


① ② ③

下ゆでしたカレーの材料やトマトソースなど、
一度にたくさん作って真空保存しておけば、
調理の手間が軽減します。

ライフハイトは1959年、ドイツで設立。
使いやすい機能と洗練されたデザイン性で
世界中から高い評価を受けているメーカーです。

取替用部品

62019 ）lm005（L2/1 税抜￥
62020 ）lm057（L4/3 税抜￥

62021 ）lm0001（L1 税抜￥

62141 シーリングリッド(ふた)12個入 税抜￥ 税抜￥62142 スクリューリング(リング)12個入

税抜￥500

本体／ガラス、ふた／アルミニウム(内側樹脂加工)
①W12×D9×H9.5cm　②W12×D9×H12.5cm　③W12×D9×H15.5cm
①約345g　②約405g　③約465g
①4905605620195　②4905605620201　③4905605620218
※①500ml　②750ml　③1000ml

■ 材 　 質：
■商品サイズ：
■商品重量：
■JANコード：

4905605621413■JANコード： 4905605621420■JANコード：

62018 1/4L(250ml)
本体／ガラス、ふた／アルミニウム(内側樹脂加工)
W10×D7×H7.5cm
約185g
4905605620188

■ 材 　 質：
■商品サイズ：
■商品重量：
■JANコード：

片手でサッと開けられるから、砂糖や塩など調味料ケースにぴったり。
食べかけのスナック保存にも。積み重ねて収納できる機能派。

本体／ポリスチレン、刃／ステンレス
W29×D13.5×H7cm
約330g
4905605620041

■ 材 　 質：
■商品サイズ：
■商品重量：
■JANコード：

62004 税抜￥

④③②①

62129 400ml 税抜￥
62130 750ml 税抜￥

62131 1.1L 税抜￥
62132 1.7L 税抜￥

AS樹脂、ABS、PS、シリコーンゴム
①直径10.5×H10.5cm　②直径10.5×H15.5cm
③直径10.5×H20.5cm　④直径10.5×H30cm
①約195g　②約230g　③約265g　④約330g
①4905605621291　②4905605621307
③4905605621314　④4905605621321
※①400ml　②750ml　③1.1L　④1.7L

■ 材 　 質：
■商品サイズ：
■商品重量：
■JANコード：

ABS、AS樹脂
器／W19×D14×H8.5cm
しぼり器／W16×D13×H11cm
使用時(大)／W19×D14×H14.5cm
使用時(小)／W19×D14×H13.5cm
約195g
4905605621673

■ 材 　 質：
■商品サイズ：

■商品重量：
■JANコード：

62167 税抜￥

大小2つの型で様々な柑橘類に対応。お手入れも簡単。 5つの刃で、大根おろし、野菜のピューレ、スライスなど大活躍。りんごやじゃがいもなどが可愛く変身！
サラダのトッピングやフライドポテトなど、食卓を楽しく演出。

ABS、LDPE、ステンレス
直径9×H10.5cm
約210g
4905605621703

■ 材 質：
■商品サイズ：
■商品重量：
■JANコード：

62170 税抜￥



スペア

バーの長さは簡単に調節ができ、高いところもらくらくお掃除。

スチール、ポリエステル、
ポリアミド、ポリプロピレン、ゴム
W32×D5×H128～208cm
約800g
4905605620249

■ 材 質：

■商品サイズ：
■商品重量：
■JANコード：

4905605620256■JANコード：

62024 本体 税抜￥

62025 スペアパッド 税抜￥

幅32cm、角度の調節自在な
ヘッドは車の窓掃除にも便利。
マイクロファイバーで奥の汚れも
しっかり取り除きます。
残った水分は、本体裏面のゴムで
かき取ればスッキリ。

スプレー機能が付いたフローリングワイパー。
家具の下から階段まで隅々まで手軽に掃除ができます。

手元のレバーを引くだけで、細かい霧をワイドに噴射します。タンクに水と少しの
液体洗浄剤を補充するだけ。1回の補充で、最大約400回スプレー可能です。

繰り返し洗って使えるから、
経済的で環境にも優しい。

マイクロテッククロス62027 税抜￥

本体62026 税抜￥

スチール、ポリエチレン、ポリアミド、
ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA
ヘッド／W26×D10×H3cm
使用時／W26×D10×H118.5cm
収納時／W26×D9×H121cm
約840g
4905605620263

■ 材 質：

■商品サイズ：

■商品重量：
■JANコード：

4905605620270■JANコード：

交換用
マイクロテッククロス

62000 税抜￥

スチール、ポリスチレン、
ABS樹脂、ポリプロピレン、
木(ブナ材)、ゴム、天然毛(豚毛)
本体／W28×D19.5×H7cm
収納時／W28×D7×H115.5cm
使用時／H109cm
約1.6kg
4905605620003

■ 材 　 質：

■商品サイズ：

■商品重量：
■JANコード：

。
電気を使わずエコ！前後に押し引きするだけで
ゴミをかき出します。静かなので深夜や早朝も安心。

キッチンやパソコンデスク周りなどどこでも大活躍。

ボタンを持ち上げながら
本体を折りたたむだけで
7.5cmの薄さに。
収納時

スチール、ポリエチレン
使用時／W69×D40×H72cm
収納時／W69×D7.5×H91cm
トレー面積40×60cm(使用可能面積／38×58cm)
約6.1kg
各段 約15kg(合計約30kg)
ホワイト／4905605620720

■ 材 質：
■商品サイズ：

■商品重量：
■ 耐 荷 量：
■JANコード：

4905605621048

ブラック／4905605622083

■JANコード：

62208 ブラック
62072 ホワイト

税抜￥

62104 取替用 キャスター 税抜￥



62077 200 税抜￥

4905605620775■JANコード：

浴室でも使えて便利。

ピンチなしで小物も干せる。

目的に合わせて選べる4タイプ。

V デュオ

120 コンパクト

200

V デュオV デュオ 120 コンパクト120 コンパクト
バスタブにぴったりサイズ。バスタブにぴったりサイズ。

62137 120 コンパクト 税抜￥

62138 V デュオ 税抜￥

スチール、ポリプロピレン
本体／W68×D7×H69.5cm
最大幅／W127cm
平面時／W68×D132×H7cm
折りたたみ時／W68×D7×H69.5cm
約2.36kg
4905605621383

■ 材 　 質：
■商品サイズ：

■商品重量：
■JANコード：

スチール、ポリプロピレン
本体／W102×D44×H77.5cm
最大／W155×D44×H75、H92.5cm
折りたたみ時／W44×D11×H87cm
約3.2kg
4905605621376

■ 材 　 質：
■商品サイズ：

■商品重量：
■JANコード：

コンパクトながらフェイスタオル約30枚干せて、
たためば6cmの薄さ。

62046 税抜￥

スチール、ポリエチレン
本体／W103×D52×H93.5cm
折りたたみ時／W52×D6×H123cm
約2.2kg
4905605620461

■ 材 質：
■商品サイズ：

■商品重量：
■JANコード：

セーターやニットなどデリケートな
衣類のホームクリーニングに。

お使いのアイロン台の形に
合わせてカット。
厚みもあってしっかりしています。

62035 税抜￥

ビスコースレーヨン
W140×D45cm
4905605620355

■ 材 質：
■商品サイズ：
■JANコード：

アイロン台に合わせて紐を引き、
クリップで固定すればぴったりフィット。

S／最大112×34cm（適用台：110～112×30～34cm）
M／最大125×38cm(適用台：115～125×35～38cm)
約95g

■商品サイズ：

フリーサイズ／最大125×40cm■商品サイズ：
約135g■商品重量：

■商品重量：

ポリエステル、PP、スチール
最大の大きさ／W92×D68×H0.5cm
折りたたみ時／直径42×D1cm
約270g
4905605621666

■ 材 質：
■商品サイズ：

■商品重量：
■JANコード：

62166 税抜￥

コットン100%、PP、ナイロン

S／4905605620416、M／4905605620423

■ 材 質：

■JANコード：

62041 S
62042 M

62195
コットン100%(メタライズ加工)、PP、ナイロン

4905605621956　

■ 材 質：

■JANコード：

コットンクラシックカバー

メタライズスピードカバー

本文中の商品価格および仕様は、令和3年2月現在のものです。諸般の事情により、予告なく価格および仕様が変わることもあります。あらかじめご了承ください。 11110


