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The BRAND
　Cinkはスウェーデン発の、ちいさな家族=ベビー・キッズ向けのテーブルウェアブランドで、2017年
にElenaを中心に3人の母たちが設立しました。
ブランドの核となるのは、落ち着いたカラーリングのシンプルなスカンジナビアデザインと、環境に配
慮された素材です。

　私たちの製品は長く愛用することができ、素材が安全で耐久性もあり、小さな家族だけでなく、大人
たちにも適した美しいデザインを提案し、いつでもどんなライフスタイルにもフィットします。

FOG
RYE
BRICK
BEET
OCEAN

The COLOR STORY
●
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●

　cinkが生まれたスウェーデン南部のオスターレンの平原は、10月ともなると
ぐっと寒さが増します。

　細く、そして少し埃っぽい田舎道は、スチールグレー色の海＝OCEANから、収
穫を今かと待つライ麦＝RYEの広大な畑へと続いています。収穫したビーツ＝
BEETや様々な農作物を載せたトラックが、その田舎道を走っていきます。

　この見慣れた光景の中に霧＝FOGがかかり始めると、私たちは小さなレンガ
＝BRICKのコテージへ戻り、暖炉の前でワイングラスを片手に、ソファーへ身を任せ穏やかな時を過ご
すのです。

　目を閉じると、皆さんの目の前にも、この美しいオスターレンの自然豊かな大平原が浮かびません
か？cinkはこの自然からインスピレーションを受け生まれたのです。cinkの製品と一緒に、スウェーデン
の自然を楽しんでください。

Cink’s new dinnerware is the perfect choice
when you want your products to contribute to a better tomorrow
but still deliver desired design,performance and quality.

The MATERIAL

C  inkは2022年より、テーブルウェアは生産国の変更と新素材
へとリニューアルしました。創業以来、小さな家族の未来を
大切にするブランドとして運営をしてきましたが、この度バ
イオベースの製品へと切り替わりました。

　私たちの食器は、スウェーデンの小さな村にある家族経営の工場
で生産されています。このテーブルウェアは、工場から半径65 km圏
内から調達した、スウェーデンの木繊維で作られていて、非常にロー
カルメイドなのです。木材はFSC®またはPEFC認定を受けており、責
任を持って管理された供給元からの木材を使用しています。製材所
では小さすぎて使用が出来ない間伐材や、板にする事ができなかっ
た木の表皮等から作られた木繊維です。 これらは、使用されることが
無かったら、燃やされてしまう運命の木材なのです。
そしてその木繊維に、バイオベースのPP（ポリプロピレン）を加えて
製造されています。最近では食器に使用されている安全な素材です。

　この素材はリサイクル可能なだけでなく、耐久性もあり割れにくく、
食洗機での洗浄も可能です。
※上段ラックでの使用を推奨 ※ご使用の食洗機の温度が70℃を超える場合は使用不可。

※食器乾燥機使用不可

　またパッケージも、消費者が出すゴミが最低限で済むように設計
されており、製造もスウェーデンで行っています。

　私たちと共にCinkの製品を楽しんでいただければ光栄です。私た
ちと一緒に、より持続可能な未来に一歩近づきませんか。



　The perfect gift for the newborn!
赤ちゃんが初めてお食事をする際に便利な食器をセットにしました。
ボックス入りなので、出産祝いなどのギフトにもおすすめです。
スパウト付きマグは蓋を外すことができるので、お子様が大きくなった後は、マグとしてお使い頂けます。
ボウルはお子さまたちの食事だけでなく、朝食時のシリアルやスープを頂く時にも最適。
柄の長いフィードスプーンは、大人の方がお子さまにお食事を食べさせてあげる時にお使いください。

Baby Giftbox

FOG BRICK

OCEAN

RYE

BEET

上代　　　　￥4,400（本体価格 ￥4,000)
材質　　　　ポリプロピレン(バイオベース)、木繊維　パッキン： シリコン
セット内容　   マグ、マグ用スパウト蓋、ボウル、フィードスプーン
サイズ              マグ ： 約Φ7.8×H7.8cm / 200m        マグ用スパウト蓋： 約Φ7.5×H3.3cm
　　　　          ボウル： 約φ 13.7 x H 5㎝ / 400ml         フィードスプーン： 約17cm
                           ボックス： 約W20.3×D15.3×H12cm　　　　

✓箱入り
✓耐熱温度：70度
✓食器洗浄機 使用可
　※上段ラックでの使用を推奨
　 ※70℃を超える場合は使用不可。
　 ※食器乾燥機 使用不可

✓BPA・PVC ・フタル酸エステル フリー
✓Made in Sweden



上代　　　　 ￥5,060（本体価格 ￥4,600)
材質　　　　 ポリプロピレン(バイオベース)、木繊維
セット内容　   マグ、ボウル、プレート、スプーン、フォーク
サイズ               マグ：約Φ7.8×H7.8cm / 200ml     ボウル：φ 13.7 x H 5㎝ / 400ml
　　　　          プレート：約Φ20×H2.3cm        スプーン・フォーク：約L15.5cm
                           ボックス： 約W22×D21×H10cm　　　　

✓箱入り
✓耐熱温度：70度
✓食器洗浄機 使用可
　※上段ラックでの使用を推奨
　 ※70℃を超える場合は使用不可。
　 ※食器乾燥機 使用不可

✓BPA・PVC ・フタル酸エステル フリー
✓Made in Sweden

Toddler Giftbox
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　The perfect gift for the first birthday!
自分の手で食べ始めたお子さまにぴったりな、
マグ、ボウル、プレート、スプーン、フォークの5点のセットです。
ボックス入りでギフトにもおすすめです。
小さなお子さまから、ゆったりと仲間と食事の時間を過ごす大人まで、
多くの世代の方にお使いいただけます。



RYE / BRICK

BRICK / BRICK

OCEAN / OCEAN

RYE / RYE

BEET / BEET

上代　　　　￥2,420（本体価格 ￥2,200)
材質　　　　ポリプロピレン(バイオベース)、木繊維
サイズ               約φ 13.7 x H 5㎝ / 400ml 

✓耐熱温度：70度
✓BPA・PVC ・
   フタル酸エステル フリー
✓Made in Sweden

Bowl 2-pack 
　For the whole family
ボウルはお子さまたちの食事だけでなく、朝食時
のシリアルやスープを頂く時にも最適。
まだ自らごはんを食べることができない赤ちゃん
から、ゆったりと仲間と食事の時間を過ごす大人ま
で、多くの世代の方にお使いいただけます。

✓食器洗浄機 使用可
　※上段ラックでの使用を推奨
　 ※70℃を超える場合は使用不可。
　 ※食器乾燥機 使用不可

FOG / FOG

FOG / OCEAN

上代　　　　￥2,640（本体価格 ￥2,400)
材質　　　　ポリプロピレン(バイオベース)、木繊維
サイズ               約φ 20 x H 2.3㎝

Plate 2-pack 
　Picnic Time!
Cinkのプレートは、家族全員にとって理想的。
ダイニングテーブルを囲む時間はもちろん、公園で
のピクニックなどアウトドアでのお食事の時間にも
活躍します。５色の中からお好きな色を選んで、テ
ーブルコーディネートを楽しんでください。

RYE / BRICK

BRICK / BRICK

OCEAN / OCEAN

RYE / RYE

BEET / BEET

FOG / FOG

FOG / OCEAN

✓耐熱温度：70度
✓BPA・PVC ・
   フタル酸エステル フリー
✓Made in Sweden

✓食器洗浄機 使用可
　※上段ラックでの使用を推奨
　 ※70℃を超える場合は使用不可。
　 ※食器乾燥機 使用不可



RYE / BRICK

BRICK / BRICK

OCEAN / OCEAN

RYE / RYE

BEET / BEET

上代　　　　￥1,980（本体価格 ￥1,800)
材質　　　　ポリプロピレン(バイオベース)、木繊維
サイズ               約φ7.8xH 7.8㎝ / 200ml

Mug 2-pack 
　Drink Up!
お子さまたちの手にも、そして大人にも理想的なサイ
ズ。家族全員がCinkのマグカップを気に入るはず。
ピクニック等のアウトドアシーン、ソファでのイブニン
グティー、お子さまとのランチタイムに最適です。

FOG / FOG

FOG / OCEAN

上代　　　　￥1,320（本体価格 ￥1,200)
材質　　　　ポリプロピレン(バイオベース)、木繊維
サイズ               約L15.5cm　

Cutrely Set
　Learning to eat by own hand
程よい重みがあり、ハンドルはお子さまがしっかり
と握りやすく、食べ物を口に運びやすい形状です。
口当たりも滑らかで、大人の方にも喜ばれています。

BRICK 

OCEAN

RYE

BEET

FOG

※推奨年齢：３歳以上
※過度な力でフォークの先端を噛んだり曲げ
　たりすると、損傷または破損することがあり
　ますのでご注意ください。３歳未満のお子
    さまが使用する場合には、大人の方の必ず
　目が届く範囲でご使用ください

✓耐熱温度：70度
✓BPA・PVC ・
   フタル酸エステル フリー
✓Made in Sweden

✓食器洗浄機 使用可
　※上段ラックでの使用を推奨
　 ※70℃を超える場合は使用不可。
　 ※食器乾燥機 使用不可

✓耐熱温度：70度
✓BPA・PVC ・
   フタル酸エステル フリー
✓Made in Sweden

✓食器洗浄機 使用可
　※上段ラックでの使用を推奨
　 ※70℃を超える場合は使用不可。
　 ※食器乾燥機 使用不可



OCEAN

上代　　　　 ￥1,650（本体価格 ￥1,500)
材質　　　　 シリコン
サイズ               約W22×L29×D4.5cm
                           ボックス： L26×H9×D4cm

✓箱入り
✓耐熱温度：120度
✓食器洗浄機 使用可
✓BPA・PVC・フタル酸エステル フリー
✓Made in China

Silicon Bib       

　No more messy dinners
柔らかいシリコンで作られているので、首に赤い跡が残り
にくく、赤ちゃんへの負担も少なく済みます。BPA・PVCフ
リー、フタル酸エステルも含みません。大きなポケットが食
べこぼしをキャッチ。汚れたら気軽に洗えるのも嬉しいですね。
くるくると丸めることができるので、持ち運びにも便利です。

BEET

FOG RYE

BRICK

※保護者の方が必ず付き添って使用してください。※エプロン以外の目的で使用しないでください。
※首回りはサイズを調整してご使用ください。首を絞めつけないよう、ゆとりをもってください。



OCEAN

上代　　　　 ￥2,530（本体価格 ￥2,300)
材質　　　　 シリコン
サイズ               約W38×L32.8cm

✓耐熱温度：120度
✓食器洗浄機 使用可
✓BPA・PVC・フタル酸エステル フリー
✓Made in China

Silicon Tablemat       

　No more mess !
シリコン製のランチョンマットが仲間入り。Cinkの食器との相性は抜群！
マットを敷くことで、食器がテーブルの上で滑りにくく、スプーンでお食事をすくったり、
フォークで刺す時も安定します。
さっと洗うことができるので、お食事のあとの片づけも楽になりますね。

BEET FOG

RYE BRICK



Thank you!
輸入総代理店　株式会社ＢＬＵＥ
　TEL 03 6455 9982  / MAIL info@blue-inc.jp

URL www.blue-inc.jp

“ The world needs materials that are both
renewable and recyclable, a circular
bioeconomy - to combat global warming
and to minimize waste“ 

ATTENTION

＜テーブルウェアについて＞
○ご使用前に洗ってからお使いください。
○食器洗浄機の使用可。但し、上段ラックで使用してください。
　※ご使用の食洗機の温度が70℃を超える場合は使用不可。
○電子レンジ・オーブン・食器乾燥機での使用不可。
○漂白剤の使用はお避けください。
○火気の側に置かないでください。
○強い衝撃が加わると割れる場合がございますので、ご注意
　ください。
○製品の特性上、自然素材を使用していることから点々や色む
　ら、ざらつき等が見られる場合がございますが、検品の上、
　良品として判断させていただいております。また色の出方に
　多少の個体差が出る事がございます。
〇箱や紙帯に潰れや皺、印刷擦れ等が生じることがございます。

＜シリコン商品について＞
○ご使用前に洗ってからお使いください。
〇色の濃い食品等が触れると、製品へ色移りする可能性がござ
　います。
○火気の側に置かないでください。
〇製造工程上、点や線等が見受けられる場合がございますが、
　使用には問題ありません。
〇箱や紙帯に潰れや皺、印刷擦れ等が生じることがございます。


