
アルミ鍋・土瓶蒸し・ガスコンロ

1-839-108-1146-17
AL 片口鍋 七彩（千代久付）（皿付）

¥6,300（鍋12.5φ×H7・千代久6.8φ×3.5）

黒千代久のみ  ¥940

8-1146-18  AL どびんむし 金彩
H-3-86  ¥6,200（10.5φ×8.5）
8-1146-19  AL ミニコンロ素焼風セット
 （コンロ･火入･敷板付）
  ¥1,600（コンロ9φ×6.5）

H-3-87

充填式ガスコンロ ガスならではの強力火力が“焼く”“炒める”“煮る”“沸かす”などのメニューに幅広く対応できます。

従来の固形燃料用の調理器がぴったり設置できる
万能アダプター付。調理器のガタつきを解消します。

＜ポケコンセット内容＞
万能アダプター
（取りはずし可）

ポケコン

台座（ABS黒）

カートリッジ

H-62-88-1146-14
ポケコンセット
¥10,700（15.5φ×13）※ツメ高さ含
カートリッジ付、万能アダプター付

高圧ガス保安法
適用除外容器

H-62-108-1146-16
ガス充填カートリッジプロファイヤー
¥1,400（5φ×6.5）
充塡量 NET13g、化粧箱入、1ケース30入

H-62-98-1146-15
プロファイヤー専用充填ガスボンベ
¥850（6.8φ×20）
可燃性ガス420ml、1ケース30本入

8-1146-9  鉄 ジンギスカン鍋
 1-845-2 26φ穴ナシ ¥4,050（26φ×4.3） 梱5

 1-845-3 29φ穴ナシ ¥4,350（29φ×5） 梱5

 1-845-4 22φ穴アリ ¥3,800（22φ×4） 梱10

 1-845-5 26φ穴アリ ¥4,350（26φ×4.3） 梱5

 1-845-6 29φ穴アリ ¥4,650（29φ×5） 梱5

H-20-608-1146-11
AL 瓦陶板 深型（フッ素加工）

¥3,900（18×18×3.5）
8-1146-10  AL カニ鍋（小） ¥5,950
1-840-31   （内寸14φ×2.5･外寸22.5×21.5×10） 1-839-88-1146-12

AL どびんむし 幸楽
¥3,450（12.7φ×7.5）

1-839-128-1146-13
AL ミニコンロ 茶（火入･敷板付）

¥950（コンロ9.5φ×7）

8-1146-8
1-839-26  AL ジンギスカン鍋（フッ素加工）
  ¥2,700（17.8×16.1×3.5）
1-838-2  いずみコンロセット（コンロ・火入・敷板付）

  ¥1,020（13φ×10.3）

8-1146-5
ステン片口鍋さざれ蓋
 H-4-3 セット ¥5,700 （16φ×7.5）

 H-4-4 目皿のみ ¥570 （13φ）

8-1146-6
AL 源平鍋 黒
 H-4-5 18φ ¥4,050 （18φ×5.5）

 H-4-6 24φ ¥10,850 （24φ×8）

 H-4-7 32φ ¥19,360 （32φ×9）

H-4-88-1146-7
AL 三味鍋

¥16,800（32φ×9）

1-840-218-1146-1
AL 亀甲鍋（アルミ）

¥1,800（21φ×5）

H-10-438-1146-2
あられ鍋 （大）（ステンレス）
¥2,200（19φ×4.7）

1-840-138-1146-3
ステン宴鍋（菊蓋）（目皿付）
¥5,400（13.5φ×7.5H）

H-38-98-1146-4
AL みぞれ鍋（アルミ製）

¥3,650（18φ×11.8）

8-1146-23
アルミ浅型陶板焼 アカネチョコ（フッ素加工）
 1-840-1 16㎝ ¥2,950 （16.5φ×6.5）
 1-840-2 19㎝ ¥3,100 （19.3φ×7）
 1-840-3 21㎝ ¥6,300 （21φ×7）

8-1146-22
アルミ陶板焼19㎝ 素焼茶（フッ素加工）
 H-23-97 浅型 ¥3,100 （19.3φ×7）
 H-23-98 深型 ¥3,400 （19.3φ×7.5）

8-1146-24
アルミ陶板焼 アリソチョコ（フッ素加工）
 1-840-4 16㎝深型  ¥3,050
  （16.5φ×7）
 1-840-5 19㎝浅型  ¥3,100
  （19.3φ×7）

8-1146-21
アルミ陶板焼19㎝ いぶし金（フッ素加工）
 1-840-7 浅型  ¥3,100
  （19.3φ×7）
 1-840-8 深型  ¥3,400
  （19.3φ×7.5）

8-1146-20
アルミ陶板焼 黒（フッ素加工）
 H-23-95 19cm浅型  ¥3,100
  （19.3φ×7）
 H-23-96 19cm深型  ¥3,400
  （19.3φ×7.5）

1-840-98-1146-25
アルミ陶板焼19㎝深型  
アカネチョコ（内テフロン）（フッ素加工）
¥3,600（19.3φ×7.5）

1-841-3
8-1146-26 ミニ陶板焼浅型 金彩緑

¥4,500（16.5φ×5.5）

1-841-4
8-1146-27 アルミ陶板焼深型 金彩緑

¥5,000（19.3φ×6.5）

8-1146-43  AL 木の葉皿（フッ素加工）
 1-841-26   （小） ¥3,550 （19.5×13×6.5）
 1-841-27   （中） ¥3,900 （21.8×15×7.5）

H-3-818-1146-38
AL 手作り角陶板 黒釉  

¥8,150
（外寸18×18×8.5･内寸12×12）

H-18-66
角陶板 黒蓋付  
¥3,150（16.4×16.4×8.4）

H-3-828-1146-39
AL 手作り角陶板 茶釉  

¥8,150
（外寸18×18×8.5･内寸12×12）

H-23-998-1146-40
AL 多面体陶板  

¥5,500
（16.2×16.2×7.5）

H-3-848-1146-41
AL 電磁加工陶板浅皿セット ベージュ  

¥7,100（19.3φ×7）

H-3-858-1146-42
AL 電磁加工陶板浅皿セット 青

¥7,100（19.3φ×7）

1-841-6

1-841-5
8-1146-28 ミニ陶板焼深型 金箔虹  

¥4,800（16.5φ×6.5）

8-1146-29 アルミ陶板焼19㎝浅型 七彩  
¥5,300（19φ×6）

1-841-7
8-1146-30 アルミ陶板焼19㎝浅型 亀甲（フッ素加工）  

¥4,900（19.3φ×7）

1-841-8
8-1146-31 アルミ陶板焼30㎝亀甲（フッ素加工）

¥14,000（30φ×8.5）

1-841-98-1146-32
アルミ陶板焼19㎝浅型  
流水春秋（蓋陶器）（フッ素加工）
¥5,200（19.3φ×7）

8-1146-33
AL ジャンボ陶板 アリソ（フッ素加工）
 1-843-29 24㎝    ¥7,300 （24φ×8）
 H-20-61 27㎝    ¥8,700 （27φ×8.5）
 H-20-62 30㎝  ¥12,800 （30φ×9.5）

1-843-328-1146-34
アルミ陶板  
アカネチョコ 34㎝（フッ素加工）
¥39,000（34φ×10.5）

1-843-338-1146-35
AL 大関陶板 
素焼茶 31㎝（フッ素加工）  
¥13,600（31φ×10.5）

8-1146-36  AL 瓦（フッ素加工） 
 1-841-31 （ミニ） ¥2,750 （15.5×16×3.5）
 1-841-32  （小） ¥3,400 （18×18×3.5）
 1-841-33  （大） ¥5,600 （24×24×4）

 1-841-30   ¥3,900 （17×22×27）
8-1146-49  AL くわ型陶板（大）（フッ素加工）

（小）は持ち手なし

1-841-29
8-1146-48 AL くわ型陶板（小）（フッ素加工）

¥2,400（13×19×4）
1-841-208-1146-47

AL 小鉢皿（フッ素加工）
¥2,100（16×11.3×5.5）

1-841-218-1146-46
AL ミニ懐石鍋 朴葉（フッ素加工）

¥2,000（17×13.5×3.6）

1-839-178-1146-44
AL ホタテ陶板 （小）  

¥2,000（12φ×2.5）

1-839-188-1146-45
AL ホタテ陶板 （大）

¥3,100（20φ×5）

アルミ鍋・コンロ・電磁調理器対応鍋・鉄器・お玉

鉄器

1-844-68-1145-20
AL アルミ合金煮込みうどん鍋  
（内寸23.7×6.6）
特殊加工黒塗装仕上げ   ¥10,300
黒塗装仕上げ   ¥8,300

8-1145-21
AL アルミ会席鍋（蓋付） 黒  
 1-844-7 27㎝   ¥9,000（27φ×7.8H）
 1-844-8 30㎝  ¥10,200（30φ×8.7H）
 1-844-9 33㎝  ¥12,000（33φ×9.5H）

8-1145-18  AL よせ鍋 白銀  
 1-843-39  16㎝    ¥4,150 （内寸13.5φ×4）
 1-843-40  18㎝    ¥5,950 （内寸15φ×4.5）
 1-843-41  24㎝  ¥10,300 （内寸21φ×6）

 1-843-42  28㎝  ¥11,400 （内寸23.5φ×6.5）
 1-843-43  32㎝  ¥14,800 （内寸27φ×8）

8-1145-19
AL ガス用楽鍋（アメ釉）  
H-4-9 24φ  ¥22,800
H-4-10 27φ  ¥24,000
H-4-11 30φ  ¥30,700

8-1145-35  鉄 寄鍋（内部ホーロー）  
H-4-12  15㎝     ¥9,700（15×深さ4.4）
H-4-13  20㎝（電調対応）  ¥13,100（20×深さ5.4）
H-4-14  25㎝（電調対応）  ¥17,000（25×深さ6.3）
H-4-15  30㎝（電調対応）  ¥25,400（30×深さ7.9）

8-1145-34  鉄 ちり鍋（内部ホーロー）民芸杓子付
 H-4-17 21㎝  ¥8,500（21×深さ4.1）
 H-4-18 24㎝  ¥9,600（24×深さ5.1）

8-1145-4
AL テフロン田舎鍋（フッ素加工） 

1-838-9
15㎝   ¥4,100
（15φ×5.7）
1-838-10
17㎝（段付）  
 ¥4,800
（17φ×6.3）
1-838-11
18㎝ ¥5,350
（18φ×6.6）

1-838-158-1145-7
AL すき焼鍋
（シリコンフッ素）
¥2,250（18φ×4）

1-838-168-1145-8
AL すき焼鍋（ツル付）
（シリコンフッ素）
¥3,500（18φ×6）

1-838-218-1145-9
AL 槌目寄せ鍋 
¥5,800（18φ×8）

1-838-238-1145-5
AL 角湯豆腐（蓋付）（茶） 
¥3,800（15.5×15.5×6）

1-838-248-1145-6
AL 丸湯豆腐（蓋付） 
¥3,800（16φ×5.5）

※紙鍋代わりとしてもご使用できます。

H-4-18-1145-10
AL なごみ鍋（アメ釉）  
¥4,200（16.8×16.8×7.5）

H-4-28-1145-11
AL 木肌鍋（アメ釉）  
¥4,200（18×18×6）

1-838-198-1145-12
AL 柳川鍋（松皿）（木蓋付）
¥3,900（17.5φ×5.8）

H-37-128-1145-13
AL 寄せ鍋 かすが
¥4,650（16φ×7H）

1-838-308-1145-14
AL 水炊鍋 粉漆
¥4,950（16φ×8.5）

1-839-18-1145-15
AL 浅鍋 四ツ穴
¥5,200（16.5φ×7）

1-839-138-1145-16
AL ミニ鍋 黒
¥3,050（11.7φ×7）

1-839-48-1145-17
AL 深鍋 金彩緑
¥7,550（13φ×8.8）

1-842-398-1145-22
AL 中コンロ 黒（火入･敷板付）
¥3,350（コンロ14φ×10）

大きめの鍋用です。

1-842-408-1145-23
AL バラコンロ（火入付）
¥3,450（20φ×7）

1-842-278-1145-24
AL 万能コンロ
¥2,000（12φ×8.2）

1-842-148-1145-25
AL 木 民芸風コンロ きわみ
ひょうたん（火入別）  
¥2,900（16.5×14.5×8.5）

8-1145-3
AL アルミ会席鍋（蓋付） 
（1-838-3〜5のみ蓋止め段付）
1-838-3 17㎝ （段付）   ¥3,950 （17φ×6.3）（フッ素加工）
1-838-4 18㎝ （段付）   ¥3,100 （内寸φ17.5×6.5）
1-838-5 21㎝ （段付）   ¥4,500 （内寸21φ×8.2）
1-838-6 24㎝     ¥5,000 （内寸24φ×8.5）
1-838-7 27㎝      ¥9,000 （27φ×9.4）（フッ素加工）
1-838-8 30㎝ ¥10,850 （30φ×11）（フッ素加工）

 1-845-30  15㎝  ¥3,000 （外寸15φ×3.5）
 1-845-31  16㎝  ¥3,100 （外寸16φ×4）
 1-845-32  18㎝  ¥3,300 （外寸18φ×4）
 1-845-33  24㎝  ¥4,650 （外寸24φ×5）
 1-845-34  26㎝  ¥4,950 （外寸26φ×5.5）
 1-845-35  28㎝  ¥6,300 （外寸28φ×6）
 1-845-36  30㎝  ¥7,000 （外寸30φ×6.5） 

8-1145-32  鉄 すきやき鍋（ツル付）
 1-845-23  15㎝    ¥3,250 （内寸15φ×6.4） 梱12

 1-845-24  16㎝    ¥3,600 （内寸16.2φ×6.4） 梱12

 1-845-25  18㎝    ¥4,200 （内寸18.2φ×7.5） 梱12

 1-845-26  21㎝    ¥5,200 （内寸21.2φ×8.5） 梱6

 1-845-27  24㎝    ¥6,600 （内寸23.5φ×9.8） 梱6

 1-845-28  27㎝    ¥9,300 （内寸27φ×11.8） 梱6

 1-845-29  30㎝  ¥11,000 （内寸30φ×12.3） 梱6

8-1145-31  鉄 やまが鍋（黒塗）  
敷台付
敷台付
敷台付
敷台付
敷台無
敷台無
敷台無

 鉄 民芸みやま鍋
（内面ホーロー加工）  

 1-845-14  15㎝    ¥4,300 （内寸14.5φ×5.8）
 1-845-15  16㎝    ¥4,850 （内寸15.5φ×5.8）
 1-845-16  18㎝    ¥5,800 （内寸17.5φ×5.8）
 1-845-17  21㎝    ¥7,000 （内寸20.5φ×8）
 1-845-18  24㎝    ¥8,850 （内寸23φ×9）
 1-845-19  27㎝  ¥11,800 （内寸26φ×11）
 1-845-20  30㎝  ¥14,200 （内寸29φ×12）
 1-845-21  33㎝  ¥24,900 （内寸32φ×12.5）
 1-845-22  36㎝  ¥33,000 （内寸35φ×13.5）

AL アルミ会席鍋15㎝
（蓋付）
¥1,430（内寸14φ×6）梱60

1-838-1
8-1145-1

AL いずみコンロセット
（コンロ･火入･敷板）
¥1,020（13×10.3）梱80

コンロのみ ¥860（13×9.5）

火入のみ　 ¥170（5φ×2.8）

敷板のみ　 ¥180（11×11×1）

 1-838-2

 1-838-2A
 1-838-2B
 1-838-2C

8-1145-2

電磁調理器対応鉄器

8-1145-28  鉄 電調対応 すき鍋（ツル付）  
 1-844-46  18㎝  ¥4,350 （内寸18φ×3.7） 梱10

 1-844-47  24㎝  ¥5,400 （内寸24φ×4） 梱10

 1-844-48  26㎝  ¥6,000 （内寸26φ×4.5） 梱10

 1-844-49  28㎝  ¥7,200 （内寸28φ×5） 梱6

 1-844-50  30㎝  ¥8,000 （内寸30φ×5.5） 梱6

8-1145-30  A つみれ入れ グリーン  
 M-2-15 （小） ¥1,400 （3.7φ×15） 梱140

 M-2-14 （中） ¥1,600 （3.7φ×20） 梱120

 1-661-10 （大） ¥1,800 （3.7φ×25） 梱100

8-1145-27  鉄 電調対応 みやま鍋 ホーロー加工 
 1-844-38  16㎝    ¥4,900 （内寸16φ×6） 梱12

 1-844-39  18㎝    ¥5,800 （内寸17.5φ×7） 梱8

 1-844-40  21㎝    ¥6,550 （内寸20.5φ×8） 梱6

 1-844-41  24㎝    ¥8,500 （内寸23.8φ×9） 梱6

 1-844-42  27㎝  ¥11,400 （内寸26φ×10） 梱4

 1-844-43  30㎝  ¥14,000 （内寸29φ×12） 梱4

8-1145-26  鉄 電調対応 寄せ鍋  
 1-844-44 23㎝  ¥6,650 （23φ×7.5） 梱6

 1-844-45 27㎝  ¥8,300 （27.5φ×8） 梱4

 鉄 電調用しゃぶしゃぶ鍋
 （木蓋付）
 H-62-11 21㎝   ¥7,700（20.6φ×10.8） 梱6

 H-62-12 27.5㎝ ¥11,400（28φ×10） 梱3

8-1145-29

8-1145-33

　 1-773-18 A 濃茶 ¥280 （6.5×6.5×柄の長さ15）
　 1-773-19 TA 黒 ¥740 （6.8×5.5×柄の長さ17）
　 1-773-20 TA クリーム ¥750 （6.8×5.5×柄の長さ17）
　 1-773-21 TA ウルミ ¥740 （6.8×5.5×柄の長さ17）

8-1145-36  亀甲レンゲ
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限定品

限定品 海外生産のため、在庫を確認の上、ご注文下さい。
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直送  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。　＊この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。 直送  この頁の商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。　＊この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。
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