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SUS XM7 について
形状記憶ポリマーについて

ウィル・ファイブ
ウィル・ワン
ウィル・スリー
バルーン
ライト
フラットライト
スリムライト
高齢者用スプーン / フォーク
介助用スプーン
K スプーン
子供用お箸
ライトチャイルド
パステルスプーン
ピティ
楽々箸
仕切り皿 / 食器
取っ手付きお椀
すべり止めグッズ
ほのぼの湯のみ / マグカップ
かるラク
オープナー / 舌ブラシ

使い方　対象商品：ウィル・ファイブ、バルーン

ネック部分を両手で簡単に曲げられます。
利き手も問いません。

ネックを自由に曲げ、もっと食べやすく

スプーンもフォークもネックは手で曲げられます。前後左右、
自由に角度を変えられるため、利き手に関係なく、もっとも
食べやすい角度にヘッドの位置を決めることができます。
微妙な角度も自在に設定できます。

曲げるときはネックに両手の親指を添え、ゆっくりと静かに
曲げ下げてください。角度を直す作業も同じです。

【 注意 】
ネックを一度に 10 回以上、90 度の角度に曲げ伸ばしすると金属疲労を
おこし、折れやすくなります。※形状記憶ポリマーではありません

お湯で柔らかくなる素材

形状記憶ポリマー
「形が変わるんだ」「ワッ！やわらか～い！」

福祉用具の展示会場などで「ウィル」の実演をご覧になったお客様は、口をそろえてそうおっしゃいます。
それまでかたかったスプーンのグリップが、お湯に入れてしばらくすると、
ゴムのようにやわらかくなる光景にびっくりされるのです。
グリップの素材は「形状記憶ポリマー」
三菱重工業が 1988 年に開発したポリウレタン系のプラスチック素材です。
これが、温度の変化によっておもしろい性質をあらわすのです。
お湯に入れるとやわらかくなり、水で冷やすとかたくなる。
やわらかいうちに自由に形を変えて、冷やすとそのままの形になり、
ふたたびお湯に入れると、またやわらかくなる…。
こんなユニークな特性を生かした製品の開発が、福祉用品や医療器具など広い分野で進んでいます。

ステンレスのカトラリーと形状記憶ポリマーとの幸運な出会いから、使う人の手に合わせて
食べやすい形を自由に作ることができるカトラリー「ウィル」が生まれました。

手に合わせてスプーンを作る
グリップが形状記憶ポリマーでできているウィルを、手にピッタリと合った快適なスプーンにつくり替えるときのコツは、温度管理。
適した温度のお湯で温め、しっかり冷やすことがポイントです。リハビリ担当の作業療法士と相談しながら形を決めることができれば、
もっと理想的です。

ボールなどの容器に 70℃以上のお湯を
入れ、その中にウィルを入れます。
お湯の温度が低いとグリップの中心部
まで十分にやわらかくなりませんので
ご注意ください。
出来れば水温計でご確認ください。

3 ～ 5 分間立ちましたら、トングなどで
ウィルを容器から取り出します。
ウィル自体もウィルについているお湯も
まだ熱い状態です。タオルでお湯をよく
拭き取り、乾燥させてください。
火傷にはくれぐれもご注意ください。

ゴムのようにやわらかくなったグリップ
をゆっくりと曲げ、使う人の手に合わせ
た形に変形します。
グリップやヘッド部分が熱いときは少し
冷ましてから作業します。
急にかたくなることはありません。

形が決まったら 20℃以下の水で冷やし
ます。手に巻き付けたまま冷やすと、
手がグリップから抜けなくなる恐れがあ
りますので、手から外して冷却してくだ
さい。形が合わないときは、はじめか
らやり直してください。

やわらかく伸びるステンレス素材

S
サス
US X

エックスエムセブン
M7

一般的にスプーンの材料として使われている
さびにくい SUS304(18-8 ステンレス ) に
銅 (Cu) を添加した特殊なステンレスです。
銅の柔らかく伸びる性質が加わり、曲げても

「ポッキリ」※折れることはありません。
お食事中の食卓でも簡単に角度を調節することができる
便利なスプーン・フォークです。
※ 10 回以上大きく曲げると折れやすくなります。

形状記憶食器　ウィルシリーズ
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ピクトグラムについて
電子レンジが使えます

煮沸消毒ができます

自動食器洗浄機で洗えます

主にお子様向け商品です

電子レンジ
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

福祉食器カタログ
CONTEENTS

P2
P3

P4・5
P6
P7
P8・9
P10・11
P12
P13
P14
P15
P16・17
P18
P19
P20
P21
P22・23
P24・25
P26
P27
P28・29
P30
P31 持ち手の

変形方法

ネックの
変形方法
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・手や指の変形、痛み、握力の低下などで握る力が弱い人。握る力がない人。
・手首、ひじ、肩の関節に運動障害がある人

製品仕様

対象

※ネックとグリップの変形方法は P2・P3 をご覧ください

ウィル・ファイブシリーズ
ネックとグリップどちらも自在に変形
バルーンとウィルのハイブリット

245mm

35mm

53mm

46g

241mm

37mm

37mm

46g

240mm

34mm

34mm

40g

240mm

23mm

52mm

39g

240mm

34mm

39mm

38g

LINE UP
POINT
1

ネックが曲がり
自由に角度を変えられる

ネック部を両手を使って一番食べやすい
角度に調整することが簡単にできます。
お食事中でも自由に変えられます。

POINT
3

しっかりと安定して
持つことができる

U 字形のグリップで手のひらを
巻き込むように変形すれば、手首
の動きが不自由な人や力の弱い人
でもしっかりと持つことができます。

POINT
2

お湯につけて
持ち手を変形

お湯につけると持ち手がやわらかく
なるため、自分に合った形に変形
できます。

商品ページ
はこちら

ネックの
変形方法

持ち手の
変形方法

ウィル・ファイブ  スプーン L
Will-5 spoon L

本体価格 ￥3,200 ( 税込￥3,520)
L245 × W35 ×先端 53mm 46g
材質：18-8 ステンレス (XM7)、形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless(XM7),Shape-memory-polymer]

 2240151    ブラウン [Brown]
                    JAN：4942334901515

 2240156　イエロー [Yellow]
                    JAN：4942334901560

ウィル・ファイブ  スプーン M
Will-5 spoon M

本体価格 ￥3,200 ( 税込￥3,520)
L241 × W37 ×先端 37mm 46g
材質：18-8 ステンレス (XM7)、形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless(XM7),Shape-memory-polymer]

 2240152    ブラウン [Brown]
                    JAN：4942334901522

2240157　イエロー [Yellow]
                    JAN：4942334901577

ウィル・ファイブ  スプーン S
Will-5 spoon S

本体価格 ￥3,200 ( 税込￥3,520)
L240 × W34 ×先端 34mm 40g
材質：18-8 ステンレス (XM7)、形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless(XM7),Shape-memory-polymer]

 2240153    ブラウン [Brown]
                    JAN：4942334901539

2240158　イエロー [Yellow]
                    JAN：4942334901584

ウィル・ファイブ  フォーク
Will-5 fork

本体価格 ￥3,200 ( 税込￥3,520)
L240 × W23 ×先端 52mm 39g
材質：18-8 ステンレス (XM7)、形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless(XM7),Shape-memory-polymer]

 2240154    ブラウン [Brown]
                    JAN：4942334901546

2240159　イエロー [Yellow]
                    JAN：4942334901591

ウィル・ファイブ  ユニバーサルスプーン
Will-5 universal spoon

本体価格 ￥3,200 ( 税込￥3,520)
L240 × W34 ×先端 39mm 38g
材質：18-8 ステンレス (XM7)、形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless(XM7),Shape-memory-polymer]

ブラウン [Brown]
JAN：4942334901553

2240160　イエロー [Yellow]
                    JAN：4942334901607

2240155
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 2240001
ウィル・ワン スプーン L
Will-1 spoon L

本体価格 ￥3,000 ( 税込￥3,300)
L234 × W37 ×先端 57mm 51.5g
JAN：4942334900013
材質：18-8 ステンレス
            形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless
              Shape-memory-polymer]

 2240002
ウィル・ワン スプーン S
Will-1 spoon S

本体価格 ￥3,000 ( 税込￥3,300)
L220 × W31 ×先端 45mm 46g
JAN：4942334900020
材質：18-8 ステンレス
　　　形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless
　　　 Shape-memory-polymer]

2240121
ウィル・スリー スプーン
Will-3 spoon

本体価格 ￥3,000 ( 税込￥3,300)
L162 × W26 ×先端 34mm 30g
JAN：4942334901218
材質：18-8 ステンレス、形状記憶ポリマー

　[18-8stainless,Shape-memory-polymer]

 2240004
ウィル・ワン  ユニバーサルスプーン
Will-1 universal spoon

本体価格 ￥3,000 ( 税込￥3,300)
L221 × W35 ×先端 46mm 45g
JAN：4942334900044
材質：18-8 ステンレス
            形状記憶ポリマー
　　　[18-8stainless
              Shape-memory-polymer]

2240122
ウィル・スリー フォーク
Will-3 fork

本体価格 ￥3,000 ( 税込￥3,300)
L162 × W22 ×先端 30mm 27g
JAN：4942334901225
材質：18-8 ステンレス、形状記憶ポリマー

　[18-8stainless,Shape-memory-polymer]

※グリップの変形方法は P3 をご覧ください ※グリップの変形方法は P3 をご覧ください

・手や指の変形、痛み、握力の低下などで握る力が弱い人。握る力がない人。
・ひじ、肩の関節に運動障害がある人

製品仕様

対象

ウィル・ワンシリーズ
安定した使い心地でロングセラー

234
    mm

37mm

57
mm

51.5g

220
mm

31mm

45
mm

46.0g

221
mm

35mm

46
mm

45.0g

162
   mm

26mm

34
  mm

30.0g

162
   mm

22mm

30
  mm

27.0g

・手や指の変形、痛み、握力の低下などで握る力が弱いお子様。
・ひじ、肩の関節に運動障害があるお子様　・手の小さな高齢者

製品仕様

対象

ウィル・スリーシリーズ
モニターの子供たちから生まれた設計

手前に曲げて
食べやすく

下に曲げて
持ちやすく

広げて太く
持ちやすく

持ちやすさ
の

ポイント

グリップの感覚を手の状態に合わせて調整
握力の弱い人、手首が不自由な人も安心
しっかりと安定して持つことができます

グリップに手を挟み込む 2 本のグリップを一度に握る グリップで手のひらを巻き込む

POINT
1

手から落ちない
固定式の設計

POINT
2

自分の力で
食べることができる

POINT
3

お子様の手に合わせて
お皿からすくいやすく

商品ページ
はこちら

商品ページ
はこちら

持ち手の
変形方法

持ち手の
変形方法



8 9

 2240321
バルーン スプーン L
Balloon spoon L 

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L208 × W35 ×先端 53mm 43g
JAN：4942334903212
材質：18-8 ステンレス (XM7)、発泡ポリプロピレン

　[18-8stainless(XM7),PP]

 2240322
バルーン スプーン M
Balloon spoon M 

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L202 × W37 ×先端 37mm 43g
JAN：4942334903229
材質：18-8 ステンレス (XM7)、発泡ポリプロピレン

　[18-8stainless(XM7),PP]

 2240323
バルーン スプーン S
Balloon spoon S

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L200 × W34 ×先端 34mm 40g
JAN：4942334903236
材質：18-8 ステンレス (XM7)、発泡ポリプロピレン

　[18-8stainless(XM7),PP]

 2240324
バルーン フォーク
Balloon fork 

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L205 × W23 ×先端 25mm 38g
JAN：4942334903243
材質：18-8 ステンレス (XM7)、発泡ポリプロピレン

　[18-8stainless(XM7),PP]

 2240325
バルーン ユニバーサルスプーン
Balloon universal spoon

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L200 × W34 ×先端 39mm 40g
JAN：4942334903250
材質：18-8 ステンレス (XM7)、発泡ポリプロピレン

　[18-8stainless(XM7),PP]

・握る力の弱い人　・手や指、腕の筋力が弱い人
・ひじ、肩の関節に軽い運動障害がある人
・使用中のスプーンやフォークが持ちにくいと感じている人

製品仕様

対象

※ネックの変形方法は P02 をご覧ください

バルーンシリーズ
ネックを曲げて最適な角度に調整可能

LINE UP

208mm

35mm

53mm

43.0g

202mm

37mm

37mm

43.0g

200mm

34mm

34mm

40.0g

205mm

23mm

52mm

38.0g

200mm

34mm

39mm

40.0g

バルーン

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

ネックが曲がり
自由に角度を変えられる

スプーンもフォークもネックは手で曲げ
られます。自由に角度を変えることがで
き、利き手を問わず最も食べやすい角度
に調整可能。個人差による微妙な角度
差にも対応します。

POINT
3

刃先が上に
あがっているフォーク

刺した食材を落とさずに確実に運ぶ
ため、フォークの刃先は少し上に向
けてあります。

POINT
2

持ちやすく軽い
耐熱・耐衝撃のグリップ

裏側にある 2 つの緩やかなコブは握り
やすさとすべり止めの役割を果たします。

【すくい持ち】
グリップ全体を手ですくうような格好の持ち方です。
肩やひじを上げにくい人が関節などに負担をかけずに、
最小限の動作でお食事ができます。

【鉛筆持ち】
一般的な持ち方ですが、握力の弱い方は不安定になりがちです。
バルーンなら軽くて太いグリップとコブが、安定した鉛筆持ちを
サポートします。

【握り持ち】
手首を内側に曲げる動作が難しい方に適した持ち方です。
グリップの裏側のカーブに指がしっくりと収まり、高い安定性で
握ることができます。

商品ページ
はこちら

ネックの
変形方法
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 2240200
ライト スプーン L
Light spoon L

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L185 × W36 ×先端 49mm 37g
JAN：4942334902000
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240201
ライト スプーン M
Light spoon M

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L183 × W34 ×先端 46mm 35g
JAN：4942334902017
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240223
ライト スプーン S
Light spoon S

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
L170 × W29 ×先端 41mm 30g
JAN：4942334902239
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240202
ライト スプーン左曲がり
Light spoon ,Left-cerved

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
L180 ×スプーン幅 34 ×先端 39mm 40g
JAN：4942334902024
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240203
ライト スプーン右曲がり
Light spoon  ,Right-cerved

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
L180 ×スプーン幅 34 ×先端 39mm 40g
JAN：4942334902031
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240226
ライト スプーン 浅型 M
Light spoon ,Shallow M

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
L183 × W24 ×先端 44mm 33g
JAN：4942334902260
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240204
ライト フォーク
Light fork

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L183 × W23 ×先端 49mm 33g
JAN：4942334902048
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240205
ライト フォーク 左曲がり
Light fork ,Left-cerved

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
L180 ×スプーン幅 23 ×先端 47mm 34g
JAN：4942334902055
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240206
ライト フォーク 右曲がり
Light fork ,Right-cerved

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
L180 ×スプーン幅 23 ×先端 47mm 34g
JAN：4942334902062
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240207
ライト ユニバーサルスプーン
Light universal spoon

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L183 × W34 ×先端 45mm 36g
JAN：4942334902079
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

・手や指の変形、痛み、握力の低下などで握る力が弱い人
・ひじ、肩の関節､ 手首軽いに運動障害がある人
・施設、在宅を問わない高齢者やお子様　・一般の家庭

製品仕様

対象

ライトシリーズ
軽くて持ちやすいユニバーサルデザイン

LINE UP

185mm

36mm

49mm

37.0g

183mm

34mm

46mm

35.0g

180mm

34m
m39

m
m

40.0g

183mm

23mm

49mm

33.0g

180mm

23
m
m

47m
m

34.0g

180mm

23m
m47

m
m

34.0g

183mm

34mm

45mm

36.0g

170mm

29mm

41mm

30.0g

183mm

23mm

44mm

33.0g

180mm

34
m
m

39mm

40.0g

全国の幼稚園保育園で
選ばれている
ライトシリーズ
お子様向けカトラリー

ライトチャイルド

19P へ
詳しくは

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

スプーン フォーク ミニ

POINT
3

どの方向からも
食べられるスプーン

加齢などによる口の筋力低下に応じ、
ヘッドは浅く小さめだが、分量はしっ
かり確保。どの方向からも食べられる
丸みのある設計です。

POINT
2

軽さと握ったときの
安定感をプラス

中空構造の軽さに加えて、グリップ
を太く設計。握ったときの安定感が
プラスされました。

POINT
5

口の小さな人にも
開けにくい人にも

食べ物を口の中に取り込みやすい
よう設計。麺類や煮物など食材を
ほぐしたり、すくったりできます。

POINT
4

手首の関節が
曲がりにくい人に便利

「左」「右」の曲がりタイプのヘッド
部分の傾き (60°) は、口と手の運動
メカニズムの分析から割り出され
ました。

POINT
1

握力の弱い方のために
驚くほどの軽さを

ライトシリーズの全てのグリップは、
業界用語で「モナカ」と呼ばれる
中空構造で出来ています。

煮沸消毒
OK
食洗器
OK

商品ページ
はこちら
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 2240274
フラットライト スプーン L
Flat Light spoon L

本体価格 ￥500 ( 税込￥550)
L187 × W36 ×先端 48mm 39g
JAN：4942334902741
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240275
フラットライト スプーン M
Flat Light spoon M

本体価格 ￥500 ( 税込￥550)
L185 × W33 ×先端 43mm 36g
JAN：4942334902758
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240276
フラットライト スプーン S
Flat Light spoon S

本体価格 ￥500 ( 税込￥550)
L180 × W30 ×先端 40mm 32g
JAN：4942334902765
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240277
フラットライト フォーク
Flat Light fork

本体価格 ￥500 ( 税込￥550)
L187 × W24 ×先端 44mm 32g
JAN：4942334902772
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240278
フラットライト スプーン 左曲がり
Flat Light spoon,Left-curved

本体価格 ￥550 ( 税込￥605)
L180 ×スプーン幅 33 ×先端 41mm 31g
JAN：4942334902789
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240279
フラットライト スプーン 右曲がり
Flat Light spoon,Right-curved

本体価格 ￥550 ( 税込￥605)
L180 ×スプーン幅 33 ×先端 41mm 31g
JAN：4942334902796
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240280
フラットライト フォーク 左曲がり 
Flat Light fork,Left-curved

本体価格 ￥550 ( 税込￥605)
L185 ×スプーン幅 24 ×先端 41mm 29g
JAN：4942334902802
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240281
フラットライト フォーク 右曲がり 
Flat Light fork,Right-curved

本体価格 ￥550 ( 税込￥605)
L185 ×スプーン幅 24 ×先端 41mm 29g
JAN：494233490
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

・手や指の変形、痛み、握力の定価などで握る力が弱い人
・肩の関節、ひじ、手首に軽い運動障害のある人
・施設、在宅を問わない高齢者やお子様　・一般の家庭

製品仕様

対象

フラットライトシリーズ
手ごろな価格で施設病院にも

187mm

36mm

48mm

39g

185mm

33mm

43mm

36g

180mm

30mm

40mm

32g

187mm

24mm

44mm

32g

180mm

33mm

41mm

31g

180mm

33mm

41mm

31g

185mm

24mm

41mm

29g

185mm

24mm

41mm

29g

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

手ごろな価格は
業務用としても

ライトシリーズから持ち手部分を
変更することで手ごろな値段を
実現。病院や施設でも導入しや
すい製品です。

POINT
2

丈夫なステンレス製で
食洗器使用も OK

材質は丈夫でさびにくいステンレス製。
食洗器使用や煮沸消毒も可能で、病院
や施設などで大量に洗浄する場面でも
問題ありません。

商品ページ
はこちら

 2240235
スリムライト スプーン
Slim Light spoon

本体価格 ￥1,050 ( 税込￥1,155)
L182 × W34 ×先端 43mm 26g
JAN：4942334902352
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240236
スリムライト フォーク
Slim Light fork

本体価格 ￥1,050 ( 税込￥1,155)
L184 × W23 ×先端 43mm 24g
JAN：4942334902369
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

・手や指の変形、痛み、握力の低下などで握る力が弱い人。握る力がない人。
・ひじ、肩の関節に運動障害がある人

製品仕様

対象

スリム・ライトシリーズ
ライトシリーズ以上の軽さを実現

182mm

34mm

43mm

26g

184mm

23mm

43mm

24g

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

ライトシリーズから
更に軽量化

持ち手の構造は、ライトシリーズと
同様に中が空洞の中空構造で軽さ
を保ちつつ、太さを調節することで
約 25% の軽量化を実現しました。

POINT
2

従来通りの
食べやすいヘッド

ヘッド部分はライトシリーズと
同じ設計で変わらぬ食べやすさ。

商品ページ
はこちら
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 2240312
高齢者用 ウッドハンドルフォーク
fork for elderlies,Wooden handle

本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L185 × W30 ×先端 38mm 45.5g
JAN：4942334903120
材質：18-8 ステンレス、積層強化木
　　　[18-8stainless,Compressed Iaminate woods]

・口のあき方が小さい高齢者　・刻み食や流動食をとっている人
・握る力が弱いため、これまでのスプーンやフォークでは持ちにくい人対象

高齢者用ウッドハンドル
今までと同じ見た目で食べやすい

製品仕様

185mm

30mm

38mm

45.5g

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

刃先が丸く短めで
丁度いいサイズのヘッド

POINT
2

少し太く長めで
安定感があり
耐久性の高いグリップ

ウッドハンドル

一般的な
カトラリー

商品ページ
はこちら

 2240211
フィーディングスプーン 浅型
Feeding spoon,Shallow

本体価格 ￥700 ( 税込￥770)
L215 × W27 ×先端 44mm 29g
JAN：4942334902116
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240212
フィーディングスプーン 深型
Feeding spoon,Deep

本体価格 ￥700 ( 税込￥770)
L215 × W33 ×先端 44mm 31g
JAN：4942334902123
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240213
フィーディングスプーン ミニ
Feeding spoon,Mini

本体価格 ￥650 ( 税込￥715)
L180 × W17 ×先端 34mm 20g
JAN：4942334902130
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 LC-39592000
em リードスプーン
em Lead spoonstic

本体価格 ￥680 ( 税込￥748)
L150 × W22 ×先端 47mm 18g
JAN：4931839330906
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

「em リードスプーン」4 つの特徴
①スプーンは 2ml の容量で 1 口量が安全に召し上がれます。
②スプーンは抜き取る時の上唇を刺激しつつも優しく拭える深さです。
③スプーンの凹凸刺激が口唇閉鎖を促し、咀嚼運動を誘発します。
④ 18g という軽さと、把持しやすい柄によって、自然の重力で舌をとらえます。

食事介助専用スプーン

介助で食べるとき
今までのスプーンの問題点
・スプーンを持つ介助者の手が食べる人の顔のそばまで迫ってくる。
・スプーンの皿が深く、あごを引かなければならない。
・食事中にむせたりすることがある。
・一口の量がコントロールできず、食べこぼしやお口の周りが汚れる。

介助専用スプーン
フィーディングスプーン
・全長が 215mmで介助者の手の圧迫感がありません。
・グリップが長いので介助が楽になります。
・一口量は 5 ～ 10g( おかゆ ) と「むせ」や「誤嚥」の危険性が減ります。
・スプーンの皿が浅めなため、真横に引くことができます。
・浅型タイプはお口の開きにくい方にピッタリ。
・材質は錆びにくく衛生的な SUS304。

・スプーンを持つことが困難で食事介助を受けている人
・食事介助で刻み食やとろみ食をとっている人
・口腔内の障害で飲み込みが少ない人
・一般家庭のキッチン用、食卓用、離乳食用のスプーンとして

対象

「食べる」楽しさを導く介助用スプーン
誤嚥を防ぎ介助者の負担を減らす

215mm

27mm

44mm

29g

215mm

33mm

44mm

31g

180mm

17mm

34mm

20g

製品仕様 煮沸消毒
OK

食洗器
OK

商品ページ
はこちら
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 2240214
K スプーン
K spoon

本体価格 ￥1,300 ( 税込￥1,430)
L220 × W20 ×先端 40mm 24g 一口量 1 ～2g
JAN：4942334902147
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2241973
K スプーン 金メッキ
K spoon Goldplating

本体価格 ￥1,800 ( 税込￥1,980)
L220 × W20 ×先端 40mm 25g  一口量 1 ～2g
JAN：4942334919732
材質：18-8 ステンレス ※金メッキ加工
           [18-8stainless ※ Goldplating]

 2240215
K+ スプーン
K plus spoon

本体価格 ￥1,300 ( 税込￥1,430)
L227 × W24 ×先端 47mm 27g 一口量 5 ～ 6g
JAN：4942334902154
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

プラス

 2241988
K+ スプーン 金メッキ
K plus spoon Goldplating

本体価格 ￥1,800 ( 税込￥1,980)
L227 × W24 ×先端 47mm 27g 一口量 5 ～ 6g
JAN：4942334920066
材質：18-8 ステンレス ※金メッキ加工
           [18-8stainless ※ Goldplating]

プラス

・摂食、嚥下障害のある人　・食事介助を受けている人
・一度にたくさんの量を口に入れるとむせやすい人
・ゼリーをスライス状にして食べるとき　・離乳食用

製品仕様

対象

K スプーンシリーズ
嚥下困難者用

LINE UP

嚥下障害のある方のために
藤田保健衛生大学 客員教授 ( 当時 )

小島千枝子先生と共同開発

嚥下障害のある患者さんにとって、スプーンの選択は重要です。
従来の「K スプーン」は嚥下障害の初期段階でお使いいただくことを
目的としたスプーンでした。

「K+ スプーン」は患者様が「K スプーン」ですくう一口量 ( 一回で口に
入れる量 ) よりも、多くの量を摂取することを目的に、口に入れる
ヘッドの大きさを一回り大きくしたスプーンです。
柄の長さや形状は K スプーンと同じ設計で、自力摂取や食事介助に
おいて最適な持ちやすさとすくいやすさになっており、どちらも現在
では言語聴覚士の必須アイテムとなっています。

K スプーンと K+ スプーンの差とは？

220mm

20mm

40mm

24g

227mm

24mm

47mm

27g

220mm

20mm

40mm

25g

227mm

24mm

47mm

27g

食洗器
不可

食洗器
不可

POINT
3

どの方向からも
食べられる

加齢などによる口の筋力低下に応じ、
ヘッドは浅く小さめだが、分量はしっ
かり確保。どの方向からも食べられ
る丸みのある設計です。

POINT
1

嚥下障害のある方に
適切な形状

小さく・薄く・平たい設計の K スプーンは
摂食嚥下障害の方でも一口量が多くなり
すぎず、口唇で取り込みやすく、奥舌に
入れる、ひっくり返すなど様々な動作に
適しています。

POINT
2

K-point を刺激して
開口を促す

仮性球麻痺で開口障害のある人
の K-point を刺激することで開口
を促します。さらに、刺激後の
嚥下運動を摂食訓練に取り入れ
ることができます。

K スプーン・K+ スプーンは、
嚥下障害に関する専門知識を有する方向けの
専用器具となります。ご使用に当たっては、
必ず専門家の指示に従ってください。

ご使用にあたっての注意事項

商品ページ
はこちら

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

K
スプ

ーンより

一口量が
多い

K
スプ

ーンより

一口量が
多い

↓ K スプーン

↑ K+ スプーン

K+ スプーンK スプーン

K スプーン
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 2240209
ライト チャイルド スプーン
Light child spoon 

本体価格 ￥1,050 ( 税込￥1,155)
L140 × W29 ×先端 36mm 25g
JAN：4942334902093
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240210
ライト チャイルド フォーク
Light child fork

本体価格 ￥1,050 ( 税込￥1,155)
L140 × W22 ×先端 38mm 24g
JAN：4942334902109
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240225
ライト チャイルド スプーン ミニ
Light child spoon Mini

本体価格 ￥1,050 ( 税込￥1,155)
L138 × W20 ×先端 31mm 20g
JAN：4942334902253
材質：18-8 ステンレス [18-8stainless]

 2240581
はじめてのお箸「八角くんとなじみちゃん」
Child practice chopsticks

本体価格 ￥700 ( 税込￥770)
全長 160mm 推奨年齢：4 ～ 5 歳向け
JAN：4942334905810
材質：PBT 樹脂 [PBT]

正しい持ち方が身に着く教育用
子供向けお箸

2本のお箸の形と色が違います！

赤いお箸は親指と人差し指の間に固定して動かしません。

青いお箸は親指人差し指中指を使って上下に動かします。

赤いお箸は

とまれ

青いお箸は

動け

と覚えてください

練習しやすい形なので
お箸が正しくきれいに
持てるようになります

お箸の先端が
八角形だから
小さなものも
つまみやすい！

140mm

29mm

36mm

25.0g

140mm

22mm

39mm

24.0g

138mm

20mm

31mm

20.0g

商品ページ
はこちら

商品ページ
はこちら

使い方動画

大人も使えるライトチャイルド
なが～く使えるユニバーサルデザイン

製品仕様 煮沸消毒
OK

食洗器
OK 製品仕様 煮沸消毒

OK
食洗器
OK

小さめで浅く
丸みがある
ヘッドが特徴

安全に刺したり
できるように
先を丸くしました

中
が空

洞でと
っても軽い！

自分で食べる

２才ごろから

年間販売数 10 万本 !!
全国の幼稚園保育園で選ばれているチャイルドカトラリー
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 シリコン一体タイプ
ピティー シリコン一体 ヘラ型
PITTY jointless silicone spoon,M

本体価格 ￥950 ( 税込￥1,045)
L173 × W27 ×先端 44mm 14g
材質：シリコンゴム 、ナイロン 66
            [Silicone,Nylon66]

NB-PT-0601　オレンジ [Orange]
                           JAN：4995969008821

NB-PT-0602　グリーン [Green]
                           JAN：4995969008838

NB-PT-0603　ホワイト [White]
                           JAN：4995969008845

 シリコン一体タイプ
ピティー シリコン一体 ヘラ型 大
PITTY jointless silicone spoon,L
本体価格 ￥1,100 ( 税込￥1,210)
L205 × W37 ×先端 62mm 22g
材質：シリコンゴム 、ナイロン 66
            [Silicone,Nylon66]

NB-PT-0701　オレンジ [Orange]
                           JAN：4995969008852

NB-PT-0702　グリーン [Green]
                           JAN：4995969008869

NB-PT-0703　ホワイト [White]
                           JAN：4995969008876

 シリコン一体タイプ
ピティー プチサイズ
PITTY silicone spoon,S

本体価格 ￥850 ( 税込￥935)
L200 × W17 ×先端 35mm 14g
材質：シリコンゴム 、ナイロン 66
            [Silicone,Nylon66]

NB-PT-0401　オレンジ [Orange]
                           JAN：4995969000771

NB-PT-0402　グリーン [Green]
                           JAN：4995969000788

NB-PT-0403　ホワイト [White]
                           JAN：4995969000795

 シリコン一体タイプ
シリコンフォーク
Silicone fork
本体価格 ￥1,000 ( 税込￥1,100)
L203 × W28 ×先端 58mm 20g
材質：シリコンゴム 、ナイロン 66
            [Silicone,Nylon66]

2241940　オレンジ [Orange]
                     JAN：4995969000771

2241941　グリーン [Green]
                     JAN：4995969000788
2241942　ホワイト [White]
                     JAN：4995969000795

ピティー ヘラ型
PITTY silicone spoon,M
本体価格 ￥650 ( 税込￥715)
L160 × W27 ×先端 44mm 14g
材質：シリコンゴム 、ナイロン 66
            [Silicone,Nylon66]

NB-PT-0103　ホワイト [White]
                           JAN：4995969001242

ピティー ヘラ型 大
PITTY silicone spoon,L
本体価格 ￥850 ( 税込￥935)
L180 × W37 ×先端 62mm 17g
材質：シリコンゴム 、ナイロン 66
            [Silicone,Nylon66]

NB-PT-0201　オレンジ [Orange]
                           JAN：4995969001181

NB-PT-0202　グリーン [Green]
                           JAN：4995969001198

NB-PT-0203　ホワイト [White]
                           JAN：4995969001204

ピティー 深型
PITTY silicone spoon,Deep
本体価格 ￥850 ( 税込￥935)
L177 × W27 ×先端 54mm 16g
材質：シリコンゴム 、ナイロン 66
            [Silicone,Nylon66]

NB-PT-0301　オレンジ [Orange]
                           JAN：4995969001211

NB-PT-0303　ホワイト [White]
                           JAN：4995969001235

・噛込みのコントロールが難しい人　・金属アレルギーの人
・口腔内が傷つきやすい人　・離乳食用　・一般の人対象

シリコン製スプーン・フォーク
シリコン製で優しい口当たり

シリコン一体タイプ は
全体をシリコンコーティングしているので、
ハンドルに継ぎ目がなく衛生的です。

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

商品ページ
はこちら

パステルスプーン
口当たりの優しいシリコンスプーン

・歯や歯茎に金属製のスプーンが当たるのが苦手な方
・柔らかい食材もしっかりすくいたい方

製品仕様

対象

 2240343
パステルスプーン
ラウンド ブルー
Pastel spoon Blue

本体価格 ￥500 ( 税込￥550)
L185 × W33 ×先端 39mm 19g
JAN：4942334903434
材質：シリコン、ナイロン 66[Silicon,Nylon66]

 2240345
パステルスプーン
ラウンド ピンク
Pastel spoon Pink

本体価格 ￥500 ( 税込￥550)
L185 × W33 ×先端 39mm 19g
JAN：4942334903458
材質：シリコン、ナイロン 66[Silicon,Nylon66]

185mm

33mm

39mm

19g

185mm

33mm

39mm

19g

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

スプーンの表面は
シリコンコーティングされ
口当たりの良い仕上がり

POINT
2

しなやかなヘッド部分は
柔らかい食材でも
すくいやすい

POINT
3

長めの持ち手で
深めのビンに入った
食材もすくいやすい

POINT
4

煮沸消毒も可能で
いつも清潔に
使用できる

商品ページ
はこちら
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 2240535
楽々箸 クリップタイプ
23cm 樹脂製
RAKURAKU chopsticks clip type,
Resin,23cm

本体価格 ￥800 ( 税込￥880)
L230mm 24.5g
JAN：4942334905353
材質：ポリスチレン、ポリアセタール [PS,POM]

 2240534
楽々箸 クリップタイプ
21cm 樹脂製
RAKURAKU chopsticks clip type,
Resin,21cm

本体価格 ￥800 ( 税込￥880)
L210mm 24.5g
JAN：4942334905346
材質：ポリスチレン、ポリアセタール [PS,POM]

 2240533
楽々箸 クリップタイプ
19cm 樹脂製
RAKURAKU chopsticks clip type,
Resin,19cm

本体価格 ￥800 ( 税込￥880)
L190mm 19.5g
JAN：4942334905339
材質：ポリスチレン、ポリアセタール [PS,POM]

 2240521
楽々箸 ピンセットタイプ
すべり止め 22.5cm
RAKURAKU non-slip chopsticks tweezers type,
22.5cm

本体価格 ￥1,900 ( 税込￥2,090)
L225mm 26g
JAN：4942334905216
材質：積層強化木、18-8 ステンレス
           [Compressed Iaminate woods,18-8stainless]

 2240522
楽々箸 ピンセットタイプ
すべり止め 19.5cm
RAKURAKU non-slip chopsticks tweezers type,
19.5cm

本体価格 ￥1,900 ( 税込￥2,090)
L195mm 20g
JAN：4942334905223
材質：積層強化木、18-8 ステンレス
           [Compressed Iaminate woods,Stainless]

 2240541
楽々箸 ピンセットタイプ
すべり止め 22.5cm
RAKURAKU non-slip chopsticks tweezers type,
Resin,22.5cm

本体価格 ￥1,500 ( 税込￥1,650)
L225mm 24g
JAN：4942334905414
材質：ポリスチレン、ステンレス [PS,Stainless]

 2240542
楽々箸 ピンセットタイプ
すべり止め 19.5cm
RAKURAKU non-slip chopsticks tweezers type,
Resin,19.5cm

本体価格 ￥1,500 ( 税込￥1,650)
L195mm 20g
JAN：4942334905421
材質：ポリスチレン、ステンレス [PS,Stainless]

楽々箸シリーズ
右手、左手、どんな風に握っても使えます。

・手の指の変形、握力低下などで、箸で食べ物をつかみにくい人
・食べ物を箸で口に運ぶ途中で落としてしまう人
・ケガなどで聞き手は一時的に使えなくなった人　・箸を使い慣れていない外国人

製品仕様

対象

右手、左手どんな持ち方でも
思うようにお箸が持てなくなった方や
これからお箸を練習したい方、外国人にオススメしたい楽々箸

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

取り外し可能なクリップで
隅々まで洗えて衛生的

POINT
1

ステンレス製のバネが固定された
ピンセットタイプはクリップタイプより
バネの力が弱く、握る力が弱い方向け

POINT
2

麺類もしっかりつかめる
5 角星型形状の箸先

POINT
2

箸先は食材をつかみやすいよう
すべり止め仕上げ

商品ページ
はこちら

木製

ピンセットタイプ

クリップタイプ

樹脂製

[ 木製 ]
すべり止めの溝付

[ 樹脂製 ]
内側にすべり止め加工
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スプーンを差し込みやすく
汁物が溢れない深さ

食材がすくいやすい高い壁と傾斜

2240762
いちまつシェル型食器 L
Ichimatsu Shell shape dish L

本体価格 ￥1,700 ( 税込￥1,870)
L185 × D165 × H43mm 420g
JAN：4942334907623
材質：強化磁器 [Strengthening porcelain]

2240763
いちまつシェル型食器 M
Ichimatsu Shell shape dish M

本体価格 ￥1,500 ( 税込￥1,650)
L150 × D140 × H45mm 330g
JAN：4942334907630
材質：強化磁器 [Strengthening porcelain]

2240764
いちまつシェル型食器 S
Ichimatsu Shell shape dish S

本体価格 ￥1,400 ( 税込￥1,540)
L132 × D120 × H43mm 240g
JAN：4942334907647
材質：強化磁器 [Strengthening porcelain]

 CQ-2901
ライフ 15cm「梅ー赤」
LIFE bowl 15cm,plum

本体価格 ￥2,200 ( 税込￥2,420)
L151 × D139 × H51mm 135g 335ml
JAN：4942334305122
材質：メラミン樹脂、シリコン樹脂
            [Melamine,Silicon]
 CQ-2902
ライフ 12cm「梅ー赤」
LIFE bowl 12cm,plum

本体価格 ￥2,100 ( 税込￥2,310)
L122 × D111 × H46mm 90g 205ml
JAN：4942334305139
材質：メラミン樹脂、シリコン樹脂
           [Melamine,Silicon]

 2241701
仕切り皿 4 分割 ホワイト
4-section plate,White

本体価格 ￥4,200 ( 税込￥4,620)
L270 × D210 × H35mm 750g
JAN：4942334917011
材質：強化磁器 [Strengthening porcelain]

2241831
メラミン仕切り皿 ホワイト
Melamine 4-section plate,White

本体価格 ￥4,260 ( 税込￥4,686)
L300 × D200 × H35mm 420g
JAN：4942334918315
材質：メラミン樹脂、シリコン樹脂 [Melamine,Silicon]
2241832
メラミン仕切り皿 ピンク
Melamine 4-section plate,Pink

本体価格 ￥4,260 ( 税込￥4,686)
L300 × D200 × H35mm 420g
JAN：4942334918322
材質：メラミン樹脂、シリコン樹脂 [Melamine,Silicon]

2240701
ほのぼの食器 18cm 深皿
HONOBONO deep plate 18cm

本体価格 ￥1,500 ( 税込￥1,650)
直径 180 × H30mm 190g
JAN：4942334907012
材質：メラミン樹脂 [Melamine]

2240702
ほのぼの食器 14cm 丸小鉢
HONOBONO bowl 14cm

本体価格 ￥1,400 ( 税込￥1,540)
直径 140 × H40mm 200g
JAN：4942334907029
材質：メラミン樹脂 [Melamine]

2240703
ほのぼの食器 11cm 小鉢
HONOBONO bowl 11cm

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
直径 110 × H40mm 110g
JAN：4942334907036
材質：メラミン樹脂 [Melamine]

仕切り皿 / 食器
食べやすさを追求した食器

[ 強化磁器 ] いちまつ

[ メラミン樹脂 ] ほのぼの食器

[ メラミン樹脂 ] ライフ

[ 強化磁器 ] 仕切り皿

[ メラミン樹脂 ] 仕切り皿

スプーンが
入れやすい
緩やかな傾斜

食材がすくい
やすいように
傾斜が垂直に近い

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

電子レンジ
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

お皿のフチが左右で違って
食材がすくいやすい

POINT
1

すくいやすいよう
垂直に近いお皿のフチ

POINT
1

すくいやすいよう
垂直に近いお皿のフチ

POINT
1

内側の「返り」で
食材を残さずすくいやすい

POINT
1

中央部分の「どて」で
カレーなど 2 種類の食材
を混ぜられる

POINT
2

強化磁器製で
ほどよい安定感

POINT
2

ほどよい安定感と
落としても割れにくい
メラミン樹脂製

POINT
2

陶器より丈夫な強化磁器製で
食洗器・煮沸消毒可能だけでなく
電子レンジにも対応

POINT
3

裏面には足ゴム付きで
食器が滑りにくい

POINT
2

サイズごとに重ねて保管
できるので業務用としても

POINT
2

ウィルアシストのスプーン ( ※ ) と
お皿のカーブが合うので
すくい残しが減少
※対応スプーン
　ライト / フラットライトスプーン SML/ スリムライトスプーン
　ウィル・ファイブスプーン S/ バルーンスプーン

食材をすくいやすいように
フチが垂直に近い

商品ページ
はこちら

「返り」で
すくやすい
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らくらく汁わん
HONOBONO soup bowl

本体価格 ￥600 ( 税込￥660)
L132 × D104 × H70mm 直径 105mm 84g 270ml
材質：ABS 樹脂※ウレタン塗装 [ABS ※ Urethane paint]

2241921　黒 亀甲 [Black]
                    JAN：4968982828509 2241922　茶 亀甲 [Brown]

                    JAN：4968982828516

らくらく飯椀
RAKURAKU rice bowl

本体価格 ￥800 ( 税込￥880)
L138 × D115 × H60mm 直径 115mm 88g 約 250ml
材質：PET 樹脂 ※ウレタン塗装 [PET resin ※ Urethane paint]
耐熱温度 [heat resistant temperature] 140℃ ～ -20℃
CO-72643-0    ドット PK [Dot PK]

JAN：4968982727628
CO-72644-7   ドット GR [Dot GR]

JAN：4968982727611
CO-72761-1　 遊ゆう 黒 [YUYU Black]
                              JAN：4968982727611
CO-72762-8　 遊ゆう 朱 [YUYU RED]

JAN：4968982727628

くるりんグリップ
Non-slip spiral grip

本体価格 ￥750 ( 税込￥825)
直径 24 × L120mm 16g
材質：EPDM スポンジ [EPDM]

2241911　ブルー [Blue]
                     JAN：4942334919114

2241912　ピンク [Pink]
                     JAN：4942334919121

シリコンくるりんグリップ 
Non-slip spiral silicone grip

本体価格 ￥1,000 ( 税込￥1,100)
直径 20 × L120mm 26g
材質：シリコン樹脂 [Silicon]

2241913　ブルー [Blue]
                     JAN：4942334919138

2241914　ピンク [Pink]
                     JAN：4942334919145

耐熱すべり止めトレー
Heatproof non-slip tray

本体価格 ￥3,100 ( 税込￥3,410)
L330 × D330 × H27mm 470g
材質：耐熱 ABS ※シリコンコーティング
           [ABS ※ Silicon-coating]

2241901　レッド [Red]
                     JAN：4942334919015

2241902　ブラック [Black]
                     JAN：4942334919022

2241903
ぴたっとマット ブルー
Silicone mat 

本体価格 ￥1,200 ( 税込￥1,320)
W320 × D290 × H2.5mm 120g
JAN：4942334919039
材質：シリコン樹脂 [Silicon]

取っ手付きお椀
取っ手付きでもちやすい

すべり止めグッズ
巻いたり、敷いたり身の回りで活躍

2241922：茶 亀甲2241921：黒 亀甲

2240794：花2240793：木目
CO-72643-0：ドット PK CO-72644-7：ドット GR

CO-72761-1：遊ゆう 黒 CO-72762-8：遊ゆう 朱

2241911
ブルー

2241912
ピンク

2241913
ブルー

2241914
ピンク

2241901：レッド 2241902：ブラック

平らな面に広げて、食器をのせるだけしっかりグリップしてくれる
すべり止めマット。汚れてもサッと洗えてお手入れ簡単です。

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

電子レンジ
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

POINT
1

自由自在に
巻いてフィット

軽くて柔らかいくるりんグリップ
は、どんなものにも簡単に巻き
つけられ、取り外しも自在です。

POINT
2

シリコンタイプは
煮沸消毒も可能

シリコンタイプはグリップ感も強
く、食洗器、煮沸消毒も可能で
衛生的にお使いいただけます。

表面にすべり止め処理を施した耐熱 ABS 製のトレー

商品ページ
はこちら

商品ページ
はこちら

らくらく飯椀お汁わん
ぴたっとマット

くるりんグリップ

耐熱すべり止めトレー

マグカップのように取っ手を持ったり、お椀を包み込むように持つ時でも
安定してもつことができるので、握力の弱い方でも安心。
電子レンジ・食洗器対応で使い勝手の良いお椀です。

製品仕様

2240793
シャンテお汁わん 取っ手付き 木目
CHANTER soup bowl with handgrip Grain

本体価格 ￥900 ( 税込￥990)
L136 × D105 × H70mm 直径 105mm 110g 300ml
JAN：4942334907937
材質：PET ※ウレタン塗装 [PET ※ Urethane paint]                    
2240794
シャンテお汁わん 取っ手付き 花
CHANTER soup bowl with handgrip Flower

本体価格 ￥950 ( 税込￥1,045)
L136 × D105 × H70mm 直径 105mm 110g 300ml
JAN：4942334907944
材質：PET ※ウレタン塗装 [PET ※ Urethane paint]                    
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 2240711
ほのぼの湯のみ 水玉
HONOBONO tea cup,Dot

本体価格 ￥1,500 ( 税込￥1,650)
直径 77 × H96mm 170g 110ml
JAN：4942334907111
材質：磁器  [Porcelain]

 2240712
ほのぼの湯のみ うず
HONOBONO tea cup,Whirpool

本体価格 ￥1,500 ( 税込￥1,650)
直径 77 × H96mm 170g 110ml
JAN：4942334907128
材質：磁器  [Porcelain]

ほのぼの湯のみ / マグカップ
美味しく飲める

 2240723
ほのぼのマグカップ ストライプ
HONOBONO mug cup,Curve

本体価格 ￥2,800 ( 税込￥3,080)
直径 85 × H105mm 265g 190ml
JAN：4942334907234
材質：磁器  [Porcelain]

・飲み込む時に、頭と首を後ろに傾けにくい人
・高齢化などで飲み込み ( 嚥下 ) 障害があり、普通に飲み込むとむせやすい人
・ひじ、肩の関節などの痛みや運動障害で腕を動かしにくい人　・一般のご家庭

製品仕様

対象

電子レンジ
OK

煮沸消毒
OK

食洗器
OK

LINE UP

96mm

直径77mm

170g

110ml

96mm

直径77mm

170g

110ml

105mm

直径 85mm

265g190ml

POINT
2

カップの内側の角度で
頭を大きくそらさず
飲みやすい

POINT
1

中空二重構造で熱いお茶を
入れても温度が伝わりにくく
しっかりもてる

POINT
4

下唇が当たるよう
フチ部分は反っているので
中身をこぼしにくい

POINT
3

しっかり持てるアサガオ形状 ( ※ 1)
太くて握りやすい持ち手 ( ※ 2)
※ 1 湯のみの形状　※ 2 マグカップの形状

商品ページ
はこちら

従来品

湯のみ

湯のみ

マグカップ

マグカップ

約 15 度
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ペットボトルオープナー
Plastic bottle opener

本体価格 ￥150 ( 税込￥165)
L70 × W27 × H7mm 7g
材質：AS 樹脂、鉄 (Cr メッキ )[AS,Iron]

2241401　ブルー [Blue]
                     JAN：4942334914010

2241402　イエロー [Yellow]
                     JAN：4942334914027

2241403　レッド [Red]
                     JAN：4942334914034

2241404　クリア [Clear]
                     JAN：4942334914041

チア＆ペットボトルオープナー
Bottle and pack opener

本体価格 ￥150 ( 税込￥165)
L68 × W40 × H5mm 7g
材質：AS 樹脂、鉄 (Cr メッキ )[AS,Iron]

2241405　ブルー [Blue]
                     JAN：4942334914058

2241406　イエロー [Yellow]
                     JAN：4942334914065

2241407　レッド [Red]
                     JAN：4942334914072

2241408　クリア [Clear]
                     JAN：4942334914089

 BJ-KR-402
かるラク 食べやすい食事ハサミ ( ケース付 )
KARURAKU Scissors

本体価格 ￥3,500 ( 税込￥3,850)
ハサミ：L60 × W23 × L162mm
ケース：L63 × W25 × L170mm 100g
JAN：4962336402629
材質：ABS 樹脂、ステンレス刃物鋼 [ABS,Stainless]

 BJ-KR-602
かるラク つかめる野菜ホルダー
KARURAKU Vegetables Holder

本体価格 ￥550 ( 税込￥605)
L82 × W88 × L65mm 32g
JAN：4962336610734
材質：ポリプロピレン [PP]

 BJ-KR-601
かるラク どこでもオープナー
KARURAKU Anywhere Opener

本体価格 ￥850 ( 税込￥935)
L130 × W42 × L20mm 43g
JAN：4962336610710
材質：ABS 樹脂、ステンレス刃物鋼 [ABS,Stainless]

 BJ-KR-603
かるラク ビンフタオープナー
KARURAKU Bottle Lid Opener

本体価格 ￥800 ( 税込￥880)
L130 × W42 × L20mm 43g
JAN：4962336610710
材質：ABS 樹脂、ステンレス刃物鋼 [ABS,Stainless]

舌用ブラシ ダブルワン 抗菌タイプ
W-1 tongue brush

本体価格 ￥680 ( 税込￥748)
L183 × W42 × H14mm 20g
材質：MBS 樹脂、ナイロン [MBS,Nylon]

WS-581610　ホワイト [white]
                          JAN：4580213581610

WS-581627　パープル [Purple]
                          JAN：4580213581627

WS-581634　イエロー [Yellow]
                          JAN：4580213581634

WS-581641　ピンク [Pink]
                          JAN：4580213581641

無理のない角度で食材を食べやすくカット 大きい野菜のスライスにも

各種缶のプルタブ起こしに　袋開けに ペットボトルのキャップ開けにも

野菜を無駄なくスライス

ビンフタオープナー
軽い力で固いフタが開けられる

どこでもオープナー
軽い力でキャップが開けられる

つかめる野菜
軽い力で野菜がつかめる

食事ハサミ
軽い力で固いものが切れる

かるラクシリーズ
日常生活で活躍する便利グッズ

オープナー / 舌ブラシ
思うようにキャップを開けられない人に / 歯ブラシ感覚で口臭予防

口臭の原因ともいわれる舌
ぜったい

苔を取り除く
歯ブラシ感覚で使える舌ブラシ

舌苔
ブラシに水をつけ舌にあて、強くこすらずなでるように
優しく磨いてください。風邪・口臭予防に最適です。

2241405
ブルー

2241406
イエロー

2241407
レッド

2241408
クリア

2241401
ブルー

2241402
イエロー

2241403
レッド

2241404
クリア

※チアパックの対応キャップサイズは 14.0 ～ 14.9mmです。

ペットボトルオープナー

チア＆ペットボトルオープナー

これひとつで、ペットボトル、プルタブが開けられる

ペットボトル、チアパックが開けられる 1 台 2 役

商品ページ
はこちら

商品ページ
はこちら



(1) ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読みください。
(2) このカタログの商品価格には送料は含まれておりません。
(3) 商品の仕様及び価格などは予告なしで変更する場合がございます。
　予めご了承ください。
(4) 商品写真は印刷のため、実際の色調と異なる場合がございます。
(5) 記載のサイズ・重量は目安です。実際の商品と異なる場合もございます。
(6) 商品価格は 2023 年 01 月現在の価格です。

〒 959-1276
新潟県燕市小池 5143
TEL：0256-63-3442
FAX：0256-63-3243
フリーダイヤル：0120-137-149
受付時間：10：00 ～ 12：00/13：00 ～ 18：00
　　　　　月～金 ( ※祝祭日を除く )
URL：https://aoyoshi.co.jp/
オンラインストア：https://willassist.biz/

Instagramオンラインストア




