
マッコリ用柄杓 표주박焼酎グラス 소주잔

マッコリ壷セット 막걸리항아리셋트

構成：
壷x 1個
杯x 4個

マッコリをもっとおいしく味わっていただくため
に作られたマッコリ専用の壷セットです。
本場韓国のマッコリの飲み方は、壺のような容器
ハンアリに注ぎ、それぞれがレンゲのような柄杓
で自分の器に取り分けます。本格的にマッコリを
飲みたい方は是非試してみて下さい。

★ 贈り物にも最適な箱入りでお届けします !

マッコリは壺に入れて、この柄
杓でそれぞれの碗につぎます。
メラミン製

韓国ならではの様々な商品が勢ぞろい。

雑貨・食器 ゴム手袋 고무장갑 あかすりタオル 때타올

韓国まで行かなくても自宅でアカスリができる！一度使ったら手
放せない !!! 
丈夫で肌にやさ
しい韓国のゴム
手袋。

天然石ビビン器 천연돌솥기

ご飯茶碗 밥공기 スープ碗 국그릇

韓国家庭の雰囲気満点のステンレス製食器。

木製鍋敷き
돌솥받침

16cm

19cm

冷麺器 냉면기

真空

やっとこ 집게

商品コード 数量 価格

8090-0115 1個 619円
商品コード 数量 価格

8090-0177 1個 99円
商品コード 数量 価格

8150-0150 1個 550円

商品コード 数量 価格

8090-0270 1セット 3,611円

商品コード サイズ 価格

8150-0060 M 445円
8150-0050 L 445円

商品コード サイズ 価格

8150-0160 約13～15x14～16cm 199円
8150-0170 約15～17x10～13cm 299円

オリジナル 오리지널 厚いタイプ 두꺼운 형
1

1

2

2

商品コード サイズ（外径 x高さ） 価格

8050-0010 13.5x5cm 550円
商品コード サイズ（外径 x高さ） 価格

8050-0020 11.8x4.5cm 550円

商品コード サイズ（外径 x高さ） 価格

8090-0190 18x7cm 480円

商品コード サイズ（外径 x高さ） 価格

8030-0170 16x7cm 2,228円
8030-0160 19x7.5cm 2,489円

商品コード サイズ（底の内径） 価格

8090-0200 16cm(13cm) 989円
8090-0210 19cm(14.5cm) 1,092円

商品コード サイズ（外径 x高さ） 価格

8050-0030 20x6cm 888円
8050-0050 20x7cm 真空 1,073円

花札 (ファトゥ) 화투
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調理例

トゥッペギ 뚝배기

韓国料理には欠かせない土鍋です。雰囲気だけではなく、
あつあつ料理の保温性にも優れております。
韓国広場では小、中、大、特大の4つのサイズのトゥッペギと、
それに対応したフタや鍋敷きもご用意。
トゥッペギとフタのお得なセットもございます。

マルチロースター（四角・円形）

하나로 멀티 로스터

中心の穴から余分な脂が落ちる仕組みになってお
り、サムギョプサルをカリッと美味しく焼き上げ
てくれる二重構造のプレートです。穴を付属の部
品でふさぐとプルコギなど汁気の多いお料理にも
使えます。焦げ付きにくく、煙も少ないです。

円形四角

注意   鉄製のたわしは使わないでください。  加熱時やけどにご注意ください

余分な脂がここから落ちます

裏面

余分な脂がここから落ちます

裏面

ラーメン鍋３種類
라면 냄비 3종류

14cm

16cm
18cm

調理例

焼肉用高級ハサミ
고급 갈비용 가위

やかん鍋18㎝
주전자 냄비 18㎝

刃の部分の長さは約11cm。
ザクザク切れる調理用ハサミ。

その独特な形状は主に汁なしラーメ
ンを煮込むために開発されました。
容量たっぷりで具を加えてもあふれ
ません。やかんにもお鍋にも用途多
彩です。

真空箸,スプーン
진공젓가락,숟가락

衛生的で軽くて
使いやすい。

商品コード 内容 価格

8070-0100 お箸 198円
8070-0090 スプーン 368円

商品コード サイズ 価格

8000-0050 小 1,141円
8000-0060 中 1,348円
8000-0070 大 1,705円
8000-0150 特大 2,076円

セット（トゥッペギ+フタ）

フタ

※個体差により多少サイズの変動があります。

サイズ表

サイズ トゥッペギ
（外幅×高さ・容量）

フタ
（フタ使用時の全体高）

鍋敷き
（底部内径）

小 12.5×6.5cm　　　　　 10.5cm 9.5cm
中 14.5×7cm　　　　　 11cm 11.5cm
大 15.5×8cm　　　　　 11.5cm 13cm
特大 17.6×9cm　　　　　 13cm 13.5cm

500ml

1100ml
700ml

1400ml

商品コード サイズ 価格
8090-0130 小 303円
8090-0150 中 330円
8090-0140 大 358円
8090-0020 特大 385円

商品コード サイズ 価格

8000-0015 小 688円
8000-0020 中 825円
8000-0030 大 1,025円
8000-0040 特大 1,210円

商品コード サイズ 価格

8000-0011 小 509円
8000-0021 中 578円
8000-0031 大 715円
8000-0041 特大 921円

商品コード サイズ 価格

8010-0150 5x32cm 3,508円
商品コード サイズ 価格

8010-0160 5x32cm 3,508円

商品コード サイズ 価格

8010-0290 18㎝ 2,398円

商品コード 直径サイズ 価格

8010-0260 14cm 760円
8010-0270 16cm 890円
8010-0280 18cm 1,023円

商品コード 価格

8090-0295 658円

トゥッペギ

メラミン鍋敷き
新商品
セール
化粧品・健康食品

飲料
紅酢・お茶
コーヒー

肉類 
海産物

粉類

コチュジャン
テンジャン
唐辛子粉

韓国ラーメン
麺類

農産物
野菜加工品
乾物

キムチ
塩辛・おかず
豚足

お菓子

韓国のり
わかめ

調味料
たれ

トッポキ
トック
韓国伝統餅

韓国焼酎
マッコリ
酒類

穀類

雑貨類
食器類

雑
貨
類
・
食
器
類

蔘鷄湯
レトルト
缶詰

冷凍食品
チーズ
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市場状況により、各商品の原産地と販売価格は予告なく変更される場合があります。
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감사의 마음을 담아 고객님께 3%할인쿠폰을 증정합니다. 꼭 이용해주세요! 

納品書に記載されたクーポンコードを

クーポンコード、有効期限は
同封の納品書に記載されております。

쿠 번호, 유효기한은
납품서에 기재 어 있 니다

3% 3% OFF
電話注文

5% OFF
FAX注文

お買い物をするたびに

差し上げます
クーポンを

毎
回
の
ご
注
文
に
便
利

次回ご注文時にお知らせ下さい。

クーポンコードは納品書に記載されています。ご注文時に
お伝え下さい。FAX注文の場合は発注書にご記入下さい。

주문시 쿠 번호를 전화 당자에게 말 해
주세요  주문시   인 해드 니다! 

クーポン
適用時

クーポン
適用不可

重複適用 不可


