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お客様の店舗独自のオリジナル食器をお作りいたします。
◎ オリジナルマーク
◆ シンボルマークやロゴタイプなどの原稿は清刷などの完全なもの

をご用意ください。
器は︑食を盛るための道 具であるだけでなく︑

もてなしの心を託す大 切なアイテム︒

茶の湯 文 化に象 徴されるように︑

日本 人と﹁ 器 ﹂
の関 係は︑特 別な意 味を持っているのです︒

とうしょう窯の器たちは︑
ハイクオリティー＆独 創 的であり︑

海 外のお客 様にも好 評をいただいています︒

国 ︑文 化 ︑食の枠を越えた︑

さまざまな﹁一期一会 ﹂
を演 出いたします︒

◆

指定色、
マークなどのサイズと位置を対象となる食器に正確に
指示してください。※焼成したものと若干の差異が生じますことを
ご了承ください。

◆

原稿が当社に到着後、最短で約20日後の納品が可能です。

◎ オリジナルデザイン
◆ ご希望のデザインなどについては、
当社でご相談を承ります。
◆

納期や費用などは数量や色数によって異なります。お気軽にお
たずねください。

◎ オリジナルシェープ
◆

食器の形状についてオリジナルをご希望の際もお気軽にご相談
ください。1個からお作りいたします。

〈 商品情報表示について 〉
●

サイズはD＝直径、L＝長径、S＝短径、H＝高さを表します。
商品のサイズは厳密に測っておりますが、生産工程・焼成温度の変化・原型元型の
摩擦等によって多少の変化が生じる場合もありますので、
あらかじめご了承ください。

● ○
レ の付いた商品は、
レンジ対応不可となっております。

〈 ご使用上の注意 〉
●

個性あふれる、
こだわりの器を取り揃えております。ぜひ店頭で手にふれてお確かめください。

陶磁器は、落としたり、ぶつけたりすると割れるため取り扱いには充分ご注意ください。

● カケていたり、
ヒビの入った食器は危険ですので使用しないでください。
● テーブル
・食器棚などでは、食器を引きずると傷をつけることがありますのでご注意ください。
●

土物の製品は、吸水性があるため、
ご使用後の食器はよく乾かしてからご収納ください。
カビ・シミや臭気が発生する原因になります。

●

上絵の金・銀使用の陶磁器は、電子レンジ・オーブンには使用しないでください。

● ご使用後にクレンザー・ナイ
ロンたわし
（研磨材付）
でこすると金・銀や絵柄が剥げたり、

表面に傷をつける原因になります。
●
●

食器洗い機を使用されると、金・銀や絵柄を傷めることがあります。
土鍋・土瓶蒸し・燗瓶・薬土瓶など直火で使用するものは、底部分の水気をよく拭き
取り弱火からご使用ください。
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〈 カタログについて 〉
● このカタログの有効期限は平成30年1月末日までです。

モダンでありながら伝統的技法を凝らした

とうしょう窯こだわりの和食器と、

形の美しい無地の器から、華やかな絵柄の器まで

●

予告なく価格及び仕様が変わることがありますのであらかじめご了承ください。

こだわりの和食器を販売しています。

洋食器を販売しています。

幅広い洋食器を販売しています。

●

撮影・印刷の条件による商品の色違いはご容赦ください。
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◎ 営業時間

◎ 営業時間

◎ 営業時間

月〜土曜日 10:00〜19:00

月〜日曜日 10:00〜18:00（ 水曜定休日）

月〜土曜日 10:00〜19:00

日曜・祝日 10:00〜18:00

◎ 最寄駅

日曜・祝日 10:00〜18:00

◎ 最寄駅

各線三宮駅より徒歩１５分

つくばエクスプレス 浅草駅より徒歩５分

◎ 最寄駅
つくばエクスプレス 浅草駅より徒歩６分

銀座線 田原町駅より徒歩１3分

銀座線 田原町駅より徒歩１2分

日比谷線 入谷駅より徒歩１０分

日比谷線 入谷駅より徒歩１１分
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MUSASHI
手造り

200013170 丸皿（大）赤
￥9,000（税別）D33×H7.3cm

NEW

MUSASHI

200023170 丸皿（中）赤
￥6,600（税別）D30×H5cm

200033170 丸皿（小）赤
￥4,500（税別）D21×H5cm

200073170 角皿（大）赤
￥6,300（税別）L40×S13×H2.4cm

200083170 角皿（中）赤
￥5,400（税別）L28×S17×H2.1cm

200093170 角皿（小）赤
￥1,800（税別）L19×S10×H2.4cm

200014170 丸皿（大）黄緑
￥9,000（税別）D33×H7.3cm

200024170 丸皿（中）黄緑
￥6,600（税別）D30×H5cm

200034170 丸皿（小）黄緑
￥4,500（税別）D21×H5cm

200043170 鉢（大）赤
￥4,500（税別）D21.7×H9.5cm

200053170
鉢（中）赤
￥2,700（税別）

200063170
鉢（小）赤
￥1,350（税別）

D16.5×H8.8cm

D12.5×H6.4cm

手造り

200074170 角皿（大）黄緑
￥6,300（税別）L40×S13×H2.4cm

200084170 角皿（中）黄緑
￥5,400（税別）L28×S17×H2.1cm

200094170 角皿（小）黄緑
￥1,800（税別）L19×S10×H2.4cm

200015170 丸皿（大）青緑
￥9,000（税別）D33×H7.3cm

200025170 丸皿（中）青緑
￥6,600（税別）D30×H5cm

200035170 丸皿（小）青緑
￥4,500（税別）D21×H5cm
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200085170 角皿（中）青緑
￥5,400（税別）L28×S17×H2.1cm

200095170 角皿（小）青緑
￥1,800（税別）L19×S10×H2.4cm

200054170
鉢（中）黄緑
￥2,700（税別）

200064170
鉢（小）黄緑
￥1,350（税別）

D16.5×H8.8cm

D12.5×H6.4cm

200045170 鉢（大）青緑
￥4,500（税別）D21.7×H9.5cm

200055170
鉢（中）青緑
￥2,700（税別）

200065170
鉢（小）青緑
￥1,350（税別）

D16.5×H8.8cm

D12.5×H6.4cm

ジャパニーズスタイル

200075170 角皿（大）青緑
￥6,300（税別）L40×S13×H2.4cm

200044170 鉢（大）黄緑
￥4,500（税別）D21.7×H9.5cm
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NEW

TSU-TSU

SA-FU

手造り

179031164 ZAKKU 白 ロング
￥23,000（税別）L80×S8.5×H7.3cm

179041164 ZAKKU 白 ハーフ
￥11,000（税別）L40×S8.5×H7.3cm

179032164 ZAKKU 黒 ロング
￥23,000（税別）L80×S8.5×H7.3cm

179042164 ZAKKU 黒 ハーフ
￥11,000（税別）L40×S8.5×H7.3cm

187021164 山型 白 ハーフ
￥6,000（税別）L40×S16×H4.3cm

187011164 山型 白 ロング
￥24,000（税別）L80×S16×H4.7cm

187022164 山型 黒 ハーフ
￥6,000（税別）L40×S16×H4.3cm

187012164 山型 黒 ロング
￥24,000（税別）L80×S16×H4.7cm

167021164 ハーフ 白
￥6,000（税別）L29×S8×H7cm

167022164 ハーフ 黒
￥6,000（税別）L29×S8×H7cm

167011164 ロング 白
￥16,000（税別）L60×S10.5×H10cm

167012164 ロング 黒
￥16,000（税別）L60×S10.5×H10cm

167023164 ハーフ 赤
￥6,000（税別）L29×S8×H7cm

167025164 ハーフ 青
￥6,000（税別）L29×S8×H7cm

167013164 ロング 赤
￥16,000（税別）L60×S10.5×H10cm

167015164 ロング 青
￥16,000（税別）L60×S10.5×H10cm

HORN
手造り

ジャパニーズスタイル

5

手造り

6

ZENTA
手造り
089010116 花器
￥25,000（税別）Ｌ85×Ｓ5.4×Ｈ6.8cm

NEW

TOI

PU-PE-RA

手造り

手造り

016042132 黄刷毛目盛皿（小）
￥3,500（税別）Ｌ25.5×Ｓ7.5×Ｈ3.5cm

7

016051132 青刷毛目盛皿（中）
￥6,200（税別）Ｌ32.2×Ｓ11×Ｈ5.3cm

211023107
X型（小）赤
￥3,600（税別）

211033107
X型 ミニ 赤
￥1,560（税別）

L30×S10.5×H9cm

L10×S10.5×H10cm

L5×S5.5×H5cm

211014107
X型（中）織部
￥8,000（税別）

211024107
X型（小）織部
￥3,200（税別）

211034107
X型 ミニ 織部
￥1,400（税別）

L30×S10.5×H9cm

L10×S10.5×H10cm

L5×S5.5×H5cm

211019107
X型（中）銀
￥8,000（税別）

211029107
X型（小）銀
￥3,200（税別）

211039107
X型 ミニ 銀
￥1,400（税別）

L30×S10.5×H9cm

L10×S10.5×H10cm

L5×S5.5×H5cm

016062132 黄刷毛目盛皿（大）
￥8,100（税別）Ｌ40×Ｓ15.5×Ｈ7cm

016061132 青刷毛目盛皿（大）
￥8,100（税別）Ｌ40×Ｓ15.5×Ｈ7cm

ジャパニーズスタイル

016041132 青刷毛目盛皿（小）
￥3,500（税別）Ｌ25.5×Ｓ7.5×Ｈ3.5cm

016052132 黄刷毛目盛皿（中）
￥6,200（税別）Ｌ32.2×Ｓ11×Ｈ5.3cm

211013107
X型（中）赤
￥8,400（税別）
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NEW

YAMATO
手造り

201011170 角台皿 白
￥4,500（税別）L19×S10×H6cm

020101107 白S
￥3,000（税別）L9.5×S9.5×H5cm

020102107 黒S
￥3,000（税別）L9.5×S9.5×H5cm

020103107 赤S
￥3,400（税別）L9.5×S9.5×H5cm

ta・ta・la
Ha-ko
手造り

201021170 丸台皿 白
￥7,200（税別）D23×H5cm

020111107 白M
￥4,600（税別）L19×S10×H5cm

020112107 黒M
￥4,600（税別）L19×S10×H5cm

020113107 赤M
￥5,000（税別）L19×S10×H5cm

020121107 白L
￥6,000（税別）L20×S20×H5cm

020122107 黒L
￥6,000（税別）L20×S20×H5cm

020123107 赤L
￥6,400（税別）L20×S20×H5cm

020131107 浅型角 白
￥4,400（税別）L19×S19×H2.5cm

020132107 浅型角 黒
￥4,400（税別）L19×S19×H2.5cm

020133107 浅型角 赤
￥4,800（税別）L19×S19×H2.5cm

020141107 浅型丸 白
￥4,000（税別）D20.5×H2.5cm

020142107 浅型丸 黒
￥4,000（税別）D20.5×H2.5cm

020143107 浅型丸 赤
￥4,400（税別）D20.5×H2.5cm

201031170 丸高台カップ 白
￥2,700（税別）D8×H10cm

201041170 ディップ台 白
￥3,300（税別）L18×S8×H8cm

201013170 角台皿 赤
￥4,500（税別）L19×S10×H6cm

201023170 丸台皿 赤
￥7,200（税別）D23×H5cm

201033170 丸高台カップ 赤
￥2,700（税別）D8×H10cm
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201043170 ディップ台 赤
￥3,300（税別）L18×S8×H8cm

10

ta・ta・la

ta・ta・la

Bo-do

024061107 角皿（小）白
￥2,600（税別）L15×S15×H2.5cm

024071107 細長皿（中）白
￥4,800（税別）L25×S13×H2.5cm

024091107 長角皿 白
￥6,600（税別）L28×S18×H2.5cm

手造り

BAN
手造り

024081107 細長皿（大）白
￥7,200（税別）L39×S12.5×H2.5cm

025061164 白長角皿（小）
￥1,800（税別）
L18.5×S8×H1cm

025081164 白L
￥5,800（税別）
025071164 白長角皿（大）
￥3,920（税別）

024062107 角皿（小）黒
￥2,600（税別）L15×S15×H2.5cm

024072107 細長皿（中）黒
￥4,800（税別）L25×S13×H2.5cm

024092107 長角皿 黒
￥6,600（税別）L28×S18×H2.5cm

L26×S23×H1.2cm

024082107 細長皿（大）黒
￥7,200（税別）L39×S12.5×H2.5cm

L30×S11×H1.2cm

025091164
白ロングプレート
￥24,000（税別）
L80×S15.5×H1.6cm

024063107 角皿（小）赤
￥3,000（税別）L15×S15×H2.5cm

025062164 黒長角皿（小）
￥1,800（税別）

024073107 細長皿（中）赤
￥5,200（税別）L25×S13×H2.5cm

024093107 長角皿 赤
￥7,000（税別）L28×S18×H2.5cm

L18.5×S8×H1cm

025082164 黒L
￥5,800（税別）
025072164 黒長角皿（大）
￥3,920（税別）

L26×S23×H1.2cm

024083107 細長皿（大）赤
￥7,600（税別）L39×S12.5×H2.5cm

L30×S11×H1.2cm

025092164
黒ロングプレート
￥24,000（税別）
L80×S15.5×H1.6cm

025063164 赤長角皿（小）
￥1,800（税別）
L18.5×S8×H1cm

025083164 赤L
￥5,800（税別）
025073164 赤長角皿（大）
￥3,920（税別）

L26×S23×H1.2cm

L30×S11×H1.2cm

L80×S15.5×H1.6cm
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025093164
赤ロングプレート
￥24,000（税別）
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188021164
角皿（小）白
￥3,200（税別）

BON

レ
L24×S24×H1.8cm ○

SO-NO
- 園-

手造り

手造り
188011164 角皿（大）白
レ
￥8,000（税別）L40×S30×H2cm ○

188051164
21cm丸皿 白
￥2,400（税別）

NEW 188061164
28cm丸皿 白
￥6,000（税別）

188041164
32cm丸皿 白
￥7,500（税別）

188031164
42cm丸皿 白
￥12,000（税別）

レ
D21.3×H0.7cm ○

レ
D28×H0.8cm ○

レ
D32×H1cm ○

レ
D42.3×H1.1cm ○

188025164
角皿（小）青
￥3,200（税別）
レ
L24×S24×H1.8cm ○

183041107 月型陶板 カヤ目
（小）白
￥2,600（税別）L20×S18.5×H1.2cm

183043107 月型陶板 カヤ目
（小）赤
￥2,900（税別）L20×S18.5×H1.2cm

183031107 月型陶板 カヤ目
（中）白
￥4,600（税別）L28×S25.5×H1.2cm

183032107 月型陶板 カヤ目
（中）黒
￥4,600（税別）L28×S25.5×H1.2cm

183033107 月型陶板 カヤ目
（中）赤
￥4,900（税別）L28×S25.5×H1.2cm

183011107 丸型陶板 くし目 白
￥7,700（税別）D30.5×H1.2cm

183012107 丸型陶板 くし目 黒
￥7,700（税別）D30.5×H1.2cm

183013107 丸型陶板 くし目 赤
￥8,100（税別）D30.5×H1.2cm

188015164 角皿（大）青
レ
￥8,000（税別）L40×S30×H2cm ○

188055164
21cm丸皿 青
￥2,400（税別）

NEW 188065164
28cm丸皿 青
￥6,000（税別）

188045164
32cm丸皿 青
￥7,500（税別）

188035164
42cm丸皿 青
￥12,000（税別）

レ
D21.3×H0.7cm ○

レ
D28×H0.8cm ○

レ
D32×H1cm ○

レ
D42.3×H1.1cm ○

ジャパニーズスタイル
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183042107 月型陶板 カヤ目
（小）黒
￥2,600（税別）L20×S18.5×H1.2cm

14

HI-TO

HI-TO

耐熱直火対応

耐熱直火対応

手造り

手造り

（小）
直火 186082164 角陶板
ＯＫ ￥1,600（税別）
L15.8×S15.8×H0.9cm
※お客様のご希望にあわせた
寸法でのオーダーも承ります。

直火 186032164 手付きグラタン
ＯＫ ￥3,000（税別）L17.4×S15.3×H6.5cm

NEW 186098164 敷き板グラタン用
レ
￥1,500（税別）L18×S15.5×H1.2cm ○
※天然木

186072164 角陶板（中）
ＯＫ ￥3,600（税別）
直火

直火

ＯＫ

このマークが付いている製品は耐熱性で、
直火、
オーブンでご使用いただけます。
※揚げ物鍋としては絶対に使用しないでください。

L29×S20.8×H1cm

◎取扱い上のご注意

※お客様のご希望にあわせた
寸法でのオーダーも承ります。

・
「ワレモノ」
です。取扱いには十分気をつけてください。

（大）
直火 186062164 角陶板
ＯＫ ￥10,480（税別）L41.5×S31.2×H1.2cm
※お客様のご希望にあわせた寸法でのオーダーも承ります。

（中）
直火 186022164 手付き平鍋
ＯＫ ￥3,800（税別）L25.1×S23.8×H6.5cm

・加熱した器に触れる時は火傷をしないように注意し、

※揚げ物鍋としては使用できません。

必ず鍋つかみ等を使用してください。
・加熱後テーブルに置く時は、必ず敷き皿などを使用し
てください。
・熱い器を急に冷たい所へ置かないでください。
・空焚きはおやめください。
・ごくまれに、水分が底にしみ出る事がありますが、異常
ではございません。
このような時は、お米のとぎ汁で煮

L17.4×S16.7×H2.2cm

直火 186042164
ＯＫ 瓦皿（大）
￥6,000（税別）
L30.7×S30×H3.6cm

※天然木

（大）
直火 186012164 手付き平鍋
ＯＫ ￥7,200（税別）L34.5×S29×H5.8cm
※揚げ物鍋としては使用できません。
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立てていただきますと直ります。
・てんぷら、
フライなどを揚げる
「揚げ物鍋」
としての使用
は、危険ですので絶対にしないでください。火災になる
恐れがあります。
・ご使用後はカビ・臭気防止のために、
よく洗って風通
しのよい所で完全に乾燥してから収納してください。

ジャパニーズスタイル

直火 186052164
ＯＫ 瓦皿（小）
￥2,800（税別）

NEW 186108164 敷き板平鍋（中）用
レ
￥1,800（税別）L26×S24×H1.2cm ○
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TAKUMI

115041154 下駄トレイ 白
¥2,220（税別）

- 匠天然木

レ
L35.2×S10.2×H2.5cm ○

TAKUMI
115261154 箱（小）
レ
￥2,700（税別）L19.8×S10.1×H4.5cm ○

- 匠天然木

115060154 テーブルセンター
レ
￥8,000（税別）L85×S10×H10cm ○

115042154 下駄トレイ 黒
¥2,220（税別）
レ
L35.2×S10.2×H2.5cm ○

115251154 箱（大）
レ
￥3,000（税別）L20.1×S19.8×H5cm ○

115210154 テーブルセンター ハーフ
レ
￥3,900（税別）L45×S10×H10cm ○

115201154 オリーブトレイ ハーフ
レ
￥2,850（税別）L40.3×S5.6×H3.1cm ○

115011154 菓子トレイ 白
¥2,400（税別）
レ
L25.3×S10.3×H1.1cm ○

115051154 オリーブトレイ
レ
￥3,600（税別）L77×S5.6×H3.1cm ○

115012154 菓子トレイ 黒
¥2,400（税別）
レ
L25.3×S10.3×H1.1cm ○

115280154 木製ショーケース ショート
レ
￥7,260（税別）L28×S18×H5cm ○

115031154 ランチョンマット 白
レ
¥3,120（税別）L41.8×S30cm ○

115021154
コースター 白
¥750（税別）
レ
D10.2×H1cm ○

115022154
コースター 黒
¥750（税別）
レ
D10.2×H1cm ○

115032154 ランチョンマット 黒
レ
¥4,500（税別）L41.8×S30cm ○

115270154 木製ショーケース ロング
レ
￥13,200（税別）L80×S16×H5cm ○

NEW 115321154
丸すのこ
（小）
￥1,050（税別）
レ
D11.5×H1.7cm ○

115290154 U字型変形多用皿
レ
￥10,500（税別）L30.2×S12.2×H10.3cm ○

115241154 カッティングボード
（小）
レ
￥2,700（税別）L40×S15×H1.5cm ○

NEW 115311154
丸すのこ
（中）
￥1,400（税別）
レ
D18×H1.7cm ○

115231154 カッティングボード
（中）
レ
￥4,500（税別）L60×S15.2×H2cm ○

レ
D23×H1.7cm ○
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115221154 カッティングボード
（大）
レ
￥8,400（税別）L90×S15.2×H2.5cm ○

ジャパニーズスタイル

NEW 115301154
丸すのこ
（大）
￥1,650（税別）
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KU-U

KU-U

173046162 盆皿 金
￥7,000（税別）
レ
L28.5×S22.5×H2.7cm ○

手描き

手描き

173056162 付出 金
￥3,150（税別）
レ
L35.5×S13×H2.5cm ○

173047162 盆皿 プラチナ
￥6,000（税別）
レ
L28.5×S22.5×H2.7cm ○

173014162 台皿 黄・緑
￥3,600（税別）L15.5×S15.5×H5cm

173016162 台皿 赤・金
レ
￥5,000（税別）L15.5×S15.5×H5cm ○

173017162 台皿 黒・銀
レ
￥4,600（税別）L15.5×S15.5×H5cm ○

173034162 花型高台皿 黄・緑
￥2,800（税別）L14.5×S13.7×H5.9cm

173036162 花型高台皿 赤・金
レ
￥3,800（税別）L14.5×S13.7×H5.9cm ○

173037162 花型高台皿 黒・銀
レ
￥3,400（税別）L14.5×S13.7×H5.9cm ○

173057162 付出 プラチナ
￥2,800（税別）
レ
L35.5×S13×H2.5cm ○

140016010 丸皿
¥8,800（税別）
140056010 長角皿
レ
¥8,500（税別）L23.6×S11×H1.1cm ○

173012162
台皿 黒
￥2,800（税別）

173018162
台皿 うす茶
￥2,800（税別）

レ
L15.5×S15.5×H5cm ○

レ
L15.5×S15.5×H5cm ○

173022162
八角高台皿 黒
￥3,200（税別）

173028162
八角高台皿 うす茶
￥3,200（税別）

レ
D16.5×H8.8cm ○

レ
D16.5×H8.8cm ○

レ
D24×H2.5cm ○
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141010110 大
¥4,600（税別）D18×H6.2cm

140026010 正角皿（大）
レ
¥16,000（税別）L26.6×S26.6×H1.1cm ○

140046010 細長皿
レ
¥8,000（税別）L36.5×S7.7×H1.1cm ○

ジャパニーズスタイル

- 御影 141020110 中
¥2,600（税別）D14.3×H4.7cm

- 錦-

140036010 正角皿（小）
レ
¥11,000（税別）L23.4×S23.4×H1.1cm ○

MIKAGE
141030110 小
¥1,800（税別）D10.5×H4.3cm

NISHIKI
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NEW

祝膳

SYUKU
- 祝手描き

114012153 黒（小）
レ
￥750（税別）L11.8×S7.8×H2.3cm ○
206031172 蓋丼 白赤
￥2,340（税別）D15.8×H10.9cm

114022153 黒（中）
レ
￥2,000（税別）L24×S16×H4cm ○
206041172 蓋向 白赤
￥2,410（税別）D14.8×H8.5cm

114032153 黒（大）
レ
￥8,000（税別）L36×S25.7×H6cm ○
206021172 カップ 白赤
￥860（税別）D6.8×H7.5cm 140cc
206011172 プレート 白赤
￥1,360（税別）D15.9×H2cm

114013153 赤（小）
レ
￥900（税別）L11.8×S7.8×H2.3cm ○

206032172 蓋丼 黒赤
￥2,560（税別）D15.8×H10.9cm

206042172 蓋向 黒赤
￥2,680（税別）D14.8×H8.5cm

114023153 赤（中）
レ
￥2,800（税別）L24×S16×H4cm ○

114033153 赤（大）
レ
￥10,000（税別）L36×S25.7×H6cm ○

206012172 プレート 黒赤
￥1,480（税別）D15.9×H2cm
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114011153 白（小）
レ
￥750（税別）L11.8×S7.8×H2.3cm ○

114021153 白（中）
レ
￥2,000（税別）L24×S16×H4cm ○

114031153 白（大）
レ
￥8,000（税別）L36×S25.7×H6cm ○

ジャパニーズスタイル

206022172 カップ 黒赤
￥930（税別）D6.8×H7.5cm 140cc
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TSUBAKI

TEMARI

- 椿175014162 ゆのみ
￥1,800（税別）D8×H7.3cm 230cc

手描き

175024162 茶碗
￥2,320（税別）D12.4×H8.7cm

- 手毬 -

175034162 丼
￥2,720（税別）D16.3×H10cm

手描き

136010135 浅広鉢 赤
￥1,280（税別）
L8.3×S15.7×H4.5cm

175044162 フタ付珍味
￥2,720（税別）D11.2×H10cm

136020149 茶碗
￥1,800（税別）
フタを閉じた場合

D11.6×H6.6cm

136060149 丼
￥2,600（税別）

MOTENASI

D16.3×H7.5cm

136030149 湯呑
￥1,800（税別）
D6.8×H8.2cm 200cc

136050149 盛鉢
￥3,600（税別）D20.5×H6.8cm

※直火対応
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136080149 角皿（小）
￥2,000（税別）L18.4×S18.4×H2.7cm

063052010 ワイドプレート 黒
レ
￥5,250（税別）D27.7×H2.1cm ○

063043010 ディナープレート 赤
レ
￥5,250（税別）D27.5×H2.5cm ○

063053010 ワイドプレート 赤
レ
￥5,250（税別）D27.7×H2.1cm ○

136040149 カレー皿
￥2,800（税別）L21.3×S16×H5.8cm

136090149 角皿（大）
￥4,000（税別）L24.2×S24.2×H4cm

ジャパニーズスタイル

136100149 8号土鍋
￥16,000（税別）L28×S25.5×H16.4cm

136070149 麺鉢
￥6,000（税別）D25.5×H7.6cm

063042010 ディナープレート 黒
レ
￥5,250（税別）D27.5×H2.5cm ○
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191042009
鉄鉢（小）黒
￥1,150（税別）
レ
D15×H3.5cm ○

FU-KA
- 風火 -

ME-TA

191032009
鉄鉢（中）黒
￥1,900（税別）

手描き

レ
D21×H5cm ○

191012009
鉄鉢（大）黒
￥3,600（税別）
レ
D26.5×H5.5cm ○

191043009
鉄鉢（小）赤
￥1,150（税別）
レ
D15×H3.5cm ○

191033009
鉄鉢（中）赤
￥1,900（税別）
レ
D21×H5cm ○

174019162 角皿 銀
￥2,720（税別）L17×S17×H4cm

174029162 丸皿 銀
￥2,880（税別）D23.8×H4.3cm

174013162 角皿 赤
￥2,720（税別）L17×S17×H4cm

174023162 丸皿 赤
￥2,880（税別）D23.8×H4.3cm

191013009
鉄鉢（大）赤
￥3,600（税別）
レ
D26.5×H5.5cm ○

161012107 スラント 珍味 黒
￥1,200（税別）D7.5×H5.5cm

Fu-ki
WA-BI

手造り

150011135
リムボウル 白
￥3,600（税別）
D22.5×H5.4cm

150021135
スーププレート 白
￥4,500（税別）

150031135
プレート 白
￥4,300（税別）
D30×H2.5cm

161022107 スラント 小鉢 黒
￥2,400（税別）D14×H8cm

161032107 スラント 丼 黒
￥3,800（税別）D18.5×H10cm

D27×H5.6cm

161013107 スラント 珍味 赤
￥1,200（税別）D7.5×H5.5cm
150013135
リムボウル 赤
￥3,600（税別）
D22.5×H5.4cm

D27×H5.6cm
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D30×H2.5cm

161023107 スラント 小鉢 赤
￥2,400（税別）D14×H8cm

161033107 スラント 丼 赤
￥3,800（税別）D18.5×H10cm

ジャパニーズスタイル

150023135
スーププレート 赤
￥4,500（税別）

150033135
プレート 赤
￥4,300（税別）
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NEW

SHIBUKI

Ma-O
204031171 24.5㎝ボウル 白
￥3,240（税別）D24.5×H6.2cm
204021171 22㎝プレート 白
￥2,040（税別）D22.3×H2.1cm
204011171 30.5㎝プレート 白
￥4,400（税別）D30.9×H2cm

204032171 24.5㎝ボウル 黒
￥3,240（税別）D24.5×H6.2cm

204022171 22㎝プレート 黒
￥2,040（税別）D22.3×H2.1cm

204012171 30.5㎝プレート 黒
￥4,400（税別）D30.9×H2cm

156012110 11cmカフェ丼 黒
￥1,500（税別）D11.1×H7.4cm

156022110 多用丼 黒
￥1,600（税別）D12.4×H7.7cm

156072110 27cmディナー 黒
￥4,200（税別）D27.5×H2.5cm

204033171 24.5㎝ボウル 赤
￥3,240（税別）D24.5×H6.2cm

156032110 丸型5.0丼 黒
￥2,600（税別）D15.1×H9.1cm

156042110 6.0反深口丼 黒
￥2,900（税別）D18.5×H9.6cm

156062110 24cmスープ 黒
￥3,300（税別）D24.3×H4.5cm

156052110 7.0麺皿 黒
￥2,500（税別）D22.8×H5cm

156013110 11cmカフェ丼 赤
￥1,500（税別）D11.1×H7.4cm

156023110 多用丼 赤
￥1,600（税別）D12.4×H7.7cm

156033110 丸型5.0丼 赤
￥2,600（税別）D15.1×H9.1cm

156043110 6.0反深口丼 赤
￥2,900（税別）D18.5×H9.6cm

156063110 24cmスープ 赤
￥3,300（税別）D24.3×H4.5cm

156053110 7.0麺皿 赤
￥2,500（税別）D22.8×H5cm

204023171 22㎝プレート 赤
￥2,040（税別）D22.3×H2.1cm
204013171 30.5㎝プレート 赤
￥4,400（税別）D30.9×H2cm

204034171 24.5㎝ボウル 黄
￥3,240（税別）D24.5×H6.2cm

204014171 30.5㎝プレート 黄
￥4,400（税別）D30.9×H2cm

156073110 27cmディナー 赤
￥4,200（税別）D27.5×H2.5cm

ジャパニーズスタイル
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204024171 22㎝プレート 黄
￥2,040（税別）D22.3×H2.1cm
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NEW

TEN-KUU

ORE

- 天空 -

189033162 三山皿 赤
￥2,600（税別）L20×S20×H4.4cm
189023162 正角皿 赤
￥2,400（税別）
L18.2×S18.2×H2.7cm

189013162
七五皿 赤
￥3,200（税別）
D24.5×H3.1cm

189034162
三山皿 黄緑
￥2,600（税別）
L20×S20×H4.4cm

189024162
正角皿 黄緑
￥2,400（税別）
207052172
ボウル（大）黒
￥2,160（税別）

L18.2×S18.2×H2.7cm

D16×H10.4cm

207032172 平鉢（大）黒
￥2,850（税別）D25.6×H5.2cm

207062172
ボウル（中）黒
￥1,560（税別）

189014162
七五皿 黄緑
￥3,200（税別）

D13.9×H8.7cm

D24.5×H3.1cm

207072172
ボウル（小）黒
￥1,150（税別）
207012172 プレート
（大）黒
￥3,400（税別）D28.5×H1.8cm

207022172 プレート
（中）黒
￥2,400（税別）D23.4×H1.6cm

207042172 平鉢（中）黒
￥2,040（税別）D21.2×H5.3cm

D12×H7.8cm

207055172
ボウル（大）紺
￥2,160（税別）
D16×H10.4cm

207035172 平鉢（大）紺
￥2,850（税別）D25.6×H5.2cm

207065172
ボウル（中）紺
￥1,560（税別）

189035162 三山皿 呉須
￥2,600（税別）L20×S20×H4.4cm
189025162 正角皿 呉須
￥2,400（税別）
L18.2×S18.2×H2.7cm

D13.9×H8.7cm

207015172 プレート
（大）紺
￥3,400（税別）D28.5×H1.8cm
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207025172 プレート
（中）紺
￥2,400（税別）D23.4×H1.6cm

207045172 平鉢（中）紺
￥2,040（税別）D21.2×H5.3cm

D12×H7.8cm

189015162
七五皿 呉須
￥3,200（税別）
D24.5×H3.1cm
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207075172
ボウル（小）紺
￥1,150（税別）
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185021167
浅鉢 新粉引
￥2,800（税別）

KE-ZU-RI

GI-ZA

D17×H4.6cm

184041167 丸小皿 白
￥880（税別）D9.5×H2.8cm

手造り
185071167
丼 新粉引
￥4,000（税別）

184051167 茶碗 白
￥1,400（税別）

184061167 湯呑 白
￥1,600（税別）

D11.7×H6.4cm

D8×H9.4cm 310cc

手描き

D16×H9cm

185081167 大皿 新粉引
￥4,800（税別）D26×H4.8cm

185011167
小丼 新粉引
￥2,200（税別）

185031167
ゆのみ 新粉引
￥1,600（税別）

185041167
ぐい呑 新粉引
￥1,200（税別）

D11.5×H7.7cm

D8.2×H7.3cm 270cc

D7.3×H5cm 110cc

184031167 5寸皿 白
￥1,250（税別）D16.5×H3cm

184021167 反6.5鉢 白
￥2,450（税別）D20.4×H6.2cm

184011167 8寸浅鉢 白
￥4,200（税別）D26.2×H5cm

185024167
浅鉢 緑貫入
￥2,800（税別）

184071167 長角皿 白
￥3,850（税別）

D17×H4.6cm

L35.5×S12.5×H2cm

185074167
丼 緑貫入
￥4,000（税別）
D16×H9cm

185084167 大皿 緑貫入
￥4,800（税別）D26×H4.8cm

185014167
小丼 緑貫入
￥2,200（税別）

185034167
ゆのみ 緑貫入
￥1,600（税別）

185044167
ぐい呑 緑貫入
￥1,200（税別）

D11.5×H7.7cm

D8.2×H7.3cm 270cc

D7.3×H5cm 110cc

185028167
浅鉢 アメ釉
￥2,800（税別）

184042167 丸小皿 黒
￥880（税別）D9.5×H2.8cm

184052167 茶碗 黒
￥1,400（税別）

184062167 湯呑 黒
￥1,600（税別）

D11.7×H6.4cm

D8×H9.4cm 310cc

184032167 5寸皿 黒
￥1,250（税別）D16.5×H3cm

D17×H4.6cm

185078167
丼 アメ釉
￥4,000（税別）
D16×H9cm

184022167 反6.5鉢 黒
￥2,450（税別）D20.4×H6.2cm

184012167 8寸浅鉢 黒
￥4,200（税別）D26.2×H5cm

185088167 大皿 アメ釉
￥4,800（税別）D26×H4.8cm

185038167
ゆのみ アメ釉
￥1,600（税別）

185048167
ぐい呑 アメ釉
￥1,200（税別）

D11.5×H7.7cm

D8.2×H7.3cm 270cc

D7.3×H5cm 110cc

L35.5×S12.5×H2cm

ジャパニーズスタイル
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185018167
小丼 アメ釉
￥2,200（税別）

184072167 長角皿 黒
￥3,850（税別）
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NEW

NEW

EARTH

GEKKO
-月光 199061105 8寸深鉢 白
￥1,250（税別）D24.2×H8.1cm

199031105 9.5寸浅鉢 白
￥1,500（税別）D29.5×H6cm

203011110 パスタ 白
￥4,320（税別）D24.7×H4.8cm

199071105 6.5寸深鉢 白
￥630（税別）D20×H6.8cm

203021110 ディナー 白
￥3,700（税別）D27.6×H1.8cm

199041105 8寸浅鉢 白
￥1,050（税別）D25.1×H4.8cm

199011105 9.5寸皿 白
￥1,600（税別）D30.5×H4.2cm

199051105 6.5寸浅鉢 白
￥560（税別）D19.9×H4.2cm

199021105 4.8寸皿 白
￥350（税別）D14.7×H2.5cm

199081105 5.5寸深鉢 白
￥560（税別）D16.2×H5.5cm

203012110 パスタ 黒
￥4,320（税別）
D24.7×H4.8cm

199091105 3.5寸深鉢 白
￥300（税別）D10.8×H4cm

199062105 8寸深鉢 黒
￥1,250（税別）D24.2×H8.1cm

203022110 ディナー 黒
￥3,700（税別）D27.6×H1.8cm

199032105 9.5寸浅鉢 黒
￥1,500（税別）D29.5×H6cm

199072105 6.5寸深鉢 黒
￥630（税別）D20×H6.8cm
203018110 パスタ 茶
￥4,320（税別）D24.7×H4.8cm
199042105 8寸浅鉢 黒
￥1,050（税別）D25.1×H4.8cm

199012105 9.5寸皿 黒
￥1,600（税別）D30.5×H4.2cm

199052105 6.5寸浅鉢 黒
￥560（税別）D19.9×H4.2cm

199022105 4.8寸皿 黒
￥350（税別）D14.7×H2.5cm

199082105 5.5寸深鉢 黒
￥560（税別）D16.2×H5.5cm
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199092105 3.5寸深鉢 黒
￥300（税別）D10.8×H4cm
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203028110 ディナー 茶
￥3,700（税別）D27.6×H1.8cm
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乱

WATARI
030020105 飯碗（大）
￥500（税別）D12×H6.3cm

030010105 プチ丼
￥530（税別）D10.7×H7.4cm

030100105 6.5寸丼
￥1,200（税別）
Ｄ19.5×Ｈ9.2cm

139011105 5寸平鉢 白
￥450（税別）D16.1×H4.7cm

139021105 5寸丼手びねり 白
￥600（税別）D15.4×H7.4cm

139041105 6.5寸ボウル 白
￥1,150（税別）D19.8×H7.2cm

139031105 6.3寸丼手びねり 白
￥850（税別）D19.5×H8.4cm

030040105 メタ4.8寸深ボウル
￥990（税別）D15.2×H7.8cm

030030105 メタ4.8寸ボウル
￥690（税別）D15×H5cm

030080105 メタ尺皿
￥3,800（税別）D31×H3.5cm

139061105
9寸盛鉢 白
￥1,650（税別）
D28.4×H8cm

030110105 8寸盛鉢
￥1,600（税別）Ｄ24.3×Ｈ7.7cm

139081105 6寸長角皿 白
￥650（税別）L18.8×S12.5×H2.4cm

139091105 8寸長角皿 白
￥850（税別）L22.1×S14.8×H3.5cm

139051105 8寸丸皿 白
￥1,100（税別）D25.7×H3.5cm

139071105 尺皿 白
￥3,150（税別）D31×H3.3cm

030050105 4.5寸正角皿
￥500（税別）L13.4×S13.4×H3.2cm
030060105 5.5寸正角皿
￥860（税別）L17.2×S17.2×H3.3cm
030070105 7.5寸正角皿
￥2,200（税別）L22.2×S22.2×H4.5cm

139012105 5寸平鉢 黒
￥450（税別）D16.1×H4.7cm

030090105 メタ9.5寸鉢
￥3,100（税別）Ｄ28.4×Ｈ7.6cm

139022105 5寸丼手びねり 黒
￥600（税別）D15.4×H7.4cm

ＫＵＳＨＩ
ＳＡＢＩ
012010105
9寸盛鉢
￥1,700（税別）

-くしさび-

D28×Ｈ4×Ｈ7.7cm

139042105 6.5寸ボウル 黒
￥1,150（税別）D19.8×H7.2cm

139032105 6.3寸丼手びねり 黒
￥850（税別）D19.5×H8.4cm

139052105 8寸丸皿 黒
￥1,100（税別）D25.7×H3.5cm

139072105 尺皿 黒
￥3,150（税別）D31×H3.3cm

Ｄ28.3×Ｈ3.1cm

D28.4×H8cm

139082105 6寸長角皿 黒
￥650（税別）L18.8×S12.5×H2.4cm
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139092105 8寸長角皿 黒
￥850（税別）L22.1×S14.8×H3.5cm

012030105 メタ尺皿
￥3,300（税別）D31×Ｈ3.2cm
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012020105
メタ9寸皿
￥1,600（税別）

139062105
9寸盛鉢 黒
￥1,650（税別）
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039041101 白3.5寸皿
￥370（税別）D10.3×H2.5cm
039031101 白4寸皿
￥500（税別）D13.5×H2cm

こよみ

039021101 白6寸皿
￥840（税別）D18.5×H2.5cm
039011101 白8寸皿
￥1,300（税別）D24×H3.2cm

039181101 白3連皿
￥1,100（税別）

039101101 白中鉢
￥2,000（税別）D19×H7cm

015081105 白メタ4.8寸ボウル
￥560（税別）D15×H5cm

015101105 白多用碗
￥530（税別）D12.7×H7cm

市蔵

015051105 白丸9寸皿
￥1,500（税別）D28.3×H3cm

039111101 白珍味
￥400（税別）D10×H3.5cm

039121101 白浅鉢
￥1,000（税別）D15×H5.5cm

015111105 白3.5寸ボウル
￥330（税別）D10.8×H4.3cm

L19.6×S9.3×H2.3cm

015041105 白丸尺皿
￥3,200（税別）D31×H3cm

039251101 白小鉢
￥600（税別）D13.2×H4.5cm

015121105 白丸3寸皿
￥330（税別）D9.9×H1.8cm

039171101 白正角皿（小）
￥630（税別）

039151101 白長角皿（小）
￥1,200（税別）

L14.5×S14.5×H2cm

L28×S14×H1.8cm

039161101 白正角皿（大）
￥1,800（税別）

039141101 白長角皿（大）
￥1,800（税別）

L22×S22×H2.5cm

L34×S22×H2.5cm

039191101 白土瓶
￥2,300（税別）

015091105 白釜揚げ丼
￥1,100（税別）D17×H9cm

L14.3×S10×H9cm
480cc

015031105 白手引き4.5寸正角皿
￥400（税別）L13.5×S13.5×H2.8cm

015061105
白メタ9.5寸鉢
￥2,500（税別）

015021105 白手引き5.5寸正角皿
￥690（税別）L17.2×S17.2×H3cm
039221101 白茶碗
￥670（税別）

039131101 白多用碗
￥860（税別）

039231101 白煎茶
￥440（税別）

039241101 白湯呑
￥530（税別）

039071101 白抹茶オーレ
￥540（税別）

D11.5×6cm

D11.5×7.5cm

D9.4×H5.3cm 200cc

D7.5×H8.9cm 280cc

D10×H7.5cm 330cc

015071105 白ミツワ7.5寸めん皿
￥690（税別）D22.6×H5cm

D28.3×H7.5cm

015011105 白手引き7.5寸正角皿
￥1,800（税別）L23×S23×H4cm

039042101 黒3.5寸皿
￥370（税別）D10.3×H2.5cm
039032101 黒4寸皿
￥500（税別）D13.5×H2cm
039022101 黒6寸皿
￥840（税別）D18.5×H2.5cm
039012101 黒8寸皿
￥1,300（税別）D24×H3.2cm

039182101 黒3連皿
￥1,100（税別）

039102101 黒中鉢
￥2,000（税別）D19×H7cm

039172101 黒正角皿（小）
￥630（税別）

039152101 黒長角皿（小）
￥1,200（税別）

L14.5×S14.5×H2cm

L28×S14×H1.8cm

039162101 黒正角皿（大）
￥1,800（税別）

039142101 黒長角皿（大）
￥1,800（税別）

015102105 黒多用碗
￥530（税別）D12.7×H7cm

L22×S22×H2.5cm

L34×S22×H2.5cm

039192101 黒土瓶
￥2,300（税別）
015092105 黒釜揚げ丼
￥1,100（税別）D17×H9cm

L14.3×S10×H9cm
480cc

039222101 黒茶碗
￥670（税別）

039132101 黒多用碗
￥860（税別）

039232101 黒煎茶
￥440（税別）

039242101 黒湯呑
￥530（税別）

039072101 黒抹茶オーレ
￥540（税別）

D11.5×6cm

D11.5×7.5cm

D9.4×H5.3cm 200cc

D7.5×H8.9cm 280cc

D10×H7.5cm 330cc

015022105 黒手引き5.5寸正角皿
￥690（税別）L17.2×S17.2×H3cm
015012105 黒手引き7.5寸正角皿
￥1,800（税別）L23×S23×H4cm

015072105 黒ミツワ7.5寸めん皿
￥690（税別）D22.6×H5cm

015062105
黒メタ9.5寸鉢
￥2,500（税別）
D28.3×H7.5cm
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015032105 黒手引き4.5寸正角皿
￥400（税別）L13.5×S13.5×H2.8cm
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015082105 黒メタ4.8寸ボウル
￥560（税別）D15×H5cm

015052105 黒丸9寸皿
￥1,500（税別）D28.3×H3cm

039112101 黒珍味
￥400（税別）D10×H3.5cm

039122101 黒浅鉢
￥1,000（税別）D15×H5.5cm

015112105 黒3.5寸ボウル
￥330（税別）D10.8×H4.3cm

L19.6×S9.3×H2.3cm

015042105 黒丸尺皿
￥3,200（税別）D31×H3cm

039252101 黒小鉢
￥600（税別）D13.2×H4.5cm

015122105 黒丸3寸皿
￥330（税別）D9.9×H1.8cm
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IROMAKI
- 色巻き-

RIN
- 凜手描き

142032153
茶碗 黒
￥1,400（税別）
D11.5×H7.3cm

154042162
六角丼 黒
￥2,720（税別）

154062162
ひねり鉢 黒
￥3,280（税別）

142042153
4.5寸丼 黒
￥2,000（税別）

D15.5×H9.4cm

L20×S17.5×H8.2cm

D13×H7.4cm

154052162
片口浅鉢 黒
￥2,720（税別）

154072162
どら鉢 黒
￥3,320（税別）

L20×S17×H4.8cm

D21.6×H5.8cm

154012162 三日月 黒
￥4,000（税別）L33×S21.8×H3.2cm

142062153 フリーカップ 黒
￥2,000（税別）

142082153 ぐい呑み 黒
￥1,200（税別）
D6.8×H6.3cm 150cc

D8.5×H10.5cm 300cc

142052153
6寸麺鉢 黒
￥3,000（税別）

142072153 マルチカップ 黒
￥1,200（税別）

142092153 冷酒器 黒
￥2,400（税別）

D18.9×H7.5cm

D8×H6.2cm 160cc

L9.1×S8.5×H9.8cm 250cc

154032162 八寸皿 黒
￥3,120（税別）D25.4×H2.1cm
142033153
茶碗 赤
￥1,400（税別）
D11.5×H7.3cm

154043162
六角丼 赤
￥2,720（税別）

154063162
ひねり鉢 赤
￥3,280（税別）

D15.5×H9.4cm

L20×S17.5×H8.2cm

142043153
4.5寸丼 赤
￥2,000（税別）

142063153 フリーカップ 赤
￥2,000（税別）

142083153 ぐい呑み 赤
￥1,200（税別）
D6.8×H6.3cm 150cc

D8.5×H10.5cm 300cc

D13×H7.4cm

154053162
片口浅鉢 赤
￥2,720（税別）

154073162
どら鉢 赤
￥3,320（税別）

L20×S17×H4.8cm

D21.6×H5.8cm

154013162 三日月 赤
￥4,000（税別）L33×S21.8×H3.2cm

154045162
六角丼 青
￥2,720（税別）

154065162
ひねり鉢 青
￥3,280（税別）

D15.5×H9.4cm

L20×S17.5×H8.2cm

154033162 八寸皿 赤
￥3,120（税別）D25.4×H2.1cm

142053153
6寸麺鉢 赤
￥3,000（税別）

142073153 マルチカップ 赤
￥1,200（税別）

142093153 冷酒器 赤
￥2,400（税別）

D18.9×H7.5cm

D8×H6.2cm 160cc

L9.1×S8.5×H9.8cm 250cc

142035153
茶碗 青
￥1,400（税別）
D11.5×H7.3cm

142045153
4.5寸丼 青
￥2,000（税別）

142065153 フリーカップ 青
￥2,000（税別）

142085153 ぐい呑み 青
￥1,200（税別）
D6.8×H6.3cm 150cc

D8.5×H10.5cm 300cc

D13×H7.4cm
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154075162
どら鉢 青
￥3,320（税別）

L20×S17×H4.8cm

D21.6×H5.8cm

154035162 八寸皿 青
￥3,120（税別）D25.4×H2.1cm

142055153
6寸麺鉢 青
￥3,000（税別）

142075153 マルチカップ 青
￥1,200（税別）

142095153 冷酒器 青
￥2,400（税別）

D18.9×H7.5cm

D8×H6.2cm 160cc

L9.1×S8.5×H9.8cm 250cc

ジャパニーズスタイル

154015162 三日月 青
￥4,000（税別）L33×S21.8×H3.2cm

154055162
片口浅鉢 青
￥2,720（税別）
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TENGU
手描き

105061115
パスタ皿 白
￥1,900（税別）

105062115
パスタ皿 黒
￥1,900（税別）

D24.2×H4.7cm

105011115 3寸皿 白
￥510（税別）

105021115 とんすい 白
￥970（税別）

D9.4×H2.2cm

L14×S12.3×H5.7cm

D24.2×H4.7cm

105012115 3寸皿 黒
￥510（税別）

105022115 とんすい 黒
￥970（税別）

D9.4×H2.2cm

L14×S12.3×H5.7cm

手描き

105071115
8寸盛鉢 白
￥2,600（税別）

105072115
8寸盛鉢 黒
￥2,600（税別）

D25.4×H7.1cm

D25.4×H7.1cm

105031115
4.8寸飯碗 白
￥870（税別）

105032115
4.8寸飯碗 黒
￥870（税別）

D15×H7.7cm

D15×H7.7cm

105081115
尺盛鉢 白
￥6,600（税別）

105082115
尺盛鉢 黒
￥6,600（税別）

D30.7×H8.3cm

105041115
6.5寸丼 白
￥2,000（税別）

D19.6×H10cm

105052115
7寸丼 黒
￥2,800（税別）

105091115 角皿（小）白
￥3,100（税別）L26.3×S17.6×H4.2cm

D22.1×H11.2cm

031141101
タンブラー
（大）白
￥1,400（税別）

D5.5×H9.5cm 120cc

D7.5×H13.5cm 300cc

105092115 角皿（小）黒
￥3,100（税別）L26.3×S17.6×H4.2cm

D22.1×H11.2cm

105101115 角皿（大）白
￥6,600（税別）L36.7×S24.3×H4.6cm

031151101
タンブラー
（小）白
￥920（税別）

D30.7×H8.3cm

105042115
6.5寸丼 黒
￥2,000（税別）

D19.6×H10cm

105051115
7寸丼 白
￥2,800（税別）

105111115 長角皿（大）白
￥4,200（税別）L40.8×S13.2×H4cm

105102115 角皿（大）黒
￥6,600（税別）L36.7×S24.3×H4.6cm

031152101
タンブラー
（小）黒
￥920（税別）

031142101
タンブラー
（大）黒
￥1,400（税別）

D5.5×H9.5cm 120cc

D7.5×H13.5cm 300cc

105112115 長角皿（大）黒
￥4,200（税別）L40.8×S13.2×H4cm

SHI-KI

SHI-KI

- 四季 -

- 四季 -

197018010 27cmディナー 春
￥3,600（税別）D27.2×H3.2cm

197028010 27cmディナー 夏
￥3,600（税別）D27.2×H3.2cm

197038010 27cmディナー 秋
￥3,600（税別）D27.2×H3.2cm

197048010 27cmディナー 冬
￥3,600（税別）D27.2×H3.2cm

ジャパニーズスタイル

41

TENGU

42

195072068
6寸正角皿 黒
￥1,350（税別）

MIHANA

L17.5×S17.5×H3.7cm

195022068
6寸皿 黒
￥1,100（税別）

195012068
9寸皿 黒
￥3,600（税別）

D19.7×H3cm

D27.8×H3.6cm

033092101 珍味
￥530（税別）

033082101 煎茶
￥560（税別）

033072101 茶碗
￥860（税別）

033012101 抹茶オーレ
￥690（税別）

D10×H3.5cm

D9.3×H5.2cm 200cc

D11.5×H6cm

D10×H7.5cm 330cc

195062068
9寸正角皿 黒
￥4,000（税別）

033102101 小鉢
￥860（税別）

L27.5×S27.5×H4.5cm

D13×H4.5cm

195052068
4.2寸丼 黒
￥1,250（税別）

195032068
7寸ボウル 黒
￥3,300（税別）

D13×H7.5cm

D21.8×H8.4cm

033032101 浅鉢
￥1,300（税別）D15×H5cm

創膳

033022101 中鉢
￥2,400（税別）D19×H7cm

033042101 多用碗
￥1,100（税別）
D11.4×H7.5cm

033052101 ラーメン丼
￥3,400（税別）D19.3×H10cm

033112101 とっくり
￥1,800（税別）
D3.5×H11.8cm 320cc

195042068
5.5寸丼 黒
￥2,200（税別）

195092068
5.5寸角小鉢 黒
￥1,900（税別）

D17×H9.5cm

L17×S17×H5.3cm

195053068
4.2寸丼 赤
￥1,250（税別）

195033068
7寸ボウル 赤
￥3,300（税別）

D13×H7.5cm

D21.8×H8.4cm

195043068
5.5寸丼 赤
￥2,200（税別）

195093068
5.5寸角小鉢 赤
￥1,900（税別）

D17×H9.5cm

L17×S17×H5.3cm

033062101 めん鉢
￥4,000（税別）D24.5×H7.5cm

033122101 ぐい呑み
￥880（税別）

033132101 くびれ盃
￥950（税別）

D6.6×H6cm 90cc

D5.5×H4.9cm 75cc

033091101 珍味
￥530（税別）

033081101 煎茶
￥560（税別）

033121101 ぐい呑み
¥880（税別）

D10×H3.5cm

D9.3×H5.2cm 200cc

D6.6×H6cm 90cc

033071101 茶碗
￥860（税別）

033011101 抹茶オーレ
￥690（税別）

D11.5×H6cm

D10×H7.5cm 330cc

033131101 くびれ盃
¥950（税別）

033111101 とっくり
¥1,800（税別）

D5.5×H4.9cm 75cc

D3.5×H11.8cm 320cc

195073068
6寸正角皿 赤
￥1,350（税別）

じゃぱん

L17.5×S17.5×H3.7cm

033031101 浅鉢
￥1,300（税別）D15×H5cm

033021101 中鉢
￥2,400（税別）D19×H7cm

033041101 多用碗
￥1,100（税別）D11.4×H7.5cm

033051101 ラーメン丼
￥3,400（税別）D19.3×H10cm

033061101 めん鉢
￥4,000（税別）D24.5×H7.5cm

195063068
9寸正角皿 赤
￥4,000（税別）
L27.5×S27.5×H4.5cm
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195023068
6寸皿 赤
￥1,100（税別）

195013068
9寸皿 赤
￥3,600（税別）

D19.7×H3cm

D27.8×H3.6cm

ジャパニーズスタイル

033101101 小鉢
￥860（税別）D13×H4.5cm
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MIWAKU
- 魅惑 118010115 角皿（小）黒
￥1,900（税別）L19×S19×H4cm

118020115 角皿（大）黒
￥2,640（税別）L22.2×S22.2×H4.6cm

118023115 角皿（大）赤
￥2,640（税別）L22.2×S22.2×H4.6cm

118060115 小皿 黒
￥600（税別）

118063115 小皿 赤
￥600（税別）

D10.4×H2.2cm

D10.4×H2.2cm

118030115 丸皿（小）黒
￥1,120（税別）D21.8×H3cm

118040115 丸皿（中）黒
￥2,000（税別）D25.2×H3cm

118050115 丸皿（大）黒
￥4,120（税別）D31.3×H4.2cm

118033115 丸皿（小）赤
￥1,120（税別）D21.8×H3cm

NEW 038233115
千段6.5寸高浜丼 赤
￥2,580（税別）

NEW 038235115
千段6.5寸高浜丼 青
￥2,580（税別）

D20×H10cm

D20×H10cm

D20×H10cm

038153115
赤釉白刷毛 5.0丼
￥2,200（税別）

038154115
赤釉黒刷毛 5.0丼
￥2,200（税別）

038155115
赤釉黄刷毛 5.0丼
￥2,200（税別）

D16.7×H9.3cm

D16.7×H9.3cm

D16.7×H9.3cm

038163115
赤釉白刷毛 6.0丼
￥2,600（税別）

038164115
赤釉黒刷毛 6.0丼
￥2,600（税別）

038165115
赤釉黄刷毛 6.0丼
￥2,600（税別）

D18.4×H11.3cm

D18.4×H11.3cm

D18.4×H11.3cm

038152115
黒釉白刷毛 5.0丼
￥1,800（税別）

038151115
白釉黒刷毛 5.0丼
￥1,800（税別）

D16.7×H9.3cm

D16.7×H9.3cm

038162115
黒釉白刷毛 6.0丼
￥2,100（税別）

038161115
白釉黒刷毛 6.0丼
￥2,100（税別）

D18.4×H11.3cm

D18.4×H11.3cm

038202115
ひょうたん 黒赤小丼
￥1,100（税別）

038201115
ひょうたん 白黒小丼
￥1,100（税別）

D13×H9.5cm

D13×H9.5cm

038212115
ひょうたん 黒赤5.0丼
￥1,400（税別）

038211115
ひょうたん 白黒5.0丼
￥1,400（税別）

D16.3×H10cm

D16.3×H10cm

038222115
ひょうたん 黒赤6.0丼
￥1,700（税別）

038221115
ひょうたん 白黒6.0丼
￥1,700（税別）

D17.9×H10.5cm

D17.9×H10.5cm

円
手描き

118043115 丸皿（中）赤
￥2,000（税別）D25.2×H3cm

118053115 丸皿（大）赤
￥4,120（税別）D31.3×H4.2cm

118073115 麺鉢 赤
￥1,920（税別）D24.5×H7.4cm

ジャパニーズスタイル

118070115 麺鉢 黒
￥1,920（税別）D24.5×H7.4cm
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118013115 角皿（小）赤
￥1,900（税別）L19×S19×H4cm

NEW 038231115
千段6.5寸高浜丼 白
￥2,580（税別）

46

GOEMON
- 五右衛門 -

037091130 小むし碗 白
￥560（税別）

037081130 丸型むし碗 白
￥600（税別）

037071130 円菓子 白
￥730（税別）

037061130 平形むし碗 白
￥790（税別）

D8.3×H8.8cm

D8.7×H9.2cm

D9.5×H10cm

D10.2×H7.5cm

037092130 小むし碗 黒
￥560（税別）

037082130 丸型むし碗 黒
￥600（税別）

037072130 円菓子 黒
￥730（税別）

037062130 平形むし碗 黒
￥790（税別）

D8.3×H8.8cm

D8.7×H9.2cm

D9.5×H10cm

D10.2×H7.5cm

たなごころ

手描き

119101156 粉引たっぷり碗
￥1,520（税別）D10×H7.2cm

119091156 粉引小丼
￥2,400（税別）D13.5×H10cm

036191142 3.5寸すり鉢 白
￥460（税別）

036201142 M型二連 白
￥740（税別）

D10×H3.6cm

L11.5×S6.8×H3.4cm

036192142 3.5寸すり鉢 黒
￥460（税別）

036202142 M型二連 黒
￥740（税別）

D10×H3.6cm

L11.5×S6.8×H3.4cm

036193142 3.5寸すり鉢 赤
￥460（税別）

036203142 M型二連 赤
￥740（税別）

D10×H3.6cm

L11.5×S6.8×H3.4cm

まいん

119061156 花形鉢（中）
￥2,800（税別）D20.3×H5.9cm

119051156 花形鉢（大）
￥4,000（税別）D24.4×H6.9cm

119081156 粉引中皿
￥2,800（税別）D22.2×H3.6cm

119071156 粉引大皿
￥4,000（税別）D27.6×H4.3cm
036061142 乳白スリ鉢（大）
￥1,300（税別）
L16×S15×H9.6cm

036051142 乳白納豆鉢（大）
￥1,500（税別）L17×S11.7×H8.3cm
036041142 乳白納豆鉢（小）
￥1,400（税別）L14.5×S9.3×H6.9cm

036031142
乳白ゴマダレ小鉢
￥1,200（税別）
L14.6×S11.7×H4.4cm

036120134 4寸すり鉢 黒十草
￥830（税別）D12.5×H5.5cm
036130134 5寸すり鉢 黒十草
￥880（税別）D14×H6cm
036140134 6寸すり鉢 黒十草
￥1,200（税別）D17.5×H7.3cm

119041156 花形鉢（特大）
￥4,400（税別）D25.3×H8.8cm

036150134 7寸すり鉢 黒十草
￥2,200（税別）D22×H9cm
119023115 小丼 赤
￥1,000（税別）D12.6cm×H7.5cm

036160134 8寸すり鉢 黒十草
￥4,600（税別）D24.8×H10.5cm

119013115 丼 赤
￥1,600（税別）D16×H10cm

036070134 9寸すり鉢 黒十草
￥8,300（税別）Ｄ27.5×Ｈ11.5cm

036062142 黒スリ鉢（大）
￥1,300（税別）
L16×S15×H9.6cm

119024115 小丼 緑
￥870（税別）D12.6cm×H7.5cm

036052142 黒納豆鉢（大）
￥1,500（税別）L17×S11.7×H8.3cm
036042142 黒納豆鉢（小）
￥1,400（税別）L14.5×S9.3×H6.9cm

036032142
黒ゴマダレ小鉢
￥1,200（税別）
L14.6×S11.7×H4.4cm

036080134 尺二寸すり鉢 黒十草
￥27,600（税別）Ｄ36.3×Ｈ15.2cm
036090134 尺五寸すり鉢 黒十草
￥69,000（税別）Ｄ46.5×Ｈ20cm

119014115 丼 緑
￥1,400（税別）D16×H10cm
036100120 山椒すりこぎ9cm
￥300（税別）9cm

119025115 小丼 青
￥870（税別）D12.6cm×H7.5cm
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119015115 丼 青
￥1,400（税別）D16×H10cm

036021142
乳白M型ソースポット
￥1,100（税別）

036011142
乳白花弁スリ小鉢（小）
￥400（税別）

L11.4×S7.8×H6.5cm

L5.5×S5.3×H2.4cm

036170120 山椒すりこぎ17.5cm
￥540（税別）17.5cm
036180120 山椒すりこぎ24cm
￥720（税別）24cm

ジャパニーズスタイル

036110120 山椒すりこぎ13cm
￥460（税別）13cm
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Douban

035163143 土瓶 唐草 赤
￥6,000（税別）
Ｌ21×Ｓ16×Ｈ15cm 1,800cc

035133143
湯呑 笹 赤
￥920（税別）

035143143
湯呑 あられ 赤
￥920（税別）

035153143
急須 唐草 赤
￥2,500（税別）

Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

Ｌ15×Ｓ10.5×Ｈ11cm 340cc

035033143 茶碗 唐草 赤（小）
￥1,400（税別）Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035063143 茶碗 笹 赤（小）
￥1,400（税別）Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035093143 茶碗 あられ 赤（小）
￥1,400（税別）Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035023143 茶碗 唐草 赤（中）
￥1,600（税別）Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035053143 茶碗 笹 赤（中）
￥1,600（税別）Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035083143 茶碗 あられ 赤（中）
￥1,600（税別）Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035013143 茶碗 唐草 赤（大）
￥1,900（税別）Ｄ13×Ｈ7.5cm

035043143 茶碗 笹 赤（大）
￥1,900（税別）Ｄ13×Ｈ7.5cm

035073143 茶碗 あられ 赤（大）
￥1,900（税別）Ｄ13×Ｈ7.5cm

035273143
そば千代口 唐草 赤
￥1,100（税別）

035283143
汁つぎ 唐草 赤
￥1,700（税別）

035263143
おちょこ 唐草 赤
￥780（税別）

035333143
冷酒盃 唐草 赤
￥800（税別）

035343143
とっくり 唐草 赤
￥1,340（税別）

035303143
角小皿 唐草 赤
￥1,000（税別）

D7.7×H6.8cm

D7.2×H9.2cm

D6.5×H3.7cm

L5.5×S5×H5.8cm

D4.3×H13cm

L10.4×S10.4×H2.2cm

190cc

210cc

60cc

70cc

130cc

035160143 土瓶 唐草 黒
￥6,000（税別）
Ｌ21×Ｓ16×Ｈ15cm 1,800cc

035122143
湯呑 唐草 黒
￥920（税別）

035132143
湯呑 笹 黒
￥920（税別）

035142143
湯呑 あられ 黒
￥920（税別）

035150143
急須 唐草 黒
￥2,500（税別）

Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

Ｌ15×Ｓ10.5×Ｈ11cm 340cc

035032143 茶碗 唐草 黒（小）
￥1,400（税別）Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035062143 茶碗 笹 黒（小）
￥1,400（税別）Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035092143 茶碗 あられ 黒（小）
￥1,400（税別）Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035022143 茶碗 唐草 黒（中）
￥1,600（税別）Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035052143 茶碗 笹 黒（中）
￥1,600（税別）Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035082143 茶碗 あられ 黒（中）
￥1,600（税別）Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035012143 茶碗 唐草 黒（大）
￥1,900（税別）Ｄ13×Ｈ7.5cm

035042143 茶碗 笹 黒（大）
￥1,900（税別）Ｄ13×Ｈ7.5cm

035072143 茶碗 あられ 黒（大）
￥1,900（税別）Ｄ13×Ｈ7.5cm

035270143
そば千代口 唐草 黒
￥1,100（税別）

035280143
汁つぎ 唐草 黒
￥1,700（税別）

035260143
おちょこ 唐草 黒
￥780（税別）

035332143
冷酒盃 唐草 黒
￥800（税別）

035342143
とっくり 唐草 黒
￥1,340（税別）

035300143
角小皿 唐草 黒
￥1,000（税別）

D7.7×H6.8cm

D7.2×H9.2cm

D6.5×H3.7cm

L5.5×S5×H5.8cm

D4.3×H13cm

L10.4×S10.4×H2.2cm

190cc

210cc

60cc

70cc

130cc

IROHA

168012143 土瓶 黒
￥2,900（税別）

168013143 土瓶 赤
￥2,900（税別）

168014143 土瓶 黄
￥2,900（税別）

168015143 土瓶 青
￥2,900（税別）

L13.5×S9.5×H11.2cm 430cc

L13.5×S9.5×H11.2cm 430cc

L13.5×S9.5×H11.2cm 430cc

L13.5×S9.5×H11.2cm 430cc

168022143 茶碗 黒
￥1,240（税別）

168023143 茶碗 赤
￥1,240（税別）

168024143 茶碗 黄
￥1,240（税別）

168025143 茶碗 青
￥1,240（税別）

D11.6×H6.8cm

D11.6×H6.8cm

D11.6×H6.8cm

D11.6×H6.8cm

168032143 湯のみ 黒
￥920（税別）

168033143 湯のみ 赤
￥920（税別）

168034143 湯のみ 黄
￥920（税別）

168035143 湯のみ 青
￥920（税別）

D8.2×H8.4cm 240cc

D8.2×H8.4cm 240cc

D8.2×H8.4cm 240cc

D8.2×H8.4cm 240cc

040074107
織部丸珍味
￥600（税別）

040073107
さび丸珍味
￥600（税別）

040075107
青丸珍味
￥600（税別）

040071107
白丸珍味
￥600（税別）

040072107
黒丸珍味
￥600（税別）

040076107
赤丸珍味
￥600（税別）

D4×H2.5cm

D4×H2.5cm

D4×H2.5cm

D4×H2.5cm

D4×H2.5cm

D4×H2.5cm

040101107 粉引き変型長突出皿
￥3,000（税別）L35×S7×H1cm

040102107 黒古紋変型長突出皿
￥3,000（税別）L35×S7×H1cm

ぎゃらりい
手造り

ジャパニーズスタイル
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035123143
湯呑 唐草 赤
￥920（税別）
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まったり

043281107
粉引ぐい呑み
￥750（税別）

043283107
赤黒ぐい呑み
￥750（税別）

043284107
織部ぐい呑み
￥750（税別）

043282107
黒織部ぐい呑み
￥750（税別）

D7×H3.8cm 80cc

D7×H3.8cm 80cc

D7×H3.8cm 80cc

D7×H3.8cm 80cc

酒器シリーズ
043271107
粉引ヒネリ一口カップ
￥1,300（税別）

043273107
赤黒ヒネリ一口カップ
￥1,300（税別）

043274107
織部ヒネリ一口カップ
￥1,300（税別）

043272107
黒織部ヒネリ一口カップ
￥1,300（税別）

L8×S7.5×H6cm 110cc

L8×S7.5×H6cm 110cc

L8×S7.5×H6cm 110cc

L8×S7.5×H6cm 110cc

043261107
粉引ヒネリロックカップ
￥1,400（税別）

043263107
赤黒ヒネリロックカップ
￥1,400（税別）

043264107
織部ヒネリロックカップ
￥1,400（税別）

043262107
黒織部ヒネリロックカップ
￥1,400（税別）

L10×S9.5×H7cm 200cc

L10×S9.5×H7cm 200cc

L10×S9.5×H7cm 200cc

L10×S9.5×H7cm 200cc

043251107
粉引ヒネリフリーカップ
￥1,800（税別）

043253107
赤黒ヒネリフリーカップ
￥1,800（税別）

043254107
織部ヒネリフリーカップ
￥1,800（税別）

043252107
黒織部ヒネリフリーカップ
￥1,800（税別）

D9×H9.5cm 220cc

D9×H9.5cm 220cc

D9×H9.5cm 220cc

D9×H9.5cm 220cc

043291107
粉引ヒネリタンブラー
（小）
￥2,100（税別）

043293107
赤黒ヒネリタンブラー
（小）
￥2,100（税別）

043294107
織部ヒネリタンブラー
（小）
￥2,100（税別）

043292107
黒織部ヒネリタンブラー
（小）
￥2,100（税別）

D10.8×H10.2cm 400cc

D10.8×H10.2cm 400cc

D10.8×H10.2cm 400cc

D10.8×H10.2cm 400cc

043301107
粉引ヒネリタンブラー
（大）
￥3,900（税別）

043303107
赤黒ヒネリタンブラー
（大）
￥3,900（税別）

043304107
織部ヒネリタンブラー
（大）
￥3,900（税別）

043302107
黒織部ヒネリタンブラー
（大）
￥3,900（税別）

D11.8×H14.4cm 600cc

D11.8×H14.4cm 600cc

D11.8×H14.4cm 600cc

D11.8×H14.4cm 600cc

041011107
円錐うのふ盃
￥2,100（税別）

041014107
円錐織部盃
￥2,100（税別）

D6.5×H7cm 55cc

D6.5×H7cm 55cc

041016107
円錐灰釉盃
￥2,100（税別）

041015107
円錐青盃
￥2,100（税別）

D6.5×H7cm 55cc

D6.5×H7cm 55cc

がっくり
手造り

041020107 徳利
￥3,700（税別）
041013107
円錐黄瀬戸盃
￥2,100（税別）

041012107
円錐黒盃
￥2,100（税別）

D6.5×H7cm 55cc

D6.5×H7cm 55cc

D11×H11cm 200cc

箸おき
042061132 土管 白
￥1,100（税別）L5×S3×H2.7cm

042051132 カトラリーレスト 白
￥1,600（税別）L10×S3×H1.3cm

042041132 消しゴム 白
￥880（税別）L7×S3×H1.4cm

042062132 土管 黒
￥1,100（税別）L5×S3×H2.7cm

042052132 カトラリーレスト 黒
￥1,600（税別）L10×S3×H1.3cm

042042132 羊かん 黒
￥880（税別）L7×S3×H1.4cm

042071132 はしぶくろ 白
￥1,000（税別）L5×S4.4×H2.3cm

042081132 サイコロ 白
￥1,400（税別）L4×S3.8×H4.2cm

042011132 まるめ5cm 白
￥830（税別）L5×S1.8×H1.7cm

042021132 カトラリーレストまるめ10cm 白
￥1,500（税別）L10.2×S1.8×H1.6cm

042072132 はしぶくろ 黒
￥1,000（税別）L5×S4.4×H2.3cm

042082132 サイコロ 黒
￥1,400（税別）L4×S3.8×H4.2cm

042012132 まるめ5cm 黒
￥830（税別）L5×S1.8×H1.7cm

042022132 カトラリーレストまるめ10cm 黒
￥1,500（税別）L10.2×S1.8×H1.6cm

042031132 まくら 白
￥1,000（税別）L4.6×S2.3×H1.8cm

042101132 リング 白
￥800（税別）Ｄ4.5×Ｈ1.1cm

042121132 スプリング 白
￥1,000（税別）L7×S2.5×H2.5cm

042091132 むすび 白
￥1,000（税別）L6.5×S3.5×H2.5cm

042032132 まくら 黒
￥1,000（税別）L4.6×S2.3×H1.8cm

042102132 リング 黒
￥800（税別）Ｄ4.5×Ｈ1.1cm

042122132 スプリング 黒
￥1,000（税別）L7×S2.5×H2.5cm

042092132 むすび 黒
￥1,000（税別）L6.5×S3.5×H2.5cm

042111132 三角むすび 白
￥1,400（税別）L4.3×S2.2×H5.7cm

042131132 ねじり
（小）白
￥800（税別）L7.3×S1.5×H1.2cm

042141132 ねじり
（大）白
￥1,400（税別）L12×S1.5×H1.2cm

042112132 三角むすび 黒
￥1,400（税別）L4.3×S2.2×H5.7cm

042132132 ねじり
（小）黒
￥800（税別）L7.3×S1.5×H1.2cm

042142132 ねじり
（大）黒
￥1,400（税別）L12×S1.5×H1.2cm

手造り

042151153
四角結び 赤
￥500（税別）

042152153
四角結び 青
￥500（税別）

042181153
長角結び 赤
￥500（税別）

042182153
長角結び 青
￥500（税別）

レ
L3.8×S3.8×H1.2cm ○

L3.8×S3.8×H1.2cm

レ
L5×S2.7×H1.8cm ○

L5×S2.7×H1.8cm

箸おき
手描き

043200140
黒伊賀冷酒クーラーセット
￥3,400（税別）D14.2×H8.5cm 150cc
043220140
黒伊賀冷酒徳利
￥560（税別）D5×H10.5cm 150cc

043170140 黒伊賀酒燗器W
￥3,700（税別）L23×S9.5×H19cm 300cc
043190140 黒伊賀大反ぐい呑
￥370（税別）D5×H4cm 65cc

043140140
黒備前冷酒徳利
￥560（税別）D5×H10.5cm 150cc

043090140 黒備前酒燗器W
￥3,700（税別）L23×S9.5×H19cm 300cc

042161153
四角紋 赤
￥500（税別）

042162153
四角紋 青
￥500（税別）

042191153
長角紋 赤
￥500（税別）

042192153
長角紋 青
￥500（税別）

レ
L3.8×S3.8×H1.2cm ○

L3.8×S3.8×H1.2cm

レ
L5×S2.7×H1.8cm ○

L5×S2.7×H1.8cm

042171153
四角もみじ 赤
￥500（税別）

042172153
四角もみじ 青
￥500（税別）

042201153
長角もみじ 赤
￥500（税別）

042202153
長角もみじ 青
￥500（税別）

レ
L3.8×S3.8×H1.2cm ○

L3.8×S3.8×H1.2cm

レ
L5×S2.7×H1.8cm ○

L5×S2.7×H1.8cm

043110140 黒備前大反ぐい呑
￥370（税別）D5×H4cm 65cc

043070140 黒備前酒燗器（小）
￥1,800（税別）D10×H14.3cm 150cc

043160140 黒伊賀酒燗器（大）
￥3,200（税別）D12×H17cm 300cc

043080140 黒備前酒燗器（大）
￥3,200（税別）D12×H17cm 300cc
043100140 黒備前大丸ぐい呑
￥410（税別）D6.8×H4.4cm 80cc

034073116
箸皿 青
￥560（税別）

034071116
箸皿 白
￥560（税別）

034072116
箸皿 黒
￥560（税別）

L11.5×S2.8×H1.5cm

L11.5×S2.8×H1.5cm

L11.5×S2.8×H1.5cm

ジャパニーズスタイル

043150140 黒伊賀酒燗器（小）
￥1,800（税別）D10×H14.3cm 150cc

043180140 黒伊賀大丸ぐい呑
￥410（税別）D6.8×H4.4cm 80cc
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043120140
黒備前冷酒クーラーセット
￥3,400（税別）D14.2×H8.5cm 150cc

52

SOME-IRO

088311135
小皿 あさがお
￥920（税別）

088312135
小皿 はす
￥920（税別）

L11.2×S10.1×H2cm

L11.2×S10.1×H2cm

SOME-IRO

- 染め色 -

- 染め色 -

NEW
088401135
マグカップ あさがお
￥1,580（税別）

NEW
088402135
マグカップ はす
￥1,580（税別）

NEW
088403135
マグカップ カラー
￥1,580（税別）

L10.6×S8.6×H9.1cm

L10.6×S8.6×H9.1cm

L10.6×S8.6×H9.1cm

200cc

200cc

200cc

NEW
088404135
マグカップ ガーベラ
￥1,580（税別）

NEW
088405135
マグカップ バラ
￥1,580（税別）

NEW
088406135
マグカップ あじさい
￥1,580（税別）

L10.6×S8.6×H9.1cm

L10.6×S8.6×H9.1cm

L10.6×S8.6×H9.1cm

200cc

200cc

200cc

088352135
ミニカップ はす
￥1,020（税別）

L12.8×S9.4×H13cm

L6.7×S6.7×H7.5cm

L6.7×S6.7×H7.5cm

420cc

90cc

90cc

088353135
ミニカップ カラー
￥1,020（税別）

088354135
ミニカップ ガーベラ
￥1,020（税別）

L6.7×S6.7×H7.5cm

L6.7×S6.7×H7.5cm

90cc

90cc

088355135
ミニカップ バラ
￥1,020（税別）

088356135
ミニカップ あじさい
￥1,020（税別）

L6.7×S6.7×H7.5cm

L6.7×S6.7×H7.5cm

90cc

90cc

088364135
ポット ガーベラ
￥3,980（税別）
L12.8×S9.4×H13cm
420cc
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088314135
小皿 ガーベラ
￥920（税別）

L11.2×S10.1×H2cm

L11.2×S10.1×H2cm

088315135
小皿 バラ
￥920（税別）

088316135
小皿 あじさい
￥920（税別）

L11.2×S10.1×H2cm

L11.2×S10.1×H2cm

088322135 中皿 はす
￥2,480（税別）L22×S20.5×H3.2cm

088324135 中皿 ガーベラ
￥2,480（税別）L22×S20.5×H3.2cm

088332135 大皿 はす
￥3,800（税別）L28.2×S26.5×H3.6cm

088334135 大皿 ガーベラ
￥3,800（税別）L28.2×S26.5×H3.6cm

088341135 ボウル あさがお
￥1,680（税別）L14.9×S13.6×H5.7cm

088342135 ボウル はす
￥1,680（税別）L14.9×S13.6×H5.7cm

088343135 ボウル カラー
￥1,680（税別）L14.9×S13.6×H5.7cm

088344135 ボウル ガーベラ
￥1,680（税別）L14.9×S13.6×H5.7cm

088345135 ボウル バラ
￥1,680（税別）L14.9×S13.6×H5.7cm

088346135 ボウル あじさい
￥1,680（税別）L14.9×S13.6×H5.7cm

ジャパニーズスタイル

088351135
ミニカップ あさがお
￥1,020（税別）

088362135
ポット はす
￥3,980（税別）

088313135
小皿 カラー
￥920（税別）
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SOME-IRO

SOME-IRO

- 染め色 -

- 染め色 088370143
マルチカップ とっくり
￥1,200（税別）
D7.7×H6.8cm 190cc

088371135
フリーカップ あさがお
￥1,900（税別）

088372135
フリーカップ はす
￥1,900（税別）

088373135
フリーカップ カラー
￥1,900（税別）

088374135
フリーカップ ガーベラ
￥1,900（税別）

088375135
フリーカップ バラ
￥1,900（税別）

088376135
フリーカップ あじさい
￥1,900（税別）

D10.4×H11.2cm 350cc

D10.4×H11.2cm 350cc

D10.4×H11.2cm 350cc

D10.4×H11.2cm 350cc

D10.4×H11.2cm 350cc

D10.4×H11.2cm 350cc

088380143
マルチカップ 泡
￥1,200（税別）
D7.7×H6.8cm 190cc

088390143
マルチカップ 角
￥1,200（税別）
D7.7×H6.8cm 190cc

088381135
お酒入 あさがお
￥2,000（税別）

088382135
お酒入 はす
￥2,000（税別）

088383135
お酒入 カラー
￥2,000（税別）

088384135
お酒入 ガーベラ
￥2,000（税別）

088385135
お酒入 バラ
￥2,000（税別）

088386135
お酒入 あじさい
￥2,000（税別）

D2.3×H15cm 240cc

D2.3×H15cm 240cc

D2.3×H15cm 240cc

D2.3×H15cm 240cc

D2.3×H15cm 240cc

D2.3×H15cm 240cc

088400143
マルチカップ 縞
￥1,200（税別）
D7.7×H6.8cm 190cc

088392135
お酒呑 はす
￥800（税別）

088393135
お酒呑 カラー
￥800（税別）

088394135
お酒呑 ガーベラ
￥800（税別）

088395135
お酒呑 バラ
￥800（税別）

088396135
お酒呑 あじさい
￥800（税別）

D5.1×H5.7cm 50cc

D5.1×H5.7cm 50cc

D5.1×H5.7cm 50cc

D5.1×H5.7cm 50cc

D5.1×H5.7cm 50cc

D5.1×H5.7cm 50cc

088410143
マルチカップ 串丸
￥1,200（税別）
D7.7×H6.8cm 190cc

ジャパニーズスタイル
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088391135
お酒呑 あさがお
￥800（税別）
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NEW
125015143
角皿（小）
ブルー
（ソーサー）
￥2,000（税別）

WAN-GURI

RYU

L13.2×S13.2×H1.9cm

- 流-

125025143
角皿（大）ブルー
￥4,600（税別）
L26×S25.8×H3cm

125035143
カップ ブルー
￥1,500（税別）

125055143
クリーマー ブルー
￥830（税別）

L10.2×S7.7×H6.2cm

L5.6×S4.4×H5.4cm

130cc

40cc

213011173
片口（小）白
￥680（税別）

213021173
ミニカップ 白
￥800（税別）

125045143 ポット ブルー
￥2,600（税別）

L8.7×S7.9×H4.2cm

D7.6×H6cm

L18×S9.6×H10.7cm 360cc

70cc

120cc

※茶こし付

213031173
茶碗 白
￥1,120（税別）

213041173
高台珍味 白
￥1,200（税別）

D12.3×H6.6cm

D7.2×H6.7cm

213051173
マグカップ 白
￥1,400（税別）

213061173
片口（大）白
￥1,440（税別）

L11.4×S8.3×H11cm

L12×S10×H8.7cm

350cc

300cc

213071173 皿（大）白
￥2,600（税別）D23.7×H2.1cm

213081173
丼 白
￥2,800（税別）

213091173
盛鉢 白
￥3,400（税別）

D14.9×H10.5cm

D24.4×H6.8cm

125011143
角皿（小）
グレー
（ソーサー）
￥2,000（税別）
L13.2×S13.2×H1.9cm

213024173
ミニカップ トルコ
￥800（税別）

L8.7×S7.9×H4.2cm

D7.6×H6cm

70cc

120cc

213034173
茶碗 トルコ
￥1,120（税別）

213044173
高台珍味 トルコ
￥1,200（税別）

D12.3×H6.6cm

D7.2×H6.7cm

213015173
片口（小）織部
￥680（税別）

213025173
ミニカップ 織部
￥800（税別）

L8.7×S7.9×H4.2cm

D7.6×H6cm

70cc

120cc

213035173
茶碗 織部
￥1,120（税別）

213045173
高台珍味 織部
￥1,200（税別）

D12.3×H6.6cm

D7.2×H6.7cm

125021143
角皿（大）グレー
￥4,600（税別）
213054173
マグカップ トルコ
￥1,400（税別）

213064173
片口（大）トルコ
￥1,440（税別）

L11.4×S8.3×H11cm

L12×S10×H8.7cm

350cc

300cc

213055173
マグカップ 織部
￥1,400（税別）

213065173
片口（大）織部
￥1,440（税別）

L11.4×S8.3×H11cm

L12×S10×H8.7cm

350cc

300cc

L26×S25.8×H3cm

213074173 皿（大）トルコ
￥2,600（税別）D23.7×H2.1cm

213075173 皿（大）織部
￥2,600（税別）D23.7×H2.1cm

213084173
丼 トルコ
￥2,800（税別）

213094173
盛鉢 トルコ
￥3,400（税別）

D14.9×H10.5cm

D24.4×H6.8cm

125031143
カップ グレー
￥1,500（税別）

125051143
クリーマー グレー
￥830（税別）

L10.2×S7.7×H6.2cm

L5.6×S4.4×H5.4cm

130cc

40cc

213085173
丼 織部
￥2,800（税別）

213095173
盛鉢 織部
￥3,400（税別）

125041143 ポット グレー
￥2,600（税別）

D14.9×H10.5cm

D24.4×H6.8cm

※茶こし付

L18×S9.6×H10.7cm 360cc

ジャパニーズスタイル
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213014173
片口（小）トルコ
￥680（税別）
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NEW

MO-RI

KAKU
- 角010011039 花柄 白マット
（小）
￥2,600（税別）L19.5×S19.5×Ｈ2.3cm

010012039 花柄 黒マット
（小）
￥2,600（税別）L19.5×S19.5×Ｈ2.3cm

010021039 花柄 白マット
（中）
￥3,500（税別）L22×S22×Ｈ2.7cm

010022039 花柄 黒マット
（中）
￥3,500（税別）L22×S22×Ｈ2.7cm

010031039 花柄 白マット
（大）
￥4,700（税別）L25.5×S25.5×Ｈ2.8cm

010032039 花柄 黒マット
（大）
￥4,700（税別）L25.5×S25.5×Ｈ2.8cm

010041039 水引き 白マット
（小）
￥2,600（税別）L19.5×S19.5×Ｈ2.3cm

010042039 水引き 黒マット
（小）
￥2,600（税別）L19.5×S19.5×Ｈ2.3cm

010051039 水引き 白マット
（中）
￥3,500（税別）L22×S22×Ｈ2.7cm

010052039 水引き 黒マット
（中）
￥3,500（税別）L22×S22×Ｈ2.7cm

010061039 水引き 白マット
（大）
￥4,700（税別）L25.5×S25.5×Ｈ2.8cm

010062039 水引き 黒マット
（大）
￥4,700（税別）L25.5×S25.5×Ｈ2.8cm

162016001
カップ 扇 金
￥720（税別）

162056001
タンブラー 扇 金
￥1,380（税別）

162017001
カップ 扇 銀
￥720（税別）

162057001
タンブラー 扇 銀
￥1,380（税別）

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

150cc

320cc

150cc

320cc

MAKIE
209011135 レリーフディナープレート 白
￥4,440（税別）L33×S28×H2.7cm

209021135 クーププレート 白
￥3,780（税別）L27.5×S23×H4.2cm

209024135 クーププレート 緑
￥3,780（税別）L27.5×S23×H4.2cm

209015135 レリーフディナープレート 茶
￥4,440（税別）L33×S28×H2.7cm

209025135 クーププレート 茶
￥3,780（税別）L27.5×S23×H4.2cm

209031135 コーヒーカップ 白
￥1,720（税別）L10.8×S7.5×H7cm 110cc

209034135 コーヒーカップ 緑
￥1,720（税別）L10.8×S7.5×H7cm 110cc

209035135 コーヒーカップ 茶
￥1,720（税別）L10.8×S7.5×H7cm 110cc

209041135 レリーフコーヒーソーサー 白
￥1,110（税別）L16×S13×H1.5cm

209044135 レリーフコーヒーソーサー 緑
￥1,110（税別）L16×S13×H1.5cm

209045135 レリーフコーヒーソーサー 茶
￥1,110（税別）L16×S13×H1.5cm

162026001
カップ 角連結 金
￥720（税別）

162066001
タンブラー 角連結 金
￥1,380（税別）

162027001
カップ 角連結 銀
￥720（税別）

162067001
タンブラー 角連結 銀
￥1,380（税別）

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

150cc

320cc

150cc

320cc

162036001
カップ 桜 金
￥720（税別）

162076001
タンブラー 桜 金
￥1,380（税別）

162037001
カップ 桜 銀
￥720（税別）

162077001
タンブラー 桜 銀
￥1,380（税別）

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

150cc

320cc

150cc

320cc

162046001
カップ 角紋 金
￥720（税別）

162086001
タンブラー 角紋 金
￥1,380（税別）

162047001
カップ 角紋 銀
￥720（税別）

162087001
タンブラー 角紋 銀
￥1,380（税別）

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

D6.5×H9cm

D8.8×H14cm

150cc

320cc

150cc

320cc

- 蒔絵 -

ジャパニーズスタイル
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209014135 レリーフディナープレート 緑
￥4,440（税別）L33×S28×H2.7cm

60

メインプレートコレクション

［ 右上 ］
14p／188061164

SO-NO-園- 28cm丸皿 白

￥6,000（税別）D28×H0.8cm

［ 左上 ］ 61p／180063167

95p／104032104

源 ディナーフォーク 赤

95p／104012104

源 ディナーナイフ 赤

メインプレート 錆び赤絵

¥6,000（税別）D29.3×H2.5cm

［ 中央 ］
5p／179031164

［ 左下 ］ 61p／180034167

メインプレート かいらぎ釉

¥5,200（税別）D29.3×H2.5cm
86p／070962117

JUN-純- さくら中鉢

52p／041014107
52p／041011107
8p／211019107
44p／033132101

［ 中上 ］ 31p／185081167

KE-ZU-RI 大皿 新粉引

¥4,800（税別）D26×H4.8cm
15p／186062164

HI-TO 角陶板（大）

52p／042151153

箸置き 四角結び 赤

TSU-TSU ZAKKU 白 ロング
がっくり 円錐織部盃
がっくり 円錐うのふ盃
PU-PE-RA X型（中）銀
創膳 くびれ盃

44p／033131101 じゃぱん くびれ盃
90p／070443051

JUN-純- フラネボルドーM 赤

90p／070442051

JUN-純- フラネボルドーM 黒

［ 右下 ］
［ 中下 ］ 32p／184011167

GI-ZA 8寸浅鉢 白

¥4,200（税別）D26.2×H5cm

14p／188065164

SO-NO-園- 28cm丸皿 青

￥6,000（税別）D28×H0.8cm

15p／186062164

HI-TO 角陶板（大）

95p／104031104

源 ディナーフォーク 黒

52p／042161153

箸置き 四角紋 赤

95p／104011104

源 ディナーナイフ 黒

［ 左上 ］ 62p／180028110

メインプレート 絹衣 クレータープレート

¥5,800（税別）D28.5×H1.8cm
90p／070420051
［ 左下 ］ 62p／180049110

JUN-純- フラネシャンパン 白
メインプレート 銀麟 クレータープレート

¥5,800（税別）D28.5×H1.8cm
90p／070422051

JUN-純- フラネシャンパン 黒

［ 中上 ］ 27p／204013171

SHIBUKI 30.5㎝プレート 赤

¥4,400（税別）D30.9×H2cm
94p／145046014

シャンテ 13cm深ボウル ゴールド

86p／070581151

カトラリーレスト 白

98p／079010104

ニューヨークモダン ミラー ディナーナイフ

98p／079020104

ニューヨークモダン ミラー ディナースプーン

98p／079030104

ニューヨークモダン ミラー ディナーフォーク

［ 右上 ］
29p／207012172

90p／070412051

JUN-純- フラネビアー 黒

［ 中央 ］
6p／187012164
81p／067326114

SA-FU 山型 黒 ロング
LIBERA ゴールド8.5cmミニカップ

81p／067226110
LIBERA ゴールドスラント7cm丸ボウル
［ 右下 ］
29p／207015172

TEN-KUU-天空- プレート
（大）紺

￥3,400（税別）D28.5×H1.8cm
90p／070410051

［ 中下 ］ 27p／204011171

TEN-KUU-天空- プレート
（大）黒

￥3,400（税別）D28.5×H1.8cm

JUN-純- フラネビアー 白

SHIBUKI 30.5㎝プレート 白

¥4,400（税別）D30.9×H2cm
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94p／145047014

シャンテ 13cm深ボウル プラチナ

86p／070582151

カトラリーレスト 黒

97p／079011104

ニューヨークモダン ブラスト ディナーナイフ

97p／079021104

ニューヨークモダン ブラスト ディナースプーン

97p／079031104

ニューヨークモダン ブラスト ディナーフォーク
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メインプレートコレクション
180059167 錆びとくさ
￥5,200（税別）D29.3×H2.5cm 手描き

180026167 縁金彩
レ
￥5,600（税別）D29.3×H2.5cm 手描き・○

180027167 縁銀彩
レ
￥5,600（税別）D29.3×H2.5cm 手描き・○
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185081167 KE-ZU-RI 大皿 新粉引
￥4,800（税別）D26×H4.8cm 手造り

180041167 錆び線かいらぎ
￥5,200（税別）D29.3×H2.5cm 手描き

180212037 ドロップ 黒
￥5,600（税別）D29.3×H1.5cm

185084167 KE-ZU-RI 大皿 緑貫入
￥4,800（税別）D26×H4.8cm 手造り

180034167 かいらぎ釉
￥5,200（税別）D29.3×H2.5cm

180016167 市松金彩
レ
￥5,400（税別）D26.2×H5cm 手描き・○

NEW
180102170 SEKI-KOKU 黒リム
￥6,000（税別）D28×H2.4cm

180018110 絹衣 リムプレート
￥3,900（税別）D27.8×H2.8cm

194012037 MIYABI -雅- 26cmプレート
￥3,700（税別）D26.2×H2.5cm

180017167 市松銀彩
レ
￥5,400（税別）D26.2×H5cm 手描き・○

NEW
180103170 SEKI-KOKU 赤リム
￥6,000（税別）D28×H2.4cm

180039110 銀麟 リムプレート
￥3,900（税別）D27.8×H2.8cm

180063167 錆び赤絵
￥6,000（税別）D29.3×H2.5cm 手描き

180028110 絹衣 クレータープレート
￥5,800（税別）D28.5×H1.8cm

180202037 ネット 黒
￥5,600（税別）D29.3×H1.5cm

180226037 ダイヤ 金
￥5,480（税別）D29.3×H1.5cm

185088167 KE-ZU-RI 大皿 アメ釉
￥4,800（税別）D26×H4.8cm 手造り

180049110 銀麟 クレータープレート
￥5,800（税別）D28.5×H1.8cm

180203037 ネット 赤
￥5,600（税別）D29.3×H1.5cm

180227037 ダイヤ 銀
￥5,480（税別）D29.3×H1.5cm
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NEW
180071110 HAHENディナープレート
￥4,500（税別）D27.4×H2.4cm

144072037 メゾン ストライプ ディナープレート 黒
レ
￥6,400（税別）D29.3×H1.5cm ○

083044110 MILAN 27cmディナー イエロー
￥4,700（税別）Ｄ27.1×Ｈ3.3cm
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0600200 Moon 27cmプレート ブラック
レ
￥3,800（税別）D27.2×H2.7cm ○

NEW
070399051 JUN -純- サンド R プレート L 赤
レ
￥6,300（税別）D26.5×H2.2cm ガラス・○

070392051 JUN -純- サンド R プレート L 黒
レ
￥5,200（税別）D26.5×H2.2cm ガラス・○

0640360 シャポー プラチナライン 28cmプレート
レ
￥3,700（税別）D28×H3cm ○

NEW
180083171 銅赤 リム
￥3,300（税別）D28.7×H2.8cm

109020010 Pearl クロス27cmディナー
￥6,300（税別）D27.8×H2cm

144075037 メゾン ストライプ ディナープレート 青
レ
￥6,400（税別）D29.3×H1.5cm ○

144073037 メゾン ストライプ ディナープレート 赤
レ
￥6,400（税別）D29.3×H1.5cm ○

0640370 シャポー ゴールドライン 28cmプレート
レ
￥3,700（税別）D28×H3cm ○

NEW
180093171 銅赤 ワイドリム
￥3,300（税別）D28.7×H2.8cm

109030010 Pearl WASHI 27cmディナー
￥4,900（税別）D27.5×H2.4cm

083043110 MILAN 27cmディナー レッド
￥4,700（税別）Ｄ27.1×Ｈ3.3cm

060024010 Moon 27cmプレート イエロー
レ
￥3,800（税別）D27.2×H2.7cm ○

083045110 MILAN 27cmディナー ブルー
￥4,700（税別）Ｄ27.1×Ｈ3.3cm

063053010 MOTENASI ワイドプレート 赤
レ
￥5,250（税別）D27.7×H2.1cm ○

146035041 SPICE 27cmプレート 青
￥3,100（税別）D26.9×H2.6cm

150033135 WA-BI プレート 赤
￥4,300（税別）D30×H2.5cm

060023010 Moon 27cmプレート レッド
レ
￥3,800（税別）D27.2×H2.7cm ○

063052010 MOTENASI ワイドプレート 黒
レ
￥5,250（税別）D27.7×H2.1cm ○

146032041 SPICE 27cmプレート 赤
￥3,100（税別）D26.9×H2.6cm

150031135 WA-BI プレート 白
￥4,300（税別）D30×H2.5cm
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NEW

NEW

WA-GA-SA
205030003
145角小皿
￥1,300（税別）

KO-BA

205010003
280角大皿
￥3,200（税別）

レ
L14.3×S14.3×H2cm ○

レ
L27.5×S27.5×H3.4cm ○

208015072 プレート
（大）
￥3,600（税別）D28.5×H1.8cm

208025072 プレート
（中）
￥2,600（税別）D23.4×H1.6cm

208035072 深皿（大）
￥2,900（税別）D25.6×H5.2cm

208045072 深皿（中）
￥2,100（税別）D21.2×H5.3cm

205020003
200角中皿
￥2,200（税別）
レ
L19.7×S19.7×H2.5cm ○

205040003 280長角皿
レ
￥2,200（税別）L27.8×S14.3×H2cm ○

KAZEN

212012066 27㎝丸皿 黒御影
￥2,600（税別）D26.3×H3.2cm

212022066 21㎝丸皿 黒御影
￥1,800（税別）D21.6×H2.7cm

212011066 27㎝丸皿 白
￥2,400（税別）D26.3×H3.2cm

KUMA-DORI
67

212021066 21㎝丸皿 白
￥1,700（税別）D21.6×H2.7cm

196032041 8インチプレート 白
￥1,480（税別）D21.3×H2.3cm

196033041 8インチプレート 赤
￥1,480（税別）D21.3×H2.3cm

196022041 10インチプレート 白
￥2,100（税別）D26.8×H2.6cm

196023041 10インチプレート 赤
￥2,100（税別）D26.8×H2.6cm

196012041 12インチプレート 白
￥3,700（税別）D32×H3.6cm

196013041 12インチプレート 赤
￥3,700（税別）D32×H3.6cm

モダンスタイル

NEW

68

SPICE

SPICE
ガラス
146081003 145角皿 白/黒
レ
￥950（税別）L14.3×S14.3×H2cm ○
146022041 21cmプレート 赤
￥1,650（税別）D20.7×H1.8cm

146025041 21cmプレート 青
￥1,650（税別）D20.7×H1.8cm

146101003 280角皿 白/黒
レ
￥2,800（税別）L27.5×S27.5×H3.4cm ○

146111003
280長角皿 白/黒
￥2,100（税別）
レ
L27.8×S14.3×H2cm ○

146091003 200角皿 白/黒
レ
￥1,850（税別）L19.7×S19.7×H2.5cm ○

146032041 27cmプレート 赤
￥3,100（税別）D26.9×H2.6cm

146035041 27cmプレート 青
￥3,100（税別）D26.9×H2.6cm

146082003 145角皿 黒/赤
レ
￥950（税別）L14.3×S14.3×H2cm ○

146102003 280角皿 黒/赤
レ
￥2,800（税別）L27.5×S27.5×H3.4cm ○

146042041 30cmプレート 赤
￥4,950（税別）D30.3×H3.1cm

146045041 30cmプレート 青
￥4,950（税別）D30.3×H3.1cm

146112003
280長角皿 黒/赤
￥2,100（税別）
レ
L27.8×S14.3×H2cm ○

146092003 200角皿 黒/赤
レ
￥1,850（税別）L19.7×S19.7×H2.5cm ○

146012041 19cmサラダ皿 赤
￥1,450（税別）D18.8×H3.1cm

146015041 19cmサラダ皿 青
￥1,450（税別）D18.8×H3.1cm

146052041 25cmワイドリムスープ 赤
￥3,850（税別）D25×H4cm

146055041 25cmワイドリムスープ 青
￥3,850（税別）D25×H4cm

146083003 145角皿 白/赤
レ
￥950（税別）L14.3×S14.3×H2cm ○

146103003 280角皿 白/赤
レ
￥2,800（税別）L27.5×S27.5×H3.4cm ○

146065010 コーヒーカップ 青
￥1,500（税別）L11.5×S9.5×H6.6cm 225cc

146072010 コーヒーソーサー 赤
￥1,200（税別）D14.3×H1.8cm

146075010 コーヒーソーサー 青
￥1,200（税別）D14.3×H1.8cm

146113003
280長角皿 白/赤
￥2,100（税別）
146093003 200角皿 白/赤
レ
￥1,850（税別）L19.7×S19.7×H2.5cm ○

レ
L27.8×S14.3×H2cm ○

モダンスタイル
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146062010 コーヒーカップ 赤
￥1,500（税別）L11.5×S9.5×H6.6cm 225cc
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MILAN

MILAN
083143110 6.5cm切立ボウル レッド
￥1,300（税別）Ｄ6.9×Ｈ5.5cm

083153110 9cm切立ボウル レッド
￥1,500（税別）Ｄ9.1×Ｈ7.2cm

083093110 9cmボウル レッド
￥1,200（税別）Ｄ8.8×Ｈ4.6cm

083193110 薄口受皿（小）レッド
￥1,000（税別）Ｄ11.2×Ｈ2cm

083203110 薄口受皿（大）レッド
￥1,100（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm

083113110 12cmボウル レッド
￥2,100（税別）Ｄ11.8cm×Ｈ6.2cm
083203110 薄口受皿（大）レッド
￥1,100（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm

083023110 20cmデザート レッド
￥1,900（税別）Ｄ20.7×Ｈ2.3cm
083033110 24cmミート レッド
￥2,500（税別）Ｄ24.4×Ｈ3cm

083171110
切立コーヒー碗 ホワイト
￥1,150（税別）
L11.3×S9.1×H7.2cm 230cc

083043110 27cmディナー レッド
￥4,700（税別）Ｄ27.1×Ｈ3.3cm

083063110 24cmスープ レッド
￥3,400（税別）Ｄ24.4×Ｈ5.1cm

083141110 6.5cm切立ボウル ホワイト
￥830（税別）Ｄ6.9×Ｈ5.5cm

083151110 9cm切立ボウル ホワイト
￥980（税別）D9.1×H7.2cm

083091110 9cmボウル ホワイト
￥830（税別）D8.8×H4.6cm

083144110 6.5cm切立ボウル イエロー
￥1,300（税別）Ｄ6.9×Ｈ5.5cm

083154110 9cm切立ボウル イエロー
￥1,500（税別）Ｄ9.1×Ｈ7.2cm

083094110 9cmボウル イエロー
￥1,200（税別）Ｄ8.8×Ｈ4.6cm

083191110 薄口受皿（小）ホワイト
￥780（税別）D11.2×H2cm

083201110 薄口受皿（大）ホワイト
￥850（税別）D13.8×H2.3cm

083111110 12cmボウル ホワイト
￥1,400（税別）D11.8×H6.2cm

083194110 薄口受皿（小）イエロー
￥1,000（税別）Ｄ11.2×Ｈ2cm

083204110 薄口受皿（大）イエロー
￥1,100（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm

083114110 12cmボウル イエロー
￥2,100（税別）Ｄ11.8cm×Ｈ6.2cm

083201110
薄口受皿（大）ホワイト
￥850（税別）

083201110 薄口受皿（大）ホワイト
￥850（税別）D13.8×H2.3cm

083204110 薄口受皿（大）イエロー
￥1,100（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm

D13.8×H2.3cm

083021110 20cmデザート ホワイト
￥1,300（税別）D20.7×H2.3cm

083024110 20cmデザート イエロー
￥1,900（税別）Ｄ20.7×Ｈ2.3cm

083031110 24cmミート ホワイト
￥1,800（税別）D24.4×H3cm

083034110 24cmミート イエロー
￥2,500（税別）Ｄ24.4×Ｈ3cm

083041110 27cmディナー ホワイト
￥3,000（税別）D27.1×H3.3cm

083061110 24cmスープ ホワイト
￥2,800（税別）D24.4×H5.1cm

083142110 6.5cm切立ボウル ブラック
￥900（税別）Ｄ6.9×Ｈ5.5cm

083152110 9cm切立ボウル ブラック
￥1,050（税別）Ｄ9.1×Ｈ7.2cm

083092110 9cmボウル ブラック
￥900（税別）Ｄ8.8×Ｈ4.6cm

083192110 薄口受皿（小）ブラック
￥850（税別）Ｄ11.2×Ｈ2cm

083202110 薄口受皿（大）ブラック
￥930（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm

083112110 12cmボウル ブラック
￥1,500（税別）Ｄ11.8cm×Ｈ6.2cm

083181110
切立カプチーノ碗 ホワイト
￥1,250（税別）

083044110 27cmディナー イエロー
￥4,700（税別）Ｄ27.1×Ｈ3.3cm

083064110 24cmスープ イエロー
￥3,400（税別）Ｄ24.4×Ｈ5.1cm

083145110 6.5cm切立ボウル ブルー
￥1,300（税別）Ｄ6.9×Ｈ5.5cm

083155110 9cm切立ボウル ブルー
￥1,500（税別）Ｄ9.1×Ｈ7.2cm

083095110 9cmボウル ブルー
￥1,200（税別）Ｄ8.8×Ｈ4.6cm

083195110 薄口受皿（小）ブルー
￥1,000（税別）Ｄ11.2×Ｈ2cm

083205110 薄口受皿（大）ブルー
￥1,100（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm

083115110 12cmボウル ブルー
￥2,100（税別）Ｄ11.8cm×Ｈ6.2cm

Ｌ13.1×Ｓ11.1×Ｈ6cm 260cc

083201110
薄口受皿（大）ホワイト
￥850（税別）
D13.8×H2.3cm

083202110 薄口受皿（大）ブラック
￥850（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm

083022110 20cmデザート ブラック
￥1,400（税別）Ｄ20.7×Ｈ2.3cm

083025110 20cmデザート ブルー
￥1,900（税別）Ｄ20.7×Ｈ2.3cm

083032110 24cmミート ブラック
￥1,900（税別）Ｄ24.4×Ｈ3cm

083035110 24cmミート ブルー
￥2,500（税別）Ｄ24.4×Ｈ3cm
083062110 24cmスープ ブラック
￥3,000（税別）Ｄ24.4×Ｈ5.1cm

083045110 27cmディナー ブルー
￥4,700（税別）Ｄ27.1×Ｈ3.3cm

083065110 24cmスープ ブルー
￥3,400（税別）Ｄ24.4×Ｈ5.1cm
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083042110 27cmディナー ブラック
￥3,300（税別）Ｄ27.1×Ｈ3.3cm
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083205110 薄口受皿（大）ブルー
￥1,100（税別）Ｄ13.8×Ｈ2.3cm
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144082165
スプーン 黒
￥920（税別）

メゾン ストライプ

Moon

レ
13cm ○

144092165
フォーク 黒
￥920（税別）
144062037 ケーキプレート 黒
レ
￥2,300（税別）D21.3×H2.2cm ○

レ
13.2cm ○

144072037 ディナープレート 黒
レ
￥6,400（税別）D29.3×H1.5cm ○

144042037 コーヒーカップ 黒
￥2,000（税別）
レ
L11.7×S9.2×H6cm 200cc ○

144052037 コーヒーソーサー 黒
レ
￥1,000（税別）D15.2×H2cm ○

144032002 ポット 黒
￥3,600（税別）

144012041 32㎝プラター 黒
￥4,400（税別）

レ
L19×S11×H11cm 420cc ○

レ
Ｌ32.3×Ｓ21.9×Ｈ3.9cm ○

144083165
スプーン 赤
￥920（税別）
レ
13cm ○

060082010 14cmフルーツ ブラック
レ
￥1,400（税別）D14.1×H3.5cm ○

060083010 14cmフルーツ レッド
レ
￥1,400（税別）D14.1×H3.5cm ○

060084010 14cmフルーツ イエロー
レ
￥1,400（税別）D14.1×H3.5cm ○

060072010 24cmパスタ ブラック
レ
￥2,900（税別）D24.1×H4.2cm ○

060073010 24cmパスタ レッド
レ
￥2,900（税別）D24.1×H4.2cm ○

060074010 24cmパスタ イエロー
レ
￥2,900（税別）D24.1×H4.2cm ○

0600100 20cmプレート ブラック
レ
￥2,000（税別）D20×H2.4cm ○

060013010 20cmプレート レッド
レ
￥2,000（税別）D20×H2.4cm ○

060014010 20cmプレート イエロー
レ
￥2,000（税別）D20×H2.4cm ○

0600200 27cmプレート ブラック
レ
￥3,800（税別）D27.2×H2.7cm ○

060023010 27cmプレート レッド
レ
￥3,800（税別）D27.2×H2.7cm ○

060024010 27cmプレート イエロー
レ
￥3,800（税別）D27.2×H2.7cm ○

0600300 30cmプレート ブラック
レ
￥6,200（税別）D30×H3cm ○

060033010 30cmプレート レッド
レ
￥6,200（税別）D30×H3cm ○

060034010 30cmプレート イエロー
レ
￥6,200（税別）D30×H3cm ○

0600400 コーヒーカップ
レ
￥1,300（税別）L10×S7.9×H6.8cm 180cc ○

0600400 コーヒーカップ
レ
￥1,300（税別）L10×S7.9×H6.8cm 180cc ○

0600400 コーヒーカップ
レ
￥1,300（税別）L10×S7.9×H6.8cm 180cc ○

0600600 コーヒーソーサー ブラック
レ
￥890（税別）D14.2×H1.8cm ○

060063010 コーヒーソーサー レッド
レ
￥890（税別）D14.2×H1.8cm ○

060064010 コーヒーソーサー イエロー
レ
￥890（税別）D14.2×H1.8cm ○

144093165
フォーク 赤
￥920（税別）
144063037 ケーキプレート 赤
レ
￥2,300（税別）D21.3×H2.2cm ○

レ
13.2cm ○

144073037 ディナープレート 赤
レ
￥6,400（税別）D29.3×H1.5cm ○

144043037 コーヒーカップ 赤
￥2,000（税別）
レ
L11.7×S9.2×H6cm 200cc ○

144053037 コーヒーソーサー 赤
レ
￥1,000（税別）D15.2×H2cm ○

144033002 ポット 赤
￥3,600（税別）

144013041 32㎝プラター 赤
￥4,400（税別）

レ
L19×S11×H11cm 420cc ○

レ
Ｌ32.3×Ｓ21.9×Ｈ3.9cm ○

144085165
スプーン 青
￥920（税別）
レ
13cm ○

144095165
フォーク 青
￥920（税別）
144065037 ケーキプレート 青
レ
￥2,300（税別）D21.3×H2.2cm ○

レ
13.2cm ○

144075037 ディナープレート 青
レ
￥6,400（税別）D29.3×H1.5cm ○

レ
L11.7×S9.2×H6cm 200cc ○

144055037 コーヒーソーサー 青
レ
￥1,000（税別）D15.2×H2cm ○
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144035022 ポット 青
￥3,600（税別）

144015041 32cmプラター 青
￥4,400（税別）

レ
L19×S11×H11cm 420cc ○

レ
Ｌ32.3×Ｓ21.9×Ｈ3.9cm ○
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144045037 コーヒーカップ 青
￥2,000（税別）
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MOM

GIFT

-マム-

155023055 18cm正角皿 赤
￥1,500（税別）L18×S18×H0.9cm

155013055 13cm正角皿 赤
￥970（税別）L13×S13×H0.9cm

155024055 18cm正角皿 緑
￥1,500（税別）L18×S18×H0.9cm

155014055 13cm正角皿 緑
￥970（税別）L13×S13×H0.9cm

155025055 18cm正角皿 青
￥1,500（税別）L18×S18×H0.9cm

155015055 13cm正角皿 青
￥970（税別）L13×S13×H0.9cm

122026055
18cm正角皿 ゴールド
￥1,500（税別）

122027055
18cm正角皿 プラチナ
￥1,500（税別）

122023055
18cm正角皿 レッド
￥1,500（税別）

122020055
18cm正角皿
￥800（税別）

L18×S18×H0.9cm

L18×S18×H0.9cm

L18×S18×H0.9cm

L18×S18×H0.9cm

122016055
13cm正角皿 ゴールド
￥970（税別）

122017055
13cm正角皿 プラチナ
￥970（税別）

122013055
13cm正角皿 レッド
￥970（税別）

122010055
13cm正角皿
￥690（税別）

L13×S13×H0.9cm

L13×S13×H0.9cm

L13×S13×H0.9cm

L13×S13×H0.9cm

122036055
18cm長角皿 ゴールド
￥970（税別）

122037055
18cm長角皿 プラチナ
￥970（税別）

122033055
18cm長角皿 レッド
￥970（税別）

122030055
18cm長角皿
￥690（税別）

L17.9×S11.5×H0.9cm

L17.9×S11.5×H0.9cm

L17.9×S11.5×H0.9cm

L17.9×S11.5×H0.9cm

122046055
30cm長角皿 ゴールド
￥1,900（税別）

122047055
30cm長角皿 プラチナ
￥1,900（税別）

L30×S10.5×H0.9cm

L30×S10.5×H0.9cm

122043055
30cm長角皿 レッド
￥1,900（税別）

122040055
30cm長角皿
￥920（税別）

L30×S10.5×H0.9cm

L30×S10.5×H0.9cm

155029055 18cm正角皿 グレー
￥1,500（税別）L18×S18×H0.9cm

155019055 13cm正角皿 グレー
￥970（税別）L13×S13×H0.9cm

192025055
18cm正角皿
￥1,500（税別）
L18×S18×H0.9cm

155033055 18cm長角皿 赤
￥970（税別）L17.9×S11.5×H0.9cm

155035055 18cm長角皿 青
￥970（税別）L17.9×S11.5×H0.9cm

155039055 18cm長角皿 グレー
￥970（税別）L17.9×S11.5×H0.9cm

192015055
13cm正角皿
￥970（税別）

155043055
30cm長角皿 赤
￥1,900（税別）

155044055
30cm長角皿 緑
￥1,900（税別）

L30×S10.5×H0.9cm

L30×S10.5×H0.9cm

155045055
30cm長角皿 青
￥1,900（税別）

155049055
30cm長角皿 グレー
￥1,900（税別）

192035055
18cm長角皿
￥970（税別）

192045055
30cm長角皿
￥1,900（税別）

L30×S10.5×H0.9cm

L30×S10.5×H0.9cm

L17.9×S11.5×H0.9cm

L30×S10.5×H0.9cm

L13×S13×H0.9cm
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155034055 18cm長角皿 緑
￥970（税別）L17.9×S11.5×H0.9cm

GORIN
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MIYABI

0471000 13cmボウル
レ
￥800（税別）D13.7×H3.8cm ○

- 雅-

プラティーヌ

0470700
22cmクーププレート
￥1,400（税別）
レ
D22.2×H3.9cm ○

0470500 13cmプレート
レ
￥770（税別）D13.5×H1.8cm ○

0470900 17cmボウル
レ
￥1,260（税別）D17×H5cm ○

0470400 17cmプレート
レ
￥960（税別）D16.8×H1.9cm ○
0470300 22cmプレート
レ
￥1,260（税別）D22×H2.7cm ○
0470200 25cmプレート
レ
￥2,000（税別）D25×H3.3cm ○
0470100 30cmプレート
レ
￥3,900（税別）D29.9×H3.5cm ○

0470600
24cmスーププレート
￥2,150（税別）

0470800 21cmボウル
レ
￥2,300（税別）D21.4×H5.9cm ○

レ
D24.5×H4.4cm ○

194022010 24cmスープ
￥2,450（税別）D24.4×H5.1cm

047102052 13cmボウル ブラック
レ
￥800（税別）D13.7×H3.8cm ○
194042037 カップ
レ
￥1,480（税別）L10.2×S7.8×H5.5cm 180cc ○
194032037 19cmプレート
￥1,700（税別）D21.5×H3.6cm

194012037 26cmプレート
￥3,700（税別）D26.2×H2.5cm

047072052
22cmクーププレート ブラック
￥1,400（税別）

194052037 ソーサー
￥1,250（税別）D14.3×H2.2cm

レ
D22.2×H3.9cm ○

047052052 13cmプレート ブラック
レ
￥770（税別）D13.5×H1.8cm ○

047092052 17cmボウル ブラック
レ
￥1,260（税別）D17×H5cm ○

047042052 17cmプレート ブラック
レ
￥960（税別）D16.8×H1.9cm ○
047032052 22cmプレート ブラック
レ
￥1,260（税別）D22×H2.7cm ○

RAINBOW

047022052 25cmプレート ブラック
レ
￥2,000（税別）D25×H3.3cm ○
047012052 30cmプレート ブラック
レ
￥3,900（税別）D29.9×H3.5cm ○

148031052 クープ 虹
￥1,050（税別）D19.7×H3.9cm

047062052
24cmスーププレート ブラック
￥2,150（税別）
レ
D24.5×H4.4cm ○

047082052 21cmボウル ブラック
レ
￥2,300（税別）D21.4×H5.9cm ○

148051059
コーヒーカップ 虹
￥800（税別）
L11.2×S8.6×H7cm 200cc

148011052 プレート
（小）虹
￥960（税別）D19.3×H1.5cm

148021052 プレート
（大）虹
￥1,960（税別）D26.4×H2.4cm

148041052 スープ 虹
￥1,280（税別）D23.6×H4.4cm

148061059
コーヒーソーサー 虹
￥620（税別）
D15.6×H2.4cm

0640360
28cmプレート
￥3,700（税別）
レ
D28×H3cm ○

シャポー
0640160 16cmボウル
レ
￥1,700（税別）D16×H5cm ○

プラチナライン

0640260 19cmボウル
レ
￥2,200（税別）D19.2×H6cm ○

148033052 クープ 赤
￥1,050（税別）D19.7×H3.9cm
148053059
コーヒーカップ 赤
￥800（税別）
L11.2×S8.6×H7cm 200cc

77

148023052 プレート
（大）赤
￥1,960（税別）D26.4×H2.4cm

148043052 スープ 赤
￥1,280（税別）D23.6×H4.4cm

D15.6×H2.4cm

レ
D28×H3cm ○

シャポー
0640170 16cmボウル
レ
￥1,700（税別）D16×H5cm ○
0640270 19cmボウル
レ
￥2,200（税別）D19.2×H6cm ○

ゴールドライン

モダンスタイル

148013052 プレート
（小）赤
￥960（税別）D19.3×H1.5cm

148063059
コーヒーソーサー 赤
￥620（税別）

0640370
28cmプレート
￥3,700（税別）
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※OPEN コーヒー碗、
MARU 紅茶碗、
MARU コーヒー碗は、
スタッキングできます。

カップ&ソーサー
コレクション

NEW 087236066 OPEN コーヒー碗 ゴールド
レ
￥1,120（税別）L11.6×S9×H7cm 210cc ○

NEW 087237066 OPEN コーヒー碗 プラチナ
レ
￥1,000（税別）L11.6×S9×H7cm 210cc ○

NEW 087241066 OPEN コーヒー碗受皿 白
￥370（税別）D15.7×H2cm

NEW 087246066 OPEN コーヒー碗受皿 ゴールド
レ
￥770（税別）D15.7×H2cm ○

NEW 087247066 OPEN コーヒー碗受皿 プラチナ
レ
￥650（税別）D15.7×H2cm ○

NEW 087251069 MARU 紅茶碗 白
￥800（税別）L12.5×S9.5×H6cm 275cc

NEW 087256069 MARU 紅茶碗 ゴールド
レ
￥1,200（税別）L12.5×S9.5×H6cm 275cc ○

NEW 087257069 MARU 紅茶碗 プラチナ
レ
￥1,080（税別）L12.5×S9.5×H6cm 275cc ○

NEW 087261069 MARU 紅茶碗受皿 白
￥580（税別）D15.5×H2cm

NEW 087266069 MARU 紅茶碗受皿 ゴールド
レ
￥980（税別）D15.5×H2cm ○

NEW 087267069 MARU 紅茶碗受皿 プラチナ
レ
￥860（税別）D15.5×H2cm ○

152021161 MK磁器厚口デミタスソーサー
￥400（税別）D11.8×H2.4cm

087151114 スクエアーピュアホワイト カップ 白
￥900（税別）L10.9×S8.1×H7.2cm 180cc

087157014 スクエアーピュアホワイト カップ プラチナ
レ
￥1,340（税別）L10.9×S8.1×H7.2cm 180cc ○

087156014 スクエアーピュアホワイト カップ ゴールド
レ
￥1,380（税別）L10.9×S8.1×H7.2cm 180cc ○

087161114 スクエアーピュアホワイト ソーサー 白
￥850（税別）L12.3×S12.3×H1.6cm

087161114 スクエアーピュアホワイト ソーサー 白
￥850（税別）L12.3×S12.3×H1.6cm

087161114 スクエアーピュアホワイト ソーサー 白
￥850（税別）L12.3×S12.3×H1.6cm

087171114 トルチェーレ カップ 白
￥950（税別）L11.4×S8.2×H7cm 180cc

087177014 トルチェーレ カップ プラチナ
レ
￥1,390（税別）L11.4×S8.2×H7cm 180cc ○

087176014 トルチェーレ カップ ゴールド
レ
￥1,430（税別）L11.4×S8.2×H7cm 180cc ○

087181114 トルチェーレ ソーサー 白
￥900（税別）L15×S13.6×H2.1cm

087181114 トルチェーレ ソーサー 白
￥900（税別）L15×S13.6×H2.1cm

087181114 トルチェーレ ソーサー 白
￥900（税別）L15×S13.6×H2.1cm

087191114 ブリオ カップ 白
￥930（税別）L12.1×S9.4×H6.1cm 225cc

087197014 ブリオ カップ プラチナ
レ
￥1,370（税別）L12.1×S9.4×H6.1cm 225cc ○

087196014 ブリオ カップ ゴールド
レ
￥1,410（税別）L12.1×S9.4×H6.1cm 225cc ○

087201114 ブリオ ソーサー 白
￥600（税別）D14×H2.3cm

087207014 ブリオ ソーサー プラチナ
レ
￥810（税別）D14×H2.3cm ○

087206014 ブリオ ソーサー ゴールド
レ
￥830（税別）D14×H2.3cm ○

087211114 パレルモ カップ 白
￥780（税別）L11.4×S9.4×H7.1cm 200cc

087217014 パレルモ カップ プラチナ
レ
￥1,210（税別）L11.4×S9.4×H7.1cm 200cc ○

087216014 パレルモ カップ ゴールド
レ
￥1,250（税別）L11.4×S9.4×H7.1cm 200cc ○

087221114 パレルモ ソーサー 白
￥550（税別）D15.2×H2.2cm

087227014 パレルモ ソーサー プラチナ
レ
￥760（税別）D15.2×H2.2cm ○

087226014 パレルモ ソーサー ゴールド
レ
￥780（税別）D15.2×H2.2cm ○

087071010 D型コーヒー碗 白
￥830（税別）L9.6×S6.9×H6.8cm 180cc

087077010 D型コーヒー碗 プラチナ
レ
￥1,300（税別）L9.6×S6.9×H6.8cm 180cc ○

087076010 D型コーヒー碗 ゴールド
レ
￥1,300（税別）L9.6×S6.9×H6.8cm 180cc ○

087051010 ログ型コーヒー碗受皿 白
￥550（税別）D14×H1.3cm

087057010 ログ型コーヒー碗受皿 プラチナ
レ
￥770（税別）D14×H1.3cm ○

087056010 ログ型コーヒー碗受皿 ゴールド
レ
￥770（税別）D14×H1.3cm ○

087141010 D型兼用碗 白
￥830（税別）L10.5×S7.6×H5.8cm 190cc

087147010 D型兼用碗 プラチナ
レ
￥1,300（税別）L10.5×S7.6×H5.8cm 190cc ○

087146010 D型兼用碗 ゴールド
レ
￥1,300（税別）L10.5×S7.6×H5.8cm 190cc ○

087121010 ログ型兼用碗受皿 白
￥550（税別）D14.4×H1.3cm

087127010 ログ型兼用碗受皿 プラチナ
レ
￥770（税別）D14.4×H1.3cm ○

087126010 ログ型兼用碗受皿 ゴールド
レ
￥770（税別）D14.4×H1.3cm ○

NEW 087271069 MARU コーヒー碗 白
￥640（税別）L11×S8×H5.5cm 150cc

NEW 087276069 MARU コーヒー碗 ゴールド
レ
￥1,040（税別）L11×S8×H5.5cm 150cc ○

NEW 087277069 MARU コーヒー碗 プラチナ
レ
￥920（税別）L11×S8×H5.5cm 150cc ○

NEW 087281069 MARU コーヒー碗受皿 白
￥540（税別）D13.7×H2cm

NEW 087286069 MARU コーヒー碗受皿 ゴールド
レ
￥940（税別）D13.7×H2cm ○

NEW 087287069 MARU コーヒー碗受皿 プラチナ
レ
￥820（税別）D13.7×H2cm ○

NEW 087291047 HEART コーヒー碗 白
￥780（税別）L11.2×S7.8×H7cm 200cc

NEW 087296047 HEART コーヒー碗 ゴールド
レ
￥1,120（税別）L11.2×S7.8×H7cm 200cc ○

NEW 087297047 HEART コーヒー碗 プラチナ
レ
￥1,020（税別）L11.2×S7.8×H7cm 200cc ○

084040137 コーヒーカップ
￥1,100（税別）Ｌ11.7×Ｓ9.2×Ｈ6cm 200cc

NEW 087301047 HEART コーヒー碗受皿 白
￥620（税別）D14.5×H1.8cm

NEW 087306047 HEART コーヒー碗受皿 ゴールド
レ
￥960（税別）D14.5×H1.8cm ○

NEW 087307047 HEART コーヒー碗受皿 プラチナ
レ
￥840（税別）D14.5×H1.8cm ○

084050137 コーヒーソーサー
￥490（税別）Ｄ15.2×Ｈ2cm

メゾン
084030102 ポット
￥2,500（税別）Ｌ19×S11×H11cm 420cc

084010141 32cmプラター
￥3,000（税別）Ｌ32.3×Ｓ21.9×Ｈ3.9cm

モダンスタイル
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NEW 087231066 OPEN コーヒー碗 白
￥720（税別）L11.6×S9×H7cm 210cc

カップ&ソーサー
コレクション

152011161 MK磁器厚口デミタスカップ
￥700（税別）D6.5×H5.4cm 70cc
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LIBERA
07
01

01 067286056 ゴールド6.7cm盃
レ
￥480（税別）D6.7×Ｈ3cm 40cc ○

02

03

04

09 067135110 アメ11cmトレー
￥680（税別）L10.7×S4.2×H3.5cm

09

03 067296056 ゴールド8.1cm盃
レ
￥640（税別）D8.1×Ｈ3.6cm 60cc ○

10 067134110 織部11cmトレー
￥730（税別）L10.7×S4.2×H3.5cm

10
11

04 067297056 プラチナ8.1cm盃
レ
￥640（税別）D8.1×Ｈ3.6cm 60cc ○
05

06

05 067306056 ゴールド9.7cm盃
レ
￥1,100（税別）D9.7×Ｈ4.4cm 110cc ○

12 067136110 ゴールド11cmトレー
レ
￥2,970（税別）Ｌ10.7×Ｓ4.2×Ｈ3.5cm ○
13

14 067171110 白14cmドロップトレー
￥630（税別）L14.5×S4.7×H4.6cm

15

16 067175110 アメ14cmドロップトレー
￥780（税別）L14.5×S4.7×H4.6cm

18

18 067173110 赤14cmドロップトレー
￥1,200（税別）L14.5×S4.7×H4.6cm
19

22 067152110 黒13cm深口トレー
￥730（税別）L13.8×S5×H2.4cm

23

23 067155110 アメ13cm深口トレー
￥680（税別）L13.8×S5×H2.4cm

24

24 067154110 織部13cm深口トレー
￥730（税別）L13.8×S5×H2.4cm

25

26 067156110 ゴールド13cm深口トレー
レ
￥3,080（税別）Ｌ13.8×Ｓ5×Ｈ2.4cm ○

27

20 067177110 プラチナ14cmドロップトレー
レ
￥3,190（税別）Ｌ14.5×Ｓ4.7×Ｈ4.6cm ○

28

28 067121114 白流し呑水
￥750（税別）L8.2×S7×H6.1cm

29
30
31
32

33

33 067321114 白8.5cmミニカップ
￥900（税別）L8.7×S6.8×H3.9cm

34

29 067122114 黒マット流し呑水
￥800（税別）L8.2×S7×H6.1cm

40

41

43

42

44

52

30 067123114 赤流し呑水
￥900（税別）L8.2×S7×H6.1cm

35 067323114 赤8.5cmミニカップ
￥1,100（税別）L8.7×S6.8×H3.9cm

31 067126114 ゴールド流し呑水
レ
￥3,300（税別）L8.2×S7×H6.1cm ○

36 067326114 ゴールド8.5cmミニカップ
レ
￥3,410（税別）L8.7×S6.8×H3.9cm ○

36

37

45

46 067202110 黒7cm四角ボウル
￥700（税別）L7.2×S7.2×H3.4cm

40 067185110 アメ7cm富士形ボウル
￥680（税別）D7.1×H3.2cm

47 067205110 アメ7cm四角ボウル
￥650（税別）L7.2×S7.2×H3.4cm

47

48

49

41 067184110 織部7cm富士形ボウル
￥730（税別）D7.1×H3.2cm

48 067204110 織部7cm四角ボウル
￥700（税別）L7.2×S7.2×H3.4cm

42 067183110 赤7cm富士形ボウル
￥1,050（税別）D7.1×H3.2cm

49 067203110 赤7cm四角ボウル
￥1,050（税別）L7.2×S7.2×H3.4cm

50

51

43 067186110 ゴールド7cm富士形ボウル
レ
￥3,080（税別）Ｄ7.1×Ｈ3.2cm ○

50 067206110 ゴールド7cm四角ボウル
レ
￥3,300（税別）Ｌ7.2×Ｓ7.2×Ｈ3.4cm ○

44 067187110 プラチナ7cm富士形ボウル
レ
￥3,080（税別）Ｄ7.1×Ｈ3.2cm ○

51 067207110 プラチナ7cm四角ボウル
レ
￥3,300（税別）Ｌ7.2×Ｓ7.2×Ｈ3.4cm ○

59

55

81

58

082100501
緑5

082100601
緑6

082100701
緑7

082100801
緑8

082100901
緑9

082101001
緑10

082110101
緑黄1

082110201
緑黄2

082110301
緑黄3

082110401
緑黄4

082110501
緑黄5

082110601
緑黄6

082110701
緑黄7

082110801
緑黄8

082110901
緑黄9

082111001
緑黄10

082120101
黄1

082120201
黄2

082120301
黄3

082120401
黄4

082120501
黄5

082120601
黄6

082120701
黄7

082120801
黄8

082120901
黄9

082121001
黄10

082130101
黄赤1

082130201
黄赤2

082130301
黄赤3

082130401
黄赤4

082130501
黄赤5

082130601
黄赤6

082130701
黄赤7

082130801
黄赤8

082130901
黄赤9

082131001
黄赤10

082140101
赤1

082140201
赤2

082140301
赤3

082140401
赤4

082140501
赤5

082140601
赤6

082140701
赤7

082140801
赤8

082140901
赤9

082141001
赤10

082150101
赤紫1

082150201
赤紫2

082150301
赤紫3

082150401
赤紫4

082150501
赤紫5

082150601
赤紫6

082150701
赤紫7

082150801
赤紫8

082150901
赤紫9

082151001
赤紫10

082160101
紫1

082160201
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082160301
紫3

082160401
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082160501
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082160601
紫6

082160701
紫7

082160801
紫8

082160901
紫9

082161001
紫10

60 067222110 黒マットスラント7cm丸ボウル
￥780（税別）Ｄ7.2×ＬＨ5×ＳＨ3.3ｃm

082170101
紫青1

082170201
紫青2

082170301
紫青3

082170401
紫青4

082170501
紫青5

082170601
紫青6

082170701
紫青7

082170801
紫青8

082170901
紫青9

082171001
紫青10

61

62

63

082180101
青1

082180201
青2

082180301
青3

082180401
青4

082180501
青5

082180601
青6

082180701
青7

082180801
青8

082180901
青9

082181001
青10

082190101
青緑1

082190201
青緑2

082190301
青緑3

082190401
青緑4

082190501
青緑5

082190601
青緑6

082190701
青緑7

082190801
青緑8

082190901
青緑9

082191001
青緑10

61 067225110 アメスラント7cm丸ボウル
￥730（税別）Ｄ7.2×ＬＨ5×ＳＨ3.3ｃm

55 067214110 織部8cmドロップボウル
￥830（税別）Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm

62 067224110 織部スラント7cm丸ボウル
￥780（税別）Ｄ7.2×ＬＨ5×ＳＨ3.3ｃm

56 067213110 赤8cmドロップボウル
￥1,200（税別）Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm

63 067223110 赤スラント7cm丸ボウル
￥1,150（税別）Ｄ7.2×ＬＨ5×ＳＨ3.3ｃm

64

65

57 067216110 ゴールド8cmドロップボウル
レ
￥3,410（税別）Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm ○

64 067226110 ゴールドスラント7cm丸ボウル
レ
￥3,080（税別）Ｄ7.2×ＬＨ5×ＳＨ3.3ｃm ○

58 067217110 プラチナ8cmドロップボウル
レ
￥3,410（税別）Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm ○

65 067227110 プラチナスラント7cm丸ボウル
レ
￥3,080（税別）Ｄ7.2×ＬＨ5×ＳＨ3.3ｃm ○

モダンスタイル

57

56

082100401
緑4

59 067221110 白スラント7cm丸ボウル
￥600（税別）Ｄ7.2×ＬＨ5×ＳＨ3.3ｃm

60

53 067212110 黒8cmドロップボウル
￥830（税別）Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm

54

082100301
緑3

45 067201110 白7cm四角ボウル
￥650（税別）L7.2×S7.2×H3.4cm

46

39 067182110 黒7cm富士形ボウル
￥730（税別）D7.1×H3.2cm

54 067215110 アメ8cmドロップボウル
￥780（税別）Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm

082100201
緑2

37 067327114 プラチナ8.5cmミニカップ
レ
￥3,410（税別）L8.7×S6.8×H3.9cm ○

52 067211110 白8cmドロップボウル
￥630（税別）Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm

53

082100101
緑1

34 067322114 黒檀8.5cmミニカップ
￥1,000（税別）L8.7×S6.8×H3.9cm

35

38 067181110 白7cm富士形ボウル
￥550（税別）D7.1×H3.2cm

39

100カラー碗皿 1客 ￥2,300（税別）
カップL12×S9.1×H6.8cm 250cc、
ソーサーD15.4×H2.4cm

27 067157110 プラチナ13cm深口トレー
レ
￥3,080（税別）Ｌ13.8×Ｓ5×Ｈ2.4cm ○

32 067127114 プラチナ流し呑水
レ
￥3,300（税別）L8.2×S7×H6.1cm ○

38

1客より注文生産いたします。下の100色からお選びください。

25 067153110 赤13cm深口トレー
￥1,050（税別）L13.8×S5×H2.4cm

26

19 067176110 ゴールド14cmドロップトレー
レ
￥3,190（税別）Ｌ14.5×Ｓ4.7×Ｈ4.6cm ○

20

21 067151110 白13cm深口トレー
￥550（税別）L13.8×S5×H2.4cm

22

17 067174110 織部14cmドロップトレー
￥830（税別）L14.5×S4.7×H4.6cm

17

13 067137110 プラチナ11cmトレー
レ
￥2,970（税別）Ｌ10.7×Ｓ4.2×Ｈ3.5cm ○

21

15 067172110 黒14cmドロップトレー
￥830（税別）L14.5×S4.7×H4.6cm
16

11 067133110 赤11cmトレー
￥1,050（税別）L10.7×S4.2×H3.5cm

12

06 067307056 プラチナ9.7cm盃
レ
￥1,100（税別）D9.7×Ｈ4.4cm 110cc ○

14

08 067132110 黒11cmトレー
￥730（税別）L10.7×S4.2×H3.5cm

08

02 067287056 プラチナ6.7cm盃
レ
￥480（税別）D6.7×Ｈ3cm 40cc ○

100color

07 067131110 白11cmトレー
￥550（税別）L10.7×S4.2×H3.5cm

82

JUN
- 純-

JUN

ガラス
手造り

- 純ガラス

NEW 070890117 ウエーブ（小）
レ
￥2,300（税別）L30×S11×H4.3cm ○

手造り

NEW 070880117 ウエーブ（大）
レ
￥4,200（税別）L40×S16×H5cm ○

NEW 070920117 ムーン クリア
レ
￥3,600（税別）L28×S25×H1.2cm ○

NEW 070922117 ムーン 黒
レ
￥3,960（税別）L28×S25×H1.2cm ○

NEW 070925117 ムーン コバルト
レ
￥3,960（税別）L28×S25×H1.2cm ○

070270117 ふじ型（小）
レ
￥6,330（税別）D18×H7cm ○

070280117 ふじ型（大）
レ
￥10,450（税別）D24.5×H9cm ○

070290117 ハット型
レ
￥12,080（税別）L30×S24×H7cm ○

070820117 三つ折りプレート クリア
レ
￥2,550（税別）L25.8×S25×H4.3cm ○

070300117 ロングオリーブトレイ
レ
￥4,200（税別）L77.3×S5.5×H3.5cm ○
070822117 三つ折りプレート 黒
レ
￥3,000（税別）L25.8×S25×H4.3cm ○
070600117 ハーフオリーブトレイ
レ
￥3,400（税別）L38.3×S5.9×H2.5cm ○

JUN

070310117 香（コウ）
レ
￥7,000（税別）L30.3×S9.5×H10.5cm ○

- 純ガラス

83

070710117 泡入りプレート21cm
レ
￥2,250（税別）D21×H2.7cm ○

070690117 泡入りプレート31cm
レ
￥3,500（税別）D31×H3cm ○

070700117 泡入りプレート27cm
レ
￥3,000（税別）D27×H2.5cm ○

070680117 泡入りプレート45cm
レ
￥11,250（税別）D45×H5cm ○

ガラスウェア

070740117 ボートボウル
レ
￥7,500（税別）L45×S16×H7.5cm ○

070810117
泡入りリムプレート 28cm
レ
￥3,600（税別）D28×H1.2cm ○
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JUN
- 純-

NEW
070932117
さくら大皿
￥3,600（税別）

NEW
070942117
さくら中皿
￥3,000（税別）

レ
L28.5×S27.8×H4cm ○

レ
L24.3×S23.8×H3.2cm ○

ガラス

JUN
- 純ガラス

手造り

NEW
070952117 さくら大鉢
￥3,300（税別）
レ
L21×S20.8×H6.6cm ○

NEW
070962117 さくら中鉢
￥2,100（税別）
レ
L16×S15.7×H5cm ○

NEW
070972117 さくら小鉢
￥1,440（税別）
レ
L12.3×S12.3×H5.3cm ○

【 泡入り 】
NEW 070900117 ドーム（大）
￥8,400（税別）

NEW 070910117 ドーム（小）
￥2,400（税別）

レ
D16.5×H15cm ○

レ
D8×H8cm ○

JUN
- 純-

070750117 MIKAGE（大）
レ
￥4,000（税別）D17×H6cm ○

070760117 MIKAGE（中）
レ
￥3,250（税別）D14.6×H6.5cm ○

070770117 MIKAGE（小）
レ
￥2,500（税別）D12×H5cm ○

070010117 呑水
￥930（税別）

070020117 レンゲ
￥1,000（税別）

070320117 TOI（S）
￥1,620（税別）

070260117 ミニカップ足なし
￥950（税別）

レ
L8.8×S7×Ｈ5.6cm ○

レ
Ｌ14.5×S5×Ｈ2.3cm ○

レ
L23.8×S8×H4.4cm ○

レ
Ｄ7×Ｈ8.8cm 120cc ○

070530151 フードカバー
（大）
レ
￥9,200（税別）D15×H9cm ○

ガラス
手造り

070540151 フードカバー
（小）
レ
￥8,000（税別）D10×H15cm ○

【 クリア 】
070850117
MIKAGEボウル クリア（大）
￥5,400（税別）

070860117
MIKAGEボウル クリア（中）
￥4,500（税別）

レ
D19.5×H11cm ○

レ
D16.5×H9.2cm ○

【 白 】
070861117
MIKAGEボウル 白（中）
￥4,800（税別）

レ
D19.5×H11cm ○

レ
D16.5×H9.2cm ○

070830117 ワッフルカトラリーレスト
レ
￥1,200（税別）L13×S2.5×H1.5cm ○

070840117 ワッフル箸置き
レ
￥960（税別）L6×S3×H1.5cm ○

070581151 カトラリーレスト 白
レ
￥1,550（税別）L11.2×S1.5×H1.2cm ○

070582151 カトラリーレスト 黒
レ
￥1,550（税別）L11.2×S1.5×H1.2cm ○

070583151 カトラリーレスト 赤
レ
￥1,550（税別）L11.2×S1.5×H1.2cm ○

070591151 箸置き 白
レ
￥1,300（税別）L6.2×S1.5×H1.2cm ○

070592151 箸置き 黒
レ
￥1,300（税別）L6.2×S1.5×H1.2cm ○

070593151 箸置き 赤
レ
￥1,300（税別）L6.2×S1.5×H1.2cm ○

ガラスウェア
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070851117
MIKAGEボウル 白（大）
￥6,000（税別）

070330117 箸皿
レ
￥750（税別）L11.6×S3.5×H2.1cm ○
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JUN

JUN

- 純ガラス
手造り

070780117
ひびとっくり クリア
￥2,850（税別）

070790117
ひびぐい呑み クリア
￥1,950（税別）

070670117
ひびカップ クリア
￥2,250（税別）

レ
D3.8×H12.4cm 340cc ○

レ
D5.3×H7cm 90cc ○

レ
D7.5×H11cm 230cc ○

070785117
ひびとっくり ブルー
￥3,000（税別）

070795117
ひびぐい呑み ブルー
￥1,950（税別）

070675117
ひびカップ ブルー
￥2,380（税別）

070870117 升
￥510（税別）

レ
D3.8×H12.4cm 340cc ○

レ
D5.3×H7cm 90cc ○

レ
D7.5×H11cm 230cc ○

レ
180cc ○

ガラス
手造り

L8.5×S8.5×H5.5cm

NEW 070980117
グラス クリア
￥1,440（税別）

NEW 070984117
グラス グリーン
￥1,440（税別）

NEW 070985117
グラス パープル
￥1,440（税別）

レ
D9.5×H8cm 160cc ○

レ
D9.5×H8cm 160cc ○

レ
D9.5×H8cm 160cc ○

070612151
粒徳利 黒
￥3,000（税別）

070613151
粒徳利 赤
￥3,000（税別）

レ
D3.2×H13.2cm 270cc ○

レ
D3.2×H13.2cm 270cc ○

070622151 粒盃 黒
￥2,000（税別）

070623151 粒盃 赤
￥2,000（税別）

レ
D5.6×H4.2cm 70cc ○

レ
D5.6×H4.2cm 70cc ○

070251117
冷酒クーラー一体型 クリア地白
￥4,880（税別）

070252117
冷酒クーラー一体型 クリア地黒
￥4,880（税別）

レ
Ｄ9.8×Ｈ17.3cm 500cc ○

レ
Ｄ9.8×Ｈ17.3cm 500cc ○

070200117
冷酒器 クリア
￥1,200（税別）

070200117
冷酒器 クリア
￥1,200（税別）

レ
Ｄ7.1×Ｈ12.2cm 210cc ○

レ
Ｄ7.1×Ｈ12.2cm 210cc ○

070211117
冷酒クーラー クリア地白
￥2,250（税別）

070212117
冷酒クーラー クリア地黒
￥2,250（税別）

レ
Ｄ10.3×Ｈ9.5cm ○

レ
Ｄ10.3×Ｈ9.5cm ○

070221117
お猪口丸 クリア地白
￥1,380（税別）

070222117
お猪口丸 クリア地黒
￥1,380（税別）

レ
Ｄ6×Ｈ4.5cm 90cc ○

レ
Ｄ6×Ｈ4.5cm 90cc ○

070802117
石目ロックグラス 黒
￥2,600（税別）

070803117
石目ロックグラス 赤
￥2,900（税別）

070805117
石目ロックグラス 青
￥2,600（税別）

070231117
お猪口くびれ クリア地白
￥1,380（税別）

070232117
お猪口くびれ クリア地黒
￥1,380（税別）

レ
D8.6×H8.6cm 240cc ○

レ
D8.6×H8.6cm 240cc ○

レ
D8.6×H8.6cm 240cc ○

レ
Ｄ5.2×Ｈ5.6cm 50cc ○

レ
Ｄ5.2×Ｈ5.6cm 50cc ○

070200117
冷酒器 クリア
￥1,200（税別）
レ
Ｄ7.1×Ｈ12.2cm 210cc ○

ガラスウェア
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JUN

JUN

- 純-

- 純-

ガラス
手造り
※手造り品のため、脚の高さや
形状がひとつずつ違います。

070722117
デザートグラス くねり 黒
￥6,800（税別）

070723117
デザートグラス くねり 赤
￥6,800（税別）

レ
D12×H約17〜19cm ○

レ
D12×H約17〜19cm ○

070732117
くぼみグラス 黒
￥5,000（税別）

070733117
くぼみグラス 赤
￥5,000（税別）

D9.2×H10cm

D9.2×H10cm

D9.2×H10cm

レ
280cc ○

レ
280cc ○

レ
280cc ○

070341117
ロックグラス 白
￥2,750（税別）

070342117
ロックグラス 黒
￥2,630（税別）

070343117
ロックグラス 赤
￥2,890（税別）

D9.8×H10cm

D9.8×H10cm

D9.8×H10cm

レ
400cc ○

レ
400cc ○

レ
400cc ○

070461117
ラインロックグラス 白
￥2,300（税別）

070462117
ラインロックグラス 黒
￥2,300（税別）

070463117
ラインロックグラス 赤
￥2,500（税別）

D8.3×H7.5cm

D8.3×H7.5cm

D8.3×H7.5cm

レ
230cc ○

レ
230cc ○

レ
230cc ○

070402051
フラネワイン250 黒
￥830（税別）D6.4×H17.7cm

070403051
フラネワイン250 赤
￥830（税別）D6.4×H17.7cm

レ
250cc ○

レ
250cc ○

レ
250cc ○

070410051
フラネビアー 白
￥830（税別）D6.1×H17.5cm

070412051
フラネビアー 黒
￥830（税別）D6.1×H17.5cm

070413051
フラネビアー 赤
￥830（税別）D6.1×H17.5cm

レ
280cc ○

レ
280cc ○

レ
280cc ○

070420051
フラネシャンパン 白
￥830（税別）D5.5×H19.3cm

070422051
フラネシャンパン 黒
￥830（税別）D5.5×H19.3cm

070423051
フラネシャンパン 赤
￥830（税別）D5.5×H19.3cm

レ
165cc ○

レ
165cc ○

レ
165cc ○

070440051
フラネボルドーM 白
￥1,280（税別）D6.6×H19.7cm

070442051
フラネボルドーM 黒
￥1,280（税別）D6.6×H19.7cm

070443051
フラネボルドーM 赤
￥1,280（税別）D6.6×H19.7cm

レ
450cc ○

レ
450cc ○

レ
450cc ○

070472117
ライン盃 黒
￥4,900（税別）

070473117
ライン盃 赤
￥5,130（税別）

D7×H6.7cm

D7×H6.7cm

D7×H6.7cm

レ
80cc ○

レ
80cc ○

レ
80cc ○

070111117
冷酒杯 白
￥2,330（税別）

070112117
冷酒杯 黒
￥2,330（税別）

070113117
冷酒杯 赤
￥2,480（税別）

Ｄ6.2×Ｈ10cm

Ｄ6.2×Ｈ10cm

Ｄ6.2×Ｈ10cm

レ
75cc ○

レ
75cc ○

レ
75cc ○

L15×S9×H11.5cm

070091117
デザートカップ 白
￥2,750（税別）

070092117
デザートカップ 黒
￥2,750（税別）

070093117
デザートカップ 赤
￥3,000（税別）

070450051
フラネボルドーＬ 白
￥1,280（税別）D7×H21cm

070452051
フラネボルドーＬ 黒
￥1,280（税別）D7×H21cm

070453051
フラネボルドーＬ 赤
￥1,280（税別）D7×H21cm

レ
300cc ○

レ
Ｄ11.6×Ｈ8cm ○

レ
Ｄ11.6×Ｈ8cm ○

レ
Ｄ11.6×Ｈ8cm ○

レ
575cc ○

レ
575cc ○

レ
575cc ○

ガラス

ガラスウェア

070471117
ライン盃 白
￥4,900（税別）

070501117
ライン手付酒器 白
￥10,880（税別）

89

070731117
くぼみグラス 白
￥5,000（税別）

070400051
フラネワイン250 白
￥830（税別）D6.4×H17.7cm
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JUN

JUN

- 純-

- 純-

ガラス
手造り

ガラス
070510117 板皿長角（中）クリア
￥3,750（税別）

070140117 板皿長角 クリア
￥3,000（税別）

レ
L38×S16×H1.3cm ○

レ
Ｌ30×Ｓ11×Ｈ1.3cm ○

070120117 板皿ロング クリア
レ
￥15,000（税別）Ｌ78.5×Ｓ14.7×Ｈ1.3cm ○

070512117 板皿長角（中）黒
￥4,140（税別）

070142117 板皿長角 黒
￥3,300（税別）

レ
L38×S16×H1.3cm ○

レ
Ｌ30×Ｓ11×Ｈ1.3cm ○

070122117 板皿ロング墨ながし 黒
レ
￥16,500（税別）Ｌ78.5×Ｓ14.7×Ｈ1.3cm ○

070513117 板皿長角（中）コバルト
￥4,140（税別）

070143117 板皿長角 コバルト
￥3,300（税別）

レ
L38×S16×H1.3cm ○

レ
Ｌ30×Ｓ11×Ｈ1.3cm ○
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070352051 サンド A プレート SS 黒
レ
￥3,200（税別）D19×H4.8cm ○

NEW 070359051 サンド Ａ プレート SS 赤
レ
￥4,200（税別）D19×H4.8cm ○

070360051 サンド A プレート M クリア
レ
￥3,960（税別）D24×H5cm ○

070362051 サンド A プレート M 黒
レ
￥4,560（税別）D24×H5cm ○

NEW 070369051 サンド Ａ プレート M 赤
レ
￥5,800（税別）D24×H5cm ○

070370051 サンド A プレート L クリア
レ
￥5,000（税別）D28×H6.3cm ○

070372051 サンド A プレート L 黒
レ
￥5,800（税別）D28×H6.3cm ○

NEW 070379051 サンド Ａ プレート L 赤
レ
￥6,900（税別）D28×H6.3cm ○

070380051 サンド R プレート M クリア
レ
￥3,560（税別）D23×H2.2cm ○

070382051 サンド R プレート M 黒
レ
￥4,160（税別）D23×H2.2cm ○

NEW 070389051 サンド Ｒ プレート M 赤
レ
￥5,200（税別）D23×H2.2cm ○

070390051 サンド R プレート L クリア
レ
￥4,400（税別）D26.5×H2.2cm ○

070392051 サンド R プレート L 黒
レ
￥5,200（税別）D26.5×H2.2cm ○

NEW 070399051 サンド Ｒ プレート L 赤
レ
￥6,300（税別）D26.5×H2.2cm ○

ガラスウェア

070123117 板皿ロング墨ながし コバルト
レ
￥16,500（税別）Ｌ78.5×Ｓ14.7×Ｈ1.3cm ○

070350051 サンド A プレート SS クリア
レ
￥2,800（税別）D19×H4.8cm ○
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071010103 3つ穴 クリア
￥1,490（税別）
レ
L28×S10×H1.3cm ○

PUZZLE
無鉛絵具使用

071030103
珍味 クリア
￥600（税別）

071040103
小鉢 クリア
￥720（税別）

071020103 4つ穴 クリア
￥1,530（税別）

レ
L10.5×S10.5×H2.8cm ○

レ
L13×S13×H5cm ○

レ
L32×S10×H1.3cm ○

シャンテ
ガラス

ガラス

手造り

071050103
70角ミニプレート クリア
￥400（税別）

071130103
280角大皿丸落とし クリア
￥2,200（税別）

レ
L7×S7×H0.8cm ○

レ
L28×S28×H1.6cm ○

071060103 145角小皿 クリア
レ
￥720（税別）L14.5×S14.5×H2cm ○
071070103 200角中皿 クリア
レ
￥1,460（税別）L20×S20×H2cm ○

071090103
280長角皿 クリア
￥1,460（税別）
レ
L28×S13.2×H1.8cm ○

145016014 21cmワイドリムプレート ゴールド
レ
￥2,820（税別）D21×H1.7cm ○

145017014 21cmワイドリムプレート プラチナ
レ
￥2,820（税別）D21×H1.7cm ○

145026014 28cmワイドリムプレート ゴールド
レ
￥3,760（税別）D28×H2.2cm ○

145027014 28cmワイドリムプレート プラチナ
レ
￥3,760（税別）D28×H2.2cm ○

145036014 33.5cmリムプレート ゴールド
レ
￥6,120（税別）D33.5×H2.3cm ○

145037014 33.5cmリムプレート プラチナ
レ
￥6,120（税別）D33.5×H2.3cm ○

071080103 280角大皿 クリア
レ
￥2,200（税別）L28×S28×H2.3cm ○

071051003
70角ミニプレート 白
￥500（税別）

071131003
280角大皿丸落とし 白
￥2,500（税別）

レ
L7×S7×H0.8cm ○

レ
L28×S28×H1.6cm ○

071061003 145角小皿 白
レ
￥900（税別）L14.5×S14.5×H2cm ○
071071003 200角中皿 白
レ
￥1,660（税別）L20×S20×H2cm ○

071091003
280長角皿 白
￥1,750（税別）
レ
L28×S13.2×H1.8cm ○

145046014 13cm深ボウル ゴールド
レ
￥2,380（税別）D13×H5.4cm ○

145047014 13cm深ボウル プラチナ
レ
￥2,380（税別）D13×H5.4cm ○

145056014 16cm深ボウル ゴールド
レ
￥2,680（税別）D16.4×H5.8cm ○

145057014 16cm深ボウル プラチナ
レ
￥2,680（税別）D16.4×H5.8cm ○

145066014 19.5cm深ボウル ゴールド
レ
￥2,900（税別）D19.5×H6.3cm ○

145067014 19.5cm深ボウル プラチナ
レ
￥2,900（税別）D19.5×H6.3cm ○

071081003 280角大皿 白
レ
￥2,500（税別）L28×S28×H2.3cm ○

071052003
70角ミニプレート 黒
￥500（税別）

071132003
280角大皿丸落とし 黒
￥2,500（税別）

レ
L7×S7×H0.8cm ○

レ
L28×S28×H1.6cm ○

071062003 145角小皿 黒
レ
￥900（税別）L14.5×S14.5×H2cm ○
071072003 200角中皿 黒
レ
￥1,660（税別）L20×S20×H2cm ○

071092003
280長角皿 黒
￥1,750（税別）

145096014 20cmリムスープボウル ゴールド
レ
￥3,460（税別）D20×H4.5cm ○

145097014 20cmリムスープボウル プラチナ
レ
￥3,460（税別）D20×H4.5cm ○

145106014 22.5cmリムスープボウル ゴールド
レ
￥3,900（税別）D22.5×H5.1cm ○

145107014 22.5cmリムスープボウル プラチナ
レ
￥3,900（税別）D22.5×H5.1cm ○

145116014 25.5cmリムスープボウル ゴールド
レ
￥4,200（税別）D25.5×H6.1cm ○

145117014 25.5cmリムスープボウル プラチナ
レ
￥4,200（税別）D25.5×H6.1cm ○

レ
L28×S13.2×H1.8cm ○

071082003 280角大皿 黒
レ
￥2,500（税別）L28×S28×H2.3cm ○

071053003
70角ミニプレート 赤
￥500（税別）

071133003
280角大皿丸落とし 赤
￥2,500（税別）

レ
L7×S7×H0.8cm ○

レ
L28×S28×H1.6cm ○

071063003 145角小皿 赤
レ
￥900（税別）L14.5×S14.5×H2cm ○
071073003 200角中皿 赤
レ
￥1,660（税別）L20×S20×H2cm ○

145076014 25cmボウル ゴールド
レ
￥4,300（税別）D25×H7.5cm ○

145077014 25cmボウル プラチナ
レ
￥4,300（税別）D25×H7.5cm ○

145086014 31cmボウル ゴールド
レ
￥5,400（税別）D31×H8.8cm ○

145087014 31cmボウル プラチナ
レ
￥5,400（税別）D31×H8.8cm ○

145126014 21cmボウル ゴールド
レ
￥3,600（税別）D21×H8.5cm ○

145127014 21cmボウル プラチナ
レ
￥3,600（税別）D21×H8.5cm ○

071093003
280長角皿 赤
￥1,750（税別）
レ
L28×S13.2×H1.8cm ○

071083003 280角大皿 赤
レ
￥2,500（税別）L28×S28×H2.3cm ○

071135003
280角大皿丸落とし 黄
￥2,500（税別）

レ
L7×S7×H0.8cm ○

レ
L28×S28×H1.6cm ○

071065003 145角小皿 黄
レ
￥900（税別）L14.5×S14.5×H2cm ○
071075003 200角中皿 黄
レ
￥1,660（税別）L20×S20×H2cm ○
071085003 280角大皿 黄
レ
￥2,500（税別）L28×S28×H2.3cm ○
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071095003
280長角皿 黄
￥1,750（税別）
レ
L28×S13.2×H1.8cm ○

ガラスウェア

071055003
70角ミニプレート 黄
￥500（税別）
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磁器カトラリー

019

027

020

028

021

029

022

030

031

023

032

024

033

025

019 079950124 スリムれんげ

023 079600124 丸長コーヒースプーン
（大）

￥400（税別）17.2×3.8cm

￥230（税別）14.3×2.6cm

020 079560124 手上バターナイフ

024 079610124 蒸しスプーン

￥230（税別）13.4×2.5cm

￥230（税別）12.3×3.6cm

021 079580124 グラタンスプーン

025 079620124 紅茶スプーン

￥330（税別）15.3×3.5cm

￥230（税別）13×2.6cm

022 079590124 ミルクサジ

026 079630124 ジャムサジ
（大）

￥270（税別）15.3×2.7cm

￥230（税別）12.8×3.1cm

026

027 079640124 Uコーヒースプーン

032 079690124 からしスプーン
（大）

￥230（税別）13×2.4cm

￥230（税別）9.3×2cm

028 079650124 丸長コーヒースプーン
（小）

033 079700124 からしスプーン
（小）

￥230（税別）12×2.6cm

￥230（税別）6.4×1.3cm

029 079660124 ジャムサジ
（小）

034 079770124

￥230（税別）11.5×3.2cm

￥1,300（税別）22×8cm

034

7寸レンゲ
（大）

030 079670124 丸平コーヒースプーン

035 079780124

￥230（税別）11.7×3cm

￥1,100（税別）14×9.5×3.2cm

7寸用レンゲ台

031 079680124 丸コーヒースプーン
035

￥230（税別）11.6×3cm

036 079790124
036

037

038

039

040

041

17cm掛レンゲ

￥580（税別）17.3×4.8cm
037 079800124

掛レンゲ

￥260（税別）14.7×4.6cm

NEW
042

039 079820124

腹掛レンゲ

￥230（税別）14.6×4.5cm
040 079830124

両掛レンゲ

￥270（税別）14×4.3cm

038 079810124 スリ中レンゲ

041 079840124

￥230（税別）14.2×4.5cm

￥240（税別）12.7×4.6cm

4寸レンゲ厚口

044 079870124 玉サジ

042 NEW

￥770（税別）18×6.6cm

079970124 レンゲ台 丸

045 079880124 トーフ玉サジ

￥300（税別）

￥800（税別）18×6.6cm

L9.6×S5.8×H2.5cm

046 079900124 筋入しゃもじ
￥800（税別）18.5×7cm
NEW
043

043 NEW

044

045

046

047

048

047 079730124 トーフスリ中レンゲ
￥300（税別）14×4.5cm

079960124 レンゲ台 角
￥300（税別）

048 079740124 手平反レンゲ

L9.2×S5.5×H2cm

￥270（税別）15.3×4.3cm

アーバン ピンクゴールド仕上げ

源
001

- GEN -

002

003

004

005

006

007

008

009

010
NEW
049

001 104052104 ケーキフォーク 赤

005 104032104 ディナーフォーク 赤

レ
￥1,390（税別）14.1cm ○

レ
￥1,850（税別）19cm ○

002 104051104 ケーキフォーク 黒

006 104031104 ディナーフォーク 黒

009 104012104

レ
￥1,390（税別）14.1cm ○

レ
￥1,850（税別）19cm ○

ディナーナイフ 赤
レ
￥2,340（税別）22.3cm ○

NEW
050

レ
￥1,040（税別）12.5cm ○

050 NEW 079923146

052 NEW 079943146

バターナイフ ピンクゴールド仕上げ

ピックフォーク ピンクゴールド仕上げ

レ
￥1,040（税別）14.2cm ○

レ
￥960（税別）13cm ○

003 104042104 ティースプーン 赤

007 104022104 ディナースプーン 赤
レ
￥1,850（税別）19cm ○

010 104011104

053 079911146

055 079931146

004 104041104 ティースプーン 黒

008 104021104 ディナースプーン 黒

ディナーナイフ 黒

ティースプーン ブラスト仕上げ

シュガースプーン ブラスト仕上げ

レ
￥1,370（税別）14.1cm ○

レ
￥1,850（税別）19cm ○

レ
￥2,340（税別）22.3cm ○

レ
￥700（税別）13.2cm ○

レ
￥740（税別）12.5cm ○

014

055

056

056 079941146

バターナイフ ブラスト仕上げ

ピックフォーク ブラスト仕上げ

レ
￥740（税別）14.2cm ○

レ
￥700（税別）13cm ○

アーバンティースプーン 赤

アーバンシュガースプーン 赤

レ
￥770（税別）13.2cm ○

レ
￥850（税別）12.5cm ○

012 104061146

016 104081146

アーバンティースプーン 黒

アーバンシュガースプーン 黒

レ
￥770（税別）13.2cm ○

レ
￥850（税別）12.5cm ○

アーバンミラー仕上げ

017 104092146

057 079910146

059 079930146

アーバンピックフォーク 赤

ティースプーン ミラー仕上げ

シュガースプーン ミラー仕上げ

レ
￥850（税別）14.2cm ○

レ
￥770（税別）13cm ○

レ
￥480（税別）13.2cm ○

レ
￥560（税別）12.5cm ○

014 104071146

018 104091146

058 079920146

060 079940146

アーバンバターナイフ 黒

アーバンピックフォーク 黒

バターナイフ ミラー仕上げ

ピックフォーク ミラー仕上げ

レ
￥850（税別）14.2cm ○

レ
￥770（税別）13cm ○

レ
￥560（税別）14.2cm ○

レ
￥480（税別）13cm ○

アーバンバターナイフ 赤

015

016

017

018

057

058

059

060

カトラリー

013

054

054 079921146

015 104082146

013 104072146

95

レ
￥960（税別）13.2cm ○

レ
￥1,370（税別）14.1cm ○

011 104062146

012

NEW
052

051 NEW 079933146

シュガースプーン ピンクゴールド仕上げ

アーバン ブラスト仕上げ

053

011

NEW
051

049 NEW 079913146

ティースプーン ピンクゴールド仕上げ

96

ニューヨークモダン ブラスト仕上げ

061

062

063

064

065

066

067

068

ニューヨークモダンミラー仕上げ

061 079011104 ブラスト ディナーナイフ

092 079010104 ミラー ディナーナイフ

レ
￥2,480（税別）22.2cm ○

レ
￥2,080（税別）22.2cm ○

062 079021104 ブラスト ディナースプーン

093 079020104 ミラー ディナースプーン

レ
￥1,520（税別）20.3cm ○

レ
￥1,120（税別）20.3cm ○

063 079031104 ブラスト ディナーフォーク

094 079030104 ミラー ディナーフォーク

レ
￥1,520（税別）20.3cm ○

レ
￥1,120（税別）20.3cm ○

064 079041104 ブラスト スープスプーン

095 079040104 ミラー スープスプーン

レ
￥1,520（税別）19.5cm ○

レ
￥1,150（税別）19.5cm ○

065 079051104 ブラスト ティースプーン

096 079050104 ミラー ティースプーン

レ
￥1,040（税別）14.2cm ○

レ
￥770（税別）14.2cm ○

066 079061104 ブラスト コーヒースプーン

092

093

094

095

096

097

098

099

レ
￥1,020（税別）12.2cm ○

067 079071104 ブラスト 姫フォーク

098 079070104 ミラー 姫フォーク

レ
￥1,020（税別）12.3cm ○

レ
￥740（税別）12.3cm ○

068 079081104 ブラスト ケーキフォーク

099 079080104 ミラー ケーキフォーク

レ
￥1,080（税別）14.3cm ○

レ
￥800（税別）14.3cm ○

069 079091104 ブラスト バターナイフ

100 079090104 ミラー バターナイフ

レ
￥1,080（税別）16.4cm ○

レ
￥800（税別）16.4cm ○

070 079101104 ブラスト グレープフルーツスプーン

101 079100104 ミラー グレープフルーツスプーン

レ
￥1,120（税別）16.1cm ○

レ
￥880（税別）16.1cm ○

071 079111104 ブラスト ブイヨンスプーン

102 079110104 ミラー ブイヨンスプーン

レ
￥1,160（税別）15.7cm ○

レ
￥930（税別）15.7cm ○

072 079121104 ブラスト サービススプーン
069

070

071

072

103 079120104 ミラー サービススプーン

レ
￥2,400（税別）22.5cm ○

073

100

073 079131104 ブラスト サービスフォーク

101

102

103

レ
￥1,920（税別）22.5cm ○

104

104 079130104 ミラー サービスフォーク

レ
￥2,400（税別）22.8cm ○

074

075

076

077

078

079

080

081

レ
￥1,920（税別）22.8cm ○

074 079141104 ブラスト シュガーレードル

105 079140104 ミラー シュガーレードル

レ
￥1,240（税別）12.7cm ○

レ
￥960（税別）12.7cm ○

075 079151104 ブラスト アイスクリームスプーン

106 079150104 ミラー アイスクリームスプーン

レ
￥1,080（税別）14cm ○

レ
￥800（税別）14cm ○

076 079161104 ブラスト ブランチスプーン

107 079160104 ミラー ブランチスプーン

レ
￥1,120（税別）15.9cm ○

レ
￥880（税別）15.9cm ○

077 079171104 ブラスト ブランチフォーク

108 079170104 ミラー ブランチフォーク

レ
￥1,120（税別）15.9cm ○

レ
￥880（税別）15.9cm ○

078 079181104 ブラスト フィッシュナイフ

109 079180104 ミラー フィッシュナイフ

レ
￥1,600（税別）22.8cm ○

レ
￥1,200（税別）22.8cm ○

079 079191104 ブラスト フィッシュフォーク

105

106

107

108

109

110

111

112

レ
￥1,600（税別）20.6cm ○

110 079190104 ミラー フィッシュフォーク
レ
￥1,200（税別）20.6cm ○

080 079201104 ブラスト フィッシュソーススプーン

111 079200104 ミラー フィッシュソーススプーン

レ
￥1,600（税別）20.3cm ○

レ
￥1,200（税別）20.3cm ○

081 079211104 ブラスト グレビーレードル

112 079210104 ミラー グレビーレードル

レ
￥2,480（税別）18.5cm ○

レ
￥2,080（税別）18.5cm ○

琴 ブラスト仕上げ

琴 ミラー仕上げ

082 079221104 ブラスト ディナーナイフ

085 079251104 ブラスト ティースプーン

089 079291104 ブラスト メロンスプーン

113 079220104 ミラー ディナーナイフ

116 079250104 ミラー ティースプーン

120 079290104 ミラー メロンスプーン

レ
￥2,480（税別）22.3cm ○

レ
￥1,200（税別）14.1cm ○

レ
￥1,420（税別）19.1cm ○

レ
￥2,080（税別）22.3cm ○

レ
￥1,040（税別）14.1cm ○

レ
￥1,200（税別）19.1cm ○

083 079231104 ブラスト ディナースプーン

086 079261104 ブラスト コーヒースプーン

090 079301104 ブラスト 茶碗蒸スプーン

114 079230104 ミラー ディナースプーン

117 079260104 ミラー コーヒースプーン

121 079300104 ミラー 茶碗蒸スプーン

レ
￥1,580（税別）18.9cm ○

レ
￥1,150（税別）12.1cm ○

レ
￥1,260（税別）12.6cm ○

レ
￥1,280（税別）18.9cm ○

レ
￥1,000（税別）12.1cm ○

レ
￥1,120（税別）12.6cm ○

084 079241104 ブラスト ディナーフォーク

087 079271104 ブラスト 姫フォーク

091 079311104 ブラスト 蟹フォーク

115 079240104 ミラー ディナーフォーク

118 079270104 ミラー 姫フォーク

122 079310104 ミラー 蟹フォーク

レ
￥1,580（税別）19cm ○

レ
￥1,150（税別）12.2cm ○

レ
￥1,560（税別）22cm ○

レ
￥1,280（税別）19cm ○

レ
￥1,000（税別）12.2cm ○

レ
￥1,200（税別）22cm ○

083

084

088 079281104 ブラスト ケーキフォーク

119 079280104 ミラー ケーキフォーク

レ
￥1,250（税別）14.1cm ○

レ
￥1,080（税別）14.1cm ○

085

086

087

088

089

090

091

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

カトラリー

082

97

097 079060104 ミラー コーヒースプーン
レ
￥740（税別）12.2cm ○

98

