


ひとつの形式に凝り固まるのではなく、形式を取り込んで独自性を創造し、それを育てて変化
していく。まるで流れる水のごとくに。この哲学はBewaterのブランド名だけでなく、その製
品開発やデザインのアプローチにも適用されています。
私達は、デザインというものは柔軟であるべきであり、ステレオタイプ化してはいけないもの
だと信じています。人間のマインドは自由であり、多様なアイデアを生み出すことが出来ま
す。良いデザインというものは、根源的であり、かつ我々の生活環境を良くする機能を有する
べきです。まるで水が世界を豊かにするように。
私達は、「モノ」がどのように環境に影響を与えるかということ、また、どのようにユーザー
とかかわりを持つかということをいつも心に置いています。Bewaterはオリジナリティにあふ
れる魅力的なデザインの製品を、責任と情熱を持ってお届けします。

bewater（ビーウォーター)　－ 水のように
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SWOOSH - スウォーシュ キッチンセット (スタンドセット / ラックセット / 単品）
スウォーシュ キッチンセットはとても特徴のあるキッチンセットで、ジョイント部分
にマグネットを内蔵しており、まるで魔法のようにラックやスタンドにピタっとつけ
るかたちで「収納」することができます。
セット製品は、ラック、スタンド、そして鮮やかなカラーリングとなめらかな曲線美
をもつ、麺すくい、スプーン、おたま、返しべら、スキマーの5つのツールで構成され
ています。単品のツールも、キッチンラックや、壁に貼り付けることが出来るマグネ
ット付きシングルポッドによって簡単に収納ができます。

SWOOSH
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RADIUS

RADIUS - ラディウス キッチンセット
 (スタンドセット / ラックセット / 単品）
ラディウス キッチンセットは、クールな材質のツールとユニーク
な収納メソッドで、おしゃれなお料理体験をサポートします。ジ
ョイント部分にマグネットを内蔵しており、まるで魔法のように
ラックやスタンドにピタっとつけるかたちで「収納」することが
できます。
セット製品は、ラック、スタンド、そしてシックなカラーリングと
高級感あふれるイメージをもつ、麺すくい、スプーン、おたま、返
しべら、スキマーの5つのツールセットで構成されています。
単品のツールも、キッチンラックや、壁に貼り付けることが出来る
マグネット付きシングルポッドによって収納ができます。
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SWOOSH Kitchen Utensil Set

スウォーシュ スタンドセット
オレンジ
希望小売価格：9,980円 (税別)

スウォーシュ スタンドセット
グリーン
希望小売価格：9,980円 (税別)

スウォーシュ スタンドセット
グレー
希望小売価格：9,980円 (税別)

スウォーシュ ラックセット
オレンジ
希望小売価格：9,980円 (税別)

スウォーシュ ラックセット
グリーン
希望小売価格：9,980円 (税別)

スウォーシュ ラックセット
グレー
希望小売価格：9,980円 (税別)

スウォーシュ 単品スキマー
グレー、グリーン、オレンジ
(シングルポッド付き)
サイズ（収納時）：
L98 x D46 X H355 (mm)
希望小売価格：2,980円 (税別)

スウォーシュ 単品返しべら
グレー、グリーン、オレンジ
(シングルポッド付き)
サイズ（収納時）：　
L77 x D30 X H354 (mm)
希望小売価格：2,980円 (税別)

スウォーシュ 単品おたま
グレー、グリーン、オレンジ
(シングルポッド付き)
サイズ（収納時）：
L93 x D78 X H340 (mm)
希望小売価格：2,980円 (税別)

スウォーシュ スタンドセット
サイズ（収納時）：
L196 x D152 X H359 (mm)

スウォーシュ ラックセット
サイズ（収納時）：
L422 x D78 X H362 (mm)

材質：
スタンド、ラック、シングルポッド＝ABS樹脂（マグネット内臓）
ツール＝ナイロン
耐熱温度：220℃
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ラディウス スタンドセット
グレー
希望小売価格：13,980円 (税別)

ラディウス ラックセット
グレー
希望小売価格：13,980円 (税別)

ラディウス スタンドセット
シャンパーニュ
希望小売価格：13,980円 (税別)

ラディウス ラックセット
シャンパーニュ
希望小売価格：13,980円 (税別)

RADIUS Kitchen Utensil Set

ラディウス 単品スキマー
グレー、シャンパーニュ
(シングルポッド付き)
サイズ（収納時）：
L116 x D38 X H395 (mm)
希望小売価格：3,180円 (税別)

ラディウス 単品返しべら
グレー、シャンパーニュ
(シングルポッド付き)
サイズ（収納時）：
L90 x D48 X H358 (mm)
希望小売価格：3,180円 (税別)

ラディウス 単品おたま
グレー、シャンパーニュ
(シングルポッド付き)
サイズ（収納時）：　
L94 x D66 X H338 (mm)
希望小売価格：3,180円 (税別)注）黒のタイプは2016年2月現在、製造を中断しています

ラディウス スタンドセット
サイズ（収納時）：
L188 x D170 X H400 (mm)

ラディウス  ラックセット
サイズ（収納時）：　
L415x D76 X H400 (mm)

材質：
スタンド、ラック＝ステンレス＆ABS樹脂（マグネット内臓）
シングルポッド＝ABS樹脂
ツール＝ステンレス＆ナイロン
耐熱温度：220℃
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メロウ ソルト＆ペッパーセット
サイズ（収納時）： L144 x D84 X H85 (mm)
材質： ABS樹脂（マグネット内臓）
色： ライトグレー
耐熱温度：90℃
希望小売価格：2,980円 (税別)

MELLOW – メロウ ソルト＆ペッパーセット
メロウ ソルト＆ペッパーセットは、かわいい曲線デザ
インが特徴ですが、実はそれだけでなく、楽しい驚き
を演出してくれます。本体を持ち上げるとふたが自動
的に開き、トレーに戻すと自動的に閉じるのです！
この楽しい体験は、内蔵されたマグネットによるもの
です。
メロウ ソルト＆ペッパーセットは塩用とこしょう用の
シェイカー2つとトレーで構成されます。デザイナー
によって作り出された、親しみやすい美しいカーブを
持ったシェイプを持ち、どのようなテーブルにも似合
うデザインです。

MELLOW
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オーラ ソルト＆ペッパーセット
サイズ（収納時）： L144 x D84 X H102 (mm)
材質： ABS樹脂（マグネット内臓）
色： 黒
耐熱温度：90℃
希望小売価格：3,480円 (税別)

AURA

AURA – オーラ ソルト＆ペッパーセット
オーラ ソルト＆ペッパーセットは、クールで高級感
のある魅力的なデザインというだけではなく、楽し
い驚きを演出してくれます。本体を持ち上げるとふ
たが自動的に開き、トレーに戻すと自動的に閉じる
のです！
この楽しい体験は、内蔵されたマグネットによるも
のです。
メロウ ソルト＆ペッパーセットは塩用とこしょう用
のシェイカー2つとトレーで構成されます。デザイナ
ーによって作り出された、持ちやすさなどを追求した
シェイプを持ち、黒を基調にしたデザインがクールで

シックな雰囲気を演出します。
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POT CLIP – ポットクリップ
ポットクリップは、料理をする人の小さなアシス
タントです。お鍋やフライパンのふちにはさんで
おくだけで、おたまやスキマーなどのツールを、
必要なタイミングで固定しておくことが出来ま
す。シリコンラバーでできており、多様なサイズ
のキッチンツールを安全にホールドしておくこと
ができます。

POT CLIP

ポットクリップ
サイズ： L36 x D26 X H52 (mm)
材質： シリコンラバー
色： パープル
希望小売価格：680円 (税別)
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FLIPON  – フリッポン鍋敷き
フリッポン鍋敷きは、今まで体験したことの無いような鍋敷きの使い勝手
を提供します。マグネットが内臓されており、金属製のお鍋やフライパン
などの底面につけたまま、片手で一緒に運ぶこともできます。
機能の面でも考えられたデザインを採用しており、色の付いた面は換気を
促すグリッドがデザインされ、熱の絶縁効果を高めます。使用していない
ときは、冷蔵庫や金属性キッチンシステムなどにくっつけておくだけでい
つでもスタンバイ。煩雑なフックなどは不要です。

FLIPONフリッポン鍋敷き
サイズ： L180 x D192 X H7 (mm)
材質： シリコンラバー
色： レッド、ブルー
耐熱温度：220℃
希望小売価格：2,580円 (税別)
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※ 当カタログの表示価格はすべて消費税別となっています。



■ 日本総代理店
アストロップ株式会社
〒113-0033
東京都文京区本郷 3-40-11 柏屋ビル 4F
電話番号： 03-4405-8363
お問い合わせ： info@astropp.net
Web： www.astropp.net


