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調
理
用
具
・
食
器

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。

ペティナイフ

洋包丁

三徳包丁

ペティナイフ

万能包丁

牛刀包丁

刀身とハンドルが一体型で衛生的

包　丁

■サヤ付きフルーツナイフ 
　C2-2211  

本体価格 1,100円  税込  1,210円 
□サイズ　190×31×16mm 
　材質：刃 ステンレス刃物鋼 

サヤ・柄 ポリプロピレン樹脂 
※食器洗浄機対応

10％

■ステンレス包丁 
　C2-KC68011B  万能包丁 本体価格 2,300円  税込  2,530円 
□サイズ　刃渡り 170mm 

　C2-KC68012B  牛刀包丁 本体価格 2,300円  税込  2,530円 
□サイズ　刃渡り 180mm 

　C2-KC68013B  ペティナイフ 本体価格 1,700円  税込  1,870円 
□サイズ　刃渡り 120mm 
　材質：刀身／モリブデン・バナジウム鋼 

ハンドル／ポリプロピレン

10％

10％

10％

■オールステンレス包丁 
　C2-2212  三徳包丁 本体価格 3,000円  税込  3,300円 
□サイズ　刃渡り165mm  

　C2-2213  洋包丁 本体価格 3,200円  税込  3,520円 
□サイズ　刃渡り180mm  

　C2-2214  ペティナイフ 本体価格 2,400円  税込  2,640円 
□サイズ　刃渡り 135mm  
　材質：刀身／ステンレス刃物鋼 

ハンドル／ステンレス鋼

10％

10％

10％

◯清潔なステンレス製 
◯使用しやすいたて型10丁用 
◯シンプルな木製の収納ケース付

色：ブルー

鍵付

■ロールシャープナー 
　C2-UFK505  
　 本体価格 1,400円  税込  1,540円 
□サイズ　約145×50×40mm 
　材質：研ぎ部／セラミック砥石　本体／ABS樹脂

10％

■セラシャープナー（平丸） 
　C2-U999  
　 本体価格 1,600円  税込  1,760円 
□サイズ　全長255mm（研ぎ部分150mm） 
　材質：研ぎ部／セラミック　柄部／PP樹脂

10％

■包丁ケース（収納用） 
　C2-4002  
　 本体価格 40,000円  税込  44,000円 
　 

10％

□本体サイズ　260×130×315mm 
　収納ケースサイズ　360×220×420mm 
　材質：本体 ステンレス／収納ケース 木製／

止金具 金属製 
　収納包丁サイズ　刃渡り220mmまで 
※ケースの高さに持ち手は含みません

包丁ケース 包丁とぎ器

■パン・ケーキナイフ 
　C2-PM102  

本体価格 2,200円  税込  2,420円 
□サイズ　刃渡り205mm 
　材質：刃 特殊ステンレス刃物鋼 

柄 ローズウッド

10％
色：ホワイト
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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。

薄型で使いやすい！

色：ブラウン

抗菌

トレイ

刃は分解して洗え、清潔
にお使いいただけます。

マイクロエッジ付きで
滑りにくく、切るものを
逃さず切断できます。

手にやさしい 
ソフトグリップ

刃が着脱できて衛生的

切った具材が鍋に 
入れやすい。 
表と裏がわかる 
マーク付き

ノンスリップ（滑り止め）加工で
介護にも最適 
 
食器洗浄機、消毒保管庫が 
使用できます

切るものが滑りにくいギザ刃

◯マイクロエッジ 
◯ソフトグリップ 

◯ダイヤルナット 
◯分解式ピンク

グレー

色をご指定下さい

キッチンハサミ

まな板

■シェフスター料理人はさみ 
　C9-2030  
　 本体価格 3,700円  税込  4,070円 
□サイズ　全長 200mm 
　質量：100g 
　材質：刃 ステンレス刃物鋼 

　 （ハードクローム仕上げ） 
柄 非塩ビ（オレフィン）系樹脂

10％

■抗菌まな板 
　C2-2015  （M）  
　 本体価格 1,400円  税込  1,540円 
□サイズ　320×200×10mm 

　C2-2016  （L）  
　 本体価格 1,750円  税込  1,925円 
□サイズ　370×220×10mm 

　C2-2017  （LL）  
　 本体価格 2,100円  税込  2,310円 
□サイズ　420×230×10mm 
　材質：ポリエチレン（耐熱温度 70℃）

10％

10％

10％

■抗菌やわらか まな板シート 
　C2-2021  

本体価格 1,300円  税込  1,430円 
□サイズ　365×245×2mm 
　材質：ポリエチレン（耐熱温度70℃）

抗菌加工（SIAA抗菌適合）

10％

■ステンまな板スタンド10枚立 
　（受皿付）〔M〕 
　C2-5766  
本体価格 23,000円 税込  25,300円 

□サイズ　365×280×H310mm 
　まな板厚み2cmが10枚入ります

10％

■耐熱ノンスリップトレイ 
　C2-2220  

本体価格 2,500円 税込  2,750円 
□サイズ　405×296×17mm 
　材質：高比重ポリプロピレン 

（耐熱温度 100℃）

10％

■ステンレスまな板立て 
　C5-5775  
本体価格 19,000円 税込  20,900円 
□サイズ 
　400×340×195mm 
　まな板厚み2cm 2枚、 

3cm 4枚入ります

10％

■キッチンはさみ 
　C2-2300  
　 本体価格 1,200円  税込  1,320円 
□サイズ　210×86mm 
　質量：130g 
　材質：刃 18-8ステンレス 

柄 ABS樹脂

10％

■手付盆（アルミ） 
　C2-2190（小）  
　本体価格 4,900円  税込  5,390円 
□サイズ　462×305mm 

　C2-2191（中）  
　本体価格 5,400円  税込  5,940円 
□サイズ　485×320mm 

　C2-2192（大）  
　本体価格 6,000円  税込  6,600円 
□サイズ　502×334mm

10％

10％

10％

※写真とパッケージが異なる
場合があります。

色：ホワイト
抗菌
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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。

料理用ハケ　材質：毛部分　やぎ毛 
柄部分　ポリプロピレン

万能トング（ストッパー付）　 
材質：18-0 ステンレス

C2-2168 （小） 3cm幅  
　 本体価格 350円  税込  385円10％

C5-0901 （24cm）  
　 本体価格 430円  税込  473円10％

C2-2169 （中） 4cm幅  
　 本体価格 400円  税込  440円10％

C5-0902 （30cm）  
　 本体価格 470円  税込  517円10％

C2-2170 （大） 5cm幅  
　 本体価格 400円  税込  440円10％

C5-0903 （40cm）  
　 本体価格 620円  税込  682円10％

シリコンブラシ（料理用ハケ）　幅 約3.8cm 
材質：シリコン樹脂（耐熱200℃）

おろし金　230×87×21mm（金属部分 130×80mm） 
材質：金属部分　ステンレス　フレーム　ABS樹脂

C2-2200  
　 本体価格 1,000円  税込  1,100円10％

C2-2053  
　 本体価格 800円  税込  880円10％

ハンドクリーナー（料理用ヘラ）　材質：先部分　合成ゴム（耐熱100℃） 
柄部分　ポリプロピレン（耐熱100℃）

おろしピーラー（皮むき）　全長120mm 
材質：本体　ABS樹脂　刃部分　ステンレス刃物鋼

C2-2178 （小） 約2.5cm幅  
　 本体価格 350円  税込  385円10％ C2-2050  

　 本体価格 500円  税込  550円10％C2-2179 （大） 約5.5cm幅  
　 本体価格 400円  税込  440円10％

シリコンヘラ（料理用ヘラ）　 
材質：シリコン樹脂（耐熱200℃）

ポコポコしゃもじ　全長240mm 
材質：ポリプロピレン（抗菌加工）

C2-2182 （小） 約3.2cm幅  
　 本体価格 1,300円  税込  1,430円10％ C2-158AW  

　 本体価格 350円  税込  385円10％C2-2183 （大） 約5.6cm幅  
　 本体価格 1,600円  税込  1,760円10％

ナイロンへら　全長300mm 
材質：66ナイロン+ガラス繊維（抗菌剤注入・耐熱270℃）

めん棒　材質：天然木 

C2-1666  
　 本体価格 600円  税込  660円10％

C2-2175A （小） φ30×300mm  
　 本体価格 600円  税込  660円10％

C2-2175B （大） φ30×450mm  
　 本体価格 750円  税込  825円10％

しなやかトング　全長約156mm 
材質：ステンレス鋼（耐熱120℃）

缶切り（Z缶切）　40×65×23mm 
材質：本体　スチール（メラミン焼付塗装）　刃部分　炭素鋼（ニッケルメッキ）

C2-2079  
　 本体価格 2,000円  税込  2,200円10％

C2-4502  
　 本体価格 500円  税込  550円10％

① ② ③ ⑦⑤④ ⑥

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

調理小物

材質：ハンドル部分　抗菌剤入ポリプロピレン（耐熱温度 110℃） 
　　　金属部分　ステンレス

材質：金属部分　ステンレス鋼 
　　　ハンドル部分　抗菌剤入ポリプロピレン（耐熱温度 110℃） 
　　　樹脂部分　66ナイロン（耐熱温度 180℃） 

ハンドルが鍋のふちにかけられる
ので、便利に使用できます。 
（加熱中は不可）

〈使用上の注意〉　C2-2075∼2078 
※シルバーストーンなどのフッ素樹脂加工用。 
※火のそばに置いたり、加熱中及び加熱直後の鍋に入れたまま
にすると、変形変色の原因となります。

ここがポイント

抗菌加工を施したハンドルでいつでも衛生的

⑧

写真は大

写真は大

　 品　　番 品　　　名 本体価格 税込 10％

① C2-2059 お玉（大） 80cc 550円 605円

② C2-2058 お玉（小） 60cc 500円 550円

③ C2-2057 穴あき お玉 600円 660円

④ C2-2062 ターナー 500円 550円

⑤ C2-2064 バタービーター 500円 550円

⑥ C2-2055 泡立 450円 495円

⑦ C2-2067 カス揚（大） 550円 605円

⑧ C2-2068 ポテトマッシャー 600円 660円

⑨ C2-2075 ナイロンお玉 400円 440円

⑩ C2-2076 ナイロンターナー 400円 440円

⑪ C2-2077 ナイロンバタービーター 400円 440円

⑫ C2-2078 ナイロンおこし返し 400円 440円
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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。

■ボール（ステンレス） 
　C2-2082 （小） φ150mm  

本体価格 800円  税込  880円 

　C2-2083 （中） φ210mm  
本体価格 1,250円  税込  1,375円 

　C2-2084 （大） φ270mm  
本体価格 2,000円  税込  2,200円

10％

10％

10％

　C2-2092 ①  
本体価格 2,000円  税込  2,200円 

□サイズ　266×205×43mm 

　C2-2094 ②  
本体価格 2,600円  税込  2,860円 

□サイズ 322×252×53mm 

　C2-2096 ③  
本体価格 3,800円  税込  4,180円 

□サイズ 406×293×64mm

10％

10％

10％

■浅型バット（ステンレス）
　C2-2097 ①用  

本体価格 850円  税込  935円 
□サイズ　228×168mm 

　C2-2098 ②用  
本体価格 1,200円  税込  1,320円 

□サイズ　286×215mm 

　C2-2099 ③用  
本体価格 1,400円  税込  1,540円 

□サイズ　360×242mm

10％

10％

10％

■浅型バット用アミ（ステンレス）
　C2-2091 ①  

本体価格 3,100円  税込  3,410円 
□サイズ　265×205×45mm 

　C2-2093 ②  
本体価格 4,400円  税込  4,840円 

□サイズ　320×255×53mm 

　C2-2095 ③  
本体価格 6,600円  税込  7,260円 

□サイズ　405×295×67mm

10％

10％

10％

■浅型バット（抗菌ステンレス）

■ボール（抗菌ステンレス）
　C2-2086 （小） φ150mm  

本体価格 2,000円  税込  2,200円 

　C2-2087 （中） φ210mm  
本体価格 3,200円  税込  3,520円 

　C2-2088 （大） φ270mm  
本体価格 5,000円  税込  5,500円

10％

10％

10％

■丸型ザル（オール18-8 ステンレス・リングなし）
　C2-2103A（小） φ220×100mm  

本体価格 1,400円  税込  1,540円 

　C2-2103B（中） φ250×120mm  
本体価格 1,800円  税込  1,980円 

　C2-2103C（大） φ280×125mm  
本体価格 2,300円  税込  2,530円

10％

10％

10％

ボール

バット

丸型ザル

容　器 ■保存容器 抗菌キッチンバット 
　C5-6056 （小） 本体価格 3,300円  税込  3,630円 
□サイズ　220×170×63mm 

　C5-6057 （中） 本体価格 4,450円  税込  4,895円 
□サイズ　265×195×70mm 

　C5-6058 （大） 本体価格 5,600円  税込  6,160円 
□サイズ　315×220×77mm 
　材質：本体　抗菌ステンレス 

ふた　ポリエチレン

10％

10％

10％

■保存容器 抗菌丸フリージング 
　C5-6059 （小） 本体価格 700円  税込  770円 
□サイズ　φ105×55mm 

　C5-6060 （中） 本体価格 950円  税込  1,045円 
□サイズ　φ145×64mm 

　C5-6061 （大） 本体価格 1,150円  税込  1,265円 
□サイズ　φ168×73mm 
　材質：本体　抗菌ステンレス 

ふた　ポリエチレン

10％

10％

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。

鍋

■片手鍋（アルミ） 
　C2-5015（小）  

本体価格 2,000円  税込  2,200円 
□サイズ　φ16cm　容量　1.4ℓ 

　C2-5016（大）  
本体価格 2,300円  税込  2,530円 

□サイズ　φ18cm　容量　2.1ℓ 
　材質：アルミ製

10％

10％

●ステンレスで鉄を挟んだ三層鋼は、鉄の優れた熱伝導性により、熱がむらなく伝
わり、温めやすく、冷めにくいのが特徴です。 
　サビやキズに強い18-10ステンレスを使用しているので、お手入れも簡単です。

熱伝導が良く、保温性に優れた全面三層鋼（鍋本体）

■木蓋 
　C2-6002 （小） φ160mm  

本体価格 700円  税込  770円 

　C2-6003 （中） φ180mm  
本体価格 750円  税込  825円 

　C2-6004 （大） φ200mm  
本体価格 900円  税込  990円 

10％

10％

10％

■厚手鍋（寸胴鍋・目盛付） 
　C2-2060  

本体価格 12,000円  税込  13,200円 
□サイズ　φ21cm 
　容量　6.8ℓ 
　深さ（高さ）　200mm 
　材質：アルミ製

10％

■厚手鍋（シチューパン・目盛付） 
　C2-2061  

本体価格 10,000円  税込  11,000円 
□サイズ　φ21cm 
　容量　4.4ℓ 
　深さ（高さ）　135mm 
　材質：アルミ製

10％

■親子鍋深型（アルミ） 
　①C2-5802  
　 本体価格 2,300円  税込  2,530円 
□サイズ　φ165×31mm 

■蓋（アルミ） 
　②C2-5803  
　 本体価格 900円  税込  990円 
□サイズ　φ156mm

10％

10％

■蒸し器（角型・一重） 
　C2-2161  
　 本体価格 18,000円  税込  19,800円 
□サイズ　29cm 
　材質：ステンレス

10％

■蒸し器（角型・二重） 
　C2-2162  
　 本体価格 24,000円  税込  26,400円 
□サイズ　29cm 
　材質：ステンレス

10％

■蒸し器（丸型） 
　C2-2165  
　 本体価格 6,200円  税込  6,820円 
□サイズ　φ26cm 
　材質：ステンレス

10％

6.3ℓ　1升2合用 6.3ℓ　2升4合用

※セットではありません。
①

②

I H  
200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応

5.5ℓ　8合用

■実用鍋 
　C2-2133（小）  

本体価格 4,200円  税込  4,620円 
□サイズ　φ24cm　容量　5.0ℓ 

　C2-2134（大）  
本体価格 4,700円  税込  5,170円 

□サイズ　φ26cm　容量　6.0ℓ 
　材質：ステンレス鋼

10％

10％

蒸し器 他

I H  
200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応

I H  
200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応

①C2-2155  片手鍋 
本体価格 4,200円  税込  4,620円 

□サイズ　φ16cm 容量 1.2ℓ 

②C2-2156  片手鍋 
本体価格 4,800円  税込  5,280円 

□サイズ　φ18cm 容量 1.8ℓ 

③C2-2157  卓上両手鍋 
本体価格 6,800円  税込  7,480円 

□サイズ　φ23cm 容量 2.5ℓ

10％

10％

10％

④C2-2158  両手鍋  
本体価格 5,800円  税込  6,380円 

□サイズ　φ20cm 容量 2.2ℓ 

⑤C2-2159  両手鍋  
本体価格 6,900円  税込  7,590円 

□サイズ　φ22cm 容量 4.0ℓ

10％

10％

■JUNO（ジュノー） ①、② 

④、⑤

③

■両手鍋（アルミ） 
　C2-5013（小）  

 本体価格 2,700円  税込  2,970円 
□サイズ　φ20cm　容量　2.9ℓ 

　C2-5014（大）  
本体価格 3,100円  税込  3,410円 

□サイズ　φ22cm　容量　3.8ℓ 
　材質：アルミ製

10％

10％

ふたが立つ実用鍋
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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。

I H  
200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応

　C2-5200（小） 3.0ℓ  
本体価格 6,900円  税込  7,590円 

　C2-5201（大） 4.0ℓ  
本体価格 7,100円  税込  7,810円

10％

10％

■広口ケトル（ステンレス）
　C2-5100（小） 3.3ℓ  

本体価格 10,000円  税込  11,000円 

　C2-5101（中） 4.9ℓ  
本体価格 11,000円  税込  12,100円 

　C2-5102（大） 5.6ℓ  
本体価格 13,000円  税込  14,300円

10％

10％

10％

■アルマイトケトル

摩擦に強く、耐久性にすぐれた 
ダイヤモンドコーティング

摩擦に強く、耐久性にすぐれた 
ダイヤモンドコーティング

※持ち手も鉄です

タテでも使えます

※写真と形が多少異なります。

フライパン 他

ケトル

■フライパン（ダイヤモンドコーティング） 
　C2-KKCH-250S  

本体価格 2,700円  税込  2,970円 
□サイズ　φ20cm　重量：約 430g 

　C2-KKCH-300S  
本体価格 3,200円  税込  3,520円 

□サイズ　φ26cm　重量：約 670g

10％

10％

■フライパン 
　C2-2027（小） φ21cm  

本体価格 3,000円  税込  3,300円 

　C2-2028（中） φ24cm  
本体価格 3,600円  税込  3,960円 

　C2-2029（大） φ27cm  
本体価格 4,000円  税込  4,400円

10％

10％

10％

材質：鉄

■フライパンカバー 
　C2-17-051B　  

本体価格 2,100円  税込  2,310円 
□フライパン対応サイズ　φ24∼26cm 
　材質：本体 鉄・シルバーストーン加工 
　　　　ガラス窓 耐熱強化ガラス

10％

■天ぷら鍋 
　C2-2024  

本体価格 2,500円  税込  2,750円 
□サイズ　φ25cm 
　材質：鉄

10％

■フライパン・フタ兼用キッチンラック 
　C2-4021  

本体価格 1,800円  税込  1,980円 
□サイズ　150×275×315mm 
　材質：鉄（クロームメッキ） 
　重量：約 0.9kg（箱含む）

10％

■中華鍋 
　C2-2022B（小） φ33cm  

本体価格 3,300円  税込  3,630円 

　C2-2022C（大） φ36cm  
本体価格 4,100円  税込  4,510円 

　材質：厚板鉄

10％

10％

■玉子焼器（ダイヤモンドコーティング） 
　C2-KKCH-251S  

本体価格 2,700円  税込  2,970円 
□サイズ　13×18cm　重量：約 360g

10％

I H  
200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応

I H  
200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
I H  

200V 対応
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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。

■万能こし器 
　C2-2109A （小）  
　 本体価格 950円  税込  1,045円 
□サイズ　φ90mm 

　C2-2109B （大）  
　 本体価格 1,400円  税込  1,540円 
□サイズ　φ120mm

10％

10％

　①C2-2309 （小）  
本体価格 2,700円  税込  2,970円 

□サイズ　325×260×43mm
10％

　②C2-2310 （大）  
本体価格 9,200円  税込  10,120円 

□サイズ　540×335×105mm
10％

■角型ザル（ステンレス）

　C2-2107A（小）  
本体価格 850円  税込  935円 

□サイズ　φ155×50mm 

　C2-2107B（中）  
本体価格 950円  税込  1,045円 

□サイズ　φ185×50mm 

　C2-2107C（大）  
本体価格 1,300円  税込  1,430円 

□サイズ　φ205×78mm

10％

10％

10％

■うらごし器（ステンレス）

■すり鉢 
　C-2061  （大） 

本体価格 2,100円 
 税込  2,310円 

□サイズ　約φ250mm 

　C-2062  （小） 
本体価格 800円 
 税込  880円 

□サイズ　約φ180mm

10％

10％

■すりこぎ棒 
　C2-2110  （大） 

本体価格 1,000円 
 税込  1,100円 

□サイズ　390mm 

　C2-2111  （小） 
本体価格 450円 
 税込  495円 

□サイズ　240mm 

10％

10％

　C2-2106  （小）  
本体価格 800円  税込  880円 

□サイズ　300mm角 

　C2-2105  （大）  
本体価格 900円  税込  990円 

□サイズ　330mm角

10％

10％

■寿司巻
※セットではありません

※写真とデザインが若干異なります。

①
②

角型ザル 他

たわし

■亀の子束子（たわし）1号 
　CK-1101C  
　 本体価格 440円  税込  484円 
□サイズ　80×100×50mm 
　材質：パームヤシ 

　耐久性に優れ、野菜洗いに適しています

10％

■ハーフハードB 
　CK-6100B  
　 本体価格 650円  税込  715円 
□サイズ　60×140×30mm 
　材質：パームヤシ、ホワイトパーム 

　硬めとふつうのコンビたわし 
野菜の泥落し・皮むきなどに最適です。

10％

■亀の子スポンジDO（角型） 
　CK-4024  
　 本体価格 260円  税込  286円 
□サイズ　70×110×32mm 
　材質：ポリウレタン、銀イオン（抗菌剤） 

　銀イオン抗菌剤をスポンジ本体に練り込
み、抗菌性能をアップ。表裏のないデザ
インになりました。

10％

亀の子束子は約100年前、東京で
生まれました。それまでの藁や縄を
束ねただけの洗浄道具は、もろく
洗浄力がありませんでした。 
しゅろ繊維を針金で巻いた「亀の
子たわし」の発明は洗い方そのも
のを変え、明治・大正・昭和・平成と
同じ名前、同じ形、同じ品質で日本
を磨き続けてきました。創業以来伝
統の形状と製法を守り続ける「亀
の子束子1号」は、2013年グッドデ
ザイン・ロングライフデザイン賞を
受賞いたしました。

※写真と若干異なります。

そば打ちセットで楽しくそば作り

グループグループ

※別途そば粉をご用意下さい。

■そば打ちセット  4∼8人（食）用 
　C2-1261 本体価格 38,000円 
　 税込  41,800円 
□セット内容 
めん台（桐）　75×75cm 
めん棒（ポプラ）　φ3×75cm 
こま板（スプルース）中　20×24.5cm 
めん切り包丁（鋼）27cm 
こね鉢（フェノール樹脂）48cm 
めん打ち入門DVD、説明書

10％

■そば打ちセット  3∼4人（食）用 
　C2-1231 本体価格 21,000円 
　 税込  23,100円 
□セット内容 
めん台（桐）　60×60cm 
めん棒（椎）　φ3×60cm 
こま板（桐）小　15×20cm 
めん切り包丁（鋼）24cm 
こね鉢（ABS）36cm 
めん打ち入門DVD、説明書

10％

C2-1231

そば打ちセット
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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。

塩かげんを手軽にチェック、塩分濃度測定 
3点表示方式による見やすく使いやすい設計 
2000回まで使用可（使いきりタイプ）

3色3段階表示で塩分濃度一目瞭然。 
自動温度補正機能により30℃∼90℃までの範囲が 
スイッチひとつで簡単、正確に測定

わずかな塩素もキャッチできる低濃度測定専用 
見やすい9段階バー表示 
センサーは3000回測定が可能なロングライフ設計

塩分計・残留塩素チェッカー

■電子塩分計 しおみスプーン（防滴タイプ） 
　C3-SO302  
　 本体価格 3,000円  税込  3,300円 
□サイズ　28×160×13mm 
　塩分濃度範囲：0.6∼1.2％／表示方法：3段階式　 

3点表示／電源：乾電池 3個内蔵 
※電池の取り替えはできません

10％

■電子塩分計 しおみくん 
　C3-SO303  
　 本体価格 5,000円  税込  5,500円 
□サイズ　29×205×18mm 
　塩分濃度範囲：0.4∼1.4％／表示方法：3段階式　 

6点表示／電源：LR44タイプ電池 3個付

10％

■残留塩素チェッカー 
　C3-EW506  
　 本体価格 15,000円  税込  16,500円 
□サイズ　36×234×22mm 
　測定範囲：0.00∼0.80mg/L／電源：単 4アルカリ
乾電池 1本付

10％

総カロリー量・基礎食品群の過不足が 
グラフと数値で表示 

カロリースケール

■カロリースケール 
　C3-CK005  
　 本体価格 15,000円  税込  16,500円 
□サイズ　150×245×44mm 

計量皿φ120mm 
　最大計量：2kg／最小表示：1g／単3乾電池6本、 
食品・料理名ブック付

10％

セットが簡単、10キー式　100分計 100分計

マグネット付。 
背面ストラップ穴で 
吊り下げも可能

水洗いOK

色：ホワイト色：ホワイト

タイマー

■デジタルタイマー 
　C3-TD415  
　 本体価格 1,500円  税込  1,650円 
□サイズ　16×61×97mm 
　本体重量：約66g（電池含）／設定時間：最大99分99
秒・最小1秒／電源：CR2032コイン電池1個付／材質：
ABS、PC、シリコーンゴム

10％

■丸洗いタイマー 
　C3-TD378  
　 本体価格 3,000円  税込  3,300円 
□サイズ　22×77×112mm 
　本体重量：約110g（電池含）／設定時間：最大99分99
秒・最小1秒／電源：DC3V／単4乾電池2本付／材質：
ABS

10％

計量カップ他
■計量カップ 
　C2-1120（小）  
　 本体価格 900円  税込  990円 
□容量　200cc 
　材質：ステンレス

10％

■計量カップ 
　C2-1118（中）  
本体価格 1,500円  税込  1,650円 

□容量　500cc 

　C2-1119（大）  
本体価格 2,100円  税込  2,310円 

□容量　1,000cc 
　材質：ステンレス

10％

10％

■計量スプーン（3本組） 
　C2-1116  
　 本体価格 600円  税込  660円 
　材質：ステンレス 
　※スリ切りはプラスチック製

10％

■シフター（粉ふるい） 
　C2-2197（小） 

本体価格 1,400円税込  1,540円 
□サイズ　φ100mm 
　容量　3カップ 

　C2-2198（大）  
本体価格 1,700円  税込  1,870円 

□サイズ　φ120mm 
　容量　5カップ 
　材質：ステンレス

10％

10％

※水洗いはできません大

中
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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。

注ぎ口付上皿は脱着可能 収納しやすい小型タイプ 
上皿取り外し可能

※スケールは全て家庭用です

引き出しにすっきり収まる 
薄型デザイン

色：ホワイト

色：ホワイト

色：ホワイト

色：ホワイト

水、牛乳の容積計量が可能な
「㎖モード」付で 
計量カップより正確な計量

便利なデジタル最小1g表示の 
高精度スケール 
粉が入りにくく、お手入れ簡単

色：ホワイト

スケール

■タニハンド 
（クッキングスケール） 
　C3-1437 本体価格 2,200円 
　 税込  2,420円 
□サイズ　160×170×160mm 
　最大計量：2kg／最小目盛：10g

10％

■タニペティ 
（クッキングスケール） 
　C3-1445 本体価格 2,700円 
　 税込  2,970円 
□サイズ　200×110×36mm 
　最大計量：1kg／最小目盛：5g

10％

■デジタルクッキングスケール 
　C3-KD-320 

本体価格 5,200円 
　 税込  5,720円 
□サイズ　210×150×33.5mm 
　最大計量：3kg／最小目盛：微量
モード 0.1g、通常モード 1g／単
3乾電池 2本付

10％

■デジタルクッキングスケール 
　C3-KD-313 

本体価格 3,700円 
　 税込  4,070円 
□サイズ　205×153×36mm 
　最大計量：3kg／最小目盛：1g 
単3乾電池2本付

10％

■コックさん 
（クッキングスケール） 
　C3-1345 本体価格 3,000円 
　 税込  3,300円 
□サイズ　210×180×176mm 

（上皿φ180×28mm） 
　最大計量：500g／最小目盛：2g

10％

水洗い 
OK！

調理中の火の通りもチェック! 食物実験にも最適です。

■パンの発酵温度や加熱調理の内部・冷凍物の温
度管理に 
■計った温度をメモリー表示するホールド機能付 ■計った温度が見やすいホールド機能付

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 
取り付け金具付

ミルクやワインの飲み頃、微妙な温度測
定に便利。取り付け金具付

※水洗い不可 ※水洗い不可

デジタル温度計

温度計

■デジタル温度計 
　C3-TT-508N 
本体価格 3,000円  税込  3,300円 
□サイズ　D37×W215×H16mm 
　温度測定範囲：−50℃∼250℃／
一目盛：0.1℃／重量：約37g（電
池含む）／主な材質：耐熱ABS／
付属品：CR2032コイン電池 1
個／電源：DC1.5V

10％

■揚げ物用温度計（クックサーモ） 
　C3-5495B  
　 本体価格 2,000円  税込  2,200円 
□サイズ　145×43mm 
　表示範囲：20∼220℃／最小目盛：5℃

10％

■料理用温度計 
　C3-5496B  
　 本体価格 1,600円  税込  1,760円 
□サイズ　145×35mm 
　表示範囲：0∼100℃／最小目盛：2℃

10％

■デジタル温度計 
　C3-TT-583 
　本体価格 1,500円  税込  1,650円 
□サイズ　D43×W221×H15mm 
　温度測定範囲：−50℃∼240℃／一
目盛：0.1℃／重量：約 40g（電池
含む）／主な材質：PP、PET、ステン
レス／付属品：CR2032コイン電池
1個／電源：DC3V

10％

色：薄いブルー
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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。

電源コードとピータ
ーが別々に収納でき
て、清潔です。

一体 
収納

スピード 
5段切替

※写真と若干異なります。

オールインワン収納 
刃・ヘラ・ブラシなど全てを本体
に一体収納。電源コードは本体
下に巻きつけてすっきり 
レシピブック付

氷も細かく砕ける大型刃 

1台3役（つぶす・まぜる・きざむ） 
下ごしらえもすばやくかんたん 
簡単レシピ付き

食器洗いに使いたいふきん。 
軽い汚れなら洗剤なしで洗えるので、 
洗生活排水の汚染も減少、  
手荒れも軽減。

ブレンドカップチョッパーボトル

オールインワン 
収納時

○油汚れは紙などで拭き取ってから洗ってください。 
○キッチンで使いやすいように角で吊るすループ付き。 
○汚れが気になってきたら煮沸消毒できます。 
○手拭きやおしぼり、ハンカチに、キッチンタオルとして 
ディッシュクロスや野菜の水切りにも便利です。

収納時

スティックブレンダー ハンドミキサー

ミキサー

■スティックブレンダー THM322 
　C3-THM322 

本体価格 11,000円  税込  12,100円 
□サイズ　343×61×69mm 
　電源：AC100V 50-60Hz／消費電力：

150W／容器容量：ブレンドカップ500㎖
チョッパーボトル150㎖ 
　カラー：ホワイト

10％

■フードプロセッサー TK441 
　C3-TK441A 

本体価格 15,000円 
 税込  16,500円 

□サイズ 
　215×260×170mm 
　電源：AC100V 50-60Hz／
消費電力：170W／容量：
500g（ハンバーグの場合） 
　カラー：ホワイト

10％

■ジュースミキサー TMX20A 
　C3-TMX20A 

本体価格 12,000円 
 税込  13,200円 

□サイズ 
　340×152×184mm 
　電源：AC100V 50-60Hz／消
費電力：190W／ボトル容量：
1000㎖／カラー：ホワイト

10％

■ハンドミキサー 
　C3-THM273  

本体価格 6,000円  税込  6,600円 
□収納サイズ　175×190×85mm 
　電源：AC100V 50-60Hz 
　付属品：ピーター 2本、収納ケース 
　カラー：ホワイト

10％

■三角コーナー 
　C2-CK112B  
　 本体価格 1,300円  税込  1,430円 
□サイズ　200×145×100mm 
　材質：ステンレス

10％

■丸型洗い桶（ゴム底・流水穴付） 
　C2-2723  
　 本体価格 3,800円  税込  4,180円 
□サイズ　φ320×128mm 
　材質：18-8ステンレス

10％

洗い桶 他

ガラ紡の和紡布

■シルバーミット（鍋つかみ） 
　C2-SOM13C  
本体価格 1,400円  税込  1,540円 

□サイズ　34cm 
　材質：綿100％（ノンステック加工） 
　耐熱温度：約100℃

10％

■ガラ紡の和紡布 
　CM-1001-111  

本体価格 800円  税込  880円 
□サイズ　約 30×30cm 
　材質：綿100％ 
　　　　（自然栽培綿・ガラ紡糸使用）

10％




