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ブラジルの土地で育った天然木を使用したキッチンツール重厚感があり、丈夫なウッドの製品は、ナイフなどの傷もつきにくく
キッチンやダイニングで様々にご利用いただけます。

OUTDOOR
01
アウトドアシーズンの到来！
アクティブに楽しもう

「グランピング」とは、グラマラス（Glamorous=
魅力的な、魅力のある）とキャンピング
（Camping）を掛けあわせた造語です。自然環境
の中でありながら、贅沢にキャンプを楽しむ新し
いアウトドア・スタイルの提案、新しいキャンプ
の形のことです。

大自然の中、アウトドアを感じながら過
ごすグランピングの中に、「日本の和」を
プラスして感じられるような新しい提案。

成長速度が速く、消費することが環境保全に繋がるとされる環境素材の竹を、自然色

のままパルプ化して活用した、環境に優しい製品です。１００％推肥分離ができる

ことの認定を受けております。

土に埋められた竹パルプ製品は、１００％生分解により最終的に「二酸化炭素」と「水」

に分解され、植物の光合成のもとになります。使用後はコンポストを用いれば推肥化、

土中に埋めれば土壌還元が可能な、自然界の循環サイクルの一部として完全にと

けこむ、地球にやさしい環境素材です。

パーティーや取り皿に最適のプレートです。缶ビールをのせても折れない強度です。

竹からつくった ECOパーティープレート

92402000 ￥1,400 寸法 Ｗ24.4×D25.7×H4.5cm7 10 枚入

ランチボックスやパッケージにも使えるボックスです。蓋は止めることが出来ます。

竹からつくった ECOボックス

92399000 ￥2,800 寸法 Ｗ19.7×D27.3×H4.4cm

寸法 Ｗ25×D30×H4cm

5

92401000 ￥3,300
小（25枚入）
大（25枚入）6

92404000

￥12,000
芒草バスケットセット

芒草バスケットの４点セットです。

寸法 Ｗ41×Ｄ27×Ｈ19cm

寸法 1) Ｗ23×Ｄ12×Ｈ10cm
2) Ｗ30×Ｄ17×Ｈ12cm
3) Ｗ35×Ｄ22×Ｈ14cm
4) Ｗ41×Ｄ27×Ｈ19cm

素材 芒草
産地 ベトナム

2
92403000

￥2,500
持ち手ラウンド型カゴバッグ

寸法 Ｗ40×Ｄ14×Ｈ28（32）cm
素材 ウォーターヒヤシンス
産地 ベトナム

1

52011230

￥2,500

アカシア柄付スクエア
ボード（両面）

寸法 Ｗ38×Ｄ21.5×Ｈ2cm
素材 木／ラッカー塗装
産地 タイ

3

52018160 ￥2,300
広口サラダ木鉢（白）

寸法 φ20.5×Ｈ8cm

寸法 φ22.5×Ｈ8cm

素材 木／ラッカー塗装
産地 ベトナム

6

52012770 ￥2,900
φ20.5cm
φ22.5cm7

寸法 φ25×Ｈ8cm52018170 ￥4,000φ25cm8
取分けに便利な天然竹のトングです。

サラダサーバー

26391000 ￥2,100 寸法 Ｗ4.5×Ｄ25.5cm

寸法 Ｗ4.5×Ｄ25.5cm

素材 竹／ウレタン塗装
産地 国産
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26012570 ￥2,050
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NEW

商品説明商品

アカシア格子柄ウッドトレイ

52016540 ￥3,500 寸法 Ｗ37×Ｄ23×Ｈ3.5cm

寸法 Ｗ47×Ｄ34×Ｈ3.5cm

素材 木／ラッカー塗装
産地 タイ

4

52016530 ￥5,000
Ｓ
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NEW

NEW

NEW

冷凍～電子レンジ対応（オーブン不可）
耐水・耐油（熱湯不可）
燃えるゴミとして処理できます

竹からつくったエコ商品

eco

アウトドアで
楽しむ、

“お茶の時間”
野山で作法にとらわれず自由に楽しめるスタイルが特徴の野点セット。
瀬戸焼の抹茶碗や茶筅、折り畳み式茶杓、棗（なつめ）など、茶を点てる道
具一式が入っています。
野点篭の布は京都の伝統工芸「西陣織」を使用しています。

24275000

￥28,000
野立篭セット（大）

篭、茶筅（茶筅入れ付）、茶杓、
棗（PP)、茶碗２点

寸法 Ｗ13.5×Ｄ13.5×Ｈ9cm
素材 竹／陶器／プラスチック
産地 最終加工日本

茶碗・布／国産
最終加工日本
茶碗・布／国産

13 24276000

￥20,000
野立篭セット（小）

篭、茶筅（茶筅入れ付）、茶杓、
棗（PP)、茶碗 1 点

寸法 Ｗ12×Ｄ12×Ｈ8.5cm
素材 竹／陶器／プラスチック
産地

14

比較的小型な飛騨コンロは、
少しずつ炭で焼きながら、
食べながら、飲みながら、
ゆっくりと時間を過ご
すことができそう。

飛騨コンロ1

産地 国産
セット内容 飛騨コンロ・金網・敷き板

本体寸法 Ｗ21×Ｄ21×Ｈ17cm55370000 ￥6,800７号セット１)

容量 10kg55562000 問合せ下さいオガ炭２)

竹の自然な色をモチーフにした塗り加工を施したシリーズです。
春や夏にぴったりの、若々しくみずみずしい竹の風合いを演出します。

旬竹シリーズ

18016260 ￥3,000 寸法 φ7×Ｈ23.5cm（約 350cc)

寸法 φ6.5×Ｈ6.5cm

素材 竹／ウレタン塗装
産地 国産

４

18015250 ￥1,450
ハス切酒器（大）
コップ（小）５

寸法 φ6.5×Ｈ6.5cm18015280 ￥1,150丸チョコ（大）６

寸法 30cm27769000 ￥720菜箸（中）７

18032950 ￥5,600 寸法 φ13×Ｈ14（21）cm

寸法 13cm

8

26270000 ￥660
アイスペール（柄付）内溜
アイストング9

寸法 φ8.5×Ｈ16.5cm28012550 ￥2,900ロクロハイボールカップ10

寸法 φ7.5×Ｈ7cm18011760 ￥920ススロクロメンチョコ11

素材 竹
産地 国産

寸法 φ8.5×Ｈ10cm18011750 ￥970ススロクロタンブラー12

竹ざるは抗菌効果があり、
水切れが良く、食材にやさ
しいのが特徴。水切りザル
としてだけではなく、
食材を彩りよく盛り付けて、 
テーブルの上へ。

盆ザル2

φ24cm

φ27cm

φ30cm

寸法

素材 竹／籐（籐巻）
産地 中国

71010980 ￥1,400８寸1)

寸法71010990 ￥1,550９寸2)

寸法71011000 ￥1,700尺3)天然木を使用したキッチンツール・
カッティングボードはこちらの
カタログにも掲載してます 

“Glamping とはー

画像はイメージです。布や陶器の生産状況により画像の柄と異なる場合があります。
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厚手で丈夫、そして使い勝手のいいサイズと自然の風合いを活かしたナチュラルカラーで、ランチプレートにも
パーティーの取り皿にも活躍するお皿です。丸と角の形で使いやすい２サイズ。

竹からつくった ECOトレイ

92395000 ￥1,700 寸法 φ18×Ｈ2cm

寸法 φ20×Ｈ2cm

1

92396000 ￥1,800
丸皿 18cm（25枚入）
丸皿 20cm（25枚入）2

92397000 ￥1,500 寸法 Ｗ16×Ｄ16×Ｈ1.2cm

寸法 Ｗ21×Ｄ21×Ｈ1.2cm

3

92398000 ￥1,900
角皿 16cm（25枚入）
角皿 21cm（25枚入）4
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素材 竹
産地 中国

竹の酒器

アウトドアグッズを普段の生活に取り入れて、
家の中でも外でもアウトドア気分を味わったり、
室内でのライフスタイルを
テラスや庭へ持ち出してくつろいだり。
心地よい自然を感じながら楽しむアウトドアスタイル。

竹からつくった ECOトレイとは・・

52018290

￥6,500
木製桶（９寸）

寸法 φ27×Ｈ7cm
素材 木／ウレタン塗装
産地 中国

３

GLAMPING
Japanese style
GLAMPING
Japanese style

青文字の商品は掛率が異なりますのでご確認下さい。 青文字の商品は掛率が異なりますのでご確認下さい。

www.yamashita-kogei.com www.yamashita-kogei.com
2017. SS 企画

野外で茶を楽しめる
野点セット



両端にマグネットがついていて、ど
ちらからでもスライドして開けるこ
とが出来ます。蓋を取ることもでき
るので洗浄する際にも便利です。

青文字の商品は掛率が異なりますのでご確認下さい。 青文字の商品は掛率が異なりますのでご確認下さい。

www.yamashita-kogei.com www.yamashita-kogei.com
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71023781

￥7,000
白竹ピクニックバスケット

寸法 Ｗ24.5×Ｄ19.5×Ｈ11cm
素材 竹
産地 最終加工日本

６

食洗機対応箸
27014890 ￥1,050 寸法 23cm

寸法 23cm

1

27014870 ￥1,050
きらめき（黄肌）
きらめき（朱面）2

寸法 23cm27014880 ￥1,050きらめき（墨味）3

寸法 23.5cm27014900 ￥1,250極細箸（黒霞）4

寸法 23.5cm27014920 ￥2,300刀彫箸（太）（朱面）5

寸法 23.5cm27014910 ￥2,300刀彫箸（太）（墨味）6

寸法 23cm27015010 ￥900流星（黄肌）（細身）7

27014990 ￥900 寸法 23cm

寸法 23cm

8

27024690 ￥1,050
流星（墨味）（細身）
角天削箸（朱面）9

寸法 23cm27024700 ￥1,050角天削箸（墨味）10

寸法 23cm27024710 ￥1,050元禄箸（赤）11

寸法 23cm27024720 ￥1,050元禄箸（黒）12

寸法 23cm27015070 ￥1,250しぼり箸（黄肌）13

寸法 23cm27015050 ￥1,250しぼり箸（朱面）14

寸法 23cm27015060 ￥1,250しぼり箸（墨味）15

寸法 23cm27014970 ￥900こだま（黄肌）（細身）16

寸法 23cm27014950 ￥900こだま（朱面）（細身）17

寸法 23cm27014960 ￥900こだま（墨味）（細身）18

寸法 27cm27014790 ￥2,150細身取箸（黄肌）19

寸法 27cm27014780 ￥2,150細身取箸（朱面）20

白竹と黒竹を使用した、繊細な花六つ目編が
華やかで美しい竹のコースターです。
大と小の２サイズの展開があります。

花六つ目編コースター

素材 竹
産地 国産

寸法 約 14cm28013602 ￥3,800大1）

10

寸法 約 10cm28013603 ￥3,000小2）

独自技術のコーティングにより、天然素材を内側からガラス化さ
せたガラスのように水をはじく天然竹の箸です。
撥水性・抗カビ性が高くなり、天然素材の耐久性が向上し、より
長く使用出来るようになります。
含浸させる塗料は食品衛生法に適合しておりますので、安全にご
使用いただけます。

繰り返し使える竹箸

丸みのある五角のスス竹箸です。
五角の箸は、3本の指が奇数の五角に収ま
り、箸を持つ指を正しく導きやすいといわ
れています。

スス竹五角箸14

素材 竹／ウレタン塗装
産地 最終加工日本

27808000 ￥500 寸法 23cm

寸法 23cm

2)

27812000 ￥500
抹茶
からし3)

27809000 ￥500 寸法 23cm1) 紺

寸法 23cm27811000 ￥500朱4)

寸法 23cm27810000 ￥500本朱5)

27637000 ￥650 寸法 18cm

寸法 18cm

素材 竹／ TSC加工
産地 国産

1)

27638000 ￥650
白（小）
スス（小）2)

寸法 23cm27635000 ￥650白（大）3)

寸法 23cm27636000 ￥650スス（大）4)

竹の風合いをそのまま活かした
温かみのあるカトラリーです。

スス磨カトラリー

素材 竹／ウレタン塗装
産地 中国

寸法 ３×21cm26013650 ￥280サーバーフォーク（B)1)

寸法 ４×21cm26013500 ￥270サーバースプーン（B)2)

27011410

￥3,200

スス竹マグネット箸箱
（大）（本朱）

寸法 Ｗ26×Ｄ2.8×Ｈ1.7cm
素材 竹／ウレタン塗装
産地 最終加工日本

12

32265000

￥15,000

スス竹７寸松花堂弁当
（二段）

寸法 Ｗ21×Ｄ21×Ｈ5.8cm（一段寸法）
素材 竹／ウレタン塗装
産地 最終加工日本

3

71013830

￥15,000

ピクニックバスケット
（染竹入）（三段）

寸法 Ｗ25×Ｄ19× 一段目Ｈ12cm
（二・三段目H8cm）

素材 竹
産地 最終加工日本

1

71013820

￥9,700

ピクニックバスケット
（染竹入）（二段）

寸法 Ｗ25×Ｄ19× 一段目Ｈ12cm
（二段目H8cm）

素材 竹
産地 最終加工日本

2

27011430

￥3,200

スス竹マグネット箸箱
（大）（クリヤー）

寸法 Ｗ26×Ｄ2.8×Ｈ1.7cm
素材 竹／ウレタン塗装
産地 最終加工日本

13

32152000

￥2,300
白竹角長弁当（大）

寸法 Ｗ21×Ｄ14×Ｈ7cm
素材 竹
産地 中国

４ 32153000

￥2,100
白竹角長弁当（小）

寸法 Ｗ18×Ｄ10×Ｈ7cm
素材 竹
産地 中国

５

真樺にフェノール樹脂を浸透させ
硬化し耐久性を高めた積層箸です。
真樺 (マカンバ )は一般の木材と
比べ硬度が高く、耐摩耗性もあり、
平らな面を長く保持できます。こ
の真樺を硬化させた高耐久の箸は
耐水性が高く、食器洗浄機による
温水洗浄、乾燥にも対応していま
す。食品衛生試験にも合格した安
心・安全の丈夫な木製箸です。

食器洗浄機対応の

木製箸
NEW

chopsticks

素材 木／ウレタン塗装
産地 国産

71023784 ￥2,500
白竹みやび弁当

寸法 Ｗ13×Ｄ9×Ｈ6.5cm

寸法 Ｗ17.5×Ｄ13×Ｈ9.5cm

７

71023783 ￥3,800
小
中８

寸法 Ｗ20×Ｄ15×Ｈ10.5cm71023782 ￥4,400大９

素材 竹
産地 最終加工日本

おだやかな春のおとずれ
咲き誇る桜を
みんなで愛でる幸せ
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行楽シーズンに持っていきたい
伝統の技が光る「竹」を使った
お弁当箱。
スタイリッシュな見た目だけでなく、
通気性の良さや丈夫さも兼ね備えた
一品は、晴れた日のピクニックや
公園ランチに持ってこいです。
おにぎりはもちろん、
竹のお弁当箱に入ったサンドイッチも◎。
お出掛けしたくなりますね。
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