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シンプルでおしゃれ、使って便利。
白いキッチン用品 「HAUS （ハアス）」 シリーズ第 2 弾、新発売

★
「HAUS（ハアス）」シリーズ 第２弾
スタンドウォッシュタブ、水切りプレート、スリムポケット仕切り付、スリムポ
ケットロング、ドライキャニスター3 種、シーソーボウル、フルーツバスケット

発売元：KOKUBO

発売日：2019 年 5 月 15 日新発売

日本製

＜★がついた写真＞ 書籍「料理グッズで簡単！
おうちごはんとおべんとう」（誠文堂新光社）より
レシピ考案：星野奈々子（料理家）
スタイリング：つがねゆきこ
撮影：深澤慎平

KOKUBO（株式会社小久保工業所 本社:和歌山県海南市 代表:小久保好章）は白でスッキリ、シンプルでお洒落、そ
して高機能なキッチン用品「HAUS（ハアス）」シリーズの第２弾として７アイテムを新発売します。
「スタンドウォッシュタブ」はシンプルな洗い桶ですが、簡単に水を流せる排水栓や、立てるだけで水が切れる斜め
スタンドといった工夫があります。水切りプレートを敷くと水切りカゴとしても使えます。「ドライキャニスター」
は異なる３サイズを積み重ねるとシンデレラフィットします。フタ裏に乾燥剤を入れるドライポケット付きで機能的。

洗い桶にも、水切りカゴにも
●「水切りプレート」
◎よく使うグラス・カップなど
をサッと水切り。ウェーブメッ
シュ状で水切りスピーディー。

◎スタンドウォッシュタブ内に
ぴったりセットできます。
材質：本体/ポリプロピレン、
スベリ止め/熱可塑性エラストマー
オープン価格（参考価格

●「スタンドウォッシュタブ」

税別 400 円 8%税込 432 円）

◎シンプルな洗い桶。排水栓つき。
◎水が入った重い桶を持ち上げずに排水できます。
◎底の脚が高いので、シンクの水流をふさぎません。
◎サイドのスタンドが斜めについていて、
横に立てると水がきれいに流れ出る設計。
水切れがよく、スッキリと乾かせて衛生的。
◎水切りプレートを敷いて水切りカゴとしても
使用できます。

●「スリムポケット
●「スリムポケット

仕切り付」

ロング」

◎スタンドウォッシュタブに付けて使

◎スタンドウォッシュタブに付ける

用。◎菜箸やターナーなど長さのある

ポケット。◎箸やスプーン・フォー

調理具や、こまごましたお弁当小物の

材質：本体/ポリプロピレン 排水栓/シリコーンゴム

クなどの仕分けに便利。仕切り付き。 水切りと収納に。◎お手入れしやすい

耐冷耐熱温度:本体-20～140 度排水栓-20～200 度

オープン価格（参考価格

容量：7L サイズ：幅 360×奥行 220×高さ 160mm

円

8%税込 302 円）

税別 280

底浅型。 オープン価格（参考価格
税別 250 円 8%税込 270 円）

オープン価格 参考価格 税別 1500 円 税込 1620 円

＞＞次ページでさらに３アイテムをご紹介
＜お問い合わせ＞ ●一般のお客様： （株）小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9
[ホームページ] http://kokubo.co.jp

[広報サイト] https://kokubopress.com

●メディア関係者様：（株）小久保工業所 東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp
東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F

※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。
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（続き） 白いキッチン用品 「HAUS （ハアス）」 シリーズ第 2 弾
発売元：KOKUBO

発売日：2019 年 5 月 15 日新発売

日本製

MADE IN JAPAN

ドライキャニスター 750mL、1500ｍＬ、2250mL
◎食材を美しく保存する容器。
◎3 種類の容量サイズ。
◎スッキリ積み重ねできます。
◎フタ裏に乾燥剤を入れられる
ドライポケット付き。
◎食品を湿気から守ります。
◎フタは外し
やすく閉め
やすい形。
↑フタ裏に珪藻土やシリカゲルの
除湿剤・乾燥剤を
セット可能
★スッキリ重ねてシンデレラフィット
●「ドライキャニスター」750mL、1500mL、2250mL
パーツ

材質（BPA フリー）

耐冷・耐熱温度

フタ

ポリプロピレン

-20～140 度

パッキン

シリコーンゴム

-20～200 度

本体

AS 樹脂

-20～100 度

サイズ３種類

750mL

容量

1500mL

サイズ

2250mL

価格

750mL

幅 100×奥行 100×高さ 103mm

オープン価格（参考価格

税別 650 円

1500mL

幅 100×奥行 100×高さ 202mm

オープン価格（参考価格

税別 1000 円 8%税込 1080 円）

2250mL

幅 100×奥行 100×高さ 300mm

オープン価格（参考価格

税別 1400 円 8%税込 1512 円）

シーソーボウル

8%税込 702 円）

フルーツバスケット

★

◎ボウルとザルが一体化。１個で両方の用途に使えます。
◎シーソーのように傾けて使用。片側でボウルとして、片側で
水切りザルとして使い分けできます。
◎水切り後も反対側に傾けるだけで水滴がしたたりません。

●「フルーツバスケット」

●「シーソーボウル」

◎食卓にフルーツを美しく盛りつけ

材質：ポリプロピレン

（BPA フリー）

耐冷・耐熱温度：-20 度～140 度
オープン価格（参考価格

◎通気性のよい底上げ構造

容量：1.9L

税別 300 円

8%税込 324 円）

＞＞【KOKUBO オンラインショップ】

先行発売中

耐冷・耐熱温度：-20 度～140 度
オープン価格（参考価格

◎食材のちょい置きに

材質：ポリプロピレン
（BPA フリー）

税別 300 円

8%税込 324 円）

http://kokuboshop.com/goods/kitchen/haus

＜お問い合わせ＞ ●一般のお客様： （株）小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9
[ホームページ] http://kokubo.co.jp

[広報サイト] https://kokubopress.com

●メディア関係者様：（株）小久保工業所 東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp
東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F

※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。

