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プロフィール

＜那須 チャンネル＞

鹿児島県出身の元プロサッカー選手。元アテ
ネ五輪日本代表。現役時から YouTube を開
設し、登録 39,6 万人（2022 年 6 月 1 日時点）　 

最高動画回数　197 万回

那須大亮 YouTube 企画取り組み実績
ROLAND 那須 ⼤亮

【YouTuber 那須大亮との共同企画運営】

那須大亮氏の YouTube の大型企画の運営に富士器業が協力企業を募り運営させて頂いております。 
毎回超一流な方にお越し頂き、再生回数 100 万回以上の企画もあり、協力企業にも大変好評を頂いてお
ります。スポンサーさん大募集！

【夢の豪華コラボ】サッカー選手 vsYouTuber ガチンコキックターゲット対決 2021!!!

【全 10 商品、各 1 名様に商品をプレゼント !】
那須大亮 YouTube「第一回キックターゲット」プレ
ゼント企画 

【協賛メーカー様】 
貝印株式会社 ：THANN コラボセット
岩谷産業株式会社 ：カセットガス炊飯器
株式会社タニタ ：左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル
藤田金属株式会社 ：フライパン
ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社 ：ブレンダー＆包丁 
富士器業株式会社：プロテインシェーカ—

【夢のコラボ !】最強フリーキッカー中村俊輔と遠藤保仁登場 !!
豪華キックターゲット対決！

【全 12 商品、合計 70 名様以上に当たる！】
那須大亮 YouTube「第二回キックターゲット」プレ
ゼント企画

【協賛メーカー様】
株式会社タニタ ：左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル
ログイン：包帯パンツ
京セラ株式会社：三徳ナイフ／フライパン／タンブラー
サーモス株式会社：真空断熱スポーツジャグ 
貝印株式会社：THANN×KAI CELEBRATE YOUR LIFE for MEN
藤田金属株式会社：フライパンジュウ
岩谷産業株式会社：フォールディングキャンプストーブ／カセットガス
保阪流：保阪流 Beauty トリートメントスパ
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プロフィール

＜岡田を追え !! チャンネル＞

岡田を人気者にしたいという気持ちで、
大学生の佐野が岡田に密着しています。
大学卒業後、岡田の隣の部屋に引っ越し
てきました。
チャンネル登録者数 40,6 万人

（2022 年 6 月 1 日時点）

【YouTuber 岡田を追え！との プロモーション・オリジナル商品製作・店頭販売】

初めての出会いは、2021 年の富士器業展示会に遊びに来て頂き、岡田くんに展示会内容を面白く動画撮影して
頂き、その際にオリジナルの鉄フライパンが誕生。販売までに繋がりました。

# 大阪の町工場まで行ってフライパンを作ってかっこつける港区家賃 3 万 7 千円男 # オリジナル包丁を作ってかっこつける港区家賃 3 万 7 千円男

ベリーウマーバ（20cm) / 等身大（26cm)
4,180 円 ( 税込 ) 4,620 円 ( 税込 )

本体、取っ手にもこだわりぬいた素材と岡田氏の名
言を刻んだ鉄のフライパンを数量にて製作。

ペティナイフ
ベリーウマーバ
3,850 円 ( 税込 )

三徳包丁
等身大
4,950 円 ( 税込 )

第二としてオリジナル包丁も製作・販売中！ 

フジテレビの番組「ふくらむスクラム !!」の
レギュラーメンバーに抜擢される。コンビ解
散後、2020 年からピン芸人として活動。
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富士器業が
関わっている

YouTuber の番組！
今後も色々な企画を

検討中！

オリジナル商品製作、動画・店頭販売他、
今後も多種多様な YouTuber との商品企画・製作をする予定です。
是非、ご活用ください。



【SNS LIVE 配信・商品使用調理企画】 

調理しながらライブ配信を実施した、コラボ企画。また、
企業案件の取組みとして、料理教室動画を配信。

プロフィール

＜ゆうスイーツ研究科＞

美食の都、京都生まれ　主にスイーツ作りを
得意とする youtuber。
京都のミシュラン三ツ星の料亭にて修行を経
験、飲食業開店を経て現在は簡単でおいしい
スイーツレシピをメインに動画を投稿。　
現在チャンネル登録者数 48,8 万人 

（2022 年 6 月 1 日時点）

プロフィール

 ＜ Qoonin TV  Youtube チャンネル >

「野球に関係する仕事がしたいけど、現実で
きてない」その欲求のはけ口としてはじめ
た野球専門の動画チャンネル。
グローブ紹介や手入れ・型付け・スキルアッ
プ講座など幅広く取り上げてます。
現在チャンネル登録者数    42 万人

（2022 年 6 月 1 日時点）

【商品懸賞試合企画】

実際に商品を企画内で
使用・紹介・プレゼン
ト企画も実施。

プロフィール

 ＜ここちゅぅぶ / 華城ここあ >

体重 123Kg むっちり ぽっちゃり ましゅまろ 
プリンセス 華城ここあのチャンネル『ここ
ちゅぅぶ』

たくさんのコメントお待ちしております !
 
チャンネル登録者数 18,8 万人

（2022 年 6 月 1 日時点）

【メーカー協賛コラボ企画】
店頭展開商品の紹介動画の反響で問い合わせ殺到中。 
店頭インスタ LIVE 企画の実施、弊社キッチンスタジオか
ら取引先様とのコラボ企画、YouTuber による商品紹介な
ど、積極的に配信しております。

【YouTuber ここちゅうぶとのコラボ企画】

とにかく美味しそうに食べる姿は、美味しさを伝え
る以上に幸せな気持ちにさせてくれます！
料理も得意で、調理道具を上手にアピールして頂き
ながら紹介！

#【終日密着】
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プロフィール

＜ちゃんねるダビッドソン Channel 
Davidson ＞

人生を遊ぼう！！ Let's play life
じゅんいちダビッドソンの動画ですねぇ
～！！　
キャンプ アウトドア　
camp camping outdoor 
★世界初★【キャンプのオンラインサロ
ンのオーナーやってます！！】
チャンネル登録者数 16 万人

（2022 年 6 月 1 日時点）

プロフィール

＜野あすわ　チャンネル＞

アウトドアファッションブランド
「フェールラーベン」アンバサダー。
野で焚き火を愛でる芸能界最強ソロキャ
ンプ集団「焚火会」に所属。

『うしろシティ阿諏訪の簡単＆絶品 ! キャ
ンプ料理』書籍発売
チャンネル登録者数 8,2 万人

（2022 年 6 月 1 日時点）

【YouTuber ちゃんねるダビッドソンとの
コラボ企画】

【YouTuber 阿諏訪とのコラボ企画】

R1 ぐらんぷり 2015 で優勝、ヘタキャ
ンの第一人者にして世界初のキャンプオ
ンラインサロンで東西にプライベート
キャンプ場を造成、自分が欲しい道具や
アイテムを作り自分が使いたいという理
由からアウトドア系ライフスタイルブラ
ンド「Daviddy」を始動。

2009 年～ 2022 年 4 月まで、金子学と
お笑いコンビ「うしろシティ」として活動。
得意のキャンプや料理を活かし、バラエ
ティ番組にも多数出演。
ブッシュクラフトというキャンプスタイ
ル。愛車は、スズキのジムニー。ヒロシ
さんがリーダーを務めるソロキャンプグ
ループ「焚火会」発起人。

#LeaveNoTrace#Firebox#M
ountainstreamLunch

＃悲報 ＃歓喜 ＃テント 

アウトドアでも有名になったじゅんいちダビッドソン
氏と富士器業がコラボしてオリジナル商品を展開！、
お笑いの要素も入ったり、おしゃれで、カッコよさ等
も追及した商品を考えています。アウトドアのイベン
ト等も企画検討中！

アウトドア芸人としても話題になり、こだわりの商品
を展開しています。長く使えて、またパッケージなど
にもこだわる阿諏訪氏。キャンプの際の焚火に合う
ビール等も富士器業とコラボして展開中です。
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 ちゃんねるダビッドソン Channel   Davidson × 野あすわ × 富士器業

（勝俣）
YouTube キャンプ チャンネルをはじめたのは？

（じゅんいち）
最初はヒロシさん、あすわ、島田のみだった。

（阿諏訪）
そうそう、ヒロシさんが、きっかけです。
そーゆーところ嗅覚鋭いから・・・

元々は、思い出の動画をアップしてて、「懐かし～」と
自画自賛してたら、登録者が増えて・・・
趣味でやってる事が、わずかな収益を生み出し、
楽しいな～と思ったのがきっかけ。

（じゅんいち）
自分は元々、動画じゃなく、写真撮ってインスタにアップする
程度だったんだ。
それから、ネタ V を YouTube に流してみたけど、

「あかんな～～～」（苦笑）全然回らず・・・
それで、生活にもなってる焚き火会でのキャンプを YouTube
へ流したら、急に何十万再生になってね。

そこからキャンプチャンネルになったんだよね～。
ホンダが愛車盗まれるネタとかね。

（勝俣）
今後、企業とコラボして作りたいキャンプ道具とかありますか？

（阿諏訪）
日本の使い捨て文化がダメです。

「生産者は安く大量に作って、消費者は安く買って捨てる」
その仕組みが嫌いです。
SDGs じゃないけど、絶対に壊れないとか・・・
自分の愛用道具を作りたいかな～。
次の世代まで引き継ぐような「ギア」ね。

ダッチオーブンやランタンとか。海外には古いものを愛用す
る文化が元々あるじゃないですかー。

「グランパ〇〇」とか・・・ 
「これ、おじいちゃんが使ってたやつ！」

って言ったらかっこいいじゃん！ 
壊れない道具を作りたい！ね。

（じゅんいち）
俺は作りたいものいっぱいある。
薪、かっこいいフライパン、
車のハンドル（"Daviddy" ハンドル）
いろいろあるよ～。

水平器付きのテーブル作りたいコラボしよう！！

でもな～、
便利なものになればなるほど、かっこ悪くなるやん。
昔のコカ・コーラのブリキシリーズみたいな
あの雰囲気「いいやんか～！」

（阿諏訪）
ギアの良さにもよるけど、道具って、使い込んでいくほど味が
出る。「やれ」＝「くたびれて」いくほど味わい深い道具にな
りますね～。

だから、何作りたいんだ？！ 笑笑

ま、それは Youtube チャンネルにて
" チャンネル登録お願いします。"

または
ブランド 『Daviddy』で！！ 

（勝俣）
本日は突然お邪魔しました。ありがとうございました。
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アウトドアの魅力・大切な道具教えてください。
キャンプ中のお二人に突撃インタビュー！

（勝俣）
キャンプをはじめたきっかけは？

（阿諏訪）
僕が最初に始めたんですかね～。
芸人お金ないから、肉とお酒を大量に買って、
杉並の公園（和田堀）内にある BBQ 場でやったのが、最初です。
めちゃくちゃ楽しくて、そこからハマりました。

BBQ ってやっぱり夏ですよね～。
夏の恒例になってました。

ある日、ここでそのまま寝たいと思って、、、。
即、テントを買いましたね。

それからはキャンプ場へ友達と行くようになりました。
毎月行きたくて、行きたくて！キャンプ場へ通いました。

道具も揃え始めましたね。

だけど、、、
気がつくと、どんどん人が減って、
いつの間にか、ソロになってました。笑

（じゅんいち）
例えるなら、ポップスのバンド組んだけど、 

「あすわ」 一人ロックだったんだ～～。 

（阿諏訪）
そんな感じじゃないからって、みんな離れたんです。
それで、ソロキャンプが出来上がったんです。

（じゅんいち）
自分は元々、海釣りが好きで、キャンプより、釣りだった
んだけどね～。
ある日突然、その日は何もなかったから、
ヒロシさんと、バイキングの西村と沼津のキャンプ場へ
行ったんだよね。
　　その日は雨で、タープに打たれる雨音が響き渡り、
　　　　　日没も近づいてきて、火を囲んだその時

「こんなに最高な空間あるんや～」って、

思ったのがきっかけかな。

即、そのキャンプ場から
ネット注文ですよ。

テント「ポチリ」ました。

 ちゃんねるダビッドソン Channel   Davidson × 野あすわ × 富士器業

次の日、そのテントが家に届いてて、
そのままそれを持ってキャンプ場に行った！ 笑
連続 月５回！！ハマりましたね～。
" 釣りよりハマった。"   

（勝俣）
" 焚火会 " とは？

（じゅんいち）
ヒロシさんとあすわが作ったんです。

（阿諏訪）
焚き火をやりたいから、作ったんです。

（じゅんいち）
焚き火会は、「ガイ」のない人が集まってくるよね～。
みんな、気をつかい～～だよ。

（阿諏訪）
じゅんいちさんて、
ホントに気をつかい～～で、人見知りですもんね。 

そう見えないけど。笑
だから、キャンプ場の管理人さん対応は僕の役目です。

（じゅんいち）
えっ、そうかな～。（苦笑）
俺が一番「ガイ」なんじゃん。（爆笑）

大人になると、
パーティーとか参加しても仲良くなれないし、
好きでもない人と居るの疲れるし・・・
それらを辞めて、好きな人と好きなことを共有する。
火を囲むと一発で、仲良くなるんですよ。
焚き火力かな～。
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【コンセプト】

性格も好みも年代も違うお酒大好き 3 人女子が送るラブ Sake ライフ。

　「いつだって、おいしいお酒を飲む瞬間は、love と happy を感じていたい！」

をモットーに 3 人がそれぞれの目線、タイプにあったお酒に関する情報、おつまみ、

酒器などを発信。

現在はファンを作るため、月に一度、酒蔵さん・料理フードコーディネーターた

ちとインスタライブを配信中！

今後はファンを増やし、自社サイト立ち上げを計画中。

インスタグラムアカウント↓フォローお願いします！　

　　　　　　＠ lovesake_girl

https://www.instagram.com/lovesake_girl/

佐々木酒造　飲み比べセット
3,635 円 ( 税込 )

【取り扱い酒蔵のご紹介】

佐々木酒造、小正醸造、ネコサケ、
ベアレン醸造、湯浅ワイナリー、
パシフィック洋行　など。

かえ　
オールマイティにお酒大好
き、おっさんな 20 代女子

のり
お酒弱いけど好き！な 30
代女子

ウーヒー　
変わったの濃いのが好き
なオネエ？

ベアレン 飲み比べセット
1,080 円 ( 税込 )
各 350ml
賞味期限：製造日から 365 日 

ラブ SAKE とは？

INSTA LIVE 配信【ラブ酒 ライフの提供】
わたしたちの想い 
お酒の“ 好き” を

カタチに！
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弊社にしかできない企画を取り揃えております。

お子様向けのワークショップ等開催しています。

インスタライブ・トークショー  イベント !

ワークショップ !

ステンシルシート体験
【トートバッグ】

 ＜店頭にて夏のワークショップ開催！  >

夏のワークショップは、ステンシルシートを
使いトートバッグに夏のデザインを描きまし
た。初めてのステンシルシート体験に、お子
様は悪戦苦闘しながらも楽しそうに参加して
いただけました。

＜店頭イベント・SNS 連動企画  >

店舗・SNSにて展開しました。
インスタライブやトークショーイベント、
ユーチューバーオリジナル商品を製作しました。

なかなか遠出ができ
ない今、身近で手軽
に体験できる

ワークショップが人
気です！

感染対策を行ったう
えで、店舗に合わせ
た楽しいコト体験を、
ご提案させていただ
きます。

(10)



今後はスポーツ選手と
YouTuber とのコラボレーショ
ン企画など、新たな挑戦を進
めていきます。

開局したばかりでとても注目度の
高い BS 局です。番組を通して深
く商品を紹介しております。
地場の企業様紹介にも取り組んで
おりますので、ご興味ある方は第
五営業部までお問合せください！

 ＜スポーツ文化を通して、社会貢献  >

2021 年より
「J リーグ  V・ファーレン 長崎」正式スポーンサーになり
ました。様々な形の事業展開を考えてまいります。

 ＜商品を通して番組作りや、CM 制作に携わっております。>

2022 年 3 月 27 日に BS japanext が開局致しました。
富士器業は番組を通して、地場のメーカー様や商品を紹
介しショッピングと連動した提案をしております。

V・ファーレン長崎

BS Japanext　×　富士器業
メディアに、 

積極的に取り組ん
でます。

(11)

スポンサーとして
V・ファーレン長崎を
応援しています！

 ＜具体的な内容  >

富士器業がお客様の SNS をバックアップします。 
YouTuber をご紹介し、商品や使用方法など、著名人な
らではのトークにて、メディアを盛り上げます。

 ＜ＹｏｕＴｕｂｅ撮影・インスタ撮影＆ライブ配信！ >

原宿キッチンスタジオを使用して、YorTube 撮影・ライ
ブ配信を行ってます。 
レンタルスタジオとして、テレビ・ラジオ等の収録・撮影
などにもご活用いただいてます。

代行サービス＆キャスティング承ります

本社 4 階のショールには商品を展示しております。 
また、原宿キッチンスタジオもございます。商談＆撮影にご活用ください！

SNS（ＹｏｕＴｕｂｅ・
インスタライブ・Ｅコマー
ス）に、芸能人などキャ
スティングして、手配す
る事ができます！

(12)



保阪流と健康サポートグッズを企画開発中！

(有効成分を含む)

僕といっしょに健康になろう！

こんにちは。保阪尚希です。
みなさんがハッピーになれる、健康になれる、楽しくなる商品を

世界中から集めています。
みなさんで見て使って、ハッピーで健康でいきましょう。

まるで全身美容液 気になる乾燥肌に
入浴剤のように入れて浸かるトリートメントスパ

世界各地から厳選した12種類の美容成分

自然由来の優雅な香り

写経×写仏×ぬり絵

保阪流BEAUTY ラ・フェルメン
薬用部ブライトニングローションTP
120ml

円6,600 （税込）内容 /120ml×1

保阪流
絵写経（えしゃきょう）脳トレ10枚セット

円4,947 （税込）

内容 / 絵写経用紙：長いお経タイプ（5種各 1枚）、短いお経タイプ（5種各 1枚）、
筆ペン（1本）、A4リーフレット解説書（塗り見本付き）

保阪流Beauty トリートメントスパ
円5,500 （税込）内容 /900g×1

保阪流から薬用のローションが登場!
美白 (メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを

防ぐ)の効果を持つ有効成分のトラネキサム酸と、

肌荒れに効果を持つ有効成分のグルチルリチン

酸ジカリウムを配合しています。

日本文化として根付く「写経」と、仏様の姿を

書き写す「写仏」を融合し、彩色を組み合わ

せた絵写経。脳活動が増加することが確認され

ており、脳育や脳のトレーニングとして、大人

からお子様まで楽しんでいただけます。

・ピスタシオ種子油　・ザクロ種子油　・スクワラン　・ホホバ種子油　・オリーブ果実油
・コメ胚芽油　・ブドウ種子油　・アボカド油　・アルガニアスピノサ核油
・ツバキ種子油　・コメヌカ油　・ウルミエ湖の湖水塩

・ダマスクバラ花油　・イランイラン花油　・ジャスミン油

肌なじみが良く、
浸透力が良い

美容成分
95％配合

おうち
でスパ気分
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新しい商品を探しております！

クラウドファンディングサイトを通じて、
クラウドファンディング支援多数商品・国内にあまり
流通が無い商品の取り扱いの交渉。
卸販売をしております。

クラウドファンディングサイトを通じて、クラウドファンディング支援多数商品・国内にあまり流通が無い商品を弊
社から直接クラウドファンディング掲載メーカー様にご連絡、条件等の交渉などを行い、各得意先様にご提案さ
せていただいております。
導入まで至った商品をいくつかご紹介いたします。

❶  厚さわずか 3 ｍｍ！３ステップで取り出し収納。
❷  アルミホイルなしで手軽に魚が焼ける。
❸  焦げ付きがなく丸洗いも可能。

【abien MGIC GRILL】
価格　19,800 円（税別）

支援総額

18,898,620 円
目標金額 300,000 円

支援者人数

1055 人

 6299%（達成率）

❶  上空から舞い立つパラシュートの素材を使用しており、
　  耐久性、通気性、強度、快適性が抜群！
❷  専用扇板を使用することで簡単にエアーベット完成！
❸  空気を抜くのもあっという間。
　  くるくる丸めて持ち運びに便利！収納場所に困りません。

【BeauTrip エアーラウンジャー】
価格　15,000 円（税別）

支援総額

9,177,240 円
目標金額 150,000 円

支援者人数

777 人

 6118%（達成率）

❶  突然の洗濯・乾燥に対応。コンパクト乾燥機。
❷  折りたたみ出来て持ち運びにも便利！
❸  UV 除菌付きで生乾きの悪臭を抑制。

【Qurra ポケドライ】
価格　11,636 円（税込）

支援総額

23,703,260 円
目標金額 100,000 円

支援者人数

2,365 人

 23703%（達成率）
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クラウドファンディングに挑戦！

クラウドファンディングサイトを通じて国内にあまり展開されていない商品をメーカー
様のお力をお借りし、開発からスタートし、販売までします。ダイレクトで一般消費
者の反響やお声を聞けるので、商品の動向や売れ筋商品の傾向もリサーチ出来ます。

ハンバーググリル
・生産国　中国製
・商品サイズ　約幅 23.5cm×奥行 12.5㎝ ×高さ 10㎝
・重量　約 880 ｇ
・電源　AC100V
・電力　600W
・材質　本体：フェノール樹脂　プレート：アルミニウム（Wフッ
素化加工）フタ：鉄、ガラス
・付属品　着脱プレート、専用フタ、取り扱い説明書、専用レシ
ピブック

薫格ハンバーグ
・原材料　食肉（牛肉（岩手県産）、牛肉（国産）、玉葱、つなぎ（鶏
卵、パン粉、牛乳）、牛脂（国産）、塩麹（米、米麹、食塩）、食塩、
香辛料、オニオンエキス
・容量　１個 /120 ｇ
・要冷凍　－ 18℃以下で保存
・賞味期限　製造日より 180 日（冷凍保存）

【格之進】　HBI4.0　
ハンバーググリル＋
ハンバーグセット
想定　9,800 円（抜）

富士器業としてクラウドファンディングサイトを通じて、【あった
らいいな】をコンセプトに商品を企画・出品・販売に挑戦。クラ
ウドファンディング後の一般販売の広告・販売数UPを目的とし、
テストマーケティングを行っていきます。支援者の方のお声も聞
けるので、更なる商品改良や新商品開発・企画に進めることができ、
一層より良い商品の販売をしていければと考えております。

第一弾としまして、富士器業 ×格之進 ×ライソン開発で【HBI4.0 ハンバー
ググリル】をmakuake サイトにて販売開始。

ハンバーグ界に革命を起こす商品が生み出されるきっかけとなっ
たのは、ハンバーグイノべーション（HBI）を提唱する、通称『肉
おじさん』こと格之進　千葉祐士社長のたった一本のハンバーグ
より熱い熱量の電話。

千葉社長はハンバーグを一番美味しく食べられる形は球面焼きであり、現在
球面焼きが出来る商品が無く、物理的に、コスト的にも不可能だと考えてい
たが、ライソンのたこ焼き器を見て、この方法なら球体焼きが出来るのでは
ないかと考え、この商品の企画・開発がスタートしました。開発年数で 2年
以上。試行錯誤を重ねて出来たのがこちらの究極の球体ハンバーググリル
【HBI4.0　ハンバーググリル】。

究極のハンバーグリルを使って美味しい
ハンバーグをたくさんの方に食べていた
だきたいということで、格之進の大ヒッ
ト商品『金格ハンバーグ』に冷凍のまま
燻製するという新しい技術（冷燻）によっ
て『薫り』という付加価値をプラスした
ハンバーグの文明開化ともいえる『薫格
ハンバーグ』こちらもハンバーググリル
とセットで販売。美味しいハンバーグと
ダイナミックで丸い球体ハンバーグ食べ
たくなりませんか？

『挑戦』の一環で
クラウドファンディング

にチャレンジ
します！
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こんな
食品メーカー様を
取り扱ってます

㈱ K カンパニー

LP

NSW ㈱

UCC コーヒープロフェッショナル㈱

ウイングエース㈱

㈱バスコフーズ

㈱桃翠園

㈱門崎

㈱シーズコア

くりや㈱

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

ジェントス㈱

デリカフローラ㈱

にいがた雪室ブランド事業協同組合

バイオアクティブズジャパン㈱

パシフィック洋行㈱

フジ産業㈱

マルカイコーポレーション㈱

みたけ食品工業㈱

㈲やくの農業振興団

㈲菅原商店

ユーシーシーフーヅ㈱

リードオフジャパン㈱

㈱ ART

㈱ FUJI

㈱ HOSHIKO Links

㈱ KBS コーポレーション

㈱ TOA

㈱ Tokyo Tea Trading

㈱カラミノフーズ

㈱グリーンケミー

㈱さぬき麺心

㈱スカイ・フード

㈱つがる屋

㈱ナガノファクトリー

㈱バイオシード

㈱フードコーナー

㈱ボローニャ FC 本社

㈱ヤマモト

㈱ヨコチュー

㈱横浜岡田屋

㈱吉兆楽

㈱久保田麺業

㈱諸国美味

㈱中村園

㈱富澤商店

岩谷産業㈱（食品部 健康食品課）

㈱まえだ

国分首都圏㈱

小川珈琲㈱

小浅商事㈱

㈱ナチュレ

中水食品工業㈱

天然素材蔵

東洋ライス㈱

日本緑茶センター㈱

㈱米匠庵

㈲セルフ

㈱人形町今半

㈱ FORLIFEJAPAN

㈱おもちゃ箱

㈱北海道アグリマート

㈱サンタン

㈱禾

㈱ルーア

㈱升喜

サンデン商事㈱
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株式会社横浜岡田屋

HOZONHOZON
おいしいごはんシリーズ

株式会社カラミノフーズ

【レトルト】
ユッケジャンクッパ

バイオアクティブズジャパン
株式会社

マヌカハニー
ロワイヤル

有限会社やくの農業振興

半なま 京蕎麦 味くらべ

株式会社中村園

ハーブティー
レモングラス × ローズマリー

株式会社 ART

オーガニック
ドライフルーツ

ジェントス株式会社

ブルーエレファント 
すぐ食べられるカレー 300g

株式会社バイオシード

天日干し 
ブラックレーズン

リードオフジャパン株式会社

ハーシー  チョコレートシロップ
ハワイアン グアバネクター

天然素材蔵

ライスワイン
ノンアルコール サングリア

株式会社 FOR LIFE  JAPAN

久順銘茶
凍頂烏龍茶

株式会社ナガノファクトリー

分とく山　
十味ゆず胡椒

フジ産業株式会社

カフィタリーカプセル
オリジナーレ / モルビド / プレジオッソ

株式会社 吉兆楽

雪蔵仕込み氷温熟成 ®　
魚沼産こしひかり

株式会社 TOA

勹果（ほうか）
柑橘３本セット

LP

はだか麦茶 12P

株式会社ナチュレ

巾着　
湘南ゴールドゼリー

株式会社まえだ

長崎カステラぷりん

株式会社久保田麵業

佐野ラーメン 麺屋ようすけ

株式会社米匠庵

互穀豊穣米
東北米セット

中水食品工業
株式会社

帆立うま煮

UCC コ ー ヒープ ロフェッ
ショナル株式会社

ヴェスト NO.3 RA 豆

にいがた雪室ブランド
事業協同組合
雪室
そば・ふのり乾麺

マルカイコーポレーション
株式会社

順造選　
クランベリー

小川珈琲株式会社

インドネシア　スマトラ　
オランウータンコーヒー

食品メーカー様の一部商品をご紹介します
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セット販売承ります！

弊社 EC サイトにて販売開始予定。 
今後も高まるセット品需要、
B to B はじめ、B to C 通信販売向けに企画中です！

炊飯器 ×米
1 新生活セッ

ト

2 スターター
セット 器具 ×コーヒー

器具 ×お茶3 ギフトセッ
ト

レトルト亭
×

レトルト食品4 一人暮らし
セット

ぬか漬け容器
×
ぬか5 まとめ割セ

ット

弊社では食品と器具の
セット販売が可能です。
テーマに沿って

器具・食品をチョイスし、
目的に合わせ、ご提案します。
一例をご紹介します！

(21)

現在は伐採禁止されている貴重な台湾ヒノキを使用したシャンプー＆コンディショナーです。
クラウドファンディング makuake に掲載しました。台湾では百貨店、高級ホテルにて販売しています。

台湾産、東南アジアの原材料、製品を日本へお届けします。
ご希望条件に合った商品を台湾現地にて交渉し、ご提案いたします。果物、茶以外も対応可能です。

BtoB、BtoC の自社通販サイトも作成しております。
現地での販売・市場調査はお任せ下さい。

台湾 現地法人 富士器業股份有限公司　  
2018 年 10 月 設立

台湾　現地法人のご紹介

台湾から makuake 商品についてご紹介

台湾 OEM、食品について

【くだもの】
(台湾産、他アジア諸国産)
OEM、ODM：ジュース
原料：果汁、ピューレ、カッ
トフルーツなどの対応が
可能

【小売】
店頭にて FKオリジナル包丁、日本産・日本企画の商品を販売中

【台湾茶】　
OEM、ODM：オリジナ
ルブレンド茶、フルーツ
ティーなど
原料：乾燥、パウダー

【ネット】
FKオリジナルの olive フライパンを大手ネット通販で販売中

(22)



9　　

【リビング】
レトルト食品を美味しく食べる省電力家電。
普段使いも出来るすぐれもの。

【ポーチ】
絶対に最強の折り畳み自転車！
コンパクトなのに機動性抜群！

【車載】
防災士一押し！
普段使いから災害時にも
活用できます！

【リビング・デッキ】
大容量蓄電池とソーラーパネルの
セットで蓄電も発電も安心。

【寝室・洋間】
エムパワードストリングライト
ソーラー充電で蓄電も給電も可能！
LEDのライトが避難時の誘導灯としても重宝します。

【キッチン・流し台】
除菌・消臭 !
少量の水道水で
オゾン水を生成。【トイレ】

非常用トイレとペーパーセット
【脱衣所】
洗濯機が使えない
そんな時も安心！
手回しでしっかり洗浄。

【下駄箱】
普段から場所を取らずに収納。
普段使いもできる便利な長靴。

2

　　 3

　　
4　　

5

　　

6

　　

8

　　
7　　

1　　

毎日が備える日と考え、家の中のどこに何を備えるのか防災士に聞きました。
ぜひお役立てください。

災害に対するご自宅での備え！〜いざっ！という時の為に〜
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1　　

防災の流れは
“フェーズフリー” に。

普段使いできるアイテムを有事
の際にも活用する。
そんなアイテムを集め

てみました。

(24)

三和製作所　
非常用トイレ袋くるくるトイレ 100 回分
16,500円 (税込 )
組立時 240×295×430 mm 

2　　

朝日電器　 
全手動ウォッシャー
6,578円 (税込 )
φ 340 × H343 mm ／約 2kg

1　　

HB コーポレーション
ナチュリセットオゾンウォーター　
ミスト据え置きタイプ SS
12,800円 (税込 )
W50×D50×H110 ／水量 40ml

3　　

エム・シー・エム・ジャパン
エムパワードストリングライト
7,150円 (税込 )
φ 127×H50mm　コード長さ約 5.5m

4　　

アピックス　
レトルト亭
7,680円 (税込 )
W255×D80×H200mm

5　　

ミムゴ　
ノーパンク自転車（20 インチ）
41,800円 (税込 )
組立時 W147×D56×H100㎝／ 18㎏

6

アトム　
ポケブー
6,380円 (税込 )

7

ライノプロダクツ　
ポータブル蓄電池エナジープロ S
49,500円 (税込 )
W78×D78×H128mm

8

富士器業オリジナル　
車載 12 点セット
15,213円 (税込 )

・エムパワードアウトドア 2.0Pro
・常備携帯用・帰宅困難者対策セット
・緊急脱出用ハンマー
・蓋つき収納バケツ
・でるキャップコンパクト
・ハイブリッドシート

9



富士器業は OEM 商品にも力を入れています。要望に合わせて売価、商品スペック、生産
数も調整可能です！弊社と一緒に世界に一つだけのオリジナル商品を作成しませんか。

FK オリジナル商品を展開してます！

タンクの水も噴霧されるミストもクリーンな卵型のかわいい超音波
加湿器。
本体及び水タンクは Ag+ 抗菌 SIAA 認証樹脂仕様。
アロマパットにアロマオイルを浸みこませてミストと一緒にアロマの
香りを楽しむことが出来ます。
タンク内は 7 色に光の LED ライト照明搭載しています。

カセットコンロをキレイに収納したいけど、付属の箱がもうボロ
ボロになって使えない。
そんなお悩みを解決するのがカセットコンロ用ケースです。
自宅での収納はもちろん、アウトドアやキャンプに持ち運びに便
利です。

卵型超音波加湿器  cocoon ダークウッド / ナチュラルウッド

カセットコンロケース ブラック／ベージュ

3,828 円 ( 税込 ) 品番  RTSK-0003BU/RTSK-0003NU

2,178 円 ( 税込 ) 品番  FKT-BK/BE

刀身には傷、錆に強く、臭い移りや金属アレルギー等、衛生面で
効果的なチタンコーティングを施し、関市の熟練職人による研ぎ、
刃付けによる切れ味抜群の優雅で画期的な包丁です。柄の形状も
自然に押切り等がし易い設計です。
2006 年アンビエンテで DESEIGN PLUS 受賞

チタニウム  
オパール

チタンは磨耗性にかけても優れている為、モリブデンバナ
ジウム鋼に施してある強固でシャープな刃先をチタンと合
体させることによって更に刃持ちを良くし、永切れする。

チタニウム  
ミッドナイトブルー

霞（KASUMI）チタンコーティング包丁の切れ味は熟練
職人の手によって一本一本丹念に仕上げられ、最高の切れ
味を実現。

品番  22012/RA 　22012/VI　
約 W32×D241×H19mm

ペティナイフ 12 ㎝ 
6,600 円 ( 税込 )

オパール                   ミッドナイトブルー

品番  22013/RA　22013/VI 　
約約 W34×H20×D250mm

小包丁 13cm 
7,700 円 ( 税込 )

オパール                   ミッドナイトブルー

品番  22018/RA　22018/VI
約 W43×H25×D320mm

三徳包丁 18cm
11,000 円 ( 税込 )

オパール                   ミッドナイトブルー

品番  22020/RA　22020/VI
約 W52×D343×H27mm

剣型包丁 20㎝
11,000 円 ( 税込 )

オパール                   ミッドナイトブルー

(25)

OEM オリジナル商品を展開してます！

IH プレミアマーブルシリーズ

木調の取っ手と大理石風のマーブルコートが優しいデザインの IH、ガス火対応
のフライパンです。側面を削り軽量化することで、だれでも扱いやすい重さとなっ
ています。キャスト調の仕上がりで高級感もあります。

ディープパン24cm
1,408 円 ( 税込 ) 品番  W227

玉子焼き13×18cm
1,188 円 ( 税込 ) 品番  W228

深型フライパン両口付 26/28cm
（26cm）1,628 円 ( 税込 ) 品番  0000

（28cm）1,848 円 ( 税込 ) 品番  0000

フライパン20/26/28cm
1,078 円 ( 税込 )

1,408 円 ( 税込 )

1,628 円 ( 税込 )

品番  W224

品番  W225

品番  W226

（20cm）

（26cm）
（28cm）

フライパンだけ
でなく様 な々カテゴリー
のオリジナル商品に取り

組んでいます。

ヒアリングを行います。
作成したい商品、売 価、
生産数量などを伺います。

ヒアリングした情報か
ら、メーカーと商品を
ピックアップ。

ピックアップした候補
の中から作成するオリ
ジナル商品を選びます。

生 産の前にモック（試
作品）を作成します。

作成したモックを元に
生産に入ります。

生産した商品が出荷さ
れます。

OEM 商品完成までの一例です。様々な OEM 商品をお受けしています。

(26)



アウトドアを好きになる。デザイン性と機能性を備えた多彩なアイテムを揃えました。
家族や仲間とのキャンプ、ソロキャンプ、べランピングなど、それぞれの楽しみ方で、活躍できる商品をご提案！！

Stay Home から ▷ Go Out !!!

トレッカー ザ ライト
チェア（カーキ）

13,200 円 ( 税込 ) 品番  UC-1835

難燃 BRICK・ポータブル 
アッセムチェア

12,900 円 ( 税込 ) 品番  73173164

リラックスチェア

5,500 円 ( 税込 ) 品番  MG-ZLC50H

キャンプやピクニック、運動会
やスポーツ観戦などいろいろ
な場所で大活躍します。

ワンタッチサンドーム

6,600 円 ( 税込 ) 品番  MG-SD50

Bello400

77,255 円 ( 税込 ) 品番  SMOrsT001a400beg

シンプルなセンターポールのデザインで設営も簡単。
ポール一本で自立、設営できるワンポールテント。

Tradcanvas リビング・DUO-BA

44,000 円 ( 税込 ) 品番  71805574

ハイポジションタイプでより広く！大型前室付き
のコンパクトな２人用テント。

クラシックス ワンポールテント 
ヘキサゴン 300UV

37,400 円 ( 税込 ) 品番 UA-34

3~4 人用の広さで 6 角形型フライシート単体で
設営し、シェルターとして使用可能。

軽量・コンパクトな組立式チェ
ア。折りたたんで収納、持ち
運びに便利。

コンパクトに収納できる組
み立て式のワイドサイズ
ローチェア

軽量で、簡単・手軽にワンタッ
チで接地できるワンタッチサ
ンドームです。
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【HARIO】 V60 アウトドアコーヒーフルセット

22,000円 (税込 ) 品番  O-VOCF

ゆらめき
クラシカルランタン
10,900円 (税込 )
品番  74175003

ゆらぎカプセルスピーカー ホワイト
7,480円 (税込 ) 品番  CS2020WH

ファミリークッカーセット

9,800円 (税込 ) 品番  81210209

モンテ ハンディクーラー 13L

17,600円 (税込 ) 品番  UE-77

バカンス 折りたたみ バンブーローテーブル

3,300円 (税込 ) 品番  KJLF2050

フィラメント
LED ランタン
5,980円 (税込 )
品番  EX-700F

オイルランタン
 ロゴ入り

3,300円 (税込 ) 品番  SJ574-00-00BK

オイルランタン用
替芯３本組

495円 (税込 )
品番  SJ575-00-15

オイルランタン用
ホヤ

770円 (税込 )
品番  SJ575-00-10

〜リフィル〜

ヒャド 27R（25.5L）

19,800円 (税込 ) 品番  HDC005L

耐衝撃性に優れたロトモールド
製法と高密度ウレタン断熱材で
耐久性と保冷性能を両立。

キャンプの必需品の生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。

クーラーパック 8 （7.6L）

2,970円 (税込 ) 品番  HDC001J

クーラーイン・クーラーという新発想のソ
フトクーラー。

トレッカー 
アルミ ロールテーブル（ブラック）

8,580円 (税込 ) 品番  UC-563

アルミ角型クッカー

3,080円 (税込 ) 品番 UH-4113

シンプル なロック
方式。フタがセパ
レートにできるの
で、中身 が出し入
れしやすい。

ミニガスバーナー

7,480円 (税込 )
品番  HT-5015PA

キャンプオーブン /12 インチ

18,700円 (税込 ) 品番 LL-12竹でつくられた使い勝手の良い
シンプルなローテーブル。
畳むと 4cm の厚さになリます。

ソロキャンプから
家族・友達までの
大人数で遊ぶアウ
トドア商品を取り揃
えています！

(28)



ボールペン 
名入れ方法：レーザー

ステンレスマグ 
名入れ方法：レーザー

時計 
名入れ方法：シルク印刷

記念品やノベルティーなどにご活用ください。
商品により印刷方法が異なります。名入れ方法の一例をご紹介します。

お客様の課題を調査して、目的に合わせ、ご提案から商品製作まで、一貫してお受けしております。

【特注記念品承ります】コラボ商品のご紹介！

目的

ターゲット

種類
内容

ご依頼を頂いたら、商品
手配・名入れ・包装作業
まで行い納品致します。
案件のお問い合わせ
お待ちしております。

※その他にもパット印刷やインクジェット印刷も対応可能でございます

(29)

【 でこぼこストレッチ
ローラー】   
YM-02-PK

マッサージからストレッチ、
筋膜リリースまで身体のケ
アに幅広く使えます。

2,500 円

【上腕式血圧計】
HEM-7600T

本体とカフが一体化し
たチューブレスタイプ
の上腕式血圧計。

19,880 円

【フットマッサージャー】
TMS70A

エアー × ローラー × 振動
の 3 つのアプローチで疲
れた脚を本格マッサージ。
エアー × ローラーで本格
揉み心地。

40,000 円

【バランスクッション】
TS-959-GY

インナーマッスルを鍛え
て、疲れにくい体づくり。

1,670 円

【カロリージャンプ】
TS-960

いつでもどこでも使 え
る縄跳び。とんだ回数、
消費カロリーが分かる
仕様。

2,000 円

【マッサージャー】
HM-350

ヒーター内蔵の 4 つのもみ玉
で、温かく本格マッサージ。
腰、ふくらはぎ・太もも、首、
肩、背中など疲れた場所に
フィット。

7,980 円

健康改善グッズのご紹介！

マイ・ジムのお手伝い！

【チューブ】
TS-963

筋力アップや全身のス
トレッチができるゴム
製のエキスパンダー。

700 円

【ジムボール 65cm】
TS-962

いつでも気軽にバランス
運 動 や 体 幹トレーニン
グアンチバースト加工で
万が 一 破 裂しても空 気
がゆっくり抜ける仕様。

2,100 円

【ダンベル 1.5㎏ ×2】
UR-846

ランニングダンベルを手に
持ち、ウォーキング・ジョ
ギング・ダンベル体操に。

3,600 円

【エクササイズマット】 
TS-961

からだの位置が確認で
きるライン入り。伸び
にくく、滑りにくい使
いやすいヨガマット。

4,000 円

【スマートウォッチ】
Venu 2 Plus Black /Slate

Venu（ ヴ ェ ニ ュ ー） 2 は
高度な健康モニタリング機
能とフィットネス機能が
搭載された GPS スマート
ウォッチです。

49,800 円

【体組成計】
BC-765-WH

立ったままでも見やすい
文 字 高 30mm の 大 型
表 示。乗るピタ機 能付
きで簡単測定。

4,700 円

ストレッチ系トレーニング系 体系維持系

意識を変えたら、
お家でもこんなに
出来るんだ！
そんな商品を取り
扱ってます。
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ザ・トースター
品番：K05A-BK/K05A-WH
サイズ：W357×D321×H209mm / 価格：23,500 円（税別）

ザ・ランタン
品番：L02A-BK/L02A-WH
サイズ：W110×D103×H248mm / 価格：13,800 円（税別）

ザ・スピーカー
品番：M01A-BK
サイズ：W105×D105×H188mm / 価格：32,000 円（税別）

BALMUDA The Cleaner
品番：C01A-BK/C01A-WH
サイズ：W105×D105×H188mm / 価格：32,000 円（税別）

ザ・レンジ
品番：K04A-BK/K04A-WH
サイズ：W450×D362×H330mm / 価格：43,500 円（税別）

ザ・ピュア
品番：A01A-BK/A01A-WH
サイズ：W260×D260×H700mm / 価格：52,000 円（税別）

バルミューダだけのスチームテク
ノロジーと温度制御により、窯か
ら出したばかりの焼きたての味を
再現します。

キャンドルのように揺らぐ暖色の灯
りから、読書灯にも使える温白色の
灯りまで。日常の何気ない時間を彩
る LED ランタンです。

バッテリー充電時間：約 6 時間
連続使用時間：3 〜 50 時間

360°広がる立体的で抜けるよう
な気持ちよいサウンド。ライブス
テージのような臨場感をつくり出
す、スピーカー。

バッテリー充電時間：約 2.5 時間
連続使用時間：７時間

自由自在。かけやすさを極めたク
リーナー。
独自のホバーテクノロジーによ
り、まるで浮いているかのような
操作性を実現。

少しユーモラスな楽器の音で構成
されていて、楽しい気持ちにさせ
てくれるオーブンレンジです。

容量：18L

部屋中の空気を循環させながら、0.3
μm の微粒子を 99.97% キャッチする
TrueHEPA フィルターに通過させます。
活性炭フィルターが気になるニオイを
素早く除去。

適用床面積：36 畳

バルミューダ

オムニグライド コンプリート
品番：SV19 OF
サイズ：W208×D1077×H132mm / 価格：59,000 円（税別）

supersonic ionic
品番：HD03ULFIIF
サイズ：W78×D97×H245mm  / 価格：39,000 円（税別）

supersonic ionic
品番：HD03ULFIIF
サイズ：W41×D47×H397mm  / 価格：54,000 円（税別）

最もパワフルで軽量な全方向駆動
コードレスクリーナー。

充電時間：3.5 時間
最大運転時間：20 分

風の温度を毎秒 20 回測定し、発
熱体を的確にコントロールする
ことにより、過度の熱によるダ
メージを防いで、髪を乾かします。

過度な熱に頼らずにカール、ブ
ロー、ドライを思いのままに。コ
アンダ効果によって風の力で髪を
自動的に巻きつけ、カールをつく
ります。

ダイソン

高圧洗浄機　K ２ サイレント
品番：SV19 OF
サイズ：W293×D538×H303mm / 価格：22,980 円（税別）

パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。空
気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音
モデルです。体感音は従来の K 2 モデルの約半
分です。

スチームクリーナー SC1　EasyFix
品番：1.516-336.0
サイズ：W321×D127×H186mm / 価格：19,980 円（税別）

待ち時間が短く、軽量・コンパクトなので、毎日
手軽にお掃除したい方に最適。高温の安定した
スチームでしっかりお掃除＆除菌ができる、ボイ
ラー式のケルヒャースチームクリーナーです。

ケルヒャー

クラシック 290i
品番：104740
サイズ：W440×D210×H530mm / 価格：64,800 円（税別

世界基準 No.1の空気清浄能力を誇
る Wi-Fi 対応のフラッグシップモデ
ル。専用アプリを通じた遠隔操作
や空気の観測など便利な機能も充
実。ダイニングや寝室・書斎などの
個室に最適。

適応床面積：25 畳

クラシック 490i
品番：104744
サイズ：W500×D275×H590mm / 価格：82,800 円（税別）

世界基準 No.1 の空気清浄能力を
誇る Wi-Fi 対応のフラッグシップ
モデル。専用アプリを通じた遠
隔操作や空気の観測など便利な
機能も充実。LDK など暮らしの
メインスペースに最適。

適応床面積：33 畳

Blue 3410
品番：105533
サイズ：Φ 260× 高さ 520 mm / 価格：35,000 円（税別）

コンパクトながらにパワフルな空気
清浄機。
0.1μm 以上の微粒子を 99.97% で
除去できるブルーエアの基幹テクノ
ロジー 「HEPASilent®（ヘパサイレン
ト）テクノロジー」を搭載。

適用床面積〜 57㎡（35 畳）

ブルーエア

選りすぐりな商品を集めてみました。その他、ご要望など承ります。
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「伝」

山中塗　汁椀・飯椀・カップセット　
品番：2-6019　
サイズ：ロックカップ / Φ 8×8㎝、飯椀 / Φ 12×5.5㎝
　　　　汁椀 / Φ 11.5×7㎝
価格：25,000 円（税込）

山中漆器伝統の技とこだわりをふんだんに生かした
国産木製漆器シリーズ

「伝」( つたえ ) のセットです。
天然木・漆塗ならではの温かみをお楽しみください。

ビールのクリーミーな泡立ちを楽しみたい
方におすすめ。
熱伝導率がよいので冷蔵庫に 1 〜 2 分入
れると、キンキンに冷えたビールをお楽し
みいただけます。
夏場のアイスコーヒーやソフトドリンクな
どにもおすすめです。

ビアカップ
品番：501330
サイズ：φ 65 × H115 mm 
容量： 約 200 cc
価格：6,160 円（税込）

やわらかい錫（すず）の特徴を最大限に
生かした商品です。引っ張ったり曲げたり
することで、かご状に変形するので、お
好きな形にアレンジして、パンやフルーツ
などお好みのものをおのせください。

KAGO
 - スクエア - M
品番：501401
サイズ：W200 × D200 × H3 mm 
価格：9,350 円（税込）

お肉の繊維を潰さない切れ味に研いだナイフと、お肉を刺しやすく、抜きやすいフォーク
のセットです。こだわりある方にこそ相応しい逸品です。

商機能本位の美しいフォルムで、爪の形にカーブした刃は巻き爪や変形した爪のお手入れも
可能です。研ぎなおしも可能で永く愛用できます。

ステーキナイフセット
品番：250102 
サイズ：全長約 215 mm（ナイフ）、
約 210 mm（フォーク）、約 100 mm（レスト） 
価格：29,700 円（税込）

つめきりクラシック L
品番：59160
サイズ：120 mm
価格：7,150 円（税込）

切ったあとのやすりがけが面倒…　
　　　　　　　　そんな方におすすめ！

スワダ

ネイルクリッパー
サイズ：約 75mm / 価格：4,400 円（税込）

国内有数の刃物産地、新潟県三条市にて大正 15 年（1926 年）
創業

機能性の秘密は、刃物本来の「切る」機能を研ぎ澄ますために、
職人が一点一点丁寧に手仕上げしているから。機能本位の美
しいフォルムは飽きが来ず、時代遅れになることもありませ
ん。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いい
ただけます。
グッドデザイン賞 2019 ベスト 100 を受賞。中でも更に優れ
た商品に贈られるグッドフォーカス賞〔技術 伝承デザイン〕
受賞。

選りすぐりな商品を集めてみました。その他、ご要望など承ります。
話題の家電製品から
職人が作る日本製の
雑貨で幅広くご提案

できます。
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圧力 IH 炊飯ジャー 極め炊き  【5,5 合 / 1 升炊き】

日本製

W255×D390×H215 mm36,080円 (税込 ) 品番  (5.5 合 )NP-ZU10

W280×D420×H255 mm39,380円 (税込 ) 品番  (1 升 ) NP-ZU18

4
圧力 IH 炊飯ジャー 極め炊き  【5,5 合 / 1 升炊き】

日本製

W255×D375×H205 mm28,600円 (税込 ) 品番  (5.5 合 )NW-VH10

W280×D405×H245 mm33,000円 (税込 ) 品番  (1 升 ) NW-VH18

5

『日常生活発想』というスローガンのもと、象印は人へのやさしさ、使い心地といった感性を満足させる先端技術を活用し、多くのお客様に共感していただける暮らしの品々をお届け
します。

象印マホービン株式会社
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おいしさの理由は

かまどの炎のゆらぎ にあった

6 つに増強され、さらに激しい対流を起こす！舞え、炎。
舞え、お米。「炎舞炊き」。

４つに増強され、さらに激しい対流を起こす！
舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」。

W260×D330×H235 mm
日本製

143,000円(税込) 品番  NW-FA10 (BZ/WZ)

圧力 IH 炊飯ジャー 炎舞炊き
【5,5 合炊き】

1

W295×D360×H265 mm
日本製

148,500円(税込) 品番  NW-FA18 (BZ/WZ)

圧力 IH 炊飯ジャー 炎舞炊き
【1 升炊き】

2

W230×D305×H205 mm
日本製

110,000円(税込) 品番  NW-US07 (BZ/WZ)

圧力 IH 炊飯ジャー 炎舞炊き
【４合炊き】

3

BZ WZ

BZ BZ

WZ WZ

ワンタッチステンレスマグボトル  TUFF
360ml / 480ml / 600ml

ワンタッチオープンタイプ。高い保温・保冷力。

タイ製(360ml)6,050円(税込)
W65×D70×H175mm
品番  SM-WA36  BA/PA/AA/HL/GL/YA/DA/GD

(480ml)6,600円(税込)
W65×D70×H215mm
品番  SM-WA48  BA/PA/AA/HL/GL/YA/DA/GD

(600ml)7,150円(税込)
W65×D70×H255mm
品番  SM-WA60  BA/HL/GD
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22,000円 (税込 )
品番  EA-FA10

ホットプレート STAN.

W445×D305×H140 mm
中国製

8

22,000円 (税込 )
品番  EC-XA30

コーヒーメーカー STAN.

W150×D225×H235 mm
中国製

9

33,000円 (税込 )
品番  EL-KA23 (BA/WA)

自動調理なべ  STAN.

W285xD310xH225mm
中国製

10

W235×D290×H195mm
日本製

W175×D270×H250mm
中国製

55,000円 (税込 ) 22,000円 (税込 )品番  NW-SA10 (BA/WA) 品番  CP-CA12 (BA/WA)

IH 炊飯ジャー STAN. 
【5.5 合炊き】

マイコン沸騰電動ポット
 STAN.（1200ml）

6 7

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうＩ
Ｈ」。炊き方が選べる「白米炊き分け 3 コース」。

「焼く」「煮る」ができて料理の幅
が広がる深さ 4cm の「深型プレー
ト」。

マグカップ 2 杯が一度に抽出できま
す。コーヒー本来のコクと香りを引
き出す「ダブル加熱 ９５℃抽出」。

「おまかせ自動調理」「パック調理
対応」！最大 2 品同時調理も可能！

コ ー ヒ ー カ ッ プ 2 杯 が、 約 2 分 で 沸 と う、
1300W「ハイスピード沸とう」。

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」でお手入れ
カンタン。

タイ製

(300ml)6,050円 /(400ml)6,600円
(520ml)6,500円 (税込 )
品番  (300ml)SW-KA30 (GM/HL/CM)
　　 (400ml)SW-KA40 (GM/HL/CM)
　　　(520ml)SW-KA52 (GM/CM)

ステンレススープジャー 
300ml/400ml/520ml

18

AA

AZ GZ PZ TZ CM GM HM HL HM TM HM IGVM

BA

BA

CM HL GM

DA GD

GD

GL HL

HL

PA YA

BA WA BA WA

BA WA

中国製

オーブントースター
STAN.
22,000円 (税込 ) 品番  EQ-FA22

11

73,700円 (税込 ) 品番  ES-SA26

オーブンレンジ　
STAN.

中国製

12

65,780円 (税込 )
品番  ES-GT26(BM/WA)

オーブンレンジ エブリノ

中国製

13

49,280円 (税込 )
品番  PU-AA50

空気清浄機

W295xD295xH725mm
中国製

14

BM WA

ふとん乾燥機 スマートドライ

 W230×D150×H360mm
中国製

24,200円 (税込 )
品番  RF-FA20(WA/HA)

15

WA HA

17

ステンレスマグボトル  TUFF 
240ml / 360ml / 480ml / 600ml

16

タイ製

(360ml)5,500円(税込)

(240ml)6,050円(税込)

W65×D65×H175mm
品番  SM-ZB36 (CM/VM/GM/HM) 

W65×D65×H130mm
品番  SM-ZP24 (GZ/TZ/AZ/PZ)

(480ml)6,050円(税込)
W65×D65×H215mm
品番  SM-ZB48 (CM/VM/GM/HM)

(600ml)6,600円(税込) 品番  SM-GA60 (TM/HL/HM)

(720ml)7,150円(税込) 品番  SM-GA72 (HM/IG)

※画像は仮のためイメージとなります。 
　実際の商品とは異なる場合があります。

あったかつづく 3D 断熱カプセル

※画像は仮のためイメージとなります。 
　実際の商品とは異なる場合があります。

※画像は仮のためイメージとなります。 
　実際の商品とは異なる場合があります。

※画像は仮のためイメージとなります。 
　実際の商品とは異なる場合があります。

※画像は仮のためイメージとなります。 
　実際の商品とは異なる場合があります。
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・土鍋の泡立ちと蓄熱性を再現
・目指した理想のごはんに近づく炊飯プログラムの進化
・保温ご飯の進化W252×D302×H211mm

品番  JPI-S100

日本製
※ 2022 年 8 月 1 日発売

※ 2022 年 7 月 21 日発売

76,800円 (税込 )

圧力 IH 炊飯ジャー
2

「温もりあるアイデアで、食卓に新たな常識をつくり続ける」ことを使命とし、100 年・200 年と成長を続ける企業を目指します。

タイガー魔法瓶株式会社

圧力 IH 炊飯ジャー
・蓄熱性を更に UP「土鍋蓄熱コート釜」
・目指した理想のごはんに近づく
　炊飯プログラムの進化
・お手入れ点数たったの 2 点

W257×D380×H214mm
日本製
※ 2022 年 8 月 21 日発売

46,800円 (税込 ) 品番  JPV-A100

KMWM IH 炊飯ジャー
・使いやすさとおいしさを備えた
　IH ジャー炊飯器の基本形W260×D354×H200mm

日本製
※ 2022 年 8 月 21 日発売

24,800円 (税込 ) 品番  JPW-D100

3 4

・ 泡立ちと高火力が生み出す「土鍋 ご泡火炊き」
・おいしさの進化「連続加熱構造」
・清潔に安心して使える「抗菌レバー」W290×D351×H220mm

品番  JPL-S100

日本製

140,800円(税込)

土鍋圧力 IH 炊飯ジャー
1

TK

TK

WS

WS
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6
真空断熱炭酸ボトル
(500ml)6,000円 (税込 ) ベトナム製W105×D75×H212mm品番  MTA-T050

(800ml)6,500円 (税込 ) ベトナム製W105×D75×H293mm品番  MTA-T080

(1200ml)7,000円(税込) ベトナム製W105×D91×H291mm品番  MTA-T120

(1500ml)7,500円(税込) ベトナム製W105×D91×H342mm品番  MTA-T150

真空断熱ボトル
7

(400ml)4,400円 (税込 ) ベトナム製W78×D78×H196mm品番  MCZ-S040

(600ml)4,620円 (税込 ) ベトナム製W78×D78×H245mm品番  MCZ-S060

(800ml)4,950円 (税込 ) ベトナム製W78×D78×H294mm品番  MCZ-S080

真空断熱ボトル
8

(200ml)4,950円 (税込 ) 中国製W58×D58×H129mm品番  MMP-K020

(300ml)5,280円 (税込 ) 中国製W58×D58×H176mm品番  MMP-K030

蒸気レス電気ケトル
5

中国製
W154×D264×H230mm

15,800円 (税込 )
品番  PTQ-A100

HS KO RR

タイガー電気ケトル初の温度調節機能を
搭載！安心・安全と使い心地を追求した
ハイエンドモデル。

500ml

400ml 600ml

200ml 300ml

800ml

800ml 1200ml 1500ml



(37)

魔法びんのパイオニアとして培った断熱技術をはじめとした様々な技術と創造力で省エネルギーに貢献するとともに、快適なライフスタイルを実現する新しい価値を提供してゆきます。

サーモス株式会社

W75×D75×H155mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  JDE-421C

真空断熱タンブラー

P-FDGD-FD G-FD

グラデーションデザインの
タンブラー。食洗機もOK。

シンプルなスクリュー栓タ
イプのケータイマグ。フタ
を 160 度回すだけでクイッ
クオープン。

ステンレスミラーのシンプ
ルなデザイン、食洗機対応

7

W70×D70×H215mm
マレーシア製

5,500円 (税込 ) 品番  JNO-500 CS

真空断熱ケータイマグ
5

W75×D75×H145mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  JCY-400GP1

真空断熱タンブラー
6

W65×D75×H220mm
フィリピン製

6,600円 (税込 ) 品番  JNL-505

真空断熱ケータイマグ
WHGY

SNBL

DPBK LV LB

LB SL SLR R

PL YPGG

BL-FD

KKI RR KKIDGY Y MGIBL

ワンタッチオープンのケー
タイマグ。超軽量コンパク
ト。

シンプル構造で使いやす
い、お手入れ簡単なスク
リューマグ。

様々なシーンで持ち運びや
すいキャリーループ付き
ケータイマグ。

2

W65×D65×H210mm
フィリピン製

6,600円 (税込 ) 品番  JON-480

真空断熱ケータイマグ
3

W75×D80×H195mm
マレーシア製

6,600円 (税込 ) 品番  JOO-500

真空断熱ケータイマグ
4

炭酸飲料に対応したスクリュータイプのスポーツボトル。
W65×D65×H240mm品番  FJK-500

W75×D75×H280mm品番  FJK-750
マレーシア製

(500ml)7,150円 (税込 )
(750ml)8,250円 (税込 )

保冷炭酸飲料ボトル
1
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品番  KSA-5B

IH・ガス火両方 OK。ベーシック
なフライパン・鍋 5点セット

W285×D285×H130mm( 化粧箱 )
中国製

17,600円 (税込 )
取っ手のとれるフライパン 5点セット
8

品番  KBJ-3001

調理鍋がふっ素コーティング加工
に。こびりつきにくくて使いやす
い。　　　　W300×D240×H190mm

中国製

19,800円 (税込 )
真空保温調理器シャトルシェフ
9

W155×D245×H360mm
中国製

11,000円 (税込 ) 品番  ECJ-700

真空断熱ポット　コーヒーメーカー

真空断熱ポットへ直接ドリッ
プ。煮つまらず、淹れたての
おいしさをそのまま保温。

10

W190×D125×H225mm
中国製

7,150円 (税込 ) 品番  TTB-1500

ステンレスポット

SBKDBW

保温も保冷もできるステンレ
スポット。中せんは分解でき、
流路まで洗えて衛生的。

お茶がつくれるスリムなス
テンレスポット。

11

W100×D95×H290mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  TTD-1000

ステンレスポット

WH

PWP KKI NVY

BZ

NVY Y DGY

NVYRCRWMWH

BK BZ SBK

ASG

12

W80×D110×H100mm
中国製

3,300円 (税込 ) 品番  JDG-351C

真空断熱マグカップ
13

W95×D95×H130mm
マレーシア製

5,500円 (税込 ) 品番  JBT-401

真空断熱スープジャー
14

W360×H380mm マチ奥行 130mm
中国製

1,650円 (税込 ) 品番  REV-012

保冷ショッピングバッグ
15

W390×D205×H310mm
中国製

3,080円 (税込 ) 品番  RFA-025

保冷ショッピングバッグ
16

R

BK CGY

R



株式会社グループセブ ジャパン
ティファールは世界で初めて「こびりつかない」（＝ノンスティック）フライパンを発明、調理器具の新分野を開拓しました。簡単においしい料理がつくれる調理器具や、使いやすく、
スピーディーにアイロンがかけられる製品など、より暮らしに役立つ製品づくりで世界 150 ヶ国でご愛用いただいております。

レシピが内蔵されていて、液晶画面でレシピを選択する
とナビしてくれるから、初めての料理も失敗しらず。

ラクラ・クッカー コンパクト電気圧力鍋 ホワイト

クックフォーミー ホワイト 6L

4

30,000円 (税込 ) 品番  CY3511JP

中国製

W324×D314×H268mm
中国製

W260×D285×H283mm
中国製

W324×D314×H268mm
中国製

75,000円 (税込 ) 品番  CY8748JP 75,000円 (税込 ) 品番  CY8741JP

クックフォーミー ブラック 3L クックフォーミー ホワイト 3L
2

1

3

W380×D350×H325mm
77,999円 (税込 ) 品番  CY8711JP

5

9 10 11

6 7 8
IH ルージュ・アンリミテッド
フライパン 26cm

エクスペリエンス＋フライパン 26cm グレーオーク・インテンス フライパン 24cm ロイヤルブルー・インテンス ディープパン 22cm

ハードチタニウム・インテンス　
フライパン 26cm

ＩＨハードチタニウム・アンリミテッド　
フライパン 28cm

ＩＨココアブラウン マルチパン 26cm

6,820円 (税込 )
品番   G26205
W453×D277×H88mm
フランス製

14,300円 (税込 )
品番   E49805
W465×D278×H128mm　フランス製

5,500円 (税込 )
品番   D51704
W425×D246×H88mm　フランス製

5,390円 (税込 )
品番   D52183
W392×D225×H97mm　フランス製

5,390円 (税込 )
品番   D51905
W445×D266×H89mm
フランス製

7,480円 (税込 )
品番   G26506
W474×D298×H86mm
フランス製

6,820円 (税込 )
品番   G26177
W461×D290×H98mm
フランス製

12 13 14 15

インジニオ・ネオ IH ルージュ・
アンリミテッド セット 6

インジニオ・ネオ　ＩＨマロンブ
ラウン・アンリミテッド　セット９

インジニオ・ネオ　ロイヤルブルー・
インテンス　セット６

インジニオ・ネオ　ウ ィ゙ンテージ
ボルドー・インテンス　セット９

24,200円 (税込 ) 30,800円 (税込 ) 19,800円 (税込 ) 24,200円 (税込 )品番   L38391 品番   L38591 品番   L43790 品番   L43991
フライパン 22/26cm　ソースパン 18cm　
バタフライガラスぶた 18cm　シールリッド 18cm
専用取っ手( フィグ・ブラウン ) 1本　フランス製

フライパン 22/26cm　ソースパン 16/20cm　
バタフライガラスぶた 16/20cm　
シールリッド 16/20cm　専用取っ手 1本　フランス製

フライパン 22/26cm　ソースパン 18cm　
バタフライガラスぶた 18cm　
シールリッド 18cm　専用取っ手 1本　 フランス製

フライパン 26cm　ウォックパン 26cm　
ソースパン 16/20cm　バタフライガラスぶた 16/20cm　
シールリッド 16/20cm　専用取っ手 1本　フランス製

(39) (40)

17

20

25 26 27

28

32 33 34 35

29 30 31

22

2423

36 37 38 39 40

21

16

18 19

オプティスペース IH ステンレス
シチューポット 20cm

アプレシア コントロール
ホワイト 0.8L

ミニプロ ルビーレッド
プラス

フルフラット IH
リーガルレッド

ミックス＆ドリンク ネオ
ルビーレッド

ポップアップトースター メゾン
ワインレッド

フレッシュキッチン
キッチンシザーズ

フレッシュキッチン
サントク ナイフ 16.5cm

アイスフォース  三 徳ナイフ　
16.5cm

エバーシャープ  三徳ナイフ
16.5cm

コーヒーメーカー メゾン
ワインレッド

マスターシール グラス
スクエア  180ml

マスターシール フレッシュ
レクタングル  800ml　

カフェ コントロール 1.0L

ディスプレイ コントロール 
1.0L

フリームーブミニ 6460 アクセススチーム
フォース

アクセススチーム
ポケット

スチーム シュシュ
ローズゴールド

トュイニージェットスチーム
ノワール

テイエール 1.5L

アプレシア・プラス
ホワイト 630  0.8L

オプティスペース IH ステンレス
マルチポット ルージュ 16cm　

クリプソ ミニット デュオ
ルージュ 5.2L

クリプソ ミニット パーフェクト
6L

6,820円 (税込 )　　品番   G72844
W295×D214×H118mm　　中国製

12,897円 (税込 )
品番   KO7201JP
W170×D220×H210mm
中国製

18,975円 (税込 )
品番   MB601GJP
W270×D150×H255mm
フランス製

13,750円 (税込 )
品番   IH2025JP
W280×D342×H53mm
中国製

11,550円 (税込 )
品番   BL13C5JP
W105×D105×H315mm
中国製

8,937円 (税込 )
品番   TT3425JP
W278×D165×H187mm
中国製

1,760円 (税込 )
品番   K13441
W95×D10×H210mm
中国製

2,970円 (税込 )
品番   K13402
W68×D10×H305mm
中国製

4,840円 (税込 )
品番   K24211
W45×D20×H295mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番   K255S2
W75×D42×H320mm
中国製

8,937円 (税込 )
品番   CM4905JP
W175×D210×H270mm
中国製

825円 (税込 )
品番   N10413
W101×D101×H70mm
中国製

858円 (税込 )
品番   N10110
W135×D195×H58mm
ドイツ製

18,499円 (税込 )
品番   KO9238JP
W170×D290×H235mm
中国製

14,999円 (税込 )
品番   KO8548JP
W160×D205×H215mm
中国製

16,500円 (税込 )
品番   FV6460J0
W141×D256×H197mm
中国製

17,500円 (税込 )
品番   DT8261J0
W130×D141×H283mm
中国製

12,100円 (税込 )
品番   DT3030J0
W105×D125×H220mm
中国製

16,500円 (税込 )
品番   DV7030J0
W80×D170×H140mm
中国製

7,128円 (税込 )
品番   DV9001J0
W88×D298×H98mm
中国製

15,812円 (税込 )
品番   BJ813DJP
W160×D225×H270mm
中国製

8,855円 (税込 )
品番   KO6301JP
W215×D153×H190mm
中国製

5,500円 (税込 )　　品番   G74783
W274×D174×H136mm　　中国製

27,500円 (税込 )
品番   P4705132
W390×D280×H182mm
フランス製

39,050円 (税込 )
品番   P4620735
W370×D250×H230mm
フランス製



グルメプラス フュージョンテックミネラル

キッチンは、毎日の笑顔をつむいでゆく大切な場所。だからこそ、誰にでも安心で快適で、愉しいものであってほしい。WMF（ヴェーエムエフ）は 1853 年の創業からずっとその想いを大切に、世界約 90ヶ国
の人 の々毎日に寄り添い続けています。食べる人の顔を想像しながら準備して、料理を味わって・・・。そんなキッチンやテーブルを中心とした日 の々一つひとつのシーンから、皆様に特別な時間を提供します。

41 42 43 44
グルメプラス　ローキャセロール
20cm

グルメプラス　 ハイキャセロール
20cm

グルメプラス　ストックポット   24cm グルメプラスソースパン  16cm

28,600円 (税込 )
品番   W0722206030
W305×D200×H145mm
イタリア製

30,800円 (税込 )
品番   W0724206030
W300×D220×H183mm
イタリア製

41,800円 (税込 )
品番   W0725246030
W332×D260×H306mm
イタリア製

24,200円 (税込 )
品番   W0726166030
W330×D178×H120mm
イタリア製

45 46 47 48
グルメプラス フライパン　24cm グルメプラス 両手フライパン　28cm フュージョンテック ハイキャセロール　

20cm  DR
フュージョンテック ハイキャセロール　
24cm  PL

24,200円 (税込 )
品番   W0728246031
W473×D250×H50mm
イタリア製

27,500円 (税込 )
品番   W0726286031
W390×D298×H62mm
イタリア製

26,950円 (税込 )
品番   W0514375290
W285×D215×H180mm
ドイツ製

31,900円 (税込 )
品番   W0514485290
W335×D255×H200mm
ドイツ製

49 50 51 52
フュージョンテック　ローキャセロール　
20cm  DR

フュージョンテック　ローキャセロール　
24cm  PL

フュージョンテック　ソースパン　
16cm  RQ

フュージョンテック　フライパン　
24cm

25,850円 (税込 )
品番   W0514575290
W290×D215×H135mm
ドイツ製

29,370円 (税込 )
品番   W0514685290
W335×D255×H150mm
ドイツ製

21,120円 (税込 )
品番   W0515295290
W340×D175×H130mm
ドイツ製

19,360円 (税込 )
品番   W0520535291
W450×D255×H78mm
ドイツ製

55 575653 54
カラフェ 1.0L ブラック コンパクト クイジーン 

20cm  2P セット
コンパクト クイジーン 
16cm  2P セット

フュージョンテック ミネラル 
マルチポット　14cm  PL

ダマスティール 三徳ナイフ
PC

8,800円 (税込 )
品番   W0617706040
W95×D95×H300mm
スロヴァキア製

33,440円 (税込 )
品番   W9975
W283×D215×H167mm
ドイツ製

31,130円 (税込 )
品番   W9974
W240×D180×H156mm
ドイツ製

18,920円 (税込 )
品番   W0515545290 
W221×D156×H165mm 
ドイツ製

66,000円 (税込 )
品番   W1891949998
W315×D48mm
ドイツ製

58 59 60
Disney ミッキーマウス カトラリー
6P セット

Disney くまのプーさん カトラリー
6P セット

Disney アナと雪の女王 カトラリー
6P セット

6,490円 (税込 )
品番   W1282959964
ベトナム製

6,490円 (税込 )
品番   W1283509964
ベトナム製

6,490円 (税込 )
品番   W1286009964
ベトナム製

株式会社グループセブ ジャパン

(41) (42)

W365×D154×H45mm
日本製

12,100円 (税込 ) 品番  16-003-00-500

スペリオ エッグロースター大
9

W325×D112×H43mm
日本製

9,900円 (税込 ) 品番  16-001-00-500

スペリオ エッグロースター小
8

【スペリオ エッグロースター】
細部に職人技が光る日本製の逸品　クオリティを追求し続けるフィスラーの自信作

170 年以上の歴史をほこるドイツの高機能キッチンウェアブランド「フィスラー」は、1845 年の創業以来、たゆまぬ技術革新とクラフトマンシップ、
そしてデザインの美しさにより、世界中で愛され続けています。

フィスラージャパン株式会社

ビタビット プレミアム セット
（2.5L スキレット＋ 4.5L）

ドイツ製
81,400円 (税込 ) 品番  622-412-11-070

2

ドイツ製

(1.8L)44,000円 /(2.5L)46,200円 /(3.5L)48,400円
(4.5L)49,500円 /(6.0L)55,000円 (税込 )

W390×D210×H140mm
W390×D210×H165mm
W430×D250×H160mm
W430×D250×H185mm
W430×D250×H235mm

品番  1.8L/622-212-01-000
2.5L/622-212-02-070
3.5L/622-412-03-070
4.5L/622-412-04-070
6.0L/622-412-06-070

ビタビット プレミアム
1.8L スキレット /2.5L/3.5L/ 4.5L/6.0L

1

【ビタビットプレミアム】
フィスラー最高峰の圧力鍋がリニューアル。使いやすさ、安心・安全な設計。15 年保証。

フィスラー最高峰のステンレスシリーズ　プロが使って満足する徹底構造を実現

シチューポット
3

キャセロール
4

ドイツ製

ドイツ製

(16cm)29,700円 /(20cm)33,000円 /
(24cm)38,500円 (税込 )

(20cm)31,900円 /(24cm)37,400円 /( 税込 )

W180×D270×H145mm
W220×D315×H175mm
W260×D360×H180mm

W220×D315×H130mm
W260×D360×H140mm

品番  16cm/064-128-16-000
20cm/064-128-16-000
24cm/064-128-16-000

品番  20cm/084-138-20-000
24cm/084-138-24-000

ドイツ製
※ 2022 年秋頃 発売予定

(24cm)33,000円 /(28cm)37,400円 /( 税込 )
W445×D260×H75mm
W510×D305×H85mm

品番  24cm/084-378-24-100
28cm/084-378-28-100

フライパン 24cm/28cm
7

W180×D360×H95mm
ドイツ製

29,700円 (税込 ) 品番  084-158-16-100

ソースパン 16cm
6

ドイツ製
5,280円 (税込 ) 品番  084-102-16-600

 OPC 2 フタ 16cm
5

【オリジナルプロフィコレクション】
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「世界最高峰の鍋をつくる」を目標に、1939 年にアメリカカンザスシティにて設立されたビタクラフト社は多層構造のエキスパートとして有名です。長年の歴史の中で「家庭の健康は
家庭料理で守っていく」という一貫した基本理念のもと、多層構造鍋による無水・無油調理を提案しています。

ビタクラフトジャパン株式会社

ヘキサプライ　片手ナベ 1.2L/1.9L/2.9L/3.0L
アメリカ製 アメリカ製

アメリカ製アメリカ製

(1.2L)25,300円(税込)
(1.9L)30,800円(税込)
(2.9L)35,200円(税込)
(3.0L)36,300円(税込)

品番  6113　Φ 140×D80×H121 mm
品番  6114　Φ 170×D85×H130 mm
品番  6115　Φ 210×D80×H125 mm
品番  6116　Φ 190×D100×H148 mm

(3.0L)36,300円(税込)
(4.0L)39,600円(税込)
(5.5L)42,900円(税込)
(7.5L)46,200円(税込)

品番  6122　Φ 190×D100×H148 mm
品番  6126　Φ 255×D80×H130 mm
品番  6127　Φ 255×D110×H163 mm
品番  6129　Φ 255×D140×H198 mm

(20.0cm)25,300円(税込)
(24.5cm)33,000円(税込)
(27.0cm)38,500円(税込)

品番  6112　Φ 170×D55×H100 mm
品番  6131　Φ 210×D55×H107 mm
品番  6132　Φ 240×D55×H107 mm

(4.0L)37,400円(税込)
(5.5L)42,900円(税込)

品番  6125　Φ 210×D115×H160 mm
品番  6128　Φ 210×D150×H198 mm

1
両手ナベ 4.0L 深型 /5.5L 深型
2

ヘキサプライ 両手ナベ 3.0L/4.0L/5.5L/7.5L
3

ヘキサプライ フライパン 20.0㎝ / 24.5㎝ / 27.0㎝
4

蓋（上段）：Φ 265×H22 mm
本体：Φ 255×H30mm
ベトナム製

11,000円 (税込 ) 品番  3901

グリルイングリル
5

【グリルイングリル】
魚焼きグリルが本格オーブンに早変わり

(2.5L) 品番  0622　約 Φ 198×D82×H138mm
(3.5L) 品番  0623　約 Φ 198×D113×H172mm
ベトナム製

(2.5L)35,200円 /(3.5L)39,600円 (税込 )
スーパー圧力鍋アルファ 2.5L / 3.5L
6

【スーパー圧力鍋アルファ】
素早く熱が伝わる全面 5 層構造。普通のお鍋としても使えるエキストラカバー、落とし蓋にも使えるスティームスタンド ( 蒸し板 ) 付き。

(800ml) Φ 160×D41mm
(1500ml) Φ 160×D84mm
(2100ml) Φ 160×D102mm
ベトナム製

24,200円 (税込 ) 品番  2800

ミニパンセット
7

【ミニパンセット】
全面 5 層構造でありながらかわいくて、そのうえコンパクトに収納できるこんな “ 三つ揃い ” はいかがですか？

長年愛され続けてきたビタクラフトの伝統デザイン。
熱伝導率・熱拡散性に優れた全面 6 層構造。

片手ナベ 1.2L 片手ナベ 2.9L 両手ナベ 5.5L 深型

フライパン 27.0cmフライパン 20.0cm両手ナベ 5.5L両手ナベ 3.0L

(44)

中国製

(20cm)7,700円 (税込 )
(26cm)9,900円 (税込 )

品番  1440　Φ 200×D70×H120mm
品番  1446　Φ 260×D70×H112mm

ウォックパン 20㎝ / 26㎝
10

Φ 160( 最大φ175)×D95×H156mm
ベトナム製

16,500円 (税込 ) 品番  3850

ごはん鍋
20

【ソフィアⅡシリーズ】

【ごはん鍋】

ナヴァロン 3 コート ( 高密度 3 層フッ素樹脂コーティング ) を採用。耐摩耗テスト 20 万回以上クリア。ビタクラフトの技術が活きるフライパン。

お鍋で炊いたふっくらごはんを、毎日毎食お手軽に

【スーパー鉄】
こびりつきにくく、鉄なのに錆びにくいビタクラフトオリジナル（窒化 4 層構造）

(20cm) 品番  3170　H55×W220mm
(22cm) 品番  3182　H60×W240mm
(26cm) 品番  3176　H65×W280mm
中国製

ガラス蓋 20㎝ /22㎝ /26㎝
13

(W189×H251)×D20×H94mm
中国製

15,400円 (税込 ) 品番  3002

グリルパン（ シリコングリップ付き）
12

(H180×W130)×D34×H75mm
中国製

7,700円 (税込 ) 品番  1450

エッグパン / ボルドー
11

みなさんのお料理の時間を、もっと楽しく彩りたい。
そんな速水もこみちさんの思いを、ビタクラフトがカタチに

しました。使いやすさ、品質の良さにこだわった、
料理が楽しくなる調理器具。

Φ 220×D48×H93mm
中国製

6,600円 (税込 ) 品番  1432/1452

フライパン 22㎝
8

Φ 260×D58×H103mm
中国製

8,800円 (税込 ) 品番  1436/1456

フライパン 26㎝
9

(20cm)1,870円 /(22cm)1,980円 /(26cm)2,420円 (税込 )

(H193×W146)×D40×H103mm  日本製

スーパー鉄エッグパン
10,450円 (税込 ) 品番  2009

14

Φ 260×D43×H88mm  日本製

スーパー鉄フライパン
20㎝ /24㎝ /26㎝ /28㎝
11,000円 (税込 ) 品番  2002

15

Φ 240×D 65×H127mm  日本製

スーパー鉄ウォックパン
22㎝ /24㎝ /26㎝ /28㎝ /30㎝ /33㎝
11,000円 (税込 ) 品番  2005

16

(H180×W130)×D34×H75mm  中国製

ソフィアⅡエッグパン
4,378円 (税込 ) 品番  1780

17

ボルドー ホワイト

ボルドー ホワイト

ボルドー ホワイト ボルドー

ボルドーボルドー

フライパン 26cm ウォックパン 24cm

Φ 260×D58×H103mm  中国製

ソフィアⅡフライパン
20㎝ /22㎝ /24㎝ /26㎝ /28㎝
4,928円 (税込 ) 品番  1746

18
フライパン 26cm

Φ 240×D75×H120mm  中国製

ソフィアⅡウォックパン
20㎝ /24㎝ /26㎝ /28㎝
4,928円 (税込 ) 品番  1754

19
ウォックパン 24cm
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ダイキン最高級グレード
SilkwareEZ は耐摩耗性試
験 200 万回クリア。

品番  (10cm)A-1461/W120×D108×H52mm
 (12cm)A-1462/W140×D129×H59mm
 (14cm)A-1463/W161×D149×H67mm
 (16cm)A-1464/W183×D170×H76mm
 (18cm)A-1465/W203×D189×H85mm

日本製

(10cm)1,540円 (12cm)1,760円 (14cm)1,980円
(16cm)2,200円 (18cm)2,420円 (税込 )

品番  (4 号 )A-1601/W211×D276×H35mm
 (5 号 )A-1602/W242×D181×H32mm
 (6 号 )A-1565/W150×D210×H29mm
 (7 号 )A-1566/W132×D189×H28mm
 (8 号 )A-1567/W109×D160×H26mm

日本製

(4 号 )2,420円 (5 号 )2,200円(6 号 )1,980円
(7 号 )1,760円 (8 号 )1,540円 (税込 )品番  (16cm)A-1561/W324×D176×H98mm

 (18cm)A-1562/W348×D202×H104mm
日本製

(16cm)3,850円(18cm)4,620円(税込)
品番  (15.5cm)A-1563/W210×D166×H109mm
 (18.5cm)A-1564/W236×D196×H118mm
日本製

(15.5cm)4,950円(18.5cm)5,500円(税込)

小伝具 アルミ雪平なべ
16cm/18cm

5
小伝具 アルミ段付なべ

（木蓋付）15.5cm/18.5cm

6
小伝具 アルミボウル
10cm/12cm/14cm/16cm/18cm

7
小伝具 アルミバット
4 号 /5 号 /6 号 /7 号 /8 号

8

鋳物の街・高岡で 1930 年（昭和 5 年）創業。アルミキャスト（鋳造）の技術を活かし、主にアルミニウム製品の総合メーカーとして、商品の企画から研究、開発、設計、
生産、販売まで自社工場で一貫したコンセプトで、高品質なものづくりを行っております。ながい伝統的技術で心をこめてこしらえた「ホンマモン」をお届けいたします。

北陸アルミニウム株式会社

(5 号 )4,950円 (6 号 )4,620円
(7 号 )4,290円 (8 号 )3,960円 (税込 )

小伝具　アルミ角容器　5/6/7/8 号

品番  (5 号 )A-2591/W242×D181×H82mm
 (6 号 )A-2592/W210×D150×H72mm
 (7 号 )A-2593/W189×D132×H62mm
 (8 号 )A-2594/W160×D109×H52mm

日本製

5 号

6 号

7 号

8 号

しろがね

青墨

薄桜

4

使えばわかるカタチの違い！
まるっとパン【made in 富山】に
ガス火用タイプ「まるっとパン軽業

（かるわざ）」が登場！
W425×D251×H160mm
日本製

11,000円 (税込 )
品番  A-2461

まるっとパンアルミ蓋付
ＩＨ２４

1

W423×D248×H160mm
日本製

9,350円 (税込 )
品番  A-2751

まるっとパン軽業
（ガス火）２４ 

2

W305×D229×H126mm
日本製

22,000円 (税込 )

HAMON 琺瑯鍋【薄桜 / 青墨】21cm
HAMON  IH 対応【しろがね】21cm

品番  A-2031/A-2032/A-2033

3

厚手の鋳物鍋なのに、アルミだか
ら使い心地軽やか。鍋の上げ下げ
も楽ちんです。

センレンキャスト FAN フライパン
20㎝ /24㎝ /26㎝ /28㎝ /30㎝

9

(20㎝ )4,070円 (24㎝ )4,730円 (26㎝ )4,950円 (28㎝ )5,720円
(30㎝ )6,270円 (税込 )
品番  (20㎝ )A-2811/W406×D209×H58mm
 (24㎝ )A-2812/W446×D249×H103mm
 (26㎝ )A-2813/W481×D269×H108mm
 (28㎝ )A-2814/W501×D289×H111mm
 (30㎝ )A-2815/W521×D309×H114mm

日本製

【小伝具】
昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ

【センレンキャスト FAN】
鋳物の限界まで軽量化を実現。センレンキャストシリーズ史上最軽量モデル

W394×D137×H85mm
日本製

4,950円 (税込 )
品番  A2819

センレンキャスト FAN
玉子焼 13 × 19cm

12

W521×D309×H131mm
日本製

6,600円 (税込 )
品番  A-2816

センレンキャスト FAN
いため鍋 30㎝　

11

品番  (24㎝ )A-2817
　　　W444×D249×H129mm
 (26㎝ )A-2818
　　　W479×D269×H131mm

日本製
(24㎝ )5,170円 (26㎝ )5,500円 (税込 )

センレンキャスト FAN
深型フライパン24㎝/26㎝

10

W310×D270×H280mm
中国製

15,180円 (税込 ) 品番  OEDG30

マイコン電気圧力鍋 3.0L 楽ポン
ヌージュ (nooge) 前回の調理時間・温度を記憶し

操作簡単。新たに「温度調理」
ができるようになった 4 種類の
調理モード

1

W330×D280×H300mm
中国製

18,480円 (税込 ) 品番  OEDG40

マイコン電気圧力鍋 4.0 L 楽ポン
ヌージュ (nooge) 前回の調理時間・温度を記憶し

操作簡単。新たに「温度調理」
ができるようになった 4 種類の
調理モード

2

W305×D300×H280mm
中国製

19,800円 (税込 )

やわらかさん
マイコン電気圧力鍋 3L 「 ク ル ッ」 と「 ピ ッ！」

おうちの味で介護食が作
れます。火を使わず簡単
調理やわらか食をどう
ぞ！！

品番  OEDE30(F)

3

W285×D265×H220mm
中国製

14,080円 (税込 )
ドライフードメーカー 余った野菜や果物をドラ

イフード、ドライフルー
ツにすることで無駄なく
食品を使い切ることがで
きます

品番  KEFA80

4

W72×D72×H220 ｍｍ
中国製

8,800円 (税込 )

ポータブルエスプレッソ
メーカー 軽くて持ち運び便利なハ

ンディタイプ。電気を使
わずアウトドアやオフィ
スなどお好きな場所でエ
スプレッソを

品番  XTCA12

5

W350×D250×H220 ｍｍ
中国製

16,280円 (税込 )

魔法のクイック料理
両手圧力鍋 5.5L

品番  ZQDA55

7

W325×D215×H190 ｍｍ
中国製

8,800円 (税込 )
カルーナ　家庭用両手圧力鍋 3L

品番  ZCDA30

8

調理に合わせて超高圧（約 126℃）
と高圧（約 117℃）の 2 段階切替可
能。時短に最適圧力鍋です

底三層で、ステンレスなのにとって
もカル～い圧力鍋。１～２人暮らし
にピッタリの小型サイズ。

W380×D210×H200 ｍｍ
中国製

14,080円 (税込 )
魔法のクイック料理　片手圧力鍋 3L

品番  ZQSA30

6

W280×D220×H230 ｍｍ
中国製

5,500円 (税込 )
品番  LMDA53

マルチポット 5.3L

9

W430×D210×H185 ｍｍ
中国製

13,200円 (税込 )
品番  ZPSA30

Pro2 片手圧力鍋 3L

10

W470×D250×H230 ｍｍ
中国製

16,500円 (税込 )
品番  ZPSA60

Pro2 片手圧力鍋 6L

11

W360×D260×H240 ｍｍ
マレーシア製

40,700円 (税込 )
品番  NMDA80

Pro ミドルサイズ圧力鍋 
8L

12

W360×D258×H290 ｍｍ
マレーシア製

48,400円 (税込 )
品番  NMDA10

Pro ミドルサイズ圧力鍋 
10L

13

Wonder chef ワンダーシェフの圧力鍋は家庭用のキッチンから業務用の厨房までをカバーできる国内最多のサイズバリエーションと機能を誇っています。

株式会社ワンダーシェフ
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(M)W245×D170×H165mm/(L)W265×D190×H175mm
中国製

中国製

品番  ( アイボリー )MB-2160/( ガーネット )MB-2161/ 
( ターコイズ )MB-2162

W450×D250×H162mm品番  ( イエロー )RHF-200/( ブラウン )RHF-202
本体：韓国、蓋：日本（ガラス部：中国）
11,000円 (税込 )

レミ・ヒラノ　レミパン　イエロー / ブラウン
1

忙しい朝・晩にコレ１つ！１台７
役の便利なマルチポット！一台で
沸かす・茹でる・煮る・炒める・
揚げる・炊く・和える調理ができ
ます。

ホワイト

イエロー ブラウン

レッド ウォームグレー

(M)4,400円 /(L)5,500円 (税込 ) (22㎝)8,800円/(24㎝)11,000円(税込)
(M) 品番  ( レッド )RB-1253/( ホワイト )RB-1255/( ウォームグレー )RB-2169
(L) 品番  ( レッド )RB-1254/( ホワイト )RB-1256/( ウォームグレー )RB-2170

ToMaydolce　IH 対応マルチポットＭ /L
（レッド / ホワイト / ウォームグレー）

2

焼く・煮る・茹でる・蒸す・揚げ
る・炒める・湯切りができる７
WayUse のマルチパン。

W375×D240×H120mm
W395×D270×H120mm

品番  (22㎝ )RB-2165
品番  (24㎝ )RB-2166

ToMaydolce
IH 対応マルチパン 22㎝ /24 ㎝

3

お客様からの「こうしてほしい！」を商品に。機能性が優れているもの、美しいデザインが求められているもの、キッチンが明るくなって調理が楽しくなるものなど、様々なニーズに
お応えする商品をそろえています。開発にあたっては、モニタリングやお客様の声から得た情報を精査し、お客様にほんとうに役立つと思った商品を企画・販売しております。

和平フレイズ株式会社

【ToMay dolce ( トゥーメイ ドルチェ )】
dolce は音楽記号で「柔和に、柔らかく」という意味があります。仕事に子育てに家事に大忙しの女性が少しでも心にゆとりを持てますように。料理の時間が楽しくなりま
すように。そんな思いが込められたシリーズです。

【レミ・ヒラノ】
料理愛好家 平野レミさんが考案した元祖深型フライパン “ レミパン ”。煮る・焼く・炒めるなどがこれ 1 台で楽しめ、蒸気穴からはさし水ができるのでレンジ周りが汚れにくい。

W250×D170×H150mm  

タイ製

rinto　
IH 対応ホーローマルチポット
5,500円 (税込 )

4

W353×D152×H37mm  中国製

あつほかダイニング
ＩＨホットサンドパン
4,400円 (税込 ) 品番  AM-9868

5

W405×D190×H46mm  中国製

キャンプラス
ホットサンドメーカー
5,500円 (税込 ) 品番  MB-2237

6

ホワイト

(47)

片手鍋 18㎝：375×195×140mm
両手鍋 20㎝：325×215×150mm
玉子焼 13×8㎝：380×145×63mm
ディープパン 24㎝：
455×255×40mm
フライパン 26㎝：
480×275×105mm

鍋 18㎝：Φ 195×80mm
ガラス蓋 18㎝：Φ 190×39mm
鍋 20㎝：Φ 215×90mm
ガラス蓋 20㎝：Φ 210×39mm
フライパン 20㎝：Φ 215×48mm
フライパン 26㎝：Φ 275×60mm
いため鍋 21㎝：Φ 225×70mm
ディープパン 24㎝：Φ 255×70mm
着脱ハンドル：全長 195mm

鍋 18㎝：195×90mm
フライパン 20㎝：Φ 215×51mm
フライパン 26㎝：273×60mm
ガラス蓋 18㎝：185×190×37mm
シール蓋：208×196×8mm
着脱ハンドル：45×53×180mm

22,000円 (税込 )

ブラナーノⅡ IH 対応鍋フライパン
5 点セット（お玉・ターナー付）

7

中国製品番  MB-2402 22,000円 (税込 )

ブラナーノⅡ IH 対応着脱
ハンドル鍋 6 点セット

8

中国製品番  MB-MB-2442 13,200円 (税込 )

魅せるフライパン IH 対応
着脱ハンドル鍋３点セット

9

中国製品番  MB-2164
W76×D76×H130mm
中国製

W78×D78×H110mm
中国製 (48)

ピンク ピンクブラック

3,300円 (税込 )
品番  ( ホワイト )IM-0024/( ピンク )
IM-0025/( ブラック )IM-0026

W58×D58×H191mm
中国製 ホワイト ブラック

2,200円 (税込 )
品番  ( ホワイト )IM-0007/( ピンク )
IM-0008/( ブラック )IM-0009 W110×D85×H190mm

中国製ホワイト

ホワイト カーキブラック

2,750円 (税込 )
品番  ( ホワイト )IM-0012/( ピンク )
IM-0013/( ブラック )IM-0014

品番  ( ホワイト )RH-1567/( ブラック )RH-1568/( カーキ )RH-1569

イミオ　缶ホルダー
16

イミオ スリムボトル 300ml
17

イミオ ランチポット 300ml
18

3,300円 (税込 )
フォルテック ペットボトルクーラー
19

【千歳 ( ちとせ )】
美味しい思い出を紡ぐ調理道具「千歳」。愛着をもって千
歳に使ってもらえるような丈夫な道具を私たちは思いを込
めて一生懸命作りました。毎日使うからこそ、シンプルに。
新潟県燕市の職人が一つひとつ丁寧に作り上げています。

5,500円 (税込 ) 品番  CS-001

千歳　木柄片手鍋 18㎝

W345×D190×H137mm
日本製

10

W72×D72×H90mm  日本製 W75×D75×H131mm  日本製 W75×D75×H131mm  日本製 W17×D6×H198mm  日本製

マチコウバ燕三条
ステンレスカップ 300ml 2P
3,300円 (税込 ) 品番  ME-7242

12
燕研磨ファクトリー
ステンレスタンブラー 400ml
4,400円 (税込 ) 品番  TM-9851

13
燕研磨ファクトリーステンレス
タンブラー 400ml ２個組
8,800円 (税込 ) 品番  ME-7353

14
燕研磨ファクトリー
ステンレスストロー 2P
2,750円 (税込 ) 品番  ME-7160

15

ホワイト

11

W350×D190×H150mm
日本製

3,300円 (税込 ) 品番  EM-006

燕三
IH ふきこぼれにくい片手鍋 16㎝ 燕に息づく伝統の技、そこから生

まれる洗練のデザイン。先人への
感謝と地域の誇りで生み出された

「燕三」。シンプルだからこそ、細
部に長年のものづくりの経験が活
きています。
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くろいろケトル ( 小 )( 大 )
24

「いいもの、確かなもので永いおつきあい」

株式会社宮﨑製作所

ジオ・プロダクト（スーパーバイザー服部幸應）

シングルドリップ
ホワイトビーチ

13
シングルドリップ
マホガニー

14
シングルドリップ
マットブラン

15

日本製

W151×D153×H97mm4,400円 (税込 ) 品番  MCO-5/MCO-6/MCO-7

日本製

W150×D118×H93mm5,500円 (税込 ) 品番  CHA-1/CHA-2/CHA-3

日本製
6,600円 (税込 ) W155×D116×H157mm品番  CHA-4/CHA-5/CHA-6

【Miyacoffee】
（細口タイプでドリップに最適）

かがみ急須（ 小）
16

ざらめ急須（小）
17

くろいろ急須（小）
18

かがみ急須（大）
19

ざらめ急須（大）
20

くろいろ急須（大）
21

【茶き】
（軽くて割れないステンレス製）

7,700円 (税込 ) 品番  GEO-18YH

行平鍋 18cm

W347×D200×H99mm
日本製

1

17,600円 (税込 ) 品番  GEO-25M

蒸し器付き鍋 25cm

W352×D268×H205mm
日本製

6

9,900円 (税込 ) 品番  GEO-18N

片手鍋 18cm

W417×D198×H125mm
日本製

2

16,500円 (税込 ) 品番  GEO-21D

深型両手鍋 21cm

W310×D228×H240mm
日本製

7

11,000円 (税込 ) 品番  GEO-20T

両手鍋 20cm

W302×D218×H130mm
日本製

3

22,000円 (税込 ) 品番  GEO-21P

パスタポット 21cm

W310×D228×H290mm
日本製

8

15,400円 (税込 )品番  GEO-22PF

ポトフ鍋 22cm

W324×D238×H185mm
日本製

4

16,500円 (税込 )品番  GEO-25ST

ソテーパン 25cm

W508×D268×H100mm
日本製

9

13,200円 (税込 ) 品番  GEO-25S

浅型両手鍋 25cm

W352×D268×H125mm
日本製

5

8,800円 (税込 ) 品番  GEO-15EP

玉子焼き

W377×D200×H34mm
日本製

10

ドリップケトル （ ミラー）
0.9 Ｌ / 1.2 Ｌ

11
ドリップケトル（艶消し）
0.9 Ｌ / 1.2 Ｌ

12

ざらめ茶筒
22

くろいろ茶筒
23

日本製(0.9L)5,500円 (税込 )
(1.2L)6,600円 (税込 )

品番  MCO-1 / MCO-3　W247×D125×H183mm
品番  MCO-2 / MCO-4　W247×D125×H213mm

日本製( 小 )5,500円 (税込 )
( 大 )6,600円 (税込 )

品番  CHA-7/CHA-8　W83×D83×H94mm
品番  CHA-9/CHA-10　W83×D83×H134mm

日本製( 小 )11,000円 (税込 )
( 大 )13,200円 (税込 )

品番  CHA-11　W161×D219×H174mm
品番  CHA-12　W181×D237×H179mm

(50)

オブジェ（１９８２年から続くロングセラー商品）

W264×D130×H130mm
日本製

3,850円 (税込 ) 品番  OJ-1

ミルクパン 12cm
25

W350×D188×H163mm
日本製

5,500円 (税込 ) 品番  OJ-4

ソースパン 18cm
26

W295×D206×H170mm
日本製

6,600円 (税込 ) 品番  OJ-6

ソースポット 20cm
27

W325×D225×H222mm
日本製

7,700円 (税込 ) 品番  OJ-7

シチューポット 22cm
28

W357×D258×H158mm
日本製

7,150円 (税込 ) 品番  OJ-8

テーブルポット 25cm
29

W357×D258×H192mm
日本製

8,800円 (税込 ) 品番  OJ-38

ジャンボポット 25cm
30

W392×D290×H271mm
日本製

13,200円 (税込 ) 品番  OJ-41

ジャンボ深型両手鍋 28cm
31

W345×D202×H105mm
日本製

6,600円 (税込 ) 品番  OJ-63

ゆきひら鍋 18cm
32

W278×D178×H220mm
日本製

11,000円 (税込 ) 品番  OJ-59
W268×D255×H135mm
日本製

8,800円 (税込 ) 品番  OJ-48

パスタポット 4.6L
33

しゃぶしゃぶ鍋 25cm
34

W218×D178×H220mm
日本製

5,500円 (税込 ) 品番  OJ-46

デンチョーケトル 2.0L
35

W195×D194×H208mm
日本製

5,500円 (税込 ) 品番  OJ-92

笛吹きケトル 2.3L
36

【十得鍋】
（着脱式ハンドルで収納性抜群）

日本製
27,500円 (税込 ) 品番  JN-ST-1

十得鍋　セットアイテム
37

W200×D55×H40mm
日本製

3,300円 (税込 ) 品番  JN-HK

片手ハンドル
38

W270×D320×H55mm
日本製

8,800円 (税込 ) 品番  JN-25FS

十得鍋 フライパン ( ミラー )25cm
39

W270×D320×H55mm
日本製

11,000円 (税込 ) 品番  JN-25FF

十得鍋 フライパン ( フッ素 )25cm
40



ウルシヤマ金属工業株式会社
1948 年の創業以来、お客様第一の考えに徹し、アルミ二ウムやステンレスを使用した製品づくりを行ってきました。「安心・安全・高品質」をモットーに、商品の企画開発・成型・
コーティング・組み立て・梱包に至るまで自社内で全行程全数検査、一貫生産を行っております。今後もお客様にご満足頂ける製品とサービスの提供を図ってまいります。

謹製 釜炊き三昧 2 合炊き /3 合炊き /5 合炊き

2 合 /  8,800 円 ( 税込 )　
3 合 /11,000 円 ( 税込 )
5 合 /13,200 円 ( 税込 )

品番    2 合 /KKZ-2 　サイズ　φ 182×H130mm
　　　 3 合 /KKZ-3　　　　　 φ 206×H150mm
　 　　5 合 /KKZ-5　　　　　 φ 226×H170mm
日本製

2 3

1

雪國かまど 雪國ごはん釜
8,800 円 ( 税込 )
品番   YGK-1　φ172×H134mm　日本製

5,500 円 ( 税込 )
品番   YGG-1　φ170×H72mm　日本製

オーブントースターで
簡単に炊飯ができます。

固形燃料を使って、
美味しくご飯を炊き上げます。

(51)

本体は電磁調理器との相性の良いステンレスとアルミ二ウムの全面 4層構造。
内面はテフロン™プラチナプラス加工でお手入れ簡単。

本体は電磁調理器との相性の良い
ステンレスとアルミ二ウムの全面
2層構造。内面はふっ素樹脂加工の
ため、お手入れが簡単。

電磁調理器に最適なステンレス製の
ゆきひら鍋です。高い保温性と強度
に優れ、毎日のお料理にぴったり
です。

熱伝導性に優れたアルミ二ウムと、保温性に優れたステンレスを合わせた全面２層構造。

ガス火調理に最適な底厚アルミ二ウム鋳物製のフライパンです。軽くて扱いやすく、
お手入れも簡単で毎日の料理にぴったりです。

本体は熟練職人の手でひとつずつ手作業で造りあげたアルミ二ウム鋳物製。
『広い・深い・軽い』を追求した新しい形のフライパンです。

ガス火に最適な、アルミ二ウム鋳物製のシリーズです。
内面はテフロン™プラチナプラス加工。内面コーティングは2年保証付きです。

6,050円 (税込 )
品番   VST-F24
W440×D255×H83mm　日本製

7,700円 (税込 )
品番   FUG-F26
W453×D266×H94mm　日本製

7,150円 (税込 )
品番   FUG-D24
W432×D246×H105mm　日本製

7,700円 (税込 )
品番   VST-W28
W480×D297×H130mm　日本製

16

12 13

17ＩＨ フライパン24cm
(20/26/28cm)

フライパン 26cm
(18/22/30cm)

ディープパン 24cm
(20/28cm)

ＩＨ いため鍋 28cm

5,280円 (税込 )
品番   RYG-F24
W455×D250×H90mm　日本製

5,280円 (税込 )
品番   RYG-D22
W390×D230×H99mm　日本製

14 15フライパン 24cm
(16/20/26/28cm)

ディープフライパン 22cm
(16/20/26/28cm)

6,050円 (税込 )
品番   TKY-18S
W356×D192×H114mm　日本製

4,950円 (税込 )
品番   KSN-18Y
W334×D192×H102mm　日本製

5,280円 (税込 )
品番   SOV-F24
W458×D250×H93mm　日本製

5,500円 (税込 )
品番   SOV-D24
W455×D250×H127mm　日本製

20 21

18 19

ゆきひら鍋 18cm
(16/18/20cm)

ゆきひら鍋 18cm
(16/18/20/22/24cm)

フライパン 24cm
(20/22/26/28/30cm)

ディープフライパン 24cm
(22cm)

<

日
本
製>

　職
人
の
技
術
が
活
き
る
逸
品

熟練職人が造るアルミ二ウム鋳物製シリーズ。底面が鉄溶射のため、電磁調理器に対応。
内面はテフロン™プラチナプラス加工。

7,150円 (税込 )
品番   QTP-F24
W449×D255×H101mm　日本製

8,800円 (税込 )
品番   QTP-W28
W483×D297×H157mm　日本製

7,480円 (税込 )
品番   QTP-D24
W445×D257×H141mm　日本製

5,500円 (税込 )
品番   QTP-E19-14
W369×D152×H77mm　日本製

4

6

5

7

7,150円 (税込 )
品番   MJS-F24
W438×D250×H87mm　日本製

8,250円 (税込 )
品番   MJS-W28
W503×D290×H116mm　日本製

7,150円 (税込 )
品番   MJS-E19-13.5
W388×D149×H73mm　日本製

7,700円 (税込 )
品番   MJS-D24
W435×D250×H125mm　日本製

8

10 11

9マジェスタ -IH
フライパン 24cm
(20/26/28cm)

マジェスタ -IH
いため鍋 28cm

マジェスタ -IH
ディープフライパン 24cm
(22cm)

マジェスタ -IH
玉子焼 19×13.5cm
(16.5×9cm)

クワトロ   - IH 
フライパン 24cm
(18/20/22/26/28cm)

クワトロ   - IH 
ディープフライパン 24cm
(20cm)

クワトロ   - IH 
いため鍋 28cm

クワトロ   - IH 
玉子焼 19×14cm
(15×9.5cm)

(52)



(53)

道具は丈夫でなければならない。使いやすくなければならない。そして、美しくなければならない。
親子３代で愛用いただけるフライパンを作る。それが、リバーライトの仕事です。

RIVER LIGHT

【極 JAPAN】- 鉄の良さをそのままにサビにくくなった鉄のフライパン -
1) 極めて丈夫でサビにくい。
2) 調理の熱特性に優れたフライパン
3) 使うたびに自然に鉄分を吸収できる。
4) ガスはもちろん、IHにも対応。

日本製W160×D315×H75mm(16㎝ )5,500円 (税込 ) 品番  J1216

日本製W180×D335×H79mm(18㎝ )5,830円 (税込 ) 品番  J1218

日本製W200×D369×H91mm(20㎝ )6,050円 (税込 ) 品番  J1220

日本製W220×D389×H100mm(22㎝ )6,600円 (税込 ) 品番  J1222

日本製W240×D435×H105mm(24㎝ )7,150円 (税込 ) 品番  J1224

日本製W260×D460×H101mm(26㎝ )7,700円 (税込 ) 品番  J1226

日本製W280×D480×H116mm(28㎝ )8,250円 (税込 ) 品番  J1228

日本製W200×D365×H110mm(20㎝ )6,380円 (税込 ) 品番  J1420

日本製W220×D385×H115mm(22㎝ )6,930円 (税込 ) 品番  J1422

日本製W240×D435×H120mm(24㎝ )7,480円 (税込 ) 品番  J1424

日本製W260×D455×H130mm(26㎝ )8,030円 (税込 ) 品番  J1426

日本製W280×D475×H135mm(28㎝ )8,580円 (税込 ) 品番  J1428

日本製W300×D500×H140mm(30㎝ )9,130円 (税込 ) 品番  J1430

極 JAPAN　フライパン

極 JAPAN　炒め鍋

1

2

品番  J1930AIH/W210×D405×H165mm(IHアジア鍋)9,350円(税込 )

(54)

極 JAPAN　蒸し台 /中華お玉
14

極 JAPAN　厚板フライパン蓋付
11

極 JAPAN　ステーキパン /餃子鍋
8

極 JAPAN　ステンレスカバー /ステンレスドーム
13

極 JAPAN　炒め鍋蓋付
10

極 JAPAN　アジア鍋
7

日本製 日本製 日本製

品番  J1320/W200×D254×H96mm(S)9,350円 (税込 ) 品番 J1930A/W205×D410×H180mm( アジア鍋 )9,900円 (税込 ) 品番 J1929/W230×D515×H100mm( ｽﾃｰｷﾊﾟﾝ )11,000円 (税込 )
品番 J1924S/W285×D365×H115mm( 餃子鍋 )14,300円 (税込 )

日本製

品番 J4033/W240mm(蒸し台)3,850円(税込)
品番 C4101/H370mm( お玉 )2,750円 (税込 )

品番  J1320/W240×D300×H106mm(M)11,000円(税込)

品番 JS1224/W240×D435×H105mm(24㎝ )9,900円 (税込 )

品番 JS1228/W280×D480×H116mm(28㎝)11,000円(税込)
品番 JS1226/W260×D460×H101mm(26㎝)10,450円(税込)

日本製

品番 JS1424/W240×D435×H120mm(24㎝)10,230円(税込)

品番 JS1428/W280×D475×H135mm(28㎝)11,330円(税込)
品番 JS1426/W260×D455×H130mm(26㎝)10,780円(税込)

品番 J3124S/W242× φ 75mm(24㎝ )3,300円 (税込 )

品番 J3128S/W282× φ 85mm(28㎝ )3,850円 (税込 )
品番 J3026S/W265× φ 112mm( ﾄﾞｰﾑ 26㎝ )4,070円 (税込 )

品番 J3126S/W262× φ 80mm(26㎝ )3,630円 (税込 )

日本製

品番 JS2324/W240×D430×H107mm(24㎝)11,000円(税込)

品番 JS2328/W280×D483×H100mm(28㎝)13,750円(税込)
品番 JS2326/W260×D460×H102mm(26㎝)11,550円(税込)

日本製

日本製

極 JAPAN　天ぷら鍋
6

極 JAPAN　フライパン蓋付
9

W260×D455×H130mm
日本製

14,300円 (税込 ) 品番  J1426D

極 JAPAN　蒸し鍋セット
12

日本製W107×D300×H75mm( 特小 )4,400円 (税込 ) 品番  J1611

日本製W134×D352×H87mm( 小 )5,500円 (税込 ) 品番  J1613

日本製W184×D357×H80mm( 大 )6,600円 (税込 ) 品番  J1618

極 JAPAN　たまご焼き
3

日本製W240×D430×H107mm(24㎝ )8,250円 (税込 ) 品番  J2324

日本製W260×D460×H102mm(26㎝ )8,800円 (税込 ) 品番  J2326

日本製W280×D483×H100mm(28㎝ )11,000円 (税込 ) 品番  J2328

極 JAPAN　厚板フライパン
4

日本製W210×D365×H80mm(21㎝ )6,050円 (税込 ) 品番  J1721

日本製W230×D405×H78mm(23㎝ )6,600円 (税込 ) 品番  J1723

日本製W260×D457×H87mm(26㎝ )7,480円 (税込 ) 品番  J1726

極 JAPAN　クレープパン
5



ひとときの居場所をつくる
ミニマルな照明。

仕事机や食卓など、もっと暮らしのそばで植物を育てたいから。鉢と受け皿をスマートに一体化　

創業は 1951 年。大阪府八尾市に工場を構え、昨年で創業 70 周年を迎えました。これまで暮らしを豊かにする金属をスローガンに「軽い」「優しい」「便利な」
金属を考えより良い快適な道具を探し続けています。毎日使うモノだから確かなモノを！！

藤田金属株式会社

(55)

「つくる」と「たべる」を一つにする。 町工場が作る鉄フライパン。 フライパン「ジュウ」です。片手で着脱。独自のスライド式ハンドル

プラントポット　ハチ　2 号 / 3 号
8

φ 100 × H266mm
（パイプ）φ 18mm
日本製

16,500円 (税込 )
品番  622071（黒）

622055（白）

テーブルランプ　イチ
7

( 本体 S) 外径 215× 内径 160×H36× 深さ 30× 底径 120mm
( 本体 M) 外径 255× 内径 200×H42× 深さ 36× 底径 145mm
( 本体 L) 外径 300× 内径 240×H45× 深さ 40× 底径 180mm
( ハンドル ) 全長 190× φ 35mm
( 持ち手付き全長 S)W375×H85mm(M)W415×H90mm
(L)W460×H80mm
日本製

( 本体 S) 外径 215× 内径 160×H36× 深さ 30× 底径 120mm
( 本体 M) 外径 255× 内径 200×H42× 深さ 36× 底径 145mm
( 本体 L) 外径 300× 内径 240×H45× 深さ 40× 底径 180mm
( ハンドル ) 全長 190× φ 35mm
( 持ち手付き全長 S)W375×H85mm(M)W415×H90mm
(L)W460×H80mm
日本製

(S)6,600円 /
(M)7,700円 /
(L)8,800円 (税込 )

(S)7,700円 /
(M)8,800円 /
(L)9,900円 (税込 )

品番  (S)8(M)15(L)329

品番  (S)22(M)39(L)343

フライパンジュウ S/M/L ＆
ハンドルセット（ビーチ）

フライパンジュウ S/M/L ＆
ハンドルセット（ウォルナット）

1

4

( 本体 ) 外径 260 × 内径 200×H80× 深さ 70× 底径 130mm
( ハンドル ) 全長 190 × φ 35mm

（持ち手付き全長）W420×H110mm
日本製

( 本体 ) 外径 260 × 内径 200×H80× 深さ 70× 底径 130mm
( ハンドル ) 全長 190 × φ 35mm

（持ち手付き全長）W420×H110mm
日本製

8,00円 (税込 )

9,900円 (税込 )

品番  312

品番  336

フライパンジュウ M 深型＆ハンドルセット
（ビーチ）

フライパンジュウ M 深型＆ハンドルセット
（ウォルナット）

2

5

(S） W220×H35mm
（M） W260×H35mm
（L） W305×H35mm
日本製

(S） W220×H35mm
（M） W260×H35mm
（L） W305×H35mm
日本製

(S)3,850円 /
(M)4,400円 /
(L)4,950円(税込)

(S)3,850円 /
(M)4,400円 /
(L)4,950円(税込)

品番  (S)30401(M)30500(L)299

品番  (S)30111(M)30128(L)305

フライパンジュウ専用フタ S/M/L（ビーチ）

フライパンジュウ M 深型＆ハンドルセット
（ウォルナット）

3

6

「つくる」と「たべる」を一つにする。 
町工場が作る鉄フライパン。
フライパン「ジュウ」専用フタです。

単三電池 4 本で傘をグっと押すだけ
４段階の明るさ調整　360 度どこか
らでも、傘のフチをぐっと押し込む
だけ。心地よい手応えのあるスイッ
チを採用しました。

仕事机や食卓など、もっと暮らしのそばで植物
を育てたいから。　鉢と受け皿をスマートに一
体化。アルミ素材を採用することで、軽量さも
実現しています。

3,850円 (税込 )
品番  (2 号）622088

( 本体 ) φ 84 × H80mm
( 鉢部分の内径 ) φ 60 × 深さ 64mm
日本製

4,950円 (税込 )
品番  （ 3 号）622095

( 本体 ) φ 114 × H104mm
( 鉢部分の内径 ) φ 90 × 深さ 89mm
日本製

(56)

HAL 万能無水鍋 23/26

W468×D132× 内径 230mm
W503×D137× 内径 260mm

日本製

(23)28,050円 (税込 )
(26)30,250円 (税込 )
品番  (23)600035

(26)600036

2
HAL 片手無水鍋 16.5

日本製

(18)15,180円 (税込 )
(20)17,380円 (税込 )
(24)19,580円 (税込 )

W254×H109× 内径 180㎜
W274×H120× 内径 200㎜
W316×H143× 内径 240㎜

品番  (18)600032
(20)600033
(24)600034

KING 無水鍋 ®18/20/24
1

無水鍋 ® の原点であり時代が変わって
も変わらない価値

無水鍋 ® の伝統を継承
しながらキッチンをコー
ディネート

W346×D140×H165mm
日本製

26,730円 (税込 )
品番  600037

3

1953 年に発売の美味しいご飯が炊ける羽釜の原理を再現した無水鍋Ⓡの復刻版モデル。一台八役をこなし機能的で肉厚のアルミニウム合金鋳物により耐久
性も抜群。一体成型ののシンプルなデザインもさることながら三世代に渡って使って頂ける調理器具です。2013 年にはグッドデザインロングライフ賞を受
賞した無水鍋Ⓡ 20cm（ガス）の後継モデル。TV や雑誌にも多く紹介され。贈り物にも喜ばれる一品です。

株式会社HALムスイ

【無水鍋 ®】
1953 年に広島で誕生した「無水鍋 ®」の復刻版モデル。「料理を通して日本の 生活を豊かにする、お鍋の王様でありたい」という開発者たちの想いを受け継ぎ、当時の鍋
に刻まれていた KING マークと共に再現。誕生から半世紀以上を経た今、お台所や家族のかたちが変わっても、無水鍋 ® は基本の機能とデザインを忠実に、「アルミニウ
ム 鋳物製無水調理器」として、これまでもこれからも日本の食生活に寄り添いつづけます。

【HAL Series】
無水鍋 ® の特徴を活かし大家族から小家族、煮る・炊く中心の調理方法から焼く、炒める、揚げるへ調理法の変化に対応。無水鍋の機能を守りながら、現代のお台所でよ
り使いやすく機能的な商品をお使い頂きたい想いから誕生。無水鍋 ® の良さ ( 素材、作り方、特徴 ) を残し、いかに変化に対応できるか。( 現代に受け入れられ、ファンを
増やせるか )。



プチスキレット

W155×D95×H37mm
日本製

715円 (税込 ) 品番  KS-3037
鉄製の薄くて軽いスキレットは、
魚焼きグリルに 4 つ入るほどコン
パクトなサイズ。スタッキングも
できるので、収納性も抜群。

1
ミニスキレット

W195×D133×H35mm
日本製

990円 (税込 ) 品番  KS-3059
鉄製の薄くて軽いスキレット
は、魚焼きグリルに 2 つ入る使
いやすいサイズ。スタッキング
もできるので、収納性も抜群。

2

W230×D390×H120mm
日本製

W315×D385×H70mm
日本製

W387×D290×H138mm
日本製

3,850円 (税込 )

3,850円 (税込 )

11,000円 (税込 )

匠味
鉄イタメ鍋 23cm

匠味
鉄オーバルフライパン

多用途おでん鍋
ふるさとのれん

品番  KS-3039

品番  KS-3043

品番  KS-2539

3

7

11

W230×D390×H120mm
日本製

3,850円 (税込 )

匠味
鉄マルチパン 23cm

品番  KS-3040

4

W265×D420×H100mm
日本製

3,850円 (税込 )

匠味
鉄フライパン 26cm

品番  KS-3044

8

W360×D304×H138mm
日本製

11,000円 (税込 )

たこ焼き工場 トントン

品番  KS-2614

12

W147×D390×H60mm
日本製

3,300円 (税込 )

匠味
玉子焼き

品番  KS-3041

5

W227×D227×H95mm
日本製

6,050円 (税込 )

キューブケトル 2.8L
品番  KS-2621

9

W360×D245×H105mm
日本製

7,700円 (税込 )

コンパクトグリル
ちょこちょこ焼き

品番  KS-2847

13

W230×D390×H90mm
日本製

3,300円 (税込 )

匠味
鉄フライパン 23cm

品番  KS-3042

6

W227×D227×H70mm
日本製

5,500円 (税込 )

薄型キューブケトル 1.6L
品番  KS-2625

10

W250×D215×H27mm
日本製

2,750円 (税込 )

解凍皿 New クイッ君
品番  KS-3181

オモテ

ウラ14

1942 年創業。新潟県燕市にてキッチンウェアを中心に企画・開発・製造を行っています。自社製造、社内一貫生産に力を入れており、金属加工技術を生か
したオリジナル製品の製作や OEM 製品の製作も承っております。

杉山金属株式会社

(57) (58)

W210×D290×H39mm　　　　　　 日本製

W230×D317×H41mm　　　　　　 日本製

2,145円 (税込 )

2,695円 (税込 )

揚げ物名人Ｓ / M

揚げた物を立てることで素早く油
が落ちるので、効率よく油をカッ
ト！立てる網は位置の調節可能。

大阪の地で創業以来、アルミ製品の製造を続けてきた町工場です。使いやすく、安全・安心にこだわった製品づくりがモットーです。

1

W300×D150×H100mm
中国製

2,750円 (税込 )

ストリールガラス蓋付
ミルクパン 14㎝     

2

W340×D190×H80mm
中国製

2,750円 (税込 )

ストリールガラス蓋付
フライパン 18㎝

3

W340×D90×H73mm
中国製

2,640円 (税込 )

ストリールスリム玉子焼
9 × 18㎝   

4

W350×D138×H64mm
中国製

2,035円 (税込 )

槌目鍛造玉子焼
ガス火 13 × 18㎝

9

W465×D288×H77mm
中国製

2,640円 (税込 )

槌目鍛造フライパン 
ガス火 28㎝      

8

W450×D267×H78mm
中国製

2,530円 (税込 )

槌目鍛造フライパン 
ガス火 26㎝      

7

槌目鍛造フライパン 
ガス火 22㎝ /24㎝    

6

W355×D188×H58mm 中国製 W395×D228×H65mm 中国製

W370×D208×H66mm 中国製 W425×D247×H68mm 中国製

1,815円 (税込 ) 2,035円 (税込 )

1,925円 (税込 ) 2,255円 (税込 )

槌目鍛造フライパン 
ガス火 18㎝ / 20㎝

5

谷口金属工業株式会社

金属ヘラ使用可能。内外面ゴールドコーティング。
金属ヘラ試験 100 万回クリア。本体は変形に強い鍛
造タイプ。ガス火、IH どちらも OK

パール金属株式会社　新潟県三条市に本社を置き、主にフライパンや圧力鍋などの金属製台所用品などを製造・販売。特にキッチン・リビング用品のブラン
ドとしてパールライフがあり、 また、アウトドア用品を製造・販売しているキャプテンスタッグ のブランドでも知られている。

2

( 約 )W370×D140×H65mm
中国製

5,280円 (税込 )
品番  CP-8816

VISIONS GOLD Coating 
IH 対応エッグパン 13 × 18㎝

3

( 約 )W275×D275×H125mm（梱包）
中国製

19,800円 (税込 )
品番  HB-5623

クックサイン ダイヤモンドコート
IH 対応クックウェア 7 点セット A

8

( 約 )W275×D275×H120mm（梱包）
中国製

14,300円 (税込 )
品番  HB-5622

クックサイン ダイヤモンドコート
IH 対応クックウェア 5 点セット B

7

( 約 )W275×D275×H120mm（梱包）
中国製

14,300円 (税込 )
品番  HB-5621

クックサイン ダイヤモンドコート
IH 対応クックウェア 5 点セット A

6

( 約 )W260×D260×H100mm（梱包）
中国製

9,350円 (税込 )
品番  HB-5620

クックサイン ダイヤモンドコート
IH 対応クックウェア 3 点セット B

5

( 約 )W275×D275×H75mm（梱包）
中国製

9,350円 (税込 )
品番  HB-5619

クックサイン ダイヤモンドコート
IH 対応クックウェア 3 点セット A

4

パール金属株式会社

( 約 )W455×D265×H95mm 中国製 ( 約 )W480×D285×H105mm 中国製

6,050円 (税込 ) 8,360円 (税込 )
品番  CP-8812 品番  CP-8815

VISIONS GOLD Coating 
IH 対応フライパン 20/26/28㎝

VISIONS GOLD Coating 
IH 対応ディープパン 24/28㎝

1

(26cm) (28cm)



品番  11-7299-0030P
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エッセンコーポレーション
【Villeroy ＆ Boch（ﾋﾞﾚﾛｲ＆ﾎﾞｯﾎ）】

Villeroy ＆ Boch（ﾋﾞﾚﾛｲ＆ﾎﾞｯﾎ）　は、1748 年にフランスで創業し、現在はドイツに本社を構えるダイニング＆ライフスタイルブランドです。歴史と伝統・革新性によるも
のづくりの、ヨーロッパで最も歴史ある陶磁器ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのひとつです。

Φ 95×W120×H80mm　0.25ℓ
ドイツ製

5,500円 (税込 ) 品番  10-2484-1330P

ペア カプチーノカップ
ギフトボックス入り

目を惹くユニークなシェイプの洗練されたデザイン。ドイツ産
業技術革新賞受賞歴もある、ブランドを代表する製品のひとつ
です。

1

マグ：Φ 85×W120×H85mm　0.25ℓ
プレート：W200×D140×H30mm 

11,000円 (税込 ) 品番  10-2484-2832PS

人気 No.1 のスモールマグとプレートのペアセットは、一味違っ
たギフトをお探しの方におすすめです。プレートにはスイーツ
を乗せて、洗練されたカフェタイムをお楽しみください！

ステムが短く、ダイヤモンドカットが魅力な、ワイン以外にも
活用の幅が広がるベストセラーアイテムです。

PVD:0.8 ～ 1.5ミクロンの薄さでチタンコーティングした、傷つきにくく腐食しにくい、装飾的にも美しい加工です。

ペア マグスモール＆パーティープレート
Ｍセット　ギフトボックス入り

2

Φ 80×H120mm　0.22ℓ
ドイツ製

4,400円 (税込 )

ペア ワイングラス クリア
ギフトボックス入り

3

【ニューウェイブカフェ】

【マニファクチャー】

4 5 6

【BUGATTI（ブガッティ）】

【ARES（アレス）】

【RIVIERA（リビエラ）】

BUGATTI（ブガッティ）は、1923 年イタリアで創業し、100 年近い歴史を誇るカトラリーブランドです。その技術力の高さと改革力により、イタリアのみならずヨーロッ
パで幅広く名が知られるところとなり、1960 年の米国市場をはじめ国際的マーケットへの参入を果たします。

イタリア製

テーブルスプーン   2,420円 (税込 )	 ASBN00401 215mm ／ ASBA00401 215mm
テーブルフォーク 2,420円 (税込 )	 ASBN00402 215mm ／ ASBA00402 215mm
テーブルナイフ 2,750円 (税込 )	 ASBN00403 235mm ／ ASBA00403 235mm
コーヒースプーン 1,980円 (税込 )	 ASBN00407 153mm ／ ASBA00407 153mm
ペストリーフォーク 1,980円 (税込 )	 ASBN00417　162mm ／ ASBA00417 162mm

アレス  ブラック／アイボリー／グレー PVDゴールド
テーブル スプーン・フォーク・ナイフ・コーヒースプーン ・ペストリーフォーク

9

（ブラック／アイボリー） （グレー PVD ゴールド）
3,300円 (税込 )	 ASGDG00401 215mm
3,300円 (税込 )	 ASGDG00402  215mm
3,520円 (税込 )	 ASGDG00403 235mm
2,750円 (税込 )	 ASGDG00407 153mm
2,750円 (税込 )	 ASGDG00417 162mm

ドイツ製

4,400円 (税込 ) 品番  10-4239-2536 品番  10-4239-2772 品番  10-4239-2701

ロック
ディープクーププレート 24㎝

Φ 240mm

4,400円 (税込 ) 品番  104240-2536 品番  10-4240-2772 品番  10-4240-2701

ロックブラン 
ディープクーププレート 24㎝

Φ 240mm
4,400円 (税込 )

ロックブラン
マルチプレート

W280×D170mm
5,500円 (税込 )

ロックブラン
ディープシャロ―プレート

Φ 290×W60mm

4,400円 (税込 )

ロック
マルチプレート

W280×D170mm
5,500円 (税込 )

ロック
ディープシャロ―プレート

Φ 290×W60mmドイツ製

ドイツ製

ドイツ製

ドイツ製 ドイツ製

ドイツ製 7 8

品番  16-4070-2630品番  16-4070-26613,300円 (税込 )

コッパーグロウ 
フラットクーププレート 16㎝

Φ 160mm
4,950円 (税込 )

コッパーグロウ 
フラットクーププレート 25㎝

Φ 250mmドイツ製 ドイツ製

ブラック

イタリア製

テーブルスプーン   2,420円 (税込 )	 ISBD05101 ／ ISCH05101　 ／ ISGD05101　 215mm
テーブルフォーク 2,420円 (税込 )	 ISBD05102 ／ ISCH05102　 ／ ISGD05102 220mm 
テーブルナイフ 2,750円 (税込 )	 ISBD05103MB ／ ISCH05103MB ／ ISGD05103MB 235mm
コーヒースプーン 1,980円 (税込 )	 ISBD05107 ／ ISCH05107　 ／ ISGD05107 150mm
ペストリーフォーク 1,980円 (税込 )	 ISBD05117 ／ ISCH05117　 ／ ISGD05117 154mm

リビエラ  ブラックダイヤモンド PVD ／シャンパン PVD ／ゴールド PVD
テーブル スプーン・フォーク・ナイフ・コーヒースプーン ・ペストリーフォーク

10

（ブラックダイヤモンド PVD ／シャンパン PVD ／ゴールド PVD）

ブラック
ダイヤモンド
PVD

シャンパン
PVD

ゴールド
PVD

アイボリー グレー PVD
ゴールド

電子レンジ、食洗機対応　硬質陶器製

電子レンジ、食洗機対応　硬質陶器製

【ボストン】食洗機対応　クリスタルガラス製

品番 (25㎝ )CH4725/(27㎝ )CH4727
(25㎝ )W327XD(200x257)xH152mm
(27㎝ )W348xD(215x277)xH160mm

サブライムラウンドキャセロール
22cm

(60)

【コール＆メイソン】

【WOLL ( ヴォル )】
「気に入ったものがないなら、自分で作ってしまおう！」一流シェフだった WOLL
の創立者、ノルバート・ヴォルが、そう思いついたことから、ドイツ製最高級ア
ルミダイキャスト調理器具ブランド WOLL は生まれました。

【CHASSEUR ( シャスール )】
シャスールは、1924 年にフランスで創業以来、薪ストーブをはじめ、さまざまな
鋳物ホーロー製品を製造する INVICTA 社の高級ブランド。その確かな技術と職人
気質あふれるものづくりの精神が生かされています。

【チリス】
1950 年にスイスで生まれたキッチンツールブランドの ｢チリス｣ は、｢あったら便利｣ をカ
タチにしています。 綿密なアイディア、洗練されたフォルム、機能的かつシンプルで無駄の
ないデザインは、モノづくりの伝統と最新の人間工学の融合により作り上げられています。

【ダイヤモンドライト】着脱式ハンドル

ドイツ製ドイツ製

ソテーパン 24cm/28cm
(24㎝)24,200円 (28㎝)27,500円 (税込 )(20㎝)20,900円 (24㎝)23,100円 (税込 )
品番 (24㎝)1724DPIB(28㎝)1728DPIB品番 (20㎝)1520DPIB(24㎝)1524DPIB

12

ドイツ製

ウォック ( 中華鍋 ) 26cm

W260×H90mm  
26,400円 (税込 ) 品番  11026DPIB

13

ドイツ製

ラウンドガラス蓋 20cm/24cm/28cm
(20㎝)3,300円(24㎝)3,520円(28㎝)3,960円(税込)
品番  (20㎝)S20M(24㎝)S24M(28㎝)S28M

14

各Φ 60xH190mm  中国製

ダーウェントコッパー
ソルト＆ペッパーミルセット
22,000円 (税込 ) 品番  H59418G

25

「コール＆メイソン」は、1919 年に英国で創業以来、世界 60 ヶ国以上に
おいて機能性とデザイン性が高く評価されているソルト＆ペッパーミルの
老舗ブランドです。　

11,000円 (税込 )
品番  H59402G

ダーウェント ソルトミル

Φ 60xH190mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  H59401G

ダーウェント ペッパーミル

Φ 60xH190mm
中国製

26

11,000円 (税込 )
品番  H12302G

ケズウィック ソルトミル

Φ 56xH180mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  H12301G

ケズウィック ペッパーミル

Φ 56xH180mm
中国製

27
リンカーン デュオ
ソルト＆ペッパーミル
6,600円 (税込 )
品番  H308597
Φ 60xH190mm
中国製

※塩 ( ベルギー )
　コショウ ( ベトナム ) 入り

28

大7,700円/小6,050円(税込)
大  E940013  Φ 260xH154mm
小  E940015  Φ 220xH117mm
中国製

スウィフトドライ
サラダスピナー 大 / 小

29

4,400円 (税込 )
品番  E900025

スパイラルスライサー

Φ 70xH142mm
中国製

30

4,400円 (税込 )
品番  E46145

ストロングボーイ 2 

W50xD225mm
中国製

31

2,200円 (税込 )
品番  E950018

トマト＆桃ピーラー

W30xD180xH25mm
中国製

32

2,200円 (税込 )
品番  E950019

ざくざく千切りピーラー

W80xD175xH25mm
中国製

33

4,400円 (税込 )
品番  E12150

ガーリックプレス３

W30xD163xH54mm
中国製

34

【CHASSEUR】 ウッドトリベット
4,400円 (税込 )
品番  CHTR
W250×D220×H15mm
タイ製

24

( ライスサーバー )3,300円 /( サービングスプーン )4,400円 (税込 )
( ターナー )3,300円 (税込 )
( ライスサーバー )

ウッドライスサーバー / サービングスプーン / ターナー

品番  CHRS W65×D200mm
( サービングスプーン )
( ターナー )

品番  CHSE 約 W75×D249mm
品番  CHTU 約 W63×D305mm

23

タイ製

レクタンギュラー 30x26cm

ドイツ製
28,600円 (税込 ) 品番  1629DPIB

17
ガラス蓋レクタンギュラー 30×26cm

ドイツ製
5,060円 (税込 ) 品番  S229M

18

26cm

28cm

スクエアフライパン 22cm/26cm
15

品番 (22㎝)1622DPIB(26㎝)1626DPIB ドイツ製 ドイツ製
(22㎝)24,200円 (26㎝)27,500円 (税込 )

26cm

28cm

スクエアガラス蓋 22cm/26cm
16

品番 (22㎝)S222M(26㎝)S226M
(22㎝)4,510円 (26㎝)4,730円 (税込 ) サブライムオーバルキャセロール

25cm/27cm

22

25cm
マロングラッセ

フランス製

(25㎝)37,400円 (27㎝)40,700円 (税込 )

フランス製W257×D187×H134mm  

サブライムラウンドキャセロール
18cm

28,600円 (税込 )
品番  CH4718

19

マグノリアピンク

サブライムラウンドキャセロール
20cm

フランス製

33,000円 (税込 )

W278×D207×H142mm  
品番 CH4720

20

マグノリアピンク

マグノリアピンク

マグノリアピンク

ボラボラ

セレスティアルグレー

マロングラッセドンシェリーレッドピンク

キャビアブラック

ボラボラマロングラッセドンシェリーレッドピンク

キャビア

キャビア

ブラック

セレスティアルグレー

フランス製W299×D227×H149mm  
品番 CH4722
37,400円 (税込 )

21

キャビア

【キャセロール】

マロングラッセドンシェリーレッド

ドンシェリーレッド

ピンクブラック

ブラック

ラウンドフライパン 20cm/24cm
11

カラー品番

96MP=マグノリアピンク

02BO=ボラボラ

29CG= セレスティアルグレー

16MA=マロングラッセ03RD=ドンシェリーレッド10PK= ピンク

89CV= キャビア01BK=ブラック
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CORED 株式会社は、PRINCESS や RevoMax を始め世界中からクオリティが高く、オリジナリティ溢れる商品を日本の皆様にお届けし皆様が日々の暮らしをより豊かに感じて頂ける
よう取り組んでおります。

CORED株式会社

【PRINCESS】
PRINCESSは、世界中のキッチンにクリエイティブな料理、楽しい会話をもたらします。キッチンや食卓に並ぶ PRINCESS の製品は、誰もが目を奪われて魅了されます。

国内外でデザイン賞受賞。美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単。遠赤外線効果であらゆる食材の本来の美味しさに出会えます。

H614×D255×H75 mm
中国製

22,000円 (税込 ) 品番 ( ブラック）  103031
（グレー）103032

（ホワイト）103033

テーブルグリルストーン ブラック／グレー／ホワイト
2

W260×D210×H260mm
中国製

15,400円 (税込 ) 品番  173030

テーブルフォンデュ & フライピュア
4

W450×D240×H180mm
中国製

22,000円 (税込 ) 品番（ブラック）  163025
（ピュア）  163030

セパレートポット ブラック／ピュア
5

W350×D350×H200mm
中国製

14,300円 (税込 ) 品番  112383

フードドライヤー
6

W185×D130×H200mm
中国製

9,350円 (税込 ) 品番  243002

ミルクフローサープロ
7

H614×D255×H75 mm
中国製

22,000円 (税込 ) 品番  103030

テーブルグリルピュア
1

W450×D255×H75mm
中国製

14,300円 (税込 ) 品番  103035

テーブルグリルミニピュア
3

ミルクを注いでボタンを押すだけ。出来上がったら自
動で電源オフ。自宅でお店並のカフェラテを再現。

タイマー、温度設定機能付きで自宅で簡単にドライフ
ルーツ、ドライベジタブルやジャーキーを楽しめます。

家族やゲストの好みに合わせて２種類の味、違う料理を同
時に調理することができる仕切りがついたポット（鍋）です。

これ１台でフォンデュ、フライ、シチュー、スチーム、ロー
ストとマルチに使えてスタイリッシュでコンパクトなお鍋。

(62)

5,500円 (税込 ) 品番  ギャラクシーシルバー：DWF-16101S ／マットホワイト：DWF-16115SC ／オニキスブラック：DWF-16419S ／スカーレットレッド：DWF-16752S ／カナリーイ
エロー：DWF-16753S ／ミントグリーン：DWF-16754S ／オリーブグリーン：DWF-16749S ／サンドベージュ：DWF-16755S ／イェールブルー：DWF-16995S

中国製

保冷／保温 炭酸対応真空断熱タンブラー【473ml】

Φ 67×H271mm

13

6,490円 (税込 )

中国製

保冷／保温 炭酸対応真空断熱タンブラー【950ml】

Φ 87×H300mm

15

保冷／保温 炭酸対応真空断熱タンブラー【592ml】
5,500円 (税込 ) 品番  ギャラクシーシルバー：DWF-20101B ／マットホワイト：DWF-20115BC ／レモンイエロー：DWF-20137B ／ライトブルー：DWF-20191B ／ピーチピンク：

DWF-20225B ／ティファニーグリーン：DWF-20242B ／オニキスブラック：DWF-20419B ／ファイヤーレッド：DWF-20427B ／ジュエリーブルー：DWF-20469B
／ライラックパープル：DWF-20526B ／オリーブグリーン：DWF-20749B ／サンドベージュ：DWF-20755B ／イェールブルー：DWF-20995B 中国製

Φ 75×H270mm

14

【REVOMAX】
RevoMax は身近な製品をクリエイティブに再設計し、社会にイノベーションをもたらすことを使命として設立されました。
特許を保持するキャップは捻って開閉するという構造に約 150 年振りの革新を起こしました。

たった 1 秒で開閉でき炭酸飲料・ビールなども入れられる特許取得済みの真空断熱ボトル！ 18 時間の保温と 36時間の保冷が可能。

品番  DWF-12480SR 中国製
4,950円 (税込 ) Φ 67×H231mm

保冷 / 保温 炭酸対応真空断熱タンブラー 
スカイブルー 355ml

9

品番  DWF-12580SR 中国製
4,950円 (税込 ) Φ 67×H231mm

保冷 / 保温 炭酸対応真空断熱タンブラー 
ソフトライム 355ml

10
保冷 / 保温 炭酸対応真空断熱タンブラー 
ベビーピンク 355ml

8

4,950円 (税込 )
品番  DWF-12286SR 中国製

Φ 67×H231mm

4,840円 (税込 )

保冷／保温 炭酸対応真空断熱
タンブラー【355ml】

Φ 67×H231mm     中国製

12

品番  ギャラクシーシルバー：DWF-12101S ／マット
ホワイト：DWF-12115SC ／レモンイエロー：DWF-
12137S ／オニキスブラック：DWF-12419S 

保冷／保温 炭酸対応真空断熱タンブラー【266ml】【355ml】
11

4,400円 (税込 )
Φ 67×H190mm

（266ml） 品番  ギャラクシーシルバー：DWF-09101S ／マットホワイト：DWF-
09115SC ／オニキスブラック：DWF-09419S 

4,840円 (税込 )
Φ 75×H203mm
(355ml) 品番  ギャラクシーシルバー：DWF-12101B ／マットホワイト：DWF-

12115BC ／オニキスブラック：DWF-12419B  中国製

品番　ギャラクシーシルバー : DWF-32101B ／レモンイエロー : DWF-32137B ／ティファニーグリーン : DWF-32242B ／オニキスブラック : DWF-32419B
ファイヤーレッド : DWF-32427B ／ジュエリーブルー : DWF-32469B ／ライラックパープル : DWF-32526B ／オリーブグリーン : DWF-32749B
サンドベージュ : DWF-32755B ／イェールブルー : DWF-32995B



 2,200円 (税込 )　品番 RIC-38PYE/RIC-38PPK/
RIC-38PGR/RIC-38PBL
75×75×155mm 中国製

Reach Will 魔法瓶株式会社
Reach Will 魔法瓶株式会社はステンレス魔法瓶の専門商社として、品質・デザイン・商品性能など市場にないオンリーワン商品を創造し、「幸せと感動をかたちに」をモットーに
真心と安心感をスピーディーにお届するベンチャー企業です。

1

2

4 5

6

ステンレス製マグボトル　350ml

ステンレス製マグボトル　480ml

ステンレス製ワンタッチマグボトル　350ml ステンレス製ワンタッチマグボトル　480ml

ステンレス製 CAFÉ マグボトル　380ml

保温効力：68 度以上（6 時間）　保冷効力：10 度以下（6 時間）

保温効力：73 度以上（6 時間）　保冷効力：9 度以下（6 時間）

保温効力：57 度以上（6 時間）　保冷効力：11 度以下（6 時間） 保温効力：63 度以上（6 時間）　保冷効力：10 度以下（6 時間）

保温効力：58 度以上（6 時間）　保冷効力：12 度以下（6 時間）

1,980円 (税込 )　品番 RAB-35MYE/RAB-35MRD/
RAB-35MGR/RAB-35MBL/
RAB-35MWH
φ 67×150mm 中国製

2,200円 (税込 )　品番 RAB-48MYE/RAB-48MRD/
RAB-48MGR/RAB-48MBL/
RAB-48MWH
φ 67×195mm 中国製

 2,200円 (税込 )　品番 RJD-35PYE/RJD-35PPK/
RJD-35PGR/RJD-35WH
67×77×175mm 中国製

 2,420円 (税込 )　品番 RJD-48PYE/RJD-48PPK/
RJD-48PGR/RJD-48WH
67×77×215mm 中国製

・軽量設計
・開けやすいフタ形状
・こだわりの飲み口形状
・お手入れ簡単ガイド付きパッキン

MYE MRD MGR MBL MWH

MYE MRD MGR MBL

PYE PYEPPK PPKPGR PGRWH WH

PYE PPK PGR PBL

MWH

3 ステンレス製フードポット　320ml
保温効力：62 度以上（6 時間）　保冷効力：12 度以下（6 時間）

 1,980円 (税込 )　品番 RBB-32MYE/RBB-32MRD/
RBB-32MGR/RBB-32MBL/
RBB-32MWH
φ 80×120mm 中国製

MYE MRD MGR MBL MWH

(63) (64)

7

8

9

11

12

10

vase ステンレス製マグボトル　380ml

GERRY ステンレス製マグボトル　480ml

ステンレス製キッズボトル 600ml

ステンレス製 LUNCH POT　500ml

ステンレス製サプリメントマグボトル 200ml

ステンレス製キッズボトル 800ml

保温効力：59 度以上（6 時間）　保冷効力：11 度以下（6 時間）

保温効力：73 度以上（6 時間）　保冷効力：9 度以下（6 時間）

保冷専用　保冷効力：10 度以下（6 時間）

保温効力：42 度以上（6 時間）　保冷効力：16 度以下（6 時間）

保温効力：60 度以上（6 時間）　保冷効力：12 度以下（6 時間）

保冷専用　保冷効力：10 度以下（6 時間）

2,750円 (税込 )　品番 RFC-38WH/RFC-38GR/
RFC-38PK
65×65×190mm 中国製

2,750円 (税込 )　品番 RAB-GR48IV/RAB-GR48GR/
RAB-GR48NV/RAB-GR48BK
φ 67×195mm 中国製

3,080円 (税込 )　品番 RKD-KS60WH/RKD-KS60GR/
RKD-KS60PK
100×85×210mm　　　 中国製

2,750円 (税込 )　品番 RME-50PK/RME-50GR/RME-50WH
117×117×140mm　　　　　  中国製

1,650円 (税込 )　品番 ROE-20PK/ROE-20YE/ROE-20BR/ROE-20GR/ROE-20IV　　φ 55×160mm　　中国製

 3,300円 (税込 )　品番 RKE-SS80WH/RKE-SS80GR/
RKE-SS80PK
100×85×255mm　　  中国製

WH GR PK

IV GR NV BK

おもちゃであそぼ きょうりゅうドライブ ふわふわおねんね WH GR PK

WHGRPK

PK YE BR GR IV

・軽量設計
・こだわりの飲み口形状
・お手入れ簡単ガイド付きパッキン

・軽量設計
・開けやすいフタ形状
・こだわりの飲み口形状
・お手入れ簡単ガイド付きパッキン

女性の手にも収まるカタチを求めたら、花器のようなフォルムになりました。
飲み口ユニットから直接飲んだり、コップとしても使える 2WAY タイプ。

●保温効力とは、室温 20 度 ±2 度において製品に熱湯をせんユニット下端まで満たし、縦置きにした状態で、その温度が 95 度 ±1度になった時からせんユニットを付けた状態で 6 時間放置した場合の温度です。
●保冷効力とは、室温 20 度 ±2 度において製品に冷水をせんユニット下端まで満たし、縦置きにした状態で、その温度が 4 度 ±1度になった時からせんユニットを付けた状態で 6 時間放置した場合の温度です。



6,600円 (税込 )
両手鍋 20cm
29

品番  FTC-20W 日本製

(65)

富士ホーロー株式会社
【メモリーズ】

1947 年創業の富士琺瑯
グループが 75 周年を記
念して 1970 年代に人気
を博したシリーズの図案
を復刻しました。

3,850円 (税込 )
14cm ミルクパン

品番  FJ-14M.BF
タイ製

9

4,620円 (税込 )
16cm ソースパン

品番  FJ-16S.BF
タイ製

10

5,500円 (税込 )
20cm キャセロール

品番  FJ-20W.BF
タイ製

11

5,500円 (税込 )
2.5L ケトル

品番  FJ-2.5K.BF
タイ製

12

3,080円 (税込 )
角型みそポット

品番  FJ-KP.BF
タイ製

16

2,200円 (税込 )
18cm 丸型容器

品番  FJ-18CF.BF
タイ製

15

1,980円 (税込 )
16cm 丸型容器

品番  FJ-16CF.BF
タイ製

14

1,760円 (税込 )
14cm 丸型容器

品番  FJ-14CF.BF
タイ製

13

上品な当時の印象をそのままに、優しげな青い小花をあしらいました。
大切な誰かに届けたい図案です。

3,850円 (税込 )
14cm ミルクパン

品番  FJ-14M.GN
タイ製

17

4,620円 (税込 )
16cm ソースパン 

品番  FJ-16S.GN
タイ製

18

5,500円 (税込 )
20cm キャセロール

品番  FJ-20W.GN
タイ製

19

5,500円 (税込 )
2.5L ケトル

品番  FJ-2.5K.GN
タイ製

20

3,080円 (税込 )
角型みそポット

品番  FJ-KP.GN
タイ製

24

2,200円 (税込 )
18cm 丸型容器

品番  FJ-18CF.GN
タイ製

23

1,980円 (税込 )
16cm 丸型容器

品番  FJ-16CF.GN
タイ製

22

1,760円 (税込 )
14cm 丸型容器

品番  FJ-14CF.GN
タイ製

21

香ばしいナッツのイメージを幾何学模様におとしこんだレトロなデザインです。
主張しすぎずホッとするような存在感です。

【フルータスコレクションⅡ】
精細で美しいボタニカルアートがキッチンを華やかに彩ります。 
つまみやハンドルは琺瑯と質感の近い陶器製です。（一部除く）

3,080円 (税込 )
角型みそポット
8

品番  FJ-KP.SF タイ製
1,980円 (税込 )
16cm 丸型容器
6

品番  FJ-16CF.SF タイ製
2,200円 (税込 )
18cm 丸型容器
7

品番  FJ-18CF.SF タイ製

4,620円 (税込 )
16cm ソースパン

品番  FJ-16S.SF

2

タイ製
5,500円 (税込 )
20cm キャセロール

品番  FJ-20W.SF

3

タイ製
5,500円 (税込 )
2.5L ケトル

品番  FJ-2.5K.SF

4

タイ製
ひまわりの鮮やかなイ
メージが赤く太陽のよう
に燃えるキュートなデザ
イン。その名のとおり、
キッチンを明るく彩りま
す。

がつきにくい琺
瑯素材です

←密閉フタ
シリコーンパッキン付き

角みそポットについて

←ニオイと汚れ

3,850円 (税込 )
14cm ミルクパン
1

品番  FJ-14M.SF タイ製

1,760円 (税込 )
14cm 丸型容器
5

品番  FJ-14CF.SF タイ製

5,280円 (税込 )
片手鍋 16cm
26

品番  FTC-16S 日本製
5,500円 (税込 )
両手鍋 18cm
28

品番  FTC-18W 日本製

5,500円 (税込 )
片手鍋 18cm
27

品番  FTC-18S 日本製
7,700円 (税込 )
多機能鍋 23cm
30

品番  FTC-23FW 日本製
7,150円 (税込 )
ケトル 2.3L
31

品番  FTCS-2.3K 日本製
3,300円 (税込 )
ミルクパン 12cm
25

品番  FTC-12M 日本製

(66)

琺瑯（ホーロー）は金属の表面にガラス質を高温で焼きつけたものです。
耐熱性、耐酸性に優れ、調理した料理をそのまま冷蔵庫などで保存するのに最適です。
非吸着性に優れ、料理のにおいが付きにくく、滑らかで洗いやすく清潔にお使いいただけます。

【コットンシリーズ】

【ムーミンハウスシリーズ】

【ミッフィーフェイスシリーズ】

日々の生活から発想した扱い易いシンプルなフォルム　琺瑯の質感と天然木の風合いを活かしたスタイリッシュなカラーバリエーション

ムーミン谷の仲間たちがあのお家に大集合！

「ミッフィーのおかお」がデザインされた純白のホーロー製キッチンウェアです。

1,650円 (税込 )
浅型角容器 S

品番  MFF-S
タイ製

49

1,870円 (税込 )
浅型角容器 M

品番  MFF-M
タイ製

50

1,870円 (税込 )
深型角容器 S

品番  MFF-DS
タイ製

51

2,200円 (税込 )
深型角容器 M

品番  MFF-DM
タイ製

52

1,540円 (税込 )
浅型角容器 S

品番  CTN-S

39

タイ製

4,180円 (税込 )
1.0L ドリップポット

品番  MOH-1.0DP

43

タイ製

4,180円 (税込 )
ケトル 1.6L

品番  CTN-1.6K

36

タイ製

1,980円 (税込 )
浅型角容器 M

品番  CTN-M

40

タイ製

4,400円 (税込 )
笛吹きケトル 1.6L

品番  CTN-1.6WK

37

タイ製

2,200円 (税込 )
浅型角容器 L

品番  CTN-L

41

タイ製
1,320円 (税込 )
琺瑯五徳

品番  GT-14

42

タイ製

5,500円 (税込 )
笛吹きケトル 2.1L

品番  CTN-2.1WK

38

タイ製

2,970円 (税込 )
ミルクパン 14cm

品番  CTN-14M

32

タイ製
3,850円 (税込 )
ソースパン 16cm

品番  CTN-16S

33

タイ製
3,080円 (税込 )
ココット 15cm

品番  CTN-15C

34

タイ製
4,180円 (税込 )
キャセロール 18cm

品番  CTN-18W

35

タイ製

小さくて五徳に乗らない
そんな時は「琺瑯五徳」の出番です。

5,500円 (税込 )
2.0L ケトル

品番  MOH-2.0K

44

タイ製

背面の絵柄
→

←背面の絵柄

2,750円 (税込 )
12cm ミルクパン

品番  MFF-12M

45

タイ製
2,970円 (税込 )
12cm ソースパン

品番  MFF-12S

46

タイ製
3,520円 (税込 )
15cm キャセロール

品番  MFF-15W

47

タイ製
4,180円 (税込 )
2.0L ケトル

品番  MFF-2.0K

48

タイ製

1,320円 (税込 )
7cm マグ
54

タイ製
3,850円 (税込 )
ミキシングボール 3 点セット
55

品番  MFF-3MB タイ製

3,080円 (税込 )
角型ストックポット

品番  MFF-KP
タイ製

53

保存用フタ付き
保存用フタ付き

品番  MFF-7MG.1
品番  MFF-7MG.2

14cm

16cm

18cm



高木金属工業株式会社
ホーロー製品をはじめ焼き物・油まわり製品など幅広い素材・アイテムを取り扱う創業 99 年の老舗メーカーです。常に新しい技術や発想により多くの商品をお客様に届けてまいりま
した。これからも長年培った技術と品質管理のもと、お客様の安心・安全な食生活を支えていきます。

1 2
デュアルプラス オーブントースター
目玉焼きプレート

デュアルプラス  オーブントースター
プレート　小

648円 (税込 )　　　　　　　日本製
品番   FW-MP　W150×D120×H35mm

648円 (税込 )　　　　　　　日本製
品番   FW-PS　W1147×D122×H20mm

3

7

11

15 16 17

13 1412

8 9 10

4 5 6
デュアルプラス　オーブントースター
トレー

ホットサンドメーカー
（オーブントースター・グリル用）

フッ素コート
活性炭油ろ過ポット W　0.9L

ホーローフライ＆フォンデュ鍋
20cm

ホーロー天ぷら鍋　24cm　BW ホーロー味わい鍋  弥生　18cm

活性炭油ろ過シート　8 枚入 ホーローオイルポット　0.9L活性炭油ろ過フィルター W
2 個入 /5 個入

トライプラス  グリルトレー  ワイド トライプラス  グリルトレー  ワイド　
アミ付

耐熱ガラス製
活性炭油ろ過ポット W　二重口

デュアルプラス　グリル・オーブン
トースタートレー　大型

デュアルプラス　グリル・オーブン
トースタープレート　16cm

デュアルプラス　オーブントースター
コンビプレート

798円 (税込 )
品番   FW-TB
W241×D144×H17mm
日本製

3,180円 (税込 )
品番   GK-HS
W245×D148×H33mm
日本製

2,980円 (税込 )
品番   KWP-0.9
W173×D148×H190mm
日本製

2,980円 (税込 )
品番   HT-20RW
W280×D218×H85mm
インドネシア 製

2,980円 (税込 )
品番   HT-24BW
W320×D262×H90mm
インドネシア製

2,480円 (税込 )
品番   HA-Y18N
W235×D207×H105mm
インドネシア製

18 ホーロー味わい鍋  飛鳥　21cm
2,980円 (税込 )　　　　インドネシア製
品番   HA-A21N　W288×D238×H112mm

19 ホーロー味わい鍋  安土　24cm
4,680円 (税込 )　　　　インドネシア製
品番   HA-D24N　W340×D268×H125mm

20 ホーロー味わい鍋  平安　27cm
5,080円 (税込 )　　　　　インドネシア製
品番   HA-H27N　W363×D295×H125mm

21 ホーロー味わい鍋  室町　30cm
5,980円 (税込 )　　　　　インドネシア製
品番   HA-M30N　W398×D322×H147mm

22 ホーロー石焼きいも器　   24cm
4,580円 (税込 )　　　　　インドネシア製
品番   HA-IY24S　W310×D268×H142mm

648円 (税込 )
品番   KRS-8S
W160×D160mm
日本製

2,580円 (税込 )
品番   HO-OP
W163×D125×H130mm
インドネシア製

1,080円 (税込 )品番   KWF-2P

2,480円 (税込 )品番   KWF-5P
W95×D95×H15mm
日本製

1,680円 (税込 )
品番   GK-W
W204×D285×H27mm
日本製

2,680円 (税込 )
品番   GK-WA
W204×D285×H27mm
日本製

6,180円 (税込 )
品番   KWP-GN-R/KWP-GN-W
W204×D285×H27mm
日本製

1,280円 (税込 )
品番   FW-TJ
W248×D209×H20mm
日本製

948円 (税込 )
品番   FW-P16
W199×D170×H38mm
日本製

1,080円 (税込 )
品番   FW-CP
W240×D140×H24mm
日本製

レッド ホワイト

(67) (68)

23 24
ホーローミルクパン　14cm ホーロー片手鍋　18cm

オニキスブルー

2,480 円 ( 税込 )　　　　インドネシア製
品番   ONB-14M　W294×D142×H92mm

3,980 円 ( 税込 )　　　　インドネシア製
品番   ONB-18K　W375×D202×H132mm

25

36 37

32

38

33 34 35

26 27 28 29

30

31

ホーロー両手鍋　20cm

ホーローストックポット  丸型  20/24/27cm ホーローストックポット  角型  M/L

ぬか漬け用　鉄ナス

ホーローぬか漬けセット

南部鉄　鉄びん ぬか漬け用　水取り器 鋳鉄製　水取り器

ホーロー深型鍋　22cm ホーローケトル　2.3L ホーロードリップケトル  1.7L
IH クッキングヒーター・
マット  220mm

IH クッキングヒーター・
マット  220mm

IHクッキングヒーター・マット
220mm　ブラック　2 枚セット

4,480 円 ( 税込 )
品番   ONB-20R
W335×D222×H155mm
インドネシア製

20cm 4,280 円 ( 税込 )　品番 HSP-M20　  　W278×D220×H202mm
24cm 5,580 円 ( 税込 )　　　 HSP-M24　  　W324×D260×H237mm
27cm 7,080 円 ( 税込 )　　　 HSP-M27　  　W350×D292×H260mm

M 3,480 円 ( 税込 )　品番 HSP-KM　　W228×D188×H132mm
L  4,980 円 ( 税込 )　　　 HSP-KL　     W325×D227×H142mm

980 円 ( 税込 )
品番   NZ-TN
W148×D70×H25mm
日本製

4,780 円 ( 税込 )
品番   HSP-NS
W228×D188×H132mm
インドネシア製

980 円 ( 税込 )
品番   NZ-TB
W48×D48×H15mm
日本製

1,580 円 ( 税込 )
品番   NZ-MTN
W85×D85×H90mm
インドネシア製

1,480 円 ( 税込 )
品番   NZ-CM
W62×D45×H60mm
中国製

5,280 円 ( 税込 )
品番   ONB-22F
W356×D240×H196mm
インドネシア製

4,480 円 ( 税込 )
品番   ONB-2.3KT
W240×D190×H208mm
インドネシア製

4,280 円 ( 税込 )
品番   ONB-1.7DKT
W210×D173×H222mm
インドネシア製

1,180 円 ( 税込 )
品番   SK-IMBL/SK-IMPK/
　　　SK-IMNB/SK-IMBG
W220×D220×H0.5mm　　 　中国製

1,280 円 ( 税込 )
品番   SK-IMGR/SK-IMOR
W220×D220×H0.5mm　 　中国製

2,080 円 ( 税込 )
品番   SK-IMBK2
W220×D220×H0.5mm　 　中国製

ブルー

グレー

ブラック

ピンク

オレンジ

ネイビー ベージュ

インドネシア製 インドネシア製

39

41

40
ホーローフードストッカー　12/14cm 

ホーローフードストッカー　角型 S/M/L

ホーローフードストッカー  ハンドル付  12/14cm
12cm 1,780 円 ( 税込 )　品番 FS-12W　W150×D142×H105mm
14cm 2,080 円 ( 税込 )　　　 FS-14W　W170×D163×H127mm

S   1,480 円 ( 税込 )　　品番 FSK-SW/FSK-SR
W89×D117×H61mm　

M 1,880 円 ( 税込 ) 　FSK-MW/FSK-MR
W117×D178×H61mm

L   2,580 円 ( 税込 ) 　FSK-LW/FSK-LR
W178×D236×H61mm

12cm 2,180 円 ( 税込 )　品番 FSH-12W/FSH-12R
W150×D142×H105mm

14cm 2,580 円 ( 税込 )　品番 FSH-14W/FSH-14R
W170×D163×H127mmインドネシア製

インドネシア製

インドネシア製

レッドホワイト

レッド

ホワイト



昭和 38 年、金属雑貨を主に扱う「タマハシ商会」として創業以来、「より速く、より確実に」をモットーに信頼と実績を積み重ねてきました。現在、オリ
ジナル商品を中心としたギフト問屋として、全国の卸売商社と取り引きさせて頂いております。

株式会社タマハシ

(69)

約φ 55×H45 ｍｍ  日本製

「輝」純銅ぐい呑み
銀古美
6,600円 (税込 ) 品番  KG-24

17

約φ 53×H95 ｍｍ  日本製

「輝」純銅ひとくちタンブラー 
銀古美
8,250円 (税込 ) 品番  KG-14

18

約φ 77×H135 ｍｍ 日本製

「輝」純銅ビアタンブラー 
銀古美
11,000円 (税込 ) 品番  KG-04

19

約φ 77×H135 ｍｍ 日本製

「輝」純銅ビアタンブラー
金・銀・銅 3pc セット
33,000円 (税込 ) 品番  KG-08

20

約φ 75×H135 ｍｍ  日本製

18-8 ステンレス W 構造タンブラー
（300㎖）（ミラー仕上げ）
5,500円 (税込 ) 品番  TM-037

13

約φ 73×H83 ｍｍ 日本製

18-8 ステンレス W 構造タンブラー
（ミラー仕上げ）
3,300円 (税込 ) 品番  TM-038

14

約φ 80×H90 ｍｍ  日本製

18-8 ステンレス
チアーズタンブラー
3,300円 (税込 ) 品番  TM-050

15

約φ 70×H138 ｍｍ  日本製

18-8 ステンレス W 構造
ハイボールタンブラー
6,050円 (税込 ) 品番  TM-052

16

約 W210×D140×H205mm 中国製

サスティア
ステンレス電気ケトル 1.0L
5,500円 (税込 ) 品番  SUS-01

3

約 W222×D197×H260mm 中国製

サスティア
温度調整ガラス電気ケトル 1.7L
8,800円 (税込 ) 品番  SUS-02

4

約 W295×D197×H213mm 中国製

サスティア
温度調整ドリップ電気ケトル 0.8L
11,000円 (税込 ) 品番  SUS-03

5

約 W375×D160×H38 ｍｍ 中国製

「タップリィⅡ」
ホットサンドメーカー（IH 対応タイプ）
3,300円 (税込 ) 品番  TP-12 

8

アミ焼大将・ワイド（たこ焼きプレート付）
2

アミ焼大将

約 W382×D146×H106 ｍｍ 中国製
8,800円 (税込 ) 品番  AYT-03

約 W260×D146×H106mm  中国製
4,400円 (税込 ) 品番  AYT-01

1

約 W375×D160×H38 ｍｍ 中国製

「タップリィⅡ」
ホットサンドメーカー（ガス火タイプ）
2,750円 (税込 ) 品番  TP-11品番  CF-102

7
メスティン / 約290×98×66㎜
シェラカップ / 約175×125×42㎜
メッシュトレー / 約159×88×15㎜
折畳み簡易コンロ/ 約102×75×55㎜
収納袋 / 約290×265㎜中国製

「キャッチフィールド」
アウトドア 5 点セット
4,400円 (税込 )

6

キャッチフィールド
クッキングシェラカップ
1,430円 (税込 )
約 W180×D123×H60mm 中国製

9
キャッチフィールド
調光ランタンライト
1,100円 (税込 ) 品番  CF-109

約 W105×D103×H182mm 中国製

10
キャッチフィールド
2WAY ランタンライト
1,650円 (税込 ) 品番  CF-110

約 W90×D87×H140mm 中国製

11
キャッチフィールド
多機能ランタンライト
2,200円 (税込 ) 品番  CF-111

約 W95×D85×H135mm 中国製

12品番  CF-108S ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ

品番  CF-108Y ﾌﾞﾗｲﾄｲｴﾛｰ

品番  CF-108G ｶｰｷｸﾞﾘｰﾝ

品番  CF-108R ﾎﾞﾙﾄﾞｰﾚｯﾄﾞ

品番  CF-108B ｽｶｲﾌﾞﾙｰ

(70)

W143×H45mm
日本製

1,100 円 ( 税込 )

シ ン ク 掃 除 が 楽 に な る 排 水 口
ネットホルダー　ピンク /グレー

品番  LS1570/LS1571

5

W121×H18mm
日本製

935 円 ( 税込 )

お風呂掃除が楽になる
浴室排水口ネットホルダー　

品番  LS1578 

6

W85×D65×H15mm
日本製

715 円 /770 円 /935 円 ( 税込 )

軽い力でスーッと切れるピーラー /
フルーツピーラー / 千切りピーラー

品番  LS1575  
LS1576 
LS1577

7

W340×D130×H255mm
日本製

2,750 円 ( 税込 )

さらっと乾く折りたたみ
ハンガー

品番  AUC1400

8

W180×D180×H183mm( 使用時 )
日本製

27,500 円 ( 税込 )

APELUCA
TABLETOP  GRILL

W231×D182×H199mm
日本製

 9,350 円 ( 税込 )

コンパクト
スチームポット 17㎝

品番  APS7004

品番  AUT1401

9

12

W141×D113×H110mm
日本製

 6,600 円 ( 税込 )

ステンレス
フードコンテナ

品番  AUT1407

W340×D240×H116mm（蓋含む）
焼き面サイズ /W140×D140×H40mm
日本製

13,200 円 ( 税込 )

APELUCA
COMPACT  DEEPPAN

品番  APS7005

10

W230×D180×H220mm
日本製

16,500 円 ( 税込 )

APELUCA
TABLETOP  SMOKER  

品番  APS7000

11

W147×D151×H133mm（使用時）
日本製

2,090 円 ( 税込 )

広口で捨てやすい
ポリ袋ホルダー

品番  AUC1406

1413

暮らしをもう少しだけ楽しくする　そんな ” アイデア ” をカタチにする会社

オークス株式会社

W147×H45mm
日本製

2,200 円 ( 税込 ) 品番  AUT1402

W210×H52mm
日本製

2,860 円 ( 税込 ) 品番  AUT1403

W250×H38mm
日本製

3,080 円 ( 税込 ) 品番  AUT1404

W135×H25mm
日本製

2,090 円 ( 税込 ) 品番  AUT1405

トリワケトング　ブラック
1

ゆびさきサーバートング ブラック
2

もりつけトング　ブラック
3

ごはんのおともトング　ブラック
4

ピーラーピンク グレー フルーツピーラー 千切りピーラー



「食」にまつわるモノ、コトを、長年蓄積されたノウハウと、伝統ある金属加工の街「新潟県央地区」で培われた技術により、ワンランク上のクオリティー
を目指しています。

株式会社ヨシカワ

(71)

W210×D110×H53mm
日本製

3,850円 (税込 )
品番  PD3017

アイカタ ステンレスコンテナ
ストッパーなし グレー

1

W210×D110×H53mm
日本製

3,850円 (税込 )
品番  PD3018

アイカタ ステンレスコンテナ
ストッパーなし ブラウン

2

W210×D110×H60mm
日本製

4,950円 (税込 )
品番  PD3015

アイカタ ステンレスコンテナ
ストッパー付き グレー

3

W210×D110×H60mm
日本製

4,950円 (税込 )
品番  PD3016

アイカタ ステンレスコンテナ
ストッパー付き ブラウン

4

W272×D180×H115mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  PD3023

アイカタ　鉄製揚げ鍋

5

【aikata（アイカタ）】
「おいしいに合う形　合形」「おいしいの相棒　相方」「おいしいって愛の形　愛形」アイカタは、日々の暮らしをより豊かなものにするための道具として立ち上げました。
燕三条 ( 新潟県）の地場の技術を駆使した商品となっています。

Φ 62×H41mm
日本製

1,430円 (税込 )
品番  AN0202

ａｎｄ
まる缶

6

W62×D124×H41mm
日本製

2,200円 (税込 )
品番  AN0203

ａｎｄ
ながまる缶

7

W57×D90×H33mm
日本製

2,200円 (税込 )
品番  AN0204

ａｎｄ
しずくボウル

8

W127×D158×H77mm
日本製

2,530円 (税込 )
品番  AN0205

ａｎｄ
手付きボウル

9

W110×D78×H100mm
日本製

4,180円 (税込 )
品番  AN0201

ａｎｄ
ミニオイルポット

10

【and ( アンド )】
暮らしと道具を繋ぐ「and」シリーズは、新潟県燕三条の技術で作り上げたシンプルで、それぞれの暮らしにそっと寄り添う上質な台所道具。

【EAトCO（イイトコ）】
楽しく料理をつくる、そして食べる。テーマは「EAT ＋ COOKING」。キッチンからダイニングへ、ボーダレスに楽しさ、心地よさを演出してくれる道具を創りたい。そん
な想いから生まれた「EAトCO」シリーズ。

Φ 72×H127mm
日本製

5,500円 (税込 )
品番  YJ1104

磨き屋シンジケート
ビアタンブラー

13

Φ 72×H128mm
日本製

8,800円 (税込 )
品番  YJ1191

磨き屋シンジケート
二重タンブラー

14

Φ 72×H128mm
日本製

9,900円 (税込 )
品番  YJ1192

磨き屋シンジケート二重タン
ブラー（ダイヤモンドカット仕上げ）

15

カップ：Φ 87×H54mm
スプーン：W25×D120mm
日本製

8,800円 (税込 )
品番  YJ3360

磨き屋シンジケート
アイスクリームカップセット

16

【磨き屋シンジケート】
伝統と歴史ある金属加工の街「新潟県燕市」が生んだ、あらゆる金属を思いのままに磨き上げる金属研磨のスペシャリスト集団「磨き屋シンジケート」。職人達が確かな技
術を用い、細やかな心遣いと手間を惜しみなく注いだ逸品です。

Φ 93×H47mm
本体・すり玉 / 日本製
フタ / 中国製

3,850円 (税込 )

ＥＡトＣＯ　Ｓｕｌｕ（すり鉢）
品番  AS0057

11

W62×D139×H15mm
日本製

4,950円 (税込 )

ＥＡトＣＯ　Ｃｕｔｌｅｒｙ　
Ｈａｓａｍｉ（ハサミ）

品番  AS0058

12

(72)

φ 56×46mm
日本製

2,750円 (税込 ) 品番  EJG-250

燕熟の技　感温ステンレスぐい
呑み 赤富士

熟練の技巧、信頼の日本製。
冷たい飲み物を入れると絵
柄の色が変化します。

 当社はハウスウェアを中心としてオリジナルの製品開発から携わり、ギフト市場を主なルートとして企画販売を行っています。

1

φ 56×46mm
日本製

3,850円 (税込 )
品番  EJG-350

燕熟の技　感温ステンレスぐ
い呑み 赤富士　内面金メッキ

2

φ 56×46mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  EJG-400

燕熟の技　感温ステンレスぐい呑み 
赤富士　内面金メッキ（桜柄入り）

3

φ 75×103mm
日本製

3,300円 (税込 )
品番  EJK-300

燕熟の技　感温ステンレ
スタンブラー 300ml 桜

4

φ 77×129mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  EJK-401

燕熟の技　感温ステンレ
スタンブラー 420ml 錦鯉

9

φ 77×129mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  EJK-400

燕熟の技　感温ステンレ
スタンブラー 420ml 花火

8

φ 77×135mm
日本製

3,850円 (税込 )
品番  EJK-351

燕熟の技　感温ステンレス
タンブラー 440ml 赤富士

7

φ 77×135mm
日本製

3,850円 (税込 )
品番  EJK-350

燕熟の技　感温ステンレ
スタンブラー 440ml 桜

6

φ 75×103mm
日本製

3,300円 (税込 )
品番  EJK-301

燕熟の技　感温ステンレス
タンブラー 300ml 赤富士

5

株式会社よこやま

昭和 12 年創業。「鉄と暮らす」をモットーに、南部鉄器ブランドの「南部池永」・家具デザイナーの小泉氏との「tetu」・アウトドアブランド「IKENAGA」
などを展開。鉄鋳物の繊細な鋳肌と重厚な味わいのある鉄器をお楽しみください。

W203×D165×H150mm
日本製

38,500円 (税込 )

tetu 　　　　
鉄瓶

1

W152×D120×H140mm
日本製

22,000円 (税込 )

tetu　
急須

2

W165×D165×H21mm
日本製

4,400円 (税込 )

南部鉄　
釜敷桜（墨）

3

W260×D260×H148mm
日本製

16,500円 (税込 )

IKENAGA　
炭火台コンロ

8

W260×D260×H60mm
日本製

13,200円 (税込 )

南部鉄　
すき鍋いろどり

7

W195×D195×H150mm
日本製

16,500円 (税込 )

ICHI 
TETSUGAMA

6

W150×D180×H190mm
日本製

33,000円 (税込 )

南部鉄瓶　
梔子さくら（茶）

5

W155×D115×H187mm
日本製

11,000円 (税込 )

南部鉄　
急須 sakura （青竹）

4

池永鉄工株式会社

青竹 茶 墨

青竹 茶 墨青竹 茶
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南部鉄器は岩手県を代表する特産品で、４００年の歴史をもつ伝統工芸品です。
400 年の歴史と職人達の高度な技術に裏打ちされた南部鉄器は、どれもシンプルで優れもの。

W160×D140×H145mm
日本（岩手県）製

鉄瓶兼用急須　5 型新アラレ　
IH 対応　0.65L
9,350円 (税込 ) 品番  12822

8　　

W155×D140×H135mm
日本（岩手県）製

兼用急須　小鉄瓶　東雲 0.5L　
HSG
14,300円 (税込 ) 品番  700112

7　　

W155×D140×H135mm
日本（岩手県）製

兼 用 急 須　 小 鉄 瓶　 鶴 0.5L　
HSG
14,300円 (税込 ) 品番  700743

6　　

Φ 90×H230mm
日本（岩手県）製

南部鉄器　ポスト型貯金箱
16,500円 (税込 ) 品番  29900

5　　

W300×D245×H100mm
日本（岩手県）製

南部鉄器　揚げ鍋 22cm
6,380円 (税込 ) 品番  IC-011

4　　

W200×120×H30mm
日本（岩手県）製

南部鉄器　ミニ角皿 2 枚組
6,050円 (税込 ) 品番  IC-020

3　　

W125×D105×H120mm
日本（岩手県）製

南部鉄器　急須３型アラレ（金
/ ピンク）ﾂﾙ金
8,250円 (税込 ) 品番  44201

2　　

W210×D185×H185mm
日本（岩手県）製

南部鉄瓶　平丸アラレ　1.2L　
黒　IH 対応
27,500円 (税込 ) 品番  700095

1　　

南部アイアンクラフト

2021 年で販売 51 周年を迎えたカセットコンロとボンベだけでなく、生活に寄り添う様々な商品を展開。LP ガス事業、水素事業を基盤事業とし、それらか
ら派生した機械、溶材、電子機器、マテリアル、食品など幅広い分野で事業展開をしています。

W204×D70×H200mm
日本、中国、韓国製

W341×D283×H129mm
日本製

W387×D318×H184mm
日本製

W286×D193×H122mm
日本製

W303×D278×H140mm
日本製

W114×H274mm
日本製

W335×D275×H84mm
日本製

W133×D113×H273mm
日本製

イワタニカセットガス（オレン
ジ）3P

カセットフー　タフまる

カセットフー　ビストロの達人
Ⅲ

カセットフー　タフまるジュニ
ア

美味しいすっぽんスープ

マルチスモークレスグリル

サイレントミルサー

おへやに騎士

達人スリムⅢ

クラシックミルサー

アララ　薬用泡のハンドソープ

1,320円 (税込 ) 品番  CB-250-OR

11,000円 (税込 ) 品番  CB-ODX-1

W60×D60×H85mm
日本製

マヌカハニー
3,300円 (税込 ) 品番  MH-125

賞味期限　4 年

16,500円 (税込 ) 品番  CB-BST-3

9,878円 (税込 ) 品番  CB-ODX-JR

直径 52×H104mm
日本製 賞味期限　2 年　

253円 (税込 ) 品番  K-OIC

16,500円 (税込 ) 品番  CB-MSG-1

22,000円 (税込 ) 品番  IFM-S30G

直径 73×H70mm
日本製

940円 (税込 ) 品番  IOK-150

4,928円 (税込 ) 品番  CB-SS-50

19,800円 (税込 ) 品番  IFM-800DGM

直径 73×H184mm
日本製

798円 (税込 ) 品番  AHS3-350-90

1　　

5　　

9　　

2　　

6　　

10　　

3　　

7　　

11　　

4　　

8　　

12　　

岩谷産業株式会社
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一人暮らしから家族まで、それぞれのライフスタイル
に合った形をご提案します。時短で美味しい蓄熱調理
をもっと気軽に。もっとたくさんの方に。

ベストポットの一番得意な蓄熱調理は、ごはんを炊く
事。しかも、火にかけるのは 10 分程度。誰でも手軽に、
“ごはんがご馳走”に変わる感動の体験をお届けします。

ベストポットが作り出す、素材の旨味を閉じ込め熱が
まんべんなく対流する恵まれた環境によって、素材だ
けでもおいしい料理に変わります。

高い蓄熱性能を持ったベストポットなら、鍋を火から
おろして買い物へ、帰宅してすぐに出来立てを食べら
れる程に、料理の温度を保ちます。

best pot は土鍋の特性と高精度切削技術を掛け合わせて誕生。素材がもつ蓄熱性能を更に引き出すために考えられたデザインや高精度切削技術で土鍋を削り、
蓋の機密性を高めて無水調理を可能に。沸騰したら火を切るだけで簡単に調理が可能。

W240×D200×H145mm
日本製

30,800円 (税込 )
bess pot 20cm 
1

MOLATURA

W200×D135×H65mm
日本製

W220×D150×H60mm
日本製

W265× φ 210×H145mm
日本製

W140×D140×H95mm
日本・中国製

3,300円 (税込 ) 品番  MW-803

ちょこっとデリポット（重石付）

ピンク クリームグリーン

レッド ネイビー レッド ネイビー

クリア レッドクリア レッド

一つの器で、保存・調理・
食器・浅漬鉢として使用で
きます。

ロゴ「おいしいものを、楽しくいただく」をコンセプトに、商品の企画開発をおこなっています。キッチンがもっと楽しくなれば、ライフスタイルがもっと楽し
くなるはず。ダイニングウェアを通じてより素敵なライフスタイルを創出し続けます。

1

2,750円 (税込 )
品番  MW-501/MW-502/MW-503

マイクロウェーブヒート
ライト

2

4,180円 (税込 )
品番  MW-011/MW-012

マイクロウェーブヒート
プレート

3

W250×D160×H65mm
日本製

4,730円 (税込 )
品番  MW-015/MW-016

マイクロウェーブヒート
プラス

4

W300× φ 240×H160mm
日本製

11,000円 (税込 )
品番  CK-002/CK-012

セ ラ キ ッ チ ン 両 手 鍋
24cm

9

8,800円 (税込 )
品番  CK-001/CK-011

セ ラ キ ッ チ ン 両 手 鍋
21cm

8

W250×D190×H50mm
日本製

5,500円 (税込 )
品番  GR-110

グリルココット

7

W250×D235×H20mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  K-1291

スクエアディッシュ
（セパレート）

6

W250×D235×H20mm
日本製

3,850円 (税込 )
品番  K-1290

スクエアディッシュ

5

株式会社クリヤマ
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ス タ イ リ ッ シ ュ な ス ク エ
ア、お一人で極上の雰囲気
をお楽しみください。

1965 年に鉄鋳物の街、三重県桑名市にて創業致しました。現在では、耐熱陶器などを使用した電子レンジ対応グッズの開発にも注力しております。

W165×D138×H115mm
中国製

3,080円 (税込 )
品番  4238

DL COLO スクエアグリルパン
13cm ソース cup 付コンロセット

1

W185×D145×H100mm
中国製

3,080円 (税込 )
品番  4234

DL COLO スクエア
ダッチ 14cm

2

W172×D136×H118mm
中国製

2,750円 (税込 )
品番  4237

DL COLO スクエアパン
13cm コンロセット

3

W185×D145×H141mm
中国製

3,850円 (税込 )
品番  4239

DL COLO ス ク エ ア ポ ッ ト
14cm/ ガラス蓋付コンロセット

4

W260×D236×H29mm
中国製

968円 (税込 )
品番  4273

DL シリコンカバー
23 ｃｍ

9

W168×D148×H67mm
中国製

1,650円 (税込 )
品番  4278

DL 料理が出来るお皿 / 
ラウンド S・浅

8

W209×D187×H60mm
中国製

1,980円 (税込 )
品番  4276

DL 料理が出来るお皿 / 
スクエア M・浅

7

W229×D208×H100mm
中国製

2,200円 (税込 )
品番  4255

DL 耐熱 G ボウルシリコン
蓋・PC ザルセット 18cm

6

W139×D139×H8mm
中国製

1,078円 (税込 )
品番  4245

DL 鉄鋳物五徳サポート

5

株式会社イシガキ産業

珪藻土シリーズ ”karari” ＝機能とデザインのフォーカスしたオンリーワンの開発を目指します。karari シリーズの珪藻土は、全て外部機関にて検査をしアス
ベストが含有されていない事が証明されております。

W68×D28×H14mm
中国製

550円 (税込 )
品番  HO2099

すくい易い珪藻土
スプーンペンギン 5ml

2

W68×D32×H13mm
中国製

550円 (税込 )
品番  HO2110

すくい易い珪藻土
スプーン白クマ 5ml

3

W120×D120×H8mm
中国製

660円 (税込 )
品番  HO2107

珪藻土ピッチャートレー
/01 ラウンド

4

W240×D540×H5mm
中国製

1,210円 (税込 )
品番  HO2143

karari ハイブリッド脱臭除湿シート
フック付きクローゼット用２枚入

9

W120×D378×H5mm
中国製

1,650円 (税込 )
品番  HO2137

karari ハイブリッド脱臭除湿シー
ト衣装ケースタンス用４枚入

8

W80×D80×H210mm
中国製

770円 (税込 )
品番  HO2090

エコドライヤー 2pcs

7

W80×D80×H210mm
中国製

440円 (税込 )
品番  HO2078

エコドライヤー 1pcs

6

W185×D95×H8mm
中国製

880円 (税込 )
品番  HO2108

珪藻土ピッチャートレー
/ オーバル

5

アネスティ株式会社

825円 (税込 )

スチームマジック食パン / フラ
ンスパン / メロンパン

1

（食パン）HO2057 ）Ｗ 93×D38×H40 mm
（フランスパン）HO2058 Ｗ 95×D40×H35 mm
（メロンパン）HO2065 Ｗ 65×D65×H35 mm
中国製

(76)

W40×D18×H230 ｍｍ 刃渡り 130 ｍｍ
日本製

3,520円 (税込 ) 品番  DI-101

子ども用包丁右利き用　
カバー付き

大人の包丁と同じ切れ味の本刃付
け。切り残しがないようにまな板
に当たる部分を広くしました。

『感動商品』の開発に情熱を傾ける、そして商品開発の原点である “ オンリーワン ” を DNA として、皆様に喜んで頂けるダントツな商品の提供に努めて参り
ます。

1

W40×D18×H230mm 刃渡り 130mm
日本製

3,520円 (税込 )
品番  DI-102

子ども用包丁左利き用　
カバー付き

2

W65×D10×H159mm
日本製

1,980円 (税込 )
品番  DI-103

子ども用キッチンバサミ　
右利き用　カバー付き

3

W62×D16×H125 ｍｍ mm
日本製

1,320円 (税込 )
品番  DI-105

子ども用ピーラー　
カバー付き

4

W23×D15×H365mm
日本製

2,420円 (税込 )
品番  BB-2016

シャープブレッドナイフ

9

W37×D22×H370 ｍｍ（刃渡り 210）mm
日本製

2,420円 (税込 )
品番  SUU-01

パン切りナイフ　SUU

8

W295×D83×H90 ｍｍ
日本製

11,000円 (税込 )
品番  DIG-701

台所育児スターターセット
7 点　右利き用

7

W295×D83×H90 ｍｍ
日本製

8,800円 (税込 )
品番  DIG-501

台所育児スターターセット
5 点　右利き用

6

W295×D83×H90 ｍｍ mm
日本製

6,600円 (税込 )
品番  DIG-301

台所育児スターターセット
3 点　右利き用

5

株式会社　サンクラフト

京セラは創業以来、ファインセラミック技術を応用・発展させ、多岐にわたる事業を展開しています。1984 年にはセラミックナイフを発売以降、様々なキッ
チン用品へ展開を広げております。京セラは今後もセラミックスの特長を生かした生活を豊かにする商品の開発に取り組みます。

W48×D20×H290mm　刃渡り 160mm W45×D20×H270mm/W28×D19×H227mm

中国製

中国製

W58×D57×H158mm
フィンランド製 W98×D73×H155mm 中国製 W92×D24×H277mm 日本製 W85×D85×H97mm   中国製 W77×D77×H155mm 中国製

軸径：13mm（最大）11mm（最小）
全長：143mm（BK）

ブルー

セラミックナイフ三徳（新
素材刃）16cm/14cm/11cm

電 動 ダ イ ヤ モ ン ド
シャープナー

セラミックスライサー
（3 段階厚み調節付き）

セラマグ タンブラー　
300ml　黒

セラマグ タンブラー　
420ml　白

セラミックボールペン  
( 化粧箱入 )

セラミックナイフ三徳 16cm セラミックナイフ三徳 14cm/11cm
6,600円 (税込 ) 5,500円 (税込 )/3,520円 (税込 )

W48×D19×H288mm/W45×D19×H268mm/W28×D15×H226mm
中国製

7,700円 (税込 )/6,600円 (税込 )/4,620円 (税込 )
品番  CK-160-BK/140-BK/110-BK

品番  FKR-160CPK/NGR/LBG/DBU 品番  FKR-140(110)CPK/NGR/LBG/DBU

ロールシャープナー
2,200円(税込)

5,500円(税込) 1,980円(税込) 4,180円 (税込 ) 4,510円(税込)品番  RS-20BK(N)
品番  DS-38 品番  CSN-182WHP 品番  CTB-300-BK 品番  CTB-420-WH

W86×D15×H150mm 日本製

セラミックピーラー
1,100円(税込)
品番  CP-NA12-FP

1,650円(税込)品番  KCB-15 BK/BU

W141×D16×H13mm

ブラック

日本製

セラミックボールペン
( 天然木製ケース入 )
3,300円(税込)
品番  KCB-30W BK/SL

W336×D214×H155mm パン深さ 100mm W468×D274×H88mm　パン深さ 56mm

中国製 ベトナム製

セ ラ ブ リ ッ ド 両 手 鍋
20cm ( ガス火専用 )

セラブリッド フライパン 
26cm

5,060円(税込) 5,500円(税込)
品番  CN-G20B-WPK 品番  CF-26B-WMGY

W455×D275×H86mm　パン深さ 52mm

中国製

セラフォート フライパン 
26cm（ガス火専用）
4,620円(税込)
品番  CFF-G26A-BBR

1　　

4　　
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2　　
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京セラ株式会社

PK GR BG BU

BK BU BK SL

PK GR BG BU

切れ味が 2倍以上長持ちする新素材刃 ( ※当社従来品比 )。刃先
が食材やまな板と擦れても摩耗しにくく、先端が尖ったまま使用
できるので切れ味が長持ちします。

5　　



日本製
【関孫六　ダマスカス】

日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ

日本製
【関孫六匠創】

ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現

日本製
【関孫六　調理道具】

名匠「関孫六」伝統の刀剣造りの技術を調理器具に

1908 年 ( 明治 41 年）創業。伝統的な野鍛冶の精神と革新の精神のもと、暮らしを彩る製品から業務用まで幅広い商品を世界中に展開。

貝印株式会社

三徳 
165mm
13,200 円（税込）
品番  AE5200
46×293×23mm

1

小三徳 
145mm
12,100 円（税込）
品番 AE5201
43×270×19mm

2

ペティーナイフ 
120mm
9,900 円（税込）
品番 AE5202
28×230×17mm

3

ペティーナイフ 
150mm
11,000 円（税込）
品番 AE5203
28×260×17mm

4

牛刀 
180mm
14,300 円（税込）
品番 AE5204
44×310×23mm

5

牛刀 
210mm
15,400 円（税込）
品番 AE5205
44×330×23mm

6

菜切 
165mm
14,300 円（税込）
品番 AE5206
46×295×23mm

7

パン切りナイフ
 240mm
15,400 円（税込）
品番 AE5207
29×368×23mm

8

三徳
165mm
¥4,950（税込）
AB5156
47×299×20mm

9

小三徳
145mm
4,400 円（税込）
AB5162
47×279×20mm

10

シェフナイフ
150mm
4,950 円（税込）
AB5166
285×40×15mm

11

シェフナイフ
180mm
5,500 円（税込）
AB5158
47×314×20mm

12

ペティ
120mm
3,850 円（税込）
AB5163
32×230×16mm

13

セーフティナイフ
130mm
4,400 円（税込）
AB5169
240×38×11mm

14

菜切り
165mm
4,950 円（税込）
AB5168
295×48×15mm

15

コンパクトキッチン鋏　
キャップ付き
1,540 円（税込）
DH3348 
89×160×10mm

16

コンパクトカーブキッチン鋏　
キャップ付き 
1,760 円（税込）
DH3347 
70×166×10mm

17

ステンレスワイド 
ピーラー（固定式） 
1,540 円（税込）
DH3349 
102×204×21mm

18

ピーラー コンパクト 
990 円（税込）
DH3341 
72×141×25mm

19

コンパクトナイフ
（サヤ付き） 
1,870 円（税込）
DH3342 
38×240×13mm

20

(77)

プレスターナー 
1,650 円（税込）
DH3120　　290×60×35mm
中国製

T 型ピーラー 
1,430 円（税込）
DH3000　　68×137×11mm
中国製

スリムウィスク
990 円（税込）
DH3144　　224×35×35mm
中国製

ステンレス T 型ワイドピーラー 
2,200 円（税込）
DH3107　　98×163×11mm
中国製

レードル 25cm 
1,540 円（税込）
DH3145　　255×86×41mm
中国製

I 型ピーラー 
1,430 円（税込）
DH3001　　80×215×15mm
中国製

ステンレス菜箸 33cm 
3,080 円（税込）
DH3104　　330×18×9mm
中国製

キッチンばさみ 
3,080 円（税込）
DH3005　　90×213×15mm
中国製

調理器セット 
7,150 円（税込）
DH3027　　278×93×19mm
中国製

計量スプーン 
1,980 円（税込）
DH3006　　80×195×30mm
中国製

スリム
キッチンばさみ
2,200 円（税込）
DH3139　　185×78×130mm
中国製

キッチンナイフ　 
ミディアム 145mm
7,150 円（税込）
000AB5060　　272×44×20mm
中国製

シリコーントング　
24cm
1,980 円（税込）
DH3140　　250×38×42mm
中国製

キッチンナイフ　 
ショート 120mm
5,500 円（税込）
000AB5062　　228×28×20mm
中国製

シリコーンスプーン 
1,100 円（税込）
DH3141　　278×72×29mm
中国製

ブレッドナイフ　
160mm 
6,600 円（税込）
000AB5061　　287×27×20mm
中国製

スリム
シリコーンベラ
990 円（税込）
DH3142　　222×30×8mm
中国製

カッティングボード　
230 × 210mm
3,850 円（税込）
000AP5125　　230×210×13mm
日本製

ソフトナイロンターナー
1,100 円（税込）
DH3143　　267×72×45mm
中国製

フルーツナイフ
1,430 円（税込）
DH3014　	 32×235×12mm
中国製
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400 種類を超える包丁WEBカタログ
www.satake-cutlery.com

昭和 22 年創業の刃物メーカーです。常に消費者のニーズに合った商品開発とサービスを考え、包丁だけでなく、つめ切り、はさみなど様々な刃物を日本、
世界へ発信しております。

全長約 300mm　刃渡り約 170mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  A-40AA

濃州孫六作
口金付三徳包丁

1

全長約 300mm　刃渡り約 170mm
日本製

5,500円 (税込 )
品番  50CA

濃州孫六作
オールステンレス三徳包丁

2

全長約 300mm　刃渡り約 180mm
日本製

13,200円 (税込 )
品番  #805-513

濃州正宗作
ダマスカス三徳包丁

3

W110×D80×H20mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  SNC-30C

握りやすいニッパー型
つめ切り

8

W105×D30×H20mm
中国製

550円 (税込 )
品番  NCL-5B

レンズ付きつめ切り

7

ハサミ W205×D80×H15mm
ケース W204×D93×H30mm 中国製

1,650円 (税込 )
品番  KS113

ケース付キッチンバサミ

6

全長約 300mm　刃渡り約 165mm
日本製

5,500円 (税込 )
品番  SV-0501

SABATIER オリジナル
三徳包丁（樹脂ハンドル）

5

全長約 300mm　刃渡り約 165mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  SV-0401

SABATIER オリジナル
三徳包丁（ステンレス）

4

株式会社佐竹産業

日本の優れた技術に伴い商品の開発をしています。岐阜県関市を主軸に、ものづくりを中心に日本国内外に多くのファンを持ち、価値のある商品の提供を目
指しています。

全長 165mm 刃 40mm
日本製

MISTY 万能ハサミ
グレー
2,750円 (税込 ) 品番  RUS165

8　　

全長 215mm 刃 60mm
日本製

MISTY 万能ハサミ
イエロー /ブルー
4,950円 (税込 ) 品番  NHS2150

7　　

全長 242mm 刃 127×115mm
日本製

刀和ペティナイフグレー
15,400円 (税込 ) 品番  10513-130

6　　

全長 356mm 刃 216×140mm
日本製

刀和シェフナイフグレー
23,100円 (税込 ) 品番  10613-210

5　　

刀和三徳包丁グレー

全長 325mm 刃 185×140mm
日本製

19,800円 (税込 ) 品番  10413-180

4　　3　　2　　

全長 242mm 刃 127×115mm
日本製

刀和ペティナイフレッド
15,400円 (税込 ) 品番  10213-130

全長 356mm 刃 216×140mm
日本製

刀和シェフナイフレッド
23,100円 (税込 ) 品番  10313-210

全長 325mm 刃 185×140mm
日本製

刀和三徳包丁レッド
19,800円 (税込 ) 品番  10113-180

1　　

Seki Corporation

(80)

輸出用ガラス魔法瓶の製造販売会社としてスタート。真空断熱の技術を活かし電気ポット、電気調理器、ステンレスボトル・マグボトルなど様々なシーンに
対応した製品を展開しております。

ピーコック魔法瓶工業株式会社

(6.1L) 6,600 円 ( 税込 ) W250×D288×H275mm
(8.1L) 7,700 円 ( 税込 ) W250×D288×H333mm
(9.5L) 8,800 円 ( 税込 ) W250×D288×H364mm
日本製　

品番  (6.1L)INS-60K
(8.1L)INS-80K

(9.5L)INS-100K

ステンレスキーパー 
6.1L/8.1L/9.5L

12

PD ASM W WHCH HCH HCHW

W64×D72×H182mm
中国製

4,400 円 ( 税込 ) 品番  AKT-35

W64×D72×H237mm
中国製

4,950 円 ( 税込 ) 品番  AKT-50

W69×D072×H241mm
中国製

5,500 円 ( 税込 ) 品番  AKT-60

ワンタッチマグボトル 0.35L
7

ワンタッチマグボトル 0.5L
8

ワンタッチマグボトル 0.6L
9

電気焼肉器

酒器セット

プレートは独自の 3 次元
アーチ構造で油が落ちや
すくとってもヘルシー

冷酒も燗も長時間温度
キープできる魔法瓶構造
の徳利。御猪口2 個セット

W516×D308×H79mm
中国製

8,800 円 ( 税込 )
品番  WY-D120

W68×D68×H161mm（徳利）
中国製

11,000 円 ( 税込 )
品番  ACF-38

1

4

W58×D58×H170m　m
中国製

W79×D75×H169mm
中国製

5,500 円 ( 税込 )6,600 円 ( 税込 )

ビアタンブラー　B/XA

ミニアイスパック
WH/A

アイスパック 
WH/GBL

ミニアイスペール

滑らかな飲み心地を味わ
える、薄さ約 1mm の極
薄飲み口。

スポーツはもちろん通勤通
学や日常の熱中症対策に

スポーツはもちろん通勤通
学や日常の熱中症対策に

真空二重構造で氷が溶け
にくく、結露しにくい

W77×D77×H161mm
中国製

5,500 円 ( 税込 )
品番  ATD-42

品番  ABB-15品番  ABA-51

W108×D108×H105mm
中国製

7,700 円 ( 税込 )
品番  IBC-55

2

5

焼酎タンブラー

内側のセラミックカップ
は電子レンジ対応

ワインクーラー

内径10.5cmなのでワイン
やシャンパンなど様々な
ボトルに対応しています　　

W88×D88×H99mm
中国製

6,600 円 ( 税込 )
品番  ATE-30

W111×D111×H218mm
中国製

7,700 円 ( 税込 )
品番  ACD-18

3

6

10 11

WH AWH GBL

BXA



他には無いオリジナリティ溢れるアイディアを形にした便利なキッチングッズが盛りだくさん！

株式会社曙産業

(81)

(35)330円 (60)385円 (80)440円 (125)550円 (170)660円 (5 本セット )880円 (税込 )
品番  (35)ST-3014 W12×D59×H20mm/(60)ST-3015 W12×D81×H20mm/(80)ST-3016 W12×D104×H20mm/

(125)ST-3017 W12×D157×H24mm/(170)ST-3018 W12×D201×H24mm/(5 本セット )ST-3019 トージー 35 ～ 170 サイズ参照

トージー 35/60/80/125/170/ トージー５本セット
9

W20×D34×H95mm
日本製

770円 (税込 ) 品番 ( ホワイト )CH-2097
( ブルー )CH-2098
( ピンク )CH-2099

テープと袋のカッター
8

35

ホワイト ブルー ピンク
80 125 170 5 本セット

60

W156×D70×H100mm
日本製

1,980円 (税込 )

長ネギみじんスライサー

のりシュレッダー
容器付き

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
ギ専用安全ホルダー付き
で安心・安全に調理がで
きます。

刻み海苔が簡単にできる
のりシュレッダーに便利
な容器付きが登場しまし
た。

W41×D14×H238mm
日本製

2,200円 (税込 )
品番  CH-2094

品番  CH-2096

2

5

W106×D64×H29mm
日本製 W67×D17×H206mm

日本製

880円 (税込 ) 880円 (税込 )

長ネギななめスライサー 

ボーノもちカッター

たまッシュ！

右手用 / 左手用しゃもじ

長ネギのななめ薄切りが
ササっとたくさんできる
スライサーができまし
た。長ネギ専用安全ホル
ダー付きで安心・安全に
調理ができます。

切り餅を持ちやすくて食
べやすい３本にカット！
食洗器可。

ゆでたまごを素早くマッ
シ ュ！ た ま ご サ ラ ダ が
あっという間に完成です。

右手専用設計でほぐしや
すく、よそいやすい。左
利きの方には左手用。ヘ
ラ部分が浮くので衛生的
です。食洗器可。

W38×D14×H270mm
日本製

1,100円 (税込 )
品番  CH-2093

品番  CH-2108

W105×D127×H65mm
日本製

1,650円 (税込 )
品番  CH-2102

品番  ( 右手用 )CH-2112
( 左手用 )CH-2113

3

6

4

7

W188×D188×H42mm品番  CH-2110

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。使いやすいツ
ノ付きしゃもじがセットになります。
食洗器可。日本製

2,200円 (税込 )

とびだせ！おにぎり
1

(82)

W60×D16×H178mm
中国製

1,100円 (税込 )

サラダおろし

ネギピィ

W108×D40×H293mm
中国製

1,760円 (税込 ) 品番  LDS-01

品番  NGP-01EG

1

10

パスタを勿論のこと、サ
ラダの取り分け卵の泡立
てにも。卵黄分けもでき
る大活躍のトング！

食材の下にサッと入り込み
崩れることなく盛り付け可
能！魚料理以外にもハン
バーグやお好み焼きなども
安定してつかみやすい。

箸のように使いやすい！
お肉、てんぷら、蒸し野
菜などに！ワイヤーのた
め汚れがつきにくいのも
◎洗いやすく衛生的！

W98×D53×H263mm
中国製

1,980円 (税込 )

パクハグ
パスタトング

品番  PPT-01G

14

W100×D70×H240mm
中国製

1,980円 (税込 )

パクハグ
フィッシュトング

品番  PFT-01G

15

W60×D35×H265mm
中国製

1,650円 (税込 )

パクハグ
器用なトング箸

品番  KTB-01GG

16

サラダおろし　キャロット

W108×D40×H293mm
中国製

1,760円 (税込 ) 品番  LDS-10DW

2

W60×D23×H173mm
中国製

990円 (税込 )

糸はるさめ削り
オークルイエロー /モスグリーン

品番  SKHP-01OY/01MG

11

サラダおろし　BOX

W128×D83×H225mm
中国製

2,200円 (税込 ) 品番  LBG-01GW

3

W60×D40×H173mm
中国製

1,100円 (税込 )

スージー＆みじん
アッシュピンク

品番  SAMP-01AP

12

大根スリスリ

W108×D44×H293mm
中国製

1,760円 (税込 ) 品番  LDS-02

4

W180×D25×H120mm
中国製

990円 (税込 )

オニオンチョッパー
イエロー

品番  ONC-01Y

13

W106×D30×H180mm
中国製

1,320円 (税込 )
品番  CBP-04

キャベピィMAX

5

W96×D16×H176mm
中国製

1,100円 (税込 )
品番  CBP-03G/03Y

キャベツピーラースーパー
ライト　グリーン /イエロー

6

W96×D16×H176mm
中国製

880円 (税込 )
品番  CBP-02Gb

キャベツピーラーライト b
グリーン

7

W71×D35×H184mm
中国製

880円 (税込 )
品番  W3NP-01PGb

ヌードルピーラー b

8

W71×D35×H184mm
中国製

880円 (税込 )
品番  W1WP-01PGb

ワッフルピーラー b

9

これまでにない独自の発想とアイデアで毎日の料理をもっと楽しく、もっと楽ちんに！使いやすさ、素材、デザインにもこだわっています！

ののじ株式会社

グリーン イエロー

オークルイエロー モスグリーン



英 国 の 双 子 の デ ザ イ ナ ー、
ジョセフ兄弟が 2003 年に設
立したホームウェアブラン
ド。革新的な発想で作り出す
商品は常に人々に驚きと感動
を与え、現在では日本を始め
世界の多くの国々で愛用され
ています。

ジョセフジョセフ

フォリオ スチール　 フォリオ ラージ　

フォリオ レギュラー　

16 17

18 19

01

05

0402

0706

08 10 1109

03

チョップ２ポットバンブー　
スモール

チョップ２ポットバンブー　
ラージ

ステンレススチール

グラファイト

グレー

グリーン

16,500円 (税込 )
品番  ステンレススチール：60170
　　　カーボンブラック　：60171
　　　ローズゴールド　　：60172
収納時：W355×D74×H265mm
まな板：W340×D240×H8mm

11,000円 (税込 )
品番  シルバー　　：60185
　　　グラファイト：60184
収納時：W357×D75×H260mm
まな板：W340×D240×H8mm

7,700円 (税込 )
品番  シルバー　　：60187
　　　グラファイト：60186
収納時：W318×D75×H220mm
まな板：W300×D200×H8mm

1312 14

2,090円 (税込 )
品番  シェル：75006
W75×D15×H85mm
中国製

3,850円 (税込 )
品番  シェル：75004
W185×D195×H120mm
中国製

6,930円 (税込 )
品番  シェル：75005
W298×D195×H120mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  グレー：60194
W355×D100×H333mm
中国製

6,930円 (税込 )
品番  グリーン：60163
　　  グレー　：60146
W320×D65×H220mm
中国製

2,090円 (税込 )
品番  シェル：75002
W180×D107×H110mm
中国製

3,520円 (税込 )
品番  60111
W255×D210×H10mm
中国製

4,070円 (税込 )
品番  60112
W325×D270×H14mm
中国製

ビバ
引き出し付きコスメ
オーガナイザー ミディアム

ビバ
引き出し付きコスメ
オーガナイザー ミラー付き

ビバ
ティアードコスメ
オーガナイザー

ビバ
2-in-1
コンパクトミラー

15

中国製

中国製

中国製

ステンレススチール

カーボンブラック

ローズゴールド

グラファイト

シルバー

グレー

グリーン

ネストボードプラス
まな板＆ナイフセット

20
ネストボード レギュラー

9,350円 (税込 )
品番  グリーン：60164
　　  グレー　：60147
W355×D65×H260mm
中国製

21 22 23
ネストボード ラージ

3,300円 (税込 )
品番  グリーン　　　 ：81118
　　  コーラル　　　 ：81119
　　  ブルー　　　　 ：81120
　　  アンスラサイト：81121
W70×D70×H290mm  中国製

12,430円 (税込 )

10,340円 (税込 )1,650円 (税込 )

16,500円 (税込 )14,300円 (税込 )

9,680円 (税込 ) 6,270円 (税込 ) 2,530円 (税込 )16,500円 (税込 )

3,080円 (税込 )

W560×D395×H710mm   中国製

W395×D395×H710mm   中国製

W430×D85×H1360mm   中国製W430×D85×H1360mm   中国製

W330×D155×H455mm   中国製 W210×D185×H230mm   中国製 W170×D97×H120mm   中国製W330×D155×H455mm   中国製

W82×D82×H136mm 中国製

品番 グレー　　　   　  ：50003 
 　　カーボンブラック ：50004

品番 グレー　　　   　  ：50001 
 　　カーボンブラック ：50002

品番　グリーン：81122
　　　コーラル：81123
　　　ブルー　：81124

品番  50006品番  50005

品番
グレー／イエロー：50009

品番
シェル：75001

品番
シェル：75003

品番
ブラック / ブルー / ブルー：50010

品番　アンスラサイト：81125

W82×D82×H136mm
中国製

ループ
真空断熱
ウォーターボトル

トータ  ランドリバスケット 90L

トータ  ランドリバスケット 60Lシップ　トラベルマグ

グライド  プラス アイロンボードグライド  アイロンボード

ポケット  アイロンボード
ビバ  コスメオーガナイザー付き
メイクミラー

ビバ   引き出し付きコスメ
オーガナイザー コンパクトポケット  アイロンボード

シップ　トラベルマグ

(83) (84)

ネストロック
4 ピースセット

ネストガラスストレージ
4ピースセット

ウノ 
サラダボウル＆サーバー

ダブルディッシュ

ネストロック
5 ピースセット

グリーン

千切りピーラー

ストレートピーラー 粗目

細目

4,400円 (税込 )
品番  マルチカラー：81090
W245×D200×H156mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  マルチカラー：81060
W280×D215×H100mm
中国製

7,700円 (税込 )
品番  ストーン：20155
W300×D300×H140mm
中国製

2,530円 (税込 )
品番  グレー：20156
W178×D168×H62mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  マルチカラー：81081
W245×D200×H163mm
中国製

中国製

レッド

ブルーグレー

25 27 28

29

26

2,420円 (税込 )
品番  グリーン　　：094824
　　  レッド　　　：094848
　　  ブルーグレー：60157
W380×D220×H18mm

24
チョップ２ポットプラス

1,760円 (税込 )
品番  グレー：20173
W60×D50×H185mm
中国製

6,930円 (税込 )
品番  マルチカラー：20154
W240×D240×H155mm
中国製

　  バースター  ３-in-1
　 コルクスクリュー

　 マルチプレップ
     サラダツール 4ピースセット

30 31

2,970円 (税込 )
品番  ホワイト：20175
W150×D95×H110mm
中国製

2,520円 (税込 )
品番  グレー：40109
W175×D240×H110mm
中国製

2,310円 (税込 )
品番  グリーン：20141
W100×D300×H58mm
中国製

2,090円 (税込 )
品番  グリーン：20179
W42×D60×H160mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  ホワイト / グリーン：10302
W224×D91×H18mm
中国製

6,270円 (税込 )
品番  オパール：10176
W130×D130×H325mm
中国製

1,650円 (税込 )
品番  グレー / グリーン：10539
W280×D90×H30mm
中国製

1,540円 (税込 )
品番  グレー：20174
W170×D170×H8mm
中国製

1,760円 (税込 )
品番  ホワイト / グリーン：20172
W50×D58×H185mm
中国製

1,320円 (税込 )
品番  グリーン：20166
W60×D30×H140mm
中国製

1,100円 (税込 )
品番  ブルー：40105
W30×D195×H20mm
中国製

2,750円 (税込 )
品番  45033
W160×D160×H100mm
中国製

　  チョップカップ
　  ベジタブルダイサー

　  グリップグレーター
      粗目 / 細目

　  アライン計量ジャグ
　  2ピースセット

　  マルチグリップ
　  マンドリン

　  クリーンフォーカス
　  ガーリックプレス

　  パワーグリップ
 　 キッチンシザース

　  エレベートシリコン
　　5ピースキッチンセット

　  スポットオン  
　  シリコン鍋敷き2 枚セット

　  ピボット  
　  ３-in-1カンオープナー

　  ピールストア 
      コレクティングピーラー

メジャーアップ計量スプーン

ブルームスチール セーフストア

キャンドゥープラス スパイロ ゴーアボカド フローチポッド

エレベートカルーセルセット

エレベートカルーセルセット

ツイストウィスク

32

37

43 44 45 46

52

53

38

34

39 40

47

54

48

41 42

36

33

35

1,320円 (税込 )
品番  ストレートピーラー：20167
　　  千切りピーラー         ：20168
W75×D18×H140mm
中国製

2,530円 (税込 )
品番  ホワイト / グレー：20098
W60×D180×H50mm
中国製

2,200円 (税込 )
品番  グリーン：20105
W80×D80×H160mm
中国製

1,320円 (税込 )
品番  グリーン：20112
W65×D18×H180mm
中国製

1,760円 (税込 )
品番  20120
W100×D118×H45mm
中国製

11,550円 (税込 )
品番  マルチカラー：10118
収納時  W220×D210×H350mm
中国製

12,100円 (税込 )
品番  グレー：10151
収納時  W220×D200×H350mm
中国製

1,540円 (税込 )
品番  粗目  イエロー：20169
　　  細目  グリーン：20170
W78×D18×H265mm
中国製

16,500円 (税込 )
品番  マルチカラー：10537
W168×D75×H357mm
中国製

13,640円 (税込 )
品番  マルチカラー：10527
W133×D133×H350mm
中国製

17,820円 (税込 )
品番  オパール：10300
W149×D61×H355mm
中国製

49 5150エレベートナイフ 5ピース＆
まな板＆ナイフセット

エレベートナイフ 5 ピース　
カルーセルセット

エレベートナイフ5ピース＆
スリムブロックセット5ピース &
バンブーブロックセット

エレベートエッグスパチュラ エレベートスチールスリムトング エレベートスチールトング ミルトップ ソルト& ペッパー
55 56 57 58

1,650円 (税込 )
品番  ホワイト / イエロー：20122
W62×D20×H310mm
中国製

1,870円 (税込 )
品番  グリーン：10536
W28×D55×H315mm
中国製

2,420円 (税込 )
品番  グレー / グリーン：10162
W40×D60×H305mm
中国製

7,700円 (税込 )
品番  ダークグレー / ライトグレー：95036
W70×D70×H169mm
中国製



ホワイト/グリーン

ホワイト / グリーン

ブロックス
引き出しオーガナイザー
７ピース     

ブロックス
引き出しオーガナイザー
10ピース     

ドロワーオーガナイザー
エクスパンディング カトラリートレイ     

ドロワーオーガナイザー
エクスパンディング     

バーワイズ
レバーコルクスクリュー     

ドロワーオーガナイザー
コンパクト

ドロワーオーガナイザー
ワイド

ドロワーオーガナイザー
ラージ

ドロワーオーガナイザー
バンブー コンパクト

ドロワーオーガナイザー
バンブー ラージ

7,700円 (税込 )
品番  ミッドナイトブルー：20099
W56×D70×H126mm
中国製

2,530円 (税込 )
品番  グレー：85199
W265×D440×H50mm
中国製

4,180円 (税込 )
品番  グレー：85200
W525×D440×H50mm
中国製

4,400円 (税込 )
品番  85166
W315 (~560) ×D395×H55mm
中国製

2,200円 (税込 )
品番  グレー：85119
W115×D400×H60mm
中国製

3,850円 (税込 )
品番   グレー：85167
W305(-560)×D204×H147mm
中国製

1,760円 (税込 )
品番  グレー：85149
W192×D23×H37mm
中国製

2,750円 (税込 )
品番  グレー：85195
W330×D280×H68mm
中国製

2,530円 (税込 )
品番  グレー：85194
W255(-405)×D215×H163mm
中国製

3,850円 (税込 )
品番  グレー：85196
W330×D280×H202mm
中国製

3,520円 (税込 )
品番  グレー：85152
W176×D394×H55mm
中国製

4,180円 (税込 )
品番  ホワイト：85127
　　  グレー     ：85167
W385×D400×H55mm
中国製

3,080円 (税込 )
品番  85168
W122×D398×H60mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  85170
W386×D398×H63mm
中国製

59 60 61 62 63

64

ドロワーオーガナイザー
クックウェア

70 カップボードストア
ローテーティングオーガナイザー２段

74カップボードストア
エクスパンダブルシェルフ

73カップボードストア
ローテーティングオーガナイザー

72カップボードストア  パンリッド
ホルダー 4ピースセット

71

65 66 67 68 ドロワーオーガナイザー
バンブー ナイフト

3,850円 (税込 )
品番  85169
W115×D397×H84mm
中国製

69

グレー/グレー

3,630円 (税込 )
W283(-480)×D365×H55mm   中国製

品番 ホワイト / グリーン：85041
 　　グレー / グレー      ：85042

グレー

ホワイト

カップボードストア
アンダーシェルフ ラップオーガナイザー

カップボードストア
アンダーシェルフ ドロワー

カップボードストア
ストレージキャディ

カップボードストア
アンダーシェルフ スパイスラック

75 77 7876

1,650円 (税込 ) 2,310円 (税込 ) 2,750円 (税込 )2,310円 (税込 )
W263×D221×H90mm   中国製 W235×D225×H100mm   中国製 W462×D171×H112mm   中国製W320×D135×H93mm　中国製

品番  グレー：85177 品番  グレー：85148 品番  グレー：85197品番  グレー：85147

ティア
伸縮水切りマット

フリップアップ
ドレイニングボード

サーフィス SS
ユテンシルスタンド

サーフィス SS
カトラリードレイナー

サーフィス SS
シンクタイディー

ドアストア
シンクタイディ

プレスト
ソープディスペンサー

エクステンド
スチール エクステンド

3,080円 (税込 )
品番  グレー：85178
W200 (~460)×D362×H30mm
中国製

3,080円 (税込 )
品番  グレー：85139
W319×D400×H24mm
中国製

4,180円 (税込 )
品番  グレー：85114
W180×D130×H195mm
中国製

3,520円 (税込 )
品番  グレー：85110
W200×D85×H130mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  グレー：85112
W180×D130×H120mm
中国製

2,530円 (税込 )
品番  グレー：85198
W240×D100×H193mm
中国製

2,310円 (税込 )
品番  グレー：85137
W73×D73×H146mm
中国製

11,550円 (税込 )
品番  グレー：85153
W310( 最大 : 515)×D353×H167mm
中国製

9,350円 (税込 )
品番  ホワイト / グリーン：850710
　　   グレー / ホワイト    ：850406
360( 最大 : 565) ×D360×H165mm
中国製

79 84

86 87 88 89 90

80 81

グレー / ホワイト

ブルーム　スモール ブルーム　ラージ

ウォッシュ&ドレイン

82 83

85

3,300円 (税込 )
品番  グレー：85087
W315×D315×H10mm
中国製

3,850円 (税込 )
品番  グレー：85089
W435×D315×H10mm
中国製

4,840円 (税込 )
品番  ホワイト：850550
W310×D300×H200mm
中国製

(85)

ストーン グラファイト

グラファイト

ストーングラファイト

ストーン

プレスト
スチールソープディスペンサー

スリム
ソープディスペンサー

2,750円 (税込 )
品番  ホワイト：70532
　　　グレー    ：85164
W80×D80×H160mm
中国製

2,090円 (税込 )
品番  シルキーグレー：70512
W60×D85×H140mm
中国製

91 92

グレー

ホワイト

スリム　ソープディッシュ スリム　ソープディッシュ イージーストア  スモール
93 94 95

1,430円 (税込 )
品番  シルキーグレー：70511
W75×D80×H35mm
中国製

1,650円 (税込 )
品番  スチール：70533
W80×D90×H40mm
中国製

1,980円 (税込 )
品番  シルキーグレー：70509
W90×D90×H125mm
中国製

イージーストア  スモール イージーストア  ラージ イージーストア  ラージ イージーストア エクストラ
96 97 98 99

2,530円 (税込 )
品番  スチール：70530
W95×D95×H120mm
中国製

2,530円 (税込 )
品番  シルキーグレー：70510
W175×D90×H125mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  スチール：70531
W180×D100×H140mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  シルキーグレー：70513
W250×D120×H115mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  シルキーグレー：70515
W120×D85×H430mm
中国製

4,510円 (税込 )
品番  スチール：70517
W127×D92×H427mm
中国製

フレキシブルヘッド
トイレブラシ

100 フレキシブルヘッド
トイレブラシ

101

2,530円 (税込 )
品番  シルキーグレー：70522
W123×D87×H427mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  スチール：70561
W125×D89×H425mm
中国製

1,760円 (税込 )
品番  グレー：70560
W249×D32×H205mm
中国製

1,540円 (税込 )
品番  グレー / ホワイト：70535
W45×D53×H250mm
中国製

4,180円 (税込 )
品番  ホワイト：70547
W155×D130×H210mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  ホワイト：70548
W400×D130×H220mm
中国製

フレキシブルヘッド
トイレブラシ ライト

102 フレキシブルヘッド
トイレブラシ ライト

103 イージーストア
スリムスクイージー

104 イージーストア
シャワースクイーズ

105 イージーストア
シャワーキャディ コンパクト

106 イージーストア
シャワーキャディ ラージ

107

4,400円 (税込 )
品番  ホワイト：70549
W265×D180×H220mm
中国製

6,930円 (税込 )
品番  ホワイト：70550
W265×D180×H450mm
中国製

イージーストア
シャワーキャディ コーナー

108
イージーストア
シャワーキャディ 
コーナー 2 個セット

109 110 111 112 113
コンポ４L スタック４L クラッシュボックス 30L クラッシュボックス 20L
3,850円 (税込 )
品番   ストーン：30046
グラファイト：30107
W297×D120×H173mm
中国製

4,400円 (税込 )
品番   ストーン：30015
グラファイト：30016
W235×D195×H160mm
中国製

34,100円 (税込 )
品番   ステンレス：30030
W390×D350×H685mm
中国製

29,700円 (税込 )
品番   ステンレス：30037
W300×D350×H685mm
中国製

114 115 117 118 119

125

116
トーテムコンパクト 40L トーテムコンパクト 40L トーテムマックス 60L トーテムポップ 40L トーテムポップ 60L

スプリット

トーテムマックス 60L 
25,300円 (税込 )
品番 ストーン　　　：30064
　　グラファイト：30065
W300×D366×H760mm
中国製

29,700円 (税込 )
品番   ステンレス：30063
W300×D366×H760mm
中国製

33,000円 (税込 )
品番   ステンレス：30060
W390×D366×H814mm
中国製

20,900円 (税込 )
品番   ストーン：30092
W300×D366×H760mm
中国製

23,100円 (税込 )
品番   ストーン：30091
W390×D366×H814mm
中国製

29,700円 (税込 )
品番   ストーン　　　：30061
　　   グラファイト：30062
W390×D366×H814mm
中国製

グラファイト ストーン

4,840円 (税込 )
品番   ブルー：30109
W250×D245×H360mm
中国製

6,270円 (税込 )
品番   ブルー：30110
W253×D430×H385mm
中国製

6,930円 (税込 )
品番   ブルー：30111
W250×D470×H395mm
中国製

9,020円 (税込 )
品番   ブルー：30112
W250×D470×H745mm
中国製

7,700円 (税込 )
品番   スチール：70520
W272×D228×H283mm
中国製

3,520円 (税込 )
品番   シルキーグレー：70514
W210×D210×H280mm
中国製

ゴーリサイクル
リサイクリングキャディ
14L

120
ゴーリサイクル
リサイクリングキャディ
28L

121
ゴーリサイクル
リサイクリングコレクター
32L

122
ゴーリサイクル
リサイクリングコレクター &
キャディセット

123 スプリット
スチールリサイクラー

124

(86)



(S) φ 210×H140mm(L) φ 270×H170mm
日本製

中国製

品番 /  ( スパチュラ )60046
( ターナー )60047

（スプーン）60048
( レードル）60049

（トング）60050
サイズ / ( スパチュラ )W40×H240mm

( ターナー )W65×H240mm
( スプーン )W72×H265mm
( レードル )W92×H270mm
( トング )W45×H200mm

( スパチュラ )1,320円 (ターナー )1,540円
(スプーン /レードル /トング )1,650円 (税込 )

抗菌シリコーンツール スパチュラ / ターナー / クッ
キングスプーン / レードル / トング ダークレッド

飲み終わった後はくるくるたた
める！便利な飲みきりサイズの
シリコーン製ボトル。冷凍して
保冷剤代わりにも使用できま
す。

( ﾈｲﾋﾞｰ ) 品番  60067( ﾐﾙｷｰﾋﾟﾝｸ ) 品番  60068
( ﾍﾞﾘｰﾚｯﾄ )゙ 品番  60069(ｵﾘｰﾌ )゙ 品番  60070
( ﾗﾃﾍﾞｰｼ ｭ゙ ) 品番  60071
φ 44×W48×H155mm
中国製

( ﾚｯﾄﾞ )S 品番  68200 L 品番  68202
( ﾌﾞﾗｯｸ )S 品番  68201 L 品番  68203

1,320円 (税込 )

シリコーンボトル　ナノ 180ml
1

5

(S)3,300円 /(L)4,180円 (税込 )
( ミニ )1,540円 /1,760円 (税込 )

サラダスピナーＳ /L レッド / ブラック
パーツが分解できるので細かい
お手入れができて衛生的！軽い
力で簡単に野菜の水切りができ
ます。

3

(S) 品番 60304 φ 65×H70mm
(M) 品番 60306 φ 80×H90mm
(L) 品番 60305 φ 100×H115mm
中国製

( ｺｺｯﾄ ) 品番 60060 W145×D115×H80mm
( ｳﾉ ) 品番 60059 W125×D190×H80mm
( ﾃ ｭ゙ｴ ) 品番 60058 W135×D260×H75mm
中国製

(S)880円 (M)1,320円 (L)1,650円 (税込 ) ( ｺｺｯﾄ )1,320円 ( ｳﾉ )2,750円 ( ﾃ ｭ゙ｴ )4,180円 (税込 )
新・シリコーンメジャーカップ　S/M/L 手で握ると先がすぼまり、注ぎやすく

なるメジャーカップ。S サイズは大さ
じ小さじが計れます。M・L サイズは
炊飯水量に加えて、お米の量を計れる
目盛りがあるので、土鍋での炊飯の際
は計量がこれ 1 つでできます。

7

( ﾈｲﾋﾞｰ ) 品番  60063( ﾎﾜｲﾄ ) 品番  60064
(ｵﾘｰﾌ )゙ 品番  60065( ﾗﾃﾍﾞｰｼ ｭ゙ ) 品番  60066
φ 45×W70×H220mm
中国製

( ﾐﾆ ) 品番  60033 W30×H210mm
品番  60035 W40×H270mm
中国製

2,200円 (税込 )

シリコーンボトル　アクティブ 500ml
2

つかめるトングミニ　ダークレッド /
つかめるトング　ダークレッド ヘッド内側の突起が食材をしっ

かりつかみ滑りにくいので、余
計な力をかけずに調理ができま
す。

ネイビー
ネイビー

ホワイト オリーブ
ミルキーピンク ベリーレッド オリーブ ラテベージュ

表 裏

ラテベージュ

4

W270×D190×H4mm
中国製

3,080円 (税込 ) 品番  60051

抗菌　カッティングボード　
レッド／ブラック 適度な弾力で刃を傷つけにくい

シリコーン製のカッティング
ボード。裏表で色が違うので食
材によって使い分けができま
す。

6

シリコーンスチーマー ココット / ウノ / デュエ クリア 食材を入れてレンジで加熱する
だけで、油を使わずヘルシーな
時短調理ができる ViV シリコー
ンスチーマーにどんな料理や食
器にも合う、清潔感のあるクリ
アカラーが新発売。レシピ付き。

8

VIVRE ENSEMBLE  調和のあるくらしを私達は提案します。

株式会社ワールド・クリエイト

(87)

冷凍・冷蔵 OK ！くるくるたた
めば持ち運びも簡単！アウトド
アやスポーツにもピッタリなシ
リコーン製ボトルです。 W310×D180×H18mm

日本製

4,950円 (税込 )

TEUD　カッティングボード（S） ひのきまな板を現代の生活様式
に馴染む、心地よいカタチに仕
上げました。シリコン塗装で黒
ズミにくく、きれいなまま長持
ちします。

食洗機対応。便利なスタンド付
きで収納場所に困りません。側
面のウレタン樹脂塗装が黒ズミ
を抑えます。

1
食器洗い乾燥機対応
ひのきまな板 30㎝（スタンド付き）

日本製
W300×D180×H13mm
2,794円 (税込 )

2

W330×D200×H10mm
日本製

3,850円 (税込 )

木と手　ひのきまな板（小）

3

日本製

4,950円 (税込 )
ひのきの積み木HUI Hと Uと少し長い I の形

をした積み木。ピース同
士を組むことで、通常の
積み木ではできない様々
な遊び方ができます。

W116×D116×H58mm

7

W390×D200×H20mm
日本製

3,454円 (税込 )

ひのきまな板 39㎝

4

W330×D200×H10mm
日本製

2,640円 (税込 )

らくらく軽量ひのきまな板（小）

5

W350×D210×H13mm
日本製

2,200円 (税込 )

うすくてかる～い
ひのきまな板 35㎝

6

TEUD　ディッシュプレートスクエア S

W200×D200×H35mm
日本製

5,555円 (税込 )

9

TEUD　アフタヌーンティーボックス

W477×D135×H190mm
日本製

41,250円 (税込 )

8

W192×D192×H107mm
日本製

8,250円 (税込 )
KISAI　おひつ

10

W300×D300×H80mm
日本製

4,108円 (税込 )

タガ落ち防止加工
すし飯台 30 ｃｍ

11

W300×D180×H215mm
日本製

9,185円 (税込 )

ひのき風呂椅子
レギュラー 21 ｃｍ

12

W225×D225×H115mm
日本製

6,600円 (税込 )

ひのき湯桶
（ステンレスタガ）

13

W280×D170×H80mm
日本製

7,700円 (税込 )
アメニティボックス

14

ひのきを中心とした国産材を使い、国内自社工場での製造にこだわるダイワ産業のものづくり。高い付加価値と洗練されたデザインを持った製品は木製品製
造のオンリーワン企業として、高い評価を得ております。

ダイワ産業株式会社
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W250×D130×H200mm
中国製

11,000円 (税込 ) 品番  7408JP

コーヒーポットのような細長い
注ぎ口は湯量を調節しやすく、
コーヒーを淹れる時に便利。沸
騰時のオートオフ機能、さらに
空焚き防止機能付き。

カフェケトル 0.8
1

W105×D95×H40mm
中国製

3,080円 (税込 ) 品番  C211BK

1 杯分が美味しく抽出できる、
1 カップ専用ゴールドフィル
ター。お湯を一定間隔で注ぐだ
けなので、どなたでも安定した
抽出が可能。

シングルカップゴールドフィルター
10

W105×D55×H195mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  7933JP

テーブルコーディネートや料理
の味わいにプラスもできるハン
ディサイズの電動ミル。刃は岩
塩にも使用できるセラミック製
を採用。

電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ
2

W105×D90×H75mm
中国製

3,300円 (税込 ) 品番  C246BK

ゴールドフィルター 2-4cups コーヒーの美味しさ引き出す純
金メッキのフィルター。コー
ヒー本来のうまみ成分であるオ
イルを、そのまま抽出が可能。

8

W120×D230×H345mm
中国製

22,000円 (税込 ) 品番  C330

コーングラインダー 挽きムラが少なく均質で、豆の
風味を失わない、スペシャル
ティコーヒーに最適な、コーン
式グラインダー。

9

W125×D90×H105mm
中国製

4,400円 (税込 ) 品番  C412

プレス器やドリッパー等の抽出
器具を必要としないので、一人
でも手軽に『淹れたて』を楽し
むことができます。

ゴールドフィルターダブルウォールマグ
11

W210×D145×H180mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  7013JP

ベーシックケトル

3

W195×D135×H205mm
中国製

13,200円 (税込 )
品番  7106JP-BK

T Kettle Black 
（T ケトル ブラック）

4

W190×D190×H230mm
中国製

8,800円 (税込 )
品番  7910JP

ミニスチーマー

5

W185×D155×H220mm
中国製

8,800円 (税込 )
品番  7820JP

4 ブレードミニチョッパー

6

W60×D60×H230mm(1 本 )
中国製

6,600円 (税込 )
品番  7922JP

電動ミル ソルト＆ペッパー 
2 本セット

7

ラッセルホブス：1952 年創業の英国ブランド「ラッセルホブス」は、品質の高さやデザインのみならず、技術力の面で非常に優れたブランドとして知られ、
ヨーロッパ、アメリカをはじめ世界各国で高い評価を得ているイギリスの代表的な調理家電ブランドです。

株式会社大石アンドアソシエイツ

(89)

【コレス】
コレス：それぞれをそのままに。cores は、コーヒーを愛する人たちそれぞれに、スペシャルティコーヒーの多彩な個性をそのままに伝える、コーヒーツールブランドです。

(90)

ラッキーコーヒーマシン株式会社は、1982 年に自社ブランド「BONMAC/bonmac」を立ち上げました。品質とデザインへの徹底したこだわりに加え、コス
トパフォーマンスにも配慮し、国内外の多くの店舗や家庭で愛されています。

bonmac コーヒーサーバー
CS-3/5/8
1,507円(税込)/1,639円(税込)/2,222円(税込)
品番  #814400/#814401/#814402

8　　
bonmac ドリッパー　
CD-1B/2B

7　　

W100×D100×H85mm/ W125×D125×H105mm 日本製 W120×D100×H70mm/ W140×D110×H85mm 日本製 W177×D115×H107mm/W182×D128×H121mm/W190×D144×H155mm
日本製

bonmac V 型磁器ドリッパー 1~2 杯
用 VCD-1W/ 1~4 杯用 VCD-2W
1,650円 (税込 )/1,760円 (税込 ) 1,210円 (税込 )/1,375円 (税込 )
品番  #897181 /#897182 品番  #813002/#813004

6　　

ø84×H95mm
中国製

bonmac ダブルウォールマグ
260ml
1,210円 (税込 ) 品番  #869838

5　　

ø99×H175mm
中国製

bonmac ダブルウォールコー
ヒーカラフェセット 700ml
5,720円 (税込 ) 品番  #869837

4　　

W232×D113×H140mm
日本製

bonmac ドリップポット Pro
16,500円 (税込 ) 品番  #897183

3　　

ø54×H151mm（本体のみ）
W132×H179mm（ハンドル装着時）

bonmac セラミックハンドコー
ヒーミル　CM-02S
10,560円 (税込 ) 品番  #897180

2　　

Φ 67×W210×D82×H90mm
日本製 日本製

bonmac ワンドリップポット 
350ml
5,280円 (税込 ) 品番  #877573

1　　

ラッキーコーヒーマシン株式会社

V 型円すい形のペーパーフィルターは、コーヒー粉の層
が深く、コーヒー粉に注いだお湯が円すいの頂点に向
かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。

1921 年創業、日本国内唯一の耐熱ガラス工場保有メーカーです。昨年創業 100 周年を迎え、これからの 100 年もまた、HARIO を愛用してくださるみなさ
まの生活に彩りをそえていきたい。

W138×D115×H95mm
日本製

2,200円 (税込 )
品番  VDGR-02-B

V60 耐熱ガラス透過
ドリッパー 02 ブラック

1

W143×D117×H95mm
日本製

2,200円 (税込 )
品番  VDMU-02-CW

V60 1 回抽出ドリッパー 
MUGEN ( セラミック )

2

W150×D72×H220mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  MSS-1TB

コーヒーミル・
セラミックスリム

3

W210×D174×H195mm
日本製

6,600円 (税込 )
品番  GNR-150-B

フタがガラスのご飯釜
1~2 合

8

W87×D84×H300mm
日本製

2,200円 (税込 )
品番  FIB-75-W/SPR/SG

フィルターインボトル

7

W93×D90×H140mm
日本製

1,650円 (税込 )
品番  MDCP-500-B

ミルク出しコーヒーポット

6

W120×D190×H29mm
中国製

6,600円 (税込 )
品番  VSTN-2000B

V60 ドリップスケール

5

W145×D121×H120mm
日本製

2,420円 (税込 )
品番  XGS-60TB

V60 レンジサーバー
600 クリア

4

HARIO 株式会社

W SPR SG
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W135×D105×H145mm
中国製

2,970円 (税込 ) 品番  AA0184

ティープッシュ
おいしさ、そのまま、ワン
プッシュ！

ティータイムを創造する会社。「暮らしの中に “ほっとする瞬間 ”を創造する」そんな製品をご提供しています。

1

W140×D105×H185mm
カフェメタル中国製　コーヒーポット日本製

5,500円 (税込 )
品番  AA0112

カフェメタル＆
コーヒーポット

2

W110×D110×H75mm（トレイ含む 85mm）
中国製

3,300円 (税込 )
品番  AA0113

カフェメタル

3

W165×D130×H240mm
中国製

3,850円 (税込 )
品番  AA0136

カフェプッシュ＆
コーヒーポット

4

ティーフリー

W70×D70×H220mm
中国製

2,420円 (税込 )
品番  AA0024/25/26/63/64

9

ティーゴー

W70×D70×H220mm
中国製

2,860円 (税込 )
品番  AA0174/160/161/162

8

K NV G PK K BR G W PKK NV G PK

W70×D70×H130mm
中国製

2,530円 (税込 )
品番  AA0175/163/164/165

ティーゴー　ミニ
7

W105×D95×H65mm（トレイ含む 72mm）
中国製

1,650円 (税込 )
品番  AA0095

ドコデモ茶こし　
ステンレスシルバー

6

W170×D120×H165mm
中国製

3,300円 (税込 )
品番  AA0068

ジェイプッシュ

5

株式会社マックマー

数多くのグッドデザイン賞受賞、ロングライフデザイン賞受賞に輝き「LUCKYWOOD」のブランドはその品質と共に国産カトラリーの最高峰として皆様に
親しまれています。記念品やコラボレーションなどオリジナル商品も承っております。

LUCKYWOODカトラリーではお名前、イニシャル、生年月日、ロゴなどを彫刻したオリジナルカトラリーの製作ができます。ご出産祝い、ご結婚祝い、ご新築祝い等の各種ギフト、
ご贈答はもちろんのこと、業務用ホテル・レストラン様向けのロゴ入れ等も受け賜わります。

LUCKYWOODカトラリー　名入れオリジナル製作

小林工業株式会社

・専用の刻印を作成し、プレス機にてカト
ラリーに打ち込みます。
・まとまった数量の名入れに対して費用面
を抑えることができます。また、作成され
た刻印は弊社で保管しますのでリピート注
文にも対応ができます。（同一アイテムに
限ります）
・法人企業の販促キャンペーン、ホテル・
レストランのロゴやマーク入りオリジナル
カトラリー

・専用彫刻機を用いてカトラリーの表面を
ダイヤモンドヘッドのピンで削って彫刻し
ていきます。
・1本から名入れが可能ですので数量が少
ない案件や名前入れ、贈答用などの記念品
に最適です。
・結婚祝いや新築祝い、出産祝いなどの贈
り物や返礼品。学校や老人ホームでの名前
入れ。ホテル・レストランのロゴやマーク
入りオリジナルカトラリー。

打刻名入れ
1　　

・専用の機械を使用し、レーザーによりカ
トラリーを焼き付けて模様を入れていきま
す。
・高級感が有り、曲線的な形状への印刷が
可能です。また色彩を出すこともできます。
・法人企業の販促キャンペーン、ホテル・
レストランのロゴやマーク入れオリジナル
カトラリー。

・箔押しと呼ばれる熱と圧力によって金、
銀、色箔の文字や絵柄を入れる印刷加工。
・企業名、店名、記念日などをケースに印
刷したセットは記念行事やイベントのメモ
リアル、イメージＵＰのツールとして効果
的です。高級感とオリジナルティが演出で
きます。
・法人企業の販促キャンペーン、会社の福
利厚生や学校行事の記念品。

レーザー名入れ
3　　

専用ケースへの名入れ
4　　

彫刻機名入れ
2　　

(92)

サンリオをはじめ、ディズニー、ポケモン、ジブリ、ミッフィーなど多様なキャラクターのお弁当箱を中心に、電子レンジを使用したアイデアキッチングッ
ズなどの企画・製造・販売を手がけております。

8　　6　　 7　　

W145×D39×H360mm
中国製

アルミホットケーキメーカー　
ミッフィー
3,520円 (税込 ) 品番  ALHOC1

ホ ッ ト サ ン ド メ ー カ ー W　
ミッフィー

W235×D90×H235mm
中国製

4,950円 (税込 ) 品番  EHS1

ワッフルメーカー　ミッフィー

W155×D93×H222mm
中国製

3,850円 (税込 ) 品番  EWF1

ポップアップトースター　
ミッフィー
4,950円 (税込 )
W250×D140× Ｈ 170mm
中国製

品番  ETS1

5　　

W205×D145×H220mm( ハンドル・電源スタンド含む )
中国製

電気ケトル 1.1L　ミッフィー
3,850円 (税込 ) 品番  EKT1

4　　

W223×D180×H114mm
日本製

ココット風電子レンジ用鍋　
RIZAP
2,090円 (税込 ) 品番  MWCP2

3　　

浅鍋　　　約φ 220×H45mm　
深鍋　　　約φ 220×H100mm
ガラス蓋　約φ 22mm

水なし万能鍋　ベーシック
11,000円 (税込 ) 品番  ANWP1

中国製

2　　

W144×D185×H125mm
日本製

近大マスク　無地
1,100円 (税込 ) 品番  MSKDT1

1　　

スケーター株式会社

W76×D76×H257 ｍｍ
中国製

3,850円 (税込 ) 品番  VBL-7-R

ミニボトルブレンダー　レッド

ヨーグルトメーカー

W300×D180×H197mm
中国製

14,850円 (税込 ) 品番  VEK-20-K

温調ドリップケトル

W125×D145×H280mm
中国製

6,490円 (税込 ) 品番  VYG-30

食材を入れる、ボトルを押
す、作ったボトルでそのま
ま飲める。

トップバリスタ監修、狙い通り
の場所に思い通りの湯量を落と
すことができるドリップケトル。

ヨーグルトを始め、甘酒や
塩麹等の幅広い手作り発酵
食品が楽しめます。

ビタントニオ・1999 年、日本の調理家電ブランドとして生まれました。シンプルで使いやすい、ずっと愛せる暮らしの道具を届けていくこと、それがビタ
ントニオの想いです。

1

4 5

W76×D76×H257 ｍｍ
中国製

3,850円 (税込 )
品番  VBL-7-K

ミニボトルブレンダー　ブラッ
ク

2

W76×D76×H257mm
中国製

3,850円 (税込 )
品番  VBL-7-I

ミニボトルブレンダー　アイボ
リー

3

株式会社ゼリックコーポレーション

※ 2022 年 9 月価格改訂あり



abien　MAGIC GRILL
1

約 W400×D300×H83mm
消費電力 : 約 770W( 強 )
中国製　Produced by JAPAN（J-FUN）

19,800円 (税込 )
品番  JF-MG02-B

最大の特徴である ” ムラなく美味しく焼ける ” 最新技術シート
ヒーターを採用したフラッグシップモデル

abien　MAGIC GRILL S
2

約 W255×D230×H110mm
消費電力 : 約 580W( 強 )
韓国または中国製　Produced by JAPAN（J-FUN）

14,800円 (税込 )
品番  JF-MGS01-B

スクエアな形と 21mm の縁をプラス。テーブルに置いても毎日使
える絶妙なサイズ。アウトドアにも最適。

株式会社 J-FUN( ジェイファン ) は、2008 年に名古屋で創業した家電メーカーです。8 年に及ぶ試行錯誤の末に生まれた極薄ヒーター技術を中心に、スタイリッシュで今までにない
機能の商品を生み出していきます。宝箱を開ける時のようなワクワク感と驚きをマジックグリルでご体感ください。

株式会社 J-FUN

(93) (94)

ヘイズブラック ミスティホワイト

人生の質に大きく影響する、食事の質。低温調理が持つ素晴らしい可能性から「一家に１台低温調理器」をスローガンに活動。食に関する様々な問題解決に
取り組んでいます。

株式会社葉山社中

低温調理器 BONIQ 2.0
1

W50×D100×H310mm（ホルダー含む）
中国製

22,000円 (税込 )
品番  BNQ-10B/BNQ-10W

タンパク質を破壊せず、簡単おいしい高栄養食をいつもの食材で。



中国製
W200×D200×H260 mm16,500円 (税込 ) 品番  53103-800

Enfinigy ヨーロピアンティーケトル 1.7L
1

ストレイナー付きなので紅茶や緑茶、フルーツティーなど
様々なドリンクがそのまま楽しめます。６段階温度設定機能
付き。

そのままお茶がつくれるストレイナー付き

中国製
W152×D152×H244mm8,800円 (税込 ) 品番  53105-201/53105-202/53105-203/53105-204

シルバー ブラック

ローズゴールド シャンパンゴールド
Enfinigy 電気ケトル 1L / シルバー / ブラック / ローズゴールド / シャンパンゴールド
2

沸かしたお湯が冷めにくい 2 層構造。外側は熱くならず、子
供が触っても安心。広口設計でお手入れも簡単で衛生的です。

中国製
W50×D50×H190mm* ポンプ本体のみ9,980円 (税込 ) 品番  36806-007

フレッシュ & セーブ スターター 7 点セット ガラスコンテナ M/L 付属
3

フードロスを減らす真空保存を始められるセット。ハンディ
に使える真空ポンプに、コンテナ、バッグ入りで、色々な食
材や料理に対応。

伝統と革新 ー キッチンの未来形をここにドイツ生まれのキッチンブランド、ツヴィリング。1731 年の創業以来 300 年近い歴史の中で、常に高品質なキッ
チンウェア作りを追求してきました。永きに渡って受け継がれるブランドが今、キッチンの未来形を作ります。

ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン

(95)

広口設計で、お手入れも簡単で衛生的。

(96)

W437×D235×H155mm
中国製

19,800円 (税込 ) 品番  K-SY1-PA

Toffy スモークレス焼肉ロース
ター

びっくりするほど煙が出な
い「サイドヒーティング方
式」を採用。

Toffy が彩るとっておきな毎⽇！朝⾷から午後のティータイムに、元気がほしい時やリラックスしたい時に、Toffy はいつだって私の味方。Toffy のキッチン家
電は、シンプルで使いやすく、⾒た⽬もステキ。どんな時も Toffy が私の毎⽇を、彩り豊かにしてくれる。

1

W325×D315×H330mm
中国製

22,000円 (税込 )
品番  K-TS5-PA

Toffy ノンフライオーブ
ントースター

2

W167×D220×H96mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  K-HS3-PA

Toffy ハーフホットサン
ドメーカー

3

W451×D344×H283mm
中国製

24,200円 (税込 )
品番  K-DR1-PA

Toffy 電子レンジ

4

W236×D154×H238mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  K-FS1-PA

Toffy コンパクトフード
スチーマー

9

W124×D98×H360mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  K-BD4-PA

Toffy ミニスロージュー
サー

8

W285×D135×H238mm
中国製

8,800円 (税込 )
品番  K-KT3-PA

Toffy 温度計付き電気ケ
トル

7

W170×D325×H430mm
中国製

29,700円 (税込 )
品番  K-CM9-RB

Toffy全自動ミル付カスタムド
リップコーヒーメーカー

6

W285×D200×H220mm
中国製

7,150円 (税込 )
品番  K-HP3-PA

Toffy コンパクトマルチ
電気鍋

5

株式会社ラドンナ

アメリカで生まれた調理家電ブランド。料理を芸術の域にまで高めたいという想いを礎に、さまざまな調理器具を作り続けています。

W95×D210×H295mm
中国製

スマートパワーハンドミキサー
プラス
14,300円 (税込 ) 品番  HM-060SJ

8　　

W89×D102×H297mm
中国製

コードレス充電式パーソナルブ
レンダー
11,000円 (税込 ) 品番  RPB-100J

7　　

W85×D195H270mm
中国製

コードレス充電式ハンドミキ
サー
13,200円 (税込 ) 品番  RHM-100J

6　　

W55×D60×H415mm
中国製

コードレス充電式ハンドブレン
ダー
13,200円 (税込 ) 品番  RHB-100J

5　　

W60×D60×H360mm
中国製

スリム＆ライトマルチハンドブ
レンダーおろしディスク付
15,400円 (税込 ) 品番  HB-704WJ

4　　

W60×D60×H360mm
中国製

スリム＆ライトマルチハンドブ
レンダー
13,200円 (税込 ) 品番  HB-504WJ

3　　

W60×D60×H360mm
中国製

スリム＆ライトハンドブレン
ダー
8,800円 (税込 ) 品番  HB-204WJ

2　　

W320×D380×H290mm
中国製

ノンフライオーブントースター
21,780円 (税込 ) 品番  TOA-29SJ（S）

TOA-29KJ（K）

1　　

コンエアージャパン合同会社

S K



W233×D35×H38mm
W263×D40×H38mm

W280×D30×H73mm
W280×D35×H76mm

中国製 中国製

カールヘアアイロン 26mm/32mm

髪の水分量を保持して熱によるダ
メージなどを軽減し、使うたび髪
に美しいツヤとうるおいを与える
ツヤモイストプレートを採用。

10

充電式 フェイシャル スキントリートメント

音波振動とマイクロカレントの心
地良い刺激で、肌の角質層の隅々
まで美容成分を届けてうるおいチ
ャージ。

8

(24mm)12,100円/(35mm)14,300円(税込) (26mm)14,300円/(32mm)14,300円(税込)
品番  (24mm)SMHB-020-PK/WH

 (35mm)SMHB-021-PK/WH
品番  (26mm)SMHB-025-PK/WH

 (32mm)SMHB-026-PK/WH

ストレートヘアアイロン 24mm/35mm

髪の水分量を保持して熱によるダ
メージなどを軽減し、使うたび髪
に美しいツヤとうるおいを与える
ツヤモイストプレートを採用。

9

フェイシャル モイスト ナノスチーマー

ナノサイズの温かいスチームに包
まれる、エステのような心地よさ。
たっぷり保湿でキメの整った肌へ。
メイクのノリも UP します。

7

ガラスジャーとトライタン
製ボトルの 2 種類のボトル
が付いて、作りたてのドリ
ンクがそのまま飲める手軽
さが人気のブレンダー。

ソロブレンダーソラン
4

ハンディブレンダー

軽くてスリム！ はじめて
使う人でも扱いやすいハン
ディブレンダー。潰す、混
ぜる、泡立てる、刻む、砕
くがこれ１台で OK。

5
カプセルカッターボンヌ

付け替えできる３つのプ
レートで、“ 刻む・混ぜる・
練る・潰す・砕く・おろす・
泡立てる ” をこれ１台で楽
しく、簡単にします。

6

W130×D210×H120mm
中国製

4,950円 (税込 )

プレスサンドメーカー
プラッド

W100×D105×H280mm
中国製

4,400円 (税込 )
品番  RSB-3(R)/(OR)/(GR)

W120×D136×H208mm
中国製

8,800円 (税込 ) 品番  SMHB-015-PK/WH
W36×D22×H146mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  SMHB-022-PK/WH

W60×D60×H360mm
中国製

6,600円 (税込 )
品番  RHB-1(BW)/(BP)/(BB)

W124×D117×H234mm
中国製

7,150円 (税込 )
品番  RCP-3(R)/(W)

かわいいキルト模様の分厚
く、具だくさんのホットサ
ンドが簡単に焼ける人気の
プレスサンドメーカー。

品番  RPS-2(R)/(W)/(NV)

1

W265×D410×H80mm
中国製

9,900円 (税込 )

２ウェイグリル
アメット

上下から挟んで両面加熱す
るプレスグリルスタイルと､
プレートを開いて使うホッ
トプレートスタイルの、１台
２役で楽しめます。

品番  RWG-1(R)/(NV)

2

W445×D250×H155mm
中国製

13,200円 (税込 )
ホットプレート

ヒーターをプレートに内蔵
しダイレクトに熱を伝える
ので、従来のホットプレー
トに比べて予熱時間も短く
ムラのない加熱が可能に。

品番  RHP-1(R)/(W)/(GY)

3

ウィナーズ株式会社

(97)

【レコルト】
“ 今どきの暮らしにちょうどいい ” を大切に、日本のキッチンに置きやすいサイズ感インテリアにマッチするカラー展開、ムダを削いだ機能と価格でキッチン家電を提案しているブランドです。

【フェスティノ】
「フェスティノ」はフェスティバル（ハレの場）に由来しています。自分が輝く場所や瞬間をイメージし、毎日のセルフケアをがんばる。そんな女性たちのサポートを目指して誕生したブランドです。

(98)

オリジナル商品開発と輸入卸業を中心としたオリジナル家電メーカーになります。
調理家電や生活家電などを取り扱っており、個々のライフスタイルに合った商品をご提案いたします。

株式会社アピックスインターナショナル

W255×D80×H200mm品番  ARM-110

ガスも水もラップも使わない！！
ECOな調理器が誕生しました。
簡単で無駄がないレトルト食品の調理革命
「レトルト亭」

減煙グリルプレート

W380×D250×H80mm
中国製

7,980円 (税込 ) 品番  AGP-242 肉祭りシリーズに新たな商品の誕生!!
竹材を使用することで高級感のある
肉祭りプレートが食卓を彩ります。

中国製
7,680円 (税込 )

レトルト調理器　レトルト亭
1

電気せいろ蒸し器　むしざんまい

W290×D237×H280mm
中国製

8,800円 (税込 ) 品番  AMZ-450

温かさと食欲をそそる香りが広がる
【むしざんまい】
蒸し料理は栄養を逃がさず
調理するのでヘルシーで栄養満点
本格的で美味しい料理が作れます。

2
エッグマイスター

W145×D130×H135mm
中国製

5,478円 (税込 ) 品番  AEM-420 誰でも簡単にゆで卵＆蒸し料理が
出来るエッグマイスター
自動温度調節＆調理時間管理機能
付き！！

3

四角い鍋＆グリル

W276×D222×H142mm
中国製

8,980円 (税込 ) 品番  AHP-152 2人用にオススメで見た目も可愛い
ホットプレート
メニューが広がるプレート脱着式
で便利な温度調整機能付きです。
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W590×D260×H640mm
ドイツ製

59,400円 (税込 )

DBKオイルヒーター
ハイブリッドタイプ

品番  HEZC13/10JCH

1

W545×D637×H292mm
中国製

50,600円 (税込 )

DBKオイルヒーター
ヒートスマートタイプ

品番  DRC121

2

W453×D635×H240mm
中国製

35,200円 (税込 )

DBKオイルヒーター
シンプルタイプ

品番  DRC1009WS

3

W185×D155×H262mm
中国製

11,000円 (税込 )

DBKスイング
セラミックファンヒーター

品番  DCJ800A

4

W125×D240×H145mm
中国製

12,100円 (税込 )
品番  J80T

DBK
スチーム＆ドライアイロン

15

W275×D165×H305mm
中国製

16,500円 (税込 )
品番  VWM845J

VICKS
スチーム式加湿器

5

W180×D121×H260mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  RVMR9029J

REVLON
フェイシャルミラー

10

W113×D247×H105mm
中国製

5,940円 (税込 )
品番  J78D

DBK
ドライアイロン

16

W258×D261×H316mm
中国製

13,200円 (税込 )
品番  V3700

VICKS
気化式加湿器

6

W550×D576×H848mm
中国製

85,800円 (税込 )
品番  FFU85R

ノーフロスト
アップライトフリーザー

11

W112×D185×H215mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  JS350B

DBK
衣類スチーマー

17

W550×D350×H460mm
中国製

57,200円 (税込 )
品番  KCM6013A

KAZ
気化式加湿器

7

W387×D113×H98mm
イタリア製

24,200円 (税込 )
品番  MV300

MAGICVAC
真空パック器

12

W175×D175×H210mm
台湾製

24,200円 (税込 )
品番  CJ65L

DBK
シトラスジューサー

18

W335×D105×H80mm
中国製

17,600円 (税込 )
品番  RVDR5222JP

PNK: ピンクブラック
MNT: ミントブラック

MG:マホガニー BK:ブラック WB: ホワイト

REVLON
ヘアードライヤーブラシ

8

W460×D360×H1090mm
イギリス製

57,200円 (税込 )
品番  4400JTCMG

CORBY
ズボンプレッサー

13

W162×D280×H195mm
中国製

13,200円 (税込 )
品番  DKT090SS

DBK
ポップアップトースター

19

W145×D153×H227mm
中国製

16,500円 (税込 )
品番  RVSP3537J

REVLON
フェイシャルスチーマー

9

W460×D360×H1090mm
イギリス製

44,000円 (税込 )
品番  3300JC

CORBY
ズボンプレッサー

14

日本には素晴らしいメーカーが多いため、一部の海外メーカーしか日本市場に参入をしておりません。日本では知られていないが海外では有名なブランドを
少しでも日本の方々にご紹介できればと思っております。

日本ゼネラル・アプラィアンス株式会社

(99) (100)

ロボット掃除機 ルンバ j7+
1

W339×H87mm
中国製

129,800円 (税込 )
品番  j755860

散らかったままの部屋も障害物を認識して回避しながら確実に清
掃。最新のロボット技術を駆使して誕生したハイスペックモデル。

床拭きロボット ブラーバ  ジェット  m6
2

W270×D252×90mm
中国製

76,868円 (税込 )
品番  m613360

さまざまな汚れをジェットスプレーでスッキリ拭き掃除。部屋の
状況を学習して記憶する、拭き掃除のハイスペックモデル。

ボタンひとつで、きれいに暮らす。あなたの掃除の「パートナー」として活躍してくれるでしょう。アイロボット社は、家庭用ロボット専業メーカーとして、
多くの製品を世界中に送り出しています。人々の生活をより豊かにできるよう取り組んでいます。

アイロボット



(101)

お客様の暮らしをひとつ豊かにすることを目指し、ありそうでなかった製品・部屋に彩りを添える製品をコンセプトに、様々な家電製品をリーズナブルに提
供します。

A-Stage

1 ドア冷蔵庫 46L
1

【32L】19,800円 (税込 )
品番  AS-F32SL-100 　W473×D447×H500mm

1 ドア冷凍庫 32L/ 60L

W470×D447×H496 ｍｍ
品番  AS-R46WT/BK/SL-100
中国製

15,180円 (税込 )

W385xD415xH341mm
中国製

15,800円 (税込 )
品番  WRF-1017W/B

コンパクトタイプ
1 ドア冷蔵庫 17L

6

W245×D264×H1,070mm（ステック時）
W245×D264×H510mm（ハンディ時）

12,980円 (税込 )
品番  AS-LS001WT/BK

充電式 2in1
スティッククリーナー

7

W380×D445×H475mm
中国製

19,800円 (税込 )
品番  AR-32L01MG

1 ドアミラーガラス
冷蔵庫 32L

3

W405×D443×H545mm
中国製

20,800円 (税込 )
品番  AR-40L01MG

1 ドアミラーガラス
冷蔵庫 40L

2

W161×D39×H93mm
中国製

11,880円 (税込 )
品番  OR-A03BK

3.2 インチ液晶
ワンセグ TV ラジオ

8

W402×D351×H448mm
中国製

18,800円 (税込 )
品番  AR-20L01MG

1 ドアミラーガラス
冷蔵庫 20L

4

5

【60L】29,700円 (税込 )
品番  AS-F60SL-100　W480×D500×H840mm 中国製

中国製

BKWT SL

BKWT

BKWT

W221×D240×H298mm
中国製

9,790円 (税込 ) 品番  EM-185K

電気せいろ
「TEGARU=SEIRO」

材料を入れてタイマーをセッ
トするだけで、簡単に本格的
な蒸し料理が楽しめます。

エムケー精工株式会社は研究開発型メーカーとして、自社ブランド製品の規格・設計、製造販売及びアフターサービスで、モノづくりとサービスの提供の高
度な融合にチャレンジし、お客様に「これが欲しかった！」と思っていただける商品をお届けします。

1

W190×D300×H220mm
中国製

21,000円 (税込 )
品番  RMB-02KW

もちブレンダー

2

W304×D275×H278mm
中国製

13,475円 (税込 )
品番  EA-130K

電気圧力鍋「ヘルシーマ
ルチポット」3L

3

W335×D280×H295mm
中国製

21,725円 (税込 )
品番  EA-240K

電気圧力鍋「ヘルシーマ
ルチポット」4L     

4

W130×D135×H280mm
中国製

4,980円 (税込 )
品番  YA-100W

ヨーグルト甘酒メーカー

9

W135×D175×H320mm
中国製

15,800円 (税込 )
品番  SM-201W/K

小型精米機
「RICERON」

8

W215×D450×H725mm
中国製

40,535円 (税込 )
品番  HRC-10SW/SR

保冷米びつ
「ライスクール」 

7

W250×D330×H275mm
中国製

9,800円 (税込 )
品番  HBS-100W

ホームベーカリー
「ふっくらパン屋さん」    

6

W360×D445×H305mm
中国製

20,900円 (税込 )
品番  HG-100K

無煙ロースター
「ヘルシーグリル」

5

エムケー精工株式会社

(102)

W388×D388×H485.7 ｍｍ
日本製

40,700円 (税込 ) 品番  RL-25M(G)

トヨトミ 石油ストーブ ( 対流型 )
足元を照らす暖かくて明る
いランタン調レインボース
トーブ

トヨトミ　世界で愛されて 100 カ国以上の輸出実績、『心も暮らしもあたたかく』をテーマに、これからも安全安心な商品をご提案致します。

4,5,6 については参考上代 + 税で記載しております。

1

W428×D315×H453 ｍｍ
日本製

25,080円 (税込 )
品番  RS-G24M(W)

トヨトミ 電池レス石油
ストーブ ( 反射型 )

W290×D250×H665 ｍｍ
日本製

14,800円 (税込 )
品番  EWH-CS100M(W)

トヨトミ 速暖遠赤外線
カーボンヒーター

W670×D148×H200 ｍｍ
日本製

17,380円 (税込 )
品番  FC-W50M(W)

トヨトミ
壁掛けサーキュレーター

W350×D240×H506 ｍｍ
中国製

32,780円 (税込 )
品番  TD-ZBS80L（W）

トヨトミ 衣類乾燥除湿機

W412×D126×H395 ｍｍ
日本製

24,200円 (税込 )
品番  AC-V20D(W)

トヨトミ 空気清浄機

2

W376×D296×H438mm
日本製

53,350円 (税込 )
品番  LC-SHB40L（RD）

トヨトミ ハイブリッド
ファンヒーター

3

7654

トヨトミ

W3040×D2190×H3490mm
中国製

24,200円 (税込 ) 品番  633DC-JP

DC モーターサーキュレーター

PK G

DC モ ー タ ー 採 用 モ デ ル。
無段階変速で風量の調整が
可能。

ボルネード・エアー社は、飛行機の技術を応用して 1945 年にサーキュレーターを発明した米国の老舗メーカーです。長年の間に培われた技術と強力なモー
ターによる空気循環力は様々な空調機器の効果を高め、省エネに貢献します。世界 12 か国にて販売中。

1

W3000×D3500×H3800mm
中国製

22,385円 (税込 )
品番  660-JP

モダンサーキュレーター

2

W3100×D2150×H3700mm
中国製

32,450円 (税込 )
品番  6303DC-JP

DC モ ー タ ー サ ー キ ュ
レーター

3

W3100×D2100×H3500mm
中国製

23,100円 (税込 )
品番  VFAN2-JP

アンティークサーキュ
レーター

4

W5100×D2900×H3400mm
アメリカ製

36,300円 (税込 )
品番  HM4.0-JP

大型気化式加湿器

9

W4120×D3868×H4445mm
アメリカ製

36,300円 (税込 )
品番  293HD-JP

防塵仕様サーキュレー
ター

8

W4100×D4350×H7150mm
アメリカ製

36,300円 (税込 )
品番  783-JP

大型サーキュレーター

7

W2500×D2100×H2750mm
中国製

10,780円 (税込 )
品番  530-JP

ベーシックーキュレー
ター

6

W2260×D2460×H2860mm
中国製

10,120円 (税込 )
品番  360-JP

小型サーキュレーター

5

株式会社　エヌエフ貿易



W315×D275×H85mm
中国製

140,800円 (税込 ) 品番  PI92-6DGM
3D ビジョン ™ テクノロジーで、
立体的に障害物を検知し、ぶつか
らずに動く。玄関や階段からの落
下・立ち往生・家具へのダメージ・
コード類の絡みも心配いりません。

Floor Planner 機能でお掃除する場所を選ぶことができます。

PUREi9.2
10

PUREi8
11

W325×D280×H85mm
中国製

109,780円 (税込 ) 品番  PI81-4SWP
3D ビジョン ™ テクノロジーで、
立体的に障害物を検知し、ぶつか
らずに動く。玄関や階段からの落
下・立ち往生・家具へのダメージ・
コード類の絡みも心配いりません。

W315×D315×H750mm
中国製

89,980円 (税込 ) 品番  EP71-76GYA
約 58 畳対応

360°全方位から空気を吸い込み、
HEPA フィルターを含む円筒状
フィルターを使用 . ホコリや花
粉などのハウスダストや PM2.5、
生活臭もキャッチします。

360°全方位から空気を吸い込み、
HEPA フィルターを含む円筒状
フィルターを使用 . ホコリや花
粉などのハウスダストや PM2.5、
生活臭もキャッチします。

スパイラル状に空気を送り出
し、部屋の空気を循環し、マル
チステージフィルターで PM2.5
などの微粒子をを 99% 補足

W315×D315×H590mm
中国製

78,980円 (税込 ) 品番  EP71-56WBA
約 43 畳対応

W315×D315×H590mm
中国製

78,980円 (税込 ) 品番  EP71-56GYA
約 43 畳対応

W240×D240×H380mm
中国製

34,870円 (税込 ) 品番  FA31-203GN/PK/WH

ホワイト

グレーグレー

ウォルナットベージュ ノルディックグリーン ノルディックピンク

Pure A9.2
1

Pure A9.2
2

FLOW A3 UV
4

Pure A9.2
3

W256×D155×H1097mm
中国製

69,740円 (税込 )
品番  PQ92-3BWF

Pure Q9 
5

W256×D155×H1097mm
中国製

54,780円 (税込 )
品番  PQ92-3OBF

Pure Q9 
6

W258×D140×H1105mm
中国製

54,780円 (税込 )
品番  WQ71-2BSWF

Well Q7 
7

W258×D140×H1105mm
中国製

39,380円 (税込 )
品番  WQ61-1EDBF

Well Q6
8

W258×D140×H1105mm
中国製

34,980円 (税込 )
品番  WQ61-1OGG

Well Q6 
9

世界約 120 以上のマーケットで年間およそ 6,000 万台の家庭用製品を販売。北欧ならではの洗練されたシンプルなデザインと、高い機能性、環境に配慮した
製品を展開し、使う人への細やかな思いやりにみちたデザインや機能は、北欧はもちろん世界中の人々に支持されています。

エレクトロラックス

(103)

360°全方位から空気を吸い込み、
HEPA フィルターを含む円筒状
フィルターを使用 . ホコリや花
粉などのハウスダストや PM2.5、
生活臭もキャッチします。

(104)

レイコップ創業者が医師であった頃「ふとんのハウスダストを取り除けば有効なアレルギーケアになる」そんな想いから生まれたのがふとんクリーナーでし
た。「医師の目線で必要と考える製品を作って人々に届けよう」これがレイコップ製品にこめられた想いです。

レイコップ・ジャパン株式会社

UVコードレス
スティッククリーナー

1

W250×D1,149×H231mm
韓国製

29,818円 (税込 ) 品番  RGN-300JP

強力吸引×除菌のWパワー！お掃除しなが
ら床の除菌も同時にできるスティッククリー
ナー。
UVランプ搭載の新型で、一度の掃除で吸引と
99%以上の除菌、ウイルス除去が可能になりま
した。

コードレススティッククリーナー
UVヘッド付属

コードレススティッククリーナー
1.7kg（スティック時）と軽量でスタイリッシュ
なスリムデザイン。部屋に調和し置き場所を選
ばず、いつでもサッと持ち出せます。付属の
UVヘッドに付け替えれば、99.9％除菌とウィ
ルス除去が可能です。

2

3

UV除菌ポータブルクリーナー
4

W524×D169×H142mm
韓国製

19,800円 (税込 ) 品番  RGO-300JP

軽量コンパクトなので持ち運びができ、場所、
モノ、さらにはタイミングも選びません。UV
オンリーモード搭載で、UV除菌のみの使用も
でき、UVヘッドを取り外せば、強力な吸引力
をもつハンディタイプとして使用することがで
きます。

ふとんクリーナー
5

W316×D374×H172mm
韓国製

25,300円 (税込 ) 品番  RS3-100JP

UV ランプで 99.9% 除菌・ウィルス除去しなが
らハウスダストをたたき出して吸引します。
さらに温風搭載モデルにより、約 60℃の温風
を本体底面から布団に送り込みます。
※成虫ダニ約 30 匹が存在する寝具に、製品の温風

の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。（株）

愛研調べ

ふとんクリーナー　　
6

W250×D613×H142mm
韓国製

22,800円 (税込 ) 品番  RS4-100JP

超軽量＆コードレスで思い通りに自由自在に操
作し、UV除菌・ウイルス除去・ダニ除去が可
能です。また、自立型デザインでお部屋のどこ
にでもすっきり収納できます。

W242×D1136×H210mm
韓国製

(100JP)29,800円 (税込 )
(300JP)22,800円 (税込 )
品番  RSC-300JP/RSC-100JP



W130×D400×H158 ｍｍ
中国製

6,600円 (税込 )
品番  NV1210AV

ダストバスターオート

1

W120×D410×H140 ｍｍ
中国製

7,700円 (税込 )
品番  WDC215G

乾湿両用
リチウムダストバスター

2

W145×D170×H270 ｍｍ
中国製

9,350円 (税込 )
品番  PV1200AV

ピボットオート 2

3

W460×D60×H70 ｍｍ
中国製

8,800円 (税込 )
品番  FEL150W

電動ブレッド＆
マルチナイフ

4

W14×D19×H42cm（ハンディ）
W14×D19×H111cm（スティック）
中国製

11,000円 (税込 )
品番  DVA315JF

リチウム
スティッククリーナー

5

ブラック・アンド・デッカーは世界初のコードレスクリーナーを開発した 100 年以上の歴史を持つグローバルブランドです。

BLACK+DECKER

(105)

W150×D295×H240 ｍｍ
中国製

11,000円 (税込 )
品番  PD1200AV

フレキシーオート 2

6

W80×D80×H440 ｍｍ
中国製

13,200円 (税込 )
品番  HLVC320B

10.8V
ハンディクリーナー

7

W295×D170×H1100 ｍｍ
中国製

16,500円 (税込 )
品番  FSM1215W

スチームモップ

8

W170×D140×H270 ｍｍ
中国製

20,350円 (税込 )
品番  TPV1020BOAC

リチウムピボット
アクセサリーセット

9

Ｗ 295× Ｄ 154×H230 ｍｍ
中国製

26,400円 (税込 )
品番  TPD1420BOFL

リチウムフレキシー
アクセサリーセット

10

W270×D190×H1120 ｍｍ
中国製

25,300円 (税込 )
品番  SVB420J

コンパクト
スティッククリーナー

11

W70×D80×H430mm
中国製

24,200円 (税込 )
品番  DVC320B01

10.8V ハ ン デ ィ ク リ ー
ナー・スリムサイクロン

12

W40×D185×H40mm
中国製

8,800円 (税込 )
品番  BD40K27B

プッシュドライバー

13

W82×D185×H195mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  BDCDD12US1

GoPak
ドリルドライバー

14

W225×D40×H50mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  BCRT8K35

7.2V ロータリーツール

15

W78×D180×H225mm
中国製

22,000円 (税込 )
品番  BDCDD186K

18V コードレスドリル
ドライバー

16

W80×D220×H240mm
中国製

33,000円 (税込 )
品番  EVO185B1

18V リチウムマルチツー
ル ベーシック

17

W70×D270×H190mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  KS880ECN

400W 電動式ノコギリ

18

W12×D21.5×H293.5cm
中国製

33,000円 (税込 )
品番  GPC1820LN

高枝ポールチェーンソー

19

W395×D250×H80mm
中国製

33,000円 (税込 )
品番  BCPC18D1

18V 高圧ハンディウォッ
シャー

20

W155×D155×H142mm
中国製

(106)

10,780円 (税込 )

LED ミラースタンド

LED磁器照明
MPN18 引掛シーリング

W183×D120×H305mm
中国製

4,378円 (税込 ) 品番  GST007

品番  MPN18

7

11

W48×D360×H440mm ベース部幅φ183
中国製

10,978円 (税込 )

マルチリフラクションデスクラ
イト（2関節）Ver. Ⅱ

品番  GST011W

4

LEDタッチランプ

折りたたみ時：W90×D90×H260mm 
90 度可動時：W90×D215×H265mm
中国製

3,278円 (税込 ) 品番  GST005W

8

Akarina01

12

ぴたっと LED( 白 )( 黒 )

5

W126×D126×H386mm
ベトナム製

4,378円 (税込 )

LED テーブルランプ（白木ナ
チュラル）（ダークブラウン）

品番  GS1704CR/DB

9

Akarina14

13

紫外線空気清浄機 10W

W60×D65×H60mm
中国製

5,478円 (税込 ) 品番  MBK039W/B

W442×D105×H103mm
中国製

49,500円 (税込 ) 品番  MHA001W

6

W55×D180×H700~1300mm
中国製

9,680円 (税込 )

１灯ペンダント（金）
引掛シーリング（銀）

品番  MPN04-GO/SI

10

Akarina15

W320×D320×H350mm
中国製

32,780円 (税込 ) 品番  OMA01RN1

W210×D100×H274mm
中国製

10,780円 (税込 ) 品番  OMA14

W175×D120×H450mm
中国製

8,580円 (税込 ) 品番  OMA15

14

MotoM（モトム）はオリンピア照明の自社ブランド。1966 年から住宅・店舗・施設用の照明器具を中心に新潟工場・海外工場（上海・ベトナム）で生産。
技術と経験を生かし、お客様にとって使いやすいモノ作りをしています。

オリンピア照明株式会社

W48×D535×H480mm( 机上、アーム角度 90°の場合 )
中国製

15,180円 (税込 ) 品番  GST012CL-W/B

机周りが広々と使えるクランプ
式です。ブルーライト45%カッ
トや影が出来にくい多関節アー
ムなどお勧めのデスクスタン
ド。

W48×D360×H440mm ベース部幅φ183
中国製

12,980円 (税込 )

マルチリフラクションデスクラ
イト 2関節タイプ (白 )( 黒 )

品番  GST009W/B

3

自由に角度が調節でき、手元に影を作りにくい
2関節アームデスクライト。人気の目に優しい
照明シリーズになります。

乾電池式のコードレスのミラースタンド。内照
式 LED ライト付きで顔に影が落ちにくく、裏
面は 3倍の拡大率で更に細かくチェック。

バックライト付きの大きい液晶パネルで時計と
カレンダーを表示できるコンパクトな LED ラ
イト　さらに 3段階調光できるので使いやすい

木と金属との 2トーンで、丸みをおびたデザイ
ン。ビンテージテイストでインテリアにマッチ
します。ダークブラウンもあります。

円筒形１灯ペンダント引掛シーリングタイプ。
配置できる器具が天井に設置されていれば、簡
単に設置できます。色は金・銀です。

自由に角度が調節でき、手元に影を作りにくい
2関節アームデスクライト。人気の目に優しい
照明シリーズになります。

ピタッとマグネットで取り付け、頭部を回転で
きる球状の LED。机周りに貼り付けたり、ベッ
ド周りに置いたりできます。

狭い空間に浮遊するウィルス・殺菌を除菌しま
す。UV-C波長 254nmの殺菌ランプを使った紫
外線空気清浄機です。6Wもあります。

1

W48×D538×H440mm ベース部幅φ183
中国製

15,180円 (税込 ) 品番  GST008W/B

マルチリフラクションデスクライト
3関節タイプ (白 )( 黒 )

マルチリフラクションデスクライト
3関節クランプタイプ (白 )( 黒 )

自由に角度が調節でき、手元に
影を作りにくい 3関節アームデ
スクライト。人気の目に優しい
照明シリーズになります。

2
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W64×D51×H168mm
ドイツ製

25,800 円 ( 税込 ) 品番  71-S7500cc

シリーズ７71-S7500cc
7

W64×D51×H168mm
ドイツ製

20,800 円 ( 税込 ) 品番  71-N4500cs

シリーズ７ 71-N4500cs
8

W66×D44×H168mm
ドイツ製

27,280 円 ( 税込 ) 品番  8417s

シリーズ８ 8417s
6

W66×D44×H168mm
ドイツ製

53,680 円 ( 税込 ) 品番  9467cc

シリーズ９ Pro 9467cc
2

W66×D44×H168mm
ドイツ製

59,180 円 ( 税込 ) 品番  9477cc

シリーズ９ Pro 9477cc
1

W66×D44×H168mm
ドイツ製

42,680 円 ( 税込 ) 品番  9450cc

シリーズ９ Pro 9450cc
3

W66×D44×H168mm
ドイツ製

37,180 円 ( 税込 ) 品番  9415s

シリーズ９ Pro 9415s
4

BRAUN 一度で剃りきる。だから肌に優しい　BRAUN Oral B /　99.7% 歯垢除去力アップ。世界の歯科医が使用する No1 ブランド

P&G ジャパン ブラウン

W64×D51×H167mm
中国製

20,800 円 ( 税込 ) 品番  61-N7200cc

シリーズ６ 61-N7200cc
9

W64×D51×H167mm
中国製

16,800 円 ( 税込 ) 品番  61-B4200cs

シリーズ６ 61-B4200cs
10

W66×D44×H168mm
ドイツ製

30,580 円 ( 税込 ) 品番  8463cc

シリーズ 8 8463cc
5

※ 9477cc のみ ※ 9415s のみ
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W60×D27×H110mm
中国製

6,028円 (税込 ) 品番  M-1000

ブラウン ミニ M-1000
13

W35×D30×H152mm
中国製

9,980円 (税込 ) 品番  XT5200

ﾎﾞﾃﾞｨ & ﾌｪｲｽ ｸﾞﾙｰﾏｰ PRO X　XT5200
14

W44×D41×H165mm
中国製

9,980円 (税込 ) 品番  BG5340

ボディグルーマー BG5340
15

W42×D31×H165mm
中国製

6,980円 (税込 ) 品番  BG3350

ボディグルーマー BG3350
16

W70×D50×H181mm
イギリス製

83,800円 (税込 ) 品番  PL5157

シルクエキスパート　Pro5
（2022 年 6 月発売予定） フラッシュ自動調節システム：肌

の色に合わせてフラッシュごとに
照射量を調節

17

W70×D50×H181mm
イギリス製

60,800円 (税込 ) 品番  PL3133

シルクエキスパート　Pro3 フラッシュ自動調節システム：肌
の色に合わせてフラッシュごとに
照射量を調節

18

W28×D31×H231mm
ドイツ製

8,778円 (税込 ) 品番  D3055163KPKMCB

ブラウン オーラル B キッズ Pro
21

W28×D31×H232mm
ドイツ製

11,880円 (税込 ) 品番  D5055133XBL

ブラウン オーラル B Pro2
19

W28×D31×H232mm
ドイツ製

7,678円 (税込 ) 品番  D3055133CB

ブラウン オーラル B Pro １
20

W64×D51×H166mm
中国製

16,800円 (税込 ) 品番  51-B7200cc

シリーズ 5 51-B7200cc
11

W64×D51×H166mm
中国製

11,800円 (税込 ) 品番  51-B7200cc

シリーズ 5 51-W1200s
12
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W320×D348×H57 ｍｍ品番  RD-801(BK)

高精度デュアル周波数測定と部位別測
定を搭載したタニタ最高峰モデル。測定
データをスマホで管理し、傾向が常に把
握できる体組成計。日本製

55,000円 (税込 )

左右部位別体組成計　インナースキャンデュアル
1

W316×D217×H27mm
中国製

16,500円 (税込 ) 品番  BC-766(WH/BK)

体組成計
5

W305×D296×H43mm
日本製

16,500円 (税込 ) 品番  BC-250(PR)

体組成計インナースキャン
6

W295×D295×H37mm
中国製

11,000円 (税込 ) 品番  BC-714(WH)

体組成計
7

W259×D215×H33mm
中国製

8,800円 (税込 ) 品番  BC-722(WH/RD)

体組成計
8

W260×D216×H33mm
日本製

6,600円 (税込 ) 品番  BC-759(WH/PK/LB/BR)

体組成計
9

W297×D210×H25mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  BC-718(WH/PK/BR)

体組成計インナースキャン
10

W288×D288×H35mm
中国製

4,400円 (税込 ) 品番  HD-662(WH/BK)

デジタルヘルスメーター
11

W320×D300×H22mm
中国製

3,850円 (税込 ) 品番  HD-380(WH/BK)

デジタルヘルスメーター
12

「Healthy Habits for Happiness」私たちは、世界の人々が健康習慣によって自らの可能性を広げ、幸せを感じられる社会を目指します。

株式会社タニタ

W328×D298×H31 ｍｍ
日本製

33,000円 (税込 ) 品番  RD-916L(WH/BK/BL)

体組成計 インナースキャンデュアル

医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっ
ている４Ｃ法で収集した生体データを基準に開発したアルゴ
リズムを含め、脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格
の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性
をより高めました。

2

W310×D274×H33 ｍｍ
日本製

27,500円 (税込 ) 品番  RD-505(RD/ SV)

脂肪量や筋肉量などからだの厚
みによる体格の個人差による計
測値への影響を低減し、健康指
標の正確性をより高めました。

W310×D274×H36 ｍｍ
日本製

22,000円 (税込 ) 品番  BC-334L(GY)

自分の測定時に、一定期間計測していない家族の個人番号を
表示する、「おさぼり番号表示」機能搭載。Bluetooth 通信に
対応し、対応の iPhone・Android 端末にデータを転送。対応
アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できる。

デュアルタイプ体組成計
インナースキャンデュアル RD-505

3

体組成計

4

LB BRPK

BK

BRWH

WH

WH BK WH

BK BL

RD

(110)

W49×D39×H129mm品番  BT-543 (IV/BL)

非接触だから、手軽にはかれる。センサー
を額に向け、ボタンを押して約 1秒で測
定結果が表示されます。

中国製
5,500円 (税込 )

タニタ非接触体温計
13

W93×D144×H57mm
中国製

11,000円 (税込 ) 品番  BP-523(WH)

上腕式血圧計
22

W71×D32×H84mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  BP-512(WH)

手首式血圧計
23

W64×D33×H87mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  BP-511(WH)

手首式血圧計
24

W136×D15×H29mm
中国製

2,750円 (税込 ) 品番  BT-470(BL)

デジタル体温計
25

2,200円 (税込 )品番  TT-575(BK)

デジタル温湿度計

W85×D12×H55mm
中国製

17

5,500円 (税込 ) 品番  KD-321(SV)

デジタルクッキングスケール

W150×D210×H35mm
中国製

18

3,300円 (税込 ) 品番  TD-424（RD/BL）

非接触タイマー洗えるタイプ

W90×D24×H110mm
中国製

19

2,750円 (税込 ) 品番  TD-419(YL)

タニタぴよぴよタイマー

W65×D17×H78mm
中国製

20

1,650円 (税込 ) 品番  TD-418(WH)

デジタルタイマー 100 分計

W61×D16×H97mm
中国製

21

W107×D26×H110mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  TT-581(WH)

グラフ付きデジタル温湿度計

24時間の温湿度の変化をグラ
フで表示、温度・湿度の変化を
確認し、安心な環境づくりを。・
過去 14 日分の温湿度変化をグ
ラフで表示。

14

W75×D30×H132mm
中国製

3,300円 (税込 ) 品番  TT-572( NA/BK)

デジタル温湿度計

お部屋の快適レベルがひとめで
わかる、高級感のある木目調デ
ザインの温湿度計。マグネット・
置き式・壁掛けの 3WAYタイプ、
時計 /日付表示機能付き、目覚
ましアラーム機能付き。

W75×D46×H73mm
中国製

2,200円 (税込 ) 品番  TT-585(WH/BK/BL/BR/PK)

デジタル温湿度計

3段階で快適度表示 (カラカラ・カイテキ・ジメジメ )。過去
の最高・最低温湿度を表示。インテリアに馴染むデザイン丸
型のデザイン。置き式では傾斜がつき、マグネット使用時は
傾斜がなくなる使い勝手のよい形状。

15 16

BL

IV

PKBL BR

BL

BK
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自動認識機能付きで、カンタン
操作＆充実機能。
スマホアプリで測定データを簡
単管理。

中国製
W285×D280×H28mm13,200円 (税込 )

体重体組成計
品番  HBF-227T-SBK / SW

1

社会の変化をいち早く捉え、事業を通じて社会的課題を解決してゆくことで、よりよい社会、人が輝く豊かな社会に貢献していきます。

オムロンヘルスケア株式会社

測るを、楽しむ。

体重体組成計 
体重計

SBK SW

データ通信と高速測定でスマートに体重管理。
50g 高精度の体重体組成計。

W327×D249×H30mm
中国製

27,500円 (税込 ) 品番  HBF-255T-W/R/BK

体重体組成計
2

W20×D13×H137mm
中国製

3,135円 (税込 ) 品番  MC-6800B

音波通信体温計
7

W285×D210×H28mm
中国製

6,600円 (税込 ) 品番  HBF-235-JB/JPK/JW

体重体組成計
4

W285×D280×H28mm
中国製

8,250円 (税込 ) 品番  HBF-236-JDB/JW

体重体組成計
3

W

JB JPK

JW

JBKJW

BK
JDB JW

W285×D210×H28mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  HBF-912

体重体組成計
6

W270×D290×H27mm
中国製

5,500円 (税込 ) 品番  HN-300T2-JW/JBK

体重計
5

R

W30×D14×H110mm
中国製

2,750円 (税込 ) 品番  MC-681

電子体温計
9

医療機器認証番号 : 225ACBZX00050000

W133×D20×H10mm
中国製

1,980円 (税込 ) 品番  MC-846

電子体温計
10

医療機器認証番号 : 222AGBZX00004A01 

W136.8×D20.10×H13mm
日本製

2,750円 (税込 ) 品番  MC-687

電子体温計

医療機器認証番号 : 229AGBZX00037000

8

医療機器認証番号 : 302AGBZX00125000
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7,700円 (税込 ) 品番  HV-F021-W/PK

低周波治療器

W52×D25×H112mm
中国製

19

8,250円 (税込 ) 品番  HEM-6163

自動血圧計

W84×D21×H62mm
中国製

16,500円 (税込 ) 品番  HM-150-BW/R

ネックマッサージャ

W360×D490×H180mm
中国製

20

11,000円 (税込 ) 品番  HCR-7102

上腕式血圧計スタンダード19シリーズ

W105×D153×H87mm
中国製

12

13,200円 (税込 ) 品番  NE-S20

ハンディ吸入器

W45×D70×H125mm 中国製

21

13,200円 (税込 ) 品番  HCR-7202

上腕式血圧計スタンダード19シリーズ

W105×D153×H87mm
中国製

13

17,600円 (税込 ) 品番  HCR-7402

上腕式血圧計プレミアム19シリーズ

W191×D120×H85mm
日本製

14

20,350円 (税込 ) 品番  HEM-6232T

自動血圧計

W91×D13.4×63.4mm
日本製

15

オムロン電動歯ブラシの特徴

オムロン音波式電動歯ブラシ
2,750円（税込）
品番  HT-B905-W
W15.6×D15.9×H194.5mm（ブラシ含む）
中国製

16

18,000 回／分の高速音波振動でつるつる磨き

持ちやすく手にフィットして磨きやすい。

オムロン音波式電動歯ブラシ
3,300円（税込）
品番   HT-B914-W
W21.8×D21.8×H200 mm（ブラシ含む）
中国製

17

乾電池 2本で約20,000 回／分の高速音波振動。
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体
的な振動により毛先が楕円運動。

オムロン音波式電動歯ブラシ
5,500円（税込）
品番  HT-B917-W
 W18.8×D18.8×H195 mm（ブラシ含む）
中国製

18

電動歯ブラシのベーシックモデル。手みがきにな
いつるつる感。クリーンモード：最大 25,500 回
/分の高速音波振動で歯垢をかき出す。

脳・心血管疾患の発症ゼロを目指す「循環器事業」、小児ぜんそく患者の重症化ゼロを目指す
「呼吸器事業」、薬の力を借りずに痛みの緩和を目指す「ペインマネジメント事業」。
私たちは、この３つの事業領域をコアに、血圧計やネブライザ、低周波治療器などの革新的な
商品やサービスを創造し、世界中の人々にお届けしていきます。

毎日測る、

正確に測る

11

医療機器認証番号 : 230AGBZX00001000 医療機器認証番号 : 301AABZX00022000 医療機器認証番号 : 301AABZX00022000 医療機器認証番号 : 301AABZX00021000 医療機器認証番号 : 230AGBZX00003000

医療機器認証番号 : 225AABZX00193000 医療機器認証番号 : 231AHBZX00006000 医療機器認証番号 : 303AHBZX00008000
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「キレイをつくる」　サロンシェアNo.1 ドライヤーメーカー　

W470×D530×H435mm
日本製

フットマッサージャー
44,000円 (税込 ) 品番  TMS70A

8　　

W160×D400×H65mm
中国製

ハンド&アームケア
14,960円 (税込 ) 品番  TMS30A

7　　

W345×D410×H240mm
中国製

低温コンベクションオーブン
16,500円 (税込 ) 品番  TSF61A

1　　

W28×D29×H120mm
中国製

フェイス&ボディーシェーバー
3,300円 (税込 ) 品番  TK351A

6　　

W187×D77×H215mm
中国製

プロテクトイオンヘアー
ドライヤー
5,940円 (税込 ) 品番  TID2400

4　　

W245×D81×H226mm
日本製

プロフェッショナルプロテクト
イオンヘアードライヤー
24,200円 (税込 ) 品番  NIB500A

3　　

W237×D87×H223mm
日本製

プロフェッショナルプロテクト
イオンヘアードライヤー
11,000円 (税込 ) 品番  NIB300A

2　　

TESCOM

KH W KH W KR W

P T
W330×D35×H70mm
中国製

マイナスイオン２WAY
スチームヘアーアイロン
4,950円 (税込 ) 品番  TW552A

5　　

P W

会社設立以来、電気カミソリやバリカン等、理美容関連製品の開発・製造・販売に携わってまいりました。
「確かな品質」と「安心の保証」を旗印に、消費者の方々の生活に役立つ製品を作り続けてまいります。

ロゼンスター JPN株式会社

W65×D40×H155mm
中国製

3,280円 (税込 )
品番  RA-131EXF

水洗い充電交流式
シェーバー 2枚刃

6

W45×D45×H183mm
中国製

6,580円 (税込 )
品番  PR-969

デジタル充電交流式
バリカン

7

W39×D33×H160mm
中国製

3,830円 (税込 )
品番  GTR-763

充電交流式グルーミング
トリマー

8

W32×D36×H140mm
中国製

4,930円 (税込 )
品番  PE-631

ペット用充電交流式
トリマー

9

W83×D83×H105mm
中国製

3,830円 (税込 )
品番  KM-276

にゃんとごっそり !
毛玉とり

4

W30×D30×H140mm
中国製

3,830円 (税込 )
品番  VIO-076

水洗い VIO シェーバー　
コンパクト女優ミラー付

3

W30×D30×H125mm
中国製

4,380円 (税込 )
品番  BP-076SP

ビューティープラス
シェーバー SP

2

W60×D45×H150mm 
中国製

6,050円 (税込 )
品番  ND-5490

電動爪削り &角質ケア
ローラー (USB充電式 )

1

W20×D19×H160mm
日本製

3,280円 (税込 )
品番  TB-510WWP

マイナスイオン音波振動歯ブ
ラシ替ブラシピンク 2本付き

10

W65×D40×H155mm
中国製

4,380円 (税込 )
品番  SR-949

水洗い充電交流式
シェーバー 3枚刃

5
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日本製音波振動歯ブラシをはじめ、UV 除菌機などオーラルケアに関わる商品を御提案。磨きやすさと清潔を第一に商品開発。

W88×D92×H240mm
中国製

CAREISM スタンド式 歯ブラ
シ用 UV 除菌機
4,378円 (税込 ) 品番  LUV-109

8　　

W144×D68×H240mm
中国製

CAREISM 歯ブラシ用 UV 除菌
機
2,508円 (税込 ) 品番  LUV-103

7　　

W63×D30×H250mm
中国製

CAREISM 歯ブラシ用 UV 除菌
ケース
1,848円 (税込 ) 品番  LUV-107

6　　

W63×D30×H250mm
中国製

CAREISM 音波振動歯ブラシ＋
UV 除菌ケースセット
2,178円 (税込 ) 品番  LUB-777

5　　

W63×D24×H236mm
中国製

CAREISM 乾電池式音波振動歯
ブラシ　ピンク
877円 (税込 ) 品番  LDB-007PK

4　　

W63×D24×H236mm
中国製

CAREISM 乾電池式音波振動歯
ブラシ　ブルー
877円 (税込 ) 品番  LDB-007BL  

3　　

W63×D22×H236mm
日本製

CAREISM 乾電池式音波振動歯
ブラシ　ピンク
1,188円 (税込 ) 品番  LDB-100PK

2　　

W63×D22×H236mm
日本製

CAREISM 乾電池式音波振動歯
ブラシ　ブルー
1,188円 (税込 ) 品番  LDB-100BL

1　　

ライフテック株式会社

W109×D69×H121mm
中国製

上腕式血圧計
5,445円 (税込 ) 品番  ABM-01

7　　

W62×D37×H32mm
中国製

酸素飽和度メータ
「パピッとパルスオキシメータ」
12,980円 (税込 ) 品番  PLS-01L

6　　

W62×D37×H32mm
中国製

酸素飽和度メータ
「パピッとパルスオキシメータ」
12,980円 (税込 ) 品番  PLS-01P

5　　

W47.6×D29×H188mm
中国製

非接触体温計ミニ
「パピッとサーモ」   
7,678円 (税込 ) 品番  NIR-01

4　　

「測る」をテーマにした製品を提供する CUSTOM（カスタム）が作った「NURSE ANGIE」（ナースアンジー）は、医療機器を提供する新しいブランド

株式会社カスタム

テルモ株式会社

正確 しっかり平均約 20 秒で予測検温。水で洗える体温計。
バックライト付き

正常に測定できた事・腕帯の巻き状態・不規則な脈波リズ
ム等お知らせ。メモリ 60 回× 2 人分

腕を通してワンボタンのかんたん測定。　医師や看護師と
同じ血管音で測定。

電子体温計 上腕式血圧計 アームイン血圧計
2,750円 (税込 ) 品番  ET-C231P 12,100円 (税込 ) 品番  ES-W5200ZZ 17,600円 (税込 ) 品番  ES-P2020ZZ
W17.6×D12.6×H129mm 中国製 本体 : 約 W114×D174×H70.4mm 中国製 本体 : 約 W170×D177×H229mm 中国製

医療機器認証番号 : 221AABZX00109 医療機器認証番号 : 301AGBZX00013 医療機器認証番号 : 28AHBZX00015
1　　 2　　 3　　
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日々の暮らしを豊かにし、明るく、楽しくサポートします！
ＰＢ商品やＯＥＭ・ノベルティなどもお気軽にご相談ください！

株式会社トーン

( 約 )W1730×D610×H4mm
中国製

1,980円 (税込 )

tone
たためるヨガマット コンパクトに折りたため

るヨガマット。空いてい
るスペースにしまった
り、バッグに入れて持ち
運ぶのもカンタン。

ピンク

ピンク

グリーン

品番  YM-01

5

( 約 ) Φ 550mm
中国製

2,750円 (税込 )

tone
エクササイズボール 55㎝

（約）Φ 100×H305mm
中国製

2,200円 (税込 )

tone でこぼこストレッ
チローラー スリム 気になる体の部位に押し

当ててゴロゴロするだ
け！スリムタイプで女性
にも扱いやすく持ち運び
も楽チン。

品番  TFL-01 品番  TFL-03

7

破裂せず徐々に空気がぬ
けるアンチバースト仕様
だから、万が一の時も安
心です。お家の中で簡単
にフィットネスができます。

6

ピンク

グリーン

表と裏がくっつくクロス♪ポー
チ / ケース / カバーはくっつくポ
ケットに入れて丸めるだけ。フ
リークロスは結び目なしでピタッ
と包めます。

( ポーチ S)1,100円 (ポーチM)1,320円 (ケース )1,100円
(カバー )1,100円 (フリー S)1,100円 (フリーM)1,320円
(フリー L)1,650円 (税込 )

サイズ ( 約 )( ポーチ S)W460×D140( ポーチ M)W440×D170( ケース )
W240×D210( カバー )W210×D275( フリー S)W300×D300 ( フリー M)
W400×D400( フリー L)W500×D500mm　中国製

品番  JD-13,JD-14,JD-15,JD-16,JD-17,JD-18,JD-19

tone くっつクロス
2

電子レンジ・オーブンで使え、折
りたためば高さが約 1/2 になりコ
ンパクトに収納できます。フタは
お皿替わりに使えます。

tone フタがお皿になるシリコンスチーマー 
＜丸型＞＜角型＞

1

2,750円 (税込 )
丸型 : 品番  SG-04
( 約 )W220×D190×H85mm
中国製

2,750円 (税込 )
角型 : 品番  SG-05
( 約 )W245×D145×H80mm
中国製

グリーン

石鹸やボディソープを泡立てて足を前
後に動かすだけ！従来のフットブラシ
より縦横 2cm ずつ大きくなって、よ
り使いやすくなりました。

1,430円 (税込 ) 品番  TR-21

tone フットブラシワイド

（約）W270×D300×H40 ｍｍ
中国製

3
直 径 約 7cm、 高 さ 約 23cm の ボ
トルが収納できるショルダースト
ラップ付きボトルカバー。クッ
ション性に富んだ素材を使用しボ
トルを保護します。

( 約 ) Φ 75×H185 ｍｍ
中国製

770円 (税込 ) 品番  TC-22

tone ボトルカバーショルダー
4

チェックブラック

フラワーグリーン

ドットネイビー

スカイブルー

アーミーグレー

レモンイエロー
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ご家庭で使用されるフィットネス・ マッサージ機器を通じ、さまざまな角度から健康を支えます。より豊かな暮らしを実現するために重要となる『健康』。 
健康増進やダイエット、またボディメンテナンスや理美容といった幅広い製品群を提供しています。

W164×D156×H68mm
中国製

Ele Neck（エレネック）
9,878円 (税込 ) 品番  MCB010W（ホワイト）  

MCB010N（ネイビー）  

8　　

W340×D235×H110mm
中国製

クッションマッサージめぐり
6,578円 (税込 )

7　　

W260×D240×H130mm
中国製

ネックピローマッサージャー
8321
9,878円 (税込 ) 品番  MCR8321A（ブルー）  

 MCR8321T（ブラウン）  
品番  MCR8019A（ブルー）  

 MCR8019T（ブラウン）  

6　　

W445×D570×H210mm
中国製

コードレス首マッサージャー　
もみたいむ 8821
15,180円 (税込 ) 品番  MCR8922N

5　　

W680×D1,040×H990mm
中国製

マッサージチェア 2119
140,800円(税込) 品番  MSC2119

4　　

バタフライ時：W1,320×D930×H1,510mm( 最大時 )
ベンチプレス時：W770×D1,450×H1,410mm( 最大時 )
中国製

マルチワークアウトジム
49,280円 (税込 ) 品番  FAG2022

3　　

W600×D1,320×H1,170mm
中国製

リカンベントバイク 7020
65,780円 (税込 ) 品番  AHE7020

2　　

W800×D1,470×H1,240mm
中国製

フラットウォーカー 3922
109,780円(税込) 品番  AFW3922

1　　

アルインコ株式会社

ブルー ブラウン ブルー ブラウン ホワイト ネイビー

ラクダーネは、フロンティア ツクダの健康サポーターのオリジナルブランド　日本で初めて骨盤サポーター・骨盤ベルトを開発し、商品化したものがラクダー
ネ　プレートや中骨といった硬い芯がないオシリに着ける骨盤ベルト

有限会社フロンティア ツクダ

日本製

6,380円 (税込 )
品番  S/M/L/2L/3L/4L/5L

骨盤サポーター
デラックス

1

日本製

6,380円 (税込 )
品番  S/M/L/2L/3L/4L/5L

骨盤サポーター　
デラックス

2

日本製

6,600円 (税込 )
品番  S/M/L/2L/3L

骨盤サポーター
メッシュ

3

日本製

6,600円 (税込 )
品番  S/M/L/2L/3L

骨盤サポーター
メッシュ

4

日本製

6,600円 (税込 )
品番  S/M/L/2L/3L

骨盤サポーター
スーパーライト

5

【ラクダーネ】
50 年程前に原因不明の変形股関節炎を患い、激痛を何とか解消したいという想いから誕生した「骨盤ベルト」。骨盤
のズレから生じる様々な問題や弊害を独自の研究によりつきとめ、骨盤ベルトを日本で初めて開発・発明いたしました。
サイズ
S：75 ～ 85cm / M：82 ～ 95cm / L：92 ～ 105cm / 2L：102 ～ 115cm / 3L：112 ～ 125cm
4L：122 ～ 135cm / 5L：132 ～ 145cm



W650×D450(900)mm
中国製

7,123円 (税込 ) 品番  JPA113

Danfill
ピローミー

その日の気分や体調に合った自
分好みの枕に！ 形状、感触が
調節できる至福の枕

1

W650×D450mm
中国製

5,280円 (税込 ) 品番  JPA121

Danfill
フィベール　ピロー

「ふんわり」と「しっかり」を
実現、程よい沈み込みと跳ね返
りで安眠をサポートする枕

2

W650×D450×H120~140mm
ライト W650×D450×H100~120mm
中国製

8,580円/(ライト)7,480円(税込) 品番 JPA111 
ライト JPA110

Danfill
ネックピロー / ネックピローライト 2 つのパートに分かれている

ネックピローは、幅の狭い方を
首に、広い方に頭を当てること
で自然な寝姿勢を保ちます。

7

W1500×D2100mm
中国製

17,380円 (税込 ) 品番  JQA130

Danfill
フィベール　掛け布団　シングル 羽毛のような保温性と軽さを兼ね

備えた革新的なポリエステル素材
を中わたに使用した掛け布団

3

W1000×D2000mm
中国製

15,400円 (税込 ) 品番  JMA001

Danfill
フィベール　オーバーレイ　シングル 羽毛のような保温性と軽さを兼

ね備えた革新的なポリエステル
素材を中わたに使用した敷き
パッド

4

W1500×D2100mm
中国製

9,900円 (税込 ) 品番  NFT220S

Danfill　フラッフィー
肌掛け布団  シングル うっとりするような柔らかさ、

さらっと軽やか、思わず抱きし
めたくなるような肌掛け布団

5

W1000×D2000mm
中国製

9,900円 (税込 ) 品番  NBP220S

Danfill  フラッフィー
薄型体圧分散ベッドパッド  シングル マットレスや敷き布団に敷くだ

けで腰が楽に！薄くてもしっか
り体圧分散できるベッドパッド
です。

6

W700×D500mm
ポーランド製

10,780円 (税込 ) 品番  GPA315

Brink haus
Lavasan　ピロー 「柔らかさ」と「サポート力」

を兼ね備えた究極の心地よさ。
ヨーロッパ数多くの高級ホテル
で採用される納得の逸品です。

8

「人にやさしく」、「健康」と「清潔」をテーマとするダンフィルは、人々に愛され続ける寝具ブランドです。その品質は、高い信頼を得ており、家庭や病院、
ホテルなど様々なシーンで使用されております。またお子様から年配の方々まで幅広い年代の方に、心地よい眠りをお届けします。

株式会社アペックス

(117) (118)

1953 年創業。ギフト用品の製造で事業を拡大。マーケットの変化に対応し、販促アイテムの OEM 製造　　現在はオリジナル製品の開発にシフト。低価格
のアイデア製品から高付加価値製品まで、数々のヒット商品を手がけている。日本国内での企画・製造を強みに、新たな分野での製品開発も進行中

Φ 130×H104.6mm
中国製

アロマディフューザー　エアリナ　プレミ
アム
5,500円 (税込 ) 品番  RZ-403

6　　

本体 ：W267×D241×H85mm　振動部：W210mm×D100mm×H61mm
日本製 ( モーター部中国製 )

健康習慣　ラクリラ DX（アダプター付）
5,500円 (税込 ) 品番  KE-500

5　　

W252×D202×H198mm
日本製

収納上手なコスメボックス DX
4,400円 (税込 ) 品番  COB-350

4　　

収納上手な救急箱（救急セット付）

W252×D202×H198mm
日本製

3,300円 (税込 ) 品番  AS-300

3　　2　　

W292×D331.5×H111mm
日本製

ビューティシェイプ　ストレッチャー
3,300円 (税込 ) 品番  HH-700

W207×D52×H230mm
日本製 ( モーター部中国製 )

ビューティシェイプ　ル・ブル
1,320円 (税込 ) 品番  HH-710

1　　

MI クリエーションズ株式会社

『nini』のブランド名は、ペルシャ語で「赤ちゃん」を意味します。赤ちゃんのような生き生きとした、明るく血色のよい潤いに満ちた肌を届けたいという
ブランドの願いが込められています。

W60×D60×H80mm
日本製

nini　ザクロペースト
3,024円 (税込 ) 品番  NS100002

8　　

W46×D46×H90mm
日本製

nini オメガビューティ
7,020円 (税込 ) 品番  NS100001

7　　
nini Baneh Serum Balm

W58×D24×H57mm
日本製

4,290円 (税込 ) 品番  NK100003

6　　

W75×D33×H72mm
日本製

nini Baneh Savon
3,080円 (税込 ) 品番  NK100004

5　　

W37×D37×H127mm
日本製

nini Baneh oil Rose Otto
9,900円 (税込 ) 品番  NK100002

4　　

W37×D37×H127mm
日本製

W48×D48×H180mm
日本製

nini　Bane Oil Pure
6,600円 (税込 ) 品番  NK100001

3　　

W55×D55×H180mm 日本製

nini バネクイーンローズ
ローション
6,600円 (税込 ) 品番  NK100005

2　　

nini ハーブバスソルト
1,760円 (税込 )
品番  NB100001/NB100002/NB100003/NB100004

1　　

株式会社 nini



マルチレスキューライトⅡ

約 W159×D47×H81mm
中国製

7,700円 (税込 ) 品番  7-701

2

便 利 な キ ャ リ ー カ ー ト 付 き 防 災
リュックをはじめとした避難時に生
き抜くための防災セット。

4WAY 充電式で、スマホ充電が可能
な多機能防災ラジオライト。液晶
ディスプレイ・イヤホンジャックを
新たに搭載してリニューアル。

緊急防災 34 点セット 3000B

( リュック）約 W340×D220×H500mm
中国、日本、台湾製

33,000円 (税込 ) 品番  8-3000B

1

（ リュック）約 W340×D220×H500mm
中国、日本、台湾製

22,000円 (税込 ) 品番  8-2000C

緊急防災 29 点セット 2000C
3

( イス型リュック）約 W300×D280×H430mm
中国、日本、台湾製

11,000円 (税込 ) 品番  9-1000C

イス型リュック防災 16 点セット 1000C
4

( イス型リュック）約 W300×D280×H430mm
中国、日本、タイ製

8,800円 (税込 ) 品番  9-800C

イス型リュック防災 14 点セット 800C
5

約 W310×D85×H250mm（持ち手部分 +10）
中国、日本、タイ製

5,500円 (税込 ) 品番  10-500A

車載用防災 15 点セット
6

約 W310×D85×H170mm（持ち手部分 +10）
中国、日本、タイ製

3,300円 (税込 ) 品番  10-300A

車載用防災 13 点セット
7

約 W310×D85×H170mm（持ち手部分 +10）
中国、日本、タイ製

2,200円 (税込 ) 品番  10-200A

車載用防災 11 点セット
8

( リュック）約 W330×D120×H400mm
中国、タイ、日本製

4,400円 (税込 ) 品番  8-400C

緊急防災 15 点セット 400C
9

約 W195×D65×H265mm
中国、日本、タイ製

2,750円 (税込 ) 品番  8-250C

緊急防災 13 点セット 250C
10

約 W215×D65×H180mm
中国、日本製

1,100円 (税込 ) 品番  8-100C

緊急防災 8 点セット 100C
11

(119)

認定防災士がもしもの災害時に役立つアイテムを厳選しました。お客様のあらゆるご要望に応じて、オリジナルの提案が可能です。

岸田産業株式会社

(120)

様々なシーンに合わせた多種のバッグに防災用品をセットした避難用セットと在宅避難に特化した在宅避難ボックスを企画。

株式会社ゼニス

W300×D200×H450mm
中国・日本製

27,500円 (税込 )
品番  TBS-250

キャリー付き緊急避難
セット

6

W327×D247×H287mm
中国・日本製

33,000円 (税込 )
品番  HEB-30

停電断水対策・在宅避難
ボックス２人用

7

W350×D200×H300mm
中国・日本製

13,200円 (税込 )
品番  JBS-120

女性用防災セット

8

W300×D200×H250mm
中国・日本製

8,800円 (税込 )
品番  CBS-80

子供用防災セット

9

W300×D130×H450mm
中国・日本製

16,500円 (税込 )
品番  RBS-150

リュックバッグ避難セット

4

W260×D170×H370mm
中国・日本製

8,800円 (税込 )
品番  SWH-80

初動対応・ヘルメット
バッグセット

3

W260×D120×H160mm
中国・日本製

5,500円 (税込 )
品番  HSW-50

ショルダー & ウエスト
避難セット

2

W370×D100×H295mm
中国・日本製

3,300円 (税込 )
品番  TTR-30B

トートリュック避難セット

1

W260×D100×H160mm
中国・日本製

5,500円 (税込 )
品番  SHB-50

車載用・防災セット

10

W300×D200×H515mm
中国・日本製

19,800円 (税込 )
品番  KRH-180

防災リュック避難セット

5

W230×D260×H40mm
日本製

W260×D300×H40mm
日本製

4,290円 (税込 ) 品番  DC-C-01

でるキャップ コンパクトタイプ

ｵﾚﾝｼﾞ
ｸﾞﾘｰﾝ
ﾈｲﾋﾞｰ

ﾚｯﾄﾞ
ﾌﾞﾙｰ

医療・介護用品メーカーとして培ったノウハウを生かして、災害時要配慮者にもやさしい防災用品を展開しています。

1

W293×D293×H40mm
日本製

40,700円 (税込 )
品番  DC-R10-01

でるキャップ レギュラー
タイプ　（10 個入り）

2

4,950円 (税込 )
品番  DCFK-OR-01

でるキャップ for kids
イエロー

3

W400×D150×H400mm
日本製

16,280円 (税込 )
品番  DCFS-01

でるキャップ for school

4

W242×D185×H190mm
日本製

品番  BBS-BS

3DAYS
防災備蓄セット BS

9

W300×D230×H230mm
日本製

品番  BBS-ST

3DAYS
防災備蓄セット ST

8

W300×D230×H230mm
日本製

13,200円 (税込 ) 8,800円 (税込 ) 5,500円 (税込 )
品番  BBS-DX

3DAYS
防災備蓄セット DX

7

W700×D1800×H100mm
日本製

38,500円 (税込 )
品番  PLAR-01-SR01

アルファプラ R
担架付き

6

W700×D1800×H80mm
日本製

27,500円 (税込 )
品番  PLAR-01

アルファプラ R

5

株式会社タイカ



(121)

Φ 95.3×273.0mm
中国製

55,000円 (税込 ) 品番  UT-618R

アルティレックス

驚異の明るさ 13,000 ルーメン、点灯時間 3 時間、1m 落下耐久・1m 防水

GENTOS  LED を光源としたハンディライト、ランタン、ヘッドライト、ワークライトなど幅広い品揃えを持ち警察、消防などプロユース商品から一般向け
商品を扱うライトの専門メーカーです。

1
2

Φ 29.8×H147.9mm
中国製

3,740円 (税込 )
品番  FLP-2105

ジェントス　閃

Φ 29.8×H107.5mm
中国製

4,400円 (税込 )
品番  FLP-2106

ジェントス　閃
3

The LED

W125.0×D148.0×H190.0mm
中国製

4,378円 (税込 )
品番  LK-314D

4

W145.0×D82.0×H28.0mm
中国製

13,200円 (税込 )
品番  GZ-306

ガンツ　投光器
9

エクスプローラーランタン

W102.4×D87.3×H184.1mm
中国製

4,400円 (税込 )
品番  EX-V777D

8

Φ 59.0×H132.0mm
中国製

2,728円 (税込 )
品番  EX-334D

エクスプローラーランタン
7

W80.0×D57.2×H44.0mm
中国製

11,000円 (税込 )
品番  HLP-2104

ヘッドウォーズ
6

W63×D49.9×H51.8mm
タイ製

2,200円 (税込 )
品番  GTR-831D

ジェントスリゲル
5

ジェントス株式会社

阪神淡路大震災以降、オリジナルの防災ラジオ付きライトを販売しているスターリングが、便利な機能の付いたオリジナルデザインのリュックと、防災用品
をセットにした本格的な防災セットを企画しました。

座椅子になる全く新しいカタチのリュック（意匠登録）を採用した防災セット。 在宅時や避難時にも楽に移動できるショルダーバッグを採用した 22 点の防災セット。

株式会社スターリング

W87×D92×H42mm
中国製

4,400円 (税込 )
品番  BPL-145

ランタンチャージャー
6

ステイアライブ　ショルダー 22
2

THE ISU PACKER 防災セット
1

W130×D45×H45mm
中国製

2,200円 (税込 )
品番  4505

LED パームラジオライト
3

W177×D52×H60mm
中国製

7,700円 (税込 )
品番  6991E

マルチポータブルチャージャー
5

W205×D60×H78mm
中国製

5,500円 (税込 )
品番  STP-748

ハイパワーラジオライトチャージャー
4

W400×D540×H140mm
日本（加工地）製

22,000円 (税込 ) 品番  3100
W215×D260×H120mm
日本（加工地）製

11,000円 (税込 ) 品番  3080

(122)

W315×D240×H90mm
日本製

8,640円 (税込 )

初田製作所 あんしん
STAY BOX

約 3 日分の食料と衛生用品
を一箱にまとめました。

1902 年の創業以来 120 年一貫して消火器の製造を行ってまいりました。設置環境に合わせ多種多様なラインナップを取り揃えております。一般のご家庭向
けには可愛いキャラクターデザインの消火器をご用意しております。新築のお祝いや新生活をスタートされる方への贈り物にもおすすめです。

1

W128×D200×H467mm
中国製

7,980円 (税込 )
品番  KLD-10N

初田製作所 業務用
蓄圧式粉末消火器 10 型

2

W136×D96×H396mm
中国製

4,980円 (税込 )
品番  KLD-3

初田製作所 業務用
蓄圧式粉末消火器 3 型

3

W200×D96×H396mm
中国製

5,980円 (税込 )
品番  KLD-4

初田製作所 業務用
蓄圧式粉末消火器 4 型

4

W135×D89×H385mm
中国製

9,310円 (税込 )
品番  HK1-BG

初田製作所 ハローキティ
住宅用消火器

9

W135×D89×H385mm
中国製

9,310円 (税込 )
品番  HK1-RD

初田製作所 ハローキティ
住宅用消火器

8

W135×D89×H385mm
中国製

9,310円 (税込 )
品番  HK1-WR

初田製作所 ハローキティ
住宅用消火器

7

W135×D89×H385mm
中国製

9,310円 (税込 )
品番  HK1-WF

初田製作所ハローキティ
住宅用消火器

6

W200×D112×H439mm
中国製

6,980円 (税込 )
品番  KLD-6

初田製作所 業務用
蓄圧式粉末消火器 6 型

5

株式会社 初田製作所

素晴らしい発想力は新しい明日への第一歩になります。私たちは、常に新しい発想力と長年培ってきた技術力で、より良い明日のなめに商品開発を追及して
います。社会の求める「今」を商品としてお届けするため、私たちのチャレンジはこれからも続きます。

99.9％不純物を取り除いた保存水。ハラール認証取得済み。
グローバル社会のニーズに対応した商品です

レトルト殺菌により 7 年保存が可能に。従来の長期保存パンとは異なるふんわり食感のおいしい丸パンです。

米のうまみを活かした素朴な味わい。ハラール認証取得済。
一袋で三つの味が楽しめるアソートタイプの防災備蓄商品です。

<7 年保存レトルトパン >

<7 年保存お米のクッキー >

W170×H110mm
日本製

407円 (税込 )
品番  賞味期限で表示

7 年保存お米のクッキー     
5　　

500㎖ /2ℓ
日本製

EMERGENCYWATER
220円/440円(税込)

品番  賞味期限で表示

1　　

W180×H190mm
日本製

7 年保存レトルトパン
（北海道クリーム）

 462円 (税込 )

品番  賞味期限で表示

2　　

W180×H190mm
日本製

7 年保存レトルトパン
（チョコレート味）      

 462円 (税込 )

品番  賞味期限で表示

3　　

W180×H190mm
日本製

7 年保存レトルトパン
（ブルーベリー味）

 462円 (税込 )

品番  賞味期限で表示

4　　

株式会社グリーンケミー

アレルギー対応商品
ハラール認証商品



誘導棒「花子」〈52cm/80cm〉赤 / 黄 LED

〈52cm〉W34×D34×H520mm〈80cm〉W34×D34×H800mm
中国製

(52cm)1,298 円 /
(80cm)1,738 円 ( 税込 )

品番  〈52cm〉( 赤 )2010001/( 黄 )2010006
〈80cm〉( 赤 )2010002/( 黄 )2010016

〈54cm〉W34×D34×H540mm〈82cm〉W34×D34×H820mm
中国製

(54cm)1,298 円 /
(82cm)1,738 円 ( 税込 )

(54cm)1,738 円 /(82cm)1,958 円 ( 税込 ) (23cm)1,738 円 /(29cm ブザー付 )1,958 円 ( 税込 )

品番  〈 54cm〉( 青 )2010003( 白 )2010007（緑）2010004
〈82cm〉( 青 )2010013( 白 )2010015（緑）2010014

1
誘導棒「花子」〈54cm/82cm〉青 / 白 / 緑 LED
2

W900 ～ 1340×H520mm
中国製

1,738 円 ( 税込 ) 品番  〈 オレンジ〉5918506

差込ベスト『差込式でええよん』　イエロー
オレンジ / グリーン / ブルー / レッド / ホワイト / ブラック / ネイビー / ピンク / スカイブルー

W360×H600mm
中国製

1,870 円 ( 税込 ) 品番 〈 イエロー〉5941003

イエロー
ネイビー

レッド

オレンジ グリーン

ホワイト ブラック

ブルー

ピンク スカイブルー
オレンジ

ネイビー

レッド

イエロー グリーン

ホワイト ブラック

ブルー

ピンク スカイブルー
6

タスキ型安全ベスト　ゴールド
ホワイト / イエロー / ブルー

W1000 ～ 1200×H520mm
中国製

1,628 円 ( 税込 ) 品番〈 ゴールド〉5920000

8
タスキ型安全ベストショート丈　ホワイト
ホワイト / イエロー / ブルー

W1000 ～ 1200×H400mm
中国製

1,628 円 ( 税込 ) 品番 〈 ホワイト〉5920012

9

防犯パトロールベスト　オレンジ
オレンジ / グリーン / ブルー / レッド / ホワイト / ブラック / ネイビー / ピンク / スカイブルー

7

マルチ誘導棒「誘灯生」
23cm/29cm ブザー付

5

W40×D40×H530mm
中国製

878 円 ( 税込 )

誘導棒「花子」軽量バトン
オレンジ

品番  2012000

4

中国製 中国製

誘導棒「花子」〈54cm/82cm〉
赤青切替 LED

品番 〈54cm〉2011000　W34×D34×H540mm
 〈82cm〉2011001　W34×D34×H820mm

品番 〈23cm〉2013001　W38×D38×H230mm
 〈29cm ブザー付〉2013002　W38×D38×H290mm

3

警備業を営む弊社が独自開発した他社にはない作業用品・安全保安用品のブランドです。現場の声を形にしたオリジナル商品を多数販売しております。

株式会社ミズケイ

(123)

ゴールド
ホワイト

ホワイト
ゴールド

イエロー イエロー

ブルー
ブルー

(124)

折りたたみ可能で強度も抜群のモ
バイルブーツ。ワンタッチで開閉
可能な特殊コードロック使用。

折りたたみ可能で強度も抜群のモ
バイルブーツ。ワンタッチで開閉
可能な特殊コードロック使用。
気軽に使えるショートタイプ

1 2

3

全長 233× 掌幅 109× 中指長 78mm
日本製

407円 (税込 )
エアテクター X

品番  158-L

7

全長 255× 掌幅 123× 中指長 80 ｍｍ
日本製

1,320円 (税込 )
しんげんくんプロ

品番  1122

8

4

レッグ丈 230× レッグ幅 95 ｍｍ
日本製

サラスキン　5本指
1,848円(税込)(5本指)
品番  5551-1( ﾌﾞﾗｯｸ） 5551-2( ﾈｲﾋﾞｰ）

5

全長 232× 掌幅 104× 中指長 80mm
中国製

327円 (税込 )

タフレッド
品番  1470-L

6

全長 240× 掌幅 120× 中指長 80 ｍｍ
日本製

374円 (税込 ) 品番  122Z

ゴム張り Z
9

全長 250× 掌幅 113× 中指長 80 ｍｍ
日本製

539円 (税込 )
品番  214-L

ラバーホープ

10

全長 235× 掌幅 113× 中指長 80 ｍｍ
中国製

385円 (税込 )
品番  1489

ケミソフトラプター
ハーフディップ

11

全長 245× 掌幅 91× 中指長 79 ｍｍ
中国製

1,320円 (税込 )
品番  430-100

ビニール極薄手袋
100 枚入り

12

全長 240× 掌幅 240× 中指長 105 ｍｍ
中国製

1,738円 (税込 )
品番  1751-100

極薄ニトリル手袋
100 枚入り

13

全長 680× 靴底長さ 270× 履き口 250mm
中国製

7,480円 (税込 )
品番  2625-L

グリーンマスター
ロングラバーブーツ

14

働く人の安全・安心・快適をサポートするために、オンリーワン・ナンバーワンの技術をもって新しい価値をもった商品を提供すること。これが、今までも、
これからも続くアトムスタイルです。

アトム株式会社

全長 450×フード丈 74.50mm
タイ製

7,480円 (税込 ) 品番  380( ｶﾓﾌﾗ )381( ﾌﾞﾗｯｸ）

マリンマスターラバー

ｶﾓﾌﾗ ﾌﾞﾗｯｸ
全長 250.5× フード丈 45.5mm
タイ製

6,578円 (税込 ) 品番  382( ｶﾓﾌﾗ )383( ﾌﾞﾗｯｸ）

マリンマスターラバー　ショート

ｶﾓﾌﾗ ﾌﾞﾗｯｸ

全長 390×靴底長さ 260mm
タイ製

6,380円 (税込 )

ポケブー

ｶﾓﾌﾗ ﾌﾞﾗｯｸ ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ
レッグ丈 230× レッグ幅 85mm
日本製

1,738円 (税込 )( 先丸 )

サラスキン　先丸

品番  371( ｶﾓﾌﾗ )372( ﾌﾞﾗｯｸ）373( ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ） 品番  5550-1( ﾌﾞﾗｯｸ）5550-2( ﾈｲﾋﾞｰ）

ﾌﾞﾗｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ



FIELDCHAMP　FDB20

組立時／約 W1,480×D560×H1,030mm
折畳時／約 W830×D580×H860mm
中国製

27,500円 (税込 ) 品番  MG-FCP20
２０インチのコンパクトタイプ
の折畳自転車なので持ち運びや
収納に便利です。ちょっとした
お出かけに気軽に乗れます。

ClassicMimugo　FDB16G

組立時／約 W1,280×D530×H910mm
折畳時／約 W730×D530×H820mm
中国製

22,000円 (税込 ) 品番  MG-CM16G
１６インチのコンパクトタイプ
の折畳自転車なので持ち運びや
収納に便利です。ちょっとした
お出かけに気軽に乗れます。

1
ClassicMimugo　FDB20K

組立時／約 W1,525×D580×H950mm
折畳時／約 W940×D580×H800mm
中国製

33,000円 (税込 ) 品番  MG-CM20K
２０インチのコンパクトタイプ
の折畳自転車なので持ち運びや
収納に便利です。ちょっとした
お出かけに気軽に乗れます。

2

FIELDCHAMP　FDB20　6s

組立時／約 W1,480×D550×H1,020mm
折畳時／約 W830×D470×H620mm
中国製

33,000円 (税込 ) 品番  MG-FCP206
２０インチのコンパクトタイプ
の折畳自転車。シマノ製６段ギ
ア搭載で軽やかな走行が可能で
す。

43

組立時／約 W1,470×D560×H1,000mm
折畳時／約 W830×D400×H580mm
中国製

41,800円 (税込 )

ノーパンク　FDB20　6s
品番  MG-G206N

5

組立時／約 W1,260×D550×H935mm
折畳時／約 W730×D500×H720mm
中国製

組立時／約 W1,430×D565×H990mm
折畳時／約 W860×D500×H650mm
中国製

組立時／約 W1,750×D590×H1,070mm
折畳時／約 W990×D640×H870mm
中国製

33,000円 (税込 )

CHEVROLET　FDB16G
品番  MG-CV16G

6

44,000円 (税込 )

HUMMER　FDB20G
品番  MG-HM20G

7

55,000円 (税込 )

FIELDCHANP 
W サス FD-MTB26 6SK

品番  MG-FCP266K

8

HUMMER 20 インチ
電動アシスト折畳自転車

9
26 インチ
電動アシスト軽快車

10
E-Parton
電動アシスト三輪自転車
220,000円(税込) 品番  BEPN20110,000円(税込) 品番  MG-FCP26EB-GM

組立時／約 W1,570×D550×H1,100mm
折畳時／約 W840×D490×H710mm
中国製

組立時／約 W1,895×D590×H1,120mm
折畳時／約 W1,300×D640×H940mm
中国製

約 W1,620×D580×H1,060mm
中国製

110,000円(税込) 品番  MG-HM20EB

11

いろいろなサイズの折りたたみ自転車をはじめ、安全性・快適性・汎用性を高めた電動アシスト自転車やデザイン性の高いカーブランドブランド自転車を取
り扱います。また、ノーパンクタイヤ装着自転車は災害時の必需品です。

株式会社ミムゴ　

(125) (126)

Segway-Ninebot：世界 NO1 メーカーの Segway-Ninebot、公道走行可能モデルから、施設内や私有地限定モデルなど幅広くご用意しております。

Ripples! RS-EV14

W1260×D1040×H530mm
中国製

184,800円(税込) 品番  28608

8　　
Ripples! RS-EV14

W1260×D1040×H530mm
中国製

184,800円(税込) 品番  28605

7　　
Ripples! RS-EV14

W1260×D1040×H530mm
中国製

184,800円(税込) 品番  28604

6　　

W850×D1422×H600mm
中国製

Ninebot　GokartPro
299,970円(税込) 品番  60338

5　　

W1143×D480×H1160mm
中国製

Ninebot　KickScooter　F20A
121,000円(税込) 品番  60755

4　　

W922×D400×H1020mm
中国製

Ninebot　KickScooter　C20
66,000円 (税込 ) 品番  61135

3　　

W421×D578×H952mm
中国製

Ninebot S-MAX
176,000円(税込) 品番  60916

2　　

W1162×D472×H1203mm
中国製

N i n e b o t 　 K i c k S c o o t e r　
J-MAX
187,000円(税込) 品番  57853

1　　

株式会社オオトモ

W191×D155×H148mm
中国製

3,980円 (税込 ) 品番  81060970

グリルアタッシュ mini
持ち運びと収納に拘った、
アタッシュケース型コンパ
クト卓上グリル

「Enjoy Outing !」が私たちの合言葉。アウトドアのさまざまな楽しみやスタイルを、日々アップデートしながら提案する総合ブランドです。

1

W360×D120×H35mm
台湾製

3,980円 (税込 )
品番  81062242

LOGOS ワッフルパン 

2

W800×D1900mm
中国製

6,800円 (税込 )
品番  72600034

抗菌防臭 丸洗いドミー
ルシュラフ・2

3

W680×D660×H830mm
中国製

8,500円 (税込 )
品番  73173125

Tradcanvas ワ イ ド バ
ケットチェア

4

W4000×D3450×H2350mm
中国製

39,000円 (税込 )
品番  71806500

LOGOS ナ バ ホ Tepee 
400

9

W1290/980×D490×H590mm
中国製

29,800円 (税込 )
品番  84720740

Tradcanvas 丸洗い長い
モノ OK キャリーカート

8

W430×D350×H35mm
ベトナム製

13,500円 (税込 )
品番  81670090

ハイパー氷点下クーラー
XL

7

W390×D385×H28mm
中国製

11,900円 (税込 )
品番  81064162

LOGOS the ピラミッド
TAKIBI L

6

W125×D135×H230mm
中国製

8,900円 (税込 )
品番  74175020

Bamboo キャビンラン
タン

5

株式会社ロゴスコーポレーション
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Notabag   『BAG & BACKPACK』は、ドイツ生まれのトートバッグにもリュックサックにもなるカラフルでファッショナブルなポータブルバッグ。

株式会社イマオコーポレーション

少しの荷物ならトートバッグに、
荷物が多かったり重かったりする
場合はリュックサックにするなど、
状況に合わせた使い分けが可能。【使用時】W 約 450mm × H 約 650mm ( 持ち手含む )

【収納時】W 約 155mm × H 約 130mm　ドイツ企画中国製

4,070円 (税込 ) 品番  NTB002

BAG & BACKPACK
1

車のライトなどの光を反射す
る、視認性の高いデザイン。夜
間の安心・安全につながります。

【使用時】W 約 450mm × H 約 650mm ( 持ち手含む )
【収納時】W 約 155mm × H 約 130mm　ドイツ企画中国製

5,280円 (税込 ) 品番  NTB005

BAG & BACKPACK Reflective
2

レギュラーサイズより小ぶりな
ミニサイズです。
少ない荷物の時やコンパクトに
携帯したい時に便利です。【使用時】W 約 360mm × H 約 520mm ( 持ち手含む )

【収納時】W 約 125mm × H 約 105mm　ドイツ企画中国製

3,300円 (税込 ) 品番  NTB006

BAG & BACKPACK Mini
3

ネイルアートの枠を超えた自由
な発想とテクニックで注目を集
めるネイルアーティスト 「HIRO」 
とのコラボレーションモデル。【使用時】W 約 450mm × H 約 650mm ( 持ち手含む )

【収納時】W 約 155mm × H 約 130mm　ドイツ企画中国製

5,500円 (税込 ) 品番  NTB009

Notabag × HIRO
4

「これまでにないアイデアで、使う人に驚いてもらえる、ものづくり」

PATATTO シリーズは、耐荷重 100kg の折りたたみイスで
す。水や汚れに強いポリプロピレン製で、携帯性と収納性
に優れています。
シルクスクリーン印刷にてオリジナル印刷可能。

株式会社イケックス工業　SOLCION

7 8 9

PATATTO250

【組立時】W338×D220×
H290mm( 座面高さ 250mm)

【折畳時】W400×D30×
H320mm

1,980円 (税込 )

品番  PT2503

4

PATATTO250

【組立時】W338×D220×
H290mm( 座面高さ 250mm)

【折畳時】W400×D30×
H320mm

1,980円 (税込 )

品番  PT2502

3

【組立時】W315×D190×
H210mm( 座面高さ 180mm)

【折畳時】W375×D30×
H245mm

1,628円 (税込 ) 中国製 中国製 中国製

品番  PT1803

PATATTO180
2

【組立時】W315×D190×
H210mm( 座面高さ 180mm)

【折畳時】W375×D30×
H245mm

1,628円 (税込 )

品番  PT1802

中国製

PATATTO180
1

Φ 67×H73mm
中国製

880円 (税込 )
品番  OGM001

鬼ゴロマル

Φ 67×H73mm
中国製

880円 (税込 )
品番  OGM002

鬼ゴロマル

W35×D32×H46mm
中国製

495円 (税込 )
品番  TMS003

ツノマル

W45×D42×H57mm
中国製

495円 (税込 )
品番  TML003

ツノマル
10

品番  PT3502

中国製

PATATTO350+

【組立時】W480×D335×
H417mm( 座面高さ 350mm)

【折畳時】W497×D40×
H470mm

5,280円 (税込 )

5

【組立時】W480×D335×
H417mm( 座面高さ 350mm)

【折畳時】W497×D40×
H470mm

5,280円 (税込 )

品番  PT3501

PATATTO350+
6

中国製

(128)

工具不要で洗濯機に取り付けるだけで超微細気泡「ナ
ノバブル」が繊維の奥まで入り込み、汚れを吸着して
洗い流します。

ナノバブルシリーズは直径１μｍ以下の超微細な気泡【ナノバブル】で驚きの洗浄効果。
ENVIROSAX( エンビロサックス）は、世界約６０カ国以上で販売されているスタイリッシュなデザインが人気のエコバッグブランド。

Φ 30×H62mm
日本製

8,580円 (税込 )
品番  mbub-was

ナノバブル洗濯機用アダ
プター

1

Φ 25×H45mm
日本製

9,900円 (税込 )
品番  mbub-sad-g

ナノバブルシャワーヘッ
ドアダプター

2

W5×H7×H230mm
日本製

15,400円 (税込 )
品番  ShowerAA

マイクロ・ナノバブル
シャワーヘッド

3

2,310円 (税込 )
品番  EVRGCB-ET3

エンビロサックス　保冷
保温レジカゴ用バッグ ET3

8

2,090円 (税込 )
品番  EVCHEB-BL2

エンビロサックス　保冷
保温エコバッグ　BL2

7

1,100円 (税込 )
品番  evgseb-RS-B1

エンビロサックス　エコバッ
グ　RS-B1（メール便対応商品）

6

ブランド国 / オーストラリア
生産国 / 中国

ブランド国 / オーストラリア
生産国 / 中国

ブランド国 / オーストラリア
生産国 / 中国

ブランド国 / オーストラリア
生産国 / 中国

ブランド国 / オーストラリア
生産国 / 中国

990円 (税込 )
品番  EVLSB-DnBL

エンビロサックスレジカゴ用エ
コバッグデニムブルー（メール便対応商品）

5

（使用時）W300×H330× マチ 220mm
（収納時）W110×H120× 厚み 10㎜

（使用時）W380×H420× マチ 220mm
（収納時）W135×H150× 厚み 15mm

（使用時）W500×H420× マチ 70mm
（収納時）Φ 45×H100mm

（使用時）W500×H420× マチ 70mm
（収納時）Φ 45×H100mm

（使用時）W480×H300× マチ 220㎜
（収納時）Φ 60×H150㎜

770円 (税込 )
品番  EVMSB-LeBL

エ ン ビ ロ サ ッ ク ス　Bento
バッグ　レモンブルー（メール便対応商品）

4

オリーバル株式会社

幅 1000× 丈 1330mm 2 枚組
日本製

5,561円 (税込 ) 品番  ぶどう柄

見えにくい遮熱レースカーテン
高級仕様 幅 100×丈133cm 2 枚組

昼も夜も外から室内が見え
にくい、UV カット、遮熱・
断熱・保温・防炎と機能性
に優れたレースカーテン。
さらにオーダー仕様の縫製
形状記憶加工で高級感のあ
る商品です。

MADE IN JAPAN を誇りに自社工場にてレース生地を中心に生産・縫製までを一貫して生産。多くの機能性に優れたインテリア商材を販売している国内メー
カーです。

1

幅 1000× 丈 1760mm 2 枚組
日本製

6,344円 (税込 )
品番  ぶどう柄

見えにくい遮熱レースカーテン
高級仕様 幅 100 ×丈 176cm 2 枚組

見えにくい遮熱レースカーテン
高級仕様 幅 100 ×丈 198cm 2 枚組

見えにくい遮熱レースカーテン
高級仕様 幅 100 ×丈 218cm 2 枚組

2

幅 1000× 丈 1980mm 2 枚組
日本製

6,853円 (税込 )
品番  ぶどう柄

3

幅 1000× 丈 2180mm 2 枚組
日本製

7,496円 (税込 )
品番  ぶどう柄

4

幅 700-800× 丈 1700mm
インド製

4,671円 (税込 )
品番  紺

9

幅 700-800× 丈 1500mm
インド製

3,680円 (税込 )
品番  小豆

開閉出来るスライド式のれん 
幅 70-80×丈 150cm

開閉出来るスライド式のれん 
幅 70-80×丈 170cm

8

幅 1800× 丈 2000mm
日本製

10,337円 (税込 )
品番  ｱﾗﾍﾞｽｸ (PU)

7

幅 1800× 丈 1400mm
日本製

7,791円 (税込 )
品番  ﾊﾜｲｱﾝﾘｰﾌ (BL)

6

幅 900× 丈 1400mm
日本製

4,379円 (税込 )
品番  ﾅﾁｭﾗﾙﾘｰﾌ (GR)

撥水サンストップシェード 
幅 90×140cm

撥水サンストップシェード 
幅 180×140cm

撥水サンストップシェード 
幅 180×200cm

5

モマサレース工業株式会社
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パソコン関連、電話関連、テレビ・オーディオ、ネットワークなどの周辺アクセサリを中心に開発・製造を行っております、近年では新たな市場の開拓にも
積極的に取り組んでいます。

株式会社ミヨシ

W84×D90×H28mm
中国製

3,280円 (税込 ) 品番  APK-03/BK

ポータブル拡声器 8W microSDカードスロット搭載
4

W77×D16×H62mm
中国製

780円 (税込 ) 品番  KCT-0401/BK
KCT-0401/WH

デジタルタイマータッチ式 4 ボタン　音 + 光
2

4 ～ 5 秒息を吹きかけるだけでアルコー
ル濃度を計測。表示部にバックライト搭
載で見やすい、乾電池付属ですぐに使え
る。

W36×D18×H94mm
中国製

2,980円 (税込 ) 品番  TS-AL01/BK

アルコールチェッカー
1

アクリルパーテーション越しでも声を
ハ ッ キ リ 伝 え る イ ン タ ー フ ォ ン、 ボ
リュームダイヤル搭載で親機、子機の音
量調節が可能。

本体 W158×D87×H46mm（マイク部除く）
子機 Φ78×H20mm
中国製

7,980円 (税込 ) 品番  APU-01/SL

窓口インターフォン
3

ケーブル長 1.7m
中国製

2,480円 (税込 )

USB イヤホン
マイク付き

品番  UHP-06/BK

8

マイク本体 110×35mm
中国製

2,280円 (税込 )

台座付き PC 用マイク
USB タイプ　持つ置く両対応

品番  UMF-07/GD

9

折りたたみ時 W222×D4×H230mm
中国製

2,980円 (税込 )

ノート PC 用
折りたたみ式アルミスタンド

品番  NS-03/BK
NS-03/SL

10

W360×D255×H27mm
中国製

3,980円 (税込 )

ノート PC クーラー
全面冷却タイプ　FAN6 基搭載

品番  NSF-06

11

使用時 W400×D420×H410mm
折りたたみ時 W400×D38×H410mm
中国製

3,280円 (税込 ) 品番  SAC-BOX03

折りたたみ式撮影ボックス LED ライト搭載
7

W28×D61×H60mm
中国製

4,920円 (税込 ) 品番  IPA-CS01/BK
IPA-CS01/WH

USB PD 対応 AC アダプタ 45W  Type-C ケーブル付
5

使用時 W67×D75×H87mm
折りたたみ時 W67×D89×H20mm
中国製

1,738円 (税込 ) 品番  SST-13/BK SST-13/DB
SST-13/GD SST-13/RD

SST-13/SL

タブレット・スマホ対応アルミスタンド
6

W62×D54×H139mm
中国製

6,600円 (税込 )

SD録画センサーカメラ
品番  SD1000

3

Φ 77×D130mm
中国製

1,377円 (税込 )

センサーライト
ゆらめいて光るキャンドル キャンドル型の LED セ

ンサーライト
暗い場所で人が近づく
と LED が点灯、離れる
と 30 秒後に自動で消灯。
常時点灯モードも使用で
きます。

品番  SL104

7

Φ 80×D40mm
中国製

1,377円 (税込 )

センサーライト
フレキシブルアーム 暗い場所で人が近づくと

LED が点灯、点灯時間
は約15秒。常時点灯モー
ドで使用すると停電時や
災害時に明かりが必要な
時も安心です。

暗い場所で人が近づくと
LED が点灯、点灯時間
は約15秒。常時点灯モー
ドで使用すると停電時や
災害時に明かりが必要な
時も安心です。

品番  SL105

8

W92×D48×H110mm
中国製

7,095円 (税込 )

防雨型センサーカメラ
品番  SDN1500

4

W130×H170×D71mm
中国製

8,525円 (税込 )

センサーライトカメラ
品番  SDN500

5

W105×H105×D53mm
中国製

13,200円 (税込 )

SD録画式液晶画面付
センサーカメラ

品番  SDN3000

品番  XPN750A

6

送信機 W60×D27×H70mm
受信機 W90×D91×H32mm
中国製

2,772円 (税込 )

防水型押しボタン
呼び出しチャイムセット

品番  XPN710A

1

送信機 W77×D83×H35mm
受信機 W90×D91×H32mm
中国製

4,818円 (税込 )

人感センサーチャイムセット

2

センサーライト
クリップタイプ

W90×D35×H90mm
中国製

1,377円 (税込 )
品番  SL106

9

プログラムタイマー 2

W82×D38×H82mm
中国製

842円 (税込 )
品番  PT25

10
簡単デジタルタイマー

W68×D33×H65mm
中国製

1,814円 (税込 )
品番  PT70DW

11
簡単デジタルタイマー

W68×D33×H65mm
中国製

1,814円 (税込 )
品番  PT70DG

12

ワイヤレスチャイムやコンセントタイマー、防犯グッズなどを開発、製造しているメーカーです。生活をサポートする便利な商品を全て弊社オリジナルでご
提案しています。

リーベックス株式会社
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履き心地良いスリッパを作り続ける株式会社オクムラの洗えるスリッパ人気商品シリーズ

株式会社オクムラ
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(M) 品番  AAAA1005IV W210×D260×H70mm
(L) 品番  AAAA1006IV W240×D285×H75mm
中国製

(M)1,100円/(L)1,100円(税込)

(M) 品番  AAAA1007IV W220×D275×H70mm
(L) 品番  AAAA1008IV W235×D285×H80mm
中国製

(M)1,210円/(L)1,210円(税込)
(M) 品番  AAAA1007YE W220×D275×H70mm
(L) 品番  AAAA1008YE W235×D285×H80mm
中国製

(M)1,210円/(L)1,210円(税込)
(M) 品番  AAAA1007GN W220×D275×H70mm
(L) 品番  AAAA1008GN W235×D285×H80mm
中国製

(RE) 品番  AAAA1002RE (WH) 品番  AAAA1002WH
W205×D265×H75mm

(RE) 品番  AAAA1000PRE (GY) 品番  AAAA1000PGY
W200×D270×H70mm

(BL)品番  AAAA1000PBL  (BR)品番  AAAA1000PBR 
W215×D280×H75mm

(M)1,210円/(L)1,210円(税込)
(M) 品番  AAAA1007CH W220×D275×H70mm
(L) 品番  AAAA1008CH W235×D285×H80mm
中国製

(M)1,210円 /(L)1,210円 (税込 )

(M) 品番  AAAA1005YE W210×D260×H70mm
(L) 品番  AAAA1006YE W240×D285×H75mm
中国製

(M)1,100円/(L)1,100円(税込)
(M) 品番  AAAA1005GN W210×D260×H70mm
(L) 品番  AAAA1006GN W240×D285×H75mm
中国製

(M)1,100円/(L)1,100円(税込)
(M) 品番  AAAA1005CHW210×D260×H70mm
(L) 品番  AAAA1006CH W240×D285×H75mm
中国製

(M)1,100円/(L)1,100円(税込)
Yori ワッフルスリッパ M/L サイズ IV

Yori ワッフルソフト M/L サイズ IV

1

5

中国製中国製中国製

1,540円 (税込 )1,430円 (税込 ) 1,540円 (税込 )1,430円 (税込 )

119

W220×D285×H80mm  中国製

洗って絞れる携帯スリッパ
M サイズ　RE/WH

洗って絞れる携帯スリッパ
L サイズ　BK

丸洗いできる JyabJyab スリッパ
M サイズ　RE/GY

丸洗いできる JyabJyab スリッパ
L サイズ　BL/BR

品番  AAAA1003BK

1210

Yori ワッフルスリッパ M/Lサイズ YE

Yori ワッフルソフト M/L サイズ YE

2

6

Yori ワッフルスリッパ M/Lサイズ GN

Yori ワッフルソフト M/L サイズ GN

3

7

Yori ワッフルスリッパ M/Lサイズ CH

Yori ワッフルソフト M/L サイズ CH

4

8

Msize RED Msize WHITE Lsize GRAY

AAAA1002RE
4969354330941

AAAA1002WH
4969354330958

AAAA1003GY
4969354330965
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柔らかく抜群の吸水力を発揮する今治タオル認定の環
境と健康を考えたギフトセットです。無漂白のタオル
はエコマーク認定商品です。

EUの厳しい環境基準をクリアした 1000 年以上の由緒ある高級なマルセイユソープを使い精錬加工を施したタオルシリーズです。無漂白のタオルと蛍光増
白剤なしの白タオルは共に SDGｓの観点から環境問題を考え、環境負荷を少なくした工程でできたタオルです。　

W160×D230×H16mm
日本製

440円 (税込 )
品番  TNI0403091

今治エコマークオリーブ
スクラブ(メール便対応商品)

1

W230×D160×H16mm
日本製

880円 (税込 )
品番  TNI0803092

今治エコマークオリーブ
スクラブ(メール便対応商品)

2

W245×D205×H40mm
日本製

1,650円 (税込 )
品番  TNI1503001

今治エコマークオリーブ
スクラブ

3

W368×D305×H60mm
日本製

5,500円 (税込 )
品番  TNI5003006

今治エコマークオリーブ
スクラブ

8

W368×D305×H60mm
日本製

4,400円 (税込 )
品番  TNI4003005

今治エコマークオリーブ
スクラブ

7

W305×D245×H50mm
日本製

3,300円 (税込 )
品番  TNI3003004

今治エコマークオリーブ
スクラブ

6

W305×D245×H50mm
日本製

2,750円 (税込 )
品番  TNI2503003

今治エコマークオリーブ
スクラブ

5

W305×D245×H50mm
日本製

2,200円 (税込 )
品番  TNI2003002

今治エコマークオリーブ
スクラブ

4

日本ユーテンシル株式会社

ソニックスクラバーは、電動お掃除ブラシの多彩なラインナップからなるクリーン用品ブランド。毎分8,000回の高速反復回転で家中の汚れを落とすスーパーソニックスクラバーを始め、
用途に応じたブラシをシリーズで多数展開。掲載ラインナップの他にも、替えブラシ・替えパッドなどを広く取りそろえ、あらゆるシーンで長く使用できるお掃除グッズを提案している。

W40×D55×H270mm
中国製（マイクロファイバーパッドは日本製）

ソニックスクラバー
電動カークリーニングキット
3,190円 (税込 ) 品番  NXSC-JP

8　　

W40×D40×H260mm
中国製

ソニックスクラバー
キッチン＆家庭用
2,310円 (税込 ) 品番  NXSK-JP

7　　

W40×D40×H260mm
中国製

ソニックスクラバー
バス・トイレ用
2,310円 (税込 ) 品番  NXSB-JP品番  NXCC-JP

6　　

W40×D40×H260mm
中国製

ソニックスクラバー
電動エリそで用ブラシ
2,200円 (税込 )

5　　

W40×D50×H283mm
中国製

ソニックスクラバー
電動シューズブラシ
3,190円 (税込 ) 品番  NXSS-JP

4　　

W44×D50×H270mm
中国製（鏡用パッドは日本製）

スーパーソニックスクラバー
鏡用　本体セット
2,970円 (税込 ) 品番  NXDP-JP

3　　

W44×D50×H270mm
中国製（ステンレス用パッドは日本製）

スーパーソニックスクラバー
ステンレス用　本体セット
2,860円 (税込 ) 品番  SST-JP

2　　

W40×D40×H250mm
中国製

スーパーソニックスクラバー
電動お掃除ブラシ＆パッドセット
2,640円 (税込 ) 品番  NXHT-JP

1　　

8　　共通： 単三アルカリ電池 4 本駆動（電池別売）〜1　　

株式会社 ジャパンインターナショナルコマース
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W430×D300×H85mm
日本製

9,240円 (税込 ) 品番  Outline 01

Outline 01 水切りバット 大

日本最大の消費地・東京都内の「町工場」1947 年創業以来、東京・練馬区で、耐久性・利便性に優れたステンレス素材を生かしたモノづくりに特化しています。

1

W335×D90×H55mm
日本製

3,850円 (税込 )
品番  Outline 04

Outline 04 
カトラリー入れ

2

直径 135×H150mm
日本製

3,080円 (税込 )
品番  Outline 08

Outline 08 
シンクバスケット

3

W745×D210×H715mm
日本製

8,250円 (税込 )

スリムバスタオル
ハンガー

4

W730×H250mm　太さ 4mm
日本製

※ 2022 年 10 月価格改訂あり

1,760円 (税込 )

折りたたみバスタオル
ハンガー　1P

9

直径 350×H365mm
日本製

6,930円 (税込 )
ランドリーバスケット

8

W570×D750×H1220mm
日本製

19,250円 (税込 )
タワー型室内物干し（小）

7

W18×D30×H80mm
台湾製

1,210円 (税込 )
やさしいピンチ　8P

6

W610×D340×H380mm
台湾製

7,480円 (税込 )

やさしいピンチ　
ステンレスハンガー SDL

5

株式会社　大木製作所

木製品のメーカーとして創業 40 年以上の実績。伝統を大切にしつつ、すのこベッドをはじめ木材の特性を活かしたアイデア商品を多数生み出してきました。
ふだんの生活をもっと快適に、もっと楽しくをモットーに商品開発しております。

W600×D300×H250mm
中国製

桐製折りたたみ便利机　小
8,800円 (税込 ) 品番  SDX-600BR

8　　

W300×D400×H100mm
中国製

家電下スライドトレー引出付き
9,350円 (税込 ) 品番  YSHK30402W

7　　

W200×D120×H150mm
中国製

天然木桐材の取り出しやすい
mask case
3,850円 (税込 ) 品番  MS-2012BR

6　　

W300×D400×H560mm
中国製

天然木桐材の軽量トレイワゴン
23,100円 (税込 ) 品番  TRW-304056LB

5　　

W1000×D2000×H18mm
中国製

薄型軽量桐すのこベッド
スタンド式シングル
19,800円 (税込 ) 品番  LYZK-210

4　　

W665×D290×H30mm
中国製

壁に付けられる
すのこパッケージセット 2
8,800円 (税込 ) 品番  KBSP-2N

3　　

W650×D400×H630 ～ 825mm
台湾製

角度が調整できる
エアシリンダーリフトテーブル
28,600円 (税込 ) 品番  SCY-3650RDB

2　　

W600×D340×H640 ～ 985mm
台湾製

角度調整機能付き
マルチテーブル
13,200円 (税込 ) 品番  SCY-2168M4CLN

1　　

オスマック株式会社
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ニオイのない、快適な空間を演出するダストボックス。
壁面に設置しても場所を取らないスリムデザイン。

「これが好き」と言っていただける創意工夫のある生活用品ブランド。ものづくりの基本は、使う人や使う時のことを考えてデザインすること。
用途にあったデザインをすることで長く使うことができるものづくりを目指しています。

W210×D110×H230mm
日本製

3,960円 (税込 )
品番  ―

持ち運びができるメイク
ボックス

1

W337×D170×H625mm
日本製

7,370円 (税込 )
品番  LBD-02

シールズ 25　密閉ダス
トボックス

2

W315×D315×H625mm
日本製

8,690円 (税込 )
品番  LBD-03

シールズ 45　密閉ダス
トボックス

3

8

S　 W100×D100×H55mm　
M　W203×D100×H55mm　
トレー　W310×D103×H15mm

3,300円 (税込 ) 品番  FC-035

調理ができる保存容器
（S:1個、M:1個、トレーM）

7

俺の丸氷　φ 75×H75mm
タンブラーφ 81×H83mm

2,750円 (税込 )
品番  ―

真空ステンレスタンブ
ラーと俺の丸氷セット

6

φ 89×H142mm
日本製

日本製 ワゴン　　 W300×D310×H550㎜
バスケット W410×D370×H375㎜

8,910円 (税込 )
品番  LW-01L+LBB-01C 2P

ランドリーバスケット 2段

バスケット　日本製 / ワゴン　台湾製
880円 (税込 )
品番  STK-07L

クラッシュアイスメー
カー

5

φ 75×H75mm
日本製

550円 (税込 )
品番  STK-06

俺の丸氷

4

ライクイット

カノー株式会社

Φ 250×24mm
日本製

カップ W145×D120×H65mm　ボウルΦ 149×H64mm
日本製

3,300円 (税込 ) 4,400円 (税込 )品番  16981 品番  16983

アースカラー　抗菌丸ランチプレート
2P アースカラー　抗菌サラダセット

アースカラーと白木調の塗分け。
抗菌仕様で食洗機・レンジ対応。

陶器との相性もグッド。お洒落な
使用シーンをお楽しみください。

1 2
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W105×D5.5×H148（スタイラスを除く）mm
中国製

3,520円 (税込 ) 品番  BB-14 ｷｲ / ｸﾛ / ｼﾛ / ﾈｲ / ﾐﾄ

電子メモパッド「ブギーボード」

ﾈｲｸﾛｷｲ ﾐﾄｼﾛ

何度も書いて、すぐに消せる A6
手帳サイズの電子メモパッド 。約
3 万回消去可能。

1927 年の創業以来、「人と情報活用」をテーマに独創的な文具事務用品を数多く開発し、当社はそのジャンルのパイオニアとして、それまでになかった新し
い市場を開拓しております。

1

折り畳み時 約 W73×D4×H155mm
袋寸法　　 約 W295×D120×H140mm 

1,100円 (税込 )
品番  5630 ﾋﾝ / ｵﾚ / ﾐﾄ / ｸﾚ

「パッタン」コンビニエコバッグ 
S サイズ

7

約 W183×D219×H58mm

中国製

中国製 中国製 中国製 中国製

フィリピン製11,000円 (税込 )
品番  ＳＲ 170 ﾍｰ

ラベルライター「テプラ」PRO
SR170

3

開いた時 H542×W370×D189mm 
畳んだ時 H550×W370×D13mm 

4,378円 (税込 )
品番  ＫＳＰ 001 Ｆｸﾛ / ﾍｰ

ツールスタンド　フロア

4

開いた時 H310×W370×D159mm
畳んだ時 H319×W370×D13mm

3,718円 (税込 )
品番  ＫＳＰ 001 Ｄｸﾛ / ﾍｰ

ツールスタンド　デスク

5

約 W342×D25×H275mm( 閉じた状態 )

5,280円 (税込 )
品番  ＮＳＴ 10 ﾐﾄ / ﾁﾔ

ノート PC カバー「ネスティ」

6

TE500   約 W120×D212×H188( トレー使用時 )mm

5,390円 (税込 )
品番  TE500 ｼﾛ /TE1000 ｼﾛ

ア ル コ ー ル デ ィ ス ペ ン サ ー
「テッテ」

2

株式会社キングジム

Asmix：主力製品シュレッダーラミネーターに加えデジタルに特化した製品開発をしております。時代のニーズにフィットする「新しいべんり」を発見、形
にしていきます。

株式会社アスカ

W95×D375×H184mm
中国製

クロスカットシュレッダー
9,350円 (税込 ) 品番  B03W

5　　

W106×D148×H27mm
中国製

軽減税率対応電卓
1,100円 (税込 ) 品番  C1244W

1　　

W95×D375×H184mm
中国製

クロスカットシュレッダー
11,000円 (税込 ) 品番  B06WD

6　　

φ 68×H95mm
中国製

乾電池式卓上クリーナー
1,650円 (税込 ) 品番  DC02W

2　　

W95×D375×H184mm
中国製

マイクロカットシュレッダー
13,200円 (税込 ) 品番  B07WD

7　　

W84×D72×H60mm
中国製

電動レターオープナー
1,760円 (税込 ) 品番  LO80P

3　　

W300×D10×H400mm
中国製

ホワイトボード
1,210円 (税込 ) 品番  VWB061

8　　

W450×D250×H39mm
中国製

マルチ机上台
6,050円 (税込 ) 品番  DSK05

4

(136)

サンキュー

ウルトラパッド　ノーマル

3

12

20 種類のお茶

ウルトラパッド　スーパー

4

13

ビューティフルマジックムーンティー

パンティライナー　ノーマル

5

14

クリスマスカウントダウンのお茶

吸水パッド

W70×D80×H120mm
チェコ共和国製

972円 (税込 ) 品番  SO02560

W70×D80×H120mm
チェコ共和国製

1,296円 (税込 ) 品番  SO02619

W70×D80×H120mm
チェコ共和国製

1,404円 (税込 ) 品番  SO02646

W70×D80×H120mm
チェコ共和国製

1,404円 (税込 ) 品番  SO02636

W94×D99×H91mm
スウェーデン製

759円 (税込 ) 品番  NC3201

W94×D99×H105mm
スウェーデン製

759円 (税込 ) 品番  NC3280

W76×D76×H135mm
スウェーデン製

594円 (税込 ) 品番  NC3123
W107×D92×H176mm
スウェーデン製

990円 (税込 ) 品番  NC3508

6

15

株式会社おもちゃ箱
【24 オーガニックデイズ】
「おいしい」「手に取りやすい」「使いやすい」 を追求。オーガニックが特別なものではなく、毎日当たり前に生活に根付くために、素材のよさを感じられるおいしさ、手に
取りやすい価格、使いやすいスペックの商品をお届けします。

【ゾネントア】
有機農法や月の進行に従いハーブを栽培するバイオダイナミック農法で栽培された原材料を厳選使用した香り高いオーガニックハーブティー。良質の茶葉だけを手でていねいに摘み取り、
保存料や人工香料不使用。中身だけではなく、包装も含めてエコ＆オーガニックを貫いています。

W144×D84×H338mm
ドイツ製

2,860円 (税込 )
品番  SNN5410

ナチュラルウォッシュ
リキッド　2L

7

(300ml)W60×D60×H168mm
(1L)W90×D65×H275mm
ドイツ製

(300ml)693円/(1L)1,210円(税込)
品番  SNN3673/SNN3670

(200ml)W50×D50×H170mm
(1L)W90×D65×H275mm
ドイツ製

(200ml)1078円/(1L)2,178円(税込)
品番 SNN2673/SNN2674

ナチュラルウォッシュアッ
プリキッド　300ml/1L

8

W85×D60×H270mm
ドイツ製

880円 (税込 )
品番  SNN3605

ナチュラルトイレット
クリーナー　750ml

9

W91×D48×H260mm
ドイツ製

1,100円 (税込 )
品番  SNN3615

ナチュラルバスルーム
スプレー　500ml

10
フォーミングハンドソープ
200ml/1L

11

【ソネット】 オーガニック洗浄剤のパイオニア
確かな洗浄力はそのまま。ソネットは環境にも人にも配慮してつくられた、ドイツのオーガニック洗剤ブランドです。素材にこだわり、洗浄力や仕上がりにも満足いただけ
るオーガニック洗剤をお届けします。

【ナトラケア】
環境に優しい自然素材の厳選と、心地よい使用感の両立を目指した、オーガニック＆ナチュラル生理用品のパイオニア「ナトラケア」。「身体への優しさを追求すれば、地球
環境の保護にもつながる」という理念を掲げ、現在では世界約 70 ヵ国で販売されています。

W69×D60×H144mm
ドイツ製

W69×D60×H144mm
ドイツ製

1,382円 (税込 ) 1,533円 (税込 )

オーガニック
インスタントコー
ヒー

オーガニック
インスタントコーヒー
カフェインレス

豆はアラビカ種 100％。酸味が少
なくバランスのとれた味わいのイ
ンスタントコーヒー

豆本来の香り、コク、味をしっか
り感じる、カフェインレスインス
タントコーヒー

品番  24WR-837501 品番  24WR-837502

1 2

ふつうの日用
羽つき

ふつうの日～多い日用　
羽つき

おりもの専用
羽なし

給水量：30cc
羽なし
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W270×D280×H30mm
日本製

864円 (税込 ) 品番  207400

発酵ぬかどこ
お手入れは週一回！手軽に
美味しいぬか漬けが自宅で
楽しめます。

大地の恵みを食卓へ常に消費者の声に耳を傾け時代のニーズを敏感にとりいれてきたみたけ食品の家庭用製品。
味わいだけでなく、使いやすさにもこだわった製品を毎日の食卓にお届けいたします。　

1

W170×D115×H15mm
日本製

172円 (税込 )
品番  208800

ごま入り浅漬けの素

2

W225×D180×H30mm
日本製

302円 (税込 )
品番  208730

三五八漬けの素

3

W190×D130×H30mm
日本製

324円 (税込 )
品番  201070

グルテンフリー砂糖不使用
パンケーキミックス

4

W225×D150×H30mm
日本製

410円 (税込 )
品番  16491031

トッポギセット　2人前
( 越後しらたま本舗）

9

W225×D150×H30mm
日本製

410円 (税込 )
品番  14491171

笹だんご白玉　2 食入
( 越後しらたま本舗）

8

W230×D170×H30mm
日本製

410円 (税込 )
品番  14491051

きなこもち　2食入
( 越後しらたま本舗）

7

W220×D125×H40mm
日本製

183円 (税込 )
品番  203740

北海道きな粉
10 パック入り

6

W310×D190×H85mm
日本製

432円 (税込 )
品番  226020

有機麦茶

5

みたけ食品工業 株式会社

お米の劣化が進まないよう、独自の真空包装をしていますので、精米日から約 12 ヶ月おいしく召し上がれます。300g（約 2合）に計量済のため、炊飯の際
も手間が省けて使い勝手も非常に便利な商品となります。

W340×D240×H20mm
日本製

1,620円 (税込 )
品番  42170

オコメールゆめぴりか・にこまる・森の
くまさん食べ比べセット（300 ｇ× 3個）

1

W340×D240×H20mm
日本製

1,620円 (税込 )
品番  42192

オコメール雪若丸・いちほまれ・京都丹後
こしひかり食べ比べセット（300 ｇ× 3個）

2

W340×D240×H20mm
日本製

1,620円 (税込 )
品番  42186

オコメールゆめぴりか・いちほまれ・
にこまる食べ比べセット（300ｇ×3個）

3

W110×D260×H17mm
日本製

648円 (税込 )
品番  19853

オコメール 47　京都丹
後産こしひかり　300 ｇ

8

W110×D260×H17mm
日本製

648円 (税込 )
品番  19915

オコメール 47　福井産
いちほまれ　300 ｇ

7

W110×D260×H17mm
日本製

648円 (税込 )
品番  19909

オコメール 47　新潟産
新之助　300 ｇ

6

W110×D260×H17mm
日本製

648円 (税込 )
品番  19919

オコメール 47　山形産
雪若丸　300 ｇ

5

W230×D240×H20mm
日本製

1,296円 (税込 )
品番  42127

オコメール魚沼こしひかり・山形つ
や姫食べ比べセット（300 ｇ× 2個）

4

くりや株式会社

事業所案内
富士器業株式会社

（FUJI-KIGYO CORPORATION）

創業 昭和 20 年 11 月

＜本社＞
〒 101-0061
東京都千代田区神田三崎町 3 丁目 10 番 10 号　水道橋 FK ビル
TEL 03-3263-2041（代表）   FAX 03-3263-2063
 第一・四・五・七営業部 3F　 TEL : 03-3263-2044 / FAX : 03-3263-2065
 第二・営業推進部 2F　 TEL : 03-3263-2043 / FAX : 03-3263-2064
 第三営業部 2F TEL : 03-3263-2045 / FAX : 03-3263-2064

＜大阪支店＞ 
〒 564-0063
大阪府吹田市江坂町 2 丁目 2 番 25 号
TEL 06-6378-9111（代表）   FAX 06-6378-9551

＜台湾現地法人＞ 
富士器業股份有限公司
10682
台北市大安區敦化南路二段 97 号 21 楼
TEL +886 2-27017838　FAX +886 2-27017835

＜川崎営業所＞ 
〒 214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原 6 丁目 19 番 9 号
TEL 044-933-2211（代表）    FAX 044-933-2214

＜名古屋出張所＞ 
〒 450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 5-33-21
TEL 052-588-9775（代表）   FAX 052-588-9776




