刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

（ だいどころいくじ）

自信をつけるために子供でも使いやすい
料理は五感を使って様々な発見・体験を積み重ねることが出来るハンズオン（体
験学習）のひとつ。一見難しそうな料理をやり遂げた経験と達成感は、子どもの
自己肯定感を高め、自信に繋がります。さらに料理を作る人の気持ちを理解し、
作った料理を食べてもらう喜びを知る経験となり相手の立場に立って考える力、
自分自身で生きる力を育みます。
1993年の発売より
「切れ味のいい子ども用包丁」
として支持され続けている包丁

切れ味がいいから、夢中になって皮がむける

をはじめ、子どもが使いやすい料理道具を取り揃えたシリーズです。

食育・料理研究家 坂本廣子氏と
サンクラフトが生みだした料理道具シリーズ
坂本廣子氏は食育の重要性を40年以上前から提唱し
た日本の食育実践の先駆者のひとり。
「子どもが初めて
持つものは玩具ではなく本物を持たせたい」
という考

切れ味のいいハサミも子どもサイズだから使いやすい

えのもと、当時のサンクラフトを訪れたことが台所育児
シリーズ商品化のきっかけでした。

坂本廣子プロフィール
NHK教育テレビ「ひとりでできるもん」の生みの親。食育・介護・防災など、食を通じて広く問題
解決に取り組んできた。食育とハンズオン（体験）学習を取り入れた子供向け料理教室「キッ
ズ・キッチン」を通して子どもたちに食の大切さを伝え、インストラクター育成も手掛ける。生ま
れ育った神戸市にてサカモトキッチンスタジオ創設。
ハンドルが長いお玉、
ターナーは熱くなりにくいので安心
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商品一覧

DI-101 子ども用包丁 右利き用 カバー付き

DI-102 子ども用包丁 左利き用 カバー付き

Kitchen Knife for kids(Right-handed)

Kitchen Knife for kids(Left-handed)

■材質 / 刃：ステンレス刃物鋼、
口金：ステンレススチールに真鍮
メッキ、ハンドル：ポリプロピレン
（耐熱温度 100℃）、刃カバー：ポリ
プロピレン（耐熱温度 90℃）、カバー
ホック：POM 樹脂（耐熱温度 120℃）
■寸法 /230mm×40mm×18mm
（刃渡り 130mm）/ 75g

■材質 / 刃：ステンレス刃物鋼、
口金：ステンレススチールに真鍮
メッキ、ハンドル：ポリプロピレン
（耐熱温度 100℃）、刃カバー：ポリ
プロピレン（耐熱温度 90℃）、カバー
ホック：POM 樹脂（耐熱温度 120℃）
■寸法 /230mm×40mm×18mm
（刃渡り 130mm）/ 75g

包丁はBOX入り

DI-103 子ども用キッチンバサミ 右利き用 カバー付き

DI-104 子ども用キッチンバサミ 左利き用 カバー付き

DI-105 子ども用ピーラー

Kitchen scissors for kids (Right-handed)

Kitchen scissors for kids (Left-handed)

Peeler for kids

■材質 / 刃：ステンレス刃物鋼、
ハンドル：ポリプロピレン（耐
熱温度 100℃）、刃カバー：EVA
樹脂（耐熱温度 60℃）、カバーホッ
ク：POM 樹脂（耐熱温度 120℃）
■寸法 / 約 160×80×10mm /
66g

■材質 / 刃：ステンレス刃物鋼、
ハンドル：ポリプロピレン（耐
熱温度 100℃）
、刃カバー：
EVA 樹脂（耐熱温度 60℃）、カ
バーホック：POM 樹脂（耐熱温
度 120℃）
■寸法 / 約 159×65×10mm / 56g

■材質/本体：18-8ステンレスス
チール、刃：ステンレス刃物鋼、樹
脂部：ABS樹脂（耐熱温度60℃）、刃
カバー：ポリプロピレン（耐熱温度
70℃）、カバーホック：POM樹脂（耐
熱温度120℃）
■寸法 / 約 125×62×16mm /59g

DI-106子ども用計量スプーン

DI-107 子ども用さいばしトング

Measuring spoons for kids

DI-108 子ども用おたま

Long cooking tongs for kids

Ladle for kids

■材質 / 本体 : ステンレススチール
■寸法 /
( 大 ) 約 143×43×41mm/ 41g
( 小 ) 約 133×19×27mm/ 27g
■容量 /( 大 )15cc
( 小 ) 5cc

■材質 / 本体 : ステンレス
■寸法 / 約 303×79×21mm/
72g

DI-109 子ども用ナイロンターナー

DI-110 子ども用まな板

Nylon turner for kids

Chopping board for kids

■材質 / ヘッド：ナイロン（耐
熱温度 180℃）、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℃）、フック：
ABS 樹脂（耐熱温度 60℃）
■寸法 / 約 293×51×36mm /
58g

カバー付き

■材質 / ヘッド・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℃）、フッ
ク：ABS 樹脂（耐熱温度 60℃）
■寸法 / 約 284×72×53mm
/ 78g■容量 / 45cc

■材質/本体: ポリプロピレン
（耐熱温度90℃）
■寸法/約365×260×2mm
/169ｇ
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商品一覧

DIG-301台所育児スターターセット 3点 右利き用
Starter Set 3-pieces(Right-handed)
●DI-101 子ども用包丁 右利き用
●DI-103 子ども用キッチンバサミ 右利き用
●DI-105 子ども用ピーラー

DIG-302 台所育児スターターセット 3点 左利き用
Starter Set 3-pieces(Left-handed)
●DI-102 子ども用包丁 左利き用
●DI-104 子ども用キッチンバサミ 左利き用
●DI-105 子ども用ピーラー

DIG-501台所育児スターターセット 5点 右利き用
Starter Set 5-pieces(Right-handed)
●DI-101 子ども用包丁 右利き用
●DI-103 子ども用キッチンバサミ 右利き用
●DI-105 子ども用ピーラー
●DI-106 子ども用計量スプーン
●DI-107 子ども用さいばしトング

DIG-502 台所育児スターターセット 5点 左利き用
Starter Set 5-pieces(Left-handed)
●DI-102 子ども用包丁 左利き用
●DI-104 子ども用キッチンバサミ 左利き用
●DI-105 子ども用ピーラー
●DI-106 子ども用計量スプーン
●DI-107 子ども用さいばしトング

DIG-701 台所育児スターターセット 7点 右利き用
Starter Set 7-pieces(Right-handed)
●DI-101 子ども用包丁 右利き用
●DI-103 子ども用キッチンバサミ 右利き用
●DI-105 子ども用ピーラー
●DI-106 子ども用計量スプーン
●DI-107 子ども用さいばしトング
●DI-108 子ども用おたま
●DI-109 子ども用ナイロンターナー

品 番
品 名
DI-101 子ども用包丁 右利き用 カバー付き
DI-102 子ども用包丁 左利き用 カバー付き
DI-103 子ども用キッチンバサミ 右利き用 カバー付き
DI-104 子ども用キッチンバサミ 左利き用 カバー付き
DI-105 子ども用ピーラー カバー付
DI-106 子ども用計量スプーン 大さじ 小さじ
DI-107 子ども用さいばしトング
DI-108 子ども用おたま
DI-109 子ども用ナイロンターナー
DI-110 子ども用まな板
DIG-301 台所育児スターターセット 3 点 右利き用
DIG-302 台所育児スターターセット 3 点 左利き用
DIG-501 台所育児スターターセット 5 点 右利き用
DIG-502 台所育児スターターセット 5 点 左利き用
DIG-701 台所育児スターターセット 7 点 右利き用

本体価格

税込価格

入数

JAN コード

3,200 円
3,200 円
1,800 円
1,800 円
1,200 円
1,000 円
1,100 円
1,200 円
1,000 円
900 円
6,000 円
6,000 円
8,000 円
8,000 円
10,000 円

3,520 円
3,520 円
1,980 円
1,980 円
1,320 円
1,100 円
1,210 円
1,320 円
1,100 円
990 円
6,600 円
6,600 円
8,800 円
8,800 円
11,000 円

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1

4971884660122
4971884660221
4971884660320
4971884660429
4971884660528
4971884660627
4971884660726
4971884660825
4971884660924
4971884661020
4971884661150
4971884661259
4971884661358
4971884661457
4971884661556
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