
メキシカンツール、業務用ツールカタログ 



  

nobodaとは… 
 No Border(ノーボーダー)、何においても垣根を設けず、商習慣などは勿論の
事、国境すらもまるで存在しないかのように、自由に最適にモノと人とを結びつける事。
これが私たちの社名、ノボダにかける私たちの想いです。世界中から選りすぐりのいい
ね！を集めてご紹介しています。 
  
 今回はアメリカ発であるメキシカンツールや業務用キッチンウェアをご紹介させて
いただきます。 
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メキシカンツール 

 

…トルティーヤの種を作り、
ワックスシート等をひいて、
種がプレスにくっつかないよ
うにしてご使用いただきま
す。

NORPRO トルティーヤプレス(小) 
#1063 
¥5,000 
21.25×16×5cm 
素材: 鋳造アルミニウム 

NORPRO トルティーヤプレス(大) 
#1068 
¥8,000 
26×20×5.5cm 
素材: 鋳造アルミニウム 

NORPRO タコスプレス 
#1061 
¥1,800 
33×6×9cm 
素材: クロム鋼、ゴム 

…トルティーヤをタコスプレスで挟み、フライヤーに入れてい
ただくだけでハードシェルのトルティーヤが作れます。
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NORPRO コーンカッター 
#5403 
¥1,800 
25.5×4×2.5cm 
素材: ステンレス、ポリ塩化ビニル 

NORPRO タコスラック2pc 
#2005 
¥3,600 
20×10cm 
素材: ステンレス

…タコスの盛り付けがしやすくなり、そのままお客様に出す
こともできます。場所も取らず、ソフト、ハードシェルの両方
にお使いいただけます。

…とうもろこしのサイズに関わらず使用が可能です。無駄な
くスムーズな動きで作業時間の短縮にもなります。

NORPRO トルティーヤキーパー 
#1065 
¥2,800 
21.5×6cm 
素材: ポリプロピレン共重合体 

NORPRO トルティーヤ/パンケーキ
キーパー 
#1066 
¥4,000 
25×12cm 
素材: ポリプロピレン共重合体 

…そのまま空気にさらしてお
くと乾燥してしまうトル
ティーヤを長い時間保湿・保
温させる専用の容器です。
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NORPRO トルティーヤベイカー
(小)4pc 
#1067 
¥3,600 
11.5×6cm 
素材: ノンスティックコーティン
グ材、鉄

NORPRO トルティーヤ ベイカー
(中)2pc 
#1058 
¥2,400 
18×5.5cm 
素材: ノンスティックコーティング
材、鉄 

NORPRO トルティーヤ ベイカー
(大)2pc 
#1069 
¥4,200 
21.5×7.5cm 
素材: ノンスティックコーティン
グ材、鉄

…トルティーヤを揚げずにボウル
を作ることが可能です。ボウル作
り用の型としてだけでなく、型自
体をお皿として使用することも可
能です。

NORPRO ハラペーニョカッター 
#121 
¥1,600 
20cm 
素材: ステンレス、サントプレーン 

…名前の通り、ハラペーニョをカットするのに特化したナイ
フです。へた、中身の取り除きなどこれ一本で作業が完結し
ます。
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…タコスをお皿に盛り付けると乱雑に見え、まとまり
がなくなってしまいます。こちらの商品があればタコス
の盛り付けをすっきりさせられ、また盛り付け作業も
楽になります。

NORPRO タコススプーン 
#920 
¥1,200 
21.5cm 
素材: PA 66 

…タコスの盛り付けは意外と難しく、ハードシェルだと割れ
る可能性が高くなります。こちらのスプーンがあれば盛り付
けの際にハードシェルが割れにくく、作業の効率化にもなり
ます。

NORPRO ペッパーポッパーパン 
#718 
¥5,800 
35.5×23×4cm 
素材: 鋳鉄（シーズニング済み） 

…主にアメリカ南部、メキシコで食べられているハラペー
ニョポッパーを揚げずに作れるフライパンです。

NORPRO タコスアミーゴス 
#1095 
¥1,200 
2.5×1.5×1.5cm 
素材: PP 
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NORPRO トルティーヤフライヤーバスケット 
#102 
¥3,800 
35.5cm 
内カゴ:16cm 
外カゴ:16.5cm 
素材: クロム鋼、木

…トルティーヤボウルをフライヤーで作
ることができるツールです。木柄ですの
で、持ち手が熱くなることもございま
せん。

NORPRO タコスラック 
#1062 
¥1,800 
53.5×12×5cm 
素材: クロム鋼、ゴム

…一度に多くのタコスを運べる運搬ラックです。盛付け
作業が楽になるのはもちろんですが、パーティーなどの
シチュエーションでも活躍します。

NORPRO 波刃カッター 
#2006 
¥1,200 
23.5cm 
素材: ステンレス、PP

…トルティーヤや野菜、チーズをユニークな波の形に切ること
ができる商品です。いつものアペタイザーにちょっとした変化
を加えてみてはいかがでしょうか。
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 業務用キッチンツール

NORPRO フィスキー(小) 
#1719 
¥1,200 
22cm 
素材: PA66、サントプレーン 
耐熱温度: 240℃

NORPRO フィスキー(中) 
#1728 
¥1,500 
28cm 
素材: PA66、サントプレーン 
耐熱温度: 240℃

NORPRO フィスキー(大) 
#1723 
¥1,800 
30.5cm 
素材: PA66 
耐熱温度: 240℃

…フォークと泡立て器を合体させた
ような商品です。サービングにも使
えますし、泡立て器としてもお使い
いただけます。

NORPRO ピザ/デザートスライサー 
#5690 
¥2,800 
35×9×2cm 
素材: PC、TPR

…空気ポケットが付いているので、食材がくっ
つきにくくなっております。ステンレス製ではな
いので、テフロンパンの上で使用しても傷が付
きにくいです。
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NORPRO ポリピザカッター 
#5684 
¥2,800 
φ11×25cm 
素材: PC、TPR、クロム金属

…空気ポケットが付いているので、食材がくっつきにくくなっ
ております。ステンレス製ではないので、テフロンパンの上で
使用しても傷が付きにくいです。

NORPRO フライドポテトカッター 
#6021 
¥18,000 
11.5×26×10cm 
素材: ステンレス、PP

NORPRO バッテリーシフター 
#140 
¥4,000 
23×14.5×11.5cm 
容量: 約1130ml 
素材: ステンレス、ABS

…単2電池で使用可能な粉ふるいです。作業時間の短縮が可能で
す。

…一回レバーを押していただくだけで太め、あるい
は細めのポテトを一気にカットしていただくことが
でき、作業時間の短縮になります。
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NORPRO ナッツチョッパー 
#576 
¥2,400 
18.5cm 
素材: ステンレス、ガラス、ABS

…柔らかいナッツやシリアル、クッキーを砕いてトッピングな
どに使用できるようにする商品です。ハンドルは時計回り、反
時計回りでも機能しますので右利き、左利きに対応しておりま
す。

NORPRO ベーグルホルダー 
#628 
¥1,600 
11.5×12×4.5cm 
素材: アクリル

…ベーグルを切る際、滑って指を怪我してしまう事
故がよく起こりますが、こちらのホルダーでリスク
を軽減することができます。

NORPRO ベジカッティングガイド 
#800 
¥1,600 
19.5×6cm 
素材: ABS、シリコン

…一度に多くのミニトマトやブドウ、オリーブなど切ること
ができ、作業時間の短縮になります。
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NORPRO パンケーキシリコンリング 
#957R 
¥1,200 
24×23×4.5cm 
φ7cm 
素材: シリコン 

…こちらの型があれば均等なサイズにパンケーキや目玉焼
きを作ることができます。耐熱温度も高いので、オーブ
ン、レンジでの使用も可能です。

NORPRO 缶詰めセット 
#599 
¥3,800 
26×7.5×3cm 
素材: クロム鋼、ゴム、PP、磁石

…全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひ
とつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができま
す。

NORPRO パンケーキディスペンサー 
#1013 
¥4,500 
18.5×16.5×16.5cm 
容量:1L 
素材: AS樹脂、PP、TPR、シリコン、
ABS、ステンレス

…こちらのディスペンサーに材料を全て入れ、混ぜてい
ただければ洗い物が少なくすみます。目盛りもついてい
るので測る手間も省けます。
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輸入元:株式会社ノボダ 
千葉県船橋市本町6-3-16-101 
047-426-7796 
www.noboda.co.jp

http://www.noboda.co.jp

