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※表示価格は全て税抜きです。
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～淹れる楽しみを提案する本格マシン～
１９０５年、イタリア経済の中心都市ミラノで創業したエスプレッソマシンの老舗。創業の
翌年ミラノ国際博覧会において発表したエスプレッソマシンはあらゆる点で非常に革命的で
あり、現在のエスプレッソコーヒーのスタイルを確立したマシンです。プロフェッショナル’
は当時のフォルムを伝える名機として、そのデザイン性からも高い評価を得ています。
●

２０１８．６月より価格改訂

イタリア経済の中心 ミラノ

※表示価格は全て税抜きです。

エスプレッソ・コーヒーマシン
Professional Lusso～プロフェッショナル ルッソ

大切にしたい プロのこだわり

【正規輸入品】

￥230,000

サイズ：縦27×横20×高30 cm
（箱）縦24×横41.5×高36cm
材質 ：スチール(クロムメッキ)、18-10ステンレス鋼、フェノール樹脂
重量 ：5.45ｋｇ
原産国：イタリア
JAN : 8010072005768

抽出量：800㏄(デミタスカップ16杯分)
電源 ：単層100Ｖ、50/60ＨＺ
電力 ：1,000Ｗ
付属品：プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)
メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)

■古き良き時代を今に伝える伝説的マシン
剥き出しの金属、ポンプを使わない抽出方法、詰め方で変わる味わい・・・
20世紀初頭に生まれたマシンのスタイルとフォルムをほぼ完全な形で残したのがこの
プロフェッショナルシリーズです。
この15年でエスプレッソコーヒーは大変ポピュラーになり、家庭用のカジュアルで手軽な
マシンがずいぶん広りました。 その一方でプロフェッショナルシリーズは頑なに100年前
のスタイルを貫き、類稀なそのストイックでシンプルなデザインと､コーヒーを淹れている
という実感が存分に楽しめるアナログ的な操作性は高い評価を得ています。
プロフェッショナル・ルッソ’について「便利です」「簡単です」とはご紹介しません。
あくまでコーヒーの楽しみを追求したマシンです。現代に欠けている時間や手間をかける
楽しみを提案しています。

パボーニの主な特長
● ジェット･ノズルでミルクフォーム作り
小型機では不可能とされていたカプチーノ用のミルク
フォームがすばやく、しか
もキメが細かく角が立つほ
どに出来上がります、あら
かじめ淹れておいたカフェ
エスプレッソにフォームを
そえれば、本場カプチーノ
の出来上がり。

●

大型機と同規格のプレッシャーゲージ
小型機の常識をやぶり、大型機のすべての
機能を活かした専門家むけのコンパクトマ
シンとして開発され
ました。プレッシャ
ーゲージの指針（圧
力計）がコーヒーの
抽出のタイミングを
知らせます。

●

軽いハンドル操作で美味しい
エスプレッソ

ハンドルレバーの操作で、シリンダー
内に送り込まれた
圧縮蒸気が、コー
ヒーパウダーをす
みずみまでうるお
し、スキュマ（泡）
にとむ豊かなカフ
ェエスプレッソを
抽出します。

エスプレッソ・コーヒーマシンプロフェッショナル新機種
PLH - LEGNO

PRG

（レーニョ）

（銅・18金メッキ）

￥260,000

￥320,000

JAN：8010072005720
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JAN：8010072196046

Nuova Point ～バール仕様のカップ＆ソーサー
１９７９年、ローマの北西に位置する陶磁器の町チヴィタカステラーナにて創業。バールやカフェで日常的に
使う肉厚で冷めにくい造りのカップなどを製造するメーカー。飽きのこないシンプルな形状と色合い、そして
耐久性を兼ね備えた製品はイタリア国内だけでなく、世界各国でも高い評価を得ています。

ヌォーバ・ポイント

Lattiere
ミルクサーバー

New Arrival

Latte Cup 200
Palermo

25cc
80cc

¥650

¥850

ラテカップ200ml
パレルモ

MADE IN ITALY

120cc

¥1,000
320cc

¥1,250
※1ケース６客入り(個箱なし)

Sugar Bowls

価格は１客分（カップ＆ソーサー）です。

バール仕様のカップ＆ソーサー

シュガーボウル

φ 96mm,H 57mm
200cc ソーサーφ 135mm

φ152mm,H104mm
ソーサーφ215mm

Cuore

Modello Palermo

Venezia

クオーレ(ES)

Palermo

φ64mm,H57mm 271g
66cc ソーサーφ117mm

パレルモ(ES)

Modello Sorrento

ヴェネツィア(ES)

Sorrento

φ59mm,H58mm 287g
60cc ソーサーφ117mm
JAN ：4539492100067

JAN ：4539492100098

ソレント(ES)

EspressoCup
各￥７５０
φ60mm,H55mm 318g
56cc ソーサーφ117mm
JAN ：4539492100043

φ68mm,H40mm 296g
55cc ソーサーφ117mm
JAN ：4539492100036

Cappuccino Cup

（パレルモ ラテ＆カフェオレカップ）

Amalfi

☆料理にも使えるちょっと
大きめのカップ
カプチーノカップより大き
めなカップですので、朝食
Porcelain
のシリアル、寒い日の
MADE IN ITALY
ポタージュやスープに
※表示価格は全て税抜きです。 もお薦めです。

アマルフィ(CP)

φ85mm,H62mm 475g
135cc ソーサーφ135mm
JAN ：4539492100050

Milk&Soup Cup

Pescara

Venezia

ペスカーラ(CP)

ヴェネツィア(CP)

φ108mm,H62mm 646g
260cc ソーサーφ153mm
JAN ：4539492100135

Trieste
トリエステ(CP)
Modello Venezia
Modello Amalfi

φ87mm,H68mm 468g
162cc ソーサーφ143mm
JAN ：4539492100104

φ89mm,H81mm 475g
165cc ソーサーφ143mm
JAN : 4539492100128
φ90mm,H69mm 468g
150cc ソーサーφ135mm
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Collezione per La Pasta
1932年北イタリアの自動車の町トリノ近郊で創業。合理的なパスタ作りのマシンを業務用、家庭用共に生み出す事に
成功したイタリアきってのパスタマシンメーカーとなり、インペリアの名前はパスタマシンの代名詞と言える程浸透して
います。その製品はイタリアだけでなく欧州各国、アメリカ、中東等でも高い評価を得ています。
※表示価格は全て税抜きです。

Personal Pasta Machine

パスタ・うどん・そば・
などの様々な本格的
生めんづくりに!!
専用レシピ付属

家庭用パスタ＆ヌードルマシン

インペリア ＳＰ１５０
IPS - SP150 ￥15,000
ローラー可動幅は0.2mm～3.0mm ６段階
約１５０mm幅（麺帯）のパスタができます。

標準ダブルカッター
（幅２mm/４mm）
Ｎｏ．２ (２mm幅)

専用補助プレート
幅2mm カッター
幅4mm カッター

Ｎｏ．３ (４mm幅)
サイズ：縦20×横19.4×高15.5㎝
重量 ：4.5kg
材質 ：スチール、クロムメッキ
原産国 : イタリア
ＪＡＮ ：8005782001490

インペリア SP150セット
IPS - SP150SET ￥18,500

Plus one
標準ダブルカッター（幅2mm/4mm）
にNo.4幅6.5mmカッターをセット。
３種類の幅で様々な麺が作れます。

Ｎｏ．２ (2mm幅)

Ｎｏ．３ (4mm幅)

Ｎｏ．４ (6.5mm幅)

No.4(幅6.5mm)
カッター付

￥9,600

Ｎｏ．1 (1.5mm幅)

ＪＡＮ：8005782002305

Ｎｏ．４ (6.5mm幅)

Ｎｏ．５ (12mm幅)

ＪＡＮ：8005782002602

ＪＡＮ：8005782002701

パスタ＆ブレッド クッキングマット

IPS - FC ‘フォリオ シェフ’ ￥6,500
汚れ難くて洗いやすい！熱に強くてしなやか！
素材は赤ちゃんの哺乳瓶の乳首に使われているシリコンと同じもので常
に柔らかく、汚れも一拭きでサッと取れます。また加熱したお鍋等を乗
せても溶けませんので、マルチなキッチンマットとしてもお勧めです。
材質：シリコン樹脂(ＳＬ70) 天然木(めん棒) サイズ：40×60㎝ 耐熱/冷：260℃／-60℃
付属：木製伸し棒付き
原産国：イタリア JAN : 8005782005900
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MADE IN ITALY

業務用パスタマシン

※表示価格は全て税抜きです。

電動式パスタマシン
手動式パスタマシン

インペリア R220
￥180,000

インペリア

電動式パスタマシン

Professional 220

インペリア RBT220
￥520,000

2019.10 New Model
￥420,000

重量：16.8Kg

重量：10.5 Kg
備考：ローラー可動幅 0.1～５mm
原産国：イタリア
サイズ：縦21.8×横33×高さ24.5㎝
ＪＡＮ：8005782000103

電源：単層110Ｖ、
50／60ＨＺ
電力：200Ｗ

重量：14.8Kg
電源：単層110Ｖ、50／60ＨＺ 電力：290Ｗ

備考：ローラー可動幅 0.1～ 5mm
原産国：イタリア

備考：ローラー可動幅 0.1～ 5mm
サイズ：縦22×横30×高さ25cm
JAN * 8005782000370

※手動でも使用できます。
サイズ：縦37×横37×高さ30cm
JAN : 8005782000479

重量

Restaurant

：10.5 Kg

サイズ：26.5×8.5×7.0cm

業務用共通専用カッター(別売)￥40,000

原産国：イタリア

No.1（1.5mm）

No.2（2mm）

No.3（4mm）

No.4（6.5mm）

No.5（12mm）

ＪＡＮ：8005782000608

ＪＡＮ：8005782000707

ＪＡＮ：8005782000806

ＪＡＮ：8005782000905

ＪＡＮ：8005782000950

ラビオリ型

‘ラビオランプ’ ￥4,500
材質

：アルミ二ウム
天然木(めん棒)
原産国：イタリア

IPS-RA12

12pcs

ＪＡＮ：8005782003104

IPS-RA18

18pcs

ＪＡＮ：8005782003159

IPS-RA24

24pcs

ＪＡＮ：8005782002800
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IPS-RA24

36pcs

ＪＡＮ：8005782002909

1938年北イタリアのヴェネツィアに程近いパドヴァで創業。家庭用のパスタマシンと製菓用品を長年に渡って
造り続ける、イタリア家庭用品界の老舗の一つです。特にパスタマシンは日本でも35年以上の長きに渡って販売
されており、その丈夫な作りと豊富な種類のアクセサリー類に高い評価を得ています。

パスタの国イタリア育ちの家庭向けパスタマシン
OMC０６

※表示価格は全て税抜きです。

パスタ・うどん・そばなどの
様々な本格的生めんづくりに!!
※専用レシピ付

パスタマシン（麺道楽）

‛アトラス 150 ’ ￥15,000
サイズ：縦21.5×20×15.7㎝
重量 ：2.35㎏
材質 ：スチール・クロ-ムメッキ、
硬質アルミ、ＡＢＳ樹脂
ＪＡＮ：8000011002057
カッター：２mm／3.5mm
原産国 ：イタリア

標準
ダブルカッター

'Spaghetti '

'Trenette '

約150mm幅のローラーとカッター
※ローラー可動幅：0.3～3.0mm
９段階のピッチ（全機種共通)

OMC17(ピンク) パスタマシン
ＯＭＣ０2 パスタマシン

アトラス 150 ウェルネス ￥15,000

‘アトラス 180'

￥18,000

サイズ：縦19.4×23.3×15.7㎝
重量 ：2.75㎏
材質 ：スチール・クロ-ムメッキ、
硬質アルミ、ＡＢＳ樹脂
ＪＡＮ：8000011002200
カッター：1.5mm／6..5mm
原産国：イタリア

サイズ：縦21.5×20×15.7㎝
重量 ：2.35㎏
材質 ：スチールクロ-ムメッキ、
硬質アルミ
ｶｯﾀｰ ：２mm／3.5mm
原産国：イタリア
JAN : 8000011002446

※ １８０mm幅のローラーとダブルカッター
（幅２ｍｍ/３．５ｍｍ）

アトラス150専用カッター（別売） 各 ￥5,500 （そば・うどんにも）
VERMICELLI

MAFALDINE

南イタリアでポピュラーな細
めのパスタ。細い分、さらり
と食べ易いのど越しが特徴で
す。魚介類のサラリとした味
わいのソースに最適なパスタ
です。冷製にもおすすめ。

本来は両サイドが波打った
パスタですが、ギザギザにし
て再現した物。肉のソースは
もちろん、野菜等との相性も
良い形状の平打ちパスタです。

CAPELLINI

LINGUINE

SPAGHETTI CHITARRA

バジルペーストにはこれが最高
本場ジェノバではバジルにはリ
ングイーネが当たり前なほどで
す。またオイルソースにも相性
の良い万能型の親しみ易いパス
タです。

ACCESSORIES

マルチ・パスタカッター。
ＯＭＣ０５

ＯＭＣ０8

パスタドライラック
￥6,800

※現在の色は
黒のみです。

サイズ：＜閉時＞幅16×高24㎝
：＜開時＞径44×高37㎝
重量 ：700 g 耐久重量：2 kｇ
材質 ：スチール・クロムメッキ
ＡＢＳ樹脂
ＪＡＮ：8000011002088
原産国 ：イタリア
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パスタバイク
￥3,200

サイズ：縦15×14.5×４㎝
重量 ：160 g
材質 : スチール
クロ-ムメッキ、
ＡＢＳ樹脂

ＪＡＮ
原産国

：8000011002156
：イタリア

ラゴスティーナ製品カタログ
LAGOSTINA COLLEZIONE

1901

OMEGNA - ITALIA

１８－１０ステンレス

2017

１９０１年イタリア北部ピエモンテ州のオメーニャ生まれ。 ※表示価格は全て税抜きです。

あなたの伝えたい味を、ラゴスティーナで

PRESSURE COOKER
ラ
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ナ
圧
力
な
べ
「
落
と
し
ぶ
た
方
式
」

NOVIA VITAMIN
ノビア・ビタミン
ラゴスティーナ初・
２段階の圧力設定機能
ノビア・ビタミン
スチームバスケット付き
3.5 ℓ ￥32,000

２５年保証で、長く安心
してお使いいただけます
ノビア・ビタミン
スチームバスケット付き
５ ℓ ￥35,000

イタリア商事オリジナル

DOMINA CASA MIA
ドミナ・カーサミア
スチームバスケット付き
普通ぶた（製品に付属）
５ ℓ ￥42,000

ドミナ・カーサミア

圧力なべ
普通ぶた２２ｃｍ
（日本製）￥4,600

優れた熱伝導と美しさを誇る、
本格３層構造の「ラゴプラン」底面

使いやすさを重視したイージーオープンシステム

底面は熱伝導に優れたアルミニウムの上下を耐久
性に優れ美しい輝きを持つ 18-10ステンレス鋼と
18-0ステンレス鋼で挟んだ本格３層構造。均一な
熱伝導で、素早くおいしく調理します。

メロディア ラゴフュージョン

フライパン
２６ｃｍ ￥25,000
他２２/２４/２８ｃｍ

N E W S A L V A S PA ZI O

ニ
ュ
ー
サ
ル
ヴ
ァ
ス
パ
ッ
ツ
ィ
オ

ソースパン（蓋付）
１６ｃｍ ￥23,000
他１４/１８ｃｍ

ソテーパン（蓋付）
２４ｃｍ ￥32,000
他２６ｃｍ

NEW SALVASPAZIO
ニューサルヴァスパッツィオ
これぞ、イタリア流の「省スペース」。使い
勝手の良さに加えて、細部に渡る美しい曲線
もお感じいただけるシリーズです。
シチュウポット（蓋無）
１８ｃｍ ￥14,950
他１４/１６/２０ｃｍ

ラゴプラン

ソテーパン（蓋無）
２４ｃｍ ￥19,550

フライパン
２６ｃｍ ￥19,550
他１８/２０/２２/２４ｃｍ

ガラスふた 16cm ￥4,370 / 18cm
22cm ￥5,180 / 24cm

着脱式片手ハンドル￥5,500
/両手ハンドル￥2,300

ステンレス クリーナー

￥4,600 / 20cm ￥4,830
￥5,520 / 26cm ￥5,750

PASTAIOLA PIU
パスタイオーラ・ピュウ

K I T C HEN T O O L

キッチンツール

スピカ
￥1,380

キッチンツール６点セット
（ラック付き） ￥11,500
左からエッグウイスク/レードル小
ウイスク/ターナー/スパゲティサー
バー/レードル

パスタイオーラピュウ
１８ｃｍ ￥23,000
２２ｃｍ ￥34,500

ラゴプラン
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パ
ス
タ
イ
オ
ー
ラ
・
ピ
ュ
ウ

PASTAIOLA PIU

KITCHEN TOOL
キ
ッ
チ
ン
ツ
ー
ル

シチュウポット（蓋付）
２０ｃｍ ￥28,000
他１６/２４ｃｍ

なめらかで美しい二つの
曲線は、継ぎ目に至るま
で優美さをたたえていま
す。持ちやすい取っ手と
ふたつまみは、機能性も
秀逸です。

メ
ロ
デ
ィ
ア

MELODIA

MELODIA LAGOFUSION

1946 - 2019

1946-2016

レーニョアート

2019

ANNIVERSARY

レニョアート社は戦後間もない1946年、北イタリアのオルタ湖畔で創業した木製品のメーカーです。森林の少ない地中海性気候の国イタリアに
あって、貴重な木材と金属をミックスさせた製品を特徴としています。近年ではルカ・トラッツィやカルロ・コンティン等の若手のデザイナーによる
インテリア性に優れた商品を発表し、ドイツやフランス、ベネルクス各国を中心に欧州で高い評価を得ています。エコロジーの点からいち早く竹材
を取り入れた先進的作品を発表してきたましたが、近年伝統的な落ち着いた北イタリアらしい作品にも再び取り組み始めました。

prosciutto
New Arrival
prosciutto
Cutting Board
CN - L

※表示価格は全て税抜きです。

garni
garni
Breakfast Tray
TR-10(Maple)/TR-11(Walnut)
TR-11

ブレックファースト トレー
￥5,500

カッティングボード
プロシュート
￥7,500
サイズ： 長さ50.0×23.0×3.2 ㎝
CN-L

材質 ： 天然木（ブナ材）
TR-10

JAN : 8032732820000

Serving Tray
サービングトレー

サイズ：
長さ36.0×28.0×1.5 ㎝
材質 ： 天然木

TR-10

LT-20(Maple)/LT-21(Walnut)
リーフ大 ￥5,600

JAN : 8032732821679 TR-11

Ieaf
Ieaf

Serving Tray
LT-10(Maple)/LT-11(Walnut)
サービングトレー
リーフ小 ￥3,800

LT-21

LT-20

JAN : 8032732821709

LT-10
LT-11
サイズ：長さ44.5×25.0cm
Design： Enrico Albertini
LT-20

サイズ ：長さ33.0×19.5 ㎝ 材質：天然木
Design： Enrico Albertini
原産国 ：イタリア

材質：天然木
原産国：イタリア

JAN : 8032732827268

LT-21

JAN : 8032732827275

LT-10

vivanda
vivanda
Serving Tray

adamo
adamo
FT-11

Serving Tray

RT-10(Maple) RT-11(Walnut)

LT-10(Maple)
LT-11(Walnut)

サービングトレー
￥11,000

サービングトレー
アダモ
￥11,000

RT-10

FT-10

RT-11
サイズ ：長さ40.5×41.0 ㎝
材質
： 天然木
Design： Daniel Eltner 原産国 ：イタリア

サイズ ：長さ51.0×36.0×4.0 ㎝
材質
： 天然木
Design： Enrico Albertini
原産国 ：イタリア
RT-10

JAN : 8032732827237 LT-11 JAN : 8032732827244

FT-10

JAN : 8032732825424 RT-11 JAN : 8032732821600
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JAN : 8032732821532

FT-11

JAN : 8032732821518

Legnoart
＜The Art of Living ＞

snowflake

※表示価格は全て税抜きです。

snowflake

panis
panis
BB-N2

Fruit Basket
FB-10T

ブレッド

フルーツバスケット

パニス

スノウフレーク

￥20.000

￥10,000
直径32×高さ15.5cm
Design:Carlo Contin

FB-10T JAN :8032732827015

Breadbox

サイズ：36.0×20.0×24.0cm
材質 ：天然木、人工皮革
Design：Federico Arquint 原産国イタリア

材質：天然木、ステンレス
原産国：イタリア

BB-N2 JAN : 8032732821280

tullys
tullys

conico
conico

Kitchen Tool
キッチンツール
タリーズ

Multi-Grater

各￥800

GC-10

マルチグレーター
コニコ ￥8,500

BU-1：キッチンスプーン
BU-2：スパチュラ
BU-3：キッチンフォーク
BU-4：穴あきスプーン

材質：天然木(ブナ材)
ステンレス鋼(リング)
原産国 ：イタリア
BU-1 JAN : 8032732825905
BU-3 JAN : 8032732825929

直径/１２×高さ２８.５ｃｍ 材質：天然木、ステンレス
Design :Antonio Cos
原産国：イタリア

BU-2 JAN : 8032732825912
BU-4 JAN : 8032732825936

JAN : 8032732827022

CK-1

lattevivo
lattevivo

polo
polo

CK-1 DX

CK-5

Cheese Knife Set

Cheese Knife Set

CK-3M

チーズナイフセット
CK-1 ¥12,000 CK-1DX ¥14,000

チーズナイフセット
CK-3M （３p セット） ¥12,000
CK-5 （５p セット） ¥14,000

クリームチーズナイフ/ハードチーズナイフ/ソフトチーズナイフ
サイズ：長14.5×2.8cm (箱：25.0×17.0×5.0㎝)
材質 ：ステンレス、天然木
木製(ｹｰｽ)
Design：Enrico AlbertiniI
原産国：イタリア
CK-1 JAN : 8032732824984

CK-1DX

JAN : 8032732824984

サイズ：CK-3M 箱：25.0×17.0×5.0㎝ CK-5 箱：39.0×21.0×4.5㎝
材質 ：ステンレス、天然木 木製(ｹｰｽ)
Design：Enrico AlbertiniI
原産国：イタリア
CK-3M JAN : 8032732824946

CK-5

JAN : 8032732821143

1946-2016
ANNIVERSARY

L’articolo per vino
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L’articolo per vino

1946 - 2019
ワイングッズ

Legnoart
＜The Art of Living ＞

crook

marea
marea

crook

※表示価格は全て税抜きです。

Decanting Set

Bottle rack

SD-2
デキャンタ
クルーク

￥20,000

WR-2
サイズ：30.7×24.5×26cm 材質：天然木(樫)
Design：Enrico Albertini 原産国：イタリア

ワインラック

マレア ￥16,000

サイズ：径22×25cm (ｽﾀﾝﾄﾞ16,7×31.5㎝)
材質 ：無鉛吹きガラス、ステンレス (ｼﾞｮｳｺﾞ)天然木(トネリコ材)
Design：Enrico Arberutini
原産国：イタリア

JAN : 8032732825462

Primitivo
Primitivo

JAN : 8032732828395

New Arrival
Sommelier Corkscrew

ソムリエコルクスクリュー

Roero
Roero

プリミティーヴォ

ロエロ

WF -5 ￥6,000
材質：ステンレス鋼、天然木、 木製(ｹｰｽ)

elixir
elixir

Decanting Set
デキャンタ
エリクシール

JAN : 8032732820000

WF-3 BC （Oak wood ）

WF -3BC ￥14,000
材質：ステンレス鋼、天然木、
皮革(ｹｰｽ)

DB-1
￥10,000

JAN : 8032732820000

WF-3 FX （Deer&Ram horn ）

WF -3FX ￥24,000
材質：ステンレス鋼、水牛、
羊角、 皮革（ｹｰｽ)
JAN : 8032732820000

サイズ：長14.5×2.8cm ( 箱：20.0×20.0×5.0㎝)
Design：Enrico Albertini
原産国：イタリア

サイズ：長14.5×2.8cm
( 箱：20.0×20.0×5.0㎝)
Design：Enrico Albertini
原産国：イタリア

ソムリエコルクスクリュー

WF-1

ゲンメ

サイズ：最大径16.5×高26cm
材質 ：無鉛吹きガラス
天然木(トネリコ材)
Design：Bjorn Blisse
原産国：イタリア
JAN : 8032732824823

ghemme
ghemme

WF-1 DX

WF-1 HX （Buffalo horn ）

専用ケース（皮革）

WF-1 FX （Deer horn ）

ゲンメ・メタル
(ダブルアクション）

（ダブルアクション）
サイズ：長14.5×2.8cm
( 箱：20.0×20.0×5.0㎝)
Design：Enrico Albertini
原産国：イタリア

WF -1

￥11,000

WF -1SX
WF -1 HX ￥17,000

材質：ステンレス鋼、天然木、木製(ｹｰｽ)

材質：ステンレス鋼、水牛､木製(ｹｰｽ)

JAN : 8032732824922

JAN : 8032732821754

WF -1 DX ￥12,000

WF -1 FX ￥22,000

材質：ステンレス鋼、天然木､木製(ｹｰｽ)

材質：ステンレス鋼、鹿角､木製(ｹｰｽ)

JAN : 8032732824939

JAN : 8032732821761
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L’articoli del ‘Bambu’

￥13,000
サイズ：長14.5×2.8cm
(箱：17.5×7.5×4.8㎝)
材質：ステンレス、鉄、樹脂、
Design：Enrico AlbertiniI
原産国：イタリア
JAN : 8032732824946

L’articoli del ‘Bambu’
～竹材を使ったエコロジック商品～
※このページの商品はイタリア・レニョアート社により企画・デザイン・設計されたものを中国にて生産しています。

バンブーキッチンツール

バンブーキッチンツール

‘アニマ'

バンブーキッチンツール

‘アニマ’ サラダセット
SMN-19
￥2,500
(スプーン＆フォークセット)

各￥1,300

SMN-13：キッチンスプーン
SMN-15：キッチンフォーク
SMN-17：穴あきスプーン

※表示価格は全て税抜きです。

SMN-14：スパチュラ
SMN-16：ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻｰﾊﾞｰ
SMN-18：ｽﾓｰﾙｽﾌﾟｰﾝ

‘アニマ' 6本ｾｯﾄ
US-10 ￥8,500
材質 ：竹材、ステンレス鋼(ホルダ)
Design：Enrico Albertini
JAN : 8032732823314

材質
：竹材
Design：Enrico Albertini
JAN : 8032732823291

材質
：竹材
Design：Enrico Albertini

原産国 ：中国

原産国 ：中国

原産国 ：中国

チーズグレーターセット

ブレッドボックス

カッティングボード

ドミノ’

‘フレスコ’

‘アレナ’

MG-10 ￥8,000

BB17-dx

材質
：竹材、ステンレス鋼
Design：Enrico Albertiniｉ
JAN : 8032732823123

原産国 ：中国

備考

マルチチーズグレター

CB -10 ￥10,000

‘コニコス'
SMN-35

材質
：竹材、ステンレス鋼(ﾅｲﾌ)
Design：Enrico Albertini

材質
：竹材
Design：Enrico Albertini：
JAN : 8032732823017

原産国 ：中国

原産国 ：中国

￥30,000

￥６,000

直径 :１２×高さ２８．５ｃｍ
材質 :バンブー、ステンレス

原産国：中国

：ブレッドナイフ付

JAN : 8032732823383
Design : Antonio Cos

ﾍﾞｰｽ付ﾃﾞｨｯｼｭ ﾀﾞﾌﾞﾙ
ﾍﾞｰｽ付ﾃﾞｨｯｼｭ ﾄﾘﾌﾟﾙ

ﾍﾞｰｽ付ﾃﾞｨｯｼｭ ｼﾝｸﾞﾙ
‘ポール’ SB -10 ￥12,000

‘デュオ’

材質
：竹材、ステンレス
JAN : 8032732823031

材質
：竹材、ステンレス
JAN : 8032732823048

原産国 ：中国

原産国 ：中国

SB -11

￥8,000

‘トリオ’
SB -12

￥12,000

材質
：竹材、ステンレス
JAN : 8032732823055

原産国 ：中国

グラスジャー

‘スーパートリス

デキャンタ

３個セット
SJ-10 ￥8,000

‘エリクシール

材質
：竹材、グラス
Design：Enrico Albertiniｉ
JAN : 8032732823161

原産国 ：中国

’DB -10 ￥10,000

ステーキナイフセット￥15,000

材質：クリスタルガラス /竹材
JAN : 8032732823543

ST-10 ( ﾌﾞﾗｯｸ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾚｯﾄﾞ )

原産国 ：中国
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開時/直径17.2×高さ31cm
閉時/幅7×高さ35cm

1889年に北イタリア・マントヴァにて創業した、イタリア有数のキッチンウェアメーカー。
1920年代よりアルミを素材としたキッチン用品を生み出し、特にフライパンやグリルパン
の生産に注力。現在、その独創的で高い品質と性能を誇る製品はヨーロッパを中心に
高い評価を得ています。

バラリーニ

Positano

バラリーニ社・I H対応製品のスタンダードモデル。

- ポジターノ -

4.5mmの本体厚とバラリーニ独自の底面形状で変形に強く耐久性に
優れた高品質なポジターノモデル、ドット状に埋め込まれた底の金属
プレートが高い熱効率を発揮します。

MADE IN ITALY

●３層フッ素コーティング、（外面）シリコンコーティングで汚れがつきにくい
※表示価格は全て税抜きです。

20cm BAPO103120 ￥

フライパン

9,000

（径2０/長36/深4.2cm/重量700g/JAN : 8003150470992）

24cm BAPO103124 ￥ 10,000

フライパン

フライパン

（径24/長43/深5.7cm/重量1000g/JAN : 8003150471005）

26cm BAPO103126 ￥ 11,000

フライパン

（径26/長45/深5.7cm/重量1150g/JAN : 8003150471012）

28cm BAPO103128 ￥ 12,000

フライパン
深型フライパン

（径28/長47/深5.7cm/重量1300g/JAN : 8003150471029）

深型フライパン 24cm BAPO102124 ￥ 11,500

●IH対応

（径24/長43/深6.3cm/重量1150g/JAN : 8003150471050）

深型フライパン 28cm BAPO102128 ￥ 12,500

本体厚4.5mm

（径28/長47/深6.8cm/重量1350g/JAN : 8003150471067）

原産国 ：イタリア
備考
：箱入り

材質：アルミニウム、樹脂塗装(内面/フッソ樹脂加工) 取っ手/フェノール樹脂

Taormina

●

IH 対応 本体厚6.5mm

原産国 ：イタリア
備考
：箱入り

- タオルミーナ ガラス蓋
28cm
別売り

ウオックパン 28cm

BATA107128 ￥ 13,000

（径28/長48.5/深8.5cm/重量900g/JAN ： 8003140451299 )

☆重厚であり、しなやか！
6.5mm の本体は重厚であり、変形にも強いのが特徴。一方で、
グリップはしなやかなシリコン樹脂を採用しているので扱い易
くなっています。底面は充分に厚く、金属プレートを入れてＩＨ
対応化して高い蓄熱効果を発揮します。

☆チタンベースのコーティング
タオルミーナの最大の特徴はその内面コーティングにあり、フッ素樹脂の前
にチタンをコーティングしています。チタンの硬度はダイヤモンドの次と言
われる高い硬度をほこり、その為タオルミーナの表面は外部からのキズに大
変強くなっています。地金が出にくく、ひいては焦げ付きにくいのが特徴です。
材質：本体/アルミニウム、樹脂塗装(内面/フッ素樹脂加工)
取っ手/シリコン樹脂・アルミニウム : 蓋/ガラス

- Firenze -

軽くて丈夫そして経済的！大人気のウォックパン に日本の家
庭用エッグパンが新登場!! さらにクレープパンとオーブン
ディッシュが追加になりました。フッ素樹脂加工でこびり
付かずお手入れが簡単で使い易いと大評判です。

（フィレンツェ）

※理想的な厚さ3.0ミリの
アルミ板採用 ！

エッグパン 13/18cm

BAFR105113

￥3,800

（縦34/横13.5/深さ3.7cm/重400g/JAN8003150 453421)

スタンダードモデルにふさわ
しく、厚過ぎず薄すぎず、軽
くて丈夫。使いやすさを追求
した理想的なモデル！

ウオックパン 24cm

BAFR107124

￥3,800

（径24/長さ41/深さ7.0cm/重660g/JAN8003150451923

ウオックパン

28cm

BAFR107128

￥4,800

（縦28/長さ45/深さ7.2cm/重755g/JAN8003150451939

Wok pan

ウオックパン

エッグパン

材質：本体/アルミニウム、 樹脂塗装(内面/フッ素樹脂加工) 取っ手/フェノール樹脂 ※ＩＨには対応致しません。

- Strumenti -

ストゥルメンツ

Grill pan
取っ手可動式
（たたんで収納）

道具と言う意味から名付けられたシリーズ名!! 調理器具
というより調理道具をイメージしたバラリーニの新作

グリルパン

BAST1041 ￥7,000

縦24.5横24.5(取手含む47）/深3.7cm /重900g
JAN : 8003150453513

材質：本体/アルミニウム、樹脂塗装(内面/フッ素樹脂加工) 取っ手/天然木、ステンレス ※ＩＨには対応致しません。
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Assicurate Spazio di piu
※表示価格は全て税抜きです。

クリック＆クック

①簡単操作で取っ手をたたみ、スパッと収納！

②真骨頂！鍋の中にスパッと収納！
この様に鍋の中にスパッと最も
効率の良い収納が可能になり
ます。何かと煩わしくなる鍋の
置き場所にもう迷うことはあり
ません。

クリック＆クックのテーマ「収納性」のカギになる
「たためる取っ手」を実現します。クリックシステムは
とにかく簡単な操作で最大限のスペースを確保しています。

④蓋ツマミをパタン！
ツマミの折たたみが可能！

③軽い密封を可能にする摩訶不思議な便利グッズ

グラスリッドは大きくて使
いやすいだけでなく、ツマ
ミは折畳みが可能。収納が
更に効率良くなっています。

シリコンカバーはワンプッシュで
鍋を軽く密封でき、簡易的ストッカー
に変身させる 摩訶不思議な便利グッズです。

深型キャセロール16cm BACL1010-16 ￥7,000
（幅20～27.5/深7.8㎝ /JAN：8003150448007）

深型キャセロール20cm BACL1010-20

￥8,000

（幅24～31.5/深9.2㎝ /JAN：8003150448014）

深型キャセロール24cm BACL101024

￥9,000

ガラス蓋

16cm BACL200016

￥2,000

JAN：8003150448038

（幅28～35.5/深11.5㎝/JAN：8003150448021）

20cm BACL200020

￥2,200

JAN：8003150447994

浅型キャセロール24cm BACL1020-24 ￥8,000

24cm BACL200024

（幅28～35.5/深7.4㎝ /JAN：8003150447983）

￥2,400

JAN：8003150448052

浅型キャセロール28cm BACL1020-28 ￥9,000

28cm BACL200028

（幅32～39.5/深7.6㎝ /JAN：8003150447994）

JAN：8003150448069

￥2,600

シリコン蓋
Ｓ(14～20cm ) BACL3000S ￥2,000
径22cm /JAN：8003150449745

Ｍ(20～24cm ) BACL3000M ￥2,400
径27cm /JAN：8003150449752

Ｌ(24～28cm ) BACL3000L ￥2,800
径32.3cm JAN : 8003150449769

材質：アルミニウム、樹脂塗装(内面/フッソ樹脂加工) 取っ手/フェノール樹脂

■「イタリアらしさ」のこだわり
BALLARINIの製品はフライパンだけでなく、常に料理をする上での「楽しさ」や「便利さ」等の要素を重視しています。日本人の感覚では「おや？」
と思う様なイタリア人らしい感性やこだわりを提供しています。

Doppia Pasta

ドッピアパスタ
（パスタパン）
BAPSD ￥15,000
※ＩＨには対応致しません。
原産国：イタリア
サイズ：径24cm 重量 ：2.5㎏
ＪAN ：8003150420447

☆コランダーが二つ！パスタと野菜が同時に
茹でられる、ありそうでなかった新しいスタイル！
ドッピアパスタはパスタを、効率よく茹でる為に考え
られた新感覚のパスタ鍋です。コランダが二つに分れ
ているので、パスタを茹でながら野菜等を一緒に茹で
られるので、食材のエキスを逃しません。また、各々
のタイミングで茹でられるので、後で分けるなどの煩
わしさもありません。

材質：アルミ二ウム（本体）、ステンレス(ﾊﾞｽｹｯﾄ）ガラス(蓋) ポリアミド樹脂(ﾂﾏﾐ)、シリコン樹脂(取っ手)

折たたみ式水切り

- ScolaTutto （スコラトゥット）

BASC
￥2,000

厚さわずか

cm

畳んで省スペース！ 家でも野外でも大活躍のアイデア商品！
キッチンでは何かとスペースを確保したいものです。スコラトゥット
なら使う時だけ広げ、収納の時はスパッと畳め場所をとりません。

ブルー

レッド

ホワイト

サイズ：(開時)24.5×32.5×22cm (閉時)23.7×30×2cm
材質 ：ポリプロピレン 生産国：イタリア
備考 ：パスタなら八人前の大容量 畳むと厚さは2㎝程度になります。
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EGIZIA
COLLEZIONE PER
BUONGUSTAI

by Simonetta Doni
100% h a n d M a d e i n I t a l y

エジツィア

ペ ル ケ・ノ

トスカーナ州ポッジボンシに拠点をもつ高級ガラスメーカー。
エット―レ・ソットサスを筆頭に内外のデザイナー達とのコラボ
レーションで高品質のガラス製品を生み出している。 その特徴
として、 純度の高い銀を使った模様やデザインを織り込み、 そ
の優雅で親しみやすいアーティスティックな製品は欧米各国
を中心に高い評価を得ている。

テーブルウエアに新提案 !! 卓上に『豊かで楽しい』を
日々使う日用品だからこそ、「豊かさ」 を与えたい、 そんな想い
から生まれたのが「ペルケ・ノ」 のシリーズ 。 コミカルな表示が
記されており、それらに純度の高い銀

(純度980)を用いています。
日々の生活の中で、より豊かな要素を
加えた新しい提案。 それが「ペルケ・ノ」
のテーマなのです。

※表示価格は全て税抜きです。
25 C L
H 13 CM

-

∅ 7 CM

オリエーラ 250ml 各￥6,000
C 204 6770 OLIO(オイル)
JAN: 8033182827471

C 208 6770 ACETO（ヴィネガー）
JAN:8033182827518

C 210 6770 SOIA（醤油）
JAN:8033182827532

OLIO(オイル)

材質：本体/ガラス キャップ（注ぎ口）/ステンレス
パッキング /シリコン樹脂
ガラス文字 /シルバー（純度980）
原産国：イタリア

ACETO(ｳﾞｨﾈｶﾞｰ) SOIA(醤油)

オリエーラ 500ml 各￥8,000

C 200 6760 OLIO(オイル)

50 C L
H 21 CM

-

∅ 7 CM

JAN:8033182820861

C 202 6760 OLIO+AROMA
（アロマオイル）
JAN:8033182827457
材質：本体/ガラス キャップ（注ぎ口）/ステンレス
パッキング /シリコン樹脂
ガラス文字 /シルバー（純度980）
原産国：イタリア

OLIO(オイル) OLIO+AROMA
(アロマオイル)

オリエーラ （ロング）250ml
各￥6,000
C 204 6770 OLIO(オイル)

25 C L
H 17 CM

-

∅ 5.5 CM

JAN: 8033182827471

C 208 6770 VERGINE（ヴァージン）
JAN:8033182827518

C 210 6770 ACETO（ヴィネガー）
JAN:8033182827532

■オリエーラとは？ ・・・・・

OLIO

VERGINE ACETO

(オイル)

(ヴァージン） (ｳﾞｨﾈｶﾞｰ)

キャップ

材質：本体/ガラス キャップ（注ぎ口）/ステンレス
パッキング /シリコン樹脂
ガラス文字 /シルバー（純度980）
原産国：イタリア

イタリア語で卓上のオリーブオイルやヴィネガーの入れ物の事。日本人の醤油入れの様な位置づけです
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P E R
T O

C O N D I R E
B E N E
S E A S O N W E L L

１０

ソルト
H 7.5

CM

- ∅7

C 212 6750

CM

材質：本体/ガラス
蓋/ステンレス
ガラス文字 /シルバー（純度980）
原産国：イタリア

SALE(ソルト)

￥4,000

JAN:8033182820878

ペッパー ￥4,000

C 213 6750
PEPE(ペッパー)

JAN: 8033182820885

トレー(木製) ￥6,000
C 020 2001 WENGE

H 4 CM X L 19 CM

JAN:4539492200071

C 030 3001 ナチュラル
JAN:4539492200088
材質：天然木
原産国：イタリア

トレー(アクリル)

￥3,500

C 010 1003

H 5 CM X L 19 CM

JAN:4539492200095
材質：アクリル樹脂
原産国：イタリア

ワイングラス （２pcs セット）
H 19.5 CM - ∅ 8
Box 2 Pcs

各￥6,500

CM

C 266 6790
JAN:4539492200101

C 267 6790
JAN:8033182827938

C 268 6790
JAN:8033182827945

VINO(ワイン)

ハッピーアワー・グラス

ROSSO(赤)

BIANCO(白)

材質：本体/ガラス
ガラス文字 /シルバー
（純度980）
原産国：イタリア

※製品は全て箱入りです。
￥5,000

HAPPY YOUR GLASS

INTERNATIONAL COCKTAIL
C3067307,

WINE CACKTAIL
C3077307

JAN:4539492200132

JAN:4539492200149
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

100% ITALIANO

フラテッリ トゥッリ社は1951年に創設されました。ヴェローナ地方の古い搾油所の中でも特に長い歴史を持つ会社です。ガルダ湖東岸に
位置し、その地域が持つ特殊な気候の恩恵を最大限に受けています。ガルダ湖はオリーブ栽培の北限の緯度（北緯45度）にありながら、冬
でも平均気温が2～3度と温暖で地中海のような気候です。それはガルダ湖を囲むアルプス山脈の高い山々が、冷たい風を防いでくれている
からであり、この気候が北部オリーブオイル
の特徴である繊細でフルーティーな余韻のあ
る優しい風味を生み出しています。

Fratelli Turri

OLIO DI FRANTOIO

フラテッリ トゥッリ 社
※表示価格は全て税抜きです。

GARDA Orientale D.O.P 「 ガルダ オリエンターレ D.O.P.」
酸度 0.2%
250ｍｌ ￥3,400
イタリア農林政策省規定 D.O.P.（Denominazione di Origine Protetta)､
「原産地保護呼称」認定を受けています。
このオイルに使われるオリーブはカーサリーバ種を中心とし、その他フォルト種、
レッチーノ種、モライオーロ種、ペンドリーノ種が使われています。さらっと軽
く調和のとれた味わいで、フルーティーでアーティチョークの特徴を感じ、食後
にアーモンドの余韻が残ります。
JAN:8001243 004055

2003 地中海オリーブオイル鑑定士協会
ＵＭＡＯ( Unione Mediterranea Assaggiatori di Olio )
最優秀オリーブ品種賞受賞

Ｄ.Ｏ.Ｐ
認定
マーク

BIOLOGICO RUSTICO「 ルスティコ 」
オーガニック（有機）EXV
酸度 0.3%
500ｍｌ ￥3,400
ＥＵ基準
（ＢＩＯ）
認証マーク

有機JASマーク

CCPB

このオリーブオイルは世界基準に合ったオーガニック
農法を1989年からいち早く取り入れ生産を始めました。
"RUSTICO"（ 田舎の、素朴なの意 ）はイタリアの認
定機関 Consorzio Prodotti Biologici によってオーガ
ニック認証を受けた貴重なオリーブオイルです。
日本国内にて有機（オーガニック）と名乗れるのは
有機ＪＡＳマークの付いている商品のみです。
CCPB はイタリアの認定機関（Controllato e Certificato
De CCPB）

注ぎ口は大量に溢れ出ないように
内側に上下する弁がついています。
調理中などの際に、瓶をななめに
し、そして立てるで弁が量をほど
よく調整してくれます。

丁寧に手摘みされたオリーブの実だけを使用し、EU基準のもとに化学処理や精製・熱処理などを一切行わず一貫したクオリ
ティーコントロールのもとに作り、酸度は0.8％以下のオイルのみがエクストラ バージンと呼ばれる資格をもちます。

※オリーブオイルの開封後の保存・保管と品質（白濁・凝固）について !!
ＥＸＶオイルは一切､化学的処理がなされておりませんので､保存は密封のうえ温度変化の少ない冷暗所をおすすめします。なお室温が10℃以下に
なりますと､白く濁ったり結晶のような固まりが出来ますが、これはこのオリーブオイルに豊富に含まれているオレイン酸の性質による自然現象で
あり、品質に対しての心配は全くございません。凝固した場合は、常温（20℃前後）にしばらく置くと元に戻ります。

エクストラ バージン オリーブオイルは健康とそして美容に大変良いといわれています!!
健康維持に有効であることは最近広く知られるようになりました。
脂肪酸中約70％から80％含まれているオレイン酸は血中の悪玉コレステロール値を下げます。
（※動脈硬化等の予防に効果。）
胃酸過多の抑制、便秘の解消、健康な肌の保持や髪の保湿効果などたくさんの有効性が認められています。
オレイン酸の他、人間の身体では作りだすことのできない必須脂肪酸であるリノール酸やαー
リノレン酸を含む素晴らしい、自然の恵みです。
ポリフェノールなどの抗酸化物質や若さを保つビタミンEなどの他、多様の有効成分を含んで
いることで老化防止などに大変良い効果があります。
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オレアリア社

AZIENDA OLEARIA del CHIANTI s.r.l.

Olio Extra Vergine di Olive

オレアリア社は１９８５年フィレンツェとシエナの真ん中、キャンティ地方の中心に位置する PANZZANO IN CHIANTI
（ﾊﾟﾝﾂｧｰﾉ ｲﾝｷｬﾝﾃｨ）に創設されました。そこは､なだらかな丘崚地帯にブドウ畑と銀色に 輝 くオリ ーブ の 樹 の 連 な る 、
古くからの伝統文化が継承されている土地です。創設者であり、ゴンネッリ家の家長であるオルランド氏のもと、
家族が中心となって高品質のエクストラ・ヴァージン・オリーブオイル ※のみの生産をつづけています。今や
イタリアの国内のみならず、海外でも数多くのファンを得ています。※ EU 基準 ： 薬品による化学処理や
精製・熱処理などを一切行わずにつくるオイルで酸度は 0,8%以下。
※表示価格は全て税抜きです。

D.O.P. CHIANTI CLASSICO「 D.O.P.キャンティ・クラッシコ」
酸度 0.2%

250ｍｌ ￥2,100

500ｍｌ ￥3,900

D.O.P.キャンティ・クラッシコは、世界的に有名なキャンティ・クラッシコ・
ワインの生産地と同じ地域で生産される特上オリーブオイル。その製法、品質に
ついての厳しいＥＵ基準をクリアした証の D.O.P.（Denominazione di Origine
Protetta)､「保護指定原産地」認定を受けています。

Ｄ.Ｏ.Ｐ
認定
マーク

比較的コクのある濃い風味が特徴で、主要品種のモライオーロ種、フラントーイオ種
などの持つ心地よい辛みと苦みが感じられます。特にトスカーナ郷土料理で有名なビ
ステッカ・アッラ・フィオレンティーナのように、シンプルに焼いたお肉やお魚にか
けたり、リボッリータのような野菜と豆のスープやパスタの仕上げには相性抜群です。
生野菜やパンにつけていただくと青々としたさわやかな風味が楽しめます。
500ml.JAN:8004025006032 250ml.8004025006018

TIPO NOSTRALE『ノストラーレ』
酸度 0.2%

250ml￥1,300 500ｍｌ￥2,100
1000ｍｌ￥3,900

オレアリア社が生産する Extra Vergineの顔として謹製した
「我が家の吟醸品」。
その自然精製度の高さから、そのまま化粧品として用いられるほど。
洋風料理だけではなく、けんちん汁の具を炒める等和風料理にも適
した数少ないオリーブオイルです。
1L . JAN:8004025787771
250ml . 8004025005783

500ml.JAN:8004025797770

MARCA VERDE IL CLASSICO『ヴェルデ』
酸度0.45%

1000ｍｌ ￥2,800

その名のとおり地中海の太陽に輝くオリーブの実
を連想させる透明なライトグリーンに搾り上げられ、
揚げ物、炒め物、具を活かすサラダなどぴったりの
あっさり風味に仕上げられています。経済的でイタ
リア国内の高級レストランでも幅広く愛用されてい
１000 ml JAN:8004025000726
る人気商品です。

BIO『ビオ』 酸度0.3%

750ｍｌ ￥3,200

BIO はイタリア国内の厳選された有機栽培オリーブを使用し、EU統一基準に合格
した証の「BIO認証マーク」をイタリア認定機関「ITASS」より取得しています。
エクストラ ヴァージン オリーブオイル“ビオ”は、マイルドな味と香りに仕上げてあ
りますので、洋風料理だけでなく、和風料理にもとても良く合い、また、炒めものや揚
げものなどあらゆる調理に安心してお使いいただけます。

750 ml JAN:8004025005981
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Il Valore degli articoli
Giapponesi

EU 基準
BIO 認証マーク

Il Valore degli articoli Giapponesi
～安心のMADE IN JAPAN～

☆ホットサンドメーカーの定番、バウルー
昔、小さな学生寮で暮らしていたブラジル人留学生がいました。当時、まだパン食が一般でない日本で彼は金属製
のパン焼き器を使ってホットサンドイッチを作っていました。そのホットサンドイッチの美味しさは学生達の間で評
判を呼び、そしてそれを作る器具はいつしか彼の出身地、ブラジル・サンパウロ州のバウルーの街の名前で呼ばれる
様になりました。‘バウルー’はその器具を忠実に再現し、35年以上の長きに渡り販売をしてきました。現在でも、
ホットサンドメーカーの定番として家庭のみならず、アウトドア等でも活躍しています。
●

2022.1月より価格改訂

※表示価格は全て税抜きです。

XBW01

XBW03

XBW02

ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾄｰｽﾀｰ シングﾙ
￥5,000
サイズ：幅14.2×長35×厚3.7㎝
材質 ：ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ、ｽﾃﾝﾚｽ、ﾌｪﾉｰﾙ樹脂
フッ素樹脂(内面)
重量 ：450ｇ

ＪＡＮ ：4534353000029

ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾄｰｽﾀｰ ﾀﾞﾌﾞﾙ
￥5,000

￥5,400

サイズ：幅14.2×長35×厚3.7㎝
材質 ：ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ、ｽﾃﾝﾚｽ、ﾌｪﾉｰﾙ樹脂
フッ素樹脂(内面)
重量 ：420ｇ

サイズ：幅12.5×長35.7×厚2.8㎝
材質 ：ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ、ｽﾃﾝﾚｽ、ﾌｪﾉｰﾙ樹脂
フッ素樹脂(内面)
重量 ：640ｇ

ＪＡＮ ：4534353000012

ＪＡＮ ：4534353000036

原産国：日本

原産国：日本

ワッフルトースター

原産国：日本
ジャムやアイスクリーム、 ワッフルトースター
ホイップクリームなどを
フッ素樹脂加工面
トッピング。

LAXB5

XFL01
‘ＦＬスチーマー’

マルチワイヤーバスケット

￥2,800

￥3,000

サイズ：径17(閉)～26(開)cm
材質 ：18-8ステンレス鋼 重量 ：350ｇ
ＪＡＮ ：4510596040053 原産国：日本

サイズ：径18.5×深9.5㎝
材質 ：18-8ステンレス鋼

☆二重底できれいな蒸し上がり
底面が二重になっているので、下からくる余分な蒸気を抑え、
また余計な水分も底に溜まりませんので、食材に余分な水分
が付着しません。しっかりと美味しく蒸し上げます。

☆軽くて丈夫なステンレスワイヤー
20㎝のお鍋にぴったりなサイズですので、野菜を茹でたり、揚げ物に
使ったりと使い勝手の良いワイヤーバスケットです。さらに素材はステ
ンレスですので軽くて丈夫なバスケットです。

重量 ：200ｇ

ＪＡＮ ：4539492090092 原産国：日本
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ご注文はイタリア商事
045-910-1890 まで。
http://www.italia-shoji.co.jp

伸縮自在、小さいお鍋から大きいお鍋までピッタリ。
普通の鍋が蒸し器に早変わり! 蒸し料理もこれ一つで大丈夫!!

17cm

26cm

実用新案２重底。蒸気だけで完全に蒸しあげます。
実用新案２重底

18-8ステンレス
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Tutti sono per caffè ottimo
～バリエーション豊かなカフェ コレクション～
※表示価格は全て税抜きです。

Happy Day

Cafe Bee

calderoni
カルデローニ

Cafe Lolita

ハッピーディ
シュガーポット

エスプレッソコーヒーメーカー ３カップ ￥9,000
サイズ：径7.5×高21㎝

重量：590ｇ

－ カフェ ビー・グレー

エスプレッソコーヒーメーカー １カップ ￥6,000

エスプレッソコーヒーメーカー
２カップ ￥3,800
６カップ ￥4,200

サイズ：径7.5×高12㎝

材質：アルミダイキャスト

エスプレッソ・コーヒーメーカー ６カップ ￥8,000

ポリアミド樹脂
原産国：イタリア

サイズ：径12×高21cm 重量：770g

エスプレッソメーカーコーヒー ６カップ ￥11,000
サイズ：径8.5×高25㎝

重量：776g

シュガーポット ￥3,800
(カラー：ブルー・グリーン・グレー・レッド）
材質

：アルミダイキャスト（シリコン樹脂塗装）
フェノール樹脂
原産国：イタリア

重量：250ｇ

エスプレッソメーカーコーヒー ３カップ ￥7,000
サイズ：径10.5×高17㎝

材質

重量：552g

：アルミダイキャスト（シリコン樹脂塗装）
フェノール樹脂
原産国：イタリア

0

Caffetteria

Paper towel Holder

フラボスク
エスプレッソコーヒーメーカー
６カップ

ペーパータオルホルダー
￥5,000

サイズ：径10×高23㎝
材質 ：本体・・・18-10ステンレス鋼
つまみ・・・天然木
取っ手・・・天然木
重量 ： 600ｇ
容量：380cc
原産国： イタリア
JAN : 8009463246095ア

サイズ：径16×高37cm
材質 ：本体・・・天然木
重量 ：480ｇ
原産国：イタリア
JAN：8009463246552

Attori in Cucina Italiana
- ジルダ -

Caffettiera

エスプレッソコーヒーメーカー

ST704

４カップ

￥11,000

ST706

６カップ

￥13,000
カラー：ステンレス・
ブルー・グリーン
レッド・イエロー
材質 ：18-10 ステンレス鋼

ティーポット

ケトル
Bollitore con fischietta

ST746
￥13,000
シュガーポット

ST741
￥6,000

原産国：イタリア

サイズ：径17.5×高14.5㎝
重量 ：800ｇ
容量 ： ２ℓ
材質 ：18-10ステンレス 鋼
ＪＡＮ ：8004361000473
原産国：イタリア

- アルキメデ -

ST1047 1ℓ ￥20,000
サイズ：径18.5×高21㎝
重量：1Kｇ
材質 ：18-10ステンレス 容量：1ℓ
ＪＡＮ ：8004361001692

ST1048 ２ℓ ￥25,000
サイズ：径23.5×高26.5㎝
重量：1.6㎏
材質 ：18-10ステンレス 容量：２ℓ
ＪＡＮ ：8004361001685

Bollitore

- スフェリコ ST1018 ２ℓ ￥13,000

101% italiano

ST439
パセリチョッパー ￥7,500
サイズ：長15.8×幅6.2×高7.2㎝
材質 ：18/10ステンレス鋼
重量 ：175ｇ
ＪＡＮ ：8004361001524
原産国：イタリア

ST432

ST443

ポテトマッシャー ￥8,500

ガーリックプレス ￥3,800

サイズ：径8.5×長23.5×高9.5㎝
材質 ：18/10ステンレス鋼
重量 ：460ｇ
ＪＡＮ ：8004361000114
原産国：イタリア

サイズ：長15.6×幅3.2×高3.2㎝
材質 ：18/10ステンレス鋼
重量 ：160ｇ
ＪＡＮ ：8004361000459
原産国：イタリア
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イタリアワイン
イタリア各地より直輸入、エレガントで
重厚感あふれる贅沢な上級ワインの逸品 !
※他各種ワインも取り揃えておりますのでお問合せください。
※表示価格は全て税抜きです。

２０２２年
新登場
Aurelio Settimo
Barolo DOCG

Cascina Morassino
Barbaresco DOCG

バローロ DOCG 2016
赤 ７５０ｍｌ ￥８,４００

バルバレスコ モラッシーノ
２０1７ 赤 ７５０ｍｌ
￥６,０００

Monte Ronca & Colle Marianna
Amarone della Valpolicella DOCG
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ
２０１７ DOCG 赤 ７５０ｍｌ ￥７,０００

Az.Agr.Agostina Pieri
Brunello di Montalcino DOCG
Fongaro Societa Agricola

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
２０１５ 赤 ７５０ｍｌ
￥６,８００

Spumante Gran Cuve'e
スプマンテ グランキュヴェ
白・泡 ７５０ｍｌ
￥３,３００

Rosso di Montalcino DOC
ロッソ・ディ・モンタルチーノ
２０１９ 赤 ７５０ｍｌ
￥３,４００

Acetaia Malpighi アチェタイア マルピーギ

２０２２年２月 新登場

Balsamico di Modena IGP

果実味豊かで芳醇な味わいの
バルサミコ・ディ・モデナ IGP

バルサミコ・ディ・モデナ IGP
‘Platino’ プラティーノ

‘Argento’ アルジェント

モスト：90% 熟成：20年

モスト：79% 熟成：10年

￥７,２００

￥３,０００

‘Oro’ オーロ

‘Bronnze’ ブロンズ

モスト：80% 熟成：15年

モスト：90% 熟成：20年

￥４,０００

￥２,３００
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デザイナー

Designers

UNITEDPETS PROJECT

UNITED PETS

ユナイテッドペッツは、一緒に暮らす動物の
ために色々なグッズをデザイン・製造・販売する会社
です。私たちの使命は、ひとつのライフスタイルの
中に人間と動物、ふたつの世界をうまく融合させ
ることです。モノを作るにあたり、思いっきり特徴のある商品を
生み出そうと最初に決めました、人間と全く同じようにペットに
も威厳を与えられるような特別なモノにしようと。優れたデ
ザインと厳選された素材で緻密に作られたモノこそが、誰も
真似できないグッズになると信じています。躍動感の
溢れるカラーから生まれる芸術性の高い外観と、
十分 な機能性が調和したユナイテッドペッツの
グッズ。 動物との新しいコミュニケーションを可能
にする、そんなブランドでありたいと考えています。
プシロジェニス・コスタンティーノ

ペットグッズ
ユナイテッドペッツ

COLLECTION

2016-2017

※表示価格は全て
税抜きです。

HOUSE

ボントン ナノ

キャットケイプ

MANNER GOOS
お散歩用マナーグッズ

￥4,800

￥1,400

●35×35×30cm
開口部15cm・220g
●ポリエステル製
●カラー:全２色

ライトグリーン

イエロー

ピンク

ライラック

ライトブルー

●7×3.5×5.5cm 40g
●ポリプロプレン製
コーンスターチ製（袋）
●カラー:全６色

ブラック

ボントン各詰替用袋

￥700

ライトブルー
ヴァイオレット

￥1,500

オレンジ

レッド

キティ

ブラック

グリーン

スカル

ピンク

● コーンスターチ製（袋）
●３０回分

パピー

FOOD BOWL

●18×18×4cm
内径11cm・220g
●ポリプロプレン製
●カラー:全５色

メタリック

S ￥2,000 ●18×18×7cm

フードボウル

内径11cm・300g

●ポリプロプレン製 ●カラー:全５色

M ￥2,800 ●24.5×24.5×8.5cm
内径16cm・580g

パステルピンク

ブレインホワイト

パステルライトブルー

レッド

ピスタチオ
パステルピンク パステルライトブルー

Shadow Bowl

Nano

●15×15×4.7cm
内径11.5cm・430g
●陶器
ピンク

ピスタチオ

￥2,400

￥1,800

レッド

ブレインホワイト

Boss Bowl

Boss Bowl

￥2,000

レッド

●27×27×7.5cm
内径16cm・290g

●16×16×5cm
内径16cm・140g

グリーン

●ポリプロプレン製
●カラー:全４色
ブラック

ホワイト

MAT

ヴァイオレット

ヴァイオレット

ブラック

ホワイト

MUSTAFA

Mサイズ ￥3,200

マット・ムスタファ

●44.5×30×0.5cm
●460g

ブラック

ロンフィーベッド
S￥6,500
M￥8,500

Lサイズ ￥4,200
●44.8×4.8×0.5cm
●690g

ホワイト

Square Bed

●60×40×8cm・900g

●80×50×14cm・1.42kg
●ポリエステル製 ●カラー:各３色

●ゴム製
●カラー:全５色

ブレインホワイト

レッド

FOOD CONTAINER
Crick&Crock
クリック＆クロック
クロック/ピンク

ピスタチオ

パステルライトブルー

フードストッカー
￥6,300
●22×22×29cm
目安容量：約２ｋｇ・1.1kg
●ポリプロプレン製
●カラー:各２色
クリック

ブルー
パステルピンク

ネイビー/レッド

キャリーケース
ミントグリーン/パープル

日本限定カラー

オート

ライトグリーン

レッド

CARRIER
オート・プラス
￥16,000

ピンク ゼブラ

￥14,000
ダークグレイ/シクラメン

ライトブルー

ホワイト/ブラウン

カモフラージュ

ライトブルー

ブラック

ライラック

●ポリプロプレン、アルミニウム、ゴム製●カラー:全５色
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●37×52×33cm 2.2Kg

●ポリプロプレン、アルミニウム、ゴム製●カラー:全５色

EZYDOG は、1995年にオーストラリアで、
ショツクを吸収するリードとして生まれました
イージードッグ

イージードッグは、ウォータースポーツの製品を参考にして、
素材の強度や耐久性などを考慮した、
「ジェットスキー用のハンドル」「バンジージャンプ用ロープ」
「ウェットスーツ用の素材」などを使った革新的なペットグッズです。
オーストラリアの自宅のガレージで仲間の為に作り始めたのが口コミで広がり、
今では４０ヵ国以上で販売されております。

軽い

丈夫

汚れ
にくい

防水

EZYDOG 2016-17 Collection

※表示価格は全て税抜きです。

ペットグッズ
イージードッグ

リード/Ｌｅａｓｈ
マトリー

ゼロショック
ZERO SHOCK LEASH

MUTLEY LEASH

●64cm ●102cm

●64cm 耐用重量250kg ￥3,500
●102cm耐用重量250kg ￥4,500

●64cm ●102cm

●64cm 耐用重量250kg ￥2,700
●102cm耐用重量250kg ￥3,200
カラー:全３色

ブラック

グリーンカモ

ハーネス/Harness

ルカリード

ハーネス
CHEST PLATE HARNESS

LUCA LEASH

●XS ￥3,700
●S ￥3,800

New

レッド

リード/Ｌｅａｓｈ

●170cm

●170cm耐用重量300kg

￥4,500
ブラック・レッド
パープル・オレンジ

●M ￥3,900
●L ￥4,100
●XL ￥4,300
カラー:全６色
パープル

トイ/Toy

首輪/Collar
ビーバーテイル
●35×4×2cm ￥2,000

ネオカラー
NEO CLASSIC COLLAR

フィドフライヤー

●XS ￥2,300
●S ￥2,400
●M ￥2,500
●L ￥2,600
●XL ￥2,800
カラー:全６色

●25×25×4cm ￥1,700

ドッグスターフライヤ－
●35×35×3cm ￥2,000

FLOATING JACKET

DFD スタンダード

フローティングジャケット

DFD STANDARD

ドッグラッシュガード

衣服/DOG RASHIE

DOG RASHIE

●XS ￥7,000 ●S ￥8,000
●M ￥9,000 ●L ￥10,000
●XL ￥11,000
カラー:全２色

New

●XS ￥4,000
●S ￥4,200
●M ￥4,400
●L ￥4,600
●XL ￥4.800

トラベル/Travel
ドライブ ハーネス
クリック
CLICK
DIVE HARNESS
●S ￥10,000
●M ￥12,000
●L ￥14,000

●48×4×1cm

￥2,000

カーシートアタッチメント
CARSEAT ATTACHMENT
●21×5×1cm

￥1,200
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定番外商品

定番外商品
※表示価格は全て税抜きです。

イタリアデザイン界の巨匠エットーレ・ソット
サス（EttoreSottsass）とそのデザイン集団
がグラスアートをデザインしたガラス製品の逸
品!! クリスタルグラスに純度の高い( 純度９８％ )のシルバーを
最先端技術でシルクスクリーン印刷を施し、芸術的英知をもつ熟
練した職人によるハンドメイドの高級ガラス製品。 !!

マカロニマシン

M a d e in I t a l y

イタリアの高級ガラスメーカー『エジツィア』
エジツィア “ラビリント” シリーズ

“LABIRINTO”

ロンググラス

￥2,600

H 14 CM - φ 6.5 CM - 27 cl.

ラビオリマシン

オールドファッショングラス
￥3,000
H 8.5 CM - φ 8 CM - 33 c l.

リキュールグラス ￥2,000
H 5.5 CM - φ 5 CM - 5 cl.
Design Decoro: Flavia Alves de Souza

材質：本体/ガラス 、文字（イラスト）/シルバー（純度９８％）

PEDRO

Funnel

※GIFT BOX

ファンネル

IA-10

TV10

ADVANCED SET

ペドロ

SG10

￥7,000
AP10

直径８×高さ１７cm
重量（本体）125g;
（BOX含む）655g
材質/自然木・ステンレス

GS-30

COLLIO

Decanting Set

デキャンタセット

コッリオ

SD-30

￥32,000

ソムリエ６点セット

edito
edito

Espresso cup
with spoon

エスプレッソカップ
（with スプーン）

￥10,000

CW-20

CW-30
￥3,000

MS-12

SG10･･･3000円
コルクホルダー

AP10･･･2800円

JAN : 8032732825431

SILENT SERVANT

サイレント サーバント

H1/H2

サイズ：100×46㎝
材質 ：ステンレス、人工皮革
デザイン:Luca Trazzi
原産国：イタリア

￥20,000

(ｶｯﾌﾟ)直径/7.9×高さ6cm
(ｿｰｻｰﾟ)直径/14.3 cm 容量200cc
材質 ：陶器

ドリップキャッチャー

サイズ：50×30×4cm
材質 ：天然木、
ﾃﾞｻﾞｲﾝ：Enrico Albertini
原産国：イタリア

カプチーノカップ
（with スプーン）

￥2,000
(ｶｯﾌﾟ)直径/5.3×高さ6.1cm
(ｿｰｻｰﾟ)直径/11 cm 容量60cc

Magazine Holder
エディット

CAPPUCCINO
Tea/Coffee cup
with spoon

TV10･･･4000円

MS-12 マガジンラック

材質 ：クリスタルガラス、
ステンレス(ｼﾞｮｳｺﾞ)
天然木(ブナ材)
ﾃﾞｻﾞｲﾝ：Enrico Albertin
原産国：イタリア

ESPRESSO

ワインサーモメーター

￥25,000

H-1(茶) Ｈ-2(黒)

原産国：中国
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