株式会社

グリーンネクサス

竹徳利 【スス竹】
竹製の冷酒用徳利です
竹製のおちょこと合せていただければ、
日本の風情を感じじていただけます。
天然素材ならではの温かみと、軽さ、高級感を兼ね備え
料亭などでも使用されているプロ御用達の和食器。
スス竹/白竹、大きさサイズなどご相談ください。

Bamboo sake bottle [ smoked bamboo ]
A bamboo bottle for cold sake.
If you use this bamboo bottle alongside a bamboo sake cup,
you will be able to feel the taste of Japan.
This light, high-end natural Japanese-style tableware with its unique warmth is
also used by professionals at luxury traditional Japanese-style restaurants.
The type of bamboo (smoked or white), size, and other factors can be changed.
Please contact us for more information.

TOK I K I TARU
These light, and easy-to-use bamboo chopsticks ﬁt your hand well, letting you
pick up food without it slipping.Beautiful and easy to use, they are very popular!
A higher rank of chopsticks used in luxury traditional Japanese-style restaurants.
They can be used every day or for special occasions, like an anniversary,
and also make a good gift.Picking up tofu or small bones from ﬁsh ―
they are quite easy to use!If you try bamboo chopsticks you will realize
just how great they are!We made each chopstick with the utmost care.
Air dry them after you wash them.

時 キタル TOK I K I TARU
軽くて持ちやすく、手に馴染み、食べ物が滑りにくい竹の箸。
美しくて、
とても使いやすいと、大好評!
料亭などでも使用されるワンランク上のお箸。記念日に
使用したり、普段使いにしたり、贈り物にも喜ばれています。
豆腐をはさんだり、魚の小骨を取ったり、使いやすい！！
使えばおのずと竹箸の素晴らしさがお分かりいただけます！
心を込めて一膳一膳丁寧に作り上げました。洗った後は、自然乾燥してください。

①さらし青竹天節
②さらし竹天節
③さらし青竹
④さらし竹
青竹夏用

green bamboo

夏にオススメ

白竹冬用
white bamboo

冬にオススメ

AYA

心 を 込めて 作った 料 理も

ちょぴ り 楽 をして

簡 単に作った 料 理も

器や お 箸 をこだわる と

美 味し さが 増 す

幸せな 時 間が 増 す

普 段 使いにも

お 土 産にも

人 気の竹 箸で す

Whether it is a proper meal or something that you have just whipped up,
our special bowls and chopsticks will make your meals tastier and happier.
These popular bamboo chopsticks are good for daily use or as a gift.

KIZUNA

絆

白竹
white bamboo

スス竹
smoked bamboo

竹トレー
竹製のお盆・トレーです
竹のぬくもりと優しい風合いは
シンプルですが、
しっかりとした存在感。
どんなシーンにもマッチしやすく、
食事の時間を優しく包み込みます。

Bamboo tray
With its warmth and soft texture, this bamboo tray is simple but sturdy.
It is perfect for any situation and adds a gentle atmosphere to your mealtime.

Small bamboo tray
This small bamboo tray is a great size for
personal use, and can be used to serve tea and
snacks to guests. It can also be used for
decoration or as a case for small goods.

竹トレー

小

竹製のお盆・トレーです
来客時にお茶と茶菓子などを載せて
そのまま出せるパーソナルサイズ。
インテリア用に小物入れとしても
ご利用いただけます。

キッチン雑貨

Miscellaneous Kitchen Goods

竹製の様々な雑貨も取り扱っております。
温もりある竹のアイテムは、
軽く使いやすい。
弾力性に優れ、折れにくく丈夫です
陶器とはまた違った良さがあり、
使えば使うほど手になじむ天然素材です

We also have an array of bamboo miscellaneous
goods for the kitchen.
Our bamboo items that are full of warmth,
are light and easy to use.
They are also very ﬂexible, making them hard to break.
They are made from natural materials, giving them
certain good qualities that cannot be found in pottery,
and they will surely grow on you.

小さいボトル（187ml）の
ワインクーラーとしてもご利用いただけます。
It can also be used as a wine cooler for small bottles (187 ml).

竹アイスペール
竹製のアイスペール
自然の風合いで、おしゃれな一品。
高級感も満点。
お酒の楽しいひとときを、
より一層
楽しい時間に演出してくれます。

Bamboo ice pail
This stylish bamboo ice pail has a natural texture
as well as a high class feel that is truly outstanding.
With this ice pail, you will surely have
an even greater time drinking.

Bamboo fruit fork
With a simple and modern design,
this bamboo fruit fork is a perfect partner for
both Japanese and Western-style dishes.
It is best used as a dessert fork.

竹フルーツフォーク
竹製のフルーツフォーク
モダンですっきりしたデザインは
和・洋どちらのお食事にも馴染みます。
デザートフォークとしてお使いください。

千変万化
暮 らしに eco
＋

Tougher change Living in eco+

わたくしたち、株式会社グリーンネクサスは
高級ホテルや旅館、飲食店などで
日本らしさを演出するための商品づくりを
心掛けております。
九州は熊本から全国、世界へ
天然素材による
温もりを発信する、お届けできます。
株式会社グリーンネクサス
We manufacture our products in an eﬀort to
display Japanese style at luxury hotels,
inns, restaurants, or anywhere else.
Delivering the warmth of natural materials of
Kyushu, from Kumamoto to Japan and beyond.

GREENEXUS Co., Ltd.

お 問 合 せはこちらまで
Inquiries

お見積り依頼・商品ライナップを見たい・その他
お気軽にお問合せください
Feel free to contact us for an estimate,
current product catalog, or any other questions you may have.

0968-28-9065
（FAX 0968-38-7752）

〒861-1204

熊本県菊池市泗水町永 4147 番地 1

4147-1,Naga,Shisuimachi,Kikuchi-shi,Kumamoto,Japan

takehashi@greenexus-bamboo.com

