刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』WW200

時間のない毎日でも道具にこだわりたい
ツールとしての確かな機能性はもちろんのこと、さらに女性の感性を形にした、
スタイリッシュなキッチングッズ。家事に、育児に、仕事に…と時間に追われ、毎
日が忙しい女性達の目から見て使いやすくて機能的なアイデアを生かし自ら創
りだしたキッチングッズです。
デザイン性の高いキッチングッズを使うことで、忙しい時も心にゆとりを持てた
ら…という思いから誕生しました。使いやすさが繊細な感覚を通してわかる、機

テーブルで邪魔にならないサイズ感のナイフ

能とおしゃれな感性を両立させたシリーズです。

名古屋の近郊ベッドタウンでもある三重県桑名市在住の女
性たちが集まる
「iCAP みえ COARA」
。

ホットケーキづくりで活躍するミキサー

メンバーは様々な経歴を持った女性たちで、デザインや商
品開発など
「経験・技術・意欲」
を生かし活躍しています。
そんなメンバーから生まれた魅力的なアイディアをサンク
ラフトが製品として形にしました。開発したメンバーが実際
に欲しいと思い、誰かの贈り物にしたいと思える商品ばかり
です。

オシャレで機能的なシリコーンスプーン

企画書WW200集合-202202

刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』WW200 商品一覧
WW-206 ケーキ＆パテナイフ(ホワイト合板)

WW ミキサー

Cake & Pâté Knife

Mixer

■材質/刃部:ステンレス刃物鋼、
柄部:積層強化木
■寸法/約206×31×13mm
■重量/ 47g

■材質/ポリプロピレン（耐熱温
度90℃）
■寸法/約254×45×9mm
■重量/ 20g

日本製

WW-207（ライムグリーン）

日本製

WW-208（ブラック）

WW-210 ミート＆ブレッドナイフ(ブラウン合板)

WW シリコーンスリムスパチュラ

Meat & Bread Knife

Silicone Slim Spatula

■材質/刃部:ステンレス刃物鋼、
柄部:積層強化木
■寸法/約221×25×13mm
■重量/ 42g

日本製

WW-211（グリーン）

WW-212（ブルー）

WW-209 ベジートング

WW シリコーン取り分けスプーン

Veggie Tong

Silicone Serving Spoon

WW-215（ブラック）

■材質/ハンドル：天然木、ヘラ：
シリコーンゴム・芯材ナイロン
（耐熱温度/200℃）
■寸法/約27×251×12mm
■重量/ 約24g［MADE IN CHINA］

WW-216（ブラック）

■材質/ハンドル：天 然木、ヘラ：
シリコーンゴム・芯材ナイロン
（耐熱温度/200℃）
■寸法/約62×200×27mm
■重量/ 約56g［MADE IN CHINA］

■材質/金属部：18 - 8ステンレススチー
ル、樹脂部：ナイロン(グラスファイバー
含む)（耐熱温度220度）スペーサー：ポ
リアセタール（耐熱温度100度）
■寸法/ 312×40×35mm
■重量/ 142g［MADE IN CHINA］

WW-213（グリーン）

品

番

品

WW-214（ブルー）

本体価格

税込価格

入数

JANコード

2,000円

2,200円

6

4971884827129

（ライムグリーン）

650円

715円

6

4971884827228

（ブラック）

650円

715円

6

4971884827327

1,800円

1,980円

6

4971884827426

2,000円

2,200円

6

4971884827525

名

WW-206

ケーキ＆パテナイフ

（ホワイト合板）

WW-207

ミキサー

WW-208

ミキサー

WW-209

ベジートング

WW-210

ミート＆ブレッドナイフ

WW-211

シリコーンスリムスパチュラ （グリーン）

1,100円

1,210円

6

4971884827938

WW-212

シリコーンスリムスパチュラ （ブルー）

1,100円

1,210円

6

4971884827914

WW-213

シリコーン取り分けスプーン （グリーン）

1,350円

1,485円

6

4971884828034

WW-214

シリコーン取り分けスプーン （ブルー）

1,350円

1,485円

6

4971884828010

WW-215

シリコーンスリムスパチュラ （ブラック）

1,100円

1,210円

6

4971884827952

WW-216

シリコーン取り分けスプーン （ブラック）

1,350円

1,485円

6

4971884828058

（ブラウン合板）

※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をして中国で製造したものです。
［MADE IN CHINA］

www.suncraft.co.jp

刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』〜WW200シリーズ

Meat & Bread Knife ミート&ブレッドナイフ
ハードパンやチーズ等
切り分けできるナイフ
刃先がギザギザだから、やわらかいものも切りやすい。
ハード系のパン、チーズ、フルーツのカットから、ロールケー
キやパウンドケーキの切り分けにも最適で常にテーブルに置
いておきたいナイフです。

先端部のとがった形状と
ギザギザの波刃で︑
食材に刃がスッと入ります︒

ストレートの刃付だから
果物の皮むきや食材の
切り分けに便利です︒
柄は積層強化木を使用︒

WW-210 ミート＆
ブレッドナイフ(ブラウン合板)
Meat & Bread Knife
■材質/刃部:ステンレス刃物鋼、鋲/ステンレス鋼、柄部:積層強化木
■寸法/約221×25×13mm ■重量/ 45g

日本製

品

番

WW-210

企画書WW210.20220201

品
ミート＆ブレッドナイフ

名
(ブラウン合板)

本体価格

税込価格

入数

JANコード

2,000円

2,200円

6

4971884827525

www.suncraft.co.jp

刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』〜WW200シリーズ

Cake & Pâté Knife ケーキ&パテナイフ
カットだけでなく、
クリームも塗れるナイフ
刃先がギザギザだから、やわらかいものも切りやすい。
先端がヘラとして使えるブレードです。ディップソースをパン
に付けたり、パンケーキやパウンドケーキの切り分けに。

ヘラとして使える
丸みのある
先端部。

ギザギザの波刃で︑
食材に刃がスッと入ります︒
ストレートの刃付だから
果物の皮むきや食材の
切り分けに便利です︒
柄は積層強化木を使用︒

WW-206 ケーキ＆
パテナイフ(ホワイト合板)
Cake & Pâté Knife
■材質/刃部:ステンレス刃物鋼、鋲/ステンレス鋼、柄部:積層強化木
■寸法/約206×25×13mm ■重量/ 46g

日本製

品

番

WW-206

企画書WW216.20220201

品

名

ケーキ＆パテナイフ （ホワイト合板）

本体価格

税込価格

入数

JANコード

2,000円

2,200円

6

4971884827129

www.suncraft.co.jp

刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』〜WW200シリーズ

Mixer ミキサー
手軽でスピーディ
混ぜやすいミキサー
小麦粉を水や卵と混ぜる際に、
ダマができにくい。あっという
間にスムーズな生地が出来あがる。パンケーキミックスに天
使い方は
こちら♪

ぷら衣、
ときタマゴ、おこのみ焼きなど、粉ものに最適です。手
軽に使えて、洗いやすくて収納にも場所もとりません。
WW-207ミキサー(ライムグリーン)
Mixer

ボールに沿ったカーブで
持ちやすく、混ぜやすい
デザイン。
厚みは9ミリ以下｡
収納にも困りません︒

■材質/ポリプロピレン(耐熱温度90度)
■寸法/約254×45× 9mm ■重量/ 20g

日本製

WW-208ミキサー(ブラック)
Mixer

先端のスリットで、液体をきるよ
うに混ぜ合わせます。
ダマができ
にくく、手早く混ざります。

品

番

品

名

■材質/ポリプロピレン(耐熱温度90度)
■寸法/約254×45× 9mm ■重量/ 20g

日本製

本体価格

税込価格

入数

JANコード

WW-207

ミキサー(ライムグリーン)

650円

715円

6

4971884827228

WW-208

ミキサー(ブラック)

650円

715円

6

4971884827327

企画書WW207.208-202202

www.suncraft.co.jp

刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』〜WW200シリーズ

Veggie Tong ベジートング
炒め物が、
これ一本で完結
定番料理の野菜炒めで大活躍。ヘラとフォークの形で食材
を上手に挟み込み、この一本で「混ぜて」
「炒める」
「盛りつ
ける」まで便利に使えます。スタイリッシュなデザインもポ
イントです。
ロック

ロック解除

ツマミを引き上げると
ロックされます。

開閉がラクにできる
設計しました

麺類もしっかり
掴めるフォーク形状

ヘラとフォークの形で
食材を上手く掴む

ワイドに開きます
（約13cm）

WW-209 ベジートング
■材質/金属部：18 - 8ステンレススチール、樹脂部：ナイロン
(グラスファイバー含む)スペーサー：ポリアセタール
■寸法/312×40×35mm
■重量/ 142g

食材が滑りにくく、
汁気が流れやすい表面の凹凸

先端がストレートだから
細かい物もつかみやすい

※この商品は、株式会社サンクラフトがオリジナルで企画設計をして中国で製造したものです。
［MADE IN CHINA］

品

番

WW-209
企画書WW209-202104

品

名

ベジートング

本体価格

税込価格

入数

JANコード

1,800円

1,980円

6

4971884827426
www.suncraft.co.jp

刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』〜WW200シリーズ

シリコーンスリムスパチュラ
スミまで残さず、
キレイにかき出す。
機能性にとことんこだわった先端形状で、細長い瓶やコー
ナーのある容器のスミまで気持ちいいほど届きます。北欧風
のカラーリングのシリコーンと天然木を合わせたお洒落なス
タイリングです。
WW-211 シリコーンスリムスパチュラ
（グリーン）
Silicone Slim Spatula

スミまで届く
先端の形

ヨーグルトや味噌などの四角い
容器も残さず取れます。

幅
入る
ろも
とこ
狭い

長いストレートで
一気にかき寄せます︒

■材質/ハンドル：天然木、ヘラ：シ
リコーンゴム・芯材ナイロン（耐熱
温度/200℃）
■寸法/約27×251×12mm ■重量/ 約24g

WW-212 シリコーンスリムスパチュラ
（ブルー）
Silicone Slim Spatula

パウチやつくりおきソースの取
り出しに手が汚れません。

■材質/ハンドル：天然木、ヘラ：シ
リコーンゴム・芯材ナイロン（耐熱
温度/200℃）
■寸法/約27×251×12mm ■重量/ 約24g

WW-215 シリコーンスリムスパチュラ
（ブラック）
Silicone Slim Spatula

フードプロセッサーも一気に取
れます。

柄は天然木です︒

長い瓶も置くまで楽々届きます。

■材質/ハンドル：天然木、ヘラ：シ
リコーンゴム・芯材ナイロン（耐熱
温度/200℃）
■寸法/約27×251×12mm ■重量/ 約24g

※この商品は、株式会社サンクラフトがオリジナルで企画設計をして中国で製造したものです。
［MADE IN CHINA］

本体価格

税込価格

入数

JANコード

WW-211

品

番

シリコーンスリムスパチュラ

（グリーン）

1,100円

1,210円

6

4971884827938

WW-212

シリコーンスリムスパチュラ

（ブルー）

1,100円

1,210円

6

4971884827914

WW-215

シリコーンスリムスパチュラ

（ブラック）

1,100円

1,210円

6

4971884827952

企画書WW211.212.215-202202

品

名

www.suncraft.co.jp

刃 物とキッチングッズ のサンクラフト

『働く女性のキッチングッズ』〜WW200シリーズ

シリコーン取り分けスプーン
取り分けなめらか、
テーブル彩る。
大皿料理の取り分けに大活躍の取り分けスプーン。耐熱性の
高いシリコーンだから、ホットプレートや人気の卓上調理器
にぴったり。北欧風のカラーリングのシリコーンと天然木を合
わせたお洒落なスタイリングです。
WW-213 シリコーン取り分けスプーン
（グリーン）
Silicone Serving Spoon

長いストレートで
キレイに料理をかき寄せます
シリコーン製だから温かい料
理にも安心です。

■材質/ハンドル：天然木、ヘラ：
シリコーンゴム・芯材ナイロ
ン（耐熱温度/200℃）
■寸法/約62×200×27mm
■重量/ 約56g

WW-214 シリコーン取り分けスプーン
（ブルー）
Silicone Serving Spoon

キレイに料理をかき寄せます。

シリコーンだから
カチャカチャ音がしません︒

■材質/ハンドル：天然木、ヘラ：
シリコーンゴム・芯材ナイロ
ン（耐熱温度/200℃）
■寸法/約62×200×27mm
■重量/ 約56g

WW-216 シリコーン取り分けスプーン
（ブラック）
Silicone Serving Spoon

柄は天然木です︒

■材質/ハンドル：天然木、ヘラ：
シリコーンゴム・芯材ナイロ
ン（耐熱温度/200℃）
■寸法/約62×200×27mm
■重量/ 約56g

和食器にもなじむ、グリーンと
ブルーの2色展開。和洋中どん
な料理にもなじみます。

※この商品は、株式会社サンクラフトがオリジナルで企画設計をして中国で製造したものです。
［MADE IN CHINA］

本体価格

税込価格

入数

JANコード

WW-213

品

番

シリコーン取り分けスプーン （グリーン）

1,350円

1,485円

6

4971884828034

WW-214

シリコーン取り分けスプーン （ブルー）

1,350円

1,485円

6

4971884828010

WW-216

シリコーン取り分けスプーン （ブラック）

1,350円

1,485円

6

4971884828058

企画書WW213.214.216-202202

品

名

www.suncraft.co.jp

