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一部掲載商品 価格改定のご案内（8月1日より改定）
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カセットコンロスリム
¥6,050
ニュアンスカラーに心弾む 
薄型で高火力なカセットコンロ

3.5kWと高火力で、使い勝手のいいスリムタイプのカセット
コンロ。高さを抑えているため調理や取り分けがしやすいの
が特長です。ガス機器製品を扱う老舗メーカー・千石とコラ
ボし、機能とデザインのバランスにこだわりました。毎日の
食卓はもちろん、気分を変えてお庭やベランダなど外で食事
をしたいシーンにもおすすめです。

サ イ ズ	 W323×H86×D262mm
重　　量	 約1.3kg
材　　質	 本体：鋼板（粉体塗装）/亜鉛メッキ鋼板（粉体塗装）	

汁受け：アルミメッキ鋼板（耐熱塗装）	
ごとく：鉄（クロームメッキ）	
バーナー：アルミメッキ鋼板

機　　能	 	出力：3.5kW、点火方式：圧電点火方式	
容器着脱方式：マグネット方式	
圧力感知安全装置付き

生 産 国	 中国
備　　考	 目安として土鍋9号まで

BOE095-IV（アイボリー）
7760893

4514499168142

BOE095-GR（グリーン）
7760894

4514499168159

点火つまみで火力の調節が可能

カセットボンベ取り付けイメージ

女性でも持ち運びしやすい
スリムなデザイン

パッケージ

http://A-01
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カセットコンロミニ
¥6,600
ニュアンスカラーに心弾む 
省スペースで使えるカセットコンロ

スペースの限られた食卓や少人数での食事で重宝するミニ
サイズのカセットコンロ。スープを温め直したり、ちょっとお
湯を沸かしたいシーンにも。ガス機器製品を扱う老舗メー
カー・千石とコラボし、機能とデザインのバランスにこだわ
りました。毎日の食卓はもちろん、気分を変えてお庭やベラ
ンダなど外で食事をしたいシーンにもおすすめです。

サ イ ズ	 W228×H114×D197mm
重　　量	 約1kg
材　　質	 本体：鋼板（粉体塗装）/亜鉛メッキ鋼板（粉体塗装）	

汁受け：アルミメッキ鋼板（耐熱塗装）	
ごとく：鉄（クロームメッキ）	
バーナー：アルミメッキ鋼板

機　　能	 	出力：2.1kW、点火方式：圧電点火方式	
容器着脱方式：マグネット方式	
圧力感知安全装置付き

生 産 国	 中国
備　　考	 目安として土鍋6号まで

BOE094-IV（アイボリー）
7760891

4514499168128

BOE094-GR（グリーン）
7760892

4514499168135

カセットボンベ取り付けイメージ

女性でも持ち運びしやすい
コンパクトなサイズ感

パッケージ

ホーロー片手鍋　16cm
¥4,510
富士ホーローとコラボ！ 
2 ～ 3 人分の調理に便利な片手鍋

少量のものをさっと茹でたり、2～3人分のスープづくりにも
適した片手鍋。握りやすいロングベースのハンドルと熱い部
分に指が触れにくいつまみには天然木を使用。表面がガラ
ス質のためにおいや汚れが付きにくく、お手入れも簡単。ガ
ス火でもIH調理器でも効率よく加熱できるので、毎日のキッ
チンからアウトドアシーンまで心地よく寄り添います。

サ イ ズ	 W330×H125×D165mm（フタ含む）
重　　量	 約845g（フタ含む）
容　　量	 満水容量：1.6L
材　　質	 本体：ほうろう用鋼板（表面加工ほうろう）（底

の厚さ1.0mm）
	 つまみ：天然木
機　　能	 	対応熱源：直火、IH（電磁調理器）、シーズ、ハ

ロゲン、ラジエント、エンクロヒーター
生 産 国	 タイ

琺瑯について
熟練した職人の手作りでつくられています。オート
メーション化された生産ラインで次々と作られるわけ
ではなく、真心をこめて一つひとつ丁寧に生産されて
います。

環境に優しい製品
琺瑯の釉薬の主成分は大地の成分の一つである珪素
です。生地に使われている鉄も含め、破棄され埋め立
てられた場合でも土に還ります。末永く愛用いただけ
る環境に優しい製品です。

琺瑯製品の特長
鉄とガラス両方の長所を活かし、短所を補う性質を
持ちます。（芯材が鉄なので割れない、ガラスの膜に
より錆びにくいなど）
ガス火はもちろんIHでも熱効率がよく、汚れやにおい
が付きにくくお手入れも簡単。酸や塩分に強い為、保
存にも優れています。

BHK281-GRG（グレージュ）
6760928

4514499168180

BHK281-BGR（ブルーグリーン）
6760929

4514499168197

天然木を使用した、握りやすい
ロングベースのハンドル

熱い部分に指が触れにくいつまみ
には天然木を使用

においや汚れが付きにくく、お手
入れも簡単

価格は税込み表記です。
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ホーロー両手鍋　20cm
¥5,280
富士ホーローとコラボ！ 
煮込み料理にぴったりな両手鍋

煮込み料理はもちろん、フタを外してオーブン調理もできる
両手鍋。持ちやすい両手ハンドルと熱い部分に指が触れに
くい天然木のつまみが毎日の調理を快適にします。表面がガ
ラス質のためにおいや汚れが付きにくく、お手入れも簡単。
ガス火でもIH調理器でも効率よく加熱できるので、毎日の
キッチンからアウトドアシーンまで心地よく寄り添います。

サ イ ズ	 W290×H140×D205mm（フタ含む）
重　　量	 約1.3kg（フタ含む）
容　　量	 満水容量：3L
材　　質	 本体：ほうろう用鋼板（表面加工ほうろう）（底

の厚さ1.0mm）	
	 つまみ：天然木
機　　能	 	対応熱源：直火、IH（電磁調理器）、シーズ、ハ

ロゲン、ラジエント、エンクロヒーター、オーブン
（フタは除く）

生 産 国	 タイ

BHK280-GRG（グレージュ）
6760926

4514499168166

BHK280-BGR（ブルーグリーン）
6760927

4514499168173

持ちやすい両手ハンドル

においや汚れが付きにくく、お手
入れも簡単

底面にブランドロゴ

ホーロー天ぷら鍋　20cm
¥5,170
富士ホーローとコラボ！ 
揚げ物が愉しくなる天ぷら鍋

二度揚げ料理にも便利な温度計付き天ぷら鍋。ホーローは
熱伝導のいい鉄製で油の温度上昇が早く、表面はガラス質
で匂いや汚れがつきにくいため揚げ鍋に適しています。油の
色や食材の揚がり具合がよくわかる白色の内面、油の飛び
散りを防ぐ取り外し可能なオイルガードなど使い勝手抜群。
ガス火にもIH調理器にも対応します。

サ イ ズ	 W270×H105×D220mm（油はねガード含む）
重　　量	 約975g（油はねガード含む）
容　　量	 満水容量：2L
材　　質	 本体：ほうろう用鋼板（表面加工ほうろう）（底

の厚さ1.0mm）
機　　能	 	対応熱源：直火、IH（電磁調理器）、シーズ、ハ

ロゲン、ラジエント、エンクロヒーター、オーブン
（フタは除く）

生 産 国	 タイ

BHK283-GRG（グレージュ）
6760932

4514499168227

BHK283-BGR（ブルーグリーン）
6760933

4514499168234

二度揚げ料理にも便利な温度計
付き

油の飛び散りを防ぐ取り外し可能
なオイルガード付き

油の色や、食材の揚がり具合がよ
くわかる白色の内面

ホーローケトル　1.6L
¥5,280
富士ホーローとコラボ！ 
使いやすさを追求したケトル

使いやすさを追求した無駄のないシンプル設計のケトル。
ホーローは熱効率が極めて高いため水を早く沸騰させること
ができ、一度温まると熱を閉じ込めるため保温性に優れてい
ます。表面がガラス質のためにおいや汚れが付きにくく、お
手入れも簡単。ガス火でもIH調理器でも効率よく加熱でき
るので、毎日のキッチンからアウトドアシーンまで心地よく寄
り添います。

サ イ ズ	 W215×H180×D130mm（フタ含む）
重　　量	 約740g（フタ含む）
容　　量	 満水容量：1.6L
材　　質	 本体：ほうろう用鋼板（表面加工ほうろう）（底

の厚さ0.8mm）
	 つまみ：天然木
機　　能	 	対応熱源：直火、IH（電磁調理器）、シーズ、ハ

ロゲン、ラジエント、エンクロヒーター
生 産 国	 タイ

BHK282-GRG（グレージュ）
6760930

4514499168203

BHK282-BGR（ブルーグリーン）
6760931

4514499168210

フタのつまみには天然木を使用

底面にブランドロゴ

インテリアにもなじむ
おしゃれなくすみカラー
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IH クッキングヒーター
¥12,100
ダイヤル操作で簡単調理　 
私のおしゃれなミニキッチン

ヨーロッパのガスコンロをイメージしたデザインで、大切な
人と囲む食卓に置くだけで、たちまちお気に入りのミニキッ
チンになるようなおしゃれな卓上IHヒーター。火力調節は
ダイヤル操作で、揚げ物から保温まで幅広いお料理を食卓
で手軽に愉しめます。ガラストップで焦げつかずお手入れ簡
単、安全機能も充実。サブ調理使いとしてもおすすめです。

サ イ ズ	 W277×H64×D318mm
重　　量	 1.7kg
材　　質	 ABS樹脂/耐熱磁器ガラス
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1200W
機　　能	 運転モード：加熱・揚げ物・保温	
	 火力調節：5段階、タイマー：4段階（5～20分）	
	 	安全機能：自動電源OFF、鍋検知、異物検知

チャイルドロック、過熱防止
	 	対応鍋サイズ：ゆでる・煮る・焼く	

保温調理の場合：鍋底の直径12～21cm
	 揚げ物調理の場合：鍋底の直径12～18cm
付 属 品	 マグネット式脱着電源コード
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

BOE090-GRG（グレージュ）
7760865

4514499166568

BOE090-BGY（ブルーグレー）
7760866

4514499166575

火力調節はダイヤル操作で5段階

20 分計タイマー付き 引っかかっても安心のマグネット
式コンセント

ガラストップでお手入れ簡単

フタ裏のピコが水分を循環させ無
水調理が可能

においや汚れが付きにくくお手入
れも簡単

天面にブランドロゴ

ミトン 2 枚付き

鋳物ホーローポット
¥13,200
無水調理もお菓子作りも　 
毎日使える鋳物ホーロー鍋

蓄熱性、保温性に優れた鋳物ホーロー鍋。フタ裏のピコが
水分を循環させるため無水調理に最適。フタを外せばオーブ
ンにも使用でき、ひとつあるだけで調理の幅がぐんと広がり
ます。においや汚れが付きにくく、お手入れも簡単。毎日の
お料理が愉しくなるカラー＆デザインです。

サ イ ズ	 W282×H144×D225mm
	 	（持ち手、フタ取っ手含む）
重　　量	 約3.9kg
容　　量	 満水容量：2.9L
材　　質	 本体・フタ：鋳鉄、フタ取っ手：ステンレス鋼
機　　能	 	対応熱源：直火、IH、シーズ、ハロゲン、ラジエン

ト、エンクロヒーター、オーブン（フタは除く）
付 属 品	 ミトン2枚
生 産 国	 中国

BHK266-GRG（グレージュ）
6760895

4514499166346

BHK266-BGY（ブルーグレー）
6760896

4514499166353

価格は税込み表記です。

http://A-01
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お肉が焼けるグリルプレート付き

15 分計タイマー付き

LOWからHIGHまで温度調節が
可能

お好みの具材でアレンジ自由自在

グリルサンドメーカー ダブル
¥11,000
ホットサンドから本格料理まで 
欲張りに愉しむグリルサンドメーカー

朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。
ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドやパニーニが手早
く完成するほか、付属プレートでお肉グリルなど本格料理が
愉しめます。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。ヨー
ロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華やか
に彩ります。

サ イ ズ	 W285×H145×D240mm
重　　量	 約3kg（ホットサンドプレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール/アルミニウム合金
	 プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗

膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 900W
機　　能	 	タイマー付き、プレート取り外し可、温度調節
	 油受けトレイ
付 属 品	 グリルプレート
コード長	 約1.3m
生 産 国	 中国

BOE084-GRG（グレージュ）
7760822

4514499163857

BOE084-RD（レッド）
7760823

4514499163864

付属プレート

http://A-3
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華やかな焼き目で耳まで焼ける

コードを巻き付けて縦置き収納

ボリュームのある具材もギュッと
挟んで焼くだけ

グリルサンドメーカー シングル
¥7,480
ホットサンドから本格料理まで 
欲張りに愉しむグリルサンドメーカー

朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。
ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドやパニーニが手早く
愉しめます。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。	
ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華や
かに彩ります。

サ イ ズ	 W165×H145×D240mm
重　　量	 約2kg（ホットサンドプレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール/アルミニウム合金
	 プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗

膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 550W
機　　能	 タイマー付き、プレート取り外し可
コード長	 約1.3m
生 産 国	 中国

BOE083-GRG（グレージュ）
7760820

4514499163833

BOE083-RD（レッド）
7760821

4514499163840

レシピ例1｢ベーコンとパセリの
ワッフル・サレ｣

レシピ例 2 ｢フルーツケーキ｣

グリルサンドメーカー
シングル用ワッフルプレート ¥1,980
ダブル用ワッフルプレート ¥2,750
お好みのサイズでつくれる 
グリルサンドメーカー専用ワッフルプレート

甘くない生地でお食事系にも、生クリームやフルーツを添え
てスイーツ系にも。アイデア次第でバリエーションを愉しめ
るオプションプレート。

サ イ ズ	 	（シングル）W125×H19×D142mm（1枚あたり）
	 	（ダブル）W250×H19×D142mm（1枚あたり）
重　　量	 	（シングル）約360g（1セットあたり）
　　　　　（ダブル）約735g（1セットあたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

BOE083-WAFFLE
7760824

4514499163871

BOE084-WAFFLE
7760826

4514499163895

レシピ例1 ｢抹茶ミニケーキサンド｣

レシピ例2 ｢紅茶ミニケーキ｣

グリルサンドメーカー
シングル用ミニケーキプレート ¥1,980
ダブル用ミニケーキプレート ¥2,750
おうちで焼きたてを愉しめる 
グリルサンドメーカー専用ミニケーキプレート

ヨーロッパの焼き菓子をイメージしたモチーフ。おやつはも
ちろん、中にクリームを入れてバリエーションを愉しんだり、	
具材を挟んでプチバーガー風にしたりアレンジ無限大。

サ イ ズ	 	（シングル）W125×H19×D142mm（1枚あたり）
	 	（ダブル）W250×H19×D142mm（1枚あたり）
重　　量	 	（シングル）約260g（1セットあたり）
　　　　　（ダブル）約480g（1セットあたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

BOE083-CAKE
7760825

4514499163888

BOE084-CAKE
7760827

4514499163901

付属プレート

ダブル用

ダブル用

シングル用

シングル用

価格は税込み表記です。
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2 ～ 3人で愉しめるサイズ

最大250度の無段階温度調節が
可能

引っかかっても安心のマグネット
式コンセント

パッケージ

幅広いレシピが愉しめる2種のプ
レート

コンパクトホットプレート
¥9,900
毎日の食卓を彩るテーブルウェアの新定番

累計販売台数280万台※を突破した大人気のコンパクトホッ
トプレート。A4サイズのコンパクトなホットプレートは、毎日
の食卓からちょっと特別なパーティシーンまで、幅広く活躍
します。	
※2022年1月31日時点

サ イ ズ	 W375×H140×D235mm
重　　量	 約2.3kg（平面プレート、フタ使用時）
材　　質	 本体：スチール/フェノール樹脂
	 	プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗
　　　　　膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1200W
機　　能	 プレート取り替え式、温度調節
付 属 品	 	平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグ

ネット式脱着電源コード
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】
ホットプレート用平面プレート　¥1,980
BOE021-FLAT	9990889	4514499121086

ホットプレート用たこ焼きプレート　¥1,980
BOE021-TAKO	9990890	4514499121093

ホットプレート用電源コード　¥1,650
BOE021-CORD	9990986	4514499130620

BOE021-WH（ホワイト）
7760192

4514499105789

BOE021-NV（ネイビー）
7760439

4514499138138

BOE021-RD（レッド）
7760193

4514499105796

パッケージ

レシピ例「ごろごろ野菜のボル
シチ」

コンパクトホットプレート用 セラミックコート鍋
¥3,300
煮込み料理やお鍋も愉しめるオプションの深鍋

表面はセラミックコート加工により、キズや焦げが付きにく
く、お手入れも簡単です。おでんや野菜たっぷりのポトフな
ど、さまざまなレシピをお愉しみいただけます。

サ イ ズ	 W405×H70×D242mm
重　　量	 約980g
材　　質	 アルミニウム合金（内面セラミックコート）	

フェノール樹脂/ステンレス鋼
生 産 国	 中国 BOE021-NABE

7760264
4514499114699

http://A-5
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グラスリッドと一緒に使うと焼き
加減が見えて◎

パッケージ

レシピ例「カップケーキ」

BOE021-CAKE
7760722

4514499156736

コンパクトホットプレート用 カップケーキプレート
¥3,300
８つのカップケーキが一度につくれる！ 
オプションプレート

キャラメルを混ぜたスイーツ系、チーズやハムなどを使った
お食事系のカップケーキなど、アレンジ次第で愉しみ方はた
くさん！直接生地を流し込むのはもちろん、ベーキングカッ
プを使っても◎。

サ イ ズ	 W300×H44×D205mm
重　　量	 約1kg
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

コンパクトホットプレート用 グリルプレート
¥2,200
焼き肉や野菜のグリルにぴったりな 
オプションプレート

お肉や野菜、焼き魚などをおいしく焼き上げるグリルプレー
ト。取りはずして丸洗いできるので、お手入れも楽々。

サ イ ズ	 W300×H35×D205mm
重　　量	 約570g
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

パッケージ

レシピ例「ステーキとグリル野菜」

BOE021-GRILL
7760273

4514499115481

コンパクトホットプレート用 マルチプレート
¥3,080
まあるい 6 つの穴がマルチに活躍する 
オプションプレート

ライスバーガーやピザ、まんまる目玉焼きなどレシピ盛りだ
くさん！何をつくろう…？考えるのが愉しくなるオプションプ
レートです。

サ イ ズ	 W300×H32×D205mm（丸の直径：95mm）
重　　量	 約450g
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

パッケージ

レシピ例「ライスバーガー」

BOE021-MULTI
7760263

4514499114682

価格は税込み表記です。
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パッケージ

 コンパクトホットプレート用 スチーマー
¥4,180
1段でも2段でも使える！レシピ広がる専用スチーマー

セラミックコート鍋と組み合わせて蒸し料理を愉しめる、コ
ンパクトホットプレート専用スチーマー。上下2段式なので同
時調理も可能になり、レシピの幅が広がります。スタッキン
グができて収納もコンパクト。

サ イ ズ	 W358×H150×D217mm
　　　　　スタッキング時：W358×H93×D217mm
重　　量	 約860g（網2枚を含む）
材　　質	 本体：コポリエステル樹脂、付属網：ステンレス鋼
機　　能	 2段式、スタッキング可
付 属 品 	網×2
生 産 国	 中国

BOE021-STEAM
7760504

4514499141558

重ねてコンパクトに収納

スマートにフタが自立

コンパクトホットプレート用 スタンドノブ
¥1,320
フタを立てて置けて省スペース 付け替えられる取っ手

コンパクトホットプレートのフタの取っ手と付け替え可能。
フタが自立するので、テーブルの上でフタの置き場所に困り
ません。

サ イ ズ	 W100×H49×D45mm
重　　量	 45g
材　　質	 フェノール樹脂
生 産 国	 中国

透明なので中身が見えやすい

 コンパクトホットプレート用 グラスリッド
¥4,400
機能性抜群！  
料理を魅せるコンパクトホットプレート専用ガラス蓋

調理の様子を確認できる耐熱ガラス製。付属のフタより高さ
があり、深さのある器を使った蒸し料理も愉しめます。自立
するスタンドノブと、テーブルに水滴が垂れにくいフタの構
造が機能的。

サ イ ズ	 W307×H100×D211mm
重　　量	 約1.2kg
材　　質	 ガラス/フェノール樹脂
規　　格	 耐熱ガラス（熱湯用）
生 産 国	 中国

BOE021-GLASS
7760431

4514499137599

BOE021-KN-STAND
7760432

4514499137605

パッケージ

パッケージ
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レシピ例「ローストビーフ	和風グ
レイビーソース」

光文社
BRUNO ホットプレート BOOK
¥1,320
生活情報マガジン「Mart」編集！ 
コンパクトホットプレート＆オーバルホットプレートの
レシピ

大皿パーティ、たこパ、鍋パなどのパーティレシピや、エス
ニック女子会レシピ、人気バーベキュー芸人たけだバーベ
キューさんの“おうちグランピング”料理を掲載。ほか、ヘ
ビーユーザーの1週間使いこなしレポートなども。

サ イ ズ	 W179×H228×D8mm
備　　考	 全116ページ、84レシピ掲載

BRUNOコンパクトホットプレート レシピブック
¥990
幸せをほおばる 30 のレシピ

前菜からメインディッシュ、デザートまで、コンパクトホットプ
レートでつくる30種のレシピ集。

サ イ ズ	 W190×H148×D6mm
備　　考	 全68ページ、30レシピ掲載

BOE018-RECIPE
7760160

4514499100173

日本文芸社
BRUNO ホットプレート 魔法のレシピ 100
¥1,320
コンパクトホットプレートで簡単につくれるレシピ

初心者さんも失敗しない＆みんなが歓ぶおいしいレシピを
3人の人気料理家が考案。おしゃれカフェ風「朝ごはん」、
おもてなしにぴったりの本格「ランチ」、お酒にも合う「ディ
ナー」の3章構成で、ホットプレートの使いこなし方は100パ
ターン以上！

サ イ ズ	 W182×H235×D10mm
備　　考	 全128ページ、100レシピ掲載

レシピ例「アジアン焼きうどん」

4902693
ISBN：9784537216875

4902694
ISBN：9784334843342

 ホットプレートグランデサイズ レシピブック
¥990
幸せをほおばる 30 のレシピ

前菜からメインディッシュ、デザートまで、ホットプレートグ
ランデサイズでつくる30種のレシピ集。

サ イ ズ	 W190×H148×D6mm
備　　考	 全58ページ、30レシピ掲載

レシピ例「サクサクバターワッフル」

BOE026-RECIPE
7760399

4514499134291

ホットサンドメーカー レシピブック
¥990
ホットサンドをとことん愉しみ尽くす50のレシピ

おうちにある食材ですぐにつくれるホットサンドから、ひと手
間かけてつくるこだわりのホットサンドまでバラエティに富ん
だ50種のレシピを掲載。アレンジ広がる！オプションプレー
トのレシピもご紹介。

サ イ ズ	 W190×H148×D5mm
備　　考	 全56ページ、50レシピ掲載

レシピ例「ハンバーグのホットサ
ンド」

BOE043-RECIPE
7760676

4514499151267

価格は税込み表記です。
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ホットプレート グランデサイズ
¥17,600
食卓に笑顔が集まる、愉しさが広がる 
大きくなったテーブルウェアのようなホットプレート

毎日のお料理からおうちパーティまでさまざまなシーンで活躍
する食卓の主役が、4～5人で愉しめるグランデサイズに。

サ イ ズ	 W480×H155×D280mm
重　　量	 約3.2kg（平面プレート、フタ使用時）
材　　質	 本体：スチール/フェノール樹脂
　　　　　プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗

膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1200W
機　　能	 プレート取り替え式、温度調節
付 属 品	 平面プレート、たこ焼きプレート

マグネット式脱着電源コード
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】
ホットプレートグランデサイズ用平面プレート　¥3,850
BOE026-FLAT	 9991184 	4514499153643

ホットプレートグランデサイズ用たこ焼きプレート　¥3,850
BOE026-TAKO	 9991185 	4514499153650

パッケージ

レシピ例「ステーキとグリル野菜」

パッケージ

レシピ例「2色のパスタソース」

 ホットプレート グランデサイズ用 グリルプレート
¥4,400
焼き肉や野菜のグリルにぴったりなオプションプレート

お肉や野菜、焼き魚などをおいしく焼き上げる、ホットプレー
トグランデサイズ用グリルプレート！取り外して丸洗いでき
るので、お手入れも楽々。

サ イ ズ	 W394×H37×D251mm
重　　量	 約1.4kg
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

BOE026-WH（ホワイト）
7760274

4514499115498

BOE026-RD（レッド）
7760275

4514499115504

BOE026-GRILL
7760336

4514499129723

 ホットプレート グランデサイズ用 仕切り鍋
¥5,500
2 種類の鍋料理を同時に愉しめるオプションの深鍋

仕切りの付いたセラミックコート鍋は、鍋料理や煮込み料
理など同時に2種類のお料理をお愉しみいただけます。食卓
やパーティシーンでも大活躍。

サ イ ズ	 W494×H74×D292mm
重　　量	 約1.6kg
材　　質	 アルミニウム合金（内面セラミックコート）
　　　　　フェノール樹脂/ステンレス鋼
生 産 国	 中国 BOE026-NABE

7760309
4514499123516

付属の網で蒸し料理もできる

パッケージ

パッケージ

幅広いレシピが愉しめる2種のプ
レート

 ホットプレート グランデサイズ用 深鍋
¥6,050
煮込み料理や鍋料理がたっぷり愉しめる、 
ホットプレートグランデサイズ専用のオプション深鍋

煮込み料理や鍋料理がたっぷり愉しめる、BRUNOホットプ
レートグランデサイズ用の深鍋です。蒸し用網が付属してい
るため、中華まんなどの蒸し料理の調理も可能！大人数の食
卓やパーティでも活躍します。

サ イ ズ	 W493×H94×D290mm
重　　量	 約1.5kg（蒸し用網を除く）
　　　　　蒸し用網：約138g
材　　質	 本体：アルミニウム合金（内面セラミックコート）

フェノール樹脂
　　　　　蒸し用網：ステンレス鋼
付 属 品	 蒸し用網
生 産 国	 中国

BOE026-DPOT
7760505

4514499141565
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揚げ物カバー、蒸し用網が付属

直火・IH 調理器対応の鍋

小さな突起が付いた蓋裏

 マルチグリルポット
¥14,300
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 
1台 5 役の電気鍋

マルチな電気鍋としてはもちろん、直火とIH調理器にも対応
し、キッチンで下ごしらえをした後、食卓で温めながら食べられ
ます。蓋裏の小さな突起が、食材からでた蒸気を逃さず鍋の中
で循環させるので、食材のうまみ※をぎゅっと凝縮します。	
※素材の元からあるうまみ、おいしさを生かします。

サ イ ズ	 W310×H235×D225mm
重　　量	 約2.7kg
材　　質	 本体：スチール/ガラス
	 鍋：アルミニウム合金（外面ふっ素樹脂塗膜加工
	 内面セラミックコート）/ステンレス鋼
	 フタ：アルミニウム合金（外面ふっ素樹脂塗膜加
	 工/内面セラミックコート）
	 蒸し用網・揚げ物カバー：ステンレス鋼
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1000W
機　　能	 温度調節
付 属 品	 	蒸し用網、揚げ物カバー、マグネット式脱着電源

コード
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

パッケージ

BOE065-WH（ホワイト）
7760701

4514499153926

BOE065-RD（レッド）
7760702

4514499153933

価格は税込み表記です。

http://A-10
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ホットサンドメーカー シングル
¥7,150
タイマーをセットするだけ！ 
耳までおいしいホットサンドが完成

いつもの朝食が華やかに！遊び心のある焼き目のホットサン
ドがつくれます。耳を切らずにのせられる大きめのプレート
とタイマー式で、忙しい朝も時短で簡単！本体は縦置きでき
て、電源コードが脚に巻き付けられるのですっきり収納でき
ます。

サ イ ズ	 W135×H96×D246mm
重　　量	 約1.3kg（プレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール
　　　　　プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂

塗膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 550W
機　　能	 タイマー付き、プレート取り外し可
付 属 品	 レシピリーフレット
コード長	 約1.1m
生 産 国	 中国

付属プレート

BOE043-RD（レッド）
7760445

4514499138480

BOE043-WH（ホワイト）
7760444

4514499138473

10分計タイマー付き

パッケージ

遊び心ある焼き目で耳まで焼ける

 ホットサンドメーカー ダブル
¥10,450
タイマーをセットするだけ！ 
耳までおいしいホットサンドが完成

いつもの朝食が華やかに！遊び心のある焼き目のホットサン
ドがつくれます。耳を切らずにのせられる大きめのプレート
とタイマー式で、忙しい朝も時短で簡単！本体は縦置きでき
て、電源コードが脚に巻き付けられるのですっきり収納でき
ます。

サ イ ズ	 W261×H96×D246mm
重　　量	 約2.0kg（プレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール
　　　　　プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂

塗膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 900W
機　　能	 タイマー付き、プレート取り外し可
付 属 品	 レシピリーフレット
コード長	 約1.1m
生 産 国	 中国

コードを巻き付けて縦置き収納

パッケージ

サイドメニューと同時調理もOK

付属プレート

BOE044-WH（ホワイト）
7760446

4514499138497

BOE044-RD（レッド）
7760447

4514499138503

https://youtu.be/iz72Rieoeac
https://youtu.be/iz72Rieoeac
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ホットサンドメーカー 
シングル用ワッフルプレート ¥1,650 
ダブル用ワッフルプレート ¥2,200
華やかな焼き目のワッフルがつくれる 
ホットサンドメーカー専用オプションプレート

生地の置き方によっていろんな形のワッフルがつくれる目の
細かいプレートが特長。仕切りなしのダブルサイズは、ロー
ルケーキの生地にも大変身。

サ イ ズ	 	（シングル）W125×H11×D141mm（1枚あたり）
	 	（ダブル）W250×H11×D141mm（1枚あたり）
重　　量	 	（シングル）約240g（1セットあたり）
	 	（ダブル）約420g（1セットあたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

ホットサンドメーカー 
シングル用ミニタルトプレート ¥1,650 
ダブル用ミニタルトプレート ¥2,200
手間のかかるタルト作りも簡単！ 
ホットサンドメーカー専用オプションプレート

ひと口サイズのタルトが2種類つくれます。タルトはもちろ
ん、フロランタンやキッシュ、食べられるおかずカップなど形
やサイズを生かしたアレンジメニューも愉しめます。

サ イ ズ	 	（シングル）W125×H11×D141mm（1枚あたり）
	 	（ダブル）W250×H11×D141mm（1枚あたり）
重　　量	 	（シングル）約265g（1セットあたり）
	 	（ダブル）約450g（1セットあたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

ダブルレシピ例「バナナワッフル
ロール」

シングルレシピ例「シナモンシュ
ガーワッフル」

パッケージ（シングル）

シングル用

BOE043-WAFFLE
7760455

4514499139005

ダブル用

BOE044-WAFFLE
7760459

4514499139043

シングル用

BOE043-TART
7760456

4514499139012

ダブル用

BOE044-TART
7760460

4514499139050

ダブルレシピ例「4種のセイボリー
タルト」

シングルレシピ例「ガナッシュ＆レ
モンチーズタルト」

パッケージ（ダブル）

価格は税込み表記です。
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ホットサンドメーカー 
シングル用おさかなプレート ¥1,650 
ダブル用おさかなプレート ¥2,200
洋風おさかなモチーフのたい焼きがつくれる 
ホットサンドメーカー専用オプションプレート

ヨーロッパの港町の看板に描かれるようなおさかなモチーフ
のたい焼きが作れます。小さなおさかなが2匹つくれるシング
ルは日常のおやつ作りに、大きなおさかなが1匹作れるダブ
ルはフィッシュパイなどのお食事メニューをつくるのに最適
です。

サ イ ズ	 	（シングル）W125×H11×D141mm（1枚あたり）
	 	（ダブル）W250×H11×D141mm（1枚あたり）
重　　量	 	（シングル）約220g（1セットあたり）
	 	（ダブル）約380g（1セットあたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

ホットサンドメーカー 
シングル用プチガトープレート ¥1,650 
ダブル用プチガトープレート ¥2,200
一枚でいろんな形の焼き菓子がつくれる 
ホットサンドメーカー専用オプションプレート

バリエーション豊富で華やかなモチーフは、手作りのプレゼ
ントにもおすすめ。さらに生地の色を変えれば、アレンジは
無限大！シングルは4種類、ダブルは8種類のバリエーション
が愉しめます。

サ イ ズ	 	（シングル）W125×H11×D141mm（1枚あたり）
	 	（ダブル）W250×H11×D141mm（1枚あたり）
重　　量	 	（シングル）約175g（1セットあたり）
	 	（ダブル）約330g（1セットあたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

ホットサンドメーカー 
シングル用ドーナツプレート ¥1,650 
ダブル用ドーナツプレート ¥2,200
ハートや星などさまざまな形のプチドーナツがつくれる 
オプションプレート

おうちでひと口サイズの焼きドーナツがつくれます。フルーツ
やナッツでデコレーションをしたり、抹茶やココアを生地に
混ぜたり、バリエーションはいっぱい！

サ イ ズ	 	（シングル）W125×H11×D141mm（1枚あたり）
	 	（ダブル）W250×H11×D141mm（1枚あたり）
重　　量	 	（シングル）約210g（1セットあたり）
	 	（ダブル）約365g（1セットあたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

シングル用 ダブル用

BOE043-FISH
7760458

4514499139036

BOE044-FISH
7760462

4514499139074

ダブルレシピ例「サーモンとツナ
のフィッシュパイ」

シングルレシピ例「抹茶たい焼き」

パッケージ（シングル）

パッケージ（シングル）

ダブルレシピ例「ひとくちケーク
サレ」

シングルレシピ例「チョコがけプ
チガトー」

シングル用 ダブル用

BOE043-GATEAU
7760457

4514499139029

BOE044-GATEAU
7760461

4514499139067

パッケージ（ダブル）

ダブルレシピ例「フレーバー焼き
ドーナツ」

シングルレシピ例「デコレーショ
ンドーナツ」

BOE043-DONUT
7760725

4514499156767

BOE044-DONUT
7760726

4514499156774

シングル用 ダブル用
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氷も砕けるチョッパーボトル

充実のアタッチメント

マルチスティックブレンダー
¥6,600
毎日のお料理に！1台 5 役のマルチなブレンダー

つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立てるがこれ1台で！アタッチ
メントを付け替えて、片手で簡単調理。下ごしらえからドリン
ク、離乳食作りまで毎日のお料理をサポートします。6種の
レシピが掲載された専用リーフレット付き。

サ イ ズ	 W63×H365×D68mm
　　　　	（ブレンダースティック使用時）
重　　量	 570g（ブレンダースティック使用時）
材　　質	 本体：ポリプロピレン
　　　　　ブレンダースティック：ポリプロピレン/ステンレ
　　　　　ス鋼
　　　　　ホイッパー：ABS樹脂/ステンレス鋼
　　　　　チョッパー：ABS樹脂/ステンレス鋼（チタニウ
　　　　　ムコーティング）
　　　　　チョッパーボトル・ブレンダーカップ：AS樹脂
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 200W
機　　能	 ブレンダー（つぶす・混ぜる）
　　　　　チョッパー（刻む・砕く）
　　　　　ホイッパー（泡立てる）
付 属 品	 ホイッパー、チョッパーボトル、ボトル用フタ
	 チョッパーボトル専用カッター、ブレンダーカップ（500ml）
	 お手入れブラシ、レシピリーフレット
コード長	 約1.5m
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】
BOE034用ブレンダースティック　¥1,650
BOE034-STICK-IV（アイボリー）	 9991248 	4514499162744
BOE034-STICK-PK（ピンク）	 9991249 	4514499162751
BOE034-STICK-GR（グリーン）	 9991250 	4514499162768
BOE034-STICK-GRG（グレージュ）	 9991302 	4514499168586

BOE034用チョッパー用ブレード　¥660
BOE034-BLADE	 9991253 	4514499162799

お鍋やボウルに直接入れて使用
可能

パッケージ

BOE034-IV（アイボリー）
7760354

4514499132235

BOE034-PK（ピンク）
7760355

4514499132242

BOE034-GR（グリーン）
7760356

4514499132259

BOE034-GRG（グレージュ）
7760895

4514499168579

価格は税込み表記です。

https://youtu.be/OoQcaC92jrA


2 2

コンパクトブレンダー
¥5,060
氷もOK！本格スムージーを愉しめるブレンダー

氷や凍ったフルーツも楽々粉砕できるパワフル設計！におい
の付きにくいステンレス刃だから食材を選ばずお手入れも簡
単。毎朝のおいしい1杯を愉しく続けられます。

サ イ ズ	 W154×H306×D117mm
重　　量	 1.1kg
容　　量	 400ml
材　　質	 本体：ABS樹脂
　　　　　ジャー：PCTG樹脂
　　　　　フタ：ポリプロピレン
　　　　　カッター：ステンレス鋼
　　　　　メジャーキャップ：AS樹脂
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 250W
規　　格	 連続使用時間：1分
機　　能	 ミキサー、低速/高速2段階切り替え
付 属 品	 レシピリーフレット
コード長	 約1m
生 産 国	 中国

2杯分のドリンクが手早く完成

LOW/HIGHの2段階スピード切
り替え

分解できて衛生的

パッケージ

BOE023-GR（グリーン）
7760208

4514499109299

BOE023-IV（アイボリー）
7760206

4514499109275

BOE023-OR（オレンジ）
7760207

4514499109282
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収納可能な電源コード

カラーで揃えてキッチンをおしゃ
れに

BRUNOロゴのエンボス加工

パッケージ

ステンレスデイリーケトル
¥7,480
使うたびに愛着の湧く 
ホーローライクなデザインの電気ケトル

必要な分だけお湯を沸かせる1.0Lサイズの電気ケトル。
沸騰後は自動で電源がオフになります。フタに施した
“BRUNO”のエンボス加工がデザインのアクセントに
なっています。

サ イ ズ	 W240×H240×D135mm（電源ベースを含む）
重　　量	 約718g
容　　量	 MAX1.0L
材　　質	 本体：ステンレス鋼
　　　　　ハンドル・フタつまみ：ポリプロピレン
　　　　　電源ベース：ポリプロピレン
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1000W
機　　能	 空焚き防止機能
コード長	 0.7ｍ
生 産 国	 中国

BOE072-WH（ホワイト）
7760743

4514499157931

BOE072-RD（レッド）
7760744

4514499157948

BOE072-BL（ブルー）
7760745

4514499157955

BOE072-GRG（グレージュ）
7760868

4514499166797

価格は税込み表記です。
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 オーブントースター
¥6,600
シックなバイカラーが際立つ オーブントースター

コンパクトでシンプルなシルエットながら、食パンが2枚横に
並ぶ広々サイズ。上下に1本ずつ設置されたパワフルなヒー
ターは、上下別々にON/OFF切り替えができて、使い勝手
抜群。

サ イ ズ	 W340×H225×D265mm（取っ手を含む）
重　　量	 約3kg
材　　質	 本体：鋼（ガルバリウム鋼板）/ステンレス鋼
　　　　　ガラス
　　　　　ベイキングトレイ：鋼（アルミメッキ鋼板）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1000W
機　　能	 15分計タイマー、上下ヒーターON/OFF切り替え
　　　　　焼き網取り外し可
付 属 品	 ベイキングトレイ、パンくずトレイ
コード長	 約1m
生 産 国	 中国

BOE052-WGY（ウォームグレー）
7760609

4514499147451

パッケージ

パンくずトレイ付きで掃除も簡単

食パンを2枚横に並べられる

BOE052-RD（レッド）
7760608

4514499147444

 発酵フードメーカー（IDEA Label）

¥5,500
ヨーグルトや甘酒、チーズなどが簡単につくれる 
発酵食品メーカー

細かく設定できる温度調節機能とタイマー機能を搭載し、
簡単操作で自家製の発酵フード作りが可能。買ったその日
からフル活用できる専用レシピブックも付属。健やかで充実
した毎日のための新習慣を、手軽にスタートできます。

サ イ ズ	 W130×H281×D138mm
重　　量	 650g
容　　量	 1000ml（容器）
材　　質	 本体：ABS樹脂
	 カバー：AS樹脂
	 容器・計量カップ・スプーン：ポリプロピレン
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 30W
機　　能	 温度調節（25～65度、1度単位）
	 タイマー（1～48時間、1時間単位）
付 属 品	 容器×2、計量カップ、スプーン、専用レシピブック
コード長	 約1.2m
生 産 国	 中国

LOE037-BE（ベージュ）
7190763

4514499129037

LOE037-RD（レッド）
7190764

4514499129679

温度調節は65度まで可能

タイマーは1時間から48時間まで

牛乳パック（500～1000ml）がそ
のまま入るサイズ

パッケージ



https://brunofans.jp/recipe/?sort=authored_on&amp%3Bcategory_ids=4&category_ids=4
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食材のうまみを包み込む「コンベ
クションモード」

グラタンやピザ、切り餅に。こんが
り焼き目がつく「ノーマルモード」

トーストが、外はカリッと中はもっ
ちりに仕上がる「スチームモード」

パッケージ

BOE067-GRG（グレージュ）
7760719

4514499155906

BOE067-BK（ブラック）
7760720

4514499155913

スチーム＆ベイク トースター
¥15,400
あなたの“わがまま”をかなえるトースター

いつもの朝のトーストが見違えるほどの味に、そして毎晩の
料理が手早くおいしく仕上がるトースター。お惣菜は温めな
おすだけで出来立ての味に。休日は、食パン４枚が一度に焼
ける広い庫内でホールケーキやピザを焼いて、おいしさと時
間をみんなでシェア。スタイリッシュなデザインで、お手入れ
も簡単。“わがまま”をかなえる、あなたのためのトースター
です。

サ イ ズ	 W350×H225×D370mm
	 庫内：W280×H80×D260mm
重　　量	 約4.8kg
材　　質	 本体：ガルバリウム鋼板
	 ドア：ガラス
	 焼き網：ステンレス
	 トレイ：アルミメッキ鋼板
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1350W
機　　能	 	角食パン4枚焼き、加熱モード（スチーム、コンベ

クション、ノーマル）、温度調節（90〜250度）	
タイマー（30分）

付 属 品	 	焼き網、給水カップ、シリコンカップ
	 ベイキングトレイ、ベイキングトレイ用焼き網
	 くず受けトレイ、レシピリーフレット
コード長	 約1.2ｍ
生 産 国	 中国

BOE067-BGY（ブルーグレー）
7760864

4514499166186

https://youtu.be/NGW2HbZP2iw
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セラミック トースタークッカー S
¥1,100

「できあがり！」をそのまま食卓へ 
トースター調理が愉しめる耐熱クッカー

食材を入れてトースターで加熱するだけ！食器としても使え
るので、できたらそのまま食卓へサーブ！夜遅く帰ってきた日
も、忙しいときも「できたてあつあつ」を愉しめます。スタッ
キングでき、省スペースですっきり収納。組み合わせて使え
ばトースター庫内にもぴったり。副菜やおつまみ、１人ずつ
分けてサーブしたいお料理にも。

サ イ ズ	 約W120×H45×D105mm
重　　量	 約280g
容　　量	 約160ml
材　　質	 耐熱陶器
機　　能	 電子レンジ・食器洗浄機使用可
生 産 国	 中国
※素材の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

副菜やおつまみにもちょうどよい
サイズ

スタッキングできてコンパクト収納

セラミック トースタークッカー M
¥2,860

「できあがり！」をそのまま食卓へ 
トースター調理が愉しめる耐熱クッカー

食材を入れてトースターで加熱するだけ！食器としても使え
るので、できたらそのまま食卓へサーブ！夜遅く帰ってきた日
も、忙しいときも「できたてあつあつ」を愉しめます。スタッ
キングでき、省スペースですっきり収納。トースター庫内に
ぴったりのサイズで、メインもおかずもおまかせ。ピコ付き
のフタを使って蒸し料理、裏返したフタで魚を焼くなど幅広
い料理を愉しめます。

サ イ ズ	 約W220×H52×D105mm
重　　量	 約900g
容　　量	 約360ml
材　　質	 耐熱陶器
機　　能	 電子レンジ・食器洗浄機使用可
生 産 国	 中国
※素材の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

BRUNO crassy+  
スチーム＆ベイク トースター レシピブック
¥990
幸せをほおばる 30 のレシピ

料理の幅が広がる3つのモードで、いつものパンも毎日のご
はんももっとおいしく、もっとかんたんに。スチーム＆ベイク	
トースターを使った30のレシピをご紹介。

サ イ ズ	 W190×H148×D6mm
備　　考	 全72ページ、30レシピ掲載

ピコ付きのフタで蒸し料理も

BOE067-COOKER-M-GRG（グレージュ）
7760801

4514499161921

BOE067-COOKER-M-BGY（ブルーグレー）
7760802

4514499161938

BOE067-COOKER-S-IV（アイボリー）
7760797

4514499161884

BOE067-COOKER-S-BGY（ブルーグレー）
7760799

4514499161907

BOE067-COOKER-M-IV（アイボリー）
7760800

4514499161914

BOE067-COOKER-S-GRG（グレージュ）
7760798

4514499161891

BOE067-RECIPE
7760832

4514499165073

レシピ例1「カマンベールとベリーの
ハニーナッツグリル」

レシピ例2「タラとじゃがいものドフィノワ」 レシピ例3「抹茶のテリーヌ」 レシピ例4「いちごのティラミストースト」

スタッキングできてコンパクト収納



2 82 8 ※お取り扱いについては、営業担当へお問い合わせください。

くず受けトレイ付き

3種類のプレート、プレート取り替
え用ハンドル、シリコンマット付き

お手入れ簡単な、埋め込み式フ
ラットヒーター

パッケージ

BOE053-GRG（グレージュ）
7760610

4514499147468

BOE053-BK（ブラック）
7760611

4514499147475

オーバルホットプレート
¥17,600
ホットプレートでいただきます、をもっとあなたの暮らしのなかに

平面、たこ焼き、深鍋と充実のプレートがセットに。付属のハンドルを
使えば、プレートの取り替えも楽々。テーブルで次々と調理できるので、
ホストもゲストと一緒に愉しめます。くず受けトレイ付きでお手入れも
簡単。毎日使いたくなるデザインです。

サ イ ズ	 W390×H150×D260mm（平面プレート・フタ使用時）
重　　量	 約2.8kg（平面プレート・フタ使用時、電源コード含む）
材　　質	 本体：スチール/フェノール樹脂
	 平面プレート・たこ焼きプレート：アルミニウム合金（内面

ふっ素樹脂塗膜加工）
	 深鍋：アルミニウム合金（内面セラミックコート、外面ふっ

素樹脂塗膜加工）
	 くず受けトレイ：スチール
	 プレート取り替え用ハンドル：ステンレス鋼
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1200W
機　　能	 プレート取り替え式、温度調節、くず受けトレイ付き
付 属 品	 	平面プレート、たこ焼きプレート、深鍋、プレート取り替え用

ハンドル×2、シリコンマット、マグネット式脱着電源コード
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】
オーバルホットプレート用平面プレート　¥3,300
BOE053-FLAT	7760632	4514499148816

オーバルホットプレート用たこ焼きプレート　¥3,300
BOE053-TAKO	7760634	4514499148830

オーバルホットプレート用深鍋　¥5,500
BOE053-NABE	7760633	4514499148823

BOE053-WH（ホワイト）
7760882

4514499167268
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1枚ずつ取り出せるので、料理の取
り分けにも便利

オーバルホットプレート用 ハーフプレート
¥3,850
同時に2種類の料理がつくれる オプションプレート

2枚のハーフサイズのプレートで、異なる料理が一度につくれ
ます。付属のハンドルを使って1枚ずつ取り出すことができる
ので、料理の取り分けにも便利です。

サ イ ズ	 W158×H32×D235mm（１枚あたり）
重　　量	 約185g（１枚あたり）
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

BOE053-HALF
7760640

4514499149783

オーバルホットプレート用 グリルプレート
¥3,850
肉や魚、野菜のグリルがおいしくつくれる 
オプションプレート

食欲をそそられる、斜めの焼き目がつくグリルプレート。	
余分な脂を落として、ヘルシーに焼き上げます。

サ イ ズ	 W316×H34×D236mm
重　　量	 約1kg
材　　質	 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
生 産 国	 中国

格子の焼き色もつけられる

BOE053-GRILL
7760680

4514499153230

 オーバルホットプレート用 スチーマー
¥4,950
1段でも2段でも使える！レシピ広がる専用スチーマー

深鍋と組み合わせて蒸し料理を愉しめる、オーバルホットプ
レート専用スチーマー。上下2段式なので同時調理も可能に
なり、レシピの幅が広がります。スタッキングができて収納
もコンパクト。

サ イ ズ	 W370×H150×D261mm
　　　　　スタッキング時：W370×H95×D261mm
重　　量	 約860g（網2枚を含む）
材　　質	 本体：コポリエステル樹脂
	 付属網：ステンレス鋼
機　　能	 2段式、スタッキング可、耐熱温度100度
付 属 品 	網×2
生 産 国	 中国

BOE053-STEAM
7760703

4514499154190

１段でも2段でも使える
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家族3〜4人にちょうどよい調理
容量1.5L

5種類の基本メニューはワンタッ
チボタンで調理

レシピ例「豚の角煮」

パッケージ

マルチ圧力クッカー
¥16,500
ほったらかし調理で毎日にゆとりをつくる電気圧力鍋

下準備をしてボタンを押すだけ。いつものおかずから手間のかかる煮込
み料理まで、自動調理で出来上がります。鍋につきっきりにならなくて
よいので、時間のない平日にもゆとりが生まれます。

サ イ ズ	 W253×H280×D268mm
重　　量	 約3.2kg（電源コードを除く）
容　　量	 調理容量：約1.5L、呼び容量（満水容量）：約2.5L
材　　質	 本体：ポリプロピレン/鋼板
　　　　　フタ：ポリプロピレン/ステンレス鋼
　　　　　内なべ：アルミニウム合金（内側ふっ素樹脂塗膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 700W
規　　格	 使用最高圧力：70kPaゲージ圧
機　　能	 ワンタッチメニューモード（5メニュー）、マニュアルモード
　　　　　保温機能（最大12時間）、スロー調理モード（最大12時間）
　　　　　あたためモード
付 属 品	 計量カップ、専用電源コード、レシピリーフレット
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

BOE058-IV（アイボリー）
7760630

4514499148779

BOE058-BR（ブラウン）
7760631

4514499148786
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miffy コンパクトホットプレート
¥16,500
ミッフィーたちのミニパンケーキも焼ける 
コンパクトホットプレート

ミッフィーのイラストが入ったコンパクトホットプレート。平
面プレートとたこ焼きプレートに加えて、ミッフィーたちのミ
ニパンケーキ6種が焼けるプレートが付属。さらにミッフィー
のデコレーションノブも付いて、毎日の食卓をもっと愉しくし
てくれます。

サ イ ズ	 W375×H190×D235mm
重　　量	 約2.3㎏（平面プレート、フタ使用時）
材　　質	 本体：スチール/フェノール樹脂	

プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗
膜加工）

電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1200W
機　　能	 プレート取り替え式、温度調節
付 属 品	 	平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプ

レート、木べら、マグネット式脱着電源コード
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

BOE087-BRR（bruna red）
7760841

4514499165271

ミッフィーのデコレーションノブ

ミニパンケーキプレートの
焼き上がりイメージ

ミニパンケーキが焼ける
プレート付き

パッケージ
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miffy グリルサンドメーカー  
シングル　¥8,580 
ダブル　¥14,300
ミッフィーたちのホットサンドが焼ける 
グリルサンドメーカー

ミッフィーたちの焼き目がついたボリュームのあるホットサン
ドが簡単に完成！お気に入りの具材をあれもこれも欲張りに
挟めます。ダブルサイズにはミッフィーたちのケーキ5種が焼
けるプレートが付いています。

サ イ ズ	 	（シングル）W165×H145×D240mm
	 	（ダブル）W285×H145×D240mm
重　　量	 	（シングル）約2kg（ホットサンドプレート使用時）
	 	（ダブル）約3㎏（ホットサンドプレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール/アルミニウム合

金、プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹
脂塗膜加工）

電　　源	 AC100V
定格消費電力	 	（シングル）550W
	 	（ダブル）900W
機　　能	 	（シングル）タイマー付き、プレート取り外し可
	 	（ダブル）タイマー付き、プレート取り外し可
	 温度調節、油受けトレイ
付 属 品	 	（ダブル）グリルプレート、ミニケーキプレート
コード長	 約1.3m
生 産 国	 中国

パッケージ（ダブル）

BOE088-BRR（bruna red）
7760842

4514499165288

シングル

BOE089-BRR（bruna red）
7760843

4514499165295

ダブル

ミッフィーの焼き目がつく

ミニケーキプレートの焼き上がり
イメージ

パッケージ（シングル）

シングル付属プレート

ダブル付属プレート① ダブル付属プレート②ミニケーキプレート ダブル付属プレート③グリルプレート



3 3

収納可能な電源コード

パッケージ

パッケージ（short）

パッケージ（tall）

miffy ステンレスデイリーケトル
¥8,250
ミッフィーの絵柄がワンポイント 
ホーローライクなデザインの電気ケトル

必要な分だけお湯を沸かせる1.0Lサイズの電気ケトル。沸
騰後は自動で電源がオフになります。ミッフィーのイラストと
フタに施した“BRUNO”のエンボス加工がデザインのアク
セントに。

サ イ ズ	 W240×H240×D135mm（電源ベースを含む）
重　　量	 718g
容　　量	 MAX1.0L
材　　質	 本体：ステンレス鋼	

ハンドル・フタつまみ：ポリプロピレン	
電源ベース：ポリプロピレン

電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1000W
機　　能	 空焚き防止機能
コード長	 約0.7ｍ
生 産 国	 中国

BOE072-BRR（bruna red）
7760844

4514499165301

miffy 蓋つきステンレスマグ 
short　¥1,980
tall　¥2,200
ミッフィーと一緒に " ほっと一息 " 
手軽に飲めるサイズのステンレスマグ

真空二重構造で冷たい飲み物も温かい飲み物も適温をキー
プ＆埃が入るのを防ぐスライド式の飲み口など機能充実のス
テンレスマグ。ミッフィーの世界観が愉しめるカラーとイラス
トがポイント。

サ イ ズ	 	（short）W130×H103×D90mm
	 	（tall）W130×H125×D97mm
重　　量	 	（short）約250g
	 	（tall）約300g
容　　量	 	（short）約0.32L
	 	（tall）約0.46L
材　　質	 	本体内ビン：ステンレス鋼、本体胴部：ステンレ

ス鋼（アクリル樹脂塗装）、フタ：ポリプロピレ
ン/PBT樹脂、ハンドル：ポリプロピレン、パッキ
ン：シリコーンゴム

機　　能	 	真空二重構造
	 	（short）	保温効力：71度以上（1時間）、33度以上（6時間）	
	 	 保冷効力：7度以下（1時間）、15度以下（6時間）
	 	（tall）	 保温効力：73度以上（1時間）、35度以上（6時間）	
	 	 保冷効力：7度以下（1時間）、13度以下（6時間）
生 産 国	 中国
※製品の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

BHK262-BRYE（bruna yellow）
6760880

4514499165318

short

tall

BHK262-BRR（bruna red）
6760881

4514499165325

BHK263-BRGR（bruna green）
6760882

4514499165332

BHK263-BRBL（bruna blue）
6760883

4514499165349
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付属プレート① 付属プレート②
スヌーピープレート

付属プレート③
グリルプレート

PEANUTS グリルサンドメーカー ダブル
¥14,300
スヌーピーたちのホットサンドやミニケーキが焼ける
グリルサンドメーカー

スヌーピーたちの焼き目がついたボリュームのあるホットサ
ンドが簡単に完成！お気に入りの具材をあれもこれも欲張り
に挟めます。ダブルサイズにはスヌーピーなどのケーキ7種
が焼けるプレートが付いています。

サ イ ズ	 W285×H145×D240mm
重　　量	 約3㎏（ホットサンドプレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール/アルミニウム合金	

プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗
膜加工）

電　　源	 AC100V
定格消費電力	 900W
機　　能	 	タイマー付き、プレート取り外し可、温度調節
	 油受けトレイ
付 属 品	 グリルプレート、スヌーピープレート
コード長	 約1.3m
生 産 国	 中国

BOE092-ECRU（エクリュ）
7760878

4514499167091

スヌーピープレートの焼き上がり
イメージ

フタにはスヌーピーとチャーリー・
ブラウンのイラスト入り

パッケージ

スヌーピーたちの焼き目がつく

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC
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前面にスヌーピーとチャーリー・
ブラウンのイラスト入り

スヌーピーとチャーリー・ブラウ
ンの焼き目がつく

パッケージ

BOE069-ECRU（エクリュ）
7760728

4514499156798

BOE068-ECRU（エクリュ）
7760727

4514499156781

スヌーピープレートの焼き上がり
イメージ

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、
ルーシー、サリーの焼き目がつく

片面で野菜を焼いて、グリル野菜
とホットサンドが同時に完成

付属プレート

付属プレート

PEANUTS ホットサンドメーカー ダブル
¥14,300
スヌーピーたちの焼き目がつけられる 
ホットサンドメーカー

スヌーピーたちの焼き目がついたホットサンドがつくれます。
耳を切らずにのせられる大きめプレートとタイマー式で、忙
しい朝も時短で簡単！ダブルサイズには、プチケーキなどが
4パターンのスヌーピーの形に焼き上がるプレートが付いて
います。

サ イ ズ	 W261×H96×D246mm
重　　量	 約2.6kg（プレート2種を含む）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール
　　　　　プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗

膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 900W
機　　能	 タイマー付き、プレート取り外し可
付 属 品	 レシピリーフレット、スヌーピープレート
コード長	 約1.1m
生 産 国	 中国

付属プレート②
スヌーピープレート

付属プレート①

PEANUTS ホットサンドメーカー シングル
¥8,800
スヌーピーたちの焼き目がつけられる 
ホットサンドメーカー

スヌーピーたちの焼き目がついたホットサンドがつくれます。
耳を切らずにのせられる大きめプレートとタイマー式で、忙
しい朝も時短で簡単！

サ イ ズ	 W135×H96×D246mm
重　　量	 約1.5kg（プレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール
　　　　　プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗

膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 550W
機　　能	 タイマー付き、プレート取り外し可
付 属 品	 レシピリーフレット
コード長	 約1.1m
生 産 国	 中国

PEANUTS グリルサンドメーカー シングル
¥8,580
スヌーピーたちのホットサンドが焼ける 
グリルサンドメーカー

スヌーピーたちの焼き目がついたボリュームのあるホットサ
ンドが簡単に完成！お気に入りの具材をあれもこれも欲張り
に挟めます。

サ イ ズ	 W165×H145×D240mm
重　　量	 約2kg（ホットサンドプレート使用時）
材　　質	 本体：フェノール樹脂/スチール/アルミニウム合金	

プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗
膜加工）

電　　源	 AC100V
定格消費電力	 550W
機　　能	 タイマー付き、プレート取り外し可
コード長	 約1.3m
生 産 国	 中国

BOE091-ECRU（エクリュ）
7760877

4514499167084

スヌーピーとチャーリー・ブラウ
ンの焼き目がつく

パッケージ

価格は税込み表記です。

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC
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スヌーピーのデコレーションノブ

ミニパンケーキが焼けるプレート
付き

パッケージ

PEANUTS コンパクトホットプレート
¥16,500
スヌーピーたちのミニパンケーキも焼ける 
コンパクトホットプレート

スヌーピーとチャーリー・ブラウンのイラストが入った
PEANUTSシリーズのコンパクトホットプレート。平面プ
レートとたこ焼きプレートに加えて、スヌーピーたちのミニパ
ンケーキ6種が焼けるプレートが付属。さらにスヌーピーの
デコレーションノブも付いて、毎日の食卓をもっと愉しくして
くれます。

サ イ ズ	 W375×H175×D235mm
　　　　　パンケーキプレート：W300×H32×D205mm
重　　量	 約2.3kg（平面プレート、フタ使用時）
　　　　　パンケーキプレート：約700g
材　　質	 本体：スチール/フェノール樹脂
　　　　　プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗

膜加工）
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1200W
機　　能	 プレート取り替え式、温度調節
付 属 品	 平面プレート、たこ焼きプレート
　　　　　パンケーキプレート、木べら
　　　　　マグネット式脱着電源コード
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国 BOE070-ECRU（エクリュ）

7760729
4514499156804

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC
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PEANUTS 充電式パーソナル加湿器
¥4,400
キャンバスアートのような存在感　 
スヌーピーの充電式加湿器

キャンバスアート作品のようなシンプルな存在感が、インテ
リアのさりげないアクセントに。思わず触れたくなるラバー
素材のスヌーピー柄がポイントです。ビンテージ風のアート
ワークとシックなニュアンスカラーで、ギフトにもおすすめ。
持ち運びに便利な充電式＆コンパクトサイズ。アロマウォー
ター対応で、加湿しながらお気に入りの香りも愉しめます。

サ イ ズ	 W124×H120×D38mm
重　　量	 185g
容　　量	 270ml（タンク容量）
材　　質	 ABS樹脂
電　　源	 リチウムイオン蓄電池
規　　格	 	入力：DC5V	1A	Max.（USB充電式）	

充電時間：約3.5時間（入力	5V1Aの場合）	
連続使用時間：約5時間

機　　能	 	加湿方式：超音波式、運転モード：連続/間欠	
加湿量：約40ml/h、アロマウォーター対応	
※精油、エッセンシャルオイル、アロマオイル	
	（水溶性のアロマオイルも含む）は使用できません。

付 属 品	 USBケーブル、給水芯×2（本体取付×1、予備×1）
コード長	 約1m
生 産 国	 中国

BDE058-PKBE（ピンクベージュ）
4760422

4514499165523

BDE058-BGY（ブルーグレー）
4760423

4514499165530

思わず触れたくなる
ラバー素材のスヌーピー柄

香りと潤いを同時に愉しめる

給水のタイミングが
ひと目でわかる横窓付き

PCなどの USB 端子が使用可能

PEANUTS ウェアラブルファン
¥3,520
スヌーピーたちと一緒におでかけ！ 
首にかけてハンズフリーで使えるミニ扇風機

アウトドアをイメージしたアートワークのスヌーピー柄がポイ
ント！手で持つ必要がないので、フェスやスポーツ観戦など
アクティブなシーンでも大活躍。キャラクターは光沢感のあ
るプリントに仕上げ、子どもから大人まで使いやすいデザイ
ンです。本体カラーに合わせて色を組み合わせた、編み紐風
のネックストラップがポイント。

サ イ ズ	 φ85×D59mm
重　　量	 155g
材　　質	 本体・ガード：ABS樹脂、羽根：ポリプロピレン

ストラップ：ポリエステル
電　　源	 リチウムポリマー蓄電池
規　　格	 入力：DC5V	0.75A	Max.（USB充電式）
	 充電時間：約3時間（入力	5V	1Aの場合）
	 連続使用時間：約3〜6時間
機　　能	 	風量3段階切替（弱/中/強）、ネックストラップ
	 背面クリップ、モバイルバッテリー（1500mAh）
付 属 品	 USBケーブル
生 産 国	 中国
備　　考	 ストラップ長：約1.2m

BDE041-WOODSTOCK（ウッドストック）
7760811

4514499162676

BDE041-LUCY（ルーシー）
7760812

4514499162683

BDE041-CHARLIE（チャーリー）
7760813

4514499162690

キャラクターは光沢感のあるプリ
ントに

編み紐風のネックストラップ

モバイルバッテリーとしても使える

パッケージ

価格は税込み表記です。

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC

© 2022 Peanuts Worldwide LLC© 2022 Peanuts Worldwide LLC
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お好みの挽き具合が選べる5段階
の調節ダイヤル付き

ペーパーレスで使えるステンレス
メッシュフィルター採用

充電式なので場所を選ばず使える

コンパクトに収納

電動ミルコーヒーメーカー
¥6,050
手軽に挽きたての一杯が愉しめる！ 
全自動ミル付きコーヒーメーカー

電動ミル・ドリッパー・真空カップが一体になった、挽きたて
の豆からドリップコーヒーが愉しめるコーヒーメーカー。	
お好みの挽き具合が選べる5段階の調節ダイヤル付き。ペー
パーレスで使える「ステンレスメッシュフィルター」を採用。
コンパクト＆充電式なので場所を選ばず、オフィスやおうち
時間のリラックスタイムでお気に入りの一杯を愉しめます。

サ イ ズ	 W75×H234×D75mm
重　　量	 602g
容　　量	 200ml
材　　質	 モーター部：ステンレス鋼/ABS樹脂
	 ミル部：	ステンレス鋼/ポリプロピレン/ABS樹脂

セラミック（ミル）
	 ドリッパー：ポリプロピレン/ステンレス鋼
	 カップ：ステンレス鋼	

キャップ：ポリプロピレン
電　　源	 リチウムイオン蓄電池	7.4V		800mAh
規　　格	 入力：DC5V	1A	Max.（USB充電式）
	 充電時間：約4時間（入力	5V	1Aの場合）
	 連続使用回数：約15回
	 	耐熱温度：ドリッパー：120度、キャップ：110度
機　　能	 挽き目5段階調節
	 真空二重構造
	 保温効力：39度以上（6時間）
	 保冷効力：12度以下（6時間）
	 自動停止機能
付 属 品	 USBケーブル
コード長	 約1m
生 産 国	 中国

BOE080-BE（ベージュ）
7760803

4514499162027

BOE080-KH（カーキ）
7760804

4514499162034

BOE080-BGY（ブルーグレー）
7760881

4514499167176

http://E-01
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ガラス食器のような涼しげなラメ
のデザイン

スピナーは取り外して丸洗い可能

パッケージ

流しそうめん
¥3,850
夏のパーティを盛り上げる！ 
ガラス食器のような流しそうめん機

おうちで手軽に流しそうめんを愉しめます。乾電池式なの
で、電源のない場所でも使えます。モーター以外は取り外し
て丸洗いできます。カラフルなアイスキューブを入れれば、そ
うめんと一緒にくるくる回ってより涼しさを演出します。

サ イ ズ	 φ300×H125mm
重　　量	 約850g
材　　質	 ABS樹脂/AS樹脂/シリコーンゴム
電　　源	 単2形乾電池×2（別売り）
生 産 国	 中国

BHK165-IBL（アイスブルー）
6760573

4514499138701

LEDライト付スパイスミル
¥2,200
調理しながら片手で挽ける！ 
電動式の光るスパイスミル

ボタンひとつの簡単操作で、調理中でも片手でスパイスが挽
ける電動ミル。LEDライト付きで暗い場所でもスパイスの量
を確認できます。シックなカラーでダイニングにもなじみ、ギ
フトにもぴったり。

サ イ ズ	 φ45×H220mm
重　　量	 		約215g
材　　質	 本体：ABS樹脂
　　　　　容器：ポリカーボネート/ステンレス鋼
　　　　　刃：セラミック
電　　源	 単4形乾電池×6（別売り）
機　　能	 挽き目無段階調節、LEDライト
生 産 国	 中国

暗い場所でもスパイスの量を確認
できるLEDライト付き

ボタンひとつの簡単操作

パッケージ

BHK223-WH（ホワイト）
6760749

4514499147864

BHK223-BGY（ブルーグレー）
6760750

4514499147871

BHK223-BK（ブラック）
6760751

4514499147888

流しそうめんコンパクト
¥3,080
夏の食卓やアウトドアにも！ 
コンパクトサイズの流しそうめん器

夏の人気商品「流しそうめん」に、陶器のような質感がシッ
クなコンパクトサイズが新登場！2名利用に最適なサイズ感
で、食卓でも場所をとらないのでほかのお料理も一緒に並べ
られます。軽量で持ち運びしやすいため、アウトドアでも手
軽に流しそうめんを愉しめます。

サ イ ズ	 W240×H85×D180mm
重　　量	 約320g
材　　質	 ABS樹脂/シリコーンゴム
電　　源	 単3形乾電池×2（別売）
生 産 国	 中国

BHK270-BL（ブルー）
6760903

4514499167336

薬味皿と電源は本体から取り外し
可能

スピナーは取り外して丸洗い可能

パッケージ

価格は税込み表記です。

http://E-2


4 0 ※製品の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

蓋つきステンレスマグ
short ¥1,760
tall ¥1,980
"ほっと一息"のお供に。保温・保冷もOKのステンレスマグ

真空二重構造で、冷たい飲み物も温かい飲み物も、しっか
り適温キープ。スライド式飲み口の蓋付きで、中身がこぼれ
にくく持ち運びも楽々です。アウトドアはもちろん、リモート
ワークやベランピングにも大活躍。ざらっとした質感とシッ
クなカラーが絶妙なバランスのステンレスマグです。

サ イ ズ	 	（short）W130×H103×D90mm
	 	（tall）W130×H125×D97mm
重　　量	 	（short）約250g　	（tall）約300g
容　　量	 	（short）約0.32L（tall）約0.46L
材　　質	 本体内ビン：ステンレス鋼
	 本体胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
	 フタ：ポリプロピレン/PBT樹脂
	 ハンドル：ポリプロピレン
	 パッキン：シリコーンゴム
機　　能	 真空二重構造
	 	（short）	保温効力：71度以上（1時間）、33度以上（6時間）
	 	 保冷効力：7度以下（1時間）、15度以下（6時間）
	 		（tall）	 保温効力：73度以上（1時間）、35度以上（6時間）
	 	 保冷効力：7度以下（1時間）、13度以下（6時間）
生 産 国	 中国

BHK262-PKBE（ピンクベージュ）
6760884

4514499165356

BHK262-GRG（グレージュ）
6760885

4514499165363

BHK262-BGY（ブルーグレー）
6760886

4514499165370

BHK263-IV（アイボリー）
6760887

4514499165387

BHK263-BLGR（ブルーグリーン）
6760888

4514499165394

BHK263-KH（カーキ）
6760889

4514499165400

スライド式飲み口の蓋付き

パッケージ（short）

パッケージ（tall）

short

tall

スープジャー
¥2,750
焼き物のような温もりを感じる 
保温・保冷ステンレススープジャー

ざらっとした質感とツートンカラーが落ち着いた印象のスー
プジャー。焼き物を思わせる、どこか温もりを感じる風合い
に仕上げました。出来立てのおいしさを閉じ込める真空二重
構造で、外出時はもちろん、リモートワークのランチタイムに
も大活躍。パーツはすべて分解可能で洗いやすく、お手入れ
も楽々です。

サ イ ズ	 W85×H100×D82mm
重　　量	 約204g
容　　量	 300ml
材　　質	 本体内ビン：ステンレス鋼
	 本体胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
	 キャップ・フタ・せん・飲み口：ポリプロピレン
	 パッキン：シリコーンゴム
機　　能	 	真空二重構造
	 保温効力：50度以上（6時間）
	 保冷効力：10度以下（6時間）
生 産 国	 中国

※製品の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

BHK264-IV（アイボリー）
6760890

4514499165417

BHK264-LPK（ライトピンク）
6760891

4514499165424

BHK264-LBL（ライトブルー）
6760892

4514499165431

真空二重構造で温度をキープ

分解して丸洗い可能

パッケージ

内側は保冷効果のある
アルミ蒸着仕様

持ち運びに便利なバックル付き

スープジャーだけでなく
おにぎりやスプーンも収納可能

保冷スープジャーポーチ
¥1,430
くるくる巻いてカチッと留める 
保冷スープジャーポーチ

中身に合わせてくるっと形を変えられるスープジャーポーチ。
高さのある円柱型で、おにぎりやスプーンセットなども楽々
入るサイズです。ワンタッチで開閉可能なバックルタイプの
持ち手を採用。保冷効果のある内側アルミ蒸着仕様で、持
ち運びも安心です。

サ イ ズ	 約W195×H220×D10mm
重　　量	 約50g
材　　質	 表地：ポリエステル、裏地：PET（アルミ蒸着）
生 産 国	 中国

※縫製製品のため、サイズ・重量に個体差があります。

BHK265-BE（ベージュ）
6760893

4514499165448

BHK265-NV（ネイビー）
6760894

4514499165455



41※製品の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

軽量ステンレススクリューボトル
medium ¥2,750
tall ¥3,080
持ち運びに便利な軽さ！ 
幻想的なグラデーションが目を引くステンレスボトル

さっとカバンに入れて持ち運びも便利な軽量ステンレスボト
ル。真空二重構造なので保温・保冷もOK！氷を入れやすい
広口タイプで、すべて分解・丸洗いが可能です。中せんには
吹き出しや氷の飛び出しを防ぐガード付き。日の出や夜明け
の海のワンシーンを切り取ったような幻想的なグラデーショ
ンカラーです。

サ イ ズ	 	（medium）φ66×H166mm
	 	（tall）φ66×H211mm
重　　量	 	（medium）約155g
　　　　　（tall）211g
容　　量	 	（medium）約0.35L
　　　　　（tall）約0.48L
材　　質	 内ビン：ステンレス鋼
	 胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
	 フタ・中せん：ポリプロピレン
	 フタパッキン・中せんパッキン：シリコーンゴム
機　　能	 真空二重構造
　　　　　（medium）保温効力：69度以上（6時間）
	 	 保冷効力：7度以下（6時間）
　　　　　（tall）保温効力：74度以上（6時間）
	 	 保冷効力：6度以下（6時間）
生 産 国	 中国

BHK259-MNG（MORNING）
6760871

4514499164601

BHK259-EVG（EVENING）
6760872

4514499164618

BHK259-MGH（MAGIC HOUR）
6760873

4514499164625

tall

medium

中せんには氷の飛び出しを防ぐ
ガード付き

保温・保冷効果の高い真空二重
構造

パッケージ (medium)

パッケージ (tall)

ステンレステーブルポット
¥4,840
使いやすいシンプルな機能と食卓になじむデザイン 
毎日の生活に寄り添うステンレス卓上ポット

使いやすいシンプルな機能と場所をとらないコンパクトなサ
イズ感が毎日の生活にぴったりなステンレス卓上ポット。レ
バーを押して傾けるだけで簡単に飲み物を注げます。内側に
はフッ素樹脂加工を施し、汚れてもお手入れ簡単。適温を
キープする真空二重構造や氷を入れやすい広口タイプなど、
うれしい機能も満載。ワンタッチ着脱式のフタを外してド
リッパーをセットすれば、直接ドリップすることも可能。コー
ヒーのおいしさをそのまま愉しむこともできます。

サ イ ズ	 W98×H200×D145mm
重　　量	 約556g
容　　量	 0.75L
材　　質	 内ビン：ステンレス鋼（フッ素樹脂塗装）	

胴部：ステンレス鋼	
フタ・中せん：ポリプロピレン/ABS樹脂	
ハンドル・注ぎ口：ポリプロピレン	
パッキン：シリコーンゴム

機　　能	 	真空二重構造
	 保温効力：66度以上（10時間）	
	 保冷効力：6度以下（6時間）
生 産 国	 中国

BHK268-IV（アイボリー）
6760900

4514499167190

フッ素樹脂加工を施し、汚れても
お手入れ簡単

ドリッパーをセットして直接ドリッ
プも

BHK268-GR（グリーン）
6760901

4514499167206

BHK271-SPK（sunrise pink）
6760904

4514499167367

BHK271-DBL（daylight blue）
6760905

4514499167374

BHK271-DGY（dawn gray）
6760906

4514499167381

価格は税込み表記です。



4 2 ※製品の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

short 280

tall 450

軽量ステンレスワンタッチプリントボトル
¥3,300
各国のタイル柄モチーフが華やか！ 
ワンタッチオープン式の片手で飲める軽量ボトル

オフィスからアウトドアまでさまざまなシーンで大活躍！さっ
と片手で飲めるワンタッチオープン式です。真空二重構造な
ので保温・保冷もOK！飲み口部分もすべて分解できるので
お手入れも楽々。各国のタイル柄をモチーフとした模様とト
レンドカラーの組み合わせが気分も上がる華やかなデザイ
ンです。

サ イ ズ	 φ66×H255mm
重　　量	 約192g
容　　量	 約0.48L
材　　質	 内ビン：ステンレス鋼
	 胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
	 フタ：ステンレス鋼/ポリプロピレン
	 中せん：ポリプロピレン
	 フタパッキン・中せんパッキン：シリコーンゴム
機　　能	 	真空二重構造
	 保温効力：74度以上（6時間）
	 保冷効力：5度以下（6時間）
生 産 国	 中国

BHK274-BE（ベージュ）
6760913

4514499167480

BHK274-PK（ピンク）
6760914

4514499167497

さっと片手で飲めるワンタッチ
オープン式

飲み口の部分もすべて分解できて
衛生的

パッケージ

BHK274-BL（ブルー）
6760915

4514499167503

セラミックコートタンブラー
short 280 ¥1,980
tall 450 ¥2,530
色とりどりなバイカラーが遊び心のある真空タンブラー

真空二重構造で、冷たい飲み物も温かい飲み物もしっかり
適温キープ。セラミック加工を施し、汚れてもお手入れ簡
単。真空二重構造なので結露もしにくくデスクワークやおう
ち時間などさまざまな場所での日常使いにぴったり。内側と
外側で異なる色とりどりのバイカラーがポイントです。

サ イ ズ	 	（short	280）φ80×H95mm
	 	（tall	450）φ90×H120mm
重　　量	 	（short	280）約138g
	 	（tall	450）約175g
容　　量	 	（short	280）約280ml
	 	（tall	450）約450ml
材　　質	 本体内側：ステンレス鋼、本体外側：ステンレス鋼
生 産 国	 中国

BHK272-PBE（ピンクベージュ）
6760907

4514499167428

BHK272-LGR（ライトグリーン）
6760908

4514499167435

BHK272-BGY（ブルーグレー）
6760909

4514499167442

BHK273-GRG（グレージュ）
6760910

4514499167459

BHK273-GR（グリーン）
6760911

4514499167466

BHK273-GY（グレー）
6760912

4514499167473

真空二重構造で、水滴が付きにく
くストレスフリー

パッケージ（short	280）

パッケージ（tall	450）



4 3※製品の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

short

tall

ライト2WAYキッズボトル
¥4,400
おさかなやくだもののモチーフが愛らしい 
2WAY仕様のステンレスボトル

注いで飲めるコップタイプと、直接口をつけて飲める直飲み
タイプの２WAYボトル。使用シーンやお子さまの成長に合わ
せてお使いいただけます。真空二重構造なので保温・保冷
もOK。軽量＆スリムなデザイン、ショルダーストラップ付き
なので、自分で持ちたいお子さまでも安心して持ち運びやす
い形状です。

サ イ ズ	 φ73×H249mm
重　　量	 ダイレクトキャップ使用時：335g
	 コップ飲み使用時：365ｇ
容　　量	 ダイレクトタイプ：約0.58L
	 コップ飲みタイプ：約0.57L
材　　質	 内ビン：ステンレス鋼
	 胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
	 フタ・中せん・コップ：ポリプロピレン
	 キャップ：ABS樹脂、口がね：ステンレス鋼
	 パッキン：シリコーンゴム
	 底板：熱可塑性エラストマー
機　　能	 真空二重構造
	 保温効力：中せん使用時：72度以上（6時間）
	 	保冷効力：中せん使用時：7度以下（6時間）

キャップユニット使用時：8度以下（6時間）
付 属 品	 ストラップ、名前シール
生 産 国	 中国

セラミックコートタンブラー *
short ¥2,200
tall ¥2,750
おいしい瞬間をキープ！ 
マットな質感とフレンチカラーが上品な真空タンブラー

真空二重構造なので冷たい飲み物を入れても水滴が付か
ず、ストレスフリーにいつでも飲みごろをお愉しみいただけ
ます。また表面と内側をセラミックコート加工しており、汚れ
が付きにくい仕様。気軽に飲めるshortタイプと、たっぷり飲
めるtallタイプの2サイズ展開。陶器のようなマットな質感と
老若男女使えるグレーベースのカラーリングで、ギフトにも
おすすめです。

サ イ ズ	 	（short）φ80×H103mm
	 	（tall）φ88×H130mm
重　　量	 	（short）117g
　　　　　（tall）155g
容　　量	 	（short）約300ml
　　　　　（tall）約450ml
材　　質	 ステンレス鋼（セラミックコート）
機　　能	 真空二重構造
生 産 国	 中国

BHK256-IV（アイボリー）
6760860

4514499164496

BHK256-PK（ピンク）
6760861

4514499164502

BHK256-GR（グリーン）
6760862

4514499164519

冷たい飲み物でも水滴が付きにくい

パッケージ (short)

パッケージ (tall)

BHK257-IV（アイボリー）
6760864

4514499164533

BHK257-LBK（ライトブラック）
6760866

4514499164557

BHK257-NV（ネイビー）
6760865

4514499164540

注いで飲めるコップタイプ

ワンタッチで直飲みも可能

パッケージ

BHK255-PK（ピンク）
6760858

4514499163598

BHK255-BL（ブルー）
6760859

4514499163604

価格は税込み表記です。



4 44 4
※素材の特性上、サイズ・重量に個体差があります。

※釉薬のムラ、細かい気泡や黒点などはデザイン上の風合いとしてお楽しみください。

汁気の多いおかずの保存にもBHK240-WARM
6760803

4514499153704

BHK240-COOL
6760804

4514499153711

セラミック保存容器セット
¥4,180
冷蔵庫からレンジでチンしてそのまま食卓へ！ 
フタ付き保存ボウル

テーブルシーンを華やかに演出するマット釉薬のセラミック
ボウル。保存や温めに便利な樹脂製のフタが付いており、フ
タの空気弁を開けば電子レンジで加熱可。加熱後はそのま
ま食卓に並べられます。

サ イ ズ	（S）φ102×H47mm、（M）φ135×H57mm
重　　量	（S）約115g、（M）約170g
容　　量	（S）約250ml、（M）約470ml
材　　質	 ボウル：磁器
　　　　　フタ：ポリプロピレン	ほか
機　　能	 冷凍・電子レンジ・オーブン・食器洗浄機使用可
　　　　　※オーブン・食器洗浄機はフタを外してお使い
　　　　　ください。
付 属 品 	フタ×3
生 産 国	 日本

使用イメージ（ご飯約180g）

 ペア WAN
¥4,180
ふたりの食卓にそっと寄り添うペアギフト

美濃焼のくらわんか飯碗。異なる2色の釉薬がアクセントで
す。和洋どちらのシーンにも合うよう、シンプルでモダンなデ
ザインに仕上げました。

サ イ ズ	 φ120×H75mm
重　　量	 約250ｇ（1個あたり）/約500g（セット）
材　　質	 磁器
機　　能	 電子レンジ・食器洗浄機使用可
生 産 国	 日本

BHK169-PKxGR（ピンク×グリーン）
6760580

4514499138985

BHK169-WHxNV（ホワイト×ネイビー）
6760581

4514499138992

八角は末広がりの“八”で縁起もの

ペア HASHI
¥4,400
ふたりの食卓に品を添えるペアギフト

陶器のような若狭塗りの八角箸は、和洋どちらのシーンにも
使える質感。パールとリングをイメージした美濃焼の箸置き
がセットされています。

サ イ ズ	 箸：230mm、レスト：φ30×H8mm
重　　量	 箸：約12ｇ、レスト：約9ｇ
材　　質	 箸：天然木（ウレタン塗装）
	 レスト：磁器
機　　能	 食器洗浄機使用可
生 産 国	 日本

BHK168-PKxBL 
（ピンク×ブルー）

6760578
4514499138961

BHK168-RDxNV 
（レッド×ネイビー）

6760579
4514499138978

セラミックグリルパン
¥3,850
蒸し焼き調理でふっくらジューシー！ 
出来立てあつあつが食卓で愉しめる耐熱グリルパン

食材を並べて加熱するだけ！出来上がったらそのまま食卓
へサーブできる耐熱グリルパン。調理から盛り付けまでマル
チに活躍し、後片付けの手間も省けます。フタを使った蒸し
焼き調理で、肉や魚はふっくらジューシーに。フタ裏のピコ
が食材の水分を循環させるため、野菜料理もぐっとおいし
く仕上がります。魚焼きグリル、電子レンジ、オーブン、トー
スターと幅広い熱源に対応。シェアして食べたいメインメ
ニューなどにぴったりなサイズです。

サ イ ズ	 W260×H57×D160mm
重　　量	 1.1kg（器：約600ｇ、フタ：約480ｇ）
材　　質	 耐熱陶器
機　　能	 	冷凍・グリル・電子レンジ・オーブン・トース

ター・食器洗浄機使用可
	 ※食器洗浄機はフタを外してお使いください。
生 産 国	 マレーシア

調理から盛り付けまでこれひとつ
でマルチに活躍

フタ裏にピコ付きで蒸し料理も
ぐっとおいしく

BHK279-PK（ピンク）
6760924

4514499168104

BHK279-NV（ネイビー）
6760925

4514499168111



4 54 5
※素材の特性上、サイズ・重量に個体差があります。
※釉薬のムラ、細かい気泡や黒点などはデザイン上の風合いとしてお楽しみください。

パッケージ

お菓子やおつまみの取り皿として

セラミックプレートセット φ11
¥2,420
食卓を彩り 暮らしに寄り添う プレートセット

4色の彩りを愉しめる、手のひらサイズのお皿のセット。	
お菓子や取り皿のほか、アクセサリートレイとしてもご使用
いただけます。

サ イ ズ	 φ115×H14mm
重　　量	 約100ｇ（1枚あたり）/約405ｇ（セット）
材　　質	 陶磁器
機　　能	 電子レンジ・食器洗浄機使用可
生 産 国	 日本

パッケージ

メインプレートとして

デザートなどの取り分け皿として

パッケージ

セラミックプレートセット φ17
¥4,180
4 種のデザインを愉しむ デザートプレートセット

蚤の市で1枚1枚見つけてきたような、趣の異なる4種のデ
ザインを愉しめるデザートプレートのセット。フチのモチーフ
にはそれぞれ愛や幸せを願う意味合いが。デザートやサイド
ディッシュの取り分けに最適なサイズ。

サ イ ズ	 φ170×H17mm
重　　量	 約245ｇ（1枚あたり）/約980ｇ（セット）
材　　質	 陶磁器
機　　能	 電子レンジ・食器洗浄機使用可
生 産 国	 日本

BHK197-W（ウォーム）
6760671

4514499143576

BHK197-C（クール）
6760672

4514499143583

BHK102-WH（ホワイト）
6760434

4514499126067

BHK102-GR（グリーン）
6760435

4514499126074

BHK103-WH（ホワイト）
6760436

4514499126081

BHK103-GR（グリーン）
6760437

4514499126098

セラミックプレートセット φ21
¥5,280
4 種のデザインを愉しむ メインプレートセット

蚤の市で1枚1枚見つけてきたような、趣の異なる4種のデザ
インを愉しめるメインプレートのセット。フチのモチーフには
それぞれ愛や幸せを願う意味合いが。メインディッシュのプ
レートとして最適なサイズ。

サ イ ズ	 φ210×H17mm
重　　量	 約385ｇ（1枚あたり）/約1.5kg（セット）
材　　質	 陶磁器
機　　能	 電子レンジ・食器洗浄機使用可
生 産 国	 日本

 セラミックプレートセット ココット
¥3,300
4 種のデザインを愉しむココット

蚤の市で1枚1枚見つけてきたような、趣の異なる4種のデザ
インを愉しめるココット。お鍋やサラダの取り分けなどの器
として食卓でマルチに活躍します。

サ イ ズ	 W132×H55×D115mm
重　　量	 約212g（1個あたり）/約850g（セット）
材　　質	 陶磁器
機　　能	 電子レンジ・食器洗浄機使用可
生 産 国	 日本

パッケージ

ヨーグルトやデザートの器として

BHK198-WH（ホワイト）
6760673

4514499143590

BHK198-GR（グリーン）
6760674

4514499143606

柄アップ

柄アップ
φ17・φ21

価格は税込み表記です。
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ゴミ箱型フローリングクリーナー
¥13,200
パッと集めてサッと吸引！毎日の掃除をラクにする 
ゴミ箱型フローリングクリーナー

ホコリや髪の毛、食べこぼし、ペットの抜け毛など、気に
なったそのときにフロアワイパーなどで集めるだけ！吸引口
から自動で吸い込み、あっという間にキレイにしてくれるゴ
ミ箱型フローリングクリーナー。掃除機を出さなくても、か
がんでゴミを集めなくても、毎日のすきま時間で手間なく床
掃除ができます。音が出るのは吸引時だけで、夜間でも安
心。使い終わったフロアワイパーシートはそのまま上部のゴ
ミ箱へ。出しっぱなしでもインテリアになじむシンプルなデ
ザインで、リビングのゴミ箱としても日常使いができます。

サ イ ズ	 W323×H313×D153mm
容　　量	 集塵容量：0.65L、ゴミ箱：7L
材　　質	 ポリスチレン/ポリプロピレン
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 350W
機　　能	 	フローリングクリーナー：運転音約75dB、ダ

ストカップ/プレフィルター/HEPAフィルター
水洗い可

	 ゴミ箱：取り外し可、袋留リング付き
付 属 品	 	プレフィルター、HEPAフィルター（ダスト

カップにセット）
コード長	 約1.6m
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】
ゴミ箱型フローリングクリーナー用フィルター　¥700
BOE093-FILTER	 9991306 	4514499169026

BOE093-WH（ホワイト）
7760883

4514499167275

BOE093-GRG（グレージュ）
7760884

4514499167282

集めたゴミをパワフルに吸引

細かいペット砂も

袋留リング付きで外からゴミ袋が
見えずスマート

使い終わったフロアワイパーシー
トはそのまま上部のゴミ箱へ
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コンパクトフロア空気清浄機
¥22,000
空気も気分もリフレッシュ　 
暮らしに溶け込む空気清浄機

朝はクリーンな空気でたっぷり深呼吸、帰宅後はスイッチひと
つで空気も気分もリフレッシュ。最大パワーのJETモードが外
から入り込んだ花粉をすばやく吸い込み、拡散させません。微
細な粒子も逃さないHEPAフィルター＆脱臭フィルターを搭載
し、空気中の目に見えない汚れや気になるにおいをしっかり
除去。チャイルドロック付き＆静音設計で、就寝時や在宅勤
務にも最適。暮らしに溶け込むコンパクトボディと木目調の脚
が、インテリアとしても愛着の湧くデザインです。

サ イ ズ	 W388×H385×D160mm
重　　量	 4.1kg
材　　質	 ポリスチレン/ABS樹脂
電　　源	 AC100V
消費電力	 	静音3W/標準7W/急速31W
規　　格	 清浄空気供給量：0.6～3.5m³/min
	 最小動作音：約23dB※
機　　能	 	運転モード：静音/標準/急速/自動/花粉	

	（5分ごとに静音と標準の運転を繰り返す）
	 	JET（急速で20分間運転した後、JETモードに

切り替える前の運転に戻る）
	 OFFタイマー（2/4/8時間）
	 クリーンサインランプ表示
	 フィルター交換目安お知らせ
	 チャイルドロック
	 減光モード
	 においセンサー搭載
	 適用床面積：最大15畳
付 属 品	 	除菌脱臭一体型HEPAフィルター×1（本体に

セット）
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国
※静音運転時、製品各面の中心位置より距離1m地点で計測

【付属品交換用パーツ】
空気清浄機用交換フィルターA　¥4,400
BOE081-FILTER	 9991241 	4514499162560

BOE081-WH（ホワイト）
7760809

4514499162546

BOE081-GRG（グレージュ）
7760810

4514499162553

空気の質をランプでお知らせ

前面カバーはマグネットで簡単に
脱着が可能

4層のフィルターが一体に
付け替えも楽々

木目調の脚がワンポイント

価格は税込み表記です。

http://F-04
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ハンディ&プレススチーマー
¥8,800
休日はしっかり、外出前はさっと　 
わたしのオンオフを整える 2WAY 衣類スチーマー

休日にプレスでしっかり衣類のシワを伸ばしたいときにも、
忙しいお出かけ前に気になる部分を手早くケアしたいときに
も使えるプレス・スチーム兼用衣類スチーマー。広いアイロ
ン面で手早くシワが伸ばせるほか、先端を使えばボタンや細
かい部分のシワもきれいに仕上がります。スピーディな立ち
上がりで、タンクはワンタッチ着脱仕様。レトロなアイロン
をイメージした形状と木目調の持ち手が温かみあふれるデ
ザインです。

サ イ ズ	 W223×H133×D95mm
	 スタンド使用時：W230×H156×D107mm
重　　量	 790g
容　　量	 約100ml（タンク容量）
材　　質	 ポリカーボネート/ABS樹脂/アルミニウム合金
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1000W
機　　能	 	スチーム連続使用可能時間：最大約10分	

スチーム量：約10g/分（通常時）・約15g/分（強）	
アイロン温度調節（100/140/180度）、自動
ヒーターOFF機能

付 属 品	 スタンド、注水カップ、ブラシ
コード長	 約3m
生 産 国	 中国

BOE085-GRG（グレージュ）
7760833

4514499165141

BOE085-BGY（ブルーグレー）
7760834

4514499165158

毛足の長い衣類のケアに
ぴったりなブラシ付き

左右どちらの手にも使用可能

ワンタッチで外すことができる
給水タンク

ボタン回りなど細かい部分の
衣類ケアにも便利

2WAY アイロンミトン
¥1,430
お出かけ前のシワ伸ばしをさっとサポート　 
2WAYタイプのアイロンミトン

忙しい朝でも、アイロン台を出さずにシワ伸ばしを手早くサ
ポート。お出かけ前に気になるシワをみつけたら、手にはめる
だけですぐにアイロンがけができる、アイロン/衣類スチーマー
用ミトンです。つかみ＆プレスの2WAY仕様で、左右どちらの
手でも装着可能。裾や袖口の仕上げ、ボタン回りや襟元など、
細かい部分の衣類ケアに使えるお役立ちアイテムです。

サ イ ズ	 W140×H235×D20mm
	 収納用巾着：W350×H310mm
重　　量	 約55g
材　　質	 表地：綿100％、クッション材：ポリウレタン

フォーム
機　　能	 耐熱温度：200度
付 属 品	 収納用巾着
生 産 国	 中国

※縫製製品のため、サイズ・重量に個体差があります。

BOA141-BGY（ブルーグレー）
7760840

4514499165165

http://F-01
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スタイリングハンディスチーマー
¥7,150
シワもニオイもさっとオフ！ 
わたしの毎日を整える衣類スチーマー　

お出かけ前の忙しい朝も、立ち上がり約25秒でスピーディ
に準備完了。ハンガーにかけたまま、パワフルなスチームで
気になるシワをさっと伸ばします。女性でも片手で作業でき
る軽量コンパクトながら、大容量タンクで水を入れ直す手間
を省きます。丸洗いしにくいカーテンやソファの除菌、花粉
などのアレルゲンの除去、タバコ臭やペット臭などの消臭も
でき、忙しい平日の衣類ケアから休日のインテリアのケア
まで幅広く使用できます。衣類のシワをピンと伸ばして心も
すっきり。毎日の暮らしを手間なく整えます。

サ イ ズ	 W93×H217×D110mm
重　　量	 750g
容　　量	 約130ml（タンク容量）
材　　質	 ナイロン/ポリカーボネート/ステンレススチール
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 1000W
機　　能	 スチーム連続使用可能時間：最大約8分
	 スチーム量	：約10g/分（Loモード）
	 　　　　　　約18g/分（Hiモード）
	 自動ヒーターOFF機能
付 属 品	 注水カップ、ヘッドカバー、ブラシ
コード長	 約3m
生 産 国	 中国

立ち上がり約25秒でスピーディに
シワ伸ばし

素材に合わせて使える2種のア
タッチメント付き

休日のインテリアのケアにも

便利なハンギングフック付き

BOE076-GRG（グレージュ）
7760755

4514499160238

BOE076-MTGR（ミントグリーン）
7760756

4514499160245

BOE076-YE（イエロー）
7760870

4514499166834

BOE076-BGY（ブルーグレー）
7760757

4514499160252

価格は税込み表記です。

http://F-02
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くつ乾燥として

衣類乾燥として

スポット暖房として

パッケージ

BOE047-IV（アイボリー）
7760509

4514499141602

マルチふとんドライヤー
¥13,200
ほかほかふとんでしあわせ快眠！ 
マルチに活躍するコンパクトふとん乾燥機

マット不要、ふとんに伸縮式のノズルを入れるだけでほかほ
か！ふとんの温めやダニ対策以外にも衣類乾燥やくつ乾燥
もＯＫ。コンパクトボディに木目調のハンドルでインテリア
にもなじむデザインです。

サ イ ズ	 W360×H225×D115mm
重　　量	 1.4kg
材　　質	 ポリプロピレン/ABS樹脂
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 500W
規　　格	 安全装置（温度過昇防止用サーモスタット
	 温度ヒューズ）
	 吹き出し口付近の温風温度：最高約75度
機　　能	 ふとん乾燥：60分（冬）/120分（夏）
	 ダニ対策：120分
	 衣類乾燥：90分
	 くつ乾燥：30分
付 属 品	 くつ乾燥アタッチメント
コード長	 約2m
生 産 国	 中国

BOE047-BR（ブラウン）
7760796

4514499161877

http://F-03
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超音波アロマ加湿器 POT MIST
¥7,480
アロマでお部屋を満たす　 
抗菌タンクの超音波式加湿器

フタをしたまま上から簡単給水！抗菌タンクにお好みのアロ
マを入れれば、タンク内をクリーンに保ちながらお部屋を優
しく潤し、リラックス空間に。付属のロングパイプに付け替
えれば、高い位置からミストが放出されます。ベッドの上など
加湿したい空間に合わせて、置き場所を選ばず最適に加湿
できます。

サ イ ズ	 W260×H366×D260mm
	 パイプ（L）使用時：H586mm
重　　量	 2kg
容　　量	 約3L（タンク容量）
材　　質	 ポリプロピレン
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 28W
機　　能	 	加湿方式：超音波式
	 運転モード：100ml・200ml・300ml/h
	 連続加湿時間：約30時間（最大）
	 OFFタイマー（2/4/6時間）
	 水切れ自動停止機能
	 適用床面積：木造和室約5畳、プレハブ洋室約8畳
	 アロマ対応
付 属 品	 パイプ（S）、パイプ（L）、お掃除ブラシ
コード長	 約2m
生 産 国	 中国

BOE078-WH（ホワイト）
7760768

4514499160986

BOE078-GRG（グレージュ）
7760769

4514499160993

BOE078-YE（イエロー）
7760851

4514499165912

フタをしたまま給水が可能

アロマでリラックス加湿

タッチセンサーで
スムーズ・簡単な操作が可能

選べるパイプでお部屋を加湿

価格は税込み表記です。

http://F-06
https://youtu.be/ytfwNaFMeks
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ハイブリッド UV 加湿器 CALM MIST
¥16,500
クリーンなミストをつくるハイブリッド式加湿器

薪ストーブをモチーフにした温もりを感じるデザインの加湿
器。加熱、UVライト、イオン交換樹脂フィルターを通したミ
ストが心地よい空間をつくりだします。加湿をしながら香り
が愉しめるアロマパッド付き。

サ イ ズ	 W258×H490×D195mm
重　　量	 3.2kg
容　　量	 約4L（タンク容量）
材　　質	 ポリプロピレン/ABS樹脂
電　　源	 AC100V
定格消費電力	 85W
機　　能	 	加湿方式：ハイブリッド超音波式、UVライト照射
	 運転モード：100ml・200ml・300ml・500ml/h、オート
	 連続加湿時間：約40時間（最大）
	 湿度設定機能（45～70%）
	 OFFタイマー（1/2/4/6/8時間）
	 水切れ自動停止機能
	 LED表示自動減光
	 	適用床面積：木造和室約8.5畳、プレハブ洋室

約14畳
付 属 品	 	アロマパッド×4、クリーンフィルター、お掃除ブ

ラシ
コード長	 約1.6m
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】
CALM	MIST用アロマパッド　¥550
BOE062-PAD	 9991190 	4514499153919

CALM	MIST用クリーンフィルター　¥1,650
BOE062-FILTER	 9991189 	4514499153902

ミストの量を4段階で調節できる

フタを開けて上から簡単に給水が
可能

BOE062-GRG（グレージュ）
7760684

4514499153513

BOE062-BK（ブラック）
7760685

4514499153520

BOE062-GGR（グラスグリーン）
7760773

4514499161204

BOE062-CGY（チャコールグレー）
7760850

4514499165905

タッチパネルでお好みの湿度や
オートモードに設定可能

パッケージ
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大容量超音波加湿器 JET MIST*
¥13,200
ミニマルなデザインとパワフルなミストでたっぷり潤う 
超音波式加湿器

1時間あたり約800ml加湿する「ジェットモード」（10分間
運転）を搭載し、寝室やリビングをスピーディーに加湿。タ
ンクに直接水を注げて最大約20時間連続で加湿するので、
面倒な給水も手間になりません。スタイリッシュなフォルム
はインテリアにすっとなじみます。

サ イ ズ	 W304×H333×D304mm
重　　量	 3.2kg
容　　量	 約4L（タンク容量）
材　　質	 ABS樹脂
電　　源	 AC100V
消費電力	 最小25W/最大65W
機　　能	 	加湿方式：超音波式
	 	通常モード：加湿量無段階調節（200ml/h～

500ml/h）
	 ジェットモード：加湿量約800ml/h（10分間運転）
	 連続加湿時間：約20時間（最大）
	 おやすみタイマー（6時間後運転OFF）
	 LEDインジケーター、水切れ自動停止機能
	 	適用床面積：木造和室約8.5畳、プレハブ洋室

約14畳
付 属 品	 クリーンフィルター
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】*
JET	MIST用クリーンフィルター　¥1,650
BOE030-FILTER	 7760312 	4514499125190

BOE030-WH（ホワイト）
7760310

4514499123752

給水しやすい広口タンク

お部屋の広さやお好みに合わせて
お好きな量で細かく加湿量を調節

給水の手間を省く大型タンク（約
4L容量）

充電式パーソナル加湿器 CUBE MIST
¥3,520
灯りにほっと癒される　 
ニュアンスカラーの充電式加湿器

CUBEからこぼれるやわらかな灯りに、気持ちがほっと和ら
ぐ加湿器。インテリアになじむニュアンスカラーで、ギフト
にもおすすめです。広口タンクで給水しやすく、お手入れも
楽々。持ち運びに便利な充電式＆コンパクトサイズ。アロマ
ウォーター対応で、加湿しながらお気に入りの香りも愉しめ
ます。

サ イ ズ	 W80×H134×D80mm
重　　量	 275g
容　　量	 300ml（タンク容量）
材　　質	 ABS樹脂
電　　源	 リチウムイオン蓄電池
規　　格	 	入力：DC5V	1A	Max.（USB充電式）
	 充電時間：約3.5時間（入力	5V1Aの場合）
	 連続使用時間：約3時間
機　　能	 	加湿方式：超音波式
	 運転モード：連続/間欠
	 加湿量：約30ml/h
	 LEDライト機能
	 アロマウォーター対応
	 	※精油、エッセンシャルオイル、アロマオイル（水

溶性のアロマオイルも含む）は使用できません。
付 属 品	 USBケーブル、給水芯×3（本体取付×1、予備×2）
コード長	 約1m
生 産 国	 中国

BDE057-IV（アイボリー）
4760419

4514499165493

BDE057-PK（ピンク）
4760420

4514499165509

BDE057-BGY（ブルーグレー）
4760421

4514499165516

給水しやすい広口タンク

香りと潤いを同時に愉しめる

PCなどの USB 端子が使用可能

BOE030-GY（グレー）
7760835

4514499165172

ウッドアロマミスト
¥6,600
リアルウッドの質感とモダンな灯りを愉しむアロマミスト

インテリアになじむリアルウッドのアロマミスト。リアルウッ
ドのナチュラルな質感を愉しめます。下部が光る間接照明タ
イプでインテリアランプとしても使用可能。LEDライトは気
分に合わせて選べる、弱/強/揺らぎの3段階切り替え式。

サ イ ズ	 W90×H140×D90mm
重　　量	 340g
容　　量	 約90ml（タンク容量）
材　　質	 天然木/PP
電　　源	 AC100V
機　　能	 加湿方式：超音波式
　　　　　運転モード：連続/間欠
　　　　　水切れ自動停止機能
　　　　　LEDライト機能（弱/強/揺らぎ）
　　　　　アロマオイル対応、タッチセンサー
付 属 品 	ACアダプター
コード長	 約1.8m
生 産 国	 中国
※	天然木を使用しているため、色・木目は異なります。

やわらかに灯る間接照明タイプ

BOE035-NW（ナチュラルウッド）
7760359

4514499133430

価格は税込み表記です。
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マルチ LED ランタン
¥8,580
インドアからアウトドア、非常時まで寄り添う 
ＬＥＤランタン

シーンに合わせてお好みの灯りを選べる、防水・防塵性能を
完備したクラシカルデザインのLEDランタン。昼光色、電球
色、揺らぎモードの3種類から調色でき、25～400ルーメンま
で無段階で調光できます。USB充電と乾電池を使い分けでき
る2WAY仕様で、最大約35時間連続使用可能。モバイルバッ
テリーとしても使用できるため非常時にも活躍します。

サ イ ズ	 W100×H200×D100mm
	 	（リングを立てた場合：H267mm）
重　　量	 470g
材　　質	 ABS樹脂/メタクリル樹脂/ポリカーボネート/ス

チール
電　　源	 	リチウムイオン蓄電池3.7V	4400mAhまたは乾電

池（単3×4本）
規　　格	 入力：DC5V	2.1A
	 出力：DC5V	1A	
	 光束：25～400ルーメン
	 調光：無段階調光
	 調色：2700K（電球色）、6500K（昼光色）
	 充電時間：約5時間（入力：5V	2.1Aの場合）
	 連続点灯時間：リチウムイオン電池/約3～35時間
	 乾電池/約1～25時間
	 防塵・防水：IP54
機　　能	 モバイルバッテリー給電、揺らぎ機能
付 属 品	 USBケーブル
コード長	 約1m
生 産 国	 中国

BOL005-IV（アイボリー）
7760853

4514499165936

BOL005-BRD（ブリックレッド）
7760854

4514499165943

BOL005-GYBK（グレイッシュブラック）
7760855

4514499165950

つまみでお好みのモードと
光量に調節が可能

防水・防塵性能で
アウトドアでも安心

バッテリーはUSBと乾電池。ス
マホ給電も

パッケージ

http://F-09
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LEDスティックライト
¥3,740
毎日の便利に もしものときに 
暮らしを照らす LED スティックライト

収納フックやマグネットで玄関口やガレージに設置して常備
灯に、また片手で持ち運べるので防災用にも使えるスティッ
クタイプのライト。台座を使えばハンズフリーで置きライトに
なり、ピクニックやアウトドアシーンでスマートに活躍。モバ
イルバッテリー機能も付いて、毎日の暮らしから緊急時まで
幅広く役立ちます。

サ イ ズ	 φ22×306mm
重　　量	 約130g（スタンド込み）
材　　質	 本体：アルミニウム合金/ポリカーボネート
	 ABS樹脂
	 専用スタンド：ABS樹脂/ナイロン
	 シリコーンゴム/ネオジウム磁石
電　　源	 リチウムイオン蓄電池	3.7V	2000mAh
規　　格	 入力：DC	5V	1A
	 出力：DC	5V	1A　2000mAh	7.4Wh
	 充電時間：約3.5時間（入力：5V	2Aの場合）
	 連続点灯時間：強約4時間/弱約50時間
	 連続点滅時間：強約15時間/弱約150時間
機　　能	 	調色3段階（昼白色、昼光色、電球色）、点滅	

無段階調光、モバイルバッテリー（2000mAh）
付 属 品	 専用スタンド、USBケーブル
コード長	 約30cm
生 産 国	 中国

マグネット式でステンレス面など
に固定可能

360度回転する収納フック付き

BOL004-DGR（ダークグリーン）
7760765

4514499160948

BOL004-BK（ブラック）
7760766

4514499160955

BOL004-SV（シルバー）
7760767

4514499160962

LEDシルエットランタン
¥3,300
幻想的な光と影を愉しむ 
LEDランタン

隙間からこぼれるやわらかな光や置き場所に広がる華やか
な影が、幻想的な空間をつくりだすLEDランタン。
キャンドルランタンをモチーフにしたデザインで、リラックス
ムードを高める暖色のライトを採用しました。光量はシーン
に合わせてお好みで無段階調節が可能。
IPX4防水機能付きのため、インドアはもちろん、アウトドア
でも愉しめます。

サ イ ズ	 W113×H184×D99mm（リング含まず）
重　　量	 190g
材　　質	 ABS樹脂/ポリカーボネート
電　　源	 単三形アルカリ乾電池×4（別売り）
機　　能	 	LEDライト（2700K電球色）、無段階調光
	 吊り下げリング付き、IPX4（防水）
生 産 国	 中国

※本体色により、実際の明るさに差があります。

持ち運びに便利な吊り下げリング
付き

本体スイッチで調光が可能

隙間からこぼれる光や影が幻想
的な空間をつくりだします

BOL006-IV（アイボリー）
7760900

4514499168739 

BOL006-BGY（ブルーグレー）
7760901

4514499168746 

BOL006-CHGY（チャコールグレー）
7760902

4514499168753 

価格は税込み表記です。

https://youtu.be/Ud5zKqq1O3U
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LED ランタン
¥2,200
夜のアウトドアも快適！LED が明るく灯る

オイルランプのようなレトロデザインのLEDランタン。乾電
池式（別売り）なので、アウトドアでの使用はもちろん、イン
テリアとしてもおすすめです。

サ イ ズ	 W160×H270×D115mm（ハンガーを含まず）
重　　量	 365g
材　　質	 ブリキ/ガラス
電　　源	 単1形乾電池×2（別売り）
機　　能	 電球色LEDライト（15灯）、照度調節機能
　　　　　吊り下げハンガー付き
付 属 品 	収納袋
生 産 国	 中国

BIG LED ランタン
¥3,080
サイズも光度もアップした 
大きめサイズの LED ランタン

たっぷりの光で空間を照らす、存在感のあるLEDランタン。
乾電池式（別売り）なので、アウトドアでの使用はもちろん、
インテリアとしてもおすすめです。

サ イ ズ	 W178×H300×D140mm（ハンガーを含まず）
重　　量	 450g
材　　質	 ブリキ/ガラス
電　　源	 単1形乾電池×2（別売り）
機　　能	 電球色LEDライト（14灯）、照度調節機能
　　　　　吊り下げハンガー付き
付 属 品 	収納袋
生 産 国	 中国

LEDランタンよりひと回り大きい
サイズ

BOL001-IV（アイボリー）
7760188

4514499105079

BOL001-RD（レッド）
7760190

4514499105093

BOL001-SV（シルバー）
7760284

4514499120102

BOL001-YE（イエロー）
7760189

4514499105086

BOL001-NV（ネイビー）
7760191

4514499105109

BOL002-IV（アイボリー）
7760331

4514499128887

BOL002-NV（ネイビー）
7760332

4514499128894

単1形乾電池×2（別売り）を使用

付属の収納袋

付属の収納袋
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シンプルで分かりやすい操作ボタン

パッケージ

ワイヤレススピーカー リブポット
¥3,960
キッチンやバスルーム、アウトドアで大活躍！ 
防水機能付きのコンパクトスピーカー

SiriやGoogle	Assistantなどのボイスアシスタントを使って、
手を使わずに音楽再生やタイマーの設定などができるスピー
カー。リブを施したシンプルなフォルムと指でつまめるサイズ
感で、持ち運ぶのが愉しくなるデザインです。

サ イ ズ	 W43×H41×D43mm
重　　量	 52g
材　　質	 ABS樹脂/シリコーンゴム/スチール
電　　源	 リチウムイオン蓄電池　3.7V	230mAh
規　　格	 入力：DC5V	210mA（USB充電式）
	 出力：3W
	 充電時間：約2時間
	 連続使用時間：	約2～8時間
	 　　　　　　（使用状況などにより前後します）
機　　能	 	スピーカー、Bluetooth®接続（ver：5.0）
	 	有効距離：約10m、ボイスアシスタントアプリ起動

IPX5防水、ハンズフリー通話機能
付 属 品	 USBケーブル
コード長	 約30cm
生 産 国	 中国

BDE046-RD（レッド）
4760366

4514499160825

BDE046-NV（ネイビー）
4760367

4514499160832

BDE046-GD（ゴールド）
4760368

4514499160849

BDE046-CHR（クロム）
4760369

4514499160856

手のひらサイズだから持ち運びも
楽々

ボリュームノブスピーカー
¥4,950
くっつける。回す。 
直感的で愉しい防水コンパクトスピーカー

ボリュームノブから着想を得たBluetoothⓇスピーカー。わず
か68gとコンパクトながら、IPX4防水＆マグネット付き。冷
蔵庫や浴室に貼り付けたり、アウトドアで利用したりとどこ
へでも音楽を持ち運べます。2台をペアリングしてステレオ
サウンドを愉しめるTWS（True	Wireless	Stereo）とハンズ
フリー通話機能も搭載。

サ イ ズ	 W61×H50×D61mm
重　　量	 68g
材　　質	 ABS樹脂/シリコーンゴム/スチール/ネオジウム

磁石
電　　源	 リチウムイオン蓄電池　3.7V	230mAh
規　　格	 	入力：DC5V	210mA（USB充電式）
	 出力：3W
	 充電時間：約2時間
	 連続使用時間：約2～8時間
	 　　　　　　（使用状況などにより前後します）
機　　能	 	スピーカー、Bluetooth®接続（ver:5.0）、有効

距離：約10m、IPX4防水、TWS、ハンズフリー
通話機能

付 属 品	 USBケーブル
コード長	 約30cm
生 産 国	 中国

BDE060-GRG（グレージュ）
4760427

4514499166285

わずか68gとコンパクトなサイズ感

冷蔵庫や浴室の壁に
貼り付けられるマグネット付き

浴室での使用やアウトドアにも
便利な IPX4 防水仕様

パッケージ

BDE060-BGY（ブルーグレー）
4760428

4514499166292

BDE060-DGY（ダークグレー）
4760429

4514499166308

価格は税込み表記です。

https://youtu.be/49OtWzZKEyo
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ワイヤレスチャージャー 折りたたみスタンド
¥3,520
置くだけ充電！バイカラーがおしゃれな
ワイヤレスチャージ付き折り畳みスタンド

便利でスマートなライフスタイルを実現するワイヤレスチャージャー。折
りたためば平置きに、組み替えてスタンド充電もできる2WAY仕様で、
オフィスやカフェなどの外出先や移動時の持ち歩きにも便利です。
シンプルな形状ながら、遊び心のあるバイカラーと箔押しの
ロゴがポイント。

サ イ ズ	 W90×H103×D19mm
	 	（スタンド時：H94mm）
重　　量	 125g
材　　質	 合成皮革/ABS樹脂
電　　源	 USB電源（DC5V/9V）
規　　格	 出力：5W/7.5W/10W
機　　能	 ワイヤレス充電
付 属 品	 USBケーブル（カラー：ホワイト）
コード長	 約1.2m
生 産 国	 中国

BDE048-GRG × YE（グレージュ×イエロー）
4760424

4514499165875

平置きでもスタンドでも

箔押しのロゴがポイント
BDE048-PK × GY（ピンク×グレー）

4760425
4514499165882

BDE048-KH × GR（カーキ×グリーン）
4760426

4514499165899

ワイヤレスチャージャー 折りたたみスタンド
¥3,520
置くだけ充電！暮らしに寄り添う 
ワイヤレスチャージ付き折り畳みスタンド

レザー調の素材感とインテリアになじむシンプルデザイン。
折りたためば平置きに、組み替えてスタンド充電もできる	
２WAY仕様で、オフィスやカフェなどの外出先や移動時の持
ち歩きにも便利です。

サ イ ズ	 W90×H103×D19mm　
	 	（スタンド時：H94mm）
重　　量	 125g
材　　質	 合成皮革/ABS樹脂
電　　源	 USB電源（DC5V/9V）
規　　格	 出力：5W/7.5W/10W
機　　能	 ワイヤレス充電
付 属 品	 USBケーブル
コード長	 約1.2m
生 産 国	 中国

BDE048-GRG（グレージュ）
4760373

4514499161037

BDE048-NV（ネイビー）
4760374

4514499161044

折り畳んだ状態での充電も可能

コンパクト収納＆持ち運び楽々

ワイヤレスチャージャー マルチスタンド *
¥4,620
置くだけ充電！暮らしに寄り添う 
ワイヤレスチャージ付きマルチスタンド

レザー調の素材感とインテリアになじむシンプルデザイン。デスク
トップでペンスタンドとして、リビングではリモコンスタンドと
しても使え、生活の中で省スペースに充電ができます。

サ イ ズ	 W84×H132×D148mm
重　　量	 230g
材　　質	 合成皮革/ABS樹脂
電　　源	 USB電源（DC5V/9V）
規　　格	 出力：5W/7.5W/10W
機　　能	 ワイヤレス充電
付 属 品	 USBケーブル
コード長	 約1.2m
生 産 国	 中国

デスク上でペンスタンドとして

リビングでリモコンスタンドとして

BDE049-NV（ネイビー）
4760376

4514499161068

BDE049-GRG（グレージュ）
4760375

4514499161051

ワイヤレスチャージャー マルチスタンド
¥4,620
置くだけ充電！バイカラーがおしゃれな 
ワイヤレスチャージ付きマルチスタンド

便利でスマートなライフスタイルを実現するワイヤレス
チャージャー。デスクトップでペンスタンドとして、リビング
ではリモコンスタンドとしても使え、生活の中で省スペース
に充電ができます。遊び心のあるバイカラーと箔押しのロゴ
がポイントです。

サ イ ズ	 W84×H132×D148mm
重　　量	 230g
材　　質	 合成皮革/ABS樹脂
電　　源	 USB電源（DC5V/9V）
規　　格	 出力：5W/7.5W/10W
機　　能	 ワイヤレス充電
付 属 品	 USBケーブル（カラー：ホワイト）
コード長	 約1.2m
生 産 国	 中国

BDE049-GRG×YE（グレージュ×イエロー）
4760430

4514499166872

BDE049-PK×GRG（ピンク×グレージュ）
4760431

4514499166889

BDE049-KH×GR（カーキ×グリーン）
4760432

4514499166896

箔押しのロゴがポイント

Type-C の充電ポートは向きを気
にせずコードの挿入が可能
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ポータブルネックファン
¥4,620
首回りに心地よい涼しさと香りを届ける！ 
シロッコファン搭載のハンズフリーミニ扇風機

プロペラがないシロッコファンを搭載！髪の毛を巻き込む心
配がなく、顔に直接風が当たらないので目の乾燥を防ぎ、首
回りに優しい風が当たります。抗菌樹脂仕様で、肌に直接触
れる部分も衛生的。アロマパッド付きで、涼みながらお気に
入りのアロマの香りも愉しむことができます。

サ イ ズ	 W170×H220×D60mm
重　　量	 270g
材　　質	 本体：ABS樹脂/TPU
	 アロマケース：ポリプロピレン
電　　源	 ニッケル水素蓄電池×3
規　　格	 入力：DC5V	1A	Max.（USB充電式）
	 充電時間：約4.5時間（入力	5V	1Aの場合）
	 連続使用時間：約2～6.5時間
機　　能	 風量3段階切り替え（弱/中/強）、アロマ対応
付 属 品	 USBケーブル、アロマパッド×3
生 産 国	 中国

BDE055-IV（アイボリー）
4760396

4514499164359

BDE055-BGR（ブルーグリーン）
4760397

4514499164366

BDE055-NV（ネイビー）
4760398

4514499164373

プロペラがないシロッコファンを
搭載

涼みながらお好きな香りも愉しめ
るアロマパッド付き

背面の回転式クリップで服に固
定できる

モバイルバッテリーとしても使える

ネックストラップは装着時に長さ
調節可能

BDE041-IV（アイボリー）
4760327

4514499158075

BDE041-BGR（ブルーグリーン）
4760328

4514499158082

BDE041-NV（ネイビー）
4760329

4514499158099

ウェアラブルファン *
¥3,080
ハンズフリー＆ファッショナブル！ 
首にかけて使えるミニ扇風機

手で持つ必要がないので、真夏のフェスやアウトドア、ス
ポーツ観戦などさまざまなシーンでアクティブに活動できま
す。胸ポケットやスリットに固定できる背面クリップ付き。お
好みで選べるカラーは3種類。本体カラーと連動した、ザイ
ルのようなネックストラップがポイントです。

サ イ ズ	 φ85×D59mm
重　　量	 155g
材　　質	 本体・ガード：ABS樹脂、羽根：ポリプロピレン
　　　　　ストラップ：ポリエステル
電　　源	 リチウムポリマー蓄電池
規　　格	 入力：DC5V	0.75A	Max.（USB充電式）
　　　　　充電時間：約3時間（入力	5V	1Aの場合）
　　　　　連続使用時間：約3～6時間
機　　能	 風量3段階切り替え（弱/中/強）、ネックストラップ
　　　　　背面クリップ、モバイルバッテリー（1500mAh）
付 属 品	 USBケーブル
生 産 国	 中国
備　　考	 ストラップ長：約1.2m

ポータブルスイングデスクファン
¥4,950

「心地よい涼しさ」を持ち運び　 
コンパクトな USB 充電式扇風機

場所を選ばずすっきり設置できる、コンパクトな充電式卓上
扇風機。風量は選べる10段階切り替え＆首振り機能付き
で、シーンや気温に合わせて広範囲に涼しい風をお届けしま
す。デスクやキッチンなど室内だけでなく、アウトドアでも大
活躍。インテリアにすっとなじむ、洗練されたワンカラーが
ポイントです。

サ イ ズ	 W171×H228×D72mm
重　　量	 455g
材　　質	 本体：ABS樹脂、羽根：ポリプロピレン
電　　源	 リチウムイオン蓄電池
規　　格	 	入力：DC5V	1A	Max.（USB充電式）
	 充電時間：約3.5時間（入力	5V1Aの場合）
	 	連続使用時間：最小風量時約4時間
	 　　　　　　		最大風量時約1.5時間
機　　能	 	風量10段階切り替え、左右自動首振り機能（90度）	

上下手動首振り機能（60度）
付 属 品	 USBケーブル
コード長	 約1ｍ
生 産 国	 中国

【付属品交換用パーツ】
ポータブルスイングデスクファン用USBケーブル　¥550
BDE061-CORD	 9991300 	4514499167817

BDE061-GRG（グレージュ）
4760434

4514499167787

BDE061-RD（レッド）
4760435

4514499167794

BDE061-GR（グリーン）
4760436

4514499167800

手動で上下60度の角度調節も可能

自動で左右に90度の首振りが可能

価格は税込み表記です。
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やわらかなシリコーンゴムの羽根

バッグやベルトに取り付けできる
カラビナが付属

BDE042-IV（アイボリー）
4760330

4514499158105

BDE042-RD（レッド）
4760331

4514499158112

BDE042-KH（カーキ）
4760332

4514499158129

BDE042-NV（ネイビー）
4760333

4514499158136

BDE042-BK（ブラック）
4760334

4514499158143

コンパクトスティックライトファン *
¥2,530
いつでもどこでも持ち歩き！ 
スリムなフォルムのカラビナ付きミニ扇風機

ポーチやポケットに入るサイズ感のミニ扇風機。カラビナ
を使えば、バッグのループやベルトに取り付けられます。い
ざというときに便利な簡易ライト付き。ユニセックスで使え
る、落ち着きのあるカラーリングです。

サ イ ズ	 φ40×H165mm
　　　　　羽根展開時：φ80×H150mm
重　　量	 140g
材　　質	 本体・キャップ：ABS樹脂、羽根：シリコーンゴム
電　　源	 リチウムイオン蓄電池
規　　格	 入力：DC5V	1A	Max.（USB充電式）
　　　　　充電時間：約3.5時間（入力	5V	1Aの場合）
　　　　　連続使用時間：約10～30時間
機　　能	 風量3段階切り替え（弱/中/強）、カラビナ
　　　　　トーチライト、モバイルバッテリー（2200mAh）
付 属 品	 USBケーブル、カラビナ
生 産 国	 中国

オフィスでデスクファンとしても

モバイルバッテリーとしても使える

手持ちで夏のアウトドアや移動時
に

BDE029-IV（アイボリー）
4760236

4514499138152

ポータブルミニファン *
¥2,530
モバイルバッテリーとしても使える 
手持ち・卓上兼用の USB 充電式ミニ扇風機

最大約8時間使える充電池タイプのミニ扇風機。夏のレ
ジャーシーンやオフィスではもちろん、モバイルバッテリー
にもなるので一年中活躍します。持ち運びに便利な収納袋
付き。

サ イ ズ	 W105×H225×D40mm
　　　　　折り畳み時：W105×H120×D70mm
重　　量	 190g
材　　質	 本体：ABS樹脂、羽根：ポリプロピレン
電　　源	 リチウムイオン蓄電池
規　　格	 入力：DC5V	1A	Max.（USB充電式）
　　　　　充電時間：約4.5時間（入力	5V	1Aの場合）
　　　　　連続使用時間：約2.5～8時間
機　　能	 風量3段階切り替え（弱/中/強）
　　　　　手持・卓上兼用型、モバイルバッテリー
　　　　	（2200mAh）
付 属 品	 USBケーブル、収納袋
生 産 国	 中国

BDE029-PK（ピンク）
4760237

4514499138169

BDE029-GR（グリーン）
4760238

4514499138176

BDE029-NV（ネイビー）
4760254

4514499146898
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背面に合わせたカラーの針と見や
すいフォント

掛け時計にも

ウッドハウスクロック
¥4,180
アクセントカラーが遊び心あるハウス型クロック

木目の優しい風合いとかわいらしいハウス型が特長。お部
屋になじみながらもアクセントカラーがインテリアのワンポ
イントに。置き掛け兼用の2WAYなので、場所に合わせて設
置できます。

サ イ ズ	 W155×H220×D70mm
重　　量	 290g
材　　質	 本体：天然木
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 連続秒針、置き掛け兼用
付 属 品	 単3形乾電池×1、掛けネジ×1
生 産 国	 中国

※素材の特性上、サイズ・重量に個体差があります。
※天然木を使用しているため、色・木目は異なります。

BCW042-WH（ホワイト）
2760347

4514499163741

BCW042-BK（ブラック）
2760348

4514499163758

レトロスクエアアラームクロック
¥1,980
レトロなスクエアフォルムクロック

昔のテレビ画面のようなフォルムにシンプルながら目を引く
ゴールドの文字盤でよりレトロな雰囲気を演出します。ポイ
ントカラーのレッドのアラーム針が特長です。

サ イ ズ	 W109×H92×D64mm
重　　量	 120g
材　　質	 本体：ABS樹脂
　　　　　レンズ：ポリスチレン
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 電子音アラーム、連続秒針
付 属 品	 単3形乾電池×1
生 産 国	 中国

デスクやベッドサイドに最適なサ
イズ感

BCA015-IV（アイボリー）
2760287

4514499143842

BCA015-RD（レッド）
2760288

4514499143859

BCA015-GR（グリーン）
2760289

4514499143866

BCA015-BK（ブラック）
2760290

4514499143873

キューブタイマークロック
¥3,300
時間管理に便利なタイマー付き卓上クロック

毎日の料理や仕事、勉強、運動に！ロータリースイッチをく
るっと回転させるだけでタイマーが起動するタイマークロッ
ク。3パターン登録できる「タイマーモード」とアラーム・ス
ヌーズ機能の付いた「クロックモード」の2つのモードを搭
載。コンパクトなキューブ型でキッチンカウンターからデスク
までどんな場所にもなじみます。

サ イ ズ	 W58×H78×D58mm
重　　量	 100g
材　　質	 本体：ABS樹脂
電　　源	 単4形乾電池×2
機　　能	 	タイマー、12/24時間表示、日付表示、電子音ア

ラーム、スヌーズ、バックライト
付 属 品	 単4形乾電池×2
生 産 国	 中国

BCA026-WH（ホワイト）
2760357

4514499167732

BCA026-RD（レッド）
2760358

4514499167749

BCA026-GR（グリーン）
2760359

4514499167756

ロータリースイッチを回すだけで
タイマーが起動

場所やインテリアを選ばないコン
パクトなキューブ型

ミニウッドハウスクロック
¥3,080
アクセントカラーが遊び心ある 
コンパクトサイズのハウス型クロック

木目の優しい風合いとかわいらしいハウス型が特長。お部
屋になじみながらもアクセントカラーがインテリアのワンポ
イントに。コンパクトなサイズ感は飾り棚やベッドサイドなど
ちょっとした空間の設置にもぴったり。

サ イ ズ	 W98×H139×D50mm
重　　量	 130g
材　　質	 本体：天然木
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 スイープムーブメント
付 属 品	 単3形乾電池×1
生 産 国	 中国

BCA027-SMPK（スモーキーピンク）
2760360

4514499167763

BCA027-GR（グリーン）
2760361

4514499167770

単3形乾電池を1個使用

コンパクトなサイズ感はちょっと
した空間にぴったり

背面のツマミで時刻とアラームを
設定

価格は税込み表記です。
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デスクやベッドサイドに最適なサ
イズ感

グレイッシュアラームクロック
¥1,650
シックなグレイッシュカラーが洗練された印象の 
コンパクトクロック

フレームのグレイッシュカラーがポイントのアラームクロッ
ク。手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、旅行や出張にも
持ち運びできます。角度調整できるスタンド付き。

サ イ ズ	 W90×H90×D32mm
重　　量	 110g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 電子音アラーム、ステップ秒針
付 属 品	 単3形乾電池×1
生 産 国	 中国

BCA022-PK（ピンク）
2760336

4514499156118

BCA022-GY（グレー）
2760337

4514499156125

BCA022-BL（ブルー）
2760338

4514499156132

アラーム機能、スタンド付き

持ち運びやすいミニサイズ

ラウンドリトルクロック
¥1,100
ニュアンスカラーが優しい印象の 
コンパクトクロック

本体色ごとに針の色を変え、遊び心を持たせた手のひらサ
イズのミニアラームクロック。持ち運びしやすいサイズ感な
ので、旅行、出張の際のアラームクロックとしても◎。

サ イ ズ	 W50×H50×D23mm
重　　量	 40g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 コイン型リチウム電池LR44×1
機　　能	 電子音アラーム、ステップ秒針
付 属 品	 コイン型リチウム電池LR44×1
生 産 国	 中国

BCA013-YE（イエロー）
2760277

4514499142333

BCA013-PK（ピンク）
2760278

4514499142340

BCA013-GR（グリーン）
2760279

4514499142357

BCA013-BGY（ブルーグレー）
2760280

4514499142364

BCA013-NV（ネイビー）
2760281

4514499142371

スクエアリトルクロック
¥1,100
使いやすいスタンダードデザインの 
コンパクトクロック

ベーシックなカラーと見やすい文字盤が特長の手のひらサ
イズのミニアラームクロック。持ち運びしやすいサイズ感な
ので、旅行、出張の際のアラームクロックとしても◎。

サ イ ズ	 W50×H50×D23mm
重　　量	 50g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 コイン型リチウム電池LR44×1
機　　能	 電子音アラーム、ステップ秒針
付 属 品	 コイン型リチウム電池LR44×1
生 産 国	 中国

アラーム機能付き

旅行・出張に便利なミニサイズ

アラーム機能付き

旅行・出張に便利なミニサイズBCA014-MU（マスタード）
2760282

4514499142388

BCA014-RD（レッド）
2760283

4514499142395

BCA014-GR（グリーン）
2760284

4514499142401

BCA014-BL（ブルー）
2760285

4514499142418

BCA014-GY（グレー）
2760286

4514499142425

懐中時計をイメージしたリング型
アラームボタン

クラシカルな針がポイント

パステルレトロアラームクロック
¥1,980
懐中時計をイメージしたアラームクロック

フレームに淡いパステルカラーをあしらった、フレンチレトロ
なデザイン。クラシカルな形の針がレトロな雰囲気を際立た
せます。

サ イ ズ	 W135×H180×D52mm
重　　量	 260g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 電子音アラーム、ステップ秒針
付 属 品	 単3形乾電池×1
生 産 国	 中国

BCA008-IV（アイボリー）
2760264

4514499136196

BCA008-PK（ピンク）
2760265

4514499136202

BCA008-GR（グリーン）
2760266

4514499136219

アラーム機能、スタンド付き
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ライト点灯時

飽きのこないベーシックなデザイン

モノクロツインベルクロック
¥2,750
シンプルなモノクロカラーが洗練された印象の 
ツインベルクロック

シンプルなカラーリングと飽きのこないベーシックなデザイ
ン。数字や脚の部分など細部のこだわりもポイント。使う人
やインテリアを選ばないのでギフトにもおすすめ。

サ イ ズ	 W116×H170×D56mm
重　　量	 270g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
	 レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 ベル音アラーム、スイープムーブメント、ライト
付 属 品	 単3形乾電池×1
生 産 国	 中国 BCA024-WH（ホワイト）

2760349
4514499163765

BCA024-BK（ブラック）
2760350

4514499163772

カッパーツインベルクロック
¥3,080
カッパーのベルが印象的なツインベルクロック

本体色と文字盤をワントーンにまとめ、シンプルながら存在
感のあるデザイン。スタンダードなカラーリングにカッパー
のベルが印象的です。

サ イ ズ	 W123×H172×D54mm
重　　量	 295g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 ベル音アラーム、連続秒針、ライト
付 属 品	 単3形乾電池×1
生 産 国	 中国

カッパーのツインベルがポイント

ライト点灯時

BCA011-WH（ホワイト）
2760273

4514499136288

BCA011-NV（ネイビー）
2760274

4514499136295

 ゴールドツインベルクロック
¥2,750
レトロシックなアラームクロック

どこか懐かしい雰囲気を持つツインベルのアラームクロッ
ク。	ゴールドとレトロシックなカラーリングの組み合わせが
ベッドサイドを彩ります。

サ イ ズ	 W90×H123×D70mm
重　　量	 270g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 ベル音アラーム、連続秒針、ライト
付 属 品	 単3形乾電池×1
生 産 国	 中国

よく響くツインベル式

アンティーク調の文字盤

BCA001-IV（アイボリー）
2760200

4514499114705

BCA001-GR（グリーン）
2760201

4514499114712

LEDミラークロック
¥2,750
置くだけでデスク周りがスマートな印象になるミラー
クロック

鏡面ディスプレイに数字が浮かび上がる、スタイリッシュな
デザイン。日付、温度、アラームやシーンに合わせて調節で
きる2段階調光などコンパクトなサイズ感ながら実用的な機
能も充実。

サ イ ズ	 W160×H60×D25mm
重　　量	 105g
材　　質	 本体：ABS樹脂
	 レンズ：PET
電　　源	 DC	5V（USB）
機　　能	 	12/24時間表示、日付表示、温度計、電子音ア

ラーム、スヌーズ、LEDライト（2段階調光）
付 属 品	 専用USBケーブル（約1m）
	 単4形乾電池×3本（別売り）
生 産 国	 中国

BCA025-IV（アイボリー）
2760351

4514499163789

BCA025-NV（ネイビー）
2760352

4514499163796

鏡面ディスプレイが印象的なデザ
イン

シーンに合わせて調節できる２段
階調光

価格は税込み表記です。
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ピンクゴールドの箔押しが上品で
華やかな印象

大きくて見やすいフォント

パステルウォールクロック
¥3,850
アクセサリーのような箔押しデザインの掛け時計

文字盤にピンクゴールドの箔押しをあしらい、お部屋を上品
かつ華やかな雰囲気にする掛け時計。フレーム部分の数字
が大きく見やすいデザインです。

サ イ ズ	 W290×H290×D35mm
重　　量	 530g
材　　質	 本体：ABS樹脂
	 レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 スイープムーブメント
付 属 品	 単3形乾電池×1、掛けネジ×1
生 産 国	 中国

BCW040-GRG（グレージュ）
2760342

4514499163697

BCW040-BGR（ブルーグリーン）
2760343

4514499163703

BCW040-DGY（ダークグレー）
2760354

4514499167701

バードモビールクロック
¥3,300
北欧イメージの振り子時計

鳥のモチーフがゆらゆら揺れる北欧デザインの振り子時計。
子供部屋にも合う優しいニュアンスカラー。北欧の“モビー
ル”のような温かみのある印象を与えます。

サ イ ズ	 W200×H270×D51mm（振り子を除く）
重　　量	 315g
材　　質	 本体：ABS樹脂
電　　源	 単3形乾電池×2
機　　能	 ステップムーブメント
付 属 品	 単3形乾電池×2、掛けネジ×1
生 産 国	 中国

小窓から雲のイラストが揺れる愉
しいデザイン

北欧のモビールのような鳥のモ
チーフ

BCW034-IV（アイボリー）
2760308

4514499144054

BCW034-BL（ブルー）
2760309

4514499144061

メタルウォールクロック
¥4,950
くすみカラーと重厚感のある素材が上品な 
ウォールクロック

マットなくすみカラーが落ち着いた印象のウォールクロッ
ク。シンプルなゴールドの針や重厚感のあるスチール素材
は、インテリアを上品に格上げしてくれます。小石をモチーフ
にしたインデックスは、ランダムに配置することでシンプル
ながら存在感のあるデザインに。

サ イ ズ	 W300×H300×D30mm
重　　量	 510g
材　　質	 本体:スチール/ABS樹脂
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 スイープムーブメント
付 属 品	 単3形乾電池×1、掛けネジ×1
生 産 国	 中国

BCW043-GRG（グレージュ）
2760355

4514499167718

BCW043-BGY（ブルーグレー）
2760356

4514499167725

スチール素材やゴールドの針が上
品なデザイン

ランダムに配置した小石モチーフ
のインデックス
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ウッド温湿ウォールクロック
¥6,380
ラフタッチなインデックスが目を引く 
温湿計付き壁掛け時計

ナチュラルなウッドフレームに手書き風のインデックスがや
わらかな印象。温度、湿度を一度に確認できるシンプルなデ
ザインはどんなインテリアにもなじみます。

サ イ ズ	 W298×H298×D53mm
重　　量	 925g
材　　質	 本体：天然木/MDF
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 連続秒針、温度計、湿度計
付 属 品	 単3形乾電池×1、掛けネジ×1
生 産 国	 中国
※素材の特性上、サイズ・重量に個体差があります。
※天然木を使用しているため、色・木目は異なります。

手書き風のインデックス

温湿計付き

BCW022-NW（ナチュラルウッド）
2760231

4514499126982

BCW022-DW（ダークウッド）
2760232

4514499126999

  イージータイムクロック
¥5,500
細かな表記で時刻が読みやすい 
スタイリッシュなウォールクロック

カラーリングの異なる時針・分針・秒針がわかりやすく時を
伝える知育クロック。スチールフレームとすっきりしたデザイ
ンが洗練された印象を与えます。

サ イ ズ	 W320×H320×D48mm
重　　量	 940g
材　　質	 本体：スチール/ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 ステップ秒針
付 属 品	 単3形乾電池×1、掛けネジ×1
生 産 国	 中国

BCW020-NV（ネイビー）
2760222

4514499123363

BCW020-BR（ブラウン）
2760223

4514499123370

ブランドロゴ

立体感のあるインデックス

  電波ビンテージウッドクロック
¥7,480
ビンテージの風合いが際立つ壁掛け電波時計

ビンテージ調の木目とカラーリングの組み合わせが愉しい
壁掛け電波時計。ミッドセンチュリーな佇まいを演出します。

サ イ ズ	 W300×H300×D48mm
重　　量	 760g
材　　質	 本体：ABS樹脂
　　　　　レンズ：ガラス
電　　源	 単3形乾電池×1
機　　能	 電波受信（40/60kHz自動切り替え）
　　　　　電波受信ON/OFF
　　　　　ステップ秒針
付 属 品	 単3形アルカリ乾電池×1、掛けネジ×1
生 産 国	 中国

BCR008-WH（ホワイト）
2760173

4514499103952

BCR008-BL（ブルー）
2760174

4514499103969

BCR008-BR（ブラウン）
2760175

4514499103976

価格は税込み表記です。
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BRUNO 株式会社　商品センター BRUNO 株式会社　アフターサービス

ご返送先は商品によって異なりますので、各営業担当までご連絡ください。
都度ご案内いたします。

在宅勤務体制への移行に伴い、下記本社固定電話を廃止させていただきます。
03-5446-9502 音声ガイダンス（3）
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その他のお問い合わせはBRUNO株式会社コーポレートサイト
または各営業担当までご連絡ください

在宅勤務体制への移行に伴い、下記本社固定電話を廃止させていただきます。
03-5446-9502 音声ガイダンス（3）

BRUNO株式会社

bruno-inc.com



https://www.instagram.com/bruno_enjoy/
https://www.facebook.com/brunostyle.enjoy
https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/
https://brunofans.jp/



