
表紙

Original do

BRASIL



私たちトラモンティーナは
1911年 ブラジル南部のカルロス・バルボーサと言う小さな町で

イタリア移民のバレンティーノ・トラモンティーナが起こした
小さな鍛冶屋からその歴史を刻み始めました



それから100年以上の時を経た今では
従業員8,000人を擁する

ブラジルを代表する総合的なブランドとして成⾧し
その高品質でハイセンスなトラモンティーナ製品は

世界中で愛されています



【polywood】 ポリウッド
・ハンドルにトラモンティーナ独自製法によるポリウッドを採用
・耐熱性、耐衝撃性に優れ、食器洗浄機にも対応
・ナイフのブレードは特殊な熱処理・テンパープロセスにより優れた強度を実現
・世界に誇る切れ味と耐久性を持つ、トラモンティーナのカトラリーライン

ポリウッド ステーキナイフ EU style ダーク
¥2,800

ポリウッド ジャンボフォーク ダーク
¥950



ポリウッド ステーキナイフ EU style
(３色:ナチュラル、レッド、ダーク）

￥2,800
全⾧225 刃渡110 2.5mm厚 63g
ステンレスAISI 420 パッカーウッド
食洗機対応

EU style ステーキナイフ４本 木箱入
(３色:ナチュラル、レッド、ダーク）

￥12,000

EU style ナイフ＆フォーク ペア 木箱入
（ナイフ×２本、フォーク21.5cm×2本）

(３色:ナチュラル、レッド、ダーク）
￥8,000
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【Forged】 フォージド・鍛造
・トラモンティーナのカトラリーの最高峰
・モリブデン鋼を使用し、鍛造仕上げで丁寧に作り上げられた逸品
・ハンドルにトラモンティーナ独自製法によるポリウッドを採用
・耐熱性、耐衝撃性に優れ、食器洗浄機にも対応

ポリウッド フォージドテーブルフォーク
ナチュラル ¥6,500

ポリウッド フォージドステーキナイフ
ナチュラル ¥7,800



ポリウッド フォージドステーキナイフ
(３色:ナチュラル、レッド、ダーク）

￥7,800
全⾧230 刃渡134 2.0mm厚 70g 
ステンレスDIN1.4110、パッカーウッド
食洗機対応

ポリウッド フォージドテーブルフォーク
(３色:ナチュラル、レッド、ダーク）

￥6,500
215mm 75g 
ステンレスAISI 430パッカーウッド
食洗機対応

ポリウッド フォージドナイフ&フォーク ギフト箱入
(３色:ナチュラル、レッド、ダーク）
￥15,000
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【Cutlery】 カトラリー
・トラモンティーナらしいセンスの光るエレガントなステンレスカトラリー
・世界に誇るブラジル産のステンレス材を使用
・デザイン性のみではなく使いやすさにも拘った価値ある商品

＊オリエンテクリスタル
ローマ教皇に献上したシリーズ

（ダイヤモンド→スワロフスキーに変更）
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コスモス カトラリーレスト 2pc
直径100 厚み1.8mm
￥5,000 （2枚組）

オリエンテクリスタル 8点セット
テーブルナイフ、テーブルフォーク
ステンレス(18-10) スワロフスキー
￥50,000 （２種×４＝8本組）

フィレンツェ テーブルウェア42pc 木箱
ディナーナイフ テーブルナイフ テーブルスプーン テーブルフォーク

デザートスプーン デザートフォーク ティースプーン
￥50,000 （7種×6＝42本組）

マルセーリャ テーブルウェア24pc
テーブルナイフ240 刃渡約60 テーブルフォーク 全⾧200
テーブルスプーン205 ティースプーン145mm
￥32,000 （4種×6＝24本組）



【tableware】 テーブルウエア
・ご家庭からホテル、レストラン、バーまで幅広いラインナップ
・豊富なバリエーションと洗練されたデザインとバリュー

ハイティーセット ２段
¥15,000
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ケーキスタンド スイーツ
直径395 高さ70mm

￥11,000

ハイティーセット ３段
幅335 高さ450mm
￥19,000

ハイティーセット ２段
幅335 高さ310mm

￥15,000

ホレカ アペタイザースプーン
全⾧120mm

￥1,200

フラワーボール
直径220 高さ110mm 容量1.8L

￥12,000 （2枚組）

デミタスカップ＆ソーサー＆スプーン各2個セット
カップ直径60mm 容量80ml

ソーサー直径117 スプーン⾧さ90mm
￥9,200 （2組）

ソースプレート オリエンテクリスタル
320 320 13㎜ 18-10 スワロフスキー

￥8,000

ウォーターピッチャー ハーモニー ￥20,000
82 176 188mm

コーヒーポット ハーモニー ￥17,000
135 67 148mm

ミルクポット ハーモニー ￥16,000
135 67 121mm

ホレカ アペタイザーフォーク
全⾧115mm

￥1,200



【Drinking tool】 ドリンキングツール
・ご家族が、友人が集まればすぐにそこは楽しいパーティー
・明るい楽しいひと時に彩を添えるトラモンティーナのツール
・洗練されたデザインとバリューｖ

ワイン・シャンパンクーラー4ボトル
¥24,000
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コスモス シャンパンクーラー ストレート
直径180 高さ197mm 容量5.28L

￥8,800

レクタンギュラートレイ カラーエッジ
（２色:ダーク、ナチュラル）
縦350 横530 高さ40mm 
￥16,000

コスモス シャンパンクーラー
直径200 高さ200mm 容量5.1L

￥12,000

ミレニアム ボトルホルダー
⾧さ230 高さ220mm 
￥7,000

ワイン・シャンパンクーラー4ボトル
直径360 リング内径100mm
￥24,000
＊脚部の返しに水滴が溜まります

ウティリター ワインオープナー（3機能）
ワインオープナー、かぎ爪ナイフ、栓抜き
113mm 65g
￥1,500

サービス ワイン・シャンパンスタンド
全⾧(高さ)590 受皿直径260mm

￥24,000



【Grill】 グリル
・すべて蓋が付いた製品で、塊肉を焼くのに最適

・オーブン効果と、スモーク効果で最高の焼き加減とフレーバを実現させます
・ブラジリアンバーベキュー"シュラスコ"ツールの決定版

・非日常のアウトドアリビングの演出に

スフィア 炭火用ＢＢＱグリル 蓋＆キャスター付
¥100,000
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炭火用 スフィアバーベキューグリル 脚付き
横512 縦534 高さ972mm

￥40,000 ＊組み立て品

スフィア 炭火用ＢＢＱグリル 蓋付
本体直径350 網直径300
本体高さ185 蓋・脚付き高さ550mm
＊シュラスコ串用ホルダー付
￥35,000 ＊組み立て品

スフィア 炭火用ＢＢＱグリル 蓋＆キャスター付
高さ1040 横645 縦645mm
＊シュラスコ串用ホルダーは別売りです
￥100,000 ＊組み立て品

ガス バーベキューグリル 大
高さ1122 横1384 縦564mm 51.1kg
￥500,000 ＊組み立て品
＊プロパンガス仕様

ガス バーベキューグリル 小
高さ389 横572 縦578mm 13kg

￥140,000 ＊完成品
＊プロパンガス推奨



【churrasco】 バーベキュー
・ブラジリアンバーベキュー"シュラスコ"ツールの決定版

・非日常のアウトドアリビングの演出に
・バーベキューに必要なツールを全て取り揃え

17点バーベキューセット ポリウッド ダーク
¥50,000
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カッティングボード3pc
ナイフ 全⾧330 刃渡り約200 フォーク 320
カッティングボード 全⾧400 縦290×横230×厚さ12mm
￥8,200 ＊ボード以外は食洗器可

ポリウッド ミートナイフ レザーケース付き
全⾧300 刃渡り 183mm
￥8,500 ＊食洗器可

ポリウッド カービングフォーク＆ナイフ ナチュラル
フォーク 305 ナイフ 全⾧335 刃渡り約200mm 
￥6,800 ＊食洗器可

バーベキュー道具6pc
スキュアーシングル 全⾧650 串部分510 太さ10mm
スキュアーダブル 全⾧650 串部分510 太さ17mm
ナイフ 全⾧315 刃渡り182 フォーク 300mm
￥10,000

17点バーベキューセット ポリウッド ナチュラル
ステーキナイフ5インチ×6本 フォーク×6本 トング

ミートナイフ10インチ カービングフォーク
カッティングボード 木製ケース 約6.0㎏

￥50,000 ＊ボードとケース以外は食洗器可



【wooden utensils】 木製品
・ブラジル北部アマゾン川下流域の町、ベレンで生産
・アマゾン原産のハードウッドを使用
・様々な要望に対応するフレキシブルな生産体制

オーガニック 穴開きカッティングボード
￥4,800
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シュラスコ 手付カッティングボード
全⾧340 290 230 15mm 920g
￥5,500 ＊抗菌加工 タイガーウッド

シュラスコ カッティングボード
300 210 12mm 680g

￥4,900 ＊抗菌加工 タイガーウッド

シュラスコ 手付カッティングボード
全⾧400 300 210 12mm 750g
￥5,700 ＊抗菌加工 タイガーウッド

シュラスコ 丸カッティングボード
直径230 厚12mm 470g ￥3,500
直径260 厚14mm 600g ￥5,000
＊抗菌加工 タイガーウッド

オーガニック 穴開きカッティングボード角
300 210 20mm 720g チーク材

￥5,900 ＊抗菌加工

シュラスコ ボード溝 チーク 各サイズ
330 200 18mm 665g ￥6,000
400 240 18mm 945g￥ 7,000

490 280 22mm 1,715g ￥10,000
600 360 22mm 2,665g ￥14,000

チーク材

オーガニック 穴開きカッティングボード
350 150 15mm 420g チーク材

￥4,800 ＊抗菌加工

グレインカッティングボード角
500 380 厚４0mm 4,320g チーク材

￥28,000 ＊抗菌加工

グレインカッティングボード丸
直径300 厚35mm 1,560g ￥17,000
直径380 厚35mm 1,900g ￥25,000

チーク材 ＊抗菌加工



【Wagon・Cart】 ワゴン・カート
・椅子テーブルなどの家具も総合的に製造しており、その技術をフル活用
・ブラジル北部アマゾン川下流域の町、ベレンで生産
・高級材であるタイガーウッド、もしくはチーク材をふんだんに使用
・実用性だけではなくデザインセンスも光る仕上がり

シュラスコ バーベキューカート
¥260,000
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シュラスコバーベキューカート 大
カッティングボード、鉄板木板、
トレー、調味料入れ、ワインホルダー付き
800500 890(h)mm 57.9kg タイガーウッド アルミフレーム
￥260,000 ＊完成品 写真のすべてが付属しております

ウッドカート チーク
カッティングボード、ナイフホルダー付き
690450850(h)mm 20.9kg
チーク アルミフレーム
￥50,000＊組み立て品

バーベキューカート
700 500 890 (h)mm 39.0kg

チーク アルミフレーム
￥165,000 ＊完成品



Outdoor Living With Tramontina

陽の光あふれる楽しいキッチン
家族や友人が集まる、美味しそうな料理がいっぱいのダイニング

子供たちの笑顔と笑い声が溢れるリビング
明るい太陽の下で楽しむ嬉しい食事の時間

トラモンティーナの誇るハイセンスな製品たちは
最先端技術と高品質な材料を駆使して

楽しい時間に彩りを添えます

大切な方との素敵な食事の時間を
トラモンティーナ製品と共に

心行くまでごゆっくりとお楽しみ下さい



トラモンティーナ製品を⾧くお使い頂くために

【注意事項とお手入れ】

・ナイフ類は切れ味の鋭い刃なっておりますので、お取り扱いには十分にご注意下さい
・ご使用前には必ず手洗いにて洗浄してからお使いください

・飲食用以外の用途には使用しないでください
・幼児、子供の手の届かない所に保管してください

・刃の欠けや折れ、割れの原因となりので、衝撃は与えないでください
・食器洗浄機使用は可能です

・漂白剤とクレンザー、スチールウールやナイロンたわしなどの硬いものは使わないでください
・洗浄後は水分や汚れを柔らかい布で拭きとり、乾燥させて保管して下さい

【木製品（カッティングボード、カート類）】

・食器洗浄機、電子レンジ、オーブン、食器乾燥機には対応しておりません
・ストーブの前や冷蔵庫の中、エアコンが直接あたるような場所等、極端な乾燥状態は避けて下さい

・水につけ置いたり、シンクへの放置、日干しはしないでください
・湿ったままにしておくとカビや最近の発生原因ともなります

・換気の良い場所で保管し、食器棚やキャビネットなどの密閉された狭い場所での保管は避けて下さい
・割れや裂けの原因となりので、衝撃は与えないでください

・油分や色味、香りが強い食品を載せたままにすると汚れが落ちにくくなります

【商品保証】

商品については万全の注意を払っておりますが、万が一破損・不良等がございましたら
大変お手数ですがご購入後できるだけ早く弊社までメール、ファックス又はお電話にてご連絡下さい

状況に応じて、新しい商品と交換させて頂きます
※ただし、次の場合は返品を承ることが出来ませんのでご了承ください

・商品や梱包に傷が付いたり破損したり紛失された場合
・商品ご購入後1週間以上経過した場合

【販売元】
株式会社ノボダ トラモンティーナ・ジャパン

www.tramontina.co.jp
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-3-16-801

Mail info@noboda.co.jp
Fax 047-413-0707 Phone 047-426-7796

＊表示価格はすべて税抜き価格となっております
＊商品情報は2018年6月1日時点でのものとなります
＊最新の商品情報はホームページでご確認頂けます



トラモンティーナ・ジャパン
www.tramontina.co.jp


