














耐熱温度

200℃
煮沸消毒

OK

耐熱温度

200℃
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OK

耐熱温度

200℃
煮沸消毒
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毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。

耐熱性抜群！
熱に強くすべりにくいシリコンゴムを使用した多目的なミトンです。

指部分だけのらくらくつかみ。
柔らかくて使いやすくお手入れが簡単です。

日本製

日本製

JANコード

シリコン塗り刷毛
品　番 カラー 寸　　法（㎜） 重さ

（ｇ）サイズ

NH-02Y イエロー 幅34×長さ185 24 4545101 101059

4545101 101073

4545101 101066

4545101 101080

4545101 101103

4545101 101097

4545101 102209

4545101 102223

4545101 102216

M

NH-02I アイボリー 幅34×長さ185 24M

NH-02B ブルー

アイボリー

ブルー

幅34×長さ185 24M

NH-03Y イエロー

アイボリー

ブルー

イエロー

幅43×長さ205 34L

NH-03I 幅43×長さ205 34L

NH-03B 幅43×長さ205 34L

NH-04Y 幅100×長さ205 62

幅100×長さ205 62

幅100×長さ205 62

LL

NH-04I LL

NH-04B LL

材質／刷毛：シリコンゴム　ハンドル：ナイロン66
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

パンやお菓子作りに! 照り焼き料理などに! お好み焼きに! 刷毛とハンドルを取外して
水洗い可能!（食洗機OK）

●独自のS型形状シリコンブラシが驚くほど良くのびきれいに塗ることが
　できます。
●塗った時に毛が抜けないから衛生的で作業効率もUPします。
●熱に強いからフライパンや鉄板の油ひきなど薄くきれいに塗れます。
●肉をゆでたりした時のあくとりなどに。付いた油脂のあくも水洗いでサッ
　と落とせます。
●パソコンのキーボードのほこり取りにも。

どこでも気軽に掛けておけますオーブンや電子レンジに指の部分だけ被せるタイプ

●汚れたら水洗いまたは食洗機で
　洗えすぐに使えます。

●汚れたら水洗いまたは食洗機で
　洗えすぐに使えます。

シリコンちょっとつかみ
品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ

（ｇ）

CT-01 ブルー 幅110×長さ110×厚さ90 60 4545101 101110

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度　※片手（1個単位）の販売です。 中国製

シリコンオーブンミトン
品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ

（ｇ）サイズ

OM-01 ブルー 幅165×長さ230 140 4545101 100908小

OM-02 ブルー 幅165×長さ350 190 4545101 101028ロング

材質／シリコンゴム　両面エンボス加工
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度　※片手（1枚単位）の販売です。
●ロングサイズは先端部分が吸盤状の突起になっています。

ビンのフタ開けに鍋つかみや鍋敷きにオーブンに

表面の凹凸が
熱の伝わりをおさえます。

便利な
フック穴付き

●ご家庭から業務用まで使える標準サイズ
シリコンオーブンミトン

●袖まで隠れるプロ仕様ロングサイズ。
シリコンオーブンミトン ロング

シリコン塗り刷毛（M)

シリコンオーブンミトン
１個

シリコンちょっとつかみ
１個

シリコンオーブンミトン
ロング

シリコン塗り刷毛（L) シリコン塗り刷毛（LL)

イエロー

アイボリー

ブルー

耐熱温度

200℃
煮沸消毒

OK

耐熱温度

200℃
煮沸消毒

OK

1,400円（税別）

2,000円（税別） １個 4,000円（税別）

１本 1,300円（税別） １本 1,400円（税別） １本 1,600円（税別）

7

子供達に大人気!!マフィンやケーキ、
お弁当の仕切などに繰り返し使えます。

・Sサイズ/直径53×高さ22（4ｇ）
・Mサイズ/直径63×高さ27（7ｇ）
※オーブンや電子レンジに使えます。

子供達に大人気!!マフィンやケーキ、
お弁当の仕切などに繰り返し使えます。

2個で1個のなべ敷き。
2個を重ねて、大きい鍋やフライパンを2個並べて使います。
クロスさせて、組んで立てておくことができます。

不思議な形のお手軽鍋敷き。少人数の小さい鍋に適したコンパクトな
鍋敷きです。鍋つかみやビンのフタ開けにも利用できます。

パンやクッキーなどの生地作りに。すべりにくく生地離れがよいから作業もはかどる優れもの。

中国製

シリコンマフィンカップ
品　番 セット 内　　　容 JANコード

MC-06 ブリスター6個セット

ブリスター12個セットMC-12

S3個（各色1）・M3個（各色1） 

S6個（各色2）・M6個（各色2） 

4545101 102179

4545101 102193

材質／シリコンゴム
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

日本製

NICO ポットスタンド（2枚1組）

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

NP-01 ピンク 幅120×長さ120×高さ6 50 4545101 102438

NP-02 グリーン 幅120×長さ120×高さ6 50 4545101 102445

NP-03 ブラック 幅120×長さ120×高さ6 50 4545101 102452

中国製

中国製

ナプア ポットスタンド

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

NP-11 イエロー 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102353

NP-12 アイボリー 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102377

NP-13 ブルー 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102360

NP-14 ブラック 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102421

シリコンキッチンマット

材質／シリコンゴム
耐熱温度／250度
耐冷温度／-20度

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

KM-01 アイボリー 幅380×長さ300 140 4545101 102230

水で洗えますオーブンにも製菓や調理に

残ったジュースを凍らせてアイスキャンディに！お弁当の仕切りに繰り返し使えるから環境
にも優しいカップです。

クロスして立てる鍋敷きに

瓶の蓋開けに鍋敷きに

・Sサイズ/直径53×高さ22mm（4ｇ）
・Mサイズ/直径63×高さ27mm（7ｇ）
※オーブンや電子レンジに使えます。

NICO ポットスタンド

ナプア
ポットスタンド

イエロー ブルー

アイボリー ブラック

※マットは大きめなサイズですので、オーブンでご使用の際は、天板の大きさに
　合わせてカットしてご使用下さい。

シリコンマフィンカップ
１セットブリスター6個セット

ブリスター12個セット １セット

耐熱温度

220℃
煮沸消毒

OK

耐熱温度

250℃
煮沸消毒

OK

ピンク グリーン ブラック

イエロー

アイボリー

ブルー

ブラック

780円（税別）１個

780円（税別）１個

780円（税別）１個

780円（税別）１個

シリコンキッチンマット
１本 2,300円（税別）

１組 1,800円（税別） １組 1,800円（税別） １組 1,800円（税別）

1,700円（税別）
900円（税別）
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毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。

耐熱性抜群！
熱に強くすべりにくいシリコンゴムを使用した多目的なミトンです。

指部分だけのらくらくつかみ。
柔らかくて使いやすくお手入れが簡単です。

日本製

日本製

JANコード

シリコン塗り刷毛
品　番 カラー 寸　　法（㎜） 重さ

（ｇ）サイズ

NH-02Y イエロー 幅34×長さ185 24 4545101 101059

4545101 101073

4545101 101066

4545101 101080

4545101 101103

4545101 101097

4545101 102209

4545101 102223

4545101 102216

M

NH-02I アイボリー 幅34×長さ185 24M

NH-02B ブルー

アイボリー

ブルー

幅34×長さ185 24M

NH-03Y イエロー

アイボリー

ブルー

イエロー

幅43×長さ205 34L

NH-03I 幅43×長さ205 34L

NH-03B 幅43×長さ205 34L

NH-04Y 幅100×長さ205 62

幅100×長さ205 62

幅100×長さ205 62

LL

NH-04I LL

NH-04B LL

材質／刷毛：シリコンゴム　ハンドル：ナイロン66
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

パンやお菓子作りに! 照り焼き料理などに! お好み焼きに! 刷毛とハンドルを取外して
水洗い可能!（食洗機OK）

●独自のS型形状シリコンブラシが驚くほど良くのびきれいに塗ることが
　できます。
●塗った時に毛が抜けないから衛生的で作業効率もUPします。
●熱に強いからフライパンや鉄板の油ひきなど薄くきれいに塗れます。
●肉をゆでたりした時のあくとりなどに。付いた油脂のあくも水洗いでサッ
　と落とせます。
●パソコンのキーボードのほこり取りにも。

どこでも気軽に掛けておけますオーブンや電子レンジに指の部分だけ被せるタイプ

●汚れたら水洗いまたは食洗機で
　洗えすぐに使えます。

●汚れたら水洗いまたは食洗機で
　洗えすぐに使えます。

シリコンちょっとつかみ
品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ

（ｇ）

CT-01 ブルー 幅110×長さ110×厚さ90 60 4545101 101110

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度　※片手（1個単位）の販売です。 中国製

シリコンオーブンミトン
品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ

（ｇ）サイズ

OM-01 ブルー 幅165×長さ230 140 4545101 100908小

OM-02 ブルー 幅165×長さ350 190 4545101 101028ロング

材質／シリコンゴム　両面エンボス加工
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度　※片手（1枚単位）の販売です。
●ロングサイズは先端部分が吸盤状の突起になっています。

ビンのフタ開けに鍋つかみや鍋敷きにオーブンに

表面の凹凸が
熱の伝わりをおさえます。

便利な
フック穴付き

●ご家庭から業務用まで使える標準サイズ
シリコンオーブンミトン

●袖まで隠れるプロ仕様ロングサイズ。
シリコンオーブンミトン ロング

シリコン塗り刷毛（M)

シリコンオーブンミトン
１個

シリコンちょっとつかみ
１個

シリコンオーブンミトン
ロング

シリコン塗り刷毛（L) シリコン塗り刷毛（LL)

イエロー

アイボリー

ブルー

耐熱温度

200℃
煮沸消毒

OK

耐熱温度

200℃
煮沸消毒

OK

1,400円（税別）

2,000円（税別） １個 4,000円（税別）

１本 1,300円（税別） １本 1,400円（税別） １本 1,600円（税別）
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子供達に大人気!!マフィンやケーキ、
お弁当の仕切などに繰り返し使えます。

・Sサイズ/直径53×高さ22（4ｇ）
・Mサイズ/直径63×高さ27（7ｇ）
※オーブンや電子レンジに使えます。

子供達に大人気!!マフィンやケーキ、
お弁当の仕切などに繰り返し使えます。

2個で1個のなべ敷き。
2個を重ねて、大きい鍋やフライパンを2個並べて使います。
クロスさせて、組んで立てておくことができます。

不思議な形のお手軽鍋敷き。少人数の小さい鍋に適したコンパクトな
鍋敷きです。鍋つかみやビンのフタ開けにも利用できます。

パンやクッキーなどの生地作りに。すべりにくく生地離れがよいから作業もはかどる優れもの。

中国製

シリコンマフィンカップ
品　番 セット 内　　　容 JANコード

MC-06 ブリスター6個セット

ブリスター12個セットMC-12

S3個（各色1）・M3個（各色1） 

S6個（各色2）・M6個（各色2） 

4545101 102179

4545101 102193

材質／シリコンゴム
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

日本製

NICO ポットスタンド（2枚1組）

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

NP-01 ピンク 幅120×長さ120×高さ6 50 4545101 102438

NP-02 グリーン 幅120×長さ120×高さ6 50 4545101 102445

NP-03 ブラック 幅120×長さ120×高さ6 50 4545101 102452

中国製

中国製

ナプア ポットスタンド

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

NP-11 イエロー 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102353

NP-12 アイボリー 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102377

NP-13 ブルー 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102360

NP-14 ブラック 幅135×長さ125×高さ8 42 4545101 102421

シリコンキッチンマット

材質／シリコンゴム
耐熱温度／250度
耐冷温度／-20度

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

KM-01 アイボリー 幅380×長さ300 140 4545101 102230

水で洗えますオーブンにも製菓や調理に

残ったジュースを凍らせてアイスキャンディに！お弁当の仕切りに繰り返し使えるから環境
にも優しいカップです。

クロスして立てる鍋敷きに

瓶の蓋開けに鍋敷きに

・Sサイズ/直径53×高さ22mm（4ｇ）
・Mサイズ/直径63×高さ27mm（7ｇ）
※オーブンや電子レンジに使えます。

NICO ポットスタンド

ナプア
ポットスタンド

イエロー ブルー

アイボリー ブラック

※マットは大きめなサイズですので、オーブンでご使用の際は、天板の大きさに
　合わせてカットしてご使用下さい。

シリコンマフィンカップ
１セットブリスター6個セット

ブリスター12個セット １セット

耐熱温度

220℃
煮沸消毒

OK

耐熱温度

250℃
煮沸消毒

OK

ピンク グリーン ブラック

イエロー

アイボリー

ブルー

ブラック

780円（税別）１個

780円（税別）１個

780円（税別）１個

780円（税別）１個

シリコンキッチンマット
１本 2,300円（税別）

１組 1,800円（税別） １組 1,800円（税別） １組 1,800円（税別）

1,700円（税別）
900円（税別）
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鉛筆けずりのようにくるくる野菜をまわしてらくらくスライス

日本製

コケとっと 舌クリーナー
品　番

KT-01

材質／チタニウム

寸　　法（㎜）

幅27×長さ150

JANコード

4545101 100953

重さ
（ｇ）

11

軽く引くだけで舌の汚れをきれいに落とします。半永久的に使えるチタン製。

柄の部分はフックに掛けたり、リボンをつけて
ご家族の目印としてご利用いただけます。

軽く、さびない
金属アレルギー
の心配のない
チタン製

１本 1,800円（税別）
コケとっと 舌クリーナー

１セット 2,500円（税別）
くるくる野菜スライサー

１枚 350円（税別）
シリコンコースター

舌にやさしく効果的に舌苔を
取り除くような形状にデザイン
されています。

すべりにくく熱にも強いシリコンコースター

千切り（粗め・細め）桂むきなどさまざまなスライス
ができます。

日本製

シリコンコースター

セット内容

千切り 粗め
（5㎜幅）

千切り 細め
（2㎜幅）

桂むき

くし刃
（千切り 粗め）

くし刃
（千切り 細め）

平刃
（桂むき）

便利なピーラー付

さまざまな野菜料
理
に
大
活
躍！

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

CO-01

CO-02

ピンク

ブルー

直径100×厚さ2

直径100×厚さ2

26 4545101 103145

26 4545101 103152

CO-03

CO-04

イエロー

オレンジ

直径100×厚さ2

直径100×厚さ2

26 4545101 103169

26 4545101 103176

CO-05 グリーン 直径100×厚さ2 26 4545101 103183

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度　耐冷温度／-20度

日本製

くるくる野菜スライサー
品　番

YS-01

材質／本体：ABS樹脂（耐熱温度 80℃） 刃物部：ステンレス刃物鋼
押し棒：ポリプロピレン　スタンド：ABS樹脂・ステンレス鋼
ガイドプレート：ポリプロピレン

寸　　法（㎜）

くし刃（赤）　直径84×高さ78 
くし刃（黄） 直径84×高さ78
ガイドプレート 直径84×高さ26 
押し棒 直径71×高さ40
スタンド 直径74×高さ158

JANコード

4545101 103046

重さ（ｇ）

合計215

専用 押し棒
野菜が小さくなった
場合に

専用 ガイドプレート
細い野菜などに

専用スタンドで
すっきり収納

イエロー

オレンジ グリーン

ブルーピンク

柔らかいシリコンゴム製だからフッ素コーティングなどのフライパンに最適！

中国製

“cho-mono”はしトング（30ｃｍ）
品　番 JANコード

HT-01 4545101 102490

材質／本体：シリコンゴム　中芯：ステンレススチール
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

日本製

材質／本体：シリコンゴム　中芯：ナイロン66・特殊鋼
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

寸　　法（㎜） 重さ
（ｇ）

幅68×長さ300 90

日本製

シリコンパウンドケーキ型（17cm）
品　番 JANコード

ＣＭ-01 4545101 102391

材質／シリコンゴム
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

寸　　法（㎜） 重さ
（ｇ）

幅95×長さ210×高さ65 95

ＣＭ-02 4545101 102407幅95×長さ210×高さ65 95

ＣＭ-03

カラー

イエロー

グリーン

レッド 4545101 102414幅95×長さ210×高さ65 95

“cho-mono”ターナースプーン
品　番 JANコード

TS-01 4545101 102469

寸　　法（㎜） 重さ
（ｇ）

幅67×長さ305 102

中国製

落としがさ 20ｃｍ
品　番 JANコード

ＯＫ-01 4545101 102520

材質／シリコンゴム
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

重さ
（ｇ）

69

寸　　法（㎜）カラー

直径200×高さ23アイボリー

カラー

ブラック

カラー

ブラック

ＯＫ-02 4545101 10253769直径200×高さ23クリア

傘の形がユニークなシリコン製の落とし蓋！
熱に強く、お手入れが簡単なシリコンゴム製のユニークな傘の形
の落とし蓋です。煮物などの煮くずれを防ぐばかりでなく、熱効率
がUPする為、光熱費の節約にもなります。電子レンジに使うラップ
代わりに使ったり、ビンのフタ開けにも利用できます。

天ぷら、フライなどに炒め物に焼きそばや麺類に

柔らかいシリコンゴムなので取り出しが簡単です。敷紙を使わず使用できます。

材料が鍋の中で踊るのを防ぎます。 煮魚などにも。

お菓子作りに麻婆豆腐に炒め物に

熱に強く混ぜる、寄せる、すくうといった機能を兼ね備えたシリコンゴム製の
ターナースプーンです。
シリコンゴムとナイロン樹脂、さらに金属の芯を入れてあるので、
力をかけてもねじれにくい構造になっています。
へら代わりとしてお菓子作りにも適しています。

熱に強いシリコンゴムを使用した菜箸とトングの両方を兼ね備えたお箸です。
シリコンゴムの中には反発力のあるステンレスが入っているので、
つかみやすくなっています。
先端は菜箸のように細めで滑り止めがついています。
炒めものや麺類などの茹でものや天ぷら等にも使用できます。

落としがさ 20ｃｍ
アイボリー

クリア

シリコンパウンドケーキ型
（17ｃｍ）

イエロー

グリーン

レッド

アイボリー

イエロー グリーン レッドイエロー グリーン レッド

クリア

ラップの代わりに ビンのフタ開けに

“cho-mono”
ターナースプーン

“cho-mono”
はしトング（30ｃｍ）耐熱温度

220℃

耐熱温度

220℃

耐熱温度

220℃
煮沸消毒

OK

耐熱温度

200℃

柔らかいシリコンゴム製だから敷紙を使わずパウンドケーキが作れます。

OK!
フッ素の 
フライパン

OK!
フッ素の 
フライパン

１個 1,700円（税別）
１個 1,700円（税別）

１個 1,500円（税別）
１個 1,500円（税別）
１個 1,500円（税別）

１本 1,500円（税別）

１本 1,900円（税別）
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鉛筆けずりのようにくるくる野菜をまわしてらくらくスライス

日本製

コケとっと 舌クリーナー
品　番

KT-01

材質／チタニウム

寸　　法（㎜）

幅27×長さ150

JANコード

4545101 100953

重さ
（ｇ）

11

軽く引くだけで舌の汚れをきれいに落とします。半永久的に使えるチタン製。

柄の部分はフックに掛けたり、リボンをつけて
ご家族の目印としてご利用いただけます。

軽く、さびない
金属アレルギー
の心配のない
チタン製

１本 1,800円（税別）
コケとっと 舌クリーナー

１セット 2,500円（税別）
くるくる野菜スライサー

１枚 350円（税別）
シリコンコースター

舌にやさしく効果的に舌苔を
取り除くような形状にデザイン
されています。

すべりにくく熱にも強いシリコンコースター

千切り（粗め・細め）桂むきなどさまざまなスライス
ができます。

日本製

シリコンコースター

セット内容

千切り 粗め
（5㎜幅）

千切り 細め
（2㎜幅）

桂むき

くし刃
（千切り 粗め）

くし刃
（千切り 細め）

平刃
（桂むき）

便利なピーラー付

さまざまな野菜料
理
に
大
活
躍！

品　番 カラー 寸　　法（㎜） JANコード重さ
（ｇ）

CO-01

CO-02

ピンク

ブルー

直径100×厚さ2

直径100×厚さ2

26 4545101 103145

26 4545101 103152

CO-03

CO-04

イエロー

オレンジ

直径100×厚さ2

直径100×厚さ2

26 4545101 103169

26 4545101 103176

CO-05 グリーン 直径100×厚さ2 26 4545101 103183

材質／シリコンゴム
耐熱温度／200度　耐冷温度／-20度

日本製

くるくる野菜スライサー
品　番

YS-01

材質／本体：ABS樹脂（耐熱温度 80℃） 刃物部：ステンレス刃物鋼
押し棒：ポリプロピレン　スタンド：ABS樹脂・ステンレス鋼
ガイドプレート：ポリプロピレン

寸　　法（㎜）

くし刃（赤）　直径84×高さ78 
くし刃（黄） 直径84×高さ78
ガイドプレート 直径84×高さ26 
押し棒 直径71×高さ40
スタンド 直径74×高さ158

JANコード

4545101 103046

重さ（ｇ）

合計215

専用 押し棒
野菜が小さくなった
場合に

専用 ガイドプレート
細い野菜などに

専用スタンドで
すっきり収納

イエロー

オレンジ グリーン

ブルーピンク

柔らかいシリコンゴム製だからフッ素コーティングなどのフライパンに最適！

中国製

“cho-mono”はしトング（30ｃｍ）
品　番 JANコード

HT-01 4545101 102490

材質／本体：シリコンゴム　中芯：ステンレススチール
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

日本製

材質／本体：シリコンゴム　中芯：ナイロン66・特殊鋼
耐熱温度／200度
耐冷温度／-20度

寸　　法（㎜） 重さ
（ｇ）

幅68×長さ300 90

日本製

シリコンパウンドケーキ型（17cm）
品　番 JANコード

ＣＭ-01 4545101 102391

材質／シリコンゴム
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

寸　　法（㎜） 重さ
（ｇ）

幅95×長さ210×高さ65 95

ＣＭ-02 4545101 102407幅95×長さ210×高さ65 95

ＣＭ-03

カラー

イエロー

グリーン

レッド 4545101 102414幅95×長さ210×高さ65 95

“cho-mono”ターナースプーン
品　番 JANコード

TS-01 4545101 102469

寸　　法（㎜） 重さ
（ｇ）

幅67×長さ305 102

中国製

落としがさ 20ｃｍ
品　番 JANコード

ＯＫ-01 4545101 102520

材質／シリコンゴム
耐熱温度／220度
耐冷温度／-20度

重さ
（ｇ）

69

寸　　法（㎜）カラー

直径200×高さ23アイボリー

カラー

ブラック

カラー

ブラック

ＯＫ-02 4545101 10253769直径200×高さ23クリア

傘の形がユニークなシリコン製の落とし蓋！
熱に強く、お手入れが簡単なシリコンゴム製のユニークな傘の形
の落とし蓋です。煮物などの煮くずれを防ぐばかりでなく、熱効率
がUPする為、光熱費の節約にもなります。電子レンジに使うラップ
代わりに使ったり、ビンのフタ開けにも利用できます。

天ぷら、フライなどに炒め物に焼きそばや麺類に

柔らかいシリコンゴムなので取り出しが簡単です。敷紙を使わず使用できます。

材料が鍋の中で踊るのを防ぎます。 煮魚などにも。

お菓子作りに麻婆豆腐に炒め物に

熱に強く混ぜる、寄せる、すくうといった機能を兼ね備えたシリコンゴム製の
ターナースプーンです。
シリコンゴムとナイロン樹脂、さらに金属の芯を入れてあるので、
力をかけてもねじれにくい構造になっています。
へら代わりとしてお菓子作りにも適しています。

熱に強いシリコンゴムを使用した菜箸とトングの両方を兼ね備えたお箸です。
シリコンゴムの中には反発力のあるステンレスが入っているので、
つかみやすくなっています。
先端は菜箸のように細めで滑り止めがついています。
炒めものや麺類などの茹でものや天ぷら等にも使用できます。

落としがさ 20ｃｍ
アイボリー

クリア

シリコンパウンドケーキ型
（17ｃｍ）

イエロー

グリーン

レッド

アイボリー

イエロー グリーン レッドイエロー グリーン レッド

クリア

ラップの代わりに ビンのフタ開けに

“cho-mono”
ターナースプーン

“cho-mono”
はしトング（30ｃｍ）耐熱温度

220℃

耐熱温度

220℃

耐熱温度

220℃
煮沸消毒

OK

耐熱温度

200℃

柔らかいシリコンゴム製だから敷紙を使わずパウンドケーキが作れます。

OK!
フッ素の 
フライパン

OK!
フッ素の 
フライパン

１個 1,700円（税別）
１個 1,700円（税別）

１個 1,500円（税別）
１個 1,500円（税別）
１個 1,500円（税別）

１本 1,500円（税別）

１本 1,900円（税別）




