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16 訴事製品の仕緩は品質向上のため予告なしに変彊する場合ゐ唱りますのでご 7承くださ凡



お茶を愉しむ為の「茶器」

茶葉の種類とお好みの抽出方法を提案します。

ティーカテゴリーでは、日本茶から紅茶・ハーブティー・中国茶など「お茶」の

抽出に関わる「器J ;iJ::紹介します。

お茶の飲み方まで提案出来るよう器具をそれぞれ取り揃えています。

17

/



18



使いやすさを追求したガラスの急須です。

0洗いやす古を考えた茶こしです。

0日本茶ー中国茶・紅茶やハ プティ とお茶の種類を問わず使えるデザインです。

Oお茶の色や濃古がひと自でわかる耐熱ガラス製。 (CHKCN .QSN.QSGM)

皇室-・liB

rI

急須和茶

CHPWｷ30GP

C/T24 090620
幅 170 且 116 高 113 口笹田

実用容量 300ml

ティーポット蘭茶

CHPRｷ30GP

C/T24 090118
幅 147 且 99· 高 120 口笹 99

実用容量 30 0m l

。

..!I".o

急須和茶

CHPW-30PC

C/T24 090613
幅 170 車 116 高 113 口在 99

実用容量 3∞ml

材質 "こし/ポリプロピレン

円

J百
ティーポット蘭茶

CHPR-30PC

C/T24 090101
幅 147· 奥 99· 高 120 口在 99

主用容量 30 白nl

材質茶乙し/ポリプロピレン

固

GD
香り茶ポ、ノト

CHKCN-45GP

C/T24 093034
幅 155 車 118· 高 95 口在 94

実用容量 45町nl

圃

破璃急須なごみ

QSN-30T

C/T24 092006
幅 175 奥 140 高 80 口笹 92

実用容量 30 白nl

材質築こし/ステンレス

GD
香り茶ポット

CHKCN-45PC

C/T24 093027
幅 155 且 118 高 95 口笹 94

実用容量 45 0m l

材質奈己し/ステ〆レス
フタ/ソーダガラス

フタツマミカパ I~リコ ンゴム

固

破璃急須まるみ

QSGM・45T

C/T24 092020
幅 178 且 122· 高 95 口笹 94

実用容量 45 町nl

材質茶こし/ステ〆レス
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水出し材ツ卜州市ポット・·

水でお茶を滝れる、新しいお茶の愉しみ方。画
闘用

す

す
m
M
ι

。お手持ちCた茶菓(r:.f茶や深悲し煎茶がおすすめ)と水を入れるだけ。

簡単に美"*しい水出し茶が作れます。

ζ 水でじっくり倒凶ずるので、渋みや苦味がなく、茶菓本来のまろ

やf少な旨"附哨わえます。

ζ 畏いストレ ナ は上下にタトれるタイプで浅いも簡単。

水t±1し茶ポット トルネ ド 水出し茶オマット トルネ ド 水出し茶オマット トルネ ド 水出し茶オマット トルネ ド

MDN~GP MDN~PC MDN~OGP MDN~OPC

c/了24 034167
餌 95 奥 91 高 198 口径 81

実用容量 100ml

C/T24 034150
幅 95 奥 91 高 198 口径 81

実用容量 70 印"'

C/T24 034181
幅 92 奥 91 高 280 口径 81

実用容量 1.000m

溶けた氷の雫で、お茶の甘味をじっくり抽出。 画
。洛けた分くの雫泊泊でじっくり抽出するので、甘味の蛤まった

お茶 β匂'*わえます。

。お茶の緑と結露がガラスの四月感を通して漂や f小さを引き出します。

口お手持ち￠絹芥(玉露や深悲し煎予震がおすすめ) I品、、ダ ジリンや

アルグレイといった紅茶もおすすめです。

齢湯用

.. I.J

♀-缶』イ -ーィ

，、h t&

~4ι- •
a

らU可予r三J丞

=ー・

一一
>

茶菓をスれる えを入れる 下オミルにフタをして

〉主ぐ

本手づくりのため写真のものと形妙イス容量調恵三多少鼻なる場合があります

C/T24 034174
餌 92 奥 91 .;f;280 口径 81

実用容量 1 ，OOOml

材質フタ ストレーナーフレーム
/ボリプロピレノ

メッンュ/ポリエステル

氷t±1し茶オマット

KDpｷ2T

C/T12 034303
幅 104 奥 106 ・ 270 口径 77
実用容量 280ml

材質フタグリップ紐留め/間余

総/革製
パッ今ン/ンリコーンゴム
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アジアン急調丸形

QSM-1

C/T24 396920

幅 150 奥 00 ・ 95 口径 60
実用容量 18 仁川 I 杯周

っす傘き形 c茶こし付き

宇治 議こし/ステンレス

アジアン急調卜レ セット

QSAN-3512

C/T12 097223
QSA-1SV HAC-1ｷ 2個トレ

附議こし/ステンレス 取っ手/帥

トレ一四(日間×奥"回

主主主君圃園

"
アジアン急調筒形

QSA-1SV

Cパ24 396913
幅 120 奥 80 高 1日口径四

実用容量 220ml 1~2称周
つず巷き形の議こし付き

材質茶こし/ステノレス
取っ手/莫錨

茶としはフック都Dら

注ぎ口に入れ、スプリ
ング都を抑して、フッ

ク都のタモを出し、;主ぎ

口にひっf小けます。

本手づくりのため写真のものと形妙イス容量捧多少異なる鳩合があります。
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ハンディティメカ ワンカップティメカ ・·

人分が美味しく滝れられます。店副
臨調"刊

。一人SO)お茶先手軽にl奄れられます。日本茶はもちろん紅茶ハブテイ も OK

0フタは逆さにすると、拍凶後の茶としを置くトレ になります。

ハンディティメカ

HDT-M-GP

C/T24 140738

幅 120 奥 103 ・ 105 口訴至 83
実用容量 200ml

ワ/カップティ メ カ

OTM-1NW

C/T24 340107
幅 139 奥 103 高 104 口径 87

実用容量 200ml

ジャンピンゲ I) フ

う

ジヤ/ピングリ フ P·350

JPP-35W

Cパ24 019706
幅 125 奥田高 125 口径 76

実用容量 35 印111 1~ 2 杯周

フタをしたまま電子レンγ"

...
,-

ハ/ディティメカ

HDT-M-PC

c/了 24 140721
帽 120 奥 103 ・ 105 口径 83
実用容量 200ml

ウンカップティ メ カ

OTM-1B

C/T24 340114
帽 139 奥 103 ・ 104 口径 87
実用容量 200ml

材質フタ策こし/ボリプロピレノ

圏

ジヤ/ピ/グリ フ P·350

JPP-35GP

Cパ24 019799
帽 125 奥 98· ;f;125 口径 76

実用容量 350ml 1~2 杯周

フタをした愛変電子レン γ"

ハンディティメカ

HDT-L-GP

Cパ24 140714
帽 120 奥 103 ・ 135 口径 83
実用容量 350ml

フタは逆さ 6こすると

茶とし置きに。

ジヤ/ピ/グリ フ P·350

JPP-35PC

Cパ24 019782
幅 125 奥 98· ;f;125 口径 76

実用容量 350ml 1~ 2 杯周

"をしたまま電子レンソ'"

柑フタ議こし取っ手パンドホルター

/ボリプロピレノ

メッンュ/ポリエステル

ホJレター"ッ今ノ/ンリコーノコム

ハ/ディティメカ

HDT-L-PC

c/了 24 140707
幅 120 奥 103 ・ 135 口径 83
実用容量 350ml

材質フタ策こし/ポリプロピレノ

パノド/ンリコーノゴム

ジャンピ/グリ フ K·500

JPK-50B

C/T24 019652
帽 143 奥 114· ;f;137 口径 97

実用容量 500ml 2~3 杯周
フタを外して電子レン γ"

材質フタ フィルタ一一式/

ステノレス

フタツマミ"田倒脂

ホルター/ポリプロピレン

ホJレター"ッ今ノ/ンリコーノゴム

〆

フタの酬と虻しが

付いています

符C
♂U フタの師同としが

付いています@
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シンプルモダンなテイス卜のポットです。圃
齢·用

0;紅茶ハブテイ とシンを遣ばないシンプルデザインです。

C祭葉の後片付けも簡単な自の細Dいパンチングメッシュの

ストレナ付き。

口お茶の色合いがひと目でわf小る耐撚ガラス製。

回ポット国
TWF-4B

c/了 12 412101

帽 240 奥 140 ・ 125 口径 77
実用容量 800ml 4杯周

材質フタストレナ /ステノレス

フタツマミ IAS t!l!福

フタツマミネ γ都/真鍋

26 本手づくりのため写真のものと形 妙イズ密室等多少異なる情舎があります。

CID ワンフ
ティ ポット王風キヤ/ドルセット

TWF-5012

Cパ12 412118
幅 240 奥 14ω 高 200 口径 77

実用容量 800ml 4杯凋

キヤ/ドル 4個イすき
了WF-4B .TWN-S

柑フタストレーナー瑚/ステンレス

フタツマミ lAS t!l!福

フタツマミネジ都/真重白



王風ジヤンピングテイポッ卜 ・盟国

美味しさのキーワードは、『ジャンピングcDo [5]
。茶菓が動き、ジャンピンゲがおとりやすい丸形ポット。

。注ぎ口に茶亡しカミ付いているので、しつがり茶菓が開きます。

口茶亡しは 24 金メッキ。

熱湯用

〆;

,
J

。写真の様に茶亡しを入れフックを

注ぎ口にひつがけ固定します。

ノ

ー
/

f
E二

一ー戸空己0:.;;0

ジャンピングティーポッ卜

JP-2

C/T12 710610
幅 195 奥 120 高 125 口笹 68

主用容量 500ml

茶こしを外しで電子レ/ジ OK

ジャンピングティーポッ卜

JP-4

C/T12 710627
幅 225· 奥 137· 高 130 口笹 79

主用容量 800ml

茶こしを外しで電子レ/ジ OK

材質茶こし/ステンレス 24 盆メッキ

ティーウォーマー 町

四

棚
ティーウォーマ-$

TWN-S

C/T24 412095
イ-f 125.高 80 口笹 123

キャンドル 1 個付き

ティーウォーマー M

TW-M

C/T24 711655
笹 152· 高 80 口笹 152

キャンドル 1 個付き

材質天板/ステ/レス

*手づくりのため写真のものと形サイズ、容量等多少異なる湯合があります。
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お茶の色合いも美味しきのひとつです。圃
臨海用

立乙丘土圃園

C料測をポットの半分まで入れ、茶葉を入れた

ストレナ をセットし3づっ味らします。あとは

部こ時男を;封、お和、降りきったら抽出完了。

ロストレナ は底に切り込3〆カ入った、耐幣ガ

ラス製。

ζ テイ ポットマインはスト c-ナ とフタ 10てッ

キンが付いています。
II,

CID
ティ ポットマイ/

TMNN-2T

c/了 12 412125
帽 187 奥 98· ;f; 133 口径 68

実用容量 500ml 2 杯凋

IJJ
u

CID
テイ ポットマイン

TMNN-4T

C/T12 412149

帽 203 奥 110 ・ 154 口径 78
実用容量 800ml 4秤周

c/了 12 412132
幅 187 奥 98 ・ 133 口径 68
実用容量 500ml 2 杯周

CID
テイ ポットマイン

TMNN-4TB

C/T12 412156
幅 203 奥 110 高 154 口径 78

実用容量 800ml 4杯周

材質パッ今ン/ンリコーンゴム

ドナウ N

TDN-2

C/T12 711822
帽 195 奥 120 ・ 125 口村至 68
実用容量 500ml 2 杯周

ドナウ N

TDN-4

c/了 12 711839
帽 225 奥 137 ・ 136 口径 79
実用容量 800ml 4 杯周

ドナウキャンドルセット N

TDCN-6512

c/了 12 850132
餌 195 奥 152 ・ 198 口径 68
実用容量 500ml 2 杯周

キャンドル 4個付き

了E制 2 -TW-M

材質烹板/ステンレス

本手づくりのため写真のものと形妙イス容量尊重多少異なる場合があります
29
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ステムテイポット ・.

テーブルに華やぎをそえます。巴自
a込書"有

ロオ ル耐併刀ラス製。遣期なガラスなので、お茶の色を愉しめます。

ロフレパテイ の香りを愉しむためのデザインです。

ロステムフレパリ ティ ポットのフォルム出品物なヨ ロピアンスタイルです。

~l

ιず3

ι- -
=~

GD
ステムフレパリテイポットガテンN

STGN-4T

C/T12 410879
幅 2日奥 134 庫 1百口径印

実用容量 600ml 4 杯周

。

主

GD
ステムフレパリテイ ポットソフィアN

STSN-4T

C/T12 410855
幅 210 奥 110 ・ 217 口径 60
実用容量 600ml 4 杯周

茶としをセットずる。

>-

ヲヲ〉

~

圏

耐鴨カップ&ソサ ワイド

ホワイトロズ

CSW-1WR

C/T24 41084 悶

カップ帽 1 2'奥 103- ;1; 60 口径 103

ゾザ径 191

満水容量 230ml

ゾ ザ "画耐妙カラスきはあり愛ぜん

GD
ステムフレパリテイ ポット ソフィア

ホワイトロズN

STSN-4WR

C/T12 410862
幅 210 奥 110·*217 口唯印

実用容量 600ml 4 杯周

直lID
ステムフレパリテイポットガデン

ホワイ旧ズ N

STGN-4WR

C/T12 410886
。高 2日奥 134·*179 口径 60

実用容量 600ml 4 杯周

材質茶こし/ステンレス

本手づくりのため写真のものと形妙イズ容量箸多少異なる場合があります 31



圃z・2壬

yo

機能とデザインが一体になったティーポット。図
E島過得

。好みの置き由吉霊ベる、引き上げるタイプE漆ζし付き.

0茶ζしが溝面から引きあがりフタの内側虻収まるので、お茶の出すfを

防いで、二杯目も美味しくいただけます.

0茶ζしのフ告をスライド古せて茶菓圭入れます。

茶王

CHA-4SV

C/T12 161146
幅 168 .且 117 高 160 口笹 104

冥用容量 600ml 4 杯周

キ世フタンヤフドフィ Jレター式
ノステンレス

フタツマミ ハンドルノポリプロピ

レン

茶王

CHA-2SV

C/T12 161139
幅 158 .奥 103· 高 141 口笹 104

票用容量 30 白nl 2 杯周

お好みの濃さにフタをセット茶菓を入れる

32



紅茶器の定番「ハリオール」。匝E
a込書"刊

ロロングセラー併以$kt スペアパツの宍茸。ぎるらして畏く割安[凡世t2J培ずo

C紅茶はもちろん、ハ ブテイ などお茶の種類を還びません。

。茶葉を入れてお測を注ぎ、フィルタ を抑し下げます。

ティ プレッソスリム

TPS-2W

c/了 24 153950
餌 115 奥 78 高 172 口径 74

実用容量 300ml 2 杯周

己主止圃園

ティ プレッソスリム

TPS-4W
C/T24 153967
餌 132 奥 97 高 187 口径叩

実用容量 600ml 4 杯周

材質フタ ツマミ/ポリプロピレノ

ンヤフト フィルタ一一式/

ステンレス

一r~r'

主

ハリオルブライト

THJ-2SV

Cパ 12 105430
帽 110 奥 87· if;166 口径 73

実用容量 300ml 2 杯周

ハリオルブライト

THJ-4SV

c/了 12 105447

幅 139 奥 113 ・ 182 口径 90
実用容量 600ml 4杯凋

材質フタホルター γヤフト

フィルタ )式/ステノレス

ハリオルオレ

THA-2SV

C/T12 102514
幅 13E 奥 80· ;f; 1 田口径 73

実用容量 300ml 2 杯周

ハリオルドウ

THX-2SV

c/了 12 104815
幅 120 奥 80 .;f;190 口径 73

実用容量 300ml 2 杯周

ハリオルオレ

THA-4SV

Cパ12 104518
帽 1日奥田高凹 5 口径 90

実用容量 600ml 4 杯周

柑フタホルター/醐

ンヤフト フィ Jレター一式/ステンレス

フタツマミ/亙鉛食主
ハンドル/乃ノ一川脂

ハリオルドウ

THX-4SV

C/T12 104860
帽 140 奥 95 • if;210 口径叩

実用容量 600ml 4 杯周

材質フタ制同一/醐

γャフトフィルタ 式/ステノレス

フタツマミ ハノドル "ffi概脂

宜

ハリオルエレガンス

THE-2GD

C/T6 105065

幅 120 奥 78 ・ 192 口径百
実用容量 300ml 2 杯周

材質フタ ンャフト フィルタ一三党
創刊ー/ステノレス

フタツマミ/醐帥

ハノドル/莫 S面
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レ川巳煮出し健康晴マイコン煎じ器圃圏

電子レンジ、で煮出せるポットです。 圏園
。電子レンジで手軽にお茶や黒豆茶、健康茶を煮出せる

ポットです。

。吹きとぽれ防止付きのフタ。茶亡し機能も付いている

ので、煮出した後そのまま注げます。

y

,

電気で安心。黒豆茶から煎じ薬まで楽々煮出せます。

。フヲには吹きとぽれ対策のステンレスメッシユ付き。

。マイコン煎じ器 3 はうヌッチパネル式。加熱時聞は最大 90 分まで可能

~-

マイコン煎じ器 3

HMJ3-1000W

C/T6 0104 旧日

幅 2∞。奥 283· 高 254 口イ£124

主用容量 1.000ml

材質フタ茶としノミ/ド/ステ/レス

フ夕、ノマミ ハ/ドル/メラミ/

ヒタ 本体カパ/ポリプロピレン

が仮/アルミニウム説F

d
.t.注意・専用器具での加熱のみ OK

*製品の仕様ま品質向上のため予告なしに変更する場合があります。

取り外し可能な

プロテウタ 。

レンジ de 煮出し健康茶器

XCK-10001W

C/T18 848283
幅 175· 奥 139· 高 160 口笹 126

主用容量 1.000ml

付貨 フタ茶としブロテクタ /ポリブロピレ/

吹きとぽれ対策

付きのフヲ。

35
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