Quick & Easy !
Easily grate vegetables like a professional chef in a second
Products

Nonoji Salad Grater & Cabbage Peeler

Easily grate vegetables!
You can make
a restaurant-quality salad
instantly at home.

Nonoji Cabbage Peeler Super Light : CBP-03G

Nonoji Salad Grater：LDS-01
Name of Company

1. Features

Nonoji Co.,Ltd.

Nonoji Grater is an all-purpose cooking slice
cutter that can easily and instantly grate and
slice various vegetables, such as Japanese
radish, carrot, papaya, potato, yam, ginger,
garlic or lemon.

2. Advantages
- Quick & Easy:

Only you have to do is
“just pull the
peeler lightly.”

https://www.nonoji.jp/

1. Features

“Nonoji Cabbage Peeler Super Light”
enables to shred a cabbage so thin that
you can enjoy restaurant-quality shredded
cabbage at home without any difficulty.

2. Advantages

- The unique jagged and serrated blade of

the peeler allows to evenly slice a cabbage
You can cut vegetables or fruits instantly
easily and quickly, since the blade can
without using a cutting board.
hold a cabbage without slipping.
- Cook without difficulty:
- Our unique technology with using a greatly
You can slice them as you wish, even
flexible material makes it possible to extrayou are not good at cooking.
thinly cut a cabbage by the excellent
- Tasty:
The smooth cut surface make a dish tasty. blade characteristics and grip design.
- Popular:
*The designs of High Precision Blade and Easy Hold Ring
Sold about 1.5 million in Japan.
are registered. Active Suspension Grip is patented.

3. Expected business partners and customers

Local agents, retailers, and wholesalers for hotels, restaurants and general consumers
Please send your inquiry to: Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241 FAX +81-3-5822-7240 E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/en/
Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

瞬間！細切りサラダ
ふわっふわ で美味しい千切りキャベツを ご自宅で 簡単に！

サラダおろし ＆ キャベツピーラー スーパーライト

製品名

サラダおろし ： LDS-01

キャベツピーラースーパーライト ： CBP-03G

食材をすりおろすだけで簡単に、 短時間で
均一な野菜の細切りが出来ます。

企業名

ののじ株式会社

軽く引くだけでキャベツの千切りができるピーラーです。

https://www.nonoji.jp/

１. 製品について
「サラダおろし」は、大根、人参、パパイヤ、ジャ
ガイモ、長芋、しょうが、にんにく、レモン
の皮等、様々な野菜の細切り・太切りに対応し
ます。

２. 製品のメリット・実績

時間をかけずに手軽に、まな板なしで野菜の細
切りが出来ます。主婦の方はもちろん、包丁が
苦手な方や男性の方もお使いいただけると高評
価を頂いております。おろした断面が凸凹状に
なるので、火が通りやすく味の馴染みが良くな
ります。
・大都市の大型販売店にて約１４８万個を販売。
・意匠登録番号 第 3172844 号

３. 求める販売先・パートナー

１. 製品について
「キャベツピーラースーパーライト」はとんか
つ屋で食べるフワフワ・極薄のキャベツがご自
宅で包丁不要で作ることができるピーラーです。

２. 製品のメリット・実績
ののじオリジナルの本格刃付・オリジナルギザ刃
がキャベツにサクサク食い込み、スルスル軽い
力で千切りにスライス出来ます。柔軟性の高い
素材と独自の設計により、本体がしなり、食材
面を均一に捉えることで、均一で極薄の仕上が
りを可能にしました。
・刃部 意匠登録第 1537898 号
・リング部 意匠登録第 1470383 号
・指掛肩部 意匠登録第 1470719 号
・しなるグリップ 特許登録第 5919166 号

ホテル・レストラン等向及び一般消費者向けに販売力を有する現地代理店・量販店又は卸業者

2019 年 4 月 12 日〜 2023 年 4 月 11 日

Please send your inquiry to: Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241 FAX +81-3-5822-7240 E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/
Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

