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。

※Henrik Holbaek
1960年生まれ Architect, Industrial
designer
1990年The Royal Academy of Arts,
Architectural School卒。
※Claus Jensen
1966年生まれ Industrial designer
1992年The Danish Design School卒。
彼らは80以上のdesign productを作成しており、
18の国際的なデザイン賞を獲得しています。
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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。

〒111-0041 東京都台東区元浅草4-9-13 7F
TEL03-5830-7927 FAX03-5830-7908
cs-info@akatsuki.com
www.akatsuki.com

Eva Soloの新しいバスルームシリーズでは、マットブ
ラックセラミックを用いスカンジナビアの豪華さを表
現しています。このシリーズには、あなたの浴室を毎
日少しずつ贅沢に感じさせるために必要なものがすべ
てあります。

ソープディスペンサー BK
売価 :¥5,000
JAN:5706631183581
品番:537795
サイズ:約Φ8.5×H15cm
0.4ℓ
材質：本体/ストーンウェア
、蓋/ステンレススチール、
ポリプロピレン
中国製
食洗機不可

※税抜価格です。

ジャー BK

蓋付きジャー BK

トイレブラシ BK

売価 :¥3,500
JAN:5706631183659
品番:537785
サイズ:約Φ8×H13.5cm
材質：ストーンウェア
中国製
食洗機可

売価 :¥4,000
JAN:5706631183673
品番:537770
サイズ:約Φ8×H15cm
材質：ストーンウェア
中国製
食洗機可

売価 :¥8,000
JAN:5706631183710
品番:537790
サイズ:約Φ11×H37.5cm
材質：ストーンウェア、ス
テンレススチール、ポリプ
ロピレン
中国製
食洗機可

Oeko-tex基準をクリアした高品質な綿で作られた、北欧ら
しい色使いのタオルです。ロングファイバーコットンを使用
しているので吸水性もよく柔らかい肌触りが特徴的。ループ
の代わりにループホールが開いているのでループが取れてし
まったりという心配もありません。
OEKO-TEX®
Standard 100

フェイスタオル
売価 ¥4,000

タオルについて
世界２４ヵ国の試験研究機関で構成する
エコテックス共同体で認定している、繊
維製品の国際的な安全基準である、エコ
テックス規格（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）１００の基準
をクリアしています。

サイズ:Φ約50×100cm 280g
材質：綿(Oeko-tex基準)
原産国:ポルトガル

ホワイト
JAN:5706631183239
品番:592105

バスタオル
売価 ¥5,000

スティールブルー
5706631183277
592205

ウォームグレイ
5706631183314
592305

ダークグレイ
5706631183376
592405

サイズ:Φ約70×140cm 550g
材質：綿(Oeko-tex基準)
原産国:ポルトガル

ホワイト
JAN:5706631183253
品番:592110
※税抜価格です。

スティールブルー
5706631183291
592210

ウォームグレイ
5706631183338
592310

ダークグレイ
5706631183352
592410

ブラッシュ仕上げのソー
プディスペンサー。片手
で簡単に使用することが
できます。
非常にシンプルにデザイ
ンされているので、台所
や洗面所などのデザイン
に調和します。

eva-solo Simply ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
売価 ¥8,000
JAN:5706631182553
品番:567897
サイズ:約Φ6×H17cm 200ml
材質：ステンレススチール、ポリプ
ロピレン、アクリル
食洗機:不可
中国製
※税抜価格です。

エッジが無いフォルムが
美しいユニークな形のソ
ープディスペンサー。掃
除も簡単で使いやすいの
も魅力です。

eva-solo ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ satin
売価 ¥14,800
JAN:5706631030069
品番:567791
サイズ:約9×5×H18cm
材質：ステンレススチール、ABS樹
脂
食洗機:可
中国製

マグネットが内蔵された鍋敷き。
デザインもシンプルで、収納の場所もとりません。キッチンに１つあると、大変便利です。
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、なべやフライパンを乗せることができ
ます。大きななべには、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
のままサーズするとき、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。

eva-solo マグネティックトリベット
売価 : 4,600円
□材質 : 本体/ナイロン（シリコンコー
ティング）、磁石
□サイズ: （約）W19.5x2.3x1,3cm
□原産国 :デンマーク
□食器洗い機 ： 可
□耐熱温度 : 220℃
□デザイン： Tools Design

ウォームグレイ
JAN:5706631185752
品番:530729

※税抜き価格です。

スティールブルー
5706631185745
530739

チャコール
5706631058933
530730

ムーンライドブルー
5706631067614
530737

スノー
5706631059237
530735

ストーングレー
5706631059220
530734

フレームレッド
5706631058940
530731

マイフレーバーボトル
売価 ¥5,800

アーバンTo Go CUP
売価 ¥5,500

ToGoボトルから新しく、取
り外し可能なスティックの
ついたマイフレーバーボト
ルが登場しました。
ミントやレモンなど好きな
香りを足して楽しんでくだ
さい。ストラップがついて
いるので持ち運びも楽々。
スティックを取り外して使
用することもできます。
BPAフリーのプラスチック
を使用しています。
ブラック
5706631179621
567500

グレー
5706631179645
567501

サイズ:Φ約7.5×H25cm 0.75ℓ
材質：本体/PCT樹脂 蓋、濾し器/ポリプロピ
レン パッキン/シリコン スティック/ステン
レススチール 持ち手/ナイロン
食洗機使用可
台湾製
※税抜価格です。

ブラック
5706631179713
567070

グレー
5706631179737
567071

サイズ:約Φ7×H19cm 0.35ℓ
材質：：本体/ステンレス鋼 せんユニット/ポ
リプロピレン、ABS樹脂 フタパッキン/ シリ
コーンゴム
デンマーク製
保温効力:86.6℃以上(1時間)、63.6℃以上(6
時間)

Evasolo ToGoCupの新デザ
イン、アーバンToGoCupが
登場です。
片手で簡単に開閉できる機能
はそのままに、飲みやすいデ
ザインになっています。
ダブルウォールのサーモカッ
プで保温性があり、また食洗
機に使用できるのでお手入れ
も簡単。
2018年レッドドットアワー
ドを受賞しました。
※保温効力とは、室内20 度において製品に熱
湯をせんユニット下端まで満たし、縦置きにし
た状態で湯温が９度のときからせんユニットを
つけて1 時間放置した場合と6 時間放置した場
合におけるその湯の温度です。

1996年、Ole Palsby(オーレ
パルスビー)によってデザイン
されました。
デザインはシンプルでクラ
シック。
耐熱ガラスでできているので
ホットドリンクもコールドド
リンクもどちらでも使うこと
ができます。口が広いので洗
いやすく、食洗機も使うこと
ができます。

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ように様々なサイズでが発売されます。ドリ
ンクやアイスクリームの盛り付けにも合っています。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ください。

Designer

Ole Palsby
1978年 デンマーク工業デザイン
賞(eva trio）を始め、最近では
、2000年IFプロダクト/エコロ
ジー デザイン賞（WMF）、
Roter Punkt 2000賞（eva trio
ナイロン製キッチン用品）、
Roter Punkt 2000 賞（eva trio
LEGIOテーブルウェア）など20
以上の受賞している。

グラスジャグ 0.5L
¥5,000
567658
5706631166126

グラスジャグ 1.0L
¥7,000
567659
5706631166140

約Φ12xH13cm
デンマーク製
耐熱ガラス
※eva trio

約Φ15xH16cm
デンマーク製
耐熱ガラス
※eva trio

□食器洗浄乾燥機可
□TOOLS Design

Facetタンブラー6p 270
¥5,000
JAN:5706631074360
品番:567433
サイズ: Φ8.1ｘH9.3cm
容量:270ml

Facetタンブラー4p M
¥4,500
JAN:5706631074377
品番:567434
サイズ: Φ8.3ｘH11.3cm
容量:340ml

Facetボウル4p
¥5,000
JAN:5706631074407
品番:567436
サイズ:Φ15.6ｘH5.5cm
容量:515ml
※税抜き価格です。

Facetタンブラー4p L
¥5,000
JAN:5706631074384
品番:567435
サイズ: Φ8.7ｘH13.3cm
容量:430ml

□材質：ガラス(マシンブロウン)
□食洗機 : 可（特別プログラムにて）
□原産国 :デンマーク
□デザイン：TOOLS Design

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。
美しさだけでなく、残量が一目で分かりま
す。

マイフレーバー オイルカラフェ
¥8,000
5706631179874
567686
Φ約6×H21.5cm 0.5ℓ
デンマーク製
ガラス、ステンレススチール、シリコン

マイフレーバー ドレッシングシェイカー
¥6,500
5706631179898
567687
Φ約6×H16cm 0.25ℓ
デンマーク製
ガラス、ステンレススチール、シリコン

実用的でエレガントなカラフェで
す。オイルカラフェには取り外し
可能なスティックがついており好
きな食材を入れて楽しむことがで
きます。いずれも注ぎ口がドリッ
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。
□食器洗浄乾燥機可
□TOOLS Design

eva-solo ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾌﾘｰ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｼｪｰｶｰ
JAN : 5706631023580
品番：567680
売価 : 6,500円
ｻｲｽﾞ：H約17cm 直径(最大)約10cm
容量 : 0.25L

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
だから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。

□材質 耐熱ガラス製 （耐熱温度 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(ガラス：ドイツ、シリコ
ン：デンマーク)
□ハンドメイド
□食器洗浄乾燥機可

□TOOLS

Design

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。

※税抜き価格です。

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。

ユニークな球状のデザインの給水ポット

※放水部分を回転させることでス
トレートタイプ、シャワータイプ
に切り替えることが出来ます。

グローブ ウォータリングカン
¥8,000
5706631180474
568308
約38×27cm / ハンドル約Φ3cm
容量 約9ℓ
デンマーク製
プラスチック、ステンレススチール

このユニークな形をした給水
ポットは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。

アクアスター
ウォータリングカン ２Ｌ WH
JAN: 5706631-043779
品番 : 568303
売価：5,500円

アクアスター
ウォータリングカン ２Ｌ ＢＫ
JAN: 5706631-043786
品番 : 568304
売価：5,500円

□材質: 本体 / ポリエチレン
スパウト/ ABS樹脂
□サイズ：17 x H42cm
□重さ：約310g
□容量：約2L
□原産国：中国
□デザイン : TOOLS Ｄesign
※ギフトボックスなし

※税抜き価格です。

シンプルな自動給水ポットの吊り下げタイプが新登場

セルフウォータリングポット グレー
¥8,000
5706631180511
568161
Φ15×H16cm
デンマーク製
ストーンウェア、AS樹脂、
ナイロン、レザーストラップ

セルフウォータリングポット
¥8,000
5706631180498
568164
Φ15×H16cm
デンマーク製
ストーンウェア、AS樹脂、
ナイロン、レザーストラップ

ハーブと小さな花を長く生かします。―ちょっとした旅行にでかけても
ＯＫです。自分で給水します。

ホワイト

シンプルな自動給水システムは最少のケアで最適な成長環境を作り
ます。
ポットの上部にナイロンの芯 －ポットの下部は水を溜めます。
必要な時に水を足して下さい。簡単でシンプルです。
蘭の多くは太陽光を根から取り込みます。葉からではありません。
ポットの上部がガラスになっているのは、これが理由です。
根の状態を簡単に見ることができます。根は直接水には触りません
ので根腐れが起こりません。

オーキッドポット S
JAN：5706631162111
品番：541048
売価：6,200円
サイズ:約φ12.7xH14.6cm
口径:約φ10.7cm
重さ:540g

オーキッドポット M
JAN：5706631162159
品番：541049
売価：7,000円
サイズ:約φ14.8xH17cm
口径:約φ12.3cm
重さ:780g

□材質 :ガラス セラミック ナイロン芯
□原産国 :デンマーク
□デザイン : TOOLS Design

※税抜き価格です。

※ナイロンの芯経由
で、植物は必要な水
を吸い上げます。

発売以来高い人気を誇るフリッジカラフェ。織り生地のカバーになりインテリア
によくなじむようになりました。

eva-solo Fridgeカラフェ
売価 ｶﾊﾞｰ付 ¥10,000 ｸﾘｱ¥9,000

グリーン
5706631180207
567979

ブルー
5706631180221
567980

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。

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。

ノルディックローズ
5706631074261
567975

クリア
JAN 5706631029940
品番 567510

ライトグレー
ブラック
ダークグレー
JAN 5706631074230 5706631074247 5706631074254
567974
品番 567972
567973

□材質 :本体/耐熱ガラス（耐熱温度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
□サイズ: （約）W9.5ｘＨ26.4ｃｍ
□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
□容量 : 約1.0リットル
□原産国 :デンマーク
（ガラス/ドイツ、フィルター・カバー/中国、
シリコン/デンマーク)
□デザイン:TOOLS Design

※税抜き価格です。

いつでも、どこにでも持って行ける「eva solo のサーモ To Go Cup」

eva solo サーモ To Go Cup

¥5000

ノルディックローズ
JAN:5706631074308
品番:567469

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。

□材質：本体/ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
蓋部分/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ｼﾘｺﾝ
□サイズ：約φ6.5ｘH20cm
□容量：約350ml
□食洗機：可
□デザイン TOOLS Design
※税抜き価格です。

マーブルグレイ
JAN:5706631162388
品番:567459

ダークバーガンディ
5706631052283
567458

グレー
5706631059459
567461

オレンジ
5706631059473
567463

ブルー
5706631059466
567462

※在庫限り終了

※在庫限り終了

カッティングボード ロング
¥10,000
JAN:5706631074186
品番:520410
サイズ:44x22ｘ2cm

□材質：オーク、レザーストラップ
□食洗機 : 不可
□原産国 :デンマーク
□デザイン：TOOLS Design

1点1点木目が異なるため個体差が
出てしまいます。
使用後は湿った布でお手入れをお願いい
たします。
木の状態を保つため定期的にオイルを指
してください。

木の素朴な質感とモノトーンカラーでまとめられたノル
ディックキッチンスタイルの新商品が発売になります。
切り株にインスピレーションを受けたナイフスタンド、未加
工で素朴な仕上げのカッティングボード。
ナイフスタンドはパンくずなど手入れがしやすいように穴が
貫通しています。穴は8つ。ナイフのサイズに合わせて自由
に配置できるようなデザインになっています。
カッティングボードは例えばタパスを提供するのにも使えそ
うなデザインに仕上がっています。
ノルディックキッチンシリーズで素敵な食事をお楽しみくだ
さい。

ナイフスタンド Bk ¥15,000
JAN:5706631074216
品番:515295
サイズ:Φ13.6xH25cm

ナイフスタンド Wh ¥15,000
JAN:5706631074223
品番:515296
サイズ:Φ13.6xH25cm

□材質：ビーチウッド
□食洗機 : 不可
□原産国 :デンマーク
□デザイン：TOOLS Design
※税抜き価格です。

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。
木製のハンドルでスペースを２分
します。
素材のミックスは、ジャーをエレ
ガントでモダンに見せます。
様々な使用方法が可能です。
キッチンで、鉛筆とペン用に仕事
場のテーブルで使えます。

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296グラムと軽量ながら底にTPEラバーを用い、滑りにくく安定し
て使うことができます。

ツールボックス tall
JAN : 5706631162173
品番 : 530637
売価 : 6,500円
ｻｲｽﾞ：約.11.8×20×11.8cm
重さ : 850g

□材質 :セラミック オークウッド
□原産国 :デンマーク
□デザイン : TOOLS Design

ツールボックス low
JAN : 5706631162197
品番 : 530638
売価 : 8,000円
ｻｲｽﾞ：約12.5×15.5×22.5cm
重さ : 910g

eva-solo キッチンタオルホルダー
JAN :5706631072014
品番 ：530606
売価 : 8,800円
サイズ:約31(ストラップ込み)x
φ13.4cm
□材質：ｽﾃﾝﾚｽｽﾃｨｰﾙ、TPE、牛革
□原産国：デンマーク
□デザイン：TOOLS Design

※税抜き価格です。

※裏面

タンブラーは、厚めのグラスで、底に波紋のデザイ
ンが施されています。

Stay Cool wine coolerはワ
インを飲みごろの冷えた温度
で2時間保ちます。
ピクニックやテラスに持って
行くのにピッタリです。
伸縮性があるためワインボ
トルのどのような形とサイズ
にもフィットします。
使用前は冷凍庫に入れて下さ
い。折り畳めます。
eva-solo ワインクーラー
売価 ¥4,600

取り寄せ対応
eva solo ﾀﾝﾌﾞﾗｰ6pcsｾｯﾄ
JAN：5706631007740
品番：567425
売価：5,300円
サイズ:φ8xH9cm
容量:250ml

□材質:ﾎｳｹｲ酸ガラス
□食洗機：可
□原産国:ドイツ
□デザイン: TOOLS Design

eva solo ﾀﾝﾌﾞﾗｰ4pcsｾｯﾄ
JAN：5706631007757
品番： 567438
売価：5,000円
サイズ:φ8xH9cm
容量:380ml

ブラック
JAN:5706631059435
品番:567475
サイズ:H15.5cm
材質：冷却ジェル、ナイロン、ゴム
※ギフトボックスなし

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。スティックが取り外しできるので好きなフルーツを見た目
も美しく配置することができます。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。

液だれのしにくい
ドリップフリー構造

eva-solo ﾏｲﾌﾚｰﾊﾞｰｶﾗﾌｪ
JAN :5706631040556
品番 ：567483
売価 : 7,500円
サイズ:約φ8.1x28.2cm
容量:約1.0L

※税抜き価格です。

スティックは取り外す
ことができます

□材質：耐熱ガラス（耐熱温度
120度)、ステンレス、シリコン
□食洗機：可
□原産国：デンマーク
□デザイン：TOOLS Design

オフィスやレジャータイムにバッグの中にしまうマイウォーターボトル
eva solo ドリンキングボトル ¥3800

ノルディックローズ
JAN:5706631070621
品番:503024
グレー
JAN:5706631043649
品番:502990

環境にも配慮されＢＰＡプラスチックは使用してません。
（BPA ＝ ビスフェノールA は主にプラスチック製品に
含まれ人体への悪影響が指摘されており、２０１０年１
月にアメリカ食品医薬局 (FDA) から BPA を含む製品の
使用を控えるよう警告が発表されました。）

ライム
JAN:5706631065597
品番:502988

オレンジ
JAN:5706631043670
品番:502993

□材質：本体/ポリエチレンテレフ
タレート（PET)、 フタ/ポリプロ
ピレン・ゴム
□サイズ：直径6.5ｘＨ23ｃｍ、
126g
□食洗機：可（本体のみ）
□容量：約500ml
□耐熱温度：本体100℃ フタ
80℃
□原産国：台湾
□デザイン：TOOLS Design

ブルー
5706631065528
502989

※税抜き価格です。

発売以来高い人気を誇るカフェソロ。織り生地のカバーになりインテリアによく
なじむようになりました。

eva-solo カフェソロ
売価 ¥13,000

ブラック
JAN 5706631075817
品番 567667

カフェソロは手軽で簡単にコーヒーを淹れることができて、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
もっているおい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。

ダークグレー
JAN 5706631074278
品番 567668

ライトグレー
5706631074285
567669

□材質 カラフェ：耐熱ガラス、カバー ウォーブン/ネオプレー
ン60% 綿25% ポリエステル15%、ネオプレーン/ネオプレーン
90%･ナイロン10%、フィルター：ステンレス、スティック：ポリ
プロピレン その他部品：シリコン
□サイズ 高さ約23cm 直径(底部)約13cm 重さ約550g
□原産国 デンマーク(ｶﾞﾗｽ：ﾄﾞｲﾂ、ﾌｨﾙﾀｰ・ｶﾊﾞｰ・ｽﾀｰﾗｰ：中国、ｼ
ﾘｺﾝ：ﾃﾞﾝﾏｰｸ)
□耐熱温度 120度（耐熱ガラス）、100度（ポリプロピレン、シ
リコン）
□食器洗浄乾燥機可（カバー除く）、カバーは、30度のぬるま湯で
の手洗い
□デザイン TOOLS Design

※税抜き価格です。

発売以来高い人気を誇るティーメーカー。織り生地のカバーになりインテリアに
よくなじむようになりました。

eva-solo ティーメーカー
売価 ¥13,000
※税抜き価格です。

ブラック
JAN 5706631075824
品番 567489

「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。

ダークグレー
JAN 5706631074292
品番 567487

独自の特種フィルターにより、ハーブティーやフルーツティーなどのタンニンの少ない
お茶、紅茶や緑茶のようにタンニンの多いお茶と、茶葉の種類によって2通りの淹れ方
ができます。
■紅茶や緑茶などタンニンの多い茶葉のとき

保温カバー
付属の保温カバーによって、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。さらに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）

ライトグレー
5706631075527
567488

■ハーブティーやフルーツティーなどタンニ
ンの少ない茶葉のとき

□材質 カラフェ：耐熱ガラス、カバー
ウォーブン/ネオプレーン60% 綿25% ポ
リエステル15%、ネオプレーン/ネオプ
レーン90%･ナイロン10%、フィルター：
ステンレス、その他部品：シリコン
□原産国 デンマーク(ｶﾞﾗｽ：ﾄﾞｲﾂ、ﾌｨﾙ
ﾀｰ・ｶﾊﾞｰ：中国、ｼﾘｺﾝ：ﾃﾞﾝﾏｰｸ)
□食器洗浄乾燥機可（カバー除く）、カ
バーは、30度のぬるま湯での手洗い
□取扱説明書有
□TOOLS Design

※取り寄せ対応

ソースパン 16cm ¥23,000
JAN:5706631075428
品番:280216
サイズ:Ø16ｘH13 取手長さ
17.5cm
容量:1.5L

蓋付き両手鍋 20cm ¥28,000
JAN:5706631075411
品番:280230
サイズ: Ø20ｘH13.5cm
容量:3.0L

ソテーパン 24cm ¥20,000
JAN:5706631075473
品番:280424
サイズ: Ø24cmｘH7.3 取手長さ
20.5cm

蓋付き両手鍋 24cm ¥30,000
JAN:5706631075435
品番:280245
サイズ:Ø24ｘH14cm
容量:4.5L

フライパン 24cm ¥18,000
JAN:5706631075459
品番:280324
サイズ: Ø24cm

ソテーパン用リッド 24cm
¥8,000
JAN:5706631075497
品番:280524

ノルディックキッチンに似合うキャストアイアン（鋳
鉄）の様に見える調理器具シリーズです。
耐摩耗性の作りですが、軽いので扱い易いです。アル
ミなので優れた熱伝導で偏りなく熱が配分されます。
内側はPFOA(パーフルオロオクタン酸)フリーのPTFE
４層 ILAGノンスティック（くっつかない）Slip-Let
コーティングです。

フライパン 28cm ¥20,000
JAN:5706631075466
品番:280328
サイズ: Ø28cmxH5 取手長さ
21cm
※税抜き価格です。

□材質：外側/アルミニウム、内側
/Slip-Letコーティング、ハンドル/
オーク
□食洗機 : 可(木製ハンドル付の商
品は不可）
□IH使用可
□原産国 :デンマーク
□デザイン：TOOLS Design

バキュームジャグ Li
JAN: 5706631049733
品番: 502914
売価：¥9,000

バキュームジャグ Ｒd
JAN:5706631043632
品番:502913
売価：¥9,000

バキュームジャグ Wh
JAN: 5706631043618
品番: 502911
売価： ¥9,000

バキュームジャグ Bk
JAN: 5706631043601
品番: 502910
売価： ¥ 9,000

※在庫限り終了

お湯、コーヒー、お茶などを、
スマートにサーブします。
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、液ダレしにくい、２
重構造です。

※税抜き価格です。

□材質 :

外層/本体、取っ手ポリプロピレン、
栓/ポリエチレン、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
□サイズ : 直径約15.8ｘＨ29.5cm
□重さ : 766ｇ
□原産国 : 台湾
□食洗機 : 可
□デザイン : TOOLS Design

Tea Bag

マグやティーポットに繰り返しご使用できる
ステンレス製のティーバッグです。
マグやティーポットに繰り返しご使用で
きるステンレス製のティーバッグです。
細かいパンチングが施されたステンレス
製ティーバッグなので、何度でも使えて
ゴミを出さず、見慣れたフォルムのシン
プルなデザインも魅力です。紅茶やハー
ブティなど約10グラムの茶葉を入れるこ
とができ、ティーポットに入れたりカッ
プにそのまま入れて楽しむことができま
す。食洗機にも対応しています。

※取り寄せ対応
ご使用方法
・シリコン製の底蓋をはずしてティーバックを開
ける
・内部に茶葉を入れます（水1Ｌに対して10gの
割合）
・底蓋をはめ込みます
・準備完了
・ティーポットにもカップにもご使用頂けます。
・茶葉の種類は紅茶やハーブティ・ウーロン茶
などにもご使用頂けます。

とてもシンプルで手に馴染む曲線的な
デザインは、テーブルにおいても絵に
なります。
デザイン的に美しいだけではなく、こ
のフラスコのようなフォルムは倒れに
くく、注ぎ口が二重構造（ドリップフ
リー機能）のためミルクがこぼれにく
くなっております。

お手入れ方法
ご使用後タンニンなどの成分がティーバッグに
付着することがあります。
スポンジでレモンジュースやお酢をつけて頂き
取り除くことができます。

□材質

本体 : ステンレス
タグ : シリコン樹脂
ワイヤー : ステンレス
□サイズ :本体5.3ｘ3.2ｘＨ7.4cm ﾜｲﾔｰ 22.5cm
□重さ : 80g
□食洗機 : 可
□原産国 : 中国
□デザイン : TOOLS Design

シュガーの方は傾けるたびに、程よい
1杯分が出てきてくれるという優れも
のです。
コーヒーメーカーやティ－メーカーの
存在感のあるパートナーとなります。
ティーバッグ
JAN：5706631041904
品番：567430
売価：3,800円

※税抜き価格です。

□材質 耐熱ガラス、シリコン、
ステンレス、プラスチック
□耐熱温度 １２０度（耐熱ガラス）
□容量 280ml x 2
□サイズ φ9xH１5cm
□食器洗浄乾燥機可
□原産国 デンマーク
□TOOLS Design

eva-solo ﾐﾙｸ&ｼｭｶﾞｰｾｯﾄ
JAN：5706631020565
品番：567545
売価：10,000円

エバソロからビールグラスが新発売です。
ペアセットなのでギフトにも最適です。

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。

エバソロのワイングラスとタンブラーは3PART
によってデザインされました。同社はユーザー
の立場に立った革新行ったことでわずか数年で
デンマークで最も優れたデザイン会社に成長し
ています。3PARTの定義によれば、良いデザイ
ンとは革新的で、美しく、純粋なものです。そ
れはいつまでも人の心を掻き立てるものでなく
てはなりません。

eva-solo ﾋﾞｰﾙｸﾞﾗｽ 2pcs S
JAN :5706631061179
品番 ：541111
売価 : 5,000円
サイズ:約φ8x15.5cm
容量:約350ml

※税抜き価格です。

eva-solo ﾋﾞｰﾙｸﾞﾗｽ 2pcs L
JAN :5706631061193
品番：541112
売価 : 5,000円
サイズ:約φ7x24.1cm
容量:約500ml

□材質 : マウスブロウンガラス
□食洗機 : 可
□原産国ーデンマーク
□デザイン；3PART

この大きなグラスジャグは耐熱ガラスを使用しているため熱い飲み
物にも冷たい飲み物にもどちらにもご使用いただけます。ライム、
レモン、ミントといった芳香を加えるのにご利用ください。飲み口
はドリップフリー構造になっているので水漏れの心配もなく蓋には
シリコンがついているため冷蔵庫に入れても臭いが移りにくいです。
取り寄せ対応
エバソロのグラスはグラス
の口が斜めにカットされて
いるのが特徴的です。薄く
スリムなガラスはとてもエ
レガントです。

液だれのしにくいドリップ
フリー構造。また取り外す
ことができるのでお手入れ
も楽で衛生的です。

ワイン シャンパーニュ
JAN : 5706631046787
品番：541004
売価：5,400円
サイズ: 約H245xW66mm
容量:約200ml

※取り寄せ対応
eva-solo グラスジャグ
JAN :5706631070539
品番 ：567661
売価 : 8,800円
サイズ:φ11.3x21.8cm
容量:約1.4l

□材質：耐熱ガラス (耐熱温度
120度)、ステンレス、シリコン
□食洗機 : 可
□原産国 :デンマーク
□デザイン：TOOLS Design

□材質 : マウスブロウンガラス
□食洗機：可
□原産国：デンマーク
□デザイン：3PART

デカンタカラフェはワインの味を最大限に引き出します。
デカンタカラフェは、ワイン1本分（750ml）が入ります。
液だれしにくい構造です。

eva solo デカンタ カラフェ

JAN：5706631061919
品番：567474
売価：8,500円

□材質: 本体/吹きガラス, シリコン, ステンレスチール
ベース/ABS（保冷部：ポリプロピレン/カルボキシル
、メチルセルロース、ナトリウム）
□サイズ：カラフェ/約H21 x φ6.1cm ベース/H5.1
x φ16.9cm
□容量: 約0.75 L
□食洗機：本体可、フィルター、ベース不可
□原産国：デンマーク
□デザイン：Tools Design

※税抜き価格です。

地球儀にインスパイアされデザインされ
た新しいティーシリーズです。

ノルディックグレー
ティーポット ¥10,000
JAN:5706631074056
品番:502750
サイズ:16x20x17 口径
7.5cm
容量:約1.4l

ミルクジャグ ¥3,200
5706631074094
502760
10.5x12.5x19.5 口径
5.5cm
300ml

ノルディックグリーン

エバソロの特徴でもある丸みを帯びたデザインを前面に押し
出した新しいテーブルウェアシリーズです。
エバソロのグローブシリーズは目に付き易く、つい手に取っ
てみたくなります。ティーを数杯楽しむ新しいモダンなテー
ブルウェアシリーズです。ティーが好きな人は、テーブルに
マグ、ティーポット、シュガーボウル、ミルクジャグ、ボウ
ルとバキュームジャグを並べて、ノルディックデザインを楽
しむことができます。エバソロのシリコンティーバッグを
使ってお茶を作るのもお勧めです。
シュガーボウルの蓋には隙間が空いていますのでスプーンを
入れておくことができます。

ティーポット
JAN:5706631074070
品番:502751
サイズ:16x20x17 口径7.5cm
容量:約1.4l

ミルクジャグ
5706631074100
502761
10.5x12.5x19.5 口径5.5cm
容量:約300ｍｌ

シュガーボウル
JAN:5706631074131
品番:502771
サイズ:10.5x20 口径4.8cm
容量:約300ｇ

液だれのしにくいドリップ
フリー構造。また取り外す
ことができるのでお手入れ
も楽で衛生的です。
※税抜き価格です。

シュガーボウル ¥2,800
5706631074124
502770
10.5x20 口径4.8cm
約300g

□材質：本体、ストーンウェア
注ぎ口、ｽﾃﾝﾚｽｽﾃｨｰﾙ 蓋、ｼﾘｺﾝ
□食洗機 : 可(注ぎ口、リッド
不可)
□原産国 :デンマーク
□デザイン：TOOLS Design

※取り寄せ対応

※取り寄せ対応

食卓を豊かに演出するスタイリングと機能性がポイントです。ステンレスス
チール製のスクイーザー部で果汁を絞り、外側のABS樹脂製カップで果汁を
受け止め、下のガラスジャグに注がれていきます。スクイーザー部をはずせ
ば、そのままテーブルへ運んで、ピッチャーに早代わりします。
スクイーザー部とカップ部/ジャグ部は全て簡単に取り外し出来る為、果物の
皮や繊維が詰まったり引っかかったりせず、洗いやすくいつでも清潔です。

このシトラスプレスのデザインは、商品本来の目的から生まれま
した。
形状と機能性により、柑橘類を簡単に搾ることができます。フ
ルーツを搾る時、しっかりと握ることができるよう、表面が粒状
になっています。縁の端にある小さな切り込みは、果汁を注ぐ際、
種が落ちないようにするためのものです。
ご使用後のお手入れも素早く簡単にできます。

eva-solo ｼﾄﾗｽｽｸｲｰｻﾞｰ

JAN： 5709296009500
品番： 567612
売価：12,000円
サイズ:高さ約19ｘ直径(最大)約12.5cm
容量:約0.6Ｌ
重量:約630g
□材質:ジャグ/ガラス スクイーザー/ステンレス
カップ/ABS樹脂
□食洗機：可
□原産国:ガラス/ドイツ カップ/デンマーク
□デザイン: TOOLS Design

eva-solo シトラスプレス
JAN：5706631059657
品番：567613
売価：3,800円

※税抜き価格です。

□サイズ ： 約 高さ9×φ9cm
□重 量 ： 約 145g
□材 質 ：ナイロン、シリコン
□原産国 ：デンマーク
□食器洗浄乾燥機可
デザイン Tools Design
※ギフトボックスなし

バードフィーダーのミニサイズが登場
です。
独特の丸みを帯びたかわいらしいデザ
インが特徴的です。
取付は簡単です。付属のワイヤーを本
体にセットし好きな場所に引っ掛ける
だけ。木の枝や軒下など場所を選ばず
に取り付けることができます。

この新しいタイプのバード
フィーダーは、耐熱ガラスで
出来ていて、厳しい自然環境
の中での温度変化や雨や風に
対し丈夫に出来ています。

※取り寄せ対応
ハンギングバードフィーダー
JAN : 5706631027540
品番 : 571030
売価 : 7,500円

また鳥の餌だけでなくエアプランツな
どを入れるとハンギンググリーンとし
てお楽しみいただけます。2個セット
なので飾り方の幅も広がります。

取付は簡単です。ワイヤーを
使って巻きつけることで、木
の枝や軒下など場所を選ばず
に取り付けることができます。
□材質 : 本体/ 耐熱ガラス（－70℃
～530℃） ケーブル / ラバーコー
ティング
□サイズ: 本体（約）φ20xD12cm
ケーブル約85cm
□重さ: （約）550g
□原産国 :デンマーク
□デザイン TOOLS Design

ﾐﾆﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞﾌｨｰﾀﾞｰ 2p
JAN : 5706631052337
品番 : 571032
売価 : 5,600円

※取り寄せ対応

□材質 : 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
□サイズ: 本体（約）H11xW12cm
ケーブル約30cm
□重さ: （約）214g(2個)
□デザイン : TOOLS Ｄesign
□食洗機可
※税抜き価格です。

【オン・オフ・自動機能】
ボタンを操作する事で3つの設定をお選び頂けます。
オン・・・太陽光によってランプが充電され、照明を行います。
オフ・・・太陽光によってランプが充電され、消灯されます。
自動・・・ボタン長押しにより、周囲の明暗環境に従って、
ボタンがオン・オフに自動切換えになります。
□材質 :ランプ部/ガラス ランプ
台・スパイク/ アルミニウム
□原産国 :デンマーク
□デザイン : TOOLS Design

※取り寄せ対応
サンライトテーブルランプ
JAN : 5706631059374
品番 : 571337
売価 : 13,000円
ｻｲｽﾞ φ13×h15cm
重さ 約646g

※税抜き価格です。

※取り寄せ対応
サンライトスパイク
JAN : 5706631059381
品番 : 571338
売価 : 13,000円
ｻｲｽﾞ φ13×h38cm
重さ 約656g

【ご注意】
サンライト太陽電池は、日中、日陰に置くのではなく、太陽
光が当たる場所に置くのが理想です。
日陰に置くとバッテリーが完全に充電されず、使用する際の
ランプの光量に影響し、夜間に充分な照明能力を発揮出来な
い事があります。
通常快晴充電の場合、ﾊﾞｯﾃﾘｰを通じて約20時間維持
ﾊﾞｯﾃﾘｰは約1.000回以上繰り返しご利用頂けます。
【バッテリー交換】
バッテリー寿命の場合 交換対応可能です。
SunLightランプ バッテリー兼用-上代4,800円(税抜）

シンプルデザインが秀逸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。

JAN
品番
商品名
規格
5706631-025560 571020 eva-solo ﾃｰﾌﾞﾙｸﾞﾘﾙ ﾎﾟｰｾﾘﾝ 30cm

売価（税抜き）
¥45,000

□サイズ 直径30cm×高さ16cm×底面直径20cm
□重さ 約3.5kg
□材質 磁器/ステンレススチール/木
□原産国 デンマーク
□デザイン TOOLS Design

第二のリビングとも言うべきガーデンは、北欧ではとても大事です。そこでエバソロは、バーベキューグリルにインテリアの視点でモダンにデザインしました。
屋外の常設を考えて、ボディ素材はサビに強いステンレススチール製となっています。サイドにはハンドルがついており、簡単な移動は可能です。普段は軒下で雨風
をしのぎ、イザという時は庭の真ん中にセット、という事もできます。一番下にステンレス製の断熱板をセットするので、庭の芝生やウッドデッキなどを痛める心配
はありません。さらに炭火用バケツは二段階の高さ調節が可能です。遠火、直火とお好みで設定できます。
構造はいたって単純なので、セッティングも後片付けも簡単です。。バケツ式で底が深いので、灰があまり飛び散らないのもうれしい利点です。
バーベキューに興味がなかった人でも、その気にさせるほど魅力的な商品と言えるでしょう。

JAN
5706631019743

品番
571055

商品名
規格
eva-solo ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｸﾞﾘﾙ φ49cm

□サイズ：最大径49cm×高さ64cm
□材質：ステンレススチール、スチール
□重量：約14ｋｇ
□原産国：中国
□デザイン：TOOLS Design

売価（税抜き）
¥110,000

グリル用ドームリッド
JAN:5706631019880
品番:571065
¥23,000
ステンレス
■蒸し焼きなどに便利です。

WHITE LINE

ホワイトライン

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。

Discontinue
フライパン 24cm
256424
¥13,500
45x24,8x4,1cm

両手鍋 16cm
256620
¥15,800
23,6x17,4x12,7cm
2,5 ℓ

※フチ部分の仕様が変
更になります。

DURA LINE

フライパン 28cm
256428
¥15,800
50,4x28,6x4,5cm

両手鍋 浅型 20cm
256632
¥16,800
28x21,3x12,5cm
3,8ℓ

片手鍋 浅型 24cm
256524
¥15,000
43,9x25,4x8,3cm

両手鍋 20cm
256647
¥18,500
27,7x21,3x15,7cm
4,8ℓ

・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

※在庫限り終了
デュラライン

とても個性的なeva trioの「デュラライン」シリーズ。
マットなブラックがキッチンにインテリア感覚を与
えてくれます。アルミ製なので熱伝道も優れてい
ます。内側はフッ素樹脂加工が施されていて焦げ
つきにくくお手入れもしやすくなっています。

フライパン 28cm
256128
¥16,000
50,4x28,6x4,5cm

両手鍋 16cm
256320
¥16,500
23,6x17,4x12,7cm
2,5 ℓ

両手鍋 浅型 20cm
256332
¥17,500
28x21,3x12,5cm
3,8 ℓ

・本体 アルミニウム（ステンレスの貼り底6mm） ・取手 ステンレス
（フッ素樹脂加工）
・電磁調理器可、食洗機可
※税抜き価格です。

両手鍋 20cm
256347
¥19,000
27,7x21,3x15,7cm
4,8 ℓ

・SLIP-LET加工
※ PFOA Free

片手鍋 16cm
256618
¥14,500
31x17,3x10,1cm
1,8 ℓ

両手鍋 24cm
256670
¥22,000
31,7x25,3x15,6cm
7,0 ℓ

MULTI

マルチ

※在庫限り終了

デザイン性と実用性を兼ね備えた「マルチ」シリー
ズ。シンプルながら存在感のあるデザインは満足
な使用感を得ることができます。表面は耐久性の
あるステンレス。中層は熱伝導に優れたアルミニ
ウムの3層構造です。内側には目盛りが着いてい
ます。

フライパン 28cm
246328
¥26,000
50,6x29,6x4,9cm

両手鍋 浅型 20cm
246336
¥25,000
28x21,3x12,5cm
3,6 ℓ

両手鍋 24cm
246370
¥30,000
31,7x25,3x15,6cm
6,5 ℓ

・本体 ステンレス（中層アルミニウム） ・取手 ステンレス ・電磁調理器可 ・食洗機可

LID

リッド

フラットなステンレススチール蓋は重ねたり、フッ
クに掛けられるので場所を取らずすっきり収納で
きます。蓋には長めのハンドルが付いているので
手が熱くなりにくく開け閉めが簡単です。通常の
リッドは上部でちょっとした物を保温したり、ガラス
は料理を見ながら調理したり、ドレイニングはその
まま湯切りができる優れものです。

リッド 長取手 16cm
206016
¥3,500
27,2x17,7cm

ガラスリッド 長取手
201016
¥5,500
27,8x17,7cm

リッド 長取手 20cm
206020
¥4,200
31,7x21,7cm

16cm

ドレイニングリッド 16cm
203016
¥5,500
24,2x17,2cm

※在庫限り終了
※税抜き価格です。

ガラスリッド 長取手
201020
¥5,800
31,7x21,6cm

20cm

ドレイニングガラスリッド
203020
¥6,500
28,3x21,7cm

※在庫限り終了

・材質
ステンレス

リッド 長取手 24cm
206024
¥5,000
35,5x25,6cm

20cm

ガラスリッド 両取手
201024
¥8,300
31,1x25,5cm

24cm ・材質
ステンレス
耐熱ガラス

ドレイニングガラスリッド
203024
¥7,500
32,4x25,6cm

※在庫限り終了

24cm

・材質
ステンレス
シリコーン

Nylon TOOLS
※取り寄せ対応
ハンドル部分から先端にかけて曲線を取り入れ、誰にでも、どんなパンにも使いやすく工夫されたデザインです。
ナイロン製のためフッ素樹脂加工のなべやフライパンを傷めません。
いろんな調理に役立ちます。

ナイロン レイドル
ＪＡＮ: 5709296008589
品番 : 118609 ¥2,000
サイズ：27x8.5cm

ナイロン スパチュラ Small
ＪＡＮ: 5709296008596
品番 : 118652 ¥2,000
サイズ：27x7.5cm

取り寄せ対応

ナイロン スパゲッティスプーン
ＪＡＮ: 5709296009883
品番 : 118613 ¥2,000
サイズ：26.5x8cm

ナイロン レイドル 穴あき
ＪＡＮ: 5709296009791
品番 : 118611 ¥2,000
サイズ：27x8.5cm

取り寄せ対応

ナイロン スターラー
ＪＡＮ: 5709296009401
品番 : 118601 ¥2,000
サイズ：26x7cm

取り寄せ対応
□材質: ナイロン
□耐熱温度：220℃
□原産国 : デンマーク

※税抜き価格です。

