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浅型角容器サイズM（マスタード）14×
19×4.5㎝ ¥1944（MOKOMICHI HAYA
MI×Honey Ware／富士ホーロー）

マスタードイエローが差し色のほう
ろう容器は、速水さんの料理好きと
しての目線から生まれたコラボシリ
ーズ。フタ部分が透明なので、なに
が入っているかすぐにわかります

速水もこみちさんとの
コラボシリーズ

浅型ホーロー容器L 17×23.5×5.5㎝ 
¥2160（アフタヌーンティー・リビング）

ネイビーを基調にしたフラワー柄が、
控えめで清潔感のあるデザイン。し
っかり入るLサイズの容器なら、ハ
ンバーグなどの大きなおかずも形く
ずれせず保存できます

飽きずに長く使える
上品なフラワー柄

上から／スケッチマイキー琺瑯ラウンド
14㎝ 口径15.6×高さ6.4㎝ ¥2268、
琺瑯ラウンド16㎝ 口径17.9×高さ7.3
㎝ ¥2700（ともにトンカチ）

スウェーデンの人気デザイナー、リ
サ・ラーソンと野田琺

ほう

瑯
ろう

のコラボ商
品。モノクロのカラーリングがキッ
チンをすっきり見せてくれます。サ
イズ違いで並べてもおしゃれ!

リサ・ラーソンの
スケッチで北欧風に

右上から／キャニスターショート（ホワ
イト） 11.2×12.9×6.9㎝ ¥864、レギ
ュラー 11 .2×12 .9×10㎝ ¥972、ト
ール 11.2×12.9×19.4㎝ ¥1512（す
べてリベラリスタ／リス）

底部分の面積が同じなので、高さの
違う3つのサイズを組み合わせてス
タッキングが可能。カチッと閉まる
蝶
ちょう

番
つがい

式のフタを採用しており、簡単
にあけ閉めができて便利です

どんなキッチンにも
なじむデザインが◎

ほうろう
ガラス同様に、色やにおいがつきにくく、さら
にオーブンや直火で加熱が可能です。密閉性が
高いので、みそやぬか床などの保存にも向いて
います

つくりおきに欠かせない保存容器を素材別にご紹介。
機能はもちろん、見た目もおしゃれだから、つくりおきがもっと楽しくなります

素材別・保存容器カタログ
つくりおきがもっと楽しくなるアイテムを集めました !

右から／モールドシェイプ170㎖ 口径9
×高さ5.6㎝ ¥410、500㎖ 口径11×
高さ11㎝ ¥594（ともにWECK／マーク
スインターナショナル）

つくりおきだけでなく、調味料や粉
類の保存にも大活躍のWECK。新登
場のモールドシェイプ170㎖は、ゆ
でたホウレンソウ1束分やニンジン
1本分が入る、副菜にちょうどいい
ミニサイズです

ドイツ生まれの
多用途に使える人気ジャー

コランダー&バットレクタングルM
フタ付き（ライトブルー） 17.5×21
×7.5㎝ ¥1080（リッチェル）

魚や野菜の下ごしらえや、調理
に便利な水きりつきの保存容器。
余分な水分が下に落ちて、食材
が水っぽくなりにくいので、ゆ
でた野菜や千切りキャベツなど
の保存にぴったりです

付属の水きりが
下ごしらえに大活躍

プレミアL 18.2×18.2×9.1㎝ 
¥1404（ラバーメイド）

アメリカの老舗家庭用品メーカ
ー、ラバーメイドの保存容器。
冷凍しても硬くならない素材の
フタなので、あけ閉めが簡単。
フタ同士や本体を重ねてコンパ
クトに収納できます

重ねられるので
コンパクトに収納できる

上から／角型1 3×1 0㎝ 1 3 . 2×
1 0 . 4×6 . 7㎝ ¥ 5 4 0 0、角型2 1×
13㎝ 13.2×21.3×8.2㎝ ¥8640
（ともにトップサーブ／WMF）

フタ中央のバルブを押し下げる
ことで、シリコンパッキンがし
っかりと閉まり外気を遮断。中
身の鮮度や香りが保たれ、液漏
れも防ぎます。付属のドリッ
プ・トレーを入れれば水きりも

ステンレスのフタと
水きりトレーが便利

上から／ホーローコンテナーS 10.5
×14 .5×4㎝ ¥1404、M 14×19
×4 . 5㎝ ¥ 1 7 2 8、L 1 7×2 3 . 5×
5 . 5㎝ ¥ 2 0 5 2（すべてD E A N & 
DELUCA）

DEAN & DELUCAのロゴを容器
の側面にあしらった、シンプル
で飽きのこないデザイン。チャ
コールグレーとホワイトの落ち
着いたカラーリングが料理をお
いしそうに見せてくれます

都会的なデザインで
つくりおき料理を格上げ

スクエアストレージコンテナ0.5ℓ
（ホワイト、オリーブ、ブラウン、
オレンジ） 各16×11.5×5㎝ ¥486
（すべてダロプラスト／ワイ・ヨット）

スウェーデンの樹脂メーカー、
ダロプラスト社の保存容器。北
欧らしいカラーリングで、キッ
チンをおしゃれな雰囲気に。お
手頃価格なので、たくさんそろ
えて統一感を出すのもおすすめ

人気の北欧カラーを
リーズナブルな価格で

キッチンデリ キーパー（オリーブグリー
ン） 口径10.1×高さ11㎝ ¥756（MoMA
デザインストア）

洗いやすく、食材を取り出しやすい
広口のガラス製キーパー。クローバ
ー型のバルブを押すことで、フタが
しっかりと閉まり、液漏れを防止。
フタの中央がへこんでいるので、積
み重ねて収納しても安定します

クローバー型のバルブが
ポイントのキーパー

マイデリカ キーパー（オレンジ、ホワイ
ト、グリーン） 各口径10.1×高さ6.1㎝ 
¥356（すべて東洋佐々木ガラス）

底がボウル状になっているので、そ
のまま食卓に並べて、手のひらサイ
ズのガラスボウルとしても使えます。
フタのくぼみに容器の底がはまるの
で、重ねたときの安定感も◎

お手頃価格がうれしい
ボウル型のミニ容器

ガラス

プラスチック

色やにおいがつきにくいのが特徴。透明のガラ
スなら、中身が見えるので、フタを開かなくて
もなにが入っているのかひと目でわかり、食べ
忘れ防止に

軽くて割れないので、子どもや高齢者の方がい
る家庭でも安心。安くてかわいいデザインがた
くさんあるから、傷んだら買い替え派の人にも
おすすめ

※印刷の都合で、商品の色や質感が写真とは若干異なる場合があります。商品サイズはおよその目安です。とくに明記がない場合は、縦×横×高さの順に表記しています
※フタや付属品の取り扱いを含め、使用にあたっては、商品の取扱説明書に従ってください
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磁器・陶器
食器と同じ材質なので、保存容器のままつくり
おきおかずを食卓に出しても、違和感がありま
せん。丁寧に扱えば、長く使えるのも磁器、陶
器のよさです

コンテロング（白マット、黄マット） 各9×14.5×5.5㎝ ¥2916（と
もにHAKUSAN SHOP）

マットなカラーリングとつるんとしたフォルムがおしゃれな
白山陶器の「コンテ」シリーズ。200gのバターが入るサイズで、
副菜や肉みそなどの保存にも適しています

つるんとしたフォルムがかわいいバターケース

上から／マルチレンジボウルオリーブS 
口径10×高さ5.8㎝ ¥1080、M 口径
12.6×高さ5.8㎝ ¥1296、L 口径15.3
×高さ5.8㎝ ¥1512（すべてKEYUCA）

冷蔵だけでなく、冷凍もできる優れ
もの。中央の爪をあけるとフタをし
たまま、電子レンジで加熱できます。
そのまま食卓に出しても◎。9月上
旬より全国で順次発売

色違いでそろえたい
ナチュラルカラーの保存容器

スリーミニッツセラミックスチーマー 
レギュラータイプ（イエロー） 口径14.5
×高さ5.5㎝ ¥3780（セラミックジャパ
ン）

具材を入れてフタをし、電子レンジ
で加熱するだけで、スチーム調理が
できる保存容器。余分な蒸気のみを
逃がす蒸気口がおいしさのポイント
です。今秋より発売予定

電子レンジで調理して
そのまま保存できる
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