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 商品一覧
BS-201 オールステン起し金（12cm）
Stainless Turner (12 cm)

■材質
本 体：ス テ ン レ ス ス
チール
■サイズ（mm）
約268×119×30
■重さ
約135g

BS-202 ホットプレートターナー（11cm）
Hot Plate Turner (L) Nylon

■材質
本体：ナイロン(耐熱温
度180℃)
■サイズ（mm）
約230×109×26
■重さ
約66g

BS-204 みそこしセット（小）
2pc Strainer & Masher Set (S)

■材質
ヘッド・ヘラ：18-8ステ
ンレススチール、シャ
ンク・口金：ステンレス
スチール、ハンドル：耐
熱ABS樹脂(耐熱温度
100℃)
■サイズ（mm）
約271×92×95

（ヘラサイズ約194×40
×38mm）
■重さ
約85g、ヘラ約25g

BS-205 サービングスプーン
Serving Spoon

■材質
ヘッド：18-8ステンレ
ス ス チ ー ル 、ハ ンド
ル：ABS樹脂(耐熱温度
60℃)
■サイズ（mm）
約243×67×57
■重さ
約110g

BS-206 しゃもじ
Rice Scoop

■材質
本体：ポリプロピレン
(耐熱温度120℃)
■サイズ（mm）
約187×69×13
■重さ
約24g

BS-207 シリコーンヘラ
Silicone Spatula

■材質
ヘッド：シリコーン(耐
熱温度220℃)、ハンド
ル：スチロール樹脂(耐
熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約198×27×9
■重さ
約19g

BS-208 サヤ付フルーツナイフ
S/S Utility Knife with Sheath

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
ハンドル・サヤ：ABS樹
脂(耐熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約220×38×11（ナイ
フの み 約 2 1 3 × 3 4 ×
11mm）
■重さ
約55g

BS-209 折込みフルーツナイフ
Folding Knife

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
ハンドル：ABS樹脂(耐
熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約219×27×14

（折り曲げ時 約120×
29×14mm）
■重さ
約40g

BS-210 木鞘フルーツナイフ
Utility Knife with Sheath

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
ストッパー・口金：ABS
樹脂(耐熱温度60℃)、
ハンドル・サヤ：天然木
にウレタン塗装
■サイズ（mm）
約217×31×17

（ナイフサイズ約192×
26×13mm）
■重さ
約39g

BS-211 波型ナイフ
Utility Knife (Serrated Knife)

■材質
刃：ス テ ン レ ス 刃 物
鋼、口金：ステンレスス
チール、ハンドル：ABS
樹脂(耐熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約222×34×16
■重さ
約41g

BS-213 三徳缶切
Bottle & Can Opener

■材質
本体：普通鋼にメラミ
ン焼き付け塗装、缶切
刃・缶蓋開け：鉄にニッ
ケルメッキ
■サイズ（mm）
約124×18×14
■重さ
約48g

BS-214 栓抜缶切
Bottle & Can Opener

■材質
栓 抜：ス テ ン レ ス ス
チール、缶切刃：炭素鋼
にクロームメッキ、ハン
ドル：ABS樹脂(耐熱温
度60℃)
■サイズ（mm）
約142×44×16
■重さ
約56g

料理の下ごしらえを中心とした
ベーシックなキッチングッズです。

（びさいさいか）
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BS-219 茶こし
Tea Strainer

■材質
網：18-8ステンレスス
チール、ハンドル：ポリ
プロピレン(耐熱温度
90℃)
■サイズ（mm）
約179×76×40
■重さ
約31g

BS-220 茶こし（二重網）
Tea Strainer (Double Mesh)

■材質
網：18-8ステンレスス
チール、ハンドル：ポリ
プロピレン(耐熱温度
90℃)
■サイズ（mm）
約172×66×39
■重さ
約27g

BS-221 ボール茶こし
Tea Strainer (Ball)

■材質
18-8ステンレススチー
ル
■サイズ（mm）
約225×75×64
■重さ
約26g

BS-223 ゆで玉子スライサー
Egg Slicer

■材質
カッター線：18-8ステン
レススチール、枠：鉄に
クロームメッキ、受 け
台：ポリプロピレン(耐
熱温度90℃)
■サイズ（mm）
約119×88×35
■重さ
約58g

BS-224 皮引き
Peeler

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
本体：ポリプロピレン
(耐熱温度90℃)
■サイズ（mm）
約145×84×23
■重さ
約32g

BS-225 多機能皮引き
Peeler & Shredder

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
本体：スチロール樹脂
(耐熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約190×84×19
■重さ
約60g

BS-226 きんぴらごぼう引き
Shredder

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
本体：ABS樹脂(耐熱温
度60℃)
■サイズ（mm）
約145×84×22
■重さ
約34g
※刃は中国製

BS-227 ステンレス皮引き
Stainless Peeler

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
樹脂部：ABS樹脂(耐熱
温度60℃)、本体：18-8
ステンレススチール
■サイズ（mm）
約124×62×16
■重さ
約58g

BS-228 両刃ワイドピーラー
Wide Peeler

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
本体：ABS樹脂(耐熱温
度60℃)
■サイズ（mm）
約162×106×26
■重さ
約60g

BS-229 ミニおろし
Mini-Grater

■材質
刃：ステンレススチー
ル、本体：ABS樹脂(耐
熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約115×76×22
■重さ
約71g

BS-231 アルミおろし器
Aluminum Grater

■材質
アルミニウム
■サイズ（mm）
約222×96×18
■重さ
約46g

BS-236 ソフトキッチンバサミ
Kitchen Scissors

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
ハンドル：EVA樹脂(耐
熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約209×89×11
■重さ
約100g

BS-216 コルク抜き
Corkscrew

■材質
スクリュー：ステンレ
ス ス チ ー ル 、ハ ンド
ル：ABS樹脂(耐熱温度
60℃)
■サイズ（mm）
約118×107×20
■重さ
約36g

BS-217 ウィング式コルク抜き
Wing Corkscrew

■材質
スクリュー：鉄にニッケ
ルメッキ、本体：亜鉛ダ
イカスト、樹脂部：ポリ
プロピレン(耐熱温度
90℃)
■サイズ（mm）
約170×63×38
■重さ
約122g
※イタリア製

BS-218 ソムリエナイフ
Sommelier Knife

■材質
鉄にクロームメッキ
■サイズ（mm）
約109×29×13（最大
サ イズ 約 1 5 0 × 8 2 ×
12mm）
■重さ
約70g
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BS-246 アイストング
Ice Tongs

■材質
金属部：ステンレスス
チール、ハンドル：ABS
樹脂(耐熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約164×88×17
■重さ
約49g

BS-247 アイスピック
Ice Pick

■材質
ピック：炭素鋼にクロー
ムメッキ、口金：ステン
レススチール、金属部：
鉄鋳物にクロームメッ
キ、ハンドル：天然木
■サイズ（mm）
約128×43×40
■重さ
約119g

BS-250 かにバサミフォークセット
Kitchen Scissors with 2pc of Crab Forks

■材質
刃：ス テ ン レ ス 刃 物
鋼、ハンドル：ABS樹脂
(耐熱温度60℃)、カニ
フォーク：ステンレスス
チール
■サイズ・重さ
かにバサミ約194×79
×11mm、約88g
フォーク（1本）約108×
11×4mm、約16g

BS-251 かにフォーク 2pc
2pc of Crab Forks

■材質
ステンレススチール
■サイズ（mm）
約200×20×10
■重さ
約23g

BS-252 にんにく絞り
Garlic Press

■材質
ヘッド：アルミダイカス
ト、ハンドル：ABS樹脂
(耐熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約159×33×60
■重さ
約97g

BS-253 肉たたき
Meat Tenderizer

■材質
アルミダイカスト
■サイズ（mm）
約205×48×30
■重さ
約147g

BS-256 卵の黄身分け
Egg Separator

■材質
18-8ステンレススチー
ル
■サイズ（mm）
約105×75×15
■重さ
約21g

BS-257 ピザカッター（安全カバー付）
Pizza Cutter with Safety Cover

■材質
ヘッド・口 金：ス テン
レススチール、ハンド
ル：ABS樹脂(耐熱温度
60℃)、ケース：ポリプロ
ピレン(耐熱温度90℃)
■サイズ（mm）
約193×72×19

（カバー込みサイズ約
197×76×19）
■重さ
約83g

BS-262 フリーサイズ蒸し器（大）
Stainless Steamer (L)

■材質
ステンレススチール
■サイズ（mm）
約175×175×79

（最大サイズ約268×
268×79）
■重さ
約230g

BS-263 フリーサイズ蒸し器（小）
Stainless Steamer (S)

■材質
ステンレススチール
■サイズ（mm）
約140×140×78

（最大サイズ約237×
237×78）
■重さ
約166g

BS-266 スパゲッティトング
Spaghetti Tongs

■材質
トング：ナイロン(耐熱
温度180℃)、金属部：ス
テンレススチール
■サイズ（mm）
約194×139×45
■重さ
約51g

BS-238 計量スプーン 3 本組
3pc of Measuring Spoon Set

■材質
18-8ステンレススチー
ル
■サイズ・重さ
小さじ1/2：約143×28
×9mm、約14g、2.5cc
小さじ：約150×33×
12mm、約17g、5cc
大さじ：約167×50×
17mm、約30g、15cc

BS-240 計量カップセット 3pc
3pc of Measuring Cup

■材質
メタクリル樹脂(耐熱温
度80℃)
■サイズ・重さ
大：約40×46×67mm
約28g
中：約40×46×47mm
約19g
小：約40×46×27mm
約12g

BS-242 骨抜き
Bone Remover

■材質
ステンレススチール
■サイズ（mm）
約102×18×15
■重さ
約28g

BS-267 ステン料理用トング（大）31cm
Serving Tongs (L)

■材質
本 体：ス テ ン レ ス ス
チール
■サイズ（mm）
約306×93×33
■重さ
約81g
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BS-270 さいばしトング
Stainless Cooking Tongs

■材質
ステンレススチール
■サイズ（mm）
約299×127×21
■重さ
約73g

BS-271 キャベツ用スライサー
Cabbage Slicer (Light Gray)

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
本体：ABS樹脂(耐熱温
度60℃)、ホルダー：AS
樹脂(耐熱温度60℃)
■サイズ（mm）
約382×140×18

（ホルダー約100×148
×39）
■重さ
約286g

（ホルダー約60g）

BS-272 木柄塗りハケ
Pastry Brush

■材質
ハ ケ：山 羊 毛 、ハンド
ル：天然木
■サイズ（mm）
約212×42×11
■重さ
約14g

品番 品名 本体価格 税込価格 入数 JAN コード

BS-201 オールステン起し金
（12cm） 800 円 880 円 6 4971884460135

BS-202 ホットプレートター
ナー（11cm） 850 円 935 円 6 4971884460234

BS-204 みそこしセット（小） 1,700 円 1,870 円 6 4971884460432

BS-205 サービングスプーン 1,150 円 1,265 円 6 4971884460531

BS-206 しゃもじ 350 円 385 円 6 4971884460630

BS-207 シリコーンヘラ 700 円 770 円 6 4971884460739

BS-208 サヤ付フルーツナイフ 800 円 880 円 6 4971884460838

BS-209 折込みフルーツナイフ 750 円 825 円 6 4971884460937

BS-210 木鞘フルーツナイフ 1,500 円 1,650 円 6 4971884461033

BS-211 波型ナイフ 850 円 935 円 6 4971884461132

BS-213 三徳缶切 400 円 440 円 6 4971884461330

BS-214 栓抜缶切 750 円 825 円 6 4971884461439

BS-215 歯車式缶切 1,600 円 1,760 円 6 4971884461538

BS-216 コルク抜き 700 円 770 円 6 4971884461637

BS-217 ウィング式コルク抜き 2,100 円 2,310 円 6 4971884461736

BS-218 ソムリエナイフ 1,350 円 1,485 円 6 4971884461835

BS-219 茶こし 980 円 1,078 円 6 4971884461934

BS-220 茶こし（二重網） 1,000 円 1,100 円 6 4971884462030

BS-221 ボール茶こし 900 円 990 円 6 4971884462139

BS-223 ゆで玉子スライサー 500 円 550 円 6 4971884462337

BS-224 皮引き 550 円 605 円 6 4971884462436

BS-225 多機能皮引き 650 円 715 円 6 4971884462535

BS-226 きんぴらごぼう引き 650 円 715 円 6 4971884462634

BS-227 ステンレス皮引き 1,100 円 1,210 円 6 4971884462733

BS-228 両刃ワイドピーラー 1,100 円 1,210 円 6 4971884462832

BS-229 ミニおろし 1,100 円 1,210 円 6 4971884462931

BS-231 アルミおろし器 650 円 715 円 6 4971884463136

BS-236 ソフトキッチンバサミ 1,700 円 1,870 円 6 4971884463631

BS-238 計量スプーン 3 本組 800 円 880 円 6 4971884463839

BS-240 計量カップセット 3pc 1,500 円 1,650 円 6 4971884464034

BS-242 骨抜き 600 円 660 円 6 4971884464232

BS-268 ステン料理用トング（小）24cm
Serving Tongs (S)

■材質
本 体：ス テ ン レ ス ス
チール
■サイズ（mm）
約233×109×36
■重さ
約63g

BS-269 ナイロントング
Nylon Cooking Tongs

■材質
トング：ナイロン(耐熱
温度180℃)、金属部：ス
テンレススチール
■サイズ（mm）
約245×105×28
■重さ
約48g

品番 品名 本体価格 税込価格 入数 JAN コード

BS-246 アイストング 800 円 880 円 6 4971884464638

BS-247 アイスピック 1,200 円 1,320 円 6 4971884464737

BS-250 かにバサミフォーク
セット 1,850 円 2,035 円 6 4971884465031

BS-251 かにフォーク 2pc 600 円 660 円 6 4971884465130

BS-252 にんにく絞り 1,100 円 1,210 円 6 4971884465239

BS-253 肉たたき 850 円 935 円 6 4971884465338

BS-256 卵の黄身分け 350 円 385 円 6 4971884465635

BS-257 ピザカッター（安全カ
バー付） 1,100 円 1,210 円 6 4971884465734

BS-262 フリーサイズ蒸し器
（大） 1,300 円 1,430 円 6 4971884466236

BS-263 フリーサイズ蒸し器
（小） 1,100 円 1,210 円 6 4971884466335

BS-266 スパゲッティトング 1,000 円 1,100 円 6 4971884466632

BS-267 ステン料理用トング
（大）31cm 500 円 550 円 6 4971884466731

BS-268 ステン料理用トング
（小）24cm 450 円 495 円 6 4971884466830

BS-269 ナイロントング 1,000 円 1,100 円 6 4971884466939

BS-270 さいばしトング 1,100 円 1,210 円 6 4971884467035

BS-271 キャベツ用スライサー 1,800 円 1,980 円 6 4971884467134

BS-272 木柄塗りハケ 800 円 880 円 6 4971884467233




