
表面

■カードの大きさは、A5サイズです。

カードの表面は、リゾートの
写真集を眺めているような
雰囲気の中で、商品を選ん
でいただけます。

カードの裏面では、商品特
性や歴史、製作者の紹介な
ど、読み物としても楽しんで
いただけます。

⇒

⇒

カードの特長 ①　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

裏面



カードの特長 ②　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～カードをめくっていくと時間帯が朝から夜への経過していく構成になっています。～

※季節により商品の入替えを行っております。（不定期）

・・・・・

・・・・・

・・・・・



次のページからカード内容を紹介します。次のページからカード内容を紹介します。



アラベスクセット

本革　財布セット

目が覚めた時、潮騒を感じた。小鳥のさえずりがした。

窓を開け放ち「さあ、今日は何をしようか。」

まだ、ひんやりとした期待感に満ちた朝。

シャワーで濡れた髪を拭いて、大きく深呼吸をして、

感謝したくなる。

空に、海に、この爽やかな瞬間に。

目が覚めた時、潮騒を感じた。小鳥のさえずりがした。

窓を開け放ち「さあ、今日は何をしようか。」

まだ、ひんやりとした期待感に満ちた朝。

シャワーで濡れた髪を拭いて、大きく深呼吸をして、

感謝したくなる。

空に、海に、この爽やかな瞬間に。







キルナー　ハンドルジャー3個セット

フラワーキャップ付きハンドルジャー3個、ストロー
幅11×奥行7×高さ13cm（容量0.4ℓ）
本体：ソーダガラス
フタ：ブリキ
ストロー：紙製
生産国：中国
食器洗い乾燥機対応
電子レンジ、オーブン、直火使用不可　　
※ストローのデザインは変更になる場合があります。
 

キルナー　ハンドルジャー3個セット

申込番号：47-028

イギリスの老舗ブランドKILNER（キルナー）から、大人気のハンドルジャーとキャ
ップのセットです。クラシックなデザインのガラス瓶、持ちやすいハンドルと女子の
手のひらに収まるちょうどいいサイズ感。フラワーデザインのキャップにストローを
挿せば、いつものドリンクを海外のカフェ気分で楽しめます。ソーダガラスを使用し
た涼しげな見た目はレモネードや、オレンジの輪切りを入れたアイスティーにピッタ
リ。海辺のバー気分でライムとミントを入れたモヒートも似合います。

そして、熱に強いKILNERですから、ホットチョコレートなどの熱い
飲み物にも対応するので、１年中使える優れものです。

海外カフェ気分のハンドルジャー



アラベスクセット

キッチンハーブ
栽培セット

キッチンハーブ3種栽培セット

申込番号：57-008
イタリアンパセリ栽培セット×1個

バジル栽培セット×1個

ワイルドストロベリー栽培セット×1個

セット内容：ドリッパーポット/マグカップ/吸水ヒモ/

培養土/種/説明書

マグ＆ドリッパー型植木鉢サイズ： 10.5×8.6×12.8cm

手作り料理をもっとおいしくするなら新鮮で安全な素材にこだわりたい。でしたら自分で栽培

してしまいましょう。マグ＆ドリッパーの形をした陶器の植木鉢です。マグに水を入れて、底

面給水セット完了。ドリッパー部分でハーブが育ちます。インテリアグリーンが、摘みたて新

鮮食材になります。イタリアンパセリはアヒージョに、バジルはカプレーゼに。ワイルドスト

ロベリーは摘みたてをそのままどうぞ。

※育てて楽しむ栽培セットです。表面の写真は成長イメージです。

キッチンでハーブ栽培



大判ストール2枚セット

純銅スプーン ＆ ナイフ

エコ洗剤3本セット

エコ洗剤3本セット

申込番号：89-005

Le Chêne & Le Roseau（ル・シェンヌ・エ・ル・ロゾー）はお肌と環境を考え
た、安心で安全な南仏のエコクリーニングブランドです。ディッシュウォッシング・
リキッドは天然由来成分99.4％の食器用中性洗剤です。しつこい油汚れを落としな
がらも、お肌にやさしく肌荒れを防ぎます。さわやかなレモンタイムの香り。グリー
スリムーバーは天然由来成分99.3％の台所用弱アルカリ性洗剤です。キッチンまわ
りのコンロや換気扇などのしつこい油汚れをしっかり除去します。ハウスホールドビ
ネガーは、天然由来成分100%の水まわり用酸性洗剤です。浴室や洗面台、キッチ
ンのシンクなどの水カビやカルキ汚れをしっかりと落とします。ビート（テンサイ）
糖由来の酢を使用。お肌と地球にやさしいエコサートナチュラル認証取得の3種類の
洗剤と、強い油汚れやこびりついた汚れもしっかり落とせる、再生繊維で作られたエ
コスポンジをセットしました。 ディッシュウォッシング・リキッド ナチュラル 500ML（用

途：食器・調理用具用　中性）／グリースリムーバー 
ナチュラル 500ML（用途：コンロや換気扇などの油汚
れ用　弱アルカリ性）／ハウスホールドビネガー ナチ
ュラル 500ML（用途：浴室・洗面台・トイレなどの水ま
わり用　酸性）／スカーリングスポンジ（2個入り）
生産国：フランス

※パッケージ・ラベル・仕様は予告なく変更となる場合
があります。

・全てのクリーナー製品は、天然素材にこだわり、お肌と環境にや

さしいエコサートナチュラル認証を取得しています。

・売上の1%は、貧しい人々を支援するL’agence du Don en 

Nature（ラジャンス・デュ・ドン・エン・ナチュール）に寄付されます。

・環境保全やリサイクル推進などの社会的責任に対し、積極的に

取り組むE+E（Entrepreneur  p lus engagé）に参画しています。

 

 

 

食器を洗う 未来を守る



アジアン竹ライド

チップトリー　ジャムバラエティ

チップトリー　ジャムバラエティーセット

申込番号：88-002

イアン・フレミング作「007ロシアから愛をこめて」で、ジェームズ・ボンドの、

こだわりぬいた朝食シーンがあるのですが、その中に“ティプトリー「リトルスカー

レット」いちごジャム。”が登場します。リトルスカーレットは小粒で野いちごに近

ので、栽培量も少なく希少価値が高い、食べてみると濃厚で特別ないちごジャムだと

わかります。130年以上の歴史があるチップトリーは英国王室御用達ブランドで、

エリザベス女王が工場に訪れたこともあります。「女王陛下のジャム」は、スパイの

最高峰「女王陛下の007」に愛されたジャムという設定にふさわしいジャムです。

ちなみに、日本では「チップトリー」と呼ばれていますが、イギリスに行ったら「テ

ィプトリー」と発音してみてください。 チップトリー　リトルスカーレット　ストロベリージャム　
340g×１個
ミニジャム　28ｇ×5個＊

賞味期限：6ヶ月
原産国：イギリス

007から愛をこめて

＊ストロベリー、ラズベリー、ブラックカラント、ワイルドブ

ルーベリー、モレロチェリー、アプリコット、オレンジマー

マレード（オールドタイムズ）、ピーチ、ピュアハニーの中

から5個お届けいたします。ミニジャムの種類はお任せく

ださい。



プレップ&サーブ 2サイズセット

5分でサラダ

洗って、水を切って、混ぜて、そのままテーブルに出せる、画期的なボウルです。
調理用のボウルや、水切り用のコランダーとしても使える多目的ボウル。野菜を洗
ってボウルを傾け、水を切ったら、そのまま食卓にも出せるスタイリッシュなデザ
イン。底部に滑り止めを施し、折り返しをつけて持ちやすくするなど、使いやすい
工夫が満載です。
ザル＋ボウル+食器の機能がある、時間のない主婦にとって、調理が面倒な独り者
にとって、非常にありがたいアイテムです。機能的＆高いデザイン性。様々なデザ
インアワードを受賞しているイギリスのキッチンテーブルウェアブランドJoseph 
Joseph（ジョゼフ・ジョゼフ）の人気商品です。

申込番号：71-021

大1個、小1個のボウル2個セット

大　29×25×高さ18cm　容量：4ℓ　

小　21×19×高さ13cm　容量：1.8ℓ

耐熱温度：140℃

食器洗い乾燥機使用可、電子レンジ使用不可

プレップ&サーブ 2サイズセット

水切りイメージ



大判ストール2枚セット

純銅スプーン ＆ ナイフ

フィフティーズ　ポーチ＆エコバッグ

バッグの中の必需品

1971年にドイツのミュンヘンでスタートした「reisenthel（ライゼンタール）」社の商品

はシンプルなデザインと使い勝手がいいことで知られています。なかでもこのトラベルコス

メポーチはファンが多く、評判のアイテムです。ポーチの開口部はしっかりとしたワイヤー

が入っていて大きく開いたまま固定可能。底面部のしっかりしたマチで倒れずに、ポーチが

立った状態で化粧品が取り出せ、パウダールームでとても便利！ヘアブラシやドライヤー、

グルーミング用品も収まり、旅行や出張にもちょうどいい。もうひとつのベストセラー、エ

コバックはポーチ収納で小さく持ち運べ、必要な時にサッと大容量のバッグに早変わり。強

い素材で重い荷物でも安心。付属のフックでベビーカーなどにも引っ掛けられます。年齢も

性別も問わずお使いいただける色柄でご用意いたしました。

申込番号：47-045

Ａ. フィフティーズ　ポーチ＆エコバッグ

申込番号：47-046

Ｂ. スター　ポーチ＆エコバッグ

Ｂ. スター　ポーチ＆エコバッグＡ. フィフティーズ　ポーチ＆エコバッグ

収納時 収納時

ポリエステル

ポーチ：幅約26×高さ約18×底幅約13.5cm

内側ループホルダー×3、ファスナーポケット×1

エコバッグ：横幅約45×高さ約53.5×底幅約7cm

（収納時：5×10.5×2cm）

※デザインは同じ柄違いの商品です。

※使用する生地の場所によって柄が写真と異なる

場合がございます。



アジアン竹ライド

マウンテン　ティー＆マグセット

マウンテン　ティー＆マグセット

申込番号：87-002ギリシャなど地中海沿岸地域では、山岳地帯に自生するシソ科のハーブ「シデリティス　スカルディカ」を「山

のお茶」と呼び、古代ギリシャ時代より親しまれています。茎付きの花をそのままカップに入れる見た目のイン

パクトとウラハラ、さわやかな香りと飲みやすい、やさしい味わいのハーブティーです。無香料・無着色・無添

加でノンカフェイン。リラックス効果もあるので、朝からおやすみ前までいつでも飲めるお茶です。

グリーク　マウンテン　ティー　１箱
マグカップ２個

■マウンテン　ティー
内容量：10ｇ　（カップ約10杯分前後）　
※花の付き方により個体差があります
原材料：マウンテンハーブ
原産国：ギリシャ

■デュラレックス　マグカップ　
径8.6×高さ10.5cm　350cc
強化ガラス　フランス製
電子レンジ、食器洗い乾燥機、熱湯（100℃）、
フリーザー（－25℃）対応
オーブン、直火、ホットプレート、電熱器不可

※デュラレックス製品には機械による傷、気泡などが見受けられ

ます。これは製造上どうしても発生してしまうものであり不良品で

はありません。また、表面にソーダ灰(汚れのように見えます)が

付着していることがございますが、食器用洗剤で落ちますのでご

安心ください。

ハーブをそのまま束にした形でボックスに入って

います。茎を適当な長さにカットしたら、花の部

分を下にしてそのままカップに入れてお湯を注ぎ

ます。ハーブを浸して2～3分で澄んだ黄緑色の

ハーブティーができます。

香りを楽しむお部屋のインテリアとして、束のま

までスワッグ（壁飾り）にしていただくのもおす

すめです。

茎のままカップへ入れるハーブティー



麦わらトート２個セット

ビタミンカラーの麦わらトート
気温が高くなってくると太陽に似合うバッグが欲しくなる。ビーチリゾートに行きたくな
る。というわけで「海」を世界の言葉で言ったらこうなります。
英語　シー　sea ／ドイツ語　メーア　Meer ／フランス語　ラメール　la mer　／イ
タリア語　マーレ　mare　／スペイン語　マール　mar　／ラテン語　マル　mare　
／ギリシャ語　タラッタ　θάλαττα　／ロシア語　モーリ море　／ポーランド
語　モジェ　morze　／トルコ語　デニズ　deniz　／マレーシア語　ラウト　laut　
／タイ語　タレー　thalee　／リトアニア語　ユーラ　jūra　／ルーマニア語　マレ　
m a r e ／ オ ラ ン ダ 語 　 ゼ ー 　 Z E E 　 ／ ハ ワ イ 語 　 カ イ 　 k a i 　 ／ マ オ リ 語 　 モ ア ナ 　
MOANA　　　　　　
通気性の良いストロー（麦わら）のトートバッグをラージ＆スモールの２個セットで。容
量たっぷりなので、実用性も高く、行動範囲が広がるかも。さあ、麦わらの一味になって
世界の海を征服しましょう。

麦わらトート　２個セット

申込番号：75-004
麦わら／PVC

グリーン　サイズ：約36×15×23cm　ハンドル上までの全長45cm

オレンジ　サイズ：約55×20×30cm　ハンドル上までの全長55cm

※天然素材のため、それぞれ色調が違います。

手作りのため写真と異なることがありますが

ご容赦ください。

※サングラスは商品に含まれません



アラベスクセット

季節の盆栽栽培セット

季節の盆栽栽培セット

申込番号：57-010
黒松栽培セット×1個

桜栽培セット×1個

もみじ栽培セット×1個

セット内容：鉢/培養土/種/鉢底アミ/説明書

鉢サイズ： 8.8cm×φ9.2cm

白い磁肌に藍色の細やかな小紋がデザインされた染付けの器で、盆栽を始めてみませんか。お

正月の門松に代表される黒松と、古来より花といえば桜、そして秋の風物詩もみじ。日本が感

じられる3品種をご用意いたしました。育つまでに時間はかかりますが、ぜひ挑戦してみたい

種蒔から始める盆栽です。

※育てて楽しむ栽培セットです。表面の写真は成長イメージです。

※気象条件・地域・標高など栽培環境により生長具合や栽培結果は異なります。

※種まきは、真夏・真冬をなるべく避け、管理しやすい時期を選んで下さい。

　（発芽・栽培適温に達しない場合は発芽しなかったり、生長不良になる場合があります。）

ゆっくり育てる盆栽



湯沸し電気ケトル1.2L

湯沸し電気ケトル1.２L

申込番号：77-005

材質：ポリプロピレン（ホワイト／イエロー）
容量：1.2Ｌ
仕様：100V-900W　　コードの長さ：約1.4m
サイズ：25×10.5×22cm
重量：約900ｇ
1年保証

電気ケトルは１部屋１台

自分の部屋に置きたい家電ってなんですか？もしくは、もう1台あってもいい

家電は？素早くお湯が沸かせるので、必要な時だけ必要な分だけって経済的。

電気だとコンセントさえあればキッチン以外のリビングや勉強部屋でも使え、

コードレスなので持ち運びも楽。沸いた後は勝手に電源が切れるので、忘れっ

ぽいあなたでも安全。手元に置いて使ってみると便利な電気ケトルです。　　

　　　





アカシア　オーバルプレート4枚

ナチュラルなワンプレート朝食

コーヒーだけで済ませていた方も、天然木のプレートがあれば身体に良さそうな朝食を

作ってみよう！という気になるかも。少しくぼみのある大きめプレートなので、サラダ

のドレッシングやフルーツの果汁も大丈夫。ソースの多いパスタにも重宝します。木職

人のハンドメイドなので色や形はさまざまですが、そこがかえって魅力です。自然素材

のナチュラルな心地良さは朝の気分をアゲてくれそう。

※天然の木を切り出して作っていますので、木目、色調など、ひとつひとつ全て違い

ます。実際の商品は、写真と異なることがありますがご容赦ください。

　　　

申込番号：78-007

木製（ラッカー塗装）オーバルプレート4枚
30.5×17.5×高さ2.5cm
電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機、
漂白剤使用不可

アカシア　オーバルプレート4枚





ココナッツソープ5個セット

「庭園の島」と呼ばれる自然が美しいカウアイ島でアイランド・ソープ＆キャン

ドルワークスは天然素材にこだわるだけでなく、太陽光発電やパッケージを再生

紙にするなど、全てにおいてカウアイの自然とアロハを大切にしたソープ作りを

しています。

天然のココナツオイルをベースにハワイを代表する花と果物で作られたハンド 

メイドソープ。自然の香りと泡立ちをお楽しみください。

ピカケ、プルメリア、パッションフルーツ、
マンゴココナッツグアバ、ココナッツの5個アソート

※フレーバーは変更になることがあります。

容量： 50g×5個
原産国：アメリカ合衆国
全成分：ヤシ油、水、水酸化Na、香料、酸化チタン 

ココナッツソープ5個セット

申込番号：80-016

マンゴココナッツグアバ

ハワイ産、天然素材の手作りソープ



ル・ハワイアングラス　モンステラ

ル・ハワイアングラス　クイーンオブザナイト

ドライブしていても、街の中でも自然に囲まれている。ハワイの爽快感は花や木

々からくるのでしょうか。爽やかな朝に透き通った気分で使いたい。花や植物な

どハワイアンモチーフをプリントした、フレンチテイストのグラスです。底にも

柄があったり、キュートな色でも大人っぽい。パリのエスプリが感じられるデザ

インです。食器洗い乾燥機にも対応して毎日使えるグラスです。

 

B．ル・ハワイアングラス　クイーンオブザナイト

申込番号：83-007

Ａ．ル・ハワイアングラス　モンステラ

申込番号：83-006

ピンク3個、パープル3個

ガラス　日本製　グラス6個セット

径7.4×高さ8cm　235cc

電子レンジ、オーブン、アルカリ洗剤、

漂白剤の漬け置き、クレンザー使用不可

ブルー3個、グリーン3個

フレンチハワイアンのグラス
BA



アジアン竹ライド

アーリーモーニング３点ツール

忙しい朝に効率良く朝食を作るために、イギリスのキッチンブランドJoseph Josephの３アイテムをご用意しました。時短はもとより、
料理は美しく仕上がり、キッチンも汚れません。
■チョップ2ポットバンブー：切った食材をこぼさず移せる２つ折りまな板。竹素材で、抗菌性があり固く、包丁傷に強い。なにより竹の
美しさが際立ちます。
■エッグスパチュラ：オムレツや炒り卵、目玉焼きの返しなど、幅広い卵料理に。耐熱に優れたシリコン製ヘッドで、柔らかく仕上げる料
理全般に使えます。テーブルに置いてもヘッドが付かないので衛生的。
■ゴーアボカド：切り開き・種を取り・皮から外し・スライスするまでを1つでこなす、人間工学に基づいてデザインされたツールです。

アーリーモーニング３点ツール

申込番号：71-029
■チョップ2ポットバンブー（まな板）：25.5 x 21 cm

竹、シリコーンゴム　食器洗い乾燥機使用不可

■スパチュラ：6.2 x 2 x 31 cm

ヘッド: シリコーンゴム、ハンドル・コア: ナイロン、ポリプロピ

レン　（耐熱温度）ヘッド: 270℃、ハンドル: 120℃　食器洗い

乾燥機使用可

■アボカドカッター：6.5 x 1.8 x 18 cm

ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ステンレススチール

食器洗い乾燥機使用可 (70℃以下)

チョップ2

ポットバンブー エッグスパチュラ ゴーアボカド

美しい朝食を作る



アジアン竹ライド

カピスコースター＆トレイ

海のグラデーション

フィリピンの海で採れたカピス貝を加工して作ったとても綺麗な工芸品です。キラ

キラ揺れる水面の様で癒されます。1つ1つ違う、天然の素材ならではの風合い。パ

ステル調のやわらかいグラデーションとホワイトプリントのトロピカルリーフが素

敵です。透明なグラスに映える、コースター4枚とデスクやドレッサーで美しく役

立つペントレイ2枚のセットです。載せた物が傷つかないよう、両面樹脂コーティ

ングが施されているので、ガラス製品やアクセサリーを置いても安心です。色はピ

ンクとイエローを同数ミックスでお届けします。

申込番号：65-017

■コースター4枚（ピンク2枚＆イエロー2枚）

約φ10×高さ0.2cm

■ペントレイ2枚（ピンク1枚＆イエロー1枚）

約9.5×18.5×高さ1cm

カピス貝　樹脂コーティング 

フィリピン製

カピスコースター＆トレイ※自然素材を使用した手作り品のため、色柄が写真と異なる場合がございます。
品質保持のため表面に樹脂コーティングを施してありますが、ベースとなる貝は自然
の物なので、ゆがみでコーティング剤が浮いていることがあります。ご了承ください。
食器洗い乾燥機使用不可



アラベスクセット

本革　財布セット二つ折り財布

長財布

水平線のターコイズに、降り注ぐコバルト。

肌を焦がす日差しはココナッツの香り。

どこまでも続くこの白い砂浜はランドスケイプ。

もしかしたら、終わりがないのかもしれない。

すべての日常をエスケイプして、

一番好きなことをしてみよう。

蜃気楼が見えそうなまどろみの午後。

デイドリームでもかまわない。

幾千ものいい夢が見れそうな気がして。



メンズTシャツ ホヌ キッズTシャツ ゲッコー



大判ストール2枚セット

トラベル＆ランドリーバッグ

申込番号：47-052

トラベル＆ランドリーバッグ　６枚セット

ポリエステル
Ｓ：幅20×高さ25cm　巾着ストッパー付き
Ｍ：幅30×高さ40cm　巾着ストッパー付き
Ｌ：幅43×高さ57cm　ホールバンド付き
※カラフル３枚、ブルー３枚の計６枚セットです。
※使用する生地の場所によって柄が写真と異なる場合が
ございます。

何かと役に立つＳ、Ｍ、Ｌサイズの巾着です。一番大きなＬサイズは20ℓの大
容量なので、洗濯物をどんどん入れられます。ロープにぶら下がった洗濯物の
イラスト柄がかわいい！ので、そのまま持ってコインランドリーまで外出でき
そう。「reisenthel（ライゼンタール）」らしく、使わない時は小さく折り畳
む事ができ、収納時は手のひらサイズになるので、旅行時のランドリーバッグ
としてもお使いいただけます。飛行機でスーツケースを預けると、想像以上に
中身がごちゃまぜになっているので、６枚あるとご夫婦で旅行の時などスッキ
リ分類できます。かなり便利な巾着バッグです。

ペアで使えるランドリーバッグ



ル・ハワイアン　マグ＆ティートレイ3セット

モンステラの群生をワイキキのど真ん中で見て驚いたのですが、常夏の気候では街の

あちらこちらで日本人にとっては珍しい植物の大群を見ることができます。ホノルル

全体の夜景を見渡せる絶景スポット、タンタラスの丘では月下美人（A QUEEN OF 

THE NIGHT）が群生していて夢の様な光景です。6月から9月位まで10日～2週間

のサイクルで一斉に大量大輪で咲く月下美人は圧巻。タンタラス以外にプナホウハイ

スクール（ちなみにオバマ元アメリカ大統領の出身校）の生垣とパンチボールが有名

です。日本では「幻の花」ですが、タイミングが良ければ大群の幻に出会えるかもし

れません。

ハワイで咲く草花をモチーフにフレンチテイストでデザインしたマグカップとティー

トレイのセットです。トレイにはナッツやクッキーなどのお茶請けを乗せていただけ

ます。

申込番号：83-011

ル・ハワイアン　マグ３セット

磁器　日本製　マグ、ティートレイ　各3個セット
マグ：径7.7×高さ9.6cm　250cc
ティートレイ：径9.8×高さ2.1cm
電子レンジ、オーブン、食器洗い乾燥機　使用可
アルカリ洗剤、漂白剤の漬け置き、クレンザー　使用不可

花と夢のハワイ









アラベスクセット

本革財布を持つ

シンプルで機能性重視の財布をご用意しました。使

うほど手になじむ牛革は、耐久性の高い素材です。

二つ折り財布は中ベラが付いているので、カードが

取り出しやすく、小銭入れは使いやすいスナップ留

めです。長財布はカードがたくさん収納でき、小銭

入れ部分がファスナーで開閉するタイプです。オー

ソドックスな黒。スムースの柔らかい手触り。毎日

使うものは、飽きのこない安心感と無駄のない心地

よさが大切ですから。

本革　財布セット

申込番号：39-047

牛革

■二つ折り財布：約9.5×約11.5×約2cm

札室2　フリーポケット4　カード9枚収納　ベラ付

■長財布：約9×約19×約1.5cm

札室2　フリーポケット1　カード12枚収納

※同じ素材のデザイン違いです。

二つ折り財布

長財布

本革　財布セット



ラージプラターガーデン

ラージボウルガーデン



アカシア　パーティーセット

友人とビーチハウスをシェアする場合、毎週プールサイド　パーティがあるので、
質感が素敵なトレーがあるといいですね。留学生のウェルカム　パーティは和食も
紹介したいので、取り分けができる木製の食器は重宝します。外国ドラマチャンネ
ルのような特別なことがなくても和洋折衷で日常的に使えるアカシア製の取り分け
セットです。イレギュラーなエッグ型シェイプのトレーなので、いつもの料理もお
しゃれに見せてくれます。

※天然の木を切り出して作っていますので、木目、色調など、ひとつひとつ全て違
います。実際の商品は、写真と異なることがありますがご容赦ください。

申込番号：78-008

アカシア パーティーセット

木製（ラッカー塗装）トレー大2枚、小4枚セット
大皿：約24.5×21.5×高さ2.5cm
小皿：約17.5×12.5×高さ2.5cm
電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機、漂白剤使用
不可

プールサイド パーティ





大判ストール2枚セット

純銅スプーン ＆ ナイフ

申込番号：77-016

B．純銅スプーン＆ナイフ　金色セット

スプーン長さ　11.4cm
ナイフ長さ　13.9cm
銅（シルバーメッキ／ゴールドメッキ）　
日本製
電子レンジ、オーブン、
食器洗い乾燥機使用不可

冷蔵庫から出したばかりのプレミアムアイスが硬いのは高脂肪（濃厚）と空気含有量が低い

（濃密）ことに関係します。乳脂肪分が8％以上で「アイスクリーム」、3.0%以上で「アイ

スミルク」、それ以下は「ラクトアイス」ですが、つまり濃厚で濃密なほどおいしい。しか

し、硬い。でもすぐ食べたい時のためのスプーンです。手から伝わる体温で溶かしながらす

くいだすことができます。それだけではなく、アイスクリームのなめらかな食感を損なわな

いように、スプーンの先端やカーブを調節して作られています。同様に、冷たいと硬いのは

バター。熱伝導に優れた銅の性質を生かした、燕市の職人技が光るプレミアムな逸品です。

申込番号：77-015

Ａ．純銅スプーン＆ナイフ　銀色セット

アイスクリームスプーン2本　バターナイフ１本

アイスクリームスプーン2本　バターナイフ１本

Ａ．純銅スプーン＆ナイフ　銀色セット B．純銅スプーン＆ナイフ　金色セット

プレミアムな純銅アイスクリームスプーン＆バターナイフ



キルナー　クリップトップジャー4個セット

伝統あるイギリスのブランド「KILNER（キルナー）」のクリップトップジャー

です。密閉性の高いクリップ式で、シリコン製パッキンが付いているので、圧力が

かかり過ぎず気密性が保てます。さびにくく耐久性のあるステンレススチールのク

リップと、外せて丸洗いもできるパッキンで衛生面も安心です。熱や酢に強く、匂

いが残りにくいソーダガラスは、ピクルスやジャムに適しています。また、湿気を

防ぐので塩、砂糖、小麦粉などの保存向き。中に入れたものが一目でわかる実用性

とキッチンに並べるだけでインテリアになるキュートで働き者のジャーです。

申込番号：47-029

キルナー　クリップトップジャー4個セット

クリップトップジャー4個セット

幅10.5×奥行10.5×高さ10cm（容量0.5ℓ）

本体：ソーダガラス

留具：ステンレススチール

パッキン：シリコン

生産国：中国

食器洗い乾燥機対応

電子レンジ、オーブン、直火使用不可

今週末はジャムを煮る



アラベスクセット

水草アクアリウム　栽培2個セット

申込番号：57-004

水草アクアリウム　栽培2個セット

水草栽培セット一式（大、小各1個）：ガラス瓶、種、土、石、
流木、取扱説明書
ガラス瓶サイズ（大）：高さ11.5×Φ14.5cm　
                     （小）：高さ8×Φ9cm

球体のガラス鉢に光が差し込み、いっそう潤いを増す水草

のある空間。美しいアクアリウムや水槽に憧れはあっても

インテリアに取り入れるのは難しいというイメージを持っ

ていませんか？そんな“水景”を作り上げるまでに必要な

ものが全て揃った水草の栽培セットです。難しい植え込み

作業をすることなく、ガラス鉢の中で水草を種から育てて

アクアリウムを作り、簡単に癒しの環境が整います。

※育てて楽しむ栽培セットです。表面の写真は完成イメージです。

【セット内容】

癒しの水草アクアリウム

→ → → →→

【成長するイメージ】

※小サイズは石1個、流木小となります。



シーザーサラダ４点セット

申込番号：71-031

シーザーサラダ４点セット

■ロッカー（グレー）：19×4.5×3cm　ABS樹脂、クロムメッキ

付き亜鉛合金　食器洗浄乾燥機使用可

■ゴーアボカド：6.5 x 1.8 x 18 cmポリプロピレン、熱可塑性

エラストマー、ステンレススチール　食器洗い乾燥機使用可 

(70℃以下)

■ポーチプロ：２ピースセット10.8 x 8.4 x 3.5 cm　ポリプロピ

レン（耐熱温度）110℃　食器洗い乾燥機使用可

■ソルト＆ペッパーミニ：7.1 x 3.2 x 3.2 cm　ポリプロピレン、

ネオジム磁石  （耐熱温度）50 ℃食器洗浄乾燥機使用不可

1924年アメリカ合衆国との国境にあるメキシコのレストラン、「シーザーズ・プレイス」で提供された、ロメインレタスを主体にした

サラダで、オーナーのイタリア系移民の料理人シーザー・カルディーニ氏が名前の由来。7月4日はシーザーサラダの日です。

イギリスのキッチンブランドJoseph　Josephの人気商品で作りましょう。

1.ロッカーで手を汚さずクラッシュしたガーリック、レモン汁、オリーブオイルと見た目もかわいいソルト＆ペッパーミニで塩コショウ

する（シーザードレッシング）

2.ゴーアボカドで簡単にアボカドを切る

3.ポーチプロで形のきれいなポーチドエッグを作る

4.ロメインレタスの上に、1、2、3と削りおろした

パルメザンチーズとクルトンをトッピングして仕上げる。

■ロッカー ■ゴーアボカド

■ポーチプロ

■ソルト＆ペッパーミニ

シーザーサラダを作る



ガーゼタオル＆キャンバスバッグ

Loveハワイなおでかけグッズ
いつだってハワイを身近に感じたい、そんな想いをかたちにした日本にいながらハワイア

ンライフスタイルを存分に楽しめるブランド「マウナロア」から人気のガーゼタオルが入

荷しました。表がガーゼ、片面がパイル地でお肌の敏感な方にも安心してお使いいただけ

ます。ハンカチサイズでかさばらず、吸水性に優れた、日本製のタオルなので、品質は申

し分なし。大人のハワイアンライフを演出する「マウナロア」らしいデザインの4枚をア

ソートしてお届けします。

そして、あると便利なキャンバスバッグは落ち着いたバードオブパラダイス柄。ご近所へ

のお買い物やオフィスのランチタイムに、お財布とスマホとハンカチが入るサイズです。

ガーゼタオル4枚とキャンバスバッグのセット

ガーゼタオル： 25×25cm　綿100％　日本製

キャンバスバッグ：約30×20×11cm　綿100％　インド製

ガーゼタオル＆キャンバスバッグ　

申込番号：82-009

※写真は一例です。色柄はおまかせください。

■キャンバスバッグ　

■ガーゼタオル　



オールドハワイ調クッションカバー４枚

申込番号：65-018

オールドハワイ調クッションカバー４枚

オールドハワイ調クッションカバー４枚
申込番号：65-018
クッションカバー4枚（グレー2枚、グリーン2枚）
45×45cm　綿100％　インド製

※カバーのみのご提供です。
クッションの中身は含まれていません。

ストレリチア（学名：Stre l i tz ia）は極楽鳥の姿に似ていることから和名を極楽鳥花
（ゴクラクチョウカ）といいます。極楽鳥の英名は「Bird of paradiseバード･オブ･
パラダイス：天国（楽園）の鳥」ですが、花の極楽鳥花も「Bird of paradise」と呼
ばれています。なぜ同じ呼び方？ハワイの街中や住宅地でよく見かける、バード・オ
ブ・パラダイスをモチーフにした、落ち着きのある色柄のクッションカバーです。難
しい南国スタイルもオールドハワイアン調のファブリックなら、派手にならず地味過
ぎない、リゾートホテルの様なシックなお部屋になりますよ。ほこりの出にくい綿キ
ャンバス素材。ご自宅でお洗濯できるのでリビングにいかがですか。グレー、グリー
ン各２枚の４枚セットでお届けします。

オールドハワイアンの極楽鳥花





アラベスクセット

本革　財布セット二つ折り財布

長財布

オーシャンブルーの海が、マイタイに染まる時間。

一番大切な人と時を紡いでいたい。

昼間の喧騒も、気の利いた言葉も、今はいらない。

陽が落ちてゆく間、一握りの贅沢。

ウクレレの間奏はグラスの氷と波の音。

彼女の手首に瞬くスターダスト、

青く光る月の魔法にかけられて。

長い夜のために、大人のジョークはとっておこう。



アラベスクセット

ワンドリップでハワイの香り

ロイヤルコナ　ドリップコーヒー　20個セット

申込番号：88-006

空港やアラモアナショッピングセンターで、バニラやナッティなコーヒーの甘い香り

を嗅ぐと「ああ、ハワイに来たんだ。」と感じます。ハワイではとてもポピュラーな

フレーバーコーヒーですが、豆はハワイコナを使っているとは限りません。ハワイ州

の法律により、10％以上ハワイコナがブレンドされていないものはKONAの表示が

認めらないので、多くのハワイアンコーヒーにはKONA表示がありません。ロイヤ

ルコナは単なるハワイアン・フレーバーではなく、ベースになるコーヒー豆の品質が

確かなコーヒーです。ハワイコナが10％以上ブレンドされたミディアムローストを

中挽きにした一杯ずつのドリップパックなのでペーパーやドリッパーはいりません。

オフィスでもアウトドアでもカップにセットして、お湯を注ぐだけでハワイの香りを

お楽しみ頂けます。

■アソートでお届けします。フレーバーは選べません。

＜バニラマカダミアナッツ＞一番人気のバニラマとカダミアナッツ

＜チョコレートマカダミアナッツ＞ミルクチョコレートとマカダミアナッツのエキゾチックな風味

＜メープルカプチーノ＞コクのあるカプチーノにメイプルの香りをプラス

レギュラーコーヒー　ワンドリップパック　10g/袋　20個

原産国：アメリカ（ハワイ州）

ロイヤルコナ　ドリップコーヒー





マカダミアナッツ3個セット

ハワイ産のローストマカデミアナッツ

本当の主役はチョコレートではなく、マカデミア

ナッツでした。「マカデミアナッツ特有の"味"と"

食感"を生かすチョコレートを作りたい」と、創業

者がこだわったレシピで、ハワイのマカデミアナ

ッツチョコレートを一躍有名にした“ハワイアン

ホースト”。ハワイの豊かな自然に育てられた良

質なマカデミアナッツをひとつひとつ手作業で丁

寧に収穫。油、添加物を使わず低温で長時間ゆっ

くりと焼き上げ味付けしました。このドライロー

スト製法によって、引き出されたナッツ本来の香

ばしさが楽しめます。3種類のフレーバーはどれ

もハワイ原産。ロコのこだわりを感じます。

マカダミアナッツ3個セット

申込番号：81-003

塩味、マウイオニオン＆ガーリック味、コナコーヒー味　
127ｇ各1袋

 

■塩味：甘みのあるハワイアンシーソルトで味付け
■マウイオニオン＆ガーリック：貴重なマウイオニ
オンとガーリックの風味
■コナコーヒー味：コナコーヒーのキャンディで
コーティング

塩味

マウイオニオン＆ガーリック味

コナコーヒー味





フローラルズ バスソルト6個セット

トロピカルなバスタイム

優雅なバスタイムに欠かせないのは香りの演出。ハワイアンフラワーやトロピカル

フルーツの芳香に包まれてリラックスしましょう。バスタブにお湯を張り、バスソ

ルトを溶かします。塩を使った入浴には、神経を休める働き、冷え性、肩こり、腰

痛、新陳代謝を高める効果、発汗作用などがあると言われています。ハワイアンソ

ルト（海塩）に花や果物から抽出したポピュラーなフレーバー。パッケージも可愛

いので眺めながらの入浴でさらに癒されます。Forever Florals Hawai iフォー

エバーフローラルズはメイドインハワイの人気No.1ブランドです。

フローラルズ バスソルト6個セット

申込番号：80-015

プルメリア、ガーデニア、パッションパイナップル、
ココパパイヤ、マンゴーのうち6個アソート
（種類はおまかせください。） 

容量：50ｇ（1袋で約2回分）×6個
原産国：アメリカ合衆国 
全成分：硫酸Mg、海塩、アロエベラ液汁、香料、
アルゲエキス、ショウガ根エキス、プルメリア花エキス、
シムビジウムグランジフロルム花エキス、チャ葉エキス、
酢酸トコフェロール、シリカ 

※輸入品のためパッケージは予告なく変更する場合があります



純銅ロックカップ

純銅ビアカップ ビールと冷酒に純銅カップ
新潟県燕市といえば、質の高い洋食器と金属製品で世界的にも有名です。銅カップは職人が一

つ一つ丁寧に手磨きをした逸品です。銅の良さは熱伝導に優れていることで、鉄の5倍、ステ

ンレスの25倍にもなります。冷たい飲み物を注ぐと一気に冷えるので、口当たりや手に伝わ

る清涼感は格別です。また、銅には微量金属作用（銅イオン作用）で、 水に混ざるだけで殺

菌作用を発揮する性質があります。この銅イオンの働きが微生物の発生を防ぎ、 銅食器を衛

生的に保ちます。

銅の酒器で飲むお酒はワンランクアップといわれています。クリーミーな泡の冷たいビール。

いつもよりまろやかな舌触りの日本酒。自分へのご褒美にいかがですか。

Ｂ.純銅ビアカップ

申込番号：77-008
ビアカップ　1個

役径8×高さ15cm　380ml

Ａ.純銅ロックカップ

申込番号：77-007
ロックカップ　1個

役径7×高さ8.5cm　340ml

銅　日本製

電子レンジ、オーブン、食器洗い乾燥機使用不可

銅　日本製

電子レンジ、オーブン、食器洗い乾燥機使用不可

Ａ

Ｂ



スライス&シャープン　赤

包丁が研げるまな板

切れない包丁ほどイライラすることはありません。ステンレス包丁は5日に1度く

らい研ぐと切れ味が保てるといわれています。でも調理を始めてから、研ぎ器を

出すのって面倒です。でも大丈夫！このまな板のグリップには、高品質のセラミ

ック製包丁研ぎ器が内蔵されています。まな板を立て、パーツの隙間に包丁の刃

を挟んでスライドさせるだけ。（まな板の淵には安全に研いだり切ったりできる

滑り止めのラバーが付いています。）画期的な発想、そしてスタイリッシュなデ

ザインセンス。さすがJoseph Joseph（ジョゼフ・ジョゼフ）です。包丁研ぎ

器が一体化したまな板で潰れたトマト、ボロボロの刺身とはスパッと縁を切りま

しょう。

スライス&シャープン　赤

申込番号：71-023

37×28×1cm

まな板　ポリプロピレン

滑り止め　TPR

研ぎ器　セラミック

食器洗い乾燥機使用可

※包丁研ぎ器は　セラミック刃、鋸刃、片刃には

使用できません。

※包丁は含まれません。













大判ストール2枚セット

スリーシーズン男女兼用

シンプルな服装は安心感があるので、つい選んでしまいがちですが、地味に見えたり、印象が

薄いなど、損をすることも。いつもの服でもナチュラルな配色と綿麻の素材感ストールをプラ

スすることで、ワンランクアップの着こなしができます。合わせやすい色柄なので、ストール

初心者にこそオススメ。巻き方で見える柄が違うので、上手く使うと何通りにも変化がつけら

れます。ざっくりと編まれた風合いが年齢を問わず、天然素材の爽やかな心地良さが季節を選

ばず活躍してくれます。大判サイズで、もちろん男女兼用。しかも家庭で洗濯できるのがうれ

しい。洗いざらしでシワ感を生かしたカジュアルテイストにも、アイロンをきかせてキレイめ

コーデも。気の利いた小物があると毎日の洋服選びが楽になります。

※ハンドメイドのため、色、サイズが写真、表記と異なる場合がありますがご容赦ください。

※糸の太さが違っていたり、ざっくりと編まれているため、穴が開いた様に見える場合がござ

いますがこれは製品の特性で、不良品ではございませんのでご理解ください。

※使用中、水、汗、摩擦などにより多少の色落ち、色移りすることがありますのでご注意くだ

さい。お手入れの際は必ず単品での洗濯をお願いします。

大判ストール２枚セット

申込番号：85-003

テラコッタ×ベージュ、パープル×グレー各１枚の２枚セット

コットン70％リネン30％

横幅約51cm×長さ約182cm（フリンジ部分：両端各7cm位）

生産国：インド



大判ストール2枚セット

純銅スプーン ＆ ナイフ

サボン・リキッド

リキッドタイプのマルセイユ石鹸

ラ・コルベット　サボン・リキッド　コレクション

申込番号：89-003

マルセイユ石鹸ブランドLa Corvette（ラ・コルベット）の使いやすい液体のハン

ド&ボディソープです。合成界面活性剤を使用せず、苛性カリで作った石鹸洗浄成分

で、やさしくきめの細かい泡が皮脂の汚れをしっかりと洗い落とします。天然保湿成

分のあるグリセリンを含み、洗い上がりの肌はしっとりやわらか。天然由来のクエン

酸も配合。パラベン/EDTA/動物性油脂不使用。フランスで認められたメーカーが

作る本物の品質です。無香料のマルセイユ石鹸だと匂いが苦手な方にもおすすめした

い、色もきれい、香りも良い、植物性油脂100%天然の色素と香料のフレグランス

タイプです。
リキッドソープ250ml×4種類

生産国：フランス

・爽やかなヴァーベナレモンの香り

・フレッシュなオリーブの香り

・すがすがしいラベンダーの香り

・優雅で上品なローズの香り

※パッケージ・ラベル・仕様は予告なく変更となる場合が

あります。

●SAVONNERIE du MIDI  サボネリー・デュ・ミディ
「サボン・ド・マルセイユ」を作り続けて120年以上の歴史を重ねてきたサボネリー・デュ・
ミディ社は、UPSM（マルセイユソープ正規組合）に所属した、伝統的な基準を守り続け
る数少ない製造社の一つ。基準が守られていない模倣品が増える中、今もなお、本物の
「サボン・ド・マルセイユ」を作り続けています。



アジアン竹ライド

サボテン栽培セット

黒本物の石にそっくりなポットで種から育てるカクタス（サボテン）の栽培セット

です。リアルな石の質感は陶器で再現しているので作り物っぽくなく、石からサボ

テンが生えていたとしても、なぜか自然に感じます。石のような手触りや表面の風

合いは釉薬で表現していますので、石ころのように並べて飾ればナチュラルなイン

テリアになります。成長が遅いので、サボテンらしくなるまでには2～3年かかり

ますが、種まきから始め、大きくなる様子を見ているだけで癒されます。ちなみに

サボテンは日本語、カクタス（cactus）は英語です。

※育てて楽しむ栽培セットです。表面の写真は成長（2～3年）イメージです。

サボテン栽培　6個セット

申込番号：57-006

石の上にもサボテン

サボテン栽培セット一式×6個
石ころポットサイズ： 9.8～9.3×8～7×5cm
※石ころポットの色、形はお任せください。



サバンナ　ペア6ピースセット

テーブル上にあるサバンナ

いつか行ってみたい場所のひとつにサバンナがある。ナッツをつまみに琥珀色の

ウィスキーをストレートで。そしてまだ見ぬアフリカの地平線に思いを馳せる。

そんなワイルドライフに似合うフランスデザインのテーブルウェアです。サバン

ナは気軽に行ける場所ではありませんが、こちらは気軽に毎日使える食器です。

サバンナ　ペア6ピースセット

申込番号：83-009

マグ、ティートレイ、ショットグラス各2個セット（日本製）

マグ：径8×高さ9.3cm　300cc　ストーン製
ティートレイ：径9.8×高さ2.1cm　ストーン製
アルカリ洗剤、漂白剤の漬け置き、クレンザー使用不可

ショットグラス：径6.6×高さ8.7cm　180cc　ガラス製
電子レンジ、オーブン、アルカリ洗剤、漂白剤の漬け
置き、クレンザー使用不可





大判ストール2枚セット

純銅スプーン ＆ ナイフ

バレル型ディスペンサー

英国パブに帰宅する

バレル型ディスペンサー

申込番号：47-047

伝統あるイギリスのブランド「KILNER（キルナー）」の、樽型ドリンクサー

バーです。頑丈で透明度が高く、においが残りにくいソーダガラス製なので、

ブランデー、ウイスキー、コニャック、ワイン、ラム…毎日違うお酒を入れて

も味移りなく楽しめます。木製台座が付いて高級感があり、小振りで卓上に置

くのにほど好いサイズです。容量は1.0Lと十分なので、ドライフルーツやハー

ブを入れたオリジナルのカクテルや果実酒で、パーティーシーンの演出にもお

勧めです。本体のステンレススティール製フタ部分は50ccの計量カップとして

使えますが、そのままショットグラスのようにワイルドに飲んでも良し。早く

帰ってテレビでスポーツ観戦でもしながら、自宅でハッピータイム飲み放題！

にしたいディスペンサーです。
本体幅21×奥行11.5×高さ16.5cm（容量1ℓ）

カップ50cc　木製台座付属

ソーダガラス、ステンレススティール、シリコン、ABS

樹脂、木材

生産国：中国

食器洗い乾燥機対応

電子レンジ、オーブン、直火、冷凍庫、食器洗浄器

使用不可



キルナー　プリザーブジャー6個セット

コンフィチュールを作ってみよう

イギリスのKILNER（キルナー）は世界各国のキッチンで愛される保存容器のブランドです。
長年変わらない伝統的デザインがその証拠。高級感のあるクラシックなデザインのボトルは熱
や酢に強く、匂いが残りにくいソーダガラス製で、煮沸消毒はもちろん食器洗浄器の使用も可
能です。蓋部分は交換可能な金属製ディスクと固定用のスクリューバンドの２つのパーツに分
かれているので気密性が高く、ジャムやピクルスの保存に向いています。無添加で甘さ控えめ
だと日持ちが心配ですが、煮沸真空保存に対応しているので、ぜひ旬の果物で手作りコンフィ
チ ュ ー ル に 挑 戦 し て く だ さ い 。 ち な み に 、 ジ ャ ム （ j a m 英 語 ） と コ ン フ ィ チ ュ ー ル （
conf i tureフランス語）は同じものですが、ジャムは凝固した形状をさし、コンフィチュール
は保存目的が語源の言葉です。

0.5リットルのプリザーブジャー4個と1リットルのプリザーブジャー2個に、
レモネードとピクルスのレシピカードが付いています。 キルナー　プリザーブジャー6個セット

申込番号：47-027
プリザーブジャー6個セット（レシピカード付）
幅8.3×奥行8.3×高さ12.8cm（容量0.5ℓ）
幅9.8×奥行9.8×高さ18cm（容量1ℓ）
本体：ソーダガラス
フタ：ブリキ
生産国：中国
食器洗い乾燥機対応
電子レンジ、オーブン、直火使用不可



アカシア　前菜トレーセット

ディナーの名脇役

アカシアウッドのトレー。職人が1本の木から削り出して作っていますので、継ぎ

目のないみごとな工芸品です。なめらかな手触りと天然木の質感がディナーのテー

ブルを引き立ててくれます。仕切り付きレクタングルトレーと深さのあるオーバル

ボウル。前菜だけではなく、アイディア次第で様々なスタイルで使えそうです。

※天然の木を切り出して作っていますので、木目、色調など、ひとつひとつ全て違

います。実際の商品は、写真と異なることがありますがご容赦ください。
アカシア 前菜トレーセット

申込番号：78-009

木製（ラッカー塗装）オーバルボウル3個、仕切り付き
トレー3枚セット
オーバルボウル：約23×9×高さ5cm
仕切り付きトレー：約23×11×高さ3cm
電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機、漂白剤
使用不可



キッチンばさみ＆水きりまな板

英国＆日本の良いとこ取りキッチンツール
日本製ステンレススチールを採用した切れ味の良いキッチンばさみ「キッチンシザース」は、両手を使って切りやすいサムグリップ

付きで、固いものも安全に切ることができます。

食材が滑らないようブレードに施された工夫や、ハーブストリッパー、また、洗浄や研ぎ直ししやすい構造など、キッチンツールを

知り尽くしたJoseph Josephならではの機能。日本の伝統と英国のセンスが融合した製品です。

水きりもできるまな板「リンス&チョップ」は、折りたたんでロックするとコランダーになり、食材を洗ってそのまま水切りができる

まな板です。ザルに移す手間がかからず、切った食材は、折り目を利用してフライパンや鍋に、切りくずはゴミ箱に投入しやすい設

計です。裏面と周囲のすべり止めで、切りやすく、収納時も立てられ便利です。吊るして保管できるハンギングホール付き。

キッチンばさみ＆水きりまな板

申込番号：71-030

■キッチンばさみ：1.8 x 9.1 x 22.4 cm刃: ステンレスス

チール、ハンドル: ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

耐熱温度70℃　食器洗い乾燥機使用不可

■リンス&チョップ（まな板）：34 x 20 cm　ポリプロピレン、

TPE（耐熱温度）110 ℃　食器洗い乾燥機使用可

＜リンス&チョップ＞＜キッチンシザース＞



バーオープナーセット

スタイリッシュBarツール
ワインのコルクがスマートで美しく抜けるワインオープナーと、開けたキャップが持ち手部分に

たまっていくボトルオープナー（栓抜き）のセット。ミッドナイトブルーの色も都会的です。

ワインオープナーはボトルにかぶせて押し込むと自然にスクリューの位置が調整され、あとはハ

ンドルを回すだけ。従来のコルクスクリューのようにレバーを引いたり、引っぱったりする必要

はありません。また、アーム先端のカッターをフォイルに沿わせて一回転するだけで簡単にカッ

トできるフォイルカッターも付いています。

ボトルオープナーは口をボトル上部に押し当て、ハンドルを下げるだけで簡単に開けたキャップ

を16個までためられ、底を開けて簡単に捨てられます。パーティーでは、いちいちキャップを

捨てる必要が無いのでもの凄く役立ちます。

パブの国イギリスのキッチンテーブルウェアブランドJosephJosephから、スタイリッシュな

バーツールのご紹介でした。

バーオープナーセット

申込番号：71-025

■コルクスクリュー

材質：ABS樹脂、ナイロン、ポリアセタール、フッ素樹脂

コーティングステンレススチール

サイズ：6.5 x 3 x 13.5 cm

■ボトルオープナー

材質　：亜鉛合金、ABS樹脂、スチール、シリコーンゴム

サイズ：4.5 x 4.5 x 16 cm 

食器洗浄乾燥機使用不可

■コルクスクリュー ■ボトルオープナー



アラベスクセット

デュラレックス　コージーマグ

グラスでホット

シンプルで機能的な強化ガラスのマグカップです。デュラレックスといえば衝撃に強く、

また急激な温度変化にも耐えることができるので、グラスに直接熱湯を注いだり、フリー

ザーから出して電子レンジで温めることも可能です。ハンドルが付いた大きめのマグタイ

プなので、ホットドリンクにぴったり。お湯を注ぐと花が咲く工芸茶や焼酎の梅割りなど

に良さそうです。

※デュラレックス製品には機械による傷、気泡などが見受けられます。これは製造上どう

しても発生してしまうものであり不良品ではありません。また、表面にソーダ灰(汚れのよ

うに見えます)が付着していることがございますが、食器用洗剤で落ちますのでご安心くだ

さい。

デュラレックス　コージーマグ５個セット

申込番号：47-038

マグカップ　５個セット
径8.6×高さ10.5cm　350cc

強化ガラス　フランス製
電子レンジ、食器洗い乾燥機、熱湯（100℃）、
フリーザー（－25℃）対応
オーブン、直火、ホットプレート、電熱器不可



アジアン竹ライド

アーバン バック paris
都会に似合うバッグ

アーバン　バック　paris

申込番号：47-048

とことんまで無駄を削ぎ落としたモノトーンデザインの「URBAN COLLEC-

TION（アーバンコレクション）」シリーズのトートバッグです。都会的なデザ

インなので、会社帰りにスポーツジムに行く時も、スーパーで食材を買って帰る

時も、スーツに持って違和感無しです。ライゼンタール社らしい軽量でリサイク

ル可能な高品質な素材を使用し、丈夫で持ちやすくお手入れも簡単。中身が見え

ないフルジッパー仕様です。写真の女性モデルは身長が170cm以上あります。

つまり、男性に使っていただきたいサイズです。

ポリプロピレン、ポリエステル

幅48×高さ40×奥行18cm

容量：約15L

内側ファスナーポケット×1

内側オープンポケット×2



アラベスクセット

マラケシュで異邦人になる

モロッコは北アフリカに位置するイスラム圏の国。マグ

レブ(アラビア語で日の沈む国)と呼ばれています。北は

地中海、西は大西洋、東はサハラ砂漠。アフリカとはい

え、ジブラルタル海峡をフェリーでスペインまで40分

くらいの距離ということもあり、ヨーロッパの影響が強

く、異文化が溶け合う独特な雰囲気があります。訪れる

人を異邦人的な感覚にしてくれることから、上級者向き

で人気の高い旅行先です。日出づる国、日本からはとて

も遠い場所に思えますが、タジン鍋、アルガンオイル、

バブーシュが名産品と聞けば、なんとなく知っているの

で身近に感じます。「南方の真珠」と讃えられる美しい

都市マラケシュ。迷路のようなメディナ（旧市街）が世

界遺産になっています。マラケシュをイメージしたアラ

ビアンな器で、ぜひモロッコ料理のクスクス、タジン、

ハリーラに挑戦してみてください。

Ｂ．アラベスク　パーティーセット

申込番号：41-081

大皿1枚、中皿5枚セット
大皿：径24×高さ4.5cm
中皿：径16.5×高さ3cm

磁器　日本製
電子レンジ、食器洗い乾燥機対応

Ａ．アラベスク　パスタ皿セット

申込番号：41-080

皿6枚セット(グリーン／ブルー各3)
径22.5×高さ4cm

磁器　日本製
電子レンジ、食器洗い乾燥機対応


