
バターを食べごろに溶かすナイフ。 

熱伝導で冷たいバターを あっという間にすくい、塗ることができます。 

バターの他にチーズ、ピーナッツバター、チョコレート、クリームチー

ズ等にも使えます。バターを塊に切るのも良し、糸状に削るのも良し、

今までの硬いバターを塗るストレスから解放されます。 

  品番         商品名            JANCode   
SPR21R        スプレッド ザット バターナイフ（赤） 0855143005227 
SPR22B      スプレッド ザット バターナイフ （黒）  0855143005234  
 
希望小売価格： ¥ 3,000（税抜）   ロット ： 12  
 
材質    ： 銅合金（チタン加工）、シリコン 
サイズ     ： W17.6×D1.7cm 85g 
箱入りサイズ： W4×D3×H23.7㎝  115ｇ 
生産国   ： 台湾          食洗機使用可  
  

スプレッド ザット バターナイフ 
 

熱伝導を利用した様々な商品を開発、世界へ発信するザット。 

動画チェック 

総輸入発売元： コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
          港区芝3－3－9  TEL 03－5730－1609 
 



動画チェック 

総輸入発売元： コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
          港区芝3－3－9  TEL 03－5730－1609 
 

熱伝導を利用した様々な商品を開発、世界へ発信するザット 

手の熱でバターを食べごろに溶かすナイフ。 

熱伝導で冷たいバターをあっという間にすくい、塗ることができます。 

バターの他にチーズ、ピーナッツバター、チョコレート、クリームチーズ等にも使え

ます。バターを塊に切るのも良し、糸状に削るのも良し、今までの硬いバターを塗る

ストレスから解放されます。 

        ロット： 12  
         材質： 銅合金（チタン加工）、シリコン 
        サイズ： W17.6×D1.7   ㎝     85g 
     箱入りサイズ： W4×D3×H23.7㎝    115g 
        生産国： 台湾   
                            食洗機使用可 

SPG23R 
ピンクゴールド/レッド 

JAN  0855143005302 

SPG24B 
ピンクゴールド/ブラック 
JAN 0855143005319 

SPB25R 
マットブラック/レッド 
JAN 0855143005326 

SPB26B 
マットブラック/ブラック 
JAN 0855143005333 

スプレッド ザット バターナイフ  
ピンクゴールド ／ マットブラック 

定価：¥3,500+税   



THW31S        ソー ザット  解凍ボード モダン 
 
JAN      ： 0855143005456 
定価      ： ¥ 8,000（税抜） 
材質      ： アルミ合金、シリコン、ステンレス、サーモ液 
サイズ         ： W32×D20×H1.7cm  1,500g 
箱入りサイズ     :  W36.5xD25xH2.5     1,660g 
生産国     ： 台湾 
  

ソー ザット 解凍ボード モダン 
ザットの解凍ボードが新しくなりました。 
冷凍した食品をのせるだけで、すばやく解凍。 
流水や電子レンジによる解凍はいりません。 
解凍時に出る水分を受ける水受けがボード本体についています。 
シンプルなデザインでキッチンをおしゃれに演出します。 

熱伝導を利用した様々な商品を開発、世界へ発信するザット。 

ポイント！ 
アルミやステンレスは熱を吸収しやすいのが特徴。 

THAT!の解凍ボードは板の中に熱を吸収する液が入っており、 

通常のアルミ板よりも効率よく、高速で解凍します。 

常温解凍の約半分の時間で解凍できます！ 

動画チェック 総輸入発売元： コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
          港区芝3－3－9  TEL 03－5730－1609 
 

斜めになっていることで、 
解凍の際に出た水分が水受けに流れます 



熱伝導を利用した様々な商品を開発、世界へ発信するザット。 

ポイント！ 
アルミやステンレスは熱を吸収しやすいのが特徴。 

THAT!の解凍ボードは板の中に熱を吸収する液が入っており、 

通常のアルミ板よりも効率よく、高速で解凍します。 

常温解凍の約半分の時間で解凍できます！ 

動画チェック 

総輸入発売元： コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
          港区芝3－3－9  TEL 03－5730－1609 
 

ソー ザット 解凍ボード デラックス  

ウッド調 シルバー／ブラウン  
 

冷凍した食品をそのままボードの上にのせるだけで、すばやく解凍。 
THAT!の解凍ボードは板の中に熱を吸収する液体が入っており、効率よく解凍します。 
流水や電子レンジによる解凍は不要です。 
木目調のデザインで高級感を演出できるデラックスシリーズ。 
キッチンやカウンターに置いてもおしゃれで、邪魔になりません。 

THW41S ウッド調シルバー 
JAN 0855143005470 

THW42C ウッド調ブラウン 
JAN 0855143005531 

定価    ： ¥15,000 +税 

ロット      : 5 
 

材質           ：  アルミ合金、シリコン、 
          ステンレス、サーモ液 
   

サイズ            ：  約W32×D20×Ｈ1.7cm   
          約1,500 g 
 

箱入りサイズ   ： 約W40×D36.2×H5㎝       
           約1,810 ｇ 
 

生産国      ： 台湾   



手の温もりがハンドル内の支柱とジェルに伝わり、そこからすくう部分の 

縁へ熱が伝わります。冷凍庫から出したばかりの固いアイスクリームも 

簡単にすくえます。 

BEN&JERRY’Sの社長も使って絶賛したアイスクリームスクープです。 

 

  品番         商品名                   JANCode   
SCO21S       スクープ ザット アイスクリームスクープ（シルバー）    0855143005241 
SCO22B       スクープ ザット アイスクリームスクープ （ブラック）   0855143005258  
 
希望小売価格： ¥ 3,000（税抜） 
 
材質    ： アルミニウム ＰＰ         食器洗浄機 ： 不可          ロット :  12    
 
サイズ     ： 17×3×5.5 cm 178ｇ 箱入りサイズ： 6.5×3.5×21.2㎝  208ｇ 
 
生産国   ： 台湾 
  

スクープ ザット アイスクリームスクープ 
 

熱伝導を利用した様々な商品を開発、世界へ発信するザット。 

 2015年、 
アメリカ、 
シカゴの
Housewares 
Show で 
プロダクト賞
を受賞。 

動画チェック 

総輸入発売元： コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
          港区芝3－3－9  TEL 03－5730－1609 
 

2016年デザインで有名な 
レッドドットデザイン賞を受賞。 



  品番         商品名           JANCode           
SCL-11S  アイスクリームスプーン（シルバー）  0855143005289 
SCL-12B      アイスクリームスプーン（ブラック）    0855143005296 
  
希望小売価格    ： 3,000円（税抜）     販売ロット  ：   1    
 
材質        ： アルミ、シリコン 
サイズ         ： W14.5×D4cm×H1.7cm 60g 
パッケージサイズ ：  W4×D1.8cm×H14.8cm 68g 
生産国       ： 台湾          

ザット アイスクリームスプーン 

熱伝導を利用した様々な商品を開発、世界へ発信するザット。 

総輸入発売元 コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
TEL: 03-5730-1609  

www.cornes-trading.com  

アイスクリームを食べごろに溶かすスプーン。 

 

熱伝導で冷凍庫から出したばかりの固いアイスを あっという間に溶かし、

すくいとることができます。 

大好きなアイスクリームの初めの一口を食べるのに、 

これ一本でカチカチのアイスとさようなら。 

 

スタンド付 冷蔵庫にピタッ！ 

ザット!日本語版Webページ 

http://thatinventions.jp/ 


