
※表示価格は、税別価格になります。

●⑤●④

❻スクエアターナー
〈BKT-P1〉

6-0411-0601 4 KT85735A 54×110 268  ￥2,100 
6-0411-0602 6 KT85685TA 76×158 321  ￥2,700 
6-0411-0603 8 KT85682TA 77×200 360  ￥2,800 

インチ 全長

❽ ターナー先丸 KT85729TA
〈BKT-O3〉6-0411-0801  ￥2,100 
52×174　全長304

❼ターナー先角 KT85728TA              
〈BKT-O2〉6-0411-0701  ￥2,100 
53×147　全長274

� L型ターナー穴明 
 KT85730TAS              

〈BKT-O5〉6-0411-1001  ￥2,200 
52×130　全長293

� L型ターナー KT01477A                  
〈BKT-O6〉6-0411-1101  ￥2,100 
60×90　全長270

❾ L型ターナー KT85730TA                     
〈BKT-O4〉6-0411-0901  ￥2,200 
52×130　全長293

❸ L型ターナー台形 KT85731XA             
〈BKT-P4〉6-0411-0301  ￥2,800 
89×120　全長267

❶ ターナー KT85683TA
〈BKT-P2〉6-0411-0101  ￥2,800 
77×203　全長366

❷ L型ターナー角 KT85688TA
〈BKT-P3〉6-0411-0201  ￥3,400 
100×250　全長370

❺ ターナー穴明
 KT85681TA

〈BKT-P0〉6-0411-0501  ￥2,800 
77×200　全長367

❹ フィッシュターナー 
 KT85725TA

〈BKT-O7〉6-0411-0401  ￥2,000 
85×165　全長295

⑥
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●⑧
●③●②●①

� ミニターナー KT83309                        
〈BKT-Q1〉6-0411-1501  ￥1,400 
59×63　全長187

� ヘビーターナー4インチ
 1.8㎜厚  KT85686A                  

〈BKT-P7〉6-0411-1301  ￥2,400 
77×120　全長271

� ヘビーターナー5.5インチ
  KT85687A                    

〈BKT-P6〉6-0411-1201  ￥2,800 
103×142　全長290

� ヘビーターナー4インチ
 2.0㎜厚 KT85732A              

〈BKT-P8〉6-0411-1401  ￥2,500 
78×130　全長294

� スクレーパー
 KT83319A04              

〈BKT-Q2〉6-0411-1801  ￥2,300 
100×120　全長250

� スクレーパー台形 
 KT85731A                  

〈BKT-P5〉6-0411-1901  ￥2,800 
89×120　全長277

� ミートフォーク 
 KT87913                                       

〈BKT-M8〉6-0411-1601  ￥1,300 
全長247

� サービングフォーク 
 KT83330A                                      

〈BKT-M9〉6-0411-1701  ￥1,800 
全長298

●⑯ ●⑰

●⑨ ●⑪

●⑮●⑬●⑫

TKGキッチンツールシリーズは、野菜やフルーツ、肉、魚介類などの
切る、削る、剥く、くり抜くといった作業に便利なアイテムです。
一体成形で柄との間に間隔がなく、汚れが溜らず衛生的です。

ハンドル：ポリプロピレン（耐熱110℃）　金属部：ステンレス

キッチンツールシリーズ

●⑩

●⑭

●⑱ ●⑲



※表示価格は、税別価格になります。

●①
●③
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●⑦ ●⑧ ●⑨

❼ ピザカッター無地 KT87727                 
〈BKT-N4〉6-0412-0701  ￥1,300 
φ60　全長183

❽ ピザカッターギザ KT87765                 
〈BKT-N5〉6-0412-0801  ￥1,300 
φ60　全長183

❾ ペストリーホイール KT87910 
〈BKT-N6〉6-0412-0901  ￥1,000 
φ35　全長160

❶ チーズナイフ穴明 
 KT87803       

〈BKT-L7〉6-0412-0101  ￥1,300 
刃渡り140　全長255

❷ チーズナイフ 
 KT87920       

〈BKT-L8〉6-0412-0201  ￥1,400 
刃渡り102　全長212

❸ チーズスライサー
 KT87713       

〈BKT-L9〉6-0412-0301  ￥1,500 
全長210

❹ チーズグレーター
 KT87927          

〈BKT-M0〉6-0412-0401  ￥1,100 
57×120　全長210

❺ チーズグレーター荒目
 KT87928          

〈BKT-M1〉6-0412-0501  ￥1,100 
全長245

❻ チーズグレーター細目
 KT87929          

〈BKT-M2〉6-0412-0601  ￥1,100 
57×120　全長245

� スモールスパチュラ 
 KT87935              

〈BKT-N0〉6-0412-1301  ￥1,200 
刃渡り118　全長225

� スモールスパチュラL型
 KT87935B              

〈BKT-N1〉6-0412-1401  ￥1,200 
刃渡り90　全長215

� スリムスパチュラ 6インチ
  KT81306TA3

〈BKT-O0〉6-0412-1201  ￥1,700 
刃渡り150　全長282

� スパチュラ〈BKT-N9〉
   
6-0412-1001  6 KT81306TA 157 287 ￥1,700 
6-0412-1002    8 KT81308TA 206 337 ￥2,000 
6-0412-1003   10 KT81310TA 254 386 ￥2,300 
6-0412-1004   12 KT81312TA 306 436 ￥2,600 
6-0412-1005   14 KT81314TA 357 490 ￥2,800 

刃渡りインチ 全長
� L型スパチュラ〈BKT-O1〉

   
6-0412-1101  6 KT81306TAB  155 310 ￥2,000 
6-0412-1102    8 KT81308TAB 205 363 ￥2,300 
6-0412-1103   10 KT81310TAB 260 412 ￥2,600 
6-0412-1104   12 KT81312TAB 312 466 ￥2,900

刃渡りインチ 全長
� ケーキサーバー 
 KT85694TA   

〈BKT-O8〉6-0412-1501  ￥1,900 
幅56　全長274

� ケーキサーバー幅広 
 KT85695TA     

〈BKT-O9〉6-0412-1601  ￥2,200 
幅76　全長292

●⑮ ●⑯●⑫ ●⑬ ●⑭

� バタースプレダー 
 KT83300             

〈BKT-P9〉6-0412-1901  ￥1,000 
全長183

� バタースプレダー（ギザ刃）
 KT83301             

〈BKT-Q0〉6-0412-2001  ￥1,100 
全長183

� スケッパー KT83321
〈BKT-Q3〉6-0412-2201  ￥1,600 
168×115

� ペストリー ブラシ
 KT87858

〈BKT-N8〉6-0412-2101  ￥1,900 
32×198　毛長41
ハンドル：ポリプロピレン
ブラシ：シリコン�バターナイフ 

 KT87802             
〈BKT-L6〉6-0412-1801  ￥1,000 
全長182

�バターカーラー 
 KT87804    

〈BKT-L5〉 6-0412-1701  ￥1,100 
全長190

� アイスクリームスクープ
 KT87959              

〈BKT-N2〉6-0412-2301  ￥1,800 
47×61　全長200

●⑰ ●⑱ ●⑲ ●⑳ ●�
●�

●②

①〜⑳・�・�ハンドル：ポリプロピレン（耐熱110℃）　金属部：ステンレス

キッチンツールシリーズ



※表示価格は、税別価格になります。

❷ ピーラー KT87867           
〈BKT-L3〉6-0413-0201  ￥1,100 
全長188

❸ ピーラー（ギザ刃）
 KT87867A           

〈BKT-L4〉6-0413-0301  ￥1,200 
全長188

❻ ポテトピーラー KT87880           
〈BKT-L2〉6-0413-0601  ￥1,300 
全長185

❼ ポテトフォーク KT87001     
〈BKT-N7〉6-0413-0701  ￥1,100 
全長159

❹ Y型ピーラー KT87866         
〈BKT-L0〉6-0413-0401  ￥1,200 
全長167

❺ Y型ピーラー（ギザ刃）
 KT87866A         

〈BKT-L1〉6-0413-0501  ￥1,300 
全長167

❶ 縦型ピーラー KT87141         
〈BKT-K9〉6-0413-0101  ￥800 
全長169

� ピーリングナイフ7㎝
 KT87917

〈BKT-K0〉6-0413-1401  ￥1,400 
刃渡り70　全長168

� ピーリングナイフ10㎝  
 KT87918   

〈BKT-K1〉6-0413-1501  ￥1,400 
刃渡り96　全長205

�トライアングルデコレーター
 KT87908 

〈BKT-J7〉6-0413-1601  ￥1,100 
21×21　全長140

❽ フルーツデコレーター 
 KT87813 

〈BKT-J6〉6-0413-0801  ￥1,100 
全長210

� シトラスナイフ
 KT87919     

〈BKT-K2〉6-0413-1001  ￥1,400 
刃渡り110　全長221

❾グレープフルーツナイフ
 KT87914 

〈BKT-K4〉6-0413-0901  ￥1,300 
刃渡り102　全長210

� ベジタブルナイフ
 KT87916 

〈BKT-J8〉6-0413-1101  ￥1,600 
刃渡り85　全長193

� キューカンバーナイフ  
 KT87926     

〈BKT-K3〉6-0413-1301  ￥1,500 
刃渡り36　全長190
刃間隔2mm/8枚刃

� アスパラガスナイフ
 KT87878     

〈BKT-K5〉6-0413-1201  ￥2,600 
刃渡り108　金具幅40　全長215

� ボトルオープナー
 KT87909             

〈BKT-N3〉6-0413-2101  ￥1,200 
全長150

� ウロコ取り KT87923                        
〈BKT-M6〉6-0413-2001  ￥1,600 
30×70　全長203

� オイスターナイフ幅広
KT77911F                        

〈BKT-M4〉6-0413-1801  ￥1,900 
全長149

� オイスターナイフ KT77912F                          
〈BKT-M5〉6-0413-1901  ￥1,200 
全長154
⑱⑲
ハンドル：ナイロン（耐熱190℃）　金属部：ステンレス

� ズッキーニコアラー 
 KT87915 

〈BKT-K7〉6-0413-1701  ￥1,100 
17×120　全長230

●⑱ ●⑲
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①〜⑰、⑳、�ハンドル：ポリプロピレン（耐熱110℃）　金属部：ステンレス

キッチンツールシリーズ



※表示価格は、税別価格になります。

� ダブルボーラー
 オーバル KT-04050F                         

〈BKT-H8〉6-0414-1001  ￥2,100 
波32×18/28×16　全長176

�オーバルボーラー（ギザ付） 
 KT87876

〈BKT-I2〉6-0414-1101  ￥1,200 
32×18　全長160

�ボーラー レクタングル  
 KT87716C 

〈BKT-I6〉6-0414-1301  ￥1,500 
35×35 全長170

�オーバルボーラー 
 KT87877

〈BKT-I3〉6-0414-1201  ￥1,200 
28×16　全長157

❽ ボーラー 〈BKT-I8〉
   
6-0414-0801   10  KT8771610  144 ￥1,100 
6-0414-0802   15  KT8771615  150 ￥1,100 
6-0414-0803   18  KT8771618  150 ￥1,100 
6-0414-0804   22  KT8771622  155 ￥1,100 
6-0414-0805   25  KT8771625  160 ￥1,100 
6-0414-0806   30  KT8771630  160 ￥1,100 

全長mm

❼レモンピーラー KT87888 
〈BKT-I9〉6-0414-0701  ￥1,100 
全長155

❻キャナルナイフ 
 KT87879 

〈BKT-J1〉6-0414-0601  ￥1,100 
全長153

❹レモンゼスター 
 KT87875 

〈BKT-J4〉6-0414-0401  ￥1,100 
全長150

❺ Ｗレモンゼスター
KT87890 

〈BKT-J5〉6-0414-0501  ￥1,100 
全長150

� ダブルボーラー 
 トマトシャーク&波型ボール 

KT04052F 
〈BKT-I0〉6-0414-1401  ￥2,100 
φ30×φ20　全長165

� ダブルボーラー 
 トマトシャーク 40㎜ 
 KT04053F 

〈BKT-I1〉6-0414-1501  ￥2,100 
φ40×φ20　全長177

�トマト&ストロベリーシャーク
 KT87881 

〈BKT-K6〉6-0414-1601  ￥1,100 
φ20　全長150

� アップルコアラ―〈BKT-K8〉
    
6-0414-1701   7.25 KT87699A φ17×77 184  ￥1,000
6-0414-1702   8 KT87699 φ20×95 210  ￥1,000

全長インチ

●⑩ ●⑪ ●⑫ ●⑬

●①

●

●② ●③ ●④ ●⑤ ●⑥ ⑦

❾ ダブルボーラー〈BKT-H7〉 
   
6-0414-0901   22/25　KT04026F  165 ￥2,100 
6-0414-0902   22/30　KT04028F  170 ￥2,100 
6-0414-0903   30/40　KT04034F  190 ￥2,100 

全長mm

ハンドル：ポリプロピレン（耐熱110℃）　金属部：ステンレス　　⑨、⑩、⑭、⑮ハンドル：ナイロン（耐熱190℃）　金属部：ステンレス

キッチンツールシリーズ

❶ 縦型レモンピーラー 
 KT87889 

〈BKT-J0〉6-0414-0101  ￥1,100 
全長155

❷オレンジピーラー
 KT87736 

〈BKT-J2〉6-0414-0201  ￥1,100 
全長172

❸レモンゼスター（ピーラー付） 
 KT87874 

〈BKT-J3〉6-0414-0301  ￥1,100 
全長150


