
RIG TIG by STELTONは台所用
品の新しいモダンなブランドです。

キッチンに機能とデザインをもたら
します。RIG TIGの背後にある基本
的な哲学は機能性です。

もちろん、デザインに対して妥協す
ることなく環境も意識しています。

なぜRIG TIGという名前なのか？

RIG TIGとはデンマーク語で『正しい』という意味で、環
境に正しい、正しいデザインを付した正しい商品を正しい値
段でと言うことです。

そしてなぜby steltonなのか？

“機能”がRIG TIGの主たる価値であるとしても、そのブラ
ンドはデザインハウスsteltonから生まれたものです。“by 
stelton”はそれを保証するものです。

RIG TIGは機能性・デザイン性に価値を置き、環境を思う人
全てを対象としています。RIG TIGの価格であれば、多くの
人がそのコンセプトで商品を購入できます。RIG TIGは美
的感覚の鋭いモダンな人のための商品です。

デザインアクセス ／ アカツキコーポレーション㈱
〒112-8622 東京都文京区千石4-37-20
TEL 03-3941-3151 FAX 03-3941-3165
http://akatsuki.com/products/proDA.html
cs-info@akatsuki.com

http://akatsuki.com/products/proDA.html
mailto:Cs-info@akatsuki.com


FROTHY

FROTHY
ミルクフローザー グレー
JAN5709846-019911
品番Z00110
上代3,000円（税抜）

FROTHY
ミルクフローザー テラコッタ
JAN5709846-019942
品番Z00110-1
上代3,000円（税抜）

□材質：ABS
□サイズ：φ2x24
□食洗機不可
□生産国：中国
□単４電池２個使用

Daniel Debiasi & Federico Sandri

DanielDebiasiとFedericoSandriは、2010年に独自のデザインスタジオを設立しました。

彼らはデザイン界の様々なフィールド内で作業をし、彼ら自身が大きな画像の一部として空間的、文化的に励まし、
そして、活動は、美しいデザインオブジェクトを作成する為に、イタリアのデザインデュオをリードしています。

あなたのコーヒータイムをより楽しく。
簡単にそして優しくミルクを泡立て出来ます。
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GRATEFUL

GRATEFUL
グレーター4P
JAN5709846-019928
品番Z00111
上代5,000円（税抜）

□材質：ｽﾃﾝﾚｽ、ｼﾘｺﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
□サイズ：10x25x5H
□食洗機可
□生産国：中国

スタイリッシュなグレーターの登場です。
お料理に必要な異なる4種類のグレーターをひとつにセット。
省スペースで管理簡単に移動も出来、省スペースを確保。

Böttcher Henssler Kayser

Böttcher Henssler Kayserは、グッドデザインやレッドドット賞他多数の最も権威のあるデザイ
ン賞を授与されている最高のデザイナーです。
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DISHY

DISHY
ディッシュラック G
JAN5709846-020078
品番Z00112-1
上代5,500円（税抜）

DISHY
ディッシュラック ライトグレー
JAN5709846-019935
品番Z00112
上代5,500円（税抜）

□材質：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
□サイズ：26x45.5x11.5H
□食洗機可
□生産国：ﾃﾞﾝﾏｰｸ

使い易くデザインされたディッシュラック。
ディッシュラックとウォッシュボウルとして使用出来ます。

Jens Fager

JensFagerは1979年生まれ。TUAD大学とKonstfack大学で、インテリア建築のマスター、家具のデザインナーとして卒

業しました。彼は世界中の展覧会の後、素晴らしいスタートを切り、大規模なインテリアコンセプトから小さな機能
ツールまで幅広く活躍。
彼はこう言っています。「私は私の自然な場所を見つけたような気がして、将来的にRIG-TIGブランドに注入すること
ができるアイデアや解決策がたくさんあります。私は常に製品の主な機能に焦点を当てています。」
2008年、 JensFagerはレジデンス誌によって年のデザイナーとして選ばれました。
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MAGNETIC

MAGNETIC
ナイフホルダー コルク
JAN5709846-019874
品番Z00160
上代1,500円（税抜） □材質：コルク（磁石

□サイズ：φ6x2H
□食洗機不可
□生産国：中国
□取付 ねじ式

ご注意：取付環境により
耐荷重は異なります。

極端なﾅｲﾌｻｲｽﾞのご使
用はお避け下さい。

コルクにナイフが・・・。
コルクで磁石をカバーしたナイフホルダーです。
キッチンタオルを掛けるフックとしても使えます

Søren Refsgaard

SφrenRefsgaardはコペンハーゲンで彼自身のデザインスタジオを設立しました。

デンマークのデザインの伝統に深く影響され、彼の作品は照明、家具やホームアクセサリーに焦点を
あてています。
モードはシンプルで、しばしばユーモラスなデザインも彼の特徴です。
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GOODIES

GOODIES
ストレージジャーＬ
JAN5709846-019904
品番Z00167
上代4,000円（税抜）

GOODIES
ストレージジャーM
JAN5709846-019898
品番Z00166
上代3,500円（税抜）

GOODIES
ストレージジャーＳ
JAN5709846-019881
品番Z00165
上代3,000円（税抜）

□材質：ｶﾞﾗｽ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ポーセリン
□サイズ：S  / φ11x10.5H

M  / φ11x16.5H
Ｌ / φ11x22Ｈ

□本体ｶﾞﾗｽのみ食洗機可
□生産国：中国

飽きのこないシンプルなストレージジャー。
気密性、グリップ性が高く、使い易い3サイズで登場です。

Bellon & Partners

セドリック・ベロンは、時計、航空関係、アパレル及び通信業界内で製品を設計し、2005年からは国際的に有名ブランド
と協力してきました。彼のクライアントは、大手時計ブランドが含まれます。
ピエールFoulonneauは、十年以上の経験を持つプロダクトデザイナーです。彼は国際的なクライアントの為に多数の製
品を開発し、イギリス人デザイナージョージSowdenと一緒に成長しました。
Bellon＆Partnersは専門知識を結合し、その作用の場を増幅する為、2013年に結成されました。彼らは今、スカンジナビ
アおよび国際的なブランドの為に活動し、近年の時計ブランドSekfordを共同設立しました。グッズストレージジャーは
RIG-TIGとのコラボの最初のマイルストーンです。
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SAVE－IT

SAVE-IT
ストレージボックス5P
JAN5709846-020788
品番ZPR4
上代6,000円（税抜）

SAVE-IT
ストレージボックス2P
JAN5709846-020795
品番ZPR4-1
上代4,000円（税抜）

SAVE-IT
ストレージボックス3P
JAN5709846-020801
品番ZPR4-2
上代4,000円（税抜）

L、XLｾｯﾄXS、S、Mｾｯﾄ

□材質：桐
□サイズ：XS / 13x24x7,5H

S   /  16x27x8,8H
M   /  19x30x11H
Ｌ /  22x33x12Ｈ
XL  / 26x37x14H

□生産国：中国

柔らかなスタイリングでシンプルなストレージボックス。
桐を使用し長くご利用頂けます。
5種類のサイズをシーンに合わせてアレンジ可能。

XS、S、M、L、XLｾｯﾄ

参考



新鮮なハーブはお料理に香りを付け加える大切な存在です。

このハーブポットは自分で給水し、土の水分をキープする賢いポットです。麻の紐付なのでハンギン
グでもテーブルに置いて頂いても結構です。サラダ、パスタ、ドレッシングと多様に使えるハーブを
身近に感じてください。

□材質：ポットカバー／シリコン、
インナーポットポット／ポリプロピレン、紐／麻

□ サイズ：ポットカバー／約φ13x13cm、
紐約46.5cm、取り付け時長さ：4-cm

□ 原産国：中国

□売価は、税抜き価格です。

Christian Bjørn

世界的なデザイン、展示会、アイデンティティプログラム分野で実績を積み、商品を改良する事が得
意としています。

複雑ではなく機能的で美しい商品や、時にはユーモラスな商品もデザインし、

本当に人々が必要とし日常生活に価値をもたらすデザインをコンセプトとしています。

■特徴

組み込まれた排水機能があり、底に余分な水を貯めるスペースがあります。

それにより、植物が必要な量だけ吸水しますので毎日お水を与える必要がありません。

麻ひもの縛りをゆるめてもらえば、清潔に洗ってご使用頂けます。

ポットカバー インナーポット

GROW-IT ハーブポット グレー
5709846018983
Z00130
¥3,500



RIGTIGよりブレッドボックスと同シリーズのバターボックスが新登場です。
プレートがついているのでお手入れも簡単。ブレッドボックス同様ちょっとした目隠しにも最適です。

□ 材質：バスケット/竹 50% メラミン樹脂 50%
フタ/竹 プレート/ポリプロピレン

□ サイズ：約11.5ｘ15ｘH6.5ｃｍ
□ 食洗機：使用可 （フタは不可）
□ BPAフリー
□ オーブン：使用不可
□ 電子レンジ：使用不可
□ 耐熱温度：120度
□ 耐冷温度：0度
□ 原産国：中国

NEW

□売価は、税抜き価格です。

バターボックス ホワイト
JAN 5708946018624
品番 Z00096
¥4,800

バターボックス ホワイト
JAN 5709846018631
品番 Z00096-1
¥4,800

JEHS+LAUB （イエス＋ラウブ）

ドイツのデザイナー Markus Jehs（1965年生）とJJürgen Laub(1964年生）のふたりは、
ニューヨークでのいくつかのプロジェクトをともにし、イタリアのカッシーナとの仕事を
始める。その後、ワールドワイドにオフィス家具や生活家具のデザインなどで活躍し、メ
ルセデスベンツのショールームを手がけました。そして、フリッツ・ハンセンのために、
デザインしています。2011年RigTigのブレッドボックスで、FORMデザイン賞を受賞して
います。



環境に配慮しメラミン素材に50％竹を配合しました。パンや食品の収納に加え、フタはブレッ
ドボードとしても使用頂け、面にはラインが通っていますのでパンくずの処理も簡単です。

□ 材質：バスケット/竹 50% メラミン樹脂 50%
フタ/竹

□ サイズ：34.5ｘ22.7ｘH12.3ｃｍ
□ 食洗機：使用可 （フタは不可）
□ オーブン：使用不可
□ 電子レンジ：使用不可
□ 耐熱温度：120度
□ 耐冷温度：－20度
□ 容量：約6.8L

ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ﾎﾜｲﾄ

JAN 5709846014671
品番 Z00038-1
¥8,800

ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ﾌﾞﾗｯｸ

JAN 5709846012455
品番 Z00038
¥8,800

□売価は、税抜き価格です。

ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｸﾞﾚｰ

JAN 5709846017726
品番 Z00038-3
¥8,800

JEHS+LAUB （イエス＋ラウブ）

ドイツのデザイナー Markus Jehs（1965年生）とJJürgen Laub(1964年生）のふたりは、
ニューヨークでのいくつかのプロジェクトをともにし、イタリアのカッシーナとの仕事を
始める。その後、ワールドワイドにオフィス家具や生活家具のデザインなどで活躍し、メ
ルセデスベンツのショールームを手がけました。そして、フリッツ・ハンセンのために、
デザインしています。2011年RigTigのブレッドボックスで、FORMデザイン賞を受賞して
います。



EASYキッチンツールは、素敵な機能性と美を提供するようにデザイ
ンされています。
頑丈なホワイトオークは耐久性に富み長い間使用できます。
時が経つにつれ自然な艶がでてきます。

□ 材質：ホワイトオーク
□ 食洗機：使用不可
□ 原産国：中国

JAN            品番 商品名 サイズ 売価
5709846016200 Z00303 EASY ﾗﾀﾄｩｲﾕｽﾌﾟｰﾝ 約6ｘ29cm ¥2,200
5709846016194 Z00304 EASY ﾎﾟﾘｯｼﾞｽﾌﾟｰﾝ 約5ｘ25cm ¥2,200
5709846016187 Z00305 EASY ｼﾛｯﾌﾟｽﾌﾟｰﾝ 約3ｘ23cm ¥1,200
5709846016163 Z00307 EASY ﾀｰﾝﾄﾝｸﾞ 約5ｘ26cm ¥2,000
5709846016156 Z00308 EASY ﾃｲｽﾀｰｽﾃｨｯｸ 約1.5ｘ29cm ¥800
5709846016149 Z00309 EASY ﾌﾟﾚｲｽﾀｰﾅｰ 約10ｘ25cm ¥2,200
5709846016132 Z00310 EASY ﾊﾟﾝｹｰｷﾀｰﾅｰ 約8ｘ29cm ¥2,000
5709846016125 Z00311 EASY ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｽﾊﾟﾁｭﾗ 約4ｘ26cm ¥1,400
5709846016118 Z00312 EASY ｽﾊﾟﾁｭﾗ 約4ｘ26cm ¥1,400

□売価は、税抜き価格です。

※上図 左から

Cecilie Manz

セシリエ・マンツ。1972年デンマーク生まれ。The Danish Design Schoolで家具に関する全ての履修課程を修
了。卒業後のヘルシンキ留学において機能性への探求心は一層深まることになる。1998年コペンハーゲンに自身
のスタジオを設立。著名な陶芸家であるボディル・マンツを母にもち、幼少期には両親と共に有田町(窯業の産地)
で過ごした経験をもつ親日家でもある。
｢Everything is possible｣彼女の信条とするこの言葉のように、その前向きな信念は多くの職人達や芸術家に囲ま
れて育った彼女の生活環境のなかで培われたものだと言える。詩的センスに満ち、アイデアの本質を明確にした
ミニマルなデザインは高い評価を受けている。
フレデリシアより発表された｢MIKADO｣で2004年に｢Danish Design Award｣を受賞。2007年にはプロダクトデ
ザイナーとして名誉ある｢フィン・ユール プライズ｣を受賞。ホルムガードの「Spectra」ベース、フリッツ・ハ
ンセンの「Minuscule」、イッタラの「AITIO」などをデザインしている。



ナイフとキッチンツールをひとまとめにすっきりと収
納できます。シンプルなデザインで洗うのも簡単でい
つでも清潔に保てます。

□ 材質：ストーンウェア、プラスチック
□ 食洗機：使用可

ﾅｲﾌ＆ﾕｰﾃﾝｼﾙﾎﾙﾀﾞｰ h22xW17cm
JAN 5709846015272
品番 Z00023
¥7,000

サイズ違いの４Ｐセットです。
サイズに合わせて使うもよし、２個、３個と兼用して使用
すれば大きなサイズまで使用可能。ラバー素材なので耐熱
温度も高く、組合せによりコンパクトに収納ができるデザ
インになっています。

□ 材質：シリコン
□ 食洗機：使用可
□ 耐熱温度：250度
□ 耐冷温度：－40度
□ サイズ：S/7.7cm    M/9.4cm

L/10.9cm  XL/12.9cm

ﾄﾘﾍﾞｯﾄ 4pcs
JAN 5709846012387
品番 Z00031
¥3,800

□売価は、税抜き価格です。



通常のピーラー機能に加え、千切り、食品洗い時のブ
ラシ機能を加えこれ１つで万能に使用できます。
写真右の刃がピーラーになっていて、左の刃が千切り
用になっています。
正面のグレーの凸凹部分がシリコンブラシになってい
るので野菜の泥落としなどに最適です。

□ 材質：ボディ/ABS樹脂 ブラシ/シリコン
刃部分/ステンレススチール

□ 食洗機：使用可
□ 耐熱温度：60度
□ 耐冷温度：－10度

ﾏﾙﾁﾋﾟｰﾗｰ 11.1x3.5x2.5cm
JAN 5709846012479
品番 Z00101
¥2,500

通常のオープナー機能に加え、缶切り、ペットボトル等
のふた開け、硬く閉まったビン開け機能を加えこれ１つ
で４つの機能を持った
オープナーです。

□ 材質：ボディ/ABS樹脂
刃部分/ステンレススチール
オープナー/ステンレススチール

□ 食洗機：使用可
□ 耐熱温度：80度
□ 耐冷温度：－10度

ﾏﾙﾁｵｰﾌﾟﾅｰ 11.4x5.6x1cm
JAN 5709846012462
品番 Z00100
¥2,500

□売価は、税抜き価格です。

在庫限り終了


