
tak  タック / 株式会社竹中
1925年の創業以来、多種多様なランチボックス、食器の製造を行う株式会社竹中が2018年にアッシュコンセプトと新たに立ち上げたフードウェア
ブランド。 『FUN＋TOUGH+CREATIVE』をコンセプトに、人生を豊かにしたり、暮らしの大切なひとときとなる、楽しい「食べる」を提供します。

石川県には３つの漆器産地があり、「木地の山中」「塗りの輪島」「蒔絵の金沢」と呼ばれています。
伝統的な漆器づくりだけでなく、昭和30年代からはプラスチック（合成樹脂）の素地にウレタン塗装を施した近代（合成）漆器をつくりだし、飛躍的
に成果を伸ばしたことから、伝統漆器と併せた生産額で国内トップシェアを誇ります。

株式会社竹中は山中漆器の産地に創業し、内面と側面の塗り分け、塗膜によるなめらかなサーフェスを表現する高い技術で、さまざまな食器製品
を生み出してきました。

伝統の技術から生まれた近代漆器は、一般的な樹脂製品とは異なる美しさと品があります。
 takは、時間をかけて受け継がれてきた職人技と最先端の技術の融合によって実現しました。
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外で食べるともっと楽しい！

キッズディッシュ ランチボックス ベア

中蓋の上にふりかけや保冷剤を乗せたり、
食事の時は写真のようにプレートとしても使えます。

お子様でも止めやすいように
バンド 裏面には滑り止め加工を施しています。

● お子様が開けやすいかぶせ蓋構造。 細かいパーツがなく、お手入れも簡単で清潔に使えます。
　 大人も使いたくなるシンプルなデザインです。

● 食洗機・電子レンジ使用可 (電子レンジご使用の際は中蓋・バンドをはずしてください。)
 ＊ 汁漏れしにくい設計ですが、完全密閉タイプではありません

高度な塗装技術を活かしたランチボックス。
汁漏れしにくい中蓋、一緒に詰めた食材への味移りや色移りを防ぐカップ型仕切り、しっかり止まるバンド付き。
仕切りの位置をアレンジすれば盛り付けのバリエーションが広がります。

KIDS DISH lunch box　bear 

価 格　¥2,000+税
サイズ　約W146×D120×H49mm / 容量 約400ml 
重　量　 約220g
材 質　 本体 合成漆器［PET、 ABS樹脂、ウレタン塗装 (耐熱140℃、耐冷-20℃)］ 
　　　　中蓋 ポリエチレン　カップ型仕切り ポリプロピレン　バンド レーヨン、天然ゴム   
カラー　グレー、ネイビー、オレンジ、イエロー（全4色）
発　売　7月8日(水)
日本製



キッズディッシュ ランチボックスの持ち運びにぴったりなランチポーチです。
保温・保冷機能のある内生地が外での食事をサポートします。

ひっくり返したポケットで食べこぼしをしっかりキャッチ。
ベルトで体に固定でき、撥水加工で汁気の多いものでも安心です。
軽くて丈夫、ポーチ付きなので持ち運びにも。
たくさん汚して、たくさん食べよう！

美味しい！を家の外でも
保温・保冷もできるランチポーチ

価 格　¥1,600+税
サイズ　約W250×D130×H175mm
重　量　 約40g
材 質　 本体 綿100%　裏地 ポリエステル100% シルバーコーティング
　　　　紐 ポリエステル100%
カラー　ネイビー、オレンジ、イエロー（全3色）
発　売　7月8日(水)
日本製

キッズディッシュ ランチポーチ

紐の先がループ状になっているので、
指を引っ掛けて簡単に口を閉められます。

内生地には、保温・保冷機能があるので、
安心して持ち歩くことができます。

KIDS DISH lunch pouch

食べこぼしをしっかりキャッチ
持ち運びにも便利なポーチ付き

価 格　¥1,500+税
サイズ　本体 約W265×H400mm　ケース 約W65×H100mm
　　　　(首回り：約300mm　胴回り：約650mm）
重　量　 約15g
材 質　 ナイロン100% 
カラー　グレー、イエロー、ホワイト（全3色）
発　売　7月8日(水)
中国製

キッズディッシュ ビブ

首元と胴体部分の2箇所で
しっかり固定。面ファスナー
なので、着脱も簡単です。

撥水加工を施したナイロン製。
 タフで、汚れがつきにくい
素材です。

本体下部を裏返すことで
ポケットが立体的に。
食べこぼしをキャッチします。

KIDS DISH bib

● 薄く、小さくたためるので、コンパクトに持ち運べます。

● 生地にはアウトドア用品などにも用いられる、 
 　撥水性と強度のあるリップストップナイロンを使用。

● 面ファスナーは肌への刺激が少ないプラスチック製。

● 乾きが早く、毎日使えます。

● 名前を書ける洗濯表示タグ付き。

● 洗濯機使用可。(洗濯ネットを使用)
　 ＊乾燥機・漂白剤使用不可。

● ゆとりのあるつくりで出し入れがしやすい大きさです。
　 ランチボックスの上におにぎり、サンドイッチ、350mlのペットボトルなども
　 入ります。

● ライトグレーの生地をベースに、
　 キッズディッシュとあわせて使いやすいカラーリングに仕上げました。

● 名前を書ける洗濯表示タグ付き。

● 汚れた場合は手洗い可。(中性洗剤を使用)
　 アイロン使用可。(低温+当て布を使用)
　 ＊洗濯機・乾燥機・漂白剤使用不可。
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笑顔のドリンクタイム　

価 格　¥600+税
サイズ　蓋 約Φ75×H44mm　ストロー 約Φ6×H130mm
重　量　 蓋 約16g　　　　　　 ストロー 約2g
材 質　 蓋 ポリエチレン　　 　 ストロー シリコーンゴム
　　　　 (耐熱70℃、耐冷－20℃)
発　売　7月8日(水)
日本製

キッズディッシュ マグハット

● 首やコップを傾けなくても飲みやすい、三角帽子をイメージした形です。
　 キッズディッシュ マグに上からはめるだけ。
　 細かいパーツもないので、いつでも清潔に使えます。

● 蓋をマグにしっかりと付けてから専用のストローを差し込んでください。
　 (ストローを先に差すと飲み物が飛び出してしまうことがあります。)

お子様も安心して飲めます。 蓋とストローのセットです。

KIDS DISH mug hat

作りすぎても大丈夫　温め直しもお任せあれ

価 格　スタンダード ¥700+税　 　　　　ベア ¥800+税
サイズ　スタンダード 約Φ105×H12mm　ベア 約W143×D116×H12mm
重　量　 スタンダード 約43g　　　　　　 ベア 約62g
材 質　 シリコーンゴム (耐熱140℃、耐冷-20℃)
発　売　7月8日(水)
日本製

キッズディッシュ ボウルカバー

● キッズディッシュに待望のボウル専用カバーが登場！
　 医療用品にも使われる高品質なシリコーンを使用。
　 シリコーン独特のニオイが食品へ移ることがありません。
　 肉厚なので、ぴったりフィットします。

● お菓子や料理を入れるなど 簡易的な保存容器として、
　 また、お出かけ時のお菓子の持ち歩きなど様々なシーンで活躍します。
　 ＊完全密閉ではありません

● 食洗機・電子レンジ使用可。 
　(電子レンジご使用の際はカバーをずらしてください。)

● 煮沸消毒可。

中に入れているものの色がほんのり透ける、乳白色。
それぞれ キッズディッシュ ボウル スタンダード S・M、ボウル ベア S・Mに対応しています。

KIDS DISH bowl cover

standard bear

食べ物の保存に使える、
キッズディッシュボウル専用のシリコーン製の蓋です。

積み重ねもできるので冷蔵庫内もスッキリ。
蓋をずらせば電子レンジでも使えます。
ボウルの下に敷いて滑り止めにも。

三角帽子をかぶせれば、マグが倒れても慌てなくて大丈夫。
食事の時間をずっと笑顔で。
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