管しやすい角型。

耳付きの仕切り板と
ヘラ付きでキレイに
取り出せます。

71-06301
玉子豆腐器（仕切り・ヘラ付） 
特大（12個）
￥2,000　89932080
サイズ　�210×175×50mm（1.8L）
入　数　�20
材　質　�18-0ステンレス
※JAN表示無

◆

玉子豆腐はもちろん！水ようかん、
杏仁豆腐、コーヒーゼリーなどなど

手作りの寒天やゼリーも作れる！
一度にたっぷり１２個作れます！

外皮はもちろん、房のうす皮も
安全・カンタン・清潔にむけます。

包丁を使わずに
皮の厚い柑橘類が
簡単にむけます！

みかん皮むき器 ムッキーちゃん
￥480
71-06302　オレンジ　80916482 
71-06303　ピンク　　80916582
サイズ　�25×98×21mm
入　数　�250
材　質　�AS、スチロール�

ステンレスカーボン、ABS
共通（49�57423�009164）

◆

71-06304
39-05　青磁ぬか漬鉢
￥3,500　94311985
サイズ　�270×170×130mm
入　数　�12
材　質　�陶器
（45�60408�943119）

キ
ッ
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71-06401
FB-01　すべりにくい 
フタ付きステンレスボウル 2pcs
￥1,300　79431772
サイズ　�大サイズ／直径178×97mm（1,430ml）�

小サイズ／直径139×76mm（640ml）
入　数　�20
材　質　�ステンレス、シリコーン、PP
（49�72940�794317）

◆

・サビに強いステンレス製
・食材の小分け等に便利
・麺の水切り、盛り付けに最適

71-06403
OS-05B　鮮食派宣言 
浅ザル＆トレーセット 28cm（箱入）
￥1,700　40009070
サイズ　�浅ザル／直径280×63mm�

トレー／直径272×17mm
入　数　�20
材　質　�18-8ステンレス�

18-0ステンレス
（49�91249�000097）

食洗機対応
71-06402
OS-04B　鮮食派宣言 
浅ザル＆トレーセット 25cm（箱入）
￥1,500　30008070
サイズ　�浅ザル／直径250×60mm�

トレー／直径240×18mm
入　数　�20
材　質　�18-8ステンレス�

18-0ステンレス
（49�91249�000080）

食洗機対応

野菜の水切り、鍋もの、
バーベキュー等の
材料の盛り付けに便利。

PR動画普通のボウルと
何が違うの？
どんな風に便利？
その疑問にお答え！

▶
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賢く使って
スムーズ調理

開閉式ふた付で
保存も出来て衛生的。

メジャーカップふた付
￥650
71-06502　グリーン　MKG-5  　40060070 
71-06503　レッド　　MKR-5   　40061070 
71-06504　イエロー　MKY-5   　40062070 
71-06505　ホワイト　MKW-5　40063070
サイズ　�130×90×145mm（510ml）
入　数　�48
材　質　�AS、PP
グリーン（49�81667�000601）�
レッド　（49�81667�000618）�
イエロー（49�81667�000625）�
ホワイト（49�81667�000632）

小さい容器にも
注ぎやすい
細い注ぎ口

●和風とイタリア風の 
ドレッシングメモリ付

●その他食材の計量にも
便利なメモリ付

❶量る
便利な目盛付き。

❷混ぜる
深めの曲線で
混ぜやすい。

❸小分け
小分けしてスピード
クッキング。

便利な目盛付で
計量カップを
出す手間が省けます。

炒め物に便利
食材をあらかじめ分けて
おいて一気に調理。

ミキシングに便利
食材がこぼれにくい
深型設計。

鰹節、昆布、煮干し… 美味しい料理の味の要、
うま味の豊かな「だし」を
電子レンジで簡単に。

目盛付きで、
計量カップにも

使えます。

71-06507
RE-1510　
レンジで美味しいおだし
￥1,800　13510370
サイズ　�158×120×150mm
入　数　�24
材　質　�PP、ポリエステル
（49�54267�135103）

How to use >>

4cm角に
切った昆布
をこし網に
入れます。

1

電子レンジ
で加熱
します。

4

その上に、
鰹節を
入れます。

2

加熱後、
電子レンジ
から取り出
します。

5

水を入れた
容器にこし
網をセット
します。

3

こし網を引き
上げ、45度回
転させてセッ
トし、雫を落
として、でき
あがり。

6

合わせだしの取り方

Point >>

底が外せるので、
お手入れもらくらく。

注ぎやすい
注ぎ口。

高密度メッシュなので、
澄んだだしがひけます。

PR動画

こし網 容器

フタ

余っただしを
ちょっとの間、

保管する時などに。

食洗機対応

71-06501
ST-4　
調理がはかどるステンレスボウル 4pcs
￥1,300　56432072
サイズ　�14cm／直径142×53mm（500ml)�

16cm／直径162×62mm（800ml)�
22cm／直径220×79mm（2,100ml)�
24cm／直径240×82mm（2,600ml)

入　数　�20
材　質　�ステンレス
（49�72940�564323）

◆

71-06506
MC-110　見やすい計量カップ
￥680　14386080
サイズ　�177×111×104mm
入　数　�60
材　質　�AS、エラストマー
（49�60380�143864）

上からのぞいて計量できる
見やすい計量カップ。

取手は
持ちやすい

ラバーグリップ

14cm

22cm

16cm

24cm
スタッキングして
スッキリ収納。

キ
ッ
チ
ン
用
品

065



プレゼントにも
ぴったり

チリトリ ザルボウル
￥800
71-06601　ホワイト　MZ-3518　15518070 
71-06602　レッド　　MZ-3519　15519070 
71-06603　ブルー　　MZ-3520　15520070
サイズ　�141×158×85mm
入　数　�72(6入×12)
材　質　�PP
ホワイト（49�54267�155187）�
レッド　（49�54267�155194）�
ブルー　（49�56267�155200）

おしゃれなトリコロールカラー。 チリトリボウル3個と
ザル1個のセット。

ボウル
ザル

まな板の上で切った食材をサッとすくえる！
お料理の下ごしらえがはかどる
チリトリザルボウル。

�すくった食材を
こぼさずフライパンへ

計量に便利な�
目盛り付き

PR動画

食洗機対応
いろんな食材を
サッと「チリトリ」。

水にさらしても
食材があふれ出ない。

角は注ぎ口として
使えます。

収納に便利な
フック付き。

How to use

フタ付は
スタッキング

OK!

71-06611
バリバリサラダ ビッグ
￥2,400　01501170
サイズ　�直径260×225mm
入　数　�18
材　質　�PS、PP
（45�33009�015011）

71-06610
バリバリサラダ M
￥1,700　31502070
サイズ　�直径220×170mm
入　数　�18
材　質　�PS、PP
（45�33009�015028）

手を汚さずに野菜の水切りをしっかりおこなえます。
▶フタ形状を改良し、お手入れしやすくなりました。
▶野菜やパスタ等、透明度の高い本体で中がよく見えます。

▶縦長タイプのバリバリ
サラダです。
▶収納面積をとらず回転
蓋がロックしますので
そのまま水を捨てるこ
とができます。

71-06612
バリバリサラダハンディスリム
￥1,800　01505970
サイズ　�190×157×215mm
入　数　�16
材　質　�PS、PP
（45�33009�015059）

▶�水切りをするのに�
ザルを取り出す必要が無いので�
お料理がとってもスピーディー！
▶いろんなお料理につかえてとっても便利！

クルッと水切り！ボウルは回転・ザルはそのまま!! 
新発想のザル・ボウル。

ミラくるザル・ボウル 大
￥1,500
71-06608　グリーン　MZ-3510　15510070 
71-06609　オレンジ　MZ-3511　15511070
サイズ　�265×280×131mm
入　数　�16
材　質　�PP
グリーン（49�54267�155101）�
オレンジ（49�54267�155118）

食洗機対応

ボウル180度

回せばしっかり

水切りもできま
す。

PR動画

片手で傾けるだけで簡単水切り！

71-06605
MZ-3531　
フタ付きチリトリザルボウル S
￥800　15531070
サイズ　�141×125×76mm
入　数　�48（6入×8）
材　質　�PP
（49�54267�155316）

71-06606
MZ-3532　
フタ付きチリトリザルボウル M
￥1,000　15532070
サイズ　�159×144×87mm
入　数　�48（6入×8）
材　質　�PP
（49�54267�155323）

71-06607
MZ-3533　
フタ付きチリトリザルボウル L
￥1,200　15533070
サイズ　�184×169×99mm
入　数　�24（6入×4）
材　質　�PP
（49�54267�155330）

便利なフタ付き、
3つのサイズバリエーション。

電子レンジ
OK!

71-06604
MZ-3509　チリトリザルボウル ミニ
トリコロールセット
￥800　15509070
サイズ　�110×91×48mm
入　数　�72（6入×12）
材　質　�PP
（49�54267�155095）
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★ピタッと密閉！保存ケース
バターが酸化しにくい密閉タイプの
フタです。

冷蔵庫にそのままストック。

★コンパクトに収納できる
冷蔵庫に納まりやすいサイズ。

約5gに切れる
ホームベーカリーや
料理・お菓子作りに
計算しやすい

うす切り
だからパンケーキや
トーストにのせて
とけやすい

冷蔵庫から出して
冷たいままでも
すぐカットできる
タイプが新登場！

ミニスケッパー

71-06701
ST-3008　すぐ切れる
バターカットケース
￥1,500　15008070
サイズ　�115×115×93mm
入　数　�48
材　質　�PE、AS、ABS、PP�

18-8ステンレス
（49�54267�150083）

フタ

ワイヤー
プレート

ケース

❶バターをおく。 ❷�フタでギュッと押す。

❸�手を汚さずに�
うす切りにできます。

❹�冷蔵庫に�
そのままストック。

How to use

フタ
450g用
ワイヤープレート
200g用
ワイヤープレート

ケース ケース

ワイヤー
プレート

フタ

ピッキング
バターナイフ

71-06703
ST-3006　バターカッティングケース
￥2,000　15006370
サイズ　�167×95×102mm
入　数　�30
材　質　�PE、ABS、AS、18-8ステンレス
（49�54267�150069）

71-06704
ST-3007　プレミアム
カットできちゃうバターケース
￥2,500　15007070
サイズ　�178×108×75mm
入　数　�30
材　質　�PE、ABS、AS、18-8ステンレス、アルミ
（49�54267�150076）

71-06705
TG-64　海苔吹雪
￥1,000　20196475
サイズ　�94×15×23mm
入　数　�100（10入×10）
材　質　�ステンレス
（49�47523�201964）

◆

海苔を欲しい時に
必要なだけ削ります
パラパラっと香り立つ！
海苔の香りを楽しめます。 
色々な料理にかければさらに美味しく。
刃には触れることなく削れる安心設計。

ギュっておすだけ！
うす切りにカット出来るバターケース

71-06702
ST-3005　
カットできちゃうバターケース
￥1,500　15005270
サイズ　�165×95×68mm
入　数　�40
材　質　�PE、ABS、AS�

18-8ステンレス
（49�54267�150052）

カットできちゃう
バターケース

元祖
フタ

ワイヤー
プレート

ケース

板のりをセットして
ハンドルを回すだけ！
刻みのりが簡単にできます。

金属刃物
じゃないから

安全！

分解して
簡単に

洗浄できます

PR動画

PR動画

PR動画

PR動画

PR動画

便利な容器付
刻んだ海苔を

ためておけるので
とっても便利

71-06706
CH-2096　
のりシュレッダー容器付
￥1,800　14096170
サイズ　�156×70×100mm
入　数　�30
材　質　�ABS、AS
（49�54267�140961）

NEW

キ
ッ
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整理整頓に！

中身が見えるから
きれいに整理できます。
フードロスや
節約にも貢献。

時短に！

作りおきして、
そのまま食卓へ。
フタをしたまま
温め可能。

保存も 調理も 彩りも

液もれ、色移り、
ニオイ移りしにくい！

冷凍
Ｏ Ｋ

フタを
したまま

レンジOK

フタを
外して

オーブンOK
食洗機
O K

本体容器のみ

耐熱
ガラス

ラ
71-06803
HO-02　ホームミール
耐熱ガラス保存容器 蒸気弁付 
角型 370ml
￥600　56428072
サイズ　�154×112×56mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�耐熱ガラス、PP、シリコーン
（49�72940�564286）

◆

ラ
71-06805
HO-04　ホームミール
耐熱ガラス保存容器 蒸気弁付 
長方形 600ml
￥800　56430072
サイズ　�178×131×60mm
入　数　�16（8入×2）
材　質　�耐熱ガラス、PP、シリコーン
（49�72940�564309）

◆

ラ
71-06802
HO-01　ホームミール
耐熱ガラス保存容器 蒸気弁付 
丸型 370ml
￥600　56427072
サイズ　�直径140×60mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�耐熱ガラス、PP、シリコーン
（49�72940�564279）

◆

ラ
71-06804
HO-03　ホームミール
耐熱ガラス保存容器 蒸気弁付 
正方形 800ml
￥800　56429072
サイズ　�160×160×71mm
入　数　�16（8入×2）
材　質　�耐熱ガラス、PP、シリコーン
（49�72940�564293）

◆

ラ
71-06801
HO-05　ホームミール
耐熱ガラス保存容器 蒸気弁付
長方形 1000ml
￥1,200　56433072
サイズ　�210×160×68mm
入　数　�12（6入×2）
材　質　�耐熱ガラス、PP、シリコーン
（49�72940�564330）

◆

お客様のご要望に

お応えして登場
●たっぷり作り置きしたい副菜の保存に！
●お魚の切り身も入るサイズで
　調理〜食卓まで便利！

もっとたっぷり

1000㎖！

おいしそう！&便利な
使い方はこちらから！◀◀◀

大好評！早くも
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レンジ加熱OK！ 傾けても漏れにくい
※完全密閉ではありません。

蒸気抜き付きだから
ラップいらず。

軽く押すだけ簡単
ワンタッチフタだから楽ちん！

71-06902
CB-8PC　クリアブルーコンテナ
ワンタッチ 8pcs
￥800　43146072
サイズ　�750ml／190×133×59mm、300ml／151×105×43mm�

139ml／79×75×66mm
入　数　�24
材　質　�PP
仕　様　�セット内容／750ml×2個、300ml×2個、139ml×4個
（49�72940�431465）

◆

71-06905
SV-6315　
ガラス製カラフル調味料カップ
3P（スプーン付き）
￥2,000　50631560
サイズ　�300×125×115mm
入　数　�12
材　質　�ガラス、PP、PS
（49�89918�506315）

デイリーに使えるサイズの
コンテナセット。

「今日の夕飯どうしよう？」
そんな悩みにお役立ち。
作り置きに。レンジ調理に。

誰でも
保存上手になれて、
下ごしらえにも
大活躍。

使い勝手と冷蔵庫内の
スッキリ感（収納性）に
こだわり抜いた
コンテナーの
たっぷりセット！ 

蓋の部分が
3色に分かれている為、
中身を分けても
判別できます。 ホームパーティでの

トッピング容器や
コーヒータイムの
お菓子入れなどにも！

プラスチックのイメージが
変わる保存容器
特許出願中！フタをしたままレンジ OK！

台座付きなので
3 個一緒に
持ち運べます。

三井化学が独自技術で開発した特殊ポリ
オレフィン樹脂です。ガラスのような高い
透明性、耐熱性に優れます。汚れが落ち
やすく、薬品にも強いなどの特長を持ち、
各種国内規格試験や米国の FDA 規格に
も適合する食品衛生性も備えています。

TPX®（ポリメチルペンテン）とは

かわいいデザインなので、
様々に利用できます。

ラ
71-06904
RCZ-83　レンジコンテナ ザル付 小
￥2,000　50103575
サイズ　�165×115×64mm（830ml）
材　質　�TPX、PP、18-8ステンレス
（49�81667�001035）
※カートンの設定はありません。

ラ
71-06903
RC-83　レンジコンテナ 小
￥980　50101172
サイズ　�165×115×64mm（830ml）
材　質　�TPX、PP
（49�81667�001011）
※カートンの設定はありません。

使用の幅が

広がる

ザル付き！
汚れ・ニオイが
付きづらい

酸・アルカリ・
アルコールに強い

冷凍庫
-20℃

電子レンジ
140℃

71-06901
CB-10PC　クリアブルーコンテナ
ワンタッチ 10pcs 
￥1,100　43149072
サイズ　�1,590ml／173×164×112mm�

710ml／173×164×53mm�
300ml／151×105×43mm�
139ml／79×75×66mm

入　数　�18
材　質　�PP
仕　様　�セット内容／1,590ml×2個、710ml×2個、300ml×2個�

139ml×4個
（49�72940�431496）

◆

高い透明度で
中身が一目で
わかります

キ
ッ
チ
ン
用
品
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とびだす
おにぎり型！

電子レンジでチンしてほかほかお弁当！

電子レンジ対応 おべんとう屋
￥900
71-07005　グリーン　32010370 
71-07006　ブルー　　32011070 
71-07007　オレンジ　32012770
サイズ　�本体／180×132×52mm�

箸／全長151mm
入　数　�48
材　質　�AS、PP、耐熱PP�

ABS、シリコーン、AS
仕　様　�本体／670ml、四角／75ml�

角丸大／150ml、角丸小／70ml
グリーン（49�45548�320103）�
ブルー　（49�45548�320110）�
オレンジ（49�45548�320127）

❷仕切りがついていて
アルミホイルいらず！
汁が他のおかずに
混ざる心配なし！

❸冷蔵庫に入っている
他の食品に
臭いがうつりません
前の晩に詰めておける！
朝に慌てる心配なし！

❶ラップ不要の
便利な二重ブタ機能
外ブタを外して
サッとレンジでチンしても
汁ハネの心配なし！

横広タイプだからササッと詰められる♪

名入サイズ
100×70mm

71-07004
CH-2110　とびだせ！おにぎり
￥2,000　14110470
サイズ　�直径188×42mm
入　数　�24
材　質　�PP
（49�54267�141104）

食洗機対応

6個のおにぎりが一度にできる！
家族みんなが嬉しいおにぎり型です。

01

型枠にごはんや具を詰めて…

03

押し型を外して…

04

型枠を持ち上げて
押し型に乗せると…

02

型枠の上から押し型で
ごはんを軽く押します。

05

おにぎりが
飛び出します！

使い方

型枠 しゃもじ

一
度
に
６
個

で
き
あ
が
り
！

約６cm

おにぎり
1個
約75g

押し型

NEW

PR動画

シックで高級感ある
曲げわっぱ風お弁当

雰囲気が出ると
いつもより美味しく感じる。

丸型

女性ウケの良いサイズ
大きさがちょうどイイ！

小判型

スタンダードなサイズで
使いやすい！

曲げわっぱ風お弁当箱（茶）
￥1,700
71-07001　丸型　　TW-06　48661060 
71-07002　小判型　TW-07　48662060 
71-07003　長角型　TW-08　48663060
サイズ　��丸型／直径127×62mm（500ml）�

小判型／165×106×56mm（500ml）�
長角型／155×85×61mm（520ml）

入　数　�50
材　質　��PET、ABS、PE�

天然ゴム、ポリエステル
丸型　（49�72940�486618）�
小判型（49�72940�486625）�
長角型（49�72940�486632）

◆

食洗機対応

POINT

電子レンジで
温め直しOK！

01 食洗機対応で
お手入れしやすい

02

ゴムバンド付き
03

※中蓋は電子レンジ・食洗機非対応となります。

長角型
男性ウケの良いサイズ
仕事カバンにちょうどイイ！

NEW ※８月発売予定
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電
子
レ
ン
ジ
専
用
炊
飯
陶
器

71-07101
T-01B　電子レンジ専用炊飯陶器
楽炊御膳 黒
￥800　56404072
サイズ　�145×110×133mm（550ml）
入　数　�18（9入×2）
材　質　�陶器
（49�72940�564040）

◆

おかゆでからだにやさしい食生活を

手軽に一合のご飯が炊けて、
炊けたらそのまま食卓へ

紀州
備長炭配合

71-07102
銀イオンAg＋・備長炭入 
水流式米とぎ器 ニューつめたく米
￥1,000　80052862
サイズ　�150×125×140mm
入　数　�48
材　質　�PP（抗菌剤配合）、PE（備長炭配合）�

18-8ステンレス
（49�45548�805051）

手にも米にもやさしい。 手に傷などがあるときに

水の冷たい季節に

マニキュアをしたときなどに

水を手につけずに、
楽にお米がとげる！

手に傷などが
あるときに

手に傷などがあるときに

水の冷たい季節に

マニキュアをしたときなどに

水を手につけずに、
楽にお米がとげる！

マニキュアを
したときなどに

手に傷などがあるときに

水の冷たい季節に

マニキュアをしたときなどに

水を手につけずに、
楽にお米がとげる！

水の冷たい
季節に

水流の力を利用し、
回転させて手軽に
お米を研げます。
水はストレートで勢いよく！

とぎ時間の目安…

米3合で、約30～4
0秒

水を手につけずに、
楽にお米がとげる！

お米の計量・保存・移し替えが
これひとつ！

0.5合と１合をくっつけたら
ゆきだるまになりました。
雑穀米やもち米を加えて炊く際の
量の調整にも便利です。

71-07104
CH-2079　
スリキリゆきだるまカップ
￥350　14079070
サイズ　�71×60×105mm
入　数　�120（10入×12）
材　質　�PS
（49�54267�140794）

通常の計量カップ
としても使える
ml の目盛付。

ペットボトルを
米びつとして
使えます。

普通米・無洗米の目盛付。

すりきり１杯でお米１合と0.5合の
計量ができます。

移し替えに 計量に 冷蔵庫のドアポケッ
トや野菜室にも入り
ます

食洗機対応71-07103
PM-431　米びつろうと
￥800　55431270
サイズ　�110×97×69mm
入　数　�96（8入×12）
材　質　�PP
（49�54267�054312）

PR動画

キ
ッ
チ
ン
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お釜のカタチが
食卓に映える！

本体

くっつきにくい！

しゃもじ

見た目にカワイイのは1合炊き！

米用の目盛りと
水用の目盛り付き！

計量カップ

機能で選べば2合炊き!

少ない量でもふっくら炊けるヨ！

紀州
備長炭配合

71-07202
CK-003　紀州備長炭配合
電子レンジ専用炊飯器 
ちびくろちゃん 2合炊き
￥1,600　55437060
サイズ　�173×140×136mm（1.2L）
入　数　�36
材　質　�PP（備長炭配合）、PP
仕　様　付属品／計量カップ、しゃもじ
（49�72940�554379）

計量カップ
米用の目盛りと
水用の目盛り付き！

しゃもじ
くっつきにくい！

外フタ
フック掛けで
カンタン開閉！

中フタ
本体で米研ぎした時の
水切りに便利！

中フタ
本体で米研ぎした時の
水切りに便利！

本体
米研ぎにも使いやすい
深型タイプ！
お手入れしやすい
シンプルデザイン！

カラダにやさしいおかゆ お手軽蒸しパン ヘルシーカレー

紀州
備長炭配合

71-07201
CK-001　紀州備長炭配合
電子レンジ専用炊飯器 
ちびくろちゃん 1合炊き
￥1,400　55435162
サイズ　�直径139×125mm（620ml）
入　数　�48
材　質　�PP（備長炭配合）、PP
仕　様　付属品／計量カップ、しゃもじ
（49�72940�554355）

2 合炊きはご飯以外も調理可能！

1合炊き 2合炊き

使い方をボクが動画でご紹介！
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71-07302
チンしておいしい麺まつり
￥800　30252070
サイズ　�本体／227×186×102mm（1.2L）�

レンゲ／49×14×170mm
入　数　�40
材　質　�PP、AS
（49�45548�302529）

即席めんをレンジで調理!
鍋もコンロも不要！
そのまま器として使える
レンジ調理鍋

温野菜の
調理にも最適！
野菜などを蒸す
おとしぶた機能付
水切り目皿付 かんたん

レシピ付

71-07301
スチーマー＆調理器具 
レッドホットスチーマー
￥1,000　30255072
サイズ　�223×198×125mm（下皿／1.0Ｌ）
入　数　�36
材　質　�耐熱PP、PP
（49�45548�302550）

蒸す場合
温め直し、
蒸す場合 調理する場合

71-07305
麺クイック 
電子レンジ用スチーム＆調理器
￥700　50285270
サイズ　�280×135×90mm
入　数　�50
材　質　�PP
（49�45548�002856）

お鍋で麺を茹でると重くて大変…！
だから電子レンジでチンして、楽チン！

電子レンジで
簡単にパスタ、そば、

うどんなどを茹でたり、
野菜を蒸す事が

出来ます。

目盛り付 

パスタ計量穴からは
冷水が入れられます

スライド式
湯切り口

底がウェーブ状
なので蒸し料理も71-07303

KB-700　レンジでひとり用鍋
￥550　18760880
サイズ　�216×184×115mm
入　数　�40
材　質　�PP
（49�60380�187608）

レンジでささっと、
一人用鍋ができます。

鍋だけじゃなく、
うどんなどの麺類や

炊き込みご飯もできる
優れもの。

すご〜く簡単！
一人鍋用のつゆの素と

水をいれ、 お好みの具材を
入れるだけ。

あると便利な
すりおろしレンゲ付
円を描くように擦ると、うまく
擦りおろすことができます。

71-07306
電子レンジ調理器 チンしてから揚げ
￥1,200　40225070
サイズ　�240×160×70mm
入　数　�48
材　質　�TPX、PP
（49�45548�002955）

手を汚さずレンジで簡単、
ヘルシーから揚げ！

本体 計量スプーン3種類
（2.5・5・15cc）

付属の計量スプーンで粉をかけて 容器を振って レンジでチン！

波形底で余分な
油が落ちるし、
肉まんや野菜を
蒸すにも便利！

お弁当
作りにも！

71-07307
一積二調 電子レンジ専用2段重ね棚
￥650　50261070
サイズ　�247×237×83mm
入　数　�60
材　質　�ABS
（49�45548�002610）

二皿一緒に調理できて、
時間と電気節約のW効果！

逆さにすれば
握り手付の台に

早変わり。
熱い容器もお任せ！

PR動画

水滴によるべたつきが少なく
ふっくら仕上がります。

ふっくら蒸したてを
そのままテーブルへ！

71-07304
ふっくら中華亭２個組
￥600　50217770
サイズ　�132×110×68mm
入　数　�60
材　質　�耐熱PP
（49�45548�002177）

そのままチンして
ふっくら解凍あたため！

目皿が折れるので
出来立てアツアツが

つかみやすい！

ごはん、
中華まん等を

そのまま
冷凍保存。

便利な取っ手目皿付で
エンボス加工なので

中のものがべたつきにくい。

キ
ッ
チ
ン
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うれしい
ファミリーサイズ！

チンして
らくらく！

71-07401
チョチ モーニング温泉たまご 
イエロー
￥1,100　59348272
サイズ　�直径165×175mm
入　数　�18
材　質　�PP、ウレタン
（49�72940�591381）

大ヒット
商品 !

一度に家族分の
温泉たまごが作れちゃう！

忙しい朝にうってつけ！

氷を入れて、
アイスペール

にも早変わり。

71-07405
さっ即（そく）たまご
電子レンジ専用調理器
￥550　40290070
サイズ　�238×130×55mm
入　数　�60
材　質　�PP
（49�45548�002900）

たまご焼き

オムレツ

ホットケーキ

71-07403
RE-278　レンジでらくチン！
ゆでたまご3個用
￥2,000　10278070
サイズ　�153×129×137mm
入　数　�24
材　質　�PP、アルミ
（49�54267�102785）

忙しい朝に大活躍！
レンジにセット
するだけの
らくチンゆでたまご。

ゆでたまごを素早くマッシュ！
たまごサラダが
あっというまに完成します。

71-07404
RE-279　レンジでらくチン！
ゆでたまご4個用
￥2,500　10279070
サイズ　�180×160×135mm
入　数　�24
材　質　�PP、アルミ
（49�54267�102792）

包丁を使うことなく、
誰でも簡単に玉子を半分に切れます。

71-07406
玉子半ぶんこ
￥550　15031578
サイズ　�84×120×38mm
入　数　�120
材　質　�PP、ステンレス
（49�94665�150315）

縦、横両方の向きで
切ることができます

黄身が崩れにくく、
きれいに切れる！

金属部を外して、
直接洗える！
衛生的に使用できます。

容 器
ワイヤー
プレート

食洗機対応

71-07402
CH-2102　たまッシュ！
￥1,500　14102070
サイズ　�105×127×65mm
入　数　�30
材　質　�ABS、AS、18-8ステンレス
（49�54267�141029）

目玉焼き

やる気の源は朝ごはん。
お弁当のおかずにも！！

忙しい朝の
楽チン朝ごはん！

レンジで簡単！あっという間に
かわいい目玉焼きやたまご焼き、
ホットケーキも出来ちゃいます。

PR動画

みんな大好き
たまごサラダが

簡単スピーディー!

極細
ワイヤー

ワイヤープレートを
容器にセットして、

ゆでたまごをのせます。

1

ワイヤーに
ゆでたまごを押し付け

カットします。

2

お好みの調味料で
味付けをします。

3

たまごサラダの作り方

タルタルソースや

離乳食にも！

NEW

PR動画
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おやこdeキュッ チューブ絞り うさぎ
￥420
71-07501　ピンク　　TRP-11　70070070 
71-07502　イエロー　TRY-11　70071770 
71-07503　ホワイト　TRW-11　70072070
サイズ　�小／24×20×105mm�

大／32×25×135mm
入　数　�120（10入×12）
材　質　�ABS、磁石
ピンク　（49�81667�000700）�
イエロー（49�81667�000717）�
ホワイト（49�81667�000724）

おやこdeキュッ チューブ絞り くま
￥420
71-07504　ピンク　　TBP-11　70073070 
71-07505　イエロー　TBY-11　70074870 
71-07506　ホワイト　TBW-11　70075570
サイズ　�小／24×20×105mm�

大／32×25×135mm
入　数　�120（10入×12）
材　質　�ABS、磁石
ピンク　（49�81667�000731）�
イエロー（49�81667�000748）�
ホワイト（49�81667�000755）

71-07507
ドーナツオープナー U
￥530　15041478
サイズ　�70×28mm
入　数　�120（10入×12）
材　質　�ABS、マグネットシート
（49�94665�150414）

ゼリー
飲料に

ペット
ボトルに

缶の
プルトップに

オレンジ

イエロー グリーン ピンク

レッド ブラック ホワイト

開けにくい
ボトルのフタも
ラクラク！

ボトルキャップ
オープナー

しっかり立てて
乾かせる！
転がらない♪

ペットボトルの
水きり

爪を傷めず
プルタブを
起こせる！

プルタブ
起こし

PETボトルみずきりオープナー
￥280
71-07508　イエロー　BM-01Y  　50081070 
71-07509　グリーン　BM-02G  　50082070 
71-07510　ピンク　　BM-03P  　50083070 
71-07511　オレンジ　BM-04O  　50084770 
71-07512　レッド　　BM-05R  　50085070 
71-07513　ブラック　BM-06B  　50086070 
71-07514　ホワイト　BM-07W　50087070
サイズ　�71×71×25mm
入　数　�120（10入×12）
材　質　�ABS、磁石
イエロー（49�81667�000816）�
グリーン（49�81667�000823）�
ピンク　（49�81667�000830）�
オレンジ（49�81667�000847）�
レッド　（49�81667�000854）�
ブラック（49�81667�000861）�
ホワイト（49�81667�000878）

収納にベンリ！
マグネット付

冷蔵庫に
貼りつけて
おけます。

ペットボトルのフタを開ける、
立てる、カンのプルタブを起こせる、
と３つの使い方ができます。

４種類の
かわいい型で
デザートが
作れます。

�マグネット付き
なので、冷蔵庫に
貼っておけます。

71-07518
かんたん パティシエ
￥800　50231070
サイズ　�75×75×64mm
入　数　�60
材　質　�PP、エラストマー
仕　様　�くま：110cc、ハート：120cc�

うさぎ：130cc、ほし：120cc
（49�45548�002313）

こども用庖丁 グーテ105mm
￥1,300
71-07515　しろくま（ブルー）　FC-792　60792980 
71-07516　うさぎ（ピンク）　　FC-791　60791280 
71-07517　ねこ（イエロー）　　FC-790　60790580
サイズ　�45×240×17mm（刃渡り：105mm）
入　数　�60
材　質　�刃物鋼、PP、熱可塑性ゴム
しろくま（ブルー）（45�43225�007929）�
うさぎ（ピンク）　（45�43225�007912）�
ねこ（イエロー）　（45�43225�007905）

◆

安全に配慮した設計
105mm の小ぶりな刀身で、 
安全のために先と角を丁寧 
に丸めてあります。ハンドル 
は滑りにくいようにラバー 
グリップを採用しております。

刀身のどうぶつのイラストをまねて
グーにした手を合わせると、自然と
食材をおさえる時の安全な手の添え
方になります。

包丁の使い方を
楽しくレクチャー

カラフル
で

かわいい

3色展開

プリン、ゼリーが

簡単に作れる！

キ
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71-07601
BV-03　BLANC VIVANT -ブラン・ヴィヴァン-
折りたたみ式踏み台 ホワイト
￥900　15641072
サイズ　�使用時／270×230×205mm�

折畳時／270×310×36mm
入　数　�18
材　質　�PP、PVC
（49�72940�156412）

◆

※滑り止め付きスリッパを着用しています。

71-07602
BV-04　BLANC VIVANT -ブラン・ヴィヴァン- 
折りたたみ式洗い桶 丸型33cm
￥1,300　15642072
サイズ　�使用時／直径328×120mm（6.0L）�

収納時／直径328×45mm
入　数　�18
材　質　�PP、エラストマー
（49�72940�156429）

◆

71-07603
BV-02　BLANC VIVANT -ブラン・ヴィヴァン- 
折りたたみ式水切りラック ノズル付き
￥1,500　15640070
サイズ　�使用時／365×315×125mm（8.6L）�

収納時／365×315×55mm
入　数　�12
材　質　�PP、エラストマー
（49�72940�156405）

★◆

水が溜まらず
シンクに流せる
可動式排水ノズル

使わない時は
コンパクトに
収納

使わない時は
コンパクトに
収納

折りたたみ式で
使い終わったら
コンパクトに
収納

キッチン に 清 潔 感 の ある
 シリーズを。ホ ワイトカラ ー
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職人×天然素材

自然に吸収して自然に乾く、
天然素材『モイス』とは
洗い物から落ちた水滴を吸収し、徐々に空気中に
放出してくれる日本製吸水トレイ。水捨ての手間も、
水垢の心配もいらない、時短家事の強い味方です。

ご使用後は
陰干しすればＯＫ
防カビ、消臭機能もあり、人にやさしい
素材でできているので、キッチンにおいて
も安心です。

71-07701
MM-700087　
KAWAKI 水切りラック 置きタイプ
￥7,500　03673788
サイズ　�425×245×140mm
入　数　�8
材　質　�18-8ステンレス�

モイス（バーミキュライト、珪砂、パルプ、消石灰）
（45�11515�036737）

◆

水切りラック 置きタイプ ボトル&グラス水切りラック
2～3人用

コンパクトなデザインで
調理スペースを有効利用

できるサイズです。

12㎝のスリムだから、
キッチンのちょっとした隙間に

置けてとっても便利。
71-07702
MM-700107S
KAWAKI ボトル&グラス水切りラック
￥4,000　43858888
サイズ　�360×120×152mm
入　数　�8
材　質　�18-8ステンレス�

モイス（バーミキュライト・珪砂・パルプ・消石灰）�
シリコーン×４

（45�11515�038588）

◆

71-07709
ウォータースルーバスケット〈たて置きタイプ〉
￥2,000　83188172
サイズ　�320×445×155mm
入　数　�10
材　質　�PP
（45�33009�031882）

71-07710
ウォータースルーバスケット〈よこ置きタイプ〉
￥2,000　83189072
サイズ　�445×320×155mm
入　数　�10
材　質　PP
（45�33009�031899）

底に水がたまらず、
流れていきます。

CH-12　水切りラック チェス12
￥950
71-07703　グリーン　79324475 
71-07704　ピンク　　79326875 
71-07705　ブラック　79321375
サイズ　�390×190×180mm
入　数　�20
材　質　�PP
グリーン（45�62323�793244）�
ピンク　（45�62323�793268）�
ブラック（45�62323�793213）

CH-18　水切りラック チェス18
￥1,480
71-07706　グリーン　79334375 
71-07707　ピンク　　79336775 
71-07708　ブラック　79331275
サイズ　�445×280×180mm
入　数　�12
材　質　�PP
グリーン（45�62323�793343）�
ピンク　（45�62323�793367）�
ブラック（45�62323�793312）

枠がなく、支柱の位置を
自由に変えられます。

フライパン・鍋など大きく厚みのあるものでも水切りOK！

受け皿のみでも
水切り

向きを変えられる
排水口

支柱により
コップ・ボトルなどが安定して

立てられ、スッキリとした綺麗な
水切りができます。

PR動画

水切りラック シリーズ
国産 吸水モイストレイ使用

キ
ッ
チ
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用
品
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ダストスタンド45Ｌ
￥3,000
71-07806　イエロー　71136070 
71-07807　ブラック　71137070
サイズ　�260×425×590mm
入　数　�20
材　質　�ABS、ステンレス
イエロー（45�33009�011365）�
ブラック（45�33009�011372）

市販の45ℓサイズの
ごみ袋に使えます。

ゴミの分別に！
サビに強いステンレス製。

抗菌効果で、大腸菌などの雑菌の繁殖を防ぎ
ぬめりがつきにくい！

タ
71-07804
FK-712　パンチング流しコーナー 小
￥2,400　77122070
サイズ　�175×120×96mm
入　数　�40
材　質　�18-8ステンレス（ふっ素塗装）、合成ゴム
（49�66986�771227）

タ
71-07803
FK-711　パンチング流しコーナー 大
￥2,800　77111070
サイズ　�207×153×113mm
入　数　�30
材　質　�18-8ステンレス（ふっ素塗装）、合成ゴム
（49�66986�771111）

タ
71-07805
FK-713　ダストボックス 深型
￥2,700　77133070
サイズ　�直径135×127mm
入　数　�36
材　質　�18-8ステンレス（ふっ素塗装）
（49�66986�771333）

エコマーク
認定商品

エコマーク
認定商品

エコマーク
認定商品

ふっ素樹脂加工で
汚れがつきにくく、
お手入れが簡単。

軽いので
移動が簡単です。

コンセントに
差し込むだけ！
簡単にセット
できます。 ●暗くなると超音波が出る

ナイトセンサー機能と、
常時超音波が出る機能
の切り替えができます。

●約３カ月使用可能です。

71-07802
SV-5318　乾電池式ネズミ撃退器
ダブルスピーカー
￥6,000　50531865
サイズ　�140×84.5×88.5mm
入　数　�24（6入×4）
材　質　�ABS
仕　様　単二乾電池×4本（別売）
（49�89918�505318）

軽くて小さい！
ネズミが住み着く屋根裏など
持ち運ぶのに大変な場所でも
ラクラク持ち運べます。

屋内であれば
どんなところにでも
使用可能！71-07801

SV-2256　ネズミ撃退器
シングルスピーカー
￥3,000　50225675
サイズ　�67×50×113mm
入　数　�48（6入×8）
材　質　�ABS
（49�89918�502256）

キッチン、厨房、食料品店
等に最適です。有害なものを 
発生しないので、お子様や 
食品に対し安全。

超音波と電磁波でネズミを
追い出し、侵入を防ぎます。

W-01　ワニワニ棒
￥800
71-07808　グリーン　79250675 
71-07809　ピンク　　79251375 
71-07810　ブラック　79252175
サイズ　�34×31×358mm
入　数　�72（12入×6）
材　質　�PP、ナイロン
グリーン（45�62323�792506）�
ピンク　（45�62323�792513）�
ブラック（45�62323�792520）

市販のキッチン用のスポンジを
パクッとくわえてササッと洗う！
●フキンを挟めばボトル内の拭き取りもOK!
●汚れたらスポンジを交換するだけだから
経済的！

ガッチリフォルムで
冷水筒・マグボトルの底まで

しっかり洗える！

あっというまに
内・外両面洗える！ ペットボトルの

水切りにも！
すっきり収納！

グラピカ 
グラスウォッシャー
￥650
71-07811　グリーン　30501075 
71-07812　ピンク　　30502075
サイズ　�本体／160×65×150mm�

スポンジ大／80×30×120mm�
スポンジ小／50×30×70mm

入　数　�100
材　質　�ABS、ウレタンフォーム、PVC
グリーン（49�45548�305018）�
ピンク　（49�45548�305025）

くるっとカンタン！グラスウォッシュ

立てても
使える！
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こし網やすり鉢も付いているので、
離乳食作りにも便利です。

お米からつくった
地球に優しい調理器セット

71-07911
GE-022　クッキングセット
￥3,000　21920070
サイズ　�皿／216×178×35mm�

飯わん／直径88×46mm�
コップ／120×71×76mm�
スプーン／20×125×5mm�
フォーク／24×125×5mm�
マッシャースプーン／25×157×4mm�
すり鉢／156×110×53mm�
こし網／直径112×12mm�
調理ヘラ／45×90×3mm

入　数　�18
材　質　�PP、熱可塑性エラストマー�

ステンレス、EVA
（49�66095�219207）

本製品は、非食用の資源米等を原料とした
バイオマスプラスチック（ライスレジン®）を使っています。
耐久性・耐熱性・加工性は石油系プラスチックとほぼ同等です。

樹脂生成時CO2削減

ゴミとして捨てる場合の
焼却時CO2削減

米由来なので
石油資源削減

地球温暖化対策

両面使用で
使い分けに便利

粗目・細目の
凸凹エンボス

お米由来の
バイオマスプラスチックを
使用しています

自然から生まれ、土に還る 
環境にやさしい食器

サトウキビからつくった
地球に優しいまな板
植物由来のポリエチレン約50%を使用しています。

ディッシュボード
￥700
71-07908　ホワイト　GE-011　21469170 
71-07909　ブルー　　GE-012　21479070 
71-07910　ピンク　　GE-013　21489970
サイズ　�210×210×5ｍｍ
入　数　�40
材　質　�PE
ホワイト（49�66095�214691）�
ブルー　（49�66095�214790）�
ピンク　（49�66095�214899）

食洗機対応

★グリーンPE（ポリエチレン）を使用した製品を焼
却した場合に発生するCO2の量と、サトウキビの育
成の段階で吸収されるCO2の量が同じであるため、
焼却時のCO2の発生量はゼロとみなされます。

★「バイオマス」とは動植
物から生まれた、有機性の
資源のことです。

お皿と一緒に食洗機やカゴにしまえる
ちょうど良い大きさです。

そのまま
食卓へ！

食用に適さないお米（くず米、砕米、備蓄米）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®」を使用しています。
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。

自然に還るプラスチック
「ポリ乳酸樹脂」は
生分解性プラスチックの一種
植物を原料に加工して造られる、植物系な
生分解性プラスチックであるポリ乳酸樹脂。
限りある化石資源の使用量が少ないこと、
自然界の微生物によって分解され、
土に還る環境にやさしいプラスチックです。

バイオマス
「MAPKA（マプカ）」を
原料に使用
●バイオマス原料である
紙パウダーを51％含有した
エコ素材でできています。
●一般のプラスチック製品と
同様に、使い捨てではなく
繰り返し使用可能です。

71-07913
お米のしゃもじ
￥400　90030070
サイズ　�30×70×225mm
入　数　�120（12入×10）
材　質　�PP、米
（45�41858�000300）

そっと置いて
すっと立つ

持ち手が長く
扱いやすい

エンボス加工で
ごはんがつきにくい

※「ライスレジン®」は
株式会社バイオマスレジン
南魚沼の登録商標です。

お皿と
同じくらいの

大きさ

71-07902
2601　
エコワンスプーン（大）
マーブル
￥140　80201075
サイズ　�41×195mm
入　数　�100
材　質　�ポリ乳酸樹脂
（49�76391�026010）

71-07901
2602　
エコワンスプーン（小）
マーブル
￥90　80202075
サイズ　�35×161mm
入　数　�100
材　質　�ポリ乳酸樹脂
（49�76391�026027）

71-07903
2604　
エコワンフォーク（小）
マーブル
￥90　80207075
サイズ　�23×160mm
入　数　�100
材　質　�ポリ乳酸樹脂
（49�76391�026041）

71-07904
2603　
エコワンフォーク（大）
マーブル
￥140　80203075
サイズ　�28×191mm
入　数　�100
材　質　�ポリ乳酸樹脂
（49�76391�026034）

71-07906
2702　
エコワンコップ（大）
マーブル
￥650　80209075
サイズ　�直径90×140mm�

（560ml）
入　数　�200
材　質　�ポリ乳酸樹脂
（49�76391�027024）

71-07905
2701　
エコワンコップ（小）
マーブル
￥450　80208075
サイズ　�直径75×100mm�

（280ml）
入　数　�200
材　質　�ポリ乳酸樹脂
（49�76391�027017）

とうもろこしやじゃがいも、
ビート、さとうきびなど自然の
恵みを原料に加工されます。

ポリ乳酸樹脂の原料

現植物を原料にプラスチッ
クに生まれ変わり、コンポス
ト（有機肥料を造る装置）に
生ゴミと一緒に入れるだけ
で分解され土に還ります。

ポリ乳酸樹脂の循環サイクル

71-07912
お米のスプーン
￥250　60031770
サイズ　�35×200×10mm
入　数　�400（20入×20）
材　質　�PP、米
（45�41858�000317）

先が接地
しないので
衛生的

71-07907
KK-100　エコ カトラリーセット
￥160　18950380
サイズ　�スプーン／37.5×153×14mm�

フォーク／26×150×12mm
入　数　�240（60入×4）
材　質　�紙、PP
（49�60380�189503）

NEW

脱プラスチックとして 
バイオマスを原料に使った
カトラリーセット

キ
ッ
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約7㎝

グリップアップ

約5.5㎝

約4㎝

約3㎝

４
種
類
の
サ
イ
ズ
の
フ
タ
を

　ら
く
ら
く
オ
ー
プ
ン

　色
な々フ

タにピッタリフィット！　色
な々フ

タにピッタリフィット！

UP-０４

女性や
シニアに
オススメ！

ペットボトルも
OK！

握りやすいハンドルで
しっかりキャッチ！
ラバー素材で滑りにくい！

71-08001
UP-04　
らくらくキャップオープナー 
グリップアップ
￥400　81140072
サイズ　�90×225×20mm
入　数　�80（40入×2）
材　質　�PP、TPR
（49�72940�811403）

◆

瓶フタ（大）
直径約45～70mm

ペットボトル等
直径約20～30mm

71-08002
LK-121-Y　万能キャップオープナー
￥500　12100580
サイズ　�76×168×17mm
入　数　�100（10入×10）
材　質　�エラストマー
（49�50586�121001）

内側の凹凸加工とゴム状樹脂のグリップ力で
キャップが滑らずしっかり固定できます。

瓶フタ（中）
直径約30～40mm

ラ
おたまスタンド
￥180
71-08003　ホワイト　OS-01W  　79380180 
71-08004　ブラック　OS-01BK　79381780
サイズ　�145×120×42mm
入　数　�120
材　質　�PP
ホワイト（45�62323�793800）�
ブラック（45�62323�793817）

ふたスタンド
￥280
71-08005　ホワイト　HS-01W  　79360270 
71-08006　ブラック　HS-01BK　79361970
サイズ　�150×135×38mm�

（組立時：150×135×150mm）
入　数　�120
材　質　�PP
ホワイト（45�62323�793602）�
ブラック（45�62323�793619）

● 水滴がこぼれにくい
● おたま、菜箸もおけます

分解して洗浄できます！

底が深い為
おたまを安定して立てられます。

色々なふたを置く事ができます。
ふたの向きを選びません！

菜箸も
立てる事が
できます。

支柱の位置を
変えて角度を
調整できます。

支柱を
コンパクトに
収納できて 
片付け簡単！
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しなる
ロング
ターナー

しなって入り込む。

ビッグ
メッシュ
スプーン

たっ
ぷり

すく
える
。

麺トング

タ
HOME chef（ホームシェフ） 
万能トング
￥500
71-08118　レッド　　65952068 
71-08119　オレンジ　65953768 
71-08120　イエロー　65951368 
71-08121　ブラック　65948368
サイズ　�80×35×215mm
入　数　�160（8入×20）
材　質　�66ナイロン
レッド　（45�41858�059520）�
オレンジ（45�41858�059513）�
イエロー（45�41858�059537）�
ブラック（45�41858�059483）

タ
HOME chef（ホームシェフ） 
ビッグメッシュスプーン
￥800
71-08114　レッド　　65884062 
71-08115　オレンジ　65889062 
71-08116　イエロー　65894062 
71-08117　ブラック　65899062
サイズ　�140×45×355mm
入　数　�120（12入×10）
材　質　�66ナイロン
レッド　（45�41858�058844）�
オレンジ（45�41858�058899）�
イエロー（45�41858�058943）�
ブラック（45�41858�058998）

●意匠登録済製品タ
HOME chef（ホームシェフ） 
しなるロングターナー
￥400
71-08110　レッド　　65991070 
71-08111　オレンジ　65994070 
71-08112　イエロー　65992070 
71-08113　ブラック　65993070
サイズ　�65×30×310mm
入　数　�240（12入×20）
材　質　�66ナイロン
レッド　（45�41858�059919）�
オレンジ（45�41858�059940）�
イエロー（45�41858�059926）�
ブラック（45�41858�059933）

レッド オレンジ イエロー
レッド オレンジ イエロー レッド オレンジ イエロー

タ
71-08102
HOME chef（ホームシェフ） 
ターナー　ブラック
￥400　65888268
サイズ　�80×40×310mm
入　数　�240（12入×20）
材　質　�66ナイロン
（45�41858�058882）

タ
71-08101
HOME chef（ホームシェフ） 
お玉　ブラック
￥400　65883768
サイズ　�90×70×295mm
入　数　�240（12入×20）
材　質　�66ナイロン
（45�41858�058837）

ブラック

ブラック
ブラック

タ
71-08103
HOME chef（ホームシェフ） 
クックスプーン　ブラック
￥400　66013768
サイズ　�100×40×315mm
入　数　�240（12入×20）
材　質　�66ナイロン
（45�41858�060137）

HOME chef

タ
71-08104
HOME chef（ホームシェフ） 
メッシュスプーン　ブラック
￥400　65898168
サイズ　�100×36×315mm
入　数　�240（12入×20）
材　質　�66ナイロン
（45�41858�058981）

●意匠登録済製品 タ
71-08105
HOME chef（ホームシェフ） 
キッチンベラ　ブラック
￥400　65893668
サイズ　�75×17×310mm
入　数　�240（12入×20）
材　質　�66ナイロン
（45�41858�058936）

レッド オレンジ イエロー

ブラック

タ
HOME chef（ホームシェフ）
麺トング
￥500
71-08106　レッド　　65876970 
71-08107　オレンジ　65877670 
71-08108　イエロー　65878370 
71-08109　ブラック　65879070
サイズ　�75×50×255mm
入　数　�160（8入×20）
材　質　�66ナイロン
レッド　（45�41858�058769）�
オレンジ（45�41858�058776）�
イエロー（45�41858�058783）�
ブラック（45�41858�058790）

NEW

しっか
り

つかめ
る。

キ
ッ
チ
ン
用
品
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割れにくい。

食洗機対応

注ぎやすい口。 口径が広いので、
お手入れらくらく。

目盛付き。

注ぎやすい口。 口径が広いので、
お手入れらくらく。

目盛付き。

ガラスのように透明で割れにくい、
丈夫なコーヒーサーバーです。
暮らしに合わせたサイズバリエーション。

食洗機対応コーヒーサーバーストロン500
￥1,600
71-08204　ホワイト　TW-3731　15731070 
71-08205　ブラック　TW-3732　15732770
サイズ　�143×113×116mm（600ml）
入　数　�48
材　質　�飽和ポリエステル、PP
ホワイト（49�54267�157310）�
ブラック（49�54267�157327）

コーヒーサーバーストロン750
￥1,700
71-08206　ホワイト　TW-3725　15725070 
71-08207　ブラック　TW-3727　15727070
サイズ　�150×122×137mm（850ml）
入　数　�24
材　質　�飽和ポリエステル、PP
ホワイト（49�54267�157259）�
ブラック（49�54267�157273）

フタ

本体

電子レンジOK！
コーヒー等の温めのみ

PR動画

71-08203
MI-015　MILLU（ミルル） コーヒーミル【pure】
￥3,000　21030385
サイズ　�60×58×147mm
入　数　�20
材　質　�PP、POM、ステンレス、鉄、セラミック、MS
（49�66095�210303）

◆

粗さ調節機能で
お好みの粒度を選べます

電子レンジOK！
コーヒー等の温めのみ

フタ

本体

計量スプーン

コンパクト
ドリッパー

軽くて割れない
コーヒーサーバーストロンに
コンパクトに収納できる
ドリッパーセットが登場

割れないから
屋外でも安心して
使えます。

食洗機対応
コーヒーサーバー ストロン 400
コンパクトドリッパーセット
￥2,000
71-08201　ホワイト　TW-3761　15761070 
71-08202　ブラック　TW-3762　15762070
サイズ　�141×107×109mm（470ml）
入　数　�48
材　質　�飽和ポリエステル、PP
ホワイト（49�54267�157617）�
ブラック（49�54267�157624）

割れにくい。

PR動画
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71-08304
SI-5009　花茶ポット
￥1,500　17009870
サイズ　�150×108×125mm（480ml）
入　数　�48
材　質　�飽和ポリエステル、PP�

ポリエステル
（49�54267�170098）

食洗機対応
71-08303
TW-3713　クリアティーポット 
￥1,200　15713070
サイズ　�150×108×96mm（280ml）
入　数　�48
材　質　�飽和ポリエステル
（49�54267�157136）

食洗機対応

71-08301
TW-3717　クリアティーポット L
￥1,500　15717070
サイズ　�150×108×125mm（480ml）
入　数　�48
材　質　�飽和ポリエステル
（49�54267�157174）

食洗機対応 71-08302
TW-3752　クリアティーポット L
急須タイプ
￥1,500　15752570
サイズ　�172×127×120mm（480ml）
入　数　�48
材　質　�飽和ポリエステル
（49�54267�157525）

食洗機対応

Eastman Tritan™ コポリエステルは、卓
越した強靱性、耐薬品性、耐熱性、高透明
性を備えた樹脂です。BPA（ビスフェノー
ルA）を含有せず安全性も高いため、乳児
用品や医療部品にも使用されています。

プラスチック製だから、 
割れにくく使いやすい。

割れにくい

ガラスのように透明で、
お茶の出具合が

よく見えます。

クリアな本体

水キレがよく、
注ぎやすさ抜群です。

注ぎやすい口

PR動画

熱いお湯
でもOK！

1200ccまで
100cc単位で分かる
目盛り付き

71-08305
らくらく茶1.2
￥800　00333472
サイズ　�181×92×214mm（取手含む）
入　数　�48
材　質　�耐熱アクリル、PP
（49�45548�003334）

熱いお湯で
茶葉もおまかせ！

71-08306
TM-40　一茶 お茶ひき器
￥1,500　20026260
サイズ　�直径80×130mm
入　数　�50
材　質　�AS、PP、ナイロン
仕　様　�計量スプーン付（0.5ｇ用）
（45�16516�200262）

粗挽きにしてお茶の香りと味を楽しむ。

食べる

挽いた緑茶にお湯を注ぐだけで
おいしいお茶が楽しめます。

飲む

お茶をまるごと食べて健康に !!

素材と混ぜたり、
ふりかけ風の
お料理に。

粗挽き

ご飯やパスタに。
ドレッシングなど
ハーブ代わりに。

中挽き

そのまま溶かして
ドリンクやデザートの
トッピングにも。

細挽き

花茶のための
専用クリップ式メッシュ。
花咲く様子が
綺麗に見えます。

PR動画

花茶を楽しみたい方へ
専用

クリップ式
メッシュ付

キ
ッ
チ
ン
用
品
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71-08402
TC-16　Made in TSUBAME
槌目デザートスプーン・デザートフォーク 2本組
￥500　63082070
サイズ　�デザートスプーン／42×178×24mm�

デザートフォーク／26×182×20mm
入　数　�60
材　質　�ステンレス
（49�72940�630820）

◆

71-08401
TC-15　Made in TSUBAME
槌目ティースプーン・ヒメフォーク 2本組
￥400　63081070
サイズ　�ティースプーン／30×130×17mm�

ヒメフォーク／17×130×15mm
入　数　�60
材　質　�ステンレス
（49�72940�630813）

◆

「メイド・イン・ツバメ」は、洋食器をはじめとする金
属加工が盛んな街 新潟県燕市で製造され、原産地と
して認証された商品に使用される地域ブランドのマー
クです。燕の工場がお客様のことを想いながら丹精
込めて製造された商品であること、安心と高品質を
お客様に約束するマークです。

日本の伝統柄：槌目

洋食器の街

新潟県
燕市製

槌目カトラリー

NEW

71-08403
TC-11　
Made in TSUBAME 
槌目ティースプーン TS
￥200　63077070
サイズ　�30×130×17mm
入　数　�200
材　質　�ステンレス
（49�72940�630776）

◆
NEW

71-08404
TC-12　
Made in TSUBAME
槌目ヒメフォーク HF
￥200　63078070
サイズ　�17×130×15mm
入　数　�200
材　質　�ステンレス
（49�72940�630783）

◆
NEW

71-08405
TC-13　
Made in TSUBAME
槌目デザートスプーン DS
￥250　63079070
サイズ　�42×178×24mm
入　数　�100
材　質　�ステンレス
（49�72940�630790）

◆
NEW

71-08406
TC-14　
Made in TSUBAME
槌目デザートフォーク DF
￥250　63080070
サイズ　�26×182×20mm
入　数　�100
材　質　�ステンレス
（49�72940�630806）

◆
NEW

NEW
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71-08507
スウィートタイム
ステンレスカトラリー 10pcs
四ツ葉クローバー
￥1,200　60270368
サイズ　�コーヒースプーン／25×118×9mm�

ヒメフォーク／16×128×13mm
入　数　�60
材　質　�18-0ステンレス
（45�29181�002703）

食洗機対応

くろネコ はちわれ
ネコみけネコ

しばいぬ
黒しば

しばいぬ
茶しば

コーヒースプーン しばいぬ
￥500
71-08504　茶しば　40712580 
71-08505　黒しば　40713280
サイズ　�31×116×9mm
材　質　�ステンレス（シルク印刷）
茶しば（45�22466�407125）�
黒しば（45�22466�407132）
※カートンの設定はありません。

コーヒースプーン CAT
￥500
71-08501　くろネコ　　　40507780 
71-08502　みけネコ　　　40508480 
71-08503　はちわれネコ　40509180
サイズ　�31×116×9mm
材　質　�ステンレス（くろネコ：黒酸化発色、他：シルク印刷）
くろネコ　　（45�22466�405077）�
みけネコ　　（45�22466�405084）�
はちわれネコ（45�22466�405091）
※カートンの設定はありません。

食洗機対応
（くろネコのみ）

71-08506
なでしこ
細身スプーン 5色揃え
￥1,000　61850060
サイズ　�34×194×21mm
入　数　�60
材　質　�PP
カラー　��紺、紅、紫、深緑�

なでしこ×各1
（49�72940�618507）

食洗機対応

日本人の食生活に合わせた
細身の形状。
すくいやすく、口当たりもよいです。

持ち手の先に
クローバーを施した
上品なカトラリー。

カップのフチに掛けられる
かわいいコーヒースプーンです。

71-08509
EJPF-70　燕熟の技
パスタフォーク
￥700　21124680
サイズ　�全長188mm
入　数　�12
材　質　�18-8ステンレス
（49�65220�211246）

NEW71-08508
EJCC-65　燕熟の技
カレー・チャーハンスプーン
￥650　21123980
サイズ　�全長183mm
入　数　�12
材　質　�18-8ステンレス
（49�65220�211239）

NEW

熟練の技巧、信頼の日本製。
洋食器のまち、燕で作られた
専用カトラリー。

先が接地
しないので、
衛生的です。

カレー・チャーハン
専用スプーン 
ごはんがすくいやすい！

パスタ専用フォーク 
波型形状で
絡めたパスタを逃がさない！

ネコ派も
いぬ派も
仲良くね！

キ
ッ
チ
ン
用
品
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お掃除ブラシ付き

冷たい飲み物がさらに冷たく
感じられる不思議なストローの
持ち運びもしやすい専用ケース！

マイストローケース
￥500
71-08602　ブラック　10422575 
71-08603　ホワイト　10421875
サイズ　�28×209mm
材　質　�PS、PE
ブラック（45�13454�104225）�
ホワイト（45�13454�104218）
※カートンの設定はありません。

マイストローとしてお持ち運びができる
クールストロー専用ケース
＊お掃除ブラシも一緒に収納できます。

71-08601
アルミストローケース＆アルミクールストローセット

（ナチュラルブラウン）
￥1,500　10514775
サイズ　�ケース本体／直径10×200mm�

ストロー本体／直径6×198mm
入　数　�200（10入×20）
材　質　�アルミ（カラーアルマイト）、PE
（45�13454�105147）

女性のお客様の
熱いリクエストにお応えしてできた
ナチュラルブラウン。

アルミクールストロー 
マーメイド 198mm（お掃除ブラシ付）
￥750
71-08604　シルバー　10415775 
71-08605　ブルー　　10417175 
71-08606　ピンク　　10418875
サイズ　�ストロー／直径6×198mm�

ブラシ／直径5×170mm
入　数　�400
材　質　�アルミ（カラーアルマイト）、PE�

ステンレス、ナイロン
シルバー(45�13454�104157)�
ブルー　(45�13454�104171)�
ピンク　(45�13454�104188)

COOL
通常のストロー
より冷たく感じ
られます。

ECO
繰り返し洗って
何度も使用でき
ます。

持ち運びに便利！
使用後液だれ防止

キャップ 上下２個付き
専用の
洗浄ブラシです。

ECOな
アルミストローには

欠かせない！

71-08607
アルミストロー用洗浄ブラシ
￥100　04387780
サイズ　�11×198mm
材　質　�ステンレス、PA
(49�95969�043877)�
※カートンの設定はありません。

71-08608
マルチ整理トレースライド式
￥1,000　81270580
サイズ　�270×267～428×42mm
入　数　�20
材　質　�PS
（49�76131�812705）

食器棚引き出し内・
キッチン引き出し内の
整理に最適。

スライド式で
収納スペースに
合わせることが
できます。

086



HOLLOWAREで
 アジアを旅する

ホロウェ ア

冷麺

ガドガドサラダ

グリーンカレー

空気の層で、
外側に熱を伝えにくい！

中空二重構造

錆に強く、衝撃に強い
オールステンレス。

割れにくい！

一般的な陶磁器の
どんぶりと比べて軽い！

らくらくお手入れ

少し浅型で
見栄えのいい料理も
盛り付け簡単

20×8.5
cm

熱くないから
しっかり持てる！

台湾かき氷

タンタンメン
旅の前に
まずは動画を
Check!

71-08701
HOL-02　ホロウェア
ステンレス二重構造どんぶり
￥900　15296072
サイズ　�直径200×85mm（1.6L）
入　数　�18
材　質　�ステンレス
（49�72940�152964）

◆

キ
ッ
チ
ン
用
品
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抗菌性が認められた特殊釉薬で
清潔に保存できます。

季節のお野菜の
おみそ汁で
旬を味わう。
●スタック（積み重ね合わせ）が強く、
狭いスペースで安定して置ける。
●割れないので、使いやすい。

お気に入りのあのカフェのランチプレートをおウチで再現？！

洗うお皿はこれだけ！
簡単オシャレに見せてくれる
ワンプレート

和風、洋風、中華
いずれの料理でも
使いやすいデザイン。

電子レンジOK

電子レンジOK

電子レンジOK

71-08806
TW-03　木目オーバルプレート
五客 茶色
￥1,600　48654070
サイズ　�（1個）215×145×32mm
入　数　�24
材　質　�PET、ABS
（49�72940�486540）

食洗機対応

電子レンジOK

71-08805
TW-02　木目スープボウル 大
五客 茶色
￥1,700　48653070
サイズ　�（1個）直径120×67mm
入　数　�24
材　質　�PET、ABS
（49�72940�486533）

食洗機対応

71-08804
TW-01　木目スープボウル 小
五客 茶色
￥1,400　48652070
サイズ　�（1個）直径109×61mm
入　数　�24
材　質　�PET、ABS
（49�72940�486526）

食洗機対応

抗菌パック小鉢
￥580
71-08807　ピンク　　KOH-001　41871680 
71-08808　ネイビー　KOH-002　41872380 
71-08809　ミント　　KOH-003　41873080
サイズ　�115×50mm
入　数　�60
材　質　�磁器、PP
ピンク　（45�36672�018716）�
ネイビー（45�36672�018723）�
ミント　（45�36672�018730）

電子レンジも
使用可能！
（蓋を含む）

おしゃれで便利なパック鉢です。

まるいプレート 27cm
￥1,000
71-08801　ブラウン　　　　TW-05B　48658070 
71-08802　スモークブルー　TW-05S　48659070 
71-08803　マスタード　　　TW-05Y　48660070
サイズ　�直径270×16mm
入　数　�50
材　質　�PET、ABS
ブラウン　　　（49�72940�486588）�
スモークブルー（49�72940�486595）�
マスタード　　（49�72940�486601）

食洗機対応

ワンプレートにするだけで特
別感UP！残さず全部たべて
くれるわんぱくランチ！

キッズの大好きを

みんな集めて楽しく！

電子レンジで
温め直しも
OK♪

栄養も彩りも、ワンプレートに
バランスよく。

オトナなモーニングで

元気な１日の始まりを
。
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カッタープレート

電車が専用受け皿にお寿司を乗せて走ります。
お寿司以外にもおやつを乗せても楽しい！

71-08901
KTSS-001W　
回転寿司トレイン
￥2,980　82163185
サイズ　�車両連結時／60×500×60mm
入　数　�16（8入×2）
材　質　�ABS
仕　様　�セット内容／車両A×1、車両B×3�

　　　　　　レールA×2、レールB×8�
　　　　　　受け皿×6�
電源／単三乾電池×2本（別売）

（45�73468�821631）

◆

おうちがお寿司屋さんに早変わり！

廻る派？

廻らない派？

お寿司が飛び出す！
すし下駄形のお寿司型

71-08902
CH-2011　とびだせ！おすし
￥1,500　14011470
サイズ　�200×122×44mm
入　数　�36
材　質　�PP
（49�54267�140114）

PR動画

PR動画

❶すし飯をつめる ❷かるく押す ❸ネタをのせる ❹�押し型にのせて
ポンッ！

❺�できあがり！！

一度に10貫作れ
ます。

レール全長
約158cm

71-08903
RE-174　丸型レンジモチアミ
￥1,000　10174070
サイズ　�直径250×28mm
入　数　�48（8入×6）
材　質　�PP
（49�54267�101740）

一度にたくさん作れる！
ファミリーサイズの
大きなモチアミです。

point

Wエンボス加工
おもちが

くっつきません。

角もち２個
約１分30秒

角もち１個

約40秒

71-08904
CH-2108　ボーノもちカッター
￥800　14108070
サイズ　�106×64×29mm
入　数　�80（10入×8）
材　質　�ABS、POM
（49�54267�141081）

食洗機対応

取り出しプレート

 包丁いらずでおもちをパッと食べやすくできます。

NEW

PR動画

切りもちを
持ちやすくて食べやすい、
3本にカット !

キ
ッ
チ
ン
用
品
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耳までカリッとおいし
い

ホットサンドのできあ
がり

スマート調理‼

忙しい朝はもちろん、

優雅なブランチにも

Point1
耳までカリッと焼ける 
大きめのサイズ
耳を切り落とす手間が掛か
らないだけでなく、耳を圧
着させるので、具材のうま
みをしっかり閉じ込める。

Point3
シンプルで使いやすいデザイン
スイッチさえも無いスマートフォルム。ハンドル付きなの
で、戸棚から食卓へ持ち運びしやすい。

Point2
お手入れしやすい 
ふっ素コート
焦げ付きにくいので、思わ
ずあふれ出たチーズや具材
が焦げてしまっても、お手
入れしやすくて安心。

おいしい・たのしい
レシピつき！

71-09001
CRN-02　CARINO（カリーノ） 
耳までおまかせホットサンド
￥5,000　12077072
サイズ　�290×245×100mm
入　数　�6
材　質　�PP、ステンレス、アルミ（ふっ素塗装）
仕　様　�消費電力／900W、コード長／1.4m
（49�72940�120772）

かんたん
レシピ付き

食パンの耳を切らずに
そのまま使える
ホットサンドメーカー

71-09002
SSH-60　
そのままホットサンド シングル
￥3,000　11148577
サイズ　�155×220×95mm
入　数　�12
材　質　�フェノール、PP�

アルミ（ふっ素塗装）
仕　様　�消費電力／600W�

コード長／1.0m
（49�81889�011485）

◆ 食パンのサイズに
合わせた形状

プレートは離型性の
良いふっ素樹脂塗装

シングルタイプ
なので

コンパクトサイズ
アツアツの美味しさを
お楽しみください

PR動画
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0.5合〜1.5合の炊飯が可能。
1人〜2人、少人数にピッタリな
食べきりサイズ。

内鍋はふっ素
樹脂加工で
お手入れ簡単。

計量カップ、しゃもじ付き

71-09104
SRC-15　HOME SWAN ミニ炊飯器 1.5合炊き
￥5,000　11079278
サイズ　�165×155×175mm
入　数　�8
材　質　�PP、アルミ（ふっ素塗装）
仕　様　�消費電力／230W、コード長／1.4m�

付属品／しゃもじ、計量カップ
（49�81889�010792）

◆

3.5合炊きのマイコン式炊飯ジャー
1〜3.5合の炊飯が可能です。

71-09103
SRC-35　HOME SWAN 
マイコン式炊飯ジャー 3.5合炊き
￥8,000　11140978
サイズ　�220×270×205mm
入　数　�4
材　質　�PP、アルミ（ふっ素塗装）
仕　様　�消費電力／400W、コード長／1.4m�

付属品／計量カップ、しゃもじ
（49�81889�011409）

◆

1～4人に
ちょうど良いサイズ

計量カップ、しゃもじ付き

●�内なべはふっ素樹脂加工で
お手入れ簡単。
●�内ぶた・内なべは着脱式で
丸洗いOK！
●�予約炊飯機能付き。

角煮が簡単に作れる！
電気圧力鍋

コンパクトタイプな
2.5L 容量

（調理容量 1.9L)

鍋は
ふっ素樹脂塗装で
こびり付きにくい
材料を入れて
ほったらかしOK！

71-09102
SDA-60　電気圧力鍋 2.5L
￥12,000　11168375
サイズ　�240×280×250mm
入　数　�4
材　質　�PP、アルミ（ふっ素塗装）
仕　様　�消費電力／600W、コード長／1.4m�

付属品／計量カップ、おたま、しゃもじ
（49�81889�011683）

◆

ダイヤルでの任意設定も可能！

圧力・白米・
角煮・カレー
などのコース付き

71-09101
SSG-55　ガラスふた付きすきなべ御膳
￥5,000　91141675
サイズ　�190×205×150mm（700ml）
入　数　�8
材　質　�アルミ（内面／ふっ素塗装、外面／シリコーン塗装）�

PP、強化ガラス、フェノール
仕　様　�消費電力／450W、電源コード長／1.4m
（49�81889�011416）

◆

冬
の
ご
ち
そ
う
を

　

 

ひ
と
り
じ
め
す
る
喜
び

丸
洗
い
で
き
る

こ
げ
つ
き
に
く
い

鍋
で
す
。

す
き
な
べ

�

鍋
膳

⃝

ス
イ
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チ
一
つ
の
簡
単
操
作

⃝

中
身
の
見
え
る
ガ
ラ
ス
ふ
た
付
き
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ん
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ん
レ
シ
ピ
付
き
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71-09206
SWK-17　電気ケトル 1.7L
￥4,000　01153973
サイズ　�215×170×240mm
入　数　�12
材　質　�PP
仕　様　�消費電力／900W、コード長／1.0m
（49�81889�011539）

◆

栄養たっぷりスムージーを

食事と言わずなんと言おうか。

愛情もたっぷりブレンドして

フレッシュな朝も

リフレッシュしたいデイタイムも

カラダが喜んでいる。

71-09204
SWK-10　HOME SWAN
電気ケトル 1.0L
￥3,000　21134875
サイズ　�210×155×190mm
入　数　�12
材　質　�PP、ナイロン、PC
仕　様　�消費電力／800W、コード長／1.0m
（49�81889�011348）

◆

コードレスで
持ち運びに便利。

71-09203
SL-50　ソレイユ 
醗酵メーカー「菌活美人」
￥7,000　22333080
サイズ　�137×128×275mm
入　数　�12
材　質　�ABS、PP、AS
仕　様　�消費電力／30W、コード長／1.3m�

付属品／計量カップ
（49�95284�123339）

温度＆時間設定可能！様々なヨーグルト、発酵食品を作れます！
カスピ海ヨーグルトやケフィアヨーグルト、納豆、甘酒、フルーツビネガー等が自宅で簡単に作れます。

市販の
牛乳パックも
入れられ
衛生的。

HOME SWAN トライタンボトルブレンダー 400ml
￥4,000
71-09201　レッド　　SBR-40R　11124978 
71-09202　ホワイト　SBR-40   　11054978
サイズ　�直径100×340mm
入　数　�12
材　質　�ABS、トライタン、ステンレス（チタン塗装）
仕　様　�消費電力／200W、コード長／1.0m
レッド　（49�81889�011249）�
ホワイト（49�81889�010549）

◆

健康ドリンクが
ご家庭で作れるブレンダー
落としても割れにくいトライタンボトル

◦ボトルが正しくセットされない
と作動しない安全構造

◦ ON・FLASH　２ポジションの
ダイヤルスイッチ

◦飲み口フタに付け替え、そのまま
飲める

電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル。忙しい朝に素早く沸かせます。
必要な量だけ沸かせます。ON、OFFが分かるパイロットランプ付き。

71-09205
SWK-12　電気ケトル 1.2L
￥3,500　01152275
サイズ　�200×145×210mm（1.2L）
入　数　�12
材　質　�PP
仕　様　�消費電力／800W、コード長／1.0m
（49�81889�011522）

◆

甘酒
無添加
ミルク甘酒

ヨーグルト
プレーン・カスピ海
ケフィアヨーグルト

納豆
水キムチ

醗酵バター
フレッシュチーズ
サワークリーム

塩こうじ
手作り白みそ
醤油こうじ

ピクルス
フルーツビネガー

甘酒の勧め 冬も美味しい
“甘酒”で温まろう♡

ほんのり甘くて温かいから美味しく感じる季節。体をぽっかぽか
に温めてめぐりを高めてくれるからウレシイ！甘酒にはとろみが
あるので、長時間温かさが持続するのもポイント。低カロリーで
腹持ちが良いので、小腹が空いた時にもぴったりですね。

「飲む点滴」といわれるほど、からだに必要な
栄養素をふくんだ甘酒で、ぽかぽか温まろう！

●ブドウ糖が主成分→すぐエネルギーになる！
●ビタミンB群が豊富→新陳代謝の促進をサポート！
●コウジ酸もふくまれている→血行促進に効果あり！
他にもさまざまなはたらきをもつ物質がたくさんふくまれています。 
ただし、飲み過ぎにはご注意を☆
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野菜は甘く、
肉はジューシー、
点心はモチモチに

71-09303
KDGC-005B　せんべろメーカー
￥7,500　82343785
サイズ　�315×105×105mm
入　数　�6
材　質　�PA、アルミ、スチール、鉄、陶器
仕　様　�消費電力／470W、コード長／1m�

付属品／トレイ、焼き鳥網、炙り網�
　　　　おでん鍋、熱燗鍋、とっくり�
　　　　おちょこ

（45�73468�823437）

◆

ネット・テレ
ビで

大反響の商
品！

おでん、熱燗、焼き鳥が
これ一つでできる

PR動画

71-09305
SFC-25　HOME SWAN 
フードチョッパー
￥5,000　31139375
サイズ　�180×155×235mm
入　数　�12
材　質　�ABS、PP、AS、�

シリコーン、ステンレス
仕　様　�消費電力／250W、コード長／1.0m�

付属品／��スパチュラ�
大根おろし用アタッチメント

（49�81889�011393）

◆

電気でみじん切りが出来る
フードチョッパー

71-09304
SMC-10　HOME SWAN
ミニフードチョッパー
￥3,500　11154675
サイズ　�直径100×200mm（400ml）
入　数　�12
材　質　�ABS、AS、PP、ステンレス
仕　様　�消費電力／100W、コード長／1.0m
（49�81889�011546）

◆

電動でラクラク♪
アッという間にみじん切り♪

スイッチ一つ
の簡単操作

セットしないと
作動しない
安全構造

分解できる
から清潔に
保てます

直径10cmの
スリムサイズ

60分
タイマー付き
ほったらかし
調理OK！

食材の旨味を
ワンランクアップ
蒸気が出るまで早く、
調理しながら
給水もできる

71-09301
SSC-70　スチームクッカー
￥6,000　11164575
サイズ　�340×240×245mm
入　数　�6
材　質　�PP、PC、アルミ
仕　様　�消費電力／600W、コード長／1.4m
（49�81889�011645）

◆

電気で簡単に蒸し料理が作れる
スチームクッカー

寒い季節ならではの楽しみ！
保温式おでん鍋

PR動画

71-09302
CS3-061214
電気保温おでん鍋 田楽亭 割蓋
￥5,000　20094085
サイズ　�360×255×130mm（3.4L）
入　数　8
材　質　�焼き桐、ステンレス
仕　様　�消費電力／90W�

コード長／1.4m
（49�94241�200946）

具を仕切る
仕切り板付

家族や仲間と
温かい鍋を
囲もう！

キ
ッ
チ
ン
家
電
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ベビーカステラや
ふわとろッ

フレンチトースト
にも

71-09406
SNT-80　HOME SWAN 
着脱式電気たこ焼器 平プレート付き
￥5,000　91031078
サイズ　�330×255×80mm
入　数　�8
材　質　�PP、アルミ（ふっ素塗装）
仕　様　�消費電力／800W、コード長／1.4m
（49�81889�010310）

◆

たこ焼きや
お好み焼きだけじゃ
もったいない！

HOME SWAN　Let'sぱくぱく プチパンケーキメーカー
￥3,000
71-09403　ミルキーピンク　　　SPM-35(P)  　11146173 
71-09404　パッションオレンジ　SPM-35(OR)　11147873
サイズ　�125×160×75mm
入　数　�20
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、フェノール、PC、PP
仕　様　�消費電力／350W、コード長／1.0m
ミルキーピンク　　（49�81889�011461）�
パッションオレンジ（49�81889�011478）

◆

♥   プレートはふっ素樹脂塗装で
お手入れ簡単。

♥   手のひらサイズのパンケーキ
メーカー。

♥   お好み焼きやマドレーヌ等も
作れるかんたんレシピ付き。

71-09405
SHP-28　HOME SWAN
食べきりホットプレート 28cm
￥5,000　21103478
サイズ　�345×350×145mm
入　数　�6
材　質　�PP、アルミ（ふっ素塗装）、強化ガラス
仕　様　�消費電力／1,000W、コード長／1.4m
（49�81889�011034）

◆

2～3人に最適な
食べきりサイズの
ホットプレート。

 上下の熱源で
ひっくり返さず

時短調理。 

おやつ、パーティーにおすすめ
直径10cmのプチパンケーキが約3分で作れます！

71-09401
SHP-70F　
スマートホットプレート
￥4,000　21133175
サイズ　305×�210×120mm
入　数　�10
材　質　�アルミ（ふっ素塗装）、PP、フェノール、鉄
仕　様　�消費電力／700W、コード長／1.4m
（49�81889�011331）

◆

プレートは
ふっ素樹脂塗装で

お手入れ簡単
サーモスタット

機能付

A4サイズのスマートなホットプレート
インテリアとして置ける
卓上で映えるデザイン

面倒な温度設定は不要！
スイッチを押すだけで
適温に保ちます

ふた付きだから
蒸し焼き料理も

できる

スイッチ一つの
簡単操作

PR動画

PR動画

71-09402
CS3-061216　
クレープメーカー ドレミ
￥7,000　20096080
サイズ　�直径315×80mm
入　数　�10
材　質　�PP、66ナイロン、天然木、紙
仕　様　�消費電力／650W�

コード長／1.4m
（49�94241�200960）

お玉・トンボ・スパチュラ付
雰囲気満点の袋も付いています
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71-09601
DASH Ⅱ（ダッシュ・ツー）
￥650　79129072
サイズ　�88×133×25mm
入　数　�100
材　質　�ABS、ステンレス、ナイロン
（49�72940�791293）

１台３役

ハンドルを回して充電
ダイナモ充電

シートベルトをはずせなく
なった時、刃の向きに注意して
切断してください。

省電力と耐久性に優れた3LEDライト。

71-09602
DASH Ⅲ（ダッシュ・スリー）
￥1,300　79241072
サイズ　�80×153×32mm
入　数　�20
材　質　�ABS、ステンレス、PC
（49�72940�792412）

辺りを

照らす

緊急事態もこれ一本!

一車に一台ダッシュ!

ダイナモ充電＆LEDライ
ト付きで

安心感さらにアップ！

非常事態、
 ダッシュで逃げろ!
シートベルトをカット!
窓ガラスを粉砕!
ファスナーテープ付で
車内のどこでもくっつく!

名入サイズ
12×40mm

名入サイズ
15×35mm

ふだんは
運転席のシート
横に固定

できるだけ垂直に当てて
ガラスを割ってください。

窓ガラスを

割る

ベルトを

切る

東洋大学竹内ゼミナールの
「水害による車中死を減らすプロジェクト」にて、

「緊急脱出用ハンマー DASH Ⅱ（ダッシュ・ツー）」が紹介されました。

Web サイトでは…

▶

など、様々な活動がご覧いただけます！
当社は、これからもこの活動を
応援致します。

脱出用ハンマーの重要性を
クイズ形式で紹介

学生自らが使用してみた体験動画

ホームセンターやカー用品店での
ポスター展開の報告

窓ガラスを

割る

ベルトを

切る

▶▶▶ ポイントを押さえてすばやく脱出！
使用方法はこちらから！

硬度
680以上！

（硬さ試験報告書）
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防災用品チェックリスト付

ポリウレタン
コーティングで
燃えにくい！

燃えにくい素材でシンプルな形。
色々つめこめて背負えるので
両手が自由です。

71-09701
HJT-01　非常事隊（ひじょうじたい）
非常用持出袋
￥580　78332072
サイズ　�357×5×450mm
入　数　�60
材　質　�ポリエステル、ポリウレタンコーティング、綿
（49�72940�783328）

内側に
ポケット付！

保温

防寒

防水

非常時、災害時に！
レジャーやアウトドアに！
■   サッと羽織るだけで寒さから守ってくれます。
■   ポンチョタイプなので両手が自由に使えます。

71-09705
HJT-04　防寒具ッド!!
防寒アルミポンチョ
￥600　73241072
サイズ　�1,000（肩から裾まで）×1,200mm�（使用時）
入　数　�100（50入×2）
材　質　�アルミ蒸着PET
（49�72940�732418）

◆

120cm

100cm

防寒用
アルミシート

折りたためば
ポケットサイズに
なります。

雨の日にも
大活躍！

71-09704
BGD-2　防寒具ッド!!（ぼうかんぐっど）
非常用寝袋
￥500　78331072
サイズ　�1,000×2,000mm
入　数　�240(120入×2）
材　質　�アルミ蒸着PET
（49�72940�783311）

防寒用
アルミ寝袋

レスキュー・非常用

避難所生活

帰宅困難

床からの冷気・硬さなど
寝苦しさ軽減！
■   空気層が地面の温度を遮断。
■   空気の量で固さの調整ができ、 

程よい寝心地を保てます。

71-09702
AMT-01　
非常用エアーマット（空気入れ付き）
￥1,700　91006072
サイズ　�1,900×670mm（使用時）
入　数　�24（12入×2）
材　質　�PA、PP
（49�72940�910069）

◆

厚み約 5cm
（空気入れ後）

▲横から見たイメージ図
端を丸めて
枕にできます。

災害時の
疲労軽減に！

表面の記入欄に
避難場所など
書きこんで
おけます。

折りたためば
ポケットサイズに
なります。

71-09703
BGD-1　
防寒具ッド!!（ぼうかんぐっど）
非常用保温シート
￥180　78330072
サイズ　�2,130×1,370mm
入　数　�240（120入×2）
材　質　�アルミ蒸着PET
（49�72940�783304）

災
害
対
策
品
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持ち運び方法を

場面に合わせて

変えられる。

WATERPROOF
BAG 10ℓ

●防水＆密閉●

防水仕様で大事なものを
水から守ります。
ベルトの付け替えで
手提げと肩掛けの
2way 仕様。

防水バッグ 10ℓ

背面・ベルト

内面生地

本体重量
800gで軽い

71-09804
マイティハンドキャリー
￥1,800　78355072
サイズ　�使用時／245×300×895mm�

折畳時／245×82×425mm
入　数　�12（6入×2）
材　質　�アルミ、PP、PVC、鉄、合成ゴム
（49�72940�783557）

耐荷重20kg ! !
折りたたみ時の持ち運びも簡単! !

備えて安心、使って便利な
ウォータータンク！
●コンパクトに収納できます！
●冷蔵庫に入ります！

小石のある地面や
突起物も大丈夫！

容 量

普段は折りたたんで
生活空間にストック！

水を入れると自立します！

容 量

71-09803
HJT-05　
非常事隊（ひじょうじたい）
折りたたみ水タンク 10L
￥600　73242072
サイズ　�400×45×380mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�PE、PA、PET
（49�72940�732425）

◆

名入サイズ
40×60mm

71-09802
HJT-07　
非常事隊（ひじょうじたい） 
折りたたみ水タンク ５L
￥500　73245072
サイズ　�330×45×300mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�PE、PA、PET
（49�72940�732456）

◆

名入サイズ
40×60mm

ハンドル付で
持ち運び
ラクラク

バッグの口を閉じてバッグ上部の
黒いベルト部分を両手で持ちます。

黒いベルト部分を内側に巻き込む
ように 3回折り込みます。

バッグ上部の両端にある止め具を
バッグの上方でカチッと音がするま
で押し込んでロックしてください。

71-09801
WB-01　防水バッグ10L
￥2,000　31477070
サイズ　�210×200×470mm(使用時）
入　数　�24（12入×2）
材　質　�ポリエステル、ナイロン�

ポリアセタール
（49�72940�314775）

◆
※8月発売予定NEW
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転倒注意！

ハサミで切断しやすい5cm間隔の
カットライン入り

手軽に出
来る

転倒防止
対策！

Point

71-09902
家具転倒防止板 
がんばりますミニ（4本）
￥400　08003870 
サイズ　�（1本）102×50×12mm
入　数　�100
材　質　�エラストマー
（49�45548�080038）

71-09901
家具転倒防止板 
がんばります（4本入）
￥700　98002170
サイズ　�（1本）207×50×12mm
入　数　�50
材　質　�エラストマー
（49�45548�080021）

収縮式ヘルメット/オサメット

A4サイズ収納

防災用ヘルメット

国家検定
合格品飛来・落下物

オサ

ッ

【特許取得】
特許 第５８０８８５１号
特許 第５９７０１２２号
特許 第５９５７５９０号

 

携帯性
と

収納性

A4サイズ且つ薄さ45mmだから、
場所を取らずに収納できます。
コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズ！

職場や一般家庭で、万が一の備えとして、
身近に常備・携帯し易いヘルメットです。

オサメットの
機能性を実感！！
紹介動画は
コチラから

デスクの隅にも置ける 引き出しから、
サッと取り出せる

本棚、書類棚にも置ける カバンにも入れられる

■ 机の袖に引っ掛けられる　■ 市販の防災袋にしまえる　■ TVラックやクローゼットにも他にも…

KGO-1　オサメット
￥6,000
71-09904　ホワイト　83400285 
71-09905　オレンジ　83401985 
71-09906　ブルー　　83402685
サイズ　�使用時／210×281×132mm�

収納時／210×281×45mm
入　数　�20
材　質　�ABS
仕　様　�国家検定合格品：飛来・落下物用検定合格品�

頭囲寸法／550～640mm
ホワイト（45�80491�834002）�
オレンジ（45�80491�834019）�
ブルー　（45�80491�834026）

名入サイズ
15×80mm

71-09903
HJT-03　
非常事隊（ひじょうじたい）
携帯トイレ 2個セット
￥380　81143070
サイズ　�凝固剤入り尿処理袋／（1枚）230×152mm�

持ち帰り袋／（1枚)384×185mm�
前掛けシート／648×610mm

入　数　�120（60入×2）
材　質　�ポリエチレン、高分子吸収樹脂
（49�72940�811434）

◆

災
害
対
策
品
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両耳
イヤホン付！

両耳
イヤホン付！

ウラ面
クリップ付

ワイドFM（FM補完放送とは）
AM（中波）放送局の放送区域において災害対策又は都市型難聴対策及び地理的・
地形的難聴対策のためにワイドFM（FM補完放送）が開設されました。従来の
FM放送用の周波数（76MHz～90MHz）に加えて、新たに割り当てられた周
波数（90.1MHz～95MHz）を用いてAM放送が入りにくい場所でもFM放送
の周波数でAM放送が聴けます。雑音が少なく、クリアな音でAMラジオ番組
も楽しめます。

71-10002
FM-108　ワイドFM機能搭載
AM・FMポケットラジオ（スピーカー付）
￥1,500　79357072
サイズ　�53×20×94mm�

（クリップ部含めず／アンテナ収納時）
入　数　�48（24入×2）
材　質　�ABS
仕　様　�受信周波数／AM：520～1,700KHz�

　　　　　　FM：76～108MHz�
電源／単四乾電池×2本（別売）�
付属品／両耳イヤホン

（49�72940�793570）

◆

手のひらサイズで携帯に便利！
スピーカーでもイヤホンでも
聴くことができます。

クリアな音質で、
スポーツ観戦から災害情報まで

幅広い情報に対応

クリップ付
ベルトに
装着可能！

71-10001
STI-108　スティックFMラジオ
￥700　79424072
サイズ　�36×20×113mm（本体のみ）
入　数　�120（60入×2）
材　質　�ABS
仕　様　�受信周波数／FM：76～108MHz�

電源／単四乾電池×2本（別売）�
付属品／両耳イヤホン

（49�72940�794249）

◆

名入サイズ
40×10mm

71-10003
MN-32　伸びて曲がる磁石付きライト
マゲノビ・ミニ
￥700　79237072
サイズ　�直径18mm�

全長146～375mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�アルミ、ステンレス、磁石�

POM、スチールメッキ
仕　様　�電源／ボタン電池�LR44×3個（付属）
（49�72940�792375）

◆

全
長
約
37
㎝

伸びて曲がる
電池を入れても54ｇの超軽量

クリップ付で
携帯に便利！
両手作業も可能

500gの物を
持ち上げる
パワフル
マグネット

ON・OFF
のみの
簡単操作

持ち手
直径13mm
スリム

※��形状により500g
以下でも持ち上
げられない場合
があります。

名入サイズ
28×4mm（レーザーのみ）

クリアな音質を持ち歩く

ポケット
サイズで
携帯にも便利

ちょっと明かりが
欲しいとき
パッと役立つ
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71-10103
HJT-08　非常事隊（ひじょうじたい） 
13LEDハンディライト
￥1,000　79425072
サイズ　�173×110×123mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�ABS、PS、PVC�

PP、ナイロン
仕　様　�電源／単三乾電池×4本（別売）�

ストラップ付
（49�72940�794256）

◆

壁や柱等に
フック掛けも
できます

ON／OFF
シンプル操作

単三乾電池を採用したメリット
❶たいていのご家庭にいつもあり、 
　また、非常時でも入手しやすい！
❷単一乾電池を４本使用するタイプと 
　比べて約450gも軽いので、長時間 
　持っていても疲れにくい！

電池長持ち
72時間連続点灯！

太陽エネルギーで
  電気代OFF！ 

防水仕様で
屋外の仕様にも
対応  IPX4 

ソーラーパネルで
自動充電！

3つの点灯モード

71-10101
LT-01　
100LEDソーラーセンサーライト
￥1,200　79453072
サイズ　�135×98×51mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�ABS
（49�72940�794539）

◆

玄関に 駐車場に 庭に

夜間の不審者を
100個の光で警戒！

▲
簡単な操作
設置方法は
こちらをcheck！

71-10102
SV-7114　
ノートパソコン用モニターライト
￥5,000　50711470
サイズ　�260×50×45mm
入　数　�24
材　質　�ABS、PC
仕　様　�電源／USB
（49�89918�507114）

10段階の調光機能付き
明るさ最大で300ルーメン ！

クリップ式で簡単に装着して使用 
できます。お仕事環境の明るさ 
不足を解消できます。

軽量でコンパクトサイズ
持ち運びもラクラク

手元が見えて、
作業もスイスイ
できます！

NEW
ノートパソコンの

厚さ

約1㎝幅対応

ラ
イ
ト
・
ラ
ジ
オ
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物置に

71-10202
RMY-02　ルーミー ボールセンサーライト
￥1,000　79374072
サイズ　�直径72×60mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�ABS、PP、鉄
仕　様　�光源／LED（COB）ライト×９灯�

電源／単四乾電池×３本（別売）�
モード切替／センサーライト（人感センサー）�
　　　　　　懐中電灯（常時点灯）

（49�72940�793747）

◆

 
いざという時には、
懐中電灯として。

平置きで

玄関や階段などに
置いて、足元を
照らせます。

階段に

ルーミー ボールセンサーライト

Ball
Sensor
Light

様々な角度に
設置可能です。

71-10203
RMY-04　
ルーミー2WAYスティックライト
￥500　79454072
サイズ　�直径43×208mm
入　数　�96（48入×2）
材　質　�ABS、PP、鉄
仕　様　�電源／単三乾電池×3本（別売）
（49�72940�794546）

◆

名入サイズ
10×30mm

お好みの角度で、
自由にライティング
各節のつまみでライトの高さや角
度が調整可能。照らす範囲や方向
を自由に変えることができます。

いろんな場所に、
ちょうどいい明るさ。

タッチセンサーに触れたままで

「無段階調光」
ON・OFF・調光が、
タッチセンサーひとつで可能。

乾電池でコードレス
乾電池を使えば
コードレスで持ち運び自由。
必要な場所を照らせます。

※家庭用コンセントでも使用できます。
（変換アダプター別売）

USB で 
コンセントいらず
パソコンなどお手元の
USBポートへケーブルを繋げば、
時間を気にせずに使えます。

USB
ケーブル
付属

71-10201
DLT-02　タッチセンサー式調光
LEDデスクライト ブラック
￥1,200　79462070
サイズ　�本体直径125×最大高350mm
入　数　�20
材　質　�ABS、PP
仕　様　�光源／LEDライト×18灯�

電源／USB（ケーブル付属）�
　　　単三乾電池×3本（別売）

（49�72940�794621）

◆

※８月発売予定NEW

125mm

350mm
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便利な吊り下げフック付き

単三乾電池×3使用
（別売）

温
か
み
の
あ
る

　
や
さ
し
い
光
が

　
　
癒
し
の
空
間
を
演
出

しっかりホールド
できる持ち手付き
持ち運び楽々！

照射角度は前後に
約 270 度調整可能

明るさは強弱
二段切替式

強力照射

lm
500
（強時）

強力照射
×

角度調整

強時 500lmの

で用途は無限大

名入サイズ
45×20mm

71-10301
XF-15　クロスフィールド 
COB 2WAYワークライト
￥1,700　31476070
サイズ　�160×100×220mm
入　数　�18（9入×2）
材　質　�PP、PS
仕　様　�電源／単一乾電池×３本（別売）
（49�72940�314768）

◆
※8月発売予定NEW

71-10302
CLL-01　
クラシック COB ランタンライト
￥1,100　31484070
サイズ　�直径116×177mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�ABS、PP、PS、スチール
仕　様　�電源／単三乾電池×３本（別売）
（49�72940�314843）

◆ NEW

ラ
イ
ト
・
ラ
ジ
オ
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71-10402
XF-08　クロスフィールド
COB スライドランタンライト
￥900　79394072
サイズ　�直径87×140mm（収納時）�

直径87×198mm（伸長時）
入　数　�48（24入×2）
材　質　�PS
仕　様　�電源／単三乾電池×3本（別売）
（49�72940�793945）

◆

名入サイズ
20×25mm

LEDライト
使用

懐中電灯モード

収納
コンパクト

COBライト
使用

ランタンモード

スライドして
懐中電灯と
ランタンを
切り替え 71-10403

XF-11　クロスフィールド
LEDワークライト
￥750　79408072
サイズ　�136×43×101mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�PS
仕　様　�電源／単三乾電池×３本（別売）
（49�72940�794089）

◆

ワークライトと懐中電灯のモードチェンジができる！
懐中電灯←2WAY→ワークライト

ハンドルは
180°
自由回転

名入サイズ
30×8mm

シーンに合わせて 
光量をダイヤル調整。

71-10401
XF-12L　クロスフィールド ランタンライト
￥750　31211072
サイズ　�直径92×166mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�ABS、PS
仕　様　�光源／LED×12、電源／単三乾電池×3本（別売）�

連続点灯時間2,900時間以上（最小目盛り光量時）
（49�72940�312115）

アウトドアや災害時の備えに。
明るさ調整自由自在！
ダイヤルは微調整ができる無段階式。

名入サイズ
18×18mm

アウトドアはもちろん、
災害時の備えなど
利用用途も豊富。

シーンに合わせて
光量をダイヤルで
微調整できます。

OFF/ON

懐中電灯←2WAY→ランタン
本体スライドと持手の付替えでモードチェンジ
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収納
コンパクト

71-10502
XF-07　クロスフィールド 
トリプル8LEDライト
￥1,100　79382072
サイズ　�200×85×95mm
入　数　�48
材　質　�ABS、PS
仕　様　�電源／単三乾電池×3本（別売）
（49�72940�793822）

◆

色々なシーンに使える
マルチライト

名入サイズ
15×30mm

71-10504
XF-13　クロスフィールド
ミニスライドランタンライト
￥600　79407072
サイズ　�直径68×93mm（収納時）�

直径68×138mm（伸長時）
入　数　�48（24入×2）
材　質　�PS
仕　様　�電源／単四乾電池×3本（別売）
（49�72940�794072）

◆

スライドするだけで
ライトが点灯

全体を照らす
ランタンライト

前方を照らす
サーチライト

手元を照らす
ワークライト

各ヵ所8個のLEDで強力照射

便利な3つの機能!!

スライドするだけで

LEDランタンに！
名入サイズ
30×15mm

71-10503
XF-14　クロスフィールド
ダイナモLEDラジオライト
￥3,000　79550070
サイズ　�58×145×42mm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�ABS、PS
（49�72940�795505）

◆

名入サイズ
15×25mm

71-10501
XF-09　クロスフィールド
マルチラジオライト
￥5,000　79397075
サイズ　�35×140×80mm
入　数　�36（12入×3）
材　質　�ABS、PS
仕　様　�電源／単四乾電池×3本（別売）�

リチウム電池/500mA3.7V
（49�72940�793976）

◆

電源は３WAY
ソーラー・手回し・乾電池から
選んで使える！

携帯電話の充電～サイレン・LEDラ
イト・AM/FMラジオ（ワイドFM
対応）と多彩な機能を搭載。

注：携帯・スマートフォンへの充電は
お手持ちのコードをご利用ください。

充電・ライト・OFF

乾電池・バッテリー
切り替え

伸縮アンテナ

スピーカー

ライト

USB
外部充電
スマホ充電

ワイドFM対応周波数

AM・FM・サイレン
切り替え

ソーラーパネル

名入サイズ
8×40mm

入・出力用
USB

ケーブル付

LEDライト・ワイドFMラジオ・
サイレン機能付！

手回し
充電

電池を使用しない

自家発電

※8月発売予定NEW

ラ
イ
ト
・
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オ
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71-10604
SAN2842-2
どろぼう猫魚プレート とらねこ
￥1,680　24396088
サイズ　�257×145×15mm
入　数　�24
材　質　�磁器
（49�42423�243960）

71-10603
SAN2505-1　
どろぼう猫プレート とらねこ
￥1,480　23596588
サイズ　�直径220×45mm
入　数　�24
材　質　�磁器
（49�42423�235965）

タ
晴雨兼用UVカット 
折りたたみ式チェック傘 56cm
￥800
71-10601　ブラウン　AB-01C　73248070 
71-10602　ブルー　　AB-01A　73249070
サイズ　�使用時／直径960×560mm�

折畳時／40×40×240mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�スチール（焼付塗装）、スチール�

ポリエステル、PP
ブラウン（49�72940�732487）�
ブルー　（49�72940�732494）

★◆

晴雨兼用
UVカット コンパクト

落ち着いた
ブルーチェック

レトロな雰囲気の
ブラウンチェック

雨の日も、
晴れの日も。
シンプルで使いやすい設計。

ねこの手が半立体になった
とっても可愛いプレート。

皿のへこみに
醤油をたらせば、
肉球が

浮かび上がる！

SNS映え

間違いナシ！

思わず食べてしまいそう！

メロンパンそっくりの
貯金箱です。

71-10606
SAN2566　
メロンパン貯金箱
￥1,480　23738988
サイズ　�145×144×67mm
入　数　�36
材　質　�陶器
（49�42423�237389）

実物
そっくり！

PR動画

見た目の面白さと

実用性を
兼ねそろえた
商品です。

フタがレモン絞りに
なっています！

71-10605
SAN3395
絞り器付き レモンサワータンブラー
￥1,480　25861288
サイズ　�タンブラー／直径89×100mm（380ml）�

絞り器／直径94×52mm
入　数　�36
材　質　�磁器
（49�42423�258612）
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滑り止め
シール
付き

71-10801
TA-01　タブレットホルダーアーム
￥800　79438072
サイズ　�アームの長さ／590mm�

ホルダー／65×52×123mm
入　数　�36（18入×2）
材　質　�ABS、PVC
（49�72940�794386）

◆

ベストなポジションで
動画視聴やテレワークにも！
ハンズフリーで作業も快適！

高さ、角度
調整可能！

71-10802
モバイル スタンド
￥500　80209170
サイズ　�使用時サイズ／66×110×123～163mm�

折りたたみ時サイズ／66×110×26mm
入　数　�100（50入×2）
材　質　�PP、EVA
仕　様　�付属品／滑り止めシール
（45�82221�802091）

高さ調節
4cm

支柱
角度調節

テーブル
角度調節

バッグや
ポケットに入れて
職場と自宅、
出先でも。

折りたたんで
携帯も

デバイス固定で
手ぶれナシ

写真撮影
にも重宝

充電プラグを
差したまま
置けます！

71-10803
EJSS-250　
燕熟の技（Enjuku no WAZA）
オールステンレススマホスタンド
￥2,500　21056080
サイズ　�80×95×116mm
入　数　�30
材　質　�ステンレス
（49�65220�210560）熟練の技巧 信頼の日本製

名入サイズ
50×50mm

金属加工のまち、燕で作られた
ステンレス製のスマホスタンド。
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ペンが
スタンドに！

 

サッと書けてパッと消せる!

コイン形電池×1
使用

※テスト用電池付属

CR2016

8.5インチ
LCD

ロック
ロック
解除

誤消去防止ロックスペースや
用途に応じて、
縦や横に立てる
ことができます。

横向き
にも！

8.5インチ

縦向き
にも！

※タテ置きの場合は本体が逆さになります。

何度も
繰り返し

使えるの
で

ペーパーレ
ス!

開き扉のロックに！
災害時の
こぼれ落ち防止に

ぐにゃっと曲げて
あなたの周りで大活躍！
��BOYの手足・胴体に付属のパーツを取付け、
日用雑貨やインテリアに変身させて下さい。
工夫次第でいろんなことができるBOYです。

DIY・BOY
￥800
71-10906　赤　80097080 
71-10907　黄　80098180 
71-10908　青　80099880
サイズ　�140×20×140mm
入　数　�60
材　質　�TPR、スチール、PS、磁石、PVC
仕　様　�付属品／吸盤・磁石・ストラップ×各2
赤（45�82221�800974）�
黄（45�82221�800981）�
青（45�82221�800998）

今日も一緒にくねローゼ♪
自由にくねくね
スマホスタンド・バッグハンガー・ボトルのふた開け・
ドアストッパー・ポリ袋の取っ手・コードの結束など…
用途いろいろ何かと役立つすぐれもの！

2本
セット

くねローゼ 2本セット
￥350
71-10902　グリーン　80172880 
71-10903　ブルー　　80173580 
71-10904　レッド　　80174280
サイズ　�直径13×255mm
入　数　�120
材　質　�ニトリルブタジエンゴム�

スチール、ABS
グリーン（45�82221�801728）�
ブルー　（45�82221�801735）�
レッド　（45�82221�801742）

全長43cm 
ロングタイプで、
出来る事広がる！

71-10905
くねローゼ ロング ２本セット
￥500　80184180
サイズ　�直径13×430mm
入　数　�100
材　質　�ニトリルブタジエンゴム�

スチール、ABS
（45�82221�801841）

コードに

ハンガーとして

カーテンに

71-10901
EM-01　電子メモパッド 8.5インチ
￥1,000　79444072
サイズ　�147×227×6mm�

専用ペン／122×10×6mm
入　数　�96（48入×2）
材　質　�ABS
仕　様　�電源／コイン形リチウム電池
（49�72940�794447）

◆

タブレットスタンド
としても！

レシピサイトを見るのにも便利

ボトルのキャップや
ビンのフタ開けにも！

日
用
品
雑
貨
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おウチでゆっ
たり、

　無理せず
エクササイズ

楽しく続けら
れる

　　持ち運
び便利！

ストレッチローラー

グリップチューブ

ローイングチューブ ゴムバンド

気になるふくらはぎや
背中・おしりなど

足を掛けて

全身ストレッ
チ！

腹筋だけで
なく、腕や足

の

トレーニング
にも！

引っ張る強さを

自分自身で調節

転がすことで

ストレッチ！ 自分でほぐしに
くい

体の裏側をゴロ
ゴロ転がして

マッサージ！

この１本で
足や腕はも

ちろん、

カラダのいろ
いろな

ところに使え
る！

適度な負荷で
カラダをいたわ

りながら

運動できます

やわらかい素
材なので

手足を痛め
にくくて安心

！

引っ張る強さを

自分自身で調節

71-11002
SE-02　ゆるエク 
ローイングチューブ
￥800　79441072
サイズ　�257×470×57mm
入　数　�24
材　質　�NBR、PVC、TPE
（49�72940�794416）

◆71-11001
SE-01　ゆるエク 
ストレッチローラー
￥1,000　79440072
サイズ　�直径90×295mm
入　数　�18（9入×2）
材　質　�EVA、PVC
（49�72940�794409）

◆

71-11003
HD-07　ひとりでできたトリプル〈3点セット〉
￥2,000　50020875
サイズ　�本体ハンドル／207×375×30mm
入　数　�30
材　質　�PP
（49�45548�500208）
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おウチでゆっ
たり、

　無理せず
エクササイズ

楽しく続けら
れる

　　持ち運
び便利！

ストレッチローラー

グリップチューブ

ローイングチューブ ゴムバンド

気になるふくらはぎや
背中・おしりなど

足を掛けて

全身ストレッ
チ！

腹筋だけで
なく、腕や足

の

トレーニング
にも！

引っ張る強さを

自分自身で調節

転がすことで

ストレッチ！ 自分でほぐしに
くい

体の裏側をゴロ
ゴロ転がして

マッサージ！

この１本で
足や腕はも

ちろん、

カラダのいろ
いろな

ところに使え
る！

適度な負荷で
カラダをいたわ

りながら

運動できます

やわらかい素
材なので

手足を痛め
にくくて安心

！

引っ張る強さを

自分自身で調節

71-11102
SE-04　ゆるエク
グリップチューブ
￥300　79443072
サイズ　�350×120×30mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�NBR、TPE
（49�72940�794430）

◆

71-11101
SE-03　ゆるエク
エクササイズゴムバンド
￥350　79442072
サイズ　�298×48mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�TPE、ポリエステル
仕　様　�付属品／収納袋
（49�72940�794423）

◆

幅があるため
ベルトが
折れにくい！

動きやすく
圧迫感も
軽減！

二重構造のベルトで
サポート強度を簡単に
調節可能！

〝モモちゃん”がかわいく製品をご紹介♥
こちらから

動画で確認

腰サポーター
￥2,000
71-11103　S/M  　WJ-8060　78060075 
71-11104　M/L   　WJ-8061　78061775 
71-11105　L/XL　WJ-8135　78135575
サイズ　�腰回りサイズ／��S/M：75～82cm�

M/L：82～90cm�
L/XL：90～130cm

入　数　�36（18入×2）
材　質　�ポリエステル、ナイロン�

PP、PU
S/M�（45�89798�080600）�
M/L�（45�89798�080617）�
L/XL（45�89798�081355）

骨盤サポーター
￥3,000
71-11106　M/L   　WJ-8138　78138675 
71-11107　L/XL　WJ-8139　78139375
サイズ　�骨盤回りサイズ／��M/L：75～95cm�

L/XL：95～115cm
入　数　�24（12入×2）
材　質　�ポリエステル、ナイロン�

PP、PU
M/L�（45�89798�081386）�
L/XL（45�89798�081393）

シェイプアップ
運動時のサポート

ダイエットベルト

ぎっくり腰腰痛予防
様々な用途に使用可能！

補助ベルトを
締めることで、
骨盤を

キュッと固定！

姿勢バランスを整える！
キュッと締め付け、
しっかり固定！
ピンポイント圧迫で体幹をサポート！
骨盤や腰への負担を軽減して、
正しい姿勢を保ちます。

日
用
品
雑
貨
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71-11201
AY-2032　
LEDライティングミラースクエア
￥2,500　51106880
サイズ　�169×119×268mm
入　数　�12
材　質　�ABS、ガラス
仕　様　�電源／アルカリ単三乾電池4本（別売）�

付属品／USBコード
（49�95284�511068）

皮膚をこするだけの簡単ケア
むくみや肩こり、ほうれい線
対策のサポートに！

電動式なので
カンタンに爪を
削れます

飛び散った爪の掃除を
しなくても大丈夫です。

削った爪が
容器内にたまる

爪先を照らして
削ることができます。

LED付

身体も
気分も

スッキリ♪

お風呂での使用もOK！ 

かっさとは？
滞った「気」と「血」の流れを整え、新陳代
謝を促し老廃物の排出をサポートする中
国の伝統的な民間療法。むくみ・たるみ・
シワ・セルライトの改善、風邪予防、冷え、
便秘解消…などが期待できるそうです。

電源２WAY！

❶電池方式
❷USB給電方式（付属）

携帯するのも◎

く
る

っと
回転！

71-11202
Newステンレスかっさプレート
￥1,000　80133965
サイズ　�60×90×8mm
入　数　�100（20入×5）
材　質　�18-8ステンレス
（45�82221�801339）

癒される。きれいになる。 セルフケアを
楽しんで！

ＬＥＤ内蔵の大きな
スクエア型ミラー。
見やすく位置調整できて
メイクもバッチリ！

マスクでよれてしまった
お化粧直しに

ミラー内に
眩しすぎず、

お肌を美しく照らす
LEDライトが内蔵。

前後にも
角度を
調整可能！

縦・横の
切り替えが
できます。

71-11203
SV-5974　LEDライト付電動爪切り
￥3,000　50597465
サイズ　�60×25×100mm
入　数　�60（5入×12）
材　質　�ABS、タングステン、PC
仕　様　�クリーニングブラシ付き�

電源／単三乾電池×2本（別売）
（49�89918�505974）

触っても
安全！

水洗いも
出来るので
衛生的！

綺麗な
仕上がりに

ポイントメイクを
よりキレイに！

等倍鏡 3倍鏡

等倍鏡と3倍鏡を搭載!

細部までしっかり確認できます。

ライトは３段階で調節可能
LEDライト付きだから

暗い所でもお化粧直しができます!

USB充電
ケーブル
付属

71-11204
FP-385　
LEDライト付コンパクトミラー
￥1,800 　14606785
サイズ　�直径80×19mm
入　数　�60（30入×2）
材　質　�ABS、HDガラス
仕　様　�付属品／USBケーブル
（49�85037�146067）

◆

タッチ式スイッチ
LEDライトを

消し忘れてしまっても
10分後に自動で
OFFになるので安心!

便利な充電式
USBケーブルで
くり返し充電して
使用可能！
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約160cm

手や脚に
負担がかからない
空気式！

71-11303
パンチングバッグ
Wぱーんち
￥3,000　54857075
サイズ　�直径600×1,600mm
入　数　�12
材　質　�PVC
（45�73242�548570）

ほどよい弾力の
低反発ウレタンチップと
肌触りのいいパイル素材が
カラダにやさしくなじみます。

71-11301
低反発ウレタン 
ドーナツクッション 36cm
￥1,300　79404072
サイズ　�直径360×70mm
入　数　�24（6入×4）
材　質　�パイル地、低反発ウレタンチップ
（49�72940�794041）

◆

71-11302
PT-01　PATTO(パット) 
テーブルクロック温湿度計付
￥1,200　81189072
サイズ　�60×38×123mm
入　数　�72（36入×2）
材　質　�ABS
仕　様　�電源／単四乾電池×2本（別売）
（49�72940�811892）

◆

名入サイズ
15×40mm

　　 認識
 ぱっと見るだけ

 よくワカル！

3秒

実寸

12時間制／
24時間制切替

お家・オフィス・車内など
長時間腰をかける場所で

大活躍！

座布団はもちろん
枕・腰あて・肘あてと

用途に合わせて
お使いいただけます。

パンチパンチ

キックキック ストレッチストレッチ

エアーポンプ付

日
用
品
雑
貨

113



ウイルス対策グッズ除菌・抗菌グッズで
身を守る！

オートセンサー搭載！
容器に触れることなく
素早く簡単に
手指の消毒ができます。

＋:約1.0ml
－: 約0.5ml

赤外線感知による
センサー式

71-11409
WJ-8105　
タッチレスディスペンサー
￥3,500　98105885
サイズ　�90×130×195mm（360ml）
入　数　�20
材　質　�ABS、PC
仕　様　�電源／アルカリ単三乾電池×4本（別売）
（45�89798�081058）

二段階の
スプレーの量が
選べます

立体プリーツ加工
・息苦しくない
・メイク崩れしにくい

立体プリーツ加工
・息苦しくない
・メイク崩れしにくい

不織布マスクに装着すると
メガネが曇りにくくなります

71-11404
メガネ用
くもりどめクッション
￥200　31430880
サイズ　�112×9×9mm
入　数　�200（50入×4）
材　質　�ポリウレタン、PP
（49�44109�314308）

口元に空間が
出来るので
呼吸が

しやすい！

71-11408
AS-10　アルコール除菌スプレー
￥250　11077480
サイズ　�直径15×83mm
入　数　�240（60入×4）
材　質　�PP
（49�60380�110774）

携帯に便利な
ミニボトルの除菌スプレーです。

●スマホの画面やドアノブなど、気になる
場所や身近なモノにシュッと吹き付けて
除菌。

●ご使用後は、除菌剤の詰め替えボトルと
してお使いいただけます。

気になる粒子をキャッチ！
不織布3層マスク50枚入りです。

ウイルス飛沫、細菌飛沫に。

71-11402
不織布3層マスク50枚入り
レギュラーサイズ
￥450　31387580
サイズ　�175×1×90mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�PP、PE�

ポリエステル、PU
（49�44109�313875）

99%カットフィルター
（PFEフィルター）
ウイルス飛沫、花粉、
PM2.5などに

JIS規格
適合商品

お肌に当たる面がガーゼになっていて肌触りが良い！
不織布が苦手な方へおすすめです。

長時間
使用していても
息ムレしにくい
快適設計

71-11401
内側ガーゼの不織布マスク7枚入り
￥200　31465185
サイズ　�175×1×90mm
入　数　�200（10入×20）
材　質　�PP、綿、PE�

ポリエステル、PU
（49�44109�314650）

99%カットフィルター
（PFEフィルター）
ウイルス飛沫、花粉、
PM2.5などに

JIS規格
適合商品

フィットアーム
鼻にピッタリ
フィットします

耳に優しい
ふんわりゴム

71-11405
AS-11　アルコール除菌スプレー
石鹸の香り
￥250　11127680
サイズ　�直径16.5×82.5mm
入　数　�240（60入×4）
材　質　�PP
（49�60380�111276）

NEW

71-11406
AS-12　アルコール除菌スプレー
グレープフルーツの香り
￥250　11132180
サイズ　�直径16.5×82.5mm
入　数　�240（60入×4）
材　質　�PP
（49�60380�111320）

NEW

71-11407
AS-13　アルコール除菌スプレー
藤の花の香り
￥250　11147480
サイズ　�直径16.5×82.5mm
入　数　�240（60入×4）
材　質　�PP
（49�60380�111474）

NEW

ほのかに香る
石鹸の香り

ほのかに香る
藤の花の香り

ほのかに香る
グレープフルーツの

香り

71-11403
【JIS医療】医療用クラス３
不織布3層マスク
￥600　31546675
サイズ　�175×1×90mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　��PP、PE、ポリエステル、PU
（49�44109�315466）

フィットアーム
鼻にピッタリ
フィットします

耳に優しい
ふんわりゴム

JIS規格
適合商品
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● 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付。
●電池交換可能。●抗菌樹脂の本体で清潔です。

測定結果が
約37.8℃以上の
場合、ブザーの
リズムを変えて
お知らせ。

71-11504
TO-100WT　電子体温計 ホワイト
￥1,000　91868468
サイズ　�128×19×11mm
入　数　�144（12入×12）
材　質　�ABS（抗菌）、PC、ステンレス
仕　様　�電源／ボタン電池LR41×1個（動作確認用を付属）�

医療機器認証番号／225AKBZX00141000号�
測定方式／実測式

（45�36117�018684）

メモリー機能で自動的に
最後の測定温度を保存します。

わきの下、
口の中で
はかれます。

7種類のアイテムが入った
コンパクトで実用的な救急セットです。
キズテープ　医療機器届出番号
27B3X00138000001

キズテープ　医療機器届出番号
27B3X00138000001

16種類のアイテムが入った
実用的でボリュームたっぷりの救急セットです。

71-11505
8101　エイドクルー#36
￥360　90055080
サイズ　�110×80×40mm
入　数　�180
材　質　�PP、他
仕　様　�専用ケース、キズテープM（3枚

入）、グルーミング5点セット、（爪
切り、エチケットハサミ、耳かき、
爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット）�
カラー綿棒（10本入）

（45�19513�810106）

71-11506
8108　エイドクルー#200
￥2,000　81080980
サイズ　�195×145×45mm
入　数　�24
材　質　�HIPS、他
仕　様　�専用ケース（鏡付）、グルーミング7点セット（爪切り、

エチケットハサミ、耳かき、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセッ
ト、キューティクルカッター、ルーペ）、マスク（2枚入）、
ガーゼ中（10枚入）、サージカルテープ、キズテープM（3
枚入）×2、ワンタッチ包帯×2、コットンパフ（3枚入）
×2、冷却シート（2枚入）、カラー綿棒（10本入）×2

（45�19513�810809）

71-11501
6179　アロマ対応加湿器
(イルミネーション機能付)
￥2,500　61790380
サイズ　�110×110×110mm
入　数　�36
材　質　�ABS、PP
仕　様　�付属品／USBコード
（45�19513�617903）

アロマディフューザー
としても活躍する
アロマ対応の
加湿器です

健康用品・衛生用品

コンパクト設計で
置く場所を
選びません。

おくすりダス
￥600
71-11507　ブルー　50031470 
71-11508　レッド　50032170
サイズ　�34×90×22mm
入　数　�120
材　質　�メタクリル、PP、ステンレス
ブルー（49�45548�500314）�
レッド（49�45548�500321）

持ち運びに便利な
ポケットサイズで
そのまま携帯できます。

スライドロック

⃝��錠剤が小さく、薬が取り出しにくい時など�
薬を取り出す時にうっかり落とす心配がありません。
⃝��大小の穴でほとんどの錠剤に対応できます。
⃝��取り出した錠剤が下にたまるのでアルミなど�
異物の混入がわかりやすく、誤飲などを防ぎます。

名入サイズ
5×35mm

７色に変化する
イルミネーション機能付

消し忘れ防止
（2時間で自動停止）

大小の穴で
いろんな

お薬に対応！

71-11502
スーパーロング
ウェットボディタオル
￥200　12004185
サイズ　�900×300×1mm
入　数　�100
材　質　�レーヨン、ポリエステル
（45�80500�120041）

１枚で全身がふける
超ロングサイズの
ウエットボディタオルです。
●アウトドア・スポーツ・
レジャー等、多目的な
体ふきとしても便利！

● 厚手で丈夫な不織布
を使用。

お出かけ時の必需品、
除菌タイプで安心！
● 品質保持と中身の乾燥を防ぐ
アルミ蒸着フイルムを採用。

● 国産商品なので品質管理には
充分配慮しています。

71-11503
除菌ウェットティッシュ10枚入
￥100　50682095
サイズ　�200×150mm
入　数　�200
材　質　�不織布、精製水、エタノール�

塩化ベンザルコニウム�
パラベン、PG

※JAN表示無

水のない
所で活躍！

長期保存対応
（製造より5年）

災害などの
非常時用として

衛
生
用
品
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71-11605
KE-350　
健康習慣 ラクリラ（電池付）
￥3,500　19085180
サイズ　�267×241×85mm
入　数　�16
材　質　�ABS、エラストマー
仕　様　�電源／単三乾電池×4本（付属）
（49�60380�190851）

立って、座って、寝転んで…。
ラクラク＆リラックス。心地よい振動。
じんわ〜り気持ちいい。

W型でつかみやすい！
4つの角がしっかりほぐします！

前後にコロコロ、ローリング！
足の側面をはさみ揉み！

本製品は医療用具ではありません。

一日の疲れを
爽快リフレッシュ！

イスに座って
じんわ〜り刺激。
角度が変えられるので
ラクラク！

振動部は取り外せるので
場所を選ばず使用可能

寝転んで腰、背中を
ストレッチしながら
リラックス。

振動部を取り出して
気になるポイントを
ブルブル刺激。

用途に合わせて角度を
変えられる調節機能付き

足裏のポイントを心地よく刺激!!
１日５分のラクラク健康法。

71-11607
HH-709　ビューティシェイプ
足ツボ名人
￥600　10958080
サイズ　�316×284×22mm
入　数　�60
材　質　�PP
（49�60380�190578）

吊り下げフック

ピンポイント
押し突起 ポイント押し突起

折りたたんで
収納できて
持ち運び便利!!

71-11606
HH-825　シェイプストレッチャー
￥2,500　19181080
サイズ　�272×321×120mm
入　数　�10
材　質　�PP、エラストマー
仕　様　�付属品／かかと用保護シール
（49�60380�191810）

硬くなった後背部の
筋肉をゆっくりとほぐし、
しなやかなボディと
美しいラインを
めざしましょう。

後背部ストレッチ＆
足ポイント刺激

気になるツボを調べて、
毎日が快適生活です。

71-11608
リフレクソロジーボード
￥1,500　39871063
サイズ　�320×285×30mm
入　数　�20
材　質　�PP（抗菌剤配合）
（49�80511�398710）

首筋ストレッチ

背筋ストレッチ

71-11603
Foot care 
硬玉輪（コウギョクリン）
￥1,200　31109385
サイズ　�123×80×80mm
入　数　�60（3入×20）
材　質　�エラストマー
（49�44109�311093）

71-11604
Foot care 
柔玉輪（ヤワギョクリン）
￥1,200　31110985
サイズ　�123×80×80mm
入　数　�60（3入×20）
材　質　�エラストマー
（49�44109�311109）

71-11601
硬押W（カタオシダブリュー）
￥1,200　31115485
サイズ　�160×71×87mm
入　数　�42（3入×14）
材　質　�エラストマー
（49�44109�311154）

71-11602
柔押W（ヤワオシダブリュー）
￥1,200　31116185
サイズ　�160×71×87mm
入　数　�42（3入×14）
材　質　�エラストマー
（49�44109�311161）

両手を
かけるだけで
ギュッと揉める！

足の裏を
揉まれているような

気持ち…

疲れた首をほぐします！
がんばるカラダにホッと一息

がんばり足に
ごほうびリフレッシュ！

指で揉まれて
いるような
指圧感！

柔
バネのような
柔らかさで
転がす！

柔

硬
棒で押されて
いるような
硬さで指圧！

硬
ゴルフボールの
ような硬さで
転がす！
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71-11702
アシストスタンド Ⅱ
￥6,000　72999075
サイズ　�320×360×610mm
入　数　�6
材　質　�鉄パイプ、ポリエステル、EVA
（49�72940�729999）

◆

補助手すりの活躍場所はいろいろ。

立ち上がりをちょっとお助け。

71-11701
トイレセーフティロール Ⅱ
￥9,500　72998072
サイズ　�660×490×645mm
入　数　�3
材　質　�鉄パイプ、ポリエステル�

EVA、ウレタン
（49�72940�729982）

◆

トイレでの足腰の
負担を減らす！ 
しっかり足腰をサポート！ 

立ち座りを
サポートする
トイレ用手すり。

⃝��両手で支えることができるので、
足腰への負担を大幅に軽減でき
て安心です。
⃝��工事は一切不要で、ほとんどの
洋式トイレに設置できます。

⃝��十分なスペースがあり、シャワー
トイレにも対応します。

お年寄りや足腰の弱い方、ギックリ
腰などの方がトイレで用を足す際に、
腰を掛けたり、立ち上がったりする
動作は大変です。その様な方々の助
けとなるのが本商品です。

玄関で

居間で

居間で、トイレで、寝室で、玄関で。

71-11704
EDN-354
自立式折りたたみステッキ
￥2,500　82264680
サイズ　�840～940mm
入　数　�30
材　質　�アルミ、PP
仕　様　�LR44×4個(テスト用電池内蔵)
（45�89949�822646）

手
を
離
し
て
も

倒
れ
な
い
自
立
式

4脚タイプ自立式
折りたたみステッキ
どんな道でも歩きやすい！

LEDライトで安心

５段階の
長さ調節が
可能

４脚タイプ 
回転軸ヘッド

折りたたみ式で
軽量

25mm間隔で５段階の
長さ調節ができます！

71-11703
花柄折りたたみステッキ
￥1,800　82048260
サイズ　�使用時／110×760～860～34mm�

収納時／260×130×34mm
入　数　�60
材　質　�アルミ、合成ゴム、アクリル
カラー　�ブラック・レッド・パープル・グリーン�

4色アソート
（45�89949�820482）

持ち運びに便利な
折りたたみ式です！

⃝手すりの高さ2段階体勢に合わせた
立ち上がりをサポート。
⃝つかまりやすいグリップ付き。
⃝しっかりした土台で安定感バツグン。

立ったり座ったりを
もっと楽に！

トイレでシニアを助ける
セーフティーロール。

ピットクッション付きで
安定感バツグン。
床も傷付けません。

610

360 320

日
用
品
雑
貨
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家具や家電に お風呂や水回り

キッチンの油汚れ 窓ガラスや鏡など

高い吸水性で極細繊維が汚れをスッキリ拭き取る！

71-11802
MFC-10　マイクロファイバー 10pcs
￥950　79399072
サイズ　�300×300mm
入　数　�32（16入×2）
材　質　�地組織／ポリエステル�

パイル／複合繊維�
　　　　（ポリエステル、ナイロン）100％

（49�72940�793990）

◆

71-11801
LSV-02　レッシブ 
たためる角型洗濯桶
￥1,000　55451075
サイズ　�使用時／370×272×117mm（7.7L）�

収納時／370×272×54mm
入　数　�18
材　質　�PP、エラストマー
（49�72940�554515）

★◆

ちょっとした洗濯物の
手洗い・つけ置き洗いに

使わない時はたたんでコンパクトに 隙間収納もできて場所を取りません

つけ置き
洗いに

角型だから洗面台にも置きやすい

検査機関：（一財）日用金属製品検査センター（燕市）
登録番号：T0003 蛇腹部展開・格納繰返、耐荷重

手洗いに

71-11804
F0090　ホタテクリーン
抗菌おそうじシート
￥500　82009080
サイズ　�（1枚）200×150mm
入　数　�96
材　質　�不織布
仕　様　�ミシン目入�80枚
（49�65337�020090）

◆

水だけで除菌できるお掃除シート
素材に厚みがあるので
繰り返し使用でも
抗菌効果があります。

71-11803
吸除隊 
露とり＆ガラスみがきワイパー
￥800　91863070
サイズ　�210×74×380mm（220ml）
入　数　�60
材　質　�ハインパクトスチロール、PP�

PE、ウレタンホーム
（49�45548�005505）

●   ヘッドを差し替え、向きを変えるこ
とができますので、足元から上部ま
でラクに取り除くことができます。

●   水滴を取り除いた後、スポンジで
ガラス面を磨けます。

取り除いた水は
タンクにたまるので、
まとめて捨てることが
できます。

ヘッド部

タンク部

収納に便利なフック付

窓ガラスの水滴ラクラク除去
ぐいぐいスッキリ！

窓ガラスや、浴室の壁、
洗面所の鏡などについた
水滴（結露）を簡単に
取り除きます。
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71-11903
室内・屋外両用物干しスタンド 
クリーンドライ・15
￥2,500　47655065
サイズ　�直径810×1,170mm
入　数　�6
材　質　�PP、PP被覆鋼管
（49�66901�476558）

立てる、吊るす
お洗濯に合わせた
干し方自由

お部屋のスミで、お風呂場で
目立たぬように簡単物干し！

掛けやすく取り込みが簡単な
スリットタイプ

71-11902
バスタオルハンガー
￥1,500　86201165
サイズ　�使用時／760×330×340mm�

折畳時／335×395×75mm
入　数　�20
材　質　�PP
（49�66901�562015）

強　力
バネクリップ

収納に便利な
フックが付いて

います

せまい場所でも
壁によせれば
省スペースで

使えます

高い所へも
らくらく吊るせる

グリップ付き

コンパクトに
たためて、

収納にも場所を
とりません

奥行22cm

未使用時は
折りたためます

スッキリ！

クローゼット＆
室内干しにも

最適です。

内開き・ 外開き
両方対応！ 

収納力も抜群！

71-11905
F8257　ドアスペースハンガー
￥2,700　91825080
サイズ　�使用時／460×335×320mm�

収納時／460×65×400mm
入　数　�20
材　質　�スチール、EVA
（49�65337�018257）

◆

奥行が22cmあるので
掛けた服がドアにあたりません。

71-11904
MH-07　アルミ製オールマイティ物干し
￥9,500　10311880
サイズ　�使用時／720×630×765mm�

収納時／720×100×860mm
材　質　�アルミ、ステンレス、PE
（49�76840�103118）�
※カートンの設定はありません。

軽量
アルミ製

室内干しに
最適です。

ワンタッチで折りたたみ、
コンパクトに収納出来ます。
アルマイト加工でサビに強くいつまでも美しく使えます。

幅67cmまでの
バスタオルが

楽々干せます！ 

71-11901
2段式 マスコット32
￥3,000　99645065
サイズ　�使用時／直径380×1,130mm
入　数　�15
材　質　�PP、PP被覆鋼管
（49�66901�496457）

コンパクトに
たためて、

収納にも場所を
とりません

日
用
品
雑
貨
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踏んでも
つぶれにくい。
鉄線入りダクト

触っても
やけどしにくい
特殊植毛加工！

71-12004
ポリタン楽っく 
灯油ポリタンク収納具
￥1,500　90151470
サイズ　�265×445×195mm（使用時）
入　数　�30
材　質　�PP、PC
（49�45548�001538）

お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させる時など。

キャスター付でとっても簡単！

71-12001
スマートキャリー
￥1,700　71561070
サイズ　�545×386×75mm
入　数　�12
材　質　�PP、PC
（49�45548�015610）

71-12002
スマートキャリー ミニ
￥1,400　71565070
サイズ　�443×357×70mm
入　数　�20
材　質　�PP、PC
（49�45548�015658）

重くて使いにくい灯油缶が
スッキリ収納！
18・20リットルタンクが
収納できます

温風ヒーターの温風を
パイプを使ってコタツの中や足元に
引き込むことができる暖房器具です。

71-12006
ポリタントレー
￥700　80158075
サイズ　�272×443×89mm
入　数　�36
材　質　�PP
（49�45548�001583）

71-12008
省エネ温風パイプ 
だんらん植毛コンパクト
￥6,400　11083380
サイズ　�使用時／直径110×全長2,700mm�

　　　　スタンドの高さ170mm�
収納時／直径110×全長330mm

入　数　�6
材　質　�アルミ（植毛加工）、33ナイロン�

鉄（メラミン焼付塗装）
（49�76840�110833）

33cm

収納時

71-12003
スマートキャリー　スーパーミニ
￥1,200　71567270
サイズ　�360×360×72mm
入　数　�20
材　質　�PP、PC
（49�45548�015672）

使用しないときは
コンパクトに収納

ポリタンク以外の
収納にも！

71-12005
ポリタンキャリー（レッド）
￥1,000　80155075
サイズ　�270×436×142mm
入　数　�30
材　質　�PP、PC
（49�45548�001552）

筒径10cmの
大口径！
温風を遠くまで

しっかりと届けます。

ダクトは
最長2.7ｍまで
伸ばせます。
使用場所に合わせて
自由にパイプが
曲がります。

部屋全体の温度差をなくして

万遍なく行き渡り、

適温に保てます！

ウイングは、
冷房・暖房時にあわせて
角度調整が出来ます。

71-12007
SV-3925　エアーメイト アイボリー
￥5,000　50392565
サイズ　�510～710×160×50～145mm
入　数　�16
材　質　�ABS、両面テープ�

ナイロン、ダイキャスト
（49�89918�503925）

エアコンの風が直接当たらない
から、体にやさしく

快適です。

落下してもケガ、
破損しないよう、
安全落下防止
キット付

付属の
両面テープで
エアコン本体に
取り付けるだけで

簡単！
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71-12101
10517　
10段シューズラック
￥1,980　54384172
サイズ　�505×160×1,400mm
入　数　�12
材　質　�スチール、PP
（45�73242�543841）

71-12103
10513　
シンプルフリーラック8段
￥2,500　54378072
サイズ　�570×280×1,410mm
入　数　�10
材　質　�スチール、PP�

不織布(ppコーティング）
（45�73242�543780）

最大30足収納可能！
組立も簡単！

71-12102
10516　
シンプルフリーラック4段
￥1,700　54383472
サイズ　�570×280×718mm
入　数　�12
材　質　�スチール、PP�

不織布(ppコーティング）
（45�73242�543834）

軽くて移動もラクラク！
高さを変えて自由に
カスタマイズ
できます！

二つに分けて
組み替えて
使用もできます

上のポールを
外してスッキリ
使うことも！

テーブルや
机にも！

一人でも

組立簡単！

厚い座椅子に座っても
膝がぶつからない！

フローリングや床を
傷めない底面カバーに
消臭剤が練り込まれています!! 71-12110

ニューハイヒール100 
消臭剤入 4個組
￥1,000　91528075
サイズ　�107×107×97mm
入　数　�20
材　質　�PP、PE（消臭剤配合）
（49�45548�015283）

フローリングや床を
傷めない底面カバー

7.5cm4.0cm

厚い座椅子に座っても
膝がぶつかりません！

継ぎ足すだけでゆとりの空間

フローリングや
床を傷めない底面カバー71-12109

ニューハイヒールワイド 
消臭剤入 4個組
￥950　91525075
サイズ　�140×90×75mm
入　数　�20
材　質　�PP、PE（消臭剤配合）
（49�45548�015252）

71-12108
ニューハイヒール 
消臭剤入 4個組
￥850　91520175
サイズ　�95×90×95mm
入　数　�30
材　質　�PP、PE（消臭剤配合）
（49�45548�015207）

7.5cm3.5cm

3.5cm 6.0cm

ハイヒールプラス C（サークル） 2個組
￥600
71-12104　チョコレートブラウン　61601072 
71-12105　キャラメルブラウン　　91602072
サイズ　�直径82×95mm
入　数　�60
材　質　�PP、PE、エラストマー
チョコレートブラウン（49�45548�016013）�
キャラメルブラウン　（49�45548�016020）

7.0cm4.0cm

すべり止め

底面カバー

チョコレート
ブラウン

キャラメル
ブラウン

付属品

キャラメル
ブラウン

チョコレート
ブラウン

ハイヒールプラス S（スクエア） 2個組
￥750
71-12106　チョコレートブラウン　91605072 
71-12107　キャラメルブラウン　　91606072
サイズ　�110×110×101mm
入　数　�40
材　質　�PP、PE、エラストマー
チョコレートブラウン（49�45548�016051）�
キャラメルブラウン　（49�45548�016068）

すべり止め

底面カバー

付属品

7.5cm4.0cm

ベッド下に
収納スペースが
あきます

フローリングや
床を傷めない底面カバー

日
用
品
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貨
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底板にひもを通す
溝があるので、
入れたままでも
しばりやすい！

カラーの
バリエーションは3色！

積み重ねもできる
省スペース設計！

新聞、A4サイズの
雑誌等、用途によって
使い分け出来ます！

ちょっとした隙間にもすっきり収納
使い終わったら、コンパクトに収納

71-12201
のっか郎 ブラック×グレー
￥1,100　79265072
サイズ　�使用時／270×230×205mm�

折畳時／270×310×36mm
入　数　�12
材　質　�PP、PVC
（49�72940�792658）

約
20

㎝

洗　車

高さ約20cm
小さく見えても
幅広く大活躍します！

子供の
手洗い

スマートに折りたためるから、
収納スペースをとりません

からふるしんぶん楽っくプラス１
￥1,700
71-12202　グリーン　31115672 
71-12203　ピンク　　31116372 
71-12204　オレンジ　31117172
サイズ　�270×330×395mm
入　数　�16
材　質　�PP、PC
グリーン（49�45548�311156）
ピンク　（49�45548�311163）
オレンジ（49�45548�311170）

お部屋を彩る、見せる収納

手軽で便利な
小物入れ付！

ひも通し棒で
梱包もラクラク！

お掃除や移動が楽な
キャスター付！

読みかけの新聞や
チラシなどを置ける
便利なトレー！

ラ
71-12205
ハンディバスケット（スリム） 
キャスター付
￥1,200　81098580
サイズ　�295×538×219mm
入　数　�12
材　質　�PP
（49�76131�810985）

ラ
71-12206
ハンディバスケット（ワイド）
キャスター付
￥1,300　81099280
サイズ　�377×538×219mm
入　数　�12
材　質　PP
（49�76131�810992）

キャスター付で
移動がラクラク!
大きな取っ手は持ち運びがラクラク！

キャスターは
使いたい向きに合わせて
縦横付け替えが可能です。

取っ手を内側にたおせば
バスケット同士で
積み重ねが可能です。

底が凸凹で、
取り出しやすい！

便利なトレー付き！
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倍率３倍＋縁なしで見やすい！

新聞や辞書、
読書や地図など。

ライトを点けて、
明るいところではよりクッキリと、

暗がりではハッキリと！
自立するので、
針に糸を通す時や爪を切る時にも！

71-12305
ツールボックス390 グレー
￥1,400　80831975
サイズ　�392×190×134mm
入　数　�12
材　質　�PP
（49�76131�808319）

使いたい時に
すぐ使えるように
収納にもとても便利！

あると便利！小さな
「めがね型はさみ」。

71-12303
SS-170　ハサミ専用研ぎ器 とぐ造
￥1,500　51110080
サイズ　�26×170×30mm
入　数　�60
材　質　�ABS、アルミナセラミックス�

ジルコニアセラミックス
（49�60579�511108）

木鋏・刈込み鋏・ラシャ切りまで研げる！
「ハサミ専用研ぎ器」

進化した切味！
作業性を追及した３つの機能をプラス！

71-12304
GT-097　ドイツスニップス プラス
￥1,600　61555075
サイズ　�47×200×18mm
入　数　�60（6入×10）
材　質　�炭素鋼、PE
（49�60579�065007）

手が台に
当たりにくい
L型形状。

刃先まで
軽く切れる
カーブ刃。

すきまに
入り込む
先細刃先。

71-12302
NGT-205　新型ドイツスニップス
￥1,600　77200578
サイズ　�49×205×18mm
入　数　�60（6入×10）
材　質　�炭素鋼、PE
（49�60579�072005）

刃先でも軽い力で切れる！
紙から

トタン板まで
スムーズに
切れる。

軽量＆スリムサイズで
携帯に便利！

（保護カバーも付いて安心）

71-12301
CL-3L　CORTESE−コルテーゼ−
LEDライト付きスタンド式ルーペ 3倍
￥550　56403072
サイズ　�57×105×9mm
入　数　�120（30入×4）
材　質　�ABS、アクリル、PVC
仕　様　�電源／コイン形リチウム電池（内蔵）
（49�72940�564033）

名入サイズ
30×15mm

倍率

３倍

2枚のアール刃を採用。

71-12306
MG3　めがねはさみ
￥500　28030885
サイズ　�使用時／60×95×11mm
入　数　�300（30入×10）
材　質　��特殊鋼、ステンレス、ABS
カラー　�黒・赤・黄（色指定不可）
（45�82101�280308）

◆

携帯にも
便利な

キーリング付。

刃先を収納すれば
かわいい

「ボストンタイプ」の
めがねの形に！

PR動画
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ガーデニング、洗車、
お掃除まで、
使い方は様 ！々

座ったまま移動ができる。
長時間の作業が楽々。
軽くて扱い易いラクラクカート。

360°回転

71-12403
フィールドカートJr. 園芸カート
￥2,700　80886070
サイズ　�360×255×200mm
入　数　�8
材　質　�PP、鉄
（49�76131�808869）

71-12404
フィールドカート（回転座面付）
￥4,200　81192080
サイズ　�510×310×290mm
入　数　�6
材　質　�PP、ABS
（49�76131�811920）

自然な曲線で
座り易い。

音波振動範囲
最大約50㎡

（約15坪、約半径4ｍ）

周波数
400Ｈｚ±50Ｈ

移動スムーズ
車輪付。

お庭の草取りに便利な
カートに回転シートがついて
座ったまま楽に向きを変える
事ができます。

71-12401
折りたたみできるバケツ
￥1,300　73109072
サイズ　�使用時／265×245×235mm（6.5L）�

収納時／265×245×55mm
入　数　�20
材　質　�PP、エラストマー
（49�72940�731091）

使わない時は
折りたたんでコンパクト
防災・レジャーだけでなく、掃除、ガーデニング他、
日常的に使える！

引っ張るだけで
最大約15mまで伸ばせます。
ねじれることもなく、かたづけカンタン！

折りたたんで壁掛け収納・すき間収納に
底の凹みに手を掛けて
排水カンタン

車の洗浄に お掃除に ガーデニングに

形状記憶
ホース

容量

6.5ℓ

折りたたみ時
（高さ）

約5cm

ラ
71-12405
EMエコペール ＃18
￥3,500　80012070
サイズ　�直径310×387mm（18L）
入　数　�8
材　質　�PE、ステンレス、PP
（49�76131�808753）

生ゴミを処理するだけでなく、
EM醗酵堆肥が作れます！

音波振動で

約25～30秒の間隔で土中に約４秒間、
モグラが嫌う音波振動を発生させます。

モグラ・害獣を驚かせます！
EMエコペールに
生ゴミを入れます。❶

�醗酵促進剤（ボカ
シ）をふりかけて、フ
タをしっかり閉めて
ください。

❷

❶～❷をくり返し、いっぱいに
なったら１～２週間生ゴミをねか
せてください。その後、土と１：１の
割合で混ぜ合わせて、２～４週間
生ゴミをねかせると醗酵堆肥の
完成です。

❸
71-12406
SV-5141　
ソーラー式モグラ撃退器 2本組
￥4,000　50514170
サイズ　�95×80×385mm
入　数　�18
材　質　�PP
（49�89918�505141）

上部のソーラーパネルで
太陽光のエネルギーを
バッテリーに充電し
使用できるので経済的！

１.シャワー

2.フル

3.ジェット

4.ストレート

5.セイリュウ

6.ミスト

7.ポイント

7種類の
スプレーパターン

農作業、草取り等
楽々。

71-12402
WJ-8089　コイルホース 15m 7スプレー
￥2,500　98089180
サイズ　�収納時／300×300×70mm�

ホース長さ／最大15m
入　数　�12
材　質　�EVA、PP、ABS
仕　様　�セット内容／ノズル・ホース・アタッチメント
（45�89798�080891）

PR動画

124



71-12501
PF-682　UV ワイドバイザー
￥800　76559080
サイズ　�330×173×39mm
入　数　�40
材　質　�AS、PC
（49�60380�065593）

71-12503
パーキングストップ
￥7,000　73222080
サイズ　�（1個）450×390×85mm
入　数　�6
材　質　�PC、ブチルゴム
（45�33009�032223）

71-12502
H1　ステンレス製ホームミラー 
丸型 300mm
￥13,000　63076082
サイズ　�直径325mm
入　数　�1
材　質　�ステンレス、PVC�

鉄（ユニクロームめっき）
※JAN表示無

確かな品質で毎日の安全を
守ります。

ミラー本体の
角度調整も簡単です

反射率・歪度は
道路反射鏡認定品の
基準に準じております。
※ポールは付属しません。

スパナ（13mm・M8）と
プラスドライバーが
あれば取付可能！

71-12504
FP-383　
ポケット付き シートベルトパッド
￥1,000　14603685
サイズ　�245×195×15mm
入　数　�80
材　質　�綿、ポリエステル、レーヨン�

ナイロン、スポンジ、PP板、PP
（49�85037�146036）

◆

レンタカー・タクシーなどでも
使用できます。首元の圧迫を嫌
がるお子様にお使いください。

左右
どちらの席でも
使用できます

シートベルトの
首への食い込みを
軽減します。

取り外し可能！
座席の邪魔に
なりません。

日
用
品
雑
貨

125



71-12601
AK-3WAY　
撥水加工３WAYリュックバッグ
￥1,300　79426072
サイズ　�400×220×310mm�（持ち手含まず）
入　数　�24（12入×2）
材　質　�ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
（49�72940�794263）

◆

マチを開いてレジカゴセット
容量UP！

表面撥水加工 内面保冷加工

ベーシックな
手提げ三角トート

両手が空いて安心なリュック 
自転車でのお買い物にも！

3Wa
y !

ポイントカードや
ちょっとした

小物を入れられる
ポケット付

71-12603
使い分けエコバッグ 3種セット
￥1,000　80203978
サイズ　�大きめ　　��使用時／320×140×490（袋部320）mm�

折畳時／120×90×15mm
　　　　お弁当用　��使用時／290×210×420（袋部250）mm�

折畳時／110×80×15mm
　　　　小さめ　　��使用時／220×110×370（袋部250）mm�

折畳時／85×75×15mm
入　数　�80
材　質　�ポリエステル
（45�82221�802039）

3サイズのエコバッグで
上手に使い分け！

がっつり買い物。
スーパーでも
コンビニでも！

コンビニのお弁当に
ぴったりサイズ！

お惣菜などのパック
商品にもお勧め。

お昼に！
ちょっとだけ
お買い物♪
ポケットにINして
携帯にも便利。

大きめ

お弁当用

小さめ

お弁当も

傾けずに

入れられる！

水や汚れに強い
撥水加工

内面保冷加工で
食材を傷みにくく

会計後は
そのまま持てる！
楽 レ々ジカゴフィット

こちらで
詳しくチェック！

あなたに寄り添う 
やさしい3Way

シーンで使い分け！

71-12602
AK-KA　
撥水加工レジカゴ型バッグ カーキ
￥1,000　79406072
サイズ　�使用時／420×230×250mm（持ち手含まず）�

収納時／直径70×270mm
入　数　�48（24入×2）
材　質　�ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
（49�72940�794065）

◆

使わないときは
丸めて収納

カゴにセット可能な
容量多めの
レジカゴタイプ
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ラ
ハローキティ プラキッチンツールシリーズ
￥100
入　数　�100（10入×10）
材　質　�66ナイロン、PP

◆

71-12702
KTP-100　お玉　61756000
サイズ　�83×70×275mm
（49�72940�617562）

71-12703
KTP-101　穴明きお玉　61757000
サイズ　�83×70×275mm
（49�72940�617579）

71-12704
KTP-102　ターナー　61758000
サイズ　�75×49×280mm
（49�72940�617586）

71-12705
KTP-103　おこし返し　61759000
サイズ　�90×40×245mm
（49�72940�617593）

71-12706
KTP-104　バタービーター　61761000
サイズ　�78×32×300mm
（49�72940�617616）

71-12707
KTP-107　ワイドターナー　61766200
サイズ　�140×34×267mm
（49�72940�617661）

おこし返し ワイド
ターナー

バター
ビーターフライパン等のコーティン

グを

キズつけにくい！

HELLO KITTY

71-12701
KT-HCP　ハローキティ
ホットケーキパン
￥1,280　15330580
サイズ　�258×117×20（本体）50（ハンドル）mm
入　数　�40
材　質　�鉄（シリコーン塗装）、フェノール
（49�72940�153305）

◆

◦焼き上がりは直径10㎝位のミニサイズ。
お子様も食べやすいです。
◦クリームやフルーツを盛り付けて
ケーキ作りにも！パーティーにも！

ガスコンロ

「ハローキティ」の
ホットケーキを作れちゃう

フライパン!

かわいい
キティちゃんの
焼き目が
奇麗にできる
レシピ付き!

71-12708
KTL-02　ハローキティ 
LEDプッシュライト
￥1,000　73235075
サイズ　107×�90×122mm
入　数　�36
材　質　�PS、ABS
仕　様　�電源／単三乾電池×3本（別売）
（49�72940�732357）

◆

PUSH
DOWN

ホワッとやさしい

明るさがウレシ
イ♪

お玉 穴明き
お玉

ターナー

あたまをポンっと
  押すだけで

パッと点灯

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
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TAKARABUNE Vol.71
商品スペック補足表

材質の略号については、以下の通りです。
PE	 ：ポリエチレン	 PC	 ：ポリカーボネート
PP	 ：ポリプロピレン	 POM	：ポリアセタール
PVC	：塩化ビニル樹脂	 PU	 ：ポリウレタン
PS	 ：ポリスチレン	

　巻末スペック表に掲載されていない商品の詳細につい
ては、弊社ホームページをご確認いただくか、弊社担当
営業までお問い合わせください。

カタログ 
番号 71- 商品名 商品重量

パッケージ アウターカートン
材質 仕様

包装仕様 サイズ 重量 サイズ 重量

00201 ◆ コレトコレ ダイヤモンドコー
ト2食鍋

TT-02  
28cm

1,880g カラー箱 　 　 　 　 本体／アルミ（ダイヤモンド微粒
子配合ふっ素樹脂加工）（底の厚さ
5.0mm）、はり底／18-0ステンレス、
フタ／強化ガラス、つまみ／フェノー
ル

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

00301 ◆ ネリネ セラミックコーティ
ング卓上鍋

NE-01  
18cm

825g カラー箱 228×226×90mm 1,015g 250×470×390mm 8.7㎏ 本体／アルミ（セラミックコーティ
ング）（底の厚さ2.6mm）、はり底／
18-0ステンレス、フタ／強化ガラス、
つまみ／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

00302 NE-02  
24cm

1,340g 290×290×98mm 1,590g 310×600×335mm 10.4㎏

00401 ◆ 四季彩 卓上こぶり鍋 FSC-01  
18cm

557g カラー箱 213×215×95mm 700g 235×575×675mm 13.5㎏ 本 体 ／ ス テ ン レ ス（ 底 の 厚 さ：
0.5mm）、取手／ステンレス、フタ／
強化ガラス、つまみ／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

00402 ◆ 四季彩 浅型鍋 FSC-02  
20cm

690g カラー箱 235×240×82mm 800g 355×490×505mm 14.5㎏ 本 体 ／ ス テ ン レ ス（ 底 の 厚 さ：
0.5mm）、取手／ステンレス、フタ／
強化ガラス、つまみ／フェノール

00501 ◆ 四季彩 兼用蒸し鍋 FSC-03  
22cm

1115g カラー箱 240×335×145mm 1330g 690×500×320mm 11.7㎏ 本体／18-0ステンレス（底の厚さ：
0.5mm）、目皿／18-0ステンレス、取
手・つまみ／フェノール、フタ／強化
ガラス

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応、適正容量
／蒸す：1.2L、煮る：3.5L

00502 ◆ 四季彩 卓上たらふく鍋 FSC-04  
24cm

820g カラー箱 265×267×104mm 1075g 550×640×300mm 14.1㎏ 本 体 ／ ス テ ン レ ス（ 底 の 厚 さ：
0.5mm）、取手／ステンレス、フタ／
強化ガラス、つまみ／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

00601 ◆ たらふく 大型鍋 TF-103  
24cm

860g ラベル 270×320×140mm 870g 325×580×535mm 9.1kg 本 体 ／ ス テ ン レ ス（ 底 の 厚 さ：
0.5mm）、フタ／ステンレス、取手・
つまみ／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

00602 TF-104  
26cm

950g 290×340×140mm 960g 340×620×540mm 10kg

00603 TF-106  
30cm

1,290g 330×380×163mm 1,300g 370×695×645mm 13.9kg 本 体 ／ ス テ ン レ ス（ 底 の 厚 さ：
0.6mm）、フタ／ステンレス、取手・
つまみ／フェノール

00604 TF-107  
33cm

1,510g 360×415×163mm 1,520g 390×765×485mm 12.0kg

00605 ◆ ゼロプラス 雪平鍋 （目盛付）ZP-004  
18cm

300g ラベル 337×181×90mm 303g 270×380×380mm 7.0kg 本体／ステンレス（底の厚さ0.5mm）、
取手／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

00701 ◆ 軽量土鍋 菊粋 蓋が茶碗にな
る5号

EW-01N  
紺

880g カラー箱 　 本体／耐熱陶器、フタ／陶器 対応熱源／　電子レンジ、
ガスコンロ、ガスグリル、
オーブン、オーブントース
ター、直火、ラジエント
ヒーター

00702 ◆ 軽量土鍋 菊粋 8号 EW-02N  
紺

1,725g カラー箱 　

00801 ◆ グレイスラミック スキレッ
ト鍋

GC-08  
16cm

475g カラー箱 225×168×50mm 　 　 　 耐熱陶器

00802 ◆ グレイスラミック 陶製焼き
いも器

GC-04 1,200g
（石を含まず）

カラー箱 230×145×96mm 1,670g 310×480×230mm 14.7kg 本体・蓋／陶器、石／天然石 電子レンジ専用、付属品／
石（約300g）

00901 ◆ ダンテライパン フライパン＆
片手鍋＆兼用ガラス蓋 3点セット

DL-01  
16cm

フライパン
16cm／328g、
片手鍋16cmガ
ラス蓋付き／

700g

カラー箱 360×680×330mm 1250g 360×680×330mm 　 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）（底
の厚さ2.3mm）、はり底／18-0ステ
ンレス、フタ／強化ガラス、取手・つ
まみ／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

00902 ◆ スタンド式フライパンカバー 
24・26・28cm用

FM-02 425g ラベル 325×300×95mm 500g 380×550×630mm 12.2㎏ 枠部／鉄（ふっ素含有シリコーン樹脂
加工）、取手／フェノール、ガラス部
／強化ガラス

01001 ◆ ニルワーカ ステンレス製片
手鍋

NW-01  
16cm

530g カラー箱 180×320×93mm 660g 575×340×565mm 13.0㎏ 本 体 ／ ス テ ン レ ス（ 底 の 厚 さ：
0.5mm）、フタ／強化ガラス、取手・
つまみ／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01002 NW-02  
18cm

630g 200×345×107mm 800g 700×450×430mm 14.0㎏

01003 ◆ ニルワーカ ステンレス製両
手鍋

NW-03  
18cm

690g カラー箱 200×280×100mm 820g 620×300×635mm 16.0㎏

01004 NW-04  
20cm

790g 295×106×220mm 930g 455×600×465mm 16.0kg

01101 ◆ ニルワーカ ステンレス製吹
きこぼれにくい湯切り鍋

NW-05  
16cm

465g カラー箱 333×90×202mm 610g 480×675×435mm 13.5kg 本 体 ／ ス テ ン レ ス（ 底 の 厚 さ：
0.5mm）、フタ／ステンレス、取手・
つまみ／フェノール
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01102 ◆ ニルワーカ ステンレス製笛
吹ケトル

NW-06  
2.2L

450g カラー箱 182×182×155mm 580g 750×380×340mm 10.3kg 側面／ステンレス、底面／ステンレス
（底の厚さ：0.5mm）、フタ／ステン
レス、取手・つまみ・笛部／フェノー
ル

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01103 NW-07  
広口 2.7L

600g 195×195×180mm 760g 405×598×385mm 10.0kg

01104 NW-08  
広口 3.6L

750g 208×208×202mm 945g 422×628×425mm 11.9kg

01201 ◆ リターナ ふきこぼれにくい
片手鍋

RTN-01  
18cm

585g カラー箱 355×125×213mm 760g 375×650×540mm 10.3kg 本体／ステンレス（底の厚さ0.5mm）、
フタ／ステンレス、取手・つまみ／
フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01202 RTN-02  
20cm

715g 310×143×235mm 900g 500×630×455mm 13.0kg

01203 RTN-04  
24cm

935g 340×150×268mm 1,160g 360×620×575mm 10.5kg

01301 ◆ マイリトルクッカー ステン
レス製ミニ圧力鍋

MST-48  
16cm

1,540g カラー箱 335×175×212mm 2,040g 355×650×370mm 13.0kg フタ／18-8ステンレス、本体／18-8
ステンレス（厚さ 1.0mm）、はり底
／アルミ（厚さ4.6mm）・ステンレス

（厚さ0.5mm）、ハンドル／フェノー
ル

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01401 ◆ フカインドネス 深型両口
マーブルフライパン

FK-01  
22cm

590g ラベル 405×240×115mm 600g 340×480×460mm 13.2kg 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）（底
の厚さ2.3mm）、はり底／18-0ステ
ンレス、取手／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01402 FK-02  
26cm

745g 458×285×147mm 768g 320×460×220mm 6.3kg

01501 ◆ ネオスタ マーブル玉子焼き器 NS-01 350g ラベル 134×348×75mm 　 　 　 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）（底
の厚さ2.3mm）、はり底／18-0ステ
ンレス、取手／フェノール（木目調転
写）

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01502 ◆ ネオスタ マーブルフライパン NS-02  
20cm

380g ラベル 204×365×66mm 　 　 　

01503 ◆ ネオスタ マーブル深型フラ
イパン

NS-03  
20cm

460g ラベル 210×360×110mm 　 　 　

01504 ◆ ネオスタ マーブルフライパン NS-04  
26cm

600g ラベル 264×450×93mm 　 　 　

01505 ◆ ネオスタ マーブル深型フラ
イパン

NS-05  
24cm

565g ラベル 252×435×90mm 　 　 　

01601 ◆ プレミアムダイヤモンドコー
ティング 玉子焼き器

PDC-01  380g ラベル 340×135×60mm 385g 410×520×380mm 17.4kg 本体／アルミ（ダイヤモンド微粒
子配合ふっ素樹脂加工）（底の厚さ
2.3mm）、はり底／18-0ステンレス、
取手／フェノール（木目調転写）

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01602 ◆ プレミアムダイヤモンドコー
ティング フライパン

PDC-02  
20cm

425g ラベル 365×210×65mm 430g 455×582×375mm 19.4kg

01603 ◆ プレミアムダイヤモンドコー
ティング 深型フライパン

PDC-03  
20cm

510g ラベル 365×212×92mm 515g 320×440×420mm 11.5kg

01604 ◆ プレミアムダイヤモンドコー
ティング フライパン

PDC-04  
26cm

670g ラベル 455×272×60mm 680g 375×577×393mm 15.0kg

01605 ◆ プレミアムダイヤモンドコー
ティング 深型フライパン

PDC-05  
26cm

790g ラベル 455×280×98mm 800g 385×585×607mm 18.0kg

01606 ◆ プレミアムダイヤモンドコー
ティング いため鍋

PDC-06  
28cm

810g ラベル 480×300×100mm 820g 433×640×505mm 18.4kg

01607 ◆ プルクラ マーブルフライパン PUL-01 
26cm

1,275g カラー箱 425×75×272mm 1,435g 405×440×570mm 15.5kg 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）（底
の厚さ2.3mm）、はり底／18-0ステ
ンレス、フタ／強化ガラス、取手・つ
まみ／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01701 ◆ ふわっとフラットマーブル玉
子焼き器

FF-01  
14x19cm

360g 巻きラベル 380×150×66mm 380g 270×450×185mm 4.4kg 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）（底
の厚さ1.8mm）、取手／フェノール

ガスコンロ専用

01702 ◆ ふわっとフラット マーブル
フライパン

FF-02  
20cm

380g 巻きラベル 385×212×83mm 425g 285×450×205mm 4.9Kg

01703 ◆ ふわっとフラット マーブル
ディープパン

FF-03  
24cm

508g 巻きラベル 455×253×108mm 530g 345×530×220mm 6.2kg

01704 ◆ ふわっとフラット マーブル
フライパン

FF-04  
26cm

496g 巻きラベル 475×271×90mm 550g 355×570×210mm 6.4kg

01705 ◆ ふわっとフラット マーブル
いため鍋

FF-05  
28cm

623g 巻きラベル 495×292×111mm 695g 370×620×215mm 8kg

01801 ◆ 富楽衣亭 温度計付き天ぷら鍋 FT-01  
20cm

720g（本体の
み：575g）

カラー箱 208×250×112mm 850g 650×280×475mm 10.9㎏ 本体／鉄（シリコーン樹脂塗装）（底
の厚さ：0.7mm）、フード／鉄（シリ
コーン樹脂塗装）、取手／鉄（クロム
めっき）

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応、温度計／
バイメタル式

01802 ◆ 富楽衣亭 アミ付き天ぷら鍋 FT-02  
16cm

550g カラー箱 168×220×86mm 640g 460×370×360mm 11.0㎏ 本体／鉄（シリコーン樹脂塗装）（底
の厚さ：1.0mm）、取手／鉄（シリ
コーン樹脂塗装）、アミ／鉄（クロム
めっき）

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01901 ミニミニ天ぷら 丸型 KS-2861 470g 茶箱 228×179×92mm 575g 470×551×396mm 14.8kg 本体／鉄（ふっ素樹脂加工）（底の厚
さ：1.2mm）

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01902 「天ぷら御殿」 段付き天ぷら鍋 
20cm

440g カラー箱 260×100×210mm 580g 435×530×510mm 14.0kg 本体／鉄（シリコーン樹脂塗装）（底
の厚さ：0.7mm）、取手／鉄（シリ
コ-ン樹脂塗装）、半月網／鉄（クロ
ムメッキ）

ガスコンロ専用
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01903 揚げもの鍋 20cm 「カラッと亭」 
半月網付き

610g カラー箱 260×95×210mm 740g 435×530×515mm 17.0kg 本体／鉄（ふっ素系シリコーン樹脂塗
装）（底の厚さ：0.7mm）、取手・半
月網／鉄（クロムメッキ）

ガスコンロ専用

01904 IHクッキングマルチパン KS-2617 850g 茶箱 380×103×235mm 940g 490×770×645mm 23kg 本体／鉄（底の厚さ：1.2mm）、取手
／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

01905 揚げま専科 温度計付天ぷら鍋 AGM-30  
24cm

1,120g 箱入 295×95×260mm 1,320g 305×530×500mm 14.6kg 本体・フタ／鉄（シリコーン塗装）、
フード／鉄（アクリル塗装）、取手／
鉄（クロムメッキ）

ガ ス コ ン ロ 専 用、 付 属
品 ／ 温 度 計、Made in 
TSUBAME 認定品

01906 揚げてお仕舞い天ぷら鍋 1,270g カラー箱 336×172×212mm 1,530g 450×690×370mm 13.4kg 本体／18-0ステンレス（底の厚さ：
0.8mm）、取手／フェノール、こし網
／18-8ステンレス、油とびガード／
鉄（ふっ素樹脂加工）、油切り網／鉄

（クロムメッキ）

IH対応(100V)、ガスコン
ロ対応

01907 防水クッキング温度計 O-280WT 38g スライドブ
リスター

100×21×252mm 68g 460×530×250mm 11kg 本体・ホルダー／ABS、検温部／ス
テンレス

電 源 ／ リ チ ウ ム 電 池
CR2032×1個（動作確認
用）

01908 高性能活性炭カートリッジ付 オ
イルポットアルファ

オレンジ 370g カラー箱 167×143×223mm 480g 350×735×470mm 9kg ポット本体・ろ過中容器／TPX、フタ
／PP、こし網／ステンレス、活性炭
／木質系活性炭01909 ピンク

01910 グリーン

01911 使うときだけ！レンジガード
（Ｎ）

717g 茶箱 342×300×24mm 850g 355×480×330mm 12.5kg 鉄（ふっ素樹脂加工）（板厚：0.38mm）

01912 オイルポット 1.2L 受皿付 410g ラベル 190×140×160mm 400g 300×435×335mm 6kg 本体・フタ・受皿／鉄（ふっ素樹脂加
工）、目皿／18-0ステンレス、ハンド
ル・つまみ／フェノール

01913 おそば屋さんのかき揚げリング PG-201  
85mm

124g 台紙付 90×85×250mm 150g 425×445×435mm 8kg ステンレス リングの高さ65ｍｍ

01914 おそば屋さんのミニかき揚げリ
ング

PG-202  
60mm

108g 台紙付 90×65×250mm 125g 360×520×410mm 9kg

02001 ◆ クッカル ダイヤモンドコー
ティング無水調理鍋

CU-01  
24cm

1,725g カラー箱 265×293×137mm 2072g 315×550×430mm 13.2Kg 本体・フタ／アルミ(ダイヤモンド微
粒子配合ふっ素樹脂加工)（底の厚さ
4.5mm）、はり底／18-0ステンレス、
フタ付ハンドル／フェノール・ステン
レス

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ、オーブン対応

02101 オーブンプレート 20cm KS-2860 470g 茶箱 213×45×216mm 560g 444×450×310mm 14.4kg 本体／鉄（底の厚さ1.2mm）、取手／
18-0ステンレス

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

02102 ＩＨクッキング玉子焼き KS-2740 520g 茶箱 392×55×150mm 650g 420×480×460mm 16.6kg 本体／鉄（底の厚さ：1.2mm）、取手
／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

02103 鉄製オーバルフライパン KS-2889 850g 茶箱 321×64×393mm 1,030g 405×650×540mm 17.5kg

02104 IHクッキングフライパン KS-2840 624g 茶箱 375×85×240mm 769g 494×768×531mm 19.4kg

02105 IHクッキング イタメ鍋 200 KS-2610 700g 茶箱 383×94×235mm 890g 400×720×400mm 12.0kg

02106 ◆ 琺瑯五徳 GT-14 87g カラー箱 155×35×190mm 154g 　 　 ほうろう用鋼板（ホーロー加工）

02107 ◆ ミルクパン 14cm N-14M 310g 茶箱 265×155×80mm 400g 280×475×335mm 5.2kg ほうろう用鋼板（ホーロー加工） IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

02201 ◆ ココカフェ ホットサンドメー
カー

CC-22 362g カラー箱 158×36×362mm 462g 275×752×352mm 12.5kg 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）、ハ
ンドル／フェノール

直火専用

02202 IH対応 サンドdeグルメ KS-2887 1,180g 茶箱 384×169×51mm 1,310g 398×525×191mm 14.0kg 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）（底
の厚さ：4.2mm）、はり底／18-0ス
テンレス、取手／フェノール

IH 対 応 (100V・200V)、
ガスコンロ対応

02203 ◆ パニーニ風ホットサンドメー
カーダブル

KS-3130 482g ヘッダー付
カラー箱

153×83×383mm 538g 390×433×210mm 12.0kg 本体／アルミ（ふっ素樹脂加工）、ハ
ンドル／フェノール・ステンレス

ガスコンロ専用

02401 ◆ GoGoキャンプメシ フライ
パン 19cm

GO-05 190g カラー箱 205×205×50mm 280g 350×430×440mm 8.0㎏ 本体／アルミ（硬質アルマイト加工、
底の厚さ：0.8mm）、ハンドル／ステ
ンレス・フェノール、ポーチ／ポリエ
ステル・PP

直火専用

02402 ◆ GoGoキャンプメシ 湯切り
片手鍋 16cm

GO-06 200g カラー箱 163×163×100mm 290g 370×510×520 10.5kg 本体・蓋／アルミ（硬質アルマイト
加工、底の厚さ：0.8mm）、ハンド
ル・つまみ／ステンレス・フェノー
ル、ポーチ／ポリエステル・PP

直火専用

02501 ◆ GOGOキャンプメシ 角型鉄板 GO-02  
小

750g 
（鉄板のみ）

茶箱 
（カラー
シール）

217×162×34mm 870g 250×350×200㎜ 9.2㎏ 本体／鉄（シリコーン樹脂塗装、厚
さ：3mm）、ハンドル／ステンレス、
ポーチ／ポリエステル・PP

付属品／携行用ポーチ

02502 GO-03  
大

1120g 
（鉄板のみ）

267×195×34mm 1280g 200×280×370mm 13.5kg

02503 ◆ GOGOキャンプメシ アル
コールストーブ

GO-04 135g カラー箱 108×108×78mm 180g 250×560×400mm 10㎏ 五徳／アルミ、アルコールストーブ／
黄銅・ステンレス、ポーチ／ポリエス
テル

付属品／携行用ポーチ

02504 ◆ GOGOキャンプメシ ケトル 
1.0L

GO-07 190g カラー箱 156×156×85mm 260g 360×460×510mm 9㎏ 本体／アルミ（硬質アルマイト加工、
底の厚さ：0.8mm）、ハンドル／ステ
ンレス・PVC、ポーチ／ポリエステ
ル・PP

付 属 品 ／ 携 行 用 ポ ー チ
（メッシュ）

02601 ◆ 真空マルチポット サーモ
キーパー　

VK-01 1590g カラー箱 220×200×300mm 1,600g 460×480×350mm 8kg 本体／ステンレス、本体上部・フタ・
ハンドル／PP
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02701 ◆ ピックドア 真空二重コンビ
ニカップ 450ml

PIC-03I  
アイボリー

167g カラー箱 90×90×128mm 213g 590×590×175mm 9.5kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ス
テンレス（粉体塗装）

対応サイズ／アイスレギュ
ラー・アイスラージ・ホッ
トラージ（一部対応しない
ものもあります）02702 PIC-03K  

カーキ
9.5kg

02703 ◆ ピックドア 真空二重コンビ
ニカップ300ml

PIC-09I  
アイボリー

125g カラー箱 82×82×105mm 158g 370×530×280mm 8.8kg 本体・内ビン／18-8ステンレス、胴
部／ステンレス(粉体塗装)

対応サイズ／アイスレギュ
ラー・アイスS・ホット

（一部対応しないものもあ
ります）02704 PIC-09K  

カーキ
8.8kg

02801 ◆ ピックドア COBランタンラ
イト

PIC-10I  
アイボリー

227g カラー箱 105×105×187mm 280g 445×670×405mm 15.7kg ABS、PP、PS、スチール 電源／単三乾電池×3本
（別売）

02802 PIC-10K  
カーキ

15.7kg

02803 ◆ ピックドア アウトドアマット PIC-08M  
アイボリー

320g シュリンク
パック

150×125×600mm 350g 400×470×630mm 4kg 本体／発泡ポリエチレン(XPE)、バン
ド／合成ゴム

ゴムバンド付き

02901 ◆ ピックドア レジャーチェア 
（肘掛け付）

PIC-04 1,865g タグ付 850×180×180mm 1,865g 250×860×310mm 12.8kg 本体生地／ポリエステル（600D）、
金属部／スチール（粉体塗装）、収納
ケース／ポリエステル、構造部材／約
Φ16mmスチールパイプ

座面の高さ／370mm、座
面の幅／510mm、耐荷重
／80kg

02902 ◆ ピックドア ミドルチェア PIC-05 800g タグ付 450×160×130mm 800g 370×470×435mm 16.8kg 本体生地／ポリエステル（600D）、
金属部／スチール（粉体塗装）、収納
ケース／ポリエステル、構造部材／約
Φ13mmスチールパイプ

座面の高さ／210mm、座
面の幅／300mm、耐荷重
／80kg

03001 18-8ステンレス シェラカップ 
330ｍｌ 目盛付

PY-SIE001 94g 袋入 173×121×44mm 95g 設定なし 設定なし 本体／18-8ステンレス 直 火 専 用、 満 水 容 量 ／
330ml

03002 シェラカップ用ザル PY-SIE032 55g タグ付 　 　 設定なし 設定なし 本体／18-8ステンレス

03003 18-8 ちょっと重めのシェラカッ
プリッド

PY-SIE029 94g ヘッダー付
袋入

140×9×140mm 94g 設定なし 設定なし 本体／18-8ステンレス、ハンドル部
／18-0ステンレス

03004 18-8 取手付 二重マグカップ 
280ml

PY-SIE028 178g 袋入 105×80×83mm 181g 設定なし 設定なし 本体／18-8ステンレス 満水容量／280ml

03005 蓋付 二重マグカップ 200ml　 PY-C009 本体／129g、
蓋兼用受け皿／

19.5g

袋入 80×80×70mm 150g 設定なし 設定なし 18-8ステンレス Made in TSUBAME 認
定品

03006 二重マグカップ＆ドリッパー
セット　

PY-C006 本体／129g、
蓋兼用受け皿／
19.5g、ドリッ
パー／45g、ド
リッパー受台／

30g

黒箱 96×96×92mm 275g 450×450×240mm 9.5Kg 18-8ステンレス Made in TSUBAME 認
定品

03007 マルチキャンプケトル 14cm 収
納袋付

PY-SIE023 320g 白箱 155×155×85mm 410g 設定なし 設定なし キャンプケトル／ステンレス、ツマミ
／天然木

Made in TSUBAME 認
定品、直火専用

03008 プリグレース トング PY-T240  
240mm

60g 袋入 40×280mm 61g 設定なし 設定なし 本体／18-8ステンレス

03009 PY-T270  
270mm

65g 40×280mm 66g 設定なし 設定なし

03010 チタンスプーン PY-6302 15.5g 台紙付袋入 60×175mm 21g 設定なし 設定なし 本体／チタン（ブラスト仕上げ）

03011 チタンフォーク PY-6303 13.5g 台紙付袋入 60×20×175mm 17.5g 設定なし 設定なし 本体／チタン（ブラスト仕上げ）

03012 チタン スプーン＆フォークセッ
ト 収納ケース付

PY-6305 スプーン／
15.5g、フォー

ク／13.5g、
ケース／8.5g

ヘッダー付
袋入り

39×7×145mm 41g 設定なし 設定なし 本体／チタン（ブラスト仕上げ）、収
納ケース／ナイロン

03013 チタン 丸型プレート取り皿 PY-SL18  
φ18.5cm

127g 袋入 195×195×15mm 57g 設定なし 設定なし 本体／チタン（板厚：0.7mm） Made in TSUBAME 認
定品

03014 PY-SL19  
φ20.5cm

189g 230×220×19mm 72g 設定なし 設定なし

03015 PY-SL20  
φ23.3cm

264g 250×240×22mm 92g 設定なし 設定なし

03016 アルミ火起こし棒 ファイヤーブ
ロー

PY-SIE008  
シルバー

28.5g 袋入 50×380mm 29g 設定なし 設定なし 本体／アルミ（カラーアルマイト加
工）、吹き口・中取手・先端／天然木

Made in TSUBAME 認
定品

03017 PY-SIE009  
レッド

03018 PY-SIE011 
ブラック

03201 ◆ ソラリラ キャンピングクッ
カー 5点セット

PP-11 本体／340g、マ
グ大／90g、マグ
小／75g、ディッ

シュ／50g

カラー箱 138×134×131mm 680g 444×604×307mm 18.0kg ステンレス 直火専用

03301 ◆ ソラリラ キャンピング鍋 4
点セット

PP-01 鍋大／178g、
フライパン／
125g、鍋小／
125g、フタ兼
用皿／60g、携

帯袋／23g

カラー箱 162×160×73mm 525g 350×500×350mm 14.7kg 鍋大・フタ兼用フライパン・鍋小・フ
タ兼用皿、／ステンレス、携帯袋／不
織布（PP）

直火専用
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カタログ 
番号 71- 商品名 商品重量

パッケージ アウターカートン
材質 仕様

包装仕様 サイズ 重量 サイズ 重量

03302 ◆ ソラリラ 角型キャンピング
鍋 6点セット

PP-04 鍋／168g、フ
ライパン／

140g、マグカッ
プ／73g、小皿
／43g、携帯袋

／23g

カラー箱 157×100×165mm 642g 365×635×350mm 17.0kg 鍋・フタ兼用フライパン／ステンレス
（底の厚さ：0.4mm）、マグカップ／ス
テンレス（底の厚さ：0.35mm）、小
皿／ステンレス（底の厚さ：0.3mm）、
携帯袋／不織布（PP）

直火専用

03303 ◆ ソラリラ キャンピング鍋 8
点セット

PP-02 鍋大／178g、フ
ライパン／125g、
鍋小／125g、フ
タ兼用皿／60g、
小皿／43g、マグ
カップ／73g、携

帯袋／26g

カラー箱 235×85×160mm 830g 380×515×355mm 14.7kg 鍋大・フタ兼用フライパン・鍋小・フ
タ兼用皿／ステンレス、携帯袋／不織
布（PP）

直火専用

03401 ◆ ソラリラ ボウル＆プレート 
4点セット

PP-10 ボウル（小）／
100g、ボウル

（大）／143g、プ
レート（深）／
185g、プレート
（浅）／170g、

携帯袋／26g

カラー箱 218×215×63mm 710g 460×720×230mm 14.4kg ステンレス、携帯袋／不織布（PP）

03402 ◆ ソラリラ スタッキングマグ 
4pcs

PP-03 マグカップ／
88g、携帯袋／

24g

カラー箱 162×86×177mm 452g 385×565×535mm 18.0kg マグカップ／ステンレス（底の厚さ：
0.5mm）、携帯袋／不織布（PP）

03501 ◆ ソラリラ シェラカップ 3pcs PP-09 9cm／50g、
12cm／70g、
14cm／130g

カラー箱 180×80×180mm 365g 395×555×580mm 14.5kg カップ／ステンレス（底の厚さ：
0.5mm）、ハンドル／ステンレス

直火専用

03502 ◆ ソラリラ ラウンドクッカー
（目盛付き）

PP-13 340g カラー箱 100×170×165mm 450g 370×680×370mm 12.5kg 18-0ステンレス（底の厚さ:0.45mm）直火専用、メッシュ収納袋
付き

03601 ◆ ソラリラ フォールディング
ラウンドグリル

PP-05 本体／1,390g、
携帯袋／66g

カラー箱 300×78×300mm 1,615g 505×650×340mm 21.2kg リング大・リング小・底部・炭受け
皿・脚部・網ハンドル／ステンレス、
網／鉄（クロムめっき）、携帯袋／不
織布（PP）

実用新案登録済

03602 ◆ ソラリラ キャンピングケトル PP-06 本体／358g、
携帯袋／26g

カラー箱 138×138×132mm 460g 450×600×440mm 18.2kg ケトル／18-0ステンレス（底の厚さ：
0.5mm）、携帯袋／不織布（PP）

直火専用

03801 ◆ マインドフリー アウトドア
ボトル 500ml

MFO-05N  
ネイビー

400g カラー箱 　 　 　 　 内ビン／18-8ステンレス、胴部／
18-8ステンレス（粉体塗装）、上蓋
／18-8ステンレス・PP、中栓／PP、
パッキン／シリコーン

保温効力／70度以上（6時
間）

03802 MFO-05W  
ホワイト

03803 ◆ マインドフリー ステンレス
ミニボトル 350ml

MF-03N  
ネイビー

235g カラー箱 　 　 　 　 内ビン／18-8ステンレス、胴部／
18-8ステンレス（粉体塗装）、フタ栓
／PP・ステンレス、ハンドル／ステ
ンレス、パッキン／シリコ-ンゴム

保温効力／54度以上（6時
間）、保冷効力／11度以下

（6時間）
03804 MF-03W  

ホワイト

03901 ◆ マインドフリー ステンレス
ボトル 550ml

MF-05N  
ネイビー

285g カラー箱 80×80×210mm 345g 440×535×250mm 11.5kg 保温効力／66度以上（6時
間）、保冷効力／8度以下

（6時間）
03902 MF-05W  

ホワイト

03903 ◆ マインドフリー ステンレス
ボトル 1000ml

MF-10N  
ネイビー

440g カラー箱 88×88×265mm 520g 400×590×305mm 14.0kg 保温効力／75度以上（6時
間）、保冷効力／7度以下

（6時間）
03904 MF-10W  

ホワイト

03905 ◆ クロスフィールド 真空二重
ステンレス ペットボトルホル
ダー ポーチ付

XF-500  
500ml

298g カラー箱 101×92×195mm 364g 435×590×240mm 10.3kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ス
テンレス、フタ／PP・TPE、ポーチ
／ポリエステル・合成ゴム

内寸／直径72×172mm
（フタ閉め時）、ポーチサイ
ズ／95×210mm（15g）
　※適合サイズについて
／500mlでも形状により
使用できない場合があり
ます。

04001 ◆ クリーンパウダー 真空二重
マグボトル 500ml

CLE-01W  
ホワイト

252g カラー箱 70×72×225mm 298g 375×445×240mm 9.5kg 本体／18-8ステンレス、胴部／ステ
ンレス（粉体塗装）、フタ栓・飲み口
カバー／PP、パッキン／シリコーン
ゴム

保温効力／65度以上（6時
間）、保冷効力／9度以下

（6時間）
04002 CLE-01M  

ミント

04003 ◆ クリーンパウダー 真空二重
ワンタッチボトル 500ml

CLE-06W  
ホワイト

279g カラー箱 75×75×240mm 323g 370×445×268mm 10.2kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／
18-8ステンレス（粉体塗装）、フタ
栓・中栓／PP・ステンレス、パッキ
ン／シリコーンゴム

保温効力／71度以上（6時
間）、保冷効力／8度以下

（6時間）
04004 CLE-06M  

ミント

04005 ◆ クリーンパウダー 真空二重
タンブラー 450ml

CLE-03W  
ホワイト

193g カラー箱 87×87×157mm 235g 290×550×350mm 9.4kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ス
テンレス（粉体塗装）

保温効力／50度以上（1時
間）、保冷効力／7度以下

（1時間）
04006 CLE-03M  

ミント
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04101 ◆ モグモグ キャリースープマ
グ 350ml （STスプーン付き）

MM-35B 
ブルー

350g カラー箱 　 　 　 　 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ス
テンレス鋼（粉体塗装）、上フタ・中
栓／PP、パッキン／シリコーンゴム、
スプーン／18-8ステンレス

保温効力／59度以上（6時
間）、保冷効力／11度以下

（6時間）
04102 MM-35W 

ホワイト

04103 MM-35C
チャコール

04104 ◆ モグモグ スープマグ 300ml MM-30C  
チャコール

180g カラー箱 76×76×146mm 215g 400×480×170mm 7.0kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ステ
ンレス、フタ・口リング／PP、パッ
キン／シリコーンゴム

保温効力／68度以上（6時
間）、保冷効力／9度以下

（6時間）
04105 MM-30Y  

イエロー

04106 MM-30I  
アイボリー

04201 ◆ （半回転）ココカフェ 真空二
重マグ 300ml

CC-30N  
ネイビー

185g カラー箱 62×62×203mm 230g 335×400×225mm 7.5kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ス
テンレス、フタ栓・中栓／PP、パッ
キン／シリコ-ンゴム

保温効力／59度以上（6時
間）、保冷効力／10度以下

（6時間）
04202 CC-30W  

ホワイト

04203 CC-30R  
レッド

04204 ◆ （半回転）ココカフェ 真空二
重マグ 500ml

CC-50N  
ネイビー

260g カラー箱 75×75×230mm 320g 400×475×250mm 10.3kg 保温効力／66度以上（6時
間）、保冷効力／9度以下

（6時間）
04205 CC-50W  

ホワイト

04206 CC-50R  
レッド

04207 CC-50B  
ブラック

04301 ◆ ココカフェ 蓋付き真空二重
マグカップ 300ml

CC-19  
ネイビー

215g カラー箱 120×95×110mm 260g 375×575×245mm 10.1kg 内ビン／18-8ステンレス鋼、胴部／
ステンレス鋼、フタ・取っ手／ポリプ
ロピレン、パッキン／シリコーンゴム

保温効力／75度以上（1時
間）、保冷効力／7度以下

（1時間）
04302 CC-20  

ホワイト

04303 ◆ ココカフェ 真空二重 取手付
きマグカップ 250ml

CC-15  
ブラック

149g カラー箱 108×91×112mm 195g 345×555×240mm 7.3kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ス
テンレス、フタ・取手／PP

保温効力／63度以上（1時
間）、保冷効力／6度以下

（1時間）
04304 CC-16  

ホワイト

04305 CC-17  
レッド

04306 CC-18  
ネイビー

04401 ◆ 真空二重 樽缶ジョッキ TJ-35  
350ml用

195g カラー箱 123×90×121mm 240g 394×585×275mm 9.5kg 本体・取手／18-8ステンレス 保温効力／49度以上（1時
間）、保冷効力／7度以下

（1時間）

04402 TJ-50  
500ml用

245g 130×86×168mm 300g 415×560×370mm 12kg 保温効力／57度以上（1時
間）、保冷効力／6度以下

（1時間）

04501 ◆ マキシマムジョッキ MJ-1000  
1.0L

420g カラー箱 140×140×170mm 510g 440×580×360mm 13.0kg 本体・取手／18-8ステンレス 満水容量／970ml、真空
構造ではありません。

04502 ◆ スパークリングアワー SA-630  
630ml

287g カラー箱 118×92×160mm 347g 380×580×350mm 13.7kg 本体／18-8ステンレス、ハンドル／
亜鉛合金

04601 ◆ スマートタンブラー UC-01  
400ml

　 カラー箱 　 　 　 　 内側／18-8ステンレス、外側／ステ
ンレス

　

04602 ◆ ハンマートーン タンブラー HT-440  
440ml

138g カラー箱 91×91×128mm 200g 290×565×280mm 8.1kg 18-8ステンレス 保温効力／49度以上（1時
間）、保冷効力／6度以下

（1時間）

04701 ◆ ティスティミラー 真空二重
タンブラー

TM-01  
330ml

157g カラー箱 80×80×135mm 195g 270×510×315mm 7.8kg 18-8ステンレス（外面：ミラー仕上げ）保温効力／44度以上（1時
間）

04702 TM-02  
450ml

195g 87×87×157mm 232g 285×560×350mm 9.3kg 保温効力／50度以上（1時
間）

04703 TM-03  
630ml

272g 90×90×190mm 330g 310×585×415mm 12.9kg 保温効力／66度以上（1時
間）

04704 TM-04  
330ml 
2pcs

（1個）157g 黒箱 168×85×160mm 405g 332×514×315mm 10.6kg 保温効力／44度以上（1時
間）

04705 TM-05  
330mml& 
450ml

330ml／157g
450ml／195g

168×85×160mm 460g 332×513×315mm 11.5kg 保温効力／330ml：44度
以上（1時間）、450ml：
50度以上（1時間）

04706 TM-06  
450ml 
2pcs

（1個）390g 168×85×160mm 498g 332×513×315mm 12.5kg 保温効力／50度以上（1時
間）
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04801 ◆ クリアスカイ 二重マグカッ
プ 400ml

CLE-01B  
ブラック

255g カラー箱 120×92×140mm 310g 520×590×330mm 16.7kg 蓋・胴部カバー・取手／AS、内ビン
／18-8ステンレス、底蓋・ストッパー
／ABS、滑り止め／EVA

保温効力／61度以上(1時
間)、保冷効力／11度以下
(1時間)

04802 CLE-01A  
ブルー

04803 ◆ ポケマグ 真空二重マグボト
ル 120ml

PM12-C  
チャコール

130g カラー箱 50×50×146mm 157g 235×345×285mm 7.0kg 内ビン／18-8ステンレス、胴部／ス
テンレス、フタ／PP・ステンレス、
パッキン／シリコーンゴム

保温効力／42度以上（6時
間）、保冷効力／12度以下

（6時間）
04804 PM12-I  

アイボリー

04901 YU-EN プロ of スティール タ
ンブラー ミラー仕上げ

YE-1  
1PC

128g 黒箱 72×72×147mm 158g 370×450×170mm 5.3kg 18-8ステンレス（外面：ミラー仕上げ）Made in TSUBAME 認
定品

04902 YE-1  
2PCS

（1個）128g 142×72×150mm 316g 305×380×315mm 6.7kg

04903 YU-EN プロ of スティール タ
ンブラー つち目ミラー仕上げ

YE-2  
1PC

128g 黒箱 72×72×147mm 158g 370×450×170mm 5.3kg

04904 YE-2  
2PCS

（1個）128g 142×72×150mm 316g 305×380×315mm 6.7kg

05001 WU310 サエ 二重タンブラー FM-122  
1P

250g 黒箱 83×84×146mm 　 354×530×306mm 　 18-8ステンレス（外面：ミラー仕上げ）Made in TSUBAME 認
定品

05002 WU230 サエ 二重タンブラー FM-109  
1P

148g 黒箱 80×81×118mm 190g 340×340×370mm 9.6kg

05003 FM-110  
2P

（1個）148g 154×82×118mm 372g 324×426×252mm 8.2kg

05004 S320 サエ タンブラー FM-105  
1P

103g 黒箱 80×81×118mm 144g 340×340×370mm 7.5kg 18-8ステンレス（外面：ミラー仕上げ）Made in TSUBAME 認
定品

05005 FM-106  
2P

（1個）103g 154×82×118mm 278g 324×426×252mm 6.2kg

05006 S420 サエ タンブラー FM-107  
1P

130g 黒箱 83×84×146mm 180g 354×530×306mm 9.2kg

05007 FM-108  
2P

（1個）130g 160×84×148mm 350g 336×443×306mm 7.7kg

05008 DCT 燕純銅 ファッションカップ DCT-011  
艶消し

170g 桐箱 110×110×105mm 280g 350×465×340mm 11g 銅

05009 DCT-013  
ブラック

170g 110×110×105mm 280g 350×465×340mm 11kg 銅（ブロンズ仕上）

05010 DCT-014
艶消し＆ブ
ラック

（1個）170g 110×210×105mm 530g 350×465×340mm 11kg 銅（艶消し＆ブロンズ仕上）

05011 Made in TSUBAME ステンレ
スぐい呑み

つや消し 30g クリア箱 60×60×31mm 40g 設定なし 設定なし 18-8ステンレス Made in TSUBAME 認
定品

05012 ミラー 30g 60×60×31mm 40g 設定なし 設定なし

05013 漆磨 箔衣 2重ピルスナー SCW-P801  
350ml

235g 桐箱 86×90×168mm 352g 354×514×280mm 13.7kg 本体／18-8ステンレス、表面塗装／
ウレタン・本漆塗（拭き漆仕上げ）、
表面／金沢箔

越前和紙コースター10枚付
Made in TSUBAME 認
定品

05014 漆磨 箔衣 2重ハイボールカップ SCW-H801  
370ml

184g 桐箱 98×99×148mm 318g 402×454×307mm 12.5kg

05015 漆磨 箔衣 2重ストレートカップ SCW-L801  
250ml

210g 桐箱 87×90×140mm 320g 370×430×280mm 12.5kg

05016 漆磨 箔衣 2重ダルマカップ SCW-D801  
250ml

178g 桐箱 96×96×105mm 276g 325×395×300mm 10.9kg

05101 SR-I ステンレスタンブラー 300cc  
1pc

100g カラー箱 80×80×118mm 126g 338×422×370mm 8.0kg 18-8ステンレス（外面：ミラー仕上げ）Made in TSUBAME 認
定品

05102 300cc  
2pcs

（1個）100g ギフト箱 165×120×80mm 290g 382×526×344mm 14.7kg

05103 350cc  
1pc

115g カラー箱 80×80×118mm 139g 338×422×370mm 8.8kg

05104 440cc  
1pc

150g カラー箱 80×80×142mm 177g 334×416×436mm 11.0kg

05105 SR-I 純銅タンブラー 350cc  
1pc

140g ギフト箱 108×85×177mm 280g 372×557×362mm 12.0kg 純銅（外面：ミラー仕上げ） Made in TSUBAME 認
定品

05106 350cc  
2pcs

（1個）140g ギフト箱 208×85×175mm 480g 430×542×360mm 12.5kg

05107 440cc  
1pc

170g ギフト箱 108×85×177mm 310g 372×557×362mm 13.0kg

05108 440cc  
2pcs

（1個）170g ギフト箱 208×85×175mm 560g 430×542×360mm 14.0kg

05109 SR-II ステンレス二重構造タンブ
ラー

300cc  
1pc

175g ギフト箱 108×85×177mm 315g 372×557×362mm 12.5kg 18-8ステンレス（外面：ミラー仕上げ）Made in TSUBAME 認
定品

05110 300cc  
2pcs

（1個）175g ギフト箱 208×85×175mm 560g 430×542×360mm 14.3kg
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05201 燕熟の技 感温ステンレスタンブ
ラー 300ml

EJK-300  
桜

100g クリア箱 80×80×118mm 130g 340×500×135mm 3.5kg 18-8ステンレス

05202 燕熟の技 感温ステンレスタンブ
ラー 300ml

EJK-301  
赤富士

05203 燕熟の技 感温ステンレスぐい吞
み 100ml

EJG-250  
赤富士

70g クリア箱 63×63×53mm 85g 205×400×125mm 3.8kg

05204 燕熟の技 感温ステンレスタンブ
ラー 420ml

EJK-400  
花火

130g クリア箱 80×80×142mm 160g 350×510×160mm 4.5kg

05205 燕熟の技 感温ステンレスタンブ
ラー 420ml

EJK-401  
錦鯉

05206 ◆ 18-8ステンレス二重構造 
マットブラックフリーカップ

MB-001  
230ml

120g 黒箱 90×93×85mm 170g 290×290×370mm 　 本体／18-8ステンレス（外面：ポリ
エステル塗装）

Made in TSUBAME 認
定品

05207 ◆ 18-8ステンレス二重構造 
マットブラックタンブラー

MB-002  
230ml

150g 黒箱 80×80×120mm 170g 260×340×370mm 　

05208 ◆ 18-8ステンレス二重構造 
マットブラックフリータンブ
ラー

MB-003  
250ml

180g 黒箱 90×93×85mm 230g 290×290×370mm 　

05209 ◆ 18-8ステンレス二重構造 
マットブラックシングルマグ

MB-004  
290ml

75g 黒箱 90×93×85mm 125g 290×290×370mm 　

05210 ◆ outdoorscene 18-8ステン
レス シングルマグ

OS-001K  
カーキ

75g 箱入 90×93×85mm 125g 290×290×370mm 　 本体／18-8ステンレス（外面：アク
リル塗装）

Made in TSUBAME 認
定品

05211 OS-001Y  
イエロー

05212 OS-001G  
モスグリーン

05213 ◆ outdoorscene 18-8ステン
レス 二重構造タンブラー

OS-002K  
カーキ

120g 箱入 90×93×85mm 170g 290×290×370mm 　 本体／18-8ステンレス（外面：アク
リル塗装）

Made in TSUBAME 認
定品

05214 OS-002Y  
イエロー

05215 OS-002G  
モスグリーン

05401 ◆ デリシアス 万能包丁 DEL-01 150g クリア箱 75×375×25mm 220g 270×400×290mm 8.3kg 刃部／モリブデンバナジウム鋼、柄部
／18-8ステンレス

05402 ◆ デリシアス 牛刀包丁 DEL-02 170g クリア箱 75×375×25mm 290g 270×400×290mm 9.3kg

05403 ◆ デリシアス ペティナイフ DEL-03 90g クリア箱 75×375×25mm 180g 270×400×290mm 6.5kg

05501 ◆ ダイヤモンドコーティング 万
能包丁＆ペティナイフ

DCK-01 万能包丁／
125g、ペティ
ナイフ／70g

クリア箱 385×120×26mm 313g 395×410×328mm 11.1kg 刃部／ステンレス刃物鋼(ダイヤモン
ド微粒子配合ふっ素樹脂加工)、柄部
／ステンレス・ABS

05502 ◆ コルタドール 包丁ハサミま
な板 4点セット

CRT-01 穴開き万能包丁
／78g、ペティ
ナイフ／39g、
キッチンバサミ
／90g、まな板

／165g

ブリスター
台紙

270×27×370mm 500g 290×400×425mm 13.2kg 穴開き万能包丁・ペティナイフ／刃
部：ステンレス刃物鋼、ハンドル：
PP、キッチンバサミ／刃部：ステン
レス刃物鋼、ハンドル：ABS、まな板
／PP

05601 ◆ 中村孝明 ステンレスサンド
万能包丁

NKS-01 125g クリア箱 84×335×26mm 222g 280×360×320mm 7.5kg 刃部／ステンレス刃物鋼、柄部／ステ
ンレス・ABS

05602 ◆ 中村孝明 ステンレスサンド
万能包丁＆ペティナイフ

NKS-02 万能包丁／
125g、ペティ
ナイフ／70g

クリア箱 120×385×26mm 313g 395×410×328mm 11.1kg

05603 ◆ 中村孝明 チタンコーティン
グ万能包丁

NKT-01 115g クリア箱 79×412×27mm 202g 270×430×328mm 7.4kg 刃部／ステンレス刃物鋼（チタンコー
ティング）、柄部／ABS

05701 中村孝明 桐のまな板 NKL-11  
L

560g シュリンク
パック

423×20×235mm 565g 430×490×310mm 17.5kg 桐

05702 NKL-12  
M

432g シュリンク
パック

370×20×210mm 437g 390×440×310mm 14.1kg

05703 中村孝明 和包丁 5本セット NKL-01 刺身包丁／
82g、菜切包丁
／152g、万能
包丁／123g、

ペティナイフ／
58g、小出刃包

丁／61g

カラー箱 268×36×378mm 864g 390×548×390mm 18.3kg 刃部／ステンレス刃物鋼、柄部／ABS

05704 中村孝明 包丁とはさみ 5本セット NKL-02 パン切り包丁／
90g、万能包丁
／90g、トマト
ナイフ／39g、
ペティナイフ／
43g、キッチン
バサミ／70g

カラー箱 220×28×370mm 547g 380×465×405mm 17.2kg 刃部／ステンレス刃物鋼、柄部／PP

05705 中村孝明 キッチンバサミ NKL-04 95g ヘッダー付
カラー箱

85×16×245mm 120g 260×370×550mm 15.5kg 刃部／ステンレス刃物鋼、柄部／ABS
（銀系無機抗菌剤・備長炭粉末配合）
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05801 作楽結 サヤ付き万能包丁 SKU-201 118g クリア箱 70×360×23mm 192g 375×450×180mm 8kg 刃部／ステンレス刃物鋼　、サヤ／
PP、柄／PP・ナイロン

05802 作楽結 サヤ付きペティナイフ SKU-204 66g クリア箱 60×320×22mm 114g 330×335×315mm 10kg

05803 天然木ピザカッター PZ-17 70g 台紙PP袋 90×20×250mm 80g 263×533×352mm 8.7kg ステンレス刃物鋼・天然木（ウレタン
塗装）

05804 刃先を浮かせて置ける多機能
キッチンバサミ

TK-31 98g ブリスター
台紙

120×20×280mm 118g 290×410×400mm 12.5kg 本体／ABS、ステンレス特殊鋼

05805 たためる まな板 CB-025  
ホワイト

170g ヘッダー付
袋入

375×2×280mm 178g 290×400×120mm 9.5kg PP

05806 CB-026  
ブルー

05807 CB-027  
ピンク

05808 キッチンデコレーション スナッ
プまな板 プラス１

363g ヘッダー付
袋入

265×5×395mm 364g 255×385×183mm 12.0kg PP セット内容／大：ピンク・
オレンジ・グリーン×各
1、小：イエロー×1、ま
な板スタンド×1

05901 関鍔蔵作和包丁 OZH-100  
三徳

102g クリア箱 70×385×27mm 174g 400×410×360mm 13kg 刃部／刃物鋼、柄部／天然木（朴の
木）、口金／ABS

05902 OZH-200  
薄刃

120g 202g 15kg

05903 OZH-300  
牛刀

90g 160g 13kg

05904 OZH-400  
刺身

81g 70×410×27mm 155g 400×430×360mm 13kg

05905 OZH-500  
出刃

135g 70×385×27mm 207g 400×410×360mm 16kg

05906 OZH-600  
ペティナイフ

42g 63×310×22mm 79g 340×350×300mm 8kg

05907 OZH-700  
小出刃

50g 90g 8kg

05908 OZH-900-7  
中華包丁 7

267g クリア箱 105×365×33mm 357g 350×390×415mm 13kg 刃部／刃物鋼、柄部／天然木（樺）、
鋲／真鍮

05909 OZH-900-8  
中華包丁 8

315g 408g 14.5kg

05910 鱗トル S PU-002 90g ブリスター
パック

110×240×60mm 116g 500×660×505mm 16Kg 芯／ステンレス、持手・本体ヘラ部分
／エラストマー

06001 ◆ アルバーナ ダイヤモンド＆
セラミックシャープナー

ABN-01 150g カラー箱 70×204×57mm 200g 375×435×450mm 14.5kg 本体／ABS・ステンレス、滑り止め／
シリコーンゴム、砥石／セラミック・
ダイヤモンド研磨剤

06002 ◆ アルバーナ ダイヤモンド
シャープナー ぷち

ABN-02 40g クリア箱 57×19×213mm 79g 240×380×255mm 5.5kg 金属部／炭素鋼（ダイヤモンド微粒子
コーティング）、取手／PP、エラスト
マー

06003 ◆ アルバーナ ダイヤモンド
シャープナー やわらか

ABN-03 27g クリア箱 56×19×242mm 66g 265×380×250mm 4.8kg 金属部／炭素鋼（ダイヤモンド微粒子
コーティング）、取手／PP、エラスト
マー

06004 ダイヤモンドシャープナー リ
バーシブルスリム（シルバー）

165g クリア箱 60×23×290mm 225g 350×415×175mm 9.0kg 金属部／炭素鋼材（ダイヤモンド微粒
子コーティング）、取手／合成木材

06101 ◆ ハッピーハンドリーチョッ
パー

HHC-02 大 247g カラー箱 127×127×147mm 321g 275×555×470mm 9kg フタ部分・ハンドル・回転刃芯部分／
PP、ヒモ／ナイロン、ヒモ口部分／
銅、容器／PS、滑り止め／シリコー
ン、刃／ステンレス刃物鋼

06102 HHC-01 小 189g 127×127×103mm 253g 405×545×345mm 10.5kg

06103 ニューベジタブルカッター PR-071  
ピンク

340g カラー箱 150×150×130mm 437g 500×630×300mm 10.0kg 容器／AS、フタ・ウラブタ・ハンド
ル／ABS、ギア・シャフト／POM、
刃物／ステンレス刃物鋼、すべり止め
／シリコーン

06104 くるくる野菜スライサー YS-01 215g ヘッダー付
カラー箱

110×83×205mm 260g 410×520×240mm 8.7kg 本体／ABS、刃物部／ステンレス刃
物鋼、押し棒・ガイドプレート／PP、
スタンド／ABS・ステンレス

セット内容／くし刃（千
切り荒め）、くし刃（千切
り細め）、平刃（桂むき）、
ピーラー

06201 薬味スライサー 61g ブリスター
台紙

80×230×50mm 82g 240×660×350mm 7.5kg 本体・安全ホルダー／ABS、刃部／
ステンレス刃物鋼

06202 キャベツスライサー （安全ホル
ダー付）

CT-010 255g ヘッダー付
袋入

160×455×40mm 255g 420×590×280mm 13.0kg 本体／ABS、安全ホルダー／AS、刃
部／ステンレス

06203 おろしま専科（黒） 250g クリア箱 275×108×56mm 288g 290×570×230mm 6.3kg おろし金／ステンレス、受皿／PP

06204 ステンレス製おろし器 おろしぼり ブラック 170g ヘッダー付
箱入

260×90×60mm 210g 340×535×390mm 9.1kg 本体／AS、本体滑り止め／エラスト
マー、おろし樹脂部／ABS、おろし
金部／ステンレス06205 ホワイト

06206 ピンク

06207 オレンジ

06208 イエロー
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06209 プログレード 皮が離れやすい
シャープピーラー

PG-631 55g ブリスター
台紙

100×20×230mm 81g 　 　 刃部／ステンレス刃物鋼、金属部／
18-8ステンレス、樹脂部／PP

06210 プログレード 厚み調整ミニスラ
イサー

PG-630 48g 55×25×205mm 87g 　 　 刃部／ステンレス刃物鋼、本体／
ABS、スイッチ部／ナイロン、ホル
ダー／PP

06211 プログレード 快速細千切り器 PG-619 86g 120×320×30mm 130g 　 　 刃部／ステンレス、本体／ABS

06212 プログレード 快速千切り器 PG-618 86g 120×320×30mm 130g 350×610×445mm 10kg 刃部／ステンレス、本体／ABS

06213 長ネギみじんスライサー CH-2094 36g ブリスター
台紙

104×30×282mm 78g 308×616×370mm 9.7kg 刃部／ステンレス、本体・安全ホル
ダー／AS、樹脂バネ／シリコーンゴ
ム

特許取得済
食洗機対応

06214 チーズグレーター OG-001 124g カラー箱 410×50×30mm 174g 430×535×175mm 12kg 刃部／18-8ステンレス、ハンドル／
PP、エラストマー、滑り止め／合成
ゴム、刃部カバー／PP、ブラシ／ナ
イロン

06301 ◆ 玉子豆腐器（仕切り・ヘラ付） 
特大（12個）

428g カラー箱 180×55×238mm 540g 245×560×380mm 11.3kg 本体・仕切り・ヘラ／18-0ステンレ
ス

ヘラ／30×160mm（28ｇ）

06302 ◆ みかん皮むき器 ムッキーちゃん オレンジ 26g 窓箱 95×100×24mm 42g 270×530×500mm 10.65kg 本体／AS、スチロール、ステンレス
カーボン、上ふた／ABS

06303 ピンク

06304 青磁ぬか漬鉢 39-05 ぬか漬け器／
1,460g、水抜
き器／100g

無地茶箱入 285×185×150mm 1,890g 750×310×460mm 20.0kg 本体／陶器、水抜き器／陶器 付属品／水抜き器

06305 クイックピクルス ラウンド VC-C13  
イエロー

145g クリア箱 100×100×120mm 180g 415×520×265mm 7.5kg 本体／AS、フタ／ABS、押板・フタ
裏パーツ／PP、ロック／ABS、バネ
／18-8ステンレス

06306 VC-C14  
ピンク

06307 VC-C15  
グリーン

06308 フルベジ 漬物器(ドアポケット
サイズ)

FV-645 300g カラー箱 160×91×152mm 370g 330×380×475mm 9.4kg 本体容器／AS、フタ／ABS、ハンド
ル・押し板／PP

06309 漬もの名人 14g ヘッダー付
袋入

11×1×44mm 15g 設定なし 設定なし 純銅

06401 ◆ すべりにくいフタ付ステンレ
スボウル 2pcs

FB-01 大／154g
小／97g

カラー箱 182×182×104mm 348g 380×555×397mm 8kg 本 体／ステンレス・シリコーンゴム、
フタ／PP

満水容量／大：1,430ml、
小：640ml（フタ無し）

06402 鮮食派宣言 浅ザル＆トレーセッ
ト （箱入）

OS-04B  
25cm

270g カラー箱 255×255×62mm 350g 520×530×330mm 8.5kg 網／18-8ステンレス、枠・トレー／
18-0ステンレス

食洗機対応

06403 OS-05B  
28cm

373g 295×295×65mm 509g 310×670×610mm 11.3kg

06501 ◆ 調理がはかどる ステンレス
ボウル 4pcs

ST-4 14cm／50g、
16cm／65g、
22cm／120g、
24cm／145g

カラー箱 242×242×93mm 500g 500×500×510mm 11.5kg ステンレス

06502 メジャーカップふた付 MKG-5  
グリーン

121g カラー箱 108×95×150mm 168g 310×590×450mm 8.2kg 本体／AS、フタ／PP

06503 MKR-5  
レッド

06504 MKY-5  
イエロー

06505 MKW-5  
ホワイト

06506 見やすい計量カップ MC-110 120g カラー箱 156×118×107mm 165g 493×560×497mm 12kg AS、エラストマー

06507 レンジで美味しいおだし RE-1510 140g ヘッダー付
カラー箱

122×122×155mm 195g 380×504×334mm 5.3kg フタ・こし網枠・容器／PP、メッシュ
／ポリエステル（60メッシュ）

食洗機対応

06601 チリトリザルボウル MZ-3518  
ホワイト 

109g 巻きラベル 141×89×161mm 121g 445×684×465mm 11.8kg PP 食洗機対応

06602 MZ-3519  
レッド 

06603 MZ-3520  
ブルー 

06604 チリトリザルボウル ミニトリコ
ロールセット

MZ-3509 106g 巻きラベル 126×78×144mm 118g 310×536×572mm 8.05kg

06605 フタ付きチリトリ ザルボウル MZ-3531  
S

106g 巻きラベル 126×78×144mm 118g 310×536×572mm 8.05kg

06606 MZ-3532  
M

140g 144×88×162mm 156g 343×612×644mm 10.54kg

06607 MZ-3533  
L

190g 170×101×186mm 214g 406×716×378mm 7.74kg
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06608 ミラくるザル・ボウル 大 MZ-3510  
グリーン

345g 巻きラベル 265×131×280mm 375g 540×570×405mm 7.2kg PP 食洗機対応

06609 MZ-3511  
オレンジ

06610 バリバリサラダ Ｍ 525g カラー箱 225×225×170mm 725g 465×690×530mm 15.0kg 本体／PS、フタ・バスケット／PP

06611 バリバリサラダ ビッグ 695g カラー箱 265×265×185mm 985g 545×815×565mm 19.0kg

06612 バリバリサラダ ハンディスリム 410g カラー箱 160×160×230mm 575g 330×660×485mm 9.3kg

06701 すぐ切れるバターカットケース ST-3008 187g ヘッダー付
カラー箱

118×98×143mm 229g 400×484×376mm 11.70kg フタ／PE、ケース／AS、ワイヤープ
レート枠／ABS、ミニスケッパー／
PP、ワイヤー／18-8ステンレス

06702 カットできちゃうバターケース ST-3005 152g ヘッダー付
カラー箱

100×73×195mm 189g 380×416×364mm 8.3kg フタ／PE、ワイヤープレート枠／
ABS、ケース／AS、ワイヤー／18-8
ステンレス

06703 バターカッティングケース ST-3006 218g ヘッダー付
カラー箱

100×105×200mm 260g 316×544×364mm 8.4kg フタ／PE、ワイヤープレート枠／
ABS、ケース／ASワイヤー／18-8ス
テンレス

06704 プレミアムカットできちゃうバ
ターケース 

ST-3007 200g ヘッダー付
カラー箱

110×78×202mm 239g 374×566×257mm 7.8kg フタ／PE、ワイヤープレート枠／
ABS、ケース／AS、ワイヤー／18-8
ステンレス、ピッキングバターナイフ
／アルミ（アルマイト加工）

06705 ◆ 海苔吹雪 TG-64 25g ブリスター
台紙

115×19×267mm 40g 218×478×403mm 6kg ステンレス

06706 のりシュレッダー容器付 CH-2096 231g カラー箱 102×72×178mm 269g 324×380×334mm 8.6kg 切り刃・ギア・ハンドル・本体ケース
／ABS、受け容器／AS

06801 ◆ ホームミール 耐熱ガラス保
存容器 蒸気弁付き

HO-05  
長方形 
1000ml

690g ラベル付 210×160×68mm 700g 210×160×68mm 9.8kg 本体／耐熱ガラス、フタ／PP、エア
弁パッキン・フタパッキン／シリコー
ンゴム

06802 HO-01 丸型 
370ml

326g 直径140×60mm 331g 420×290×295mm 9kg

06803 HO-02 角型  
370ml

346g 154×112×56mm 349g 365×340×275mm 10kg

06804 HO-03  
正方形 
800ml

531g 160×160×71mm 535g 350×350×340mm 10kg

06805 HO-04  
長方形 
600ml

482g 178×131×60mm 488g 375×290×290mm 9kg

06901 ◆ クリアブルーコンテナ ワン
タッチ

CB-10PC  
10PCS

1,590ml／
81g、710ml／
61g、300ml／
34g、139ml／

18g

カラー箱 178×170×191mm 522g 540×390×590mm 10Kg PP セット内容／1,590ml×
2、710ml×2、300ml×
2、139ml×4

06902 CB-8PC  
8PCS

750ml／66g、
300ml／34g、
139ml／18g

197×137×147mm 330g 415×570×478mm 8.6kg PP セット内容／750ml×2、
300ml×2、139ml×4

06903 レンジコンテナ 小 RC-83 110g 中帯付
袋入れ

165×115×64mm 110g 設定なし 設定なし 本体／TPX、フタ／PP 電子レンジ対応

06904 レンジコンテナ ザル付 小 RCZ-83 178g 中帯付
袋入れ

165×115×64mm 178g 設定なし 設定なし 本体／TPX、フタ／PP、ザル／18-8
ステンレス

電子レンジ対応

06905 ガラス製カラフル調味料カップ 
3P スプーン付き

SV-6315 792g カラー箱 305×125×125mm 890g 380×615×250mm 11.5kg 本体／ガラス・PP、蓋／PS、スプー
ン／PP

07001 曲げわっぱ風弁当箱 TW-06  
丸型 茶

123g ヘッダー付
袋入

　 　 　 　 本体・上蓋／PET・ABS（山中塗り加
工）、中蓋／PE

食洗機対応。電子レンジ
対応（中蓋は不可）。

07002 TW-07  
小判型 茶

185g 　 　 　 　

07003 TW-08  
長角型 茶

130g 　 　 　 　

07004 とびだせ！おにぎり CH-2110 344g カラー箱 199×44×247mm 435g 280×450×401mm 11kg 本体・しゃもじ／PP

07005 おべんとう屋 グリーン 本体／212g、
箸／6g

箱入 133×51×181mm 254g 380×550×340mm 15kg 外ブタ／AS、中ブタ／PP、本体・中
容器／耐熱PP、止メ具／ABS、パッ
キン／シリコーンゴム、箸／スチロー
ル

電子レンジ対応

07006 ブルー

07007 オレンジ

07101 ◆ 電子レンジ専用炊飯陶器 楽
炊御膳

T-01B  
黒

615g カラー箱 140×118×125mm 685g 375×440×280mm 13.4kg 陶器 1合炊き

07102 銀イオンAg＋・備長炭入 水流
式米とぎ器 ニューつめたく米

125g カラー箱 145×135×145mm 160g 420×530×600mm 10.7kg 本体／PP（銀系無機抗菌剤配合）、フ
タ／PE（備長炭粉末配合）、フタ網／
18-8ステンレス

1合～3合

07103 米びつろうと PM-431  
グリーン

62g クリア箱 112×100×70mm 83g 435×600×400mm 11.1kg PP

07104 スリキリゆきだるまカップ CH-2079 36g 台紙付 120×60×170mm 45g 466×636×579mm 9.1kg PS 容量／1合：180ml、0.5
合：90ml
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07201 電子レンジ専用炊飯器 紀州備
長炭配合 ちびくろちゃん

CK-001  
1合炊き

本体／182g カラー箱 140×140×125mm 277g 445×580×535mm 14.6kg 本体／耐熱PP（備長炭粉末配合）、飯
ベラ／PP（備長炭粉末配合）、計量
カップ／PP

付属品／計量カップ：83
×70×60mm（19g）、飯
ベラ：65×175×14mm

（17g）07202 CK-003  
2合炊き

本体／205g 142×142×145mm 308g 440×585×445mm 12.2kg

07301 スチーマー＆調理器具 レッド
ホットスチーマー

345g カラー箱 225×87×200mm 425g 370×688×625mm 17kg 本体・ザル・ツマミ・調節弁／耐熱
PP、フタ／PP

07302 チンしておいしい麺まつり 本体／197g、
レンゲ／12g

カラー箱 198×103×200mm 292g 415×805×542mm 14kg 本体・ザル・フタ／PP、レンゲ／AS

07303 レンジでひとり用鍋 KB-700 190g カラー箱 186×186×81mm 205g 420×760×400mm 9.8kg PP

07304 ふっくら中華亭 2個組 　 カラー箱 222×113×73mm 157g 462×585×470mm 　 本体・目皿・フタ／耐熱PP

07305 麺クイック 電子レンジ用スチー
ム＆調理器

154g ヘッダー付
カラー箱

136×93×284mm 238g 485×690×585mm 13.5kg PP

07306 電子レンジ調理器 チンしてから
揚げ

134g カラー箱 215×73×161mm 198g 445×605×510mm 11kg 本体／TPX、フタ・計量スプーン／
PP

07307 一積二調 電子レンジ専用2段重
ね棚

142g カラー箱 240×30×240mm 200g 485×500×500mm 13.0kg ABS

07401 チョチ モーニング温泉たまご イエロー 350g カラー箱 168×168×185mm 406g 355×517×580mm 8.0kg 本体・フタ・玉子スタンド／PP、断
熱材／ポリウレタンフォーム

07402 たまっシュ！ CH-2102 86g カラー箱 105×65×154mm 111g 406×444×286mm 6kg ワイヤープレート枠／ABS、容器／
AS、ワイヤー／18-8ステンレス

07403 レンジでらくチン！ゆでたまご RE-278  
3個用

166g カラー箱 122×120×140mm 230g 380×500×295mm 6.20kg 本体・フタ・ツマミ／PP、フタ内側・
目皿／アルミ（アルマイト加工）

07404 RE-279  
4個用

210g 150×145×137mm 290g 313×592×429mm 7.20kg 

07405 さっ即(そく)たまご 電子レン
ジ調理器

177g カラー箱 135×56×243mm 220g 425×590×510mm 14.6kg PP

07406 玉子半ぶんこ 50g カラー箱 90×130×40mm 70g 430×520×300mm 10kg 本体／PP、金属部／ステンレス 食洗機対応

07501 おやこdeキュッ チューブ絞り 
うさぎ

TRP-11  
ピンク

小／12g
大／20g

PP袋入 110×25×170mm 49g 410×505×400mm 8.0kg ABS、フェライト磁石 大小セット

07502 TRY-11  
イエロー

07503 TRW-11  
ホワイト

07504 おやこdeキュッ チューブ絞り 
くま

TBP-11  
ピンク

小／13g
大／20g

PP袋入

07505 TBY-11  
イエロー

07506 TBW-11  
ホワイト

07507 ドーナツオープナー U 40g ブリスター
台紙

100×25×160mm 50g 350×420×370mm 12.0kg ABS、マグネットシート

07508 PETボトルみずきりオープナー BM-01Y  
イエロー

21g PP袋入 95×27×170mm 33g 357×561×370mm 8.0kg ABS、フェライト磁石

07509 BM-02G  
グリーン

07510 BM-03P  
ピンク

07511 BM-04O  
オレンジ

07512 BM-05R  
レッド

07513 BM-06B  
ブラック

07514 BM-07W  
ホワイト

07515 ◆ こども用包丁 グーテ 105mm FC-792  
しろくま 

（ブルー）

60g 箱入 70×25×300mm 110g 290×575×235mm 7.6kg 刀身／ステンレス刃物鋼、ハンドル／
PP、エラストマー

07516 FC-791  
うさぎ 

（ピンク）

07517 FC-790  
ねこ 

（イエロー）

07518 かんたんパティシエ 32g カラー箱 152×68×153mm 177g 710×320×485mm 11kg 本体・上蓋／PP、下フタ／エラスト
マー

く ま（110ml）、 ハ ー
ト（120ml）、 う さ ぎ

（130ml）、ほし（120ml）
×各1
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07601 ◆ ブラン・ヴィヴァン 折りた
たみ式踏み台

BV-03 845g シュリンク
パック

310×36×270mm 920g 305×540×340mm 16.2kg 本体／PP、滑り止め／PVC

07602 ◆ ブラン・ヴィヴァン 折りた
たみ式洗い桶 丸型 33m

BV-04 342g ヘッダー付
カラー箱

335×50×335mm 550g 350×930×360mm 10.7kg PP、エラストマー

07603 ★◆ ブラン・ヴィヴァン 折り
たたみ式水切りラック ノズル付

BV-02 520g カラー箱 318×62×373mm 710g 395×770×350mm 9.5kg 枠・フレーム・底・ノズル／PP、折
りたたみ部・止水栓／エラストマー

07701 ◆ KAWAKI 水切りラック 置き
タイプ

MM-700087 1,580g 茶箱 440×260×160mm 2,100g 454×656×544mm 17.95kg 本体／18-8ステンレス、トレイ／モ
イス

07702 ◆ KAWAKI ボトル＆グラス水
切りラック

MM-700107S 610g 茶箱 380×135×178mm 850g 394×556×280mm 7.55kg 本体／18-8ステンレス、トレイ／モ
イス、すべり止め／シリコーンゴム

07703 水切りラック チェス 12 CH-12G  
グリーン

430g PP袋入 200×60×400mm 440g 450×625×395mm 10kg PP

07704 CH-12P  
ピンク

07705 CH-12BK  
ブラック

07706 水切りラック チェス 18 CH-18G  
グリーン

670g PP袋入 300×65×460mm 690g 470×615×310mm 9kg

07707 CH-18P  
ピンク

07708 CH-18BK  
ブラック

07709 ウォータースルーバスケット たて置き 
タイプ

735g 茶箱 453×325×163mm 1,010g 475×678×838mm 12.0kg PP

07710 よこ置き 
タイプ

07801 ネズミ撃退器 シングルスピー
カー

SV-2256 130g ブリスター
台紙

150×53×168mm 174g 335×460×240mm 8.9kg 本体／ABS 消費電力／9W、コード無
し

07802 乾電池式ネズミ撃退器 ダブルス
ピーカー

SV-5318 245g カラー箱 148×95×109mm 280g 335×425×370mm 9.2kg 本体／ABS 電源／単二乾電池×4本
（ 別 売 ）、 出 力 周 波 数 ／
18KHｚ～30KHz

07803 パンチング流しコーナー FK-711  
大

170g タグ付 207×153×113mm 170g 340×340×337mm 7.0kg 本体／18-8ステンレス（ふっ素樹脂
加工）、脚ゴム／合成ゴム

07804 FK-712  
小

130g タグ付 175×120×96mm 130g 330×530×450mm 7.0kg

07805 ダストボックス 深型 FK-713 150g タグ付 135×135×127mm 150g 380×465×540mm 7.5kg 本体／18-8ステンレス（ふっ素樹脂
加工）

07806 ダストスタンド 45Ｌ イエロー 425g ヘッダー付
カラー箱

80×53×645mm 540g 290×650×330mm 12.0kg 樹脂部／ABS、脚パイプ／ステンレス

07807 ブラック

07808 W-01 ワニワニ棒 グリーン 80g 台紙付 90×40×420mm 110g 375×900×440mm 11.5kg 本体・キャップ・ハンドル／PP、ト
ング・ラチェット／ナイロン

07809 ピンク

07810 ブラック

07811 グラピカ グラスウォッシャー グリーン 本体／70g、ス
ポンジ大／6g、
スポンジ小／3g

カラー箱 135×65×140mm 120g 345×697×587mm 14kg 本体・スポンジ受け棒／ABS、スポン
ジ／ウレタンフォーム、吸着盤／PVC

07812 ピンク

07901 エコワンスプーン マーブル 2601 大 8g ハダカ（注文数
により適度な
数量で袋入れ）

35×161mm 8g 設定なし 設定なし ポリ乳酸樹脂

07902 2602 小 12g 41×195mm 12g 設定なし 設定なし

07903 エコワンフォーク マーブル 2603 大 8g ハダカ（注文数
により適度な
数量で袋入れ）

23×160mm 8g 設定なし 設定なし

07904 2604 小 12g 28×191mm 12g 設定なし 設定なし

07905 エコワンコップ マーブル 2701 大 48g ハダカ（注文数
により適度な
数量で袋入れ）

直径75×100mm 48g 250×310×385mm 11Kg

07906 2702 小 80g 直径90×140mm 80g 380×470×335mm 17.5Kg

07907 エコカトラリーセット K-100 スプーン／
8.3g、フォーク

／6.9g

袋入 58×182mm 71g 290×370×410mm 5.4kg 紙、PP

07908 ディッシュボード GE-011  
ホワイト

180g ヘッダー付
PP袋

235×5.5×235mm 188g 275×450×150mm 8.0kg PE

07909 GE-012  
ブルー

07910 GE-013  
ピンク

07911 クッキングセット GE-022 390g 化粧箱 200×172×158mm 540g 544×610×330mm 10kg 皿・飯わん・コップ・すり鉢／PP、
すり鉢底面滑り止めゴム／エラスト
マー、フォーク・スプーン・マッシャー
スプーン・こし網枠／PP、こし網網
／ステンレス、調理ヘラ／EVA

07912 お米のスプーン 13g 台紙付袋入 64×220×17mm 18g 400×410×500mm PP、お米
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07913 お米のしゃもじ 50g 台紙付 90×30×260mm 53g 260×410×550mm 8.5kg PP、お米

08001 ◆ らくらくキャップオープナー 
グリップアップ

UP-04 115g クリア箱 92×23×227mm 147g 410×500×273mm 13kg PP、TPR

08002 万能キャップオープナー LK-121-Y 75g クリア箱 75×19×170mm 90g 435×475×230mm 11.0kg エラストマー

08003 おたまスタンド OS-01W  
ホワイト

60g ラベル 145×120×42mm 60g 270×635×380mm 8kg PP

08004 OS-01BK  
ブラック

08005 ふたスタンド HS-01W  
ホワイト

72g 巻きラベル 150×135×38mm 72g 315×685×345mm 9kg PP

08006 HS-01BK  
ブラック

08101 ホームシェフ お玉 ブラック 62g タグ付 90×70×295mm 63g 360×510×550mm 19.0kg 66ナイロン 食洗機対応

08102 ホームシェフ ターナー ブラック 52g タグ付 80×40×310mm 53g 360×510×550mm 17.0kg

08103 ホームシェフ クックスプーン ブラック 64g タグ付 100×40×315mm 65g 360×510×550mm 19.0kg

08104 ホームシェフ メッシュスプーン ブラック 59g タグ付 100×36×315mm 65g 360×510×550mm 18.0kg

08105 ホームシェフ キッチンベラ ブラック 61g タグ付 75×17×310mm 62g 360×510×550mm 18.0kg

08106 ホームシェフ しなるロングター
ナー

レッド 51g タグ付 65×30×310mm 52g 360×510×550mm 16.0kg

08107 オレンジ

08108 イエロー

08109 ブラック

08110 ホームシェフ 麺トング レッド 　 タグ付 　 　 　 　

08111 オレンジ

08112 イエロー

08113 ブラック

08114 ホームシェフ ビッグメッシュス
プーン

レッド 92g タグ付 140×45×355mm 100g 430×490×350mm 14.0kg

08115 オレンジ

08116 イエロー

08117 ブラック

08118 ホームシェフ 万能トング レッド 54g タグ付 80×35×215mm 55g 360×510×550mm 13.0kg

08119 オレンジ

08120 イエロー

08121 ブラック

08201 コーヒーサーバーストロン 400 
コンパクト ドリッパーセット

TW-3761  
ホワイト

210g カラー箱 127×113×115mm 267g 456×516×363mm 13.63kg 本体・ドリッパー／飽和ポリエステル
樹脂、フタ・リング・計量スプーン／
PP

食洗機対応

08202 TW-3762  
ブラック

08203 ◆ ミルル コーヒーミル ピュア MI-015 193g カラー箱 60×60×183mm 274g 233×346×298mm 6.1kg 本体／PP・POM・ステンレス・鉄
（三価ブラック）、フタ・容器／メタク
リルスチレン、ハンドル／ステンレ
ス・PP、刃部／セラミック磁器

本体に入るコーヒーの量：
26g、容量：95ml

08204 コーヒーサーバーストロン 500 TW-3731  
ホワイト

164g カラー箱 132×115×120mm 220g 476×548×384mm 11.40kg 本体／飽和ポリエステル樹脂、フタ／
PP

食洗機対応

08205 TW-3732  
ブラック

08206 コーヒーサーバーストロン 750 TW-3725  
ホワイト

181g カラー箱 140×127×142mm 250g 430×510×295mm 6.71kg 本体／飽和ポリエステル樹脂、フタ／
PP

満水容量／850ml、実用
容量／750ml

08207 TW-3727  
ブラック

08301 クリアティーポット L 480ml TW-3717  
クリア

176g カラー箱 126×113×120mm 234g 464×520×384mm 12.6kg 飽和ポリエステル樹脂 電子レンジ対応、食器洗機
対応

08302 クリアティーポット L 急須タイプ TW-3752 189g カラー箱 162×127×95mm 240g 498×528×405mm 12.5kg 飽和ポリエステル樹脂 電子レンジ対応、食器洗機
対応

08303 クリアティーポット 280ml TW-3713  
クリア

120g カラー箱 120×110×90mm 169g 380×460×389mm 8.7kg 飽和ポリエステル樹脂 電子レンジ対応、食器洗機
対応

08304 花茶ポット SI-5009 135g カラー箱 126×113×120mm 192g 464×520×384mm 10.1kg 本体・フタ／飽和ポリエステル樹
脂、メッシュ／ポリエステル(30メッ
シュ)、メッシュ枠／PP

電子レンジ対応、食器洗機
対応

08305 らくらく茶 1.2 225g カラー箱 182×100×165mm 285g 420×744×518mm 15kg 本体・中蓋／耐熱アクリル樹脂、外
蓋・取手・茶こし／PP

満水／1,300ml、適正／
1,200ml

08306 一茶 お茶ひき器 TM-40 102g カラー箱 80×80×133mm 140g 420×420×280mm 7.9kg 本体／AS、キャップ・底板・つまみ
／PP、回転うす・固定うす・ハンド
ル・軸受け・調整ねじ／ナイロン、ス
プーン／スチロール

付 属 品 ／ 計 量 ス プ ー ン
（0.5g用）、緑茶クッキン
グ用レシピブック
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08401 ◆ Made in TSUBAME 槌 目
ティースプーン・ヒメフォーク 
2本組

TC-15 ティースプー
ン/18g、ヒメ
フォーク/16g

カラー箱 136×64×17mm 46g 285×335×130mm 3.0㎏ 18-0ステンレス Made in TSUBAME 認
定品

08402 ◆ Made in TSUBAME 槌目デ
ザートスプーン・デザートフォー
ク 2本組

TC-16 デザートスプー
ン/38g、デ

ザートフォーク
/28g

カラー箱 186×86×24mm 81g 380×450×160mm 5.4㎏

08403 ◆ Made in TSUBAME 槌 目
ティースプーン

TC-11 18g ヘッダー付
き袋入

37×210×17mm 20g 235×305×120mm 4.3㎏

08404 ◆ Made in TSUBAME 槌目ヒ
メフォーク

TC-12 16g ヘッダー付
き袋入

37×210×15mm 17g 235×305×121mm 3.7㎏

08405 ◆ Made in TSUBAME 槌目デ
ザートスプーン

TC-13 30g ヘッダー付
き袋入

60×255×24mm 33g 235×305×120mm 3.7㎏

08406 ◆ Made in TSUBAME 槌目デ
ザートフォーク

TC-14 28g ヘッダー付
き袋入

60×255×20mm 30g 235×305×120mm 3.3kg

08501 コーヒースプーン CAT  
くろネコ

14g 台紙付 65×10×170mm 20g 設定なし 設定なし ステンレス鋼（黒酸化発色） 食洗機対応

08502 CAT  
みけネコ

14g 台紙付 65×10×170mm 20g 設定なし 設定なし ステンレス鋼（ピューターメッキ、シ
ルク印刷）

08503 CAT はちわ
れネコ

08504 しばいぬ  
茶しば

08505 しばいぬ  
黒しば

08506 なでしこ 細身スプーン5色揃え 13g クリア箱 75×30×193mm 86g 325×465×215mm 5.8kg PP 紺、紅、紫、深緑、なでし
こ×各1、食洗機対応

08507 スウィートタイム ステンレスカ
トラリー 10pcs 四ツ葉クロー
バー

スプーン／9g、
フォーク／9g

カラー箱 276×147×22mm 185g 325×575×375mm 12.0kg 18-8ステンレス 食洗機対応

08508 燕熟の技 カレー・チャーハンス
プーン

EJCC-65 50g 袋入 61×224×20mm 53g 　 　 18-8ステンレス

08509 燕熟の技 パスタフォーク EJPF-70 32g 61×224×20mm 35g 　 　 18-8ステンレス

08601 アルミストローケース&アルミ
クールストローセット

ナチュラル
ブラウン

ケース／8g、ス
トロー／4g、お
掃除ブラシ／

1g

台紙付袋入 75×15×250mm 20g 600×280×300mm 4.9kg 本体／アルミ（カラーアルマイト）、
キャップ／PE

08602 マイストローケース ブラック 35g 台紙付袋入 75×14×250mm 39g 設定なし 設定なし 本体／PS、キャップ／PE

08603 ホワイト

08604 アルミクールストロー 198mm 
マーメイド (お掃除ブラシ付) 

シルバー ストロー／7g、
お掃除ブラシ／

1g

袋入 44×10×235mm 10g ストロー／アルミ（カラーアルマイ
ト）、キャップ／PE、ブラシ／ステン
レス・ナイロン08605 ブルー

08606 ピンク

08607 アルミストロー用　洗浄ブラシ 2.5g 袋入 40×205mm 2.6g 設定なし 設定なし ステンレス、ナイロン

08608 マルチ整理トレー スライド式 580g 袋入 270×42×267mm 580g 285×560×410mm 1.2kg 本体／PS

08701 ◆ ホロウェア ステンレス二重
構造どんぶり

HOL-02 230g カラー箱 203×203×92mm 328g 425×630×295mm 6.8kg ステンレス

08801 まるいプレート 27cm TW-05B  
ブラウン

218g ヘッダー付
OPP袋入

305×310×16mm（ヘッ
ダー含む）

217g 　 　 PET・ABS（山中塗り加工） 食洗機対応、電子レンジ対応

08802 TW-05S ス
モークブルー

305×310×16mm（ヘッ
ダー含む）

217g 　 　

08803 TW-05Y  
マスタード

305×310×16mm（ヘッ
ダー含む）

217g 　 　

08804 木目スープボウル 五客 茶色 TW-01  
小

69g 茶箱 147×120×125mm 407g 　 　 PET、ABS 食洗機対応、電子レンジ対応

08805 TW-02  
大

84g 147×120×125mm 490g 　 　

08806 木目オーバルプレート 五客 茶色 TW-03 93g 茶箱 233×155×73mm 540g 　 　 PET、ABS 食洗機対応、電子レンジ対応

08807 抗菌パック小鉢 KOH-001  
ピンク

205g 箱入 118×118×58mm 300g 435×560×450mm 20kg 本体／磁器、フタ／PP

08808 KOH-002  
ネイビー

08809 KOH-003  
ミント

08901 ◆ 回転寿司トレイン KTSS-001W 275g カラー箱 380×70×260mm 740g 400×600×560mm 12kg 本体／ABS セット内容／車両A×１、車
両B×3、レールA×2、レー
ルB×8、受け皿×6、電源
／単三乾電池×2本（別売）
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08902 とびだせ！おすし CH-2011 299g ヘッダー付
カラー箱

125×47×205mm 345g 306×400×438mm 12.9kg PP

08903 丸型レンジモチアミ RE-174 110g ブリスター
台紙

295×270×30mm 170g 760×300×635mm 10.5kg PP

08904 ボーノ もちカッター CH-2108 82g カラー箱 67×32×134mm 96g 306×356×326mm 8.8kg 取り出しプレート／ABS、カッター
プレート／ポリアセタール

食洗機対応

09001 カリーノ 耳までおまかせホット
サンド 

CRN-02 1,630g カラー箱 315×120×265mm 1,960g 390×650×290mm 13.0kg 本体／PP・ステンレス、プレート／
アルミ（ふっ素樹脂加工）

消費電力／900W、コー
ドの長さ／1.4m

09002 ◆ HOME SWAN そ の ま ま
ホットサンド シングル

SSH-60 860g カラー箱 180×115×245mm 1000g 365×370×515mm 13kg 本体／フェノール、ロックレバー／
PP、プレート／アルミダイキャスト
(ふっ素樹脂加工)

消費電力／600W、コー
ドの長さ／1.0m、プレー
ト固定式、かんたんレシピ
付き

09101 ◆ HOME SWAN ガラスふた
付きすきなべ御膳

SSG-55 1,250g カラー箱 205×215×135mm 1,470g 430×450×300mm 12.5kg 本体／PP、フタ／強化ガラス、上枠・
フタつまみ／フェノール、すきなべ／
アルミ板（ふっ素樹脂加工）

満水容量／0.7L、消費電
力／450W、コードの長
さ／1.4m

09102 ◆ HOME SWAN 電気圧力鍋 
2.5L

SDA-60 2960g カラー箱 310×270×285mm 3350g 320×560×590mm 15kg 本体／PP、内がま／アルミ板(ふっ素
樹脂加工)

消費電力／600W、コー
ドの長さ／1.4m、付属品
／計量カップ・おたま・
しゃもじ

09103 ◆ HOME SWAN マイコン式
炊飯ジャー 3.5合炊き

SRC-35 2,000g カラー箱 310×250×250mm 2,730g 330×520×535mm 12.0kg 樹脂部／PP、内鍋／アルミ（ふっ素
樹脂加工）

消費電力／400W、コー
ドの長さ／1.4m、付属品
／計量カップ、しゃもじ

09104 ◆ HOME SWAN ミニ炊飯器 
1.5合炊き

SRC-15 1,040g カラー箱 190×190×200mm 1,250g 400×400×420mm 12.0kg 樹脂部／PP、内鍋／アルミ（ふっ素
樹脂加工）

消費電力／230W、コー
ドの長さ／1.4m、付属品
／計量カップ・しゃもじ

09201 ◆ HOME SWAN トライタン
ボトルブレンダー 400ml

SBR-40R  
レッド

750g カラー箱 135×135×380mm 950g 380×500×400mm 13.0kg 本体・飲み口フタ／ABS、ボトル／
PET、回転刃／ステンレス（チタン
コーティング）

消費電力／200W、コー
ドの長さ／1.0m

09202 ◆ HOME SWAN トライタン
ボトルブレンダー 400ml

SBR-40  
ホワイト

750g カラー箱 135×135×380mm 950g 380×500×400mm 13.0kg

09203 ソレイユ 醗酵メーカー「菌活美人」 SL-50 738g カラー箱 170×140×290mm 930g 485×580×315mm 12.0kg 本体／ABS・PP、カバー／AS、容
器・計量カップ／PP

消費電力／30W、コード
の長さ／1.3m、、付属品／
計量カップ、レシピ

09204 ◆ HOME SWAN 電気ケトル SWK-10  
1.0L 

620g カラー箱 195×165×175mm 800g 410×510×370mm 11.0kg 本体／PP 消費電力／800W、コー
ドの長さ／1.0m

09205 SWK-12  
1.2L

725g 195×155×210mm 860g 405×475×440mm 11kg 消費電力／800W、コー
ドの長さ／1.0m

09206 SWK-17  
1.7L

775g 205×165×230mm 935g 425×515×480mm 12kg 消費電力／900W、コー
ドの長さ／1.0m

09301 ◆ HOME SWAN スチーム
クッカー

SSC-70 1,500g 箱入 325×240×225mm 2,115g 340×740×470mm 13.5kg 容器・水タンク・受皿・ヒーターリン
グ／PP、蒸し器・フタ／PC

消費電力／600W、コー
ドの長さ／1.4m、タンク
容量／最低水量：300ml・
MAX：1100ml

09302 電気保温おでん鍋 田楽亭 割蓋 CS3-061214 1,320g 白箱 375×260×145mm 1,540g 390×600×540mm 13.5kg 保体／焼き桐・ステンレス、仕切り／
ステンレス

消費電力／90W、コード
の長さ／1.4m

09303 ◆ せんべろメーカー KDGC-005B 560g カラー箱 322×112×207mm 1.5kg 340×360×440mm 10kg 本体／PA、トレイ／アルミ、おでん
鍋・焼酎鍋／スチール、焼き鳥・炙り
網／鉄、とっくり・おちょこ／陶器

消費電力／470W、コー
ドの長さ／1.0m

09304 ◆ HOME SWAN ミニフード
チョッパー

SMC ‐ 10 710g カラー箱 115×115×210mm 760g 345×460×225mm 10.0kg 本体・スイッチ／ABS、容器／AS、
容器ふた／PP

消費電力／100W、コー
ドの長さ／1.0m

09305 ◆ HOME SWAN フード
チョッパー

SFC-25 870g カラー箱 185×185×270mm 1,200g 385×575×580mm 15.5kg 本体／ABS、本体底部／PP、カップ・
カップふた／AS、カップふたパッキ
ン／シリコーンゴム、回転刃／ステン
レス（チタンコーティング）

消費電力／250W、コー
ドの長さ／1.0m

09401 ◆ HOME SWAN スマート
ホットプレート

SHP-70F 1,020g カラー箱 215×310×120mm 1,200g 620×330×270mm 13.0kg プレート／アルミダイキャスト（ふっ
素樹脂加工）、樹脂部／PP、フタ／鋼
板、つまみ／フェノール

消費電力／700W、コー
ドの長さ／1.4m、プレー
ト固定式

09402 クレープメーカー ドレミ CS3-061216 1,480g 白箱 395×321×88mm 1,790g 410×650×470mm 19kg 本体／PP・アルミダイキャスト（ふっ
素樹脂塗膜加工）、お玉・スパチュラ
／66ナイロン・PP、トンボ／天然木、
袋／紙

消費電力／650W、コー
ドの長さ／1.4m

09403 ◆ HOME SWAN Let'sぱくぱ
くプチパンケーキメーカー

SPM-35(P) 
ミルキーピ
ンク

460g カラー箱 180×140×90mm 600g 375×455×295mm 13.5kg プレート／アルミダイキャスト（ふっ
素樹脂加工）、本体／フェノール、ラ
ンプカバー／PC、電源・コードカバー
／PP

消費電力／350W、コー
ドの長さ／1.0m、かんた
んレシピ付き

09404 SPM-35(OR) 
パッションオ
レンジ

09405 ◆ HOME SWAN 食 べ き り
ホットプレート 28cm

SHP-28 2,050g カラー箱 365×110×350mm 2,460g 375×695×350mm 16.0kg 樹脂部／PP、プレート／アルミ（ふっ
素樹脂加工）

消 費 電 力 ／ 1,000W、
コードの長さ／1.4m

09406 ◆ HOME SWAN 着脱式電気
たこ焼器 平プレート付き

SNT-80 たこプレー
トセット時：

1,200g、平プ
レートセット

時：975g

カラー箱 335×100×275mm 1,770g 345×395×560mm 15.7kg 本体／PP、プレート／アルミ（ふっ
素樹脂加工）

消費電力／800W、コー
ドの長さ／1.4m



144

カタログ 
番号 71- 商品名 商品重量

パッケージ アウターカートン
材質 仕様

包装仕様 サイズ 重量 サイズ 重量

09601 DASH II （ダッシュ・ツー） 105g ヘッダー付
カラー箱

96×30×140mm 137g 300×495×300mm 14.4kg 本体／ABS、ハンマー頭部・カッター
刃部／ステンレス、ファスナーテープ
／ナイロン

09602 DASH III （ダッシュ・スリー） 135g ヘッダー付
カラー箱

101×43×170mm 188g 260×365×230mm 4.1kg 本体・ハンドル／ABS、ハンマー頭
部・カッター刃部／ステンレス、レン
ズ／PC

09701 非常事隊 非常用持出袋 HJT-01 70g 袋入 220×10×360mm 80g 250×365×260mm 5.1kg 本体／ポリエステル（ポリウレタン
コーティング）、紐／綿

09702 ◆ 非常用エアーマット 空気入
れ付

AMT-01 377g
（マット本体）

ヘッダー付
カラー箱入

230×296×55mm 557g 370×480×620mm 15.2kg 本体／ポリアミド・PP、空気口・ポ
ンプ／PP

付属品／空気入れ

09703 防寒具ッド！！ 非常用保温シート BGD-01 47g ヘッダー付
PP袋

91×20×152mm 49g 275×380×375mm 13.0kg アルミ蒸着PET（ポリエステルにアル
ミを高温蒸着加工）

09704 防寒具ッド！！ 非常用寝袋 BGD-02 78g ヘッダー付
PP袋

101×25×165mm 80g 395×560×320mm 21.2kg

09705 ◆ 防寒具ッド！！ 防寒アルミ
ポンチョ

HJT-04 60g 袋入 120×35×100mm 67g 360×510×265mm 7.5kg

09801 ◆ 防水バッグ 10L WB-01 400g 袋入 220×335×50mm 470g 350×430×370mm 12kg 本体／ポリエステル（表面加工：
PVC）、ベルト／ナイロン・ポリアセ
タール

　

09802 ◆ 非常事隊 折りたたみ水タンク HJT-07  
5L

65g 袋入 350×47×340mm 70g 400×410×305mm 4.9kg PE、ナイロン、PET 満水容量／5L 

09803 HJT-05  
10L

93g 袋入 410×47×390mm 105g 425×430×355mm 6.2kg 満水容量／10L 

09804 マイティハンドキャリー 800g ラベル付
袋入

245×82×425mm 890g 280×460×720mm 12.3kg スライドポール／アルミ、樹脂部／
PP、タイヤ／PVC、タイヤ軸／鉄、
ゴムロープ／合成ゴム

耐荷重／20kg

09901 家具転倒防止板 がんばります 4本入 （1本）35g ヘッダー付
カラー箱

56×25×240mm 154g 255×270×295mm 8.0kg エラストマー

09902 ミニ 4本入 （1本）16.7g 55×25×135mm 78g 230×295×300mm 9kg

09903 ◆ 非常事隊 携帯トイレ2個
セット

HJT-03 凝固剤入り尿
処理袋：（1枚）
19g、持ち帰り
袋：（1枚）3g、
前掛けシート：

10g

ヘッダー付
袋入

230×197×10mm 50g 390×420×330mm 7.3㎏ 凝固剤入り尿処理袋／ポリエチレン・
高分子吸収樹脂、持ち帰り袋・前掛け
シート／ポリエチレン

対応容量／約500ｃｃ、
セット内容／凝固剤入り
尿処理袋×2、餅乖離袋×
2、前掛けシート×1

09904 KGO-01 オサメット ホワイト 375g ヘッダー付
カラー箱

210×297×48mm 513g 521×441×322mm 11.2kg ABS

09905 オレンジ

09906 ブルー

10001 ◆ スティックFMラジオ STI-108 本体／27g カラー箱 63×20×115mm 50g 155×495×350mm 6.7kg ABS 自動選局式、受診周波数
／76～108MHz、電源／
単四乾電池×2本（別売）、
ライト付き、付属品／両耳
イヤホン

10002 ◆ ワイド FM 機能搭載 AM・
FMポケットラジオ （スピーカー
付） 

FM-108 本体／60g カラー箱 76×34×146mm 98g 285×430×190mm 5.5kg ABS 受信周波数／ AM：520
～1700kHz、FM：76～
108MHz、電源／単四乾
電池×2本使（別売）、付
属品／両耳イヤホン

10003 ◆ 伸びて曲がる磁石付きライト 
マゲノビ・ミニ

MN-32 47g(電池含め
54g)

カラー箱 78×20×170mm 85g 155×340×390mm 4.5kg アルミ、ステンレス、磁石、POM、
スチール(メッキ)

電源／ボタン電池LR44×
3個(付属)

10101 ◆ 100LEDソーラーセンサーラ
イト

LT-01 147g カラー箱 143×62×106mm 190g 315×405×440mm 10Kg ABS 防水性能／IPX4

10102 ノートパソコン用モニターライト SV-7114 81g カラー箱 310×60×48mm 110g 288×386×204mm 3kg 本体／ABS、ライトカバー／PC 電源／USB給電

10103 ◆ 非常事隊 13LEDハンディラ
イト

HJT-08 280g カラー箱 180×115×120mm 343g 370×380×520mm 9.4kg 本体／ABS、反射板／PS、スイッチ
／PVC、電池ケース／PP、ストラッ
プ／ナイロン

電源／単三乾電池×4本
（別売）

10201 ◆ タッチセンサー式調光 LED
デスクライト

DLT-02  
ブラック

150g カラー箱 140×140×187mm 264g ABS、PP 電源／単三乾電池×3本
（別売り）・USB給電、付
属品／USBケーブル

10202 ◆ ルーミー ボールセンサーラ
イト

RMY-02 92g カラー箱 95×95×100mm 150g 340×465×450mm 8.0kg 本体・台座／ABS、コンクリートプ
ラグ／PP、取り付けネジ／鉄

電源／単四乾電池×3本
(別売)

10203 ◆ ルーミー 2WAYスティック
ライト

RMY-04 72g カラー箱 230×58×52mm 100g 345×470×445mm 11Kg ABS、PP、鉄 電源／単三乾電池×3本
（別売）

10301 ◆ ク ロ ス フ ィ ー ル ド COB 
2WAYワークライト

XF-15 410g カラー箱 165×160×150mm 　 　 　 本体／PP、PS 電源／単一乾電池×3本
（別売）

10302 ◆ クラシック COB ランタンラ
イト

CLL-01 200g 茶箱（1色
印刷）

120×125×190mm 290g 400×770×410mm 12㎏ 本体／ABS・PP・ポリスチレン、取
手／スチール

電源／単三乾電池×3本
（別売）

10401 クロスフィールド ランタンライト XF-12L 160g カラー箱 97×97×180mm 210g 430×620×400mm 12.5kg ABS、PS 電源／単三乾電池×3本
（別売）

10402 ◆ クロスフィールド COB スラ
イドランタンライト

XF-08 240g カラー箱 95×95×160mm 290g 410×585×360mm 12.7kg PS 電源／単三乾電池×3本
（別売）
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10403 ◆ クロスフィールド LEDワー
クライト

XF-11 150g カラー箱 145×47×107mm 185g 320×470×255mm 7.5kg 本体／PS 電源／単三乾電池×3本
（別売）

10501 ◆ クロスフィールド マルチラ
ジオライト

XF-09 170g カラー箱 160×60×95mm 285g 340×350×345mm 11.3kg ABS、PS リチウム電池／500mAh

10502 ◆ クロスフィールド トリプル
8LEDライト

XF-07 205g カラー箱 210×85×100mm 243g 440×535×470mm 13.7kg ABS、PS 電源／単三乾電池×3本
（別売）

10503 ◆ クロスフィールド ダイナモ
LEDラジオライト

XF-14 本体／138g カラー箱 165×62×51mm 185g 220×210×370mm 4.8kg ABS、PS 付属品／USB充電用接続
ケーブル
リチウム電池／800mAh

10504 ◆ クロスフィールド ミニスラ
イドランタンライト

XF-13 117g カラー箱 77×77×105mm 152g 340×480×258mm 8.3kg 本体／PS 電源／単四乾電池×3本
（別売）

10601 ★◆ 晴雨兼用ＵＶカット 折
りたたみ式チェック傘 8本骨 
56cm

AB-01C  
ブラウン

270g タグ付袋入 70×50×240mm 273g 260×290×290mm 10.5kg 親骨／スチール(焼付塗装)、シャフ
ト／スチール、生地／ポリエステル、
傘先端・ハンドル／PP

10602 AB-01Ａ  
ブルー

10603 どろぼう猫プレート とらねこ SAN2505-
1

720g カラー箱 252×252×45mm 890g 410×580×440mm 22.4kg 磁器

10604 どろぼう猫魚プレート とらねこ SAN2842-
2

400g カラー箱 265×155×40mm 480g 280×490×350mm 12.5kg 磁器

10605 絞り器付き レモンサワータンブ
ラー

SAN3395 390g カラー箱 95×95×126mm 440g 305×410×400mm 16.8kg 本体／磁器、絞り器／磁器

10606 メロンパン貯金箱 SAN2566 230g 茶箱 145×145×110mm 300g 470×620×380mm 11.8kg 陶器

10801 ◆ タブレットホルダーアーム TA-01 225g カラー箱 140×75×185mm 310g 400×500×450mm 12kg ホルダー・ホルダーナット・クランプ
ナット・土台クランプ／ABS、アー
ムカバー／PVC、アーム(芯)／鉄

対応タブレット・スマー
トフォンサイズ／幅115～
180mm、耐荷重／500g

10802 モバイルスタンド 96g カラー箱 　 　 　 　 本体／PP、クッション部／EVA 付属品／すべり止めシール

10803 燕熟の技 オールステンレススマ
ホスタンド

EJSS-250 110g 化粧箱 88×150×18mm 150g 285×315×105mm 5kg 本体／ステンレス（板厚1mm） コネクタ用スリット／左爪
6mm幅、右爪4mm幅

10901 ◆ 電子メモパッド 8.5インチ EM-01 108g カラー箱 150×8×232mm 133g 265×480×335mm 14Kg ABS 電源／コイン形リチウム
電 池（CR2016)　1個 使
用（テスト電池付属）、専
用ペン／122×10×6ｍ
ｍ（5g）

10902 くねローゼ 2本セット グリーン 15g ヘッダー付
PP袋

120×15×220mm 38g 305×400×285mm 5.0kg ニトリルブタジエンゴム、スチール、
ABS

10903 ブルー

10904 レッド

10905 くねローゼ ロング 2本セット 25g ヘッダー付
PP袋

55×13×540mm 58g 300×300×470mm 8.0kg ニトリルブタジエンゴム、スチール、
ABS

10906 DIY・BOY 赤 50g PP袋入 140×20×200mm 80g 455×615×510mm 17.0kg 本体／TPR・スチール、各パーツ／
PS・磁石・PVC・鉄

セット内容／本体×1、
パーツ（吸盤×2、磁石×
2、ストラップ×2）10907 黄

10908 青

11001 ◆ ゆるエク ストレッチローラー SE-01 370g カラー箱 304×100×100mm 470g 330×655×330mm  10.3kg 外面／EVA、内面／PVC

11002 ◆ ゆるエク ローイングチューブ SE-02 196g カラー箱 270×75×188mm 315g 580×610×280mm 8.5Kg フットベース／ NBR、グリップ／
PVC、チューブ／TPE

11003 ひとりでできた トリプル（3点
セット）

HD-07 本体ハンドル／
137g、湿布貼
り本体／113g、
ローション専用
本体／30g、塗
り薬用本体／

10g

ヘッダー付
カラー箱

188×410×34mm 383g 　 　 PP、ABS、エラストマー

11101 ◆ ゆるエク ゴムバンド SE-03 18g カラー箱 105×18×130mm 47g 240×460×160mm  2.7kg ゴムバンド／TPE、収納袋／ポリエス
テル

収納袋付（サイズ／124×
210mm（6g））

11102 ◆ ゆるエク グリップチューブ SE-04 35g カラー箱 137×34×163mm 80g 310×420×380mm 4.7Kg グリップ／NBR、チューブ／TPE

11103 腰サポーター WJ-8060  
S/M

カラー箱 155×60×280mm 218g 　 　 ポリエステル、ナイロン、PP、PU

11104 WJ-8061  
M/L

243g 　

11105 WJ-8135  
L/XL

　

11106 骨盤サポーター WJ-8138  
M/L

カラー箱 120×60×240mm 149g 　 　 ポリエステル、ナイロン、PP、PU

11107 WJ-8139  
L/XL

173g 　 　

11201 LEDライティングミラースクエ
ア

AY-2032 437g カラー箱 197×78×293mm 706g 400×535×325mm 9.5kg 本体／ABS・ガラス 電源／アルカリ単三乾電
池×4本（別売）、または
ＵＳＢ給電（付属）
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11202 New ステンレスかっさプレート 68g ブリスター
台紙

135×10×75mm 77g 150×290×230mm 8.5kg 18-8ステンレス

11203 LEDライト付電動爪切り SV-5974 70g
（カバー含む）

ブリスター
パック

131×30×250mm 103g 450×500×250mm 7.8kg 本体／ABS、刃／タングステン鋼、カ
バー／PC

電源／単三乾電池×2本
（別売）、クリーニングブラ
シ付き／57ｘ12ｘ3mm

（2g）

11204 LEDライト付コンパクトミラー FP-385 59g ブリスター
台紙

115×20×140mm 81.5g 185×490×320mm 6kg ABS、HDガラス 電 源 ／ USB 給 電、
200mAhリチウム電池、
充電時間／約30分、稼働
時間／約1～2時間

11301 ◆ 低反発ウレタン ドーナッツ
クッション 36cm

535g 袋入 360×70×360mm 550g 620×620×480mm 15.5kg 外側の生地／パイル地、中身／低反発
ウレタンチップ

11302 ◆ パット テーブルクロック 温
湿度計付 

PT-01 70g カラー箱 70×50×140mm 100g 330×470×310mm 8.3kg ABS 電源／単四乾電池×2本
（別売）

11303 パンチングバッグ Wぱーんち 30702 900g カラー箱 170×90×370mm 1,045g 350×550×390mm 13.5kg 本体／PVC、キャップ／PP、中栓／
ゴム、エアーポンプ／PE・PP

付属品／エアーポンプ

11401 内側ガーゼの不織布マスク 7枚
入り

（1枚）4g ヘッダー付
袋入

130×20×250mm 35g 670×500×385mm 8kg 本体／PP・綿、フィルター／PP、ノー
ズアーム／PE、耳ひも／ポリエステ
ル・PU

JIS規格適合商品

11402 不織布3層マスク レギュラーサ
イズ 50枚入り

（1枚）3g カラー箱 195×100×100mm 210g 640×420×455mm 12.9kg 本体・フィルター／PP、ノーズアー
ム／PE、耳ひも／ポリエステル・PU

JIS規格適合商品

11403 不織布3層マスク50枚 医療用 
クラス3

3g カラー箱 195×100×100mm 210g 420×640×455mm 12.9kg 本体・フィルタ部／ポリプロピレン、
耳紐部／ポリエステル・ポリウレタ
ン、ノーズアーム／ポリエチレン

JIS規格適合商品

11404 メガネ用くもりどめクッション
3個入り

1g 袋入 55×10×155mm 5g 260×310×220mm 1.85kg 本体／PU、面ファスナー部／PP

11405 アルコール除菌スプレー AS-11
石鹸の香り

12.4g 袋入 60×17×145mm 14.5g 320×320×280mm 4.6kg 本体／PP、成分／エタノール・水・
クエン酸Na・クエン酸・香料

用途／身の回り品の衛生
管理（手に使用しても可）

11406 AS-12
グ レ ー プ フ
ルーツの香り

12.4g 袋入 60×17×145mm 14.5g 320×320×280mm 4.6kg

11407 AS-13 藤の
花の香り

12.4g 袋入 60×17×145mm 14.5g 320×320×280mm 4.6kg

11408 AS-10 12g OPP袋入 60×16×145mm 14.1g 310×310×260mm 4.25kg 本体／PP、成分／エタノール・デヒ
ドロ酢酸ナトリウム・グルコン酸ナト
リウム・重曹・クエン酸・水

11409 タッチレスディスペンサー WJ-8105 300g カラー箱 130×110×200mm 415g 260×565×420mm 8.94kg ABS、PC 電源／単三乾電池×4本
(別売)

11501 アロマ対応加湿器 (イルミネー
ション機能付)

6179 166g カラー箱 115×115×115mm 242g 370×490×400mm 10kg 本体／ABS、PP 付属品／USBコード

11502 スーパーロング ウェットボディ
タオル

70g 袋入 170×8×205mm 80g 230×395×320mm 8.4kg 不織布（レーヨン、ポリエステル）

11503 除菌ウェットティッシュ10枚入 37g ピロー包装 135×10×70mm 34g 290×360×290mm 4.2kg 不織布、精製水、エタノール、塩化ベ
ン、ザルコニウム、パラベン、PG

11504 電子体温計 ホワイト TO-100WT 10g ブリスター
台紙

55×30×186mm 39g 400×480×270mm 8.1kg 本体／ABS（抗菌樹脂）、電池フタ／
PC、面板／透明PC、感温部／ステン
レス

電源／ボタン電池LR41×1
個（付属）、医療機器認証番号
／ 225AKBZX00141000
号、測定方式／実測式、ブ
ザー音量／約50ｄB

11505 エイドクルー 8101  
＃36

77g カラー箱 110×82×42mm 96g 440×530×360mm 18.5kg PP、他 専用ケース、キズテープM
（３枚入り）(日本)、グルー
ミング５点セット(爪切り、
エチケットハサミ、耳か
き、爪ヤスリ、毛抜き兼ピ
ンセット)(中国)、カラー
綿棒(10本入り)（タイ)

11506 8108  
＃200

385g カラー箱 200×147×45mm 485g 320×610×220mm 13kg HIPS樹脂、他 専用ケース(鏡付)、グルーミン
グ7点セット(爪切り、エチケッ
トハサミ、耳かき、爪ヤスリ、
毛抜き兼ピンセット、キュー
ティクルカッター、ルーペ)、
マスク(2枚入)、ガーゼ中(10
枚入)、サージカルテープ(中
国)、キズテープM(3枚入)×
2、ワンタッチ包帯×２、コッ
トンパフ(3枚入)×２、冷却
シート(2枚入)(日本)、カラー
綿棒(10本入り)×２（タイ)

11507 おくすりダス ブルー 23g ヘッダー付
カラー箱

95×26×148mm 32g 238×295×220mm 4.1kg 上部フタ取り出し部／メタクリル樹
脂、下本体・ストッパー部／PP

11508 レッド

11601 body care 硬押W 100g クリア箱 163×73×136mm 172g 500×410×470mm 12kg オレフェン系エラストマー

11602 body care 柔押W
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11603 foot care 硬玉輪 142g クリア箱 125×82×136mm 197g 585×435×545mm 16.2kg オレフェン系エラストマー

11604 foot care 柔玉輪

11605 健康習慣 ラクリラ (電池付) KE-350 688g カラー箱 270×94×251mm 890g 520×560×390mm 16kg ABS、エラストマー 電源／単三乾電池×4本
（付属）

11606 シェイプストレッチャー HH-825 764g カラー箱 280×110×330mm 990g 590×590×360mm 11.9kg PP、エラストマー セット内容：かかと用保護
シール

11607 ビューティシェイプ 足ツボ名人 HH-709 215g カラー箱 286×42×160mm 278g 450×590×505mm 18.7kg PP

11608 リフレクソロジーボード 510g ヘッダー付
カラー箱

325×35×285mm 670g 410×650×300mm 15.0kg PP（抗菌剤配合）

11701 ◆ トイレセーフティロール II 4,700g 茶箱 670×110×505mm 5,000g 345×540×695mm 16.2kg 本体／鉄パイプ（粉体塗装）、持ち手
／ポリエステル・EVA、ピットクッ
ション／ウレタン

11702 ◆ アシストスタンド II 2,000g 茶箱 620×360×115mm 2,300g 400×740×550mm 15.0kg 本体／鉄パイプ（粉体塗装）、持ち手
／ポリエステル・EVA

11703 花柄折りたたみステッキ 230g ヘッダー付
袋入

170×34×340mm 238g 330×490×410mm 22kg アルミ、合成ゴム、アクリル樹脂

11704 自立式折りたたみステッキ EDN-354 400g 箱入 180×90×305mm 533g 500×600×700mm 20kg アルミ、PP 電源／ボタン電池LR44×
4個(テスト用電池内蔵)

11801 ★◆ レッシブ たためる角型洗
濯桶

LSV-02 477g ヘッダー付
カラー箱

280×60×377mm 645g 400×580×580mm 12.8kg 枠・底／PP、おりたたみ部／エラス
トマー

11802 ◆ マイクロファイバークロス 
10pcs

MFC-10 （1枚）18g クリア箱 220×70×155mm 260g 345×490×600mm 10.5kg ポリエステル100％

11803 吸除隊 霧とり＆ガラスみがきワ
イパー

168g ヘッダー付
カラー箱

130×80×300mm 234g 410×825×625mm 17kg 本体（ヘッド部）／HIPS、タンク部
／PP、ヘラ部／PE、スポンジ部／ウ
レタンホーム

満水容量／220ml

11804 ◆ ホタテクリーン 抗菌おそう
じシート

F0090 45g シュリンク
パック

直径80×200mm 125g 490×650×420mm 13kg 本体／不織布（ポリエステル70％、
レーヨン30％）

ミシン目入り80枚

11901 2段式スタンドハンガー　マス
コット32

872g 箱入 160×130×485mm 1,050g 500×670×500mm 17kg スタンド本体・ハンガー・ピンチ／
PP、パイプ／PP被膜鋼管

11902 バスタオルハンガー 744g 袋入 335×75×395mm 756g 405×670×670mm 16.3kg PP

11903 室内・屋外両用物干しスタンド 
クリーンドライ・15

1,085g 茶箱 565×190×130mm 1,325g 394×580×412mm 8.4kg スタンド本体・ハンガー・ピンチ／
PP、スタンドパイプ／PP被覆鋼管

11904 アルミ製オールマイティ物干し MH-07 1,400g 茶箱 740×110×870mm 1,600g 設定なし 設定なし 本体／アルミ（アルマイト加工）、ネ
ジ／ステンレス、キャップ／PE

11905 ◆ ドアスペースハンガー F8257 970g 化粧箱 95×35×485mm 1,060g 510×515×75mm 22kg 本体／スチール　保護テープ／EVA 耐荷重／約30kg

12001 スマートキャリー 800g 袋入 545×386×50mm 820g 560×315×410mm 12.1kg 本体／PP、キャスター／PP・PC

12002 スマートキャリー ミニ 670g 443×357×47mm 680g 715×408×455mm 15.0kg

12003 スマートキャリー スーパーミニ 550g 380×360×72mm 550g 735×430×395mm

12004 ポリタン楽っく 528g 袋入 395×252×95mm 536g 780×460×760mm 18kg PP、PC

12005 ポリタンキャリー （レッド） 420g 436×270×87mm 430g 825×440×610mm 17㎏ 本体／PP、キャスター／PP、PC 耐荷重／30kg

12006 ポリタントレー 400g 436×270×87mm 410g 825×440×430mm 17㎏ PP 耐荷重／30kg

12007 エアーメイト SV-3925  
アイボリー

470g カラー箱 550×212×45mm 670g 382×563×441mm 11.2kg 本体・ウイング・固定板・取り付けネ
ジ／ABS、取り付け具／両面テープ、
安全落下防止キット／ヒモ：ナイロ
ン、ナスカン：ダイキャスト（ニッケ
ルメッキ）

12008 省エネ温風パイプ だんらん植毛
コンパクト

600g ヘッダー付
カラー箱

145×130×340mm 750g 295×365×380mm 5kg アルミ(植毛加工)、33ナイロン、鉄
(メラミン焼付塗装)

12101 10段シューズラック 10517 1,215g カラー箱 165×65×525mm 1,365g 540×420×350mm 19kg スチール、PP

12102 シンプルフリーラック 10516  
4段

735g カラー箱 140×75×540mm 905g 570×530×230mm 12kg スチール、PP、不織布(PPコーティング）

12103 10513  
8段

1,400g 180×75×540mm 1,655g 560×395×390mm 19kg

12104 ハイヒールプラス C（サークル） 
2個組

チョコレー
トブラウン

（1個）70g カラー箱 164×85×100mm 186g 445×515×420mm 14.0kg 本体／PP、底面カバー／PE、スベリ
止め／エラストマー

12105 キャラメル
ブラウン

12106 ハイヒールプラス S（スクエア） 
2個組

チョコレー
トブラウン

（1個）162g カラー箱 226×115×102mm 392g 460×590×440mm 17.0kg

12107 キャラメル
ブラウン

12108 ニューハイヒール 消臭剤入 4個組 （1個）90g カラー箱 194×196×96mm 436g 610×500×410mm 18.0kg 本体／PP、底面カバー／PE（消臭剤
配合）

12109 ニューハイヒールワイド 消臭剤
入 4個組

（1個）125g カラー箱 290×173×98mm 610g 595×515×360mm 14.5kg

12110 ニューハイヒール100 消臭剤入 
4個組

（1個）140g カラー箱 225×113×203mm 667g 600×465×430mm 14.0kg
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カタログ 
番号 71- 商品名 商品重量

パッケージ アウターカートン
材質 仕様

包装仕様 サイズ 重量 サイズ 重量

12201 のっか郎 ブラック×グレー 845g カラー箱 275×42×315mm 952g 350×480×300mm 12.1kg 本体／PP、滑り止め／PVC

12202 からふるしんぶん楽っく プラス1 グリーン 840g ブリスター
台紙

290×140×340mm 860g 560×755×600mm 15.0kg 本体／PP、キャスター／PC

12203 ピンク

12204 オレンジ

12205 ハンディバスケット キャスター付 スリム 700g ラベル 295×540×217mm 700g 550×613×498mm 9.5kg PP 耐荷重／5kg

12206 ワイド 750g 377×538×219mm 750g 550×773×498mm 11.0kg

12301 コルテーゼ LEDライト付きスタ
ンド式ルーペ 3倍

CL-3L 40g カラー箱 80×17×130mm 53g 255×285×360mm 7.4kg 本体／ABS、レンズ／アクリル、保
護カバー／PVC

光源／LEDライト×2球、
電源／コイン形リチウム
電 池 CR1025×2個（ 内
蔵）

12302 新型ドイツスニップス NGT-205 145g ブリスター
台紙

95×18×270mm 180g 220×295×580mm 11.5kg 刃部／炭素鋼（黒色酸化皮膜処理）、
柄部／PE

刃部／3.5mm厚、かしめ
部／スプリングワッシャー
入、焼入硬度／HRC60℃
以上、安全ロック付

12303 ハサミ専用研ぎ器 とぐ造 SS-170 30g ヘッダー付
カラー箱

32×28×193mm 40g 210×290×215mm 3.0kg 本体／ABS、砥石／アルミナセラミッ
クス、ジルコニアセラミックス

12304 ドイツスニップス プラス GT-097 140g ブリスター
台紙

95×18×270mm 170g 220×295×580mm 11.5kg 刃部／炭素鋼、柄部／PE

12305 めがねはさみ MG3 20g 袋入 68×120×11mm 24g 　 　 刃部／刃物用特殊ステンレス鋼、ハン
ドル／ABS

12306 ツールボックス390 グレー 700g 袋入 392×190×134mm 760g 420×530×620mm 9.4kg PP

12401 折りたたみできるバケツ 390g カラー箱 280×281×58mm 532g 305×615×580mm 11kg PP、エラストマー

12402 コイルホース 15m 7スプレー WJ-8089 880g カラー箱 300×70×300mm 1,008g 230×620×620mm 14kg EVA、PP、ABS

12403 フィールドカートJr 園芸カート 1,270g 白箱 385×260×210mm 1,600g 540×775×440mm 13.8kg 本体・タイヤ／PP、シャフト・プッ
シュナット／鉄

耐荷重／80kg

12404 フィールドカート（回転座面付） 2,300g 白箱 515×315×305mm 2,900g 535×960×625mm 15.9kg 本体・フタ・タイヤ・バックル・回転
座面／PP、回転座面留め具／ABS

耐荷重／80kg

12405 EMエコペール ＃18 1,230g ラベル 設定なし 設定なし 335×645×775mm 10.4kg 本体・フタ・蛇口／PE、ハンドル／
ステンレス、取手・目皿・計量カップ
／PP

12406 ソーラー式モグラ撃退器 2本組 SV-5141 （1個）150g カラー箱 428×100×85mm 400g 330×540×450mm 8.0kg 本体／PP ニッケル水素充電池単三
型：700mA×1本（内臓）

12501 UV ワイドバイザー PF-682 142g カラー箱 334×44×179mm 220g 475×685×380mm 10.8kg AS、PC

12502 H1 ステンレス製ホームミラー 
300ф

1.6kg 茶箱 400×340×65mm 1.63kg 460×350×80mm 1.66kg 裏板鏡面材質／ステンレス、取付金
具材質／鉄（ユニクロームメッキ）、
フード／ステンレス

12503 パーキングストップ 2P （1個）985g カラー箱 393×93×455mm 2,325g 405×590×470mm 15kg 本体／PC、両面テープ／ブチルゴム

12504 ポケット付き シートベルトパッド FP-383 735g 台紙付
OPP袋入

295×20×220mm 110g 410×660×460mm 10.8kg 表面／綿65％・ポリエステル20%・
レーヨン10%・ナイロン5％、表パ
イピング部／PP100％、内側／ポリ
エステル100％、裏面／ポリエステ
ル100％、中芯材／スポンジ・PP板、
スナップボタン／PP

12601 ◆ 撥水加工 3WAYリュック
バッグ

AK-3WAY 325g PE袋 420×20×360mm 347g 360×450×330mm 10.0kg 生地／ポリエステル（表面：撥水加
工）、内面／アルミ蒸着フィルム、持
ち手／ポリエステル

ハンドル／390mm、容
量／25L、肩紐／400～
700mm、厚み／15mm

12602 ◆ 撥水加工 レジカゴ型バッグ AK-KA  
カーキ

210g 袋入 375×35×300mm 215g 410×615×363mm 11.4kg 生地／ポリエステル（表面：撥水加
工）、内面／アルミ蒸着フィルム

12603 使い分けエコバッグ 3種セット 大きめ／28g
（13L）、お弁

当用／27g
（14L）、小さめ

／17g（5L）

ヘッダー付
PP袋入

235×15×175mm 77g 240×460×330mm 7kg 本体／ポリエステル100% セット内容／大きめ・弁当
用・小さめ 各1

12701 ◆ ハローキティ ホットケーキ
パン

KT-HCP 175g カラー箱 119×33×250mm 225g 370×515×265mm 9.8kg 本体／鉄（シリコン樹脂塗装）、取手
／フェノール

ガスコンロ専用

12702 ◆ ハローキティ 赤黒キッチン
ツール

KTP-100  
お玉

43g ハダカ 設定なし 設定なし 374×460×230mm 5kg 本体／66ナイロン、取手／PP

12703 KTP-101  
穴明きお玉

43g ハダカ 374×460×230mm 5kg

12704 KTP-102  
ターナー

38g ハダカ 374×460×230mm 4.5kg

12705 KTP-103  
おこし返し

38g ハダカ 374×460×230mm 4.7kg

12706 KTP-104 バ
タービーター

39g ハダカ 374×460×230mm 4.6kg

12707 KTP-105 ワ
イドターナー

50g ハダカ 374×460×230mm 5.5kg

12708 ◆ ハローキティ LEDプッシュ
ライト

KTL-02 115g 窓付カラー
箱

112×92×135mm 157g 350×570×280mm 6.8kg 頭部／PS、台座／ABS 電源／単三乾電池×3本
（別売）



シルクスクリーン印刷
名入れではもっとも
一般的な印刷方式で、
インクのノリが良く鮮明な
印刷ができます。
ほとんどの材質の物に
印刷が可能ですが、
凹凸面の印刷には
不向きです。

名入に
ついて

P.42

ココカフェ
真空二重マグ
300ｍl

P.40

P.104 P.100 P.96 P.123

P.27

P.47

P.48

クリーンパウダー
真空二重
ワンタッチボトル
500ml

クロスフィールド
COB スライドランタンライト

スティックFMラジオ DASH Ⅱ（ダッシュ・ツー） コルテーゼ　LEDライト付き
スタンド式ルーペ 3倍

ピックドア
真空二重
コンビニカップ
450ml

テイスティミラー
真空二重タンブラー
630ml

クリアスカイ
二重マグカップ400ml

レーザー
レーザー光の強力な熱で
製品に入れたいロゴや
名前を焼き付けます。
非接触加工なので、
多少の凹凸や湾曲が
あっても加工することが
できます。 P.47

テイスティミラー
真空二重タンブラー
630ml

インクジェット印刷
フルカラーを鮮やかに
再現できるのが
インクジェット印刷です。
アクリルやプラスチックなどの
非吸収性素材への印刷、
対象物に接触しないので
多少の凹凸のある物への
印刷も可能です。

P.42

ココカフェ
真空二重マグ
300ｍl

色は黒・白・茶から選べます。
※デザイン・商品によっては名入色
が限定される場合がございます。

※製品の形状や材質、塗装等の都合上、ご希望に添えない場合がございます。詳しくは各営業担当者にお問い合わせください。

名入印刷方法は様々ありますが、
おもな印刷方法をご紹介致します！

Aiアウトライン化されたイラストレータのデータをご支給ください。
（Adobe Illustrator のバージョンはCS6以下）

※名入れサイズに合わせて弊社にて修正させて頂く場合があります。 ※印刷方式によりグラデーションや中間色のものは名入れできませんのでご注意ください。　
※複雑なロゴやキャラクターなどは名入れできない場合があります。 ※小さな文字、細い線はつぶれて印刷出来ない場合があります。

入稿に際しての
お願い

販売などに関する注意事項
◆ 展示品等の返品は固くお断りします。
◆ 商品価格は、国際情勢・相場などの変動による価格変更の可能性があります。
　 また、商品デザインの変更、商品の入荷及び継続が不可能になる場合があります。

◆ 包装形態について

※「アソート」と表記のある商品は色・柄・種類の指定はお受けできません。
※商品価格には、消費税は含まれておりません。

本カタログの有効期限は 2022 年12月末までとなります。
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…袋　入　ラ…ラベル付　 …シュリンク包装　
…台紙付　 …包装なし　 …巻きラベル付　他…その他

…日本製　　 …中国製　　 …諸外国製

鍋・フライパン ……………………… 001
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包丁・まな板 ………………………… 054

野菜調理器…………………………… 061

ザル・ボウル ………………………… 064

保存容器……………………………… 067

お弁当箱 ……………………………… 070

電子レンジ調理器 …………………… 071

ファンシーキッチン …………………… 075

キッチン水回り ……………………… 076

エコ素材キッチン雑貨 ……………… 079

キッチン雑貨 ………………………… 080

コーヒーサーバー・ティーポット …… 082

食器・カトラリー …………………… 084

キッチン家電 ………………………… 090

防災用品 ……………………………… 095

ラジオ・ライト ………………………… 100

日用品雑貨 …………………………… 106

健康・衛生 …………………………… 110

ランドリー …………………………… 118

ストーブ関連 ………………………… 120

日用品雑貨 …………………………… 121

ハローキティ ………………………… 127

巻末スペック表 ……………………… 128

名入れについて ……………………… 149

日頃「TAKARABUNE」カタログをご利用いただきありがとうござ
います。
近年、新しい生活様式が定着する中で、ソロキャンプをはじめと
する「１人を楽しむ時間」が人気を博しています。同時に、皆で
楽しむ時間の大切さも、改めて確認することができた数年でした。
行楽や交流への需要も高まる中、今号 71号では「個でも、皆でも
楽しむ」がテーマとなっております。
多様な生活スタイルへのご提案に、ぜひご活用ください。

SIAA マークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイ
ドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

本編では、FSC®森林認証紙を
使用しています。
世界的な森林の減少が問題になってい
る中、適切に管理された森林に由来する木製品を使うことが重要
とされ、国際的にさまざまな取り組みが行われています。その中
で特に注目されている取り組みの一つが FSC（森林管理協議会）
のFSC森林認証制度です。
印刷物の制作においても森林認証紙を使うことで、森林保全を
支援することができます。

表紙では、
抗菌印刷を使用しています。
高い抗菌力
表紙に抗菌効果の高いニスをコーティングし
て印刷面を保護。大腸菌・黄色ブドウ球菌な
どの菌に対して優れた抗菌力を発揮します。

高い安全性
抗菌印刷は、４つの安全性試験をクリアしています。
❶急性経口毒性　❷皮膚刺激性
❸変異原性　　　❹皮膚感作性
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商品検索

キーワード／カテゴリ／価格
色々な検索方法で

商品情報を検索できます。

商品情報

商品名／サイズ／入数
商品の詳細情報やサムネイル画像も

確認できます。

画像取得

EPS ／ JPEG
印刷用の高画像、WEB 用の低画像

用途に合わせて DL できます。

企画書作成

テンプレート／自動入力
各コマ数に合わせた企画提案書が

作成できます。

最新情報

PICK UP ／ランキング
新商品情報の他、時節の特集ページ

など、見どころ満載

k a k u s e e

2 0 2 2 7 1

会員 ID

パスワード

①画面右上のログインボタンをクリック ②ログイン画面に右の会員 ID とパスワードを入力してログイン

click!

ログイン手順

商品
検索

商品一覧
商品
検索

商品一覧

①画面左のサイドバーから商品検索 ②各種検索結果を商品一覧に表示

商品の複数選択（商品一覧より）

商品検索と画像

商 品 一 覧

商品名・品番・カタログ番号
JAN コードで検索

上代価格の範囲で検索
価 格 検 索

キーワード検索

12 大分類、各中分類から検索
カ テ ゴ リ 検 索 商品の個別選択（商品情報表示）

③商品一覧のチェックボックスを
チェックして jpeg/eps 画像を
ダウンロードする。

　
　商品一覧の商品画像か商品名を

クリックする事で表示される
   商品情報ページから jpeg/eps

画像をダウンロードする。

jpeg 画像をダウンロード

eps 画像をダウンロード

①商品一覧のチェックボックスで商品を選択
②画面左のサイドバーの企画書作成ボタンをクリック
③テンプレート選択で企画書のコマ数を選択
④企画書を作成ボタンをクリック
⑤ダウンロードボタンをクリック

商品企画書作成

企画書作成 企画書を作成する ダウンロード

https:/ /www.kakusee.co.jp
カクセー ホームページ
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	042_プリンタ
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	058_プリンタ
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	066_プリンタ
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	095_扉_プリンタ
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