PRIMAL
Lunch , T ableware , Kitchen , Travel , Baby , Living , Cleaning , Kids

※ ABS:ABS 樹脂、AS:AS 樹脂、メタクリル:メタクリル樹脂、PP: ポリプロピレン、PE: ポリエチレン
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Today's menu lunch
カジュアルなデザインで、男女問わずお使いいただけます。
ランチボックスはユニークなコンテナ型です。

CHOPSTICKS&CASE
箸＆ケース

¥680

■RED....TLM-680(93441-3)
■GRAY...TLM-681(93442-0)
■ BLUE...TLM-682(93443-7)

PLASTIC MUG
プラスチックマグ

¥500

■RED....TLM-500(93444-4)
■GRAY...TLM-501(93445-1)
■ BLUE...TLM-502(93446-8)

unit...3 pcs
size... ケース：195×33×H15mm
箸：180mm
material... 本体・フタ：ABS

箸：メタクリル
シリコンパーツ：シリコーンゴム

unit...3 pcs
size...φ82×107×H92mm(330ml)
material...PP

内側には保冷剤を入れられる
メッシュポケット付き

LUNCH BOX
ランチボックス

¥1,400

■RED....TLM-1400(93438-3)
■GRAY...TLM-1401(93439-0)
■ BLUE...TLM-1402(93440-6)
unit...3pcs
size...190×109×H58mm(600ml)
material... 本体・仕切り：PP
フタ：AS
パッキン：シリコーンゴム
止め具：ステンレス鋼
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LUNCH TOTE
ランチトート

¥1,800

■TLM-1800(93472-7)
unit...3 pcs
size... 約 300×100×H180mm
material... 表地：上部 / 綿

下部 / ポリエステル
内側：アルミ蒸着フィルム
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Animal lunch
動物にまつわる前向きなことわざを
モチーフにしたランチシリーズで毎日をポジティブに。

上段にご飯、下段におかず、カップにスープなどを入れれば
ランチセットが完成です♪

ドーム型のフタでおかずをふんわり盛り付けられます。

LUNCH BOX

ドームランチボックス 2 段

¥1,500

FOX........ANL-1500(93282-2)
FLAMINGO...ANL-1501(93283-9)
CAT........ANL-1502(93284-6)

COMBI SET

コンビセット 19.5cm

¥850

GREEN...ANL-850(93288-4)
CORAL...ANL-851(93289-1)
BLUE....ANL-852(93290-7)

unit...3pcs
size...
material... フタ・箸・スプーン：AS

本体：ABS 樹脂 中皿：PP

CUP LUNCH
カップランチ

¥1,400

unit...3pcs
size...

ANL-1400(93298-3)
material... PP

unit...3pcs
size...150×110×H91mm(上:330ml/ 下:230ml)
material... 本体・レバー：PP
フタ：AS
パッキン：シリコーンゴム

HALF CASE

ハーフケース箸付き

¥750

FOX........ANL-750(93285-3)
FLAMINGO...ANL-751(93286-0)
CAT........ANL-752(93287-7)
unit...3pcs
size...200×23×H11mm
material... 本体・ふた・箸：AS

箸抜け防止ゴム：シリコーンゴム

WATER BOTTLE
ウォーターボトル

¥1,200

FOX........ANL-1200(93294-5)
FLAMINGO...ANL-1201(93295-2)
CAT........ANL-1202(93296-9)
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unit...3pcs
size...
material... フタ・飲み口：PP

本体：飽和ポリエステル樹脂

耐熱温度：100℃/耐冷温度：-20℃

LUNCH BAG
ランチバッグ

¥1,000

ANL-1000(93297-6)

unit...3 pcs
size... 約 300×200× マチ 100mm
(持ち手：約 290mm)
material... 綿 100%
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Color animal glass

HELLO lunch

動物にまつわるポジティブなメッセージをこめたデザイン
テーブルを華やかに彩るカラーグラス。

外国のネームプレートをモチーフにした HELLO シリーズ。
シンプルで使いやすく大人から子供で幅広くお使いいただけます。

水はもちろん、ソーダやお酒など
無色透明のドリンクとの相性が抜群です♪

ALUMI LUNCH BOX
アルミランチボックス

¥2,300

WHITE...HEL-2300(93090-3)
■RED.....HEL-2301(93091-0)
■ BLACK...HEL-2302(93092-7)

COLOR GLASS ANIMAL
カラーグラスアニマル

¥900

FLAMINGO...CGA-900(93248-8)
FOX........CGA-901(93249-5)
CAT........CGA-902(93250-1)
unit...3pcs
size...φ72×H92mm(265ml)
material... ソーダガラス
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unit...3 pcs
size...138×98×H44mm(450ml)
material...
本体

：アルミニウム合金
板厚 0.7mm( 仕切り 0.6mm)
ベルト：ﾚｰﾖﾝ 45%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 35%、
ｺﾞﾑ 20%

2P FOOD CONTAINER
2P フードコンテナ

¥600

■HEL-600(93082-8)
unit...3 pcs
size...φ107×H50 m m ( 2 7 0 m l）
material... フタ・本体：PP
吸排気弁：シリコーンゴム
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ミモザ

ノハナ
MELAMINE TRAY

メラミントレイ（S）ボタニカル

¥1,000

ミモザ ...BTM-1000(93464-2)
ノハナ ...BTM-1001(93465-9)

unit...3 pcs
size...256×155mm
material... メラミン樹脂

Botanical kitchen
キッチンを明るく華やかにしてくれる、花柄キッチンアイテムシリーズ。
吸水マットと大判ループ付ふきんはうれしい日本製です。

ミモザ

ノハナ

DISH DRYING MAT
吸水マット ボタニカル

¥700

ミモザ ...BTK-700(93462-8)
ノハナ ...BTK-701(93463-5)

unit...3 pcs
size... 約 45×30cm
material... ポリエステル 80%
ナイロン 20%

PACK AGE

KITCHEN CLOTH

大判ループ付ふきん ボタニカル

¥650

■GRAY.....BTO-650(93459-8)
■YELLOW...BTO-651(93460-4)
■ BLUE.....BTO-652(93461-1)

unit...3 pcs
size... 約 43×43cm
material... 本体：綿 100%

ループ：ナイロン 100%

PACK AGE
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Kitchen cloth
お皿を拭いたり、テーブルでナプキンとして使ったり、
ループ付きで乾燥時にも便利、使えば使うほど馴染んでよく水分を吸うので
毎日使ってほしいアイテムです。

ひとつひとつ丁寧に国内生産。

Kaya kiji fukin
POP でゆるいアメリカンなモチーフの刺繍が入った
かわいいかや生地のふきんです。
かや生地のふきんは吸水性、通気性、速乾性に優れており、
いつまでも清潔に気持ち良く
お使いいただけます。
KAYA FUKIN
かや生地ふきん

¥500

HAMBURGER...KCJ-500(93253-2)
ICE CREAM...KCJ-501(93254-9)
DRINK.......KCJ-502(93255-6)
unit...3pcs
size... 約 30×30cm
material... レーヨン100％

FUKIN WITH LOOP
大判ループ付きふきん

¥650

BK...KCO-650(93256-3)
GR...KCO-651(93257-0)
BL...KCO-652(93258-7)
unit...3 pcs
size... 約 43×43cm
material... 本体：綿 100%

ループ：ナイロン 100%
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Silicone bib
首回りの長さが調節できて、お手入れもカンタンなシリコンビブ。
オシャレなトロンプルイユデザインでおでかけ先でも大活躍。

Ticket case & Passport cover
旅行の時などにあると便利なチケットケースとパスポートカバー。
レザー調の生地に箔押しが光る、大人可愛いデザイン。
TICKET CASE
チケットケース

¥900

■NAVY...VAL-900(93466-6)
■PINK...VAL-901(93467-3)
■ MINT...VAL-902(93468-0)
unit...3 pcs
size...W205×H200mm
material... 塩化ビニル樹脂

SILICONE BIB
シリコンビブ

¥1,600

■ ネックレス ...YUW-1600(93447-5)
■ ネクタイ ....YUW-1601(93448-2)
unit...3 pcs
size...210×30×H300mm
material... シリコーンゴム

PACK AGE

PASSPORT COVER
パスポートカバー

¥600

■NAVY...VAL-600(93469-7)
■PINK...VAL-601(93470-3)
■ MINT...VAL-602(93471-0)
unit...3 pcs
size...W190×H130mm
material... 塩化ビニル樹脂
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STRAW MUG

¥1,300

ストローマグ

■ ネックレス ...YUW-1300(93453-6)
■ ネクタイ ....YUW-1301(93454-3)
unit...3 pcs
size...φ78×115×H117mm(260ml)
material...
ストローフード・本体・フタ：PP
パッキン・ストロー・チューブ：シリコーンゴム

PLASTIC MUG

¥450

プラスチックマグ

■ ネックレス ...YUW-450(93455-0)
■ ネクタイ ....YUW-451(93456-7)
unit...3 pcs
size...φ74×96×H65mm(180ml)
material...PP

BACK

Baby goods
シリコンビブとおそろいデザインの
お出かけに便利なベビーグッズ。
お子様に安心の日本製です。

BACK

BABY FOOD CONTAINER
お出かけ離乳食食器

¥650

■ ネックレス ...YUW-650(93449-9)
■ ネクタイ ....YUW-651(93450-5)
unit...3 pcs
size...145×77×H37mm
material... フタ：PE

本体・スプーン：PP

SNACK CUP
おやつカップ

スプーンは
容器の中に
収納できます

¥600

■ ネックレス ...YUW-600(93451-2)
■ ネクタイ ....YUW-601(93452-9)
unit...3 pcs
size...114×110×H50mm
material... フタ：PE
本体：PP

BABY GIFT SET
ベビーギフトセット

¥2,000

ベビーボーロや
赤ちゃんせんべい
が入ります

■ ネックレス ...YUW-2000(93457-4)
■ ネクタイ ....YUW-2001(93458-1)
unit...3 pcs
size... 箱：234×77×H172mm
セット内容 ... ストローマグ・お出かけ離乳食食器

17

18

Baby goods

YUMMY! EAT SET

¥1,500

Yummy! おでかけもぐもぐセット

セット内容 ... おでかけ離乳食食器・ベビーエプロン
■RABBIT...YUB-1500(92971-6)
■BEAR.....YUB-1501(92981-5)
unit...3 pcs
size... 箱：210×D75×H275mm

どうぶつモチーフとポップなカラーのデザインが可愛い Yummy! シリーズ。
お子様に安心の日本製。

YUMMY! BABY FOOD CONTAINER
Yummy! おでかけ離乳食容器

¥600

■RABBIT...YUB-600(92965-5)
■BEAR.....YUB-601(92975-4)
YUMMY! MUG AND CUTLERY SET
Yummy! おでかけ準備セット

unit...3 pcs
size...145×77×H37mm
material... フタ：PE

¥1,800

本体・スプーン：PP

セット内容 ... ストローマグ・にぎにぎスプーン＆フォーク

■RABBIT...YUB-1800(92969-3)
■BEAR.....YUB-1801(92979-2)

スプーンは
容器の中に
収納できます

unit...3 pcs
size... 箱：230×D85×170mm

YUMMY! STRAW MUG
Yummy! ストローマグ

¥1,200

■RABBIT...YUB-1200(92963-1)
■BEAR.....YUB-1201(92973-0)
unit...3 pcs
size... φ78×115×H117mm(260ml)
material... ストローフード・本体・フタ：PP

パッキン・ストロー・チューブ：シリコーンゴム
使用月齢目安：8 ヶ月頃〜

YUMMY! SPOON AND FORK
Yummy! スプーン＆フォーク

¥400

■RABBIT...YUB-400(92964-8)
■BEAR.....YUB-401(92974-7)
unit...3 pcs
size... スプーン・フォーク共に
27×108×H37mm
material...PP

使用月齢目安：9 〜 12 ヶ月頃

YUMMY! BABY APRON
Yummy! ベビーエプロン

赤ちゃんが
握りやすい形
のデザイン
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¥800

■RABBIT...YUB-800(92966-2)
■BEAR.....YUB-801(92976-1)
■CAT......YUB-802(92986-0)

unit...3 pcs
size...220×H290mm
material... PE
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YUMMY! LUNCH PLATE
Yummy! ランチ皿

¥1,200

YUT-1200(93096-5)
unit...3 pcs
size...236×194×H32mm
material... 本体：PP

足ゴム：シリコーンゴム

深さが 3cm あり
すくいやすく
こぼれにくい

YUMMY! SNACK CASE
Yummy! おやつケース

¥600

■RABBIT...YUB-610(92967-9)
■BEAR.....YUB-611(92977-8)
■CAT......YUB-612(92987-7)
unit...3 pcs
size...66×D67×H128mm
material...PP

YUMMY! PLATE
Yummy! 小皿

¥530

YUT-531(93097-2)
unit...3 pcs
size...166×112×H30mm
material...PP

YUMMY! SNACK CUP
Yummy! おやつカップ

YUMMY! SOUPBOWL
Yummy! スープ皿

¥530

YUT-530(93098-9)
unit...3 pcs
size...Ф108×138×H48mm
material...PP

YUMMY! SPOON AND FORK SET
Yummy! スプーン＆フォークセット

¥500

YUT-500(93093-4)
unit...3 pcs
size...
スプーン :28×135×H10mm
フォーク :24×135×H10mm
material...ABS

¥600

■RABBIT...YUB-620(92968-6)
■BEAR.....YUB-621(92978-5)
■CAT......YUB-622(92988-4)
unit...3 pcs
size...114×110×H50mm
material... フタ：PE
本体：PP
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Glass jug
そのままテーブルに置いていてもおしゃれなデザインのウォータージャグです。
耐熱なのでお茶はもちろんコーヒーにもおすすめです。

蓋に焼印で
クラフトのパッケージ入りで

Glass jar

デザイン付き

プレゼントにもおすすめ♪

ジャグとお揃いのデザインのガラスジャー。
入れるものを選ばずキッチンで大活躍♪
大容量の 1000ml はパスタなどの
収納におすすめです。

unit...3 pcs
material... 本体：ソーダガラス

フタ：ラバーウッド
パッキン：シリコーンゴム

クラフト
パッケージ入り♪

クラフト
パッケージ入り♪
PACK AGE

PACK AGE

PACK AGE

GLASS JUG（L）

耐熱ガラスジャグ（L）

¥1,600

BLACK...TGP-1610(933690)
WHITE...TGP-1620(933706)
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unit...3pcs
size...
φ
material...

本体
：ほうけい酸ガラス
ハンドル・フタ：PP
ハンドルネジ ：ポリアセタール

GLASS JUG（M）

耐熱ガラスジャグ（M）

¥1,300

BLACK...TGP-1310(933676)
WHITE...TGP-1320(933683)

unit...3pcs
size...
φ
material...

本体
：ほうけい酸ガラス
ハンドル・フタ：PP
ハンドルネジ ：ポリアセタール

GLASS JAR（S）
ガラスジャー（S）

GC-1310(933713)
size...φ
3

¥1,300

GLASS JAR（M）
ガラスジャー（M）

GC-1510(933720)
size...φ

¥1,500

GLASS JAR（L）
ガラスジャー（L）

¥1,700

GC-1710(933737)
size...φ
8
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Bread and donuts sponge

Cork coaster

水回りもオシャレに！毎日の大変な洗い物が楽しくなるスポンジ♪

ドーナツみたいなコースターとポジティブなフレーズでお茶の時間を楽しく演出
コルク素材でできているので軽い水分なら吸収してすぐ乾くのでテーブルが濡れずにすむのもよいところ。

※ Don't eat!! 食べられません

WHITE
CHOCO
3 枚セット

CHOCO
3 枚セット

CORK COASTER DONUTS
コルクコースター ドーナツ

■CHOCO.........CCC-752(93099-6)
WHITE CHOCO...CCC-753(93100-9)

CHOCO×SMILE

TOAST
KITCHEN SPONGE BREAD
キッチンスポンジ ブレッド

SOFT
¥850

TOAST...KISP-850(93160-3)
SOFT ...KISP-851(93161-0)
unit...3pcs
size...89×D125×H98mm
material... ウレタンフォーム

※切り離して5分割でお使いいただけます。
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¥750

unit...3 pcs
size...294×D5×110mm
material... コルク

MINT×SMILE
KITCHEN SPONGE DONUTS
キッチンスポンジ ドーナツ

¥850

CHOCO×SMILE...DNSP-850(93196-2)
MINT ×SMILE...DNSP-851(93197-9)
unit...3pcs
size... φ11×42mm
material... ウレタンフォーム

BLACK
3 枚セット

CORK COASTER POSITIVE
コルクコースター ポジティブ

WHITE
3 枚セット

¥750

■BLACK... CCC-750(93028-6)
WHITE... CCC-751(93029-3)

unit...3 pcs
size...294×D5×110mm
material... コルク
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POSITIVE PHRASE GLASS

TOMORROW......PPG-550(93193-1)
OPPORTUNITY...PPG-551(93194-8)
EVERYDAY......PPG-552(93195-5)
unit...3 pcs
size...φ63×H110mm(260ml)
material... ソーダガラス

フルーツグラス

¥800

APPLE....FTG-800(93155-9)
ORANGE...FTG-801(93156-6)
CHERRY...FTG-802(93157-3)
unit...3 pcs
size...φ82×H98mm(225ml)
material... ソーダガラス
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Mug cup

シンプルで男女関係なく使えるデザインです。
信頼の日本製。

日本製で厚みがしっかりしていて冷めにくく、
コーヒーなど温かい飲み物におすすめです。

¥550

ポジティブフレーズグラス

FRUIT GLASS

Glass

BLACK STACKING MUG
ブラックスタッキングマグ

¥1,300

HYKE.....BKMG-1300(93131-3)
STREET...BKMG-1301(93132-0)
SURF.....BKMG-1302(93133-7)
unit...3 pcs
size...φ85×113×H75mm（300ml）
material...磁器

POSITIVE PHRASE MUG
ポジティブフレーズマグ

¥1,300

TOMORROW......PPM-1300(93067-5)
UN BIRTHDAY...PPM-1301(93068-2)
OPPORTUNITY...PPM-1302(93069-9)
unit...3 pcs
size...φ85×H90mm(250ml)
material...磁器
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K E E P CA L M

Premium cutlery
ステンレス洋食器の製造を続ける新潟県燕市の職人が作る。
美しさと使いやすさを両立したカトラリーです。

STA R

CUTLERY SILVER
カトラリーシルバー

¥600

unit...3 pcs
size...20×142mm( ｹｰｷﾌｫｰｸ )
27×136mm( ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ )
28×130mm( ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ )
material... ステンレススチール

表面加工：鏡面研磨、メッキ
（デザイン部レーザー加工）

BLACK METAL CUTLERY
カトラリー ブラックメタル

¥900

unit...3 pcs
size...20×142mm( ｹｰｷﾌｫｰｸ )
27×136mm( ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ )
28×130mm( ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ )
material... ステンレススチール

表面加工：鏡面研磨、メッキ
（デザイン部レーザー加工）

ｹｰｷﾌｫｰｸ STAR ........TSC2-920(93342-3)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ STAR ........TSC2-921(93343-0)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ STAR......TSC2-922(93344-7)
ｹｰｷﾌｫｰｸ SHINY .......TSC2-910(93339-3)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ SHINY .......TSC2-911(93340-9)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ SHINY.....TSC2-912(93341-6)

ｹｰｷﾌｫｰｸ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ

ｹｰｷﾌｫｰｸ SHINY .......TSC2-610(93328-7)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ SHINY .......TSC2-611(93329-4)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ SHINY.....TSC2-612(93330-0)

ｹｰｷﾌｫｰｸ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ

DESSERT...TSC2-600(93323-2)
TEA.......TSC2-601(93324-9)
COFFEE....TSC2-602(93325-6)
LATTE.....TSC2-603(93326-3)
ICE.......TSC2-604(93327-0)

ｹｰｷﾌｫｰｸ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ

DESSERT...TSC2-1100(93345-4)
TEA.......TSC2-1101(93346-1)
COFFEE....TSC2-1102(93347-8)
LATTE.....TSC2-1103(93348-5)
ICE.......TSC2-1104(93349-2)

ｹｰｷﾌｫｰｸ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ

DESSERT...TSC2-1300(93356-0)
TEA.......TSC2-1301(93357-7)
COFFEE....TSC2-1302(93358-4)
LATTE.....TSC2-1303(93359-1)
ICE.......TSC2-1304(93360-7)

DESSERT...TSC2-900(93334-8)
TEA.......TSC2-901(93335-5)
COFFEE....TSC2-902(93336-2)
LATTE.....TSC2-903(93337-9)
ICE.......TSC2-904(93338-6)

CUTLERY GOLD
カトラリー ゴールド

¥1,100

unit...3 pcs
size...20×142mm( ｹｰｷﾌｫｰｸ )
27×136mm( ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ )
28×130mm( ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ )
material... ステンレススチール

表面加工：鏡面研磨、メッキ
（デザイン部レーザー加工）

SHIN Y

CUTLERY PINK GOLD
カトラリー ピンクゴールド

¥1,300

unit...3 pcs
size...20×142mm( ｹｰｷﾌｫｰｸ )
27×136mm( ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ )
28×130mm( ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ )
material... ステンレススチール

表面加工：鏡面研磨、メッキ
（デザイン部レーザー加工）
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ｹｰｷﾌｫｰｸ STAR ........TSC2-620(93331-7)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ STAR ........TSC2-621(93332-4)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ STAR......TSC2-622(93333-1)

ｹｰｷﾌｫｰｸ STAR ........TSC2-1120(93353-9)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ STAR ........TSC2-1121(93354-6)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ STAR......TSC2-1122(93355-3)
ｹｰｷﾌｫｰｸ SHINY .......TSC2-1110(93350-8)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ SHINY .......TSC2-1111(93351-5)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ SHINY.....TSC2-1112(93352-2)

ｹｰｷﾌｫｰｸ STAR ........TSC2-1320(93364-5)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ STAR ........TSC2-1321(93365-2)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ STAR......TSC2-1322(93366-9)
ｹｰｷﾌｫｰｸ SHINY .......TSC2-1310(93361-4)
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ SHINY .......TSC2-1311(93362-1)
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ SHINY.....TSC2-1312(93363-8)
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Cork placemat

Melamine tray

外国のカフェやダイナー気分をおうちで♪

食事以外にもアクセトレーなどに使うのもおすすめ♪

MELAMINE TRAY(L)
メラミントレイ L サイズ

¥1,200

PLEASE EAT EVERYTHING...MP-1200(93206-8)
GOOD DONUTS.............GD-1200(93209-9)
PRIMAL DINER............PD-1200(93211-2)
unit...3 pcs
size...316×234×H17mm
material... メラミン樹脂

MELAMINE TRAY(M)
メラミントレイ M サイズ

¥1,000

PLEASE EAT EVERYTHING...MP-1000(93207-5)
unit...3 pcs
size...281×153×H15mm
material... メラミン樹脂

MELAMINE TRAY(S)
メラミントレイ S サイズ

¥800

PLEASE EAT EVERYTHING...MP-810(93208-2)
GOOD DONUTS.............GD-800(93210-5)
PRIMAL DINER............PD-800(93212-9)
unit...3 pcs
size...192×152×H15mm
material... メラミン樹脂

CORK PLACEMAT (L)

コルクプレイスマット L サイズ

¥1,700

PLEASE EAT EVERYTHING...CM-1700(93198-6)
GOOD DONUTS.............CM-1701(93199-3)
PRIMAL DINER............CM-1702(93200-6)
unit...3pcs
size...410×300mm(厚さ 8mm)
material... コルク
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カラフルで割れにくく、
軽いメラミンはパーティやキャンプに
おすすめ

STACKING MUG
スタッキングマグ

¥650

MILK WHITE......MP-550(92743-9)
▪ CHOCOLA BROWN...MP-553(92746-0)
unit...3 pcs
size...105×80×75mm(230ml)
material... メラミン樹脂

TUMBLER
タンブラー

¥550

MILK WHITE......MP-450(92747-7)
▪ MINT GREEN......MP-451(92748-4)
▪ LEMON YELLOW....MP-452(92749-1)
▪ CHOCOLA BROWN...MP-453(92750-7)
unit...3 pcs
size... φ88×H90mm(280ml)
material... メラミン樹脂

Melamine ware
割れにくく、軽いのでお子様の離乳食食器や、
キャンプでの使用もおすすめです

SPOON AND FORK
スプーン＆フォーク

¥450

MILK WHITE......MPS-450(93127-6)
▪ MINT GREEN......MPS-451(93128-3)
▪ LEMON YELLOW....MPS-452(93129-0)
▪ CHOCOLA BROWN...MPS-453(93130-6)

PLATE CIRCLE
プレート サークル

¥800

unit...3 pcs
size...
ｽﾌﾟｰﾝ：140×33×H20mm
ﾌｫｰｸ ：135×19×H15mm
material... メラミン樹脂

MILK WHITE......MP-800(93051-4)
▪ MINT GREEN......MP-801(93052-1)
▪ LEMON YELLOW....MP-802(93053-8)
▪ CHOCOLA BROWN...MP-803(93054-5)
unit...3pcs
size... φ203×15mm
material... メラミン樹脂
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化粧箱
入り

アウトドアや、おうちでのパーティなど
いろんなシーンにおすすめです。

PICNIC BOX SQUARE 3LAYERS

¥3,200

ピクニックボックス ３段

▪ RED..........M5-3202(92767-5)
▪ CANARY.......M5-3223(92768-2)
▪ TURQUOISE....M5-3224(92769-9)
▪ WHITESMOKE...M5-3225(92770-5)
▪ BROWN........M5-3206(92771-2)

unit...3 pcs
size...190×D165×H233mm(3,200ml)
* ハンドル、止め具を含む

material... 本体：メラミン樹脂

ハンドル、止め具：ステンレススチール

3 段ピクニックボックス
化粧箱

箱側面から
柄を確認
できます。

化粧箱
入り

PICNIC BOX SQUARE 3LAYERS MIX
ピクニックボックス ３段

Melamine ware

¥3,200

▪ RAINBOW...M-321MIX (92794-1)
unit...3 pcs
size...190×D165×H233mm(3,200ml)
* ハンドル、止め具を含む

material... 本体：メラミン樹脂

ハンドル、止め具：ステンレススチール

アウトドアやパーティなど、人がたくさん集まるシーンは、
軽くて割れにくいメラミンにおまかせ♪

FORK

フォーク

¥120

▪ RED..........M-182(92679-1)
▪ CANARY.......M-183(92662-3)
▪ TURQUOISE....M-184(92663-0)
▪ WHITESMOKE...M-185(92664-7)
▪ BROWN........M-186(92680-7)

unit...3pcs
size...27×H140mm
material... メラミン樹脂

SPOON
スプーン

箱側面

¥120

▪ RED..........M-172(92677-7)
▪ CANARY.......M-173(92659-3)
▪ TURQUOISE....M-174(92660-9)
▪ WHITESMOKE...M-175(92661-6)
▪ BROWN........M-176(92678-4)

unit...3pcs
size...32×H140mm
material... メラミン樹脂
SQUARE PLATE
スクエアプレート

¥400

PICNIC BOX SQUARE 4LAYERS
ピクニックボックス 4 段

▪ RED..........M6-422 (90799-8)
▪ CANARY.......M6-4223(92665-4)
▪ TURQUOISE....M6-4224(92666-1)
▪ WHITESMOKE...M6-4225(92667-8)
▪ BROWN........M6-426 (90801-8)

▪ RAINBOW......M-340MIX(91869-7)
▪ PASTEL.......M-341MIX(92942-6)

unit...3 pcs
size...190×D165×H290mm(4,450ml)
* ハンドル、止め具を含む

unit...3pcs
size...130×D130×H40mm(320ml)
material... メラミン樹脂
TUMBLER
タンブラー

¥3,400

material... 本体：メラミン樹脂

ハンドル、止め具：ステンレススチール

¥350

▪ RED..........M6-352 (90760-8)
▪ CANARY.......M6-3523(92668-5)
▪ TURQUOISE....M6-3524(92669-2)
▪ WHITESMOKE...M6-3525(92670-8)
▪ BROWN........M6-356 (90778-3)

rainbow

pastel

unit...3pcs
size... φ88×H90mm(280ml)
material... メラミン樹脂
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World melamine series

Party picks

人気のランチボックス国旗シリーズ！

箱側面から
柄を確認
できます。

フレンチ

箱側面

コロンブス
ゲルマン

ラスタ

アイリッシュ
ACRYL PICK (M)
アクリルピック (M)

¥450

unit...3 pcs
material...

メタクリル樹脂
（３本 ×3 色 入り / 計 9 本）

化粧箱
入り
PICNIC BOX SQUARE 3LAYERS

カナリア

ピクニックボックス 3 段

ノルディック
アルビセレステ

¥3,200

フレンチ ........MF-3200(92774-3)
ゲルマン ........MF-3202(92776-7)
コロンブス ......MF-3203(92777-4)
ラスタ..........MF-3204(92778-1)
アイリッシュ .....MF-3205(92779-8)
カナリア ........MF-3206(92780-4)
ノルディック .....MF-3207(92781-1)
アルビセレステ ... MF-3208(92782-8)

CIRCLE
APP-450

SQUARE
APP-451

HEART
APP-452

STAR
APP-453

DIAMOND
APP-454

φ15×H100mm

13×D13×H100mm

20×D10×H100mm

18×D10×H100mm

17×D17×H100mm

(92878-8)

(92879-5)

(92880-1)

(92881-8)

(92882-5)

unit...3pcs
size...190×D165×H233mm(3,200ml)
* ハンドル、止め具を含む

material... 本体：メラミン樹脂

ハンドル、止め具：ステンレススチール

TUMBLER 3P SET
タンブラー 3P セット

¥1,000

■フレンチ ......MFT-1000(92783-5)

unit...3pcs
size...φ88×H90mm(280ml)
material... メラミン樹脂

ACRYL PICK (S)
アクリルピック ( S )

¥400

unit...3 pcs
material...

メタクリル樹脂
（３本 ×3 色 入り / 計 9 本）

CIRCLE
APP-400
(92873-3)

φ12×H60mm

フレンチ
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持ち手部分はマジックテープで便利です。

下からレジ袋を取り出せます。

くるっと巻くだけ、
トイレでかわいく見せる収納♪

Paper cover

投入部分はマグネット付きで開閉らくらく

トイレでの予備のトイレットペーパーをかわいく見せる収納しませんか？
くるっと巻いておいておくだけでトイレを華やかにしてくれます。
彩度落ち着いた色合いの星柄と NY 柄がリラックスできる空間を演出します。

Vinyl bag stocker
マルシェバッグ風のストッカーでレジ袋をおしゃれに収納
持ち手部分はマジックテープで臨機応変にどこにでもかけられます。
袋の投入部分はマグネット付きで開閉もらくらく。

VINYL BAG STOCKER DONUTS
ビニール袋ストッカー ドーナツ

¥1,200

■IVORY...RSK-1210(93387-4)
■GREEN...RSK-1211(93388-1)
■ BLACK...RSK-1212(93389-8)
unit...3pcs
size...275×440mm
(マチ部分 8cm 持ち手約15cm)
material... 本体：綿

PAPER COVER STAR
ペーパーカバー STAR

A...TPC-650(93274-7)
B...TPC-651(93275-4)
C...TPC-652(93276-1)

磁石部分：鉄
マジックテープ：ポリエステル

VINYL BAG STOCKER DINER
ビニール袋ストッカー ダイナー

■IVORY...RSK-1200(93384-3)
■GREEN...RSK-1201(93385-0)
■ BLACK...RSK-1202(93386-7)
unit...3pcs
size...275×440mm
(マチ部分 8cm 持ち手約15cm)
material... 本体：綿

¥650
D...TPC-653(93277-8)
E...TPC-654(93278-5)
F...TPC-655(93279-2)

unit...3pcs
size...
material...塩化ビニル樹脂
※トイレットペーパー付き

¥1,200
PAPER COVER NY
ペーパーカバー NY

¥650

WHITE...TPC-660(93280-8)
▪ BLACK...TPC-661(93281-5)

unit...3pcs
size...
material... 塩化ビニル樹脂
※トイレットペーパー付き

磁石部分：鉄
マジックテープ：ポリエステル
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MULTI BIG BAG
マルチビッグバッグ

厚みのある素材なので
しっかりと自立します！

¥2,200

BLACK...LBG-2200(93393-5)
NAVY....LBG-2201(93394-2)
WHITE...LBG-2202(93395-9)

unit...3 pcs
size...48×D25×60cm
material... ポリエステル、綿、EVA、鉄

使わないときは厚さ約 3cm に
簡単に折りたため場所を取りません。

Laundry box
そのまま置いておくだけでインテリアとよく馴染む
おしゃれなランドリーバッグです。

LAUNDRY BAG
ランドリーバッグ

¥2,200

BLACK...LBG-2210(93396-6)
NAVY....LBG-2211(93397-3)
WHITE...LBG-2212(93398-0)

unit...3 pcs
size...35×D29×55cm( 折りたたみ時：35×D2,5×55cm)
material... ポリエステル、スチール、PE

LAUNDRY NET (ROUND S)
ランドリーネット ( ラウンド S)

¥550

KINGDOM...NE5-551(90674-8)
unit...3 pcs
size... φ230mm
material... ポリエステル

ワイヤー付きのタイプは
折りたためるので収納にも便利
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LAUNDRY NET (ROUND M)
ランドリーネット ( ラウンド M)

¥600

KINGDOM...NE5-601(90677-9)
unit...3 pcs
size... φ330mm
material... ポリエステル

LAUNDRY NET (SQUARE)
ランドリーネット ( スクエア )

¥600

KINGDOM...NE5-611(90680-9)
unit...3 pcs
size...400×500mm
material... ポリエステル
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BROOM AND DUSTPAN(S) ROSE

¥800

ブルームアンドダストパン (S) ローズ

▪ DP-800(92690-6)
unit...5pcs
size... ホウキ：285×50×H110mm
ダストパン：225×310×H90mm
material...
ホウキ、ダストパン：ポリプロピレン
ブラシ：PET
エッジ：塩化ビニル樹脂

BROOM AND DUSTPAN ROSE
ブルームアンドダストパン ローズ

Cleaning items
どんなインテリアにも馴染やすい
シンプルなデザイン

ROUND DUSTBOX PEDAL
ラウンドダストボックス ペダル

¥1,400

▪ DP-1400(92691-3)
unit...3 pcs
size... ホウキ：260×H790mm
ダストパン：240×240×H710mm
material...
ホウキ、ダストパン：ポリプロピレン
ハンドル：スチール
ブラシ：PET
エッジ：塩化ビニル樹脂

BROOM AND DUSTPAN DOT
ブルームアンドダストパン ドット

▪ PINK....DP-1200(91533-7)
▪ RED.....DP-1204(91677-8)
▪ BROWN...DP-1205(91678-5)

¥1,200

unit...3 pcs
size... ホウキ：260×H790mm
ダストパン：240×240×H710mm
material...
ホウキ、ダストパン：ポリプロピレン
ハンドル：スチール
ブラシ：PET
エッジ：塩化ビニル樹脂

DUSTBOX FLIP (MINI) CIRCLE

¥3,000

¥1,200

ダストボックスフリップ ( ミニ ) サークル

WHITE...T-900 (91409-5)
▪ RED.....T-901 (91410-1)
▪ YELLOW..T-902 (91411-8)
▪ GREEN...T-903 (91412-5)
▪ BROWN...T-904 (91514-6)
unit...3 pcs
size...φ150×H188mm(2.2ℓ)
material... PP、スチール

BLACK...ZP-3004(93183-2)
WHITE...ZP-3005(93184-9)
unit...3pcs
size...265×340×H380mm(11ℓ)
material... PP

ROUND DUSTBOX PEDAL MINI
ラウンドダストボックス ペダルミニ

¥1,600

BLACK...ZP-1604(93185-6)
WHITE...ZP-1605(93186-3)
unit...3pcs
size...185×220×H300mm(5ℓ)
material... PP
DUSTBOX FLIP CIRCLE
ダストボックスフリップサークル

¥1,800

WHITE...T-1500(91413-2)

ROUND DUSTBOX FLIP
ラウンドダストボックス フリップ

¥1,400

BLACK...ZP-1404(93187-0)
WHITE...ZP-1405(93188-7)
unit...3pcs
size...φ265×H350mm(11ℓ)
material... PP

ROUND DUSTBOX FLIP MINI
ラウンドダストボックス フリップミニ

▪ RED.....T-1501(91414-9)
▪ YELLOW..T-1502(91415-6)
▪ GREEN...T-1503(91416-3)
▪ BROWN...T-1504(91515-3)

unit...3 pcs
size...φ240×H300mm(8.8ℓ)
material... PP、スチール

¥1,000

BLACK...ZP-1004(93189-4)
WHITE...ZP-1005(93190-0)
unit...3pcs
size...φ180×H300mm(5ℓ)
material... PP
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Room shoes
足底面は低反発、軽い素材で抜群のはきごこち、
夏は足底パイルで涼しく、冬は深い履きぐちで暖かくおうちで足元をつつみこんでくれます。
足裏に滑り止め付きですべりにくくバタバタと足音も立ちにくいのもポイントです。

M,L で星柄とカモ柄をペアでサイズ展開
夫婦やカップルでおうちでおそろいがかわいい

足裏かかと部分に
滑り止め付きで
すべりにくい

ROOM SHOES
ルームシューズ

¥1,900

STAR
(m)...RSC-1900(93376-8)
STAR
(l)...RSC-1901(93377-5)
CAMO
(m)...RSC-1902(93378-2)
CAMO
(l)...RSC-1903(93379-9)
NAVY
(m)...RSC-1904(93380-5)
BLACK
(l)...RSC-1905(93381-2)
DARK GRAY(m)...RSC-1906(93382-9)
LIGHT GRAY(l)...RSC-1907(93383-6)

STAR (m)

STAR (L)

CAMO (m)

NAVY (m)

BLACK (L)

DARK GRAY (m)

CAMO (L)

unit...3 pcs
size...(m/~ 約 24cm,l/~ 約 27cm)
material...
star : 甲外側生地 / 綿、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
甲内側生地・中敷 / 綿、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

camo : 甲外側生地 / ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

甲内側生地・中敷 / 綿、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

navy : 甲外側生地 / 綿、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
black 甲内側生地・中敷 / 綿、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
gray : 甲外側生地：ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
甲内側生地・中敷 : 綿、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

【芯材】EVA発泡材、低反発ｽﾎﾟﾝｼﾞ
【底材】 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
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LIGHT GRAY (L)

