
この度はWONDERWOODのMANAIATAをご購入いただき誠

にありがとうございます。WONDERWOODでは、お買い上げい

ただいた商品を末長くご愛用していただくために、アフターケア

サービス（カンナがけなどの削り直し）をご用意致しております。

ぜひご利用いただき、素敵なクッキングライフをお送りくださ

いませ。

アフタ ーケア規定：

1．下記のいずれかに該当する場合は、アフターケアの対象外と

なります。

A）まな板本来の目的以外の使用が認められる場合

B）弊社以外でのメンテナンスが認められる場合

C）著しく破損しており、修復が難しいと認められる場合

２．日本国内にお住まいの方のみに適用されます。

     * 簡単な黒ずみなどは、市販の紙やすり#100 で荒削りをし、

       #240 で仕上げが可能です。

金額：3,000 円（税込）/ 回

送り先： 〒190-0142 東京都あきる野市伊奈 1019　三橋製材所内

Tel 03-6876-7530

*送料につきましては、お送りいただく際はお客様ご負担にてお願

いいたします。返送時は弊社が負担いたします。

AFTER CARE　アフターケア
Thank you for using our cutting board, MANAITA. 

You can get aftercare service under the following conditions:

1.The following cases are not covered:

A)  If it was not used as a cutting board appropriately.

B)  If it has underwent maintenance already by another company.

C)  If it has been damaged too seriously to reshape it.

2.For residency in Japan only

*You can remove small blackening by using sandpaper #100 and finish it by 

using sandpaper #240.

Cost: ¥3,000 (tax included) per time for grinding

Address: WONDERWOOD FACTORY / 1019 INA, AKIRUNO-SHI, TOKYO, 

190-0142 (inside of Mihashi Seizai-sho)　*Postage charge is paid by the 

customer. We will charge the customer for postage charges when 

returning MANAITA.

株式会社WONDERWOOD 

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 6-33-14, 

SOSHIGAYA,SETAGAYA-KU, TOKYO, 157-0072, JAPAN  

T  +81 3 6876 7530  /  F  +81 3 6368 3196

info@wonderwood.jp  /  https://www.wonderwood.jp 

WONDERWOOD bel ieve in the power of nature, express the wonder of 

nature, and learn from the mir acle of nature. 

We only create produc ts and of fer ser v ices inspired by nature. 

Protec t ing decimated forests and pol luted seas, al l of our ac t ions are for 

the sustainabil i t y of our planet ear th.

WONDERWOOD is determined to keep our nature clean

WONDERWOODは、自然を信じ、自然を表現し、そして自然に学び続けます。

自然に還るプロダクトしか作らない。自然に還るサービスしかやらない。

徹底して地球の持続可能な姿だけを追い求め、行動していきます。

荒れ果てる森林も、汚れていく海も、自然はWONDERWOODが守ります。

愛すべき地球の自然が、1000年後も人類と共存してくれる。

これはWONDERWOODの深い願いであると同時に、強固な決意です。
自然への原点回帰



ご使用前にまな板を水に濡らし、清潔な布巾などで余分な水気を

軽く拭き取ってから、ご使用ください。木を濡らしことで表面に水

の膜ができ、食材の色や匂い移りなどを軽減することができます。

漂白剤のご使用、また食器洗浄器のご使用は反りや割れの原因になりますのでお控えく

ださい。 直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。

Please don’ t use bleach or dishwashers to prevent it from curving or having cracks. Please keep 

it at a well-ventilated place.

Before use: moist MANAITA with water and dry it with a clean kitchen 

towel before using. By doing so, you can prevent it from absorbing the 

color or the smell of food.

ご使用後はなるべく早く洗ってください。 水洗いもしくは中性洗剤で

洗浄し、通気性の良い場所で立てかけるようにして乾かしてくださ

い。 気になる場合はアルコールスプレーなどで除菌をしてください。

After use: wash MANAIATA as soon as possible after usage. Wash it with 

water or neutral detergent and place it in a well-ventilated place for 

drying. Alcohol sprays can be used for further disinfection. 

ご使用前 ご使用後

抗菌性、耐水性、耐久性、包丁に優しい硬度と復元性。料理をする際に

必要な要素を満たし、まな板に最も適している木材は「いちょうの木」だ

と考えました。「いちょうのまな板」は古くより和食の料理人の仕事を支え

る道具として愛され続けています。厚さは、反りが出にくい最低値である

25mmに設定することにより、最大限の軽量化を実現。また、上下の長辺

には握りやすい曲面加工を施し、寸法は台所に美しく溶け込む黄金比の 

比率で仕上げています。毎日の料理のパートナーとして、長くお使いいた

だけるMANAITAです。

このまな板の木材は、日本で 2 人しか現存しないと言われる木挽き職人（手

鋸で大木を挽く職人）が独自のルートで選定しております。また、反りや

曲がりを可能な限り防ぐために 2 年以上天然乾燥をした材を使用しており

ます。天然木を使用しておりますので、一点一点木目は異なります。

* いちょう特有の黒い点（いちょうの芽の跡）や青いまだら模様（いちょう特有の柄）がある

ことがございますが、品質には影響ございません。いちょう特有の匂いがすることがございま

すが、使用を重ねていただくと消えていきます。

樹種：銀杏（無塗装）／ 樹齢：100 年以上 ／ 産地：日本
Wood: Over 100-year-old Gingko tree (unpainted) / Origin: Japan

Gingko tree cutting boards have been used by Japanese traditional chefs 

because of their unique proper ties. They are not only durable and water 

resistant, but also antibacterial as well as knife friendly. Due to its curved edge, 

our gingko cutting board MANAITA allows the user an easy grip, and its thickness 

of only 25mm keeps this light cutting board from warping. What’ s more, for the 

aesthetics of MANAITA the golden ratio is applied.

Our gingko trees are selected by one of only two remaining traditional sawyers in 

Japan, who log trees with big hand saws. The trees are being dried for over two 

years for preventing the wood from being curved or twisted. As we use natural wood, 

the patterns of our cutting boards differ from one another. *MANAITA may show 

black dots (gingko’ s traces of buds) or blue patterns (gingko’ s natural coloring), 

but this does not mean that there is a damage or lack of quality. The cutting boards 

also have the original ginkgo scent, however it will gradually disappear. 

S:  W310 × D190 × H25 mm   ¥9800        M:  W360 × D220 × H25 mm   ¥12800
L:  W420 × D260 × H25 mm   ¥14800

MANAITA
まな板に求められることを、もう一度見直しました。

HOW TO USE  ご使用方法

ご使用前 ご使用後


