
COOKCATEGORY

78 *製品の仕桜は品質向上のため予告なしに変更する喝合.， jミありますのでご了承〈ださい。



メノ

「食」を楽しむ為の容器・器具

健康的に生活を楽しくをテーマとしています。

クックカテゴリーでは、食に関わる容器・器具を取り揃えています。

おうちで美味しく健康的に楽しい食事をサポートするアイテムとして、

製菓グッズや調味料入れ・電子レンジクッキング・タジン鍋など

幅広く提案しています。
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中から見えるメモリがポイン卜。 圏
電子レ込咽

。液体・粉計聖が色分けきれた 2 色のプリント。

C桁計量は見やすい黒メモリです。

C毎日使うものだがら、安fL:·ザ蓄のある肉厚ガラスにとだわりました。

C斜湯・電子レンジ食器ぬ喧探機 OK

。口が広くて洗いやすいです。

メジャー力ツプ・ミキシンク、ボウル 圃冨圏
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メジャーカップ 200

CMJ-200

C/T24 530300
幅 86· 奥 81· 高 87 口笹 81

主用容量 200ml

メジャーカッ 7' 500
CMJ-500

C/T24 530317
幅 99· 奥 91· 高 145 口イ£91

主用容量 500ml

メジャーカップワイド 200

CMJW-200

C/T24 530331
幅 118· 奥 81· 高 87 口イ £81

主用容量 200ml

メジャーカップワイド 500

CMJW-500

C/T24 530324
幅 150 ・奥 105· 高 120 口笹 105

主用容量 500ml

程よい軽さと、安心感のある厚みの耐熱ボウ lレ。 園 圏
オ フン用電子レシジ周

。使いやすきを考えた、シンプルなデザインと、安心感のある厚み。

口才 ブン・電子レンジ加熱 OK 調理の下ごしらえがら、食器とし

ても使えます。

ζ 耐熱ガラス製なので、色ゃにおいも移りにくく熱湯洗浄・食器洗い

乾燥機の使用も OK。いつも清潔に使えます。

耐熱ミキシングボウル M

MXB-M

C/T24 420304
笹 14目。高 90 口笹 145

満水容量 850ml

耐熱ミキシングポウ Jレ L

MXB-L

C/T24 420311
笹 175 高 110 口笹 175

満水容量 1 ，4 0加l
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スイーツ&デリキッ卜・スイーツ力ツプ 圃冨圏

メジャーカップとバウンド型で簡単スイーツ&デリ。 圏
・子レ同F周

ロメジャ カップで混ぜ合わせ/てウンド型に吉村し込むだけで簡単に

スイ ツやデリが作れます。

。スイ ツとデリの 10 レシピ付き。

。/てウンド型はレシピ以外にも/てイやゲラヲンにも使えます。

ロメジャ カップは取っ手付きで混ぜ合わせる時に便利です。

※/てウンド型は寸 ブン対応。
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スイーツ&デリキッ卜

SKT-1R

CIT12 040304
メジャ カップ幅 150 ・奥 105· 高 120 口笹 105

主用容量 500ml

パウンド型幅 210 奥 73 高 4旧

G D
スイ ツ&デリキッ卜

SKT-1CBR

C/T12 040311
メジャ カップ幅 150 ・奥 105· 高 120 口笹 105

実用容量 500ml

パウンド型幅 210 奥 73 高 40

材質パウンド型/シリコ ンコム

スパチュラ/ポリフーロピレン

シリコーンフタ付きスイーツカップセット。 圏
電子レンジ周

。シリコ ンブヲ付きなので冷蔵庫保存にも便利です。

ロパッケジはケキ箱型透明/てッケジです。

ζ 手作りおやつに便利な 3 個入り。

。スイツ 3 レシピ付き。

やノ
GD
スイーツカップ3色セッ卜

SWC-1518

CIT18 040359
笹 78· 高 68 口笹 78

満水容量 2∞ml

材質フタ/ンリコ /ゴム
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サイクルウェア・サイクルパック 圃冨圏

毎日使いたい、使いやすさと安心感。 息周
Oガラスは安心感のある厚みと、持ちやすきを考えたデザインです。

07告をしたまま電子レンジ OK。

C望書湯電子レンジ食器潰L、乾燥機でδ使用いただけます。

O電子レン沼周理・保存容器・食器と使えます。

サイウルウェ 7

CWNｷ350ｷ0G

C/T24 416208
幅 113 且 111 .~62 口笹 105

満水容量 350ml

サイヲ Jレパッヲ

CWPｷ350ｷKG

C/T24 416734
幅 117 且 1ω 高位口在 105

満水容量 350ml
含印 0年度グッドデザイン賞受賞

サイウ jレパ γ ウ

CWPｷ350ｷPC

C/T24 416703
幅 117 且 109 高 62 口笹 105
満水容量 350ml
2印0年度グッドデザイン賞受賞

サイウ jレウェア

CWNｷ650-0G

C/T24 416215
幅 141 奥 138 高 73 口笹 131

満水容量 650ml

サイヲ Jレパ?ッヲ

CWPｷ650ｷKG

C/T24 416741
幅 143 且 135 高 73 口在 131

満水容量 65 白羽 l
2010 年度グッドデザイン賞受賞

サイウ jレパッウ

CWPｷ650ｷPC

C/T24 41671 口

幅 143 且 135 ・高 73 口笹 131

満木容量 65 Clm l
2010 年度グッドデザイン賞受賞

サイウ jレウェ 7

CWNｷ1200-0G

C/T24 416222
幅 172 且 168 高 84 口笹 160

満水容量 1.2 ∞ml

;，慣 フタノポリプロピレン

サイク Jレパッヲ

CWPｷ1200ｷKG

C/T24 416758
幅 172 且 164 高 84 口笹 160

満水容量 1.2 ∞ml
回10 年度グッドデザイン賞受賞

サイウ jレパ γ ウ

CWPｷ1200-PC

C/T24 416727
幅 172 且 164 .高 84 口笹 160

満木容量 1.2α)ml

2010 年度グッドデザイノ賞受賞

材質 フタノシリコーンゴム
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ドレツンンゲボトル・しょうゆきし 調味料入れ

振って・作って・注いで・保存も OKo 圏

圃冨圏

齢.用

。娠って作るドレッシングやタレのオリジナルレシピ付き。

ロネジ口信伺ボトルなので、娠って作って、ぞのまま保存ができます。

ロボトル岨冊、ガラス製なので、色ゃにおいがつきにくく、時男芳t11持

や食告書洗い乾燥機の使用も OK です。

ドレツン/グポトルスリム 120

DBS-120G

C/T24 531222
径出店 135 口径 37

実用容量 120ml

ドレッシ/クボトルスリム 120

DBS-120B

C/T24 53120E
径出店 135 口径 37

実用容量 120ml

ドレッシ/グボトルスリム 240

DBS-240G

Cパ24 531239
径出店 2回口径 37

実用容量 240ml

ドレツン/グポトルスリム 240

DBS-240B

C/T24 531215
径回調匹目 3 口径 37

実用容量 240ml

材質フタ/メタクリルt!l l首

違ロ/ンリコーンコム

見た目にもキレイなガラスのしようゆきし。圃
齢.用

〆
ラ

クリアピッチ P月末料入れ 120 クリアピッチ E限来料入れ 1回

CPC-1 四W CPC-180W

醤油さし 50 プレン

SU-50P
c/了24 813502

餌 80 奥 60 ・ 67 口径 26
実用容量 50ml

て土
しょうゆきし 丸

SUM-1BU

Cパ24 013261
帽 72 奥 53· ;f; 75 口径 20

実用容量 84同 l

醤油きし 50 モル

SU-50M
Cパ24 813526'i80 奥 60· ;f;67 口径四

実用容量 50ml

しょうゆきし 角

SUK-1BU

C/T24 013247
帽 67 奥 50 ・ 67 口径 20
実用容量 40ml

醤油きし 100 プレン

SU-100P

c/了 24 813519

帽 90 奥 70 ・ 79 口径 26
実用容量 100ml

、

c/了 48 012264
径日高 137 口径 37

実用容量 120ml

醤油きし 100 モル

SU-100M

C/T24 813533
帽 90 奥 70 ・ 79 口径 26
実用容量 100ml

"')

•

C/T36 012288
径 50 ・ 174 口径 37
実用容量 180ml

材質 フタ/ポリプロピレン

フタパッ今ノ/ンリコーノゴム

ノズル/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等合:J; III なる鳩合があります
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NUBAシリ ズ・調味料入れ 圃冨圏

ヌーハ・調味料入れドロップ120 ヌ バ・調味料入れドロップ120 ヌーバ・調味料入れドロッ7~ 120
NCD-120KG NCD-120PC NCD-120CGR

C/T36 811324
笹 68 高 115 口笹 44

主用容量 120ml
2010 年度クッドデザイン賞受賞

C/T36 811317
笹 68· 高 115 口笹 44

主用容量 120ml
2010"; 李彦グッドテザイ/貨安賞

C/T36 811300
笹 68 高 115 口笹 44

主用容量 120ml
2010 年度グッドデザイン賞安賞

ヌ パ 調味料入れドロップ 180 ヌ バ・調味料入れドロップ 180 ヌーバ・調味料入れドロッ 7~ 180
NCD-180KG NCD-180PC NCD-180CGR

C/T36 811355
イ£74· 高 135 口笹 44

主用容量 180ml
2010 年度グッドテザイ/賞受賞

C/T36 811348
笹 74· 高 135 口笹 44

主用容量 180ml
2010"; 李彦グッドテザイ/賞受賞

C/T36 811331
笹 74 高 135 口笹 44

主用容量 180ml
2010 年度グッドデザイン賞安賞

ヌパ調味料入れフラッ卜 120 ヌバ・調味料入れフラッ卜 120 ヌーバ・調味料入れフラッ卜 120

NCF-120KG NCF-120PC NCF-120CGR

C/T36 811423
イ£68· 高 93 口笹 44

主用容量 120ml

C/T36 811416
笹 68· 高 93 口笹 44

主用容量 120ml

C/T36 8114 旧9

笹 68 高 93 口笹 44

主用容量 120ml

ヌパ調味料入れフラッ卜 180 ヌバ・調味料入れフラッ卜 180 ヌーバ・調味料入れフラッ卜 180

NCF-180KG NCF-180PC NCF-180CGR

C/T36 811454
イ£74· 高 114 口笹 44

主用容量 180ml

C/T36 811447
笹 74· 高 114 口笹 44

実用容量 180ml

C/T36 8114 日口

笹 74 高 114 口笹 44

主用容量 180ml

材質 it 口/シリコ ンコム

89



圃盟国 NUBA シリ ズ・ふりかけボトル

振り口が調整できるふりかけボトル。函
熱湯舟

一 -d

。具材の大ききゃ1mり出し方に応じて1mり出し口の大ききを

調整できます。 (3 段階)

。手作りのふりがけや袋入りの詰詑替えポト Jレとして便利です。

。すべりにくく持ちやすいポ卜Jレ形状。

。耐熱ガラス製なので、色ゃにおいも移りにくく、熱湯洗浄・

食器洗い乾燥機の使用も OK，いつも清潔に使えます。

。広口なので詰め替えやお手入れがしやすいです。

GD
ヌバふりかけボトル150

NFB-150KG

C/T24 811911
幅 65· 奥 61· 高 131 口笹 50

主用容量 150ml

‘m')
ヌ バ・ふりかけボトル150

NFB-150PC

C/T24 811904
幅 65· 奥 61· 高 131 口笹 5口

実用容量 150ml

‘m')
ヌ バ・ふりかけボトル150

NFB-150CGR

C/T24 811928
幅 65· 奥 61· 高 131 口笹 50

主用容量 150ml

GD
ヌーハ・ふりかけポ卜Jレ 250

NFB-250CGR

C/T24 811959
幅 65· 奥 61· 高 174 口笹 50

主用容量 250ml

材質 フタ式/ポリブロピレ/

パッキ//ンリコ /ゴム

G D
ヌーハ・ふりかけポ卜Jレ 250

NFB-250PC

C/T24 811935
幅 65· 奥 61· 高 174 口笹 5口

実用容量 250ml

GD
ヌーハ・ふりかけポ卜Jレ 250

NFB-250KG

C/T24 811942
幅 65· 奥 61· 高 174 口笹 50

主用容量 250ml
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NUBA シリ ズ・計量スパイスス卜ッ力 圃冨圏

.、•• .・~.
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ひと振り小さじ 1/2。計れるスパイスストツ力一。 E

ダイレウトに1m り 塩などを1mり出せる小きじ 112 者計聖 上キャップの要面に
出せる口 3 つ口 できる娠り出し口 振り出せます

*小さじ 1/2 を計量する場合は振り出し口を

閉めた状態で 180。逆さまにします。

そしてもとの状態に戻し、「小さじ 112J

の位置に振り出し口を回します。

。ひと娠りすると、小きじ 112 が計れるスパイスストッ力 。

C理事粒~~旧来料やドライ/\ ブの詰ぜ替えポ卜Jレとして刻里利です。

ロポト Jレが耐熱ガラス製なので、色ゃにおいも移りにくく、熱湯

洗浄食器洗い乾燥機の使用も OK。いつも清潔に使えます。

ー-----"'

ヌーハ・計量スパイスス卜ッカ

NSS-M-KG

C/T36 811829
笹 59· 高 118 口笹 55

主用容量(塩 1 ∞ g)

ヌーパ・計量スパイスス卜ッカ

NSS-M-PC

C/T36 811812
笹 59· 高 118 口笹 55

主用容量(塩 100 g)

ヌーパ・計量スパイスス卜ッカ

NSS-M-CGR

C/T36 811805
笹 59 高 118 口笹 55

主用容量(塩 100 g)
材質オパキャッフ上フタ下フタ

/ポリプロピレ/

ノマッキ /1 シリコ /コム
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アキコズクッキングメジャ ・とっても便利圃盟国

圏直
.字レシタ掴障問

。料理研実窓 口ド山章子のオリジナルレシピ目盛り付ぎ

メジャ カップ。レシピ集イすき。

。レシヒ当直りに甑ゆl*科を)れて、まぜたり電子レンジ加熱

ずるだけで簡単にプロの:鮎#れます。

プロの昧が我が家の定番に。
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料理研宍家 中山宣伝子
メ二ユ レシピ開発スタイリング等
フ ドコディネタ盆般にS貯つる

ほD\ 中山章子お料理教室主催。

著書 「きょうはカレ とっておきの

レシピ 40J 悼〈岡書店)、

「たれ ソ ス&ドレッシング使いと

なし BOOKJ (主婦と生活ネ却、

「きれいになるおfうゆレシピJ (成美堂
書店)、 CD'らだの怠Dら温まるレシピ」
〈成美堂書店)
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7キコズクッキ/グメジャ噛慢械だし

AMJ-500HR

C/T24 930933
帽 133 奥 98 高 139 口径叩

実用容量 500ml (目盛容量， eo川)

材質フタ/ポリプロピレン

フタパッ今ノ/ンリコーノゴム

7キコズクッキ/グメジャ昧自慢たれ

AMJ -5凹 OR

c/了 24 930834

帽 133 奥 98 高 139 口径 90

実用容量 50 印""目盛容量， eo刷)

アキコズクヴキノグメジャ 味自慢 卜U ヴンノグ

AMJ 一回 OG

口径 70

C/T48 930810

帽 110 奥 79 高 118

実用容量 200ml

7キコス Jクッキ/グメジャ 昧自慢酢

AMJ 一回 OY

口径 70

c/了 48 930803

帽 110 奥 79 高 118

実用容量 200ml

間圏取っ手付き保存容器

司、

口径 131

とつでも便利 M120

PWT-M120TW

c/了 24 419636

帽 167 奥 143 ・ 123
満水容量 1 拓Oml

材質フタ/ポリプロピレン

口径 131

とつでも便利 M80

PWT-M 曲TW

c/了 24 419629

帽 167 奥 143 ・ 94
満水容量 1100ml

口径 1 叩

とっても便利 870

PWT-S70TW

C/T24 419612

帽 140 奥 116 ・ 112
満水容量 850ml

口径 1 回

とつでも便利 840

PWT-S40TW

c/了 24 419605

帽 140 奥 116 ・ 83
満水容量 600ml

92



ガラスの夜漬け器 圃冨圏

食卓に飾りたくなる、ガラス製の一夜漬け器。 圏
電子レシジ周

。宣明なので野菜の彩りが見え、食卓に置いても様になる あ貫け器です。

。フヲ付きなので、漬けてそのまま冷蔵庫での保存ができます。

C暗号も重石も、色ゃにおい移りのしにくいガラヌ製。

。料理研史家 中山章子の寸リジナJレレシピ付き。

重石をのせる フヲをして冷蔵庫保存
ガラスの夜漬け器

GTK-1PT

C/T6 097780
幅 152· 奥 135 .高 110 口笹 135

満水容量 900ml

村質 フタ/ポリプロピレ/

フタノ寸ツキン/シリコ ンゴム

璽石/ソタガラス
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おうちで作るフルーツビネガー。 圏
電子レ凶周

。美容や健康にいいと言われている「フJ レ ツピネガ」が気軽に

ご自宅で作れます。

。材料老容器に入れて電子レンジ加熱するだけの手軽き。

。材料・希釈するものを変えるととで色々な暁カ獲しめます。

1:2:2 600w1 分 D品Fココ 1:4

-.白 副川、、V〕4
固:。

材料老容器に入れる 電子レンジで加熱 冷動車で漬け込む 5 倍に薄めていただく

すてきマグ 圃冨圏

すてきマグライチホワイ卜

SMG-25LW
C/T24 531857
幅 116· 奥 82· 高 96 口笹 75

出来上がり容量 150ml

計量スプーンイサき

すてきマグキウイグリーン

SMG-25KG
C/T24 531871
幅 116· 奥 82· 高 96 口笹 75

出来上がり容量 15 町nl

計量スプーンイサき

すてきマグマンゴーイエロ

SMG-25MY
C/T24 531864
幅 116· 奥 82· 高 96 口笹 75

出来上がり容量 15 町nl

計量スプーンイサき

すてきマグベリーレッド

SMG-25BRD
C/T24 531888
幅 116· 奥 82· 高 96 口笹 75

出来上がり容量 15 町nl

計量スプーンイサき

キ庁質 フタ スプン/ポリプロピレン

フタノ寸ツキン/シリコ ンゴム
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フタがガラスのタジン鍋

出来上がるまでを楽しむ、フタがガラスのタジン鍋。 園圏
直火周・子レンジ周

口耐熱ガラス製のフヲなので、調理の具合をフタをした状態で見るととができます。

ζ 鍋は日本製の耐熱陶器。

ζ 鍋は調理してそのまま食器として使えます。

。直火・電子レンジ OK なので幅広く料理者作れます。

。料理研史家中山章子の 25 レシピ付き。

※電子レンジは庫内幅 240 mm以上庫内高き 180mm以上の電子レンジでご使用

いただけます。

圃冨圏

em
7~女がガラスの虫ジン鍋

TN-200MY

C/T6 803107
笹お 0 ・高 170 口笹 2∞

満水容量 600ml

em
7~女がガラスの虫ジン鍋

TN-200COR

C/T6 803114
笹 230 高 170 口笹 200

満水容量 600ml

em
7~女がガラスの虫ジン鍋

TN-200GP

C/T6 803121
イ£230 ・高 170 口笹 2∞

満水容量 6αlml

材質 フタツマミ/ポリプロピレ/

鍋身/耐熱陶器
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フタがガラスのタジン鍋 IH

IH 対応、フタがガラスのタジン鍋。

ζ 耐熱ガラス製のフヲなので、調理の具合をフヲをした状態で見るととができます。

ζ 鍋は鉄器と有田焼の銀転写者施した耐熱陶器の 2 種類です。

ζ 鍋は調理してそのまま子 ブJレヘ。

。鉄器鍋は IH· 直火 OK です。

口耐熱陶器鍋は IH 電子レンジ OK です。(有田製)

。料理研宍家中山章子の 25 レシピ付き。

※電子レンジは庫内幅 240mm以上・庫内高き 180mm以上の電子レンジでご使用

いただけます。 (TN I)

圃冨圏

鉄器鍋の底面は波形状

底面波形状拡大図

圏園

*波形形状なのでとげつきにくいです。

*肉や魚の余分な脂が買に落ちます。

GD
7~女がガラスの虫ジン鍋鉄器IH

TNT-200COR

C/T4 803329
幅 250 奥 230 高 170 口笹 2∞
満水容量 60加l

圏圏

GD
7~女がガラスの虫ジン鍋陶器IH

TNI-200PW

C/T6 803305
イ£230 ・高 170 口笹 2∞

満水容量 60加l

GD
7~女がガラスの虫ジン鍋鉄器IH

TNT-200B

C/T4 803336
幅 250 ・奥 230 ・高 170 口笹 200

満水容量 6∞ml

材質 フタジマミ/ポリプロピレン

錫身 Ii鉄

GD
7~女がガラスの虫ジン鍋陶器IH

TNI-200B

C/T6 803312
笹 230 高 170 口笹 200

満水容量 6∞ml

材質 フ夕、ノマミ/ポリプロピレ/

鍋身/耐熱陶器 (IH 銀転写)
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国璽置 ~町!?

レンジカップ 間圃 ら~めんどんぶり 聞自証

あたらしい、楽しい、カップで調理。 インスタントラーメンもより美味しく。

。リゾットやス プなど手軽でおいしい 15 のレシピイすぎ。

C 電子レンジ調理後、ぞのまま食概に早変わり。作って

そのまま食べられるので、浅い物も少なくなります。

ロホルダ を付けたまま電子レンジOK。

。電子レンジで簡単に即席短調理弘、できます。

ロラ メンのほh\ 即席麺の焼きそばも作れるように、フタには

測でF りか色付いています。

口調‘剖サぎのどんぶり尭夫なので、きちんと慨を持って食べられます。

高台イすき

マ

~

電子レンジOK麺をセッ卜する

円 rrr

•

オミルタ 付ぎ麺をセッ卜する

イスタイルレ/ジカップイエロ イスタイルレ/y':カップ伊)-/

HRC-1YES HRC-1GES

c/了 24 756717

餌 116 奥 106 ・ 123 口径 100
実用容量 400ml

c/了 24 756700
帽 116 奥 106· ;f;123 口径 100

実用容量 4附Oml

イ スタイルら~めんどんぷり

XRD-1WES

C/T12 756618

帽 202 奥 170 ・ 125 口径 162
実用容量 600ml

材質フタ ホJレダー/ポリプロピレン 材質フタ ホルター/ポリプロピレン
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@的!? 圃冨圏

ごはん一合炊き 圏圏 おかずナベ 圏園
電子レ日朝直火木可

700W 対応の電子レンジ用炊飯器。

。 7削W 力R寿喜でも 度炊き・吹きとぽれにくい電子レンジ

専用の炊続器です。

ζ 高ワットでの電子レンジ調理なので、短時間ででき、

おきいふにもやきしい省エネクッキング。

おかずもご飯も電子レンジで

調理ができます。
。フヲを密閉した状態で電子レンジ加熱ができるので、煮込み

料理もおいしくできます。

。ご阪は 2 台、力レ は 3 杯分作れるたっぷりサイズ。

Jd戸----ーー
、『

電子レンジOK炊く電子レンジOK蒸す

子~

イ ス虫イルごはん一合炊き

XRCN-1WES

C/T12 756632
幅 195· 奥 162· 高 140 口笹 162

主用容量 1.100ml 1 合周

イ ス虫イ Jレおかずナベ

XRC-2WES

C/T12 756649
幅 228· 奥 170 ・高 136 口笹 162

主用容量 1 .4 00ml

材質フタ弐バ/ド取っ手しゃもじ

言↑量カッフ/ポリフーロピレン

ネす11: フタバ/ド取っ手/ポリプロピレ/

フタノマッキ /1 シリコ /コム

空気弁/ポリメチルペンテン
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圃盟国 ~問!?

パスタなべ 閉園

パスタも電子レンジならクイック調理。

。ま絹に大量のお測を沸b、すとともなく、短時間でパスタh'

ゆでられます。

口火を使わないので、暑い季節でもキッチンに燃がともらず

4気宣銅，'!.，

Gフタ kti男ぎりのぎるになるので、温野菜周￠掴理なべとし

ても便利です。

パスタを析って入れる 電子レンジOK

イ スタイルバスタなべ

XPM-1WES

C/T24 756625
径 180 ・ 132 口径 1 回
実用容量 1 ，OOOml

柑フタ取っ手スコ山河ーク

/ポリプロピレン

ロ

古らだドライヤ 間~

野菜をパリッと。さらだドライヤー。

ロガラスは食概として使えるサラダボウル禿犬。

。フタにスノコ tt·付いているので、整し棋としても使えます。

主\

型企し標として

イスタイルさらだドライヤ

SBD-1WES

c/了 12 756656
径 173· ;f; 1 日口径 164

満水容量 1 ，700ml

レ

ン

払

レ

ン

マ

ロ

ト

ッ

プ

脂

ト

ム

タ

紗

岬

ル

フ

/

一

ト

コ

ロ

」

フ

タ

カ

チ

て

円

コ

門

川

什

ン

ノ

具U

U

レ

ス

留

〉

貿“

初

~

ほとクッ力 間
・子'\.0';":';周

電子レンジで簡単たまご調 1旦

口火を使わず短時閉で嗣理ができるので、朝食やお弁当

作りに便矛 '1

イ スタイルたまごクッカ

XEC-1WES

c/了 36 756601
幅 80 奥 74 ・ 89 口径 63
実用容量 150ml たまご 1 個周
フタをしたまま電子レノソ仁 K

材質 フタ/ポリプロピレン

102

スクランブルエッグや

半熱卵が電子レンジで

約 30 秒f小ら 50 秒で

簡単につくれます。

」
電子レンジ OK



酢てき野菜 日量

お酢と野菜をかんたん調1旦

。浅漬けや果実酢を作ってそのまま保存できるポットです。容量の

目安目盛り付き。

。料理研究家 中山章子監修のオリジナルレシピ付き。

。耐熱ガラス製なので、におい移りの心配も少なく、煮沸免多食

務浅い載燥機も OK。

。フタイサぎなので、ラップ不要でごみも自胤。

冷蔵庫のドアポケット

で保存OK

イ スタイル酢でき野菜

SUY-1GES

C/T24 756786

帽 102 奥 90 ・ 185 口径 80
実用容量 100ml

6夢

材質フタ/ポリプロピレン

フタパッ今ノ/ンリコーノゴム

@時 ;Y.!~ 圃冨圏

エコ クッキンゲカップ 圏直

野菜もムダなくレンジで工コクッキング。

。残った野菜や動十で、もう 品電子レンジ暗室ができる電子レン

ジクッカ 。0<仁仁 800)

。手づくりジャムも刊塁に電子レンジで作れます。0<仁仁 4∞)

口料理 Z丹突家 中山富子監修のアイデイアレシピイサき。

。フタをしたまま電子レンジ加熱 OK なので、ラップ不要でごみも

即j乱作ってそのまま保存もできます。

ー/

...
ー

ー
フタをしたまま
電子レンジ OK

便利な敗つ手イサき 冷蔵市首保存

if e ~

イスタイルエコクッキ/グカップ イスタイルエコクッキングカップ

XCC400GES XCC~ 凹GES

c/了 24 756762

帽 146 奥 110 ・ 82 口径 105
実用容量制 Oml

3匁
怪

口沼
田

9

・
円
6
m

6
3
0

5
1
0

7
1
8

J

量

4

i

F

ロ
山
川
軒

町
帽
劃
材質フタ/ポリプロピレン

フタパッキノ/ンリコーノコム
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氷も砕けるブレンダー。

。氷を砕く強力/てワ のチヲンコ トステンレヌ製のミキサ 力ッヲ 。

大根おろしも作れます。

。少しだけ揖梓したい時に便利な「フラッシユ」スイッチ付き。

。料理研史家中山章子の 8 レシピ付き。

大根おろしも簡単に

砂

ブレンダー

em
ハリオブレンf

EHJN-1

C/T3 401952
幅 175 奥 155 高 370 口笹 121

ミキサ容量 75 印nl

材質 コップフ夕、ノマミ スイッチ Aas 樹脂

ミキサ本体 コップフタ アルミ合金

フタパッキ/ ミキサパッキ/ シリコ /コム

ミキサコップソタガラス

ミキサカッタ チタンコ トステンレス

ミキサ コッフ台 ポリフーロピレン

圃冨圏
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