K IT CH EN

最大計量 1kg

最大計量 2kg

最小表示 0.1g

ブラウン
KS-716BR：
030808

0.3〜200g

ベージュ
KS-617BE：
030785
ホワイト
KS-616WT：
030778

グリーン
KS-716GN：
030792

最小表示

0.1g

0.3〜300g

ネイビー
KS-716NV：
030815

ブラウン
KS-717BR：
030839

グリーン
KS-717GN：
030822

ネイビー
KS-717NV：
030846

0.1g 単位ではかれる1kg 計
KS-616/617 デジタルスケール「ブランジェ」1kg

0.1g単位ではかれるシリコーンゴムカバー付2kg計
KS-716/717 デジタルスケール「ブランジェ」2kg

サイズ：約 幅130×奥行183×高さ30mm 計量範囲：0.3〜1000g
最小表示：0.3〜200g以下：0.1g、200〜1000g以下：0.5g ※0.3g未満の表示は0g
電源：単４形乾電池×２個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：24

サイズ：約 幅130×奥行183×高さ30mm 計量範囲：0.3〜2000g 最小表示：0.3〜300g以
下：0.1g、300〜1000g以下：0.5g、1000〜2000g以下：1g ※0.3g未満の表示は0g
電源：単４形乾電池×２個 材質：ABS樹脂、シリコーンゴム 内箱入数：12 外箱入数：24

機 大画面 60×30mm／大ボタン／地域重量調整機能／風袋引き／オートパワーオフ／
能 壁掛け用フック穴
意匠登録番号 第1635367号

機 大画面 60×30mm／大ボタン／地域重量調整機能／シリコーンゴムカバー／風袋引き／
能 オートパワーオフ／壁掛け用フック穴
意匠登録番号 第1635367号

最大計量 3kg
最小表示 0.1g

0.3〜300g

ブラック
KS-817BK：
032611
ホワイト
KS-816WT：
032604

ホワイト
O-604WT
033465

0.1g単位ではかれるシリコーンゴムカバー付3kg計
KS-816/817
デジタルスケール「ブランジェ」3kg

触れずに温度がはかれる
O-604
サッとはかれる温度計

サイズ：約 幅130×奥行183×高さ30mm 計量範囲：0.3〜3000g 最小表示：0.3〜300g以
下：0.1g、300〜1500g以下：0.5g、1500〜3000g以下：1g ※0.3g未満の表示は0g
電源：単４形乾電池×２個 材質：ABS樹脂、シリコーンゴム 内箱入数：12 外箱入数：24

サイズ：約 幅90×奥行35×高さ155mm 表示温度範囲：−30〜400℃
電源：単4形アルカリ乾電池×2本 材質：ABS樹脂 内箱入数：10 外箱入数：60

機 大画面 60×30mm／大ボタン／地域重量調整機能／シリコーンゴムカバー／風袋引き／
能 オートパワーオフ／壁掛け用フック穴
意匠登録番号 第1635367号

機能

バックライト／オートパワーオフ

ホワイト
O-280WT
033663

右手、左手どちらで持っても見やすい方向に
表示が切り替えられます

表示方向が切替えられる防水タイプのクッキング温度計
O-280
防水クッキング温度計
サイズ：約 幅230×奥行16×高さ34mm
内箱入数：10 外箱入数：120
機能

表示範囲：−50〜300℃

電源：リチウム電池 CR2032×1個

防水IPX7／表示方向切替／ホールド機能／安全キャップ(ホルダー付)／オートパワーオフ／磁石

材質：ABS樹脂、ステンレス

意匠登録出願中

風袋引き＝容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかることができます。／地域重量調整機能＝高精度のはかりでは日本の各地域の重力値の違いにより、誤差が発生することがありますが、このはかりにはその誤差を
調整する機能が付いています。／防水IPX7＝水深1mに30分間水没させても保護できます。

200W
ビーター
ホイッパー
ニーダー

ホワイト
MX-903WT：
031416

ブラック
MX-903BK：
031423

ブラック
HM-708BK：
034639

パン生地もこねられる200Wのハイパワー
HM-708 ハンドミキサー「ニルド」

サイズ：約 幅110×奥行110×高さ335mm(本体+ブレンダー+ボトル セット時) 消費電力：250W
定格時間：1分 電源：AC100V 50/60Hz共用 専用ボトル容量：約600ml
専用ガラスカップ容量：約450ml 材質：ABS樹脂、ガラス、ステンレス、トライタン樹脂
外箱入数：6

サイズ：約 幅229×奥行98×高さ234mm 消費電力：200W 定格時間：10分
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ABS樹脂、ステンレス 外箱入数：4
機 回転速度５段階／MAXスイッチ／ビーターワンタッチ取りはずし／収納ケース付／ビーター2本付／
能 ホイッパー1本付／ニーダー2本付

ブラック
DI-217BK：
032154

コンパクト・フラットなIH調理器
DI-217 IHクッカー「ピッコリ―ノ」
サイズ：約 幅201×奥行201×高さ49mm
外箱入数：6

消費電力：1000W

電源：AC100V 50／60Hz共用

材質：PBT、ポリプロピレン、耐熱ガラス

耐熱ガラス製トッププレート／全面ガラスフラットタイプ／定温モード／加熱モード／タッチセンサー／空だき防止機能／鍋検知機能 ／
小物検知機能／切り忘れ防止機能／マグネットプラグ／出力1000W・700W・450W制限／
能 トッププレート高温注意機能（60℃以上のとき「H」が表示される）／操作音無しモード
意匠登録番号 第1644404号
機

1.0L

1.0L

ホワイト
PO-360WT：
031652

ブラック
PO-362BK：
032932

ホワイト
PO-362WT：
032925

フタが外れるからお手入れカンタン
PO-360 電気ケトル「タルボ」

ほこりが侵入しにくい注ぎ口カバー付
PO-362 電気ケトル「フェンネル」

サイズ：約 幅218×奥行142×高さ195mm 最大容量：1.0L 消費電力：900W
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ポリプロピレン 外箱入数：12

サイズ：約 幅218×奥行146×高さ209mm 最大容量：1.0L 消費電力：900W
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ポリプロピレン 外箱入数：12

機 湯沸かし中スイッチ点灯／お手入れカンタン広口設計／注ぎ口カバー着脱／電源オートオフ機能／
能 空だき防止機能

機能 湯沸かし中スイッチ点灯／水量確認窓／電源オートオフ機能／空だき防止機能

意匠登録番号 第1646429号
特許出願中

0.8L

ブラック
PO-151BK：
033489

ホワイト
PO-151WT：
033472

外側が熱くなりにくい二重構造 ※当社従来品との比較
PO-151 電気ケトル「リコリス」
サイズ：約 幅213×奥行146×高さ209mm 最大容量：0.8L 消費電力：900W
材質：ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数：6
機能

電源：AC100V 50/60Hz共用

二重構造／湯沸かし中スイッチ点灯／電源オートオフ機能／空だき防止機能

鍋検知機能＝加熱中に鍋をはずすとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。／小物検知機能＝スプーンやナイフなどの小物を検知するとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。／電源オートオフ機能＝沸いたら自動的
に電源が切れます。／空だき防止機能＝水が入っていない状態で間違ってスイッチが入っても、自動で電源が切れます。

K IT CH E N

用途に合わせてガラスカップ、ボトルが選べます
MX-903 ミクシス

H E AL TH
付属品
フィルター
ZZ-921：032475

付属品
ネブライザキット
ZZ-922：032482

付属品
マウスピース
ZZ-923：032499

ブルー
NE-100BL：
031027

付属品
吸入マスク（子供用）
ZZ-924：032505

ご家庭で使えるネブライザ
NE-100 コンプレッサー式ネブライザ

付属品
エアチューブ
ZZ-925：032529

サイズ：約 幅136×奥行126×高さ56mm 噴霧粒子：約3μｍ 適正薬液容量：2〜6ml 最大薬液容量：6ml 平均噴霧能力：約0.2ml/分
電源:ACアダプタ(AC100V〜240V 50/60Hz共用) 材質：ABS樹脂 外箱入数：12
機能

コンプレッサー式／運転時ランプ点灯／ACアダプタ付

医療機器届出番号 11B2X10023000001

付属品
交換用カフ
SC-201

ホワイト
BS-180WT：
032987

ブラック
BM-202BK：
032000

ブラック
BS-180BK：
032994

ホワイト
BM-202WT：
031195

のるだけではかれる体重計
BS-180 ボディスケール「グラッセ」

2人で使えるユーザー切り替え機能付
BM-202 上腕式血圧計

サイズ：約 幅300×奥行260×高さ22mm 計量範囲：5.0〜150.0kg 最小表示：100g
電源：単４形乾電池×２個
材質：耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、TPU 内箱入数：3 外箱入数：6

サイズ：約 幅140×奥行110×高さ65mm 最大メモリー：2人×60回分
測定範囲：圧力／0〜300mmHg、脈拍数／40〜199拍毎分 電源：単３形乾電池×４個
材質：ABS樹脂 外箱入数：12

機能

機 上腕式／大画面 80×59mm／バックライト／直近3回分の平均値表示／血圧値レベル測定／
能 脈検知／メモリー2人×60回分／日時表示
医療機器認証番号 230AKBZX00070000

体重／電源オートオン

ピンク
OX-102PK：
034257
ブルー
OX-102BL：
034264

日常の健康管理に便利な酸素飽和度のアラート機能付
OX-102 パルスオキシメータ
サイズ：約 幅60×奥行34×高さ33mm 測定範囲：SpO2／35%〜99%、脈拍／30bpm〜250bpm
電源：単４形アルカリ乾電池×２個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96
機能

SpO2値測定／脈拍数測定／脈波波形表示／メモリー機能／アラート機能／表示切替機能／オートパワーオフ／ネックストラップ付
医療機器認証番号 301AKBZX00076000、意匠登録出願中

電源オートオン＝のるだけで電源が入ります。／血圧測定＝最高血圧、最低血圧、脈拍の測定値を表示します。／血圧レベル測定＝血圧のレベルを表示します。／メモリー＝測定結果を記憶することができます。／脈検知＝測定
中に脈を検知したときに表示します。／SpO2値測定=動脈血酸素飽和度の値を測定します。

赤外線
スキャンモード 3秒

ホワイト
TO-402WT：
034400

触れずにスキャンする体温計
TO-402 スキャン体温計
H E AL TH

サイズ：約 幅140×奥行31×高さ31mm 温度測定範囲：体温計モード／34.0〜42.5℃、温度計モード／0.0〜100.0℃
電源：リチウム電池 CR2032×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：72
機 額〜こめかみで測定／バックライト画面／物体表面温度測定／前回値メモリー機能／発熱表示機能／ミュート機能／オートパワーオフ／
能 センサーカバー付属

医療機器認証番号 301AFBZX00016000

最大セット時間 199時間59分59秒
アラーム鳴動時間

グリーン
T-587GN：
033137

無／1秒／15秒

ピンク
T-587PK：
033113

ピンク
T-587PK2：
033120

パープル
T-587PP：
033106

ブラック
T-587BK：
033144

卓上で使いやすい学習用タイマー
T-587 学習タイマー
サイズ：約 幅60×奥行80×高さ23mm

電源：単4形乾電池×2個

材質：ABS樹脂

内箱入数：12

外箱入数：144

機 長時間セット／LEDランプ／アラーム鳴動時間 無・1秒・15秒 切替／デイカウントダウン機能／時計機能／リピート機能／カウントアップ／
能 キーロック機能／ストラップ穴／シリコーンゴム足付

意匠登録番号 第1614451号

最大セット時間

199時間59分59秒

アラーム鳴動時間

無／15秒

ホワイト
T-584WT：
033274

学習の時間管理に最適！
T-584 タイムアップ
サイズ：約 幅57×奥行79×高さ24mm

電源：単４形乾電池×２個

材質：ABS樹脂

内箱入数：12

外箱入数：144

機 長時間セット／LEDランプ／アラーム鳴動時間 無・15秒 切替／リピート機能／カウントアップ／キーロックスイッチ／ストラップ穴／
能 シリコーンゴム足付

意匠登録番号 第1340106号

最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-131WT：
034011

ブルー
CL-131BL：
034028

最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-130WT：
030587

ピンク
CL-131PK：
034035

蓄光ボタンなので暗い場所でも使いやすい
CL-131 電卓・ライト付バイブタイマー「ディスティック+2」

片手で計算できるスリムタイプ
CL-130 時計付電卓タイマー

サイズ：約 幅43×奥行15×高さ121mm
内箱入数：12 外箱入数：144

サイズ：約 幅43×奥行12×高さ118mm 電源：リチウム電池 CR2025×1個
材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

電源：リチウム電池 CR2032×2個

材質：ABS樹脂

機 長時間セット／8桁電卓／バックライト画面／LEDライト／バイブ機能／キーロック／
能 ネックストラップ付属／オートパワーオフ／リピート機能／カウントアップ／ストラップ穴

意匠登録出願中

リピート機能=使い終わるともとのセット時間に戻ります。

機 長時間セット／8桁電卓／キーロック／時計機能／ネックストラップ付属／オートパワーオフ／
能 リピート機能／カウントアップ／ストラップ穴

意匠登録番号 第1639402号

LI FE
ホワイト
JY-100WT：
032826

静音設計の省スペース除湿機
JY-100 コンパクト除湿機「クアラ」
サイズ：約 幅140×奥行140×高さ228mm
機能

満水時オートオフ

電源：ACアダプター(100V〜240V 50/60Hz共用)

材質：ABS樹脂

外箱入数：6

最大セット時間 199分59秒

ホワイト
T-581WT：031980

ホワイト
O-503WT：031997

大画面で遠くからでも見やすい温湿度計
O-503 大画面温湿度計「グロース」

大画面で遠くからでも見やすいタイマー
T-581 大画面時計付タイマー「グロッサ」
サイズ：約 幅220×奥行19×高さ180mm
内箱入数：10 外箱入数：20

電源：単４形乾電池×2個

材質：アクリル、ABS樹脂

機 大画面 170×130mm／アラーム鳴動時間 2秒・15秒・60秒 切替／LEDランプ／リピート機能
能 時計機能／カウントアップ／立てかけスタンド／壁掛け用フック穴／磁石×4個

サイズ：約 幅220×奥行19×高さ180mm 表示温度範囲：−9.9〜50℃ 表示湿度範囲：10〜99%
材質：アクリル、ABS樹脂 電源：単４形乾電池×2個 内箱入数：10 外箱入数：20
機 熱中症警告４段階／インフルエンザ警告２段階／大画面 170×130mm／時計機能／立てかけスタンド
能 壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1639437号

ベージュ
O-402BE：
034998

意匠登録番号 第1632466号、特許登録番号 第5401594号

ホワイト
O-402WT：
034677

ブラック
O-402BK：
034684

ピンク
O-402PK：
035001

置き場所をとらないコンパクトサイズ
O-402 デジタル温湿度計「ルフト」
サイズ：約 幅81×奥行17×高さ81mm 表示温度範囲：−9.9〜50.0℃ 表示湿度範囲：10〜99%（表示温度0〜50℃のとき）
電源：単４形乾電池×２個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96
機 熱中症警告４段階／インフルエンザ警告２段階／大画面 63×63mm／温度・湿度の最高・最低自動メモリー／立てかけスタンド／
能 壁掛け用フック穴
特許登録番号 第5401594号

温度の最高・最低自動メモリー=最高温度と最低温度を自動で記録します。／湿度の最高・最低自動メモリー=最高湿度と最低湿度を自動で記録します。

ホワイト
O-291WT：
031935

ブラック
O-291BK：
031942

ベージュ
O-299BE：
031973

ネイビー
O-299NV：
031959

グリーン
O-299GN：
031966

レッド
O-297RD：
034806

熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかる
O-291/299 ポータブル温湿度計「ブライン」

熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかる
O-297 ハローキティ ポータブル温湿度計

サイズ：約 幅36×奥行16×高さ70mm 表示温度範囲：−9.9〜50.0℃
表示湿度範囲：10〜99%（表示温度0〜50℃のとき） 電源：リチウム電池 CR2032×1個
材質：アクリル、ABS樹脂、ナイロン 内箱入数：12 外箱入数：144

サイズ：約 幅52×奥行24×高さ48mm 表示温度範囲：−9.9〜50.0℃
表示湿度範囲：10〜99%（表示温度0〜50℃のとき） 電源：リチウム電池 CR2032×1個
材質：ABS樹脂、ナイロン 内箱入数：12 外箱入数：144
機能

ポータブル／熱中症警告ランプ／熱中症警告4段階／インフルエンザ警告2段階／バンド付

意匠登録番号 第1632465号、特許登録番号 第5401594号

特許登録番号 第5401594号

ナチュラルウッド
O-322NW：
034394

あたたかみのある天然木のフレーム
O-322 温湿度計
サイズ：約 幅101×奥行26×高さ101mm
内箱入数：10 外箱入数：60

表示温度範囲：−30〜50℃ 表示湿度範囲：10〜100%

材質：木、ABS樹脂、ガラス

機能 壁掛け用フック穴／スタンド付

ブラック
PR-400BK：
034622
※液晶パネルの画像はハメコミ合成です。

防災・普段使いにも便利な3電源対応
PR-400 さすだけ充電テレビラジオライト
サイズ：約 幅160×奥行45×高さ92mm 電源：DC3.7V(リチウムイオンポリマー充電池)、単3形乾電池×3個(電池別売)、手回し充電、USB充電
材質：ABS樹脂 内箱入数：5 外箱入数：20
機 手回し充電／USB充電／スマートフォン・携帯電話充電／4.3インチ液晶TV(ワンセグ)／ラジオ（ワイドFM対応）／サイレン／LEDライト／
能 USB Type A 出力端子／Micro USB Type B 入力端子／イヤホン出力端子×2／電源アダプター付／USBケーブル付

ブラック
PR-322BK：
033267
シルバー
UC-503SV：
032833

ケーブルをさすだけでスマートフォン・iPhone※1・携帯電話が充電できる※2
PR-322 さすだけ充電ラジオライト2

大きな洗浄タンクでカンタン洗浄
UC-503 超音波洗浄器「ソニクリアEX」

サイズ：約 幅160×奥行77×高さ70mm 電源：単3形乾電池×4個（電池別売）、手回し充電、USB充電
材質：ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数：10 外箱入数：30

サイズ：約 幅258×奥行164×高さ162mm 電源：AC100V 50/60Hz共用
タンク容量：約1600ml 消費電力：70W/35W
材質：ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス 外箱入数：4

機 手回し充電※3 ／USB充電／スマートフォン・携帯電話充電／ラジオ（ワイドFM対応）／サイレン／
能 LEDライト／USBポート／Micro USB ポート／ヘッドホンジャック／Micro USBケーブル付
※1 iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。※2 スマートフォン・iPhone・携帯電話の充電には乾電
池が必要です ※3 ハンドルを両方向に回転できますので、左利きの方でも回しやすくなっています。
意匠登録出願中、特許出願中

機能

洗浄力 強弱２段階／洗浄時間タイマー ５段階／洗浄中ランプ点灯

ホワイト
UC-503WT：
032963

LIFE

機 防滴IPX4／ポータブル／熱中症警告 バックライト点滅／熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階／
能 時計機能／バックライト／バンド付
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