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一芸に秀でたグッズで、便利 → 楽しい → レパートリーが広がる♪ 

白いキッチン用品 「HAUS （ハアス）」 シリーズ第３弾、新発売 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「HAUS（ハアス）」第３弾 

●カッティングペアボード 

●アボカドカッター 

●粉ふるい＆ミニマドラー 

●ツナ缶スプーン 

●メレンゲスティック 

●黄身わけ器 

●スイングピザカッター 

●スライサーデュオ 

●プッシュクリップ 6個入 

発売元：KOKUBO 

発売日：2019 年 10月 5日 

日本製 MADE IN JAPAN 

（カッティングペアボード）            （アボカドカッター） 

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）は白くてシンプルでお洒落、そして高機

能なキッチン用品「HAUS（ハアス）」シリーズの第 3 弾として 9 アイテムを 2019 年 10 月 5 日に新発売します。 

「カッティングペアボード」は薄型のまな板を 2 枚ペアで重ねたもの。食材に応じて使い分けるなど、衛生的に使用

できます。他に「アボカドカッター」「粉ふるい＆ミニマドラー」「ツナ缶スプーン」「メレンゲスティック」など、

一芸に秀でたグッズを使うことで便利に楽しく調理できます。簡単に使えるので料理のレパートリーが広がります。 

HAUSカッティングペアボード 

◎白い本体まな板と半透明のシートまな板が 

ペアで重なった「カッティングペアボード」 

◎上層のシートまな板は格子状の目盛り付き。 

◎まっすぐ切りたいとき、均等に切り分けたい 

 ときにガイドとして使えて便利。 

◎本体とシートまな板は四隅のストッパーで 

連結。食材に応じて使い分けたいときは 

簡単に取り外せる。 ◎サイズは２種類。 

●「HAUS カッティングペアボード」 

サイズ：本体/350×240×厚さ 5mm、シートまな板/348×238×厚さ 0.55mm 

オープン価格（参考価格 税別 1000 円 10%税込 1100 円） 

●「HAUS カッティングペアボード ミニ」 

サイズ：本体/270×180×厚さ 5mm、シートまな板/268×178×厚さ 0.55mm 

オープン価格（参考価格 税別 900 円 10%税込 990 円） 

材質：本体・シートまな板/ポリプロピレン ストッパー/熱可塑性エラストマー 

耐熱温度：本体/120 度、シートまな板/100 度 （BPA フリー） 日本製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜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 

HAUSアボカドカッター HAUS粉ふるい＆ミニマドラー 

 

 

 

 

 

◎これ一つでアボカドを「切る」「種をとる」

「皮をむく」「つぶす」の４通り調理できる。 

◎しっかりにぎれる指ポケット付き。 

(使い方動画) https://youtu.be/xuw3sLyOcEg 

●「HAUS アボカドカッター」 

材質：ABS 樹脂 （BPA フリー） 日本製 

耐熱温度：100 度 オープン価格 

（参考価格 税別 300円 10%税込 330円） 

 

 

 

 

 

◎下ごしらえに便利なグッズのセット。 

◎粉ふるいは粉を必要な分だけまぶせる。 

◎ミニマドラーは卵、納豆、ドレッシング、 

ソースなどのちょいまぜに。 

●「HAUS 粉ふるい＆ミニマドラー」 

材質：ポリプロピレン（BPA フリー）日本製 

耐熱温度：140 度 オープン価格 

（参考価格 税別300円 10%税込330円） 

＞＞次ページでさらに６アイテムをご紹介 

https://youtu.be/xuw3sLyOcEg
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（続き） 白いキッチン用品 「HAUS （ハアス）」 シリーズ第３弾 

発売元：KOKUBO  発売日：2019年 10月 5 日新発売  日本製 MADE IN JAPAN 

HAUSツナ缶スプーン HAUSメレンゲスティック HAUS黄身わけ器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツナ缶をしっかり 

油切りできて、先 

端で隅まできれいに 

取り出せる。柄でプルタブも起こせる。 

クリップでパウチの絞り出しも。 

●「HAUS ツナ缶スプーン」 

材質：ポリプロピレン （BPA フリー） 

耐熱温度：120 度 

オープン価格（参考価格 税別 300 円 

10%税込 330 円） 日本製  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふんわりメレンゲがすばやく簡単に作れ

る。底内径 62～67mm のマグカップに

卵白を入れて、スティックを上下に動か

すだけ。卵かけご飯、パンケーキなどに。 

(使い方) https://youtu.be/XXRRzj7MpgE 

●「HAUS メレンゲスティック」 

材質：ポリプロピレン （BPA フリー） 

耐熱温度：120 度 

オープン価格（参考価格 税別 300 円  

10%税込 330 円） 日本製  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手を汚さずに黄身・白身を分けられる。 

器やボウルのフチに引っ掛けて、上から 

卵を割り落とすだけ。 

容器のフチ幅 7mm まで対応。 

 

●「HAUS 黄身わけ器」 

材質：ポリプロピレン （BPA フリー） 

耐熱温度：120 度 

オープン価格（参考価格 税別 300 円 

 10%税込 330 円） 日本製  

HAUSスイングピザカッター HAUSスライサーデュオ HAUSプッシュクリップ 6個入 

クリアなプラスチック

製のピザカッター。ピザ

の上でころころ転がし

てカット。使ったあとは

立てて置ける。ゆらゆら

スイングする遊び心が

楽しい。パイ生地やクッ

キー生地のカットにも。 

(使い方動画) https://you

tu.be/lEBdJ4kueD0 

 

 

 

 

 

 

 

●「HAUS スイングピザカッター」 

材質：ABS 樹脂 （BPA フリー） 

耐熱温度：90 度 

オープン価格（参考価格 税別 300 円 

 10%税込 330 円） 日本製  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シトラス皮削り」と「薬味おろし」の２

枚セット。細身のボディで、欲しい分だ

けちょこっと削れる＆おろせる。 

重ねてスッキリ収納できます。 

 

●「HAUS スライサーデュオ」 

材質：ポリカーボネート 

耐熱温度：130 度 

オープン価格（参考価格 税別 300 円 

10%税込 330 円） 日本製  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袋ものの保存に便利でお洒落なクリッ

プ。両端をプッシュして真ん中の凹みに

挟む。パンやお菓子の袋など。白でスッ

キリ。 

●「HAUS プッシュクリップ 6個入」 

材質：本体/ABS 樹脂、バネ/鋼線 

サイズ：各 17×17×61mm 

耐冷・耐熱温度：-40～80 度 

オープン価格（参考価格 税別 500 円 

 10%税込 550 円） 日本製  

＞＞【KOKUBO オンラインショップ】 先行発売中  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。 
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