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価格は注文時の消費税率を適用いたします。

※年度の途中でお取扱いできなくなる場合もあります。ご了承下さい。

カタログ掲載外の調理用具・食器等もお取り扱いできます。

幼児用 DIA CERAM

DIA WOODY

調理実習に使う用具・備品等
包丁・まな板・鍋をはじめ調理実習に必要な用具や食器、備品などを提案します。掲載しているもの
は基本的な商品ですが、掲載外でも対応可能な商品も多数あります。お問い合わせください。

保母さんや専門の栄養士による検討会などによって考え出された安全な保育園専用食器です。 
伝統の美濃焼に、先端テクノロジーをプラスした、新しい高強度磁器です。 
従来の陶磁器製品と比較すると３∼４倍の強度を持っています。

有害物質が溶け出さない 
ダイアセラムは天然原料を高温焼成したもので、樹脂製
品で問題とされるホルマリンや環境ホルモン物質など、
有害物質の溶出は全くありません。

すぐれた耐熱性 
ダイアセラムは1000℃の高温にも耐え、通常の乾燥機・
保管庫での加熱にも影響を受けることなく、すぐれた耐
熱性を発揮します。

すぐれた収納性 
積み重ね（スタッキング）ができるように設計してあります
ので、収納に便利、しかも食器同士が密着しないので洗浄
しやすく、お碗類には水切りもついています。

すぐれた使用感 
糸底が付いているので持ちやすく、食べやすく、安心して
お使いいただけます。また、白色度が高いので衛生管理に
も役立ち、料理がおいしそうに見えます。

                           すくいやすくて、 
                           洗いやすい 

お皿の端に丸みを帯びた返しをつけま
した。やわらかいものや汁気の多いも
のもしっかりすくえてこぼしません。な
めらかな曲線にしているので汚れは溜
まりにくく、洗うのも楽チンです。

幅広い利用実績 
ダイアセラムは保育園専用食器です。園児の食器として、
安全性・衛生管理・強度・耐久性など様々な側面から見て
最適な食器といえます。

幼児に負担をかけない重さ 
高強度の磁器で素地を薄く作ってあるため、その分軽く
なり園児も楽に持つことができます。

高強度磁器食器  ダイアセラム

食育・知育汁椀　ダイアウッディ

■小皿 
　C9-1Z-1 本体価格 1,070円 
　 税込  1,177円 
□サイズ　φ125×H27mm 
□重　量　110g

10％

■茶碗 
　C9-11Z-1 本体価格 1,250円 
　  税込  1,375円 
□サイズ　φ115×H46mm 
□重　量　125g 
□容　量　230cc

10％

■スタッキングマグ 
　C9-19Z-1 本体価格 1,360円 
　  税込  1,496円 
□サイズ　φ77×H71mm 
□重　量　150g 
□容　量　230cc

10％

■角高仕切皿 
　C9-34Z-1 本体価格 2,930円 
　  税込  3,223円 
□サイズ　208×168×H23mm 
□重　量　305g 
□容　量　340cc

10％

■イージースクープ 
　C9-ES115-1 本体価格 1,600円 

 税込  1,760円 
□サイズ　φ115×H42mm 
□重　量　195g 
□容　量　290cc

10％

■汁椀（食べ物サイクル・中） 
　C9-2W 本体価格 1,120円 
　  税込  1,232円 
□サイズ　φ110×H51mm 
□重　量　62g 
□容　量　310cc 
□材　質　超耐熱 ABS 
※無地（柄なし）もあります。

10％

食べ物サイクル
種をまき芽が出て、成長して花が咲き、実がなっ
て食べることができる過程を言葉を必要とせず
体感的に身につけます。

ラク∼にすくえる 
カタチに注目。

食器洗浄機 
使用OK!!

熱風消毒保管庫 
使用OK!! 

※保管庫のセット温度は80∼85℃で 
お願いします。また吹出し口から 
できるだけ遠い段に入れて下さい。

食べもの 
サイクル 

食べるまでの過程を 
理解できます。

高い耐久性 
本体は超耐熱ABS（１１0℃）で、 

表面は丈夫なスーパーダイアコート 
仕上げで、キズや汚れがつきにくく 

洗浄も楽です。

オリジナルの 
安定した形状 

糸底が大きく安定した形で、 
すくいやすい立ち上がりも 

ある形状です。

お椀どうしが重なって 
取れなくなるお悩みも解消!! 
独自の形状でピタッとはまりこまない 

ようになっています。

食品衛生法に基づく、 
重金属・過マンガン酸カリ
ウム消費量試験成績表

立ち上がりが
まっすぐ！！
すくいやすい！！

糸底が大きく
たおれにくい！！
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価格は注文時の消費税率を適用いたします。

※年度の途中でお取扱いできなくなる場合もあります。ご了承下さい。

①CC01-673 ミート皿（6.5インチ）  
　 本体価格 500円 税込  550円 
□サイズ　φ16.6×H1.7cm 

②CC02-673 ミート皿（7.5インチ）  
　 本体価格 700円 税込  770円 
□サイズ　φ20.2×H2cm 

③CC03-673 ミート皿（9インチ）  
　 本体価格 1,000円 税込  1,100円 
□サイズ　φ23.5×H2.5cm 

④CC04-673 ミート皿（10インチ）  
　 本体価格 1,550円 税込  1,705円 
□サイズ　φ26.5×H2.5cm

10％

10％

10％

10％

ダイアセラム ホワイト

9100 （1本単位） 
材質：18-8ステンレス

高強度磁器

❹

❸
❷

❶

CC11-673 ティーC/S  
　 本体価格 1,250円 税込  1,375円 
□サイズ（カップ）φ9×H5cm　200cc 
　　　　  （皿）φ15.3×H1.9cm 
　

10％

CC18-673 グラタン  
　 本体価格 1,950円 税込  2,145円 
□サイズ　20.3×12.7×H3.3cm 
　

10％

CC30-673 ランチ皿（大）  
　 本体価格 5,100円 税込  5,610円 
□サイズ　28.6×19.3cm 
　

10％
CC38-673 パン皿（6.5インチ）  
　 本体価格 550円 税込  605円 
□サイズ　φ17.2×H2cm 
　

10％

CC28-673 スープ皿（9インチ）  
　 本体価格 1,000円 税込  1,100円 
□サイズ　φ23×H4cm 
　

10％

CC34-673 フルーツ皿（5.5インチ）  
　 本体価格 450円 税込  495円 
□サイズ　φ14.3×H3.2cm 
　

10％

CC13-673 コーヒーC/S  
　 本体価格 1,250円 税込  1,375円 
□サイズ（カップ）φ7.5×H6.5cm　180cc 
　　　　（皿）φ15.3×H1.9cm 
　

10％
CC06-673 片手スープ碗  
　 本体価格 1,000円 税込  1,100円 
□サイズ　φ10.4×H5.6cm　320cc 
　

10％

ディナーナイフ  
　C2-9100-1B  

本体価格 600円 税込  660円10％

ティースプーン 
　C2-9100-5B  

本体価格 250円 税込  275円10％

ディナースプーン 
　C2-9100-2  

本体価格 350円 税込  385円  10％

コーヒースプーン 
　C2-9100-6B  

本体価格 250円 税込  275円10％

ディナーフォーク 
　C2-9100-3  

本体価格 350円 税込  385円10％

ケーキフォーク 
　C2-9100-7B  

本体価格 250円 税込  275円 10％

バターナイフ 
　C2-9100-4B  

本体価格 250円 税込  275円10％

ヒメフォーク 
　C2-9100-8B  

本体価格 250円 税込  275円10％

（片面のこ刃）
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価格は注文時の消費税率を適用いたします。

※年度の途中でお取扱いできなくなる場合もあります。ご了承下さい。

カタログ掲載外の調理用具・食器等もお取り扱いできます。

①CC4-619 ミート皿（6.5インチ）  
　 本体価格 1,050円 税込  1,155円 
□サイズ　φ16.8×H2.4cm 

②CC3-619 ミート皿（7.5インチ）  
　 本体価格 1,350円 税込  1,485円 
□サイズ　φ19.8×H2.4cm 

③CC2-619 ミート皿（9インチ）  
　 本体価格 1,800円 税込  1,980円 
□サイズ　φ23.8×H3.4cm 

④CC1-619 ミート皿（10インチ）  
　 本体価格 2,450円 税込  2,695円 
□サイズ　φ26.1×H3.1cm

10％

10％

10％

10％

⑤CC13-619 プラター（10インチ） 
　 本体価格 2,900円 税込  3,190円 
□サイズ　21×18×H2.7cm 

⑥CC14-619 プラター（12インチ） 
　 本体価格 5,100円 税込  5,610円 
□サイズ　30.5×20.7×H3.1cm 

 

10％

10％

CC18-619 ティーC/S  
　 本体価格 2,100円 税込  2,310円 
□サイズ（カップ）φ8.9×H5.5cm 200cc 
　　　　（皿）　　φ15.3×H1.9cm　

10％

CC5-619 スープ皿（8インチ）  
　 本体価格 1,450円 税込  1,595円 
□サイズ　φ20×H3.7cm 
　

10％
CC6-619 スープ皿（9インチ）  
　 本体価格 1,850円 税込  2,035円 
□サイズ　φ23.5×H4.1cm 
　

10％
CC7-619 オートミル皿（6インチ）  
　 本体価格 1,350円 税込  1,485円 
□サイズ　φ16.5×H4.8cm 
　

10％

CC16-619 コーヒーC/S  
　 本体価格 2,100円 税込  2,310円 
□サイズ（カップ）φ7.6×H6.5cm 190cc 
　　　　（皿）　　φ15.3×H1.9cm　

10％
CC8-619 フルーツ皿（5.5インチ）  
　 本体価格 950円 税込  1,045円 
□サイズ　φ13.9×H3cm 
　

10％

強化パーマナンス

抗菌ピアス

❹

❸

❷

❶

❺

❻

（10本組） ※注文数が10本単位にならない場合はご相談下さい 
材質：18-8ステンレス

色をご指定下さい

オレンジ グリーン

ディナーナイフ 
　C2-P01B  

本体価格 9,500円 税込  10,450円 10％

バターナイフ 
　C2-P05B  

本体価格 3,100円 税込  3,410円 10％

ディナースプーン 
　C2-P02B  

本体価格 4,500円 税込  4,950円10％

ティースプーン 
　C2-P06B  

本体価格 3,000円 税込  3,300円 10％

ケーキフォーク 
　C2-P03B  

本体価格 3,000円 税込  3,300円10％

コーヒースプーン 
　C2-P07B  

本体価格 2,600円 税込  2,860円10％

ディナーフォーク 
　C2-P04B  

本体価格 4,500円 税込  4,950円10％

ヒメフォーク 
　C2-P08B  

本体価格 2,600円 税込  2,860円10％
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価格は注文時の消費税率を適用いたします。

※年度の途中でお取扱いできなくなる場合もあります。ご了承下さい。

❶ ❷

❸

❹

❺

❽
❾

❼
❻

●10

●11

●12

L S P

①CC523 ディナー皿（10 3/4インチ）  
　（φ27.8×H2.5cm）本体価格 2,900円 税込  3,190円 

②CC533 ディナー皿（10インチ）  
　（φ25.6×H2.7cm）本体価格 2,450円 税込  2,695円 

③CC543 ミート皿（9インチ）  
　（φ23.7×H1.9cm）本体価格 1,450円 税込  1,595円 

④CC553 ケーキ皿（7.5インチ）  
　（φ19.1×H1.9cm）本体価格 1,000円 税込  1,100円

⑤CC563 パン皿（6.5インチ）  
　（φ16×H1.8cm） 本体価格 750円  税込  825円 

⑥CC603 コーヒーC/S  
本体価格 1,800円 税込  1,980円 

　（カップ 9.7×7.4×6.8cm・190cc）（皿φ15cm） 

⑦CC623 ティーC/S  
本体価格 1,800円 税込  1,980円 

　（カップ 10.6×8.3×5.7cm・220cc）（皿φ15cm） 

⑧CC693 スープ皿（9インチ）  
　（φ23.5×H3.9cm） 本体価格 1,500円 税込  1,650円 

⑨CC703 クープ（7.5インチ）  
　（φ18.7×H3.5cm） 本体価格 1,200円 税込  1,320円 

⑩CC713 オートミル皿（6.5インチ）  
　（φ16.4×H4.6cm）本体価格 1,200円 税込  1,320円 

⑪CC723 フルーツ皿（5.5インチ）  
　（φ14×H2.8cm） 本体価格 750円  税込  825円 

⑫CC18-038 ブイヨンカップ  
　（260cc） 本体価格 1,800円 税込  1,980円 

10％

10％

10％

10％

10％

10％

10％

10％

10％

10％

10％

10％

軽量強化磁器

５枚単位でお願いします。 
※バラ売りはできません

10個単位でお願いします。 
※バラ売りはできません

■青磁急須（カゴアミ付） 
　CC25-244 本体価格 2,500円 

税込  2,750円 
□容量　400cc

10％

■かれん急須 
　CC204-910 本体価格 3,800円 

税込  4,180円 
□容量　500cc

10％

■溜 千筋茶托（5枚） 
　CC104-971 

本体価格 2,100円 
 税込  2,310円 

□サイズ　φ12×H1.7cm
10％

■溜 4.0木彫トントン茶托（5枚） 
　CC103-952 

本体価格 2,100円 
 税込  2,310円 

□サイズ　φ12×H1.5cm
10％

■京十草千茶（10個入） 
　CC35-244 

本体価格 2,700円 
 税込  2,970円 

□サイズ　φ9.2×H5.6cm
10％

■京小花千茶（10個入） 
　CC47-933 

本体価格 2,700円 
 税込  2,970円 

□サイズ　φ9.2×H5.6cm
10％

■花晴千茶（10個入） 
　CC405-400 

本体価格 3,300円 
 税込  3,630円 

□サイズ　φ9.2×H5.7cm
10％

■アルミ急須（ステンレス茶こし網付） 
　C2-1011 本体価格 3,100円 

税込  3,410円 
□容量　0.6ℓ 

　C2-1012 本体価格 3,500円 
税込  3,850円 

□容量　0.85ℓ

10％

10％

急　須

茶　托

■茶こし 
　C2-2080 本体価格 550円 
　 税込  605円 
□サイズ　164×φ75×35mm 
　材質：18-8ステンレス

10％

湯のみ
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価格は注文時の消費税率を適用いたします。

※年度の途中でお取扱いできなくなる場合もあります。ご了承下さい。

カタログ掲載外の調理用具・食器等もお取り扱いできます。

※バラ売りはできません
10個単位でお願いします。

※バラ売りはできません
10個単位でお願いします。

※バラ売りはできません
10個単位でお願いします。

※バラ売りはできません
10個単位でお願いします。

めし碗 丼

汁　椀

むし碗深　鉢

平　皿

■格子梅中平（10個入） 
　CC32-233 本体価格 2,800円 
　 税込  3,080円 
□サイズ　φ12×H5cm

10％

■明世荒刷毛5.0和丼（10個入） 
　CC14-434 本体価格 6,500円 
　 税込  7,150円 
□サイズ　φ16×H8cm

10％

■タコ唐草むし碗（10個入） 
　CC02-494 本体価格 7,800円 

 税込  8,580円 
□サイズ　φ7.7×H8cm

10％

■梅十草むし碗（10個入） 
　CC405-512 本体価格 8,000円 

 税込  8,800円 
□サイズ　φ8×H9.2cm

10％

■粉引おかず鉢（10個入） 
　CC13-024 本体価格 4,500円 

 税込  4,950円 
□サイズ　φ14×13.5×H4.5cm

10％

■京十草4.0小鉢（10個入） 
　CC607-242 本体価格 2,900円 

 税込  3,190円 
□サイズ　φ14×H3.9cm

10％

■粉引釉4.0皿（10個入） 
　CC42-564 本体価格 2,800円 

 税込  3,080円 
□サイズ　φ13.3×H1.9cm

10％

■京十草4.0皿（10個入） 
　CC411-242 本体価格 2,900円 

 税込  3,190円 
□サイズ　φ14×H2.0cm

10％

■京十草5.0皿（10個入） 
　CC410-242 本体価格 3,500円 

 税込  3,850円 
□サイズ　φ16.3×H2.4cm

10％

■粉引釉5.0皿（10個入） 
　CC41-564 本体価格 3,300円 

 税込  3,630円 
□サイズ　φ16.5×H2cm

10％

■亀甲汁椀 黒内朱（10個入） 
　CC01-2S3 本体価格 2,300円 

 税込  2,530円 
□サイズ　φ11.5×H6cm 
　材質：ABS樹脂

10％

■レンジ汁椀 春慶 宴（10個入） 
　CC302-950 本体価格 3,500円 

 税込  3,850円 
□サイズ　φ11.8×H6cm 
　材質：PET樹脂

10％

電子レンジ対応

■型入小花青中平（10個入） 
　CC37-404 本体価格 3,200円 
　 税込  3,520円 
□サイズ　φ12×H5cm

10％

※バラ売りはできません
10個単位でお願いします。

※バラ売りはできません
10個単位でお願いします。

側面
②

①

■六角はし 10膳入り 
 本体価格 1,500円  税込  1,650円 

　①C5-2758-61  茶 
　②C5-2758-62  黒 
□サイズ　22.5cm 
　材質：SPS樹脂（耐熱温度 240℃） 
※食器洗浄機・乾燥機使用可能です。

10％

■丸はし ぬりばし（輪島塗） 
　C2-2038  

10膳入り  本体価格 600円  税込  660円 
□サイズ　23cm 
　材質：天然木（フェノール塗装） 

10％

は　し

27cm

30cm

33cm

■菜ばし（3種組） 
　C2-2037  
　 本体価格 180円  税込  198円 
　材質：竹

10％




