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気品と品質を求め続けることが

トーダイの流 儀



科学的観点と遊びゴコロが

誕生のきっかけ

アルミアイスクリームスプーン

強度やデザインはもちろん、

使い心地や舌触りまで妥協しないものをつくりたい。

切断やプレス、研磨等の各工程で

数多くの熟練した技術による調整が求められます。

トーダイは一つ一つに思いをこめて、

最良のスプーン・フォークを探求します。
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ロゴや社名を入れてノベルティや記念品とするなど

手軽にオリジナル商品になるのが

レーザーマーキング。

平面や曲面にも印字可能なこの手法は

積み重ねてきた実績からくるノウハウと

職人たちの技術力があってこそ実現できるのです。
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世界にひとつだけという

商品を作りたかった

レーザーマーキング

ORIGINALITY



信頼と実績が

新たなチャレンジを産む

トーダイの挑戦

私たちは創業時より丁寧な仕上げと磨き抜かれた技術、

そして妥協のない品質管理で、クラフトマンシップを継承しています。

優美さ・気品・使い勝手・品質・ニーズ

これら全てはトーダイが追い求めるものです。

「 魅力ある逸品をお客さまへ 」という想いを大切に、

これからも最高の品質をお届けしてまいります。
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SPOON & FORK
トーダイのスプーン・フォークができるまで

口に触れる食器だから細部までこだわります

1. 材料切断

4 . 半切

7. マーク打ち

2. 地抜き

5. 刃抜き

8. ツボ起こし（スプーン）

3. ロール

6. 柄押し

9. 研磨

ステンレス板を食器に応じて
計算された寸法に切断します

口に入る部分を打ち抜き
スプーン・フォークの輪郭を成形します

会社名や製品名、材質等を
金型で打刻します

ステンレス板を金型で抜き
カトラリーの原型を成形します

フォークの刃の間を
2工程に分けて打ち抜きます

口に入れる部分に
圧力を加えて延ばします

柄に模様や曲面を付けると同時に
耐久性を高めます

細かい傷や擦れを綺麗にし
複数の工程で表面を磨き上げます

刃押し（フォーク）

口に入る部分に丸みをつけたり
フォークは刃の縁をなだらかにします

▼
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▼
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KNIFE
トーダイのナイフができるまで

気品溢れる輝きと鋭い切れ味を追求します

1. ハンドル部分材料切断

4 . ハンドル部分バリ抜き

7. ツバ元研磨 8. 自動研磨

2. 刀抜き

5. アルゴン溶接

3. 柄押し

6. 自研

鍛造成形

ステンレス板を柄片面分の大きさに切断します
1つの柄に、材料を2枚使用します。

柄の周りにあるバリを
金型で抜きます

溶接跡を研磨し
表面を滑らかにします

8つほどの工程に分けて
機械を使い磨き上げます

包丁と同じ成分の材料を切断し
焼き入れを行います

片面ずつだった柄と
刀をそれぞれ溶接していきます

ステンレス板を金型で押し込み
柄の成形をします

水を流しながら
片面ずつナイフの刀を薄くします

ここまで記載した製造とは異なり
鍛えて造る「鍛造成形」という
製造法で作るものもあります

▼
▼▼

▼▼

▼ ▼

▼ ▼

カトラリー製造の動画や詳細な説明、工場見学のご案内については、弊社ホームページからご覧いただけます。



目 

次

CONTENTS

Contents    目次
　フラットウェア

	 ステンレス	カトラリーシリーズ

	 	 XM-7(18-8)	ソフィー	･･････････････････････････ 1・2

	 	 XM-7(18-8)	オルセ	････････････････････････････ 3・4

	 	 XM-7(18-8)	アルビ	････････････････････････････ 5・6

	 	 XM-7(18-8)	パッシー	･･････････････････････････ 7・8

	 	 XM-7(18-8)	プラド	･･･････････････････････････ 9・10

	 	 XM-7(18-8)	ボーノ	･･････････････････････････ 11・12

	 	 XM-7(18-8)	フラン	･･････････････････････････ 13・14

	 	 XM-7(18-8)	匠	･･････････････････････････････ 15・16

	 	 XM-7(18-8)	ニューライラック	････････････････ 17・18

	 	 XM-7(18-8)	ル	シエル	･･･････････････････････････ 19

	 	 XM-7(18-8)	クイーンエリザベス	･･････････････････ 20

	 	 XM-7(18-8)	ルーブル	････････････････････････････ 21

	 	 XM-7(18-8)	ダイアナ	････････････････････････････ 22

	 	 XM-7(18-8)	モロー	･･････････････････････････････ 23

	 	 XM-7(18-8)	T-5000	････････････････････････････ 24

	 	 XM-7(18-8)	唐草	････････････････････････････････ 25

	 	 XM-7(18-8)	A-54	･･････････････････････････････ 26

	 	 XM-7(18-8)	T-6500	････････････････････････････ 26

	 	 XM-7(18-8)	オーロラ	････････････････････････････ 27

	 	 XM-7(18-8)	シャイン	････････････････････････････ 28

	 	 XM-7(18-8)	T-7500	････････････････････････････ 29

	 	 XM-7(18-8)	プリンス	････････････････････････････ 30

	 	 XM-7(18-8)	ベイシス	････････････････････････････ 31

	 	 抗菌ステンレス	ベイシス	･･････････････････････････ 32

	 	 XM-7(18-8)	ブライト	････････････････････････････ 33

	 	 XM-7(18-8)	ベルサイユ	･･････････････････････････ 34

	 	 XM-7(18-8)	ブランシュ	･･････････････････････････ 34

	 	 XM-7(18-8)	カナダ	･･････････････････････････････ 34

	 	 ステン	ライラック	････････････････････････････････ 35

	 	 エコノミー	ライラック	････････････････････････････ 36

	 	 ステン	ローマ	････････････････････････････････････ 37

	 	 ステン	♯ 2000	･････････････････････････････････ 37

	 	 ステン	シーク	････････････････････････････････････ 38

	 	 18-0	ボーノ	デザートスプーン・ティースプーン	･･･ 38・493

	 	 XM-7(18-8)	ハート物語	･････････････････････ 55・100

	 	 クラフト	レターナイフ	････････････････････････････ 55

	 	 18-0	ブライト	カレーチャーハンすぷーん	･･････････ 56

	 	 XM-7	すくいやすいスプーン	･･････････････････････ 56

	 	 18-0	スリム	･････････････････････････････････････ 56

	 	 XM-7(18-8)	茶碗蒸しスプーン	････････････････････ 56

	 	 ステンレス	串とーり	･･････････････････････････････ 56

	 	 XM-7（18-8）	チャイルドカトラリー	･･････････････ 99

　フラットウェア

	 洋白	カトラリーシリーズ

	 	 洋白	オルセ	･･････････････････････････････････････ 39

	 	 洋白	ルーブル	････････････････････････････････････ 39

	 	 洋白	ダイアナ	････････････････････････････････････ 40

	 	 洋白	ル	シエル	･･･････････････････････････････････ 40

	 	 洋白	クイーンエリザベス	･･････････････････････････ 41

	 	 洋白	モロー	･･････････････････････････････････････ 41

	 	 洋白	T-8000	････････････････････････････････････ 42

	 	 洋白	T-5000	････････････････････････････････････ 42

	 	 洋白	唐草	････････････････････････････････････････ 43

	 	 洋白	ベルサイユ	･･････････････････････････････････ 43

	 	 洋白	ワレス	･･････････････････････････････････････ 44

	 	 洋白	菊花	････････････････････････････････････････ 44

	 	 洋白	ニューライラック	････････････････････････････ 45

	 	 洋白	T-6500	････････････････････････････････････ 45

	 SAN'T	ANDREA（サンアンドレア）

	 	 18-10	エリプス	･････････････････････････････････ 46

	 	 18-10	カンタム	･････････････････････････････････ 47

	 	 18-10	エレヴェーション	･････････････････････････ 48

	 Cutipol（クチポール）

	 	 GOA（ゴア）		････････････････････････････････ 49・50

	 eternum（エテルナム）

	 	 18-10	アダージョ	･･･････････････････････････････ 51

	 	 18-10	アトランティス	･･･････････････････････････ 52

	 	 18-10	ペタル	･･･････････････････････････････････ 52

	 sambonet（サンボネ）

	 	 18-10	ドリーム	･････････････････････････････････ 53

	 WNK

	 	 18-10	チャッツワース	･･･････････････････････････ 53

	 	 18-10	チューリップ	･････････････････････････････ 53

	 DEGRENNE（ドグレーヌ）

	 	 18-10	フューズ	･････････････････････････････････ 53

	 	 18-10	ゲスト	･･･････････････････････････････････ 53

	 【玄美	-GENBI-】

	 	 角 -KAKU-	･･･････････････････････････････････････ 62

	 【CASULERY（カジュラリー）】シリーズ（プラハンドルカトラリー）

	 	 オーガスト	レッド	････････････････････････････････ 63

	 	 オーガスト	ブルー	････････････････････････････････ 63

	 	 アイヴォン	ホワイト	･･････････････････････････････ 64

	 	 アイヴォン	ブラック	･･････････････････････････････ 64

	 	 アリソン	ブラック	････････････････････････････････ 64



目 

次

CONTENTS

納 納期確認マーク
メーカーより取り寄せとなり、納期・取り寄せ送料などがかかります。ご確認ください。

直 直送マーク
メーカーより直送での対応となります。納期・送料別途となりますのでご確認ください。

受 受注生産品マーク
受注生産品につき、納期がかかります。
（場合によっては送料がかかる場合もございます。）ご確認ください。

　フラットウェア

	 【NUKUMORI（ぬくもり）】シリーズ

	 	 すくいやすい	アルミ	アイススプーン	･･････････ 65・493

	 	 アルミ	パフェスプーン	････････････････････････････ 66

	 	 アルミ	ストライプライン	アイスクリームスプーン	･･･ 66

	 	 アルミ	フラットスプーン	･･････････････････････････ 67

	 	 アルミ	バターナイフ	･･････････････････････････････ 67

	 	 アルミ	ケーキフォーク	･･･････････････････････ 68・101

	 	 アルミ	ティースプーン	･･･････････････････････ 68・101

	 	 アルミ	デザートスプーン	･･････････････････････････ 68

	 	 アルミ	デザートフォーク	･･････････････････････････ 68

	 	 つめた〜いアルミストロー	φ7 ㎜	･･････････････････ 69

	 	 つめた〜いアルミストロー	ビバレッジ	φ11 ㎜	･･･････ 69

	 	 純銅	ストライプライン	アイスクリームスプーン	･････ 70

	 プチカトラリーシリーズ

	 	 18-8	アスティ	プチスプーン・コーヒーマドラー	････ 71

	 	 18-8	パルマ	プチスプーン・コーヒーマドラー	･･････ 71

	 	 18-8	アルビ	プチスプーン	････････････････････････ 71

	 	 18-8	ニューライラック	プチスプーン	･･････････････ 71

	 	 18-8	プラド	プチスプーン	････････････････････････ 71

	 	 18-8	ルーブル	プチスプーン	･･････････････････････ 71

	 	 18-8	かんざし	ピックフォーク	････････････････････ 72

	 	 18-8	かんざし	槌目	ピックフォーク	･･･････････････ 72

	 	 18-8	ハート	ピック	･･････････････････････････････ 72

	 	 18-8	スパイラル	ピック	･･････････････････････････ 72

	 	 18-8	ホール	ピック	･･････････････････････････････ 72

	 	 18-8	トリデンテ	ピックフォーク	･･････････････････ 72

	 	 アルミ	ハート	ピック	･････････････････････････････ 72

	 	 喜悦	ヘッドアップピック	･･････････････････････････ 72

	 	 18-8	涼風（すずかぜ）	和フォーク	･････････････ 73・89

	 	 18-8	かんざし	ピックフォーク	松竹梅＆桜	･････････ 74

	 	 18-8	かんざし	ピックフォーク	黒酸化発色（レーザーマーキング）	･････ 74・89

	 	 18-8	アスティ	コーヒーマドラー	黒酸化発色（レーザーマーキング）	････ 74・89

	 	 18-8	ピックフォーク	ピンクゴールド	･･････････････ 75

	 	 18-8	ドロップ	･･･････････････････････････････････ 75

	 	 18-0	大太刀	和・洋菓子ナイフ	･･･････････････ 76・493

	 	 18-0	日本刀	和菓子ナイフ	･･･････････････････ 76・493

	 TODAI	レーザーマーキング	カトラリー	

	 	 XM-7（18-8）パッシー	オールミラー	･･････････････ 78

	 	 XM-7（18-8）ボーノ	オールミラー	････････････････ 79

	 	 XM-7（18-8）オーロラ	オールミラー	･･････････････ 80

　フラットウェア

	 [ 表面処理 ] でこれだけイメージが変わります！

	 	 ピンクゴールドエレガント	（ピンクゴールドメッキ+サンドブラスト加工）	 ･ 81

	 	 ピンクゴールドメッキ･････････････････････････････ 82

	 	 【山吹黄金	- ヤマブキゴールド -】シリーズ	･･･････ 83・84

	 	 オールドウェスタン加工･･･････････････････････････ 84

	 	 【ギャラクシー加工】シリーズ･･････････････････ 85・86

	 	 【RIKYU（リキュウ）】黒酸化発色シリーズ	･･････ 87〜 90

	 	 【YOIZUKI	- 宵月 -】シリーズ	･･････････････････ 91・92

	 	 イオンプレーティング･････････････････････････ 93・94

	 	 カトラリーへのメッキ加工で抗菌効果が得られます。	･･････ 95・96

	 	 各種表面処理加工工賃	定価一覧	････････････････････ 97

	 	 銀メッキ加工処理工賃	定価一覧	････････････････････ 98

	 トーダイ	オリジナル	ステンレス箸	･･･････････････････ 121・122

	 クレーバートング	シリーズ	･･････････････････ 86・90・143〜 145

	 その他	フラットウェア	･･･57〜61･70･75〜77･82･101〜142･146〜159

　バンケットウェア

	 	 ･･･････････････････････････････････････････ 161〜 287

　テーブルウェア

	 	 ･･･････････････････････････････････････････ 289〜 369

　キッチン & トータルグッズ

	 	 ･･･････････････････････････････････････････ 371〜 488

　TODAI レーザーマーキング 【テーブルウェアから厨房用品まで手軽にオリジナルが作れます！】

	 	 概要････････････････････････････････････････････ 489

	 	 各種加工例･････････････････････････････････ 490〜 492

	 	 ノベルティ向アイテムリスト･････････････････ 493・494

　カトラリー豆知識

	 材質・加工について

	 	 ステンレス (SUS) とは…	････････････････････････ 495

	 	 各種ステンレスについての説明････････････････････ 496

	 	 洋白とは…･･････････････････････････････････････ 497

	 	 ナイフの柄（ハンドル）・刃について･･･････････････ 497

	 ワンポイント解説

	 	 カトラリーには普段よく使うものから特殊なものまでたくさんあります。	･ 498

テーブルウェアから厨房用品まで
手軽にオリジナルが作れます！

銀メッキ・金メッキ以外の
表面処理加工をご紹介します！



索 

引

IN
D

E
X

Index   索引
品　　　　名	 ぺ ージ 品　　　　名	 ぺ ージ

ア

アーストレイ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・407

アイアンディスプレイベース	 ・・・・・・・・・・・・・・・・252

IH ウォーマー	・・・・・・・・・・・・・・・ 175・190〜 194・211

IH 調理器	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172・173・176

アイスクリームカップ（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・357

アイスクリームサーバー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・474

アイスクリームスクーパー	 ・・・・・・・・・・・・・・ 420・474

アイスクリームスプーン（アルミ・銅）	・・・・・・・・ 65・66・70

アイスクリームディッシャー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・474

アイスクリームボーラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・474

アイススクープ（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・425

アイススクープ（CAMBRO）	・・・・・・・・・・・・・・・・401

アイスストレイジタンク	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・217

アイストング	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 150・151・154・421

アイスペール	 ・・・・・・・・・・・・・322・325〜 328・392・393

アイスヘラ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・474

アイスヨーグルトすぷーん	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

あく取り	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419・420

アクリルアイスボックス	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 219・220

アクリルオーガナイザー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・278

アクリルディスプレイ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・221

アクリル	ピックホルダー	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

アクリルボード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236

アクリルボックス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 219〜 221

揚げ鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 459・460

アットレー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159

アップルカッター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423

アミューズディッシュ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208

アミューズメントスプーン・フォーク	 ・・・・・・・・・・・・ 59

アルコール消毒用	オートディスペンサー	・・・・・・・・・・・188

aifi（アルフィ）	・・・・・・・・・・・・・・ 324・325・331・393

アルボルトレー	 ・・・・・・・・・・・・・・ 351・352・405・406

アルミコンロ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・444

アルミ製カトラリー	 ・・・・・・・・・・・・・ 65〜 69・101・493

アルミ製サービスワゴン（アルアップワゴン）	・・・・・・・・・411

アルミ製ピックフォーク	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

泡ソースホイッパー（leye）	・・・・・・・・・・・・・・・・・429

泡立て	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 387・419・420・479

イ

炒め鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・457

彩華（いろは）ウレタン塗装	トングシリーズ	・・・・・・・・・150

ウ

ウイングガストロノームパンヒータースタンド	 ・・・・・・・・174

ヴィンテージボックス（メラミン製）	・・・・・・・・・・・・・244

ヴェジホールツイスター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・423

ウォーターカップ（サニタリー）	・・・・・・・ 482〜 485・487・488

ウォーターシャープ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400

ウォーターピッチャー・ポット（ガラス）	・・・・・・・・ 238・334

ウォーターピッチャー・ポット（樹脂）	・・・・ 204・212・238・333〜 339・392・400

ウォーターピッチャー・ポット（ステンレス）	・・・329〜 332・389・390・393

VOTOO（ヴォートゥー）チューフィング	 ・・・・・・・ 161〜 164

ウッド調パネル（メラミン製）	・・・・・・・・・・・・・・・・244

ウッドディスプレイ・スタンド	 ・・・・・・・・・・・・ 237〜 241

ウッドボックス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 238〜 241

ウロコ取り	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420

エ

エアログローブディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・189

ECO	LINE（エコライン）寸胴鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・470

エッグスライサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423

eternum（エテルナム）カトラリー	・・・・・・・・・・・ 51・52

ERECTA（エレクター）サービスワゴン	・・・・・・・・・・・412

ERECTA（エレクター）シェルフ	・・・・・・・・・・・ 413〜 419

ERECTA（エレクター）ブッフェディスプレイテーブル	・・・・287

オ

オーガナイザー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 277・278

オーガナイザーボックス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・278

オードブルピン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72〜 77

オーブンミトン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・468

オイスターナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420

オイルジャー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・455

オイルパン（柳宗理デザイン）	・・・・・・・・・・・・・・・・385

お子様用カトラリー	 ・・・・・・・・ 55・99〜 108・115・302・373

おさかなロースター（leye）	・・・・・・・・・・・・・・・・・462

おしぼり入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84・90・92

お玉	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419・460

お玉スタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420

ONEIDA（オネイダ）ステーキナイフ	・・・・・・・・・・・・109

以為（おもえらく）日光杉シリーズ	 ・・・・・・・・・・ 306・369

オリコン（サンコー）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244

カ

カード立て	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280

カービングセット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・426

カービングナイフ・フォーク	 ・・・ 115・116・296・374・376・377

介護用カトラリー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106〜 108

貝製スプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

蓋碗（がいわん）（ガラス）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・349

鏡（カード型）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・494

鏡（サニタリー）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 487・488



索 

引

IN
D

E
X

品　　　　名	 ぺ ージ 品　　　　名	 ぺ ージ

角型	キッチンポット	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・471

角皿（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

カクテルグラス（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・ 204・354

カクテルシェーカー	 ・・・・・・・・・・・ 82・84・92・315・316

カクテルストレーナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・82・317

カクテルピン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72〜 77

カクテルメジャーカップ	 ・・・・・・・・・・・・・ 82・315・318

角バット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475

カス揚げ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419

カスタートレー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・479

ガストーチ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466

ガストロノームパンヒータースタンド	 ・・・・・・・・・・・・174

片手鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 383・386

カッティングボード（樹脂）	・・・・・・・・・・・・423・441・442

カッティングボード（木製）	・・・・・・・・ 257・289〜 297・375・

	 376・381・382・384・442

カトラリー（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・ 65〜 69・101・493

カトラリー（eternum）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 51・52

カトラリー（お子様用）	・・・・・・・ 55・99〜 108・115・302・373

カトラリー（介護用）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106〜 108

カトラリー（Cutipol	GOA）	 ・・・・・・・・・・・・・・ 49・50

カトラリー（SAN'T	ANDREA）	 ・・・・・・・・・・・・ 46〜 48

カトラリー（sambonet）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

カトラリー（樹脂ハンドル）	・・・・・・・・ 49・50・62〜 64・101・

	 102・111・112・115・373

カトラリー（純銅製）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

カトラリー（ステンレス）	・・・・1〜38・46〜 48・51〜 60・70〜 76・

	 78〜 85・87〜 89・91・93・94・

	 99〜 102・105・106・108〜 110・208・388・493

カトラリー（SALUS）	・・・・・・・・・・・・・・・・・57・103

カトラリー（WNK）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

カトラリー（DEGRENNE）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

カトラリー（表面処理）	・・・・・・・・・・・ 63・69〜 75・77・79

カトラリー（ホーローハンドル）	・・・・・・・・・・・・・・・ 61

カトラリー（木製・木柄）	・・・103・104・109〜 116・302・371〜 374

カトラリー（柳宗理デザイン）	・・・・・・・・・・・・・・60・388

カトラリー（US型）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

カトラリー（洋白）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39〜 45

カトラリー（レーザーマーキング）	・・・・・・・・ 73・74・78〜 80

カトラリーお手入れ用品	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

カトラリーケース用ナプキン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・131

カトラリーセット	 ・・・・・・・・・・・・・・60・103・305・388

カトラリーバスケット・ケース	 ・・・・・・・・・・・・ 130〜 132

カトラリーレスト	 ・・・・・・・・ 82・83・86・90・92・117〜 120

カニバサミ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

カニフォーク	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

カラーフードパン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 394・395

カラー庖丁	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 430〜 432・437〜 440

ガラ入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 449・450

カラシスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

ガラス製スタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229

ガラス付ワイヤースタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・207

ガラスプレート	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 227〜 230

ガラスボード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245

カラフェ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 238・339・357・400

カレースプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

キ

キッズプレート（木製）	・・・・・・・・・・・・・・・・ 301・302

キッチンナイフ	 ・・・・・・・・・・・・296・378・387・431〜 440

キッチンバサミ	 ・・・・・・・・・・・・・・ 378・434・440・448

キッチンポット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・471

黄身取り	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420

キャセロール（gioia）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・461

キャニスター（サニタリー）	・・・・・・・・・・・・・・・・・485

キャニスター（スチール）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・350

キャニスター（prepara）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・347

ギャラクシー鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86・444

CAMBRO（キャンブロ）カップキーパー	 ・・・・・・・・・・399

CAMBRO（キャンブロ）グラスキーパー	 ・・・・・・・・・・399

CAMBRO（キャンブロ）クロックス	 ・・・・・・・・・・・・398

CAMBRO（キャンブロ）計量カップ	 ・・・・・・・・・・・・397

CAMBRO（キャンブロ）ゴブレット	 ・・・・・・・・・・・・400

CAMBRO（キャンブロ）コンジメントジャー	 ・・・・・・・・398

CAMBRO（キャンブロ）サラダボール	 ・・・・・・・・・・・401

CAMBRO（キャンブロ）スクープ	 ・・・・・・・・・・・・・401

CAMBRO（キャンブロ）タンブラー	 ・・・・・・・・・・・・399

CAMBRO（キャンブロ）デカンター	 ・・・・・・・・・・・・400

CAMBRO（キャンブロ）ドリンクディスペンサー	 ・・・・・・400

CAMBRO（キャンブロ）トング	 ・・・・・・・・・・・・・・402

CAMBRO（キャンブロ）バスボックス	 ・・・・・・・・・・・398

CAMBRO（キャンブロ）ピザ生地ボックス	 ・・・・・・・・・398

CAMBRO（キャンブロ）ピッチャー	 ・・・・・・・・・ 338・400

CAMBRO（キャンブロ）フードカバー	 ・・・・・・・・・・・401

CAMBRO（キャンブロ）フードコンテナー	 ・・・・・・・・・397

CAMBRO（キャンブロ）フードトレー	 ・・・・・・・・・・・402

CAMBRO（キャンブロ）フードパン	 ・・・・・・・・・ 395〜 397

CAMBRO（キャンブロ）ホットパン	 ・・・・・・・・・・・・397

CAMBRO（キャンブロ）ポリペール	 ・・・・・・・・・・・・397

CAMBRO（キャンブロ）レードル	 ・・・・・・・・・・・・・401

CAMBRO（キャンブロ）ワインバケット	 ・・・・・・・・・・400

銀磨き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481



索 

引

IN
D

E
X

ク

クーリングプレート	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212〜 216

ぐいのみ（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・92・361・362・364

ぐいのみ（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366

串とーり	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

口あたりやさしいスプーン・フォーク	 ・・・・・・・・・ 107・108

Cutipol（クチポール）カトラリー（GOA）	・・・・・・・・ 49・50

くつべら	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・493

グラス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 204・353〜 357・399

グラスハンガー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・358

グラスフレーム	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・358

クラフト	レターナイフ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

グランデヴェートロガラスプレート	 ・・・・・・・・・・・・・230

クリーンハット（不織布製シェフハット）	・・・・・・・・・・・480

クリスタルポット（メラミン製）	・・・・・・・・・・・・・・・255

くり鉢	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

グリルダッチオーブン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・462

グリルパン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・385

グルメチェーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142

クレーバートング	シリーズ	・・・・・・・・・・ 86・90・143〜 145

クレープパン（鉄）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・458

グレープフルーツ絞り	 ・・・・・・・・・・・・・・321・423・424

グレイストーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258

クロスディッシュスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・254

燻製用ウッド・チップ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・465

ケ

ケーキサーバー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419

ケーキスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223〜 226

ケーキトング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143・152

計量カップ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・397・422・479

計量スプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・422・425・478

KEVNHAUN（ケヴンハウン）ウッドウェアシリーズ	・・ 290・291・381〜 383

ケトル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 386・469

GENSE（ゲンセ）ナイフ・フォーク	 ・・・・・・・・・・・・110

コ

コースター	 ・・・・・・・・・・・ 139・140・289・359・360・384

コーヒードリッパー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 345・346

コーヒーポット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・331・340〜 343

コーヒーマグ（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366

コーヒーマドラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71・74

コーヒーミル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344

コーヒーメジャースプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・ 347・420

コールドブッフェ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212〜 220

抗菌耐熱カラートング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153

氷スコップ（CAMBRO）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・401

ココット（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263

ココット（鉄）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・462

小皿（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

コショウ入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

コットンボックス	 ・・・・・・・・・・・・・ 482・484・486・487

小鉢（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

ゴブレット（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 204・400

ゴブレット（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366

ゴマ＆アマニミル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・454

ゴミ箱（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・187

コランダー（柳宗理デザイン）	・・・・・・・・・・・・・・・・386

コンディメントボックス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・246

サ

サービスワゴン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・379・411・412

サービングスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

THERMOS（サーモス）	 ・・・・・・・・199・326・328・389〜 392

菜箸（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

サインシート（貼付タイプ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・187

サニタリーシリーズ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 482〜 488

サラダボール（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・ 228・229

サラダボール（CAMBRO）	・・・・・・・・・・・・・・・・・401

サラダボール（ステンレス）	・・・・・・・249・252・387・476・477

サラダボール（木製）	・・・・・・・ 252・289・291・301・302・383

ざる	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 387・422・476・477

SAN'T	ANDREA（サンアンドレア）カトラリー	・・・・・ 46〜 48

sambonet（サンボネ）カトラリー	・・・・・・・・・・・・・ 53

シ

GN	バスケットスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・248

漆磨（シーマ）ステンレスカップ	 ・・・・・・・・・・・・・・363

シェーカー	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 82・84・92・315・316

シェフハット（クリーンハット）	・・・・・・・・・・・・・・・480

シェフランドキッチンツール	 ・・・・・・151・154・419〜 424・443

シェルフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413〜 419

塩入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

ジガー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82・315・318

SICO（シコ）テーブル関連	・・・・・・・・・ 281〜 283・284〜 286

SICO（シコ）フードウォーマー	・・・・・・・・・・・・・・・284

SICO（シコ）ラゲッジカート	・・・・・・・・・・・・・ 409・410

シャープナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400

シャーベットスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・474

ジャーレン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460

シャトルシェフ（THERMOS）	 ・・・・・・・・・・・・・・・391

シャトルジャー（THERMOS）	 ・・・・・・・・・・・・・・・391

シャトルスープ（THERMOS）	 ・・・・・・・・・・・・ 199・391

しゃぶしゃぶ鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・447

品　　　　名	 ぺ ージ 品　　　　名	 ぺ ージ



索 

引

IN
D

E
X

ジャムバターへら	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

しゃもじ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・427

しゃもじ入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450

シャンパンクーラー	 ・・・・・212・296・322〜 326・376・393・400

シャンパングラス（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・355

シャンパングラス（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・ 204・354

シャンパンストッパー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・319

ジューススタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212

ジュースディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 200〜 204

ジュースピッチャー（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・ 238・334

ジュースピッチャー（樹脂）	・・204・212・238・333〜 339・392・400

シュガートング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

シュガーポット（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・340

樹脂製箸	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123・124

樹脂ハンドルカトラリー	 ・・・・・・・・・ 49・50・62〜 64・101・

	 102・111・112・115・373

シュゼットパン（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・458

酒盃	 ・・・・・・・・・・・・・・・92・306・361・362・364・369

シュラスコ用アルミボード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・377

純銅製	アイスクリームスプーン	・・・・・・・・・・・・・・・ 70

消毒用オートディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・188

ショットグラス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・356

シリアル入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・205〜 207・212

シリアルディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 205・206

シリコンスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107・108

シリコンミトン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・468

シリコンユーティリティーマット	 ・・・・・・・・・・・・・・423

シルクリーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

白蝶貝スプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

新富士バーナー（SOTO）ハンディバーナー	・・・・・・・・・466

ス

スープウォーマー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・198・199・391

スープレードル	 ・・・・・・・・・・・・・・ 199・387・419・473

スイングしゃもじ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・427

スイングトング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・427

スイングピーラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・427

スキレット（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263

スキレット（鉄）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・462

スキンマー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・387・419・420

ステーキナイフ・フォーク	 ・・・・・・・・・・・・・・ 109〜 116

スティックパンケーキメーカー	 ・・・・・・・・・・・・・・・464

ステンレスエアーポット（THERMOS）	 ・・・・・・・・・・・390

ステンレス製箸	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82・121・122

ステンレス製ワイヤーバスケット	 ・・・・・・・・・・・ 130・313

ステンレスソーサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349

ステンレストング	 ・・86・90・115・143〜 154・373・387・421・429

ステンレス磨き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

ストックポット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・471

ストレーナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82・317

ストロー（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69・368

ストロー（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・367

スナックトレー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 321・494

スニーズガード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179〜 185

スパゲティートング	 ・・・・・・・・・・・・・・・150〜 152・421

スパゲティーレードル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 387・419

スパチュラ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419

スプレーヤー（オイル&ビネガー）	 ・・・・・・・・・・・・・455

スモークウッド・チップ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・465

擦りこぎ棒（ペストル）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321

寸胴鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470

セ

SALUS（セイラス）カトラリー	 ・・・・・・・・・・・・57・103

関孫六庖丁（TAIKO	SAKURA-S）	 ・・・・・・・・・・ 435・436

栓抜き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320

ソ

ソーサー（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349

ソースウォーマー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211

ソースカップ（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・ 313・314

ソースデコスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・426

ソースホイッパー（leye）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・429

ソープディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 482〜 488

ソープディッシュ	 ・・・・・・・・・・・・・ 483・484・486〜 488

外輪鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470

ソフトナイフバッグ（Tojiro-Pro）	・・・・・・・・・・・・・・434

ソムリエナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320

solia（ソリア）パルプ製容器・カトラリー	・・・・・・・ 272・273

solia（ソリア）プラスチック容器・カトラリー	・・・・・ 267〜 270

ソルトミル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 451〜 454

タ

ターナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 387・419

TAIKO	SAKURA-S 庖丁	・・・・・・・・・・・・・・・ 435・436

卓上鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86・444〜 447

タコスホルダー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・314

ダシ入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450

ダストボックス（サニタリー）	・・・・・・・・・・・・・・・・484

WNKカトラリー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

たまご切	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423

玉子焼き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 457・459

タレ入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・472

DANSK（ダンスク）コベンスタイル	 ・・・・・・・・・・・・383

品　　　　名	 ぺ ージ 品　　　　名	 ぺ ージ



索 

引

IN
D

E
X

DANSK（ダンスク）ビストロ	 ・・・・・・・・・・・・・・・383

タンブラー（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 355・356

タンブラー（サニタリー）	・・・・・・・・・・ 482〜 485・487・488

タンブラー（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・ 204・353・354・399

タンブラー（ステンレス）	・・・・・・・・・90・92・361〜 364・494

タンブラー（チタン）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・363

タンブラー（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 365〜 367

チ

チーズグレーター	 ・・・・・・・・・・・・・ 373・421・422・425

チーズナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・110・115・319・373・420

チーズボード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 297・442

チャイルドカトラリー	 ・・・・・・・ 55・99〜 108・115・302・373

茶さじ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350

茶碗蒸しスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

チューフィング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161〜 178

チューフィング用カバー	 ・・・・・・・・・・ 174・175・177・178

チューフィング用フードパン	 ・・・・・ 162〜 166・168・170〜 178・

	 194・231〜 234

中華お玉	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460

中華スプーン・レードル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

中華鍋（鉄）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460

中華ヘラ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460

朝鮮スプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

朝鮮箸	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

調味料入バット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・472

ちり鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445〜 447

ツ

ツインクル（銀・銅磨き）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

使い捨て手袋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189

テ

テーブル関連	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 281〜 287

テーブルホルダー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・325

テーブルマット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132〜 138

D&S（デザイン＆スタイル）ウッドウェアシリーズ	・・・ 289・384

ティーカップ（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・ 349・357

ティーキャディースプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・350

ティーサーバー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350

ティースタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223〜 226

ティーストレーナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350

ティーフューザー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350

ティーポット（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349

ティーポット（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 348・427

ティーポット（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・340

ティーポットウォーマー（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・349

ティーマグ（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366

ディスプレイ（樹脂製）	・・・・・・・・・・・・・・・・ 254〜 256

ディスペンサー（アルコール消毒用）	・・・・・・・・・・・・・188

ディスペンサー（サニタリー）	・・・・・・・・・・・・・ 482〜 488

ディッシャー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・474

ディッシュウォーマー	 ・・・・・・・・・・・ 175・190〜 194・211

ティッシュケース・ボックスカバー	 ・・・・・・84・483・484・486

デカンター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 238・339・357・400

デザートカップ（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・357

電磁調理器	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172・173・176

伝票立	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84・141

伝票ホルダー（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・358

ト

トーチメイト190ガス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・466

トイレブラシ&ホルダー	・・・・・・・・・・・・・・・・・・484

TOJIRO-Color（トウジロウカラー）庖丁	 ・・・・・・・・・・439

銅製	アイスクリームスプーン	・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

銅の料理人シリーズ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459

銅磨き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

DEGRENNE（ドグレーヌ）カトラリー	・・・・・・・・・・・ 54

ドッグタグ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・493

徳利（木製）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 306・369

トマトナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 424・430

TRAMONTINA（トラモンティーナ）カービングナイフ・フォーク	・・ 115・116・296・

	 374・376・377

TRAMONTINA（トラモンティーナ）カッティングボード	・・・ 290・291・375・376

TRAMONTINA（トラモンティーナ）ステーキナイフ・フォーク	・ 113〜 116・371〜 374

TRAMONTINA（トラモンティーナ）バーベキューカート	・・・・・・・・・・・379

TRAMONTINA（トラモンティーナ）バーベキューグリル	・・・・・・・・ 379・380

TRAMONTINA（トラモンティーナ）庖丁（プロフェッショナルマスター）	 ・・ 439・440

TRAMONTINA（トラモンティーナ）ミンチングナイフ	 ・・・・・・・・ 115・373

ドリップポット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 341〜 343

取り箸（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

トリュフスライサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・421

ドリンクサーバー（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・204

ドリンクスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238

ドリンクディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 200〜 204

ドリンクミキサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200

トレー（ステンレス・卓上用）	・・・・・・・83・90・387・479・494

トレー（陶器）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193・194

トレシー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

ドレッシングスタンド・セット	 ・・・・・・・・・・・・ 209〜 211

ドレッシングポット（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・ 209〜 211

ドレッシングレードル	 ・・・・・・・・・・・・・・ 58・210・401

トング	 ・・・・ 86・90・115・143〜 154・373・387・421・427・429

トングスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155・156

品　　　　名	 ぺ ージ 品　　　　名	 ぺ ージ



索 

引

IN
D

E
X

どんぶりすぷーん	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

ドンブリボール（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・252

ナ

ナイフケース・バッグ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 430・434

ナイフシャープナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400

ナイフラック・ホルダー	 ・・・・・・・・・・・・・378・440・443

ナイフレスト	 ・・・・・・・・・・ 82・83・86・90・92・117〜 120

ナプキン（カトラリーケース用）	・・・・・・・・・・・・・・・131

ナフキンクリップ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142

ナプキンスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141

ナフキンリング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142

南部鉄器シリーズ（柳宗理デザイン）	・・・・・・・・・・・・・385

ニ

肉たたき	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420

日光杉シリーズ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 306・369

日本刀和菓子ナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・76・493

にんにく絞り	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・421

ノ

のし板	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442

ののじユニバーサルトング（UDシリーズ）	・・・・・・・・・・150

ノンウェットピッチャー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・337

ノンスリップトレー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351・352

ノンスリップベース	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222

ハ

バースプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82・157

パーティション	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185・186

ハート型スプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55・100

バードケージスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・223

バーナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466

バーネットキャニスター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・350

バーベキューカート	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・379

バーベキュー関連道具	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 377・378

バーベキューグリル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 379・380

パーリングナイフケース	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・430

パイサーバー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419

灰皿	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321

ハイティースタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223〜 226

パエリア鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・458

箸	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82・121〜 124・305

ハシ・スプーンスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・127

箸・ナイフ・フォークレスト	 ・・・ 82・83・86・90・92・117〜 120

箸置	 ・・・・・・・・・・・・・・ 82・83・86・90・92・125〜 129

箸箱	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・305

バスケット（PPラタン）	・・・・・・・・・・ 130・184・247・248

バスケットスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248

バスケット付オーガナイザー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・278

パスタトング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・150〜 152・421

パスタパン（柳宗理デザイン）	・・・・・・・・・・・・・・・・386

パスタレードル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 387・419

バターウォーマー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・383

バターナイフ（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

バタービーター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・387・419・420

ハチミツサーバー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・456

ハチミツマドラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・456

パックカッター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

バッグケース	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279

バッゲージラック	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・408

バットアミ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 475・476

発熱剤（チューフィング用）	・・・・・・・・・・・・・・・・・192

花立て	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・485

はな鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・446

ハニースプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 429・456

ハニーディスペンサー&ポット	・・・・・・・・・・・・・・・456

パフェスプーン（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

ハブラシホルダー	 ・・・・・・・・・・・・・ 483・484・486・487

貼るサインシート	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・187

パルプ製容器・カトラリー	 ・・・・・・・・・・・・・・ 272・273

パワーターボ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466

パワートーチ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466

半寸胴鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470

パンチングザル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・387・422・477

パンチングストレーナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 387・422

万能絞り	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321・423・424

ヒ

ヒートランプ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195〜 197

ピーラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420・422・427

ビアグラス・マグ（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・357

ビアジョッキ・マグ（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・361

ビアジョッキ・マグ（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・ 365・366

ピカール銀磨き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

VICTORINOX（ビクトリノックス）キッチンナイフ	 ・・ 430〜 432

ピサ	マルチスタンド	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155

ピザオーブン（電気式）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・467

ピザカッター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・421

ピザサーバー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・421

ピザトレー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・425

ピザナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115・373

ピザプレート（グリル用）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・462

ピックフォーク	 ・・・・・・・・・・・・・ 72〜 75・77・110・208

品　　　　名	 ぺ ージ 品　　　　名	 ぺ ージ



索 

引

IN
D

E
X

ピックホルダー（アクリル）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

pitty（ピティー）スプーン・フォーク	・・・・・・・・・ 107・108

ビネガージャー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・455

ビビンバスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

飛沫ガード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179〜 186

ビュッフェウォーマー	 ・・・・・・・・・・・ 175・190〜 194・211

ビュッフェスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174〜 176

ビュッフェ用ワイヤースタンド	 ・・・・・・・・・・177・178・222

表面処理カトラリー	 ・・・・ 71〜 76・81〜 85・87〜 89・91・93・94

フ

フードカバー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・401

フードトレー（アルボルトレー）	・・・・・・・ 351・352・405・406

フードトレー（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 402〜 404

フードトレー（木製）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 304・407

フードパン（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173

フードパン（樹脂）	・・・・・・・・・・・148・150・163・164・190

フードパン（ステンレス）	・・・・・ 162・164・166・168・170〜 172

フードパン（陶器）	・・・・・・・・・・ 162〜 166・168・170〜 172・

	 174〜 176・194・231〜 234

FAVLE（フェイブル）スマートトング	・・・・・・・・・・・・148

フォームボトル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483・485

フォンジュパン（アルミ合金鍋）	・・・・・・・・・・・・・・・444

深型組バット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・476

藤寅作（ふじとらさく）庖丁	 ・・・・・・・・・・・・・ 433・444

PEUGEOT（プジョー）ペッパー&ソルトミル	・・・・・ 452〜 454

プチカトラリーシリーズ	 ・・・・・・・・・・・・・・71〜 75・208

プチスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71・75・208

プチナイフ（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・75・76・493

プチパン（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・84・308〜 312・314

プチパン（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 307・308

プチフォーク（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

プチマリーンカトラリーシリーズ	 ・・・・・・・・・・・・・・105

ブッフェボード（アカシア）	・・・・・・・・・・・・・・・・・257

ブッフェライザー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208

プライスカード立て	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280

フライパン（アルミ合金）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・457

フライパン（鉄）	・・・・・・・・・・・・・・・・・385・457・458

フライパン（電磁）	・・・・・・・・・・・・・ 338・339・415・416

フライパン（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 458・459

ブラシ（キッチンツール）	・・・・・・・・・・・・・・・ 420・421

プラスチック容器・カトラリー	 ・・・・・・・ 267〜 270・273〜 276

フラットスプーン（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

フラワーベース	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・485

ブランナーコースター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 139・359

ブランナーマット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133〜 136

フリーポア	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321

FRIMO（フリモ）プレミアムメラミン	・・・・・・・・・ 259〜 263

フルーツペストル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321

フレークディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 205・206

プレート（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 227〜 230

プレート（樹脂）	・・・・・・・・・ 253・256・258〜 262・265・266

プレート（石盤）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257

プレート（陶器）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 233・234

プレート（木製）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 297〜 303

プレート（柳宗理）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・387

プレートスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230

FLAMEGUARD（フレームガード）オーブンミット・・・・・・468

ブレッドケース	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 245・246

ブレッドディスプレイ・スタンド	 ・・・・・・・・・239〜 241・243

ブレッドナイフ	 ・・・・・・・・・・・・115・373・432・434・436

ブレッドボード	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 257・258

prepara（プレパラ）キャニスター	 ・・・・・・・・・・・・・347

ブロセット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159

へ

ベーカリーケース	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 245・246

ベーカリーナイフ	 ・・・・・・・・・・・115・373・432・434・436

ベーカリーブラシ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・421

ヘキサゴンシステム	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・217

北京鍋（鉄）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460

ペストル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321

ペッパーミル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 451〜 454

ベビースプーン・フォーク	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・101

ヘラスコショウ入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

ヘラス塩入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448

ヘラスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

ヘラス楊枝入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141・448

弁慶	サービスワゴン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・411

弁慶	ざる	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・476

弁慶	フードトレー	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・403

弁慶	フードパン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・394

弁慶	メジャーカップ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・479

弁当箱	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・305

ホ

ホーコー鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・447

ボード付ラック	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・295・375・408

ボール（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207

ボール（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・207・212・259・261・262

ボール（ステンレス）	・・・・・・・・・・249・252・387・476・477

ボール（木製）	・・・・・・・・・・ 252・289・291・301・302・383

ポールスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

ボール付スタンド・ボックス	 ・・・・・・・・・・・207・209・210
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ホーロー鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・383

庖丁	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・296・378・387・431〜 440

庖丁差	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378・440・443

庖丁研ぎ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・443

庖丁バッグ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・434

ボストンシェーカー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・82・316

ホットサンドメーカー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 463・464

ホットサンドメッシュ（leye）	・・・・・・・・・・・・・ 429・456

ホットパン（アルミ合金鍋）	・・・・・・・・・・・・・・・・・444

ポップスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280

ホテルパン（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・220・394〜 397

ボトルクーラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324・393

ボトルストッパー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・319

骨抜き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

ポリカ	キッチンポット	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・471

ポリカ回転カバーチューフィング	 ・・・・・・・・・・・・・・165

盆（アルボルトレー）	・・・・・・・・・・・・ 351・352・405・406

盆（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 402〜 404

盆（木製）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 304・407

マ

マイクロパワークロス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481

マグカップ（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349

マグカップ（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 365・366

マグネットナイフラック・ホルダー	 ・・・・・・・・378・440・443

曲げわっぱ弁当箱	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・305

マジックトレー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 403・404

枡（木製）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 306・369

マスターコック抗菌カラー庖丁	 ・・・・・・・・・・・・ 437・438

マッシャー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419・420

マッシャー（カクテル用）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・159

マドラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157〜 159・456

まな板（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・423・441・442

まな板（木製）	・・・257・289〜 297・375・376・381・382・384・442

まな板立	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442

マネークリップ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・493

魔法瓶（alfi）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 331・393

丸型	キッチンポット	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・471

丸皿（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

マルシェボックス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243

マルチスタンド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155・156

マルチスタンド・ラック	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・207

マルチラック	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207

ミ

ミートこねらー（leye）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・429

ミキシングカップ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・316

Mixed	Element（ミクスドエレメント）ディスプレイ	・・ 237〜 239

水切りバット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475

みそマドラー（leye）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・429

ミニコックフォーク	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ミニターナー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ミニパン（柳宗理デザイン）	・・・・・・・・・・・・・・・・・385

ミニレードル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ミニレンゲ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

ミラー（カード型）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・494

ミラー（サニタリー）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 487・488

ミルクディスペンサー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・203

ミルクパン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 386・459

ミルクポット（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・ 340・390

ミンチングナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115・373

メ

メガボール	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

メジャーカップ（カクテル用）	・・・・・・・・・・・ 82・315・318

メジャーカップ（計量カップ）	・・・・・・・・・・・397・422・479

メジャーボウルキャップ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・425

めん棒	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442

モ

モーリアンヒートパック	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・192

木製・木柄カトラリー	 ・・・・103・104・109〜 116・302・371〜 374

木製ディスプレイ・スタンド	 ・・・・・・・・ 237〜 241・243・247

木製トング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

木製箸	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123・124・305

木製ボード	 ・・・・・・・・・236・237・245・246・257・289〜 297

モチスラ・モチワリ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・428

モツ鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・446

モヒートペストル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321

盛皿・盛鉢（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・ 249・250

盛皿・盛鉢（メラミン樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・264

もんじゃヘラ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58・493

ヤ

やかん	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 386・469

焼肉トング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86・90・143〜 147

薬味入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・472

薬味スプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

薬味トング	 ・・・・・・・・・・・・・・143・145〜 147・150・154

柳宗理デザイン	 ・・・・・・・ 60・152・385〜 388・458・459・469

ユ

US型カトラリー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

悠遊器房（ゆうゆうきぼう）ティーシリーズ	 ・・・・・・・・・349
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雪平鍋（銅）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459

ゆびさきトング（leye）	・・・・・・・・・・・・・・・・ 147・429

ヨ

楊枝入れ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83・84・141・448

洋食器（アルミ）	・・・・・・・・・・・・・・・ 65〜 69・101・493

洋食器（eternum）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51・52

洋食器（お子様用）	・・・・・・・・・ 55・99〜 108・115・302・373

洋食器（介護用）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106〜 108

洋食器（Cutipol	GOA）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 49・50

洋食器（SAN'T	ANDREA）	 ・・・・・・・・・・・・・・ 46〜 48

洋食器（sambonet）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

洋食器（樹脂ハンドル）	・・・・・・・・・・ 49・50・62〜 64・101・

	 102・111・112・115・373

洋食器 ( ステンレス）	・・・・・・1〜38・46〜 48・51〜 60・70〜 76・

	 78〜 85・87〜 90・91・93・94・

	 99〜 102・105・106・108〜 110・208・388・493

洋食器（SALUS）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57・103

洋食器（WNK）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

洋食器（DEGRENNE）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

洋食器（表面処理）	・・・・・・・・・・・・・ 63・69〜 75・77・79

洋食器（ホーローハンドル）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

洋食器（木製・木柄）	・・・・・103・104・109〜 116・302・371〜 374

洋食器（柳宗理デザイン）	・・・・・・・・・・・・・・・・60・388

洋食器（US型）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

洋食器（洋白）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39〜 45

洋食器（レーザーマーキング）	・・・・・・・・・・ 73・74・78〜 80

洋食器セット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・60・103・305・388

横口ソースレードル	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・58・210

寄せ鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・446

ラ

ラーメンスプーン・フォーク	 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

ラー油スプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

LAGUIOLE（ライヨール）ステーキナイフ・フォーク	・・ 111・112

ラウンドトレー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・479

ラウンドボックス（サニタリー）	・・・・・・・・・・482〜 484・487

ラップラ②クン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189

ランチョンマット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132〜 138

ランバートランク	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258

ランプウォーマー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195〜 197

リ

竜神ステーキナイフ・フォーク	 ・・・・・・・・・・・・・・・110

両手鍋	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 383・386

リングレスト	シリーズ	・・・・・・・・・・・・・・・・・82・125

りんご切	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423

りんご芯抜き	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419

ル

ルームサービス用ポット	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 329・331

レ

レーザーマーキングカトラリー	 ・・・・・・・・・ 73・74・78〜 80

レードル（スープ用）	・・・・・・・・・・・・ 199・387・419・473

leye（レイエ）キッチングッズ	・・・・・・・ 147・429・456・462

レターナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

レトルトトング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

レモン絞り	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321・423・424

レモントング	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

レモンナイフ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・424

レモンライムカッター	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・424

レンゲスプーン	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

ロ

ロート	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・478

rosseto（ロゼット）モザイクディスプレイ	 ・・・・・・ 235・236

ロックグラス	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 354〜 356

ワ

ワイヤースタンド（ビュッフェ用）	・・・・・・・・・177・178・222

ワイヤーバスケット	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130・313

ワインクーラー	 ・・・・・・・212・296・322〜 326・376・393・400

ワイングラス（ガラス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・355

ワイングラス（樹脂）	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 204・354

ワイングラス（ステンレス）	・・・・・・・・・・・・・・・・・362

ワインポアラー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・319

ワインホルダー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320

ワインポンプストッパー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・283

和心ようじ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

ワッフルメーカー	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・464
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