少量のみじん切りが手早く簡単に。
いつでも、
手軽にスピーディー調理。

スピーディーチョッパー
50704 ¥4,598
メンバー価格¥3,908
直径10.8×高さ9.2㎝ 300㎖
ギフトボックス：
縦11.8×横11.8×高さ10㎝
ギフト
ボックス入り

POINT
POIN
NT
ひもを11回引くと3
ひもを1回引く
枚の刃が8 回 転
枚の刃
するので、12回引
けば28 8 回 切っ
たことと同じに。

みじん切りもミキシングもこれひとつ。
手作りソースも簡単に。

スムースチョッパー
50705 ¥6,116

5

メンバー価格¥5,199
直径10.8×高さ15.2㎝ 730㎖
ギフトボックス：
縦11.8×横11.8×高さ17㎝

ギフト
ボックス入り

チョッパー製品の
時短レシピが満載。

Chop'n smart
毎日のラク！早！ごはん
7149 ¥1,628
メンバー価格¥1,384
縦19×横19㎝ 100ページ

A

POINT
NT

B

ソースや卵液などの
や卵液などの
かくはんに便利な
んに便利な
ウィスク
ク
（A）
。
スムージーなど、
ジーなど、
食材の切り混ぜに
の切り混ぜに
便利なブレー
ブレード
（B）
。

ハンドルを回すだけで、
泡立てがあっという間。

スピーディーシェフ
50706 ¥7,238
メンバー価格¥6,152
長径18.4×高さ25.4㎝ 1.35ℓ
ギフトボックス：
縦16×横14.5×高さ18.5㎝

使い方を動画で
チェック!

ギフト
ボックス入り

POINT
卵白なら1分、生クリームなら30秒で
泡立てられるからラクラク。
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P R E PA R AT I O N

調理道具
調理道具

いつもの下準備に
「挽く」
をプラス。
ハンドルを回せば、
自家製ミンチが完成。

大活躍するハンディサイズのスライサー。
安定してスライスできるハンドル付き。

フュージョンマスター ミンサー
50703 ¥12,232

ベジプレップスライサー・ジュニア
728 ¥5,302

メンバー価格¥10,397
縦29×横13.2×高さ26.7㎝

使い方を動画で
チェック!

・肉はもちろん、
魚や野菜も挽ける。
・分解して洗えるから、
清潔・安心。
・まとめてコンパクトに収納できる。
・軽い力でしっかり回せる、安定設計。

POINT

肉はもちろん、
魚も手軽にミンチ
に。
自分の好みに合わせて、
こだ
わりの挽き肉が作れる。

メンバー価格¥4,507
フレーム：縦28.1×横10.8×高さ4.5㎝
フードガイド：縦11.9×横11.9×高さ5.4㎝
（伸ばした場合の高さ8.4㎝）
（化粧箱入り）

POINT

粗挽き、細挽きが選べる2種類
が選べる2種類
のミンサーディスクで広がる調
スクで広がる調
理のバリエーション。
ン。

野菜を固定できるフードガイド
で手や指を守り、安全にスライ
ス。

大きなハンドルを握ってしっかり
大きなハンドルを握っ
固定。

スライス12枚で比較

付属のソーセージインサートで、
お好みのスパイスを使って自家
製ソーセージも。

〈 薄く 〉
〈 中間 〉
〈 厚く 〉の３種
類の厚さが選べる。
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水切りや乾物をもどすときの落としぶたに便利なすのこ付き。

MMボール
（大）
（すのこ付）
459 ¥2,970
メンバー価格¥2,524
長径20.6×高さ11.7㎝
2,000㎖

MMボール
（中）
（すのこ付）
458 ¥2,750

MMボール
（小）
（すのこ付）
457 ¥2,552

メンバー価格¥2,337
長径20.6×高さ8.9㎝
1,500㎖

メンバー価格¥2,169
長径20.6×高さ6.1㎝
1,000㎖

水切りや貝の砂だしに便利な、MM
ボールに重ねて使うストレーナー。

MMボール用ストレーナー
403 ¥1,122
メンバー価格¥954
直径19.3×高さ6.2㎝

POINT

水もれ防止構造だから下味付けや浅
漬けも簡単。逆さまにして軽くふれ
ば、少量の調味料でもまんべんなく行
き渡ります。

パン生地や麺類のこね鉢、
すし桶に
も使えるビッグサイズ。

下ごしらえから保存容器としても。
使い勝手のよさが、
料理の手間をアシスト。

量る、混ぜる、注ぐが可能な
目盛り付きジャグ。

スーパーミックスボール
460 ¥4,906

ハンディボール
セット
（2）
452 ¥2,464

ハンディボール
セット
（小）
（2）
453 ¥1,496

イージーミキシング
ジャグ２ℓ
799 ¥3,982

メンバー価格¥2,094
長径17.8×高さ6.1㎝
600㎖

メンバー価格¥1,272
長径14.6×高さ4.9㎝
300㎖

メンバー価格¥3,385
縦23.5×横17×高さ15.5㎝
2ℓ

メンバー価格¥4,170
長径34.5×高さ13㎝ 6,500㎖

POINT

ビッグサイズのボールはこねたり、混
ぜたり、調理に大活躍。
しかもシール付
きなので、
そのまま密封保存が可能。

サラダの盛り付けにも映える、
クリアな保存容器。
冷蔵室で保存し、
そのままテーブルへ。

クリスタルディッシュSMLギフト
51226 ¥4,180
メンバー価格¥3,553
クリスタルディッシュS: 長径12.3×高さ5.3㎝ 290㎖ 、
クリスタルディッシュM:長径15.4×高さ6.4㎝ 610㎖ 、
クリスタルディッシュL : 長径 17.6×高さ7.4㎝ 990㎖ （各1個）
ギフトボックス：縦17×横17×高さ9㎝
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POINT

カバーの向きを
変えるだけで、
注ぎ口を
「全開・
少量・閉じる」
の
3段階に調整可
能。

ギフト
ボックス入り

P RE PA R AT I O N

調理道具

好 き な こ と を ︑好 き な だ け ︒

作 る 時 間 も ゆった り 過 ご す ︒

並べて、重ねて。
いくつあっても便利な
ボールセット。

アロハコレクション
465
¥6,600
メンバー価格¥5,610
アロハボール450㎖：
長径17.5×高さ5.2㎝ 450㎖ 、
アロハボール1ℓ：
長径21×高さ7.3㎝ 1ℓ 、
アロハボール2ℓ：
長径24.8×高さ9.9㎝ 2ℓ 、
アロハボール4ℓ：
長径29.5×高さ12.8㎝ 4ℓ
（各1個）
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ふ だ ん 使 い も ︑お も て な し も ︒
レパ ー ト リ ー が ど ん ど ん 増 え る ︒
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COOKWARE

調理器具
調理器具

レパートリーが広がる
レシピをご紹介。

タッパーウェア
ファンクッキング
レインボークッカー
プレミアム
7155 ¥902
メンバー価格¥767
A5サイズ 44ページ

レインボークッカー プレミアムの美味しさのヒミツ！
素材の美味しさや持ち味を
逃がさない〈 ウォーターシール 〉

抜群の熱効率を誇る
〈 7層構造 〉

〈 オールステンレス 〉の
スタイリッシュなデザイン

1. ステンレススチール
2. アルミニウム
3. アルミニウム合金
4.アルミニウム
5. アルミニウム合金
6. アルミニウム
7. ステンレススチール

ほとんどの料理は弱火から中火ででき、火を止め
た後の余熱を利用するエコ調理も可能。表面が
ステンレスなので、酸にも強く、
丈夫。

便利な“目盛り”付き

蒸気が鍋本体とフタの間に水の膜を作り、余
分な水分の蒸発を防ぐ。少量の水分での調理
を可能にし、素材の風味を損なうことなく仕上
げることができる。

本格的なオーブン調理（180℃まで）が可
能。
ハンドル部分は焼け焦げる心配がなく、
丈夫でかつスタイリッシュなデザイン。

安全のSGマーク付き 「SGマーク」は製品

本体の内側に目盛りが
付いているので簡単に
分量が分かる。

安全協会が安全
性についての認定
基準に適合した製
品に付けるマーク。

特長を活かしたレインボークッカー プレミアムの調理法のご紹介。
煮る

ゆでる

蒸す

焼く

フタをして必要最小限の煮汁で
煮ることができる

水分が蒸発しにくいから、
低カロリーでヘルシーな
フタをして少量の水分で調理できる 蒸しものもおまかせ

熱効率と保温性に優れているから、
短時間で香ばしい仕上がり

煮くずれしにくく、煮物も少ない水
分でできる。

洗った後の水気だけで青菜をゆで
ることができる。

肉や魚はジューシーな焼き上がり
に。

揚 げる

炊く

少量の油で揚げ物が
できるので、
後片付けも簡単

保温性が高いので、火を止めて
余熱利用で蒸しながら炊き上げる

保温性が高いので、油の温度を一
定に保つ。

余熱で仕上げるので、蒸気が出た
ら弱火で10分でOK！

専用スチーマーで2段クッキング
も可能。

オーブン調理
グラタンやパンなど、
本格オーブン調理も簡単に

オールステンレスなので、
オーブンにそのまま入れられる。
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簡単・スピーディー調理で、
料理のバリエーションも広がる、
レインボークッカー プレミアムシリーズ。
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レインボークッカー
プレミアムⅡ
13㎝片手鍋
9181

レインボークッカー
プレミアムⅡ
17㎝片手鍋
9182

レインボークッカー
プレミアムⅡ
19㎝片手鍋
9183

レインボークッカー
プレミアムⅡ
19㎝深鍋
9184

レインボークッカー
プレミアムⅡ
21㎝浅鍋
9185

¥29,744

¥43,186

¥43,186

¥50,424

¥44,308

メンバー価格¥25,282
内径13×深さ8㎝ 約1.2ℓ
重量約0.9㎏

メンバー価格¥36,708
内径17×深さ8.5㎝ 約2ℓ
重量約1.3㎏

メンバー価格¥36,708
内径19×深さ7㎝ 約2.2ℓ
重量約1.4㎏

メンバー価格¥42,860
内径19×深さ10㎝ 約3ℓ
重量約1.6㎏

メンバー価格¥37,662
内径21×深さ7.5㎝ 約2.7ℓ
重量約1.6㎏

COOKWARE

調理器具

作 る、食 べ るが 楽しくなる。
い つもの 料 理 に お いしい 味 方 。

レインボークッカー
プレミアムⅡ
28㎝ウォック
（スチームラック付）
9190

レインボークッカー
プレミアムⅡ
21㎝寸胴鍋
9186

レインボークッカー
プレミアムⅡ
26㎝浅鍋
9187

レインボークッカー
プレミアムⅡ
26㎝深鍋
9188

レインボークッカー
プレミアムⅡ
26㎝用スチーマー
9189

¥59,400

¥55,528

¥59,400

¥23,540

メンバー価格¥50,490
内径26×深さ9㎝ 約5ℓ
重量約2.4㎏

メンバー価格¥20,009
メンバー価格¥46,750
内径26×深さ11㎝
重量約1㎏ ステンレス1層
内径28×深さ10㎝ 約5ℓ
※26㎝浅鍋・深鍋に使用できます。 重量約2.2㎏

メンバー価格¥50,490
メンバー価格¥47,199
内径21×深さ15.5㎝ 約5ℓ 内径26×深さ6㎝ 約3.3ℓ
重量約2.1㎏
重量約2.2㎏

※品質保証は出荷年月より10年間です。

¥55,000

お得なトライアルセットはP96をご覧ください。
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たっぷり煮込みも余裕のサイズ。
まとめて調理、
作り置きも。

タッパーウェア圧力鍋4.5ℓ
9351 ¥45,848
メンバー価格¥38,971
内径22×深さ12.4㎝ 容量 約4.5ℓ
重量 約3.1㎏
（すのこ、
三脚含め3.4㎏）
使い方を動画で
チェック!

手軽に使いやすいサイズ。
毎日の
ごはんやおかず、
スープ作りに。

タッパーウェア圧力鍋3.2ℓ
9350 ¥35,662
メンバー価格¥30,313
内径22×深さ8.6㎝ 容量 約3.2ℓ
重量 約2.9㎏
（すのこ含め3.2㎏）
※圧力鍋の品質保証は
出荷年月より10年間です。

POINT

フタはワンスライド
で 閉まり、同 時 に
ロックがかかる。
ロッ
クし忘れる心配がな
い安心設計。

圧力コントロールバルブ
圧力のかかり過ぎ
安全バルブ を防ぐ3つの安全
安全スリット
（ピン） システムを搭載。

プリンや茶碗蒸しなど
デリケートな料理は、
や
（60kPa）
〈 1 〉60kPa〈 2 〉100kPa や弱い加圧
で。
煮物やスープなど、
ふだんの料理は高圧
（100kPa）
で。
2段階の
調理法で料理の幅が
広がる。
バルブ設定位置

安全のSGマーク付き

蒸し物に使える
すのこ付き。4.5
ℓはスープと蒸し
物を同時に作る
など、2段調理も
できて便利。

「SGマーク」は製品安全協会が安全性についての認定基準に
適合した製品に付けるマーク。

素 材 の 味 を引き出して。
旬 の 味 覚 がなによりのごちそう。
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圧力がかかり過ぎ
たときは、蒸気で
お知らせ。

肉・魚料理からスウィーツ、
乾物料理まで使える
レシピをご紹介。

タッパーウェアファンクッキング
タッパーウェア圧力鍋
7152 ¥594
メンバー価格¥505
A5サイズ 32ページ

COOKWARE

調理器具

NEW
簡単パネル操作で、細かな
火力調節や保温調理も可能。

ＩＨ調理器 TWB-1300
9240 ¥46,200
メンバー価格¥39,270
縦36×横32×高さ5.7㎝ 重量：約3㎏
コードの長さ：2.5m 消費電力：1,300W
※品質保証は出荷年月より1年間です。
※IH用の鍋であっても種類によっては
使用できない場合がありますので、
ご注意願います。

POINT

鍋センサー

4段階の保温モード

鍋底の温度を検知。
より正確な
温度設定が可能に。

50〜80℃まで、
4段階の保温モードを搭載。
温度を一定に保つことがで
き、
火加減のむずかしいコンフィや温泉卵が簡単に。

メニューキー

炊飯

揚げ物

保温

炊飯メニューは白米・分づき米・玄米の3種類。
温度調節のむずかしい揚げ物も、
メニューキーで簡単設定。

タイマー

火力は６段階

ロックキー

1分~12時間55分まで設定可能。

P1とろ火、
P2弱火、
P3やや弱火、
P4中火、P5やや強火、P6強火
の６段階の細かい火力調節が
可能。

2秒以上「長押し」
すると調理中
や保温中の状態をロック。
誤って
他のキーを押しても現在のモー
ドを継続します。

安全機能 調理中のうっかりを防ぐ、安全機能を搭載。
電源切り忘れ防止機能

鍋無し自動OFF機能

異常温度防止機能

タイマー設定をせずに通電を続
けた場合、
120分が経過すると自
動的に電源が切れます。

鍋を外すと電子音でお知らせ。
約5秒後に電源が切れます。

鍋底の温度が異常に上がり過
ぎたとき、
ブザー音でお知らせし
電源が切れます。
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POINT
側面は薄く
底は厚く

熱伝導がよく、
省エネ調理が可能。
高密度３層ふっ素樹脂
コーティング

持ちやすさを考慮した女性に
優しいハンドル。

安心のSGマーク付き

超硬質セラミック
ダブル配合
アルミ

タッパーウェアオリジナル
「TW プ
ラチナムコーティング」採用でこ
びりつきにくく、
お手入れも簡単。

職 人による熟 練の技で
一つひとつ丹 精 込めて作り上 げた
鋳 物 製「タッパーウェア匠 フライパン」。
熱 伝 導がよく、料 理を美 味しく仕 上 げる。

タッパーウェア匠
フライパン20㎝
9221 ¥23,100
メンバー価格¥19,635
内径20×高さ4.8㎝ 約1.3ℓ
重量 本体約650ｇ ガラス蓋約410ｇ

タッパーウェア匠
フライパン24㎝
9222 ¥26,400
メンバー価格¥22,440
内径24×高さ5.7㎝ 約2.2ℓ
重量 本体約820ｇ ガラス蓋約560ｇ

タッパーウェア匠
フライパン26㎝
9223 ¥30,800
メンバー価格¥26,180
内径26×高さ6.1㎝ 約2.8ℓ
重量 本体約910ｇ ガラス蓋約640ｇ

タッパーウェア匠
エッグパン
9224 ¥20,790
メンバー価格¥17,671
縦37.9×横14.8×高さ4.1㎝
約0.9ℓ重量 本体約730ｇ
スクレーパー：縦19.1×横12.4㎝
※品質保証は出荷年月より5年間です。
（本体のみ。
取手
〔ロゴ印刷を含む〕
・ガラス蓋・ツマミ・コーティングは除く。
）
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「SGマーク」は製品安全協会が
安全性についての認定基準に
適合した製品に付けるマーク。

COOKWARE
2段同時に蒸せるから、
ヘルシー＆スムーズな調理が可能。
調理器具

スチームイット
792 ¥3,674
メンバー価格¥3,123
長径22.8×高さ17.9㎝（2段重ねてカバーをした時の高さ）
※あらかじめクッキングシートなどを敷いておくと食材が
くっつきにくくなります。

POINT

重ね蒸しやシュウマイなど、
おすすめの蒸し料理をご紹介。

スチームイット
レシピカード
7154

¥374
タッパーウェア匠 フライパ
ン26㎝にぴったり。

メンバー価格¥318
8
A5サイズ 3枚

魅 せる料 理 に チャレンジ。
楽しむ気 持ちに 彩りを添えて。
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刻 んだり、混 ぜ たり、泡 立 ても。
これ 一 台 で 段 取り上 手 に 。
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COOKING TOOLS

調理器具
調理器具

1台7役で時短料理を実現する
ハンディフードプロセッサー。

タッパーシェフ プロⅡ
9437 ¥29,700
メンバー価格¥25,245
タッパーシェフ プロⅡ：本体 約直径6×高さ35㎝
（ハンド
ル部＋ブレーダー部ガード付き、
アタッチメントなし）
スタンド：直径11.6×高さ21㎝ 、
スタンド1台、
替刃
（ミン
タッパーシェフ プロⅡ本体1台、
サー、
マッシャー、
ジューサー、
ウィスク、
ビーター）
、
グラインダー、
クイックプロセッサー、
クリーナー、
ブラシ
（各1個）
高低速切り替え式 コードの長さ：約1.7ｍ
※タッパーシェフ プロⅡの品質保証は出荷年月より1年
間です。
クイックプロセッサー：直径16.7×高さ16.1㎝ 1,000㎖
ＭＭラウンド＃３：直径9.2×高さ17.4㎝ 650㎖

POINT

スロースタート

飛び散り防止

安定感アップ

洗浄可能

始めはゆっくり。1秒経ってから
MAXスピードに到達するので、
飛び散りを防止します。

2通りに使えるガードカバーが付
いているのでより効率良く安全
に調理できます。

手にフィットしながら、重みもあ
るので手ブレを軽減し、安定感
があります。

シャフト部分は取り外して洗浄
できるので衛生的です。

ミンサー

マッシャー

肉や魚をつぶす・きざむ

ゆでた野菜などを混ぜる・ 野菜や果物を混ぜる
つぶす

ジューサー

ウィスク

ビーター

ドレッシングやマヨネースなど
のとろみのある材料を混ぜる

生クリームや卵白などを
泡立てる

調理をもっと簡単に。
おいしいレシピが満載。

タッパーウェア
ファンクッキング
タッパーシェフ プロ
7156 ¥902
グラインダー

クイックプロセッサー

煮干しなどの乾物をきざ
む・砕く

野菜や肉、魚などをきざ
む・砕く

メンバー価格¥767
Ａ５サイズ 32ページ
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いつも一 緒 、いつもと一 緒 。
使 いやすいが 永くつき合う秘 訣 。

ものづくりの街、
新潟県燕三条で
生まれた、握りやすさとシャープな
切れ味が魅力の包丁。

三徳包丁
1350 ¥22,000
メンバー価格¥18,700
全長29.5㎝ 刃渡り17㎝
板厚1.8㎜ 重量約150ｇ

小型包丁
1351 ¥16,500

POINT

メンバー価格¥14,025
全長25.7㎝ 刃渡り15㎝
板厚1.7㎜ 重量約80ｇ

・すべてステンレス製なの
でお手入れも簡単。

はコンパクト
に
とき
い

納！
収

使わ
な

※包丁の品質保証は出荷年月より3年間です。

手軽にお手入れができる
コンパクトなシャープナー。

・中心にスウェーデン鋼、
両
サイドに硬さの違うステン
レスを18層ずつ計37層重
ね、
優れた切れ味に。

POINT
シャープな切れ味を保つ、
粗研ぎ・仕上げの2段階
の砥石。

シャープスター
1990 ¥3,872
メンバー価格¥3,291
閉じている場合：縦11.4×横8×高さ6㎝
開いた場合：縦18.4×横8×高さ12㎝
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アンダーカバーを立てれ
ば、万が一の怪我から手
を守るガードに。

CO O K I N G TO O LS

調理器具

お料理やお菓子作りに、
心強い味方となる定番の
クッキングツール。

1. レードル
50702 ¥1,738
メンバー価格¥1,477
縦28.7×横9.7㎝

2. ターナー
50701 ¥1,738
メンバー価格¥1,477
縦32.8×横8㎝

3. シリコンスパチュラ
787 ¥2,662
1

メンバー価格¥2,263
縦29.3×横5.6×厚さ1.1㎝

3
2

シールの溝も
しっかり洗える便利なブラシ。

4. キッチンブラシ
（4）
733 ¥1,342

丸型で使いやすい大きめサイズ。
蒸し物、
焼き物、
ケーキ作りに。

4

5. レインボークッカー
クッキングシート
9157 ¥1,848

メンバー価格¥1,141
長さ15.1×幅2.1㎝

研磨剤入りのクレンザー。
ステンレス鍋などのお手入れに。

メンバー価格¥1,571
直径32㎝ 30枚入り

6

7

5

6. タッパーウェアクリーン
パウダークレンザー
（鏡面用）
1568 ¥1,342
メンバー価格¥1,141
粉末タイプ 400ｇ入り

7. タッパーウェアクリーン
パウダークレンザー
1567 ¥1,232
メンバー価格¥1,047
粉末タイプ 400ｇ入り

POINT

↑
鏡面仕上げに
キズをつけない。

↑
こびりついた
汚れも簡単に
きれいに。
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M I C ROWAV E

電 子 レンジ容 器

計量ツールや大中小の丸型・だ円、
すのこ付き・コーン付きなど、
用途に合わせて
選べるラインアップ。耐熱温度は180℃あり、
メインのおかずからデザートまで、
幅広く電子レンジで時短調理が可能に。

NEW
タッパーウェーブ2000
メジャリングキット
50510 ¥4,686
計量したら、
200mℓカップをカバーにして
そのまま電子レンジで加熱OK。
クリームや
ソースが、
電子レンジでお手軽に。

メンバー価格¥3,983
200㎖カップ：縦16.3×横8.9×高さ6㎝ 200㎖
500㎖カップ：縦17.5×横10.1×高さ10.6㎝ 500㎖
スパチュラ付小さじ：縦15.1×横3.1×高さ1.5㎝ 5㎖
大さじ：縦15×横4.2×高さ2.1㎝ 15㎖

タッパーウェーブ2000丸型
（小）
（シール付）
50501 ¥3,058
メンバー価格¥2,599
本体：長径14.8×高さ6.4㎝ 400㎖
カバー：長径14.8×高さ2.7㎝ 170㎖
カバーセット時の高さ：8.9㎝ （シールは除く）

（中）
（シール付）
タッパーウェーブ2000丸型
50503 ¥4,994
メンバー価格¥4,245
本体：長径20.6×高さ6.4㎝ 1,000㎖
カバー：長径20.6×高さ2.8㎝ 350㎖
カバーセット時の高さ：8.8㎝ （シールは除く）

（中）
（すのこ付）
タッパーウェーブ2000だ円
50500 ¥5,808
メンバー価格¥4,937
本体：縦24.4×横14.6×高さ6.4㎝ 1,000㎖
カバー：縦24.4×横14.6×高さ2.7㎝ 400㎖
カバーセット時の高さ：8.8㎝

タッパーウェーブ2000丸型
（大）
（コーン付）
50502 ¥8,162
メンバー価格¥6,938
本体：長径24.5×高さ9.6㎝ 2,250㎖
カバー：長径24.5×高さ2.7㎝ 600㎖
コーン：直径9.2×高さ9.3㎝
カバーセット時の高さ：12.1㎝

電子レンジを使った
時短レシピを紹介。

タッパーウェア ファンクッキング
タッパーウェーブ2000

POINT
小さじ

27146 ¥638
メンバー価格¥542
A5サイズ 40ページ
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大さじ
だ円
（中）
は余分な水分や油
分が切れるすのこ付きだから
ヘルシー料理もラクラク。

丸型（小）
（中）は、保存に
便利なシール付き。

メジャリングキットの大さじの柄
の先には約0.5㎖のミニさじ、小
さじには取り外し可能なシリコ
ンスパチュラ付き。

電 子レン ジ 容 器

具 材を全 部 入れ込んで︒
あ と は お 任 せ ︑ラ ク ラ ク 調 理 ︒

4

43

で き た て を 食 べる ︒
旬 の 味 わいを 電 子 レン ジ で も ︒
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M I C ROWAV E

クリスタルウェーブ
ネクスト丸型S400
50504 ¥1,650

クリスタルウェーブ
ネクスト丸型S600
50505 ¥1,848

メンバー価格¥1,402
長径19.2×高さ5㎝
400㎖

メンバー価格¥1,571
長径19.2×高さ6.3㎝
600㎖

クリスタルウェーブ
ネクスト丸型S800
50506 ¥2,046

クリスタルウェーブ
ネクスト角型1000
50507 ¥2,662

メンバー価格¥1,739
長径19.2×高さ8.2㎝
800㎖

メンバー価格¥2,263
縦23.5×横15.8×高さ6.3㎝
1,000㎖

電 子レン ジ 容 器

1つの容器で下ごしらえ・加熱・調理・保存ができる優れもの。
そのまま食卓でサーブしても映える、
ほんのりクリアな容器。

POINT

エアキャップを開けれ
ば電子レンジでシール
をしたまま使用可能。

シールをして保存で
きるので、作り置きに
も便利。

丸型は、逆さにしても
水もれせず、
スープな
ど液体の保存に便利。

※電子レンジでのご使用は、
下ゆで、
温め直しなどの短時間の加熱に限られます。
油分の多い食品、水分の少ない食品の加熱は容器の破損につながりますので
お避けください。

ヘルシーレシピが満載。

タッパーウェア ファンクッキング
クリスタルウェーブ ネクスト
7144 ¥550
メンバー価格¥467
Ａ5サイズ 28ページ
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