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Joseph Joseph （ジョセフジョセフ）は、

イギリスの双子のプロダクトデザイナー、

アントニーとリチャード・ジョセフによるホームウェアブランド。

３世代続くガラスメーカーを前身とし 2003 年設立。

デザインを学んだアントニーとビジネスを学んだリチャードは、

それぞれの経験を融合し、高い品質と革新的なデザインで

生活シーンに革命をもたらしました。

デザインの美しさだけでなく、

機能的で個性あふれる製品の創造を続け、

現在、およそ 100 か国以上で製品を販売。

イギリス、アメリカとともに、日本でも多くの皆さまに

ご愛用いただいています。
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NEW

フォリオ スリム
Folio Slim 3-piece Chopping Board Set

取り出しやすいハンドルバー付き。

付属のねじで棚板に取り付け可能。

棚板に取り付けて、棚下の空いたスペースで収納ができるス
リムなケース付きのまな板 3 枚セット。両面使えるまな板は、
細かな凹凸加工が施されたナイフに優しいカット面を採用。
取り出しやすいステンレス製のハンドルバーとすべり止めが
付いています。

サイズ 31.5×22.8×7.3cm 
￥5,900 税抜

NEW

マルチカラー
| 品　番 | 60199
| JAN コード | 5028420005035

まな板：ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー、ステンレススチール
ケース：ABS樹脂
ねじ：ステンレススチール

材　質

まな板：110℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

まな板のみ

通気性の良いケース。

使い分けしやすい色違いのまな板。

カット & カーブ バンブー
Cut&Carve Bamboo

NEW

丈夫な竹製のフードグリップ付きまな板です。中央のフード
グリップで食材をしっかりホールド。傾斜したカット面とまな
板のふちで肉汁や切りくずをこぼさずキャッチします。しっか
りとした重みがあり、すべり止め付きで安定した使用感です。

￥5,000 税抜
サイズ 40×30×3.5cm

肉汁などを注ぎやすい
コーナー。

切りくずがこぼれず快
適な使用感。

食卓にそのまま運べる
ハンドル付き。

| 品　番 | 60142
| JANコード | 5028420601428

まな板：竹
プレート：ステンレススチール
すべり止め：シリコーンゴム

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

NEW PRODUCTS  05

New Products



ペティナイフ

ユーティリティナイフ

三徳ナイフ

シェフズナイフ 

ブレッドナイフ 

エレベート ナイフストア 
ナイフ 5ピースセット
Elevate Knives Store 5-piece Knife Set

NEW

重みのあるハンドルと一 体型のツールレストで、置いた時
に刃が台に触れない衛生的なエレベートナイフ 5 種類と、
引き出し内にすっきり片付けられるすべり止め付きの収納ト
レーのセットです。ナイフには日本製ステンレスの刃と人間
工学に基づいたデザインのハンドルを採用しました。

￥9,000 税抜
サイズ 15.5×33.7×4.6cm

マルチカラー
| 品　番 | 10545
| JAN コード | 5028420004922

刃：ステンレススチール
ハンドル：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、スチール
トレー：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

エレベート カルーセル
ユテンシル 6 ピースセット
Elevate Carousel 6-piece Utensil Set

折りたたみ式まな板「チョップ２ポット」がリニューアル。
ハンドルを握るとサイドが折りたたまれ、食材をこぼさず
鍋に移せます。まな板のカット面には食材を移しやすい線
状の表面加工を採用しました。大きくなったハンギングホー
ルで壁掛け収納も簡単に。

チョップ 2 ポット プラス
Chop2Pot Plus

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

110℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

NEW

食材を切るときはフラットになります。 表 面には 線 状 の加 工。 裏 面にはす
べり止め付き。

グリーン
| 品　番 | 60204
| JAN コード |5028420005080

ペールブルー
| 品　番 | 60203
| JAN コード | 5028420005073

ペールブルー
| 品　番 | 60206
| JAN コード | 5028420005103

グリーン
| 品　番 | 60201
| JAN コード | 5028420005059

レギュラー各￥1,800 税抜
サイズ 37.5×21.5×7cm

ラージ各￥2,000 税抜
サイズ 45×26×7cm

対応する包丁がすぐにわかるカラーマーク
付き。

置いた時にヘッドが台に触れない衛生的なエレベートキッチン
ツールと、ツールを選びやすい回転式収納スタンドのセットです。

ヘッド：ナイロン
ハンドル：シリコーンゴム、ポリプロピレン、スチール
スタンド：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
ステンレススチール材　質

調理器具
ヘッド：200℃

耐熱温度

調理器具
のみ

食器洗浄乾燥機  可

NEW

マルチカラー
| 品　番 | 10544
| JAN コード | 5028420004915

サイズ 
調理器具：長さ 約32cm  収納時：25×22×35.5cm

￥9,000 税抜

 左から　スロテッドターナー / フレキ
シブルターナー / スロテッドスプーン / 
ソリッドスプーン / レードル / スパゲッ
ティサーバー

エレベート スリム
ユテンシル 4 ピースセット
Elevate Slim 4-piece Utensil Set

置いた時にヘッドが台に触れない衛生的なエレベートキッチンツー
ルと、場所を取らない超コンパクトな収納スタンドのセットです。

ヘッド：ナイロン
ハンドル：シリコーンゴム、ポリプロピレン、スチール
スタンド：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

材　質

調理器具
ヘッド：200℃

耐熱温度

調理器具
のみ

食器洗浄乾燥機  可

NEW

￥4,500 税抜
サイズ
調理器具：長さ 約32cm  収納時：14×12×32.5cm

マルチカラー
| 品　番 | 10542
| JAN コード | 5028420004892  左から　スロテッドスプーン / スロテッドターナー / 

ソリッドスプーン / レードル 

エレベート ユテンシルストア
ユテンシル 5 ピースセット
Elevate Utensils Store 5-piece Utensil Set

置いた時にヘッドが台に触れない衛生的なエレベートキッチンツー
ルと、引き出し内にもすっきりしまえる収納トレーのセットです。

ヘッド：ナイロン
ハンドル：シリコーンゴム、ポリプロピレン、スチール
トレー：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

材　質

調理器具
ヘッド：200℃

耐熱温度

調理器具
のみ

食器洗浄乾燥機  可

NEW

￥6,000 税抜
サイズ
調理器具：長さ 約32cm   収納時：19.8×33.7×9cm

マルチカラー
| 品　番 | 10543
| JAN コード | 5028420004908  左から　フレキシブルターナー / スロテッ

ドターナー / スロテッドスプーン / ソリッ
ドスプーン / レードル 
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ボウル·コランダー·ふるい：ステンレススチール
カップ：ポリプロピレン
すべり止め：シリコーンゴム

材　質 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  不可

小ボウルには便利な注ぎ口付き。ボウル裏面にはすべり止め付き。

計量カップ（15ml / 5ml）

計量カップ（250ml）

ボウル小
直径 約16.5cm（0.5L）

計量カップ（60ml）

計量カップ（85ml）

計量カップ（125ml）

ふるい
直径 約19cm

水きりかご
直径 約23cm

ボウル大
直径 約27cm（4.5L）

きれいに積み重ねてコンパクトに収納ができるネストシ
リーズより、普段の調理やお菓子作りに活躍する調理ツー
ル 9 ピースセットです。ボウル、ふるい、ざるはすべて
18/8 ステンレススチール製で、耐久性にも優れています。

￥18,000 税抜
サイズ 31.5×26.5×15cm

| 品　番 | 95032
| JAN コード | 5028420950328

ダッシュ すりこぎ & すり鉢セット
Dash Pestle & Mortar with Bamboo Lid

スタイリッシュなデザインのすりこぎ & すり鉢セットです。にんにくやスパイスをすり潰したり、ハーブを挽いてペーストにした
りするのに最適です。竹製の蓋が付いているので、しまっておくときにすり鉢に埃が付かず清潔に保てます。

蓋は食材を置く皿や、まな板とし
ても使えます。

すりこぎ は 蓋 の 溝 に安 全 に 収 納
できます。

￥6,000 税抜
サイズ 15.5×15.5×13cm

グラナイト
| 品　番 | 20176
| JANコード | 5028420003802

￥1,500 税抜
サイズ 5×3.2×18cm

アンスラサイト
| 品　番 | 81126
| JAN コード | 5028420004243

カトラリー：ステンレススチール
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
ケース：ポリプロピレン

材　質

70℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

すっきり重なるハンドル。
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ネスト 9 スチール
Nest 9 Steel Bowl Set
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NEW

NEW

シップ トラベルマグ  ラージ
Sipp Travel mug Large 

NEW

ゴーイート ステンレス  カトラリーセット
GoEat Stainless-Steel Cutlery Set

お弁当やアウトドアで活躍するスプーン、フォーク、
ナイフの 携 帯用カトラリー 3 点セット。 スリムな
ケースに収まり、コンパクトに持ち運びできます。

NEW

シップ スチール トラベルマグ  ラージ
Sipp Steel Travel mug Large 

二重構造のステンレス製カップで外側が熱くならず、持ちやすい「シッ
プ スチール トラベルマグ」のラージサイズです。

飲み口全体をカバーする衛生的な蓋が特徴の「シップ トラベルマグ」にラージサイズが登場。
本体は丈夫な BPA フリーのプラスチック製。表面はすべりにくく持ちやすいソフトな手触りです。

NEW

100℃

耐熱温度

蓋：ポリプロピレン、シリコーンゴム
カップ：ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  不可 電子レンジ  不可

食器洗浄乾燥機  可

蓋：ポリプロピレン、シリコーンゴム
カップ：ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

100℃

耐熱温度 電子レンジ  可

本体
のみ

本体：グラナイト
蓋：竹

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

各￥1,800 税抜
サイズ 8.2×8.2×17.4cm

￥3,000 税抜
サイズ 8.2×8.2×17.4cm

アンスラサイト
| 品　番 | 81133
| JAN コード | 5028420005202

454ml

454ml

グリーン
| 品　番 | 81130
| JAN コード | 5028420005172

コーラル
| 品　番 | 81131
| JAN コード | 5028420005189

ブルー
| 品　番 | 81132
| JAN コード | 5028420005196



New color
Light Stone/Sage
ベストセラーの水周りアイテムが新カラー「ライトストーン / セージ」で登場。

NEW

Surface Tiered Stainless-steel Utensil Pot 

分解できてお手入れも
簡単です。

分解できてお手入れも
簡単です。

自然に排水するトップシェ
ルフ。

スポンジなどを掛けられる
フック。

強 力 な 吸 盤 で 簡 単 に 取り
付け。
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コンパクトでスリムなデザインのシャワーシェルフ。ステンレス製レール付きのトップシェルフには、石けんやボトルを置くこと
ができます。出し入れしやすい斜めの収納ポケットにはシャンプーやコンディショナーを入れられます。

カプセル コンパクトシャワーシェルフ 
Capsule Compact Shower Shelf

2 段 / ホワイト
| 品　番 | 70563
| JAN コード | 5028420004793

4 段 / ホワイト
| 品　番 | 70564
| JAN コード | 5028420004809

￥2,600 税抜
サイズ 12.5×15.3×22.6cm

￥3,600 税抜
サイズ 12.5×15.3×45cm

ボディ・ブラケット：ABS樹脂
レール：ステンレススチール
吸盤：ナイロン、熱可塑性エラストマー

材　質

丈夫なステンレス製のシンク用収納スタンド。仕切り付きなの
で、洗剤ボトルやブラシ、スポンジなどを分けて入れられま
す。出し入れしやすい斜めのデザイン。底面にすべり止め付き。

柄の長い調理器具から小型ツールまで、様々なキッチンアイテ
ムを収納できるステンレス製のスタンド。斜めになっているの
で出し入れしやすく、仕切り付きで整理しながら収納できます。

サーフィス SS
ティアードシンクタイディ

サーフィス SS
ティアードユテンシルポット

Surface Tiered Stainless-steel Sink Tidy 

￥8,500 税抜
サイズ 最小：32×36.4×16.1cm  最大：52.7×36.4×16.1cm

ライトストーン / セージ
| 品　番 | 851652
| JAN コード | 5028420005721

エクステンド

本体：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
ラック：スチール、塩化ビニル樹脂

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

￥2,500 税抜
サイズ 19.5×13.5×11cm

ライトストーン / セージ
| 品　番 | 851649
| JAN コード | 5028420005677

￥1,500 税抜
サイズ 7.3×7.3×14.6cm

ライトストーン / セージ
| 品　番 | 851650
| JAN コード | 5028420005684

キャディ
プレスト 
ソープディスペンサー

エッジ
ディッシュブラシ

本体：ABS樹脂
すべり止め：シリコーンゴム

材　質 食器洗浄乾燥機  可

ウォッシュ & ドレイン

￥3,000 税抜
サイズ 31.5×31×20cm　容量 10L 

ライトストーン / セージ
| 品　番 | 851648
| JAN コード | 5028420005660

本体：ポリプロピレン
パッキン：熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

本体：ABS樹脂、AS樹脂
ポンプ：ポリプロピレン
ヘッド：ステンレススチール
すべり止め：熱可塑性エラストマー材　質 食器洗浄乾燥機  不可

￥900 税抜
サイズ 7×29×5cm

ライトストーン / セージ
| 品　番 | 851651
| JAN コード | 5028420005691

ハンドル：ポリプロピレン
ブラシ：ナイロン
すべり止め：熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  可

NEW

NEW NEW NEW

グレー
| 品　番 | 851646
| JAN コード | 5028420004779

￥3,500 税抜
サイズ 17.5×12×11.9cm

グレー
| 品　番 | 851645
| JAN コード | 5028420004762

￥3,000 税抜
サイズ 15×14×16.9cm

ボディ：ステンレススチール
ベース・ディバイダー：ABS樹脂
すべり止め：熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

ボディ：ステンレススチール
ベース・ディバイダー：ABS樹脂
すべり止め：熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

NEW

NEW NEW



フレクサ アイロンボードカバー
Flexa Ironing Board Cover

どんなアイロン台にも素早く簡単にフィットするアイロン台カバー。表
面には破れにくい加工のコットンを使用。下層部にはソフトフォーム入
りでスムーズなアイロンがけをサポート。

12  NEW PRODUCTS

フロントドア付きのユニークなごみ箱。蓋の内枠を持ち上げ、
本体横の取っ手でフロントドアを開くだけでごみ箱前面が大
きく開き、いっぱいになった重いごみ袋を持ち上げることな
く楽に取り出せます。内部の掃除も簡単で、ごみ箱を清潔に
保つことができます。

ポルタ 40L
Porta

軟鋼、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
ステンレススチール、ポリプロピレン

材　質

NEW

コンクリートグレー
| 品　番 | 30123
| JAN コード | 5028420004441

サイズ W28×D39.8×H68.4cm
（フタを開けた時の高さ99cm）

￥24,000 税抜

ミッドナイトブルー
| 品　番 | 30122
| JAN コード | 5028420004434

サイズ W28×D39.8×H68.4cm
（フタを開けた時の高さ99cm）

￥24,000 税抜

トップレイヤー：綿　メッシュノーズ：ナイロン、ポリウレタン
ストラップ：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル 
コード：ポリエステル　フック・ストッパー：ポリプロピレン

材　質
NEW

135cm / リニアグレー
| 品　番 | 50018
| JAN コード | 5028420005417

124cm / リニアグレー
| 品　番 | 50017
| JAN コード | 5028420005400

￥4,400 税抜
サイズ 45×3×135cm

￥4,000 税抜
サイズ 45×3×124cm伸縮性のストラップ付き。 アイロン台にぴったりフィット。

クッション性下地

 綿100%
トップレイヤー

破れにくい加工

ストッパー付きの伸長コード。

手を使わず開け閉めできるペダル式。 交換できる脱臭フィルターで臭い対策。 重くなったごみ袋の取り出しも簡単。 前面が大きく開き内側の掃除も簡単。

保証あり

Kitchen
KITCHEN  13



蓋：熱可塑性エラストマー
ポリプロピレン、シリコーンゴム
ボトル：ステンレススチール、銅

材　質

保温効力：73℃以上（6時間）
保冷効力：7℃以下（6時間）

食器洗浄乾燥機  可

蓋：ポリプロピレン、シリコーンゴム
カップ：ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

100℃

耐熱温度

100℃

耐熱温度

蓋：ポリプロピレン、シリコーンゴム
カップ：ステンレススチール

材　質

フリップ式のキャップを閉めると、飲み口全体がカバーされ
る衛生的なトラベルマグ。本体は、高品質な 18/8 ステンレス
製の二重構造です。熱いドリンクを入れても、マグが熱くな
らないのでそのまま持つことができます。落ち着いたステン
レス仕上げのデザインで、シーンを選ばず活躍します。

シップ  スチール  トラベルマグ
Sipp Steel Travel mug with flip-top cap

食器洗浄乾燥機  不可

食器洗浄乾燥機  不可

電子レンジ  可

本体
のみ

電子レンジ  不可

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら

340ml

Hydration
使い捨てのペットボトルから繰り返し使えるエコなウォーターボトルに。
年齢、性別、運動量などによって異なる必要な水分量。ジョセフジョセフが適切な水分補給をサポートします。

14  HYDRATION

一際目を引くデザインのファッショナブルなウォーターボト
ル。ユニークなループ 状の蓋は、指をかけて持ち運びしや
すいだけでなく、ボトルネックに取り付けられて、飲む時や
しまう時の置き場所に困りません。ボトル本体は高品質な
18/8 ステンレス製の真空断熱構造。優れた保冷保温性でい
つでもおいしくドリンクを楽しめます。飲み口の内側にねじ
が付いているので口に当たらず飲みやすい設 計。普段使い
を意識したこだわりのデザインで、スマートな水分補給をサ
ポートします。

ループ
真空断熱ウォーターボトル
Loop Vacuum Insulated Water Bottle

各￥3,000 税抜
サイズ 7×7×29cm

グリーン
| 品　番 | 81118
| JAN コード | 5028420004168

コーラル
| 品　番 | 81119
| JAN コード | 5028420004175

ブルー
| 品　番 | 81120
| JAN コード | 5028420004182

アンスラサイト
| 品　番 | 81121
| JAN コード | 5028420004199

500ml

真 空 断 熱 構 造 のステンレス製で、高
い保冷保温効果を実現。

蓋 は 指 を か け て 持 ち 運 び しや す い
ループ状のフォルム。

輪の部分がボトルネックにぴったりと
はまり、蓋の置き場所に困りません。

蓋 をボトルネックには めて収 納 で き
ます。

飲み口が外に触れない衛 生的なトラベルマグ。片手でも開
けやすいフリップ式のキャップが、口が当たる部分全体をカ
バー。持ち運んだり、カフェでドリンクを入れてもらう時にも、
汚れず衛生的に使えます。マグ本体は丈夫な BPA フリーのプ
ラスチック製。外側はエラストマー素材ですべりにくく、持ち
やすいソフトな手触りです。おうち時間はもちろん、オフィス
やお出かけ先でも手軽にお気に入りのドリンクを楽しめます。

シップ  トラベルマグ
Sipp Travel mug with flip-top cap

￥2,800 税抜
サイズ 8.2×8.2×13.6cm

各￥1,500 税抜
サイズ 8.2×8.2×13.6cm

グリーン
| 品　番 | 81122
| JAN コード | 5028420004205

コーラル
| 品　番 | 81123
| JAN コード | 5028420004212

ブルー
| 品　番 | 81124
| JAN コード | 5028420004229

アンスラサイト
| 品　番 | 81125
| JAN コード | 5028420004236

340ml

しっかりと閉まるスクリュー式の蓋で、
持ち運びも安心。

ソフトな手触りで、すべらず快適な握
り心地。

ステンレスの二重 構 造で 熱 い飲み 物
を入れても外側が熱くなりません。

キャップ が 飲 み 口 全 体 をカバ ーし、
衛生的に使えます。

片手でも開けやすい、フリップ 式の
キャップ。

キャップ が 飲 み 口 全 体 をカバ ーし、
衛生的に使えます。
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Food Preparation

面倒な野菜のカットが簡単にできるベジタブ
ル ダイサー。 ベース ユ ニットに 野 菜 を 置 き、
ガイドアームに沿って上からカップを押し下げ
るだけ。 切れ 味 の良いステンレスブレードが
野 菜をカットし、切った野 菜はカップの中に
入ります。 キッチンを散らかさずに使え、 調
理が快適に進みます。玉ねぎを刻んだり、じゃ
がいも、にんじん、ズッキーニなど様々な野
菜の時 短 調 理にぴったりのアイテムです。分
解して洗えるのでお手入れも簡単です。

チョップカップ　
ベジタブルダイサー
ChopCup Easy vegetable chopper

いつものお料理をもっと簡単に。下ごしらえや調理の準備を手助けする機能的なアイテムです。

ホワイト
| 品　番 | 20175
| JAN コード | 5028420003772

￥2,700 税抜
サイズ 15×9.5×11cm

 使い方動画はこちら

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質

70℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

切った野菜がカップに集まり散らばりません。 カットした野菜はそのままカップから移せます。

分解して洗えます。

マルチカラー
| 品　番 | 20154
| JAN コード | 5028420002850

￥6,300 税抜
サイズ 24×24×15.5cm

 使い方動画はこちら

AS樹脂、ポリプロピレン
ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
ステンレススチール、ポリアセタール

材　質

70℃

耐熱温度

簡単にディスクを交換できます。

1つでサラダスピナー、ベジヌードルカッター、スライサー、
グレーターの４つの使い方ができる調理ツール。蓋にディ
スクをセットするだけで、用途に合わせて簡単に使えます。
スライサーやカッターも安全に使えるフィンガーガード付き。
底面にはすべり止め付き。サラダや野菜を使ったヘルシー
料理が時短＆簡単に作れ、レシピの幅も広がります。付属
品をボウル本体の中に入れてコンパクトに収納できます。

マルチプレップ
サラダツール 4 ピースセット
Multi-Prep 4-in-1 salad preparation set

グレーター / 野菜のすりおろし スライサー / 野菜のスライス ベジヌードルカッター / 
野菜をヌードル状にカット

サラダスピナー / 洗った野菜の水切り

食器洗浄乾燥機  不可



メジャーアップ  計量スプーン
Measure-Up Adjustable measuring spoon

18  FOOD PREPARATION

分量を調節できる計量スプーン。目盛り付きのハンドルをスライドさせてスプーンのサイズを変えられ、1ml ～ 15ml、小さじ
1/4 ～大さじ1 まで計量することができます。分解して洗えるのでお手入れも簡単です。

ハンドルを浅いスプーンの方に押
すと分解できます。

ヘッドがフラットなので、すりきり
できます。

￥1,000 税抜
サイズ 3×19.5×2cm

ブルー
| 品　番 | 40105
| JANコード | 5028420002065

ナイロン
シリコーンゴム

材　質

60℃

耐熱温度

 使い方動画はこちら

アライン  計量ジャグ2ピースセット
Align 2-piece easy-read measuring jug set

目盛りが見やすく50ml～1Lまでの大容量を量れるラージカップと、5ml～50ml までの少量の計量ができるミニカップがセットに
なったメジャリングジャグ。ラージカップは目盛りを上から読むことができます。こぼれにくい注ぎ口と持ちやすいハンドル付き。

上から目盛りを読むことができます。 ミニカップはラージカップの中に
収納できます。

￥2,300 税抜
サイズ 17.5×24×11cm　容量 ラージ：1L   ミニ：50ml

グレー
| 品　番 | 40109
| JANコード | 5028420003109

AS樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質

70℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  不可

 使い方動画はこちら

食器洗浄乾燥機  不可

カラフルで美しいフォルムが目をひく実用性とデザイン性
を兼ね備えた基本ツールのセット。ギフトにも大人気の
ジョセフジョセフを代表するアイテムのひとつです。ぴっ
たりと重ねてスペースを取らずに収納できます。各ツール
は色分けされているので使い分けしやすく、重ねると虹
のような彩りでキッチンを明るく楽しく演出します。

ネスト
Nest

スタッカブルコランダー
Stackable Colander

ぴったりと重ねて収納できるコランダーです。ホールが
縦向きのため水が周囲に広がりづらく、大きなハンドル
を持って快適に水きりができます。コーナーがあるシェ
イプなので食材をお皿に移すのも簡単です。

￥6,500 税抜
サイズ 31.5×26.5×14.5cm

各￥1,500 税抜
サイズ 20.5×20.5×11.5cm

ポリプロピレン
すべり止め：熱可塑性エラストマー 
ふるい網：ステンレススチール

材　質

110℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  不可

ポリプロピレン

材　質

110℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  不可

持ち手で支えるので 安定し
て置けます。

すっきり重なります。

 使い方動画はこちら

収納はまとめてコンパクトに。ボウルの底にはすべり止め付き。

ネスト 9 プラス　マルチカラー
| 品　番 | 400373
| JAN コード | 5028420400373

グリーン
| 品　番 | 40088
| JAN コード | 5028420400885

ホワイト
| 品　番 | 40092
| JAN コード | 5028420400922

計量カップ（15ml / 5ml）

計量カップ（200ml）

ボウル小
直径 約16.5cm（0.5L）

計量カップ（50ml）

計量カップ（100ml）

計量カップ（150ml）

ふるい
直径 約19cm

水きりかご
直径 約23cm

ボウル大
直径 約27cm（4.5L）

FOOD PREPARATION  19



鍋のサイズに合わせて大きさを調節できる
ステンレス製スチーマー。 耐 熱シリコン 製
のバンパーで 鍋を傷つけず、安心して使え
ます。持ちやすい大き目のハンドル付きで、
鍋から取り出すのも簡単です。

ブルーム スチール
Bloom Steel

20  FOOD PREPARATION GADGETS  21

￥2,500 税抜
サイズ 16×16×10cm
直径18cm以上、深さ10cm以上の鍋で使用できます。

ステンレススチール
シリコーンゴム
ポリプロピレン

材　質

110℃

耐熱温度 電子レンジ  不可食器洗浄乾燥機  不可

折りたたんでコンパクトに収納。

 使い方動画はこちら

| 品　番 | 45033
| JAN コード | 5028420002058

Gadgets
毎日の調理が楽しくなる便利なガジェット。キッチンでの作業を快適にする、革新的なデザインです。

ピールストア  コレクティングピーラー
PeelStore Waste-collecting peeler

むいた皮がハンドルの内側に入る便利なピーラー。皮むき
の際のごみの散らかりを最小限に抑え、調理が快適に進み
ます。カバーが透明なので中がわかりやすく、いっぱいに
なったらハンドルをスライドして蓋を開け、集めた皮をまと
めて捨てられます。分解して洗え、お手入れも簡単です。

ABS樹脂
AS樹脂
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  可

中が見える透明なハンドル。 集めた皮は簡単に捨てられます。

￥1,200 税抜
サイズ 6×3×14cm

グリーン
| 品　番 | 20166
| JANコード | 5028420003680

 使い方動画はこちら



 使い方動画はこちら

22  GADGETS

ABS樹脂、AS樹脂
ステンレススチール、ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  可

＜センターグリップ＞
長さのある野菜もつかめます。

＜ピンチグリップ＞
小さな野菜をつまみます。

＜フラットグリップ＞
面の広い野菜もしっかりグリップ。

マルチグリップ  マンドリン
Multi-Grip Mandoline

3 通りのつかみ方ができるユニークなフードグリップ付きの
スライサー。 素 早く安 全に野 菜をスライスできます。 厚さ
を 3 段階 選べるので様々な料理に使えます。先 端とハンド
ルにはすべり止め付き。

 使い方動画はこちら

安定してすりおろしができるボウルグリップ付きグレーター。先端にある V 字型の切込みをボウルのふちにかけて使えます。
先端にはすべり止め付きなので、まな板やカウンター上で使う場合も安定します。粗目と細目の2 種類のブレード。

グリップグレーター
Grip-Grater Paddle grater with bowl grip

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  可

各￥1,400 税抜
サイズ 7.8×1.8×26.5cm 

粗目　イエロー
| 品　番 | 20169
| JANコード | 5028420003710

細目　グリーン
| 品　番 | 20170
| JANコード | 5028420003727

￥2,100 税抜
サイズ 10×30×5.8cm

グリーン
| 品　番 | 20141
| JANコード | 5028420001860

スライスの厚さは裏面のレバーで
3 段階に調節できます

手感覚で自由につかめる
3 in 1 フードグリップ

セーフストア
SafeStore Peeler with integrated blade guard

刃を守り安全に収納できるブレードガード付きのピーラー。
切 れ 味 の良いステンレス製ブレードと、 持ちやすい Y 字型
のデザインで 素早く簡単に皮むきができます。ハンドル 部
分をスライドさせるだけで刃がカバーされ、いつでも安全に
保管できます。ジャガイモの芽取り付き。

ABS樹脂、ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  可

ストレートピーラー
| 品　番 | 20167
| JANコード | 5028420003697

各￥1,200 税抜
サイズ 7.5×1.8×14cm

千切りピーラー
| 品　番 | 20168
| JANコード | 5028420003703

〈 ストレートブレード 〉
通常の野菜の皮むきに最適です。

〈 千切りブレード 〉
面倒な野菜の千切りが簡単にできます。

 使い方動画はこちら 使い方動画はこちら
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美しいデザインの円形鍋敷き 2 枚セット。使 用する際は、2 枚をはがしてドット状の凹凸がある面を上に向けて置きます。
組み合わせたまま使用することもできます。耐熱シリコン製なので大事なカウンターやテーブルを傷や熱損傷から守ります。

1つで便利な 3つの機能が使えるカンオープナー。そのまま使うと缶切りに、アームを360度回転させればプルトップオープ
ナーと栓抜きとして使えます。おしゃれなデザインでマルチに使えるだけでなく、キッチンの貴重な収納スペースも節約で
きる多機能ガジェットです。

スポットオン  シリコン鍋敷き2 枚セット
Spot-on Set of 2 silicone trivets

ピボット  3-in-1 カンオープナー
Pivot 3-in-1 can opener

種や皮などをキャッチするカップ付きのシトラスジューサー。
余 分な種などを取り除く必 要が無く果汁だけをしぼること
ができるので、お料理に直接かけながら使うこともできま
す。ストレスなく果汁がしぼれる便利なアイテムです。

缶 の蓋を素 早く簡単に開けることができるスマートなカン
オープナー。缶にセットしてトップ 部分のつまみを回すと自
動 的に缶のふちをホールド。軽い力で 缶 切りができ、利き
手にかかわらず便 利に使えます。ボタンを押すだけで開け
た蓋を取り外せます。

キャッチャー
Catcher

キャンドゥー プラス
Can-Do Plus

シリコーンゴム

材　質 食器洗浄乾燥機  可

ポリプロピレン
ステンレススチール

材　質

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  可

ボタンを押すとフタを外せます。 プルトップを開けるフック付き。

ABS樹脂
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

￥1,500 税抜
サイズ 9×8×16.5cm

￥1,400 税抜
サイズ 17×17×0.8cm

￥1,600 税抜
サイズ 5×5.8×18.5cm

￥2,300 税抜
サイズ 6×18×5cm

イエロー
| 品　番 | 200287
| JANコード | 5028420200287

グレー
| 品　番 | 20174
| JANコード | 5028420003765

ホワイト / グリーン
| 品　番 | 20172
| JANコード | 5028420003741

ホワイト / グレー
| 品　番 | 20098
| JANコード | 5028420200980

2 枚合わせて省スペース収納。 場所を取らずコンパクトに収納。 アームを回 転させるだけで用 途を 切
り替え。

〈 栓抜き 〉 〈 缶切り 〉 〈 プルトップオープナー 〉

 使い方動画はこちら 使い方動画はこちら

220℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  不可
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料理に合わせてブレードを取り換えら
れます。

細目ブレードを使 用したズッキーニの
ペペロンチーノ。

荒目
ブレード

細目
ブレード

すりおろし
ブレード

ステンレススチール
AS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  可

50℃以下

ブレードは折りたためます。

種取り。

切り開き。

一度で簡単にスライスできます。

ステンレススチール
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  可

ヘルシーメニューを手軽に実現するベジヌードルカッター。
カットした野菜が容器に入るので、キッチンが散らからず
スマートに使えるのも嬉しいポイント。料理に合わせて 3
種類のブレードが選べます。全てまとめてコンパクトに
収納できます。

サイドの穴から水を注いで、下はカリカリ、中はふんわ
りとした目玉 焼きが簡単に作 れるエッグリング。きれい
な丸い形で蒸し焼きにできます。

スパイロ
Spiro

フローチポッド
Froach Pods

平らにたため、コンパクトに収納できるマッシャーです。
ヘッドは鍋のカーブに合うつぶしやすい形状です。

デルタ 
フォールディングマッシャー
Delta Ergonomic folding masher

アボカドを切り開いて種を取り、皮から外し、スライスす
るまでを 1 つでこなすツールです。ブレードは折りたたみ
ができ、安全に保管できます。

ゴーアボカド
GoAvocado

￥2,000 税抜
サイズ 8×8×16cm 

￥1,200 税抜
サイズ 6.5×1.8×18cm

￥2,000 税抜
サイズ 10×4×30.2cm

グリーン
| 品　番 | 20105
| JANコード | 5028420201055

グリーン
| 品　番 | 20112
| JANコード | 5028420201123

グレー / グリーン
| 品　番 | 10161
| JANコード | 5028420101614

中 央 の 穴 に 卵 を 割り
入れる。

サイド の 穴 か ら 水 を
注ぐ。

空いたスペースを使っ
て時短になります。

シリコーン
ゴム

材　質

270℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

ナイロン、ステンレススチール
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

80℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

使う時 はヘッドをロックし
ます。

しまう時は平らになるので
邪魔になりません。

￥1,600 税抜
サイズ 1個：10×11.8×4.5cm

2 ピースセット
| 品　番 | 20120
| JANコード | 5028420201208

 使い方動画はこちら

Rocker

 使い方動画はこちら

にんにくを簡単につぶすことができるパワフルなガーリックプレス。ハンドルのトリガーを引くと、ヘッドのワイパーブレー
ドがつぶしたにんにくをこそぎ落とします。ヘッドの中に残ったにんにくを取りやすい便利なクリーニングツール付き。

クリーンフォース  ガーリックプレス
CleanForce Garlic press with wiper blade

ナイロン
ポリプロピレン
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  可

￥1,900 税抜
サイズ 4.2×6×16cm

グリーン
| 品　番 | 20179
| JANコード | 5028420004045

￥1,700 税抜
サイズ 19×4.5×3cm

グリーン
| 品　番 | 200621
| JANコード | 5028420200621

左右に揺らして押しつぶします。 手を汚さずすくい出せます。

材　質

ABS樹脂
クロムメッキ付き亜鉛合金

80℃以下

食器洗浄乾燥機  可

クラッシャーの穴を掃除できる突起付きの面と、ヘッド内部を掃除できるス
クレーパーの両面仕様のクリーニングツール。ハンドルに収納できます。

トリガー

ワイパーブレード

スタイリッシュなデザインのガーリッククラッシャー。本
体が湾曲しているので、つぶしたガーリックの取出しも便
利です。ちょっとしたギフトにも。

ロッカー
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高級感のあるステンレス製の収納ケー
スと落ち着いたグレーのまな板 4 枚の
セット。 まな板はポイントカラーで 色
分けされているので、食材別に使い分
けられ 衛 生 的。 両 面 使 えるまな 板 は
大きな包丁傷がつきにくく、食 材がす
べりにくい表面加工が施されています。
収 納ケースにすっきりと収まり、 イン
テリアに映 えるスタイリッシュなデザ
インです。

フォリオ スチール
Folio Steel

細かな凹凸加工が施されたまな板表
面。大きな包丁傷が付きにくく、食材
がすべりにくいのが嬉しいポイント。

まな板にはフチがあるので 食 材の水
分がこぼれにくく、すべり止めの突起
で調理台に板面が直接付かない細か
な設計。

まな板 が階段 状に収まるケース。ス
テンレスバーで板面に触れることなく
取り出せるので衛 生的。底 面には通
気口付き。

収納ケース付きのまな板 4 枚セット。両
面 使 える色 違 い のまな 板 は、 肉、 魚、
野菜、調理済食材など、食材の種類に
よって使い分けることができるので衛生
的。ケース内ではまな板どうしが離れて
立 つ ので 通 気性 が良く、 ステンレス 製
のハンドルバーで取り出しも簡単です。

フォリオ
Folio

肉、魚、野菜、調理 済食材など、食
材の種 類で使い分けできる色違いの
まな板。食材の交 差汚染を防ぎ、衛
生的に使えます。

ステンレス スチール
| 品　番 | 60170 
| JAN コード | 5028420001198

カーボンブラック
| 品　番 | 60171
| JAN コード | 5028420001204 

ローズゴールド
| 品　番 | 60172
| JAN コード | 5028420001211 

レギュラー　シルバー
| 品　番 | 60187
| JAN コード | 5028420002119 

レギュラー　グラファイト
| 品　番 | 60186
| JAN コード | 5028420002102

ラージ　シルバー
| 品　番 | 60185
| JAN コード | 5028420002096 

ラージ　グラファイト
| 品　番 | 60184
| JAN コード | 5028420002089 

サイズ 収納時：35.5×26.5×7.4cm
　　　  まな板：34×24cm

各￥15,000 税抜

毎日のお料理に欠かせないまな板。ユニークな機能を持ったものからスタイリッシュなセットまで、
ライフスタイルに合わせてお好みのものをお選びいただけます。

 使い方動画はこちら

すべり止めとハンドル 部分で 色 分 けされているの
で、肉、魚、野 菜、調 理 済 食 材 など、食 材ごとに
使い分けできます。

まな板が階段状に収まるケース。奥のまな板も取り
やすく、ステンレス製のハンドルバーで板面に触れ
ずに取り出せます。

ケース内でまな板が離れて立つようにデザインされ
ているので、通気性を保つことができ衛生的。底面
には通気口付き。

レギュラー各￥7,000 税抜
サイズ収納時：31.8×22×7.5cm　まな板：30×20cm

ラージ各￥10,000 税抜
サイズ 収納時：35.7×26×7.5cm　まな板：34×24cm

ポリプロピレン
ステンレススチール
熱可塑性エラストマー、ABS樹脂

材　質

まな板：110℃
ケース： 50℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

まな板のみ

ポリプロピレン
ステンレススチール
熱可塑性エラストマー、ABS樹脂

材　質

まな板：110℃
ケース： 50℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

まな板のみ

 使い方動画はこちら



押すだけで簡単に留められ、ハンキングホール
にもなります。

ネストボードプラス
まな板 & ナイフセット
 Nest Boards Plus
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サイズとカラー違いの 3 枚のまな板と用途に合わせ
て使える 3 種類のナイフ、スリムな収納スタンドの
セット。両面使えるまな板には、取り出しに便利な
ステンレス製のハンドルバーと、安定して使用でき
るすべり止め付き。ナイフの刃は切れ味の良いステ
ンレス製です。スタンドは、まな板が離れて立つの
で通気性が良く、ナイフも安全に収納できます。

食材の種類や大きさに合わせて使い分けられる、サイズ違いの
まな板 3 枚セット。風通しが良く乾きやすいスタンド付きで、すっ
きり収納できます。カウンタートップに出してもおしゃれなデザイ
ンなので、手の届きやすい場所に置いて快適に調理ができます。

ネストボード
Nest Boards

レギュラー　グレー
| 品　番 | 60146
| JAN コード | 5028420601466

グレー
| 品　番 | 60194
| JAN コード | 5028420003338

レギュラー　グリーン
| 品　番 | 60163
| JAN コード | 5028420601633

ラージ　グレー
| 品　番 | 60147
| JAN コード | 5028420601473

ラージ　グリーン
| 品　番 | 60164
| JAN コード | 5028420601640

ポリプロピレン、ABS樹脂
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質

まな板：110℃
スタンド：60℃

耐熱温度

まな板のみ

食器洗浄乾燥機  可

ポリプロピレン、ABS樹脂
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質

まな板：110℃
スタンド：60℃

耐熱温度

まな板のみ

食器洗浄乾燥機  可

レギュラー各￥6,300 税抜
サイズ 収納時：32×6.5×22cm
まな板：（S）28.5×19cm

（M）30×20cm　（L）32×21cm

￥10,000 税抜
サイズ 収納時：35.5×10×33.3cm
まな板：（S）32×23cm　（M）34×24cm　（L）35.5×25cm

ラージ各￥8,500 税抜
サイズ 収納時：35.5×6.5×26cm
まな板：（S）32×23cm

（M）33.5×24cm　（L）35.5×24.5cm

食材ごとに使い分けられ衛生的。 取り出しやすいステンレス製ハンドルバー。

ペティナイフ

三徳ナイフ

シェフズナイフ

食材を切るときはフラットになりストレスなく作
業できます。

竹
シリコーンゴム

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

スモール
| 品　番 | 60111
| JANコード | 5028420601114

ラージ
| 品　番 | 60112
| JAN コード | 5028420601121

材　質

ポリプロピレン 50℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

マルチカラー
| 品　番 | 92104
| JAN コード | 5028420921045

ポップ チョッピングマット 
3 ピースセット
Pop Set of 3 Chopping Mats

チョップ２ポット バンブー
Chop2Pot Bamboo

丈 夫で美しい竹 製のまな板です。耐久
性の高いシリコン 製 のヒンジ付きで折
りたため るデザイン なので、 切った 食
材をこぼさず鍋やフライパンに移すこと
ができます。収納やアウトドアへの持ち
出しにも便 利です。 底 面 には すべり止
め付き。

食材の準備がしやすいカラフルなチョッ
ピングマットのセットです。両面使える
ボードは 色分 けされているので用途 別
に使い分けできます。ホール部分でボー
ドをくっつけまとめて収納できます。

￥3,200 税抜
サイズ 25.5×21cm

￥3,700 税抜
サイズ 32.5×27cm

￥1,900 税抜
サイズ 34×24cm
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Knives & Cutting

シャープナーが 一 体化され た スリムなナ
イフブロックと、衛生的に使えるエレベー
トナイフ５本のセット。収納に困りがちな
シャープナーが場所を取らずにしまえ、い
つでもさっと取り出して使えます。垂直な
スロットからナイフを手前に取り出せるの
で、戸棚の下など上にスペースが無い場所
にも置くことができます。エレベートナイ
フはハンドルにツールレストが付いている
ので置いた時に刃が台に付かず、衛生的。

エレベートナイフ
 5ピース & 
スリムブロックセット
Elevate Knives SlimBlock Set

マルチカラー
| 品　番 | 10537
| JAN コード | 5028420001877

サイズ 16.8×7.5×35.7cm
￥15,000 税抜

機能的なデザインで使いやすいナイフコレクション。キッチンに合わせて選べる収納性の高さも魅力です。

 使い方動画はこちら

2 段階で研げるセラミックシャープナー。
荒研ぎ：切れ味が鈍くなった包丁や刃こぼれした包丁に
仕上げ：刃先の仕上げと包丁の日常的なお手入れに

キッチンカウンター上で場所を取らないスリムなデ
ザイン。

置いた時にヘッドが台に付かず衛生的に使えるエレ
ベートナイフ。

ペティナイフ

三徳ナイフ

シェフズナイフ 

ブレッドナイフ 

ユーティリティナイフ

ステンレススチール
ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
マグネット、セラミック

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

セットされたシャープナーの側面を押すだけで
簡単に外せます。

シャープナーはセラミック刃、鋸刃、
片刃には使用できません。

強力な3M VHBテープ 道具無しで取り付け 両面使えるすべり止め付き
まな板

戸棚の扉裏や壁などのちょっとしたスペースに貼っ
て使えるスリムな収納ケース付きのまな板 2 枚セッ
ト。道具なしで簡単に取りつけられます。

ドアストア チョップ 
DoorStore Chop

ポリプロピレン
シリコーンゴム
ABS樹脂、3M VHBテープ

材　質 食器洗浄乾燥機  可

まな板のみ

まな板：110℃

耐熱温度

表面の凸凹で 食 材がすべり
にくく安全です。

重ねて立てれば “見せる収納 ”
に。

裏面はすべり止め付き。

ネストチョップ
Nest Chop

美しいカラーリングの、サイズ違いのまな板 3 枚
セット。それぞれ角がカーブになっているため、切っ
た食材をスマートに鍋に移せます。

オパール
| 品　番 | 60122
| JANコード | 5028420601220

2 ピースセット
| 品　番 | 60149
| JAN コード | 5028420601497

￥3,200 税抜
サイズ 収納時：24.7×2.1×34.7cm
まな板：（S）27.5×20cm　（L）34×24cm

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

110℃

耐熱温度

食器洗浄乾燥機  可

￥5,000 税抜
18.5×3.5×25cm 
22×4.5×29.5cm 
25.5×5.5×34.5cm

 S ：
 M：
 L ：

サイズ 

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら
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置いた時にヘッドが台に付かず衛生的に使える
エレベートナイフ。

美しい竹製のスリムなナイフブロックと、置いた時に刃が台に付かない衛生的なエレベートナイフ5 本のセット。磁石でくっつく
安心なナイフスロット。どのナイフもすべてのスロットに収まります。ナイフは色分けされて見分けやすく、用途別に使えます。

エレベートナイフ5ピース＆バンブーブロックセット
Elevate Knives Bamboo Block Set

竹、ステンレススチール
ポリプロピレン、 EVA樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

ペティナイフ

三徳ナイフ

シェフズナイフ

ブレッドナイフ

カービングナイフ

ペティナイフ

三徳ナイフ

シェフズナイフ 

ブレッドナイフ 

ユーティリティナイフ

ステンレススチール
ABS樹脂、鋳鉄、
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

サイズ 14.9×6.1×35.5cm 
￥16,200 税抜

オパール
| 品　番 | 10300
| JAN コード | 5028420103007

用途別に使えるナイフ 5 本と収納スタンドのセット。スタンドは回転式でナイフを選びやすく省スペース。
垂直なスロットからナイフを手前に取り出せるので、戸棚の下など上にスペースが無い場所にも置くことができます。

エレベートナイフ 5 ピース カルーセルセット
Elevate Knives 5-piece Carousel Set

サイズ 13.3×13.3×35cm 
￥12,400 税抜

マルチカラー
| 品　番 | 10527
| JAN コード | 5028420000719

ABS樹脂、ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー、3M VHBテープ
シリコーンコートステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

ペティナイフ

ユーティリティナイフ

三徳ナイフ

シェフズナイフ

ハーブストリッパー

分解して
洗えます

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

置いた時にヘッドが台に付かず衛生
的に使えるエレベートナイフ。

戸棚の扉裏や壁などのちょっとしたスペースに貼って使えるスリムな収納ケース付きのナイフ 4 本セット。跡が残りにくく強力な
3M™ VHB™ テープで道具なしで簡単に取りつけられます。ツールレスト付きのエレベートナイフは置いた時に刃が台に付かず
衛生的。色分けされているので、しまった状態でも見分けやすくなっています。

ドアストア ナイフ  
DoorStore Knives

4 ピースセット
| 品　番 | 10303
| JANコード | 5028420103038

￥6,000 税抜
サイズ 22×2.6×31.1cm

親 指をかけて両手 の力で 切ること
ができます。

日本製ステンレススチールを採用した切れ味の良いキッチンバサミ。
両手を使って切りやすいサムグリップ付きで、固いものも安全に切れます。

パワーグリップ キッチンシザース
PowerGrip Kitchen Scissors

ホワイト / グリーン
| 品　番 | 10302
| JAN コード | 5028420103021

￥3,000 税抜
サイズ 22.4×9.1×1.8cm

 使い方動画はこちら



ツイストウィスク
Twist whisk

Utensils
そろえておけば調理が快適に進むキッチン周りの調理器具。毎日の調理を手助けする機能的で美しいデザインです。

ヘッドにフックが 付いているので 鍋に
かけて水切りすることもできます。

鍋から直 接すくって水切りや油 切りができるコランダー。ヘッドが大きいのでゆでた野 菜やマカロニなどを取り出すのに
便利です。ハンドルにはすべりにくいシリコンのグリップ付き。

グレー / グリーン
| 品　番 | 10160
| JAN コード | 5028420101607

￥1,500 税抜
サイズ 13.3×7.2×34cm

スクープ プラス ラージ
Scoop Plus Large

ナイロン
シリコーンゴム

材　質

200℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

ハンドルをひねるだけでヘッドの形
を変えられます。

フラット型はヘラのように使えます。

ハンドルをひねるだけで 2 通りの使い方ができる賢いデザイン
のウィスク。シリコンコーティングされたヘッドは熱に強く、フ
ライパンやボウルを傷つけません。フラット型は浅いフライパ
ンなどでのかき混ぜに、バルーン型はクリームや卵白の泡立て
にぴったりです。フラットにしてしまえるので引き出しの中にも
すっきり収納できます。

サイズ 9×3×28cm 
￥1,500 税抜
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ポリプロピレン
シリコーンゴム
ステンレススチール

材　質

ヘッド：200℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

グレー / グリーン
| 品　番 | 10539
| JAN コード | 5028420003949

 使い方動画はこちら

置いた時にヘッドが台に付かず衛生的に使えるエレ
ベートキッチンツールと回転台のセットです。ツール
ヘッドは鍋やフライパンを傷つけにくいナイロン製。
ハンドルにはシリコン製のグリップが付いているの
ですべりにくく安心して使えます。トングヘッドは耐
熱に優れたシリコン製です。回転台を回して必要な
ツールを簡単に選ぶことができます。

マルチカラー
| 品　番 | 101188
| JANコード | 5028420101188

サイズ 
調理器具：長さ 約30cm  収納時：22×21×35cm

￥10,500 税抜

エレベート カルーセルセット
Elevate Carousel Set 

 使い方動画はこちら

オパール
| 品　番 | 10141
| JANコード | 5028420101416

サイズ
調理器具：長さ 約30cm  収納時：22×21×35cm

￥10,500 税抜

グレー
| 品　番 |10151
| JANコード | 5028420101515

サイズ
調理器具：長さ 約30cm  収納時：22×20×35.5cm

￥11,000 税抜

スチール
| 品　番 | 95029
| JANコード | 5028420950298

サイズ
調理器具：長さ 約31cm  収納時：22×20×35cm

￥16,200 税抜

調理器具：グラスファイバー入りナイロン
　　　　シリコーンゴム、ポリプロピレン、スチール
トング：ステンレススチール、シリコーンゴム、ナイロン
回転台：ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、スチール材　質

調理器具
のみ

食器洗浄乾燥機  可

調理器具ヘッド：200℃
トングヘッド：270℃

耐熱温度

ステンレススチール
シリコーンゴム
亜鉛合金、ポリプロピレン

材　質

〈スチール〉

浮き上がるヘッド ストッパー

おもりで安定します

エレベート構造

 左から　スキマー / スロテッドスプーン / スロテッド
ターナー / レードル / スパゲッティサーバー / ソリッ
ドスプーン

 左から　フレキシブルターナー / スロテッドスプー
ン / スロテッドターナー / レードル / トング / ソリッ
ドスプーン

 左から　フレキシブルターナー / スロテッドスプー
ン / スロテッドターナー / レードル / スパゲッティ
サーバー / ソリッドスプーン

 左から　フレキシブルターナー / スロテッドスプー
ン / スロテッドターナー / レードル / スパゲッティ
サーバー / ソリッドスプーン



スパチュラ スロテッド
ターナー

スロテッド
スプーン

パンパドル ソリッド
スプーン

スロテッドターナー

スパゲッティサーバー

スロテッドスプーン

ソリッドスプーン

レードル

スタンド

オパール
| 品　番 | 10176
| JAN コード | 5028420101768

サイズ
調理器具：長さ 約30cm / 収納時：13×13×32.5cm

￥5,700 税抜

サイズ　収納時：11.5×11.5×33.5cm
各￥5,000 税抜

38  UTENSILS

小さめで扱いやすく、耐熱に優れたシリコン製ヘッドのキッ
チンツール 5本セット。置いた時にヘッドが台に付かず衛生
的に使えるエレベート構造のキッチンツールです。ソフトな
素材なのでフライパンや鍋、ボウルなどを傷つけずに使え
ます。コンパクトなスタンドに収まり、キッチン台の上でも
場所を取りません。

エレベートシリコン 
5ピースキッチンツールセット
Elevate Silicone 5-piece kitchen tool Set

シリコーンゴム
ナイロン
ポリプロピレン

材　質

ヘッド：270℃

耐熱温度

調理器具
のみ

食器洗浄乾燥機  可

基本のキッチンツール5本とすべり止めが付いた収納スタン
ドのセット。ハンドル上部にマグネットが入っているので、ツー
ルをスタンドにぴったりと重ねて保管できます。カウンター
に置けば、必要なツールがいつでも手間なく取り出せ、キッ
チンをカラフルに演出できます。

ネストユテンシル プラス
Nest Utensils Plus

マルチカラー
| 品　番 | 101249
| JAN コード | 5028420101249

オパール
| 品　番 | 10140
| JAN コード | 5028420101409

ナイロン、シリコーンゴム
ABS樹脂
3M VHBテープ

材　質

調理器具
ヘッド：270℃

耐熱温度

調理器具
のみ

食器洗浄乾燥機  可

シリコーンゴム
ナイロン
ポリプロピレン

材　質

ヘッド：270℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可

ドアストア ユテンシル
DoorStore Utensils 

置いた時にヘッドが台に付かず 衛 生的に使えるエレ
ベートキッチンツール。

戸棚 の扉 裏や 壁 などのちょっとした ス
ペースに貼って使えるスリムな収納フッ
ク付きのキッチンツール 4 本セット。跡
が 残りにくく強 力 な 3M™ VHB™ テ ープ
で 道具なしで簡単に取りつけられます。
ツールのヘッドは耐熱シリコン製。ソフ
トな素材なのでフライパンや鍋、ボウル
などを傷つけずに使えます。

サイズ 27×4.6×32.1cm
￥5,000 税抜

＜セット内容＞
・スロテッドターナー  ・ソリッドスプーン
・スロテッドスプーン  ・スパチュラ

4 ピースセット
| 品　番 | 10178
| JAN コード | 5028420101782

オムレツやいり卵、 目玉 焼 きなど幅 広
い卵料理に活躍するスパチュラ。耐熱シ
リコン製のヘッドは、柔軟性のあるサイ
ドと硬さのある先端部分を使い分られ、
混ぜる、返す、こそぎ取るなど様々な作
業がしやすく多目的に使えます。置いた
時にヘッドが台に付かず衛生的に使える
エレベート構造。

エレベート 
エッグスパチュラ
Elevate Egg Spatula

幅が広いので目玉焼きも楽々のせられます。 サイドは適度なやわらかさでオムレツの返しに最適
です。サイズ 6.2×2×31cm

￥1,500 税抜

ホワイト / イエロー
| 品　番 | 20122
| JAN コード | 5028420201222

 使い方動画はこちら

スチール
| 品　番 | 95031
| JANコード | 5028420950311

￥7,000 税抜
サイズ 収納時：12×11.5×33cm

食器洗浄乾燥機  可

グラスファイバー入りナイロン
ステンレススチール
熱可塑性エラストマー

材　質

〈スチール〉

グラスファイバー入り
ナイロン

材　質

〈マルチカラー/オパール〉

160℃

耐熱温度

〈マルチカラー/オパール〉

180℃

耐熱温度

〈スチール〉



フック部分を引くと閉じた状態でロックできます。
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食器洗浄乾燥機  可

ステンレススチール
ナイロン
ポリアセタール

材　質

バーベキューなどにも活躍する耐久性の高いステンレス製トング。置いた時にヘッドが台に付かないエレベート構造なので、衛生的に使え
ます。ヘッドは様々な調理や盛り付け作業がしやすいデザイン。アームを閉じた状態でロックでき、場所を取らずコンパクトに収納でき
ます。スリムなのでアウトドアへの持ち出しにも便利です。

エレベートスチール スリムトング
Elevate Steel Slimline Tongs

調理や盛り付け作業がしやすいヘッド。

フック部分を引くと閉じた状態でロックできます。

サイズ 2.8×5.5×31.5cm
￥1,700 税抜

グリーン
| 品　番 |10536
| JAN コード | 5028420001778

置いた時にヘッドが台に付かず、衛生的に使えるトング。ヘッドは耐熱性が高く、鍋やフライパンを傷つけずに使えるシリコン製。フック
部分を引くとアーム閉じた状態でロックでき、コンパクトに収納できます。

エレベートスチール トング
Elevate Steel Tongs

サイズ 4×6×30.5cm
￥2,200 税抜

グレー / グリーン
| 品　番 | 10162
| JAN コード | 5028420101621

ヘッド：270℃

耐熱温度

ステンレススチール
シリコーンゴム
ナイロン

材　質 食器洗浄乾燥機  可
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Cookware

積み重ねて複 数の調理が同時にできる電子レンジ調理 器セット。お米やパスタ、
じゃがいもなどの調理ができる２L の本体に、蒸し野菜をはじめ肉、魚も調理で
きる蒸し器、ベーコンや野菜のグリルができるグリドル、裏返して受け皿としても
使える蓋がセットになっています。自由に組み合わせて調理できるので、単品の
料理はもちろん、加熱時間をずらしながら複数の料理を一度に完成させることも
できます。時間が無いときの時短クッキングにもぴったりです。

M-クイジーン    電子レンジ４ピーススタッカブルクッキングセット
M-Cuisine Microwave 4-piece stackable cooking set

電子レンジで手軽に調理ができる M - クイジーンシリーズ。
メインから一品料理まで、電子レンジを上手に活用して料理の手間を減らせます。

ストーン / オレンジ
| 品　番 | 450019
| JAN コード | 5028420450019

3つ同時に調理でき、時短になります。
 使い方動画はこちら

￥5,000 税抜
サイズ 25×20×16.5cm

<フタ>

本体＋フタ本体＋蒸し器＋フタ本体＋蒸し器＋グリドル＋フタ

< グリドル >< 蒸し器 >

ポリプロピレン
シンジオタクチック
ポリスチレン樹脂

材　質

140℃
（グリドルのみ：220℃）

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  可
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電子レンジで手軽にご 飯 が炊ける調 理 器。
蓋付きの本体、水きりかご、計量カップ、しゃ
もじのセットで、計量から食卓に運ぶまでこ
のセット１つで簡単にできます。軽量で誰で
も使いやすく、使わない時にはしまっておけ
るのも便利なポイント。白米だけでなく、炊
き込みご飯やバターライスなどアレンジして
いろいろなレシピを作ることもできます。

M-クイジーン
電子レンジライスクッカー
M-Cuisine 
Microwave rice & grain cooker

ストーン / オレンジ
| 品　番 | 450026
| JANコード | 5028420450026

付属のカップで計量。 持ち手付きで簡単に水切りできます。 調理後はそのまま食卓へ。しゃもじでフタをロックできます。

白米

和風

￥3,000 税抜
サイズ 22×18×14.5cm

洋風

フタ

水きりかご

計量カップ（250ml）

本体（2L）

しゃもじ

ポリプロピレン

材　質

140℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  可

 使い方動画はこちら

1人分のポップコーンを手軽に作れるカップ。休日のリラックスタイムやパーティーシーンに遊び心を添えます。
高品質な耐熱シリコン製。入れるコーンの量が一目でわかるガイド付き。折りたたんで蓋ができるのも便利です。

M-クイジーン    電子レンジシングルポップコーンメーカー（ 2 個セット）
M-Cuisine Microwave single-portion popcorn maker

M-クイジーン    電子レンジシングルエッグポーチャー
M-Cuisine Microwave egg poacher

火加減や加熱時間が難しいポーチドエッグが電子レンジで簡単に作れるエッグポーチャー。水を入れて1分加熱したら卵を
割り入れてさらに 1 分加熱するだけ。黄身がとろりと流れ出るポーチドエッグが簡単に楽しめます。

￥1,900 税抜
サイズ 10×10×14.5cm

￥1,300 税抜
サイズ 12×11×8.5cm

コーンを入れます。 フタを閉じて電子レンジへ。

オレンジ / グレー
| 品　番 | 45018
| JANコード | 5028420450187

シリコーンゴム

材　質

200℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  可

ホワイト / イエロー
| 品　番 | 20123
| JANコード | 5028420201239

加熱後の水きりも簡単。卵を割り入れて加熱。水を入れて加熱。

ポリプロピレン

材　質

140℃

耐熱温度 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  可
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￥7,000 税抜
サイズ 30×30×14cm

ストーン
| 品　番 | 20155
| JANコード | 5028420002867

ボウルのふちにかけられます。 取り分けしやすい形のサーバー。

Serve & Barware

ウノ   サラダボウル＆サーバー
Uno Salad bowl with stainless-steel servers

スタイリッシュなサービングアイテムとバーウェア。パーティーから家族の食卓まで、さまざまなシーンで活躍します。

ステンレス製サーバー付きのサラダボウル。サーバーはボ
ウル のふちにかけておくことがで き収 納 場 所を取りませ
ん。ラージサイズのボウルは、サラダや米料理、パスタ、
デザートなど様々な料理の盛り付けに最適です。

PBT樹脂
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  不可

 使い方動画はこちら

受け皿付きのユニークなサービングボウル。３か所の口からごみを入れると下段の受け皿に入る２層のデザインで、
食卓で気になるごみを隠せます。オリーブの種やピスタチオの殻、キャンディの包み紙などを捨てるのに最適です。

ダブルディッシュ
Double Dish 2-tier snack bowl with waste collecting base

バーワイズ  ツイストロック ワインストッパー
BarWise Twist-lock Wine Stoppers

トップ部分のキャップをひねるとシリコンの栓が作られるワインストッパー。
開けたワインにしっかりと栓をして鮮度を保ちます。ロックされるとキャップの下がグリーンになり一目でわかります。

￥2,300 税抜
サイズ 17.8×16.8×6.2cm

￥2,000 税抜
サイズ 1個：2.3×2.3×7.5cm

しっかりと栓をして密閉。 キャップをひねってロック。

グレー
| 品　番 | 20156
| JANコード | 5028420002881

2 ピースセット
| 品　番 | 20110
| JANコード | 5028420201109

シリコーンゴム、ABS樹脂
ポリアセタール
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

PBT樹脂

材　質 食器洗浄乾燥機  可

おつまみを入れるのに最適。余計なお皿がいらず食卓がすっきり。

電子レンジ  不可



コルクスクリュー、ホイルカッター、栓抜きの３つのボトルオープナー機能が入ったコンパクトで便利なツール。スクリューはコ
ルクに刺さりやすいノンスティック加工。ベース部分についたホイルカッターはサイドをつまむだけで簡単に取り外しできます。

バースター  3-in-1 コルクスクリュー
BarStar 3-in-1 bottle opener

バーワイズ  レバーコルクスクリュー
BarWise Compact Lever Corkscrew

レバーをたたんでコンパクトに収納できるワインオープナー。レバーを下げるとスクリューがコルクにスムーズに刺さり、
レバーを上げると簡単にコルクが抜けます。力を使わずスマートにワインを開けることができます。ギフトにも最適です。
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￥1,600 税抜
サイズ 6×5×18.5cm

ホイルカッター

グレー
| 品　番 | 20173
| JANコード | 5028420003758

コルクスクリュー

栓抜き

ABS樹脂
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

フォイルカッター付き

コルクが引き上げられ、抜けます。

レバーを上げた状態で被せます。 レバーを下げます。

レバーを上下すると簡単に取れます。

| 品　番 | 20099
| JAN コード | 5028420200997

 使い方動画はこちら

￥7,000 税抜
サイズ 5.6×7×12.6cm

ステンレススチール、ABS樹脂
亜鉛合金、マンガン鋼
グラスファイバー入りナイロン

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

 使い方動画はこちら

シンプルでエレガントなデザインのソルト & ペッパーミル。置いた時にミルが上向きになるので、余分な粉がこぼれずテー
ブルトップをきれいに保てます。高品質なセラミックグラインダーを採用。粒の大きさの調節も簡単にできます。

ミルトップ  ソルト＆ペッパー
Milltop

￥7,000 税抜
サイズ 1個：7×7×16.9cm

ヘッドを回して粒を調節。 底が大きく開き補充も簡単。

ダークグレー / ライトグレー
| 品　番 | 95036
| JAN コード | 5028420950366

セラミック、アルミニウム、ABS樹脂
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  不可
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￥5,000 税抜
サイズ 28 ×21.5×10cm

Storage
機能性とデザインの美しさを兼ね備えた、使い勝手の良い食品保存容器。用途に合わせて選べます。

フタを重ねて留められ
ます 。

大きな容 器に全部入れ
ることができます。

コンパクトで省スペース
な設計です。

マルチカラー
| 品　番 | 81060
| JAN コード | 5028420810608

2.5L

1.3L

550ml

130ml

コンパクトに収納できるネストシリーズ
より、 耐 熱ガラス製 の 保 存 容 器です。
美しいシェイプでテーブルウェアとして
も活躍し、幅広い調理方法に対応しま
す。用途に合わせてサイズを選べ、使
わないものは重 ねて収 納ができます。
一番大きな容器の中にすべての容器を
ぴったりと入れることができるデザイン
で、小さなスペースでの保管が可能で
す。 食 品の 保 存だけでなく、 冷蔵 庫、
冷凍庫、オーブン、電子レンジで使え、
幅広い調理方法に対応します。（オーブ
ンは本体のみ）

【 オーブン調理 】
オーブンで焼き、そのままテーブルへ。耐熱ガラスなの
で安心です。（オーブン使用時はフタを外してください）

ネスト ガラスストレージ 
4ピースセット
Nest Glass Storage

【 冷たいデザート 】
器いっぱいのティラミスは楽しいティータイムの主
役に。フタがあるので保存も簡単です。

【 温め直し 】
お料理の温め直しはフタをずらしてそのまま電子レ
ンジへ。容器を移し替える手間が省けます。

【 冷蔵保存 】
マリネや野菜など、副菜の保存にぴったり。フタを
したまま中を確認できるのもポイント。

ポリプロピレン
ほうけい酸ガラス

材　質

フタは
手洗い推奨

食器洗浄乾燥機  可

280℃
（フタ：140℃）

耐熱温度 冷凍庫  可電子レンジ  可

密閉性が高く液漏れ、におい漏れしにくい保存容
器。入れ子状に重ねられスペースを取らずに収納
できます。容器には蓋と同じ色のマークがついて
いるのでセットがわかりやすく便利です。蓋どう
しを留めておくことができるので戸棚内でバラバ
ラになりません。冷凍庫、冷蔵庫、電子レンジ使
用可能。耐熱性が高く、食品の保存はもちろん、
お弁当箱としてもおすすめです。サイズ違いのセッ
トなので、用途によって自由に使い分けられます。

ネストロック
Nest Lock

￥4,000 税抜
サイズ 24.5×20×15.6cm 

Lunch boxNukadoko

JIS規格の水漏れ試験に合格。冷蔵庫内もすっきり。 フタどうしも留められます。

知っていますか？ JIS規格（JIS S 2029）では、電子レンジに使
用できるプラスチック製食器類は、耐熱温度140℃以上と規
定されています。日本で売られている電子レンジの約99％
がこの基準に準処しています。（2018年11月当社調べ）

電子レンジで安心して使える耐熱温度 140℃

密閉・収納・耐熱 を
極めました

￥5,000 税抜
サイズ 24.5×20×16.3cm 

5 ピースセット / マルチカラー
| 品　番 | 81081
| JAN コード | 5028420810813

4 ピースセット / マルチカラー
| 品　番 | 81090
| JAN コード | 5028420810905

Picnic

230ml

540ml

1.1L

1.85L

3L

 使い方動画はこちら

ポリプロピレン
シリコーンゴム

材　質

140℃

耐熱温度 冷凍庫  可食器洗浄乾燥機  可 電子レンジ  可



￥11,000 税抜
サイズ 32×9.9×32.6cm
1.9L×1個　1.2L×1個　
900ml×2個　500ml×1個

5ピースセット
| 品　番 | 95035
| JANコード | 5028420950359
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密閉性が高く、乾燥した食材の保存に
適しています。

ロゴ入りのスタイリッシュなデザインです。

ブラック
| 品　番 | 81103
| JAN コード | 5028420811032

ホワイト
| 品　番 | 81097
| JAN コード | 5028420810974

竹
ポリプロピレン

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

フタの裏がまな板として使えます。

まな板の表面は切りくずがちらばりに
くい凸凹付き。

ハイクオリティーガラスを使用したコンパクトでスペースを取らないフードストレージ。
収納スタンド付きなので、上の段の容器を動かさずに下の段の容器を取り出すことができます。

ポディウム スチール
Podium Steel

ブレッドケース  ライト
Bread Bin

シンプルでスタイリッシュなデザインのブレッドケース。本体は洗いやすいポリプロピレン製。蓋は丈夫な竹製で、裏返すと
まな板として使えます。パンだけでなくパスタやシリアル、お菓子などの収納ケースとしても活躍します。

各￥7,500 税抜
サイズ 37×22×18cm

ポリプロピレン、ほうけい酸ガラス
シリコーンゴム、ABS樹脂
ステンレススチール

材　質 食器洗浄乾燥機  可

Cleaning 
& Organisation
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Organisation

ブロックス　
引き出しオーガナイザー
Blox Drawer Organiser Set

キッチンの散らかりを解消する収納アイテム。限られたスペースを有効に使い、心地よいキッチンを実現します。

10 ピース　グレー
| 品　番 | 85200
| JAN コード | 5028420003918

サイズ 52.5×44×5cm
￥3,800 税抜

ナチュラルでおしゃれ な竹 製オーガナイザーのシ
リーズ。カトラリーや調理器具を整理し、引き出し
内をきれいに片づけられます。種 類 別に入れられ
るカトラリーケースは、収納ポケットが斜めに重な
るデザインで省スペース。ナイフトレーは 2 段式で
コンパクトながら大容量。限られた引き出し内のス
ペースを有効活用するユニークなアイテムです。

サイズの異なるトレーを組み合わせて自由に配置
することができる引き出し用オーガナイザー。各
トレーはサイド 4 面ともクリップでとめられ、自
由に組み合わせて使えます。引き出し内のスペー
スに合わせて形を変えたり、違う引き出しに分け
て使うこともできます。配置を変えるにはクリッ
プを外して並べなおすだけ。カトラリーやキッチ
ンツール、文 房具、工具、手芸用品など様々な
ものを整理して収納するのに最適です。

ドロワーオーガナイザー
 バンブー
DrawerStore Bamboo

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン
ラバー

材　質

食器洗浄乾燥機  不可

竹
シリコーンゴム

材　質

カトラリーを種類別に収納。取り出しやすく省スペースな斜めの収納ポケット。

カトラリー、調理器具、小物類を分けて収納できます。

包丁の長さに合わせて 2 段で効率よく収納できます。

7 ピース　グレー
| 品　番 | 85199
| JAN コード | 5028420003901

サイズ 26.5×44×5cm 
￥2,300 税抜

自由に組み合わせて使えます。カトラリーや文房具の収納に。 簡単にクリップ。 粘着式のすべり止め付き。

サイズ 12.2×39.8×6cm
￥2,800 税抜

コンパクト
| 品　番 | 85168
| JAN コード | 5028420002928

サイズ 38.6×39.8×6.3cm
￥5,000 税抜

ラージ
| 品　番 | 85170
| JAN コード | 5028420002942

サイズ 11.5×39.7×8.4cm
￥3,500 税抜

ナイフトレー
| 品　番 | 85169
| JAN コード | 5028420002935

カトラリーアイコン

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら
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ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

取り出しやすいカトラリー入れ。

カトラリーを効率よく収納するオーガナイザー。収納ポケットが斜めに重なっているのでコンパクトなスペースで収納ができ
ます。カトラリーの種類がわかるアイコン付き。種類ごとに分けられ、しまったものが混ざることなく取り出しも簡単です。

DrawerStore Cutlery organiser 
ドロワーオーガナイザー   ワイド＆コンパクト

カトラリーはヘッドからでもハンドルからでも入
れられます。

小物類の収納にぴったりです。

ワイド　グレー
| 品　番 | 85152
| JAN コード | 5028420001884

サイズ 17.6×39.4×5.5cm
￥3,200 税抜

コンパクト　グレー
| 品　番 | 85119
| JAN コード | 5028420851199

ラージ　ホワイト
| 品　番 | 85128
| JAN コード | 5028420851281

ラージ　グレー
| 品　番 | 85127
| JAN コード | 5028420851274

サイズ 11.5 ×40×6cm
￥2,000 税抜

カトラリーや調理器具を効率よく収納するオーガナイザー。収納ポケットが斜めに重なりコンパクトなスペースで収納ができるカト
ラリー入れと、調理道具を分けて入れることができる 3 つのパートが付いています。これ 1 つで引き出し内をきれいに整理できます。

ドロワーオーガナイザー   ラージ
DrawerStore Cutlery,utensil and gadget organiser

サイズ 38.5×40×5.5cm
各￥3,800 税抜

カトラリーアイコン

 使い方動画はこちら
 使い方動画はこちら
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引き出しに合わせて幅を調整できるオーガナイザー。サイドを広げると長さのある調理器具も入れられるスペースに。カトラリー
や調理器具を種類ごとに分けて収納できます。カトラリー入れは取り出しやすく省スペースな斜めの収納ポケットになっています。

引き出しや戸棚内での保管に困りがちな鍋や鍋蓋、焼き型などを整理して収納できるオーガナイザー。収納場所に合わせて
幅を広げられます。ワイヤーの位置も簡単に変えられ、収納物に合わせて調節できます。

ドロワーオーガナイザー   エクスパンディング
DrawerStore Expandable cutlery, utensil and gadget organiser

ドロワーオーガナイザー   クックウェア
DrawerStore Expanding cookware organiser

グレー / グレー
| 品　番 | 85042
| JAN コード | 5028420850420

ホワイト / グリーン
| 品　番 | 85041
| JAN コード | 5028420850413

グレー
| 品　番 | 85149
| JAN コード | 5028420000702

ドロワーオーガナイザー   カトラリートレイ
DrawerStore Expandable Cutlery tray

カップボードストア   パンリッドホルダー4ピースセット
CupboardStore Set of 4 In-cupboard Pan Lid Holders

引き出しに合わせて幅を調節できるカトラリートレイ。カトラリーを分けて入れられます。サイドを広げると調理器具などを
入れられるスペースに。細々したものの収納に便利な取り外しのできるカップ付き。

戸棚の扉裏や壁などの空いたスペースを利用して、保管場所に困る鍋蓋をすっきりと収納できるホルダー。跡が残りにくく
強力な 3M™ VHB™ テープで道具なしで簡単に取りつけられます。直径 24cm までの蓋に適しています。

サイズ 28.3（最大48）×36.5×5.5cm
各￥3,300 税抜

グレー
| 品　番 | 85167
| JAN コード | 5028420002911

サイズ 30.5（最大56）×20.4×14.7cm
￥3,500 税抜

サイズ 19.2×2.3×3.7cm
￥1,600 税抜

ABS樹脂
3M VHB テープ

材　質

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン

材　質

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン

材　質

強力な 3M™ VHB™ テープで取り付けも
簡単。

使いたいときにさっと取り出せます。

自由に幅を広げられます。

引き出しに合わせて簡単に広げられます。 幅を合わせてからワイヤーをセット。

グレー / グレー
| 品　番 | 85166
| JANコード | 5028420002904

サイズ 31.5（最大56）×39.5×5.5cm
￥4,000 税抜

サイドを広げて収納スペースを拡大。

スペースに合わせて幅を調節。

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら

食器洗浄乾燥機  不可

耐衝撃性ポリスチレン
スチール

材　質
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カップボードストア 
エクスパンダブルシェルフ
CupboardStore 
Expandable shelf organiser

スペースに合わせて幅を調節できる収納棚。ワイ
ヤーの脚を開いて固定すれば、安定した台になり
戸棚内の収納力がアップ。びん、缶、食器などを
整理して収納できます。

グレー
| 品　番 | 85194
| JAN コード | 5028420003857

サイズ 25.5（最大40.5）×21.5×16.3cm
￥2,300 税抜

耐衝撃性ポリスチレン
ステンレススチール

材　質

折りたためる丈夫なステンレス製の脚。 表面加工とふち付きで 物が落ちにくいデザ
イン。

スライドさせるだけで、スペースや収納物に合わせて幅を調節できます。

奥に置いたものも取り出しやすい、ベースが回転する整理収納用のオーガナイザー。2 段式で戸棚内のスペースを効率よく
使うことができます。下段の前面は上段よりも少し広くなっているので、背の高い瓶や容器を置くこともできます。

手前のものを動かすことなく、ベースを回転させて奥
のものを取ることができます。

カップボードストア   ローテーティングオーガナイザー2段
CupboardStore 2-tier rotating organiser

グレー
| 品　番 | 85196
| JAN コード | 5028420003871 

サイズ 33×28×20.2cm
￥3,500 税抜

ベースを回転させて奥のものを取ることができます。
背面には収納ポケット付き。

グレー
| 品　番 | 85195
| JANコード | 5028420003864

サイズ 33×28×6.8cm
￥2,500 税抜

カップボードストア   ローテーティングオーガナイザー
CupboardStore Rotating organiser

奥に置いたものも取り出しやすい、ベースが回転する整理収納用のオーガナイザー。階段状のデザインで、見やすく取り出
しも簡単です。背面には散らばりやすい小物を収納できる便利なポケット付き。

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質

 使い方動画はこちら  使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー
ステンレススチール

材　質
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ポリプロピレン
3M VHB テープ

材　質

幅32cm以上の戸棚で使えます。 ストッパー付きで垂直に引き出せ
ます。

幅23.5cm以上の戸棚で使えます。

カップボードストア   アンダーシェルフ  スパイスラック
CupboardStore Under-shelf Spice Rack

カップボードストア   アンダーシェルフ ドロワー
CupboardStore Under-shelf Drawer

棚下のデッドスペースを有効活用できる引き出し。道具を使わず接着テープで簡単に取りつけられます。
引き出すと斜めにストッパーがかかるので、中を見て取り出すことができます。

棚下のデッドスペースを有効活用できるスパイスラック。道具を使わず接着テープで簡単に取りつけられます。
垂直に引き出せるので、忙しい料理中でも片手で簡単に取り出しできます。最大7本までのスパイス瓶を収納できます。

斜めにストッパーがかかり、中を
見て取り出せます。

グレー
| 品　番 | 85147
| JANコード | 5028420000689

グレー
| 品　番 | 85148
| JANコード | 5028420000696

※スパイス瓶は付属していません
サイズ 32×13.5×9.3cm
￥2,100 税抜

サイズ 23.5×22.5×10cm
￥2,100 税抜

ポリプロピレン
3M VHB テープ

材　質

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら

ボトルやスプレー、スポンジなどクリーニング用品の収納にぴったりなキャスター付きキャディ。手前の取っ手と下に付いた
キャスターでスムーズに出し入れでき、戸棚の奥に入れたものも楽に取り出せます。仕切り付きで小物を分けて入れられます。

カップボードストア   ストレージキャディ
CupboardStore Easy-access Storage Caddy

グレー
| 品　番 | 85197
| JANコード | 5028420003888 

サイズ 46.2×17.1×11.2cm
￥2,500 税抜

ポリプロピレン

材　質

取り付けも簡単。空いたスペースを利用して保管場所に困るアイテムを
すっきり片付けられます。

グレー
| 品　番 | 85177
| JAN コード | 5028420003024 

サイズ 26.3×22.1×9cm
￥1,500 税抜

カップボードストア   アンダーシェルフ   ラップオーガナイザー
CupboardStore Under-shelf film, foil and bin bag organiser

棚板下に取り付けて空いたスペースでラップやアルミホイル、ごみ袋などを効率よく収納できるオーガナイザー。
跡が残りにくく強力な 3M™ VHB™ テープで道具なしで簡単に取りつけられます。

ポリプロピレン
3M VHB テープ

材　質

 使い方動画はこちら
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洗い 物の量に合わせて3段階で 大きさを調 節できる水切
りボード。表面には溝が付いているので 洗い 物が乾きや
すく、たまった水は排水口からまとめて流すことができま
す。使わないときはたたんでコンパクトに収納でき保管場
所を取りません。グラスやコップなどのちょっとした洗い
物の水切りにぴったり。分解して簡単に洗えます。

ティア  伸縮水切りマット
Tier Expandable draining mat

たまった水をまとめて排水。 簡単に広げられる3段式のデザイン。

グレー
| 品　番 | 85178
| JANコード | 5028420003031

サイズ 20（最大46）×36.2×3cm
￥2,800 税抜

シンク周りをきれいに整え、洗い物の手間を減らす、使い勝手の良いクリーニングアイテムをそろえました。

 使い方動画はこちら

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン

材　質

底から排水できる洗浄用バスケット。水の入った重い容器を持ち上げる必要がありません。
キャップでごみが止められ、シンクの詰まりを防ぎます。

トレーをスライドさせることで 洗 い 物の 量に応じ
て簡単に水きりスペースを広げられる便利なディッ
シュラック。ワイヤー部分には樹脂加工が施され、
食器の傷付きを防ぎます。トレー底面の溝に沿っ
て余分な水が流れるので食器が乾きやすく、排水
口から直接シンクに排水できます。丈 夫なステン
レス製で高級感のある仕上がりになっています。

エクステンド スチール

ウォッシュ＆ドレイン
Wash&Drain

Extend Steel

グレー
| 品　番 | 85153
| JANコード | 5028420001891

￥10,500 税抜
サイズ 最小：31×35.3×16.7cm   最大：51.5×35.3×16.7cm

ホワイト
| 品　番 | 850550
| JANコード | 5028420850550

￥3,000 税抜
サイズ 31×30×20cm　容量 10L 

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

ナイフスロット付きのカトラリー入れ。 まな板などを立てかけられます。

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン、ステンレススチール
熱可塑性エラストマー
塩化ビニル樹脂

材　質

排水口は3方向に取り付けられます 洗い物に合わせて広げられます

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら

ひねるだけで水を流せます。 持ち運び便利な大きなハンドル。



ダミー簡単に排水できます。

水きりや排水が手軽にできる食器乾燥用マット。
やわらかい素材なので、食器やグラスを傷から守ります。

洗いものに合わせてプレートラックが折りたためる食器乾燥用のボード。
平らになるので収納スペースを取りません。

フリップアップ  ドレイニングボード
Flip-up Draining Board

グレー
| 品　番 | 85139
| JAN コード | 5028420851397

フルーム
Flume
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￥2,800 税抜
サイズ 31.9×40×2.4cm

ラージ　グレー
| 品　番 | 85089
| JANコード | 5028420850895

￥3,500 税抜
サイズ 43.5×31.5×1cm

スモール　グレー
| 品　番 | 85087
| JANコード | 5028420850871

￥3,000 税抜
サイズ 31.5×31.5×1cm

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン
ABS樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質

食器洗浄乾燥機  不可

熱可塑性エラストマー

材　質

エクステンド 
Extend

トレーをスライドさせることで 洗 い 物の 量に応じ
て簡単に水きりスペースを広げられる便利なディッ
シュラック。ワイヤー部分には樹脂加工が施され、
食器の傷付きを防ぎます。トレーの底が傾斜してい
るので排水もスムーズ。ワイヤーラックやカトラリー
ポットは取り外しができるのでお手入れも簡単です。

トレーをスライドさせて大きさを調節できます。

排水方向が変えられます。 移動できるカトラリー立て。

食器洗浄乾燥機  不可

ポリプロピレン、スチール
塩化ビニル樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質

ホワイト / グリーン
| 品　番 | 850710
| JAN コード | 5028420850710

グレー / ホワイト
| 品　番 | 850406
| JAN コード | 5028420850406

各￥8,500 税抜
サイズ 最小：36×36×16.5cm   最大：56.5×36×16.5cm

CLEANING  65

シンク周りの片づけに活躍する収納スタンド。洗剤ボトルやブラシなどを入れられ、レールにはふきんをかけておくことが
できます。ベース部分は水きりトレーで、スポンジが乾きやすくなっています。

キャディ
Caddy

ABS樹脂
シリコーンゴム

材　質

ダークグレー / グレー
| 品　番 | 85022
| JANコード | 5028420850222

￥2,500 税抜
サイズ 20×13.5×11.5cm

分解して洗えます。

食器洗浄乾燥機  可



シンク周りをスタイリッシュに整える「サーフィス」シリーズ。
キッチンインテリアに映えるシャープで清潔感のあるステンレス素材を使用した、デザインと機能を兼ね備えたアイテムです。

サーフィス
Surface

洗ったカトラリーやお箸を整理して水切りができるスタンド。
3 つに分かれたメインパートと、ティースプーンなど短いもの
を入れられる底の浅いパートに分かれています。

サーフィス SS カトラリードレイナー
Surface SS cutlery drainer

グレー
| 品　番 | 85110
| JAN コード | 5028420851106

￥3,200 税抜
サイズ 20×8.5×13cm

溜まった水を流せる排水口付き。

分解して洗えます。

傾斜したベース。

分解して洗えます。

菜箸やターナーなどの調理器具と包丁やナイフを分けて入れ
られる安定感のある収納スタンド。ナイフ用のスロットが分か
れているので安全です。スプーンレストがひき出せ、調理中の
ツールの置き場所になります。

サーフィス SS ユテンシルスタンド
Surface SS knife & utensil pot

シンク周りの道具をコンパクトに収納できるスタンド。スポン
ジやブラシ、洗 剤ボトルなどを 分けて入れられます。ベース
部分が奥に傾斜しているので周囲に水がこぼれず、まとめて
排水できます。

サーフィス SS シンクタイディー
Surface SS sink tidy

グレー
| 品　番 | 85112
| JAN コード | 5028420851120

￥3,000 税抜
サイズ 18×13×12cm

グレー
| 品　番 | 85114
| JAN コード | 5028420851144

￥3,800 税抜
サイズ 18×13×19.5cm

取り外しできるスプーンレスト。

分解して洗えます。
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食器洗浄乾燥機  不可

ステンレススチール
ABS樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質

CLEANING  67



グレー
| 品　番 | 85140
| JANコード | 5028420851403

￥3,000 税抜
サイズ 16×16×28cm

※高さ24センチまでのロールで使えます

ポリプロピレン
クロムメッキ ABS 樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

トップ を 抑 えてペーパーを
ロック。
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ポリプロピレン、ステンレススチール
ABS樹脂、AS樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質 食器洗浄乾燥機  不可

プッシュ＆テア
Push&Tear

トップ部分をプッシュするとロールがロックされ、キッチ
ンペーパーを切りやすいホルダー。手で直接ロールを抑
える必要がないので衛生的です。軽量なのでキッチンか
ら食卓への持ち運びも簡単です。

ヘッドが大きく、手首や腕でも押しやすいデザインのソー
プディスペンサー。汚れた手で触ることなく衛生的です。
透明な下部のウィンドウからソープの残量が一目でわか
ります。底面にはすべり止め付きで安定して使えます。

プレスト   ソープディスペンサー
Presto

ナイフや長さの違うツール類をまとめてコンパクトに収納できるスタンドと木製まな板のセット。
スロット付きでナイフを安全に保管できます。

カウンターストア スチール
Counter Store Steel

グレー
| 品　番 | 85137
| JAN コード | 5028420851373

￥2,100 税抜
サイズ 7.3×7.3×14.6cm
容　量 250ml

注ぎ 口 が大 きく液 体ソープ
の補充も簡単。

ステンレススチール、ABS樹脂
オーク材、シリコーンゴム
熱可塑性エラストマー

材　質

| 品　番 | 95026
| JAN コード | 5028420950267

まな板はすべり止め付き。

￥12,400 税抜
サイズ 31×12.5×23cm

食器洗浄乾燥機  不可

WASTE & RECYCLING  69

Waste & Recycling



ごみの分別に特化した多機能ダストボックス。ワンタッチで
開く上段と、引き出し式の下段、取り外しできるキャディを
自由に使い分けて分別できます。上段はワンタッチでストレ
スなく開くので、一般ごみなど捨てる頻度の高いものに。下
段はキャスター付きなので、重さのある瓶や新聞などリサイ
クル品の保管に最適です。ストッカーや収納ボックスとして
も使えます。キャディは分けておきたい生ごみを入れるのに
ぴったり。取り外しできるので、調理中に手元に置けるのも
便利です。大容量ながらコンパクトな設置面積で、貴重なス
ペースを奪うことなくスマートにごみを収めます。インテリア
にマッチするスタイリッシュなデザインも魅力。

トーテム
Totem

WASTE & RECYCLING  7170  WASTE & RECYCLING

保証あり

脱臭フィルターがごみの嫌なにおいをやわらげます。

袋をかけて使うこともできます。リサイクル品の保管やストッカーとしてなど自由に使えます。

エアフローテクノロジー
脱臭フィルター

生ごみキャディ

バスケット

スタンド

 使い方動画はこちら

ステンレススチール、軟鋼
ラバー、ポリプロピレン
アルミニウム、ABS樹脂

材　質

上段にも下段にも取り付けられるキャディ。取り出して丸洗いもできるバスケット。
※付属のバスケット用ごみ袋はグレーです。地域によっては使用できない場合もありますので、お住まいの自治体の規則をご確認ください。トーテムは市販のごみ袋でご使用いただけます。

ストーン
| 品　番 | 30091
| JAN コード | 5028420001716

脱臭フィルター  2個入
| 品　番 | 300055
| JAN コード | 5028420300055 

トーテムマックス用ごみ袋
 IW6 （30L 20枚入）
| 品　番 | 30118
| JAN コード | 5028420003833

トーテムコンパクト用ごみ袋
 IW7 （20L 20枚入）
| 品　番 | 30119
| JAN コード | 5028420003840

キャディ用 ごみ袋
IW2（4L 50枚入）
| 品　番 | 300079
| JANコード | 5028420300079 

￥23,000 税抜

トーテム ポップ 60L サイズ W39×D36.6×H81.4cm（フタを開けた時の高さ110.5cm ）

マックス 60L

コンパクト 40L

ストーン
| 品　番 | 30061
| JANコード | 5028420001020

グラファイト
| 品　番 | 30062
| JANコード | 5028420001037

ステンレス
| 品　番 | 30060
| JAN コード | 5028420001013

ストーン
| 品　番 | 30064
| JANコード | 5028420001051

グラファイト
| 品　番 | 30065
| JAN コード | 5028420001068

ステンレス
| 品　番 | 30063
| JAN コード | 5028420001044

￥27,000 税抜 ￥27,000 税抜

￥27,000 税抜￥23,000 税抜 ￥23,000 税抜

￥30,000 税抜

サイズ W39×D36.6×H81.4cm（フタを開けた時の高さ110.5cm）

サイズ W30×D36.6×H76cm（フタを開けた時の高さ105.5cm）

エアフローテクノロジー
脱臭フィルター

スタンド

バスケット

￥1,200 税抜
サイズ 27.5×34cm

￥900 税抜
サイズ 7×9.5×0.7cm

￥900 税抜
サイズ 58×50.5cm

￥900 税抜
サイズ 49×47.5cm

別
売
品

・ごみ袋（バスケット用）×3枚　・脱臭フィルター×1個　・取扱説明書

付属品  ・ごみ袋（バスケット用）×3枚　・ごみ袋（キャディ用）×3枚　・脱臭フィルター×1個　・取扱説明書生ごみキャディ（3L）付き

付属品  



脱臭フィルター

ペダル

レバー コンパクションプレート

WASTE & RECYCLING  7372  WASTE & RECYCLING

圧 縮することでごみ の 体 積を減らし、本体 サイズの 約 3 倍
量のごみを収める新発想のダストボックス。手前のレバーを
引き上げ、そのまま押し下げるだけで、ごみに手で触れるこ
となく簡単に圧 縮することができます。袋の内側だけがご
みに触れるようデザインされているので、ごみ箱自体も清
潔に保てます。圧 縮する際にごみ 袋も一 緒に押し下げる設
計で、圧縮を繰り返してもごみ袋が破けにくく快適です。脱
臭フィルターも取り付けられます。スタイリッシュなフォル
ムでインテリア性も高く、面倒なごみ出しの回数やごみ袋の
使用量も減らせます。

クラッシュボックス
Crush Box

フタの内側の脱臭フィルターがごみの嫌なにおいを
やわらげます。

ステップ式なので手を使わずに開けられ、ペダルを
離すとゆっくり閉まります。

フタは開けた状態で止めることができ、ごみ袋の交
換の際に便利です。

ステンレススチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
スチール、ラバー、グラスファイバー入りナイロン
TPU、ポリアセタール

材　質

脱臭フィルター  2個入
| 品　番 | 300055
| JAN コード | 5028420300055 

￥900 税抜
サイズ 7×9.5×0.7cm

30L　ステンレス
| 品　番 | 30030
| JAN コード | 5028420300307

サイズ W39×D35×H68.5cm
（フタを開けた時の高さ95cm）

￥31,000 税抜

20L　ステンレス
| 品　番 | 30037
| JAN コード | 5028420300376

サイズ W30×D35×H68.5cm
（フタを開けた時の高さ95cm）

￥27,000 税抜

別
売
品

￥800 税抜
サイズ 46×84.5cm

クラッシュボックス20L用ごみ袋
 IW5 （ 20枚入）
| 品　番 | 30029
| JAN コード | 5028420300291

￥900 税抜
サイズ 56×84.5cm

クラッシュボックス30L用ごみ袋
 IW4 （ 20枚入）
| 品　番 | 30033
| JAN コード | 5028420300338

入れる。 押す。 ごみの体積が約1/3に。

2018年度 
グッドデザイン・ベスト100受賞

 使い方動画はこちら

・ごみ袋×3枚　・脱臭フィルター×1個　・取扱説明書付 属 品   

※クラッシュボックス30L、20Lは市販のごみ袋でご使用いただけます。45L、厚さ0.02mm以上、厚口の袋を推奨いたします。自治体指定のごみ袋は使用しづらい場合があります。

保証あり
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キャディ用 ごみ袋
IW2（4L 50枚入）
| 品　番 | 300079
| JAN コード | 5028420300079 

￥1,200 税抜
サイズ 27.5×34cm

シンク周りやカウンタートップに置いて使えるコンパクト
な生ごみ用ダストボックス。蓋には開け閉めできる通気口
付きで、湿気をコントロールしてにおいの発生を抑えます。
ごみ箱の口が広いので、お皿やまな板からのごみ捨ても
簡単です。

コンポ 4L 
Compo 4 Easy-fill food waste caddy

キャディ内部に空気が入り循環するデザインの生ごみ用ダ
ストボックス。換気を良くすることで、においの原因とな
る湿気を減らします。蓋には脱臭フィルターを取り付けら
れます。シンク周りやカウンタートップに置いて使えます。

スタック 4L 
Stack 4 Food waste caddy with odor filter

ポリプロピレン

材　質

ポリプロピレン
ステンレススチール

材　質

置きやすいスリムなデザイン。付属の留め具を使えば、壁や扉の内側にも
取り付けられます。

袋をぴったりかけられるバッグホール。 脱臭フィルターでにおいを抑えます。

グラファイト
| 品　番 | 30107
| JAN コード | 5028420003161

各￥3,500 税抜
サイズ 29.7×12×17.3cm

各￥4,000 税抜
サイズ 23.5×19.5×16cm

ストーン
| 品　番 | 30046
| JAN コード | 5028420300468

ストーン
| 品　番 | 30015
| JAN コード | 5028420300154

グラファイト
| 品　番 | 30016
| JAN コード | 5028420300161

脱臭フィルター  
2個入
| 品　番 | 300055
| JAN コード | 5028420300055 

￥900 税抜
サイズ 7×9.5×0.7cm

別
売
品

 使い方動画はこちら

LAUNDRY  75

Laundry



色 柄物と白い物など、洗濯物を分け
て入れられます。

洗濯物を取り出しやすいヘルパーハン
ドル付き。

取り出してそのまま持ち運 び で きる
バッグ。

リム付きのバッグなのでバスケットへ
のセットも簡単。

76  LAUNDRY

グライド
グレー / イエロー
| 品　番 | 50005
| JAN コード | 5028420003932

￥13,000 税抜
サイズ 収納時：43×8.5×136cm

グライドプラス
ブラック / ブルー
| 品　番 | 50006
| JAN コード | 5028420003956

￥15,000 税抜
サイズ 収納時：43×8.5×136cm

コンパクト& スリムに収納できる革新的なフルサイズのアイ
ロン台。一方向に脚がたたまる構 造で、従 来のアイロン台
の収納場所から出すときに脚が引っ掛かる、脚を立てにくく
音がうるさいといった問題 点を解消しました。ハンドルを
握りながらレバーを押し、台の先 端を水平にするだけで簡
単にセットアップ。高さは 84cm から 99cm まで 7 段階で調
節できます。耐熱シリコン製のアイロンレスト付き。アイロ
ンを横にして置けるので安全です。

グライド   アイロンボード
Glide & GlidePlus Ironing boards

高吸水性
レイヤー 水蒸気を放出する

ベースレイヤー

 綿100%
トップレイヤー

通気性を保つ
3Dスペーサーメッシュ

クッション性下地

 綿100%
トップレイヤー

ハンギングフックとしても使えるハン
ドル。

7 段階で高さを調節できるレバー。 カバーの交換も簡単にできます。 耐熱シリコン製アイロンレスト。

快適なアイロンがけを実現する
耐久性のあるカバー。

DripShield™ テクノロジーを採用した
マルチレイヤーカバー。

High-quality cover Advanced cover

Laundry

洗濯の直前に洗濯物を分ける手間を減らし、汚れた服やか
ご全体を持ち運ぶ面倒をなくした新しいランドリーバスケッ
ト。中がバッグ で 2 つに仕 切られているので、洗 濯物の種
類や素材、色、汚れなどによって自由に分別することができ、
取り出しも簡単です。バッグの底に付いたヘルパーハンドル
は洗濯物を出すときに役 立ちます。蓋をすれば洗濯物を完
全に隠すことができるので、洗面所はもちろん、お部屋の
中に設置してもおしゃれなデザインです。

トータ   ランドリーバスケット
Tota Laundry separation basket

時には面倒に感じてしまうことがある毎日の洗濯やアイロンがけ。
そんな時間を楽しみに変える、使い勝手の良さとスタイリッシュなデザインを兼ね備えたランドリーアイテムです。

60L　グレー
| 品　番 | 50001
| JAN コード | 5028420003277

90L　グレー
| 品　番 | 50003
| JAN コード | 5028420003291

90L　カーボンブラック
| 品　番 | 50004
| JAN コード | 5028420003307

90L各￥11,300 税抜
サイズ 56×39.5×71cm

60L　カーボンブラック
| 品　番 | 50002
| JAN コード | 5028420003284

60L各￥9,400 税抜
サイズ 39.5×39.5×71cm

どんなインテリアにも合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。

炭素鋼、ポリプロピレン、ナイロン、ポリアセタール
ポリエチレン、熱可塑性エラストマー、綿
ポリウレタン、シリコーンゴム

材　質

〈グライド〉
炭素鋼、ポリプロピレン、ナイロン、ポリアセタール
ポリエチレン、熱可塑性エラストマー、綿
ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリエステル

材　質

〈グライド プラス〉

炭素鋼、ポリプロピレン
ポリアセタール、
TPU、ポリエステル、綿

材　質

フレーム保証あり

壁かけ用の
フック付き
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ポケット用ボードカバー
グレー / イエロー
| 品　番 | 50011
| JAN コード | 5028420004014

￥1,900 税抜
サイズ 90×33cm

ポケットプラス
ブラック / ブルー
| 品　番 | 50010
| JAN コード | 5028420004007

￥ 10,000 税抜
サイズ 収納時：33×15.5×45.5cm

ポケットプラス用ボードカバー
ブラック / ブルー
| 品　番 | 50012
| JAN コード | 5028420004021

￥3,200 税抜
サイズ 90×33cm

限られたスペースで、手早くアイロンがけしたいときに役立つ
コンパクトなアイロン台。すべり止め付きで簡単にセットアッ
プでき、テーブル上での使用にも最適です。折りたたんで場
所を取らずに収納できます。アイロンを入れるポケット付きな
ので、アイロンがけに必要なものをまとめて保管して作業の
効率化が可能に。付属のブラケットで壁掛けもできます。

ポケット  アイロンボード
Pocket & PocketPlus Compact Ironing boards

別 売 品

快適なアイロンがけを実現する
耐久性のあるカバー。

DripLock™ テクノロジーを採用した
マルチレイヤーカバー。

High-quality cover Advanced cover

壁掛けもできます。

折りたたみできる脚。

折りたたんでロックすればコンパクトに。

カバーの交換も簡単にできます。 作業しやすい広いアイロン面。

ポケット
グレー / イエロー
| 品　番 | 50009
| JAN コード | 5028420003994

￥8,800 税抜
サイズ 収納時：33×15.5×45.5cm

 綿100%
トップレイヤー

 綿100%
トップレイヤー

クッション性下地 クッション性下地

水滴を防ぐ
耐水性ベースレイヤー

フレーム保証あり

炭素鋼、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
ラバー、綿、ポリエチレン

材　質

〈ポケット〉
炭素鋼、ポリプロピレン熱可塑性エラストマー
ラバー、綿、ポリエチレン、ポリエステル

材　質

〈ポケット プラス〉
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Beauty



Large

Medium

Compact
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実用的でスタイリッシュなコスメオーガナイザー。トッ
プ部分が浅いポケットと深いポケットに分かれているの
で、ブラシ、マスカラ、アイシャドウなど、化粧品をサ
イズごとに分けて収納できます。仕切り付きの引き出し
は、コットン、綿棒、スポンジなどを入れるのに便利です。
散らかりがちなメイク道具を簡単に整理収納できます。
ラージは取り外しできる両面仕様のミラー付き。

ビバ　引き出し付き
コスメオーガナイザー
Viva cosmetic organiser

Beauty
サイズがバラバラで収納するのが難しいコスメもすっきり片づけられるオーガナイザーシリーズが登場。
インテリアにマッチする美しいソフトシェルカラーです。毎日使うアイテムをおしゃれに使いやすく収納できます。

ABS樹脂、スチール、ステンレススチール、ナイロン、シリコーンゴム、マグネット
ラージミラー：ガラス、ABS樹脂
スモールミラー：ガラス、ABS樹脂、ポリエステル

材　質

シェル
| 品　番 | 75001
| JAN コード | 5028420004366

￥5,000 税抜
サイズ 21×18.5×23cm

ラージ　シェル
| 品　番 | 75005
| JAN コード | 5028420004403

￥5,000 税抜
サイズ 29.8×19.5×12cm

ミディアム　シェル
| 品　番 | 75004
| JAN コード | 5028420004397

￥3,000 税抜
サイズ 18.5×19.5×12cm

コンパクト　シェル
| 品　番 | 75003
| JAN コード | 5028420004380

￥1,800 税抜
サイズ 17×9.7×12cm

標準ミラーと3 倍拡大鏡の両面仕様。 ミラーは取り外して収納できます。

ブラシやマスカラが入る深いポケット。

ABS樹脂、マグネット
ミラー（ラージのみ）：
ガラス、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー

材　質

小さなアイテムが入る浅いポケット。

磁気クロージャー付きの引き出し。 取り外しできてお手入れも簡単。

化 粧品をまとめて収納できるケース付
きのメイクミラー。顔から首までを広く
映すメインミラーに、口元や目元の細
かいメイクに便 利な 3 倍拡 大 鏡のミニ
ミラーが 付いています。ミニミラーは
裏面がソフト仕上げの磁石で、メイン
ミラーに傷を付けずに取り付けられま
す。メインミラーを持ち上げると、内側
は便 利な収 納ケースになっており、化
粧品やアクセサリーを整 理して収納で
きます。必 要な道具をまとめて持ち運
べ、場所を選ばずメイクができるのも
便利なポイントです。

ビバ　コスメオーガナイザー付きメイクミラー
Viva Pedestal mirror with cosmetic organiser

ミラーの高さや角度は簡単に調節できます。 細かいメイクに便利な、取り外しできる拡大鏡。 仕切りが取り外せるのでお手入れも簡単です。

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら
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ABS樹脂

材　質

様々なアイテムを整理収納。

ソフトなシリコン製ストラップ。

ビバ　ティアードコスメオーガナイザー
Viva Tiered cosmetic organiser

メイクブラシや化粧品、ネイル用品やアクセサリーの収納に最適なオーガナイザー。奥が深くなる階段状のデザインなので取
り出しやすく、普段使いのアイテムを収納するのにぴったりです。仕切りがあるので整理しやすく、お掃除も簡単です。

取り出しやすい階段状のデザイン。

細かいところが見える3倍拡大鏡。

取り外しできてお手入れも簡単。

口紅やマスカラなどを挟めます。

シェル
| 品　番 | 75006
| JAN コード | 5028420004410

シェル
| 品　番 | 75002
| JAN コード | 5028420004373

サイズ 18×10.7×11cm
￥1,500 税抜

サイズ 7.5×1.5×8.5cm
￥1,500 税抜

外出先でのメイクチェックに最適なエレガントでコンパクトなミラー。顔全体を歪みなく映す標準ミラーと、細かいメイクに
便利な3倍拡大鏡が付いています。磁気クロージャーで鏡をしっかり閉じておけるのでバッグの中も安心です。

ビバ　2-in-1 コンパクトミラー
Viva 2-in-1 compact magnifying mirror

ボディ：ABS樹脂、シリコーンゴム
ステンレススチール、マグネット
ミラー：ガラス

材　質

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら

BATH & TOILETRY  83

Bath & Toiletry



毛先の長さが異なり
目詰まりしにくいデザイン

周囲に汚れた水が滴るのを
防ぐ快適な使いごこち

イージーストア   バトラー

 使い方動画はこちら

EasyStore Toilet paper stand
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Bath & Toiletry
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洗面所や浴室、トイレをきちんときれいに保てる、スタイリッシュで実用的なアイテムをそろえました。

コットンブルー
| 品　番 | 70506
| JANコード | 5028420705065

プラス　コットンブルー
| 品　番 | 70507
| JANコード | 5028420705072

シルキーグレー
| 品　番 | 70515
| JANコード | 5028420705157

プラス　シルキーグレー
| 品　番 | 70516
| JANコード | 5028420705164

シルキーグレー
| 品　番 | 70522
| JANコード | 5028420705225

￥1,800 税抜

スチール
| 品　番 | 70561
| JANコード | 5028420004038

￥2,700 税抜

小物入れ

もの置きスペース

ABS樹脂、ポリプロピレン
ステンレススチール、EVA樹脂
コンクリート

材　質

ABS樹脂、ポリプロピレン
ステンレススチール
EVA樹脂

材　質

ABS樹脂、ポリプロピレン
ステンレススチール
EVA樹脂

材　質

ABS樹脂、ポリプロピレン
ステンレススチール
EVA樹脂

材　質

 使い方動画はこちら

 フレキシブルヘッド 
トイレブラシ
Flexible Head Toilet Brush

EVA樹脂製ブラシヘッドを採用した新発想のトイレ
ブラシ。 柔 軟 性のあるD字 型の ヘッドは、 すみず
みまで掃除できる快適な使い心地。水切れ抜群で、
ブラシをホルダーに移す際の不快な水の滴りを防
ぎます。耐久性があり、変形しにくい長持ち設計。
スマートなホルダーに収まり、無駄なスペースを取
りません。

トイレットペーパーを手に届きやすいところに保管できるスタンド。
トップ部分はエチケット用品などを入れられる小物入れになっています。

上部のブラシでふち裏を
掃除。

柔 軟 性 の あ る し な や か
ブラシ。

洗剤を収納できるスペース付き。
裏を向ければボトルが見えずすっきり。

すみずみまで届く柔 軟性と優れた撥 水性を 備えた樹脂
製ヘッドのトイレブラシ。コンパクトなホルダー付き。

スタイリッシュなステンレス仕上げのホルダー付きトイレ
ブラシ。快適な使い心地の樹脂製ヘッドを採用。

 フレキシブルヘッド
トイレブラシ   ライト

 フレキシブルヘッド
トイレブラシ   スチール

Flexible Head Toilet Brush Lite Flexible Head Toilet Brush Steel

スチール
| 品　番 | 70517
| JANコード | 5028420705171

￥3,600 税抜
サイズ 12.7×9.2×42.7cmサイズ 12.5×8.9×42.5cmサイズ 12.3×8.7×42.7cm

各￥2,300 税抜
サイズ 12×8.5×43cm

プラス各￥3,000 税抜
サイズ 12×14.5×45.5cm

バトラー
トイレットペーパーホルダー
| 品　番 | 70518
| JANコード | 5028420705188

￥8,000 税抜
サイズ 22.5×16.5×68cm

GOOD DESIGN
AWARD 2018

受賞

GOOD DESIGN
AWARD 2018

受賞

 使い方動画はこちら

Plus

 使い方動画はこちら



プレストスチール
ソープディスペンサー
Presto Steel Hygienic soap pump

スリム  ソープディッシュ
Slim Compact Soap dish

スリム  ソープディスペンサー
Slim Compact Soap Pump
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イージーストア
EasyStore

ヘッドが大きく、 手が汚 れているときで も手首や
腕で押しやすい 衛 生的で 便 利なソープディスペン
サー。底面にはすべり止め付きで安定して使えます。

石けんを縦向きに置くコンパクトなソープディッシュ。
傾斜したベースが水分を流し、素早く乾燥します。

スペースを取らずに置けるスリムなソープディスペンサー。
背面にはソープの残量が一目でわかるウィンドウ付き。

スモール　コットンブルー
| 品　番 | 70500
| JANコード | 5028420705003

エクストラ　コットンブルー
| 品　番 | 70504
| JANコード | 5028420705041

スモール　 スチール
| 品　番 | 70530
| JANコード | 5028420001921

ラージ　コットンブルー
| 品　番 | 70501
| JANコード | 5028420705010

スモール　シルキーグレー
| 品　番 | 70509
| JANコード | 5028420705096

スモール各￥1,400 税抜
サイズ 9×9×12.5cm

エクストラ　シルキーグレー
| 品　番 | 70513
| JANコード | 5028420705133

エクストラ各￥2,000 税抜
サイズ 25×12×11.5cm

ラージ　 スチール
| 品　番 | 70531
| JANコード | 5028420001938

￥2,500 税抜
サイズ 18×10×14cm

コットンブルー
| 品　番 | 70502
| JANコード | 5028420705027

コットンブルー
| 品　番 | 70503
| JANコード | 5028420705034

シルキーグレー
| 品　番 | 70511
| JANコード | 5028420705119

各￥700 税抜
サイズ 7.5×8×3.5cm

シルキーグレー
| 品　番 | 70512
| JANコード | 5028420705126

各￥1,500 税抜
サイズ 6×8.5×14cm

ホワイト
| 品　番 | 70532
| JANコード | 5028420001969

グレー
| 品　番 | 85164
| JANコード | 5028420002607

各￥2,500 税抜
サイズ 8×8×16cm

￥1,700 税抜
サイズ 9.5×9.5×12cm

ラージ　シルキーグレー
| 品　番 | 70510
| JANコード | 5028420705102

ラージ各￥1,800 税抜
サイズ 17.5×9×12.5cm

ABS樹脂
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

ABS樹脂、ステンレススチール
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

ABS樹脂、ステンレススチール
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

ABS樹脂
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

ABS樹脂
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー

材　質

開口部が大きく液体ソープの補
充も簡単。

ソープの残量がわかるウィンドウ。

通気口付きで乾きやすく、分解
できるのでお手入れも簡単です。

プッシュしやすい大き目のヘッド。
ソープの補充も簡単にできます。

歯ブラシキャディは分解して洗
えるので、汚れがたまらずいつ
も清 潔。 通 気 口 付きで 乾きや
すく、たまった水を流すことも
できます。

スチール
| 品　番 | 70533
| JANコード | 5028420001952

￥900 税抜
サイズ 8×9×4cm

オーラルケア用品をまとめて収納できる歯ブラシキャディ。
スペースの広さや家族構成などライフスタイルに合わせてサ
イズが選べます。ラージサイズには歯間ブラシなど細かい
ものも入れられる浅いスペース付き。

Small & Large

洗面所の整理整頓に役立つ小物収納スタンド。深さや形状
の違うスペースに分かれているので、入れるものに合わせて
使えます。はさみやブラシ、デオドラント、メイク用品など
小物類の整理にぴったりです。

Extra

ABS樹脂
ステンレススチール
熱可塑性エラストマー

材　質
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浴室の鏡やシャワースクリーンの水切りができるシャワースクイージー。ハンギングフックが一体化したスリムなデザインで、
手近な場所にかけて収納できます。水切りしやすいフレキシブルなシリコン製のブレードです。

イージーストア   シャワースクイージー
EasyStore Shower squeegee 

しっかりと水切りできるシリコン製ブレード。

2 種類のごみを分別できるコンパクトな
ダストボックス。手で触れることなく、
フットペダルで開閉して簡単にごみを
捨てられます。外側は高級感のあるス
テンレス製、内側のバスケットは取り
出して洗えるので清潔に使えます。

スプリット　
スチールリサイクラー
Split Steel

ABS樹脂
ポリプロピレン
ステンレススチール

材　質

スチール
| 品　番 | 70520
| JAN コード | 5028420705201

グレー / ホワイト
| 品　番 | 70535
| JAN コード | 5028420001976

￥6,000 税抜
サイズ 27.2×22.8×28.3cm
容量 6L（3L×2）

￥1,000 税抜
サイズ 4.5×5.3×25cm

ごみを分別できます。 取り出して洗えるバスケット。 袋をとめるホール付き。

シャワースクリーンや棚にかけられるフック。

ABS樹脂
シリコーンゴム

材　質

吸 盤でタイルやガラス面にしっかりと取り付けられる、ホルダー
付きのコンパクトなシャワースクイージー。すぐに使える場所に取
り付けられるので、収納場所に困りません。持ちやすいハンドル
とフレキシブルなシリコン製の幅広ブレードでスムーズに水切り
ができます。

イージーストア
スリムスクイージー
EasyStore Slimline squeegee with storage hook

強 力 な 吸 盤 で 取り付 けられる 収 納 ホル
ダー。

ハンドル付きで楽に水切りできます。 ホルダーにはフック付きでスポンジや掃除用のブラシなどをかけられます。

グレー
| 品　番 | 70560
| JAN コード | 5028420003963

￥1,000 税抜
サイズ 24.9×3.2×20.5cm

ABS樹脂
熱可塑性エラストマー

材　質

 使い方動画はこちら

 使い方動画はこちら



90  BATH & TOILETRY

￥3,000 税抜
サイズ 15.5×13×21cm

￥3,500 税抜
サイズ 26.5×18×22cm

￥4,000 税抜
サイズ 40×13×22cm

￥4,500 税抜
サイズ 26.5×18×45cm

コンパクト（ミラー付き）
ホワイト
| 品　番 | 70547
| JAN コード | 5028420988383

コーナー（ミラー付き）
ホワイト
| 品　番 | 70549
| JAN コード | 5028420988376

ラージ（ミラー付き）
ホワイト
| 品　番 | 70548
| JAN コード | 5028420002874

コーナー 2 個セット
ホワイト
| 品　番 | 70550
| JAN コード | 5028420002898

シャワー周りをすっきりと 整 理 で きる
シャワーキャディー。 ソープやボトル、
スポンジなどをまとめて収 納できます。
強 力な吸 盤で壁を傷つけず、道 具なし
で 簡単に取りつけられます。 収 納 場 所
の少ない一人暮らしのお部屋にもぴった
りです。分解して洗え、清潔に保てます。

イージーストア
シャワーキャディ
EasyStore Shower caddies

ミラー：アクリル樹脂
ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
ナイロン、ラバー

材　質

道具なしで取り付けられる強力な吸盤。 トレーの下から自然に水が流れます。 スポンジやタオル、カミソリなどをか
けられるフック。

ミラーの角度を調節できます。

Large

Compact Corner Corner 2-set

各製品ページ内、
このアイコンの製品は
化粧箱入りです。
ギフトに特におすすめです。

食器洗浄乾燥機のご使用について
食器洗浄乾燥機は、メーカー、仕様、庫内の位置等により到達温度が異なります。「使用
可」となっている製品でも、ご使用の機器により製品に影響が出る場合もありますの
で、必ず機器の取扱説明書をご確認の上ご使用いただけますよう、お願いいたします。

食器洗浄乾燥機  可
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