Series 7
Series 9

洗剤、紙おむつ、ヘアケア製品、化粧品、
小型家電製品など、
Ｐ＆Ｇは皆さまの暮らしと密
接につながった製品とサービスをお届けする日
用品メーカーです。
これからも時代とともに変化するお客様の価値
観や暮らしをしっかり見つめ、“生涯のパート
ナー” と思っていただける製品ブランドを築いて
まいります。

オムロン
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

ブラウンのブラシは交換時期をお知らせします。

ブラシが消耗すると、青色のブラシが白くなり、交
換時期をお知らせします。
（交換目安は約 3~4ヶ月）
※ベーシックブラシやわらかめ、
ステイン（着色汚れ）
除去ブラシ、歯間用ブラシも同様の機能が付いて
います。

BRAUN は電動シェーバーの分野においては、これまでも世界で初めてのテクノロジーを含めて、さまざまな革新的
な技術を発表してまいりました。その歴史は古く1950 年に最初のシェーバーを発表して以来、首振りヘッド、
アルコー
ル洗浄システム、音波振動ヘッド、肌を冷やすクーリングテクノロジーなど様々なテクノロジーを世に送り出し、業
界の先駆者として技術革新を行ってきました。
またそのデザイン性の高さは多くの皆様に評価されています。

一度で＊1 剃りきる。だから、

＊3

＊2

他のどの製品より肌にやさしい

3 回連続 No.1受賞 ！

トップ エ ンド モ デ ル

New

Series 9

001

あらゆる肌の凹凸に。 肌にやさしい深 剃り
あ
あらゆるくせヒゲに。 より多くのヒゲを一度で捕らえる
あ

シリーズ 9 に次ぐ 肌にやさしい深剃り

マイクロコーム

トップエンドモデル

New
N

ハイエンドモデル

Series
S
i 7

Series 5
S

002

サイズ：W66×H168×D44mm
型 式：9295cc

003

サイズ：W64×H161×D38mm
型 式：7898cc

売れ筋スタンダードモデル

Series 3

ベーシックモデル

ベーシックモデル

Series 3

004

サイズ：W65×H170×D47mm
型 式：5090cc-P

肌にやさしい深 剃り
最高機種と同じ刃を搭載した＊4

New

005

サイズ：W57×H156×D48mm
型 式：3080s-B-P

サイズ：W57×H156×D57
型 式：300s-B

基 本 機能を搭載

007 ジーニアス9000

008 ジーニアス9000

サイズ：W29×H241×D35mm
型 式：D7015256XCBK

ベーシックモデル

サイズ：W29×H241×D35mm
型 式：D7015256XCWH

Series 1
006
サイズ：W59×H136×D40mm
型 式：190s-1

009

010

PRO4000

サイズ：W33.5×H244×D42mm
型 式：D365455X

番号

価

格

011

PRO3000

012

PRO2000

サイズ：W27×H232×D34mm
型 式：D205232MXBK

サイズ：W27×H232×D34mm
型 式：D205354MN

価

格

013

PRO2000

PRO500

サイズ：W27×H232×D34mm
型 式：D205232MXPK

価

サイズ：W27×H232×D34mm
型 式：D165231UAW

JANコード

番号

JANコード

番号

007

24,800 円 (税抜)

4210201162964

010

17,800 円 (税抜)

4210201117339

012

11,800 円 (税抜)

格

4210201169338

JANコード

008

24,800 円 (税抜)

4210201162988

011

11,800 円 (税抜)

4210201169642

013

7,980 円 (税抜)

4210201169666

009

22,800 円 (税抜)

4210201117384

圧倒的なこだわりを揃えた、
ブラウンのラインナップ。
＊1 最少ストロークで。
＊2 ドイツのI PI Instituteにより3日間 伸びたヒゲを比 較。2 015 年に選出
＊3 ドイツの調査 会 社により、男性 用シェーバー部門から、2 0 07年、2 0 0 9年、2 013 年に選出
＊4 ブラウン シリーズ 9 と同じ網刃を搭載

014 シルクエキスパート
番号

PP3

価

格

価 格

価 格

JANコード

015 フェイス

サイズ：W70×H205×D50mm
型 式：BD-5003

JANコード

番号

JANコード

番号

001

47,800 円 (税抜)

4210201166252

003

21,800 円 (税抜)

4902430740357

005

5,980 円 (税抜)

4210201163435

番号

002

29,800 円 (税抜)

4210201167396

004

13,800 円 (税抜)

4902430742740

006

4,743 円 (税抜)

4210201037538

014

価

格

69,800 円 (税抜)

016 シルクエピル９

サイズ：W32×H172×D30mm
型 式：SE853V

JANコード

番号

4902430747394

015

価

格

10,480 円 (税抜)

サイズ：W64×H132×D41mm
型 式：SE9961V

JANコード

番号

4210201171331

016

価

格

19,800 円 (税抜)

JANコード
4210201185703
P4

013 インジニオ・ネオ グランブルー プレミアセット9
フライパン26cm、
ウォックパン26cm、
ソースパン16／20cm、
ガラスぶた16／20cm、
シールリッド16／20cm、
専用取っ手
型 式：L61491

014 インジニオ・ネオ マホガニー プレミアセット9
フライパン26cm、
ウォックパン26cm、
ソースパン16／20cm、
ガラスぶた16／20cm、
シールリッド16／20cm、
専用取っ手
型 式：L63191

オムロン
株式会社グループセブ ジャパン

015 IHルビー・エクセレンス セッ
ト9

016 IHステンレス・エクセレンス セッ
ト9

ソテーパン24cm、
ソースパン16／20cm、
フライパン22／26cm、
ソースパン16／20cm、
ガラスぶた16／20cm、 フライパン26cm、
ガラスぶた16／20cm、
シールリッド16／20cm、
専用取っ手
シールリッド16／20cm、専用取っ手
型 式：L93989
型 式：L66392

001

エージー・プラス コントロール オキスブラック 0.8L
サイズ：W160×D210×H200mm
型 式：KO6208JP

002

003

（ルビーレッド）
アプレシア ウルトラクリーン ネオ 0.8Ｌ

（ホワイト）
ジャスティン プラス ロック １L
サイズ：W162×D190×H220mm
型 式：KO4411JP

サイズ：W215×D153×H180mm
型 式：KO3905JP

017 IHルビー・エクセレンス
フライパン21/26/28cm

型 式：C62202

018 IHルビー・エクセレンス
ウォックパン28cm

型 式：C62219

019 IHルビー・エクセレンス
ディープパン22cm

型 式：C62283

006

ウルトラグライド4920

サイズ：W136×D295×H145mm
型 式：FV4920J0

004

アクセススチーム

サイズ：W115×D154×H283mm
型 式：DR8085J0

005

020 IHカリブ・エクセレンス
フライパン21/24/26/28cm

型 式：C62402

021 IHカリブ・エクセレンス
ウォックパン28cm

型 式：C62419

022 サンライズ・プレミア
フライパン20/24/26/28cm

型 式：D55302

007

2in1 スチームアンドプレス

ウルトラグライド4921

サイズ：W95×D388×H127mm
型 式：DV8610J1

サイズ：W136×D295×H145mm
型 式：FV4921J0

009 ハンディチョッパー

023 IHルビー・エクセレンス
ソースパン18cm

型 式：C62223

アイスキット

024 IHルビー・エクセレンス
シチューパン20cm

型 式：C62244

025 グランブルー・プレミア
エッグロースター

型 式：D55118

サイズ：W137×D137×H142mm
型 式：K09813
BL1325JP
JAN : 221562

008

クックフォーミー

サイズ：W380×D350×H325mm
型 式：CY7011JP

010 ハンディチョッパー

クリームキット

サイズ：W137×D137×H142mm
型 式：K09812

011

ミックス&ドリンク (ホワイト)

サイズ：W105×D105×H315mm
型 式：BL1301JP

012 デイリーIH ホワイト
サイズ：W300×D342×H50mm
型 式：IH2021JP

026 グランブルー・プレミア
フライパン20/25/27/29cm

型 式：D55102

027 グランブルー・プレミア
ウォックパン28cm

型 式：D55119

028 グランブルー・プレミア
ディープパン22/26cm

型 式：D55183

029 グランブルー・プレミア
ソースパン18cm

型 式：D55123

030 グランブルー・プレミア
シチューパン20cm

型 式：D55144

どこからみても美しい。360°
デザイン炊飯ジャー。
「熱流 & 熱封土鍋コーティング 9 層遠赤特厚釜」とタイガー独
自の「可変 W 圧力」がお米の旨みを引き出します。
どこから見ても美しい 360°
デザインの炊飯ジャー。

スッキリ、さらにスマートに !

世界中に幸せな団らんを広める。

コンパクトでありながら高い機能性を感じさせるデザインを意識
し、単純にスケールダウンしただけでなく、より精密に、より洗
練されたデザインを追求しました。

炊きたてのあたたかいごはん、パリふわの食パン、
ヘルシーな手作りスープ、ふんわりジューシーなお
肉…。今日もおいしい「ごはん」がある幸せ。みん
なで食べる幸せ。
タイガーはひとつひとつの製品に秘めた「魔法の技」
で、世界中の食卓においしい笑顔をひろげます。

オムロン
タイガー魔法瓶株式会社

012

013

サイズ：48.4×35.8×12.7㎝
型 式：JPC-A101/WH

014

サイズ：48.4×35.8×12.7㎝
型 式：JPC-A101/RC

サイズ：48.4×35.8×12.7㎝
型 式：JPC-A101/KA

番号

001 土鍋圧力Ｉ
Ｈ炊飯ジャー

002 スチームコンベクションオーブン＆トースター

THE 炊きたて〉

サイズ：約W41.7×D25.4×H25.4㎝
型 式：KAX-Ｘ130WF

サイズ：約W26×D32.3×H23㎝
型 式：JPG-X100WF

003 IHホームベーカリー
〈やきたて
サイズ：23.2×31.6×33.9㎝
型 式：KBD-Ｘ100WF

004 コーヒーメーカー
サイズ：約W22.7×D20×H29.9㎝
型 式：ACQ-X020WF

(GP)

(ＫＰ)
JAN : 421406

(ＰＰ)
421383

015 ステンレスミニボトル
〈サハラマグ〉
サイズ：5.8×5.8×12.9㎝
型 式：MMP-J020

(AH)
JAN : 422144

005 コンベクションオーブン＆トースター〈やきたて〉
サイズ：37.7×38.5×24.5㎝
型 式：KAS-G130SN

009 コーヒーメーカー
サイズ：181×279×342mm
型 式：ACT-B040DS

番号

PP9

価

格

JAN : (R)1666

006 オーブントースター
〈やきたて〉
サイズ：35.1×33×22.5㎝
型 式：KAM-G130R

007 蒸気レス電気ケトル わく子
サイズ：14.8×22.3×18.1㎝
型 式：PCJ-A081-H/R

010 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん
サイズ：21.5×28.4×28.3㎝
型 式：PIS-A220Ｔ

サイズ：約W22.9×D30.9×H32.3㎝
型 式：KBY-A100W

011 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん
サイズ：21.5×28.2×28.3㎝
型 式：PIP-A220R

価 格

008 IHホームベーカリー やきたて

(AA)
421468

格

JANコード

72,800 円 (税抜)

4904710421871

013

72,800 円 (税抜)

4904710421888

014

72,800 円 (税抜)

4904710421864

(DO)
421475

(WS)

016 ステンレスミニボトル
〈サハラマグ〉
サイズ：6.6×6.6×16.4cm
型 式：MMZ-A351

(AI)
JAN : 421604

(WS)
422137

(KL)

017 ステンレスミニボトル
〈サハラマグ〉
サイズ：6.6×6.6×18.0㎝
型 式：MCX-A035 KL/AH/WS

(PA)
JAN : 421451

価

012

(RC)
421628

(YS)

018 スープカップ
サイズ：9.0×9.0×11.9㎝
型 式：MCL-B030

番号

価

格

JANコード

015

4,500 円 (税抜)

4904710421390

016

5,000 円 (税抜)

4904710421444

017

5,500 円 (税抜)

4904710422120

018

5,300 円 (税抜)

4904710421611

012 VE電気まほうびん とく子さん
サイズ：21.2×28.0×25.5㎝
型 式：PIQ-A220W

JANコード

番号

JANコード

番号

001

128,000 円 (税抜)

4904710421819

005

17,800 円 (税抜)

4904710418840

009

16,800 円 (税抜)

価

格

4904710414866

JANコード

002

29,800 円 (税抜)

4904710421369

006

8,980 円 (税抜)

4904710415412

010

15,800 円 (税抜)

4904710421758

003

39,800 円 (税抜)

4904710421635

007

6,980 円 (税抜)

4904710421673

011

13,800 円 (税抜)

4904710421734

004

19,800 円 (税抜)

4904710421802

008

29,800 円 (税抜)

4904710422083

012

11,800 円 (税抜)

4904710421772

018 ホッ
トプレート
〈これ1台〉
サイズ：48.4×35.8×12.7㎝
型 式：CRC-B301T

019 ホッ
トプレート
〈これ一台〉
サイズ：52.3×38.5×12.7㎝
型 式：CRV-G300SN

番号

価

格

JANコード

019

14,800 円 (税抜)

4904710421703

020

20,800 円 (税抜)

4904710421642

P10

魔法びんの機能を生かした保温調理なら、余熱のちからでじっくり煮込める。ご飯もシチューもお手のもの。

(MC)
JAN : 353007

010 真空保温調理器シャトルシェフ
サイズ：W300×L240×H220mm
型 式：KBF-4501 TOM

サーモスは魔法びんのパイオニアとして、
1904 年にスタートし、今日でも世界をリードする
魔法びんブランドとして多くの人々に愛されています。

(TOM)
JAN : 352970

オムロン
オムロン
サーモス株式会社

011 真空保温調理器シャトルシェフ
サイズ：W300×L240×H175mm
型 式：KBF-3001 MC

・具材とお湯を入れるだけ。ダイニングにいつでもあたたかいスープを。
・放っておくだけでスープができる
・火を使わないのでコンロが空く
・煮詰めないので素材の風味が生き、手軽においしいだしが取れます。
(PCH)
JAN : 356343

(MLK)
JAN : 356336

013 真空断熱スープジャー
サイズ：W95×L95×H130mm
型 式：JBQ-400 MC

001 真空断熱タンブラー

002 真空断熱タンブラー

サイズ ： W75×L75×H130mm
型 式 ： ＪＤＥ−３４０Ｓ

003 真空断熱タンブラー

サイズ ： W75×L75×H155mm
型 式 ： ＪＤＥ−４２０Ｓ

(MC)
JAN : 357180

サイズ：W85×L85×H165mm
型 式：ＪＤＥ−６００Ｓ

012 真空断熱テーブルスープジャー
サイズ：W170×L170×H175mm
型 式：KJC-1000 TOM

004

真空断熱タンブラーセット

005 真空断熱タンブラーセッ
ト

サイズ ： W75×L75×H120mm
型 式 ： ＪＣＹ−３２０ＧＰ１ＳＭ

Ｊｕｗｅｌ

サイズ：W75×L75×H145mm
型 式：ＪＣＹ−４００ＧＰ１ＳＭ

007

100年の時を刻み、世界中で愛され続けるアルフィ。

1918年の誕生以来、
アルフィを代表するアイテムとして
世界中で愛されてきたジュベール。
まばゆい輝きをはなつ洗練された造形美と、機能性を備
えたポットは、世代を超え、100年近くたった今日におい
ても世界中で愛され続けています。

真空断熱ケータイマグ

サイズ：W70×L70× H215mm
型 式：JNO-500 CS

価

格

JANコード

010

20,000 円 (税抜)

4562344352994

011

18,000 円 (税抜)

4562344352987

012

6,000 円 (税抜)

4562344357173

013

5,000 円 (税抜)

4562344356329

Ｋｕｇｅｌ

1914年にドイツで設立され、高級魔法びんブランドと

ドイツ語で球を表すKugelの名前が付いたオーレ・パ
ルスビー氏デザインの丸いポット。美しい曲線が織りな
す存在感のあるデザインは、数多くのデザイン賞を受
行に左右されることなく、
１００年以上の時を超えて、 賞し、アルフィを代表するアイテムのひとつとして、高
い人気を誇っています。
世界中で愛用され続けています。

して長く愛されてきたアルフィ。
クラシカルでありながら限りなくモダンなデザインは、流

016 BK

014
サイズ：W130×L160×H250mm
型 式：AFTB-1000S CMM

(SBR)
JAN : 352482

番号

サイズ：W160×L175×H200mm
型 式：AFTA 1001S BK

(SKY)
JAN : 352499

017 R
サイズ：W160×L175×H200mm
型 式：AFTA 1001S R
(SBW)
JAN：353489

(CP)
JAN : 352505

(CCR)
JAN：353472

006 ステンレスポット

008 真空断熱ケータイマグ

サイズ：W125×L190× H230mm
型 式：THV-1501 CAC

番号

P11

価

格

番号

価 格

番号

009 真空断熱ケータイマグ

サイズ：W65×L65× H195mm
型 式：JNO-350 CS

JANコード

(PRW)
JAN : 352512

サイズ：W65×L75× H220mm
型 式：JNL-502 ALB

JANコード

番号

価

格

JANコード

001

3,500 円 (税抜)

4562344353632

004

4,000 円 (税抜)

4580244688845

007

5,000 円 (税抜)

4562344353052

002

4,000 円 (税抜)

4562344353649

005

5,000 円 (税抜)

4580244688852

008

4,000 円 (税抜)

4562344353045

003

4,500 円 (税抜)

4562344353656

006

6,500 円 (税抜)

4562344353496

009

6,000 円 (税抜)

4562344352475

015 Ｋｕｇｅｌ
サイズ：W155×L175×H200mm
型 式：AFTA-1000S SM

価

格

JANコード

014

30,000 円 (税抜)

015

25,000 円 (税抜)

4562344358958

016

10,000 円 (税抜)

4562344358972

017

10,000 円 (税抜)

4562344358965

018

10,000 円 (税抜)

4562344358989

4562344359009
018 WH
サイズ：W160×L175×H200mm
型 式：AFTA 1001S WH

P12

(CP)
JAN : 023285

(BZ)
JAN : 023773

デロンギ社は、1902 年にイタリア北部のトレビソの
街で生まれた家電メーカーです。
ポータブル型オイルヒーターを世界で初めて開発し、
現在では約 60 カ国で累計約 5,000 万台を販売する
世界屈指の家電メーカーへと成長しました。

(W)
JAN : 023780

009 ディスティンタ コレクションドリップコーヒーメーカー
サイズ：W170×D230×H285mm
型 式：ICMI011J-CP/BZ/BK/W

このほか、ボタン一つで挽きたて・淹れたてのコーヒー
が楽しめる全自動コーヒーマシンや、キッチンをスタイ
リッシュに彩る電気ケトル、本格イタリア料理の調理を
可能にするコンベクションオーブン等、イタリアのライ
フスタイルを家庭にお届けする革新的な家電製品を多
数そろえています。

(BZ)
JAN : 023292

(BK)
JAN : 023797

(BK)
JAN : 023315

(BZ)
JAN : 023339

010 ディスティンタ コレクション 電気ケトル

(BK)
JAN : 023353

(W)
JAN : 023346

011 ディスティンタコレクション オーブン＆トースター

サイズ：W215×D165×H225mm
型 式：KBI1200J-W/CP/BZ/BK

サイズ：W435×D345×H220mm
型 式：EOI406J-CP/BZ/BK/W

情熱とエレガンスが共存する、1950年代のイタリアをイメージしたアイコナ コレクションのポップアップトースター。
解凍・温め直し・キャンセル・ベーグル
（片面焼き）機能や、無段階の焼き目調整設定でおいしいトーストをお好みに合わせて焼く事ができます。

オムロン
デロンギ・ジャパン株式会社
デロンギ全自動コーヒーマシンの最上位モデル、プリマドンナシリーズ。
ボタン１つで簡単に挽きたての豆から淹れたコーヒーを楽しめます。
全ての操作を前面で行なえるため、場所を取らず、置き場所も自由に選べます。

(BG)
JAN : 023674

(BG)
JAN : 023728
(AZ)
JAN : 023711

(AZ)
JAN : 023667

012 アイコナ ヴィンテージ

013 アイコナ ヴィンテージ

サイズ：W195×D330×H210mm
型 式：CTOV2003J-GR/BG/AZ

サイズ：W210×D165×H235mm
型 式：KBOV1200J-GR/BG/AZ

ポップアップトースター

電気ケトル

001 プリマドンナXS コンパクト全自動

コーヒーマシン

サイズ：W195×D500×H325mm
型式：ETAM36365MB

002 エレッタ カプチーノトップ

コンパクト全自動コーヒーマシン

(Ｒ)
JAN : 023735

サイズ：W260×D460×H360mm
型式：ECAM45760B

(Ｒ)
JAN : 023698

014 アイコナ ポップアップトースター

015 アイコナ 電気ケトル

サイズ：W195×D330×H210mm
型 式：CTO2003J-B/R

サイズ：W210×D165×H235mm
型 式：KBO1200J-B/R

ECAM23１20WN
JAN : 023872
(W)
JAN : 022660

003 マグニフィカS スペリオレ

コンパクト全自動コーヒーマシン

サイズ：W238×D430×H350mm
型 式：ECAM23420SBN

番号

価

格

005 マグニフィカS コンパクト

004 マグニフィカS カプチーノ スマート

コンパクト全自動コーヒーマシン

サイズ：W238×D430×H350mm
型 式：ECAM23260SBN

006 マグニフィカ

全自動コーヒーマシン

全自動コーヒーマシン

サイズ：W238×D430×H350mm
型 式：ECAM23１２0BN

価 格

サイズ：W280×D425×H365mm
型 式：ESAM03110S

JANコード

番号

JANコード

番号

001

240,000 円 (税抜)

4988371022950

003

150,000 円 (税抜)

4988371023100

005

120,000 円 (税抜)

価

格

4988371023094

002

240,000 円 (税抜)

4988371023155

004

150,000 円 (税抜)

4988371023827

006

95,000 円 (税抜)

4988371023377

016 コンビコーヒーメーカー
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価

格

JANコード

12,800 円 (税抜)

8021098772091

008

18,000 円 (税抜)

8021098770776

サイズ：W515×D405×H300mm
型 式：EOB2071J

017 コーン式コーヒーグラインダー

020 スフォルナトゥット

コンベクションオーブン

サイズ：W135×D195×H275mm
型 式：KG364J

番号
JAN : WHS 2046

007 ブラウン パワーブレンド３ ブレンダー
サイズ：W190×D185×H385mm
型 式：JB3060BK、JB3060WHS

008 ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー
サイズ：W70×D70×H400mm
型 式：MQ745

価

格

サイズ：W490×D365×H240mm
型 式：EO12562J

JANコード

番号

24,000 円 (税抜)

4988371023766

014

010

12,000 円 (税抜)

4988371023308

011

18,000 円 (税抜)

4988371023322

012

18,000 円 (税抜)

4988371023704

013

12,000 円 (税抜)

4988371023650

009
007

コンベクションオーブン

019 スフォルナトゥット・クラシック

コンベクションオーブン

サイズ：W500×D400×H255mm
型 式：EO14902J-W

JANコード

1921 年、マックス・ブラウンにより設立
ハンドブレンダーシェア No.1* のブラウンから、ついにブレンダー
が登場。
*GfK ジャパン調べ。全国の家電量販店実績を集計。2015 年 1 月
〜 12 月ハンドミキサーメーカー別金額シェア
世界最大級のデザインコンペ『Plus X Award』にて、高品質・デ
ザイン性・使いやすさの 3 つの部門を受賞。

番号

018 スフォルナトゥット・パングルメ

サイズ：W370×D295×H320mm
型 式：BCO410J-B/W

価

格

021 ミニコンベクションオーブン

サイズ：W405×D320×H200mm
型 式：EO420J‐SS

JANコード

番号

18,000 円 (税抜)

4988371022578

018

015

12,000 円 (税抜)

4988371023681

016

36,000 円 (税抜)

4988371022653

017

16,953 円 (税抜)

4988371021199

価

格

JANコード

100,000 円 (税抜)

4988371023018

019

41,800 円 (税抜)

4988371023384

020

36,000 円 (税抜)

4988371023131

021

24,000 円 (税抜)

4988371023759

P14

お部屋の状況を分析し「熱中症（赤）
」「カビ・ダニ（紫）
」
「食中
毒（緑）
」「季節性インフルエンザ（青）」が発生しやすい環境を、
4 色の光でお知らせします。
これらの対策方法を音声でもお知らせします。
光と音だけでなく、液晶画面でも温度・湿度と、注意情報（熱中症
/ カビ・ダニ / 食中毒 / 季節性インフルエンザ ) をお知らせします。
光は 2 分に 1 回点灯します。光の有・無を設定できます。
室内の明るさを感知し、暗い環境では音声消音、光の明るさも暗くな
り、睡眠などの邪魔をしません。

私たちは、「はかる」を通して世界の人々の
健康づくりに貢献します。

008 コンディションセンサー

サイズ：D99×W99×H118 mm
型式：TT-555RD

オムロン
株式会社タニタ
タニタがこれまで培ってきた技術を全て搭載し、測定項目数はタニタ史上最多の 26 項目に。グリップを握る 8 電極方式の採
用で、全身と 5 つの部位ごと（左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部）の体脂肪率、筋肉量、筋肉スコアを測定します。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ます。
日本製・JIS マーク取得。

009 デジタル温湿度計

010 歩数計

サイズ：D30×W75×H132mm
型式：TT-572NA

番号
008
012 デジタルクッキングスケール

サイズ：D188×W125×H31 mm
型式：KJ-110SPK

001 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル

番号
001

サイズ：D320×W348×H57 mm
型式：RD-800BK
筋肉の質（状態）を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の
量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。Bluetooth 通信に対応し、対応の
iPhone・Android 端末にデータを転送。アプリでデータ管理ができます。測定結果の判定をバックライト色で分かりや
すく表示。食堂レシピカード付き（レシピ本未掲載のレシピ）

価

格

JANコード

50,000 円 (税抜)

価

格

5,000 円 (税抜)

筋肉の質（状態）を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の
量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。
過去の測定データをグラフで表示。過去 30 日分の測定結果を 1 日ずつ見ることができます。測定結果の判定をバック
ライト色で分かりやすく表示。特殊な加工技術の採用により、上質感のあるデザインを実現。

サイズ：D14.5×W81×H34mm
型式：FB-739OR

JANコード

番号
011

3,000 円 (税抜)

4904785573918

012

3,000 円 (税抜)

4904785716384

009

3,000 円 (税抜)

4904785557215

010

1,500 円 (税抜)

4904785564602

価

格

歩イッスル

4904785555501

カフ（腕帯）の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。
片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。
最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。
測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。
2 人分の測定結果（測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、
測定時の温度）を過去 90 回分まで記録できます。

4904785817029

011 3Dセンサー搭載歩数計

サイズ：D28×W65×H37mm
型式：PD-646BK

JANコード

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な
吸盤を使用し、凸凹がなく乾燥した平らで滑らかな面に貼り付け
ることが出来ます。

015 ガラスにつくタイマー

サイズ：D70×W100×H10mm
型式：TD-411BL

013 上腕式血圧計

002 体組成計

003 体組成計

インナースキャンデュアル

インナースキャンデュアル

サイズ：D298×W328×H32 mm
型式：RD-907BK

味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。
0.6%〜1.2% の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」
「から味」の
3 段階で LED 表示します。
生活防水設計、安心の素材＜BPA free＞

サイズ：約D144×W93×H57mm
型式：BP-523WH
医療機器認証番号：227AABZX00085000

サイズ：D274×W310×H33 mm
型式：RD-503SV

1 人分の測定結果を 60 回記録メモリー（測定日時・最高・最
低血圧値・脈拍数）直近の測定結果 2 回分の平均値を表示
持ち運びできるコンパクトなケース付き。

016 電子塩分計しおみスプーン

サイズ：D34×W171×H12mm
型式：SO-312WH

004 体組成計

005 体組成計

サイズ：D217×W316×H27 mm
型式：BC-315GY

番号

P15

価

格

006 体組成計

サイズ：D215×W259×H33 mm
型式：BC-722RD

JANコード

番号

価 格

007 デジタルヘルスメーター

サイズ：D210×W297×H25 mm
型式：BC-718WH

サイズ：D300×W320×H22 mm
型式：ＨＤ-380WH

JANコード

番号

価

格

JANコード

002

30,000 円 (税抜)

4904785817067

004

10,000 円 (税抜)

4904785817128

006

5,000 円 (税抜)

4904785814714

003

18,000 円 (税抜)

4904785817098

005

8,000 円 (税抜)

4904785816879

007

3,500 円 (税抜)

4904785811928

番号
013
014 手首式血圧計

サイズ：約D33×W64×H87mm
型式：BP-211
医療機器認証番号：227AABZX00086000

価

格

10,000 円 (税抜)

JANコード
4904785652309

014

5,000 円 (税抜)

4904785521100

015

2,500 円 (税抜)

4904785541122

016

4,000 円 (税抜)

4904785631205

P16

本体は丸ごと水洗いできて清潔です。
オートパワーオフ（3 分）

お知らせブザー付きのスタンダードタイプ。

007 電子体温計 けんおんくん
サイズ：L132.5×W19.4×D10mm
型 式：MC-846
医療機器認証番号：222AGBZX00004A01

小さくて薄いデザインで、ポケットやカバンに入れて自由なスタイルで測定可能。

番号

005

歩数計 ウォーキングスタイル

サイズ：W75×D8×H31mm
HJ-321-W ホワイト

006

歩数計 ウォーキングスタイル

サイズ：W75×D8×H31mm
HJ-321-BKブラック

※お試し用電池(CR2032)×1個内蔵、取扱説明書（品質保証書付き） ※お試し用電池(CR2032)×1個内蔵、取扱説明書（品質保証書付き）

オムロン
オムロン ヘルスケア株式会社

コリも痛みもすばやくほぐす本格派。
12 の自動コースと 5 つのこだわりモード搭載。

価

格

JANコード

005

3,000 円 (税抜)

4975479409226

006

3,000 円 (税抜)

4975479409233

007

1,800 円 (税抜)

4975479425554

008

10,000 円 (税抜)

4975479405099

009

5,000 円 (税抜)

4975479507106

コンパクトで機能充実な低周波治療器

お腹まわりが気になりだしたら、 内臓脂肪レベル までしっかりチェック！
肥満は、大きく皮下脂肪型と内臓脂肪型にわけられます。主に腹部の内臓まわりにたまる内臓脂肪が増えると、
健康障害の発生リスクが高まるといわれています。カラダスキャンは、内臓脂肪レベルを 30 段階で表示。
また、基礎代謝をもとにカラダの状態を年齢（1 才単位）で表示。
※18 〜 80 才

008 低周波治療器

009 低周波治療器

サイズ：W60×D21×H199mm
型 式：HV-F128-T80 ホワイト
医療機器認証番号：21300BZZ00456000

サイズ：W55×D19×H95mm
型 式：HV-F158 グリーン
医療機器認証番号：21200BZZ00698000

※お試し用単4形乾電池×2、ロングライフパッド（2組4枚入り）、
導子コードKタイプ×1、導子収納具、ソフトケース、取扱説明書（品質保証書付き）

※お試し用単4形乾電池×2、ジャンボパッド（1組2枚入り）、
導子コードAタイプ×1、導子収納板、取扱説明書（品質保証書付き）

オムロン電動歯ブラシの特長
効果的に歯垢を除去する、独自の立体的な毛先振動

001

体重体組成計

カラダスキャン

サイズ：W303×D327×H55mm
型 式：HBF-904 ホワイト

※お試し用単3形乾電池×4、取扱説明書（品質保証書付）

コンパクトで収納しやすい A4 サイズ。
シンプル機能＆薄さ 28mm のスリムデザイン。

手軽に測定できるシンプルな手首式血圧計

番号
001

価

格

多彩なモード、選べる替えブラシ

002 体重体組成計

カラダスキャン

※お試し用単4形乾電池×4、取扱説明書（品質保証書付）

P17

003 手首式血圧計
サイズ：W78×D21×H60mm
型 式：HEM-6121
医療機器認証番号：225AABZ×00128000

※お試し用単4形乾電池×2、取扱説明書（品質保証書付）

010

価

格

3,000 円 (税抜)

JANコード
4975479416569

011

5,000 円 (税抜)

4975479416477

012

10,000 円 (税抜)

4975479416552

軽くて細い、正しく持ちやすいデザイン

JANコード

10,000 円 (税抜)

4975479602948

002

5,000 円 (税抜)

4975479407840

003

7,500 円 (税抜)

4975479408502

004

10,000 円 (税抜)

4975479409639

カフがぴったり巻かれているかをお知らせします

電池タイプ

充 電 式

20,000 回／分の
高速音波振動で
つるつる磨き

サイズ：W285×D210×H28mm
型 式：HBF-912 パールホワイト

番号

004 上腕式血圧計
サイズ：W107×D141×H79mm
型 式：HEM-7131
医療機器認証番号：225AABZ×00105000

010 音波式電動歯ブラシメディクリーン
サイズ：L200×W21.8×D21.8mm
型 式：HT-B906-W ホワイト

音波みがきで
ステイン除去

011 音波式電動歯ブラシメディクリーン
サイズ：L195×Φ18.8mm
型 式：HT-B907 ホワイト

充 電

式

オムロン独自の
マルチアクション で、
家の中や外出先でも
効果的に歯垢除去。

012 音波式電動歯ブラシメディクリーン
サイズ：L195×Φ18.8mm
型 式：HT-B908-W ホワイト

※お試し用単3形乾電池×4、腕帯、取扱説明書（品質保証書付）

P18

「磨きの技」に拘る、町工場の職人たちが作り上げたタ
ンブラー。道具にこだわり、仕上がりにこだわり、先人
達から受け継いだ、モノへの熱い想いをひとつひとつに
注ぎ込んで磨きあげた逸品をご堪能ください。

艶やかな越後の花絵巻をイメージした優美なさくら柄ステ
ンレスタンブラー。
郷土への先人たちの心を繋ぐ、新潟県燕市の大河津
分水桜並木への思いを地元・燕三条地区の金属加工
技術によりステンレスタンブラーに表現しました。

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揃
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、お客様に本当に
役立つと思った商品を企画・販売しております。

010/011 燕研磨ファクトリー
サイズ：約φ72×102mm
型 式：TM-9849

サイズ：約φ72×102mm
型 式：TM-9855

015 ステンレス二重

価

JANコード

番号

JANコード

番号

010

3,000 円 (税抜)

格

4903779111662

012

6,000 円 (税抜)

4903779111723

014

10,000 円 (税抜)

4903779111631

011

4,000 円 (税抜)

4903779111686

013

8,000 円 (税抜)

4903779111747

015

12,000 円 (税抜)

4903779111648

016 サビにくい鉄玉子焼14×18cm

1.2L

270ml
（内金メッキ）
2個組

サイズ：約Φ75×105mm
型 式：EM-9406

価 格

003 ステンレス二重タンブラー

270ml
（外金メッキ）

サイズ：約Φ75×105mm
型 式：EM-9407

004 ステンレス二重タンブラー

サイズ：約329×132×156mm
型 式：EM-9863

サイズ：約350×200×133mm
型 式：EM-004

021 ケトル2.5L

270ml
（外金メッキ）
2個組

サイズ：約392×255×172mm
型 式：EM-9762

026 ペティナイフ

サイズ：鍋14cm：約200×156×73mm
鍋16cm：約220×177×78mm
鍋18cm：約240×197×83mm
鍋20cm：約260×216×88mm

番号

007 純銅タンブラー300ml
サイズ：約φ65×115mm（口径約φ60mm）
型 式：EM-9554

028 牛刀包丁

JANコード

番号

JANコード

番号

016

5,000 円 (税抜)

価

格

4903779091285

020

5,000 円 (税抜)

価

格

4903779091738

024

10,000 円 (税抜)

4903779044373

017

5,000 円 (税抜)

4903779091278

021

5,000 円 (税抜)

4903779045899

025

15,000 円 (税抜)

4903779050084

018

6,000 円 (税抜)

4903779091254

022

3,500 円 (税抜)

4903779087769

026

4,000 円 (税抜)

4903779455278

019

7,000 円 (税抜)

4903779091261

023

5,000 円 (税抜)

4903779087783

027

5,000 円 (税抜)

4903779455285

028

5,000 円 (税抜)

4903779455292

009 純銅ロック

P19

番号

価 格

格

JANコード

029 レミパン イエロー

タンブラー300ml

サイズ：約450×250×162mm
型 式：RHF-200

サイズ：約φ77×81mm
型 式：EM-8923

JANコード

価

これさえあれば ! 蒸す、炊く、煮る、焼く、炒める、揚げる、が全部できちゃう
！
！
使いやすさで定評のあるふっ素樹脂加工が、より耐久性アップ。板厚を約 1mm 薄くする事で、レミさん念願の軽量化を実現しました。

030 レミパン オレンジ

格

027 三徳包丁

サイズ：全長約290mm
型 式：FEM-9318

サイズ：全長約305mm
型 式：FEM-9319

モリブデンバナジウム鋼

サイズ：約φ90×76mm（口径約φ70mm）
型 式：EM-9606

価

蒸し器24cm

サイズ：約370×260×224mm
型 式：EM-8127

サイズ：全長約225mm
型 式：FEM-9317

006 純銅ラウンドロックタンブラー

番号

024 三層鋼二段

両手鍋23cm

型 式：EM-8282

サイズ：約φ90×76mm（口径約φ70mm）
型 式：EM-9607

008 純銅タンブラー300ml2個組

018/019 サビにくい鉄フライパン24／26cm

サイズ：約357×198×160mm
型 式：EM-9760

着脱式鍋
4点セット

005 ステンレスラウンドロックタンブラー

サイズ：約φ65×115mm（口径約φ60mm）
型 式：EM-9555

JANコード

24cm サイズ：約423×243×85mm
型 式：EM-002
26cm サイズ：約449×263×93mm
型 式：EM-003

023 ふきこぼれにくい

025 ハンドル

室町時代に始まる新潟県央の歴史をつなぐ。
早くから鍛冶が行われ、日本有数のハウスウェア生産地へと成長した新潟県燕市。
そこから道具作りの原点に立ち、先人への感謝と、地域の誇りで生み出されたのが『燕三』
。

格

022 ふきこぼれにくい

片手鍋18cm

サイズ：約265×198×210mm
型 式：EM-8161

サイズ：約Φ75×105mm
型 式：EM-9408

価

017 サビにくい鉄いため鍋20cm

サイズ：約345×148×68mm
型 式：EM-005

020 木柄ドリップケトル
002 ステンレス二重タンブラー

タンブラー300ml
（外面金メッキ）

サイズ：約φ74×125mm
型 式：EM-9705

サイズ：約φ75×131mm
型 式：TM-9857

新潟県燕三条地区の職人技から生まれた究極のプレミアムタンブラー。
世界有数の金属加工の集積地としてしられる新潟県燕三条地区が生み出した逸品。
各部に熟練の技が注ぎ込まれ、確かな品質と美しい仕上がりを実現しました。

サイズ：約Φ75×105mm
型 式：EM-9405

サイズ：約φ74×125mm
型 式：SM-9704

ステンレスタンブラー300ml／４００ml
木箱入2個組

番号

270ml
（内金メッキ）

タンブラー300ml
（内面金メッキ）

サイズ：約φ75×131mm
型 式：TM-9851

012/013 燕研磨ファクトリー

オムロン
和平フレイズ株式会社

001 ステンレス二重タンブラー

014 ステンレス二重

ステンレスタンブラー300ml／400ml

JANコード

番号

価

格

JANコード

001

10,000 円 (税抜)

4903779111013

004

24,000 円 (税抜)

4903779111044

007

2,500 円 (税抜)

4903779111501

002

20,000 円 (税抜)

4903779111020

005

2,500 円 (税抜)

4903779111587

008

5,000 円 (税抜)

4903779111518

003

12,000 円 (税抜)

4903779111037

006

3,500 円 (税抜)

4903779111570

009

3,000 円 (税抜)

4903779110542

サイズ：約450×250×162mm
型 式：RHF-201

番号

031 レミパン ブラウン

029

10,000 円 (税抜)

4903779063442

030

10,000 円 (税抜)

4903779063459

031

10,000 円 (税抜)

4903779063466

サイズ：約450×250×162mm
型 式：RHF-202

価

格

JANコード

P20

029 スーパー鉄フライパン 20/26cm

20cm サイズ：φ200×H41mm 26cm サイズ：φ260×H43mm
型 式：№2001
型 式：№2002

031 スーパー鉄ウォックパン 24/28/30cm

24cm サイズ：φ240×H65mm
型 式：№2005
28cm サイズ：φ280×H70mm
型 式：№2006
30cm サイズ：φ300×H84mm
型 式：№2007

「世界最高の鍋をつくる」を目標に、1939 年にア
メリカのカンザスシティにて設立されたビタクラフト
社・多層構造のエキスパートとして有名です。

034 スーパー鉄エッグパン

約７５年にわたる歴史の中で「家族の健康は家

サイズ：W197/D145/H40mm
型 式：№2009

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・無油調理を提唱
しています。

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

029

7,000 円 (税抜)

価

格

4973673320019

031

8,000 円 (税抜)

4973673320057

033

11,000 円 (税抜)

4973673320071

030

8,000 円 (税抜)

4973673320026

032

9,500 円 (税抜)

4973673320064

034

7,500 円 (税抜)

4973673320095

オムロン
ビタクラフトジャパン株式会社

価

格

価

格

JANコード

単身者や少人数のご家族にぴったりのサイズです。使わないときはコンパクトに積み重ねて収納できるのでとても便利です。
小さな鍋は野菜の下茹でや湯通しなど、料理の下ごしらえに最適です。また少量のサイズは赤ちゃんの離乳食作りにも便利です。

熱伝導率、熱拡散率の高いアルミニウムを耐久性に優れたステンレスと丈夫なチタン素材でサンドした全面 6 層構造ナベ。

001/002

片手ナベ 1.2L/1.9L

1.2L サイズ：φ140×H80mm
型 式：№6113
1.9L サイズ：φ170×H85mm
型 式：№6114

008 両手ナベ5.5Ｌ
5.5L サイズ：φ255×H110mm
型 式：№6127

番号

価

格

003/004

片手ナベ 2.9L/3.0L

2.9L サイズ：φ210×H80mm
型 式：№6115
3.0L サイズ：φ190×H100mm
型 式：№6116

009/010

005/006

両手ナベ 3.0L/4.0L深型

3.0L サイズ：φ190×H100mm
型 式：№6122
4.0L サイズ：φ210×H115mm
深型 型 式：№6125

両手ナベ5.5Ｌ深型/7.5L

5.5L サイズ：φ210×H150mm
深型 型 式：№6128
7.5L サイズ：φ255×H140mm
型 式：№6129

036 マルチパン21/25/31㎝

007 両手ナベ 4.0L

035 ミニパンセッ
ト

4.0L サイズ：φ255×H80mm
型 式： №6126

型 式：№2800

011/012 フライパン24.5/27.0㎝
24.5 サイズ：φ245×H55mm
型 式：№6131
27.0 サイズ：φ270×H55mm
型 式：№6132

価 格

039 両手ナベ1.9ℓ/2.7ℓ/3.6ℓ/6.6ℓ

JANコード

番号

JANコード

番号

20,000 円 (税抜)

4973673361135

005

31,000 円 (税抜)

4973673361227

009

37,000 円 (税抜)

4973673361289

002

26,000 円 (税抜)

4973673361142

006

33,000 円 (税抜)

4973673361258

010

39,000 円 (税抜)

4973673361296

003

30,000 円 (税抜)

4973673361159

007

35,000 円 (税抜)

4973673361265

011

29,000 円 (税抜)

4973673361319

004

30,000 円 (税抜)

4973673361166

008

37,000 円 (税抜)

4973673361272

012

34,000 円 (税抜)

4973673361326

価

格

JANコード

プロの方々のさまざまなニーズにお答えする為に業務用シリーズを開発しました。全面５層構造の機能はそのままに、ハンドル
の耐久性向上などの工夫を重ね、厨房での調理に耐えうるプロシリーズを開発しました。

013/014 片手鍋16㎝/18㎝

022 寸胴鍋24㎝

サイズ：φ240×H200mm
型 式：№0213

番号

P21

価

格

015/016 ソテーパン 20㎝/24㎝

20㎝ サイズ：φ200×H75mm
型 式：№0132
24㎝ サイズ：φ240×H85mm
型 式：№0133

017/018 フライパン24㎝/28㎝

24㎝ サイズ：φ240×H50mm
型 式：№0313
28㎝ サイズ：φ280×H55mm
型 式：№0314

024/025 外輪鍋24/30cm

023 半寸胴鍋24㎝

サイズ：φ240×H80mm
型 式：№0233
サイズ：φ300×H100mm
型 式：№0235

サイズ：φ240×H170mm
型 式：№0223

JANコード

番号

サイズ：0.8ℓφ160×H41mm
1.5ℓφ160×H84mm
2.1ℓφ160×H102mm

全面５層構造の優れた特徴はそのままに、スタイリッシュなフォルムの「アップル」。
本体からフタや取っ手まですべて一体感のある丸いキュートなリンゴの形。
これからはできたてアツアツのお料理を堂々とそのまま食卓へどうぞ。

001

16㎝ サイズ：φ160×H90mm
型 式：№0110
18㎝ サイズ：φ180×H110mm
型 式：№0111

21cm サイズ：φ210×H55mm
型 式：№4853
25cm サイズ：φ250×H60mm
型 式：№4857
31cm サイズ：φ310×H63mm
型 式：№4859

価 格

019/020 フタ

24㎝ サイズ：φ262×H70mm
型 式：№0403
28㎝ サイズ：φ305×H72mm
型 式：№0404

021 マジックコートフライパン24㎝

番号

価

格

043 キャセロール24㎝

サイズ：φ211×H115mm 2.7L サイズ：φ240×H67mm
型 式：№2754
型 式：№2756
サイズ：φ254×H138mm
型 式：№2755

JANコード

番号

035

20,000 円 (税抜)

4973673328008

039

036

16,000 円 (税抜)

4973673348532

037

20,000 円 (税抜)

4973673348570

038

25,000 円 (税抜)

4973673348594

価

格

044 シャウニー20本セッ
ト

型 式：№9770
内 容：ディナーフォーク4本、
ディナースプーン4本、
ディナーナイフ4本、
ケーキフォーク4本、
ティースプーン4本

JANコード

番号

16,000 円 (税抜)

4973673327520

042

040

18,000 円 (税抜)

4973673327537

041

20,000 円 (税抜)

4973673327544

価

格

JANコード

24,000 円 (税抜)

4973673327551

043

18,000 円 (税抜)

4973673327568

044

10,000 円 (税抜)

4973673397707

速水もこみちプロデュース「ＭＯＫＯＭＩＣＨＩ ＨＡＹＡＭＩ×ビタクラフト」
料理が楽しくなるような、キッチンが明るくなるような使ってワクワクするアイテムをお届
けしたい。そんな彼の思いをカタチにして誕生したシリーズです。

サイズ：φ240×H50mm
型 式：№0333

045 グリルパン
サイズ：W350×D222×H45mm
型 式：№3002

026/027/028 ユキヒラ鍋16/18/20㎝

16cm サイズ：φ160×H60mm
型 式：№0140
18cm サイズ：φ180×H70mm
型 式：№0141

20cm サイズ：φ200×H80mm
型 式：№0142

JANコード

番号

価

格

4973673300844

024

24,000 円 (税抜)

JANコード

013

16,000 円 (税抜)

4973673300516

019

014

17,000 円 (税抜)

4973673300523

020

3,000 円 (税抜)

4973673300851

025

34,000 円 (税抜)

4973673300738

015

19,000 円 (税抜)

4973673300561

021

19,000 円 (税抜)

4973673100109

026

8,500 円 (税抜)

4973673300943

016

22,000 円 (税抜)

4973673300578

022

35,000 円 (税抜)

4973673300608

027

10,000 円 (税抜)

4973673300950

017

18,000 円 (税抜)

4973673300776

023

31,000 円 (税抜)

4973673300660

028

12,000 円 (税抜)

4973673300967

018

22,000 円 (税抜)

4973673300783

2,500 円 (税抜)

1.9L サイズ：φ168×H90mm 3.6L
型 式：№2752
2.7L サイズ：φ190×H106mm 6.6L
型 式：№2753

4973673300721

046/047 フライパン22/26㎝

22cm サイズ：φ220×H48mm
型 式：№1432
26cm サイズ：φ260×H58mm
型 式：№1436

番号

価

格

048/049 ウォックパン20/26㎝

050 エッグパン

20cm サイズ：φ200×H70mm
型 式：№1440
26cm サイズ：φ260×H70mm
型 式：№1446

サイズ：W148×H200×D34mm
型 式：№1450

価

格

051/052/053 ガラス蓋20/22/26㎝

20cm サイズ：Φ200×H55mm
型 式：№3170
22cm サイズ：Φ220×H60mm
型 式：№3172

価

格

26cm サイズ：Φ260×H65mm
型 式：№3176

JANコード

番号

JANコード

番号

045

13,000 円 (税抜)

4973673330025

048

6,500 円 (税抜)

4973673314407

051

1,500 円 (税抜)

4973673331701

JANコード

046

5,500 円 (税抜)

4973673314322

049

8,500 円 (税抜)

4973673314469

052

1,600 円 (税抜)

4973673331725

047

7,500 円 (税抜)

4973673314360

050

6,500 円 (税抜)

4973673314506

053

2,000 円 (税抜)

4973673331763
P22

スーパーバイザー服部幸應。
毎日使うものだから、美味しい料理ができる機能と品質を極めたい。
ジオ・プロダクトはそんなわがままを実現しました。
ひとつひとつ丁寧に、日本国内で手作り生産した信頼のキッチン
パートナーです。

016 ケトル2.5L

JAN : 16cm 016008
18cm 016015
20cm 016022

オムロン
株式会社宮崎製作所

013 片手鍋14/16/18/20cm

014 ソテーパン21/25cm

サイズ：352×158×70×109mm (14cm)
395×178×80×120mm (16cm)
417×198×85×125mm (18cm)
438×218×89×130mm (20cm)
型 式：GEO-14N/GEO-16N/GEO-18N/GEO-20N

シンプルで無駄のないデザインで１９８２年から続くロングセラー
商品。熱がムラなく伝わる全面 3 層鋼でガスはもちろん IH にも
効率よく使えます。

サイズ：215×192×153×242mm
型 式：GEO-25K

JAN : 25cm 016107

015 玉子焼き

サイズ：438×228×53×95mm
型 式：GEO-21ST

サイズ：377×200×170×34mm
型 式：GEO-15EP

番号

JAN : 25cm 016077
28cm 016411

JAN : 22cm 016206

017 ポトフ鍋20/22cm

019 浅型両手鍋22/25/28cm

018 深型両手鍋21cm

サイズ：324×238×70×115mm (22cm)
352×268×74×125mm (25cm)
384×298×85×136mm (28cm)
型 式：GEO-22S/GEO-25S/GEO-28S

サイズ：302×218×130×172mm (20cm) サイズ：310×228×200×240mm
324×238×140×185mm (22cm) 型 式：GEO-21D
型 式：GEO-20PF/GEO-22PF

価

格

JANコード

013

7,000 円 (税抜)

4953794016145

014

12,000 円 (税抜)

4953794016213

015

8,000 円 (税抜)

4953794016220

016

10,000 円 (税抜)

4953794016442

017

12,000 円 (税抜)

4953794016190

018

15,000 円 (税抜)

4953794016060

019

10,000 円 (税抜)

4953794016183

保温性に優れた厚底鍋で余熱を上手に使って省エネ調理。艶消しサテン仕上げ。

JAN : 20cm 000069
22cm 000076

JAN : 16cm 000519

001 ミルクパン12cm

002 ミニ両手鍋14/16cm

サイズ：264×130×75×130ｍｍ
型 式：OJ-1

サイズ：257×148×53×110mm (14cm)
259×167×62×120mm (16cm)
型 式：OJ-31/OJ-33

003 ソースポッ
ト18/20/22cm

サイズ：275×188×95×163mm (18cm)
295×206×98×170mm (20cm)
327×228×107×178mm (22cm)
型 式：OJ-5/OJ-6/OJ-7M

JAN : 28cm 000571

004 ジャンボ深型両手鍋25/28cm

サイズ：357×258×170×244mm (25cm)
292×290×192×271mm (28cm)
型 式：OJ-39/OJ-41

JAN : 16cm 021514
18cm 021521

020 片手鍋14/16/18cm

JAN : 18cm 001257
20cm 001264
22cm 001271
25cm 001288

005 フライパン16/18/20/22/25cm
サイズ：308×166×44×73mm(16cm)
374×206×55×89mm(20cm)
443×256×64×106mm(25cm)

353×186×50×77mm(18cm)
412×226×59×101mm(22cm)

サイズ：320×160×75×115mm (14cm)
340×180×82×123mm (16cm)
358×200×88×130mm (18cm)
型 式：SU-14N/SU-16N/SU-18N

JAN : 16cm 001356
18cm 001363
20cm 001370

007 ゆきひら鍋14/16/18/20cm

006 玉子焼き

サイズ：276×158×75×92mm (14cm)
324×182×79×111mm (16cm)
345×202×84×105mm (18cm)
366×220×92×111mm (20cm)
型 式：OJ-61/OJ-62/OJ-63/OJ-64

サイズ：357×189×138×32mm
型 式：OJ-57

型 式：OJ-51/OJ-52/OJ-53/OJ-54/OJ-55

JAN : 20cm 021545
22cm 021552

021 両手鍋18/20/22cm

JAN : 25cm 021576

022 深型両手鍋22/25cm

サイズ：300×200×88×130mm
321×220×96×140ｍｍ
344×240×101×148ｍｍ
型 式：SU-18T/SU-20T/SU-22T

サイズ：344×240×152×200mm
377×270×152×205mm
型 式：SU-22D/SU-25D

番号
020

JAN : 18cm 001516

008 親子鍋16/18cm

サイズ：209×163×25×170mm (16cm)
230×184×26×170mm (18cm)
型 式：OJ-67/OJ-76

023 浅型両手鍋25cm

サイズ：377×270×76×129mm
型 式：SU-25S

JAN : 27cm 021606

024 浅天ぷら鍋24/27cm

025 ケトル

1.3L

サイズ：313×238×89×107mm
342×267×93×112ｍｍ
型 式：SU-24TP/SU-27TP

サイズ：187×150×134×201mm
型 式：SU-13K

JAN : 2.0L 000656
3.0L 001233

価

格

4,000 円 (税抜)

JANコード
4953794021507

021

5,500 円 (税抜)

4953794021538

022

7,000 円 (税抜)

4953794021569

023

6,500 円 (税抜)

4953794021583

024

6,000 円 (税抜)

4953794021590

025

5,000 円 (税抜)

4953794021613

コーヒーを美味しく入れる為の注ぎやすい
極細口φ7ｍｍ

JAN : 21cm 001479
27cm 001486
JAN : 8.6L 001318

009 パスタポッ
ト4.6/8.6L

サイズ：278×178×160×220mm (4.6L)
325×218×203×287mm (8.6L)
型 式：OJ-59/OJ-58

番号

P23

価

格

010 段付き鍋18/21/27cm

サイズ： 271×184×100×150mm (18cm)
313×224×110×163mm (21cm)
373×273×115×171mm (27cm)
型 式：OJ-72/OJ-73/OJ-74

JANコード

番号

4953794000014

005

011 蒸し器20cm

012 デンチョーケトル1.3/2.0/3.0L

サイズ：295×207×175×248mm
型 式：OJ-6-1S

価 格

026

サイズ：190×150×117×184mm
218×178×128×220mm
253×216×137×221mm
型 式：OJ-25/OJ-46/OJ-50

JANコード

番号

価 格

4953794001240

009

10,000 円 (税抜)

4953794001325

ドリップケトル0.9L（ミラー）
サイズ：247×125×183mm
型 式：MCO-1

027

JANコード

001

3,500 円 (税抜)

002

3,700 円 (税抜)

4953794000502

006

4,500 円 (税抜)

4953794001301

010

4,000 円 (税抜)

4953794001462

003

5,500 円 (税抜)

4953794000052

007

4,500 円 (税抜)

4953794001349

011

8,500 円 (税抜)

4953794001202

番号

000

9,000 円 (税抜)

4953794000564

008

2,500 円 (税抜)

4953794001400

012

4,000 円 (税抜)

4953794000649

026

4,500 円 (税抜)

028 シングルドリップ

ドリップケトル0.9L（艶消し）

（ホワイト）

サイズ：247×125×183mm
型 式：MCO-3

価

格

5,000 円 (税抜)

JANコード

番号

4953794025505

027

価

格

5,000 円 (税抜)

サイズ：151×153×97mm
型 式：MCO-5

JANコード

番号

4953794025529

028

価

格

4,000 円 (税抜)

JANコード
495379025543
P24

速水もこみちさんのプロデュースシリーズ、富士ホーローとコラボした MOCOMICHI HAYAMI×Honey Ware.
料理は女子のものだけではない、男性もキッチンに立って楽しく美味しく料理！
それは女子の目に星が光る瞬間でもあります。
もこみちさんのプロデュースしたこのシリーズはポップでありながら大人っぽい、男性女性問わず使えるスタイリッシュさ。キッチン
にいるときの楽しさを引き出します。
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、

琺瑯は表面がガラス質のため酸や塩分につよく、食材と触れても金属イオンを発生しにくいメリットがあり、揚げ物をするときは

衛生的で耐熱性にも優れ、調理した料理をそのまま冷蔵庫な

内面の白い琺瑯鍋が適しています。おしゃれでありながら実力派。はったりではない男前なキッチンウェアをぜひお試しください。

どで保存するのに最適です。

011 ソースパン 18cm

ホーローの表面はガラス質のため、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さを保ちます。

012 深型キャセロール 22cm

型式：MH-18S

013 天ぷら鍋 2４cm

型式：MH-22DW

型式：MH-24TP

オムロン
富士ホーロー株式会社
琺瑯の手作りならではのゆらぎとあたたかさ。それを律するような直線的なフォルム。

番号

成形した鋼板にガラス質の釉薬をかけて作る琺瑯の製法では、このシリーズの硬質なイメージを出すために必要な技術があります。

011

静謐のなかでもひっそりと輝く、一味違うハニーウェア ソリッドシリーズです。

価

格

5,000 円 (税抜)

JANコード

番号

4977618099565

012

価

格

7,000 円 (税抜)

JANコード

番号

4977618099572

013

価

格

5,000 円 (税抜)

JANコード
JANコード
4977618099589
0000000000000

精細で美しいボタニカルアートは見つめれば癒しのひととき。
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）
キッチンを華やかに彩るクラシカルなフルータスコレクションⅡは、いつも輝いていたい人のためのシリーズです。

(ホワイト)
JAN : 095512

(グリーン)
JAN : 095574

(ホワイト)
JAN : 096588

001 ソリッ
ドミルクパン12ｃｍ

（レッド）
JAN : 096571

（レッド)
JAN : 095468

002 ソリッ
ドミルクパン15ｃｍ

型式：FTC-12M

016

（グリーン）
JAN : 095598

ドキャセロール20ｃｍ
004 ソリッ

番号

（グリーン）
JAN : 095604

005 ソリッ
ドディープキャセロール22ｃｍ
型式：SD-22DW

価

格

018

フルータスケトル2.3㍑
型式：FTCS-2.3K

価

JANコード

番号

JANコード

番号

4977618092627

016

6,000 円 (税抜)

4977618092665

018

015

5,000 円 (税抜)

4977618092641

017

6,500 円 (税抜)

4977618096601

番号

（ホワイト）
（グリーン）
095734
JAN : 1.6㍑ 095727
2.3㍑ 095567
095628
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009 ソリッ
ドケトル2.3㍑
型式：SD-2.3K

格

JANコード
4977618092672

020 浅型角容器M
型式：KE-M・LW

007 ソリッ
ドコーヒーケトル1.6㍑

（レッド）
JAN : 099503

型式：SD-1.6K

価

7,000 円 (税抜)

（レッド）
JAN : 095499

（レッド）
JAN : 095680

型式：SD-1.6CP

008 ソリッ
ドケトル1.6㍑

格

コンテ・シリーズ
Konte Series
019 浅型角容器S

006 ソリッ
ドドリップポット1㍑

型式：FTC-23FW

3,000 円 (税抜)

型式：KE-S・LW

型式：SD-1.0DP

フルータス多機能鍋23ｃｍ

014

（グリーン）
JAN : 095611

（ホワイト）
JAN : 095697

型式：FTC-18S

017

フルータス両手鍋20ｃｍ
型式：FTC-20W

型式：SD-20W

フルータス片手鍋18ｃｍ

型式：SD-18S

（ホワイト)
JAN : 095543

（レッド）
JAN : 095475

015

フルータスミルクパン12ｃｍ

003 ソリッ
ドソースパン18ｃｍ

型式：SD-15M

型式：SD-12M

014

（グリーン)
JAN : 095581

（ホワイト）
JAN : 099510

010 ソリッ
ドマグカップ8ｃｍ
型式：SD-8MG

価

格

JANコード

021 浅型角容器L

022 浅型角容器LL

001

3,000 円 (税抜)

4977618

095451

002

4,000 円 (税抜)

4977618

096595

003

4,500 円 (税抜)

4977618

095529

020

1,600 円 (税抜)

4977618097813

004

5,000 円 (税抜)

4977618

095536

021

1,800 円 (税抜)

4977618097820

005

6,000 円 (税抜)

4977618

095482

022

2,500 円 (税抜)

4977618097837

006

3,500 円 (税抜)

4977618

095703

023

1,500 円 (税抜)

4977618097844

007

4,500 円 (税抜)

4977618

095550

008

4,500 円 (税抜)

4977618

095710

009

5,000 円 (税抜)

4977618

095505

010

1,500 円 (税抜)

4977618

099527

型式：KE-L・LW

023 深型角容器S
型式：KE-DS・LW

024 深型角容器M
型式：KE-DM・LW

025 深型角容器L
型式：KE-DL・LW

型式：KE-LL・LW

026 深型角容器LL
型式：KE-DLL・LW

番号
019

価

格

1,250 円 (税抜)

JANコード
4977618097806

024

1,800 円 (税抜)

4977618097851

025

2,200 円 (税抜)

4977618097868

026

2,800 円 (税抜)

4977618097875
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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。

オムロン
貝印株式会社
< ダマスカス 三徳 > 刀鍛冶の誇りが息づく、ダマスカス模様が特徴の「関孫六」の最上位シリーズ。

024

025

ピーラー

約137×68×11mm
000DH3000

001 三徳

165mm
000AE5200

002 小三徳

145ｍｍ
000AE5201

003 ペティーナイフ

150ｍｍ
000AE5203

004 ペティーナイフ

120mm
000AE5202

005 牛刀

180mm
000AE5204

006 牛刀

007 菜切り

210ｍｍ
000AE5205

165ｍｍ
000AE5206

026

ワイドピーラー

I型ピーラー

約163×98×11mm
000DH3107

約179×33×11mm
000DH3001

027

028

キッチンばさみ

フルーツナイフ

約213×90×15mm
000DH3005

約235×32×12m
000DH3014

008 パン切りナイフ

240mm
000AE5207

< 匠創 > 一体構造ハンドル刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応

014 シェフナイフ

180mm
000AB5158

009 三徳

165mm
000AB5156

010 三徳ディンプル

165mm
000AB5157

016 シェフナイフ

240mm
000AB5160

011 小三徳

145mm
000AB5162

012 ペティ

150mm
000AB5161

017 パン切包丁

240mm
000AB5164

013 ペティ

120mm
000AB5163

018 中華

165mm
000AB5165

< 青藤 > 独自の本格刃付けと新技術のスキ加工により、切れ味を向上させたシリーズ。

019 三徳

165mm
000AE5151
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020 小三徳

145mm
000AE5152

021 ペティ

120mm
000AE5155

022 牛刀

180mm
000AE5153

023 牛刀

210mm
000AE5154

番号

価

格

015 シェフナイフ

210mm
000AB5159

JANコード

029

スライサー
（厚み調整機能）
約278×92×19mm
000DH5700

030

031

細せん切り器

せん切り器

約278×92×19mm
000DH3004

約278×92×19mm
000DH3003

032

033

太千切り器

おろし器

約275×91×14mm
000DH3100

約315×92×81mm
000DH3002

001

12,000 円 (税抜)

4901601353884

002

11,000 円 (税抜)

4901601353891

003

10,000 円 (税抜)

4901601353914

004

9,000 円 (税抜)

4901601353907

005

13,000 円 (税抜)

4901601353921

006

14,000 円 (税抜)

4901601353938

007

13,000 円 (税抜)

4901601353945

008

14,000 円 (税抜)

4901601353952

009

4,500 円 (税抜)

4901601219845

010

5,000 円 (税抜)

4901601219852

011

4,000 円 (税抜)

4901601219906

012

3,700 円 (税抜)

4901601219890

013

3,500 円 (税抜)

4901601219913

014

5,000 円 (税抜)

4901601219869

015

5,500 円 (税抜)

4901601219876

016

6,000 円 (税抜)

4901601219883

017

5,000 円 (税抜)

4901601219920

018

6,000 円 (税抜)

4901601219937

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

019

6,500 円 (税抜)

4901601212204

024

1,200 円 (税抜)

4901601413342

029

1,500 円 (税抜)

4901601468502

034

6,000 円 (税抜)

020

6,000 円 (税抜)

4901601212211

025

1,800 円 (税抜)

4901601387919

030

1,500 円 (税抜)

4901601413380

035

1,600 円 (税抜)

4901601413403

021

5,500 円 (税抜)

4901601212242

026

1,200 円 (税抜)

4901601413359

031

1,500 円 (税抜)

4901601413373

036

900 円 (税抜)

4901601413502

022

7,000 円 (税抜)

4901601212228

027

2,500 円 (税抜)

4901601413397

032

1,500 円 (税抜)

4901601387841

037

2,000 円 (税抜)

4901601413519

023

7,500 円 (税抜)

4901601212235

028

1,200 円 (税抜)

4901601413489

033

1,600 円 (税抜)

4901601413366

038

700 円 (税抜)

4901601387957

034

035

調理器セット

収納時：約305×95×119mm、
各プレート：約278×93×19mm、
指ガード：約92×73×31mm
000DH3027

価

格

036

計量スプーン

大さじ１：約135×32×22mm、
小さじ１：約135×26×12mm、
小さじ１／２：約133×22×9mm、
小さじ４／１：約130×18×9mm
000DH3006

うろこ取り

約212×56×28mm
000DH3016

価 格

037

038

グレープフルーツ絞り

計量カップ５０ｍｌ
（２個組）

約170×155×68mm
000DH3017

約44×88×59mm
000DH3111

価

格

JANコード
4901601434699

P28

軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ。
熱伝導率に優れたアルミ製で、素早く加熱できます。
本体はパール発色特殊アルマイト加工できれいさ長持ち。

015

A-1543

013/014/015 両手鍋

013

サイズ：18/20/22cm
型 式：A-1541/A-1542/A-1543

014

A-1541

A-1542

016/017 片手鍋

サイズ：16/18cm
型 式：A-1544/A-1545

018 ミルクパン

サイズ：14cm
型 式：A-1546

本当の一級品というのは

番号
013

心をこめてこしらえた ホンマモン のことである。
017

ー 創業者 荒井三郎の言葉 ー

A-1545

016

A-1544

A-1546

オムロン
北陸アルミニウム株式会社

001 フライパン(26cm)

003 深型フライパン(26cm)
サイズ：22/24/26cm
型 式：A-0254

サイズ：20/26cm
型 式：A-1241/A-1242

価 格

JANコード

番号
010
P29

価

格

10,000 円 (税抜)

炒める

021 兼用鍋(26cm)
022 セイロ(30cm)

サイズ：22/24/26/28/30cm

トル
019 パレスケッ

ト(30cm)
023 蒸し器セッ

トル
020 パレスケッ

サイズ：2ℓ
型 式：HP34-Y2070

サイズ：22/24/26/28/30cm

サイズ：3ℓ
型 式：HP34-Y3070

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

4977449011262

019

4,000 円 (税抜)

4977449112631

021

4,300 円 (税抜)

4977449121633

023

003

5,000 円 (税抜)

4977449011286

020

5,000 円 (税抜)

4977449112730

022

3,800 円 (税抜)

4977449121664

004

5,000 円 (税抜)

4977449011293

価 格

価

格

価

格

価

格

8,000 円 (税抜)

JANコード
4977449121718

昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。昔ながらの黄金色のしゅう酸アルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツール。
しゅう酸アルマイト加工は硫酸アルマイトと比べて耐食性（腐食に対する強さ）は 3 倍、耐磨耗性（キズに対する強さ）は 1.6 倍です。

JANコード

005

7,000 円 (税抜)

4977449017530

006

8,000 円 (税抜)

4977449017561

007

6,500 円 (税抜)

4977449017578

008

10,000 円 (税抜)

4977449017509

009

8,500 円 (税抜)

4977449017516

メイドインジャパンの圧力鍋、アルミキャスト製。
内面はフッ素樹脂加工。安心の SG マーク。
信頼の 10 年間保証（内面のフッ素樹脂の再加工は有料で承ります）。
デザイナー：高市忠夫

型 式：４号
（A-1561）
5号
（A-156２）
６号
（A-1565）
7号
（A-156６）
８号
（A-156７）

024/025 アルミ段付なべ（木蓋付）
サイズ：15.5cm/18.5cm
型 式：A-1563/A-1564

028 アルミバットセット
サイズ：3点セット（6・7・8号）
型 式：A-1568

無水煮

蒸 す

4977449101659

サイズ：20/22/24/26cm

012 圧力鍋

揚げる

1,300 円 (税抜)

6,000 円 (税抜)

サイズ：3.0ℓ
型 式：EFC-P30LG

煮込み

018

007 玉子焼

サイズ：18cm、型式：A-1248

010 ウー・ウェンパン+（２４cm GAS）

4977449101642

サイズ：16×18cm
型 式：A-1246

009 片手鍋

茹でる

4977449101635

1,700 円 (税抜)

002

011 圧力鍋

焼 く

1,500 円 (税抜)

017

4977449011224

006 深型フライパン(28cm)

あらゆる調理を２つのサイズで１台７役のウー・ウェンパン +。
料理研究家ウーウェンさんが考案した「蒸炒鍋」。使い勝手の良さを追
求するとシンプルで機能的なものだけが残りました。
「おいしくできる機能」
が詰まった道具です

016

4,500 円 (税抜)

番号

サイズ：20cm、 型式：A-1247

4977449101628

001

サイズ：22/24/28cm
型 式：A-1243/A-1244/A-1245

008 両手鍋

4977449101611

2,300 円 (税抜)

004 玉子焼(19×13cm)

プレール（plaire）とは・・・フランス語で “お気に入りの” 料理のお供にずっと使っていただけるように。アルミキャスト《鋳造》製厚手調理器。熱変形に強く、
全面均一加熱で 美味しく調理。すべての熱源にご使用いただけます。高出力型２００V、１００V の電磁調理器（ＩＨ）にも対応。( 安心の SG マーク付き )。

005 フライパン(26cm)

2,000 円 (税抜)

015

サイズ：30/32cm
型 式：A-0249

サイズ：19×13cm、21×20cm
型 式：A-0251

JANコード
4977449101604

014

002 いため鍋(30cm)

サイズ：18/20/22/24/26/28/
30/33/36cm
型 式：A-0252

番号

格

兼用鍋から二段蒸器・セイロまですべて揃
えた蒸器のシリーズ。
かさばるセイロがコンパクトに収納できます。

軽くて使いやすい、ベーシックタイプのアルミケットルシリーズ。
アルマイト加工により本体を腐食から守り、耐久性を高めました。
パルスケトルは１ℓ､1.5ℓ､2ℓ､3ℓ､4ℓ､5ℓの６アイテムです。

軽くて、強い、洗練されたフライパン。ステンレスの約 1/3 の重量の特殊合金（アルミマグネシウム合金）によるキャスト製。
特殊加工で底厚をキープしたまま側面を薄くして軽量化。熱伝導性に優れたリップルウェーブ加工。全 16 サイズで豊富なサイズバリエーション。

サイズ：24/28cm、IH24/IH28cm
型 式：WPL24/WPL28
WPL24IH/WPL28IH

018

価

1,800 円 (税抜)

サイズ：4.2ℓ
型 式：EFC-P42LG

JANコード

番号

価 格

JANコード

番号

4977449040101

011

28,000 円 (税抜)

4977449304906

012

026/027 アルミ雪平なべ
価

格

30,000 円 (税抜)

JANコード
4977449304913

サイズ：16cm/18cm
型 式：A-1561/A-1562

029/030/031/032/033 アルミボウル
サイズ：10/12/14/16/18
型 式：A-1461/A-1462/A-1463
A-1464/A-1465

番号
024

価

格

3,000 円 (税抜)

JANコード
4977449143703

025

3,500 円 (税抜)

4977449143710

026

2,000 円 (税抜)

4977449143727

027

2,500 円 (税抜)

4977449143734

028

1,800 円 (税抜)

4977449143772

029

1,000 円 (税抜)

4977449143604

030

1,200 円 (税抜)

4977449143611

031

1,400 円 (税抜)

4977449143628

032

1,600 円 (税抜)

4977449143635

033

1,800 円 (税抜)

4977449143642
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熟練職人の手でひとつひとつ丁寧に作り込まれたアルミニウム鋳物製。
側面は薄く、軽量化。特厚底で熱を蓄えるので、料理を美味しく仕上げます。
内面はテフロンプラチナプラス加工、外面もふっ素樹脂ダブルコーティングでこびりつきにくくお手入れ簡単。
ベルベッティ

013 玉子焼
（中）

サイズ：約382×148×68mm
JAN : (22cm)
(24cm)
(26cm)
(28cm)
(30cm)

１９４８年創業以来、
お客様第一の考えに徹し、
アルミニ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・信頼・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。

010 フライパン

230616
230623
230630
230647
230654

２０/22/24/26/28/30ｃｍ

サイズ：約389×210×99mm(20cm)

価

010

011 フライパン

ディープフライパン２２/26ｃｍ

サイズ：約406×230×107mm(22cm)

012 いため鍋３０ｃｍ

サイズ：約497×310×132mm

格

JANコード

2,980 円 (税抜)

4971142230609

011

3,480 円 (税抜)

4971142230661

012

4,680 円 (税抜)

4971142230685

013

3,480 円 (税抜)

4971142230692

抜群の熱伝導性と耐久性を誇る 3kw IH 対応フライパン。
熱伝導の良いアルミニウムを耐久性、保温力に優れたステンレスで挟み込んだ全面３層クラッド採用。
３ｋｗの高出力ＩＨに最適なフライパン。 余熱無しでも調理可能。内面テフロンプラチナプラス加工でこびりつきにくく、
お手入れ簡単。

ラフィーネ

オムロン
ウルシヤマ金属工業株式会社

番号
JAN : (26cm) 230678

軽さ実感、最速加熱で最短調理。

本体は電磁調理器に最適な全面２層クラッド材（アルミニウム合金、ステンレス鋼）を採用。
熱伝導良いアルミニウムと耐久性、保温力に優れたステンレス製です。

エクレール

JAN : (20cm)
(24cm)
(26cm)
(28cm)

102203
102210
102227
102234

014 フライパン

JAN : (24cm) 102258
(28cm) 102265

015 いため鍋２０ｃｍ

16/20/24/26/28cm

サイズ：約332×171×55mm(16cm)

番号

JAN :（中）102272

016 玉子焼
（小）
（中）

20/24/28cm

サイズ：約325×113×63mm(小)

サイズ：約395×213×93mm(20cm)

価

014

格

JANコード

5,000 円 (税抜)

4971142102296

015

5,500 円 (税抜)

4971142102241

016

4,000 円 (税抜)

4971142102289

003 IH玉子焼
（中）
サイズ：約408×152×78mm
JAN : (24ｃｍ) 123437
(26ｃｍ) 123444

001 IHフライパン２０/24/26ｃｍ

番号
002 IHいため鍋28ｃｍ
サイズ：約498×298×104mm

サイズ：約374×214×84mm(20cm)

価

格

熟練職人の手でひとつひとつ丁寧に作り込まれたアルミニウム鋳物製。
側面は薄く、軽量化。特厚底で熱を蓄えるので、料理を美味しく仕上げます。
内面はテフロンプラチナプラス加工でこびりつきにくくお手入れ簡単。
外面もダイヤモンド粒子配合のふっ素樹脂加工。

JANコード

001

3,480 円 (税抜)

4971142123420

002

4,980 円 (税抜)

4971142123451

003

3,980 円 (税抜)

4971142123468

軽さ実感、使って納得。本体は電磁調理器に最適な全面２層クラッド材（アルミニウム合金、ステンレス鋼）を採用。

側面を薄く延ばすスピニング加工は同素材、同形状のプレス加工品と比べ軽量化が図れます。徐々に伸ばしていくスピニング加工品は瞬間的に金属を引き延ばすプレス
加工品と比べて元に戻ろうとする力（残留応力）が僅かで、熱変形に対する強度に優れています。

JAN :（中）253424

020 玉子焼
（小）
（中）
サイズ：約340×102×60mm(小)

JAN : (20cm)
(24cm)
(26cm)
(28cm)

017 フライパン

番号

253332
253349
253356
253363

JAN : (28cm) 253394
(30cm) 253400

018 ディープフライパン２２ｃｍ

16/20/24/26/28cm

サイズ：約390×230×99mm

サイズ：約347×170×73m(16cm)

JAN : (26ｃｍ) 121815
(28ｃｍ) 121822

004 IHフライパン１８/26/28ｃｍ
サイズ：約353×197×80mm(18cm)

JAN : (24ｃｍ) 121846

005 IH ディープフライパン２0/24ｃｍ

サイズ：約455×250×116mm(24cm)

価

格

3,200 円 (税抜)

006 IH いため鍋２８/30ｃｍ

JANコード
4971142253325

018

4,300 円 (税抜)

4971142253370

019

4,500 円 (税抜)

4971142253387

020

3,500 円 (税抜)

4971142253417

伝統の技術と最新技術の融合。
熟練職人が作るアルミニウム鋳物製。側面は薄く、軽量化。特厚底で熱を蓄えます。
熱伝導に優れ、料理がおいしく仕上がります。底面は最新技術の鉄溶射。
多層構造の商品より約２０％軽量化。底貼り商材と違い、底面剥離の心配がありません。

JAN : (30ｃｍ) 121860

サイズ：約373×217×108mm(ディープ20cm)

019 いため鍋２４/28/30ｃｍ

017

JAN : (１９×１３cm) 200381
(１８×１６cm) 200367

サイズ：約499×297×110mm(いため28cm)

024 玉子焼17×10/１９×１３/１８×１６ｃｍ
サイズ：約366×111×69mm(17×10cm)

番号
004
007 IH 玉子焼１９×１４ｃｍ
サイズ：約368×153×69mm

価

格

4,500 円 (税抜)

JANコード
4971142121808

005

5,000 円 (税抜)

4971142121839

006

7,000 円 (税抜)

4971142121853

007

5,500 円 (税抜)

4971142121877

伝統の技術と最新技術の融合。
熟練職人が作るアルミニウム鋳物製。側面は薄く、軽量化。特厚底で熱を蓄えます。
熱伝導に優れ、料理がおいしく仕上がります。
底面は最新技術の鉄溶射。底貼り商材と違い、底面剥離の心配がありません。

番号
JAN : (24cm) 200312
(26cm) 200329
(28cm) 200336

021 フライパン

20/24/26/28cm

サイズ：約390×209×104mm(20cm)

021
022 ディープフライパン22ｃｍ

023 いため鍋２８ｃｍ

サイズ：約412×230×114mm

サイズ：501×290×120mm

ご家庭のガスコンロで昔ながらの『釜炊き』ご飯が手軽に楽しめます。
釜の持つ丸みにある形は、過熱した時に理想的な対流を起こし、ご飯
を美味しく仕上がります。ステンレスの重厚な蓋で程よい圧力がかかり、
かまどで熱を逃さず、ふっくら美味しいご飯を炊き上げます。
JAN : (3合) 212070
(5合) 212087

２合/3合/5合 炊き

サイズ：釜 径約182×130mm(2合炊き)
かまど 径約218×60mm(2合炊き)

008 Ｉ
Ｈ味彩鍋 ８号/９号
サイズ：約295×251×135mm(8号)
P31

価 格

格

JANコード
4971142200305

022

6,000 円 (税抜)

4971142200343

023

7,000 円 (税抜)

4971142200350

024

5,800 円 (税抜)

4971142200374

内面ふっ素樹脂加工で使いやすい。
水量目盛りが見やすい PAT 印刷。
（炊飯器の目盛と同様）
本体は熱伝導の良いアルミニウムと耐久性、保温力に優れたステンレスの全面２
層クラッド。
JAN : (18cm) 105860
(20cm) 105877

025 謹製 釜炊き三昧

番号

価

5,000 円 (税抜)

価

格

026 匠味ゆきひら

16/18/20cm

サイズ：約336×171×116mm(16cm)

JANコード

番号

008

8,000 円 (税抜)

4971142200428

025

7,000 円 (税抜)

4971142212063

JANコード

009

10,000 円 (税抜)

4971142200435

026

4,000 円 (税抜)

4971142105853
P32

包帯パンツ
元プロ野球選手
前田 幸長（まえだ ゆきなが）
元プロ野球選手
1988 年、ドラフト 1 位で当時のロッテオリオンズ
に入団。その後、千葉ロッテマリーンズ、中日ド
ラゴンズ、読売巨人ジャイアンツで活躍。現在は、
小・中学校の野球チーム「都筑中央ボーイズ」
を主宰し、会長として後進育成に努める。

オムロン
ログイン株式会社
ログインのモノ創りへのこだわりは、五常の精神から生まれました。
日本人が持つ四季を感じられる繊細な感性、そして、伝承され続けている日本の匠の技術。
これらを五常「仁義礼智信」の精神と共に 、次世代に引き継がれていく「道」をつくり、また一つの道を突き進む「志」のある人を応援
することが、
「SIDO®」のミッションだと確信します。

包帯パンツを愛用している元プロ野球選手の前田幸
長さんに、開発者であるログイン株式会社・野木志
郎社長が直撃インタビュー！
野木

ブラック

グレー

グレー

001 1045 ウエストゴムなし包帯パンツ(前開き)

サイズ：M 76〜84cm
L 84〜94cm
LL 94〜104cm

型式：1045NV2〜1045NV4

ネイビー

ネイビー

型式：1071GR2〜1071GR4

グレー

ブラック

003 1024 ノンヘムショートボクサー

サイズ：M 76〜84cm
L 84〜94cm

番号

型式：1024TQ2〜1024TQ3

カラー

価 格

001-M ネイビー 3,500 円 (税抜)

ベージュ

グレー

ブラック

004 2015レディスゴムなし包帯レギュラーショーツ

サイズ：S
M
L
LL

P33

82〜90cm
87〜95cm
92〜100cm
97〜105cm

型式：2015SA1〜2015SA4

ベージュ

グレー

サックス

005 2016レディスゴムなし包帯ボクサーショーツ

サイズ：S
M
L
LL

82〜90cm
87〜95cm
92〜100cm
97〜105cm

型式：2015BK〜2015BK4

JANコード
4571222090378

001-L

〃

3,500 円 (税抜)

4571222090385

001-LL

〃

4,000 円 (税抜)

4571222090392

002-M グレー

ブラック

前田 僕は、スパッツを履いて、その上にスライディングパン

ツを履いていました。やっぱりスライディングすると痛いので。

僕が投げるという形でスタートして、その時からずっと、ピッチャー

前田 すごく動きやすいです。現役時代に履きたかったですね。

です。

スラパンって、汗をかくと体にくっついて嫌な感触が残るんで

プロ野球選手になりたいと思ったのは？

プロ野球を見始めた、小学校 2、3 年生くらいですね。

す。でも包帯パンツは変な蒸れがない。お尻の谷間とかに汗を
かいたりするような、不快感がないんです。

野木 嬉しいなぁ。通気性がいいのが

なれると思ってました？

思ってましたね。その時は、世の

ウリなんですが、断熱性も高いんです

（笑）。僕は、昔から小さくて細かったん

前田 はい、暖かったですよ。包帯パ

33kg くらいしかなくて、チビ助のガリッ

どんな仕事をしてくれるのか楽しみに

中で自分が一番うまいと思ってました

よ。冬場も問題なかったでしょ？

ですよ。中学生の時は、身長 145cm で

ンツで初めて夏を迎えるので、真夏に

ガリですよ。誰もが野球選手になんかな

しています。

す。それでも僕は、気にしなかったです。

4,000 円 (税抜)

4571222100244

002-L

〃

4,000 円 (税抜)

4571222100251

002-LL
000

〃

4,500 円 (税抜)

4571222100268

003-M ターコイズ 2,800 円 (税抜)

4571222093683

今の夢は、チームから一流選手
を輩出すること

要は、抑えて、勝てばいいんでしょって
思ってました（笑）。
野木

サックス

野木 野球している時には、どんなパンツを履いてましたか？

れるわけがない、と思っていたと思いま

002 1071 しめ知らず ゴムなし包帯パンツ(前開き)

サイズ：M 76〜84cm
L 84〜94cm
LL 94〜104cm

「包帯パンツ」は汗の不快感がない

履き心地はどうですか？

前田

フーシャピンク

野木 志郎（のぎ しろう）
ログイン株式会社 代表取締役
1960 年大阪府高槻市生まれ。会社員を経て、
2006 年、ログイン株式会社を創業。主にアスリー
トに向けて、通気性の高い包帯生地を使った「包
帯パンツ」を開発。好きな球団は阪神タイガース。

ルをしていました。自然な流れで、親父が座ってボールを受け取り、

野木
ターコイズ

野木志郎

野木 今、うちの「包帯パンツ」を履いていただいてますよね。

前田

グレー

前田さんが野球を始められたきっかけは何ですか？

代表取締役

前田 父親の影響でしょうね。幼稚園の時から、一緒にキャッチボー

野木

ネイビー

前田幸長

ログイン株式会社

すごいなぁ……！ 前田さんは、快速球の切れ味の良い

前田さんは、プロ野球選手になるという大きな夢を叶え

ボールを投げるピッチャーですよね。落ちるボール「ナックル

野木

前田 プロ入り 2 年目からですね。プロに入って、今までより

前田 やはり死ぬまで野球をやっていきたいと思います。今は

のうち半分近くはナックルボールです。かなり役に立ってくれ

を輩出したい。毎年ドラフトはあるので、今年叶ってもまた来

ボール」はいつ覚えたんですか？

られました。今後は何を目指していくのですか？

何かを増やさなければと思ったんです。現役時代にとった三振

自分のチームを持っているので、そこから一流のプロ野球選手

ました。

年があります。だから、僕が生きている以上、またチームがあ

野木

2020 年のオリンピックで野球が正式種目に決まりまし

た。今の高校球児たちも、頑張れば出られる可能性がある。日

る以上、ずっと追いかけられる夢だと思っています。
野木 監督になりたいと思うことはないんですか？

003-L

〃

2,800 円 (税抜)

4571222093690

004-S

サックス

2,800 円 (税抜)

4571222101807

004-M

〃

2,800 円 (税抜)

4571222101081

前田

004-L

〃

2,800 円 (税抜)

4571222101098

〃

2,800 円 (税抜)

4571222101104

でも、一番練習せぇよ」ということです。やはり侍ジャパンの

てる、2 軍のピッチングコーチの方が面白いだろうなと思います。

004-LL
005-S

ブラック

3,000 円 (税抜)

4571222094598

005-M

〃

3,000 円 (税抜)

4571222094604

行動しなきゃダメなんです。遊ぶのは野球が終わってからでも

んまに、野球が好きなんやね。ぜひ、頑張ってください !

005-L

〃

3,000 円 (税抜)

4571222094611

〃

3,000 円 (税抜)

4571222101814

005-LL

※カラー・サイズによりJANコードがございます。

本代表を目指す若者たちに、アドバイスをお願いします。

僕が一番言いたいのは、
「自分が一番うまいと思っていい。

ユニフォームを着たいと思ったら、野球のことを一番に考えて

前田

機会があればやってみたいという思いがないわけではな

いですけど。監督をするなら、まだ完成されていない選手を育
野木

自分が目立つことにはあまり興味がない。前田さんはほ

できるから。今は、とにかく練習して、ご飯を食べて、寝る。
身体の大きな海外の選手にも太刀打ちできるような体を作って
おくことが大事だと思います。

P34

下村工業株式会社

株式会社曙産業
色を楽しむ。形を楽しむ。
あると便利なキッチンツールがひとつにまとまりました。

002

野菜やフルーツに

bin5(ビンファイブ）

サイズ：84×84×242mm
型 式：KC-923

便利！ラクラク！の
調理器シリーズ

001

002

さくらんぼの種取り

ぶどうの皮むき

サイズ：W88×D27×H168mm
型 式：FV-625

（グラスファイブ）
003 Glass Five

003

サイズ：89×89×295mm
型 式：TW-3712

ピーマン・パプリカのヘタ取り

サイズ：W22×D20×H175mm
型 式：FV-624

サイズ：ピーマン用 W60×D60×H36mm
パプリカ用 W70×D70×H46mm
型 式：FV-620

004
番号

001

bin8(ビンエイト）

004

005

スティックおろし

006

キウイカッター＆ミニ

サイズ：W24×D22×H182mm
型 式：FV-619

サイズ：(キウイカッター) W71×D71×H67mm
(キウイカッターミニ) W64×D64×H65mm
型 式：FV-628

サイズ：84×84×278ｍｍ
型 式：KC-922

007

太千切り器 しりしり

価 格

JANコード

番号

価 格

JANコード

001

2,500 円 (税抜)

4954267079223

003

3,000 円 (税抜)

4954267157129

002

2,000 円 (税抜)

4954267079230

004

2,000 円 (税抜)

4954267160419

Glasstic STACK
（グラスティックスタック）6PC

サイズ：65×65×152mm (グラス１個サイズ）
型 式：GM-4041

白髪ねぎカッター

サイズ：W90×D14×H268mm
型 式：FSF-01

サイズ：W45×D22×H138mm
型 式：FNK-01

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら
使いやすさとデザインを追求した本格調理シリーズ。

005 おろし三昧

006 サラダポケット

ト
008 野菜調理器セッ

サイズ：W105×D290×H115mm
型 式：PGS-05

009 やさしい調理バサミ

サイズ：W80×D205×H12mm
型 式：PGS-10

010 やさしいおろし器

サイズ：W100×D295×H34mm
型 式：PGS-03

015 オールステン

サイズ：W228×D393×H26mm
（ギフト箱）
型 式：OVD-100

番号

P35

価

格

009 水切りヨーグルトができる容器

サイズ：W180×D393×H26mm(ギフト箱）
型 式：OVD-80

番号

価 格

010 プレミアム

カットできちゃうバターケース

サイズ：178×108×75mm
型 式：ST-3007

011 ホームベーカリースライサー

サイズ：159×235×69mm
型 式：PS-955

012 レンジでらくチン！

ゆでたまご2個用

サイズ：90×170×105mm
型 式：RE-277

016 オールステン

ヴェルダン包丁 3本セットB

JANコード

サイズ：202×112×105mm
型 式：HS-770

008 レンジで美味しいおだし

サイズ：120×158×150mm
型 式：RE-1510

サイズ：W65×D150×H25mm
型 式：PG-601

サイズ：134×95×137mm
型 式：ST-3000

ヴェルダン包丁 4本セット

サイズ：108×108×100mm
型 式：CH-2006

011 スピードキンピラピーラー 012 厚み調整機能付スライサー 013 ふわから肉すじ切り

サイズ：W110×D210×H57mm サイズ：W68×D124×H14mm
型 式：PGS-11
型 式：PGS-13

継ぎ目のない一体成型のオールステンレスシリーズ。職人の手による水研ぎ刃付け。
切れ味、持続性に優れています。流れるフォルムが優しく手になじみます。

014 オールステン

007 納豆を10倍楽しむためのセット イエロー

コンポ グリーン

サイズ：185×110×88mm
型 式：HS-267

ヴェルダン包丁 2本セットB

サイズ：W142×D393×H26mm(ギフト箱）
型 式：OVD-50

JANコード

番号

価

格

JANコード

013 とびだせ！おすし

サイズ：200×122×44mm
型 式：CH-2011

001

1,200 円 (税抜)

4962336611069

007

1,300 円 (税抜)

4962336609905

012

1,800 円 (税抜)

4962336609967

000

750 円 (税抜)

4962336611052

008

5,000 円 (税抜)

4962336610147

013

1,300 円 (税抜)

4962336610758

番号

003

700 円 (税抜)

4962336610819

009

2,200 円 (税抜)

4962336402520

014

10,000 円 (税抜)

4962336114461

005

004

1,300 円 (税抜)

4962336610802

010

1,800 円 (税抜)

4962336610192

015

8,000 円 (税抜)

4962336114454

006

005

1,400 円 (税抜)

4962336611113

011

1,500 円 (税抜)

4962336610420

016

5,000 円 (税抜)

4962336114430

007

006

1,000 円 (税抜)

4962336609912

008

1,800 円 (税抜)

価

格

014 おにぎりだぴょん！ しろ

015 ミラくるザル・ボウル米とぎセット

サイズ：124×100×82mm
型 式：CH-2041

サイズ：265×280×131mm
型 式：MZ-3514

JANコード

番号

4954267052677

009

3,000 円 (税抜)

4954267057702

010

1,200 円 (税抜)

4954267140060

011

4954261735103

012

1,500 円 (税抜)

1,500 円 (税抜)

価 格

016 トージーディスペンサー

10本セット

サイズ：110×45×196mm
型 式：ST-3013

JANコード

番号

4954267150007

013

2,500 円 (税抜)

4954267150076

014

800 円 (税抜)

4954267140411

2,000 円 (税抜)

4954267039555

015

2,000 円 (税抜)

4954267155149

4954267102778

016

1,200 円 (税抜)

4954267150137

2,000 円 (税抜)

価 格
1,500 円 (税抜)

JANコード
4954267140114

P36

フィスラージャパン株式会社

ヴェーエムエフジャパン コンシューマーグッズ株式会社
WMF（ヴェーエムエフ）は 1853 年にドイツで設立以来、最上の品質と洗練されたデザインのキッチン用品およびテーブルウェアををトータルに
ご提供するブランドとして、世界約 90 カ国でご愛用いただいております。

優れた品質とシンプルで美しいデザインは料理を一段と美味しくし、
日々の暮らしが豊かになる！ロングセラーの圧力鍋やフライパンが登場。ドイツ高機能キッ
チンウェアブランドとして世界に名を馳せる「フィスラー」は 1845 年の創業以来、約 170 年の長きにわたり、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、ドイツ発の代表格たるキッチンウェアブランドとして世界中で愛されています。有名レストランでも使用される信頼あるブランド、
フィスラー。料理や家事を簡単かつ楽しくすることのできるキッチンウェアを取り揃えました。
プロコレクション

001 キャセロール20cm

002 シチューポッ
ト24cm

サイズ：W30.5×D22×H14cm

サイズ：W35×D行26×H19.5cm

型 式：084-133-20-000

型 式：084-123-24-000

001 WMF パーフェクトプラス圧力鍋 2.5L

003 WMF パーフェクトプロ圧力鍋 3.0L

サイズ：幅19.0×奥行38.3×高さ16.5cm
型 式：W0793090000

サイズ：幅24×奥行43.5×高さ14cm
型 式：W0796216440

サイズ：幅24.0×奥行43.5×高さ18.2cm
型 式：W0793126040

サイズ：幅24×奥行43.5×高さ18cm
型 式：W0796226440

002 WMF パーフェクトプラス圧力鍋 4.5L

004 WMF パーフェクトプロ圧力鍋 4.5L

005 WMF カラフェ1.0L ブラック
003 ソースパン浅型16cm

004 コニカルパン16cm

サイズ：W37×D18×H12.5cm

サイズ：W35×D18×H8.0cm

型 式：084-153-16-000

型 式：084-143-16-100

006 WMF ミニクックウェア 3Pセッ
ト

サイズ：奥行9.9×幅9.9×高さ30.4cm
型 式：W0617706040

サイズ：ハイキャセロール14cm/内径14cm 奥行21.0×幅15.3×高さ9.3cm
ソースパン14cm(ふたなし)/内径14cm 幅15.2×奥行27.7×高さ6.5cm
フライパン18cm/内径18cm 幅19.2×奥行31.7×高さ6.0cm(取っ手込)
型 式：W0798556040

008 WMF STRATIC ポルシェデザイン

007 WMF ハニーディスペンサー

カトラリー30Pセット

テーブルナイフ 、
テーブルフォーク、
テーブルスプーン、
ティースプーン、
ケーキフォーク 各6本ずつ
型 式：W1181916340

サイズ：奥行11.0×幅6.0×高さ×13.7cm
型 式：W0636646040

005 ルノグラタンパン24cm

006 ルノシチューポッ
ト20cm

007 プロテクト26cm

サイズ：W34.5×D25×H6cm

サイズ：W30×D21×H14.5cm

サイズ：W46×D28×H9.5cm

型 式：056-516-24-100

型 式：056-116-20-000

型 式：138-102-26-100

009 WMF ティータイム ティーポットセット 1.3L

C+S プレステージ

011 WMF ヒップ フラスコ 120ml
009 シチューポッ
ト18cm

008 キャセロール20cm

サイズ：W27.5×D19.5×H16cm

サイズ：W32.5×D17.5×H12.5cm

型 式：032-128-20-000

型 式：032-118-18-000

型 式：032-158-16-000

011 クリスピープレミアム20cm

サイズ：W46×D27×H9.0cm

型 式：121-400-20-100

型 式：159-103-26-100

ウッドスタンド付

サイズ：奥行7.8×幅15.5×高さ5.1cm
型 式：W0634546040

シリット社が独自に開 発したシラルガンは、 約 3 0 種もの天然 鉱 石を独自の比 率で調 合し、
約 1200 ℃の高 温で溶 解した後 、 冷 水で急 冷し結 晶 化させたものです。
表 面はガラスと同じ中 性で、 酸やアルカリの影 響を受けず、
キズやひび割れにも非 常に強いので、 末 永くお使いいただけます。

JAN:（レッ
ド）
260097
サイズ：キャセロール14cm/W24.5×D15.5×H12.5cm
ソースパン14cm /W29.5×D15.5×H12.5cm
フライパン16cm /W33.5×D17.5×H8.0cm
型 式：08-316-03

型 式：157-302-26-100

「あったら便利」がカタチになった、スイ
ス生まれのキッチンツールブランド。

番号

P37

価

格

015 スウィフトドライサラダスピナー
サイズ：幅27×奥行27×高さ15cm
型 式：ZS-940007

016 ストロングボーイ２
サイズ：幅20
（本体）
29.5
（ベルト含）
×奥行4.7×高さ3.5cm
型 式：ZS-46145

JANコード

番号

価 格

017 スパイラルスライサー

018 シリコントング
サイズ：幅長さ
：32.0（開）
12.7
（閉）
4.5
×奥行5×高さ3.5cm

サイズ：幅7×奥行7×高さ14.2cm
型 式：ZS-9000025

JANコード

番号

型 式：ZS-42033

価

格

JAN:（ブラック）
260004

JAN:（イエロー） JAN:（ブラック）
248743
168126

014 silit tプラス圧力鍋 2.5L

014 スナッキーセッ
ト

013 アルックス26cm
サイズ：W46×D27×H9.0cm

013 WMF ビン蓋オープナー
サイズ：長さ26.5×幅10.5×高さ5cm
型 式：W1873556030

012 カントリー26cm

サイズ：W40×D22×H8.0cm

サイズ：長さ21.0×幅8.2×高さ1.3cm
型 式：W1879206100

012 WMF ソルト＆ペッパー

サイズ：奥行2×幅7.0×高さ12.1cm
型 式：W0603489990

010 ソースパン16cm

サイズ：W29.5×D20×H14.5cm

綿密なアイデア、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。小さなお子様からお年寄りまで、幅
広くご使用いただけるだけでなく、パッ
ケージにリサイクルペーパーを使用する
など、環境への配慮も万全です。

010 WMF タッチ キッチンバサミブラック

サイズ：奥行13.5×幅21.3×高さ20.0cm
型 式：W0636306040

015 silit ミルクポッ
ト

サイズ：2.5L 幅20.5×奥行×39.7×高さ17.0cm
型 式：イエロー/S8222173314

サイズ：幅15.6×奥行22.1×高さ16.5cm
型 式：レッド/S6514174801

19 2 4 年 創 業 。 鋳 物 製 造の老 舗ブランド
シャスールを製造する INVICTA（アンヴィクタ）社は鋳物ホーローにおけるプロフェッショナル。
創 業 以 来 9 0 年 以 上わたり、 厳しい冬を乗り越えるための暖 炉 ( ストーブ ) をはじめ、さまざまな鋳 物ホーロー製品を世に送りつづけてきました。
シャスールは、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。

016 サブライム ラウンドキャセロール14cm

017 サブライム オーバルキャセロール17cm

型式 : (MA)CH471424MA 幅20.2×奥行14.7×高さ11.2cm
JAN : (PK)000732/(MA)1487/(RD)000725/(CV)001340/(BK)001333

型式 : (CV)CH471789CV 幅21.7×奥行13.5×高さ11.8cm
JAN : (PK)001456/(MA)001524/(RD)001432/(CV)001449/(BK)001425

016-2 サブライム ラウンドキャセロール20cm

017-2 サブライム ラウンドキャセロール25cm

型式 : (PK)CH472010PK 幅27.8×奥行20.7×高さ14.2cm
JAN : (PK)000992/(MA)001012/(RD)000978/(CV)001388/(BK)000954

型式 : (PK)CH472510PK 幅32.7×奥行20.0×高さ15.2cm
JAN : (PK)001210/(MA)001531/(RD)001203/(CV)001463/(BK)001180

016-3 サブライム ラウンドキャセロール24cm
型式 : (RD)CH472403RD 幅32.0×奥行24.7×高さ15.6cm
JAN : (PK)001166/(MA)001517/(RD)001555/(CV)001418/(BK)001401

型式：20cmピンク/CH472010PK

ピンク
PK

マロングラッセ ドンシェリーレッド キャビア
CV
MA
RD

型式：25cmブラック/CH472501BK

ブラック
BK

格

JANコード

番号

JANコード

番号

JANコード

001

38,000円 (税抜)

4000530571786

008

110,000円 (税抜)

4000530656698

015

20,000円 (税抜)

番号

価

価

格

価

格

JANコード
4004633248729

001

33,000円 (税抜)

4009209276175

007

25,000円 (税抜)

4009209318776

013

9,000円 (税抜)

4009209318554

002

45,000円 (税抜)

4000530571762

009

25,000円 (税抜)

4000530663603

016

20,000円 (税抜)

002

40,000円 (税抜)

4009209276236

008

28,000円 (税抜)

4009209348209

014

16,500円 (税抜)

4009209238463

003

46,000円 (税抜)

4000530676948

010

3,000円 (税抜)

4000530677617

016-2

28,000円 (税抜)

（ピンク）

003

30,000円 (税抜)

4009209277356

009

27,000円 (税抜)

4009209343358

015

6,500円 (税抜)

5011268873805

004

50,000円 (税抜)

4000530676955

011

5,000円 (税抜)

4000530486318

016-3

38,000円 (税抜)

（ドンシェリーレッド）3244335001555

004

26,000円 (税抜)

4009209276397

010

24,000円 (税抜)

4009209343433

016

3,300円 (税抜)

5011268911323

005

8,000円 (税抜)

4000530643599

012

5,000円 (税抜)

4000530644831

017

22,000円 (税抜)

（キャビア）

3244335001449

005

23,000円 (税抜)

4009209345680

011

18,000円 (税抜)

4009209318172

017

3,500円 (税抜)

5011268873164

006

15,000円 (税抜)

4000530571564

013

10,000円 (税抜)

4000530595904

017-2

32,000円 (税抜)

（ブラック）

3244335001180

006

30,000円 (税抜)

4009209333458

012

16,000円 (税抜)

4009209318370

018

3,300円 (税抜)

7610373420331

007

6,500円 (税抜)

4000530644930

014

40,000円 (税抜)

4004633260035

（マロングラッセ）3244335001487
3244335000992
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京セラ株式会社

ツヴィリングＪ．
Ａ．
ヘンケルス
イレル
1731 年に双子マークが登記されて以来、
ツヴィリングは ナイフを中心とした高品質・
高機能なモノづくりに一貫して邁進し、現在では世界有数の家庭用品ブランドに成
長しました。285年以上を経た現在も、双子マークのナイフはツヴィリングを代表する
製品として国境を越えて幅広く愛用されています。
刃物のメーカーとしてドイツで創業し、280年
以上の歴史をもつメーカー。

新しい 価 値 を 創 造 する京 セラがファインセラミック 技 術 を 応 用して 作った
セラミックキッチングッズ 「 F i n e K y o c e r a K i t c h e n S e r i e s 」

J.A. ヘンケルスインターナショナルは高品質はそのままに、より多くの方に
ZWILLING J.A. HENCKELSグループの商品をお使い頂けるよう誕生したブランドです。
【Gift Set (ギフトセット）
】

さび ず に 清 潔 お 手 入 れカンタン！切 れ 味 長 持 ち
※ 無 料 研 ぎ 直しサ ービス 券 付

使いやすいナイフをセレクト
「未来を切り拓く」
という意味から、ヨーロッパでは古くから
刃物は縁起の良い贈り物として贈られてきました。

全世界に12の支社を持ち100カ国以上で包
丁、料理バサミ、鍋、テーブルウェアはもちろん、
ネイルケア商品やその他ボディケア商品まで
取り扱う、
グローバルな企業。

いろいろな材 質 の 包 丁が 研げる！
セラミックス ステンレス 鋼 チタンO K
電 動 パワーとダイヤモンド砥 石で
「 素 早く」
「 鋭く」
「 簡 単に 」研げます 。

004 電動ダイヤモンドシャープナー
サイズ：H155×W98×D73mm
型 式：DS-38

【機能とデザインの融合したデザインナイフ】
左右非対称のハンドルは、どのように握っても快
適な握り心地を可能にしました。またブレードからハ
ンドルまですべてをステンレスで一体成形にしたフ
ルメタルデザインは、デザイン性が高いだけでなく、
衛生的です。
三徳
（小）
刃渡り14cm
JAN:586080

三徳
（小）
刃渡り14cm
JAN:530397

三徳
（大）
刃渡り16cm
JAN：586073

001 セラミックナイフ 三徳/小

001 フィン

マルチパーパスナイフ(大)

サイズ : 三徳 刃渡り18cm
品 番 : 30847-180

三徳
（大）
刃渡り16cm
JAN:687961

フルーツナイフ
刃渡り11cm
JAN：586103

002 セラミックナイフ 三徳/大

フルーツナイフ
刃渡り11cm
JAN:530403

003 セラミックフルーツナイフ

サイズ：H270×W45×D20cm

サイズ：H290×W48×D20cm

サイズ：H227×W28×D19cm

型 式：ブラック/FKR-140-N
ピンク/FKR-140PK

型 式：ブラック/FKR-160-N
ピンク/FKR-160PK

型 式：ブラック/FKR-110-N
ピンク/FKR-110-PK

ダイヤモンドの 砥 石でいろいろな材 質 の 包 丁が 研げる！
セラミックス ステンレス 鋼 チタンO K
手 前に引く手 動 式 簡 単に包 丁 のお 手 入 れができます 。

005 ダイヤモンドロールシャープナー
サイズ：H55×W136×D50mm
型 式：DS-20S

004 HI スタイル スターターセッ
ト

Made in Japan

サイズ : 三徳 刃渡り18cm/ペティ 刃渡り13cm
品 番 : 16717-002
日本製

002 フィン2pcsセッ
ト

ハローキティの 顔 のカタチが
キュートなまな板

ハンドルはハローキティのリボンモチーフ！
切れ味長持ちのセラミックピーラー

007 キティまな板

JIDAデザイン賞
受賞

サイズ : 三徳 刃渡り18cm/ペティ 刃渡り13cm
品 番 : 30847-002

008 キティピーラー

サイズ：H300×W353×D2mm

サイズ：H145×W81×D18mm

型 式：PCC-KT15-WH

型 式：CP-KT10-PK

金 属 用 包 丁 専 用 研ぎ 器
押して引 いて約 1 0 回で 鋭く研げます！
プロ並 みの 仕 上がり
粗 研ぎと仕 上げ 研ぎが 同 時にできる

【Knife block set (ナイフブロックセット）
】

006 ロールシャープナー

キッチン周りをスマートに使いやすくナイフを
スッキリと収納し片手でさっと 取り出すことができ、
キッチンライフをより快適にサポートします。
欧米の家庭で愛用されているナイフの一般的な
収納スタイルです。

003 ナイフブロックセット

サイズ：H57×W158×D58mm
型 式：RS-20BK
（Ｎ）

005 HIスタイルナイフブロックセット

サイズ : 三徳 刃渡り18cm
ペティ 刃渡り13cm
洋包丁 刃渡り20cm
品 番 : 30847-704

ダイヤモンド砥石採用

薄くシャープにむける
セラミック刃でサビずに清 潔

品 番 : 16717-015

009 セラミック斜めピーラー

ストウブの製品は、1974年にフランスの誇る巨匠三ツ星シェフのポール・ボキューズ氏らとの共同開発で生まれました。当初、
プロフェッショナル向けに開発された
ストウブ製品は多くのレストランで愛用されてきました。現在では、
ヨーロッパをはじめ日本、韓国、アメリカといった世界50ヵ国に輸出され、一般の家庭でも広く
浸透されています。

セラミック砥石採用

010 セラミックピーラー

サイズ：H155×W84×D16mm

サイズ：H155×W84×D16mm

型 式：CP-NA09

型 式：CP-NA08PK

011 セラミックスライサー

厚み調節機能付き
（プロテクター付）

012 セラミック千切りスライサー

（プロテクター付）

サイズ：H277×W92×D24mm

（グレイM）

厚さ調節 : 0.5mm/1.3mm/2.0mm

千切り幅：2.5mm

型 式：CSN-182WHP

型 式：CSN-182SWH

ぷるんと弾く内面セラミック加工 汚れが付きにくく、落ちやすい
スポーツ飲 料やアルコールもOK！

I H・オール熱 源 対 応
調 理 面は京セラのセラミック加 工
遠 赤 外 線 効 果と熱 伝 導の良さで本 格 的な焼きあがり、
仕 上がりにこだわるセラブリッド フライパン

（ブラックM）

サイズ：H277×W92×D24mm

（チェリーM）

（チ リー）
）
（チェ
（グレイS）
（ブラックS）

（グレー）

006 Sukiyaki&グリルパン26cm

007

品 番：Cherry/40508-281
Grey /40508-280

ココット de GOHAN/S

（チ リーS）
（チェ

008 ココッ
ト de GOHAN/M
品 番：ブラック/40509-655
グレイ /40509-703
チェリー/40511-828

品 番：ブラック/40509-653
グレイ /40509-702
チェリー/40511-828

013 セラブリッ
ド フライパン玉子焼き
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価

格

JANコード

番号
006

001

12,000円 (税抜)

4009839166372

002

18,000円 (税抜)

4904130103814

003

35,000円 (税抜)

4904130109328

004

5,000円 (税抜)

4904130108796

005

12,000円 (税抜)

4904130108765

007

価 格

JANコード

番号

価

格

JANコード

コーラルピンク
JAN:807758

015 セラブリッド マグボトル 500ml

016 セラブリッド マグボトル 350ml

サイズ：H88×W274×D468mm パン深さ56mm

サイズ：H225×W77×D68mm
（口径56mm)

サイズ：H179×W77×D68mm
（口径56mm)

型 式：CF-EB-WBU

型 式：CF-26B-WBU

型 式：CSB-500-BTBK：CSB-500-BRPK

型 式：CSB-350-BRBU：CSB-350-BCPK

価 格

014 セラブリッ
ド フライパン26cm

ロイヤルブルー
JAN:807765

サイズ：H88×W136×D360mm パン深さ32mm

番号
番号

ローズピンク
JAN:807789

タンザナイトブラック
JAN:807796

JANコード

番号

価

格

JANコード

番号

001

5,000円 (税抜)

4960664-586080

007

1,500円 (税抜)

4960664-737352

012

価

格

JANコード

1,800円 (税抜)

4960664-594290
4960664-708956

Cherry 37,000円 (税抜) 3272340029165

007

チェリー 14,000円 (税抜) 3272340025266

002

6,000円 (税抜)

4960664-586073

008

1,000円 (税抜)

4960664-742196

013

3,800円 (税抜)

G r e y 37,000円 (税抜) 3272340029141

008

ブラック 19,000円 (税抜) 3272342516250

003

3,200円 (税抜)

4960664-586103

009

800円 (税抜)

4960664-586110

014

4,300円 (税抜)

4960664-708970

ブラック 14,000円 (税抜) 3272342512252

グレイ 19,000円 (税抜) 3272342516182

004

3,800円 (税抜)

4960664-674824

010

800円 (税抜)

4960664-716500

015

5,500円 (税抜)

4960664-807796

グレイ 14,000円 (税抜) 3272342512184

チェリー 19,000円 (税抜) 3272340025273

005

2,000円 (税抜)

4960664-815005

011

1,800円 (税抜)

4960664-489282

016

5,000円 (税抜)

4960664-807765

006

2,000円 (税抜)

4960664-414239
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株式会社佐竹産業

小林工業株式会社

「濃州孫六作」
は日本でも有数の刃物の産地として名高い世界に誇る刃物の都、
岐阜県関市で
生まれた包丁ブランドです。濃州とはかつての美濃国
（現在の岐阜県南部）
の事を指します。
室町後期に濃州で活動した孫六で知られる刀匠などの卓越した歴史ある伝統技術は今の刃物
づくりにも活かされ、
一丁ずつ高い技術を持った職人の手によって
「濃州孫六作」
の包丁は作られています。

001

「LUCKYWOOD」は明治元年（1868）の創業、矢立、灰ならし、のような家庭用金物の鍛冶工房がその始まりです。
カトラリーの生産を開始したのが大正 4 年（1915）で 100 年を越えます。第二次大戦後の昭和 21 年には工場を整備し、
当時は一般的ではなかったステンレス鋼にいち早く着目し数々の技術上の困難な問題を克服し、ステンレスカトラ
リーの生産を軌道に乗せ、また中小企業モデル工場の指定も受けました。
その後はオリジナルデザインとメーカーブランドによる責任と保証の方針を推し進めて来ました。
その結果数多くのグッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞に輝き「LUCKYWOOD」のブランドはその品質とと
もに国産カトラリーの最高峰として皆様に親しまれることになりました。

002

濃州孫六作 口金付三徳包丁

濃州孫六作 口金付牛刀包丁

サイズ：全長約30cm、
刃渡り約17cm
型 式：A-40AAFK

サイズ：全長約31cm、
刃渡り約18cm
型 式：A-40AGFK

003

004

濃州孫六作 口金付ペティナイフ

005

濃州孫六作 口金付出刃包丁

サイズ：全長約25cm、刃渡り約13.5cm
型 式：30XFK

濃州孫六作 口金付刺身包丁

サイズ：全長約27cm、
刃渡り約16cm
型 式：A-40ADFK

サイズ：全長約33cm、
刃渡り約20.5cm
型 式：A-40ASFK

001 シドニー
006

007

濃州孫六作オールステンレス三徳包丁

008

濃州孫六作オールステンレス牛刀包丁

サイズ：全長約30cm、刃渡り約17cm
型 式：50CAFK

009

濃州孫六作オールステンレス小三徳包丁

サイズ：全長約31cm、
刃渡り約18cm
型 式：50CGFK

濃州孫六作オールステンレスペティナイフ

サイズ：全長約26cm、
刃渡り約13.5cm
型 式：40PFK

サイズ：全長約25cm、
刃渡り約13.5cm
型 式：35WFK

002 ヴェルーテ

デザートスプーン 全長186mm
デザートフォーク 全長188mm
デザートナイフ 全長228mm
ティースプーン 全長141mm
ケーキフォーク 全長146mm
型 式：0-88002-000

デザートスプーン 全長195mm
デザートフォーク 全長198mm
デザートナイフ 全長225mm
ティースプーン 全長135mm
ケーキフォーク 全長167mm
型 式：0-19602-000

JAN：4972130602040
4972130602156
4972130602064
4972130602170

003 ティアラ

004 テーブルトングシリーズ

ピンクゴールドシリーズ

「濃州正宗作」
は日本でも有数の刃物の産地として名高い世界に誇る刃物の都、岐阜県関市で生まれた包丁ブランドです。濃州
とはかつての美濃国
（現在の岐阜県南部）
の事を指します。
日本刀剣史上もっとも著名な刀工の一人で知られる正宗の卓越した歴史ある伝統技術は今の刃物づくりにも活かされ、一丁ずつ
高い技術を持った職人の手によって
「濃州正宗作」の包丁は作られています。

デザートスプーン
デザートフォーク
デザートナイフ
ティースプーン
ケーキフォーク

サービストング

サービストング 全長170mm
サラダトング 全長170mm
パスタトング 全長170mm

全長188mm
全長187mm
全長219mm
全長138mm
全長138mm

011

濃州正宗作ダマスカス三徳包丁

濃州正宗作ダマスカス牛刀包丁

サイズ：全長約31cm、刃渡り約18cm
型 式：#805-513

濃州正宗作ダマスカスカービングナイフ

サイズ：全長約33cm、
刃渡り約20cm
型 式：#805-544

013

サイズ：全長約30cm、
刃渡り約20cm
型 式：#805-513

014

濃州正宗作ダマスカスユーティリティ

005 リンツ
フォンデュ＆オードブルフォークＳ
全長140mm
フォンデュ＆オードブルフォークＭ
全長170mm JAN：104438
フォンデュ＆オードブルフォークＬ
全長200mm JAN：104407

015

濃州正宗作ダマスカスペティナイフ

サイズ：全長約26cm、刃渡り約15cm
型 式：#805-568

パスタトング
0447

JAN ：デザートフォーク 218333
デザートナイフ 218340
ティースプーン 218357
ケーキフォーク 218395

012

JAN：100447
100454

型 式：0-10233-004

型 式：0-19302-060

010

JAN：4972130198031
4972130198123
4972130198055
4972130198147

濃州正宗作ダマスカスパーリングナイフ

サイズ：全長約23.5cm、
刃渡り約12cm
型 式：#805-520

型 式： 0-10441-200

サラダトング
0454

サイズ：全長約20cm、
刃渡り約9cm
型 式：#805-537

020

キッチンバサミ
016

サイズ：全長19.5cm
型 式：KS102FK

017

濃州正宗作チタンコーティング三徳包丁

サイズ：全長約29cm、刃渡り約17cm
型 式：ST001

濃州正宗作梨地和包丁

三徳型

サイズ：全長約29cm、
刃渡り約17cm
型 式：NS250-104

021

タンデムシャープナー
サイズ：17.5×5.5×5cm
型 式：GL070

018

019

濃州正宗作プロフェッショナル牛刀包丁２１０m/m

サイズ：全長約34cm、刃渡り約21cm
型 式：#800-037

番号

価

濃州正宗作オールステンレス三徳包丁

サイズ：全長約28cm、
刃渡り約17cm
型 式：CH004

格

JANコード

番号

001

4,000 円 (税抜)

4956617242387

008

002

4,000 円 (税抜)

4956617246408

003

3,000 円 (税抜)

004

4,000 円 (税抜)

価 格

JANコード

番号

4,000 円 (税抜)

4956617247665

009

3,500 円 (税抜)

4956617246415

010

4956617242400

011

2pc

4pc

5pc

格

JANコード

015

5,000 円 (税抜)

4956617805537

4956617247672

016

4,000 円 (税抜)

4956617244084

10,000 円 (税抜)

4956617805513

017

3,500 円 (税抜)

4956617245760

アイスクリームスプーン
全長115mm
アイスクリームスプーン2pc 全長115mm JAN：228028
228042
アイスクリームスプーン4pc 全長115mm
228059
アイスクリームスプーン5pc 全長115mm

11,500 円 (税抜)

4956617805544

018

10,000 円 (税抜)

4956617800037

型 式：5-21701-700

005

4,000 円 (税抜)

4956617242417

012

9,500 円 (税抜)

4956617805551

019

3,000 円 (税抜)

4956617247399

006

5,000 円 (税抜)

4956617247641

013

8,000 円 (税抜)

4956617805568

020

2,500 円 (税抜)

4956617201025

007

5,000 円 (税抜)

4956617247658

014

6,500 円 (税抜)

4956617805520

021

2,500 円 (税抜)

4956617249614

※他にも つめ切り、
キッチンセット、ガーデニング用品など多数取り揃えております。
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価

http://www.satake-cutlery.com

007 マリエッタ

006 ドルチェ

番号

価 格

5pcカレースプーンセット

008 マリエッタ

5pcパスタフォークセット

009 ニンバス

15pcディナーセット バスケット付

サイズ：約220×143×33mm

サイズ：約220×143×33mm

サイズ：約290×130×85mm

型 式：5-08305-730

型 式：5-08305-740

型 式：5-08015-000

JANコード

番号

001

45,000円 (税抜)

4972130602033

004

002

1,100円 (税抜)

4972130198024

003

1,500円 (税抜)

4972130218326

格

JANコード

番号

1,500円 (税抜)

価

4972130100430

007

格

JANコード

2,000円 (税抜)

005

600円 (税抜)

4972130104452

006

2,000円 (税抜)

4972130228011

価

4972130094685

008

2,000円 (税抜)

4972130094692

009

10,000円 (税抜)

4972130090656
P42

オークス株式会社

下村企販株式会社

いただきます、ごちそうさま、おウチでお料理、おウチでごはん、
それはすごくあたりまえで、すごくあたたかなこと、
おウチでのごはんは、どんな 5 つ星レストランもかなわない
世界一のごちそうだと思う。
そんなあたりまえの毎日のためのキッチンシリーズ｢ウチクック｣

「もっと手際よく料理が作れたら」
という思いに、使いやすさをプラスした
「ママ」への「クッキング」
ツールです。
切る・移す・混ぜる・すくう・盛り付ける、
そして洗いやすさ。準備から後片付けまで、
ちょっとでも手際よくこなせる
ように、機能と形にこだわったツールシリーズです。

003

クイックフライヤー

サイズ：内径15.8×深さ9.9×全長25.3cm
収納時高さ20.5cm
型 式：UCS2RD

001

スチームグリルメタルカバー

004

サイズ：幅40×奥行21.5×高さ12.5cm（フタ含む）
型 式：UCS15RD

005

グリルインロースター UCS17
サイズ：幅25×奥行15.7×高さ5cm
型 式：UCS17

ロカポット

サイズ：幅14×奥行き19×高さ20.1cm
型 式：UCS1RD

001 お助けスプーン

スチームグリルガラスカバー

サイズ：幅40×奥行21.5×高さ7.9cm
幅40×奥行21.5×高さ7.9cmタ含む）
（フタ含む）
型 式：UCS16RD

006

008

009

サイズ：全長8.5×幅6.5×高さ4.2cm
型 式：UCS14RD

サイズ：全長28×幅8.5×高さ8.5cm
型 式：UCS9RD

水切りおたまミニ

サイズ：全長24×幅7.5×高さ７cm
型 式：UCS13RD

サイズ：幅6.5×全長15.3×高さ3.6cm
アミ部:径5.7×深さ3cm
型 式：38172

004 スープこし
サイズ：外径12.5×全長27.3×高さ6.1cm
内径11×深さ6cm
型 式：35700

ワンクリックトング

サイズ：全長26×幅3.4×高さ3.9cm（収納時）
型 式：UCS4RD

011

010

水切りおたま

003 サッとすくって
！粉ふるい

サイズ：幅3.5×全長24×高さ3.7cm
先端幅0.5cm
型 式：35689

007

おろしスプーン

サイズ：全長16.5×幅4cm
型 式：UCS6

かさなるピーラー

002 お助けトング

サイズ：幅7×全長24cm
すくい部:幅7×10.5cm
型 式：35698

002

012

おさかなキャッチャー

サイズ：全長26.5×幅9.7×高さ3.8cm（収納時）
型 式：UCS10RD

005 カス揚げ

すくえるターナー

006 ダシ取りストレーナー

サイズ：幅8.3×全長27.4×高さ5.2cm
すくい部:径8.3×深さ1.3cm
型 式：35699

サイズ：全長31×幅8×高さ4.5cm
型 式：UCS12RD

007 スリム泡立て

サイズ：幅14×全長30.5×高さ3.5cm
型 式：38256

008 ツナ缶油切り

サイズ：頭部径3.8×全長23cm
持ち手径1.6cm
型 式：35701

サイズ：外径7×高さ13cm
穴径0.5cm
型 式：35695

くらしを愛する、eye がある。leye
＜レイエ＞の生活アイテムは、女の人の くらし実感目線 から生まれます。
手にした瞬間、
「探していたのは、これこれ！」と笑顔が広がる、ものづくりをめざしています。
まいにちの中で見つけた発見やアイデアをていねいに、こころはずむカタチに仕上げて。
あたらしい、うれしいを、あなたのもとにお届けします。
009 ハーフストレーナー
サイズ：幅14×全長21.7×高さ7.5cm
ざる部:14×8.5×高さ7.5cm
型 式：35690

013
016

017

ゆびさきトング

サイズ：全長14.7×高さ4.5cm
型 式：LS1505

サイズ：全長20×最大径4cm
型 式：LS1500

くるりとハチミツスプーン
サイズ：全長18×幅2cm
型 式：LS1523

グリルホットサンドメッシュ

020

021

サイズ：全長21×高さ5.2cm
型 式：LS1514

024

022

あくとりスプーン

サイズ：幅5.4×全長23.3cm
型 式：LS1511

水切りスプーン

028

サイズ：幅23×奥行き10×高さ2cm
型 式：LS1516
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価

格

015
サイズ：全長20×幅12×高さ4.3cm
型 式：LS1527

029

サイズ：幅18.2×奥行き6.3×高さ7cm
型 式：LS1517PI

価 格

018 プチボール３個セッ
ト

グリルココット

サイズ：全長17.5×幅2.3cm
型 式：LS1529

パコン！としまるごみ袋ホルダー

013 スゴ切れ 千切り＆ツマ切りピーラー
サイズ：幅7×全長12.5×高さ3cm
カット角=千切り:3.4×3.4mm
ツマ切り:1.6×1.6mm
型 式：38230

015 パンチングみそこし

016 ふるい＆うらごし

サイズ：幅9.8×奥行13.5×全長22cm
外径9.8×高さ6.2cm
型 式：35687

017 深い茶こし

サイズ：幅26×奥行19.4×高さ5.2cm
内径18.3×深さ5cm
型 式：35703

サイズ：外径6.5×全長15.2×高さ7.5cm
型 式：35691

サイズ：全長31×幅20.7×高さ4.5cm
型 式：LS1507

野菜をうつわにベジココスプーン

サイズ：幅5.2×全長21cm
型 式：LS1509

027

もっと切りたくなるバターカッター

014

026

すくえるナイフ

サイズ：外径4×全長16.5cm
型 式：35694

グリルダッチオーブン

サイズ：全長20×幅6.2×高さ7cm サイズ：全長28.5×幅8×高さ7cm
型 式：LS1510
型 式：LS1508

025

サイズ：全長18.5×幅5.8cm
型 式：LS1506

番号

023

水切りレードル

ミートこねらー

012 スゴ切れ
スゴ切れ両面ピーラー
サイズ：幅7×全長12.5×高さ3cm
型 式：37577

サイズ：幅25×奥行16.2×高さ4cm
型 式：LS1515

014 みそが量れるマドラー

ゆびさきサーバートング

011 フライパンザル
サイズ：幅35.3×奥行25×高さ6cm
内径23.7(底21)×深さ5.8cm
取手長さ8cm
型 式：36854

サイズ：全長28×幅20×高さ3.5cm
型 式：LS1502

019

018

計量みそマドラー

グリルピザプレート

010 バケッ
トフライヤー
サイズ：幅8.8×全長35.5cm
外アミ:内径7.8×深さ3.5cm
中アミ:内径6.4×深さ3cm
型 式：35686

サイズ：幅10×奥行9.4×高さ5.5cm
型 式：35702

019 油はねガードネッ
ト
サイズ：幅40.5×奥行25×高さ1.1cm
アミ径23cm
型 式：36615

020 油切りストレーナー
サイズ：幅14×全長30×高さ4cm
すくい部内寸:14×12.5×深さ3.8cm
型 式：35693

021 水切りストレーナー
サイズ：幅14×全長30.5×高さ4.2cm
型 式：35692

030

ムダなくまぶせる粉ふるい

サッと開封キッチンカッター

サイズ：全長18.5×幅4.5cm
型 式：LS1534

サイズ：全長18.4×幅2.5×厚さ1.3cm
型 式：LS1524PI

価

格

JANコード

022 カーブ刃 キッチンハサミ
サイズ：幅9×全長19×厚さ1.2cm
型 式：36781

023 量れるお玉

024 まんまるかき揚げリング

サイズ：幅6.8×全長21cm
すくい部:外径6.8×高さ2.2cm
型 式：35697

サイズ：幅8.5×奥行14.5×高さ23cm
型 式：35685

025 野菜うす皮けずり
サイズ：幅7.5×全長13×厚さ0.2cm
型 式：35688

JANコード

番号

JANコード

番号

001

10,000 円 (税抜)

4905343013464

011

2,000 円 (税抜)

4905343013181

021

1,500 円 (税抜)

4905343015116

番号

格

JANコード

番号

JANコード

番号

002

10,000 円 (税抜)

4905343013488

012

1,500 円 (税抜)

4905343013327

022

1,500 円 (税抜)

4905343015109

001

900円 (税抜)

4957423068291

010

1,500円 (税抜)

4957423068178

018

1,500円 (税抜)

4957423068338

003

10,000 円 (税抜)

4905343012467

013

1,800 円 (税抜)

4905343015024

023

1,600 円 (税抜)

4905343015086

002

1,000円 (税抜)

4957423068208

011

1,800円 (税抜)

4957423071963

019

2,000円 (税抜)

4957423071499

004

8,000 円 (税抜)

4905343013501

014

5,000 円 (税抜)

4905343015079

024

1,000 円 (税抜)

4905343015062

003

700円 (税抜)

4957423074735

012

2,000円 (税抜)

4957423069953

020

900円 (税抜)

4957423068246

005

5,500 円 (税抜)

4905343012443

015

1,800 円 (税抜)

4905343015277

025

1,000 円 (税抜)

4905343015093

004

900円 (税抜)

4957423068314

013

2,200円 (税抜)

4957423074872

021

900円 (税抜)

4957423068239

006

1,500 円 (税抜)

4905343012986

016

1,300 円 (税抜)

4905343015055

026

1,200 円 (税抜)

4905343015291

005

800円 (税抜)

4957423068307

014

1,200円 (税抜)

4957423068253

022

1,800円 (税抜)

4957423071895

007

1,800 円 (税抜)

4905343012948

017

1,500 円 (税抜)

4905343015000

027

3,000 円 (税抜)

4905343015161

006

1,800円 (税抜)

4957423075084

015

1,500円 (税抜)

4957423068185

023

800円 (税抜)

4957423068284

008

1,500 円 (税抜)

4905343013426

018

1,200 円 (税抜)

4905343015239

028

1,000 円 (税抜)

4905343015185

007

1,200円 (税抜)

4957423068321

016

800円 (税抜)

4957423068345

024

1,200円 (税抜)

4957423068161

009

1,500 円 (税抜)

4905343013167

019

3,500 円 (税抜)

4905343015154

029

1,000 円 (税抜)

4905343015345

008

800円 (税抜)

4957423068260

017

700円 (税抜)

4957423068222

025

1,000円 (税抜)

4957423068192

010

1,300 円 (税抜)

4905343013402

020

1,800 円 (税抜)

4905343015147

030

1,200 円 (税抜)

4905343015253

009

800円 (税抜)

4957423068215

価

価

格

価

格

JANコード
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ラバーメイド

ダイワ産業株式会社
1920 年にアメリカ中西部、オハイオ州ウースターで誕生したラバーメイド。約 90 年にわたり、日常生活をシンプルで快適な
ものにするための解決策を生み出し続けてきたラバーメイドは、アメリカ人の生き方や生活様式に影響を与えた 100 社のうち
の 1 社に挙げられるブランドになり、アメリカでは誰もが知る家庭用品ブランドとして深く浸透し、現在も愛され続けています。
フタと本体の底やフタ同士が接続でき、また異なる
サイズもスタッキングができる保存容器。使用してい
ない時はかさばりがちな保存容器も、本製品ならコ
ンパクトにまとめられ、場所を取らず非常にスッキリ
収納することができます。また、バラバラになり探す
手間や保管方法が困るフタも、本体と一緒に保管

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。
長年培ってきた職人の技のみに頼ることなく、新しいことにチャレンジする精神で商品開発を進
めています。独自のノウハウによる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。また、特注品やオリジナル商品のご

001 イージーファインドリッド レッド
サイズ：118ml 2個セット/W7.5×D7.5×H6.8cm 品番：118ml 2個セット/1776477
296ml /W12.4×D12.4×H5.1cm
296ml /1776401
473ml /W12.4×D12.4×H7.7cm
473ml /1776402
710ml /W18.0×D18.0×H5.8cm
710ml /1776403
1.2 L /W18.0×D18.0×H8.6cm
1.2 L /1776404
1.65 L /W18.0×D18.0×H12.4cm
1.65 L /1776405

依頼に対しても、細かく対応させていただきます。

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。

でき、
さっと取り出すことができます。

001 食器洗い乾燥機対応ひのきまな板30cm(スタン
ド付き）
サイズ：30×18×厚1.3cm

118ml

296ml

473ml

710ml

1.2L

1.65L

生鮮食品用の保存容器。薄膜を内蔵した通気口によって内部の酸素量を調整。
野菜や果物の呼吸するスピードを抑えて「冬眠状態」にし、新鮮な状態をより長持
ちしやすい環境にします。また、果物や野菜が底に溜まった水分に触れて腐りやす
い状態にならないよう、スノコ状のトレーが入っています。

002 フレッシュワークス
サイズ：S 591ml/W11.8×D11.8×H10.2cm
M 1.5L /W14.0×D14.0×H15.0cm
L 4.0L /W23.5×D18.0×H16.2cm

品番：S 591ml/1920480
M 1.5L /1920478
L 4.0L /1920479

使うとき、洗うとき、
片付けるとき、軽くてらくらく使えます。
側面の斜めのカットでスッキリしたデザインに仕上がっています。
側面のシリコン塗装が黒ズミを抑えます。

M
（1.5L）

L
（4.0L）
S
（591ml）

番号
001

JANコード

番号

118ml 480円 (税抜)

サイズ

価

格

0071691405283

001

296ml 490円 (税抜)
473ml 550円 (税抜)

サイズ

価 格

サイズ

価

格

002 らくらく軽量ひのきまな板
（小）

JANコード

番号

710ml 600円 (税抜)

0071691405313

002

0071691405290

1.2L

760円 (税抜)

0071691405320

1.5L

2,000円 (税抜)

0071691496694

0071691405306

1.65L

930円 (税抜)

0071691405337

4.0L

3,500円 (税抜)

0071691496700

591ml 1,400円 (税抜)

JANコード
0071691496717

食洗機対応のひのきまな板です。
スッキリしたデザインの今までにない形状をしたまな板です。
厚さ1ｃｍに仕上がっており、
薄くて軽くて使いやすい。
側面のウレタン樹脂塗装が黒ズミを抑えます。

本体にミゾを入れ、
銅輪
（タガ）
をはめ込む
「タガ落ち防止加工」
を施しています。
さわら材は天然の防カビ成分を多く含みますので、
きれいなまま長持ちします。
また、変形が少なく、
こわれにくい。
適度な吸水性ですし飯が美味しく仕上がります。

003 木と手 ひのきまな板薄型
（小）

004 タガ落ち防止加工すし飯台30cm

サイズ：33×20×厚1cm

サイズ：33×20×厚1cm

サイズ：直径約30cm 容量約4合

日本の伝統的な模様を施した、
山桜の箸置き5個セット。
ひのきの箱入りの贅沢な一品です。

昔ながらのひのきの湯桶は浴室の雰囲気をガラリと変えてくれます。
シリコン塗装で黒ズミを抑えます。
底面にレーザーによる名入れが可能です。

中のブロックが取り外せて洗えるので、清潔に使えます。
シリコン塗装で黒ズミや汚れを抑えます。
三徳2本、
ペティナイフ1本、
キッチンはさみ1本が収納できます。

ディッシュドレーナーとトレーは、1940年代から販売しているロングセラー商品。ラバーメイドを代表する
製品のひとつとして、誕生から 70年をかけ、改良を重ねて現在に至ります。70年経った現在も基本的
なデザインは変わっていませんが、それは消費者の生活様式や使い方を理解し、デザインされているか
らこそ。便利で使いやすく、シンプルだけど高級感がある本製品は、発売当時は、
「時短」にもつながる
製品として主婦たちに愛用されていました。

バクテリア、カビの発生やヌメリ、
悪臭を抑え、清潔に保てる抗菌加工

ホワイト

003 ディッシュドレーナーL

005 ディッシュドレーナー トレーL
ホワイト

品 番：ホワイト/FG6032ARWHT
レッド /FG6032ARRED

007 ひのきナイフブロック

サイズ：85×72×高25ｍｍ

サイズ：直径22.5×高11.5cm

サイズ：29×9×高16.5cm

勾玉のような曲線が美しいペントレイ。

板を挿すだけの簡単な構造のスマホスタンド。
自由に名入れができます。

使いやすいシンプルなひのきのコースター。
形状や名入れは自由に変更可能です。

レッド

ホワイト

サイズ：W34.8×D44.7×H14.0cm

006 ひのき湯桶
（ステンレスタガ）

005 日本の木の箸置き

レッド

007 スポンジキャディー

サイズ：W49.2×D38.2×H4.7cm

サイズ：W14.0×D6.0×H7.9cm

品 番：ホワイト/FG1182MAWHT
レッド /FG1182MARED

型式：ホワイト/FG1F73P6WHT
レッド/FG1F73P6RED

ホワイト

レッド

004 ディッシュドレーナーS

P45

006 ディッシュドレーナー トレーS

サイズ：W31.8×D36.2×H13.3cm

サイズ：W36.5×D39.0×H2.6cm

品 番：ホワイト/FG6008ARWHT
レッド /FG6008ARRED

品 番：ホワイト/FG1180MAWHT
レッド /FG1180MARED

番号

カラー

価

格

Lサイズ

レッド

JANコード

003 ホワイト 4,400円 (税抜)

0071691249566

番号

カラー

価 格

JANコード

005 ホワイト 2,600円 (税抜)

0071691249696

レ ッド 4,400円 (税抜)

0071691229056

レ ッド 2,600円 (税抜)

0071691229049

004 ホワイト 3,600円 (税抜)

0071691249559

006 ホワイト 1,800円 (税抜)

0071691249726

レ ッド 3,600円 (税抜)

0071691249580

レ ッド 1,800円 (税抜)

0071691249740

008 シンクマッ
ト
サイズ：S/W32.2×D27.2×H0.9cm
L/W40.4×D32.5×H0.9cm
品 番：S/FG1G1706WHT
L/FG1G1606WHT

008 まがたま
トレイ

009 スマホスタンド

サイズ：18×10×高2.8ｃｍ

サイズ：7×8.5×高13.5ｃｍ

格

JANコード

番号

格

JANコード

番号

格

JANコード

007 ホワイト 1,200円 (税抜)

0071691228035

001

2,300円 (税抜)

4906919002196

005

3,500円 (税抜)

4906919003704

008

2,125円 (税抜)

4906919003711

レ ッド 1,200円 (税抜)

番号 カラー/サイズ

008

価

格

JANコード

番号

価

010 シンプルコースター
サイズ：85×85×厚6ｍｍ

価

価

0071691227953

002

2,400円 (税抜)

4906919003520

006

6,000円 (税抜)

4906919002370

009

850円 (税抜)

4906919003728

S

2,000円 (税抜)

0071691428480

003

4,000円 (税抜)

4906919003230

007

5,000円 (税抜)

4906919002103

010

375円 (税抜)

4906919003735

L

2,900円 (税抜)

0071691428411

004

3,500円 (税抜)

4906919003155

※ 名 入 れによるオリジナ ル 商 品 の 製 造も対 応しております 。
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オークス
株式会社ヨシカワ

新光金属株式会社
C O P P E R 1 0 0 の 信 念 は 技 術 1 0 0 、安 全 性 1 0 0 、機 能 性 1 0 0 、品 質 1 0 0 、
デ ザ イン 1 0 0 、価 値 1 0 0 というP e r f e c t 1 0 0 % を目 指 した 製 品 作 りを モットー にして い ます 。
これ からも 様 々 な ライフスタイ ル に 向 け て 、
こだ わりの ある『 銅 具 づくり 』を 制 作・提 案 い たします 。

磨き屋シンジケートとは。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です。
新潟県の中央に位置する「燕市」。古くは江戸時代からの和釘生産に端を発した燕市は、金属加工の産地として栄え、その技術は今も尚、親から子へ、子から
孫へと受け繋がれながら進化し続けています。その伝統と歴史ある金属加工技術の中でも、製品に美しい磨きを与える技術が「研磨」です。
「磨き屋シンジケー
ト」は、ひとつひとつの製品を魂を込めて磨き上げることで、美しさにさらなる価値を加えることができる研磨のスペシャリスト集団です。また、
「職人の技、熱意」
を目に見えるカタチに変え、技術を発信し続けることを目的とした産業プロジェクトでもあります。
「磨き屋シンジケート×YOSHIKAWA」シリーズは、世界的に有
名なモバイル機器や半導体製造精密装置等の磨きも手掛ける職人達が、その確かな技術を用い、細やかな心遣いと惜しみなく注いだプレミアムな逸品です。
あなたもこの商品を手にする時、職人達の熱意、魂、そして逸品と言われる技術力を感じられるはずです。

001 COPPER100純銅鎚目タンブラー200ml

002 COPPER100純銅鎚目タンブラー

350ml ペアセット

サイズ：口径約6×高さ10.5cm 満水容量約200ｍｌ

サイズ：口径約7×高さ12cm 満水容量約350ｍｌ

型 式：S-501

型 式：S-502/2

001 スプーン

002 フォーク

サイズ：148mm×31mm
型 式：YJ2156

003 ぐいのみ

サイズ：151mm×26mm
型 式：YJ2157

004 一口ビール

サイズ：Φ52mm×H36mm
型 式：YJ1446

005 ハイボール・ビアタンブラー

サイズ：Φ61mm×H107mm
型 式：YJ1105

003 純銅ビアーマグ10oz

サイズ：Φ79mm×H154mm
型 式：YJ1305

サイズ：口径約8.1×高さ8.4cm

004 純銅ビアーマグ12oz ペアセット
満水容量約285ml

サイズ：口径約8.7×高さ9.1cm 満水容量約340ml

型 式 ：S-590

型 式 ：S-58812

伝 統 技 法 の 継 承と金 型 技 術 の 融 合 により幅 広 い 年 代 層 や
ライフスタイル の 変 化 に 対 応した「 こだわりの 銅 具 」を 制 作・提 案 。
銅 の 表 面 を 様 々 な 色 彩 に 変 色させる 技 法 は 、職 人 の 研 究と経 験 か
らな せる 業 で 手 仕 事 ならで は の 仕 上 がりは 世 界 に ひ と つしか な い
彩 の 逸 品です。

006 ビアタンブラー
サイズ：Φ72mm×H127mm
型 式：YJ1104

007 ワインタンブラー

008 ２重ビアタンブラー

サイズ：Φ86mm×H98mm
型 式：YJ1986

009 ２重ロックタンブラー

サイズ：Φ72mm×H128mm
型 式：YJ1191

010 ２重ビアタンブラー

ダイヤモンドカット仕上げ

サイズ：Φ88mm×H85mm
型 式：YJ2173

サイズ：Φ72mm×H128mm
型 式：YJ1192

楽しく料理をつくる、そして楽しく食べる。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。キッチンでもダイニングでも、そこにあるだけで心を豊かにしてくれるフォルム、素材感、カラー。見た目だけでなく、
もちろん機能性にも優れたデザインです。キッチンではクッキングするための扱いやすさを、ダイニングでは料理を盛り付けたときの美しさ、サーブしやすさなどを
十分に考慮しました。使って、置いて、どんどん愛着が湧き、「つくる＋食べる」をますます楽しいコトにしてくれるクッキングツール「EAト CO」。

005 新光堂 純銅黒銅仕上げ鎚目急須（横手）

006 新光堂 純銅黒銅仕上げ鎚目急須（ツル巻）

サイズ：径約9.6×高さ7.2cm 満水容量約370ml

サイズ：径約9.6×高さ7.2cm 満水容量約370ml

型 式 ：BC-101

型 式：BC-103

007 新光堂 純銅黒銅仕上げ鎚目湯沸し2.3L
サイズ：径約17×高さ12cm 満水容量約2300ml
型 式 ：BC-7

011

Ｈａｓａｍ

ｉ
ｂａｓｈ
ｉ
012 Ｓａ

サイズ：約Ｗ35×Ｄ200mm
型 式：AS0011

013

サイズ：約Ｗ60×Ｈ250mm
型 式：AS0029

Ｏｋ
ｉ

ｔ
ｅ
014 Ｔａ

サイズ：約Ｗ93×Ｄ86×Ｈ27mm
型 式：AS0030

サイズ：約Ｗ70×Ｄ70×Ｈ150mm
型 式：AS0032

008 新光堂 純銅赤銅仕上げ鎚目急須（横手）

JAN:ブラック 310161
310161
アクアブルー 310178
310178
ライムグリーン 310185

009 新光堂 純銅赤銅仕上げ鎚目急須（吊式）

サイズ：径約9.6×高さ7.2cm 満水容量約370ml

サイズ：径約9.6×高さ7.2cm

型 式 ：BC-201

型 式 ：BC-202

満水容量約370ml

014 新光堂

純銅黒銅仕上げ鎚目
急須・茶筒・茶箕揃

ｔ
ａセット
015 Ｉ

ｔ
ａ
（樹脂）
016 Ｉ

サイズ：約Ｗ320×Ｄ230×Ｈ25mm
型 式：AS0013

017

サイズ：約Ｗ260×Ｄ170×Ｈ10mm
型 式：AS0014

Ｎａｍｉ

018

サイズ：約Ｗ180×Ｄ160×Ｈ6mm
型 式：AS0015
（オレンジ）

Ｍａｚｅ
ｌ
ｕ

019

サイズ：約φ25×Ｈ260mm
型 式：AS0034

サイズ：急須/径約9.6×高さ7.2cm 満水容量約370ml
茶筒/径約7.3×高さ10.9cm 容量約150g
型 式：BC-121

Ｈａｋａ
ｌ
ｕ

サイズ：約φ80×Ｈ85mm
型 式：AS0037

010 新光堂 純銅黒銅仕上げ鎚目茶筒150g
サイズ：径約7.3×高さ10.9cm

容量約150g

型 式：BC-106

ｕｋ
ｉ
020 Ｙｏ

021

サイズ：約Ｗ140×Ｄ110×Ｈ63mm
型 式：AS0033 ホワイト

番号

P47

価

格

Ｎｕ
ｌ
ｕ

ｑｕ
022 Ｓｕ

サイズ：約Ｗ15×Ｄ160×Ｈ32mm
型 式：AS0035

JANコード

番号

023

サイズ：約Ｗ65×Ｄ230×Ｈ22mm
型 式：AS0024

価 格

Ｏｒ
ｏｓ

024

サイズ：約Ｗ45×Ｄ200×Ｈ10mm
型 式：AS0012

JANコード

番号

価

011 新光堂 純銅赤銅仕上げ鎚目茶筒150ｇ
サイズ：径約7.3×高さ10.9cm

容量約150g

型 式：BC-206

Ｏｒ
ｏｓ Ｌ

サイズ：約Ｗ70×Ｄ200×Ｈ15mm
型 式：AS0031

格

JANコード

015 新光堂
012 新光堂 純銅黒銅仕上げ鎚目茶筒100ｇ
サイズ：径約9×高さ7cm

001

1,000 円 (税抜)

4979487921565

009

7,000 円 (税抜)

4979487921732

017

800 円 (税抜)

4979487310154

002

1,000 円 (税抜)

4979487921572

010

8,000 円 (税抜)

4979487911924

018

1,200 円 (税抜)

4979487310345

003

2,500 円 (税抜)

4979487914468

011

2,000 円 (税抜)

4979487310116

019

1,500 円 (税抜)

4979487310376

番号

013 新光堂 純銅赤銅仕上げ鎚目茶筒100ｇ

容量約100g

サイズ：径約9×高さ7cm

型 式：BC-113S

価

格

純銅赤銅仕上げ鎚目
急須・茶筒・茶箕揃

サイズ：急須/径約9.6×高さ7.2cm 満水容量約370ml
茶筒/径約7.3×高さ10.9cm 容量約150g
型 式：BC-221

容量約100g

型 式：BC-213S

JANコード

番号

価

格

JANコード

番号

価

格

JANコード

7,000 円 (税抜)

4518160006849

5,000 円 (税抜)

4518160010211

004

4,000 円 (税抜)

4979487911054

012

2,200 円 (税抜)

4979487310291

020

1,300 円 (税抜)

4979487310338

001

2,500円 (税抜)

4518160004036

006

8,000円 (税抜)

4518160002575

011

005

5,000 円 (税抜)

4979487913058

013

2,000 円 (税抜)

4979487310307

021

1,000 円 (税抜)

4979487310352

002

6,000円 (税抜)

4518160004472

007

13,500円 (税抜)

4518160000595

012

006

5,000 円 (税抜)

4979487911047

014

3,500 円 (税抜)

4979487310321

022

1,200 円 (税抜)

4979487310246

003

2,200円 (税抜)

4518160001790

008

8,000円 (税抜)

4518160006788

013

5,000 円 (税抜)

4518160010228

007

5,000 円 (税抜)

4979487919869

015

5,500 円 (税抜)

4979487310130

023

2,000 円 (税抜)

4979487310123

004

5,000円 (税抜)

4518160008843

009

8,000円 (税抜)

4518160006795

014

16,000 円 (税抜)

4518160000854

008

7,000 円 (税抜)

4979487911917

016

1,000 円 (税抜)

4979487310147

024

3,000 円 (税抜)

4979487310314

005

8,000円 (税抜)

4518160000717

010

7,000円 (税抜)

4518160000762

015

16,000 円 (税抜)

4518160006894
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高木金属工業株式会社

株式会社 ワンダーシェフ

宝 石 のように輝く光 沢 のあるブラックオニキスカラーがキッチンを彩る
汚 れが 付きにくくお 手 入 れも簡 単なホーロー製
ガス火はもちろん、 I H 2 0 0 V にも対 応

ワンダーシェフの圧力鍋は家庭用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。また、製品の確かさゆえに料理研究家からプロの料理人にも使われているメーカーです。

001 オニキス
型式：ON-14M

JAN：4975357-300638

オニキス ホーロー片手鍋 18cm 2.7L

/217×370×140mm

ON-18K

300645

円

オニキス ホーロー両手鍋 20cm 3.5L

/236×345×148mm

ON-20R

300652

円

オニキス ホーロー深型鍋 22cm 6.3L

/255×365×200mm

ON-22F

300669

円

オニキス ホーローケトル 1.6L

/160×210×198mm

ON-1.6KT

300676

円

オニキス ホーローケトル 2.3L

/190×240×208mm

ON-2.3KT

300683

円

オニキス ホーロードリップケトル 1.7L

/173×210×222mm

ON-1.7DKT

300690

円

オニキス ホーローミルクパン 14cm 1.2L /142×294×92mm

001 エリユム片手圧力鍋３L(YCSA30E)

デュアルプラス

002 エリユム片手圧力鍋４L(YCSA40E)

サイズ：W38×D21×H19cm 1.8kg

サイズ：W41×D23×H20cm 2kg

型 式：630285

型 式：630292

1,980円
（税抜）

002 オーブントースター用

目玉焼きプレート

003 エリユム両手圧力鍋５．
５L(YCDA55E)

サイズ：150×120×35mm
型 式：FW-MP

サイズ：W36×D24×H23cm 3kg

003 オーブントースタープレート 小
サイズ：147×122×20mm
型 式：FW-PS

004 オーブントースター・
トレー
サイズ：241×144×17mm
型 式：FW-TB

005 グリル・オーブントースター・
トレー

大型

サイズ：248×209×20mm
型 式：FW-TJ

006 ホッ
トサンドメーカー

（オーブントースター・グリル用）

サイズ：245×148×33mm
型 式：GK-HS

ホーロー

型 式：630308

009 ホーロー天ぷら鍋
007 あじわい鍋

008 あじわい鍋 ほのか

サイズ：弥生18cm 1.5L/235×205×105mm 型式：HA-Y18
サイズ：18cm 1.5L/235×205×105mm 型式：HA-HN18
安土24cm 2.7L/340×268×125mm JAN：0408 1,980円（税抜）
24cm 2.7L/340×268×125mm JAN：0705 1,980円（税抜）
平安27cm 3.8L/363×295×125mm
27cm 3.8L/363×295×125mm
0699
円
0392
円
0682
円
室町30cm 5.0L/398×322×147mm
30cm 5.0L/398×322×147mm
0385
円

005 オースプラス両手圧力鍋３．
５L

010 ホーロー石焼きいも器

24cm BW

サイズ：320×262×90mm
型 式：TP-24R-BW

24cm

サイズ：310×268×135mm
型 式：HA-IY24

ブラック(BODB35BK)

サイズ：W30×D22×H18.5cm 2.8kg

015

007 オースプラス両手圧力鍋５L

型 式：670014

レッド(BODB50RD)

サイズ：220×220×0.5mm
型 式：SK-IMNB

サイズ：W30×D22×H23.5cm 3kg

004 オースプラス両手圧力鍋３．
５L

006 オースプラス両手圧力鍋５L

レッド(BODB35RD)

型 式：670106

サイズ：W30×D22×H23.5cm 3kg

型 式：670045

型 式：670076

JAN:（5個）9313

JAN:9276

ブラック(BODB50BK)

サイズ：W30×D22×H18.5cm 2.8kg

011 フッ素コート

活性炭油ろ過ポットW 0.9L

サイズ：174×14.7×190mm
型 式：KWP-0.9

012 耐熱ガラス製

活性炭油ろ過ポットW 700ml

サイズ：180×140×163mm
型 式：KWP-GN-R

013 活性炭油ろ過フィルターW

2個入/5個入

サイズ：95×95×20mm
型 式：KWP-2P

014 活性炭油ろ過シート 8枚入

016
サイズ：220×220×0.5mm
型 式：SK-IMBL

008 ララミー片手鍋１８ｃｍ

009 ララミーフライパン２０ｃｍ

サイズ：W40×D20×H14cm 1.1kg

サイズ：W41.5×D22.5×H10cm 1.2kg

サイズ：W47×D26×H11.5cm 1.6kg

型式：630186

型 式：630193

(YLFP20)

型 式：630155

021 フードーストッカー

011 ララミー両手鍋２０ｃｍ(YLDN20)

番号

P49

012 ララミー両手鍋２４ｃｍ(YLDN24)

サイズ：W33.5×D22.5×H14.5cm 1.5kg

サイズ：W38×D26×H14.5cm 2kg

型 式：630162

型 式：630179

価

格

JANコード

番号

価 格

JANコード

番号

価 格

価

格

024 鉄かぶ
（南部鉄）

サイズ：39×39×45mm
型 式：NZ-TK

サイズ：325×227×142mm
型 式:L：HSP-L

025 ぬか漬け用

022 ぬか漬けセット 4.0L

サイズ：12cm 1.1L/150×142×107mm
14cm 1.9L/170×165×130mm
型 式：FS-12W JAN：3267

番号

サイズ：48×70×25mm
型 式：NZ-TN

020 ストックポット 角型 7.0L

サイズ：12cm 1.1L/175×142×107mm
14cm 1.9L/190×163×127mm
型 式：FSH-12R JAN：3281

(YLFP24)

鉄ナス
（南部鉄）

サイズ：228×188×132mm
型 式：HSP-M

019 フードーストッカー
（ハンドルタイプ）

010 ララミーフライパン２４ｃｍ

023 ぬか漬け用

018 ストックポット 角型 M 4.0L

サイズ：20cm 6.0L/278×220×202mm
24cm 10.0L/324×260×237mm
27cm 14.0L/350×292×260mm
型 式：HSP-20 JAN：24cm/3212：27cm/3229

ホーロー水取り器

サイズ：228×188×132mm
型 式：HSP-NS

価

格

JAN：
401021

IHクッキングヒーター・マット220mm

サイズ：160×160mm
型 式：KRS-8S

ホーロー
017 ストックポッ
ト 丸型

(YLSN18)

JAN：
510020

IHクッキングヒーター・マット220mm

サイズ：85×85×90mm
型 式：NZ-MT

JANコード

番号

JANコード

番号

001

1,980円 (税抜)

4975357-300638

010

3,480円 (税抜)

4975357-310163

018

2,980円 (税抜)

価

格

4975357-133236

JANコード

002

598円 (税抜)

4975357-128188

011

2,780円 (税抜)

4975357-209283

019

1,780円 (税抜)

4975357-133274

003

598円 (税抜)

4975357-128171

012

5,280円 (税抜)

4975357-209269

020

4,280円 (税抜)

4975357-133243

004

680円 (税抜)

4975357-128157

013

898円 (税抜)

4975357-209306

021

1,480円 (税抜)

4975357-133250

JANコード

005

1,080円 (税抜)

4975357-128164

014

598円 (税抜)

4975357-209214

022

3,980円 (税抜)

4975357-133564

001

10,000円 (税抜)

4970840630285

005

25,000円 (税抜)

4970840670014

009

5,000円 (税抜)

4970840630186

006

2,780円 (税抜)

4975357-127914

015

980円 (税抜)

4975357-510013

023

780円 (税抜)

4975357-140104

002

12,000円 (税抜)

4970840630292

006

26,000円 (税抜)

4970840670076

010

7,500円 (税抜)

4970840630193

007

1,980円 (税抜)

4975357-310422

016

980円 (税抜)

4975357-401014

024

850円 (税抜)

4975357-140098

003

15,000円 (税抜)

4970840630308

007

26,000円 (税抜)

4970840670106

011

7,500円 (税抜)

4970840630162

008

1,980円 (税抜)

4975357-310712

017

3,580円 (税抜)

4975357-133205

025

1,280円 (税抜)

4975357-140111

004

25,000円 (税抜)

4970840670045

008

5,000円 (税抜)

4970840630155

012

10,000円 (税抜)

4970840630179

009

2,480円 (税抜)

4975357-204660
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株式会社クリヤマ

株式会社タマハシ

「おいしいものを、楽しくいただく」
をコンセプトにしたＫ+ｄｅｐ
（ケデップ）
シリーズ。
家族みんなで、お友達同士で、
たまには夫婦だけでのんびりと。
Ｋ+ｄｅｐ
（ケデップ）
のコーディネートが食卓をスタイリッシュに演出します。

003 落合 務 ステンレス圧力鍋3.2ℓ

001 落合 務 IH200V対応片手鍋16cm
サイズ：約325×175×140ｍｍ

サイズ：約387×208×204ｍｍ

型 式：LB-171

型 式：LB-157

001/002

003

シリコンマット11/19.5cm（クリーム）

(イエロー)
型番 : JAN :
KY-582/ 705829
KY-585/ 705850

サイズ：11cm 110×110×5mm
：19.5cm 195×195×7mm
型 式： クリーム KY-581 /KY-584

【ラ
【ラ・
・ベッ
ベットラ】
トラ】
002 落合 務 IH200V対応両手鍋20cm

予約がとれないレストラン という流行語まで生み出し

タ
リアレストラン
「ラ・ベッ
トラ」
オーナーシ
ェフの落合務公認キ
た大人気のイタリアレス
トラン
「ラ
・ベットラ」
オーナーシ
ェフの落合務公認キッチンウェア
・シリーズ。
ッ
チンウェア・シリーズ。

004 落合 務 IH200V対応フライパン24cm

サイズ：約295×215×160ｍｍ

サイズ：約435×250×115ｍｍ

型 式：LB-173

型 式：LB-175

005

(レッド)
型番 : JAN :
KY-583 / 705836
KY- 586 / 705867

（サクラ）
JAN : 190021

（サクラ）
JAN : 190038

タンブラー大

サイズ：約44×60ｍｍ

007 18-8ステンレスW構造

タンブラー
（内面24金メッキ)

サイズ：約75×135ｍｍ

型 式：TM-028

型 式：TM-012

サイズ：約75×125ｍｍ

008 SR-I タンブラー 小

マイクロウェーブヒートプレート
（クリアホワイト）

マイクロウェーブヒートプラス
（レッド）

サイズ：160×250×65mm
型 式：MW-015 (クリアホワイト)/ MW-016 (レッド)

（グリーン）
JAN : 295023

006

009

グリルディッシュ2P

サイズ：約75×75×103ｍｍ

サイズ：約75×75×125ｍｍ

型 式：29028-06

型 式：29028-04

デリパン

サイズ：135×200×70mm
型 式： MW-503 (クリーム)/ MW-501 (ピンク)/ MW-502 (グリーン)

(クリーム)
JAN : 709117

サイズ：φ260×H95mm
型 式：MB-011

(イエロー)
型番 : JAN :
KY-300/ 703009
KY-301/ 703016

(クリーム)
JAN : 709025

(イエロー)
JAN : 706024

(オレンジ)
型番 : JAN :
KY-400 / 704006
KY-401/ 704013

(オレンジ)
型番 : JAN :
KY-412 / 704129
KY-411/ 704112

1pcs

010

マイクロウェーブヒートライト
（クリーム）JAN（ピンク）
: 295016

(オレンジ)
JAN : 707113

009 SR-Ⅱ 二重構造タンブラー

（300cc）
1pcs

（クリアホワイト）
JAN : 290158

008

サイズ：150×220×60mm
型 式：MW-01 1(クリアホワイト)/ MW-012 (レッド)

(イエロー)
型番 : JAN :
KY-312/ 703122
KY-311/ 703115

006 18-8ステンレス

（レッド）
JAN : 290127

007

サイズ：125×180×35mm
型 式： GR-016

005 18-8ステンレス製ぐい飲み

サイズ：φ140×H85mm
型 式： KY-871 (ピンク)/KY-872(オレンジ）/KY-873（グリーン）

サイズ：W90×H55mm
型 式： KY-375

(ブラウン)
型番 : JAN :
KY-587 / 705874
KY- 588 / 705881

（オレンジ）
（グリーン）
708721 JAN : 708738

チョコットポット
（ピンク）JAN :

グリルディッシュ
（ミルクティー）

サイズ：125×180×35mm
型 式：GR-00 1 (ミルクティー)
GR-002 (サクラ)
GR-003 (モカ)

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

004

串抜きトング

型 式：TM-001

011/012

マルチテーブルパン
13/19cm
（クリーム）

サイズ：13cm / φ130×W185×H95mm
19cm / φ190×W265×H120mm
型 式：KY-612/KY-220 （クリーム）

010 マリ・クレール

013 クロワッサン

012 鎧塚俊彦ア・ラ・カルトセット

ローズブルーミング
電子レンジ容器3pcセット

011 マロン 電子レンジ容器セット4pc

サイズ：小判型310ml/約126×88×62ｍｍ
丸型270ml /約φ94×106×61ｍｍ
型 式：MC-667

サイズ：大630ml/約190×95×50ｍｍ
小270ml/約90×90×50ｍｍ
型 式：MR-142

モーニングセット11PC

サイズ：ムーススプーン /約170×18mm
スィーツスプーン/約155×16mm
ケーキフォーク /約160×15mm
ティースプーン /約135×15mm
型 式：TY-100

サイズ：CS/約123×25ｍｍ
HF/約126×14ｍｍ
BK/約134×16ｍｍ
型 式：CR-21

017/018

セラキッチン両手鍋
21/24cm
（レッド）

サイズ：21cm / φ210×W265×H95mm
24cm / φ240×W300×H105mm
型 式：CK-001/CK-002 （レッド）

013

マルチテーブルポット 20cm
（イエロー）

サイズ：φ200×W260×H100mm
型 式：KY-61 1 イエロー /KY-911（クリーム
KY-711
（オレンジ ）

019

(ネオビー)
型番 : JAN :
CK-011 / 730111
CK-012/ 730128

UFOボウル2P

014/015

マルチテーブルパンセット
13/19cm
（クリーム）

016

サイズ：13cm / φ130×W185×H175mm
19cm / φ190×W265×H190mm
（クリーム）
型 式：KY-600/KY-22 5

020 スクエアディッシュ

サイズ：φ240×Ｈ60mm

サイズ：235×250×20mm

型式：U-021

型式：K-1290

マルチテーブルポットセット20cm

サイズ：φ200×W245×H230mm
型 式：KY-70 2
（オレンジ）

021

スクエアディッシュ
（セパレート）

サイズ：235×250×20mm
型式：K-1291

匠の技が織りなす「和の芸術」

022

014 温度計付天ぷら鍋両手20cm

サイズ：約350×256×107mm

サイズ：約305×165×140mm

型 式：EN-T20W

型 式：EN-W24W

型 式：EN-LC16S

001

格

JANコード

番号

3,000円 (税抜)

4975192078037

007

価

価 格
5,000円 (税抜)

JANコード

番号

4975192079492

012

番号
001

1,000円 (税抜)

4975192075845

002

1,500円 (税抜)

4515662705843

003

800円 (税抜)

4515662703757

004

1,500円 (税抜)

006
007

4,000円 (税抜)

4975192078051

008

1,800円 (税抜)

4941012200018

013

1,000円 (税抜)

4975192080665

003

10,000円 (税抜)

4975192076729

009

4,500円 (税抜)

4941012201312

014

3,000円 (税抜)

4970368752025

004

5,000円 (税抜)

4975192078075

010

1,000円 (税抜)

4975192077870

015

3,500円 (税抜)

4970368751134

005

2,500円 (税抜)

4975192079560

011

1,000円 (税抜)

4975192074497

016

2,000円 (税抜)

4970368755019

3,500円 (税抜)

4975192079546

JANコード

JANコード

002

006

価 格

格

価

木製プレートペア

サイズ：φ240×Ｈ20mm
型 式：KY-833

016 お弁当用揚げ鍋 蓋付 16cm

サイズ：約317×217×110mm

番号

P51

015 広口揚げ鍋 アミ付 24cm

005

番号

価 格

木製オーバルボウルペア

JANコード

番号

024

木製オーバルボウル

サイズ：177×235×50mm
型 式：KY-4082

価 格

JANコード

番号
020

025

木製サラダボウル

サイズ：φ200×Ｈ110mm
型 式：KY-4002

価 格

JANコード

4,300円 (税抜)

4515662290165

014

009

2,500円 (税抜)

4515662295030

015 13,000円 (税抜)

4515662702255

021

4,000円 (税抜) 4515662152913

010

6,50 0円 (税抜) 4515662300116

016 14,000円 (税抜)

4515662707021

022

4,000円 (税抜) 4515662708332

4515662708714

011

2,500円 (税抜)

4515662706123

017
018

10,00円 (税抜)

4515662730029

4515662730012

023
024

3,000円 (税抜) 4515662704846

3,000円 (税抜)

4515662190168

013

4,200 円 (税抜) 4515662706116

019

3,000円 (税抜)

4515662170122

025

3,500円 (税抜) 4515662708424

3,800円 (税抜)

4515662290110

600円 (税抜) 4515662705812

1,500円 (税抜)

4515662190014

008

023

サイズ：130×180×30mm
型 式：KY-4084

012

3,800円 (税抜)

4515662702200

8,500 円 (税抜) 4515662706000

8,000円 (税抜)

3,500円 (税抜) 4515662152906

3,000円 (税抜) 4515662704822
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株式会社ワールド・クリエイト

株式会社トーン

ツィロンカのスメルキラーはドイツ生まれの 特 殊ステンレス合 金 製 の 不 思 議な消 臭グッズです。水と共に効 果が 期 待できます。
化 学 薬 品は一 切 使 用していません。

001 抗菌フッ
トブラシ シェル

●洗いながらマッサージのできる足裏専用の
フットブラシです。

サイズ ：250×280×40mm
型 式：TR-17 (アクアブルー)

●抗菌剤『スカロー』配合でカビの発生を
抑えます。
（ *スカロー：ホタテの貝 殻 約を
１２００℃で焼成し細かい粉末状にして作
った抗菌剤です）

ホワイ
ト
ブルー
レッ
ド
621085 621108 621115

ト ブラック ブルー
レッ
ド
カラー ホワイ
JAN 621368 621375 621382 621399

オレンジ イエロー グリーン
621412 621429 621436

001 スメルキラーソープ

●ブラシの長短で足指の間までしっかりと洗
えます。
●フック穴付で使わない時はしっかりと水切り
できます。

002 スメルキラークラシックトレー付S

003 スメルキラークラシック

サイズ：W70×D50×H10mm

サイズ：W80×D80×H25mm

サイズ：φ50×H10mm

型 式：ピンク/62140

型 式：ブラック/62109

型 式：62135

●温冷にかかわらず飲み頃をキープします。
●冷たい飲み物を入れた時の結露を防ぎます。温かい飲み物を入れても外側が熱くなりません。
●内外面セラミック風コーティングで飲み口をマイルドに仕上げました。
また口を近づけた時の気になる金属臭もありません。

002 リップルタンブラー

クリア
ピンク
621450 621474

004 スメルキラー冷蔵庫用フック付

サイズ：φ75×H115mm
型 式：TT-09（プレーンカラー)
TT-10（グラデーションカラー）

005 スメルキラー冷蔵庫カップ

サイズ：W130×D90×H45mm

サイズ：φ70×H70mm

型 式：62144

型 式：ブルー/62146

006 スメルキラー車内用
型 式：62190

ホワイ
ト
621511

JAN：紳士靴用/621962

007 スメルキラー婦人/紳士靴用

JAN：TT-09
オレンジ 889047
パープル 889054
イエロー 889078

サイズ：W130×90×H45mm

ブルー
621535

JAN:シーウィードグリーン 9184 / コーラルピンク 9191

●伸縮性、
クッション性に優れた素材を使用したボトルカバーです。
５００ｍｌペットボトルの他、
ステンレスボトルの収納ケースとしても使えます。

ホワイ
ト
621559

008 ススメルキラーゴミ箱用

JAN：TT-10
グレー 889085
ブラウン 889092
ブルー 889108
ピンク 889146

009 スメルキラー食洗器用プラス

サイズ：婦人靴用/Φ20mm；紳士靴用Φ30mm

サイズ：
φ100×H25mm

サイズ：W95×D60×H15mm

型 式：婦人靴/62195

型式：ブラック/62152

型 式：イエロー/62156

v i v r e e n s e m b l e / 調 和 のある暮らしを私たちは提 案します。/ グッドデザイン賞 受 賞 商 品です。
003 ボトルカバー
サイズ：φ75×H185mm
型 式：TC-01

カラー ブラウン ブラック
JAN 599759 599766

010 シリコンコーヒードリッパーラウンド

011 シリコンコーヒードリッパーラウンド

2ＣＵＰ

4ＣＵＰ

サイズ：108×115×70/折り畳み時27ｍｍ

サイズ：128×135×95/折り畳み時37ｍｍ

型 式：レッド/59974

型 式：ブラウン/59978

012 シリコンメジャーカップＳ/M/L

保温保冷機能付きのランチバッグとボトルカバーです。
外生地は伸縮性、クッション性に優れた素材を使用。
（ランチバッグ）男性弁当箱等大容量の2段弁当箱や
どんぶり型弁当箱にも対応。

015 シリコンボトルアクティブ

598332

598349

598356

599902

599919

599926

599933

599940

599957

599964

599971

サイズ：3 0 0 /320cc /φ40×W65×H175mm
5 0 0 / 510cc /φ45×W70×H220mm
7 0 0 / 740cc /φ45×W75×H255mm
1000/ 1030cc/φ45×W85×H285mm
1500/ 1530cc/φ45×W105×H285mm
J A N ：3 0 0 /
500/
700/
1000/
1500/

型 式：500 オレンジ/59832

598905

598912

598929

598479

598486

598493

598509

598936

598943

598950

598967

599315

599322

599339

599346

599513

599520

599537

599544

チェックブラック

004 アウトドアバッグ
（Ｍ)

005 アウトドアバッグ
（L）

サイズ：370×180×280mm
型 式：BE-01

サイズ：390×180×320mm
型 式：BE-02

型 式：300 オレンジ/59889

P53

886336
886343
886350
886367
886374
886381
886398
886404
887579
887586
887593
887609
887616
887623

682017
J A N ：S
L
682024
682031
型 式：Sレッド/68200

014 シリコンボトル

価

JAN：TC-09
チェックブラック
レ ッド
オレンジ
フラワー イエロー
フラワー パープル
グリーン
レオパードブルー
ピンク
ストライプネイビー
レ ッド
アーミーグレー
グリーン
トロピカルイエロー
ブルー

サイズ：S/2300cc×φ210×H140mm
L/4600cc×φ270×H170mm

サイズ：5 0 0 / 510cc /φ45×W65×H205mm
7 0 0 / 720cc /φ45×W70×H245mm
1000/1030cc/φ45×W80×H270mm

番号

880419
880426
880433
880440
880457
880464
880471
880488
881812
880938
880945
880952

013 サラダスピナーＳ/L

サイズ：S/100cc×φ65×H70mm
M/250cc×φ80×H90mm
L/500cc×φ100×H115mm
599667
J A N ：S
599629
599650
M
599612
599643
L
型 式：Sクリア/59963

J A N ：5 0 0 /
700/
1000/

JAN：TC-01
ブラック
レッド
パープル
ピンク
オレンジ
グリーン
ブルー
ネイビー
ラベンダー
ドットホワイト
ピンク
ブルー

レッ
ド
ブラック
599773 599797

格

JANコード

番号

001

2,000円 (税抜)

4954192621405

006

4,800円 (税抜)

002

5,500円 (税抜)

4954192621092

007

003

4,000円 (税抜)

4954192621351

008

004

4,800円 (税抜)

4954192621443

009

005

4,800円 (税抜)

4954192621467

010

価 格

JANコード

番号

4954192621900

011

2,800円 (税抜)

4954192621955

3,800円 (税抜)

4954192621528

3,800円 (税抜)
1,000円 (税抜)

価 格

JANコード

JAN：BE-01
パープル 888736
イエロー 888743

4954192599780

012

800円 (税抜)

4954192599636

番号

JANコード

番号

013

2,800円 (税抜)

4954192682000

001

1,500 円 (税抜)

4580395889160

004

1,500 円 (税抜)

4954192621566

014

1,500円 (税抜)

4954192598325

002

1,500 円 (税抜)

4580395889030

005

4954192599742

015

1,500円 (税抜)

4954192598899

003

500 円 (税抜)

4580395880969

006

格

価

２段弁当箱用

サイズ：280×180×100mm
型 式：TC-12
JAN：TC-12
チェックパープル 888798
コメットブラウン 888804
クラウングリーン 888811
エンジョイグレー 888828

JAN：BE-02
イエロー 888774
ネイビー 888750

1,500円 (税抜)

価

006 ランチバッグ スマー
ト

格

チェックパープル

007 ランチバッグ スマー
ト

どんぶり用

サイズ：260×180×130mm
型 式：TC-13
JAN：TC-13
チェックブラック 888910
コメットブラウン 888934
クラウングリーン 888941
エンジョイグレー 888958

価

008 ボトルカバー

スマート

サイズ：240×120×70mm
型 式：TC-11
JAN：TC-11
チェックブラック 888842
パープル 888859
コメットブラウン 888866
クラウングリーン 888873

JANコード

番号

格

JANコード

4580395888729

007

800 円 (税抜)

4580395888927

2,000 円 (税抜)

4580395888767

008

700 円 (税抜)

4580395888880

1,000 円 (税抜)

4580395888781
P54

株式会社大石アンドアソシエイツ

クイジナート
1 9 7 3 年 に アメリカで 始 め てフードプ ロセッサ ーを 開 発したクイジ ナ ート社 ( C u i s i n a r t ) は 、その 名 の 通り
C u i s i n e ( 料 理 ) を A r t ( 芸 術 ) の 域 にまで 高 めた 製 品 を 次 々と発 表して いるトップブランドで す 。アメリカはも
ちろん 世 界 中 の 一 流 シェフや 家 庭 の キッチンに お い て 絶 大 な 支 持と信 頼 を 誇ります 。

「1952年創業のイギリスのブランド」
ラッセルホブスは、Bill Russell
（ビル・ラッセル）
とPeter Hobbs
（ピーター・ホブス）
によって1952年に創業されました。洗練されたデザインと、技術力の高
さから、世界各国で良品質の評価を得ている、
イギリスの代表的な家電ブランドです。1955年、
ラッセルホブスは、お湯が沸騰すると自動的に電源が切れる
「自動電源OFF機能」
を初めて搭
載した電気ケトル『K1』
を発売。そして1960年、
『 K2』
モデルが登場。より美しく、
より使いやすいデザインに仕上げた同モデルにより、
ラッセルホブスは大きな成功をおさめ、電気ケトルが人
々の生活に一気に普及しました。
その結果、
ラッセルホブスは現在、電気ケトルの代名詞的なブランドとして、確固たるポジションを確立しています。

JAN:(R)510173

001 5カップコーヒーメーカー

003 コーヒーグラインダー

002 カフェケトル0.8

001 フードプロセッサー 1.9L

002 フードプロセッサー 1.0L

003 ミニプレッププロセッサー

004 ミニプレッププロセッサー

ブラッシュステンレス

サイズ：W170×D210×H265mm

サイズ：W250×D130×H200mm

サイズ：W125×D125×H215mm

サイズ：約幅177×奥248×高350 mm

サイズ：約幅140×奥215×高325 mm

サイズ：約幅110×奥150×高200mm

型 式：7610JP

型 式：7408JP

型 式：7660JP

型 式：DLC-191J

型 式：DLC-101J

型 式：ホワイト：DLC-1JW /レッド：DLC-1JR

サイズ：約幅110×奥150×高200mm
型 式：DLC-1JBS

004 ミニチョッパー

005 パワーブレンダー

006 ミニスチーマー

サイズ：W185×D160×H230mm

サイズ：W190×D185×H390mm

サイズ：W190×D190×H230mm

型 式：14246JP

型 式：14072JP

型 式：7910JP

005 プレミアムコーヒー＆

006 粉末ミルグラインダー

ホットドリンクメーカー

サイズ：約幅240×奥280×高310mm

007 デザイアオーブントースター

008 デザイアケトル

009 ターボトースター

サイズ：W355×D220×H185mm

サイズ：Ｗ205×Ｄ140×Ｈ200mm

サイズ：W290×D190×H200mm

型 式：7720JP

型 式：7012JP

型 式：7780JP

007 縦型ワッフルメーカー

008 コードレス

サイズ：約 o110mm×高200mm

サイズ：約幅225×奥172×高300mm

型 式：SG-10BKJ

型 式：WAF-V100J

ワインオープナー＆プリザーバー

サイズ：約幅120×奥205×高230mm

型 式：SS-10J

型 式：CWO-400J

『コレス』
とはポルトガル語で彩りを意味する言葉。
JAN:
（BS）
513044

― いい道具を提供することでコーヒータイムに彩りを添え
より楽しいひとときを過ごしてもらいたい ―
そんな願いを込めたブランドとして丸山珈琲に開発協力を得ながら、
2013年に、
このブランドがスタートしました。
スペシャルティコーヒーを美味しく抽出することを開発コンセプトに、
今後もこだわりあるコーヒー器具を提供していきます。

009 スマートスティックハンドブレンダー
011 シングルカップゴールドフィルター

010 スマートスティックハンドブレンダー

011 スマートパワーハンドミキサー

サイズ：約幅60×奥67×高388mm

サイズ：約幅64×奥64×高356mm

サイズ：約幅94×奥207×高149mm

型 式：CSB-80JBS

型 式：ホワイ
ト : CSB-77J2BSW/ブラック : CSB-77J2BS

型 式：HM-050SJ

サイズ：W105×D95×H40mm
型 式：C210

012 コンパクトトースター
010 ゴールドフィルターダブルウォールマグ

012 ゴールドフィルター 1-5cups

サイズ：W125×D90×H105mm

サイズ：W105×D90×H75mm

型 式：C402

型 式：C240

013 マルチグルメプレート

オーブンブロイラー

サイズ：約幅340×奥300×高190mm

サイズ：約幅380×奥330×高210mm

型 式：GR-4NJ

型 式：TOB-80J

014 電気フライヤー
サイズ：約幅285×奥205×高195mm
型 式：CDF-100JBS

015 コンパクトブレンダー
013 ゴールドフィルタードリップセッ
ト

015 1カップコーヒーメーカー

サイズ：W155×D175×H325mm

サイズ：W165xD225xH265mm

サイズ：W195×D155×H210mm

型 式：C700

型 式：C301WH

型 式：C311WH

番号

P55

014 5カップコーヒーメーカー

価

格

JANコード

番号

価 格

JANコード

番号

価

格

016 4カップチョッパー＆グラインダー

017 オートクッキングブレンダー

018 バキュームシーラー

サイズ：約幅135×奥150×高375mm

サイズ：約幅135×奥190×高236mm

サイズ：約幅260×奥250×高470mm

サイズ：約幅62×奥165×高184mm

型 式：CPB-300JBSW

型 式：CGC-4WJ

型 式：WSM-1MCGJ

型 式：PVS-1000J

JANコード

番号

JANコード

番号

JANコード

番号
001

29,800円 (税抜)

価

格

4533022514119

007

15,800円 (税抜)

価

格

4533022514140

013

15,000円 (税抜)

価

格

4533022513594

JANコード

001

7,000 円 (税抜)

4560132470042

006

8,000 円 (税抜)

4560132470226

011

2,800 円 (税抜)

4560132473197

002

17,800円 (税抜)

4533022514102

008

10,000円 (税抜)

4533022514263

014

8,552円 (税抜)

4533022512450

002

10,000 円 (税抜)

4560132470189

007

8,000 円 (税抜)

4560132470240

012

3,000 円 (税抜)

4560132473036

003

8,000円 (税抜)

4533022090002

009

15,000円 (税抜)

4533022513112

015

9,334円 (税抜)

4533022511972

003

5,000 円 (税抜)

4560132470103

008

8,000 円 (税抜)

4560132470233

013

15,000 円 (税抜)

4560132473180

004

10,000円 (税抜)

4533022510166

010

10,000円 (税抜)

4533022513051

016

8,000円 (税抜)

4533022513570

004

8,000 円 (税抜)

4560132470097

009

12,800 円 (税抜)

4560132470318

014

8,000 円 (税抜)

4560132473050

005

29,800円 (税抜)

4533022514249

011

10,000円 (税抜)

4533022514089

017

29,800円 (税抜)

4533022513587

005

18,500 円 (税抜)

4560132470295

010

4,000 円 (税抜)

4560132473203

015

4,000 円 (税抜)

4560132473067

006

7,880円 (税抜)

4533022514300

012

12,000円 (税抜)

4533022513426

018

12,000円 (税抜)

4533022513433
P56

アイロボットジャパン合同会社

エコバックスジャパン 株 式 会 社

ロボット専業メーカーとして、
「Dull、Dirty、Dangerous(退屈、不衛生、危険)な仕事から人々を解放する」
という理念のもとに、これまで数多くのロボットを開発してきました。
人命救助や、海洋探査、
ピラミッドの発掘調査など、私たちのロボットは世界中で活躍しています。

ECOVACSは家庭用のロボットを専門に世界的にも権威のある賞を多数獲得し、
ECOVACSでしか作れない製品を製造しております。窓1枚を丸ごとお掃除する窓用
ロボット掃除機『 WINBOT 』や、床のゴミを吸い上げてお掃除する床用ロボット掃除
機『DEEBOT』の開発・製造・販売を行っております。
「Live Smart. Enjoy Life.」は、より快適で楽しい生活を送るため、画期的な製品を
提供することを目的としたECOVACSのキャッチフレーズです。
アメリカ合衆国のサンフランシスコ、
ドイツのデュッセルドルフ、日本の東京にオフィス
を設立し、中国、日本、アメリカ、カナダ、
ドイツ、スイス、フランス、マレーシア、オースト
ラリアなど、6大陸35ヶ国以上に製品を提供しています。

床掃除ロボット DEEBOT は、様々なお部屋に合った掃除機を取り揃えています。
水拭きまで一度に掃除できるモップシステムや、外出先でも操作ができるスマホアプリ対応ロボット掃除機など、あなたの手を煩わすことなく、家の中を隅々まできれいにしてくれます。
DEEBOT は、フローリングや薄いカーペット、その他様々な床にも対応します。

ロボット掃除機ルンバ®

ボタンひとつで、床をスッキリ。 毎日、プロに任せてみよう。
iAdapt® 2.0ビジュアルローカリゼーション搭載。
カメラとセンサーを駆使し、
リビングから寝室まで
家中のフロアを清掃する最高峰シリーズ。
自動充電＆自動再開機能搭載
一度の充電で最大120分稼動。
最大稼動面積112畳
カーペットブースト搭載で、繊維の奥に入り込ん
だホコリや髪の毛もしっかり吸引。

床拭きロボット ブラーバ®

iAdapt® 2.0ビジュアルローカリゼーション搭載。
カメラとセンサーを駆使し、
リビングから寝室まで
家中のフロアを清掃する最高峰シリーズ。
自動充電＆自動再開機能搭載
一度の充電で最大75分稼動。
最大稼動面積112畳

001 床用ロボット掃除機 DEEBOT M88
サイズ：340×340×77.5mm
型 式：dm88

001 ロボット掃除機ルンバ980

002 ロボット掃除機ルンバ960

サイズ：本体/最大幅353×高さ92mm

サイズ：本体/最大幅353×高さ92mm

型 式：R980060

型 式：R960060

Aero Force® クリーニングシステム搭載。
センサーが部屋の状況を把握してくまなく清掃。
清掃力とお手入れのカンタンさを両立した
ハイエンドモデル
最大稼動時間60分

3段階クリーニングシステムなどベーシックな
機能を搭載したスタンダードモデル
確かな清掃力で床掃除の負担を軽減。
最大稼動時間60分

003 ロボット掃除機ルンバ876

004 ロボット掃除機ルンバ680

サイズ：本体/最大幅353×高さ92mm

サイズ：本体/最大幅340×高さ92mm

型 式：R876060

型 式：R680060

床用ロボット掃除機 DEEBOT は、人の代わりに床を自動で清掃する家庭用ロボット掃除機です。
は水拭きも行えるモップシステムが搭載されているので、掃き掃除から水拭き
DEEBOT M88 には水拭き
まで 1 台でお掃除が行えます。Wi-Fi でスマホと連動させることもでき、スマホから清掃モードの
設定やタイマーの設定、吸引力の変更まで行えます。

002 床用ロボット掃除機
床用ロボット掃除機 DEEBOT は、人の代わりに床を自動で清掃する家庭用ロボット掃除機
です。DEEBOT R95 にはお部屋の間取りを自動で計測する LDS が搭載されているので、 サイズ：354×354×102mm
お部屋の形状に合わせて効率的にお部屋のお掃除を行います。Wi-Fi でスマホと連動させ 型 式：dr95
ることもでき、スマホから清掃範囲の設定やタイマーの設定、お掃除した範囲の確認まで行
えます。

DEEBOT R95

背の高い窓や外側の窓など、ご家庭の窓掃除は時間も体力も使う大変な重労働です。窓掃除のための道具を準備するのも一苦労で、後片付けも時間がかかります。脚立を使っ
た窓掃除では落下の危険があったり、外窓の掃除では腰を痛めたりと、窓のお掃除は危険も付きまといます。WINBOT は、そんな窓掃除をあなたの代わりに行うロボットです。

ぞうきん掛けのスッキリ感、毎日つづく。

雑巾がけのスッキリ感が毎日続く。
ジェットスプレーと振動するクリーニングヘッドでこ
びりついた汚れやベタつきをきれいに拭き取ります。
念入りな拭き掃除でキッチンなどもスッキリ。
手の届きにくいところも自動でくまなくキレイに。

003 窓用ロボット掃除機 WONBOT850

005 床拭きロボット ブラーバ ジェット240

サイズ：247×246×115mm

サイズ：奥行き170×幅178×高さ84mm

型 式：w850

型 式：B240060

窓用ロボット掃除機 WINBOT は、人の代わりに窓を自動で清掃する家庭用ロボット掃除
機です。WINBOT850 はファン方式を採用しているので、凹凸のある窓でもお掃除が可
能です。また、クリーニングパッドとワイパーで合計 4 回拭き上げるので、強力に窓の清
掃を行えます。

リビングや広い部屋も毎日スッキリ 床拭きロボット ブラーバ®
雑巾がけのスッキリ感が毎日続く。
ナビゲーションシステムにより、複数の部屋もくまな
く拭き掃除します。
ウェットモード 最大20畳
ドライモード 最大56畳（112畳※）
※別売りのNorthStarキューブを追加すると最大
112畳まで清掃範囲を広げることができます。

004 窓用ロボット掃除機
窓用ロボット掃除機 WINBOT は、人の代わりに窓を自動で清掃する家庭用ロボット掃除機で
す。WINBOT950 はスマートドライブシステムを採用しており、クリーニングパッドを回転させず サイズ：273×273×123mm
駆動部のみ回転させてお掃除を行うので、最短の経路で窓をお掃除することができます。また、 型 式：w950
クリーニングパッドとワイパーで合計 4 回の拭き上げを行うので、強力に窓の清掃を行えます。

006 床拭きロボットブラーバ380 j
サイズ：奥行き216×幅244×高さ79mm
型 式：B380065

JANコード

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

001

125,000円 (税抜)

885155007346

003

74,000円 (税抜)

885155010636

005

29,880円 (税抜)

885155007506

001

39,800 円 (税抜)

4589914860741

003

002

89,880円 (税抜)

885155010520

004

49,880円 (税抜)

885155011299

006

39,000円 (税抜)

885155007506

002

74,000 円 (税抜)

4589914860628

番号

P57

価

格

価 格

価 格

価 格

価 格
54,800 円 (税抜)

WONBOT950

JANコード

番号

4589914860352

004

価

格

64,800 円 (税抜)

JANコード
4589914860642

P58

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

株式会社アピックスインターナショナル
ハンドドリップの美味しさを追求した新しいカタチ
本物の味をご自宅で

スティックとハンディ、2つのスタイルがひとつになった
コードレス・スティッククリーナー「エルゴラピード」

「ドリップを極める」ことへの挑戦。
コーヒー専門店で飲む本格的なハンドドリップのコーヒーを
自宅で気軽に楽しむ贅沢なひととき…。
「ドリップマイスター」は開発に多大な時間を注ぎ込んで
ハンドドリップの技法と美味しさを追求し続け
コーヒーメーカーの新しいカタチを完成させました。

リチウムイオン電池の搭載により、パワフルな吸引力が持続。
片手でカンタンに家中まるごとキレイにすることができます。

JAN:415195（WH)

001 ドリップマイスター

002 コーヒーミル

サイズ：W168×D168×H290mm
型 式：ADM-200

毎日のクッキングタイムがもっと豊かに楽しめるようにと思いを
毎日のクッキングタイムがもっと豊かに楽しめるようにと思いを
込めてマイビストロ・キッチンシリーズは誕生しました。
込めてマイビストロ・キッチンシリーズは誕生しました。
家族や友達に自慢できる可愛いカフェメニューやちょっとこだ
家族や友達に自慢できる可愛いカフェメニューやちょっとこだ
わった憧れのビストロメニューも気軽にチャレンジできる見た目
わった憧れのビストロメニューも気軽にチャレンジできる見た目
はお洒落、操作は簡単なキッチンアイテムです。
はお洒落、操作は簡単なキッチンアイテムです。

3 つ の モ デ ル か ら 選 べ ま す 。あ な た の お 掃 除 ス タ イ ル に 合 っ た エ ル ゴ ラ ピ ー ド 。
UVライト付 ベットノズルを搭載し、1台3 役の最上 位機種。

6 つ の アクセ サリー 標 準 装 備 。

003 ダブルホッ
トプレート
サイズ：W310×D406×H203mm
型 式：AWP-292

サイズ：W106×D99×H166mm
型 式：AMM-298

004 パニーニメーカー
サイズ：W300×D234×H150mm
型 式：APM-276

おしゃれな北 欧カラーのエントリーモデル。

005 パイメーカー

006 ホッ
トサンドメーカー

サイズ：W255×D235×H117mm
型 式：APA-282

007 ワッフルメーカー

サイズ：W233×D227×H92mm
型 式：AHS-296

サイズ：W233×D227×H92mm
型 式：ASW-284

使いやすさやカラーリングにこだわった、アピックスのデザイン家 電シリーズ。
通常モー
ド

通常モー
ド

通常モー
ド

最大モー
ド

最大モー
ド

最大モー
ド

45分

30分

15分

20分

13分

ラグジュアリーローズ
JAN:474806

12分

ブロンズ
JAN:499359

グラニットグレー
JAN:499304

001 エルゴラピード・リチウム ベッド・プロ・パワー™

モスグリーン
JAN:499373

ウォーターメロンレッド
JAN:499366

002 エルゴラピード・リチウム スタンダード

008 マルチホッ
トプレート

ジュニパーベリー
JAN:458622

003 エルゴラピード・リチウム カラーポップ

サイズ：W263×D150×H1070mm

サイズ：W263×D150×H1070mm

サイズ：W263×D150×H1070mm

型 式：ラグジュアリーローズ/ZB3233B：グラニットグレー/ZB3234B

型 式：ブロンズ/ZB3105AK:モスグリーン/ZB3106AK

型 式：ウォーターメロンレッド/ZB3101：ジュニパーベリー/ZB3103

サイズ：W375×D235×H140mm
型 式：AHP-190

JAN：414433
（IV)

009 たこ焼きメーカー

010 たこ焼きメーカー

サイズ：W349×D224×H75mm
型 式：ATM-024

サイズ：W247×D247×H85mm
型 式：ATM-018
フタをしたまま

食材投入
ができる

使いたいときにすぐに使える掃除機として、インテリアとしても絵になるスタイリッシュな北欧デザイン。
使いたい時に……ラピードを。
クルマの中からキッチンまで。
水も吸える最上位モデル。

011 ライスクッカー

012 ドライフードメーカー

サイズ：W170×D170×H185mm
型 式：ARC-220

004 ラピード･リチウム ウェッ
トアンドドライ

013 3in1 ブレンダー

サイズ：W280×D280×H220〜250mm
型 式：AFD-550

サイズ：W180×D155×H355mm
型 式：AJM-302

サイズ：W410×D137×H124mm
型 式：ZB6106WD
ポーラーブルー

コンロ
清掃

ぬれた場 所でも吸引。

玄関
清掃

Hand

005 ラピード ウェッ
トアンドドライ
サイズ：W410×D137×H124mm

y

e
typ

型 式：ZB5104WD

ディープブルー

014 ハンディスチームクリーナー
家具やイスを傷つけない。
006 ラピード

番号

P59

価

格

JANコード

番号

価 格

型 式：ZB5103

JANコード

番号

価

格

JAN:412217
（CG)

サイズ：W250×D157×H1120mm
型 式：ACV-912

JANコード

番号

JANコード

番号

001

4,980円 (税抜)

4963027415188

006

2,980円 (税抜)

4963027415102

011

3,980円 (税抜)

4963027413542

番号

サイズ：W410×D137×H124mm
アイスホワイト

015 2in1 充電式コードレスクリーナー

サイズ：W395×D115×H152.5mm
型 式：ACS-202

価

格

価

格

価

格

JANコード

002

2,980円 (税抜)

4963027415164

007

2,980円 (税抜)

4963027415126

012

7,980円 (税抜)

4963027411159

JANコード

003

5,980円 (税抜)

4963027415065

008

8,980円 (税抜)

4963027414426

013

5,480円 (税抜)

4963027414273

001

53,800円 (税抜)

7332543474806

003

23,800円 (税抜)

7332543499366

005

6,980円 (税抜)

7319590043490

004

3,980円 (税抜)

4963027415140

009

3,980円 (税抜)

4963027413511

014

8,980円 (税抜)

4963027413443

002

38,800円 (税抜)

7332543499359

004

15,800円 (税抜)

7319590046132

006

5,980円 (税抜)

7319590043537

005

2,980円 (税抜)

4963027415089

010

2,980円 (税抜)

4963027413498

015

8,980円 (税抜)

4963027412200
P60

日本ゼネラル・アプラィアンス株式会社

エスキュービズム
テレビ

D BK はドイツの電熱製品のメーカーとして 6 0 年以上の豊富な実績を誇っているブランドです。

002 40型フルハイビジョンテレビ

用途に合わせて選べる、幅広いサイズのラインナップ

（外付けHDD録画対応）

ワンルームや寝室・こども部屋向けの小型モデルから、
リビングに最適な中・大型テレビまで。設
置場所や用途に合わせて選べる豊富なラインナップを取り揃えています。

型

式：AT-40C01SR

003 24型フルハイビジョンテレビ

（外付けHDD録画対応）

型

式：AT-24C01SR

004 19型ハイビジョンテレビ

（外付けHDD録画対応）

001 オイルヒーター

002 オイルヒーター

型 式：DRM1009GM

003 オイルヒーター

スタンダードタイプ

サイズ：W44.5×H64.5×D28cm

ハイブリッドタイプ

サイズ：W59×H64×D26cm

サイズ：W59×H64×D26cm

型 式：HEZ13/10KBH

型 式：HEZC13/10JBH

004 セラミックファンヒーター

型

005 タオルウォーマー

サイズ：W18.5×H26.2×D15.5cm

サイズ：W52.5×H86.5×D22cm

型 式：DCJ800A

型 式：TW100GD

005 19型ハイビジョンテレビ
（DVD内蔵）
型

001 32型ハイビジョンテレビ
型

ポータブルDVDプレイヤー

式：19DTV-01

006 16型ハイビジョンテレビ

（外付けHDD録画対応）

MR.COFFEE ブランド
1972 年 Vince Marotta 氏が世界で初めての自動式ドリップコーヒーを開発、会社を設立し
Mr.Coﬀee ブランドで販売を開始。
家庭でコーヒーを煎れるという革命を起こしました。

006 アップライ
トフリーザー

式：AT-19C01SR

（外付けHDD録画対応）

式：AT-32G01SR

型

式：AT-16G01SR

様々なシーンにあわせて選べるDVDプレイヤー

007 チェストフリーザー

サイズ：W54.5×H84.5×D57cm

サイズ：W42.9×H83.5×D66.4cm

型 式：FFU110R

型 式：JH68CR

008 カフェプリマ

009 カフェフラッペ

創業者 Mr.Lunsford Richardson
サイズ：W22.8×H32×D26.5cm
サイズ：W15×H40.5×D28cm
ノースカロライナ州にあるセルマという小さな町でドラッグストアを営んでおりましたが
実業家を志していた彼は店を売却し、よりビジネスチャンスの可能性がある
型 式：BVMCEM6601J
型 式：BVMCFM1J
グリーンボスロと言う町へ移り Porter and Tate Drugstore を買収。
そして 1984 年長年開発を続けてきた咳を和らげる塗り薬を発売しました。
当初製品に自分名前をつける事も考えましたが名前が長すぎ覚えづらい事を懸念し
義理の兄弟で医師でもある Mr.Joshua Vick の Vicks を名称としました。
これが VICKS の始まりです。
KAZ は 1926 年に New York で創設 Max Katzman 氏が世界で初めて電気式
長い歴史を経て現在は P&G 社所有のブランドとなっております。
噴霧器を開発しスタートしました。

その後 KAZ は世界最大の加湿器専門メーカーとなり業界で最も信頼されるブラ
ンドとなりました。

011 スチーム加湿器

007 7インチDVDプレーヤー
型

DVDプレイヤー

008 9インチDVDプレーヤー

式：APD-0701

型

式：APD-0901

009 ９インチワンセグ/

フルセグポータブルDVDプレーヤー

型 式：APD-0901F

オーディオ家電

ホワイト

010 カウンター付きDVDプレーヤー
型 式：ADV-02

サイズ：W27×H32.5×D16.5cm
型 式：V750

010 気化式加湿器

（星のプロジェクター付）

ブラック

サイズ：W25.8×H31.6×D26.1cm

011 HDMIケーブル付きDVDプレーヤー

型 式：V3700

012 気化式加湿器

013 スチーム＆ドライアイロン

014 ドライ専用アイロン
サイズ：W11.2×H10.7×D23.5cm

型 式：J80T

型 式：J77D

016 電気ケトル

017 シトラスジューサー

サイズ：W15.5×H19.5×D27cm

サイズ：W20×H26×D24.5cm

サイズ：W17.5×H21×D17.5cm

型 式：DKT081WR

型 式：DKK121WR

型 式：CJ65

型 式：KCM6013A

001
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冷蔵庫

BK:ブラック

018 ズボンプレッサー

019 ズボンプレッサー

サイズ：W46×H109×D36cm

サイズ：W46×H109×D36cm

型 式：4400JTCMG

型 式：3300JCMG/3300JCBK

格

JANコード

番号

JANコード

番号

32,000円 (税抜)

4984259115943

008

53,000円 (税抜)

4984259514234

015

12,000円 (税抜) 4984259115707

価

価 格

013 ３インチワンセグTV FM/AMラジオ

式：AC-P01B
（ブラック）
AC-P01W
（ホワイト）
/JAN：293084

型

式：APR-02B

選べるサイズとカラーラインナップ

ジョン・コルビー氏は、英国ウインザー城の古い荷車作業場でズボンプレッサーの研究を重ね開発し、
1930 年に会社を設立しました。
当時のズボンプレッサーは、板でズボンを挟みこんでしわを伸ばすという構造のものでした。
以来、電気式ズボンプレッサーの開発、ストレッチャーバーシステム（自動引き伸ばし機能）の開発等、
今日まで機能と耐久性を兼ね備えた
製品を作り続けております。
現在も英国にて製造され、英国はも
とより日本を含む世界各国で信頼を
受け、世界のホテルの客室装備とし
て採用されています。

MG:マホガニー

番号

型

サイズ：W55×H46×D35cm

サイズ：W12.5×H14.5×D24cm

015 ポップアップトースター

012 ポータブルCDプレーヤー

型 式：HDP-08

カラー

価

格

JANコード

シルバーヘアライン

木目調（ダークウッド）

014 1ドア冷蔵庫 46L

ホワイト

ホワイト/ブラック/木目調/シルバーへアライン
型 式：WR-1046 WH/BK/WD/SL

002

42,000円 (税抜)

4984259115318

009

32,000円 (税抜)

4984259514333

016

18,000円 (税抜) 4984259115806

番号

003

54,000円 (税抜)

4984259115417

010

12,000円 (税抜)

4984259915604

017

18,000円 (税抜) 4984259413803

001

29,800円 (税抜)

価 格

ブラック

015 2ドア冷蔵庫 90L

木目調 シルバーへアライン

JAN :（WH）296122
（B K）296245
（WD）296252
（S L）296283

ホワイト

ホワイト/ブラック/木目調/シルバーへアライン
型 式：WR-2090 WH/BK/WD/SL

JANコード

番号

4562434290533

006

JANコード

番号

16,800円 (税抜)

価

格

4562434290557

011

価

ブラック

木目調 シルバーへアライン

JAN :（WH）296139
（B K）296368
（WD）296375
（S L）296382

格

3,980円 (税抜)

JANコード
4562434292339

004

10,000円 (税抜)

4984259116049

011

15,000円 (税抜)

4984259916403

018

52,000円 (税抜) 4984259315176

002

38,900円 (税抜)

4562434290427

007

6,980円 (税抜)

4562434292018

012

4,750円 (税抜)

4562434293077

005

20,000円 (税抜)

4984259410352

012

52,000円 (税抜)

4984259916700

019

MG 40,000円 (税抜) 4984259315077

003

24,800円 (税抜)

4562434290205

008

8,980円 (税抜)

4562434292087

013

7,980円 (税抜)

4562434293213

006

78,000円 (税抜)

4984259212642

013

11,000円 (税抜)

4984259713507

019-2 BK 40,000円 (税抜) 4984259314933

004

19,800円 (税抜)

4562434290274

009

15,800円 (税抜)

4562434292100

014

14,800円 (税抜)

4562434296252

007

76,000円 (税抜)

4984259212840

014

5,400円 (税抜)

4984259714801

005

25,800円 (税抜)

4562434290090

010

2,980円 (税抜)

4562434292070

015

23,800円 (税抜)

4562434296382
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株式会社ミムゴ
カーライセンスブランド や ノー パ ンク
サイクル を 中 心としたアウトドア 商 品 を 展 開して いるメーカーで す 。

001 ステンレスマグボトル0.4L
サイズ：W69×D69×H172mm
型 式：AMZ-40 K

口径約 40mm
001 Classic Mimugo ＦＤＢ７００C６S

002 Classic Mimugo ＦＤＢ２０E

サイズ：(組立時)約Ｗ１７５×Ｄ５４．
５×Ｈ１０２．
５ｃｍ
型 式：MG-CM７００C

サイズ：(組立時)約Ｗ１５０×Ｄ５６×Ｈ１０５ｃｍ
型 式：MG-CM２06

シ ン プ ル な ス クリュ
クリュ ー 開 閉 栓

カーキ K

アッシュホワイト WH

J A N : (K)032127/(WH)032141/
(A)032134

インディゴ A

口径約 44mm
ワンタッチオープ
ワンタッチ
ワンタ
ワンタッ
ンタッ
ンタ
タッチオ
チオー
チ
オ
オープ
オー
ープ
ー
プ ンだから
ンだ
ン
だ
だか
から
片 手で簡 単 操 作

005
ノーパンクＦＤＢ２０６S
003 Classic Mimugo ＦＤＢ２０E

サイズ：(組立時)約Ｗ１４７×Ｄ５６×Ｈ１００ｃｍ
型 式：MG-G２０６N-SL

004 Classic Mimugo ＦＤＢ１６

サイズ：(組立時)約Ｗ１５２．
５×Ｄ５８×Ｈ９５ｃｍ
型 式：MG-CM２０E

002 ステンレスマグボトル0.5L

サイズ：(組立時)約Ｗ１３０×Ｄ５３×Ｈ９４ｃｍ
型 式：MG-CM16

003 ステンレス ワンタッチマグボトル0.7L

サイズ：W64×D64×H226mm
型 式：AMN-50 P
カーマイン
P

チョーク
H

アクア
AQ

ナイトブルー
A

サイズ：W73×D77×H253mm
型 式：AMY-70 RCA

J A N : (P)031960/(H)031984/
(AQ)031953/(A)031977

ガーディナルレッド
RCA

スカイブルー
ASK

マットブラック
BD

J A N : (RCA)032295/(ASK)032332/
(BD)032301

スポーツレジャーに幅広く活躍する広口キーパー
アルカリイオン水、スポーツドリンクなどにも対応

日本製

004 ステンレスキーパー6.1L
サイズ：W250×D288×H275mm
型 式：INS-60

005 ステンレスキーパー8.1L
006 FIELD CHAMP３６５ＦＤＢ１６

007 FIELD CHAMP ＦＤＢ２０６S

サイズ：Ｗ１３０×Ｄ５４×Ｈ１００ｃｍ
型 式：72750

サイズ：W250×D288×H333mm
型 式：INS-80

008 FIELD CHAMP ＦＤＢ２０

サイズ：Ｗ１４８×Ｄ５５×Ｈ１０２ｃｍ
型 式：MG-FCP206

006 ステンレスキーパー9.5L

サイズ：Ｗ１４８×Ｄ５６×Ｈ１０３ｃｍ
型 式：MG-FCP20
6.1L

ユニークな設計思想によって
「ワン・アンド・オンリー」
なハマー。
イメージカラーのイ
エローが存在感と走りに強いインパクトを与えます。
またブランドの特徴を継いでワイルド
やルックス重視のデザインになっています。

8.1L

サイズ：W250×D288×H364mm
型 式：INS-100

9.5L

アメリカの自動車メーカーを代表するブランド
「シボレー」
。
BowTie
（蝶ネクタイ）
と呼ばれる個性的なデザインのエンブレムをもち、
シェビーの愛称で
親しまれています。

シンプ ルなデザインと機 能 性
プラスチックボディだからいつまでも錆 びずに綺 麗
注ぎ 口が 手 前に出てるからお 湯 の 出 口が 見えやすい

009 ハマ− FサスＦＤ-MTＢ２６６SE

010 ハマ− ＦＤＢ２０R

サイズ：(組立時)約Ｗ
Ｗ１７２×Ｄ５５．
５×Ｈ１０５．
５ｃｍ
型 式：MG-HM２６６E

011 シボレ− WサスＦＤ-MTＢ２６１８SE

サイズ：(組立時)約Ｗ１４８×Ｄ５６×Ｈ１０３ｃｍ
型 式：MG-HM20R

012 シボレ− ＦＤＢ２０E

サイズ：(組立時)約Ｗ１７４×Ｄ５７×Ｈ１０３ｃｍ
型 式：MG-CV２６１８E

007 エアーポット2.2L

サイズ：(組立時)約Ｗ１４９×Ｄ５６×Ｈ１０５ｃｍ
型 式：MG-CV20E

008 ハンディポット1.0L

サイズ：W196×D248×H312mm

サイズ：W129×D179×H257mm

型 式：MOP-22 FLC

型 式：GHC-100 FLC

009 電動給湯ポット2.2L
サイズ：W213×D279×H253mm
型 式：WMJ-22

010 電動給湯ポット3.0L

015 シュラフ３０

サイズ：W213×D279×H296mm
型 式：WMJ-30

サイズ：(使用時)約Ｗ1750×Ｄ700mm
型 式：MG-ZRFS３0

013 フォールディングチェアペアセッ
ト
サイズ：(１脚使用時)約Ｗ３５×Ｄ３５×Ｈ４９ｃｍ
型 式：MG-ZRFC40

番号

P63

価

格

JANコード

番号

価 格

014 フォールディングチェア２０セッ
ト

011 電動給湯ポット4.0L

サイズ：(使用時)約Ｗ３５×Ｄ３５×Ｈ４９ｃｍ
型 式：MG-ZRFC20

JANコード

番号

価

格

WMJ-22

JANコード
価

WMJ-30

サイズ：W213×D279×H342mm
型 式：WMJ-40

WMJ-40

001

30,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１１１１

006

15,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８０３２９

011

50,000 円 (税抜)

4562369181630

番号

格

JANコード

番号

格

JANコード

番号

格

JANコード

002

25,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１０９８

007

30,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１３７１

012

30,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１６２３

001

4,500円 (税抜)

4971860032127

005

7,000円 (税抜)

4971860510090

009

10,000円 (税抜)

4971860030680

003

20,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１６４７

008

25,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１３６４

013

4,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８０７６３

002

4,500円 (税抜)

4971860031960

006

8,000円 (税抜)

4971860511097

010

12,000円 (税抜)

4971860030697

004

15,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１０８１

009

50,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１７３９

014

2,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８０７５６

003

6,000円 (税抜)

4971860032295

007

6,000円 (税抜)

4971860030758

011

15,000円 (税抜)

4971860030703

005

30,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８０６６４

010

30,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８１１８０

015

3,000 円 (税抜)

４５６２３６９１８０７４９

004

6,000円 (税抜)

4971860509094

008

3,000円 (税抜)

4971860030819

価

価

P64

リーベックス株式会社

岸田産業株式会社
高級感のあるレザー調ケースに入ったふせんです。

001 呼出チャイムセッ
ト

002 防水型呼び出しチャイムセッ
ト

サイズ：送信機/W46×D23×H74mm
受信機/W63×D33×H96mm
型 式：X810

サイズ：送信機/φ68×H26mm
受信機/W63×D33×H96mm

003 人感チャイムセッ
ト

004 ドア窓チャイムセッ
ト

サイズ：送信機/W59×D46×H80mm
受信機/W63×D33×H96mm
型 式：X850

型 式：X810R

サイズ：送信機/W46×D23×H74mm
受信機/W63×D33×H96mm
型 式：X830

001 レザー調ふせんセッ
ト

（ブラウン）
709457

JAN:(木目)
709136

005 Premium

プラグイン呼び出しチャイムセット

サイズ：送信機/W43×D20×H68mm
受信機/W61×D33×H100mm

006 呼び出しピカフラッシュセット

007 ワイヤレストーク 玄関セット

サイズ：送信機/W46×D23×H74mm
受信機/W80×D55×H130mm
型 式：XL3010

002 レザー調ふせんセッ
トL

サイズ：化粧箱/92×97×30mm

サイズ：化粧箱/92×180×30mm

型 式：16-30

型 式：16-50

コンパクトに収納できるペン型ドライバーキットです。

LEDライトが作業箇所を明るく照らすため、スムーズに作業できます。

008 ドア・窓チャイム ホワイト/ブラウン

サイズ：親機/W69×D29×H147mm
子機/W95×D47×H125mm
型 式：ZS200MG

サイズ：W110×D10×H180mm
型 式：
（ホワイト）
HSA−M4W
（ブラウン）
HSA−M4B

型 式：
（ホワイト）
X210D:
（木目）
X210M

009 ACアダプター

010 押しボタン送信機

サイズ：外径3.5φ×内径1.2φmm
コード長1.8m
型 式：X0505

011 受信チャイム

サイズ：W46×D23×H74mm

サイズ：W63×D33×H96mm

型 式：X10

型 式：X800

003 ペン型ドライバーキッ
ト

004 LED付ビッ
トドライバー

サイズ：化粧箱/130×25×25mm

サイズ：化粧箱/108×36×21mm

型 式：37-20

型 式：37-28

シンプルなデザインと自然な風合いの木目でどんな場所にも馴染みます。
013 カベピカ

012 スーパーパトピカ

014 マグピカ
（ホワイト・木目）

サイズ：W120×D60×H116mm

サイズ：φ220×H64mm コード長1.8m

サイズ：W60×D31×H110mm

型 式：SLR100

型 式：SLK800

型 式：SL50
（ホワイト）
/SL50M
（木目）

（木目）
709426

(グレー)
709372

015 簡単デジタルタイマー

サイズ：W66×D32×H66mm

型 式：PT70DW
（ホワイト）
/PT70DG
（グレー）

型 式：ET30D

017 ライ
トアラーム

018 離れるとアラーム

サイズ：W81×D20×H180mm

001

P65

価

格

2,450円 (税抜)

JANコード

番号

価 格

4943125 708474

008

1,500円 (税抜)

006 鍋敷きラウンド

005 スマホスタンド
サイズ：化粧箱/95×95×25mm

サイズ：化粧箱/175×175×15mm

型 式：261-40

型 式：260-45

019 SD録画センサーカメラ

サイズ：親機/W41×D16×H62mm
子機/W35,5×D8×H35mm
型 式：WSA-B１

型 式：PSA-LA

番号

016 節電エコチェッカー

サイズ：W65×D33×H68mm

JANコード

サイズ：W62×D54×H139mm
型 式：SD1000

番号

4943125 709440

014

価 格
1,400円 (税抜)

昔ながらのシンプルな一品です。

JANコード

007 フォ
トスタンド

4943125 709334

008 ひのき一合桝

サイズ：化粧箱/155×210×16mm

サイズ：化粧箱/90×90×60mm

型 式：261-60

型 式：936-50

002

3,000円 (税抜)

4943125 709020

009

1,800円 (税抜)

4943125 708603

015

1,680円 (税抜)

4943125 708993

003

4,500円 (税抜)

4943125 708498

010

1,000円 (税抜)

4943125 708542

016

1,480円 (税抜)

4943125 708702

004

3,400円 (税抜)

4943125 708481

011

1,800円 (税抜)

4943125 708573

017

980円 (税抜)

4943125 707378

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

005

3,900円 (税抜)

4943125 709013

012

2,500円 (税抜)

4943125 709068

018

2,980円 (税抜)

4943125 709679

001

300円 (税抜)

4972432160859

004

280円 (税抜)

4972432170544

007

600円 (税抜)

4972432170421

013

4,800円 (税抜)

4943125 709433

019

8,000円 (税抜)

4943125 709655

002

500円 (税抜)

4972432170568

005

400円 (税抜)

4972432170407

008

500円 (税抜)

4972432160293

003

200円 (税抜)

4972432160873

006

450円 (税抜)

4972432170445

006

3,900円 (税抜)

4943125 708917

007

13,450円 (税抜)

4943125 709396

価

格

価

格

価

格

JANコード

P66

ロゼンスター株式会社
理美容電家製品の専業メーカーとして 40 年以上の実績をもっています。
（昭和 46 年設立）
当社製品は、独自にデザイン・設計・製作したオリジナル製品です。（意匠登録出願済）すべて当社工場（川崎市）に於いて、全数品質検査を実施しております。

001 ハナ毛カッター

002 メンズフェイスシェーバー

サイズ：H145×W19×D20mm
型 式：N-451

サイズ：H140×W15×D15mm
型 式：FM-051

005 水洗いフェイスシェーバー
サイズ：H145×W20×D19mm
型 式：FW-554

006 フェイスシェーバー
サイズ：H145×W20×D15mm
型 式：FV-046N

013 水洗いペッ
トバリカン

014 電池式部分カッ
トバリカン

サイズ：H170×W48×D38mm
型 式：PE-190

番号
013

価 格
5,980 円 (税抜)

015 アンダーコートトリマー

猫短毛種用

サイズ：H136×W35×D28mm
型 式：PE-010

JANコード

番号

4950404190196

014

価

サイズ：H145×W75×D55mm
型 式：PE-199S

格

2,480 円 (税抜)

JANコード

番号

4950404010906

015

価

格

JANコード

4,980 円 (税抜)

4950404199090

テスコム電機株式会社

003 水洗い充電交流両用式シェーバー

3枚刃

サイズ：H138×W62×D40mm
型 式：SR-185

004 水洗い充電交流両用式シェーバー

2枚刃

007 温冷美顔器
【日本製】
サイズ：H156×W50×D47mm
型 式：AB-6540

サイズ：H155×W59×D68mm
型 式：RA-131

008 超音波ピーリング美顔器

パッティング機能付き【日本製】

サイズ：H180×W49×D23mm
型 式：AB-6000

001 ミキサー

002 フードプロセッサー

サイズ：H340×W150×D180mm
型 式：TM845

003 ジューサー

サイズ：H215×W260×D170mm
型 式：TK441

004 フッ
トマッサージャー

サイズ：H285×W260×D175mm
型 式：TJ112

005 マイナスイオン

サイズ：H224×W499×D321mm
型 式：TF1100

音波振動＆マイナスイオンによって
歯垢を除去し、消臭、美白の
効果のある電動歯ブラシ。

JAN : (K)2322

011 プロ仕様 バリカン

009/010

マイナスイオン音波振動歯ブラシ
（ピンク/ホワイト）

サイズ：H160×W20×D19mm
型 式：TB-100P/TB-100W
【日本製】

番号

P67

価

格

ヘアードライヤー

サイズ：H231×W212×D95mm
（フードあり）
型 式：TID8J

JANコード

番号

JANコード

番号

001

3,980 円 (税抜)

4975302 884510

005

1,280 円 (税抜)

4950404046998

010

1,980 円 (税抜)

4950404100010

002

6,980 円 (税抜)

4975302 844026

12,800 円 (税抜)

4950404654001

011

5,980 円 (税抜)

4950404959007

003

3,980 円 (税抜)

4975302 811318

4950404600008

012

2,980 円 (税抜)

4950404460008

004

14,800 円 (税抜)

4975302 711014

4950404051008

006

4950404185000

007

2,480 円 (税抜)

4950404131007

008

12,800 円 (税抜)

価

格

格

サイズ：H259×W218×D91mm
（モイスチャーフード付き）
型 式：TID925

008 プロテクトイオン

4950404100034

価 格
1,980 円 (税抜)

価

ヘアードライヤー

1,980 円 (税抜)

3,980 円 (税抜)

004

サイズ：H283×W220×D90mm
（モイスチャーフード付き）
型 式：TID2100

007 マイナスイオン

009

1,480 円 (税抜)

003

ヘアードライヤー

番号

005

002

006 プロテクトイオン (R)

JANコード

番号

1,980 円 (税抜)

サイズ：H183×W47×D35mm
型 式：RE-460

(K)1149

4950404554998

JANコード
4950404451006

001

012 充電交流式 バリカン

サイズ：H180×W40×D40mm
型 式：PR-959

(A)2059

価

格

009 マイナスイオン

カールドライヤー

サイズ：H60×W336×D54mm
（ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｰﾌﾞﾗｼ付）
型 式：TIC6J

010 マイナスイオン

ヘアーアイロン

サイズ：H42×W289×D35mm
型 式：ITH1605

価

３ＷＡＹヘアーアイロン

サイズ：H81×W350×D44mm
型 式：IPW1650

格

(S)5028

011 マイナスイオン

カールドライヤー

サイズ：H51×W324×D51mm
（キャッチクッションブラシ付き）
型 式：TIC750

JANコード

番号

5,980 円 (税抜)

4975302 416711

009

6,980 円 (税抜)

4975302 266613

JANコード

006

5,980 円 (税抜)

4975302122315

010

4,980 円 (税抜)

4975302 451132

007

3,980 円 (税抜)

4975302 192042

011

2,980 円 (税抜)

4975302 275011

008

9,980 円 (税抜)

4975302188816
P68

株式会社グリーンパン・ジャパン

株式会社 万年

VitaVerde™はオリジナル GreenPan™のメーカーであるクックウェアカンパニーから生み出されたベルギーのブランドです。
ビタベルデ™は、厳選した素材をもとに、高品質な性能とデザインを兼ね備えたヘルシーな調理器具：サーモロン TM セラミック ノンスティック コーティングは、
こびりつきにくく、熱伝導に優れ、熱が均一にムラなく行き届くことにより、外はクリスピーに、中はジューシーに、少ない油で、素早く、美味しく出来上がります。

『gioia（ジョイア）』とは、イタリア語で『喜び・楽しさ』のことです。

<コンテンポ ターコイズ マグニート >

001 フライパン

002 ウォックパン

20/26/28cm

003 エッグパン18x14cm

24/28㎝

型 式：CC000600-001

型 式：CC000598-001
CC000599-001

型 式：CC000595-001
CC000596-001
CC000597-001

001 ラウンドキャセロール

002 ラウンドキャセロール

20/24cm(オレンジ)

003 オーバルキャセロール

20/24cm (レッド)

型 式：XB−0620−OR/XB−0624−OR

004 オーバルキャセロール

26×20cm (オレンジ)

型 式：XB−0620−RE/XB−0624−RE

26×20cm (レッド)

型 式：XB−0626V−OR

型 式：XB−0626V−RE

m.design とは、付加価値をつけて、『他とはちょっと違う（良い）商品』
『キッチンを明るく演出』
をコンセプトに、品質と価格のバランスに優れたシリーズです。

<コンテンポ クォ−ツグレイ>

005 シリコンハンドルカバー

20/24/26

004 フライパン

005 ミニウォックパン

20/26/28cm

価

格

JANコード

型 式：CC000710-001

型 式：CC000711-001
CC000712-001

型 式：CC000707-001
CC000708-001
CC000709-001

番号

006 エッグパン18x14cm

20/28㎝

番号

価 格

JANコード

006 ナイロンレードル (オレンジ/レッド)

型 式：XB−LA01/XB−LA02

番号

価 格

JANコード

001

2,480 円 (税抜)

4895156644033

002-2

3,780 円 (税抜)

4895156644064

004-3

2,980 円 (税抜)

4895156644705

001-2

2,980 円 (税抜)

4895156644040

003

2,480 円 (税抜)

4895156644071

005

2,480 円 (税抜)

4895156644712

001-3

3,480 円 (税抜)

4895156644057

004

2,080 円 (税抜)

4895156644682

005-2

3,280 円 (税抜)

4895156644729

002

2,980 円 (税抜)

4895156644088

004-2

2,480 円 (税抜)

4895156644699

006

2,280 円 (税抜)

4895156644736

株式会社HALムスイ

番号

価

格

007 天ぷら串揚げ鍋２３㎝

型 式：MAD-1

価

格

008 お弁当あげもの鍋16㎝

009 オイルポットmini0.8L
（オレンジ）

型 式：MAD-2

JANコード

番号

型 式：MAD-11

JANコード

番号

001

7,000 円 (税抜)

4978352-062013

004

8,000 円 (税抜)

4978352-062624

006-2

価

格

JANコード

001-2

8,000 円 (税抜)

4978352-062419

005

800 円 (税抜)

4978352-060200

007

4,000 円 (税抜)

4978352-333014

002

7,000 円 (税抜)

4978352-062020

005-2

900 円 (税抜)

4978352-060248

008

2,500 円 (税抜)

4978352-333021

002-2

8,000 円 (税抜)

4978352-062426

005-3

900 円 (税抜)

4978352-060262

009

1,000 円 (税抜)

4978352-333113

003

8,000 円 (税抜)

4978352-062617

006

1,000 円 (税抜)

4978352-060613

1,000 円 (税抜)

4978352-060620

PanPot株式会社

1953 年の発売開始以来世代を超えて愛され続ける無水鍋 が、たくさんのご要望にお応えし、新しく18cm サイズを加えた 3 サイズ展開にリニューアル。
使いやすく、無水調理も可能な片手タイプも新しく加わり、日々の快適なお料理をお手伝いします。
シリーズ全品がＩＨを含むすべての熱源に対応、より多くのお客様にお使いいただけるようになりました。
無水鍋

型 式：XB−HA20
XB−HA24
XB−HA26

ＰａｎＰｏ
ｔが推奨する「アルミ鋳物」の調理器具は、何より熱ムラが少ないので料理が美味しく仕上がり調理面での使いやすさにも定評があります。

001 Ｋ
ＩＮＧ無水鍋Ⓡ18cm

の原点であり、時代が変わっても、変わらない価値

サイズ：W25.4XH10.9Xφ18cm

002 KING無水鍋Ⓡ20cm
サイズ：W27.4XH12.0Xφ20cm

003 KING無水鍋Ⓡ24cm

001 sora-egg 16x17cm

サイズ：W31.6XH14.3Xφ24cm

無水鍋

型 式：AP-0273

002 sora-pan

003 sora-pot

004 Ciao-Pan

型 式：AP-0181(S)
AP-198(M)
AP-204(L)

型 式：AP-0211(S)
AP-0228(M)

型 式：AP-0310(S)
AP-0280(M)
AP-0297(L)

20/24/28cm
（S）
（M）
（Ｌ）

の伝統を継承しながら、ビジュアル的にキッチンをコーディネート

005 d-pot

006 Grill-Pan 18x25cm

18/21/24/27/30cm

型 式：AP-0303

007 s-plate 31x26cm

008 m-pot

17/21cm

型 式：AP-0105

型 式：AP-0167/AP-0242

型 式：AP-0013/AP-0020/AP-0037/AP-0044/AP-0051

004 HAL万能無水鍋23cm
サイズ：W46.8XH13.2Xφ23cm

番号

P69

価

格

JANコード

番号

20/24/28cm
（S）
（M）
（L）

18/20cm
（M）
（S）

005 HAL万能無水鍋2６cm

006 HAL片手無水鍋16.5cm

サイズ：W50.3XH13.7Xφ26cm

価 格

番号

価

格

価

格

JANコード

番号

価

格

JANコード

001

5,000 円 (税抜)

458037980273

004-S

5,000 円 (税抜)

458037980310

002-S

4,000 円 (税抜)

458037980181

004-M

5,500 円 (税抜)

002-M

4,500 円 (税抜)

458037980198

004-L

6,500 円 (税抜)

JANコード

002-L

5,500 円 (税抜)

458037980204

005

サイズ：W34.6XH14Xφ16.5cm

JANコード

番号

番号

価

格

JANコード

005-4

8,000 円 (税抜)

458037980044

458037980280

005-5

9,000 円 (税抜)

458037980051

458037980297

006

9,000 円 (税抜)

458037980303

5,500 円 (税抜)

458037980013

007

7,000 円 (税抜)

458037980105

001

13,800 円 (税抜)

4560113750347

003

17,800 円 (税抜)

4560113750323

005

27,500 円 (税抜)

4560113750354

003-S

4,000 円 (税抜)

458037980211

005-2

6,000 円 (税抜)

458037980020

008

7,000 円 (税抜)

458037980167

002

15,800 円 (税抜)

4560113750330

004

25,500 円 (税抜)

4560113750361

006

24,300 円 (税抜)

4560113750378

003-M

4,500 円 (税抜)

458037980228

005-3

7,000 円 (税抜)

458037980037

000
008-2

9,000 円 (税抜)

458037980242
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池永鉄工株式会社

南部アイアン・クラフト
400 年の歴史をもつ伝統工芸品、南部鉄器のある暮らしをご提案していきます。
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て鉄器は、どれもシンプルで優れもの。プロの方はもちろん、ご家庭でも使いやすい商品が揃っています。

昭和 12 年創業の池永鉄工は 2017 年で創業 80 周年を迎えます。
「鉄と暮らす」をモットーに、南部鉄器・Swan 氷削機・建築ジャッキと伝統の技術を守りながら家庭用から業務用まで品質第一で製造をしている老舗メーカーです。

JAN : 126083 126090

001 南部鉄瓶梔子1.2L

003 南部釜敷sakura

茶／ピンク／青竹

サイズ：φ15×H18㎝

001 南部鉄器

JAN : 119085 119092

002 南部鉄瓶sakura

茶／ピンク／青竹

サイズ：15.2×18×H19㎝

ハット形ココット

サイズ：30×24.5×H10cm
型 式：IC-011

サイズ：φ24.5×H7.8㎝

サイズ：16.5×16.5×H2.1㎝

002 南部鉄器

揚げ鍋22cm

004 新マルチ鍋

サイズ：外径12×高さ5cm
内径8×深さ4.5cm
型 式：IC-045

006 南部鉄器
005 南部急須

約0.36L

庵
（いおり）

サイズ：φ12×H12㎝

番号

価

006 南部急須宝山

007 南部鉄瓶宝寿

約0.54L

約0.6L

サイズ：φ15×H14.5㎝

格

JANコード

番号

価 格

004

12,000 円 (税抜)

30,000 円 (税抜)

4906018126076

005

10,000 円 (税抜)

4,000 円 (税抜)

4906018119078

006

15,000 円 (税抜)

25,000 円 (税抜)

002
003

009 新tetu急須

サイズ：20.3×16.5×H15㎝

サイズ：φ14.3×H14㎝

4906018116121

001

008 新tetu鉄瓶

JANコード

番号

サイズ：15.2×12×H14㎝

価

格

JANコード

007

15,000 円 (税抜)

4906018416078

4906018416559

008

35,000 円 (税抜)

4906018418638

4906018416542

009

20,000 円 (税抜)

4906018418645

4906018118439

岩谷産業株式会社

ロバのパン焼器

サイズ：25×20×H10cm
型 式：24033

番号

価

007 南部鉄瓶

サイズ：19.5×22.5×H21cm
型 式：MT-205

格

スモークレス焼肉
グリル "やきまる"

サイズ：303×278×149mm
型 式：CB-SLG-1

番号
001
002
003
004
P71

価

002 カセットフーエコプレミアム

サイズ：337×302×93mm
型 式：CB-AH-41

格

JANコード

003 カセットフープチスリム・
ドゥ
サイズ：279×185×81mm
型 式：CB-JRC-PSD

008 フッ素加工

たこ焼きプレート

サイズ：260×210×39mm
型 式：CB-P-TAF

番号

004 カセッ
トガス炉ばた焼器
サイズ：409×214×134mm
型 式：CB-ABR-1

009 カセットガスたこ焼器

スーパー炎たこ"

サイズ：348×231×133mm
型 式：CB-ETK-1

価 格

炙りや"

価 格

サイズ：18.5×21×H18.5cm
型 式：700095

JANコード

番号

4580144790112

005

002

2,800 円 (税抜)

4580144790457

006

003

4,500 円 (税抜)

4580144790204

007

004

4,800 円 (税抜)

4580144790280

008

33,000 円 (税抜)

4580144797258

010 南部鉄器

011 南部鉄器

急須 中尊寺
0.3L 金/赤

急須 東屋アラレ
0.3L 緑

サイズ：11×12×H11.5cm
型 式：OH-441

JANコード

番号

4906994520004

009

6,000 円 (税抜)

4940210240338

010

4,800 円 (税抜)

4580144794417

19,000 円 (税抜)

4580144792055

011

4,800 円 (税抜)

4580144794424

1,000 円 (税抜)

価

サイズ：11×12×H11.5cm
型 式：OH-442

格

JANコード

24,000 円 (税抜)

4580144797050

番号

005

1,480 円 (税抜)

4901140906329

009

006

5,980 円 (税抜)
網焼きプレート

4901140907937

010

6,980 円 (税抜)

4901140907388

011

1,480 円 (税抜)

4901140907210

4901140907791

007

5,980 円 (税抜)

4901140907999

008

011 網焼プレート

サイズ：290×66mm
サイズ：204×70×200mm 型 式：CB-P-AM3
型 式：CB-250-OR

4901140907838

3,480 円 (税抜)

焼肉プレート (Y3)

サイズ：337×48mm
型 式：CB-P-Y3

オレンジ3P

JANコード

002 アロマフィルター 1×２

サイズ：W135×D117×H94mm
型 式：AFM1×2

006 エコブラウン 1×4Ｇ

サイズ：W130×D43×H193mm
型 式：PE-14GB

011

エズダークブラウン

サイズ：W180×D195×H265mm
型 式：SKG56-T

007 エコブラウンポリバッグ 1×2Ｇ

サイズ：W110×D35×H235mm
型 式：PP-12GB

004 エコブラウン 1×1Ｇ

005 エコブラウン 1×2Ｇ

サイズ：W82×D48×H130mm
型 式：PE-11GB

サイズ：W105×D48×H168mm
型 式：PE-12GB

JAN : 9041

012 ノア

ブラック/ホワイト

サイズ：W269×D152×H311mm
型 式：SKT54-1-B/SKT54-3-W

価 格

JANコード

番号

001

470 円 (税抜)

4902717194118

006

4901140904080

002

560 円 (税抜)

4902717195122

598
円 (税抜)スーパー炎タコ
4901140923838
たこ焼き器

003

1,050 円 (税抜)

4902717196143

004

158 円 (税抜)

005

178 円 (税抜)

5,980 円 (税抜)
2,480 円 (税抜)

4901140907616

009 カフェリーナ800

サイズ：W185×D131×H134mm
型 式：MJ-9302

013 電動コーヒーミル

番号

格

008 カフェリーナ500

サイズ：W178×D117×H114mm
型 式：MJ-9301

JAN : 2675

JANコード

価

003 アロマフィルター 1×4

サイズ：W155×D132×H116mm
型 式：AFM1×4

005 フッ素加工

010 イワタニカセットガス

4,480 円 (税抜)
4901140907920
スモークレス焼肉グリル

3,480 円 (税抜)

サイズ：18.5×21.5×H24cm
型 式：700115

平丸アラレ1.2L
瑠璃 IH

サイズ：外径3.5H5cm
型 式：K-25

愛する夫のために、もっとおいしいコーヒーを。20 世紀初頭、メリタ・ベンツの想いがコーヒーの歴史を大きく変えました。
コーヒー本来の味と香りを抽出するペーパードリップシステム。メリタ・ベンツの考案から 1 世紀、今では世界の国々でペーパードリップといえばメリタ式が主流です。

サイズ：334×274×89mm
型 式：CB-EPR-1

007 カセットフーBO（ボー）EX

009 南部鉄瓶

姥口松竹梅
1.8L 黒

鉄玉子
（ギフトパッケージ）

サイズ：38×21×H7cm
型 式：IC-028

4,800 円 (税抜)

001 アロマフィルター 1×1

トガス
006 カセッ

サイズ：20×12×H3cm×2枚
型 式：IC-020

008 南部鉄瓶

005 南部鉄

焼器グリルパン

001

サイズ：W110×D95×H72mm
型 式：AFM1×1

001 カセッ
トフー達人スリムⅡ

黒

004 南部鉄器

ミニ角皿2枚組

メリタジャパン株式会社

業界シェア NO.1 の Iwatani ブランド

サイズ：338×275×84mm
型 式：CB-TS-1

膳 2L

003 南部鉄器

014 コーヒー

ブラック/ホワイト

ミルクラシック

サイズ：W98×D98×H183mm
型 式：ECG62-1B/ECG62-3W

価 格

010 カフェリーナ1000

サイズ：W187×D164×H146mm
型 式：MJ-9303

サイズ：W157×D108×H193mm
型 式：MJ-0503

JANコード

番号

248 円 (税抜)

4902717070146

011

3,480 円 (税抜)

価

格

4902717222637

JANコード

007

158 円 (税抜)

4902717070153

012

12,000 円 (税抜)

4902717222651

008

1,300 円 (税抜)

4902717110200

013

3,980 円 (税抜)

4902717519034

4902717070115

009

1,400 円 (税抜)

4902717110217

014

6,000 円 (税抜)

4902717503019

4902717070122

010

1,500 円 (税抜)

4902717110224
P72

株式会社カリタ

株式会社マックマー
マックマーは
「Desgn and Function」
を開発コンセプトに、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。

株式会社カリタは、家庭用業務用とも質の高い美味しいコーヒーをご提供できるよう、機器類を製造・販売しているコーヒー機器総合メーカーです。

JAN : 502029

001 １０１ロト

JAN : 502050

003 １０２ロト

002 １０１ロト

ホワイト

サイズ：100×113×77
型 式：1001

ブラック/ブラウン

サイズ：100×113×77
型 式：(ブラック) ０１００５
(ブラウン) ０１００３

JAN : 501084

004 １０２ロト

ホワイト

サイズ：115×128×100
型 式：2001

JAN : 501091

005 １０１ロシ

ブラック/ブラウン

ホワイト/ブラウン

サイズ：115×128×100
型 式：(ブラック) 02005
(ブラウン) 02003

サイズ：80×29×143
型 式：(ホワイト) 11037
(ブラウン) 11141

006

１０２ロシ
ホワイト / ブラウン

001

002

カフェメタル＆コーヒーポット

サイズ：110×29×168
型 式：(ホワイト) 13039
(ブラウン) 13143

サイズ：カフェメタル W110 × H75
（トレイ含むH80）
× D110
コーヒーポット W140 × H100× D105
型 式：AA0112

カフェメタル

サイズ：W110 × H75
（トレイ含むH80）
× D110
型 式：AA0113
JAN :
0310

0303

0327

JAN : 731153

JAN : 421191

007 TS-101N

サイズ：155×155×230
型 式：41121

番号
001

価

008 ウェーブスタイル

サイズ：135×135×242
型 式：35159

009 300サーバーN

サイズ：135×102×110
型 式：31203

格

JANコード

番号

850 円 (税抜)

4901369502012

005

010 500サーバーN

サイズ：142×122×125
型 式：31205

価 格

ナチュラル/ブラック

サイズ：101×101×225
型 式：(ナチュラル) 42118
(ブラック) 42119

JANコード

番号

4901369501015

009

価

0297

012 ほっこりぎふと

011 ラウンドスリムミル

140 円 (税抜)

JAN : 731146

グレイ/ブラウン/ブルー

格

J-Push!

サイズ：W170 × H165 × D120
型 式：AA0068

4901369312031

950 円 (税抜)

4901369502081

006

160 円 (税抜)

4901369501022

010

1,400 円 (税抜)

4901369312055

番号

JANコード

番号

003

1,000 円 (税抜)

4901369502043

007

3,000 円 (税抜)

4901369411215

011

8,000 円 (税抜)

4901369421184

001

5,000 円 (税抜)

4562298820457

003

004

1,100 円 (税抜)

4901369502098

008

4,800 円 (税抜)

4901369351597

012

3,000 円 (税抜)

4901369731160

002

3,000 円 (税抜)

4562298820464

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド

価

サイズ：W5.9×D5.9×H5.8cm
型 式：001/S

サイズ：W5.9×D5.9×H5.9cm
型 式：002/S

価

格

3,000 円 (税抜)

JANコード

番号

4562298820464

004

003 クリスタルグラス

004 クリスタルグラス

スパイラル

サイズ：W8.8×D8.8×H9.6cm
型 式：ST10-001

005 クリスタルグラス

ストライプ

ループ

008

パントリーナイフセット エッセンシャル50ʼs

サイズ：W19.5×D1.8 (キッチンナイフ・トマトナイフ)
W17.1×1.8 (ベジタブルビオナイフ)
W16×1.8 (ピーラー)
型 式：001452

サイズ：Ｗ15×Ｄ36×Ｈ23cm
型 式：HC02-JP-C

JANコード
4562298820280

ユニバース

サイズ：W8.8×D8.8×H9.6cm サイズ：W8.8×D8.8×H9.6cm
型 式：ST10-006
型 式：ST10-005

サイズ：W8.8×D8.8×H9.6cm
型 式：ST10-0041

004 ステンレスタンブラー

010

クーパークーラー

格

006 クリスタルグラス

スプレッド ザット
バターナイフ レッド

007

価

2,200 円 (税抜)

新潟県燕市は古くから金属加工が盛んでした。
江戸時代の和釘製造に始まり、鎚起銅器やヤスリ、煙管など、様々な金属加工を経て明治末期にはスプーンやフォークなどの洋食器へと発展を遂げていきました。
特に洋食器産業においては、
日本の金属洋食器生産額の 9 割を占めるまでに成長しました。確かな技術に加え、
伝統技術に裏付けされた職人の手作業による
「磨きの技術」
や現代的な「デザイン」を組み合わせた金属加工製品は、世界的な授賞式や首脳への贈答品に使用されるなど世界からも高い評価を受けています。
匠な技が冴え渡る「燕人の匠」シリーズは燕の職人だからこそ生み出せる妥協なき逸品です。

002 クリスタルショットグラス

ウェーブ

格

株式会社よこやま

ドイツ生まれのスピンするグラス“ショトックス”。

スパイラル

サイズ：W70 × H220 × D70
型 式：(ブラック)A0024/(ブラウン)AA0025/(グリーン)AA0026
(ホワイト)AA0063/(ピンク)AA0064

JANコード

1,200 円 (税抜)

002

001 クリスタルショットグラス

0280
004 T-Free
ブラック/ブラウン/グリーン/ホワイト/ピンク

003

サイズ：230×120×95
型 式：(グレイ) 73116
(ブラウン) 73115
(ブルー) 73114

JAN : (B)5234

009

サイズ：Ｗ17.6×Ｄ1.7cm
型 式：SPR21(R)
SPR22(B)

011 ソーザッ
ト

オールドファーマー クラシック4本セット

300ml

001 カトラリー2pcs

サイズ：デザートスプーン 全長180mm
デザートフォーク 全長182mm
型 式：ECT-300

解凍ボード

サイズ：ナイフ 全長22cm/フォーク 全長19.7cm
型 式：704897

002 カトラリー4pcs

サイズ：デザートスプーン 全長180mm
デザートフォーク 全長182mm
コーヒースプーン 全長120mm
ヒメフォーク 全長124mm
型 式：ECT-500

003 カトラリー8pcs

サイズ：φ75×103mm
型 式：ES-200

サイズ：デザートスプーン 全長180mm
デザートフォーク 全長182mm
コーヒースプーン 全長120mm
ヒメフォーク 全長124mm
型 式：ECT-1000

005 ステンレスタンブラー

440ml

サイズ：φ77×135mm
型 式：ES-250

サイズ：Ｗ20×Ｄ33.5×Ｈ2.5cm
型 式：THW21S

JAN : 3447

012 パリ ユーセレクト ペッパーミル12cm 白木

サイズ：W5.4×D5.4×H12cm
型 式：23362(白木)/23447(チョコ)

番号

P73

価

格

013 トール ペッパーミル

014 電動ペッパーミル エリスセンス
サイズ：W5.4×D5.4×H20cm
型 式：27162

サイズ：W5.6×D5.6×H11.5cm
型 式：20101901

JANコード

番号

価 格

JANコード

番号

015 ウイスキー テイスティングセット

サイズ：Ｗ9.5×Ｄ9.5×Ｈ10cm
型 式：266097

価

格

JANコード

006 颯

タンブラー280ml

サイズ：φ74×115mm
型 式：SOH-150

001

5,000 円 (税抜)

4582211868045

006

8,000 円 (税抜)

0710473894753

011

8,000 円 (税抜)

002

5,000 円 (税抜)

4582211868052

007

18,000 円 (税抜)

0853632000166

012

5,000 円 (税抜)

4006950023362

番号

003

8,000 円 (税抜)

0610563330539

008

5,000 円 (税抜)

3123840014529

013

3,000 円 (税抜)

4006950011901

001

004

8,000 円 (税抜)

0610563330546

009

10,000 円 (税抜)

7319017048978

014

15,000 円 (税抜)

4006950027162

005

8,000 円 (税抜)

0610563330560

010

3,000 円 (税抜)

0855143005227

015

7,000 円 (税抜)

4006950266097

0855143005203

価

格

007 颯

008 ステンレスタンブラー

タンブラー420ml

009 ステンレスタンブラー

300ml 2P

サイズ：φ74×162mm
型 式：SOH-200

440ml

サイズ：φ75×103mm
型 式：ES-400

価

格

2P

サイズ：φ77×135mm
型 式：ES-500

JANコード

番号

JANコード

番号

3,000 円 (税抜)

4965220209915

004

2,000 円 (税抜)

4965220201209

007

2,000 円 (税抜)

価 格

4965220208994

JANコード

002

5,000 円 (税抜)

4965220209922

005

2,500 円 (税抜)

4965220201216

008

4,000 円 (税抜)

4965220201223

003

10,000 円 (税抜)

4965220209939

006

1,500 円 (税抜)

4965220208987

009

5,000 円 (税抜)

4965220201230
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株式会社アペックス
実用的かつ洗練された スカンジナビアンデザインのテーブルウェア menu・magisso をはじめ、
健康と清潔をテーマとする寝具ブランド Danﬁll など、より豊かで幸せな時間と空間をお届けします。

スイスのテーブルクッキングツールメーカー。
42 か国以上に製品を輸出している。ラクレット、フォンデュー用品に関しては EU において No1 の実績を持つ。シェア（スイス 80％、EU45％）

001 RACLETTE DUO SWISS

002 RACLETTE GRILL

003 RACLETTE GRILL

FOR 4 PERSONS

サイズ：105×290×100mm
型 式：BC-1002

004 H'eat Cheese＠

FOR 4 PERSONS ２plate type

サイズ：200×285×120mm
型 式：BC-1004S

005 H'eat Cheese＠

home swiss

サイズ：200×285×120mm

ｈｏｍｅ formaggio

サイズ：186×90×60mm
サイズ：186×90×60mm
306×90×60mm (利用時)
306×90×60mm (利用時)

001 ボトルグラインダー

002 セレクション ポアラー

（２個セッ
ト）

サイズ：約底φ7.2×H20,5cm
型 式：4418399

005 Danﬁll ピローミー

004 Danﬁll

003 ワインブリーザーカラフェ

サイズ：全長約 9.5cm
型 式：4653439

フィベールピロー

サイズ：高さ(約)21.5cm、上部直径(約)5.0cm、
下部直径(約)17.0cm
型 式：4680069

サイズ：折りたたみ時 (約)45×65cm
広げた状態 (約)90×65cm
型 式：JPA013

サイズ：(約)45×65cm
型 式：JPA021

010 meori

レッド

型 式：A100062

011 meori
JAN : 351258

006 Raclette heater

「Ａｍｂiance」

サイズ：48×27.5×32cm
型 式：306318

番号

価

007 粒取り名人
サイズ：2.2×17.2×0.6cm

格

351241 351265

JAN : 500044

008 クシャッと水きりざる エコノミー

レモン/ライム/ピンク
サイズ：φ21cm×H7cｍ

500013 500020 500037

009 ［eg］
イージー

JAN : 351425

010 ［eg］
イージー PLUS

ピンク/オレンジ/グリーン/イエロー サイズ：105×185×24
サイズ：54×80×24

価 格

価

351432 351418

351456

011 ぺちゃんこティッシュバッグ

カーキ/オレンジ/黒/ベージュ/ グレー
サイズ：190×300×25mm
主素材：綿100%

格

JANコード

JAN : 715531

006 magisso ティーカップ

価

格

008 Silkeborg Plaids ひざ掛け
サイズ：約85×130cm
主素材 : ウール 100%
型 式：
（左）
100311 /（右）
100301

JANコード

番号

005

6,476 円 (税抜)

4582173711199

009

3,000 円 (税抜)

4260375030255

3,400 円 (税抜)

5709262910489

006

3,200 円 (税抜)

6430036080136

010

3,000 円 (税抜)

4260342030620

13,000 円 (税抜)

5709262948628

007

6,600 円 (税抜)

6430036080624

011

3,000 円 (税抜)

4260375030606

4582173711229

008

8,000 円 (税抜)

4582173713056

012

3,000 円 (税抜)

4260375030583

番号

005

2,800 円 (税抜)

7611172391952

009

1,400 円 (税抜)

4582341500013

001

002

10,000 円 (税抜)

7611172401453

006

120,000 円 (税抜)

7611172349014

010

2,200 円 (税抜)

4582341500051

002

003

12,000 円 (税抜)

7611172402320

007

800 円 (税抜)

4560287352088

011

2,000 円 (税抜)

4560287351449

003

004

2,800 円 (税抜)

7611172383735

008

933 円 (税抜)

4560287351258

004

4,800 円 (税抜)

12,000 円 (税抜)

価

ブルー

型 式：A100058

番号

JANコード

7611172401446

格

012 meori

（クラシックソリッドSサイズ）
サイズ：約32×27.5×25cm
（使用時）
約32×27.5×2.5cm
（収納時）
主素材 : ポリエステル、
ナイロン
型 式：A100025

JANコード

番号

6,000 円 (税抜)

価

meori
ストレージボックス ブラック

5709262953271

JANコード

001

株式会社ドリテック

007 magisso Cool-ID

タンブラー ２個セット
サイズ：約W12×D12×H10cm/250ml
サイズ：約底φ6.5×H16cm/568ml
型 式：(ピュアブラック)70200
型 式：70626
(スノーホワイト)70202
番号

グリーン

型 式：A100060

009

JAN : (SWH)
080143

格

JANコード

株式会社サンクラフト
働く女性が考えたあったら便利！ を形にしました。
汚さず・広げず・簡単にスタイリッシュな道具。これ 1 つで全部できちゃう、洗い物が減るなど女性目線のアイデアが詰まったシリーズです｡

(PK)
(RD)
(BR)
(IV)
JAN : (GN)
021905 022162 026160 026177 026184

「シャボン」
001 大画面タイマー

サイズ：約W90×D17×H70mm
型 式：T-541WT/GN/PK/IV/RD/BR

(PK)
026443

(GN)
026450

002 時計付大画面タイマー

(GN)
025736

003 りんごタイマー

サイズ：約W81×D15×H81mm
型 式：T-566WT/PK/GN

サイズ：約W72×D21×H74mm
型 式：T-534RD/GN

004 とまとタイマー

005 いちごタイマー

サイズ：約W86×D18×H65mm
型 式：T-535RD

サイズ：W68×D20×H74mm
型 式：T-564RD

JAN : 826429

001 こねてまとまる

ハンバーグスプーン

(GN)
JAN : (PK)
025446 025453

006 デジタルスケール

「ガナッシュ」2kg

サイズ：約W130×D196×H27mm
型 式：KS-705IV/PK/GN

ト
007 さすだけ 充電ラジオライ

サイズ：W165×D65×H58mm
型 式：PR-321WT/BK

008 クッキング温度計

009 健康塩分計

サイズ：W229×D14×H32mm
型 式：O-274IV/RD/BR

サイズ：W22×D188×H14mm
型 式：EN-900WT

003 ミート＆ブレッ
ドナイフ

JAN : 826726

レッド/ブルー

ピンク/ブルー/グリーン

サイズ：65×40×285mm
型 式：ＷＷ−102

(BR)
JAN : (RD)
025200 025217

JAN : (BK)
025231

JAN : 826528

002 すくえるまな板

サイズ：152×152×57mm
型 式：ＷＷ−103/104/105

004 ミート＆ブレッ
ドナイフ

ローズウッド

サイズ：221×25×13mm
型 式：ＷＷ−201/202

サイズ：221×25×13mm
型 式：ＷＷ−203

010 ステンレスケトル 1.0L

サイズ：Ｗ280×Ｄ135×Ｈ212mm
型 式：PO-135SV

JAN : (PK)
025330

011 ステンレスケトル「マキアート」0.8L

サイズ：約W237×D144×H200mm
型 式：PO-115BK3

番号

P75

001
002

価

格

012 電気ケトル1.2L

番号

1,000 円 (税抜)

4536117021899

006

2,000 円 (税抜)

4536117026436

007

014 サイクロンクリーナー

「クリンスリープ」
013 ふとんクリーナー

サイズ：約W235×D159×H198mm
型 式：PO-341WT/BK

JANコード

(BK)
025323

JAN : (GM)
024111

JAN : (BK)
025965

「クリンストーム」

サイズ：約W310×D260×H143mm
型 式：FC-201WT/GM

価 格

サイズ：約W260×D145×H1055mm
型 式：VC-300WT/PK/BK

JANコード

番号

3,000 円 (税抜)

4536117025439

011

5,000 円 (税抜)

4536117025156

5,000 円 (税抜)

4536117026290

012

5,000 円 (税抜)

4536117025958

15,000 円 (税抜)

4536117024296

5,000 円 (税抜)

4536117025316

003

1,000 円 (税抜)

4536117025743

008

2,000 円 (税抜)

4536117025194

013

004

1,000 円 (税抜)

4536117025750

009

4,000 円 (税抜)

4536117020175

014

005

1,000 円 (税抜)

4536117025767

010

8,000 円 (税抜)

4536117022476

価

格

JANコード

JAN : 827327

JAN : 827020

005 ケーキ＆パテナイフ

イエロー/ブラック

サイズ：206×31×13mm
型 式：ＷＷ−204/205

番号
001

価

格

1,200 円 (税抜)

006 ケーキ＆パテナイフ

（ホワイト合板）

サイズ：206×31×13mm
型 式：ＷＷ−206

007 ミキサー

ライムグリーン/ブラック

サイズ：45×9×254mm
型 式：ＷＷ−207/208

JANコード

番号

4971884826221

004

価

格

1,800 円 (税抜)

008 ベジートング

009 みじん切りマッシャー

サイズ：312×40×35mm
型 式：ＷＷ−209

サイズ：44×55×190mm
型 式：ＷＷ−101

JANコード

番号

4971884826825

007

600 円 (税抜)

価 格

4971884827228

JANコード

002

500 円 (税抜)

4971884826320

005

1,600 円 (税抜)

4971884826924

008

1,800 円 (税抜)

4971884827426

003

1,600 円 (税抜)

4971884826627

006

1,800 円 (税抜)

4971884827129

009

1,000 円 (税抜)

4971884826122
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株式会社エヌエフ貿易
ボルネードの歴史はプロペラ機の性能を高めようとした発明家、ラルフ・K・オダーの新発想から始まります。アメリカカンザス州ウィチタの実業家の支援を受け、
「エアーサーキュレーター」
と
いう新しい商品を生み出しました。ボルネードという名前はこの時に生まれ独自の竜巻風を起こす所から、VORTEX（渦【うず】）
＋TORNADE（竜巻）
＝VORNADOという造語になります。
アメリカで販売開始になり今年で72年目。日本での正規輸入が始まってから今年で30年。現在世界12か国で販売をされ、空気循環器のリーダーとして常に絶え間ない進化を続けています。

JAN : (P)
(B)
160630 160623

JAN : (S)
(B)
131289 131326

001 赤外線ヒーター

002 速暖遠赤外線 カーボンヒーター

ホワイト/ピンク/ブラック
サイズ：H613×W340×D260mm
型 式：EH-Q100F (W) (P) (B)

サイズ：H665×W290×D250mm
型 式：EWH-CS100H (W)

ド石油ファンヒーター
003 ハイブリッ
サイズ：H438×W376×D296ｍｍ
型 式：LC-SHB40F (R) (S) (B)

004 遠赤外線電気パネルヒーター
サイズ：H507×W490×D322mm
(開いた状態：H507×W920×D212mm)
型 式：EPH-123F (W)

001 ボルネード

005 壁掛けサーキュレーター

006 ポータブル石油ストーブ

009 対流型ポータブル 石油ストーブ

サイズ：H474.5×W388×D388mm
型 式：RB-25F (W)

番号

価

007 ポータブル石油ストーブ

サイズ：H453×W428×D315mm
型 式：RS-G24F (W)

サイズ：H200×W670×D148mm
型 式：FC-W50 (W)

格

010 対流型ポータブル 石油ストーブ

サイズ：H485.7×W388×D388mm
型 式：RL-25F (G)

JANコード

番号

008 電池レスポータブル石油ストーブ

サイズ：H454.5×W562×D279mm
型 式：RC-W36F (B)

ト冷暖エアコン
011 スポッ

JANコード

番号

価

003 ボルネード

格

JANコード

サーキュレーター

サイズ：W300×D350×H380mm/重量 3.3Kg
型 式：660-JP

004 ボルネード ヘビーデューティー・サーキュレーター

サイズ：W410×D386×H445mm/重量：5.4Kg
型 式：293HD-JP

005 ボルネード

気化式加湿器

サイズ：W510×D290×H340mm/重量：3.8Kg
型 式：HM4.0-JP

001

6,463 円 (税抜)

4963505160647

005

15,556 円 (税抜)

4963505217563

009

24,800 円 (税抜)

4963505100162

002

13,704 円 (税抜)

4963505160746

006

21,800 円 (税抜)

4963505150358

010

28,000 円 (税抜)

4963505100179

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

003

44,000 円 (税抜)

4963505131333

007

34,800 円 (税抜)

4963505150372

011

60,000 円 (税抜)

4963505427108

001

26,500 円 (税抜)

4573309260162

003

20,350 円 (税抜)

0043765006566

005

004

42,000 円 (税抜)

4963505160616

008

28,800 円 (税抜)

4963505150426

012

50,000 円 (税抜)

4963505217549

002

29,800 円 (税抜)

4573309260193

004

29,800 円 (税抜)

0043765010549

Ｍｏ
ｔ
ｏＭ
（モトム）
は、オリンピア照明のオリジナルブランド名です。
初代社長が自社製品の発売を目標にしていたため、現在２代目の社長がその意思を受け継ぎ、自社製品発売の際にブランド名と
して掲げたことに由来します。

003

（引掛シーリング/ダクトプラグ）
サイズ：φ５５×H１８０ｍｍ/重量０．
７８ｋｇ
型 式：引掛シーリング ＭＰＮ０４−Ｓ
Ｉ

サイズ：W３２０×D３２０×D３５０ｍｍ/重量２．
１ｋｇ
型 式：ＯＭＡ０１ＲＮ０Ｊ

002

006

Akarina14

LED磁器ペンダント

サイズ：W２１０×D１００×H２７４ｍｍ/重量０．
６ｋｇ
型 式：ＯＭＡ１４

番号

ダクトプラグ
ＭＰＮ０５−Ｓ
Ｉ
JAN : 57１６２７

１灯円筒ペンダント

Akarina01 RN

価

格

価

格

価

格

価

格

JANコード

29,800 円 (税抜)

4573309260094

ジェントス株式会社

Ａｋａｒ
ｉ
ｎａ
（灯菜）
は、オリンピア照
明が植物（水耕）栽培器のブラ
ンド名にしておりますが、
ＬＥＤの灯りで葉物野菜が
栽培できることから、灯と菜を使い、灯菜（アカリーナ）
としました。アメリカやヨーロッパ諸国での販売をす
るため、現在では漢字表記をせず、
Ａｋａ
ｒ
ｉ
ｎａとして使
用をしています。

001

サーキュレーター

012 衣類乾燥除湿機

サイズ：H506×W350×D240mm
型 式：TD-ZB80G (W)

オリンピア照明株式会社
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002 ボルネード

サイズ：W410×D435×H685-1020mm/重量：6.1Kg
型 式：783-JP

サイズ：H454.5×W562×D279mm
型 式：RS-G30F (M)

サイズ：H690×W440×D320mm
型 式：TAD-22HW (W)

価 格

サーキュレーター

サイズ：W213×D307×H366mm/重量：2.5Kg
型 式：6303DC-JP

ダクトプラグ
ＭＰＮ１８D
JAN : 57２４０２

（引掛シーリング/ダクトプラグ）
サイズ：φ１５５×H１４２ｍｍ/重量１．
１ｋｇ
型 式：引掛シーリング ＭＰＮ１８

JANコード

番号

価 格

004

ダクトプラグ
ＭＰＮ０５−GO
JAN : 57１６５８

１灯円筒ペンダント

（引掛シーリング/ダクトプラグ）
サイズ：φ５５×H１８０ｍｍ/重量０．
７８ｋｇ
型 式：引掛シーリング ＭＰＮ０４−GO

007

JAN : (赤)
571269

切子スタンドライト(青/赤)

サイズ：W１６６×D１６６×H４００ｍｍ/重量１．
５ｋｇ
型 式：青：KRI００１Ｂ/赤:ＫＲ
Ｉ
００１Ｒ

JANコード

番号

ダクトプラグ
ＭＰＮ１２D
JAN : 57２３６５

005

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までを扱うライトの
専門メーカーです。

001 G Series 011DG
サイズ：Φ16.2×98.6㎜
型 式：GF-011DG

002 G Series 004DG
サイズ：Φ16.2×142.4㎜
型 式：GF-004DG

003 G Series 007DG
サイズ：Φ37.9×172.0㎜
型 式：GF-007DG

004 G Series 003RG
サイズ：89.6×40.4×42.2㎜
型 式：GH-003RG

005 充電式セーフティバンド
サイズ：181×33㎜
型 式：AX-R100

LED磁器ペンダント

（引掛シーリング/ダクトプラグ）
サイズ：φ140×H222ｍｍ/重量１．
１ｋｇ
型 式：引掛シーリング ＭＰＮ１２

JAN : (赤)
571672

008

切子３灯ペンダント(青/赤)

サイズ：W550×D550×H470mm/重量2.5kg
型 式：青：KRI００３Ｂ/赤:ＫＲ
Ｉ
００３Ｒ

価

格

006 ジェントス

閃

サイズ：Φ32.8×115.0㎜
型 式：SG-335

番号

価

ドライト
007 CBシリーズ ヘッ
サイズ：62.2×36.5×44.5㎜
型 式：CB-200D

008 ジェントス

閃

サイズ：Φ28.5×156.7㎜
型 式：SG-330

格

JANコード

番号

JANコード

001

2,200 円 (税抜)

4950654037234

005

価

格

2,500 円 (税抜)

ドライト
009 ヘッ

ト
010 APシリーズ ペンライ

サイズ：82.3×31.5×36.9㎜
型 式：HX-133D

サイズ：Φ17.1×138.6㎜
型 式：AP-100BK

JANコード

番号

4950654036503

009

4,000 円 (税抜)

4950654038361

010

2,500 円 (税抜)

4950654039146

001

29,800 円 (税抜)

4580498570934

004

8,800 円 (税抜)

4580498571641

007

18,500 円 (税抜)

4580498571252

002

2,500 円 (税抜)

4950654036794

006

3,500 円 (税抜)

4950654035940

002

9,800 円 (税抜)

4580498570330

005

9,800 円 (税抜)

4580498572358

008

49,800 円 (税抜)

4580498571481

003

7,500 円 (税抜)

4950654036848

007

2,500 円 (税抜)

4950654038477

003

8,800 円 (税抜)

4580498571610

006

9,800 円 (税抜)

4580498572396

004

15,000 円 (税抜)

4950654036787

008

3,200 円 (税抜)

4950654035933

価 格

JANコード
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フェローズジャパン株式会社

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

フェローズは 1917 年にアメリカで創業したオフィスソリューションメーカーです。
書類保管箱バンカーズボックスでスタートし、シュレッダやラミネーターに加え、PC サプライ・モバイルアクセサリなど取扱いは多岐にわたります。
より快適で効率的、生産的なビジネス環境を築くため努力を続け、ワークスペースのための革新的なソリューションをご提供いたします。

世界 100 カ国を超える国々を拠点にワールドワイドなビジネスを展開している米国「Acco Brands Corporation」100% 出資の日本法人。
家庭用からオフィス向けまで幅広く取り揃えたシュレッダ、対象物に合わせて様々なサイズに加工が可能な世界随一のバラエティに富んだラミネーター & フィルム各種、
簡単な操作で書類を様々な形態で美しく綴じる事が出来る製本機などを生産・販売し、世界各国のビジネスシーン、教育機関、政府関連などに供給している事務機メーカーです。

JAN : 482008

001 デスクトップシュレッダー S5CDM

002 デスクサイ
ドシュレッダー JB-08CDMY

ホワイト＆シルバー

サイズ：W20×D42×H39㎝
型 式：JB-08CDMY

サイズ：W25.0×D16.0×H22.5㎝
型 式：S5CDM-WS

004 デスクサイ
ドシュレッダー

番号

価

格

サイズ：W36×D25×H50㎝
型 式：JB-10CDM

005 デスクサイ
ドシュレッダー

JB-06CDM

サイズ：W18.0×D38.0×H40.5㎝
型 式：JB-06CDM

003 デスクサイ
ドシュレッダー JB-10CDM

006 空気清浄機

16MC

サイズ：W34×D23.5×H43㎝
型 式：16MC

AeraMax DB55

サイズ：W18.5×D22.0×H70.0㎝
型 式：DB5

価 格

サイズ：W33.0×D18.5×H52.5㎝
型 式：DB55

価

格

JANコード

004 SecureTrek

キャリングケース

サイズ：W430×D200×H320mm
型 式：K98616JP
主素材：840Dバリスティックナイロン

JANコード

番号

JANコード

番号

001

12,500 円 (税抜)

4521576483005

004

13,000 円 (税抜)

4521576470470

007

002

15,000 円 (税抜)

4521576555566

005

17,800 円 (税抜)

4521576470418

001

003

19,800 円 (税抜)

4521576322762

006

19,800 円 (税抜)

4521576943301

29,800 円 (税抜)

4521576943318

レッドレンザージャパン株式会社

番号

価

JAN : 820103

K1 ブラック/ピンク

P79

格

価

マウスパッド ブルー

サイズ：W190×D250×H25mm
型 式：K62401JP

格

008 GEL Wave

マウスパッド レッド

サイズ：W190×D250×H25mm
型 式：K62402JP

JANコード

番号

14,800 円 (税抜)

4995364270472

007

002

2,700 円 (税抜)

4995364211543

005

18,800 円 (税抜)

4995364270496

003

17,000 円 (税抜)

4995364211413

006

25,800 円 (税抜)

4995364270502

価

格

009 SlimBlade

Trackball

サイズ：W133×D150×H60mm
型 式：KT-2327

JANコード

2,380 円 (税抜)

4995364270373

008

2,380 円 (税抜)

4995364270380

009

13,000 円 (税抜)

4995364270434

ユピテルは高周波・無線通信技術の専門メーカーとして独自のエレクトロニクス技術を駆使しながら、カー用品業界でトップシェアを誇るメーカーです。

サイズ：φ10.5×44mm
型 式：8201/8201-P

003 LEDキーライ
ト

004 LEDキーライ
ト

K2L

サイズ：φ14.5×60mm
型 式：8202-L

005 LEDペン型ライ
ト

K3

サイズ：60×45×28mm
型 式：DRY-ST1500c

007 LEDヘッ
ドランプ

008 4色LEDライ
ト

H5

サイズ：φ30.5×97mm
型 式：9802-QC

JANコード

番号

価 格

H8R

サイズ：頭囲フリーサイズ
型 式：500853

JANコード

番号

ドライブレコーダー

サイズ：60×45×28mm
型 式：DRY-ST7000c

003 ポータブル

カーナビゲーション

サイズ：100×252×164mm
型 式：YPF7530

004 ポータブル

カーナビゲーション

サイズ：100×228×151mm
型 式：YPB743

005 ポータブル

カーナビゲーション

サイズ：80×133×163mm
型 式：YPB553

サイズ：φ14.5×102.5mm
型 式：8402

009 充電式LEDヘッドランプ

TスクエアQC

サイズ：頭囲フリーサイズ
型 式：7495

002 車載専用

P2

サイズ：φ20×71mm
型 式：8313

010 充電式LEDライ
ト

P7R

サイズ：φ37×158mm
型 式：9408-R

011 GPSアンテナ搭載

レーダー探知機

サイズ：45×208×160mm
型 式：A1

番号
価

サイズ：W340×D280×H530mm
型 式：K98616JP
主素材：840Dバリスティックナイロン

007 GEL Wave

004

サイズ：80×133×163mm
型 式：YPL523

番号

トラベルローラー

番号

カーナビゲーション

P4

サイズ：W340×D200×H500mm
型 式：K98618JP
主素材：840Dバリスティックナイロン

006 SecureTrek

JANコード

006 ポータブル

サイズ：φ14.5×147mm
型 式：8404

トラベルバックパック

株式会社ユピテル

002 LEDキーライ
ト

006 LEDペン型ライ
ト

005 SecureTrek

サイズ：W175×D340×H325mm
型 式：GSHA20M-GB

4995364211536

ドライブレコーダー

サイズ：φ37×130mm
型 式：9407

シュレッダA20M

サイズ：W352×D215×H425mm
型 式：GSHA23M-WG

格

001 車載専用

P7.2

ト
003 マイクロカッ

シュレッダA23M

15,000 円 (税抜)

1993 年に設立されたレッドレンザーは、ドイツ・ゾーリンゲンに本社を構える、LED ライトのブランドです。釣りプロユーザーに加え、防災用、スポーツ用、園芸などのホビー
用と幅広い分野でファンを増やしています。レッドレンザーの特許・実用新案の数は、世界で 100 以上。ただ明るいだけではなく、それぞれの場面で実用的な太陽のような光を。
その理想に少しでも近づくために、継続的に新しい技術を開発しています。

001 LEDライ
ト

ト
002 マイクロカッ

シュレッダA22M

サイズ：W302×D150×H207mm
型 式：GSHA22M-WG

007 空気清浄機

AeraMax DB5

ト
001 マイクロカッ

価

格

価

格

007 GPSアンテナ搭載

レーダー探知機

サイズ：45×208×160mm
型 式：GWR303sd

008 GPSアンテナ搭載

レーダー探知機

サイズ：45×208×160mm
型 式：GWR301sd

009 GPSアンテナ搭載

レーダー探知機

サイズ：45×208×160mm
型 式：A120

010 GPSアンテナ搭載

レーダー探知機

サイズ：45×208×160mm
型 式：A52

013 報機能搭載

012 報機能搭載

カーセキュリティ

カーセキュリティ

サイズ：45×208×160mm
型 式：VE-S37RS

サイズ：45×208×160mm
型 式：VE-S36RS

JANコード

番号

JANコード

001

13,000 円 (税抜)

4968543711714

006

JANコード

番号

17,000 円 (税抜)

価

格

4968543108811

011

6,000 円 (税抜)

価 格

4968543108194

JANコード

001

8,250 円 (税抜)

4029113940702

005

2,420 円 (税抜)

4029113840200

009

12,000 円 (税抜)

4029113980234

002

21,000 円 (税抜)

4968543711646

007

33,000 円 (税抜)

4968543108675

012

18,858 円 (税抜)

4968543706819

002

1,000 円 (税抜)

4029113820134

006

2,750 円 (税抜)

4029113840408

010

20,000 円 (税抜)

4029113940801

003

37,000 円 (税抜)

4968543108767

008

30,000 円 (税抜)

4968543108705

013

22,667 円 (税抜)

4968543706826

003

1,650 円 (税抜)

4029113820271

007

3,850 円 (税抜)

4029113749503

004

24,000 円 (税抜)

4968543108774

009

26,000 円 (税抜)

4968543108743

004

2,000 円 (税抜)

4029113831307

008

6,000 円 (税抜)

4029113980234

005

20,000 円 (税抜)

4968543108798

010

22,000 円 (税抜)

4968543108651
P80

株式会社大木製作所

株式会社ツインズ

1947 年創業より、高品質・高技術を駆使し職人の手によってクオリティーの高い製品作りをしております。
一つ一つ丹念に仕上げた製品はどの製品よりも愛着が湧く製品ばかりです。

疲れにくく、ほどけない、結ばない、

プロが使うアイデア工具

伸縮性のある究極のフィット感を
備えた靴紐。

001 どこでもバケツ カモフラージュ １５ℓ

寄りまで幅広い方にお使いいただ

002 どこでもバケツ カモフラージュ １１ℓ

けます。また、スポーツやトレーニングなど激しい動きをする時

サイズ：φ25.5×H27.5㎝

001 ステンレスハンガー LL
サイズ：W79×H40×D40㎝
型 式：00380-7

002 ステンレスハンガー DL
サイズ：W60×H40×D34㎝
型 式：00381-4

003 ステンレスハンガー S
サイズ：W30×H30×D15㎝
型 式：00384-5

004 ステンレスハンガー 丸
サイズ：W24×H31×D24㎝
型 式：00385-2

005 ステンレスハンガー 丸大

簡単にシューズの

脱ぎ履きが出来、お子様からお年

サイズ：φ27.8×H30.5㎝

にはきつく締めることもできるので様々なシーンで活躍します。

003 どこでもバケツ カモフラージュ ９ℓ

サイズ：W32×H35×D32㎝
型 式：00393-7

サイズ：φ25.5×H22㎝

004 どこでもバケツ カモフラージュ ３.５ℓ
サイズ：φ17.5×H17㎝

007 結ばない靴紐キャタピラン75㎝ シルクホワイ
トa
サイズ：本体長さ：75㎝

006 布団バサミDX 1P

007 布団バサミ 1P

サイズ：W15×H43×D8.5㎝
型 式：00302-9

サイズ：W15×H32×D8.5㎝
型 式：00374-6

011 パーカーハンガー

価

サイズ：W71×H151×D101㎝
型 式：00376-0

JANコード

番号

001

6,000 円 (税抜)

格

4981196003807

006

002

5,500 円 (税抜)

4981196003814

007

003

3,400 円 (税抜)

4981196003845

008

004

2,800 円 (税抜)

4981196003852

009

005

4,300 円 (税抜)

4981196003937

010

013 タワー型室内物干し 小
サイズ：W57×H122×D75㎝
型 式：00375-3

価 格

009 ランドリーバスケッ
ト

010 ハンガー 1P

サイズ：W35×H36.5×D35㎝
型 式：00348-7

サイズ：W73×H25×D0.6㎝
型 式：00344-9

012 タワー型室内物干し 大

サイズ：W45×H18×D18㎝
型 式：00367-8

番号

008 折りたたみバスタオルハンガー 1P

サイズ：W40×H23×D0.6㎝
型 式：00388-3

・洗濯物を干す時は横に、乾いたら縦にすればそのまま収納できます。洗濯物をハンガーから外して、たたむ手間を省いた優れもの。収納も省スペースで効率的。
・錆に強いステンレスなので外に干しても OK。・フックがたがい違いになっているので強風におられても落下しにくい構造になっています。

014 タワー型室内物干し 2段 015 ランドリーテーブル
サイズ：W57×H91×D75㎝
型 式：00355-5

サイズ：W70×H73×D39㎝
型 式：00341-8

価

005 多連ハンガー

幅32㎝

006 多連ハンガー

サイズ：使用時：W32×D33.5×H23㎝
収納時：W32×D51.5×H4.5㎝

幅42㎝

サイズ：使用時：W42×D33.5×H25㎝
収納時：W42×D53×H5.5㎝

JANコード

番号

格

JANコード

4981196003029

011

1,350 円 (税抜)

4981196003678

1,800 円 (税抜)

4981196003746

012

23,000 円 (税抜)

4981196003760

番号

JANコード

番号

1,600 円 (税抜)

4981196003449

013

16,000 円 (税抜)

4981196003753

001

2,000円 (税抜)

4544446994579

004

1,000円 (税抜)

6,300 円 (税抜)

4981196003487

014

12,000 円 (税抜)

4981196003555

002

1,800円 (税抜)

4544446994555

005

3,480円 (税抜)

700 円 (税抜)

4981196003883

015

8,500 円 (税抜)

4981196003418

003

1,700円 (税抜)

4544446994548

006

3,980円 (税抜)

2,300 円 (税抜)

コブサイズ：約7㎜

価

格

価

格

JANコード

番号

4544446994531

007

価

格

JANコード

908円 (税抜)

4544446991325

タンゲ化学工業株式会社

株式会社スマートライフソリューションズ
アメリカで認知度 98％を誇る掃除機のブランド。1905 年にアメリカ・オハイオ州クリーブランドで誕生した 110 年近い歴史を有する掃除機メーカー。"QUICK CLEAN" を
コンセプトに、使いやすさを考慮した、わかりやすい製品訴求で世界中の熱烈なファンに支持されるブランド。掃除を楽しくする、親しみやすい人気掃除機ブランドであり、
欧米をはじめ、世界各国で支持されるグローバルブランド。

001 モップ付きスティッククリーナー

002 スプレー+モップ

サイズ：320×100×1180ｍｍ
型 式：DQC-DVA-JA

003 マルチスチームクリーナー

サイズ：330×130×1300ｍｍ
型 式：DQC-SM-JA

サイズ：305×280×1190ｍｍ
型 式：DS-PM-W-J

001 レディース＆ベビー湯たんぽ
サイズ：W235×D100×H275mm

002 美肌娘

003 呼吸する湯たんぽ１．
８Ｌ

サイズ：W235×D100×H275mm

サイズ：W220×D110×H250mm

004 ピンチリ

005 タッチリ

SBe SG
サイズ：W270×D100×H400mm

SBe SG
サイズ：W260×D140×H290ｍｍ

キャッチモップは W 繊維で作られた斬新な清掃用品。汚れを落とす能力がマイクロファイバーよりも高く、ものに傷つけにくい。洗剤不要で、水だけの使
用で清潔力が高くて、環境にも優しい。乾湿両用で、使い方に手間がかからない。韓国をはじめ、ドイル、イギリス、アメリカ、カナダ、アジア、中東、
オセアニア、中国など市場に発売されて大人気。

004 キャッチモップお掃除スリッパ(ミントグリーン)

サイズ：W120×H260×D70㎝
型 式：3320-0101-GR

番号

P81

価

(CP)
JAN : 401176

(NB)
JAN : 401183

005 キャッチモップお掃除スリッパセット

サイズ：W120×H260×D70㎝
型 式：KSM200

006 キャッチモップ花びらスティックセット

007 キャッチモップ隙間お掃除セット

サイズ：290×25×1010〜1600ｍｍ
型 式：KSM300

サイズ：290×25×1010〜1600mm
型 式：KSM500

006 コロコロタンクＷ−２
サイズ：W250×D440×H330mm

番号

格

JANコード

番号

価 格

001

7,980 円 (税抜)

4580499400445

004

002

2,980 円 (税抜)

4580499400629

004-2

003

15,800 円 (税抜)

4580499400780

004-3

2,500 円 (税抜)

格

JANコード

番号

1,580 円 (税抜)

4975333400727

004-2

298 円 (税抜)

4975333504111

007

5,000 円 (税抜)

4580499401053

002

1,480 円 (税抜)

4975333400499

005

598 円 (税抜)

4975333503824

7,500 円 (税抜)

4580499401190

003

1,480 円 (税抜)

4975333400369

005-2

598 円 (税抜)

4975333503817

4580499401022

004

298 円 (税抜)

4975333504128

006

1,980 円 (税抜)

4975333400086

価

格

2,500 円 (税抜)

4580499401169

005

2,500 円 (税抜)

4580499401176

006

4580499401183

007

12,000 円 (税抜)

JANコード

番号

価

009 消火投水 赤

001

番号

格

008 ＪＡＶＡＴＥＮ
サイズ：Ｗ250×Ｄ90×Ｈ290mm

JANコード

JANコード

価

007 グリッパータンク２４Ｌ
サイズ：W250×D425×H365mm

サイズ：W270×D190×H345mm

価

格

JANコード

1,280 円 (税抜)

4975333100818

008

980 円 (税抜)

4975333101310

009

2,980 円 (税抜)

4975333500915

P82

HARIO株式会社

オスマック株式会社
石膏ボードの壁であれば、いろんな場所に設置できるインテリア性あるすのこです。別売の「すのこに掛けられる家具」を使ってアレンジも多彩！
リビング、トイレ、玄関、廊下
などの壁に取り付ければ、壁を有効活用。アイディア次第で飾ったり、収納したりがお洒落に楽しめます。

ホワイト : 710815

005 すのこに掛けられる家具 箱2ﾏｽ

003 すのこに掛けられる家具 棚35㎝
サイズ：W35×D13.5×H6㎝
（フック含）
型 式：KT-2

ホワイト : 710877

002 すのこに掛けられる家具

棚18㎝

サイズ：W18×D13.5×H6㎝
（フック含）
型 式：KT-1

007 軽量桐すのこベッ
ド

ホワイト : 710853

ホワイト : 710891

001 壁に付けられるすのこ フック2個付
サイズ：W66.5×D29×H3
型 式：KBS-6629

日本国内に唯一の耐熱ガラス工場を持つメーカーで、創業以来、理化学用ビーカーやコーヒーサイフォン・急須など耐熱ガラスを用いた様々な製品を製造
しております。近年ではコーヒー器具「V60」シリーズがスペシャルティコーヒーの人気とともに世界中のバリスタから支持され、一般家庭においても評価を
頂いております。

サイズ：H35.5×W17.5×D18.5cm（フック含む）
型 式：KB-2

ホワイト : 710815

ホワイト : 710815

004 すのこに掛けられる家具 箱1ﾏｽ

サイズ：W140×D120×H102㎜
型 式：VDC-02W

スケルトン

サイズ：W172×D93×H231㎜
型 式：MSCS-2B

JAN :
640082

009 日本の米袋屋さんが作った

ペーパーバッグ

010 桐 くすり箱

011 らくらく正座椅子 らく位置らく座

012 角度調整機能付き

マルチテーブル

サイズ：W22×D20×H30㎝ サイズ：W20×D10.5×H11〜15㎝
型 式：PB-7
型 式：UFO-20

サイズ：W49×D15×H80㎝
型 式：YGK

サイズ：W60×D34×H64〜98.5㎝
型 式：SCY-2168M4C

011 コールドブリュー

コーヒージャグ

サイズ：W100×D94×H290㎜
型 式：CBS-10HSV

番号
001

番号

JANコード

番号

001

5,200 円 (税抜)

価

格

4905181710808

005

価 格

002

1,800 円 (税抜)

4905181710860

006

003

2,700 円 (税抜)

4905181710884

007

004

3,000 円 (税抜)

4905181710822

008

19,000 円 (税抜)

100枚箱入り

004 V60ウチマグ

サイズ：W145×D121×H120㎜
型 式：XGS-60TB

サイズ：W144×D138×H72㎜
型 式：VCF-02-100MK

005 コーヒーミル・

セラミックスリム

サイズ：W74×D74×H156㎜
型 式：VUW-35HSV/VUW-35B

サイズ：W150×D72×H220㎜
型 式：MSS-1TB

木製フック3個セット

006 セラミックコーヒーミル・

008 立ち上げ簡単！軽量桐すのこベッド

002 V60用ペーパーフィルター

サイズ：W4.5×D9.2×H4.5㎝
（フック含）
型 式：KF-103

サイズ：H18.5×W17.5×D18.5cm
（フック含む）
型 式：KB-1

サイズ：W100ｘD200ｘH3㎝
型 式：KK-100

サイズ：W100×D200×H3㎝
型 式：KKF-210

セラミックW

006 すのこに掛けられる家具

ロール式 シングル

4つ折れ式 シングル

001 V60透過ドリッパー02

JAN 2229

003 V60レンジサーバー 600 クリア

009 V60オートプアオーバー

ヴォーノ

サイズ：W274×D144×H147㎜
型 式：VKB-120HSV

012 ハリオール・ブライト

013 フルーツスムージーメーカー

JANコード

番号
007

4,000 円 (税抜)

価

格

フィルターインコーヒーボトル

サイズ：W245×D120×H290㎜
型 式：EVS-70B

サイズ：W88×D88×H160㎜
型 式：HDJ-L-R

4977642723122

010 フィルターインボトル

Smart7

サイズ：W300×D156×H175㎜
型 式：EVKB-80HSV

サイズ：W110×D87×H166㎜
型 式：THJ-25V

価 格
1,900 円 (税抜)

008 V60細口パワーケトル・

ヴォーノ

サイズ：W87×D84×H300㎜
型 式：FIB-75-OG／FIB-75-R／FIC-70-MC／FIC-70-CBR

014 フタがガラスのご飯釜

015 フタがガラスの

サイズ：W270×D230×H210㎜
型 式：GNN-200B

JANコード

番号

4977642021006

012

ブラウン
JAN 33443

価

IH対応ご飯釜 雪平

サイズ：W260×D216×H200㎜
型 式：GIS-200

格

JANコード

3,000 円 (税抜)

4977642105430

JANコード

番号

格

JANコード

002

450 円 (税抜)

4977642723818

008

12,000 円 (税抜)

4977642021341

013

2,500 円 (税抜)

4977642401297

4905181710846

009

1,000 円 (税抜)

4905181652818

003

2,200 円 (税抜)

4977642020115

009

50,000 円 (税抜)

4977642403154

014

8,000 円 (税抜)

4977642803831

1,600 円 (税抜)

4905181710907

010

5,000 円 (税抜)

4905181660004

004

2,000 円 (税抜)

4977642222212

010

2,000 円 (税抜)

4977642034426

015

10,000 円 (税抜)

4977642803992

16,000 円 (税抜)

4905181704074

011

2,500 円 (税抜)

4905181610009

005

3,000 円 (税抜)

4977642707597

010-2

2,500 円 (税抜)

4977642033436

4905181704159

012

10,000 円 (税抜)

4905181640099

006

3,500 円 (税抜)

4977642707719

011

5,000 円 (税抜)

4977642036871

4,500 円 (税抜)

価

007 V60ドリップケトル・

レッド
JAN 34419

日本ユーテンシル株式会社

株式会社イモタニ

安心安全で上質な今治タオルを創り続けて行くタオル産地を目指して。2006 年に今治タオルプロジェクトを開始、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏のご指導により様々な取り組
みを実施してきました。今治タオルに無い物を付加するのではなく、今ある本質をもっと磨きなさいと言う方向性の下 、 更なるものづくりに取り組むとともに、今治タオルの品質基準を満た
し、安心安全で上質な今治タオルを作り続けていくタオルの産地を目指して参りました。

お客様が求める「モノ」についての価値観の多様化にも大きな影響を及ぼしています。高付加価値であり、差別化されたものを求めるお客様のニーズをスピーディーに汲み取り、
お客様の視点に自らを置いて、本当に求められているものやサービスをご提供することが最大の課題であり務めであると考えております。

タフコ

001 今治純白ハンドタオルセット

002 今治純白タオルセット

サイズ：ハンドタオル 2 / ３４×３５ｃｍ
型 式：TMS1006106

サイズ：フェイスタオル 1 / ３４×７５ｃｍ
ハンドタオル 1 / ３４×３５ｃｍ
型 式：TMS1506101

004 今治純白バスタオル

サイズ：バスタオル 1 / ６０×１２０ｃｍ
ハンドタオル 1 / ３４×３５ｃｍ
型 式：TMS3006104

第 2012-291 号

番号

P83

価

格

006 今治純白タオルセット

価 格

サイズ：バスタオル 1 / ６０×１２０ｃｍ
フェイスタオル 2 / ３４×７５ｃｍ
ハンドタオル 1 / ３４×３５ｃｍ
型 式：TMS5006105

価

格

002 茹便利なたまご調理器ピヨコちゃん

サイズ：234×170×90mm
型 式：YK-600

サイズ：フェイスタオル 2 / ３４×７５ｃｍ
型 式：TMS2006102

005 今治純白タオルセット

サイズ：６０×１２０ｃｍ
型 式：TMS2506191

001 茹で蒸し工房

003 今治純白フェイスタオルセット

003 UVワイ
ドバイザー
サイズ：330×173×39mm
スクリーン部：330×145mm
型 式：PF-682

004 ビューティシェイプ 足ツボ名人
サイズ：284×316×22mm
収納時：284×159×42mm
型 式：HH-709

サイズ：203×134×120.5㎜
型 式：KB-600

005 収納上手なコスメボックス
サイズ：252×202×198mm
型 式：COB-350

006 ビューティシェイプ ストレッチャー
サイズ：331.5×292×111mm
型 式：HH-700

JANコード

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

001

1,000 円 (税抜)

4560113750347

003

2,000 円 (税抜)

4975852796615

005

3,000 円 (税抜)

4975852796813

001

600円 (税抜)

4960380144823

003

800 円 (税抜)

4960380065593

005

3,500 円 (税抜)

4960380032649

002

1,500 円 (税抜)

4975852812414

004

2,500 円 (税抜)

4975852812414

006

5,000 円 (税抜)

4975852796912

002

650円 (税抜)

4960380192428

004

500 円 (税抜)

4960380190578

006

3,000 円 (税抜)

4960380109273

価

格

価

格

価 格

JANコード

P84

谷口金属工業株式会社

ダイヤアルミ株式会社

創 業 以 来 受け継がれた、こだわりの職 人 技は「 安 心 」｢安 全 」な日本 製 品です。

001 Ｉ
Ｈフォレスタ 玉子焼 Ｍ

002 Ｉ
Ｈフォレスタ

フライパン20/26/28ｃｍ

サイズ：380×137×69mm

003 Ｉ
Ｈフォレスタ

004 Ｉ
Ｈフォレスタ

サイズ：４９８×２９３×１２３mm

サイズ：４４６×２６２×１５４mm

イタメ鍋28ｃｍ

サイズ：２0cm ４０７×２１３×９５mm
26ｃｍ ４７６×２７２×１１８mm
28ｃｍ ４８７×２９３×１１８mm

ディープ24ｃｍ
秀華ゆきひら鍋
14/16/18/20/22/24cm

サイズ：14cm
16cm
18cm
20cm
22cm
24cm

005 Ｉ
Ｈプロライズプラス

玉子焼Ｍ

価

007 Ｉ
Ｈプロライズプラス

サイズ：２0ｃｍ ３９４×２１０×９５mm
26ｃｍ ４８４×２７０×１１４mm
28ｃｍ ５０７×２９０×１１０mm

サイズ：２2ｃｍ ４１６×２３０×１１２mm
26ｃｍ ４８４×２７０×１３３mm

フライパン20/26/28ｃｍ

サイズ：３７２×１７２×８４mm

番号

006 Ｉ
Ｈプロライズプラス

格

ディープフライパン22/26ｃｍ

JANコード

番号

4975060810158

004

2,280円 (税抜)

1,780円 (税抜)

4975060810073

005

2,280円 (税抜)

4975060810080

006

002-3

2,480円 (税抜)

4975060810097

003

2,580円 (税抜)

4975060810110

001

1,780円 (税抜)

002
002-2

価 格

002 和の職人 ゆきひら鍋用兼用蓋

001 和の職人

285×156×80mm
330×178×110mm
349×203×124mm
370×226×127mm
397×245×125mm
417×269×136mm

重量200g
重量355g
重量425g
重量475g
重量545g
重量625g

サイズ：16・18・20cm用 215×41mm 重量110g
22・24cm用
259×51mm 重量180g
親子鍋用蓋16cm 161×47mm 重量 80g

008 Ｉ
Ｈベッラマードレ・ロッソ

フライパン20/26/28ｃｍ

サイズ：２0ｃｍ ３７８×２１５×７０mm
26ｃｍ ４５８×２７４×８３mm
28ｃｍ ４７９×２９４×７２mm

価

格

003 和の職人

秀華親子鍋17cm

サイズ：185×170×185mm

JANコード

番号

JANコード

番号

格

JANコード

番号

価 格

4975060810134

007

3,980円 (税抜)

4975060809749

001

1,600円 (税抜)

4904761221291

001-5

2,400円 (税抜)

4904761221338

002-3

800円 (税抜)

4904761221383

3,780円 (税抜)

4975060809701

007-2

4,480円 (税抜)

4975060809756

001-2

1,800円 (税抜)

4904761221307

001-6

2,600円 (税抜)

4904761221345

003

1,200円 (税抜)

4904761221352

3,480円 (税抜)

4975060809718

008

1,280円 (税抜)

4975060810400

001-3

2,000円 (税抜)

4904761221314

002

1,000円 (税抜)

4904761221369

006-2

3,980円 (税抜)

4975060809725

008-2

1,480円 (税抜)

4975060810417

001-4

2,200円 (税抜)

4904761221321

002-2

1,200円 (税抜)

4904761221376

006-3

4,480円 (税抜)

4975060809732

008-3

1,680円 (税抜)

4975060810424

藤田金属株式会社

価

番号

価 格

JANコード

重量180g

JANコード

株式会社タフコ

創業は１９５１年。大阪府西成区の工場街でアルミニウム製金物の製造販売からスタートし、今年で創業６６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キッチン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造りたいとアルミ製の急須・ティーポットや
タンブラー、鉄製では天ぷら鍋やフライパンの蓋などの調理器具を製造しております。

001 使いやすい鉄フライパン

２０ｃｍ/２4ｃｍ/２6ｃｍ/２8ｃｍ

サイズ：(20cm)約20.0×38.8×8.0cm
(深さ4.0cm) / 約650g
型 式：65700

005 匠の技

鉄フライパン
2０ｃｍ/２4ｃｍ/２6ｃｍ/２8ｃｍ

サイズ：約20.0×38.5×8.0cm
(深さ4.0cm) / 約880g
型 式：63805

番号

P85

価

格

002 使いやすいふか〜い鉄パン ２０ｃｍ
サイズ：約20.0×38.5×14cm
(深さ9.0cm) / 約880g
型 式：4006

006 匠の技

鉄いため鍋
28ｃｍ/30cm

007 匠の技

おなべのような
鉄フライパン２０ｃｍ/２５ｃｍ

サイズ：約30.0×53.0×11.0cm
(深さ8.2mm) / 約1250g
型 式：13909

JANコード

番号

003 使いやすいふわふわ玉子焼
（中）
（大） 004 ひえ〜るタンブラー
サイズ：(中) 約18.0×12.5×11.0cm
(深さ4.0cm) 全長35.5cm / 約665g
型 式：5201

サイズ：約20.0×38.5×12.5cm
(深さ7.0cm) / 約855g
型 式：66202

価 格

JANコード

番号

すざき 350cc/410cc/480cc

サイズ：(350cc) φ約8.3×9.7cm / 約95ｇ
型 式：18201

001 軽量ダイヤモンドマーブル

キャストフライパン20/26/28cm

002 軽量ダイヤモンドマーブル

キャスト深型フライパン24cm

サイズ：２0ｃｍ 208×420×80ｍｍ
サイズ：250×440×100ｍｍ
26ｃｍ 270×460×75ｍｍ
型 式：F-7109
28ｃｍ 290×480×80ｍｍ
型 式：２0cm F-7108/26cm F-7110/28cm F-7111

003 軽量ダイヤモンドマーブル

キャスト炒め鍋28cm

サイズ：290×480×110ｍｍ
型 式：F-7112

004 軽量ダイヤモンドマーブル

キャスト玉子焼

サイズ：150×360×45ｍｍ
型 式：F-7113

008 陶器風ひえ〜るタ ンブラー

黒柿釉 350cc/410cc/480cc

サイズ：(350cc)φ約8.3×9.7cm / 約95g
型 式：6208

価

格

JANコード

005 ワンダーボトル 0.5L/1L
サイズ：0.5L 70×70×243ｍｍ
1 L 92×110×270ｍｍ
型 式：0.5L F-2374 / 1L F-2375

001

2,500 円 (税抜)

4977201065700

004

1,800 円 (税抜)

4977201018201

006

3,000 円 (税抜)

4977201064604

001-2

3,000 円 (税抜)

4977201065809

004-2

2,000 円 (税抜)

4977201018300

006-2

3,500 円 (税抜)

4977201013909

番号

001-3

3,200 円 (税抜)

4977201065908

004-3

2,200 円 (税抜)

4977201018409

007

2,000 円 (税抜)

4977201066202

001

1,400 円 (税抜)

001-4

3,500 円 (税抜)

4977201066004

005

1,800 円 (税抜)

4977201063805

007-2

2,500 円 (税抜)

4977201066301

001-2

1,600 円 (税抜)

002

3,000 円 (税抜)

4977201004600

005-2

2,200 円 (税抜)

4977201063904

008

3,000 円 (税抜)

4977201006208

001-3

1,700 円 (税抜)

003

2,800 円 (税抜)

4977201005201

005-3

2,400 円 (税抜)

4977201064000

008-2

3,300 円 (税抜)

4977201006307

002

1,600 円 (税抜)

003-2

3,000 円 (税抜)

4977201068206

005-4

2,600 円 (税抜)

4977201064109

008-3

3,500 円 (税抜)

4977201006406

003

1,900 円 (税抜)

価

格

006 スタイラス

007 ジール

スポーツマグ 1L

サイズ：95×95×295ｍｍ
型 式：ブラック F-2656 / レッドF-2657

JANコード

番号

4950479171083

004

1,400 円 (税抜)

価 格

4950479171106

005

4950479171113

005-2

4950479171090
4950479171120

ワンタッチマグカップ 500ｍl

サイズ：70×77×235ｍｍ
型 式：ブラック F-2443 / レッドF-2444

008 スタイラス

マグカップ 500ｍl

サイズ：67×67×220ｍｍ
型 式：ブラック F-2612/ブラウン F-2613/レッドF-2614

JANコード

番号

4950479171137

007

1,400 円 (税抜)

価 格

JANコード

1,000 円 (税抜)

4950479223744

007-2

1,400 円 (税抜)

4950479224444

1,580 円 (税抜)

4950479223751

008

1,300 円 (税抜)

4950479226127

006

2,000 円 (税抜)

4950479226561

008-2

1,300 円 (税抜)

4950479226134

006-2

2,000 円 (税抜)

4950479226578

008-3

1,300 円 (税抜)

4950479226141

4950479224437
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アトム株式会社

株式会社日本漢方研究所
ホタテ貝の養殖が盛んな青森県では、年間５万トンの貝殻が放棄されています。その廃棄物を資源として有効利用する研究の中で商品化されました。
国産のホタテ貝殻のみを原料とした１００％天然素材の除菌洗浄剤です。

001 ｽｰﾊﾟｰｼｪﾙ ﾎﾀﾃの力くん

「海の野菜･くだもの洗い」

サイズ：縦 65 × 横 65 × 高さ 110（mm）

002 ｽｰﾊﾟｰｼｪﾙ ﾎﾀﾃの力くん

「海のお洗濯 洗濯物の除菌･消臭」

サイズ：縦 65 × 横 65 × 高さ 110（mm）

003 ｽｰﾊﾟｰｼｪﾙ ﾎﾀﾃの力くん

「除菌消臭 ﾎﾀﾃの霧」

サイズ：縦 70 × 横 70 × 高さ 225（mm）

004 ホタテで洗浄 野菜･くだものに

005 ﾎﾀﾃでお洗濯 除菌・消臭 30g

1.2g×6包入

サイズ：縦 30 × 横 100 × 高さ 138（mm）

サイズ：縦 18 × 横 100 × 高さ 129（mm）

JAN : (S) 149910
(M) 149927
(L) 149934
(LL) 149941

JAN : (S) 144021
(M) 144014
(L) 144007

001 タフレッ
ド(SS)

002 タフレッ
ドスリム(SS)

サイズ：S〜L
型 式：1470

006 怪力 臭いと〜るマン

サイズ：縦3× 横 120 × 高さ 180（mm）

番号
001

価

007 飲料・炊飯用備長炭

3本入

サイズ：縦 25 × 横 110 × 高さ 210（mm）

格

880 円 (税抜)

008 飲料・炊飯用竹炭

6枚入

サイズ：縦 25 × 横 130 × 高さ 210（mm）

009 多目的用徳用竹炭

500ｇ

サイズ：縦 60 × 横 180 × 高さ 230（mm）

JANコード

010 竹酢液 550ml 1L
サイズ：550ml 縦 60 × 横 60 × 高さ 220（mm）
1L 縦 95 × 横 95 × 高さ 220（mm）

JANコード

番号

価 格

4984090993175

006

350 円 (税抜)

4984090992673

番号
010-2

価

サイズ：SS〜LL
型 式：1450

JAN : (L) 114789
(LL) 114734

003 エアテクターX(M)

サイズ：M〜LL
型 式：158

JAN : (M) 121206
(L) 121107
(LL) 121008

004 ゴム張りクロベエ

サイズ：フリー
型 式：122GX

005 ラバーホープ

JAN : (M) 127420
(L) 127413
(LL) 127406

006 ネオイーグル

サイズ：S〜LL
型 式：214

サイズ：S〜LL
型 式：213

011 木酢液 550ml 1L
サイズ：550ml 縦 60 × 横 60 × 高さ 220（mm）
1L 縦 95 × 横 95 × 高さ 220（mm）

格

JANコード

2,300 円 (税抜)

4984090555212

002

880 円 (税抜)

4984090993182

007

500 円 (税抜)

4984090990648

011

1,000 円 (税抜)

4984090555199

003

980 円 (税抜)

4984090993199

008

500 円 (税抜)

4984090990679

011-2

1,800 円 (税抜)

4984090555182

004

298 円 (税抜)

4984090993274

009

1,800 円 (税抜)

4984090990631

005

298 円 (税抜)

4984090993281

010

1,300 円 (税抜)

4984090555229

JAN : (S) 145523
(M) 145516
(L) 145509

007 ケミソフトストレッチ(SS)

株式会社ミズケイ

サイズ：SS〜L
型 式：1590

JAN : (M) 150022
(L) 150039

008 マイスターグラブ

サイズ：S〜L
型 式：1481

009 すべり止め手袋（女性用） 010 7ゲージ純綿軍手

サイズ：フリー
型 式：4990(LA)

JAN : (M) 177524
(L) 177517

JAN : (L)121749

JAN : (男性用)097792

サイズ：フリー
型 式：BP-0850

011 ローズラバー
（M） 012 天然ゴム極薄手袋（S）

サイズ：M、L
型 式：GM-8

サイズ：S〜L
型 式：319-10

長靴もファッションの一部、
オシャレにスマートに！

001 マルチ誘導棒「誘灯生」23cm
サイズ：全長：23cm
型 式：2013001

直径：38mm

002 マルチ誘導棒「誘灯生」29cm

ブザー付

サイズ：全長：29cm 直径：38mm
型 式：2013002

003 差込ベスト
『差込式でええよん』

004 防犯パトロールベスト

〈イエロー〉
〈オレンジ〉
〈グリーン〉

〈イエロー〉
〈オレンジ〉
〈グリーン〉

サイズ：フリーサイズ
（平面時）着丈：約60cm 肩幅：約36cm
型 式：5941003 / 5941001 / 5941002

サイズ：フリーサイズ
（平面時）着丈：約54cm 腰回り：最大約134cm 最小約90cm
型 式：5918505 / 5918506 / 5918507

JAN : (SS) 268697
(S) 268703
(M) 268710
(L) 268727
(LL) 268734

グリーン

JAN : (SS) 268024
(S) 268031
(M) 268048
(L) 268055
(LL) 268062

エンジ

JAN : (SS) 268079
(S) 268086
(M) 268093
(L) 268109
(LL) 268116

013 グリーンマスター グレー(M)

サイズ：SS〜LL
型 式：2620

005 誘導棒
「花子」

〈52cm／80cm〉黄・赤LED

006 誘導棒
「花子」

54cm白・緑・青LED

007 誘導棒
「花子」

54cm赤青切替LED

サイズ：全長52cm（LED部分34cm）直径34mm
サイズ：全長54cm（LED部分34cm）直径34mm サイズ：全長54cm（LED部分34cm）直径34mm
全長80cm（LED部分62cm）直径34mm
型 式：2010007/2010004/2010003 型 式：2011000
型 式：2010006（52cm黄LED）2010001（52cm赤LED）
2010016（80cm黄LED）2010002（80cm赤LED）

番号

P87

価

格

JANコード

番号

価 格

008 誘導棒
「花子」

82cm青・白・緑LED

サイズ：全長82cm（LED部分62cm）直径34mm
型 式：2010013/2010015/2010014

JANコード

番号

価

009 誘導棒
「花子」

軽量バトン オレンジ

サイズ：全長53cm（オレンジ部分39cm）
直径40mm
型 式：2012000

格

JANコード

JAN : (S)
(M)
(L)
(LL)

268208
268215
268222
268239

グレー

JAN : (S)
(M)
(L)
(LL)

268307
268314
268321
268338

グリーン

JAN : (S)
(M)
(L)
(LL)

268253
268260
268277
268284

015 マリンマスター グリーン
（M）

014 グリーンマスターライト エンジ(M)

サイズ：S〜LL
型 式：2630

サイズ：S〜LL
型 式：2622

グリーン

JAN : (S)
(M)
(L)
(LL)

267355
267362
267379
267386

レッド

JAN : (S)
(M)
(L)
(LL)

267300
267317
267324
267331

001

1,980 円 (税抜)

4582331371999

004-3

1,580 円 (税抜)

4582331370848

006-3

1,180 円 (税抜)

4582331370978

002

2,480 円 (税抜)

4582331372002

005

1,180 円 (税抜)

4582331371715

007

1,580 円 (税抜)

4582331371142

番号

JANコード

番号

JANコード

番号

003

1,700 円 (税抜)

4582331371487

005-2

1,180 円 (税抜)

4582331370954

008

1,580 円 (税抜)

4582331371784

001

230 円 (税抜)

4970181144106

006

461 円 (税抜)

4970181127437

011

003-2

1,700 円 (税抜)

4582331371463

005-3

1,580 円 (税抜)

4582331371777

008-2

1,580 円 (税抜)

4582331371807

002

211 円 (税抜)

4970181149903

007

230 円 (税抜)

4970181145530

012

183 円 (税抜)

4970181177531

003-3

1,700 円 (税抜)

4582331371470

005-4

1,580 円 (税抜)

4582331370961

008-3

1,580 円 (税抜)

4582331371791

003

396 円 (税抜)

4970181114796

008

201 円 (税抜)

4970181150015

013

4,980 円 (税抜)

4970181268710

004

1,580 円 (税抜)

4582331370886

006

1,180 円 (税抜)

4582331372156

009

798 円 (税抜)

4582331371159

004

488 円 (税抜)

4970181101604

009

183 円 (税抜)

4970181097822

014

3,980 円 (税抜)

4970181268215

004-2

1,580 円 (税抜)

4582331370831

006-2

1,180 円 (税抜)

4582331371128

005

461 円 (税抜)

4970181121305

010

1,185 円 (税抜)

4970181085508

015

5,980 円 (税抜)

4970181267362

価

格

価

格

格

JANコード

646 円 (税抜)

価

4970181121756
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オルゴ株式会社

ロゴスコーポレーション
「Enjoy Outing」
を合言葉に
「屋外と人を繋ぐ第一ブランド」
を目指しています。製品開発は、
「水辺5メートルから標高800メートルま
で」
にて、
愛用されることを開発当初からポリシーに行っております。
ブランド設立から３０年以上が経過しましたが、
家族と過す楽しい
ひとときにLOGOS製品を愛用していただけるよう、
進化と深化を目指しています。

●わずか１７５ｇ
（MBK-400）の超軽量ボトル
●片手でらくらく
！ワンタッチオープン
●お手入れカンタン！本体丸洗いＯＫ
JAN : (SP)51５１２３

JAN : (SB)51５０４８

JAN : (MG)51５１０９
JAN : (ＳＰ)504127

001 ハイパー氷点下クーラーL

001 ステンレスマグボトル400ml

【ワンタッチ栓】SB

ドグリルEVO-L
002 焚火ピラミッ

サイズ：約W39×D30×H29cm
型 式：81670080

サイズ：W66×D71×H187mm
型 式：MBK-400 SB/ＳＰ

サイズ：約W39×D39×H26cm
型 式：81064102

トサンドパン
003 LOGOS ホッ
サイズ：約W35×D12×H3cm
型 式：81062239

001

価

格

9,500 円 (税抜)

JANコード

番号

4981325399665

002

価 格
9,300 円 (税抜)

JANコード

番号

4981325399153

003
004

※終売・欠品につき、
お取り扱いができない場合がございます。

JAN : (NB)50５５８２

JAN : (NB)50６５８９

006 ステンレスマグボトル600ml

【ワンタッチ栓】CG

サイズ：W66×D71×H187mm
型 式：MBS-500 ＣＰ/ＣＧ/ＮＢ

サイズ：W66×D71×H187mm
型 式：MBS-600 ＣＧ/ＮＢ

JANコード

番号

JANコード

番号

４９７５５０１５０４０４２

003

4,000 円 (税抜)

価 格

４９７５５０１５１６１０６

005

3,000 円 (税抜)

４９７５５０１５０６５７２

3,300 円 (税抜)

4981325453152

002

3,500 円 (税抜)

４９７５５０１５１５０３１

004

2,500 円 (税抜)

４９７５５０１５０５５６８

006

3,500 円 (税抜)

４９７５５０１５０７５８６

5,500 円 (税抜)

4981325452278

007

3,500 円 (税抜)

４９７５５０１１２１６１４

JANコード

サイズ：W251×D243×H107mm
型 式：VWH-200-W

002 アウトドア

ステンレスボトル400ml

ステンレスボトル380ml

サイズ：W67×D67×H235mm

価

格

10,000 円 (税抜)

JANコード

番号

4968291306286

002

価 格
10,000 円 (税抜)

JANコード

インド洋に浮かぶ、地上最後の楽園、憧れのセーシェル諸島に映る七色虹を重ねイメージしました。
Raychellはセーシェル諸島に未発見の虹が映る地、
『 未知の楽園』
のことです。
緊急・災害時にも活躍する20インチのノーパンク自転車です。
【折りたたみ時】

サイズ：W60×D60×H202mm

・ブラック：4515424024038
（品番：314-471）
・オフホワイト：4515424024045
（品番：314-472）
・ネイビーブルー：4515424024052
（品番：314-473）

・ブルーリーフ：4515424022607
（品番：314-334）
・ゴールドフォント：4515424022614
（品番：314-335）
・マーガレット：4515424022621
（品番：314-336）
・ピンクドット：4515424022911
（品番：314-337）

4968291306279

1969年スウェーデンで発祥したブランドで、
コペンハーゲンで開催された家具フェアに出品したチェア「stuns
（スタンス）
」
からブランドのストーリーは始まりました。
シンプルかつ合理的なデザインである事、環境に優しくある事、遊び心を忘れない事。
従来の概念にとらわれない、
当時としては斬新なアイデアとコンセプトに世界中の多くの人々が共感し一躍脚光を浴びました。
当初はファニチャー系を主力として展開しておりましたが、
コンセプトは受け継ぎつつもその後も時代のニーズに合わせて様々な商品を展開してまいりました。
近年では、
スウェーデン国旗のモチーフが特徴のハード素材のキャリングケースや、
ベーシックで使い勝手の良いカレンダーなどが有名です。

株式会社オオトモ
【釘が刺さっても走行続行可能】

003 イノベーター

004 イノベーター

ステンレスボトル400ml

ステンレスタンブラー450ml

サイズ：W67×D67×H216mm
【発泡ウレタン入り】

サイズ：W67×D67×H216mm

【悪路での走行も可能】

・シルバー：4515424020658
（品番：540-012）
・ブラック：4515424021587
（品番：540-013）
・シャンパンゴールド：4515424021600
（品番：540-014）

P89

格

1973年アメリカで誕生したブランドで、
創設者はアルトシュール兄弟。
1970〜80年代、洗練されたデザインの中に使い心地の良さと耐久性を併せ持ったダッフルバッグヤバックパックは本国アメリカでも高く評価され、若い世代を中心に
一世を風靡しました。今ではもう
「定番中の定番」
と言われている
「デイバッグ」の生みの親のブランドとしても高い認知度があり、
現在では60カ国以上の国々で愛用されています。
一方日本ではバッグ類はもちろん、
アパレル雑貨やステーショナリーなども展開し、全国の専門店や量販店などで幅広く展開しております。
男性女性を問わず10代〜20代の層からカジュアルブランドとしての高い地位を確立、常に雑誌やSNSを中心としたメディアでも取り上げられております。

001 アウトドア

サイズ：W1520×H1060×D555mm
型 式：17074

価

トサンドベーカー
002 ワッフル＆ホッ

トサンドベーカー
001 ワッフル＆ホッ

ｃｈｅ
ｌ
ｌＲ２４１Ｎ
001 Ｒａ

サイズ：約W124×D180×H212mm
型 式：HAS-100

東亜金属 株式会社

サイズ：W251×D243×H107mm
型 式：VWH-200-K

001

ト1L
007 分解ステンレスハンディポッ

【ワンタッチ栓】NB

3,000 円 (税抜)

ビタントニオは1999年、
日本の調理家電ブランドとして生まれました。シンプルなデザインと使いやすさ。
そこに仕様や嗜好といった暮らしのこだわりを掛け合わせ、世代を超えてずっと愛せる ものづくりをつづけています。
オプションプレートが多彩なワッフルベーカー、
ボトルのまま飲めるブレンダーなど、
かんたん便利に使えて、つくるたのしさも ギュッとつまったビタントニオの製品。
いつものキッチンにすんなり馴染むデザインで、
ライフスタイルの提案とともに、
日々の暮らしのいい時間を届けています。

番号

【ワンタッチ栓】MG

サイズ：W66×D71×H220mm
型 式：MBK-600 MG/CB

001

株式会社ｍｈエンタープライズ

格

003 ステンレスマグボトル600ml

【ワンタッチ栓】CR

JANコード

価 格

価

JAN : (CB)516021

JAN : (CG)50７５７９

005 ステンレスマグボトル500ml

サイズ：W66×D71×H187mm
型 式：MBS-350 ＣＰ/ＣＧ/ＮＢ

サイズ：約W80×H190cm
型 式：72600630

番号
番号

JAN : (CP)50６５６５

【ワンタッチ栓】CP

002 ステンレスマグボトル500ml
サイズ：W66×D71×H220mm
型 式：MBK-500 ＳＰ/SB/CR/MG/CB

JAN : (CG)50５５７５

004 ステンレスマグボトル350ml

004 丸洗い寝袋フィールダー・2

JAN : (CB)51５０２４

番号
番号
001

価 格
52,000 円 (税抜)

価

格

・シルバー：4515424021549
（品番：540-301）
・ブラック：4515424021556
（品番：540-302）
・シャンパンゴールド：4515424021563
（品番：540-303）

JANコード

番号

JANコード

001

2,200 円 (税抜)

4515424024038

003

4544507011665

002

2,000 円 (税抜)

4515424022607

価

格

4,000 円 (税抜)

JANコード

番号

4515424020658

004

価

格

2,500 円 (税抜)

JANコード
4515424021549
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アデッソ ADESSO

株式会社エム・ワイ・エス
2017年1月に誕生した計量器のオリジナルブランド。20年以上計量器の開発に携わってきたプランナーたちにより、体重計やキッチンタイマーなど、
独自の機能性とファッション性を兼ね備えた斬新なアイテムを展開

JAN : (PK) 023014

JAN : (BL) 023021
JAN : (CP) 026015

001 電波目覚まし時計
サイズ：W95×D35×H60mm
型 式：SN-01

002 ウッ
ド電波時計

003 電波時計

サイズ：W115×D38×H110mm
型 式：8727

004 ダブルアラーム電波時計

サイズ：W130×D24×H200mm
型 式：8255H

サイズ：W180×D45×H120mm
型 式：DA-33

株式会社アンティバックジャパン
JAN :
タンジェリン
（４０2153）
ピオニー
（402160）
セントフリー
（402177）
オリエンタルフラワー（402184）
エナジー
（402337）
リラックス
（402344）
グリーンティー （402351）
ユーカリ
（402368）
ブルガリアローズ （402375）
グレープフルーツ （402382）
チェリーブロッサム（402399）
フルーティアップル（402405）
オーシャン
（402412）
ベリーローズ
（402429）
ガーデニア
（402436）
スプラッシュリリー（402443）
ブリーズ
（402450）
ハーブガーデン （402467）
アイスミント
（402474）

005 空気清浄機マジックボール

専用ソリューション125ml
（19種類）

サイズ：H155×Φ40mm（円筒形状ボトル）

001 体組成計

サイズ：267×210×30mm
型 式：YS-100WHGY

(W)
(G)
JAN : 640972 JAN : 640989

006 空気清浄機マジックボールベーシック
（WHITESTRIPE/WHITE/GOLDSTRIPE）

サイズ：H20×Φ20mm
型 式：MB-17（WHITESTRIPE）
MB-18（WHITE）
MB-19（GOLDSTRIPE）

(W)
JAN : 640712

007 ビサンテHウォーター水素水生成

タンブラー（RED/WHITE)

サイズ：H207×Φ66mm
型 式：WHITE（BTA-1)/RED（BTA-2）

008 ビサンテHウォーター水素水生成

ポット（RED/WHITE)

サイズ：H245×Φ130mm
型 式：WHITE（BPO-1)/RED（BPO-2）

株式会社池商

シャインシルバー

サイズ：153×28×12mm
型 式：A-1283

カノー株式会社

006 ランニングマシン1115

010 スイーツ・アイスクリームスプーン2P

マットブラック

サイズ：153×28×12mm
（スプーンサイズ）
168×103×27mm
（化粧箱サイズ）
型 式：A-1333

印鑑ケース
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004 キッチンタイマー

005 アニマル シルエッ
ト

ラストル ホワイト

サイズ：50.2×80.1×9.4mm
型 式：KT-3038GR/PK/BL/WH

013 電動マルチミル

WH/BK

サイズ：W5.5×H17.6×D5.5㎝
型 式：B007-WH／B007-BK

サイズ：W540×D1,145×H1,010mm
（本体を最大に開いた状態）
型 式：AFB4309G

008 ストレッチボディーローラー

（オレンジ）

タイマー ブラック

サイズ：87×101×19.5mm
型 式：KT-147CBK/CWH

S
M
L
LL
3L

011 プレミアムシリーズ ゼスターグレーター

ホットピンク

ICC-001
ICC-002
ICC-003
ICC-004
ICC-005

JAN :
680345
680352
680369
680376
680574

010 骨骨先生の新腰用サポートベルト

約40年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。

酒井慎太郎
さかいクリニックグループ代表。
柔道整復師。
独自の
「関節包内矯正」
および
「テニスボール治療法」
で、
スポー
ツ選手、
アーティスト、
タレントなど
、
多くの著名人の治療を手掛け、
絶大な支持を集めている。
著書の執筆は30冊以上。
S
M
L
LL
3L

OCS-001
OCS-002
OCS-003
OCS-004
OCS-005

JAN :
682141
682158
682165
682172
682189

011 酒井慎太郎 監修 腰用サポートベルト

サイズ：S/M/L/LL/3L
型 式：OCS-001〜005

JAN : アイボリー ブラック
S 300283 300429
M 300290 300436
L
300306 300443
2L 300313 300450
3L 300320 300467
4L 300337 300474
5L 300344 300481

012 ラクダーネ

骨盤サポーター デラックス

サイズ：S〜５L

クロシオ
価 格

モミっくすＲｅ
・フレッシュ

フロンティア ツクダ

サイズ：S/M/L/LL/3L
型 式：ICC-001〜005

サイズ：318×35×35mm
型 式：MPｰ0610

009 どこでもマッサージャー
サイズ：W395×D390×H610mm
型 式：MCR2216

サイズ：W12×D120×H320mm
型 式：EXP206Ｄ

株式会社ヴァルテックス

株式会社エフエイト

JAN : (BK)470441

サイズ：9.5×8×2.7cm
型 式：84478

サイズ：222×161×25mm
型 式：YS-1548PW/PK

007 コンフォートバイクⅡ

サイズ：W640×D1,400× H1,100mm
型 式：AFR1115

JAN :
（パープル） 465203
（ブルー） 462202
（オレンジ） 468204
（グリーン） 467207
（イエロー） 466200
（レッド） 461205
（ブラック） 460208
（グレー） 469010
（ホワイト） 463018

番号

012 六瓢箪

エリジェ パールホワイト

骨骨先生：長谷愼一先生
（柔道整復師）
丈夫な骨作りをテーマにした
「骨骨体操」
シリーズを考案。
テレ
ビの人気情報番組やラジオ番組
で活躍。

JAN : 780809
A-1332

JAN : 780649
A-1287

009 スイーツ・アイスクリームスプーン

サイズ：232×142×26mm
型 式：YS-104WH/CP/NV

003 体重計

JAN : (CWH) 023052

(W)
JAN : 640699

固いアイスクリームを体温で溶かして、
スムーズに食べることが出来ます。オフィスでの忙しい昼の時間
でも素早く、お口に運べます。先端部はカップの底まですくいやすい平らな形になっています。

JAN : 780625
A-1285

デル ホワイト

JAN : (WH) 023007

JAN : (PK) 026534

アルインコ株式会社

北陸アルミニウム株式会社

JAN : 780618
A-1284

002 体重計

ディラ ホワイトグレー

JAN : (NV) 026022

格

JANコード

JANコード

番号
001

4,500 円 (税抜)

価

4589718027005

001

1,200 円 (税抜)

4562102944669

002

2,500 円 (税抜)

4589718026008

002

2,500 円 (税抜)

4562102945314

003

2,300 円 (税抜)

4589718026527

003

3,000 円 (税抜)

4562102943587

004

850 円 (税抜)

4589718023038

004

4,000 円 (税抜)

4562102944799

005

1,363 円 (税抜)

4589718023045

005

3,900 円 (税抜)

8885008402153

000
006

49,800 円 (税抜)

4969182508796

000
006

27,000 円 (税抜)

4589965640828

007

24,800 円 (税抜)

4969182511758

007

27,000 円 (税抜)

4589965640729

008

2,980 円 (税抜)

4969182511935

008

38,000 円 (税抜)

4589965640705

009

9,980 円 (税抜)

4969182510676

009

1,000 円 (税抜)

4977449780601

010

2,000 円 (税抜)

4977449780816

011

3,000 円 (税抜)

0098399469201

012

800 円 (税抜)

4968982844783

013

2,500 円 (税抜)

4573221470434

本体定格＝DC24V
定格消費電力＝24W
オートオフタイマー約15分

AC100V（50/60Hz）
消費電力：28W-0.3A
オートオフタイマー機能付
（約 15 分後）

013 ネックマッサー も〜む

サイズ：約W40×D56×H17cm
型 式：58356
医療機器製造販売認証番号: 222AGBZX00139000

014 足もみ ヒーター付

サイズ：W50×D50〜68.5×H26.5〜39.5cm
型 式：58243
医療機器製造販売業許可番号：30B2X00001
医療機器製造販売認証番号：218AGBZX00065000

010

9,074 円 (税抜)

4582292680345

011

12,000 円 (税抜)

4582292682141

012

5,800 円 (税抜)

4580104300283

013

16,000 円 (税抜)

4954877583561

014

30,000 円 (税抜)

4954877582434
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株式会社幸和製作所

KBセーレン株式会社

「Ｔa」ke 「ca」re 「oF」〜 より「」部分を抜粋した造語。
「Take care of 〜」 は、「〜のお世話をする」という意味。
弊社の福祉用具で、ユーザーの生活をお世話したいという社としての方針より。

驚くほど汚れがキレイに落ちる！超極細繊維使用ワイピングクロス
「毎日のおそうじは、手早く簡単にすませたい…」
「めんどうな場所やモノを、手軽にキレイにできたら…」
そんな声をカタチにしたのが「そうじの神様」
シリーズ。
そうじをする環境に合わせて、使いやすくカンタン・キレイを追求しました。

001 １３０ アルミ製ショッピングカー

002 アルミ製折畳ステッキ

ブラウン

ブラック／シルバー

サイズ：W395×D330×H880㎜
型 式：130BR

サイズ：長さ785〜860㎜
型 式：ODE09 SR / ODE09 SRBK

国分首都圏株式会社
そのままおつまみになる缶詰、それが『缶つま』
！
！缶詰だからおいしい素材をおかずにしました。牛肉、鶏肉、ベーコン、ムール貝、
トップシェル
と洋食屋にいるかのような多彩なメニューが楽しめます。お酒の中でも特にワイン好きの方におススメのセットです。

001 超立体フローリング用

おそうじクロス

サイズ：約25×27cm

002 無垢材・大理石用

おそうじクロス

サイズ：約27×24cm

003 フローリング用

おそうじクロス

サイズ：約27×24cm

004 TV画面用

005 窓・網戸用

サイズ：約34×40cm

サイズ：約40×33cm

おそうじクロス

おそうじクロス

003 桐印 日本橋ほぐす茶漬けセッ
ト
サイズ：179×219×67㎜
型 式：ＨＣ−３００

006 キッチン用

おそうじクロス

サイズ：約26.5×26.5cm

007 食器水切り
・

008 リビング用

拭き取りクロス

おそうじクロス

サイズ：約40×30cm

サイズ：約18×20cm

009 バスルーム用

010 おそうじ手袋

おそうじクロス

（赤）

サイズ：約20×18cm

JAN : 青1954

サイズ：フリーサイズ

004 缶つまプレミアムセッ
ト
サイズ：179×219×67㎜
型 式：ＫＴ２−３００

株式会社吉川国工業所

株式会社ECOMAP

シンプルで美しい収納、
ぬくもりのある快適な暮らしを考える。
1932年創業以来、人々のくらしの変化に密着し、
多くの方に
「Like it！- いいね！」
と思って頂けるような、
プラスチック生活
雑貨をご提案しております。
ながくご愛用いただける、品質のよい商品を、奈良県の本社工場からお届け致します。
直径6cmの大きなまん丸氷で、
ホッと一息。お家で簡単・優雅なバータイムに。

011 お皿洗いにぴったりの

スポンジ

サイズ：約7.5×11×2.7cm

012 キッチン用アミタワシ
サイズ：約10×20cm

013 カッチコチブラシ

キッチン用

サイズ：約5×4×8cm

014 カッチコチブラシ

(1)ホワイト

(2)ブラック

(3)ピンク

(4)ライトブルー

サイズ：約5×4×12cm

サイズ：約29×90cm

ホワイト／ブラック／ピンク／ライトブルー

サイズ：W75×D75×H75mm
型 式：STK-06L

株式会社ミクニライフ＆オート
「ちょこっとオアシス」
は、
電気を使わない乾燥対策グッズとして、大好評をいただいている商品です。置いて水を注ぐだけ。
日本製の高性能フィルターがお水をぐんぐん吸収、気化して、
空気をナチュラルに加湿してくれます。
電源コードもなく、手のひらサイズなので、
寝室やオフィスや旅先などでおすすめです。
音や熱も出ず安心です。いがいがするのどやお肌を潤し、
まるでオアシスのような快適空間へ。

017 極ラクブラシW

台所用

アミ戸用

サイズ：約6.5×13cm

番号

P93

価

018 極ラクブラシW

浴室用

サイズ：約14×9cm

格

サイズ：約18×10cm

JANコード

番号

価 格

019 極ラクブラシWⅡ

020 極ラクブラシWⅡ

キッチン用

バスルーム用

サイズ：約9×14cm

JANコード

番号

黒糀菌によって開発された甘酒であることが由来。沖縄は高温多湿で
あるため、酒造メーカーは醪
（もろみ）
を作る際、
通常の麹を使用すると、
醪が腐敗してしまう。
しかし黒糀はクエン酸を多く作り出すため、腐敗菌
から醪を守ってくれる。
この工程の中で生まれた甘酒なので、
この名前
が生まれた。

015 グラス拭き用クロス

生活雑貨用

006 アイスボールメーカー

016 極ラクブラシ

005 缶つまレストランセッ
ト
サイズ：216×268×58㎜
型 式：ＫＲＡ−３００

サイズ：約10×18cm

価

格

JANコード

008 のむ甘黒糀

サイズ：W75mm×D75mm×H300mm
型 式：U510-01/U510-02/U510-03

番号

価

格

JANコード

001

7,800 円 (税抜)

4938765890412

002

5,800 円 (税抜)

4938765709141

002-2

5,800 円 (税抜)

4938765709134

003

3,000 円 (税抜)

4901592917089

004

3,000 円 (税抜)

4901592897725

000
005

3,000 円 (税抜)

4901592911780

006

500 円 (税抜)

4941860116851

001

800 円 (税抜)

4560274453286

008

800 円 (税抜)

4560274451268

015

1,200 円 (税抜)

4560274453347

006-2

500 円 (税抜)

4941860116868

002

1,000 円 (税抜)

4560274453323

009

800 円 (税抜)

4560274451251

016

490 円 (税抜)

4560274452470

006-3

500 円 (税抜)

4941860118695

003

800 円 (税抜)

4560274451381

010

800 円 (税抜)

4560274451947

017

300 円 (税抜)

4560274451459

006-4

500 円 (税抜)

4941860116875

004

1,000 円 (税抜)

4560274451466

011

980 円 (税抜)

4560274453293

018

500 円 (税抜)

4560274451510

007

1,500 円 (税抜)

4510424103097

005

1,000 円 (税抜)

4560274451725

012

350 円 (税抜)

4560274452494

019

380 円 (税抜)

4560274452289

007-2

1,500 円 (税抜)

4510424103103

006

800 円 (税抜)

4560274451374

013

400 円 (税抜)

4560274452845

020

580 円 (税抜)

4560274452265

007-3

1,500 円 (税抜)

4510424103110

007

1,280 円 (税抜)

4560274452654

014

550 円 (税抜)

4560274452852

008

1,500 円 (税抜)

4582357570161

007 ちょこっとオアシスプラスC

グリーン／イエロー／ピンク

サイズ：L135×W55×H51mm（約90ｇ）
型 式：U510-01/U510-02/U510-03
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株式会社スターリング

株式会社グリーンケミー

防災士が監修した水に浮くリュックを採用した防災 21 点セットです。
80kg まで浮かせる事が可能なリュックに超長期保存 7 年の部材を採用したオール
インワンタイプです。

エマージェンシーウォーター１０年保存水

防災士が監修した帰宅困難者対策用のオフィス向け防災セット。
3 日間社内に留まることを考え、食品以外のものを集め、A4 ファイルサイズに収納し
ました。けむりフードも入っておりビル火災時にも対応しております。
①ライジオライト チャージャー「モナフル」
②長期保存アルカリ乾電池（単 4×9）
③携帯トイレ マイレット MINI10
④ペーパー歯磨き
⑤エイドクルー 46
⑥防災ウェットタオル
⑦けむりフード
⑧カイロ 3 枚
⑨防災マニュアル

①浮くリュック
②防災頭巾
③ホイッスル
④フリーズドライビスケットｘ2
⑤ラジオライトチャージャー「モナフル」
⑥長期保存アルカリ乾電池 単 4×3
⑦7 年保存水 500ｍｌ×2 本
⑧携帯トイレ マイレット×3
⑨エイドクルー 46
⑩3way 真空タオルセット
⑪ジップロックイージージッパー×3
⑫防災マニュアル

硬度 ０ の１０年保存水

2000
ml

001 １０年保存水 2000ml

６本入り

サイズ：330×185×320mm（箱入）
重 さ：約12.9kg

001 浮くリュック 防災セッ
ト7years

002 ステイアライブ

サイズ：460×320×155mm
型 式：5030

サイズ：85x210x265mm
型 式：4020

防災士が監修し、災害時に必要不可欠な内容をセットした 5 年保存防災セット。停電時に大
活躍するラジオライトは付属のアルカリ電池で連続 24 時間使用できます。食料品については
馴染みがあって食べやすい、話題の “おいしい防災食” ビスコ保存缶を採用しました。
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for 3days

防災士が監修した全ての部材が 7 年保存可能な防災セット。災害時にオフィスや学校で過ご
ご
間
す事を想定し必要なものをセットにしました。従来のセットより保存期間が長く小学校の 6 年間
や交換サイクルを長くすることにより備蓄コストを抑える事が可能となりました。

※販売単位は箱単位です。

①フリーズドライビスケット
②7 年保存水
③LED パームラジオライト
④長期保存アルカリ乾電池 単 4×3
⑤非常用シート
⑥携帯トイレ マイレット×2 枚
⑦防災マニュアル

①非常持出袋
②ビスコ保存缶
③LED ポータブルラジオ
④長期保存アルカリ乾電池 単 4×3
⑤5 年保存水
⑥モバイルトイレポケット
⑦３way 真空タオルセット
⑧水に流せるティッシュ×2
⑨非常用シート
⑩防災マニュアル
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002 １０年保存水 1500ml

8本入り

サイズ：325×190×315mm（箱入）
重 さ：約12.9Kg

【栄養成分表示（100ml 当たり）】

003 １０年保存水 500ml

24本入り

サイズ：375×250×220mm（箱入）
重 さ：約13kg

003 ステイアライブ

11

004 ステイアライブ

サイズ：280×140×110mm
型 式：3050

サイズ：155×70×210mm
型 式：4030

エネルギー………０kcal
たんぱく質………… 0g
脂
質………… 0g
炭 水 化 物………… 0g
ナトリウム………… 0g
カルシウム………… 0g
マグネシウム………… 0g
項目 水道法水質基準値 結果

7years

一般細菌
大腸菌群
※販売単位は箱単位です。

番号

価

格

JANコード

001 単体価格 400円 (税抜) 4514453812005

価

格

JANコード

002 単体価格 350円 (税抜) 4514453811503

０（集落を認めず）
不検出

上記試験項目の判定

※販売単位は箱単位です。

番号

100/1ml 以下
検出されないこと

適合

東京食品技術研究所による試験検査結果

番号

価

格

JANコード

003 単体価格 200円 (税抜) 451445810506
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ｅ１０年保存クッキー
加圧加熱殺菌による超長期１０年保存クッキー

005 マルチパワーステーション2

サイズ：343×69×69mm
型 式：5605

付属品：コネクター４種
au用、foma・ソフトバンク用
スマホ用(microUSB)
i-Phone(4,4s)用
ケーブル１本

付属品：コネクター４種
au用、
foma・ソフトバンク用
スマホ用(microUSB)
i-Phone(4,4s)用
ケーブル１本
ショルダーストラップ
防災マニュアル

１袋で

006 マルチポータブルランタン
サイズ：177×52×60mm
型 式：6990

450kcal
耐温度域 -20℃ 80℃
004 焼菓子

１０年保存クッキー ３本入り

007 LEDパームラジオライ
ト
サイズ：130×45×45mm
型 式：4505

番号

P95

価

格

008 LEDポータブルラジオ
サイズ：140×58×58mm
型 式：5599

JANコード

番号

009 ３＋４どっちもＬＥＤライ
ト

010 ２バンドクリップラジオ

サイズ：150×60×60mm
型 式：FL-350

価 格

サイズ：100×63×28mm
型 式：6490

JANコード

番号

価

格

JANコード

001

15,000 円 (税抜)

4511793007436

005

9,000 円 (税抜)

4511793006996

008

2,200 円 (税抜)

4511793004749

002

10,000 円 (税抜)

4511793007269

006

6,000 円 (税抜)

4511793006828

009

1,500 円 (税抜)

4511793007443

003

5,000 円 (税抜)

4511793007429

007

2,000 円 (税抜)

4511793005098

010

2,000 円 (税抜)

4511793007450

004

4,000 円 (税抜)

4511793007313

※販売単位は箱単位です。

【栄養成分表示（1 本 30g 当たり）】

プレーン味
エネルギー………150.1kcal
たんぱく質………… 2.08g
脂
質………… 7.66g
炭 水 化 物………… 18.22g
食塩相当量………… 0.19g

レーズン味
エネルギー………150.2kcal
たんぱく質………… 1.72g
脂
質………… 7.75g
炭 水 化 物………… 18.39g
食塩相当量………… 0.10g

抹 茶 味
エネルギー………150.3kcal
たんぱく質………… 2.04g
脂
質………… 7.84g
炭 水 化 物………… 17.89g
食塩相当量………… 0.14g

サイズ：130×170×15mm
内容量：90g(30g×3）
プレーン味：レーズン味：抹茶味 各1本入り
ケース入り数：内箱25個 / 外箱100個（内箱×4）
※本品製造工場では、落花生、
ゴマ、
カシューナッツを含む
製品を生産しております。

番号

価

格

JANコード

004 単体価格 420円 (税抜) 4514453702030
P96

P97

P00

