
刃物とキッチングッズのサンクラフト

Merryaunty ( メリアンティ)

発売より長きにわたり愛される「メリアンティ」シリーズ。
懐かしいようでどこか新しい、どんなライフスタイルにも馴染みやすいカラーと
スタイルが魅力です。
手に取りやすいプライスながら、ひとつひとつの機能を十分に考えながら、キッ
チンに並んだ時の統一感が生まれるように設計されています。全体的に丸みの
あるデザインと小ぶりなサイズなので、黒いカラーリングながら優しさとかわい
らしさが生まれ、女性にも好評です。

時代をこえて愛されるシンプルデザイン
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軽い力で皮がむける皮引きは、人気商品です。

利き手を問わない使い勝手のいい設計です

○おうち時間が楽しくなる
　パスタ用調理小物などが充実
シリーズ誕生当時より、パスタ調理小物
やピザカッターやチーズおろしなど料理
の幅を広げる商品がラインナップしてい
ます。
開発当時は「ミセスの意見が素直にデ
ザインされました」というキャッチコ
ピーでデビューしました。使い勝手を重
視した商品設計だからこそ、現在でも続
くロングセラー商品となっています。
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Merryaunty ( メリアンティ ) 商品一覧
MA-01お玉 ( 中 )
Ladle (M)

■材質
ヘッド：18-8ステンレス
スチール、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261×82×66
■重さ
約98g
■容量
65cc

MA-02お玉 ( 小 )
Ladle (S)

■材質
ヘッド：18-8ステンレス
スチール、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255×73×62
■重さ
約88g
■容量
45cc

MA-03 豆お玉穴明
Slotted Small Ladle

■材質
ヘッド：18-8ステンレス
スチール、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219×63×31
■重さ
約55g

MA-04 バタービーター
Beater

■材質
ヘッド：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282×67×16
■重さ
約49g

MA-05 かす揚げ
Scum Strainer (Regular Mesh)

■材質
ヘッド：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253×90×71
■重さ
約58g

MA-06あく取り
Scum Strainer (Fine Mesh)

■材質
ヘッド：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254×90×70
■重さ
約59g

MA-07 泡立て
Whisk

■材質
ヘッド：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263×55×55
■重さ
約46g

MA-08ソフトヘラ
Spatula

■材質
ヘッド：シリコーンゴ
ム（耐熱温度220℃）、
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271×57×17
■重さ
約68g

MA-09ナイロン起し金
Nylon Small Turner

■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℃）
■サイズ（mm）
約259×90×27
■重さ
約50g

MA-10ナイロンお玉
Nylon Ladle

■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℃）
■サイズ（mm）
約276×93×76
■重さ
約63g
■容量
90cc

MA-11ナイロンターナー
Nylon Turner

■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℃）
■サイズ（mm）
約315×74×20
■重さ
約53g

MA-12ナイロンバタービーター
Nylon Beater

■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℃）
■サイズ（mm）
約314×78×16
■重さ
約50g

MA-17 折込みフル―ツナイフ
Stainless Steel 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218×26×14折込時
サイズ／約120mm×
29mm×14mm
■重さ
約39g

MA-18 栓抜
Bottle Opener

■材質
ヘッド：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125×44×15
■重さ
約53g

MA-19 栓抜缶切
Bottle & Can Opener

■材質
缶切：炭素鋼クローム
メッキ、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125×44×16
■重さ
約60g
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MA-20キッチン鋏
Stainless Steel Kitchen Scissors

■材質
刃：ステンレス刃物鋼、
ハンドル：EVA樹脂（耐
熱温度90℃）
■サイズ（mm）
約204×82×10
■重さ
約131g

MA-21 茶こしM
Stainless Steel Tea Strainer(M)

■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165×76×41
■重さ
約37g

MA-22 茶こし円錐 ( 二重網 )
Tea Strainer (Double Mesh)

■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159×66×40
■重さ
約32g

MA-23 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129×80×23
■重さ
約36g

MA-29ミニおろし
Mini Grater

■材質
ヘッド：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160×77×19
■重さ
約92g

MA-30 万能こし( 大 )18cm
Stainless Steel Strainer (L)

■材質
ヘッド：18-8ステンレス
スチール、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348×182×75
■重さ
約227g

MA-31 万能こし( 中 )15cm
Stainless Steel Strainer (M)

■材質
ヘッド：18-8ステンレス
スチール、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301×151×71
■重さ
約143g

MA-32みそこし器
Strainer With Spoon

■材質
ヘッド・ヘラ：18-8ステ
ンレススチール、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241×100×134
■重さ
約117g

MA-33アイスクリームサーバー
Ice Cream Scoop

■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184×46×21
■重さ
約93g

MA-34ポテトマッシャー
Potato Masher

■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227×88×80
■重さ
約151g

MA-39スパゲッティフォーク
Spaghetti Fork

■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：ABS
樹脂（耐熱温度60℃）
■サイズ（mm）
約303×53×58
■重さ
約95g

MA-40スパゲッティトング
Spaghetti Tongs

■材質
本体：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191×134×45
■重さ
約51g

MA-41チーズおろし
Cheese Grater

■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241×54×27
■重さ
約75g

MA-42スパゲッティメジャー
Spaghetti Measure

■材質
本体：ABS樹脂（耐熱温
度60℃）
■サイズ（mm）
約149×80×7
■重さ
約53g

MA-43ソーススプーン
Sauce Spoon

■材質
本体：ナイロン（耐熱温
度180℃）、芯材：ステン
レススチール
■サイズ（mm）
約214×54×48
■重さ
約46g
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Merryaunty ( メリアンティ ) 商品一覧
MA-44ピザカッター
Pizza Cutter

■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193×72×19
■重さ
約67g

MA-45 パスタすくい
Sieve

■材質
ヘッド：18-8ステンレス
スチール、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358×192×63
■重さ
約193g

MA-48 包丁研ぎ器
Stretcher

■材質
研ぎ棒：アルミナセラ
ミックス、本体：ABS樹脂

（耐熱温度60℃）、エラ
ストマー樹脂（耐熱温
度120℃）
■サイズ（mm）
約161×51×53
■重さ
約107g

MA-63ナイロンライススプーン
Nylon Rice Spoon

■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℃）
■サイズ（mm）
約256×65×34
■重さ
約46g

品番 品名 本体価格 税込価格 入数 JANコード
MA-01 お玉（中） 1,200 円 1,320 円 6 4971884690129
MA-02 お玉 ( 小 ) 1,150 円 1,265 円 6 4971884690228
MA-03 豆お玉穴明 1,050 円 1,155 円 6 4971884690327
MA-04 バタービーター 1,050 円 1,155 円 6 4971884690426
MA-05 かす揚げ 1,200 円 1,320 円 6 4971884690525
MA-06 あく取り 1,200 円 1,320 円 6 4971884690624
MA-07 泡立て 1,100 円 1,210 円 6 4971884690723
MA-08 ソフトヘラ 1,100 円 1,210 円 6 4971884690822
MA-09 ナイロン起し金 950 円 1,045 円 6 4971884690921
MA-10 ナイロンお玉 950 円 1,045 円 6 4971884691027
MA-11 ナイロンターナー 950 円 1,045 円 6 4971884691126
MA-12 ナイロンバタービーター 950 円 1,045 円 6 4971884691225
MA-17 折込みフルーツナイフ 1,100 円 1,210 円 6 4971884691720
MA-18 栓抜 800 円 880 円 6 4971884691829
MA-19 栓抜缶切 900 円 990 円 6 4971884691928
MA-20 キッチン鋏 2,200 円 2,420 円 6 4971884692024
MA-21 茶こし M 1,100 円 1,210 円 6 4971884692123
MA-22 茶こし円錐 ( 二重網 ) 1,200 円 1,320 円 6 4971884692222
MA-23 皮引き 545 円 600 円 6 4971884692321
MA-29 ミニおろし 1,150 円 1,265 円 6 4971884692925
MA-30 万能こし ( 大 )18cm 2,600 円 2,860 円 6 4971884693021
MA-31 万能こし ( 中 )15cm 2,300 円 2,530 円 6 4971884693120
MA-32 みそこしセット 2,300 円 2,530 円 6 4971884693229
MA-33 アイスクリームサーバー 950 円 1,045 円 6 4971884693328
MA-34 ポテトマッシャー 1,500 円 1,650 円 6 4971884693427
MA-39 スパゲッティフォーク 1,050 円 1,155 円 6 4971884693922
MA-40 スパゲッティトング 1,000 円 1,100 円 6 4971884694028
MA-41 チーズおろし 1,050 円 1,155 円 6 4971884694127
MA-42 スパゲッティメジャー 600 円 660 円 6 4971884694226
MA-43 ソーススプーン 800 円 880 円 6 4971884694325
MA-44 ピザカッター 1,100 円 1,210 円 6 4971884694424
MA-45 パスタすくい 2,600 円 2,860 円 6 4971884694523
MA-48 包丁研ぎ器 1,800 円 1,980 円 6 4971884694820
MA-63 ナイロンライススプーン 800 円 880 円 6 4971884696329
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