




eva solo は、1939年にErik Magor氏が創設したEva denmark社から、
1997年に派生したブランドでしたが、2010年にEva solo社になりました。
Eva soloの eva は、彼の愛娘「Eva」にちなんでつけられました。
Eva denmark社の経験と若さを結合して、ユニークかつ優れたデザイン
プロダクツを生み出しています。
それぞれのDesign productが、eva soloの世界の中心に位置しており、
そのデザインとファンクションが究極のコンビネーションをかもし出して
います。eva soloのdesign productは、"the one and only"の製品です。



Tools Design

ヘンリック・ホルベック&クラウス・イェンセン(Henrik Holbaek & Claus Jensen)の2人によるデザイ
ンユニットです。この2人は、今までに300を超える様々な賞を獲得しましたが、家庭用品のライフス
タイルデザイン分野ではおそらくヨーロッパで最も多くの栄誉を与えられたデザインスタジオと言える
でしょう。彼らの製品は、シンプルで革新的なアプローチが特徴で、個々の製品に何か特別な価値を与
えるという考え方に基づいてデザインされたものです。

デザインのみならずエバ・ソロのネーミングやデザインコンセプト商品企画、
グラフィックデザインまでトータルに手がけています。

全てを通して個性あふれるオーガニックで優しいフォルムを持ちながら、無駄を省いた機能性と手入れ
のしやすさまで考慮したディティール設計
など、『優しいモダニズム』を感じさせる逸品を多く排出。
現在デンマークを代表するクリエイターとして数々の国際エキジビションのデザイン賞を獲得していま
す。

Claus Jensen クラウス・イェンセン

1966年生まれ/インダストリアルデザイナー/1992年デ
ンマーク、コペンハーゲンのデンマークデザインスクー
ル、家具デザイン科卒

Henrik Holbæk ヘンリック・ホルベック

1960年生まれ/インダストリアルデザイナー・建築家
/1990年デンマーク、コペンハーゲンの王立美術院工業
デザイン科卒



カフェソロ コーヒーメーカー ¥13,000

自分で手軽で簡単にコーヒーを淹れることができ、さらに薫り高く、美味しくいただくことができる
ヨーロッパスタイルのコーヒーメーカーです。

エコ
フィルターなどの使い捨ての消耗品も必要ありません。また、電気式と違って、電気代もかかりません。

コーヒー本来の薫りと味
紙フィルター式の抽出方法だと薫りや旨み（豆に含まれる油分）がすべて紙に付着してしまったり、紙の
臭いがコーヒーに移ってしまいます。しかし、カフェソロで淹れると本来コーヒー豆がもっている美味し
さをきちんと引き出してくれます。

保温カバー
付属の保温カバーを使うことにより、薫りと暖かさはそのままで保温が可能です。また、注ぐときも手が
熱くありません。さらに、電気式の保温と違い風味を飛ばすことなく美味しくいただけます。ガラスを保
護する役割にもなってます。

【淹れ方】
①「粗挽き」のコーヒー豆を用意します。（フィルターの目が粗いので、粉が出すぎるのを防ぎます。）
②コーヒー豆をカバーを着せたフラスクに入れ、お湯を注ぎます。後は付属のスティックで10秒ほど
かき混ぜ、フィルターとフタを取り付けて、4分ほど置いておくだけです。
（目安として、1L用－約50ｇですが、お好みに合わせてください。）
③あとはカップに注いで、美味しいコーヒーを心ゆくまでお楽しみください。

ブラック
5706631075817

567667

ダークグレー
5706631074278

567668

ライトグレー
5706631074285

567669

※税抜価格です

サイズ:約Φ13x23cm
容量 : 約1L
素材：カラフェ/耐熱ガラス
カバー/ネオプレーン60% 綿25% ポリエステル15％
フィルター/ステンレス鋼、シリコン
スティック：ポリプロピレン
原産国：デンマーク
耐熱温度差 120度（耐熱ガラス）、100度（ポリプロピレン、シリコン）
食洗機可（カバー除く）、カバーは、30度のぬるま湯での手洗い

※在庫限り終了



サイズ:約Φ13x23cm
容量 : 約1.0L
素材：カラフェ/耐熱ガラス
カバー/ネオプレーン60% 綿25% ポリエステル15％
フィルター/ステンレス鋼、シリコン
原産国：デンマーク
耐熱温度差 120度（耐熱ガラス）、100度（ポリプロピレン、シリコン）
食洗機可（カバー除く）、カバーは、30度のぬるま湯での手洗い

ティーメーカー ¥13,000

ティーメーカーは、さまざまな茶具を用意することなく、これ一つで茶葉の特徴を最大限に生かし、
美味しくいただくことができます。

機能的なデザイン
丸みをおびた柔らかな印象をもったポットのデザインはティーポットとして大切な要素である茶葉を十分
に「ジャンピング」させるためのものです。熱湯を本体のフラスクに注いだときに茶葉が内部で対流する
ことでこれによって茶葉からお茶の美味しさを引き出すことができるのです。

保温カバー
付属の保温カバーにより香りと暖かさを保ちます。ご家族や職場の方などゆっくりとお茶を楽しめます。

特殊フィルター付きフタ
専用のフタは付けたままでお茶を注げますのでお茶の薫りを逃すこともなく暖かさもそのままです。
ステンレス製のフィルターが内部に装備されていますから茶こしを用意する必要も無くフラスクを傾けて
そのままお茶をカップに注ぐだけです。お茶の注ぎ口は液だれが内部に環流させる形状になっていて、
テーブルや保温カバーを汚してしまうこともありません。（ドリップフリー）

ブラック

5706631075824

567489

ダークグレー

5706631074292

567487

ライトグレー

5706631075527

567488

※税抜価格です



バキュームジャグ ¥9,000

ホットにもコールドにも使用できます。お茶、コー
ヒー、お湯などをオシャレにサービング。フタ、口金
は取り外しができるのでお手入れ簡単、衛生的です。
注ぎ口は、滴が垂れにくいドリップフリー（2重構
造）になっています。

カジュアル感があり手軽な価格のプラスチックタイプ
のバキュームジャグ

サイズ:約16×30cm
容量 : 約1.0L
素材：本体、取っ手/ポリプロピレン

栓/ポリプロピレン、シリコン、
口金/ステンレススチール、シリコン
内層/耐熱ガラス

原産国：中国

食洗機不可

ブラック
5706631043601

502910

ホワイト
5706631043618

502911

ねじ込み式の蓋と、ステンレスの口金が特徴です。
ねじ込み式の蓋でしっかり栓をすることで、中の保温性が保たれます。
蓋を緩めて中身を注ぎます

※税抜価格です



ライズ バキュームジャグ ¥10,000

シンプルなデザインで機能性も兼ね備えたバキューム
ジャグです。真空断熱の二重構造のため、コーヒーや
紅茶の温度を長時間保ちます。便利なプッシュボタン
式なので水差しとしても使いやすいです。

普段使いはもちろん、パーティーなどでも活躍します。

保温効力検査済

サイズ:約14×23.5cm
容量 : 約1.0L
素材：プラスチック、ガラス
原産国：中国

ブラック
5706631201865

502850

ホワイト
5706631201889

502851

※税抜価格です



画像 バックパックドリンキングボトル
¥4,000

スリムなデザインでほとんどのバッグにすっき
り収まります。ボトルは100％防水で、持ち運
びに便利なストラップが付いています。

環境にも配慮された商品で、BPAプラスチック
は使用していません。

5706631197649
505010
約８×4×26cm 容量：500ml
素材： 本体/トライタン
蓋/ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン
原産国：中国
食洗機可（本体のみ）

アクティブドリンクボトル
¥5,000

シリコンストラップが付いているので、トレー
ニングやハイキングに行くときも、持ち運びが
簡単です。
多くの水分補給を要するトレーニングや、釣
り・旅行・登山に出かける場合などにもぴった
りです。

5706631182447
505020
約Φ7.3×24cm 容量：700ml
素材：本体/ステンレス鋼
蓋/ポリプロピレン、シリコン
原産国：中国
食洗機可（本体のみ）

ドリンキングボトル
¥3,800

オフィスで使うのにも、レジャータイムにバッ
グに入れて持ち歩くにも使いやすいマイウォー
ターボトル。環境にも配慮された商品で、BPA
プラスチックは使用していません。

グレー 5706631043649 / 502990
オレンジ 5706631043670 / 502993

約Φ6.5×23cm 容量：500ml
素材： 本体/トライタン
蓋/ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン
原産国：中国
食洗機可（本体のみ）
耐熱温度：本体100℃ フタ80℃

※税抜価格です



To Go CUP ¥5,000

ワンタッチで操作できる機能的な「クリックオープンリッド」。
運転中や電車の中、自転車をこぎながらなど、動きながらでも片手でフタが簡単に開けられます。
真空ダブルウォール構造で、優れた断熱性により、飲み物をより温かくより冷たく保ちます。
シリコン製の丈夫で便利なキャリーストラップが付いています。口が広いので楽に洗えます。

約Φ6.5×20cm 容量：350ml
素材：本体/ステンレススチール 蓋部分/ポリプロピレン、ポリアセタール、シリコン
原産国：中国
食洗機可

マグネティックトリベット ¥4,600

耐熱性シリコンのトリベットです。
2本のパーツをクロスさせて、鍋やフライパンを乗せることができます。大きな鍋には、ばらして使用す
る事もできます。マグネット内蔵で、鍋底にくっついて移動できるので、テーブルにそのままサーブする
とき、とても便利です。棒状になり、収納に場所をとりません。キッチンの引き出しに入ります。
また、アウトドアでも重宝します。

ストーングレー 5706631059220 / 530734

約19.5x2.3x1.3cm
素材：: ナイロン（シリコンコーティング）、磁石
原産国：デンマーク

食洗機可
耐熱温度 ：220℃

グレー
5706631059459

567461

ノルディックローズ
5706631074308

567469

※税抜価格です

マーブルグレー
5706631162388

567459



マグネティックトリベット オーク
¥6,500

2本のパーツをクロスさせて、鍋やフライパンを
乗せることができます。マグネット内蔵で、鍋
底にくっついて移動できるので、テーブルにそ
のままサーブするとき、とても便利です。

5706631186834
530742
サイズ：約19.5x2.3x1.3cm
素材：オーク材、磁石
原産国：中国

ノルディックキッチン
マグネットトリベット

¥7,500

マグネット内蔵で、鍋底にくっついて移動でき
るので、テーブルにそのままサーブするとき、
とても便利です。

5706631182300
520414
サイズ：約Φ18.5cm
素材：オーク材、ステンレス、磁石
原産国：中国

スマートマット
¥6,500

タブレットまたはスマートフォンのホルダーと
しても、トリベットとしても使用できます。ホ
ルダーとしてはさむ位置を変えることで角度も
異なり調整ができます。

5706631186810
520415
サイズ：約Φ18.2x2.2cm
素材：オーク材
原産国：ポーランド

※税抜価格です



キッチンタオルホルダー
¥8,800

ステンレスとレザーの組み合わせが美しいキッ
チンタオルホルダー約300グラムと軽量ながら
底にTPEラバーを使用しているので、滑りにく
く安定して使うことができます。

5706631072014
530606

約Φ13.4x31cm(ストラップ込)
素材：ステンレススチール、TPE、牛革
原産国：デンマーク

キッチンタイマー
¥7,500

オークヘッドのキッチンタイマーは、そこがす
べりにくいゴム製なので使いやすいです。数字
が読みやすく、シンプルな構造なので操作も簡
単です。まず初めに60のところまでヘッドを回
した後、希望の時間を設定して使用します。

5706631191333
520418

サイズ： 約Φ9x6.5cm
素材：オーク材、プラスチック
原産国：中国

サービングトレイ
¥12,000

大きなサービングトレイは、頑丈なハンドルが
ついているので安定してドリンクや食事を運ぶ
ことができます。ブラックと素朴なオークの組
み合わせは、どんなシーンにも使いやすく、置
いておくだけでも優雅な印象を与えます。

5706631186858
520416

約Φ35cm
素材：オーク材、プラスチック
原産国：中国

※税抜価格です



ツールボックス トール ¥6,800

ブラック
5706631190626 / 520626

ホワイト
5706631162173 / 530637

約Φ11.8×20cm

素材：セラミック オークウッド
原産国：デンマーク

ツールボックス ロー ¥8,000

ブラック
5706631190619 / 520424

ホワイト
5706631162197 / 530638

約12.5×15.5×22.5cm

素材：セラミック オークウッド
原産国：デンマーク

ツールボックス

実用的なストレッジジャーはキッチンテーブルを素敵に片付けます。
背の高いジャーは、例えばキッチン用具用に。
低い方は、例えば食器洗いブラシ、ディッシュクロスとスポンジ用に。
木製のハンドルで区切られているのですっきりと整理できます。
キッチンでも仕事場のテーブルでも使える優れもの。
様々な場面で使用できるので便利な一品です。

※税抜価格です



ビールグラス S（2個セット)
¥5,000

エバソロのビアグラスシリーズは様々な種類の
ビールを心行くまでお楽しみいただくために生
まれました。手拭ガラスにより作られたこのビ
アグラスはそれぞれのビールの香りや風味が格
調高いグラスのよって存分に高められるように、
醸造の専門家との緊密な協力によって開発され
ています。ペアセットなのでギフトにも最適。

5706631061179
541111
約Φ8x15.5cm 容量：350ml
素材：マウスブロウンガラス
原産国：スロバキア
食洗機可

ビールグラス L（2個セット)
¥5,000

エバソロのビアグラスシリーズは様々な種類の
ビールを心行くまでお楽しみいただくために生
まれました。手拭ガラスにより作られたこのビ
アグラスはそれぞれのビールの香りや風味が格
調高いグラスのよって存分に高められるように、
醸造の専門家との緊密な協力によって開発され
ています。ペアセットなのでギフトにも最適。

5706631061193
541112
約Φ7x24.1cm 容量：500ml
素材：マウスブロウンガラス
原産国：スロバキア
食洗機可

タンブラー（6個セット） ¥5,300

グラスの底面は水面に広がる波紋のようなデザ
インになっていて、飲み物を注ぐと光の反射が
ロマンチック。美しさと実用性を兼ね備えたグ
ラスセットです。冷たい飲み物から熱い飲み物
(130度)まで対応しています。
氷をたっぷり入れたグラスに熱い紅茶を注ぐ、
そんなアイスティー作りも、耐熱ガラスですか
ら、ストレスなく楽しむことができます。

5706631007740
567425
約Φ8x9cm 容量：250ml
素材：ホウケイ酸ガラス
原産国：トルコ
食洗機可

※税抜価格です



Facetシリーズ

カットされた光を反射する面はテーブルに優雅さをもたらします。様々な使い方ができるタンブラー
シリーズです。ドリンクやアイスクリームの盛り付けにも使用できます。
カクテルやシリアルなどお好みのサイズでお好みのものを盛り付けてお楽しみください。

Facetタンブラー6個セット
¥5,000

5706631074360
567433
約Φ8×9cm

容量：約270ml

素材：ガラス
原産国：トルコ
食洗機可（グラスモード推奨）

Facetタンブラー4個セット
¥4,500 

5706631074377
567434

約Φ8×11cm
容量：約340ml

Facetタンブラー4個セット
¥5,000

5706631074384
567435

約Φ9×13cm
容量：約430ml Facetボウル4個セット

¥5,000

5706631074407
567436

約Φ15.5×5.5cm
容量：約500ml

※税抜価格です



ナイフスタンド アングル ¥17,000

アルミのケースにプラスチックの蛇腹構造が特徴的なナイフスタンドです。取り外しが可能なので、洗う
ことができ、清潔に保つことができます。ナイフの柄の部分だけが表に出るように収納されます。沢山の
ナイフを差してもナイフの刃同士がぶつかりません。
ボックスに角度がついて斜めになっていることで、ツールが取り出しやすいのもポイントです。

5709296009999
515280

約34×7.5×27cm
素材：本体：アルミニウム

インサート：ポリプロピレン
原産国：中国

マイフレーバー ドレッシングシェイカー ¥6,500

実用的でエレガントなカラフェです。
注ぎ口がドリップフリー構造になっており、液だれの心配もありません。
スリムな形状なので冷蔵庫にもしまいやすく実用的です。

5706631179898
567687

約Φ6×16cm 容量：250ml
素材：ガラス、ステンレススチール、シリコン
原産国：中国
食洗機可

※税抜価格です



ドリップフリー ドレッシングシェーカー ¥6,500

湾曲した形状が手のひらにフィットし、しっかりホールド出来ます。
容量が多くても滑りにくい実用設計に加え、注ぎ口を中心に手首を振るから、ガラス部に収まったドレッ
シングが、遠心力で効率的に素早く混ざります。また、残量が一目で分かるのも使いやすさのポイント。
ガラス製の本体は低重心のため、倒れにくく安定感があります。
移動の際にこぼす事なく安心して運べます。また高さ=17cmの小さめのサイズなので、ドレッシングが
余っても冷蔵庫にそのまま収納出来ます。

5706631023580
567680

約Φ10×17cm
容量：250ml
素材：耐熱ガラス製 （耐熱温度差120度）ステンレススチール、シリコンラバー
原産国：デンマーク

マイフレーバーカラフェ ¥7,500

このカラフェがあれば簡単にフレーバーウォーターを作ることができます。
もちろんスティックを外しカラフェとしても使用できます。冷蔵庫に収まるサイズで収納しやすく、
液漏れのしにくいドリップフリー構造になっています。

5706631040556
567483

約Φ8×28cm
容量：1.0L
素材：耐熱ガラス、ステンレス、シリコン
原産国：デンマーク
耐熱温度差：120℃
食洗機可（本体のみ）

※税抜価格です

ステンレススチールとシリコンラバーを用いた独自の二重構造により、
滴をこぼさず注げるように設計されています。
食卓をオイルやドレッシングで汚す事無く、いつでも清潔に使えます。

また蓋全体はシリコンラバーできっちり密閉されているだけでなく、
注ぎ口の先端部もをシリコンラバーの蓋で綴じる為、倒れてもこぼれず、
大切な香りもしっかりキープします。

液だれのしにくい
ドリップフリー構造



フリッジカラフェ カバー付 ¥10,000 ／ クリア ¥9,000

北欧のモダンな家具をイメージした新しいカバーにリニューアルしました。まるでソファーやチェアーの
ようなこのテキスタイルはとてもエレガントでスカンジナビア的です。
このフリッジカラフェは、伝統的なミルクボトルからインスピレーションを受けてデザインされました。
ほとんどの冷蔵庫のポケットに入るサイズです。
注ぎ口は、氷やレモンなどが入る十分な大きさがあります。

サイズ: 約Φ9.5×26.4cm
容量 : 約1.0L
素材：本体/耐熱ガラス

（耐熱温度差120度）
カバー/ネオプレーン60% 綿25%

ポリエステル15%
フィルター/ステンレス、シリコン

原産国：デンマーク

食洗機可（全てのパーツ可）
※カバーは30℃以下のぬるま湯で手洗い、
もしくはデリケートコース

注ぐときもフタをはずさずに
注ぐことができます。

このカラフェのカバーは、
ネオプレーンで作られて
おり、保冷、保温効果が
あります。
本体のガラスは、耐熱ガ
ラスなので、コーヒーな
どにも使用できます。

※税抜価格です

ブラック
5706631074230

567972

ダークグレー
5706631074247

567973

ライトグレー
5706631074254

567974

バーチ
5706631191739

567985

ノルディックローズ
5706631074261

567975

クリア
5706631029940

567510
※在庫限り終了



ハンギング ワインラック ¥10,000

オーク材とスチールのコントラストがボトルの中身と絶妙にマッチし独創的なデザインで、ラベルが目に
留まりやすいようになっています。ラック単体での使用はもちろん2つ以上のラックを組み合わせて
ワインウォールとしてもお使いいただけます。ラックは頑丈でシンプルな構造です。

5706631023580

約2.5x6.5x46cm
素材：オーク材、ステンレス
原産国：中国

ノルディックワインキューブ ¥14,000

彫刻的なワインキューブは、Nordic Kitchenシリーズで、ワインボトルを最適な方法で見せてくれる、
堅牢で安定したデザインです。最大6本のボトルを収納できます。

5706631191395
520421

約33x22.5x25cm
素材：プラスチック、メタル
原産国：中国

※税抜価格です

ブラック
5706631191357
520419

オーク
5706631191371
520420

※在庫限り終了



テーブルグリルポーセリン ¥45,000

シンプルデザインのテーブルグリルが素敵なひとときを演出します。
耐熱を考慮し、炭はステンレス製のボールに入れる2重構造で、さらに底には耐熱プレートがセットされて
います。また、グリルとして使用しないときは、ボウルとしても使用できます。

※税抜価格です

5706631025560
571020

約Φ30cm×16cm
素材：磁器/ステンレススチール/木
原産国：中国

ソープディスペンサー satin ¥14,800

5706631030069
567791

約Φ9×5×18cm
容量：200ml
素材：ステンレススチール、
プラスチック
原産国：中国



ディッシュブラシ ¥4,000

機能的で、スタイリッシュなディッシュブラシが誕生しました。
効果的な掻き取りエッジは頑固な汚れを除去するのに役立ちます。柔らかくて丈夫なシリコンは速乾性に
も優れています。また、しっかりと自立する形状なので置き場にも困りません。

5706631198080
530685

約5.5x23 cm、
素材：シリコーン、プラスチック、ナイロン、スチール
原産国：中国

スクイージー ¥5,000

水と石鹸で洗ったあとに、このスクイージーで簡単仕上げ。ハンドルの柔軟なフックにより、使い勝手が
とてもよく絞るのが簡単で便利なスクイージーです。
その掻き取り作用により水が効果的に除去され、ガラス、鏡などもきれいに仕上げることができます

5706631198462
537765

約22x25cm
素材：スチール、シリコン
原産国：中国

※税抜価格です



シルエットガラスベース

北欧風の花瓶は、花の有無にかかわらず、
インテリアを自然に引き立てる多用途でスタイ
リッシュなアイテムです。
この口吹きの花瓶は、ベース自体がユニークで
装飾的です。
花束や摘みたての野の花束、ドライフラワーの
コレクションを飾るのにも最適です

H18.5cm ¥9,000
5706631190435
591511

約Φ12x18.5cm
容量：約1.2L

素材：ガラス
原産国：トルコ

アクアスター ウォータリングカン
¥ 5,500

H22cm ¥11,000
5706631190459
591512

約Φ14x22cm
容量：約2L

※税抜価格です

注水時に多くても少なくても水の量を調節しや
すいエバソロ アクアスター ウォータリングカン。

ホワイト
5706631043779
568303

約17x42cm
容量：2L

素材：本体 / ポリエチレン
スパウト/ ABS樹脂
原産国：中国

ブラック
5706631043786
568304



グローブ ウォータリングカンミニ ¥6,000

水を入れやすく、使いやすく、見た目にもこだわったじょうろ。
グローブのじょうろは、丸みを帯びたユニークなフォルムと、目を引くハンドルが特徴です。給水口が持
ち手から少しずれた位置にあるため注ぎやすく、ストレートタイプとシャワータイプへの切り替えも容易
にでき実用的なのも特徴的です。
それだけではありません。機能性も重視しているので、シンクや蛇口から水を入れるのに苦労することは
ありません。水道の蛇口からでも、ガーデンホースからでも、側面の穴から簡単に水を入れることができ
ます。お庭やリビング、パティオやバルコニーに最適です。

ダークグレー
5706631189774

568318

約幅34.5×高さ26cm 重量163g
容量：約2.5L
材質：プラスチック 原産国：デンマーク

ホワイト
5706631189781

568319

※税抜価格です



バードフィーダー＆バス

取り付け、餌の補充などが簡単に行えるシリーズです。
小鳥が止まりやすく餌を食べやすい、水浴びしやすい構造になっています。

バードフィーダーチューブ
¥8,000

5706631191678
571006

約9.5×33.5cm
素材：セラミック ゴム
原産国：ポルトガル

ハンギングバードフィーダー
¥7,500

5706631027540
571030

本体：約Φ20x12cm  ケーブル約85cm
素材：本体/ 耐熱ガラス

ケーブル / ラバーコーティング
原産国 :デンマーク

ミニハンギングバードフィーダー 2p
¥5,600

5706631052337
571032

本体：約11x12cm ケーブル約30cm

素材：本体/ ホウケイ酸ガラス
ケーブル / ステンレススチール

留め具/シリコン
原産国：デンマーク

※税抜価格です

ハンギングバードバス
¥8,000

5706631191654
571007

約Φ25×11cm 容量
素材：セラミック、ナイロン紐

原産国：ポルトガル





eva‐trioは、デンマークで100年以上の歴史をもつキッチン用品の老舗eva-Denmark
より創設されたブランドです。使い心地の良さをどこまでも追求し、各素材の持つ特
性と、シンプルながらも機能性を重視したデザインを見事に組み合わせたシリーズは、
単品でも、他の製品と組み合わせても、その実力を再現無く発揮できるアイテムと
なっています。

見た目に美しいエバトリオの「ホワイトライン」シリーズ。

清潔感のある白はキッチンを美しく映し出します。鍋は内面外面とも耐久性に優れた
セラミックコーティング。フライパンの内面はフッ素樹脂加工で焦げつきにくくお手
入れも簡単です。アルミ製なので熱伝導も非常に優れています。

素材：本体（アルミニウム（ステンレスの貼り底5,5mm））、取手（ステンレス）
セラミックコーティング（フライパン内面SLIP-LET加工（フッ素樹脂加工））
電磁調理器可、食洗機可
※フライパン/ PFOA Free

eva trio WHITE LINE

両手鍋 16cm ¥15,800
5706631037860

256620
約24x17.5x13cm
容量：2.5L

両手鍋 浅型20cm ¥16,800
5706631037877

256632
約28x21x12.5cm
容量：3.8L

両手鍋 20cm ¥18,500
5706631037884

256647
約28x21x16cm
容量：4.8L

片手鍋 浅型24cm ¥18,500
5706631037846

256524
約44x25.5x8cm
容量：3.6L

片手鍋 16cm ¥14,500
5706631037853

256618
約31x17x10cm
容量：1.8L

両手鍋 24cm ¥22,000
5706631037891

256670
約32x25x15.5cm

容量：7L







正規代理店

アカツキコーポレーション株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-5-22 セキサクビル5A

TEL: 03-3204-1844 FAX: 03-3204-1845

http://www.akatsuki.com/

MAIL:cs-info@akatsuki.com
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