
01 包丁シリーズ

ビクトリノックス

〈牛刀〉19㎝
【サイズ】全長310×刀身190、背厚1.8mm
【素材・材質】ステンレス鋼　【重量】95g
〈ペティナイフ〉12㎝
【サイズ】全長230×刀身120mm 背厚1.1mm
【素材・材質】ステンレス鋼　【重量】45g

通常セット価格10,200円（税抜）の品→

芳忠 ヴォストフクラシック

堺孝行 正弘

50%OFF SALE
牛刀＋ペティナイフセットF-0001

5,100円（税抜）
36㎝
【サイズ】全長485×刀身360mm
【素材・材質】グレステン鋼　【重量】135g

通常価格9,800円（税抜）の品→ 4,900円（税抜）

現品限り

【サイズ】全長320×刀身180mm

通常価格15,000円（税抜）の品→

匠の槌目ダマスカス
和風三徳包丁

F-0005

7,500円（税抜）

現品限り

【サイズ】全長290×刀身150mm

通常価格12,000円（税抜）の品→

出刃 15cm
F-0006

6,000円（税抜）

現品限り

現品限り

【サイズ】幅22×奥行12×長さ223mm／刃渡り110mm
【素材・材質】ステンレススチール、ポリプロピレン
【色】レッド/ブラック

1,100円（税抜） 1,100円（税抜）
【サイズ】全長214×刀身100mm
【材質】ステンレススチール、ポリプロピレン
【色】レッド/ブラック

ウェーブナイフF-0002 トマト・ベジタブルナイフ
F-0003 ペティーナイフ

スイスクラシック 波刃

F-0004

細かい波刃が食材を確実に捉えるので､熟したトマトや果物
をつぶさず､きれいに切り分けることができます。

ハガネ本割込包丁です。鋭い切
れ味が持続すること間違いな
し。お値段もぐっと下げましたの
で、お買い得商品です。

【サイズ】全長360×刀身240mm 背厚2.08mm
【素材・材質】スウェーデンホルム特殊鋼

通常価格17,700円（税抜）の品→

グランドシェフ スライサー 24cm
F-0009

8,850円（税抜）

現品限り
【サイズ】全長435×刀身300mm 
【素材・材質】スウェーデンホルム特殊鋼

通常価格8,300円（税抜）の品→

グランドシェフ ウェーブナイフ30cm
F-0010

4,150円（税抜）

現品限り
【サイズ】全長350×刀身210mm
【素材・材質】安来鋼

通常価格4,200円（税抜）の品→

正夫 安来鋼 PC柄 21cm
F-0011

2,100円（税抜）

【サイズ】全長240×刀身130mm
【素材・材質】ブレード材：特殊ハイカーボンステンレス刃物鋼1.6mm厚　
ハンドル：エラストマー樹脂（抗菌剤入り）
【色・柄】くま（青）高学年向き・うさぎ（赤）低学年向き・
　　　 りす（黄）幼児向き

通常価格2,300円（税抜）の品→

こども包丁
F-0012

1,150円（税抜）

現品限り

錆びに強く、不純物のきわめて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人むきに加工したシェフ用の高級包丁です。

大阪 堺で1913年より創業されている
芳忠の出刃包丁。
お値打ち価格です。

【サイズ】全長333mm 刃渡り200mm 背厚3.2mm
【素材・材質】クローム・モリブデン・パナジウム
　　　　　 （ステンレス硬度56±）

通常価格22,300円（税抜）の品→

牛刀 20cmF-0007

11,150円（税抜）

現品限り

ドイツ・ゾーリンゲン・ヴォストフ社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を
得ています。

【サイズ】全長227mm 刃渡り120mm 背厚1.7mm
【素材・材質】クローム・モリブデン・パナジウム
　　　　　 （ステンレス硬度56±）　

通常価格11,000円（税抜）の品→

ペティナイフ 12cmF-0008

5,500円（税抜）

現品限り

スイスが生んだ世界の名品ビクトリノックスは、サーモンウェーブをはじめ、多種類の包丁に木柄を使用し、木の丸みをデザインに取り入れた美しく使いやすい包丁です。スイス製

ドイツ製

※表示価格には消費税（10%）は含まれておりません。別途申し受けます。

ゆうメール

料金後納
郵　便

※一部商品を除きます。

各 各

通常セット価格8,200円（税抜）の品→5,740円（税抜）
F-0081

2,150円（税抜）
【サイズ】400×345×H20ｍｍ
【重量】130g　【素材材質】ABS
※電子レンジ・洗浄機不可

半月盆

F-0069

1,000円（税抜）
【サイズ】50×24×H11mm
【カラー】黄色

icue 黄瀬戸

F-0077

7,000円（税抜）
【サイズ】重箱本体サイズ/φ120×H48mm、
　　　  蓋サイズ/φ120×H10mm
【色】白/赤

ミヤマsuuunお重 2個組

F-0078

3,600円（税抜）

大皿 かさね桜
【サイズ】250×250×H26mm

【カラー】白磁

菓子皿　しだれ桜
【サイズ】140×95×H15mm

ミヤマSakura 皿セット

F-0079

5,200円（税抜）

3,600円（税抜）

ミヤマ 酒器・ぐい呑み・小皿セット

F-0070

900円（税抜）
【サイズ】50×50×H10mm
【カラー】ピンク、白

かさね桜
F-0071

700円（税抜）
【サイズ】34×35×H9mm
【カラー】赤、白

結びきり
F-0072

800円（税抜）
【サイズ】φ40×H10 mm
【カラー】白

nest白磁

F-0073

800円（税抜）
【サイズ】φ40×H10 mm
【カラー】淡緑

nestヒワ

F-0074

正4.5寸
【サイズ】
φ136×H95㎜

朱刷毛目吉野
内朱 手描

F-0082

【サイズ】363×318×H18ｍｍ
※他サイズはお問い合わせください。

新半月両面盆
漆調春慶塗 /黒
2枚セット

F-0083

〈ノンスリップ加工〉
【サイズ】362×315×H18ｍｍ
※他サイズはお問い合わせください。

半月両面盆
後藤塗毘沙門天
SL/ 黒天朱
2枚セット

太陽をモチーフとした軽やかな伝統美
の器シリーズです。白磁土を薄く薄く
作り込み、土を1340度という高温にて
焼き上げました。それによって生まれる
磁器のしっとりとした質感。晴れの器
として、または普段使いにもご使用頂
けます。ミヤマロゴの入った木箱入り。

藍色の内側に生まれる斑紋や流紋が
独特な深みを生み出す28cmフラット
プレート。野に咲く花の五つの花弁の
ように自由で柔らかな五角形の器。

藤原厨機株式会社

〒720-0816 広島県福山市地吹町3-4
TEL:084-922-1902/FAX:084-922-1901
HP:http://kitchenland-fukuyama.com/
MAIL:info@fujiwara-chuki.co.jp

お
正
月

お
す
す
め
商
品

30%OFF
通常セット価格8,600円（税抜）の品→6,020円（税抜）

30%OFF

F-0084

【サイズ】363×318×H18ｍｍ

隅丸長手盆漆調塗 SL
尺 3　2枚セット

通常セット価格9,500円（税抜）の品→6,650円（税抜）
30%OFF

深山 箸置き2個セット 雑煮用お椀2個セット

通常セット価格
14,800円（税抜）の品→10,360円（税抜）

30%OFF

F-0075

正4.5寸
【サイズ】
φ137×H96㎜

正雑煮椀
黒吉野絵

F-0076

【サイズ】
φ135×H100㎜

高雄煮物椀
黒松唐草

通常セット価格
25,600円（税抜）の品→17,920円（税抜）

30%OFF
通常セット価格
64,000円（税抜）の品→44,800円（税抜）

30%OFF

shizuku 酒器（小）
【サイズ】85×85×H140mm（200cc）
【カラー】白磁

F-0080

ミヤマ ハナヒラムコウ
【サイズ】280×270×H16mm
【カラー】海鼠釉

crease ぐいのみ 2個
【サイズ】φ65×H40mm（50cc）
【カラー】織部
Sumi 小皿 4枚
【サイズ】79×79×H13mm
【カラー】白磁

♥ありがとう♥をこめて
KitchenLandから日頃の感謝を込めて「福ぶくろ」を

お届けします。
　お鍋　フライパン　包丁がかならず入っています。
メーカー・種類・サイズはお任せください。他数点は
何が入っているかはあけてからのお楽しみです。

2021 FUKU-BUKURO

数量限定　なくなり次第終了
3万円（税抜）以上の商品が入っています。

各15,000円（税抜）

キッチンランドからのお知らせ

キッチンツール相談会
を開催します！

鍋・フライパンの
おすすめサイズは？

予算内で質のよい
使える調理道具がほしい…

そのお悩
み

解決しま
す！

完全予約
制

お見積無
料！

まずはお電話、もしくはメールでお問い合わせください。

①

③

お電話、メールにて日時を予約

提案、お見積もり ④ お見積もりご検討 ⑤ ご成約、納品

② ヒアリング、ご要望の確認



【原材料名】ヘーゼルナッツ、砂糖、ホールミルクパウダー、ココアバ
ター、ココアペースト、大豆レシチン、乳化剤、白トリュフ（白色）/黒
トリュフ（黒色）、トリュフアロマ
【内容量】75g 個包装数/約１５粒
【生産国】イタリア　ウンブリア州テルニ

※表示価格には消費税（10%）は含まれておりません。別途申し受けます。

09 スタックボウル 10 野田琺瑯ホワイトレクタングル

11 ザル

13 ピーラー

15 テーブル小物

17 飲料・食品類

16 ギフト・雑貨

14 ハリオ

12 消耗品

通常セット価格（税抜）5,300円の品→4,240円（税抜）
【サイズ】175×120×H55mm
【容量】各400cc
【色】ネイビー/白磁

ミヤマ スタックボウルＬセット（上蓋付）
F-0039

F-0047

F-0048

漬け込んだお料理
をそのまま保存で
きるスタックボウ
ル。

表面にガラス質を使用し、食材や料理の風味と質を
変化させにくい保存容器です。においの強い食材を
入れても、においが移りにくいので安心。食品の冷凍
が可能です。本体を直接火にかけて温めることができ
ます。直火、オーブンでの使用も可。（シール蓋不可）

20%OFF

20%OFF

通常価格
1,480円（税抜）の品→ 1,000円（税抜）

銀のふきん＆トレピカスポンジセット

リピーター続出のふきんとスポンジが
セットでお買得 !!

F-0050

20%OFF

1,250円（税抜）【サイズ】W154×D103×H57mm
【容量】0.5L　【重量】約210g

【色】ホワイト

レクタングル深型 （シール蓋付き）S
F-0040

1,700円（税抜）【サイズ】W183×D125×H62mm
【容量】0.85L　【重量】約300g

【色】ホワイト

レクタングル深型 （シール蓋付き）M
F-0041

1,950円（税抜）【サイズ】W228×D155×H68mm
【容量】1.5L　【重量】約440g

【色】ホワイト

レクタングル深型 （シール蓋付き）L
F-0042

3,300円（税抜）【サイズ】W255×D160×H120mm
【容量】3.2L　【重量】約930g

【色】ホワイト

レクタングル深型 （シール蓋付き）LL
F-0043

日本製

2 個以上ご購入で

20%OFF

1,250円（税抜）【サイズ】W208×D145×H44mm
【容量】0.8L　【重量】約330g

【色】ホワイト

レクタングル浅型（シール蓋付き）S
F-0044

1,950円（税抜）【サイズ】W252×D188×H48mm
【容量】1.4L　【重量】約510g

【色】ホワイト

レクタングル浅型 （シール蓋付き）M
F-0045

2,200円（税抜）【サイズ】W290×D228×H57mm
【容量】2.4L　【重量】約680g

【色】ホワイト

レクタングル浅型 （シール蓋付き）L
F-0046

茹で上がった野菜の水切り、揚げ物の油切り、魚の霜降り、肉や魚の塩振りに、とにかく便利な盆ザル
です。ステンレスなのでニオイが付きにくく、お手入れも簡単です。

1,960円（税抜）【サイズ】210×H30mm
【素材・材質】18-8ステンレス

21cm

2,320円（税抜）【サイズ】240×H35mm
【素材・材質】18-8ステンレス

24cm

3,250円（税抜）【サイズ】270×H40mm
【素材・材質】18-8ステンレス

27cm

2 個以上ご購入で

ザルの深さ▶

F-0052

210円（税抜）
【材質】グランド／ポリエステル、
ブラシ部／ポリエステル、
スポンジ／ポリウレタンフォーム
【耐熱温度】90℃ 
【その他】抗菌剤入

ブラシスポンジＳ

F-0053

340円（税抜）

【サイズ】105×70×45mm
【素材・材質】パーム・針金
【耐熱温度】90℃
【用途】調理器具・まな板・ザル類の
　　　洗浄、根菜などの泥落とし

亀の子たわし

F-0054

1,300円（税抜）

【サイズ】本体/約71×27×173mm、
芽取り/42×19×70mm
【素材・材質】刃/ステンレス、
本体・刃カバー/ポリプロピレン
（耐熱温度120℃）
芽取り/ポリプロピレン+グラスファイバー
（耐熱温度162℃）

ののじ ポテトピーラー

F-0054

6,500円（税抜）

【サイズ】幅263×奥144×H150mm
【実用容量】800㎖
【材質】本体・フタ/ステンレス、フタツマミ・ハンドル/
フェノール樹脂　【色】マットブラック
【その他】全ての熱源に対応
（IH200V・100V、ガスコンロ、
エンクロヒータ、ラジエントヒータ、
ハロゲンヒータ、シーズヒータ）

V60
ドリップケトル
フィット

F-0063

3,900円（税抜）
【サイズ】φ95×H160mm
【材質】オリーブの樹（間伐材）

ドリス
ラ フランスボール

K0006

2,400円（税抜）

【原材料名】食用オリーブ油
【内容量】1L
【賞味期限】商品に記載
【原産国名】イタリア

サンジュリアーノ
オリーブオイル

1,380円（税抜）
【容量】750ml　
【生産地】ベルギー
【色】白

デュク・ド・モンターニュ
（ノンアルコール）

2,400円（税抜）

URBANI 
トリュフチョコレート

2,500円（税抜）

バランカ オリーブオイル

F-0055

F-0057

F-0056 3,800円（税抜）
【サイズ】幅295×奥行144×H130mm、口径:77mm
【重量】375g

600㎖

800㎖

ワイド

ワイド

【サイズ】幅128×奥100×H65mm
【容量】満水容量240ml

【材質】本体/耐熱ガラス、
ブルービーズ/ソーダガラス、
透明ビーズ/耐熱ガラス

F-0058 トール

トール

【サイズ】幅110×奥78×H103mm
【容量】満水容量260ml

通常セット価格 各3,600円（税抜）の品→ 2,880円（税抜）
F-0059 ラウンド

ラウンド

【サイズ】幅120×奥85×H90mm
【容量】満水容量360ml

4,000円（税抜）
【サイズ】幅275×奥行144×H147mm、口径:77mm
【重量】420g

ドリップケトル
ヴォーノ

ビーズグラス 2 個セット

F-0049

〈トレピカスポンジＳ〉
【素材・材質】ブラシ部：ポリエステル、スポンジ：ポリウレタンフォーム　
【耐熱温度】90℃　【その他】抗菌剤入
〈抗菌ふきん 銀のふきん （大）〉
【サイズ】330×700mm　【素材・材質】純銀糸ミューファン　【色】赤、白
〈抗菌ふきん 銀のふきん （小）〉
【サイズ】330×450mm　【素材・材質】純銀糸ミューファン　【色】赤、白

目詰まり部分や凹凸部分の汚れなど、
頑固な汚れ落としに適しています。

新潟県燕市㈱ミューファンプロダクツ社のミューファン銀のふき
んは、綿 100％のワッフル織の布巾に、純銀のスリット糸「ミュー
ファン」（純銀をポリエステルフィルムに挟んで細く切り、硫化・
酸化・塩化による黒ずみを解消した特殊糸）が輝く美しいふき
んです。生乾きの嫌な臭いも防ぎ、そして洗濯しても抗菌・防
臭機能は半永久的に持続します。ガラス類ワイングラスやコッ
プが本当によく拭けます。ご贈答にも喜ばれます。

ジャガイモの凹
凸 、カ ーブ に
フィットする！う
すーく皮むきで
きて、滑りにく
い！まあるく一気
にむけます。

持ち手の中にビーズが入ったオシャレなグラス。
ビーズがキラキラと煌めく様子は素敵なお茶の時間が愉しめ
ます。耐熱ガラス仕様。ギフトにも！

【素材】本体・フタ:ステンレス、
フタツマミ・取っ手:フェノール樹脂

日本製

各

狭いテーブルを有
効活用できるエレ
ガントなハイティー
スタンド♪ケーキ、
パン、サンドイッチ
…アフタヌーン
ティーを愉しむお
供に。

温かみのある木製食器。
お皿としてはもちろん、雑
貨を置くためのトレイとして
もお使いいただけます。

とても硬くて傷つきにくく、
厚みのあるラスティックデザ
イン。木目＆環境を考慮し、
無塗装で天然素材の良さ
をそのまま活かす仕上げと
なっています。

当店料理教室でも大活躍
のオリーブオイル。フルー
ティーな風味と味わい、えぐ
み・苦みなどの雑味もなく、
マリネから温かい料理等広
く使える万能型のオリーブ
オイルです。

イタリア半島最南端カラブリア州で有機栽培さ1れたカロレア種
オリーブを丁寧に手摘みして選別、低温圧搾後ノンフィルターで
仕上げた風味豊かなオリーブオイル。輝きを持った黄緑色で、バラ
ンスの取れた甘みと、ピリっとした軽い辛みが楽しめます。日本食
にとてもよく合い、お料理の仕上げに使用するとナッツや若草のよ
うな香りが立ち上がり、食欲をそそります。

通常のスパークリングワインとほぼ同じ
製法を使って造られており、しかも残アル
コールはフルーツジュースと同じ0.0％とい
う低い数値を実現した完成度の高い新
しいノンアルコールスパークリングです。
年末・年始のコロナ禍での家族団らんに
本物のノンアルコールワインでお楽しみく
ださい。

イタリアのトリュフ専門会
社［ウルバーニ社］の手に
よる、収穫時期限定の大
人のための本物のトリュフ
チョコレート。トリュフの中
で最高級とされる『冬ト
リュフ』を使用。苦みのある
エスプレッソやシャンパン
と一緒にどうぞ。ギフトに
も最適です。

※写真はイメージです。

通常価格6,800円（税抜）の品→ 3,400円（税抜）
【サイズ】250×250×Ｈ25mm
アカシアスクエアトレー 2個セット
F-0061

50%OFF
通常セット価格3,290円（税抜）の品→1,645円（税抜）

Ｓ
【サイズ】230×100×Ｈ15mm
Ｍ
【サイズ】270×110×Ｈ15mm
L
【サイズ】300×120×H15mm

アカシア
マルチトレイ
3個セット

F-0062

50%OFF
通常価格8,500円（税抜）の品→ 6,800円（税抜）

【サイズ】235×H425mm
（対応プレート）123～213mm
皿受リング内径／φ125㎜  【重量】620g　
【素材・材質】18-8ステンレス

Mr. スリム
スリムハイティースタンド

F-0060

20%OFF
※天然木で手作りのため､サイズや色合い､
　模様が多少異なります｡

リゾット風に作ってみました。

【原材料名】オリーブ（カロレア種100％）
【生産国】イタリア カラブリア州
【生産者名】バランカ農園

【内容量】250ml

1,300円（税抜）【内容量】100ml

12月初旬入荷予定
限定販売

12月初旬入荷予定
限定販売

セットで

鍋・ザル・まな板・フライパン用

K0004

K0005

K0003K0001 白色
K0002 黒色

各

02 土鍋シリーズ

【サイズ】φ270×H170mm　【容量】2000ml　【重量】3.2kg
【素材・材質】陶器（伊賀焼き）、カーボン（鍋底）

通常価格30,000円（税抜）の品→ 21,000円（税抜）

通常価格17,000円（税抜）の品→ 10,500円（税抜）

IH 対応ヘルシー蒸し鍋「優」白釉 小（2～ 4人用）
F-0013

【サイズ】φ260×H120mm　
【容量】2000ml　【重量】2.4kg　
【素材・材質】陶器（伊賀焼き）

伊賀土鍋キャセロール
（2～ 4人用）

F-0016

鍋底にカーボン製の発熱体を施す
ことで、IHにも対応する土鍋です。
熱伝導率が良く、ムラなく食材に熱
を伝えます。伊賀の粗土の特性を
生かしながら、土鍋独特の風合い
を損なわないデザインです。

日常のお料理に活
用しやすいキャセ
ロールタイプの土
鍋。空焚きOKなので
鍋もの・スープ・煮物
などのほか、ロースト
や炒め物・炒め煮な
ど多様な料理に対
応。

握りやすく持ちやすい、WMF圧力鍋のベストセラー。
ワンタッチで着脱できる取っ手（ハンドル）はWMFだ
け。調理中も驚くほどの静かさです。調理内容に応じ
て高圧／低圧の2段階に圧力を設定可能。

使い勝手抜群の
雪平鍋です。

スマートデザインで
おしゃれな南部鉄器
のキャセロール。オー
ブンにそのまま入る
20cmはパエリア・グ
ラタン料理にも最
適！熱効率・蓄熱性
に優れていますの
で、食材にまんべん
なく火を通します。

素材のおいしさを生かす鍋、
NOMAKU。NOMAKUは、ホーロー
だけでつくったシンプルな鍋です。

長谷園

03 圧力鍋

05 雪平鍋

07 まな板 08 野田琺瑯

06 南部鉄器 岩鋳

04 アカオ アルミ料理鍋

30%OFF

【色】シロ
【サイズ】φ230×H135ｍm　【容量】1600mL　【重量】2.3kg
【素材・材質】陶器（伊賀焼き）
【付属品】レシピ付き取り扱い説明書、蒸し鍋用すのこ、すのこ用トング、鍋敷き

通常価格12,000円（税抜）の品→ 8,400円（税抜）

多用鍋コトコト
F-0014

本格的な肉厚土鍋です。土鍋なら
ではの余熱調理はもちろん、ヘル
シーな蒸し鍋も楽しめます。毎日
きっと使えるサイズ・かわいらしい
デザインにもこだわりました。土鍋
初心者にも強い味方です。

30%OFF

30%OFF 30%OFF

ガス

【サイズ】φ260×H200mm
【容量】1,800ml  【重量】3.6kg  【素材・材質】陶器（伊賀焼き）  
【付属】陶製すのこ、レシピ

16,100円（税抜）

特選ヘルシー蒸し鍋
古白釉

F-0015

勢いのよい蒸気が出るよう開発さ
れた陶製すのこ付きの美味しい蒸
し料理ができる土鍋。遠赤外線効
果と勢いのある蒸気ですばやく蒸
し上げるため、食材本来の旨味と栄
養分をぎゅっととじ込め、おいしさ
を逃がしません。

通常価格23,000円（税抜）の品→30%OFF

ガス
IH

ガス オーブン 電子レンジ

通常価格6,300円（税抜）の品→ 5,040円（税抜） 通常価格10,000円（税抜）の品→ 8,000円（税抜）

5,500円（税抜）

通常価格5,900円（税抜）の品→ 4,720円（税抜）18cm（1.2L）【サイズ】φ18×H60mm

【素材・材質】本体/アルミニウム、柄/天然木

【サイズ】外寸270×200×H100mm　
　　　  鍋本体の深さ45mm
【容量】1.0L　【重量】2.25kg
【素材・材質】鉄

21cm（2.1L）【サイズ】φ21×H70mm

アルミ平底雪平鍋

CUROCO キャセロール浅型
F-0028

【サイズ】W268×D169×H100 mm
【色】ブラック　【容量】1.0L
【重量】約620g

NOMAKU ミルクパン14 ㎝

（税抜）7,500円
【サイズ】W315×D176×H135mm
【色】ブラック　【容量】1.6L
【重量】約1,120g

NOMAKU ソースパン17 ㎝

（税抜）9,000円

（税抜）3,500円

【サイズ】W268×D207×H145mm
【色】ブラック　【容量】2.5L
【重量】約1,700g

【サイズ】まな板/260×200×H3mm　
　　　  ケース収納時/275×50×H225
【素材・材質】まな板/ポリプロピレン、エストラマー樹脂
　　　　　 収納ケース/ABS樹脂
【耐熱温度】まな板/110℃　収納ケース/70℃
【色】まな板/ピンク・イエロー・ブルー
　　収納ケース/ホワイト

NOMAKU キャセロール 20cm

F-0033コンパクトカッティングボード
F-0031

（税抜）3,700円
【サイズ】約220×145×H8mm
【素材・材質】天然オリーブウッド

BERARD オリーブウッド
カッティングボード

F-0032

F-0034

F-0035

POCHKA（ポーチカ）は、ロシア語で『つ
ぼみ』という意味。愛らしい形が魅力の
小さめで使い勝手の良い実力派鍋。

3,300円（税抜）
【サイズ】W211×D156×H130mm
【容量】1.1L　【重量】約640g
【色】ホワイト

ポーチカ キャセロール15cm

（税抜）4,200円
【サイズ】W270×D204×H150mm
【容量】2.6L　【重量】約1100g
【色】ホワイト

ポーチカ キャセロール20cm

（税抜）3,300円
【サイズ】W292×D156×H130mm
【容量】1.1L　【重量】約610g
【色】ホワイト　●取っ手/天然木

ポーチカ ソースパン15cm

F-0036

F-0037

F-0038

20%OFF

20%OFF

ガス

IH ガス

肉厚のあるフライパ
ンなので熱をたくさ
ん保有し食材に素
早く均一に熱を通
し、料理をおいしく
仕上げます。1人前の
目玉焼きや、パン
ケーキ、ハンバーグ
に丁度良いサイズで
す。アヒージョにもお
すすめ！

4,000円（税抜）
【素材・材質】鉄鋳物
【サイズ】内径170×H30×板厚4×底径145mm
【重量】1.2kg

フライパン 17cm
F-0029

IH ガス

IH ガス

IH ガス

IH ガス

通常価格18,000円（税抜）の品→ 12,600円（税抜）

38,000円（税抜）

【サイズ】φ240×H158mm　
【容量】胴/1,800ml、蓋/650ml
【重量】4kg

男厨
F-0017

料理好きの男子の
為の土鍋が新登場！
焼く･炒める・炊く･
蒸す・煮込む等多様
に使えます。フタを返
してお肉を焼いたり、
伊賀の粗土の特性
により、しっかり熱が
浸透し、男子の好き
な料理が簡単に美
味しくできます。

ガス

【サイズ】幅190×奥行383×H165mm
【重量】約2,000g　【満水容量】約2.5L

パーフェクトプラス圧力鍋 2.5L

（税抜）42,000円【サイズ】幅240×奥行435×H145mm
【重量】約2,700g　【満水容量】約3.0L

パーフェクトプラス圧力鍋 3.0L

（税抜）45,000円【サイズ】幅240×奥行435×H182mm
【重量】約3,200g　【満水容量】約4.5L

パーフェクトプラス圧力鍋 4.5L

F-0020

F-0021

F-0022

IH ガス エンクロヒーター ラジエントヒーター

ガス

ガス

9,000円（税抜）

12,000円（税抜）
〈二合炊き〉 
【サイズ】210×210×H160mm
【本体重量】3kg

かまどさんF-0018

肉厚成型で、2重蓋
構造、伊賀の粗土で
土鍋が木のおひつと
同じように呼吸し、ご
飯がべとつきません。

【素材・材質】陶器（伊賀焼き）

〈三合炊き〉 
【サイズ】240×240×H180mm
【本体重量】3.6kg 7,500円（税抜）

蒸し小鍋
F-0019

蒸す・煮る・焼くができる小さな土鍋。大きな土鍋にはない「気軽
さ」がコンセプトで、毎日使える土鍋です。調理後はそのまま器に
なるデザイン。

【サイズ】φ205×Ｈ130mm（取っ手除く）
【容量】600ml　【重量】1.3kg
【カラー】アメ/キャラメル

日本製 日本製

ドイツ製

お正月黒豆を炊く時
の必需品♪その他、
普段使いに。及源の
鉄玉子は鉄分補給
に優れています！
水１ℓに対して沸騰
時0.042mgの鉄分を
溶出します。

通常価格1,900円（税抜）の品→ 1,520円（税抜）
【サイズ】φ35×H55mm
【重量】約240g
【素材・材質】鉄 

ザ・鉄玉子
F-0030

20%OFF

日本製

対応熱源：

煮込み鍋の定番アルミ料理鍋です。板厚があるので熱がムラ無く伝わり煮込
み料理に最適！普通アルミに比べ,耐食性・耐磨耗性が２倍あり変形しにくく
極めて丈夫です。打出し加工を施し、さらに強度を上げてあります。アルミ製は
軽いのが特徴です！

8,650円（税抜）【サイズ】内径240×H110mm
【板厚】2.0mm　【容量】4.4L

【素材・材質】硬質アルミ

24cm・蓋付き

（税抜）9,560円【サイズ】内径270×H120mm
【板厚】2.0mm　【容量】6.2L

27cm・蓋付き

（税抜）11,040円【サイズ】内径300×H135mm
【板厚】2.2mm　【容量】8.0L

30cm・蓋付き

F-0023

F-0024

F-0025

ガス対応熱源：

F-0026

F-0027

各

安心10年保証


