
2018 Spring & Summer
Abeille & Primal designs



発売中

発売中 発売中

シールランチ 3P セット ネコ カラー
ATL-1400 (93502−1)

unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
 フタ：ポリエチレン
size...L/120×120×58(h)mm(550ml)
        M/105×105×51(h)mm(360ml)
        S/90×90×44(h)mm(220ml)
¥1,400

CLEAR BOTTLE ネコ オレンジ
ATWH-1201 (93475-8)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×195(h)mm(500ml)
¥1,200

CLEAR BOTTLE ネコ グリーン
ATWH-1202 (93476-5)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×195(h)mm(500ml)
¥1,200

back back

トートバッグ　ミケネコ　ネイビー 
AJB-1500 (93536-6)

トートバッグ　ミケネコ　カーキ 
AJB-1501 (93537-3)

トートバッグ　サバトラ　ネイビー
AJB-1502 (93538-0)

トートバッグ　サバトラ　カーキ
AJB-1503 (93539-7)

トートバッグ　ネコ 
unit...3pcs
material... 綿 100％
size... 約 290×110×H350mm
¥1,500

CAT LUNCH SERIES

4 月末発売予定
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発売中

発売中

発売中

発売中 発売中

シールランチ 3P セット ネコ シルエット
ATL-1401 (93503-8)

unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
 フタ：ポリエチレン
size...L/120×120×58(h)mm(550ml)
        M/105×105×51(h)mm(360ml)
        S/90×90×44(h)mm(220ml)

¥1,400

CLEAR BOTTLE (M) 音符ネコ
ATWH-1200 (93473-4)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×195(h)mm(500ml)
¥1,200

CLEAR BOTTLE (S) 音符ネコ
ATWH-1000 (93474-1)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×155(h)mm(400ml)
¥1,000

メラミントレイ S ネコ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...256×155mm
¥1,000

メラミントレイ M ネコ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...327×252mm
¥1,300

Walk 
ATM-1000 (93492-5)

Walk 
ATM-1300 (93494-9)

Window
ATM-1001 (93493-2)

Window 
ATM-1301 (93495-6)

Abeille 3



発売中

発売中

発売中

発売中

ラウンドケース　ネコ (S) 
unit...3pcs
material... 本体、フタ：AS 樹脂
　　　　　止め具：ABS 樹脂
　　　　　パッキン：シリコーンゴム
size...φ112×125×80(h)mm(520ml)
¥750

ラウンドケース (S) ネコ A 
ATR-750 (93504-5)

ラウンドケース (S) ネコ B
ATR-751 (93506-9)

ラウンドケース　ネコ (M) 
unit...3pcs
material... 本体、フタ：AS 樹脂
　　　　　止め具：ABS 樹脂
　　　　　パッキン：シリコーンゴム
size... φ112×125×116(h)mm(800ml)
¥850

ラウンドケース (M) ネコ A 
ATR-850 (93505-2)

ラウンドケース (M) ネコ B
ATR-851 (93507-6)

耐熱ガラスピッチャー L 
ATGP-1600 (48851-0)

unit...3pcs
material... 本体：ほうけい酸ガラス
 ハンドル・フタ：ポリプロピレン
 ハンドルネジ：ポリアセタール
size... φ 90×142(d)×248mm（1200ml）
¥1,600

耐熱ガラスピッチャー M
ATGP-1300 (48850-3)

unit...3pcs
material... 本体：ほうけい酸ガラス
 ハンドル・フタ：ポリプロピレン
 ハンドルネジ：ポリアセタール
size... φ 92×142(d)×195mm（800ml）
¥1,300

GLASS PITCHER

ROUND CASE
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発売中

洗面コップ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...125(w)×80(d)×70(h)mm(250ml)
¥600

4 月末発売予定

4 月末発売予定

4 月末発売予定

4 月末発売予定

洗面コップ　白猫 
ATS-600 (93512-0)

洗面コップ　黒猫 
ATS-601 (93513-7)

石鹸トレイ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...118(w)×110(d)×40(h)mm
¥650

石鹸トレイ　白猫 
ATS-650 (93514-4)

石鹸トレイ　黒猫 
ATS-651 (93515-1)

歯ブラシスタンド 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...95(w)×100(d)×105(h)mm
¥1,200

歯ブラシスタンド　白猫 
ATS-1200 (93518-2)

歯ブラシスタンド　黒猫 
ATS-1201 (93519-9)

洗面プレート 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...204(w)×132(d)×30(h)mm
¥800

洗面プレート　白猫 
ATS-800 (93516-8)

洗面プレート　黒猫 
ATS-801 (93517-5)

ボディタオル　ネコ 
unit...3pcs
material... 綿 100％
size... 約 25cm×100cm
¥650

ボディタオル　白猫 
ATS-652 (93520-5)

ボディタオル　黒猫 
ATS-653 (93521-2)

TOILETRIES SERIES
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シリコンコースター 肉球
unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size...95×92×4(h)mm
¥550

Package

シリコンコースター シルエット
unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size... 白猫：93×88×4(h)mm
　　　黒猫：98×87×4(h)mm
¥550

Package

裏面にネコシルエット
の刻印入り

裏面に肉球の
刻印入り

WHITE
ASC-551(93497-0)

BLACK
ASC-550(93496-3)

白猫シルエット
ASC-552(93498-7)

黒猫シルエット
ASC-553(93499-4)

Silicone kitchen goods

発売中

発売中
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シリコン鍋敷き 肉球
unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size...180×175×3.5(h)mm
¥1,400

シリコン鍋敷き ネコ丸型
unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size...180×184×3.5(h)mm
¥1,400

Package

Package

Package

マグネットで
冷蔵庫に引っ付きます

裏面にネコシルエット
の刻印入り

裏面に肉球の
刻印入り

鍋つかみ 肉球 
unit...3pcs
material... シリコーンゴム・マグネット
size...80×20×140(h)mm
¥900

WHITE
ASC-1401(93541-0)

WHITE
ASC-1403(93543-4)

BLACK
ASC-1400(93540-3)

BLACK
ASC-1402(93542-7)

発売中

5 月発売予定

5 月発売予定

WHITE
APSS-900(48854-1)

BLACK
APSS-901(48855-8)

back

front

back

front
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5 月発売予定

5 月発売予定
アートボード 300×400 
unit...3pcs
material... 表：キャンパス布
　　　　　裏：MDF
　　　　　ライト：LED ライト
size...300×400×38mm
¥3,000

アートボード 200×200 
unit...3pcs
material... 表：キャンパス布
　　　　　裏：MDF
　　　　　ライト：LED ライト
size...200×200×38mm
¥2,800

アートボード　夜景 
ATBO-3000 (93535-9)

アートボード　街並み 
ATBO-2800 (93532-8)

アートボード　リアルキャット 
ATBO-2801 (93533-5)

アートボード　窓 
ATBO-2802 (93534-2)

点灯時

点灯時

点灯時

点灯時

暗闇で光るアートボードです。
お部屋のインテリアにも♪

ピンで壁に掛けることができます♪
単３電池（３本）は別売りとなります。

光らせると
窓部分に猫が

浮かび上がります

観覧車の色が
変化します

暗闇でさらに
シックに

8 Abeille



Package

Silicone bib
首まわりの長さが調節できて、お手入れも簡単なシリコンビブ。

デザイン部分は立体になっています！

シリコンビブ
unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size...190×45(d)×300(h)mm
¥1,800

サングラス PINK
BIB-1800(93528-1)

蝶ネクタイ
BIB-1802(93530-4)

サングラス BLUE
BIB-1801(93529-8)

DOG
BIB-1803(93531-1)

5 月発売予定

Primal Designs 9



Package

Package

Package Package

コバルトブルー
BGR-800(93544-1)

スカイブルー
BGR-801(93545-8)

レッド
BGR-802(93546-5)

グラデーショングラス
unit...3pcs
material... ソーダガラス
size... φ71×121mm（300ml）
¥800

シリコンコースター アイス
unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size...80×125×4(h)mm
¥650

Beach glass & coaster
海をコンセプトにしたデザインのグラスシリーズ。
男女問わず使いやすいカジュアルなデザイン。

5 月発売予定

4 月末発売予定

10 Primal Designs

コバルトブルー
BGR-650(93550-2)

スカイブルー
BGR-651(93551-9)

レッド
BGR-652(93552-6)



Package

Back

Package

Back

Package

カモメ
BGO-800(93547-2)

ヤシノキ
BGO-801(93548-9)

ゴールドグラス
unit...3pcs
material... ソーダガラス
size... φ71×121mm（300ml）
¥800

ゴールドグラス ペアセット
BGO-1600(93549-6)

unit...3pcs
¥1,600

カモメと
ヤシノキの

ペアセットです

4 月末発売予定

4 月末発売予定
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Today's menu lunch

GRAY
TLM-1401(93439-0)

BLUE
TLM-1402(93440-6)

RED
TLM-1400(93438-3)

LUNCH BOX
unit...3pcs
material... 本体・仕切り：ポリプロピレン
　　　　　フタ：AS 樹脂
　　　　　パッキン：シリコーンゴム
　　　　　止め具：ステンレス鋼
size...190×109×58(h)mm（600ml）

¥1,400

内側には保冷剤を入れられる

メッシュポケット付き

RED
TLM-500(93444-4)

GRAY
TLM-681(93442-0)

GRAY
TLM-501(93445-1)

BLUE
TLM-682(93443-7)

BLUE
TLM-502(93446-8)

RED
TLM-680(93441-3)

CHOPSTICKS & CASE
unit...3pcs
material... 本体・フタ：ABS 樹脂
　　　　　箸：メタクリル樹脂
　　　　　シリコンパーツ：シリコーンゴム
size... ケース：195×33×15(h)mm
　　　箸：180mm
¥680

PLASTIC MUG
unit...3pcs
material... ポリプロピレン
size... φ 82×107×92(h)mm（330ml）
¥500

LUNCH TOTE
TLM-1800(93472-7)

unit...3pcs
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
size... 約 300×100×180(h)mm

¥1,800

発売中

発売中

発売中 発売中
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BACK BACK

LUNCH BOX BELIEVE
CARB-1200(93508-3)

unit...3pcs
material... 本体・仕切り：ポリプロピレン
　　　　  フタ：AS 樹脂
　　　　  止め具：ABS 樹脂
  　　　　パッキン：シリコーンゴム
size...169×104×58(h)mm（500ml）
¥1,200

SEALED LUNCH BOX SET（3P）BELIEVE
CARB-1201(93509-0)

unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
  フタ：ポリエチレン
size... L ：143×96×57(h)mm（480ml）
        M：130×83×48(h)mm（300ml）
        S ：118×71×40(h)mm（180ml）
¥1,200

ACRYLIC TUMBLER
unit...3pcs
material... メタクリル樹脂
size... φ82×90(h)mm（280ml）
¥700

BELIEVE
CARB-700(93510-6)

ICE CREAM
CARB-701(93511-3)

発売中

発売中

発売中



BACKBACK

CHEER BEAR
CART-650(93479-6)

SHARE BEAR
CART-651(93480-2)

CHEER BEAR
CART-800(93484-0)

SHARE BEAR
CART-801(93485-7)

LUNCH BOX SKATE
CART-1400(93477-2)

unit...3pcs
material... 本体・中仕切り：ポリプロピレン
　　　　  フタ：AS 樹脂
　　　　  止め具：ABS 樹脂
  　　　　パッキン：シリコーンゴム
size...187×118×63(h)mm（500ml）
¥1,400

LUNCH CLOTH SKATE
CART-550(93483-3)

unit...3pcs
material... 綿 100%
size... 約 430×430mm
¥550

LUNCH BAG
unit...3pcs
material... 綿 100%
size... 約 274×114×H156mm
¥800

SEALED LUNCH BOX
unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
　　　　  フタ：ポリエチレン
size...99×138×55(h)mm（450ml）
¥650

CHOPSTICKS & SPOON SET SKATE
CART-1000(93478-9)

unit...3pcs
material... ケース・スプーン：ABS 樹脂
　　　 　 フタ：AS 樹脂
　　　　  箸：メタクリル樹脂
 　　　　 ストッパー：シリコーンゴム
size... ケース：48×191×18(h)mm
　 　 スプーン・箸：180mm
¥1,000

LUNCH BOX FOOD
CAR-1400(93435-2)

unit...3pcs
material... 本体・中子：ポリプロピレン
　　　　  フタ：AS 樹脂
　　　　  止め具：ABS 樹脂
  　　　　パッキン：シリコーンゴム
size...160×103×60(h)mm（450ml）
¥1,400

発売中

発売中

発売中 発売中

発売中

発売中
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WATER BOTTLE
unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ65×195(h)mm（500ml）
¥1,200

CHEER BEAR
CAR-1200(93427-7)

SHARE BEAR
CAR-1201(93428-4)

CHEESEBURGER
CAR-1203(93430-7)

DONUTS
CAR-1204(93431-4)

ACRYLIC TUMBLER
unit...3pcs
material... メタクリル樹脂
size... φ82×90(h)mm（280ml）
¥600

SHARE BEAR
CAR-601(93433-8)

LOVE A LOT BEAR
CAR-600(93432-1)

WISH BEAR
CAR-602(93434-5)

BACKBACK

CHEER BEAR
CART-1200(93481-9)

SHARE BEAR
CART-1201(93482-6)

STRAW TUMBLER
unit...3pcs
material... 本体・フタ：メタクリル樹脂
　　　　　パッキン：シリコーンゴム
　　　　　ストロー：ポリエチレン
size... φ100×120(h)mm（310ml）
　　　included straw：φ100×210(h)mm
¥1,200

発売中

発売中

発売中
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ご発注・商品発送について
●原則的に午前中のご注文は当日出荷、午後からのご注文は翌営業日の出荷とさせていただきます。（営業日：土日祝を除く平日）
●ご発注数はカタログ記載の UNIT 数の倍数でお願い致します。万一 UNIT 数に満たない場合、UNIT 数（倍数）に変更して出荷させていただきます。
●下代合計 3 万円以上にて元払い発送させていただきます。3 万円以下の場合はお客様ご負担（立替運賃）とさせていただきます。

カタログ記載事項について
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●商品は諸事情により予告なく生産中止・販売終了となる場合がございます。また表示価格の改正を行う場合がございます。
●一部の商品はハンドメイドの為、記載のサイズ・形状等が異なる場合がございます。
●印刷の都合上、カタログ写真と商品に相違がある場合がございます。

JAN CODE
●本カタログに記載の JAN コードは、頭に「4981181」をつけてご使用ください。

本社　〒 550-0003 大阪市西区京町堀 3 丁目 3-10
http://www.k-onishimd.co.jp

●在庫を確認の上、ご注文をお願い致します。
●カタログ記載の商品写真は印刷の為実際の色とは異なります。


