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H-26-2

8-1217-1 R-5-64
ステンレス
ステンレスポット1.0 
陶磁器調黒
¥4,700

（18.5×13.5×19・1ℓ）　
梱12

8-1217-2 R-5-65
ステンレス
ステンレスポット1.5 
陶磁器調黒
¥5,200

（18.5×13.5×23・1.5ℓ）　
梱12

8-1217-9 R-17-70
ステンレス
ステンレスポット1.5 ステンレスブラック
¥5,200（19×12.5×23・1.5ℓ） 梱6

8-1217-10 R-17-71
ステンレス
ステンレスポット1.5 溜
¥5,200（19×12.5×23・1.5ℓ） 梱6

8-1217-11 R-17-72
ステンレス
ステンレスポット1.5 黒
¥5,200（19×12.5×23・1.5ℓ） 梱6

8-1217-6 R-17-67
ステンレス
ステンレスポット1.0 ステンレスブラック
¥4,700（19×12.5×19・1ℓ） 梱6

8-1217-7 R-17-68
ステンレス
ステンレスポット1.0 溜
¥4,700（19×12.5×19・1ℓ） 梱6

8-1217-8 R-17-69
ステンレス
ステンレスポット1.0 黒
¥4,700（19×12.5×19・1ℓ） 梱6

8-1217-3 R-17-64
ステンレス
ステンレスポット0.7 ステンレスブラック
¥4,200（19×12×16.5・0.7ℓ） 梱6

8-1217-4 R-17-65
ステンレス
ステンレスポット0.7 溜
¥4,200（19×12×16.5・0.7ℓ） 梱6

8-1217-5 R-17-66
ステンレス
ステンレスポット0.7 黒
¥4,200（19×12×16.5・0.7ℓ） 梱6

保温にも保冷にも対応した水洗いの出来る高性能なポットです。
和と洋のどちらにもフィットする
スタイリッシュなデザインとなっております。

丸洗いOK!! ワイドな口径!! ワンタッチレバー!!

ドリンクピッチャー1.2
ライトブルー

8-1217-1515
R-5-78

PP・PE

¥2,500（18.5×14×18・1.2ℓ）　梱12

ドリンクピッチャー1.2
メタリックブラック

8-1217-1616
R-5-79

PP・PE

¥2,500（18.5×14×18・1.2ℓ）　梱12

ドリンクピッチャー1.7
ライトブルー

8-1217-1717
R-5-80

PP・PE

¥2,900（19×14×25・1.7ℓ）　梱6

ドリンクピッチャー1.7
メタリックブラック

8-1217-1818
R-5-81

PP・PE

¥2,900（19×14×25・1.7ℓ）　梱6

8-1217-2020 R-5-82
PP 二重アイスペール1.3 クリア

¥2,900（17×16×15.5・1.3ℓ）　梱12

8-1217-1919
R-10-40

ステンレス真空断熱アイスペール
¥3,500（15.5×13.5×16.5・1.3ℓ）　梱12

8-1217-2121 R-5-83
PP 二重アイスペール1.3 ブラック

¥2,200（17×16×15.5・1.3ℓ）　梱12

8-1217-2222 R-5-84
PP 二重アイスペール3.0  ブラック

¥3,800（24.5×22×16.5・3ℓ）　梱12

8-1217-2323 R-5-85
Tritan ウォーターポット0.7 クリア
¥1,200（11×8×18.5・0.7ℓ）　梱40

8-1217-2424 R-5-86
PP ウォーターポット0.7 ブラック

¥1,000（11×8×18.5・0.7ℓ）　梱40

8-1217-2525 R-5-87
Tritan ウォーターポット1.2 クリア
¥1,400（14.5×9.5×22・1.2ℓ）　梱32

8-1217-2626 R-5-88
PP ウォーターポット1.2 ブラック

¥1,200（14.5×9.5×22・1.2ℓ）　梱32

ドリンクピッチャー 真空断熱
アイスペール

断熱構造だから結露しにくい。

断熱構造だから
結露しにくく
氷長持ち。

二重構造だから結露しにくい。

断熱構造だから結露しにくい。

二重アイスペール

ウォーターポット

8-1217-122 R-17-73
ステンレス
ステンレスポット2.0  ステンレスブラック
¥5,700（19×12.5×27.5・2ℓ） 梱6

8-1217-1313 R-17-74
ステンレス
ステンレスポット2.0  溜
¥5,700（19×12.5×27.5・2ℓ） 梱6

8-1217-1414 R-17-75
ステンレス
ステンレスポット2.0 黒
¥5,700（19×12.5×27.5・2ℓ） 梱6

ステンレスポット

本体

ハンドル

フタ

アイストング 水切り

本体

ハンドル

アイストング

水切り

本体

ハンドル

アイストング

水切り

H-32-52 H-32-54 H-32-56

H-32-53 H-32-55 H-32-57

8-1218-1 8-1218-3 8-1218-5

8-1218-2 8-1218-4 8-1218-6

WSP-22 サテングレー（2.2ℓ） 
¥6,200（19.4×24.8×29.3）梱 6

WSP-30 サテングレー（3ℓ） 
¥7,000（19.4×24.8×33.8）梱 6

MIS-25 ゴールド（2.5ℓ） 
¥7,100（18.5×23.3×27.8）梱 6

WSP-22 ゴールド（2.2ℓ） 
¥6,200（19.4×24.8×29.3）梱 6

WSP-30 ゴールド（3ℓ） 
¥7,000（19.4×24.8×33.8）梱 6

MIS-30 ゴールド（3ℓ） 
¥7,700（18.5×23.3×30.4）梱 6

H-32-588-1218-9
IBS-1500（1.6ℓ） 
¥2,400

（16×14.7×16.6）梱 24

H-32-63

H-32-59

H-32-64

H-32-61

8-1218-10

8-1218-7

8-1218-11

8-1218-8

WMH-22 ホワイト（2.2ℓ） 
¥9,100（19.5×25.6×29.6）梱 6

WBI-22 シルバー（2.2ℓ） 
¥8,000（19.5×25.6×29.6）梱 6

WMH-30 ホワイト（3ℓ） 
¥9,700（19.5×25.6×34）梱 6

WBI-22 シルバー（3ℓ） 
¥8,300（19.5×25.6×34）梱 6

アイスペール 電動給湯ポット

電気沸とうエアーポットエアーポット ステンレスエアーポット

H-19-928-1218-12
大型ステンレスキーパー（12ℓ）  
¥15,000（31.5×33×40.4）梱 4

H-19-938-1218-13
大型ステンレスキーパー（15ℓ）  
¥16,200（31.5×33×47.1）梱 4

業務用
BUSINESS

ステンレス製真空二重使用　
衝撃に強いポット
プッシュ式ワンタッチせん使用

1-952-28-1218-25
業務用ハンディポット   
SHP-A100 ブラック（1ℓ） 
¥3,900

（箱寸 16.2×13.4×26.8）梱 12

8-1218-26
業務用ハンディポット   
SHP-A190 ブラック（1.9ℓ）  
¥5,300

（箱寸 6.5×15.2×33）梱 12

1-952-48-1218-27
業務用エアーポット 
MHP-A300 ブラック（3ℓ）  
¥8,300

（箱寸 20.6×20×36.6）梱 6

1-953-18-1218-28

8-1218-30

ハンディポット 
SHP-100 ゆり（1ℓ）  
¥3,300

（箱寸 16.2×13.4×26.8）梱 12

1-953-28-1218-29

8-1218-31
ハンディポット   
SHP-190 ゆり（1.9ℓ） 
¥4,800

（箱寸 16.5×15.2×33）梱 12

H-10-77
AHG-100M ブラウン（1ℓ） 
¥3,900（箱寸 15×12.8×21.6）梱 12

H-10-78
AHG-130M ブラウン（1.3ℓ） 
¥4,400（箱寸 15×12.8×24.6）梱 12

H-42-108-1218-24
ステンレス製卓上ポット  
GKS-12 アベニュー（1.2ℓ）  
¥3,700

（箱寸 15.8×12.8×26.1）梱 12

象印商品は、掛率が違います。お問い合わせ下さい。
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R-2-85・1-951-18-1218-20
クールピッチャー〈断熱材使用〉 
ベージュ・グリーン DGB-17C （1.7ℓ）  
¥3,000（13.5×19×25）

1-951-28-1218-21
押すだけポット〈中せんなし〉  
ABF-30S（3ℓ）  
¥7,700（18.5×25.5×37）

1-951-48-1218-22
シグナルポット AHB-19S（1.85ℓ）  
¥6,000（15×18.5×33）

1-951-58-1218-23
ポット ミモザ （1ℓ）  AGY-10S
¥3,300（13×17×27.5）

1-952-3

■手回しタイプの特長
●ネジ送り機構付きですから前に押さずに
　ハンドルを回すだけで楽に切れます。
●ネジ送りのピッチは1mmです。
●ツマの太さはクシ刃の巾によって
　変えられます。

■電動タイプの特長
●電動式ですので早くて楽に作業ができます。
●ツマの太さが自由に変えられます。
●（押し方により、クシ刃の巾により、平刃の下の
　アテ板の増減による）。
●電気代がわずかです（消費電力80W/100V）
●モーター部が防滴構造になっています。
●モーターの焼き付き防止に
　サーマルプロテクターが付いています。
●使用後はベース部を引き抜いて、水洗いができます。

■ハンドスライサーの特長
●キャベツを選びません ●スライスの厚さが変えられます
●専用手袋が付いています
●ステンレス製ですので耐久性があります
●取扱いが簡単
●ステンレス製の特殊な刃物を採用
●コンパクトサイズ

■手動回転カッター
●キャベリーナでつまもカットできます
●楽ちん後押しタイプ
●カタ巻きキャベツ専用
●クシ刃をはずせばキャベツもカット
●厚み調節はネジひとつでラクラク

1-959-2
8-1218-14 ステンレスつま一番 SH-212

¥56,700（12×43×17） 1-959-3
8-1218-15 プラスチックつま一番 HS-313 

¥27,300（13×41×18）

H-25-98
8-1218-16 スーパーツィンつま一番 HS-010 

¥185,500（16×47×22） H-25-99
8-1218-17 電動つま一番 HS-112 

¥147,000（16×47×22）

8-1218-18 ハンドスライサー KB-727 
¥28,900（20×35×18）

8-1218-19 キャベリーナ手動回転カッター KB-701 
¥23,700（18×40×25）H-26-1
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※この頁の商品は、掛率が異なりますので
　ご注意下さい。ポット・ピッチャー・アイスペール・ウォーターポット 直送 ポット・つま一番・スライサー・キーパー直送1217 1218ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




