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ステンレスカップ
直径9cm 高さ11cm

ドリッパー
上直径12cm 下直径9.5cm 高さ9cm

ジャグ
直径9cm 高さ9cm 400ml

ピッチャー1
直径11cm 高さ16.5cm

ピッチャー2
直径11.2cm 高さ15.6cm 1200cc

ティーポット1
幅16.5cm 高さ17.5cm 奥行12cm

ティーポット2
直径11.5cm 高さ10.5cm

キャニスター1、コーヒーメジャースプーン
直径8.5cm 高さ16cm | 長さ15cm

キャニスター2
直径8.3cm 高さ10.5cm

キャニスター3
直径10.5cm 高さ13.5cm

キャニスター4
直径10cm 高さ17cm

ガラス瓶 在庫3個、ガラスボウル 在庫2皿
瓶：直径8cm 高さ9cm | ボウル：直径

14.5cm 高さ9cm
マグカップ1 在庫3個
直径9cm 高さ9cm

マグカップ2 在庫2個
直径7.5cm 高さ6cm 180ml

コーヒーカップ1 在庫2個
直径8.2cm 高さ6.1cm 220ml

コーヒーカップ2、ソーサー1
コーヒーカップ：直径9cm 高さ7.5cm | ソー

サー：15.5cm
蕎麦猪口 在庫2個
直径7cm 高さ5cm

カップ1 在庫2個
直径7.5cm 高さ6cm
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パフェグラス、グラス1 在庫2個、ガラス皿 在
庫4枚

パフェグラス：直径10.5cm 高さ10cm | グ
ラス：直径8cm 高さ13cm | ガラス皿：直径

18cm
フルートグラス 在庫4個
直径5cm 高さ21cm

グラス2 在庫2個
直径8cm 高さ11cm 330ml

グラス3 在庫2個
直径8cm 高さ11cm 330ml

角皿1 在庫4枚 | 縦横16.5cm 角皿2 在庫4枚 | 縦横20cm

丸皿1 小 在庫4枚、大 在庫3枚、メジャース
プーン（魚）在庫2本

丸皿 小：直径15cm 大：直径20.5cm | メジ
ャースプーン 小：長さ12cm 大：長さ

13.5cm

丸皿2 在庫15枚(内キッチン9枚、クラシック
6枚)

直径21.5cm

丸皿3　在庫4枚 | 直径20.5cm 丸皿4 | 直径25cm
丸皿5 在庫2枚

直径19.5cm 高さ4cm
丸皿6 在庫2枚

直径19.5cm 高さ4cm

丸皿7 在庫2枚 | 直径14cm 丸皿8 在庫2枚 | 直径14cm
ソーサー2 在庫2枚
直径14cm 木皿1 | 縦横25cm

木皿2 | 縦13cm 横20.7cm
カレー皿1 在庫4枚
直径21cm

カレー皿2 在庫2枚
直径21cm

ボウル1 在庫2個
直径18cm 高さ5.5cm



ボウル2 在庫4個
直径14.5cm 高さ5cm

プラスチックボウル
直径25cm 高さ11~13cm

カラーボウル 在庫4つ（オレンジ、緑、
水色、白）

直径15.5cm 高さ4.5cm
お椀 在庫2皿

直径13.7cm 高さ6.5cm

ホーローコランダー
直径27cm 高さ14cm

楕円コランダー
幅35cm奥行25.5cm高さ13.5cm

金ざる大、中 在庫2、小
大：直径23.5cm 高さ8.6cm | 中：直径

19cm 高さ約7cm | 小：直径16cm 高さ約
6cm

ステンレスボウル 深型、中 在庫2個、小
深型：直径23cm 高さ12.5cm | 中：直径
19cm 高さ約7cm | 小：直径16cm 高さ約

6cm

フライパン1
直径24.5cm,高さ5.5cm

フライパン2 小大
小：直径21cm 高さ 5.5cm | 大：直径

25.5cm 高さ3.5cm

片手鍋 小大
小：直径15cm 高さ6.5cm | 大：直径17cm 

高さ9cm
両手鍋

直径20.5cm 高さ10cm

木製スプーン2種、木製ターナー2種
長さ33cm サラダサーバー | 長さ31cm トング1 | 長さ 22cm

レードル、トング2
レードル：長さ 28.5cm | トング：長さ 

21cm

トング3 2種
左：長さ30cm | 右：長さ28cm

バタービーター、スパゲティレードル
バタービーター：長さ33cm | スパゲティ

レードル：長さ30cm

ターナー、ホイッパー 在庫2個(内1個棚下)
ターナー：長さ 30cm | ホイッパー：長さ 

32cm
プラスチックレードル小大

小：長さ25cm | 大：長さ 33.5cm



木ベラ2種
小：長さ29cm | 大：長さ31.5cm

カッティングボード1
縦11cm 横36cm 高さ2cm

カッティングボード2
縦34cm 横41cm 高さ2cm

キッチンばさみ、包丁 2種
キッチンバサミ：長さ 20cm | 包丁 大：

30cm  小：25.5cm

おろしカッター、ピーラー
おろしカッター：縦25cm 横9cm | ピーラ

ー：縦13.5cm 横7.5cm 菜箸 在庫2膳 | 長さ30cm 箸 在庫4膳 | 長さ22.5cm
スプーン大 在庫4本
長さ19cm

スプーン小 在庫3本
長さ12.5cm×2本、11.5cm×1本 ナイフ 在庫4本 | 長さ21cm

フォーク大 在庫3本
長さ18.5cm

フォーク小 在庫4本
長さ12cm

オープナー | 縦20cm 横7cm

まな板1 2種
木 縦40cm横30cm | プラスチック 縦35cm

横24.5cm ミトン | 横17cm 縦15cm やかん | 容量1.8L　使用範囲1L

電気ケトル | 容量 0.8L
ミキサー

高さ39cm 直径19cm
ガスコンロ、オーブンレンジ

NORITZ「PLUS do」 | ハーマン

冷蔵庫
幅60cm 奥行き63cm 高さ171cm　ハイ

アール「AQUA」



冷蔵庫(横) 冷蔵庫(開いた状態)
トースター

横34.5cm 奥行27cm 高さ21cm .

ココット鍋
直径24cm 高さ11cm

ホーロー鍋
直径18cm 高さ9cm

ピッチャー3
上直径5.7cm 下直径8.5cm 高さ4.2cm 計量カップ | 500mlまで

ガラスボウル
直径14cm 高さ11cm

ダッチオーブン
幅23cm奥行17cm高さ8cm

コーヒーメーカー
幅22cm 奥行5.5cm 高さ29cm

はかり
幅18.5cm 高さ22.5cm 奥行14cm

キャニスター5
直径10cm 高さ10cm

キャニスター6 在庫2つ
左：直径8cm 高さ19.5cm | 右：直径9.8cm 

高さ19cm
グラス4 在庫5個(内1個キッチン棚下)

直径8cm 高さ9.5cm
カップ2

直径10cm 高さ13cm

カップ3 在庫2つ
直径 6.3cm 高さ6cm

マグカップ3
直径8.3cm 高さ 8cm

マグカップ4 在庫2つ
直径8cm 高さ8.7cm

マグカップ5 在庫2個
直径8cm 高さ9cm 400ml
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木皿3  在庫 中1枚、大2枚
中 15cm | 大 約20cm

ソーサー3 在庫3枚
直径14.3cm

プレート
幅24cm 奥行16.8cm
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☆マークが付いているキッチンツールは現在フロアにございません。
在庫状況は予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※2022年11月


