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ニャンニャンニャンが大渋滞！ 「大根おろしニャン」で楽しむ料理 22、ネコ型グッズ 11 選
2 月 22 日は「ニャンニャンニャンの日」です。人々の心を癒すネコは大人気。家庭用品メーカーKOKUBO もネコをモチーフにし
た様々な商品を発売しています。最新の「大根おろしニャン」+料理 22 パターンと合わせて、ネコ型グッズ 11 選をご紹介します。

ネコの形の大根おろしを作る型「大根おろしニャン」 おうちで楽しめる料理 22 パターン

「大根おろしニャン」
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●「大根おろしニャン」
>>（動画）【YouTube】「大根おろしニャン」
材質：ポリプロピレン 耐冷・耐熱温度：-20 度・120 度
https://youtu.be/3stp_ac_Jjg
オープン価格（参考価格 税別 180 円 税込 198 円）
＞＞（作り方） クックパッド KOKUBO「大根おろしニャン」
発売元：KOKUBO 発売中（2021 年 2 月 1 日発売）日本製
https://cookpad.com/recipe/6604993
＞＞商品詳細 https://kokubo.co.jp/goods/kk-478.html
＞＞次ページもネコグッズが続々登場
＜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 〒640-1161 和歌山県海南市野上新 201-9
[ホームページ] https://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
〒103-0027 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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ニャンニャンニャンが大渋滞！ 「大根おろしニャン」で楽しむ料理 22、ネコ型グッズ 11 選
（続き） KOKUBO より発売中のネコ型グッズをご紹介します。
ネコの形のライスバーガー

ペタッと貼れるネコ型スポンジ

ネコの形の立体的な
ライスバーガーを作
れる型。ご飯を詰めて
型抜きするだけ。お好
みの具を挟み、海苔な
どで目鼻をつけると
かわいいネコに。
●「立体ミニライスバーガーメーカー ねこ」
オープン価格（参考価格 税別 195 円 税込 215 円）
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/kk-250.html

ネコ型のミニサイズの
お掃除スポンジ。鏡な
どの平らな面にペタッ
と貼れるのでかわいく
保管できます。汚れが
気になったらサッと取
ってお掃除できます。
●「ネコピカ PETAKORA 2 個入」
オープン価格（参考価格 税別 180 円 税込 198 円）
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/3852-2.html

ネコちゃん付きクリップ

ネコが立ってる！メラミンスポンジ

ネコのワンポイント
ネコの形のメラミンス
がかわいいクリップ。
ポンジ。自立するので
袋を挟んでパッチン
シンクや洗面台にちょ
ととめられます。ふだ
こんと立てておけま
んよく使う物もネコ
す。汚れが気になった
ちゃん付きで楽しく。
らサッと取って水だけ
白黒 2 本入り。
でお掃除できます。
●「キャットグレイス キッチンクリップ LARGE&SMALL」 ●「ネコピカ メラミンスポンジ 6 個入」
オープン価格（参考価格 税別 195 円 税込 215 円）
オープン価格（参考価格 税別 185 円 税込 204 円）
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/km-341w-b.html
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/3732-2.html

ネコのしっぽでカギを保管

ネコ柄キッチンスポンジ
ネコのしっぽ型ホル
ダー。バッグの内ポケ
ットに差し込んで、し
っぽにカギを掛けて
収納できます。バッグ
の中で迷子になりが
ちなカギの保管に。

ネコ柄が プリント
されたキ ッチンス
ポンジ。ソフトタイ
プなので 食器を傷
つけずに洗えます。
食器洗い もネコ柄
で楽しく。
●「キーテール」６色（ホワイト、ブラック、レッド、ピンク、グリ ●「ネコピカ プリントキッチンスポンジ 2 個入」
ーン、ブルー）オープン価格（参考価格 各 税別 165 円 税込 182 円） オープン価格（参考価格 税別 170 円 税込 187 円）
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/km-255.html
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/3731-2.html

ネコ型フック

ネコ型クリップ

ネコの形の壁掛けフッ
ネコの形のクリップ。白黒２
ク。粘着シールで壁に
個入り。袋物をとめたり、紙
貼り、しっぽに小物を
をとめたり便利に使えます。
掛けられます。大小 2
ふだん使いするものや目に
個セット。クリア、ホワ
つくところにネコをちょこ
イト、ブラックの 3 色。
んととめると、なごめます。
●「キャットテール ネコ型 粘着フック 大・小」
●「とめねこクリップ」2P
オープン価格（参考価格 各 税別 195 円 税込 215 円）
オープン価格（参考価格 税別 170 円 税込 187 円）
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/km-338.html
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/kk-447.html

ネコのマスクケース

ネコが窓辺で遊んでる！結露吸水シート

プラスチック製。見開
窓に貼るだけで流れ落ちる結露を
き 2 面に不織布マス
吸水してくれるシート。黒ネコが遊
クが入れられるケー
んでいるシルエットが楽しい。まる
ス。ちゃとらのネコの
でネコが水滴をキャッチしてくれ
形や、ワンポイントシ
るみたい。貼るだけ簡単。お部屋の
ルエットがかわいい。
アクセントにも。
●「不織布マスク用ケース」ちゃとら、ねこシルエット
●「結露吸水シート シルエット 3 枚入 キャット」
オープン価格（参考価格 各 税別 170 円 税込 187 円）
オープン価格（参考価格 税別 195 円 税込 215 円）
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/km-401.html
（詳細）https://kokubo.co.jp/goods/3738-2.html
＜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 〒640-1161 和歌山県海南市野上新 201-9
[ホームページ] https://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
〒103-0027 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。

