
刃物とキッチングッズのサンクラフト

OB nature                                  （オービーナチュレ）

北欧家具にも使われる天然のビーチ材で作られたシリーズです。木の優しい風
合いを生かすため、ハンドルや全体のフォルムは丸くデザインされています。ま
た、職人の手で一つずつ磨き上げられているので表面はとてもなめらか。口に
触れるカトラリーはその良さが特に感じられます。木製のキッチンツールは大
切な鍋やフライパンを傷めず調理ができるのが最大のメリット。ベーシックな木
ベラ、食材がくっつきにくい穴の空いたタイプの木ベラやターナー、炒飯用など
目的に応じて選べます。大さじ、小さじもラインナップしているので木で雰囲気
を揃えたい方にお勧めのシリーズです。

手仕事で仕上げた木製ツール＆カトラリー
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ブナ材は別名ビーチ材ともよばれます。衝撃に強
く粘りのある素材なので家具をはじめ内装や床材
などにも使われます。

無味無臭なので食器にも適した木材です。

天然木を使用しているため、商品は1点1点に色調
や木目の違いがあります。また、木材の心材と辺
材が混在する部分には、天然木特有の色調差が
でることがあります。できる限り品質に配慮して製
造しておりますが、天然木製品の性質・特性として
ご理解ください。

持ちやすい丸いハンドルと手仕事で仕上げられたなめらかな表面

木製なので、鍋やフライパンを傷つけないから安心して使えます

カトラリーやコーヒーメジャーなどテーブルウェアも充実

○ブナ材（ビーチ）について
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※このシリーズ商品は、株式会社サンクラフトがオリジナルで企画設計し、インドネシアで製造したものです。［MADE IN INDONESIA］

OBN-101 お玉
Wooden Ladle

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約262×73×48
■重さ
約46g
■容量
50cc

OBN-102 ターナー
Wooden Turner

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約273×67×31
■重さ
約49g

OBN-103 へら
Beater

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約273×66×14
■重さ
約44g

OBN-104 へら 穴明き
Beater With Hole

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約276×67×14
■重さ
約46g

OBN-105 炒飯しゃもじヘラ
Wooden Rice Paddle

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約273×70×16
■重さ
約31g

OBN-106 サーバースプーン＆フォーク
Salad Server Set

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
スプーンサイズ
約242×53×21
フォークサイズ
243×53×さ20
■重さ
各約28g

OBN-107 取り分けスプーン
Spoon

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約209×61×39
■重さ
約36g

OBN-108 コーヒースプーン
Coffee Spoon

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約128×22×15
■重さ
約4g

OBN-109 ティースプーン
Tea Spoon

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約157×28×21
■重さ
約9g

OBN-110 カレースプーン
Curry Spoon

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約193×38×23
■重さ
約16g

OBN-111 スープスプーン
Soup Spoon

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約180×40×30
■重さ
約15g

OBN-112 ヨーグルトスプーン
Yogurt Spoon

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約143×30×19
■重さ
約7g

OBN-113 アイスクリームスプーン
Ice-Cream Spoon

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約128×27×15
■重さ
約5g

OBN-114 もんじゃへら
Petit Scraper

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約114×27×6
■重さ
約4g

OBN-115 バターナイフ
Butter Knife

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約162×20×14
■重さ
約7g
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 ( オービーナチュレ ) 商品一覧
OBN-116 フルーツフォーク
Fruits Fork

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約128×20×12
■重さ
約4g

OBN-117 サラダフォーク
Salad Fork

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約157×22×21
■重さ
約8g

OBN-118 パスタフォーク
Pasta Fork

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約194×29×22
■重さ
約12g

OBN-119 計量スプーン（5cc）
Measuring Spoon (5cc)

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約71×42×12
■重さ
約7g
■容量
5cc

OBN-120 計量スプーン（15cc）
Measuring Spoon (15cc)

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約90×54×16
■重さ
約11g
■容量
15cc

OBN-121 コーヒーメジャースプーン（5g）
Coffee Measuring Spoon (5g)

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約116×41×19
■重さ
約8g

OBN-122 コーヒーメジャースプーン（10g）
Coffee Measuring Spoon (10g)

■材質
天然木（ビーチ材）ウレ
タン塗装
■サイズ（mm）
約130×45×40
■重さ
約30g

品番 品名 本体価格 税込価格 入数 JAN コード
OBN-101 お玉 2,000 円 2,200 円 6 4971884747328
OBN-102 ターナー 1,000 円 1,100 円 6 4971884747427
OBN-103 へら 1,000 円 1,100 円 6 4971884747526
OBN-104 へら 穴明き 1,000 円 1,100 円 6 4971884747625
OBN-105 炒飯しゃもじヘラ 1,000 円 1,100 円 6 4971884747724
OBN-106 サーバースプーン＆フォーク 2,000 円 2,200 円 6 4971884747823
OBN-107 取り分けスプーン 1,000 円 1,100 円 6 4971884747922
OBN-108 コーヒースプーン 450 円 495 円 12 4971884748028
OBN-109 ティースプーン 500 円 550 円 12 4971884748127
OBN-110 カレースプーン 750 円 825 円 12 4971884748226
OBN-111 スープスプーン 750 円 825 円 12 4971884748325
OBN-112 ヨーグルトスプーン 500 円 550 円 12 4971884748424
OBN-113 アイスクリームスプーン 500 円 550 円 12 4971884748523
OBN-114 もんじゃへら 450 円 495 円 12 4971884748622
OBN-115 バターナイフ 500 円 550 円 12 4971884748721
OBN-116 フルーツフォーク 450 円 495 円 12 4971884748820
OBN-117 サラダフォーク 500 円 550 円 12 4971884748929
OBN-118 パスタフォーク 750 円 825 円 12 4971884749025
OBN-119 計量スプーン（5cc） 600 円 660 円 12 4971884749124
OBN-120 計量スプーン（15cc） 700 円 770 円 12 4971884749223
OBN-121 コーヒーメジャースプーン（5g） 700 円 770 円 12 4971884749322
OBN-122 コーヒーメジャースプーン（10g） 800 円 880 円 12 4971884749421
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