
CAMPAIGNCATEGORY

1開 *製品の仕桜は品質陶上のため予告なしに変更する喝合"13\ありますのでご了承〈だきし、



「生活」に密着したアイテムをお届けします。

毎日の生活の中で便利に使っていただけるものを。

キャンベーンのカテゴリーでは、毎日の生活の中で便利に

使っていただく、使い勝手の良い製品を取り揃えています。
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E盟国置

フリーポット 直面
開用

持ちやすい、洗いやすいが基本です。

。持ちやすい尭夫で、冷蔵庫のドアポケットに納まるサイス。

口口が広いの明恥中ずしいつまでも清潔に使えます。

。耐然ガラス製なので、色ゃにあ、いもうつりにくく、例51-5先多

食告書洗い乾燥機の使用も O K，

持ちやすく、

;主ぎやすい丹外夫
ドアポケットに

納まるサイズ
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調.

CAMPA K;N受注単位 IC パ

フリポット 7凹

FP-7BU

C/T15X2 035102

幅 92 奥 88 ・ 190 口径 80
実用容量 100ml

車蹄ポット圏
一闘用

宮司

.

.

CMザ叫N 受注単位 ICパ

冷蔵庫オマットスリム N

RPL-14BW
C/T24 630611
幅 13E 奥 92· ;f; 2関口径 81

実用容量 1.40 印"'

Cん"仙eN受注車位 ICI 了

フリ オマット 1却O

FP-13BU

Cパ15X2035119

幅 95 奥 94 高 280 口径 80

実用容量 1.300ml

材質フタ/ボリプロピレノ

Cん""心 N 受注単位 ICI 了
冷蔵噂オマットスリム B

RPB-14DBU

C/T12X2 036000

幅 135 奥 92 ・ 288 口径 81
実用容量 1 .4 00m
本個摘は付いてい愛智ん

材質フタ ハノドル/ボリプロピレノ
パンド/ステンレス



水出し茶ポット ~

水だけで抽出する水出し茶。

。茶葉 15 9 程を直接ポットに入れ、水を 1000 の目盛りまで

入れます。 (MD-10· MDP)
。フタをして冷蔵庫に入れ 3~6 時閉置いてできあがり。

。フィルタ メッシュ付ぎのフタなので、そのまま;主げます。

~，

CN& PJG 州嬰 it.$. 位 1C パ

水出い茶ポットベビリフ

MD-5BL

C/T24 034211
帽 84 奥 82 ・ 160 口径 76
実用容量 500ml

水出し茶ポット圃
臨海用

司仰

UJ& A心N 受注単位 1CI 了

水出し茶ポットベビリフ

MD-10BL

c/了 24 03422E

幅 84 奥 82 ・ 265 口径 76
実用容量 1.000ml

かご網茶としの付いた水出し茶ポット。

。h、ご綱の茶としに茶葉を入れ、水を入れます。

ロフタをして冷蔵庫に入れ 3~6 時聞置いてできあがり。

口お茶を抽出したら、 fう、ご綱茶としを取り外して保存tJ

できます。

UJ&I»SN要注車位 1CI了

かご網イすきオくt±1し茶オマット

HCC-12LG

C/T24 032859
帽 125 奥 93 ・ 290 口径 88
実用容量 1 .2 00ml
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E盟国置

茶菓と水を入れる

冷蔵庫で ]~6 時開

冷やしてできあがり

CんA伊川eN 受注車位 1CI了

オく出し茶オマット ベビ リ フ

MDP-10BL

C/T24 034242
帽 123 奥 82 ・ 265 口径 76
実用容量 1.000ml

フィルタメッシユ

イすきのフタ

附フタ茶こしフレーム
/ズリプロピレノ

メッンュ/ポリエステル

フタ J守ッ今ン/ンリコーンゴム

\~ーノ
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. .置

書
己主岳

耕急須直E

より使いやすきを追求しました。

。お字誌の色合いが目で愉しめます。

。;!3茶の薬か広がりゃずい大きな系とし付き。

心持ちやすい丸形のツマミ。

‘)
置lim
umA心N 受注車位 ICパ

茶茶急調丸

CHJMN-30T
Cパ24 093102
。高 143 奥 98· ;t;98 口径 94

実用容量 300ml

GD
umA刷受注車位ICパ

茶茶急調丸

CHJMN-45T
c/了24 093119

幅 155 奥 118 ・ 95 口径 94
実用容量 450ml

GD
umAK;C 受注単位 IC パ

茶茶急調丸

CHJMN-70T
C/T24 093126

幅 173 奥 132 ・ 108 口径 107
実用容量 100ml

材質フタ/ソータカラス

策こし/ステノレス
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.・~l~'四剛盟国

リーフティーポット 圃
~温用

大きく長い茶としにとだわりました。

ウ

C助制C剖受注単位 1C/T

リーフティーポ、ノト・ピュア

CHENｷ70T

C/T24 391338
幅 165 且 123 高 151 口笹 82
実用容量 700ml 4 杯周

材質茶こレ/ステンレス

。

CNM' A陪N 受注単位 1C/T

リーフティ ポット・ヒ.ュア

CHEN-36T

C/T24 391321
幅 133· 且 101· 高 118 口笹 65

実用容量 360ml 2 杯用

C深葉が広がり、かつ少聖のお湯でも抽出しやすいように

大きく長い茶としを付けました。

00 茶Ie フルーツを入れてアレンジテイ も愉しめます.

C深亡しを外して電子レンジ OK"

ポッ卜とグラスをコーテ、ィネイ卜。

Oポットとグラスを同じハープ柄で揃えています。

0茶菓が広がり、かつ少聖のお湯でも抽出しやすいように

大きく長い茶 ζ しを付けました.

0茶ζしを外して電子レンジ OK"

む

圏圏

1\ーブティーポット

CNM' A巴N 受注単位 1C/T

ハーブティーゲラス

HGT-2HW

C/T48 419223
幅 102 ・且 77· 高 117 口笹 77

満水容量 280ml

CNM' A巴N 受注単位 1C/T

ハーブティーポット

CHE-36HW

C/T24 391055
幅 133 且 101 高 120 口笹 65

実用容量 36 町別 I 2 杯周

材質茶こレ/ポ'!プロピレ〆
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·里宜四回剛lUI・

ジャンピングトフ 圏
電子レシタ凋

茶葉が動きやすい、丸形ティーポット。

Oお茶の色合いが目で愉しめます.

07:n:茶ζ しが付いているのでそのまま注げます。

Oティーバッグを引っ掛けるフック付き。

,r , 咽

Wて

茶ζし付きのフタ

う
CM\P刈世ぜ受注単位 lC/T

ジャンピングリーフ p. 500

JPP-50W

C/T24 019713
幅 140 奥 114 高 135 口径 97
実用容量 50 白川 2-3 杯用

フタをしたまま電子レンジ OK

材質フタ茶こし取っ手バンドホルダ
/ポリプロピレン

メツンュノポリエステル

ホルダパッキンノシリコ シゴム

茶茶・なつめ 固

茶葉が目詰まりしない工夫がうれしい。

0注いでも目詰まりし主い L 型茶 ζ し付き。

O広口なので、底まできちんと洗えます。

〆'

μ/

ノ
em
C酬P掲N 受注単位 lC/T

茶茶・者つめ

CHRN-4N

Cバ24 093157
幅 160 奥 116 高 143 口笹 99

主用容量 70 0m l 4 杯周

材質 フタ/ソーダガラス

""こし/ポ'!プロピレ/
メッシュ/ポリエステル

em
CM\PAlGt叶受注単位lC/T

茶茶 t，;:つめ

CHRN-2N

C/T24 093140
幅 150 奥 105 高 116 口笹 99
冥周容量 360ml 2 相周

/一村

rら=弐 j
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E盟国置

綿7ラツティ 固
一一一一一一一一一一一一一一一一一 魯温厩

フヲを押さえずに注げます。

ひ注いでも目舘まリしない L聖茶とし付主

C掴命、いメッシュの茶としなので、紅茶も日本茶も

お業しみいただけます.
C痛としを外して電子レンヲOK.

Oフラット怠フタですっきリ収抽、シンプルスタイル.

白岬ぷ到受注車位 IC月

茶葺 ヌヲッティ

。~F-45GG

CIT24 096400
繍 148 .j亀 lOS·"‘'田口径制
支局容量 4抽nl

.智ヲタヨEこし I~I)プロピレノ

;l. ?'Y.>./~リエス子ル

ゐ

闘用

ァィーポシトティォ 固

臼M臥日せ受企車位 ICIT
ティポットティオ

NRT-3TW-G

CIT24 319462

幅 138 奥 110 ・ 154 口径 84
実周容畳 45伽l

材質刊 1#') 泊ピレ ν

u. 長こし，ステノレス

t

;忘る

茶菓がゆったり広がるジャンピンク、ポット。

O策譲市広がりやすいデザインのポットにしました。

。フタの内側にはステンレスメッシユフィルタ を

付け、茶葉もれの心配がありません。
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E盟国置

ハリオ lレヴライトNE
齢混用

プレス式のティーポット。

口紅茶棋の定替「ハリオルシリ ス」。

口紅茶はもちろん、ハブティ などお茶の種類を

選びません。

ミー----1

CM\以刷嬰注車位 I CI了

ハリオルブライト N

THJN-2HSV

Cパ12 221253
帽 110 奥 78· ;f; 179 口径 73

実用容量 300ml

材質フタンャフトフィルタ 式
ホJレター /、ンド Jレ/ステンレス

フタツマミ/ボリプロピレノ

ホットゲラス ~

ホットでもアイスでも楽しめる耐熱ガラス製のグラスです。

ζ熱いお飲み物を入れても持てるように、ホルダ を付けました。

ロホット アイス両方に使えるのて慢でモ更でも季節を問いません。

口受換制 fう、あるのでガラスが割れても歩心です。

116

園F
CAムザ.M;N 受注単位 ICI 了

ホットグラス 8 ブライト N

HJNN-8HSV

c/了24 221208

幅 96 奥 62 ・ 106 口径 60
満水容量 250ml

CAl胤刷受注車位 I CI 了

ホットグラス 10 ブライト N

HJNN-10HSV

c/了 24 221215

幅 96 奥 62 ・ 130 同差別
満水容量 310ml

材質ホ Jレター/ステンレス

一ー

CM\ P~剖受注単位 IC パ

ホットテュ ハイグラス

HWC-8SV

C/T24 418653
帽 98 奥 62 高 106 口径 60

満水容量 25 印"'

CA仰A心N 受注単位 ICパ

ホットテュ ハイグラス

HWC-10SV

Cパ24 418660
幅開奥 62· ;fj131 口径印

潟水容量 310ml

材質ホルタ /ステノレス



水出し瑚排ポット 画
験·用

E盟国置

手軽で美味しい水出し瑚排がつくれます。

C糊liI粉とホだけでアイス瑚fjF!う吋午れます。

。粉全休が湿るように少量ずつオ〈を注ぎ、「のJ ~一手を錨くように

ドリップします。

。水を;主ぎ終えたら、冷蔵庫で 8 時F固形割自出してできあがり。

本写真はイメーγH。

と使用の際 a ストレナに

測功粉か入り 1駐す。

水をパンドの高ざ持ちやすいハンドル

まで入れる

/ 〆"
ー-、，

アイスストレナ アイスコヒが

に分くを)れる すぐにできる

白川'AlC州 安主主単位 ICパ

オく出し瑚排オマットミ二

MCPN-7B
Cパ24 163966

幅 138 奥 94 ・ 208 口径 88
凶来上り容量 600ml 5 杯専用

V60 アイスコヒメ力 ~
糊用

C州以刷受注車位 I CI 了

水t±1し瑚 5井オマット

MCPN-14B
C/T24 163973

帽 138 奥 94 ・ 294 口径 88
凶来上り容量 1.000ml 8 杯事周
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ドリップしながら氷で冷やす。

急冷式アイスコーヒーメーカー。

。畏いアイスストレナがドリップしたてのコ ヒ を急冷

ずるので、アイスコ ヒ 先手軽にすぐ楽しめます。

ロドリツパはコ ヒの層が深くなる「円ずい形」。しつ D

り旨味を州出します。

d

UMP~引受注車位 ICI了

VfJJアイスコヒメカ フレッタ

VIC-7B
C/T24 142084
径 123· ;f; 320 口径 84

凶来上がら j 容量 520ml 4 杯周

V60I↑量スプノ VCF-02W10 牧付き

材質 フタ ドリッパー アイスストレーナー

分ホ器 富十量スプン/ポリプロピレン
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・巨間四朗E・・

削ドリップイン 圃園
熱湯用 車火不可

美味しくドリップ、しかもコンパク卜。

。スパイラJレリブ採用「円すい形ドリツ/て 」なので、ぺ /て の

手軽きでネJレドリップの味わいが楽しめます。

。ドリツ/てがサパ の中に納まるので、コンパクトに収納がで

きます。

ロポットは電子レンジ OK。お飲み物の温め直しができます。

/

シ〆

ドリツ/て 内側

フタが外れる

CAMPNGN 蚤J主単イ'Q: 1C/T

V60 ドリップイン

VDI-02B

C/T24 142404
幅 185· 奥 127· 高 176 口笹 116

主用容量 7∞ml
veF 心2M 10 枚付き

材質 フタハ/ドルパ/ド ドリッパ

/ポリブロピレ/

ー-

V60 コーヒーサーバーセット 圏固

em
CAMPNC剤費〉主単位 1C/T

VffJコーヒーサーハー 02 セ、ノ卜

VCSD-02R

CIT18 020665
幅 180 ・奥 125· 高220 口笹 92( ポット)

主用容量(バンド下) 700ml
ドリッパー 1~4 杯周

V印旨置スプンぺパフィルタ 10 枚付き

フタをしたまま電子レンジ OK

118

‘m')
CAMPAιN 蚤注単位 1C/T

VffJコヒサパ 02 セッ卜

VCSD-02CBR

C/T18 020658
幅 180 奥 125 高 220 口笹 92 (ポット)

主用容量(バンド下) 70 印nl

ドリッパ 1~4 杯周
V印計量スプ/ぺパフィルタ 10 枚付き

フタをしたまま電子レ/ジ OK

材質フタ取っ手バンド弐 ドリツパ

計量スフーン/ポリプロピレン



コーヒーサーバー 聞固

シンプルだから使いやすいサーバーです。

E盟国置

ロコ ヒ ドリッパか切る口径サイズム

。持ちやすい取っ手、フタをしたまま電子レンジ OK と

使い勝手のよいデザインです。

ロホットもアイスも OKの耐熱ガラス製。

フタをしたまま
電子レンジ OK

持ちやすし切実つ手 院習しやすい

フタツマミ

CAl胤刷受注単位 I CI了

コヒ&ティサパ テコ

TC-1凹B

C/T24 0444 附 1

幅 180 奥 138· ;f; 148 口径 92

バンド下容量 1 ，OOOml

材質 フタハン引いハンド/ポリプロピレン

CM\以刷受注単位 I CI 了

テコ ドリッパセット

TCD-100B
C/T18 142459
幅 180 奥 138· ;fj 210 口径 92

バンド下容量 1 ，OOOml

材質 フタハン引いハンド ドリッパー/

ポリフロピレノ

レンジサパ 圏固

C州凶剖受注車位 ICI 了

販程レンジサパ 36

NXMS-36TB
C/T24 379664
幅 130 奥 107 高 105 口径 85

実用容量おCrn l 1~3 秤周

フタをしたまま電子レノジ"

CM\P~剖受注単位 ICパ

販程レンジサパ 60

NXMS-60TB
C/T24 379671
餌 137 奥 120 高 127 口径回

実用容量 60加I 3~5 杯周

フタをしたまま電子レンソ"

CA仰A心N 受注車位 ICI 了

販程レンジサ パ 80

NXMS-80TB
C/T24 379688
餌 140 奥 130 高 147 口径 85

実用容量ぼ)J ml 4~7 杯周

フタをしたまま電子レンソ"

材質 フタハン引いンド/ポリプロピレン
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·_.!.'8.tl:l到国岡田.

スチーム世ジン錫 圃圏
直火...子レシタ眉

出来上がるまでを楽しむ、フタがガラスのタジン鍋。

0耐熱ガラス製のフタ怠ので、調理の具合をフタをした状態で見るととができます.

0鍋は耐熱陶器なので、調理してそのまま食器として使えます。

0直火ー電子レンデ OK なので幅広く料理を作れます.

0料理研突家中山章子の 25 レツピ付き.

※電子レングは庫内幅 240mm以上庫内高さ 180mm以上の電子レングでご侵珂いただけます。

120

GD
CAMPAIGN受注単位 1C/T

スチーム宝ジン鍋

TND-200PW

Cバ6 803138
笹 230 高 170 ロ桂 2∞
満木容量 60白ηl

、-ーーー，戸、

GD
eN叫A巴N 受注単位 1C/T

スチーム宝ジン鍋

TND-200COR

C/T6 803145
怪 230 ・高 170 ロ笹 200

満木容量 600ml

材質 フタツマミ/ポリプロピレシ
鍋/耐熱陶器



スチーム何ン鍋 IH 医霊園

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。

口金属製の鍋なので IH 直火 OK です。

。子 ブJレの上で調理が出来上がるまでを貝て楽しめます。

。料理研宍家中山章子の 25 レシピ付き。

、-司瞳--

·・~'M'~.!.'剛E・

J
、~ーー・園田~

em
CAMPAιN 蚤注単位 1C/T

スチーム虫ジン鍋 IH

TND-200IHBRD

C/T6 803152
イ£230 ・高 165 口笹 200

満水容量 600ml

直2)
eN岬AιN 蚤注単位 1C/T

スチム虫ジン鍋 IH

TND-200IHB

C/T6 803169
笹 230 ・高 165 口笹 2∞

満水容量 600ml

材質 フ夕、ノマミ/ポリプロピレ/

鍋/アルミ ステンレス
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・巨間四朗E・・

-{~，
酌ン対エコ&mevtるωど

レンジでゆでやか&パス告 圏
竃子レクジ眉

とれひとつでゆで野菜もパスタも。

。ゆで野菜、蒸し野菜がレンジで簡単。

。湯きりパスケットが付いて、パスヲもラウラウ。

。寸リジナJ レ 8 レシピ付き。

-,

ー一~.

ーヨ..ー

om
o州P刈GN 蚤注単イ立 1C/T

レンジでゆでやさい&パス;<

XUY-1PW

C/T18 757400
幅 213 奥 170 高 118 口笹 162

実用容量 1 ，αlOrn l

直2J
CAMPρι 判費〉主単位 1C/T

レンジでゆでやさい&パス;<

XUY-1AG

C/T18 757417
幅 213 '奥 170 ・高 118 口笹 162

実用容量 1 ，αJOml

材質フタ取っ手リ/グバスケット

/ポリブ Pロピレ/
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レンジでパス告ソス 圏
・子レクタ周

電子レンジで本格パスタソース

。野菜たっぷりパスヲソ スが簡単。

ロフ合、取っ手付きで、保存も便利。

。寸リジナJ レ 6 レシピ付き。

em
CAMPNC剤費注単位 1C/T

レンジでパス;<ソ ス

XPS-70PW

C/T24 757462
幅 148· 奥 110 ・高 114 口笹 105

実用容量 7α Jm l

em
CAMPAιN 蚤〉主単位 1C/T

レンジで Hス;<ソス

XPS-70AG

C/T24 757479
幅 148 奥 110 高 114 口笹 105

実用容量 70α 明l

村質 フタ/ポリプロピレ/

ノマッキ /1 シリコ /ゴム

.・ ~'M'~.!.' 剛E・

レンジで品おかず 圏
・子レやク周

レンジで手早くもう一品。

ひもう 品おがずが欲しいときに簡単レンジ調理。

ロフ夕、取っ手付きで、保存も便利。

。寸リジナ J レ 6 レシピ付き。

、歯ト

ー

冒

『

ー・4

_..~

em
CAMPNC訓蜜〉主単位 1C/T

レンジで品おかず

XI0-40PW

C/T24 757486
幅 146· 奥 110 ・高 82 口笹 105

実用容量 4α Jm l

em
CAM附叫吋蚤注単位 1C/T

レンジで品おかず

XIO-40AG

C/T24 757493
幅 146 奥 110 高 82 口笹 105

実用容量 4αJml

材質 フタ/ポリプロピレン
ノマッキ /1 シリコ /ゴム
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·_.!.'8.tl:l到国岡田.

レンジでげツト 圏
電子レンジ凋

余ったごはんと野菜で、簡単リゾット

0余りごはんでリゾッ卜が簡単。

07空はお茶碗にもなります。

0オリヲナjレ 6 レシピ付き。

園

万

‘EJC品"AιN 登注単位 1C/T
レンジでリ、ノッ卜

XRZ-1PW

C/T24 757424
幅 155 奥 131 高 126 口桂 130

実用容量 45 0m l

レンジでごはんオ炊き 圏
電子レンジ周

電子レンジで炊く・蒸す・煮る

0電子レンジで 1 合分のごはんが手軽 ι炊けます。

07 :$1 1<: 付いているスノコで、蒸し器としても使えます.

0才リジナ lレ 6 レシピ付き.

唖EJ
CAM 臥巴 N 受注単位 1C/T

レンジでごはん合炊き

XRCN-1PW

C/T12 756908
幅 195· 奥 162· 高 140 口桂 162

実用容量 1.1α Jm l ごはん合用
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em
CAMPAIGN 受注単位 1C/T
レンジでリゾッ卜

XRZ-1AG

C/T24 757431
幅 155· 奥 131· 高 126 口在 130

実用容量 450ml

材質 フタ/ポリプロピレン

em
CAMPAIGN 費注単位 1C/T
レンジでごは九一合炊き

XRCN-1AG

C/T12 756915
幅 195 奥 162 高 140 口笹 162
実用容量 1.10αnl ごはん合用

材質フタ式パンド取っ手
計量カップ/ポリプロピレン



.・~'M'~.!.'剛E・

レンジでたまご料理 圏
電子レンジ周

忙しい朝にもう一品。

。寸ムレツなどのたまご料理が簡単。

口取り出しに便利な取っ手付き。

。寸リジナJ レ 3 レシピ付き。

CID
CN岬刈GN 蚤〉主単位 1C/T

レンジでたまこ芋 H里

XTR-1PW

C/T36 757448
幅 1 5C・奥 111· 高 69 口笹 105

実用容量 2αJml

CID
o州P刈GN 蚤注単位 1C/T

レンジでたまと料理

XTR-1AG

C/T36 757455
幅 1 5C奥 111 高田口笹 105

実用容量 2αI 川

材質 フタ取っ手水ルダ /ポリプロピレ/

お弁当のおかずにちょうどいいサイズ。

-.-.-------・----------.--=.---
-=.---晶

....---.

レンジでスクランブル工ツグ 圏
電子レ':or;';周

。スクランブ Jレ工ツゲが短時間で簡単。

。フライパンや油を使わないがら忙しい朝に大活躍。

。寸リジナ J レ 3 レシピ付き。

CID
CAMP 刈GN 蚤〉主単位 1C/T

レンジでスウランプル工ッグ

XEC-1PW

C/T36 757349
幅 80 ・奥 74· 高 89 口笹 63

実用容量 1 5C ml たまご個用

CID
CAMF刈GN 蚤注単位 1C/T
レンジでスウランプル工ッグ

XEC-1AG

C/T36 757356
幅 80 ・奥 74· 高 89 口イ £63

実用容量 1 5C ml たまご個用

材質 フタ/ポリプロピレ/
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・巨間四朗E・・ eｷPi;;';; 協

果実酢ポット 圏

電子レンジで早ワザ果実酢。

び季節の果物で果実酢老手作りできます。

。サワ ドリンクカ獲しめる寸リジナ Jレレシピ付色

。フヲ付きなので、保存に便利です。

〆

果実酢&リ力ーポット 圏
電子レシ 5咽

果実酢や梅酒を電子レンジで簡単に。

OD
CAMP，正剤費注単位1C/T

果実酢ポッ卜S

SKJ-1BRD

C/T24 531901
幅 116· 奥 82· 高 96 口笹 75

出来上がり容量 1 5C ml

材質 フタ/ポリフロピレン

ノマッキ /1 ンリコ /コム

。サワ ドリンクやお酒の寸リジナ Jレレシピ付き。

ロフヲ付きなので、保存に便利です。

126

OD
CAMF刈GN 蚤注単位 1C/T

果実酢&リカーポッ卜 M

SSK-500BRD

C/T24 531918
幅 130 奥 90 高 141 口笹 73

主用容量 5∞ml ~!~
OD
CAMF刈GN 蚤注単位 1C/T

果実酢&リカ ポッ卜 L

SSK-1000BRD

C/T24 531925
幅 150 ・奥 110 ・高 166 口笹 73

主用容量 1.00 印nl

材質 フタ/ポリフロピレン

/マッキ /1 ンリコ /コム



浅漬けパック・ピクルスポット

おうちで酢漬けを作って、保存。

。お酢を使った即席漬けやピクルス老手軽に作れます。

。寸リジナJレレシピ付き。

。フタ付きなので、保存に便利です。

圏

-

m

d

r
r
r
v
v
L
L

「
副
寸

J
1
4

酢 て き 品 お か ず圏
・子 レ シ ジ 周

eｷPi;;-kl:ζ .・ ~'M'~.!.' 剛E・

固

GD
CAMPAJ(訓蜜〉主単位1C/T

浅漬けパジヴ

SAP-800BRD

C/T24 531949
幅 152 奥 136 高 95 口笹 13 口

実用容量 BαJml

材質 フタ/ポリフロピレン
ノマッキ /1 ンリコ /ゴム

お酢を使って、ヘルシークッキング。

。お酢を使ったお力、ずを手軽に調理できます。

。寸リジナ Jレレシピ付き。

口調理をして、そのまま食器としても使えます。

間

GD
CAMPAι判費〉主単位1C/T

ピウルスポッ卜

SPP-700BRD

C/T24 531956
幅 102 奥 90 高 185 口笹 B口

実用容量 70 町nl

材質 フタ/ポリフロピレン

ノ寸ツキン/ンリコ ンコム

‘m'lJ
CN岬AιN 蚤注単位 1C/T

酢てき品おかず

SQZ-1BRD

C庁18 531932
幅 195· 奥 163· 高 95 口笹 163

実用容量 4田町 nl

材質 フタバ/ド取っ手/ポリプロピレ/
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..~"~':I'~'団自国圃

ガラスの夜漬け鉢

食卓に飾りたくなる、ガラス製の一夜漬け鉢。

C澄明なので野菜の彩リが見え、食卓~L檀いても様

になる札噴け鉢です。

。器も重石も、色ゃにおい移りのしにくいガラス製。

Oオリジナlレレシピ付き。

*耐熱ガラスではありません。

'--ーず

CMlPAlGI刈憂;主単位lC/T

ガラスの夜漬け鉢 S

GTH-ST

C/T12 097872
径 123 ・高 96

票用容量 4旧日 ml

仁ftMP A匹N 受注単位 IC/T

ガラスの一夜漬け鉢 M

GTH-MT

C/T8 097889
径 142 ・高 11 口

実用容量 700ml

村賀 ガラス本体重石/ソ←ダガラス
トング/竹

ス告ツキ 圏固

フタをしたまま電子レンジ OK 。

保存容器のベストセラ一。

07 習をしたまま電子レンジ加熱 OK。ラップ不要、繰り

返し使えるので、環境にも家計 ιもやきしい製品です。

O調理の下ごしらえから、保存・温めなおしまで幅広く

使えます。

O入れ子になるので、コンパク卜に収納できます。

ｭ7タをしたまま

電子レンジOK

CMlPAlGI吋憂注単位 lCIT

スタッキ 3個セット

SYT-2418COR

CIT18 092488
3 幅 114 奥 112 高臼ロ在 105

5 幅 142 '奥 138 '高 65 口笹 131

12 幅 170 '奥 168 '高 78 口1!l l60

満水容量 3氏加l 庇冷TIl ， 1 ，20伽l

フタをしたまま電子レ〆ジ OK

CMlPA白リ受注単位 ICfT
ス合ッキー 3個セット

SYT-2418CG

C/T18 092471
3 幅 114 奥 112 '高 53 口在 105

5 幅 142 且 138 '高 65 口笹 131

12 幅 170 且 168 高 78 口笹 160

満水容量 3αlml' 6αlml' 1. 2日lml

フタをしたまま電子レンジ OK

材質 フタノポリプロピレノ
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レンジ釜 圏圏
一一一一一一一一一 ・子レンン周直火不可

O電子レンジで炊く 蒸す 煮るの調理が簡単に美味しくできます。

O中 75を外して本体の中に「すのL: J として入れれば蒸し器に

早変わり。

。周理例のレシピ付き。

F

、、

白川A回せ受注単位 lCfT

耐熱ガラス製 レンジ釜

XRC-100TW

CfT18 859715
幅 195 且 153 高 135 口在 153

実用容量 1.1 ∞ml 1 合周

2日J2年度グッドデザイ〆賞優賞

材質フタ一式取っ手し.~じ
計量カップ fポリプロピレシ

.・ ~l~' 四剛盟国

片口ボール 圏
一一一一一一一一一一一 電子レ日明

c_ 刈GN 受注単位 lefT
片口ポール 3個セ γ ト

KB-1418

CIT18 892712
S 幅 113 ・且 105 ・高 60 口笹 105

M幅 137 ・且 131 ・高 70 口笹 131

L幅 1関車 160 高 60 口笹 1印

満水容量 3仙川5/白川町古川

CM'f' AιN 受注単位 ICfT
片ロホール 4 個セット

KB-1718

C斤18 893030
ss 幅 86 島辺高 50 口桂 82

S 幅 113 且 105 高 60 口桂 105

M 幅 137 且 131 高 70 口笹 131

L 幅 168 且 160 高 80 口桂 160

満水容量 150ml' 30伽卜 570ml ・ 9医Jm l
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