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食洗機×レンジ×
　　　　　　　三段重のみ

食洗機○レンジ○
　　　　　　三段重を除く

磁　器

I NEW I   IROE -色絵-
古典的な「唐草」と「八重撫子」の色絵模様を大胆にアレンジ。「菊重箱」はひときわ華のある佇まい。

鉄　粉
白

食洗機×レンジ× ピンホール
天目釉

手造り 陶　器

I NEW I   SANSUI
「枯山水」や「詫び」「錆び」という日本の美意識をテーマにしたミニマム･モダンなうつわ。

287013009　八角長角皿 赤
￥4,620（税込） L26.5×S17.7×H4.3cm

287023009　
八角小鉢 赤
￥2,310（税込） 
L11×S11×H4.3cm

287014009　八角長角皿 緑
￥4,620（税込） L26.5×S17.7×H4.3cm

287024009　
八角小鉢 緑
￥2,310（税込） 
L11×S11×H4.3cm

287015009　八角長角皿 青
￥4,620（税込） L26.5×S17.7×H4.3cm

287025009　
八角小鉢 青
￥2,310（税込） 
L11×S11×H4.3cm

287033009　三段重 赤
￥26,400（税込） 
蓋：L17.2×S17.2×H2.9cm
上：L16.7×S16.7×H6.1cm
中：L14.5×S14.5×H4.5cm
下：L13.3×S13.3×H3.7cm
三段重高さ：16cm

287036009　三段重 菊
￥26,400（税込） 
蓋：L17.2×S17.2×H2.9cm
上：L16.7×S16.7×H6.1cm
中：L14.5×S14.5×H4.5cm
下：L13.3×S13.3×H3.7cm
三段重高さ：16cm

281011170　高台丸皿 白
￥19,800（税込） D20.7×H10.5cm

281021170　ふち波紋皿 白
￥19,800（税込） D27×H1.8cm

281031170　波紋皿 白
￥19,800（税込） D27×H1.8cm

281041170　デミタスカップ 白
￥2,970（税込） L8.7×S6.5×H6cm 110cc

281051170　デミタスソーサー 白
￥1,980（税込） D11.8×H2cm

281012170　高台丸皿 天目釉
￥19,800（税込） D20.7×H10.5cm

281022170　ふち波紋皿 天目釉
￥19,800（税込） D27×H1.8cm

281032170　波紋皿 天目釉
￥19,800（税込） D27×H1.8cm

281042170　デミタスカップ 天目釉
￥2,970（税込） L8.7×S6.5×H6cm 110cc

281052170　デミタスソーサー 天目釉
￥1,980（税込） D11.8×H2cm
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手描き食洗機×レンジ× 色むら 陶　器

I NEW I   SHAKU
土の風合いを活かした焼き締めの地と、職人が一つ一つ手がけしたメタリックな釉薬とのコントラストが美しい。

色むら食洗機○レンジ○ 磁　器

I NEW I   ZIPANG
黄金の国「ZIPANG」を名に冠した艶やかなうつわ。品格のある「金」の色調にこだわりました。

283012179　
長皿（大）黒
￥7,040（税込） 
L47.5×S12.5×H2.5cm

283022179　
長皿（小）黒
￥3,520（税込） 
L26.3×S12.5×H2.5cm

283032179　
26cm切立フラットプレート 黒
￥5,280（税込） 
D27×H2cm

283042179　
21cm切立フラットプレート 黒
￥4,180（税込） 
D21.5×H1.8cm

283052179　くぼみ鉢 黒
￥3,300（税込） 
L21.5×S16×H7.6cm

283062179　反鉢 黒
￥2,750（税込） 
D14.8×H5.6cm

283038179　
26cm切立フラットプレート 茶
￥5,280（税込） 
D26.5×H1.9cm

283048179　
21cm切立フラットプレート 茶
￥4,180（税込） 
D21×H1.7cm

283058179　くぼみ鉢 茶
￥3,300（税込） 
L20.5×S15.5×H7.4cm

283068179　反鉢 茶
￥2,750（税込） 
D14.2×H5.3cm

277016125　大皿
￥5,940（税込） D27.5×H3cm

277026125　深皿
￥3,410（税込） D22.1×H3.8cm

277036125　
リム鉢（大）
￥2,970（税込） 
D17.3×H5.4cm

277046125　
リム鉢（小）
￥1,980（税込） 
D14.2×H4.3cm
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レンジ○ 食洗機○ 手描き 磁　器

KIN-RAN -金襴-
黒地に金彩を叩き込んだ大胆なデザイン。角度により変幻自在に表情を変える景色が魅力。

食洗機×レンジ× 手描き 磁　器

I NEW I   SATURN
金彩、銀彩の縁取りがインパクトのあるうつわ。厚みのあるフォルムでテーブルでの存在感は格別。

278016025 厚口皿（大）金
￥6,930（税込） D26×H2.9cm

278026025 厚口皿（小）金
￥5,060（税込） D20×H2cm

278017025 厚口皿（大）銀
￥6,930（税込） D26×H2.9cm

278027025 厚口皿（小）銀
￥5,060（税込） D20×H2cm

NEW 
270086125 厚口皿（小）
￥3,410（税込） 
D20×H2cm

NEW 
270076125 厚口皿（大）
￥4,950（税込） 
D26×H2.9cm

NEW 
270106125 たわみ鉢（小）
￥2,640（税込） 
D17.1×H6.1cm

NEW 
270096125 たわみ鉢（大）
￥3,960（税込） 
D21.2×H6.9cm

270016125　切立フラットプレート
￥4,510（税込） D24.2×H2cm

270026125　くくり鉢（大）
￥4,290（税込） 
D17.8×H5cm

270036125　くくり鉢（小）
￥3,520（税込） 
D14.7×H4.3cm 

270046125　楕円皿
￥3,300（税込） 
L28.3×S17.8×H4.8cm

270056125　タンブラー
￥2,750（税込） 
D8.7×H13.5cm 300cc

270066125　盃
￥1,650（税込） 
D8.5×H5cm 110cc
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CHITOSE -千歳-
ゴツゴツとした岩肌の味わいを活かした重厚な佇まいに、上質感を宿したハイセンスなうつわ。

食洗機×レンジ× 色むら ピンホール 手造り 陶　器

I NEW I   TENMOKU
漆黒の中に浮かび上がる煌めきが美しい「油滴天目釉」のうつわ。赤を効かせた粋な彩色が決め手。

280013170　特大長皿
￥52,800（税込） L70×S17×H5cm

280023170　長皿
￥15,400（税込） L40×S13×H3.5cm

280033170　焼物皿
￥13,200（税込） L27×S16×H3.5cm

280043170　突出皿
￥8,800（税込） L30×S10×H3.5cm

280053170　
深皿
￥7,040（税込） 
L17.5×S17.5×H4cm

280063170
深小皿
￥2,200（税込） 
L8.7×S8.7×H2cm

269012185　長皿 黒
￥5,940（税込） L40×S13×H2.5cm

269022185　
焼物皿 黒
￥4,620（税込） 
L27×S16×H2.5cm

269032185　
突出皿 黒
￥3,080（税込） 
L30×S9.5×H2.3cm

269042185　正角皿 黒
￥7,040（税込） L25×S25×H2.3cm

269052185　丸皿 黒
￥5,940（税込） D26×H2.3cm

269062185　
鉢 黒
￥3,190（税込） 
L17.5×S17.5×H5.5cm

269072185　
小鉢 黒
￥770（税込） 
L8×S8×H2.5cm

269011185　長皿 白
￥6,380（税込） L40×S13×H2.5cm

269021185　
焼物皿 白
￥5,170（税込） 
L27×S16×H2.5cm

269031185　
突出皿 白
￥3,520（税込） 
L30×S9.5×H2.3cm

269041185　正角皿 白
￥7,480（税込） L25×S25×H2.3cm

269051185　丸皿 白
￥6,490（税込） D26×H2.3cm

269061185　
鉢 白
￥3,630（税込） 
L17.5×S17.5×H5.5cm

269071185　
小鉢 白
￥1,045（税込） 
L8×S8×H2.5cm

※小鉢、鉢以外は足付き
食洗機○レンジ○ 色むら

白
陶　器
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食洗機×レンジ× 手描き 磁　器

I NEW I   RINKA
花をイメージしたフォルムがエレガント。マットなモノトーンの地に金･銀の縁取りが華やか。

食洗機×レンジ× 手描き 磁　器

I NEW I   KASANE
紙を重ねたようなフォルムの和モダンなうつわ。薄手で程よく深みがあるため使い勝手も優秀。

286012009 盛皿 黒
￥6,820（税込） D25.5×H2.9cm

286022009 取皿 黒
￥3,630（税込） D16.5×H2cm

286032009　
取鉢 黒
￥3,190（税込） 
D14.6×H3.8cm

286042009　
小鉢 黒
￥2,640（税込） 
D11.5×H3.4cm

286011009　盛皿 白
￥6,820（税込） D25.5×H2.9cm

286021009　取皿 白
￥3,630（税込） D16.5×H2cm

286031009　
取鉢 白
￥3,190（税込） 
D14.6×H3.8cm

286041009
小鉢 白
￥2,640（税込） 
D11.5×H3.4cm

285011009　長角皿 白
￥6,600（税込） L29×S12×H3.5cm

285021009 
角鉢　白
￥5,500（税込） 
L19×S19×H5cm

285031009 
豆皿　白
￥2,310（税込） 
L7×S7×H1.8cm

285012009　長角皿 黒
￥6,600（税込） L29×S12×H3.5cm

285022009　
角鉢 黒
￥5,500（税込） 
L19×S19×H5cm

285032009 
豆皿 黒
￥2,310（税込） 
L7×S7×H1.8cm

274032125　小皿 黒
￥1,100（税込） D9×H2.2cm

274022125　中皿 黒
￥1,870（税込） D17×H3cm

274012125　大皿 黒
￥3,520（税込） D23.9×H5.5cm

274042125　中鉢 黒
￥2,530（税込） 
D17.9×H5.7cm

274052125　小鉢 黒
￥1,320（税込） 
D10.7×H4.6cm

274031125　小皿 白
￥1,100（税込） D9×H2.2cm

274021125　中皿 白
￥1,870（税込） D17×H3cm

274011125　大皿 白
￥3,520（税込） D23.9×H5.5cm

274041125　中鉢 白
￥2,530（税込） 
D17.9×H5.7cm

274051125　小鉢 白
￥1,320（税込） 
D10.7×H4.6cm

KINKA -金華-
華やぎの和の膳に映える菊型のお皿シリーズ。縁取りの金彩が上品で雅やか。

食洗機×レンジ× 手描き 磁　器
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色むら食洗機○レンジ○ ピンホール 鉄　粉 手描き 陶　器

I NEW I   UZU
黒土に映える白化粧土の大胆な刷毛目が美しい。洋のフォルムに和のテイストを乗算したモダンなうつわ。

白御影
レンジ○ 食洗機○ 鉄　粉 磁　器

御影石調の地肌が特徴のうつわシリーズ。シンプルながらも上質感のあるうつわです。

NEW 
288011179　長角皿
￥2,970（税込） 
L25×S9.4×H3.1cm

NEW 
288031179　5.3寸皿
￥1,760（税込） 
L16.1×S15.3×H4cm

NEW 
288041179　
ボウル（大）
￥1,320（税込） 
D10.6×H7cm

NEW 
288051179　
ボウル（小）
￥1,210（税込） 
D8×H6.1cm

NEW 
288061179　
飯碗（大）
￥1,320（税込） 
D12.8×H6.5cm

NEW 
288071179　
飯碗（小）
￥1,210（税込） 
D11.7×H5.9cm

NEW 
288081179　
タンブラー
￥1,870（税込） 
D8.9×H13cm 360cc

NEW 
288021179　平鉢
￥2,530（税込） 
D21.3×H5.5cm

284014179　28cm丸皿
￥5,390（税込） 
D29×H2.3cm

284024179　22cm丸皿
￥3,740（税込） 
D22.8×H1.7cm

284034179　27cm深皿
￥5,390（税込） 
D27.3×H4.7cm

284044179　5.5寸反鉢
￥2,970（税込） 
D18×H7cm

284054179　たわみ向付
￥2,640（税込） 
L19.3×S18.4×H4.7cm

180151179　石目角皿（大）
￥4,840（税込） 
L27.3×S27.3×H1.5cm

180161179　石目角皿（小）
￥2,530（税込） 
L17.4×S17.4×H1.2cm
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色むら食洗機○レンジ○ 手造り 手描き 陶　器

SUIMON -水紋-
刷毛で描いた水紋模様が美しい。土そのままの風合いを活かした重厚感のあるお皿です。

食洗機○レンジ○ 色むら ピンホール 鉄　粉 手造り 陶　器

I NEW I   BANBU
割竹型のデザインを、ざらりとした土の質感で仕上げた遊び心のあるアイテム。

レンジ○ 食洗機○ 手描き 磁　器

GINGA -銀河-
星々が煌めく銀河をイメージ。中の料理への期待が高まる、こころ躍る演出もおすすめです。

282011170　27cmライン
￥9,680（税込） L27.5×S7×H4.8cm

282021170　15cmライン
￥5,280（税込） L15.5×S7×H4.8cm

282031170　10cmライン
￥3,520（税込） L10.5×S7×H4.8cm

282012170　27cm丸押し
￥9,680（税込） L27.5×S7×H4.8cm

282022170　15cm丸押し
￥5,280（税込） L15.5×S7×H4.8cm

282032170　10cm丸押し
￥3,520（税込） L10.5×S7×H4.8cm

221017170　28cm丸皿
￥9,130（税込） D28.5×H1.8cm

221027170　24cm丸皿
￥7,370（税込） D24.5×H1.7cm

221037170　20cm丸皿
￥6,160（税込） D20.5×H1.4cm

221047170　17cm丸皿
￥4,400（税込） D17×H1.3cm

255018179　
平蓋向 紫
¥4,730（税込） 
D13.5×H7.6cm

255028179　
煮物碗 紫
¥4,400（税込） 
D11.7×H9cm

255038179　
むし碗 紫
¥3,190（税込） 
D8.4×H8.2cm

255048179　
丸むし碗 紫
¥5,720（税込） 
D9.7×H9cm

255014179　
平蓋向 緑
¥4,730（税込） 
D13.5×H7.6cm

255024179　
煮物碗 緑
¥4,400（税込） 
D11.7×H9cm

255034179　
むし碗 緑
¥3,190（税込） 
D8.4×H8.2cm

255044179　
丸むし碗 緑
¥5,720（税込） 
D9.7×H9cm

ジ
ャ
パニ
ー
ズ
ス
タ
イ
ル

1615

015 016



食洗機×レンジ○ 貫　入 色むら 陶　器

KOHYO -湖氷-
湖面に張った氷のような透き通る色合いが特徴。ガラス質の釉薬による貫入が美しい。

色むら 鉄　粉
青磁

食洗機○レンジ○ 磁　器

SENKA -千華-
放射状に広がるストライプが端正な美を感じさせるデザイン。和･洋･中どんな料理にもオールマイティ。

249022171　25cmボウル 紺
¥3,520（税込） D25.2×H6.6cm

249032171　21.5cmパスタボウル 紺
￥2,640（税込） D21.8×H4.8cm

249042171　
15cmプレート 紺
￥1,320（税込） 
D15.9×H3cm

249012171　
28.5cmプレート 紺
¥3,850（税込） 
D28.7×H3.1cm

249025171　25cmボウル 青磁
¥3,520（税込） D25.2×H6.6cm

249035171　21.5cmパスタボウル 青磁
￥2,640（税込） D21.8×H4.8cm

249045171　
15cmプレート 青磁
￥1,320（税込） 
D15.9×H3cm

249015171　
28.5cmプレート 青磁
¥3,850（税込） 
D28.7×H3.1cm

249028171　25cmボウル 茶
¥3,520（税込） D25.2×H6.6cm

249038171　21.5cmパスタボウル 茶
￥2,640（税込） D21.8×H4.8cm

249048171　
15cmプレート 茶
￥1,320（税込） 
D15.9×H3cm

249018171　
28.5cmプレート 茶
¥3,850（税込） 
D28.7×H3.1cm

233011121　茶碗 白
￥1,870（税込） 
D12.3×H5.8cm

233021121　湯のみ 白
￥1,760（税込） 
D6.7×H8.3cm 200cc

233031121　30cmフラットプレート 白
￥7,260（税込） D30.7×H1.8cm

233041121　楕円ボウル 白
￥3,410（税込） L19×S14.8×H6.6cm

233051121　ふたもの 身 白
￥2,310（税込） D14×H4.7cm

233061121　ふたもの 蓋 白
¥1,078（税込） D14.2×H1cm

※233061121と
　233051121（3個使用）の
　セットイメージ

233071121　21cmプレート 白
￥3,960（税込） D21×H1cm

233081121　長角プレート 白
￥2,860（税込） L30.4×S10×H1cm

233015121　茶碗 青
￥1,870（税込）
D12.3×H5.8cm

233025121　湯のみ 青
￥1,760（税込） 
D6.7×H8.3cm 200cc

233035121　30cmフラットプレート 青
￥7,260（税込） D30.7×H1.8cm

233045121　楕円ボウル 青
￥3,410（税込） L19×S14.8×H6.6cm

233055121　ふたもの 身 青
￥2,310（税込） D14×H4.7cm

233065121　ふたもの 蓋 青
￥1,078（税込） D14.2×H1cm

※233065121と
　233055121（3個使用）の
　セットイメージ

233075121　21cmプレート 青
￥3,960（税込） D21×H1cm

233085121　長角プレート 青
￥2,860（税込） L30.4×S10×H1cm
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024061107　角皿（小） 白
￥4,510（税込） L15×S15×H2.5cm

024071107　細長皿（中） 白
￥6,490（税込） L25×S13×H2.5cm

024081107　細長皿（大） 白
￥9,460（税込） L39×S12.5×H2.5cm

024091107　長角皿 白
￥8,910（税込） L28×S18×H2.5cm

024062107　角皿（小） 黒
￥4,510（税込） L15×S15×H2.5cm

024072107　細長皿（中） 黒
￥6,490（税込） L25×S13×H2.5cm

024082107　細長皿（大） 黒
￥9,460（税込） L39×S12.5×H2.5cm

024092107　長角皿 黒
￥8,910（税込） L28×S18×H2.5cm

024063107　角皿（小） 赤
￥4,950（税込） L15×S15×H2.5cm

024073107　細長皿（中） 赤
￥6,930（税込） L25×S13×H2.5cm

024083107　細長皿（大） 赤
￥9,900（税込） L39×S12.5×H2.5cm

024093107　長角皿 赤
￥9,460（税込） L28×S18×H2.5cm

020101107　白S
￥3,960（税込） L9.5×S9.5×H5cm

020111107　白M
￥6,160（税込） L19×S10×H5cm

020121107　白L
￥7,920（税込） L20×S20×H5cm

020102107　黒S
￥3,960（税込） L9.5×S9.5×H5cm

020112107　黒M
￥6,160（税込） L19×S10×H5cm

020122107　黒L
￥7,920（税込） L20×S20×H5cm

020103107　赤S
￥4,510（税込） L9.5×S9.5×H5cm

020113107　赤M
￥6,710（税込） L19×S10×H5cm

020123107　赤L
￥8,470（税込） L20×S20×H5cm

ta・ta・la Ha-ko
色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉

白・赤
手造り 陶　器

職人によるタタラづくりのうつわ。組み合わせたり重ねたり､コーディネートは自由な発想で。

ta・ta・la BAN
色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉

白・赤
手造り 陶　器

職人によるタタラづくりのうつわ。シンプルな板状のフォルムは和モダンな演出に効果的。

ジ
ャ
パニ
ー
ズ
ス
タ
イ
ル

2019

019 020



265021107　細長角 白
￥6,160（税込） 
L34.8×S8×H4.6cm

265011107　長角 白
￥6,820（税込） 
L25.8×S15.5×H5.2cm

265022107　細長角 黒マット
￥6,160（税込） 
L34.8×S8×H4.6cm

265012107　長角 黒マット
￥6,820（税込） 
L25.8×S15.5×H5.2cm

265023107　細長角 赤
￥6,600（税込） 
L34.8×S8×H4.6cm

265013107　長角 赤
￥7,370（税込） 
L25.8×S15.5×H5.2cm

251018107　丸皿 茶
¥5,280（税込） D27××H1cm

251028107　角皿 茶
¥5,720（税込） L27×S27×H0.9cm

251019107　丸皿 グレー
¥5,280（税込） D27××H1cm

251029107　角皿 グレー
¥5,720（税込） L27×S27×H0.9cm

251012107　丸皿 黒
¥5,280（税込） D27××H1cm

251022107　角皿 黒
¥5,720（税込） L27×S27×H0.9cm

ta・ta・la つつみ
色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉

白・赤
手造り 陶　器

両端をくるりと巻き上げた花台のようなフォルム。職人によるタタラづくりです。

色むら食洗機○レンジ○ ピンホール 鉄　粉
茶・グレー

手造り 陶　器

ta・ta・la BASE
敢えてろくろの跡を残した手造りならではの質感が味わえるうつわ。職人によるタタラづくりです。
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252022107　正角（大） 黒
¥10,120（税込） L25.5×S25.5×H3.5cm

252032107　正角（小） 黒
¥7,040（税込） L19.5×S19.5×H3.5cm

252024107　正角（大） 織部
¥10,120（税込） L25.5×S25.5×H3.5cm

252034107　正角（小） 織部
¥7,040（税込） L19.5×S19.5×H3.5cm

252028107　正角（大） 赤吹き
¥10,120（税込） L25.5×S25.5×H3.5cm

252038107　正角（小） 赤吹き
¥7,040（税込） L19.5×S19.5×H3.5cm

254028107　長盛皿（中） 赤吹き
¥7,590（税込） L29.5×S14×H7.5cm

254038107　長盛皿（小） 赤吹き
¥4,400（税込） L22×S10×H6cm

254048107　珍味 赤吹き
¥1,870（税込） L8×S8×H4cm

254058107　向付 赤吹き
¥3,520（税込） L14.5×S13×H7cm

254029107　長盛皿（中） 鉄釉
¥7,590（税込） L29.5×S14×H7.5cm

254039107　長盛皿（小） 鉄釉
¥4,400（税込） L22×S10×H6cm

254049107　珍味 鉄釉
¥1,870（税込） L8×S8×H4cm

254059107　向付 鉄釉
¥3,520（税込） L14.5×S13×H7cm

267019107　
柿の葉 白唐津
￥2,200（税込） 
L17.8×S13.8×H2.2cm

267029107　
柏の葉 白唐津
￥2,200（税込） 
L18×S13.5×H2.2cm

267014107　
柿の葉 織部
￥2,200（税込） 
L17.8×S13.8×H2.2cm

267024107　
柏の葉 織部
￥2,200（税込） 
L18×S13.5×H2.2cm

267012107　
柿の葉 黒
￥2,200（税込） 
L17.8×S13.8×H2.2cm

267022107　
柏の葉 黒
￥2,200（税込） 
L18×S13.5×H2.2cm

267011107　
柿の葉 白マット
￥2,200（税込） 
L17.8×S13.8×H2.2cm

267021107　
柏の葉 白マット
￥2,200（税込） 
L18×S13.5×H2.2cm

※足付き

ta・ta・la ZEN
色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉

織部
手造り 陶　器

タタラづくりによる黒、織部、赤吹きのうつわ。お皿としてはもちろん、敷き皿としても使えるお膳型。

ta・ta・la このは
色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉

黒を除く
手造り 陶　器

柿と柏の葉をモチーフにした季節感の演出におすすめの小皿。職人によるタタラづくりの素朴さが魅力。

色むら食洗機○レンジ○ 手造り 陶　器

ta・ta・la とじめ
両サイドの飾り切り込みがアクセント。膳で引き立つ三つ足のうつわ。職人によるタタラづくりです。
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245012170　段皿（大） 黒
¥10,230（税込） L29.3×S13.5×H7.2cm

245022170　段皿（中） 黒
¥8,140（税込） L23.2×S13.5×H4.8cm

245032170　段皿（小） 黒
¥5,720（税込） L18.3×S13.5×H3cm

245011170　段皿（大） 白
¥10,230（税込） L29.3×S13.5×H7.2cm

245021170　段皿（中） 白
¥8,140（税込） L23.2×S13.5×H4.8cm

245031170　段皿（小） 白
¥5,720（税込） L18.3×S13.5×H3cm

201021170　
丸台皿 白
￥9,790（税込） 
D23×H5cm

201031170　
丸高台カップ 白
￥3,630（税込） 
D8×H10cm

201011170　
角台皿 白
￥6,160（税込） 
L19×S10×H6cm

201041170　
ディップ台 白
￥4,510（税込） 
L18×S8×H8cm

201051170　
二つ穴 白
¥5,720（税込） 
L15.3×S7.8×H7.6cm

201061170　
一つ穴 白
¥2,860（税込） 
L8.6×S7.8×H7.6cm

201023170　
丸台皿 赤
￥9,790（税込） 
D23×H5cm

201033170　
丸高台カップ 赤
￥3,630（税込） 
D8×H10cm

201013170　
角台皿 赤
￥6,160（税込） 
L19×S10×H6cm

201043170　
ディップ台 赤
￥4,510（税込） 
L18×S8×H8cm

201052170　
二つ穴 赤
¥5,720（税込） 
L15.3×S7.8×H7.6cm

201062170　
一つ穴 赤
¥2,860（税込） 
L8.6×S7.8×H7.6cm

色むら食洗機○レンジ○ 手造り 陶　器

DAN-DAN
シンプルながらも厚みがあり重厚感のあるうつわ。高さ違いで3タイプ。ひな壇状に重ね使いもおすすめ。

YAMATO
色むら食洗機○レンジ○ 手描き手造り 陶　器

鉄分を含む黒土を使った荒削りな趣を愉しめるうつわ。赤と白の釉薬で大胆に絵付けした躍動感が魅力。
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230013125　丸皿（大） 赤黒
￥5,280（税込） 
D27.2×H1.7cm

230023125　丸皿（小） 赤黒
￥2,750（税込） 
D17.7×H1.5cm

230033125　角皿（大） 赤黒
￥4,950（税込） 
L23×S23×H1.5cm

230043125　角皿（小） 赤黒
￥3,850（税込） 
L18.3×S18.3×H1.5cm

230053125　菊六角皿 赤黒
￥3,300（税込） 
L18.7×S17.7×H3.6cm

230063125　菊六角小鉢 赤黒
￥3,190（税込） 
L13.2×S12.7×H6cm

230016125　丸皿（大） 金黒
￥5,280（税込） 
D27.2×H1.7cm

230026125　丸皿（小） 金黒
￥2,750（税込） 
D17.7×H1.5cm

230036125　角皿（大） 金黒
￥4,950（税込） 
L23×S23×H1.5cm

230046125　角皿（小） 金黒
￥3,850（税込） 
L18.3×S18.3×H1.5cm

230056125　菊六角皿 金黒
￥3,300（税込） 
L18.7×S17.7×H3.6cm

230066125　菊六角小鉢 金黒
￥3,190（税込） 
L13.2×S12.7×H6cm

230073125　
円菓子碗 赤黒
￥4,510（税込） 
D10.7×H9.7cm

230083125　
ミニむし碗 赤黒
￥3,410（税込） 
D7.3×H9cm

230076125　
円菓子碗 金黒
￥4,510（税込） 
D10.7×H9.7cm

230086125　
ミニむし碗 金黒
￥3,410（税込） 
D7.3×H9cm

183011107　丸型陶板 くし目 白
￥11,660（税込） D30.5×H1.2cm

183031107　月型陶板 カヤ目（中） 白
￥6,710（税込） L28×S25.5×H1.2cm

183041107　月型陶板 カヤ目（小） 白
￥3,740（税込） L20×S18.5×H1.2cm

183012107　丸型陶板 くし目 黒
￥11,660（税込） D30.5×H1.2cm

183032107　月型陶板 カヤ目（中） 黒
￥6,710（税込） L28×S25.5×H1.2cm

183042107　月型陶板 カヤ目（小） 黒
￥3,740（税込） L20×S18.5×H1.2cm

183013107　丸型陶板 くし目 赤
￥12,100（税込） D30.5×H1.2cm

183033107　月型陶板 カヤ目（中） 赤
￥7,150（税込） L28×S25.5×H1.2cm

183043107　月型陶板 カヤ目（小） 赤
￥4,290（税込） L20×S18.5×H1.2cm

REKKA -烈火-
手描き食洗機○レンジ○ 磁　器

赤と黒、金と黒で烈火（ほとばしるような炎）をイメージしたドラマティックなデザインのうつわ。

色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉
白・赤

手造り 陶　器

BON
そのまま皿としてはもちろん、敷き皿としても使えるお盆型。満月の丸型には櫛目、三日月型には茅目の地柄入り。
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食洗機×レンジ× 磁　器

NISHIKI -錦-
輝くような金彩で、あでやかさを極めたうつわ。
丸型、正角、細長、長角の4バリエーション。

食洗機×レンジ× 手描き
台皿

色むら 磁　器

KU-U 
四角く高さのあるフォルムでステージのように料理を演出。コーディネートのスパイスとしておすすめ。

NEW 
173118170　箱皿 紫
￥4,180（税込） 
L19.5×S10.1×H4.3cm

NEW 
173119170　箱皿 ガーネット
￥4,180（税込） 
L19.5×S10.1×H4.3cm

173012162　
台皿 黒
￥3,630（税込） 
L15.5×S15.5×H5cm

NEW 
173114170　箱皿 緑
￥4,180（税込） 
L19.5×S10.1×H4.3cm

NEW 
173115170　箱皿 水色
￥4,180（税込） 
L19.5×S10.1×H4.3cm

173018162　
台皿 うす茶
￥3,630（税込） 
L15.5×S15.5×H5cm

173017162　
台皿 黒・銀
￥6,600（税込） 
L15.5×S15.5×H5cm

173016162　
台皿 赤・金
￥7,480（税込） 
L15.5×S15.5×H5cm

173014162　
台皿 黄・緑
￥4,620（税込） 
L15.5×S15.5×H5cm

140016010　丸皿
¥13,750（税込） D24×H2.5cm

140036010　正角皿
¥16,500（税込） L23.4×S23.4×H1.1cm

140056010　長角皿
¥12,100（税込） L23.6×S11×H1.1cm

140046010　細長皿
¥12,870（税込） L36.5×S7.7×H1.1cm
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MUSASHI
漆黒の地に色鮮やかに浮かぶグラデーションが幻想的。勢いよく削られた櫛目がポイント。

NEW  200105170 
おしぼり皿 青緑
￥1,980（税込） 
L16×S6.5×H1cm

200015170　丸皿（大） 青緑
￥13,200（税込） D33×H7.3cm

200025170　丸皿（中） 青緑
￥9,680（税込） D30×H5cm

200035170　丸皿（小） 青緑
￥6,600（税込） D21×H5cm

200045170　
鉢（大） 青緑
￥6,600（税込） 
D21.7×H9.5cm

200055170　
鉢（中） 青緑
￥3,960（税込） 
D16.5×H8.8cm

200065170　
鉢（小） 青緑
￥1,980（税込） 
D12.5×H6.4cm

200075170　角皿（大） 青緑
￥9,240（税込） 
L40×S13×H2.4cm

200085170　角皿（中） 青緑
￥7,920（税込） 
L28×S17×H2.1cm

200095170　角皿（小） 青緑
￥2,640（税込） 
L19×S10×H2.4cm

NEW  200104170 
おしぼり皿 黄緑
￥1,980（税込） 
L16×S6.5×H1cm

200014170　丸皿（大） 黄緑
￥13,200（税込） D33×H7.3cm

200024170　丸皿（中） 黄緑
￥9,680（税込） D30×H5cm

200034170　丸皿（小） 黄緑
￥6,600（税込） D21×H5cm

200044170　
鉢（大） 黄緑
￥6,600（税込） 
D21.7×H9.5cm

200054170　
鉢（中） 黄緑
￥3,960（税込） 
D16.5×H8.8cm

200064170　
鉢（小） 黄緑
￥1,980（税込） 
D12.5×H6.4cm

200074170　角皿（大） 黄緑
￥9,240（税込） 
L40×S13×H2.4cm

200084170　角皿（中） 黄緑
￥7,920（税込） 
L28×S17×H2.1cm

200094170　角皿（小） 黄緑
￥2,640（税込） 
L19×S10×H2.4cm

NEW  200103170 
おしぼり皿 赤
￥1,980（税込） 
L16×S6.5×H1cm

200013170　丸皿（大） 赤
￥13,200（税込） D33×H7.3cm

200023170　丸皿（中） 赤
￥9,680（税込） D30×H5cm

200033170　丸皿（小） 赤
￥6,600（税込） D21×H5cm

200043170　
鉢（大） 赤
￥6,600（税込） 
D21.7×H9.5cm

200053170　
鉢（中） 赤
￥3,960（税込） 
D16.5×H8.8cm

200063170　
鉢（小） 赤
￥1,980（税込） 
D12.5×H6.4cm

200073170　角皿（大） 赤
￥9,240（税込） 
L40×S13×H2.4cm

200083170　角皿（中） 赤
￥7,920（税込） 
L28×S17×H2.1cm

200093170　角皿（小） 赤
￥2,640（税込） 
L19×S10×H2.4cm

食洗機○
赤

食洗機×
黄緑・青緑

レンジ○ 貫　入
黄緑・青緑

色むら 手造り 陶　器
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レンジ×
                    白

レンジ○
                    黒・赤

食洗機×食洗機○ 色むら 手描き 磁　器

I NEW I   JAPONE -ジャポネ-
うつわ表面の筆跡がきらめく和モダンのうつわ。白、黒、赤の日本のシンボリックカラーで展開。

279011025　
リムボウル（大） 白
￥7,920（税込） 
D28.3×H6.3cm

279021025　
リムボウル（小） 白
￥6,160（税込） 
D24.4×H5cm

279012025　
リムボウル（大） 黒
￥7,920（税込） 
D28.3×H6.3cm

279022025　
リムボウル（小） 黒
￥6,160（税込） 
D24.4×H5cm

279013025　
リムボウル（大） 赤
￥7,920（税込） 
D28.3×H6.3cm

279023025　
リムボウル（小） 赤
￥6,160（税込） 
D24.4×H5cm

279031025　鉄鉢（大） 白
￥8,580（税込） 
D25.7×H5.9cm

279041025　鉄鉢（中） 白
￥3,520（税込） 
D19×H4.3cm

279051025　鉄鉢（小） 白
￥2,640（税込） 
D15.8×H3.7cm

279032025　鉄鉢（大） 黒
￥8,580（税込） 
D25.7×H5.9cm

279042025　鉄鉢（中） 黒
￥3,520（税込） 
D19×H4.3cm

279052025　鉄鉢（小） 黒
￥2,640（税込） 
D15.8×H3.7cm

279033025　鉄鉢（大） 赤
￥8,580（税込） 
D25.7×H5.9cm

279043025　鉄鉢（中） 赤
￥3,520（税込） 
D19×H4.3cm

279053025　鉄鉢（小） 赤
￥2,640（税込） 
D15.8×H3.7cm
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色むら食洗機○レンジ○ 陶　器

HA-RE
ハレの日のテーブルにぴったりな紅白のうつわ。ラフな筋彫りが印象的。

色むら食洗機○レンジ○ 磁　器

HAGANE -鋼-
金属のようなメタリックな輝きを持たせた、重厚感と華やかさを併せ持つうつわ。

229011125　細長皿 16本線 白
￥3,410（税込） L29×S8.2×H1.8cm

229021125　細長皿 11本線 白
￥3,080（税込） L31.6×S6×H1.8cm

229013125　細長皿 16本線 赤
￥3,410（税込） L29×S8.2×H1.8cm

229023125　細長皿 11本線 赤
￥3,080（税込） L31.6×S6×H1.8cm

229031125　
角深皿 白
￥6,050（税込） 
L23.5×S23.5×H6.4cm

229033125　
角深皿 赤
￥6,050（税込） 
L23.5×S23.5×H6.4cm

229041125　
四つ足皿 白
￥3,410（税込） 
L17×S17×H3.6cm

229043125　
四つ足皿 赤
￥3,410（税込） 
L17×S17×H3.6cm

229051125　
リム丸皿 白
￥2,530（税込） 
D17.7×H5.4cm

229053125　
リム丸皿 赤
￥2,530（税込） 
D17.7×H5.4cm

※四つ足で上げ底に
　なっています。

226019171　
33cmボウル 鉄結晶
￥13,200（税込） 
D33.3×H10.2cm

226029171　
16インチプラター 鉄結晶
￥11,660（税込） 
L41.6×S28.8×H5cm

226033171　
32.5cmリムプレート 紫
￥5,500（税込） D32.4×H2.7cm

226043171　
28cmリムプレート 紫
￥3,630（税込） D28×H2.2cm

226015171　
33cmボウル ブルー結晶
￥13,200（税込） 
D33.3×H10.2cm

226025171　
16インチプラター ブルー結晶
￥11,660（税込） 
L41.6×S28.8×H5cm

226035171　
32.5cmリムプレート 紺
￥5,500（税込） D32.4×H2.7cm

226045171　
28cmリムプレート 紺
￥3,630（税込） D28×H2.2cm
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色むら 手描き食洗機○レンジ○ 磁　器

SHIBUKI
きらめく水滴を表現した釉薬の輝きが、料理を瑞 し々く演出します。華やかな赤と黄に､モダンな白、黒、グレーの5色。

204013171　
30.5cmプレート 赤
￥5,940（税込） 
D30.9×H2cm

204033171　
24.5cmボウル 赤
￥4,400（税込） 
D24.5×H6.2cm

204043171　
20.5cmボウル 赤
￥3,080（税込） 
D20.6×H4.5cm

NEW 204063171　16cmプレート 赤
￥1,540（税込） D15.8×H2cm

204023171　22cmプレート 赤
￥2,750（税込） D22.3×H2.1cm

NEW 204053171　28cmプレート 赤
￥4,510（税込） D28.5×H2.5cm

04014171　
30.5cmプレート 黄
￥5,940（税込） 
D30.9×H2cm

204034171　
24.5cmボウル 黄
￥4,400（税込） 
D24.5×H6.2cm

204044171　
20.5cmボウル 黄
￥3,080（税込） 
D20.6×H4.5cm

NEW 204064171　16cmプレート 黄
￥1,540（税込） D15.8×H2cm

204024171　22cmプレート 黄
￥2,750（税込） D22.3×H2.1cm

NEW 204054171　28cmプレート 黄
￥4,510（税込） D28.5×H2.5cm

204019171 
30.5cmプレート グレー
￥5,940（税込） 
D30.9×H2cm

204039171　
24.5cmボウル グレー
￥4,400（税込） 
D24.5×H6.2cm

204049171　
20.5cmボウル グレー
￥3,080（税込） 
D20.6×H4.5cm

NEW 204069171　16cmプレート グレー
￥1,540（税込） D15.8×H2cm

204029171　22cmプレート グレー
￥2,750（税込） D22.3×H2.1cm

NEW 204059171　28cmプレート グレー
￥4,510（税込） D28.5×H2.5cm

204011171　
30.5cmプレート 白
￥5,940（税込） 
D30.9×H2cm

204031171　
24.5cmボウル 白
￥4,400（税込） 
D24.5×H6.2cm

204041171　
20.5cmボウル 白
￥3,080（税込） 
D20.6×H4.5cm

NEW 204061171　16cmプレート 白
￥1,540（税込） D15.8×H2cm

204021171　22cmプレート 白
￥2,750（税込） D22.3×H2.1cm

NEW 204051171　28cmプレート 白
￥4,510（税込） D28.5×H2.5cm

204012171　
30.5cmプレート 黒
￥5,940（税込） 
D30.9×H2cm

204032171　
24.5cmボウル 黒
￥4,400（税込） 
D24.5×H6.2cm

204042171　
20.5cmボウル 黒
￥3,080（税込） 
D20.6×H4.5cm

NEW 204062171　16cmプレート 黒
￥1,540（税込） D15.8×H2cm

204022171　22cmプレート 黒
￥2,750（税込） D22.3×H2.1cm

NEW 204052171　28cmプレート 黒
￥4,510（税込） D28.5×H2.5cm
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NEW 
203062110　20cmスープ 黒
￥2,970（税込） D20.5×H4cm

NEW 203082110　
23cm切立フラットプレート 黒
￥3,960（税込） D22.9×H1.7cm

NEW 203072110　
27cm切立フラットプレート 黒
￥5,390（税込） D26.9×H1.5cm

203012110　パスタ 黒
￥6,820（税込） D24.7×H4.8cm

203022110　ディナー 黒
￥5,500（税込） D27.6×H1.8cm

203032110　28cmスープ 黒
￥8,140（税込） D28.3×H5.4cm

NEW 
203061110　20cmスープ 白
￥2,970（税込） D20.5×H4cm

NEW 203081110　
23cm切立フラットプレート 白
￥3,960（税込） D22.9×H1.7cm

NEW 203071110　
27cm切立フラットプレート 白
￥5,390（税込） D26.9×H1.5cm

203011110　パスタ 白
￥6,820（税込） D24.7×H4.8cm

203021110　ディナー 白
￥5,500（税込） D27.6×H1.8cm

203031110　28cmスープ 白
￥8,140（税込） D28.3×H5.4cm

NEW 
203065110　20cmスープ 紺
￥3,520（税込） D20.5×H4cm

NEW 203085110　
23cm切立フラットプレート 紺
￥4,730（税込） D22.9×H1.7cm

NEW 203075110　
27cm切立フラットプレート 紺
￥6,490（税込）D26.9×H1.5cm

203015110　パスタ 紺
￥7,700（税込） D24.7×H4.8cm

203025110　ディナー 紺
￥6,600（税込） D27.6×H1.8cm

203035110　28cmスープ 紺
￥9,790（税込） D28.3×H5.4cm

NEW 
203068110　20cmスープ 茶
￥2,970（税込） D20.5×H4cm

NEW 203088110　
23cm切立フラットプレート 茶
￥3,960（税込） D22.9×H1.7cm

NEW 203078110　
27cm切立フラットプレート 茶
￥5,390（税込） D26.9×H1.5cm

203018110　パスタ 茶
￥6,820（税込） D24.7×H4.8cm

203028110　ディナー 茶
￥5,500（税込） D27.6×H1.8cm

203038110　28cmスープ 茶
￥8,140（税込） D28.3×H5.4cm

EARTH
自然物をイメージした色と質感で「地球」を表現しています。茶は大地、白は砂、黒は石、紺は深い海の色。

食洗機×
紺

食洗機○
白・黒・茶

レンジ×
紺・茶

レンジ○
白・黒

貫　入
紺

色むら 磁　器
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271011109　
27cmプレート 白
￥3,850（税込） D27×H3.1cm

271021109　
22.5cmプレート 白
￥2,860（税込） D22.5×H3.4cm

271031109　
16cmプレート 白
￥1,430（税込） D16×H2.5cm

271041109　
11cmプレート 白
￥1,045（税込） D11×H1.8cm

271012109　
27cmプレート 黒
￥3,850（税込） D27×H3.1cm

271022109　
22.5cmプレート 黒
￥2,860（税込） D22.5×H3.4cm

271032109　
16cmプレート 黒
￥1,430（税込） D16×H2.5cm

271042109　
11cmプレート 黒
￥1,045（税込） D11×H1.8cm

271013109　
27cmプレート 赤
￥3,850（税込） D27×H3.1cm

271023109　
22.5cmプレート 赤
￥2,860（税込） D22.5×H3.4cm

271033109　
16cmプレート 赤
￥1,430（税込） D16×H2.5cm

271043109　
11cmプレート 赤
￥1,045（税込） D11×H1.8cm

271015109　
27cmプレート 青
￥3,850（税込） D27×H3.1cm

271025109　
22.5cmプレート 青
￥2,860（税込） D22.5×H3.4cm

271035109　
16cmプレート 青
￥1,430（税込） D16×H2.5cm

271045109　
11cmプレート 青
￥1,045（税込） D11×H1.8cm

271081109　小煎茶碗 白
￥1,045（税込） 
D7.7×H4.5cm 130cc

271091109　小抹茶碗 白
￥1,210（税込） 
D9.8×H5.8cm 260cc

271051109　飯碗 白
￥1,430（税込） 
D12×H6.2cm

271071109　小鉢 白
￥1,210（税込） 
D13×H4.8cm

271061109　中鉢 白
￥1,760（税込） 
D17×H6cm

271082109　小煎茶碗 黒
￥1,045（税込） 
D7.7×H4.5cm 130cc

271092109　小抹茶碗 黒
￥1,210（税込） 
D9.8×H5.8cm 260cc

271052109　飯碗 黒
￥1,430（税込） 
D12×H6.2cm

271072109　小鉢 黒
￥1,210（税込） 
D13×H4.8cm

271062109　中鉢 黒
￥1,760（税込） 
D17×H6cm

271083109　小煎茶碗 赤
￥1,045（税込） 
D7.7×H4.5cm 130cc

271093109　小抹茶碗 赤
￥1,210（税込） 
D9.8×H5.8cm 260cc

271053109　飯碗 赤
￥1,430（税込） 
D12×H6.2cm

271073109　小鉢 赤
￥1,210（税込） 
D13×H4.8cm

271063109　中鉢 赤
￥1,760（税込） 
D17×H6cm

271085109　小煎茶碗 青
￥1,045（税込） 
D7.7×H4.5cm 130cc

271095109　小抹茶碗 青
￥1,210（税込） 
D9.8×H5.8cm 260cc

271055109　飯碗 青
￥1,430（税込） 
D12×H6.2cm

271075109　小鉢 青
￥1,210（税込） 
D13×H4.8cm

271065109　中鉢 青
￥1,760（税込） 
D17×H6cm

FUDE-MAKI
色むら食洗機○レンジ○ 手描き 磁　器

繊細な筋目模様に沿って絵付けを施したうつわ。個々で異なる濃淡が美しい。日常使いしやすいサイズ展開。
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TEN-KUU -天空-
手描き食洗機○レンジ○ 磁　器

夜空に星屑を散りばめたような幻想的なデザイン。なめらかな手触りが心地よいうつわです。

食洗機×レンジ× 天然木

TAKUMI -匠-
天然木を使用した和の膳を引き立てるうつわ。日本製ならではの上質感のある仕上がり。

ZENTA
手造り食洗機×レンジ× 磁　器

長尺の独創的なデザイン。カウンターや長テーブルに映えるモダンな花器です。

207015172　プレート（大） 紺
￥5,610（税込） D28.5×H1.8cm

207025172　プレート（中） 紺
￥3,960（税込） D23.4×H1.6cm

207035172　平鉢（大） 紺
￥4,730（税込） D25.6×H5.2cm

207045172　平鉢（中） 紺
￥3,410（税込） D21.2×H5.3cm

207055172　
ボウル（大） 紺
￥3,630（税込） 
D16×H10.4cm 900cc

207065172　
ボウル（中） 紺
￥2,640（税込） 
D13.9×H8.7cm 550cc

207075172　
ボウル（小） 紺 
￥1,980（税込） 
D12×H7.8cm

207012172　プレート（大） 黒
￥5,610（税込） D28.5×H1.8cm

207022172　プレート（中） 黒
￥3,960（税込） D23.4×H1.6cm

207032172　平鉢（大） 黒
￥4,730（税込） D25.6×H5.2cm

207042172　平鉢（中） 黒
￥3,410（税込） D21.2×H5.3cm

207052172　
ボウル（大） 黒
￥3,630（税込） 
D16×H10.4cm 900cc

207062172　
ボウル（中） 黒
￥2,640（税込） 
D13.9×H8.7cm 550cc

207072172　
ボウル（小） 黒
￥1,980（税込） 
D12×H7.8cm

115051154　オリーブトレイ
￥6,050（税込） L77×S5.6×H3.1cm

115060154　テーブルセンター
￥10,010（税込） L85×S10×H10cm

115201154　
オリーブトレイ ハーフ
￥4,730（税込） L40.3×S5.6×H3.1cm

115210154　
テーブルセンター ハーフ
￥6,490（税込） L45×S10×H10cm

115011154　
菓子トレイ 白
¥3,960（税込） 
L25.3×S10.3×H1.1cm

115041154　
下駄トレイ 白
¥3,740（税込） 
L35.2×S10.2×H2.5cm

115012154　
菓子トレイ 黒
¥3,960（税込） 
L25.3×S10.3×H1.1cm

115042154　
下駄トレイ 黒
¥3,740（税込） 
L35.2×S10.2×H2.5cm

089010116　花器
￥30,800（税込） Ｌ85×Ｓ5.4×Ｈ6.8cm
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191013009　鉄鉢（大） 赤
￥5,940（税込） D26.5×H5.5cm

191033009　鉄鉢（中） 赤
￥3,300（税込） D21×H5cm

191043009　鉄鉢（小） 赤
￥1,980（税込） D15×H3.5cm

191012009　鉄鉢（大） 黒
￥5,940（税込） D26.5×H5.5cm

191032009　鉄鉢（中） 黒
￥3,300（税込） D21×H5cm

191042009　鉄鉢（小） 黒
￥1,980（税込） D15×H3.5cm

067286056　
ゴールド6.7cm盃　
￥990（税込） 
D6.7×Ｈ3cm 40cc

175014162　ゆのみ
￥2,310（税込） 
D8×H7.3cm 230cc

175024162　茶碗
￥2,970（税込） 
D12.4×H8.7cm

175034162　丼
￥3,520（税込） 
D16.3×H10cm 500cc

175044162　フタ付珍味
￥3,520（税込） 
D11.2×H10cm

067296056　
ゴールド8.1cm盃　
￥1,210（税込） 
D8.1×Ｈ3.6cm 60cc

067306056　
ゴールド9.7cm盃　
￥1,804（税込） 
D9.7×Ｈ4.4cm 110cc

067287056　
プラチナ6.7cm盃　　
￥990（税込） 
D6.7×Ｈ3cm 40cc

067297056　
プラチナ8.1cm盃　　
￥1,210（税込） 
D8.1×Ｈ3.6cm 60cc

067307056　
プラチナ9.7cm盃　　
￥1,804（税込） 
D9.7×Ｈ4.4cm 110cc

236013179　5.5丼 赤黒
￥3,410（税込） D16.5×H8.5cm 800cc

236023179　楕円鉢 赤黒
￥3,960（税込） L22.5×S16×H8.4cm

236014179　5.5丼 黄黒
￥3,410（税込） D16.5×H8.5cm 800cc

236024179　楕円鉢 黄黒
￥3,960（税込） L22.5×S16×H8.4cm

FU-KA -風火-
食洗機×レンジ× 手描き 磁　器

職人により大胆な筆致で絵付けしたうつわ。程よく深みのある使いやすい形状もポイント。

FU-KA -風火-
食洗機×レンジ× 手描き 磁　器

祝杯にふさわしいシ金彩、プラチナ彩を施したシリーズ。

HAYATE -疾風-
色むら ピンホール食洗機○レンジ○ 陶　器

ゆず肌の地に、ねじれるように配した黒地とのコンビネーションが映える独創的なうつわ。

TEMARI -手毬-

食洗機×レンジ○ 貫　入 色むら 手描き 磁　器

マットな黒地に手鞠を描いた愛らしいうつわ。
ガラス質の釉薬による艶やかな若草色とのコントラストが美しい。
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MIWAKU -魅惑-
色むら食洗機○レンジ○ 磁　器鉄　粉

赤

艶のある地に唐草模様が映えるオリエンタルテイストのうつわ。魅惑的な赤と黒の2色展開。

GEKKO -月光-
色むら食洗機○レンジ○ 磁　器

闇を照らす月光のようにやわらかに広がる放射状のライン。和洋を問わず使えるシンプルなデザイン。

NEW 
118083115　
飯碗（大） 赤
￥1,540（税込） 
D12.1×H7.1cm

NEW 
118093115　
飯碗（小） 赤
￥1,320（税込） 
D11×H6.2cm

118063115　
小皿 赤
￥869（税込） 
D12.4×H2.2cm

NEW 
118080115　
飯碗（大） 黒
￥1,540（税込） 
D12.1×H7.1cm

NEW 
118090115　
飯碗（小） 黒
￥1,320（税込） 
D11×H6.2cm

118060115　
小皿 黒
￥869（税込） 
D12.4×H2.2cm

118033115　丸皿（小） 赤
￥1,760（税込） 
D21.8×H3cm

118043115　丸皿（中） 赤
￥2,860（税込） 
D25.2×H3cm

118053115　丸皿（大） 赤
￥5,500（税込） 
D31.3×H4.2cm

118013115　
角皿（小） 赤
￥3,190（税込） 
L19×S19×H4cm

118023115　
角皿（大） 赤
￥4,070（税込） 
L22.2×S22.2×H4.6cm

118030115　丸皿（小） 黒
￥1,760（税込） 
D21.8×H3cm

118040115　丸皿（中） 黒
￥2,860（税込） 
D25.2×H3cm

118050115　丸皿（大） 黒
￥5,500（税込） 
D31.3×H4.2cm

118010115　
角皿（小） 黒
￥3,190（税込） 
L19×S19×H4cm

118020115　
角皿（大） 黒
￥4,070（税込） 
L22.2×S22.2×H4.6cm

118073115　
麺鉢 赤
￥2,640（税込） 
D24.5×H7.4cm

118070115　
麺鉢 黒
￥2,640（税込） 
D24.5×H7.4cm　

199011105　9.5寸皿 白
￥2,200（税込） D30.5×H4.2cm

199021105　4.8寸皿 白
￥550（税込） 
D14.7×H2.5cm

199031105　9.5寸浅鉢 白
￥2,420（税込） D29.5×H6cm

199041105　8寸浅鉢 白
￥1,540（税込） D25.1×H4.8cm

199051105　6.5寸浅鉢 白
￥825（税込） D19.9×H4.2cm

199061105　8寸深鉢 白
￥1,870（税込） D24.2×H8.1cm

199071105　6.5寸深鉢 白
￥935（税込） D20×H6.8cm

199081105　5.5寸深鉢 白
￥825（税込） D16.2×H5.5cm

199091105　3.5寸深鉢 白
￥440（税込） D10.8×H4cm

199012105　9.5寸皿 黒
￥2,200（税込） D30.5×H4.2cm

199022105　4.8寸皿 黒
￥550（税込） 
D14.7×H2.5cm

199032105　9.5寸浅鉢 黒
￥2,420（税込） D29.5×H6cm

199042105　8寸浅鉢 黒
￥1,540（税込） D25.1×H4.8cm

199052105　6.5寸浅鉢 黒
￥825（税込） D19.9×H4.2cm

199062105　8寸深鉢 黒
￥1,870（税込） D24.2×H8.1cm

199072105　6.5寸深鉢 黒
￥935（税込） D20×H6.8cm

199082105　5.5寸深鉢 黒
￥825（税込） D16.2×H5.5cm

199092105　3.5寸深鉢 黒
￥440（税込） D10.8×H4cm
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195032068　7寸ボウル 黒
￥4,290（税込） 
D21.8×H8.4cm

195042068　5.5寸丼 黒
￥2,970（税込） 
D17×H9.5cm 1,300cc

195052068　4.2寸丼 黒
￥1,650（税込） 
D13×H7.5cm 600cc

195092068　5.5寸角小鉢 黒
￥2,750（税込） 
L17×S17×H5.3cm

195033068　7寸ボウル 赤
￥4,290（税込） 
D21.8×H8.4cm

195043068　5.5寸丼 赤
￥2,970（税込） 
D17×H9.5cm 1,300cc

195053068　4.2寸丼 赤
￥1,650（税込） 
D13×H7.5cm 600cc

195093068　5.5寸角小鉢 赤
￥2,750（税込） 
L17×S17×H5.3cm

195072068　6寸正角皿 黒
￥1,980（税込） 
L17.5×S17.5×H3.7cm

195012068　9寸皿 黒
￥4,510（税込） 
D27.8×H3.6cm

195022068　6寸皿 黒
￥1,540（税込） 
D19.7×H3cm

195073068　6寸正角皿 赤
￥1,980（税込） 
L17.5×S17.5×H3.7cm

195013068　9寸皿 赤
￥4,510（税込） 
D27.8×H3.6cm

195023068　6寸皿 赤
￥1,540（税込） 
D19.7×H3cm

248013066　28cm皿
￥2,860（税込） D27.7×H3.3cm

248023066　25cm皿
￥2,310（税込） D24.8×H3.3cm

248033066　21cm皿
￥1,540（税込） D21.3×H2.5cm

248043066　9cm皿
￥605（税込） D8.9×H1.8cm

248053066　24cm深皿
￥2,200（税込） D24.4×H5cm

248063066　14cm深皿
￥1,100（税込） D14.7×H3.8cm

248073066　17cm深鉢
￥1,430（税込） 
D16.7×H5.2cm

248083066　13cm丼
￥1,320（税込） 
D12.7×H7.2cm 450cc

鉄　粉食洗機○レンジ○ 磁　器

SEKI-HEKI
エキゾチックな深紅の花模様が映えるうつわ。スパイシーな料理との相性は抜群。

MIHANA
レンジ○ 食洗機○ 鉄　粉 磁　器

芍薬（しゃくやく）をモチーフにした切り絵柄が特徴。赤、白、黒の和モダンなカラー展開。

ジ
ャ
パニ
ー
ズ
ス
タ
イ
ル

50    49

049 050



015031105　白手引き4.5寸正角皿
￥506（税込） L13.5×S13.5×H2.8cm

015021105　白手引き5.5寸正角皿
￥902（税込） L17.2×S17.2×H3cm

015011105　白手引き7.5寸正角皿
￥2,310（税込） L23×S23×H4cm 

015121105　
白丸3寸皿
￥363（税込） 
D9.9×H1.8cm

015041105　白丸尺皿
￥3,960（税込） D31×H3cm

015051105　白丸9寸皿
￥1,980（税込） D28.3×H3cm

015081105　
白メタ4.8寸ボウル
￥715（税込） 
D15×H5cm

015111105　
白3.5寸ボウル
￥418（税込） 
D10.8×H4.3cm

015101105　
白多用碗
￥638（税込） 
D12.7×H7cm 550cc

015091105　
白釜揚げ丼
￥1,430（税込） 
D17×H9cm 1,100cc

015071105　
白ミツワ7.5寸めん皿
￥902（税込） 
D22.6×H5cm

015061105　
白メタ9.5寸鉢
￥3,190（税込） 
D28.3×H7.5cm

015032105　黒手引き4.5寸正角皿
￥506（税込） L13.5×S13.5×H2.8cm

015022105　黒手引き5.5寸正角皿
￥902（税込） L17.2×S17.2×H3cm

015012105　黒手引き7.5寸正角皿
￥2,310（税込） L23×S23×H4cm

015122105　
黒丸3寸皿
￥363（税込） 
D9.9×H1.8cm

015042105　黒丸尺皿
￥3,960（税込） D31×H3cm

015052105　黒丸9寸皿
￥1,980（税込） D28.3×H3cm

015082105　
黒メタ4.8寸ボウル
￥715（税込） 
D15×H5cm

015112105　
黒3.5寸ボウル
￥418（税込） 
D10.8×H4.3cm

015102105　
黒多用碗
￥638（税込） 
D12.7×H7cm 550cc

015092105　
黒釜揚げ丼
￥1,430（税込） 
D17×H9cm 1,100cc

015072105　
黒ミツワ7.5寸めん皿
￥902（税込） 
D22.6×H5cm

015062105　
黒メタ9.5寸鉢
￥3,190（税込） 
D28.3×H7.5cm

039041101　白3.5寸皿
￥858（税込） D10.3×H2.5cm

039031101　白4寸皿
￥1,045（税込） D13.5×H2cm

039021101　白6寸皿
￥1,760（税込） D18.5×H2.5cm

039011101　白8寸皿
￥2,530（税込） D24×H3.2cm

039101101　
白中鉢
￥3,630（税込） 
D19×H7cm

039121101　
白浅鉢
￥1,870（税込） 
D15×H5.5cm

039251101　
白小鉢
￥1,540（税込） 
D13.2×H4.5cm

039111101　
白珍味
￥990（税込） 
D10×H3.5cm

039171101　白正角皿（小）
￥1,100（税込） L14.5×S14.5×H2cm

039161101　白正角皿（大）
￥2,530（税込） L22×S22×H2.5cm

039151101　白長角皿（小）
￥1,760（税込） L28×S14×H1.8cm

039141101　白長角皿（大）
￥3,410（税込） L34×S22×H2.5cm

039071101　
白抹茶オーレ
￥1,210（税込）
D10×H7.5cm 330cc

039241101　
白湯呑
￥1,100（税込）
D7.5×H8.9cm 280cc

039231101　
白煎茶
￥1,056（税込）
D9.4×H5.3cm 200cc

039131101　
白多用碗
￥1,540（税込）
D11.5×7.5cm 450cc

039221101　
白茶碗
￥1,320（税込）
D11.5×6cm

039042101　黒3.5寸皿
￥858（税込） D10.3×H2.5cm

039032101　黒4寸皿
￥1,045（税込） D13.5×H2cm

039022101　黒6寸皿
￥1,760（税込） D18.5×H2.5cm

039012101　黒8寸皿
￥2,530（税込） D24×H3.2cm 

039102101　
黒中鉢
￥3,630（税込） 
D19×H7cm

039122101　
黒浅鉢
￥1,870（税込） 
D15×H5.5cm

039252101　
黒小鉢
￥1,540（税込） 
D13.2×H4.5cm

039112101　
黒珍味
￥990（税込） 
D10×H3.5cm

039172101　黒正角皿（小）
￥1,100（税込） L14.5×S14.5×H2cm

039162101　黒正角皿（大）
￥2,530（税込） L22×S22×H2.5cm

039152101　黒長角皿（小）
￥1,760（税込） L28×S14×H1.8cm

039142101　黒長角皿（大）
￥3,410（税込） L34×S22×H2.5cm

039072101　
黒抹茶オーレ
￥1,210（税込）
D10×H7.5cm 330cc

039242101　
黒湯呑
￥1,100（税込）
D7.5×H8.9cm 280cc

039232101　
黒煎茶
￥1,056（税込）
D9.4×H5.3cm 200cc

039132101　
黒多用碗
￥1,540（税込）
D11.5×7.5cm 450cc

039222101　
黒茶碗
￥1,320（税込）
D11.5×6cm

こよみ
鉄　粉
白

食洗機○レンジ○ 陶　器

つや消しマットな白と黒。日常使いしやすいシンプルな形状。「とうしょう窯」のロングセラー商品です。

市 蔵
鉄　粉
白

食洗機○レンジ○ 磁　器

和柄を地模様として施したシンプルで使いやすいうつわ。「とうしょう窯」の定番人気シリーズ。
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鉄　粉食洗機○レンジ○ 磁　器

手描き食洗機○レンジ○ 磁　器

GOEMON -五右衛門-
伝統的な唐草模様を、艶感のある釉薬で「とうしょう窯」らしくモダンに表現。ラインナップも多彩です。

TENGU
手描き食洗機○レンジ○ 磁　器

ろくろ目や櫛目模様が入った和食器らしい地に、反対色で勢いよく描いたランダムな絵柄がアクセント。

119135125　高台皿 青
￥4,290（税込） D16.5×H5.8cm

119145125　めし碗 青
￥2,750（税込） D11×H6.4cm

119155125　
煮物碗 青
￥5,500（税込） 
D12.8×H10cm

119165125　
円菓子碗 青
￥4,730（税込） 
D10.5×H9.7cm

119175125　
ミニむし碗 青
￥4,070（税込） 
D7.4×H9cm

119125125　
リム付丸プレート 青
￥4,730（税込） D24.3×H3.1cm

119185125　
手まり珍味 青
￥2,860（税込） 
D6.8×H5.8cm

119133125　高台皿 赤
￥4,290（税込） D16.5×H5.8cm

119143125　めし碗 赤
￥2,750（税込） D11×H6.4cm

119153125　
煮物碗 赤
￥5,500（税込） 
D12.8×H10cm

119163125　
円菓子碗 赤
￥4,730（税込） 
D10.5×H9.7cm

119173125　
ミニむし碗 赤
￥4,070（税込） 
D7.4×H9cm

119123125　
リム付丸プレート 赤
￥4,730（税込） D24.3×H3.1cm

119183125　
手まり珍味 赤
￥2,860（税込） 
D6.8×H5.8cm

119014115　
丼 緑
￥1,760（税込） 
D16×H10cm 1,200cc

119024115　
小丼 緑
￥1,100（税込） 
D12.6cm×H7.5cm 500cc

119015115　
丼 青
￥1,980（税込） 
D16×H10cm 1,200cc

119025115　
小丼 青
￥1,210（税込） 
D12.6cm×H7.5cm 500cc

119013115　
丼 赤
￥1,980（税込） 
D16×H10cm 1,200cc

119023115　
小丼 赤
￥1,210（税込） 
D12.6cm×H7.5cm 500cc

105011115　3寸皿 白
￥682（税込） 
D9.4×H2.2cm

105021115　とんすい 白
￥1,210（税込） 
L14×S12.3×H5.7cm

105012115　3寸皿 黒
￥682（税込） 
D9.4×H2.2cm

105022115　とんすい 黒
￥1,210（税込） 
L14×S12.3×H5.7cm

105031115　4.8寸飯碗 白
￥1,210（税込） 
D15×H7.7cm 450cc

105041115　6.5寸丼 白
￥2,750（税込） 
D19.6×H10cm 750cc

105051115　7寸丼 白
￥3,520（税込） 
D22.1×H11.2cm 1,600cc

105061115　パスタ皿 白
￥2,530（税込） D24.2×H4.7cm

105071115　8寸盛鉢 白
￥3,740（税込） D25.4×H7.1cm 

105081115　尺盛鉢 白
￥9,900（税込） D30.7×H8.3cm

105032115　4.8寸飯碗 黒
￥1,210（税込） 
D15×H7.7cm 450cc

105042115　6.5寸丼 黒
￥2,750（税込） 
D19.6×H10cm 750cc

105052115　7寸丼 黒
￥3,520（税込） 
D22.1×H11.2cm 1,600cc

105062115　パスタ皿 黒
￥2,530（税込） 
D24.2×H4.7cm

105072115　8寸盛鉢 黒
￥3,740（税込） 
D25.4×H7.1cm

105082115　尺盛鉢 黒
￥9,900（税込） 
D30.7×H8.3cm

105091115　角皿（小） 白
￥3,960（税込） 
L26.3×S17.6×H4.2cm

105101115　角皿（大） 白
￥8,690（税込） 
L36.7×S24.3×H4.6cm

105111115　長角皿（大） 白
￥6,160（税込） 
L40.8×S13.2×H4cm

105092115　角皿（小） 黒
￥3,960（税込） 
L26.3×S17.6×H4.2cm

105102115　角皿（大） 黒
￥8,690（税込） 
L36.7×S24.3×H4.6cm

105112115　長角皿（大） 黒
￥6,160（税込） 
L40.8×S13.2×H4cm
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SAI -彩-

手描き食洗機○レンジ○ 磁　器

黒い器に金彩、銀彩を施した、
丼としては珍しい斬新なデザイン。

円
手描き

天目流れを除く
ピンホール
天目流れ

色むら食洗機○レンジ○ 磁　器

職人がひとつひとつ絵付けした「とうしょう窯」の丼シリーズ。飯碗から大きめの丼まで充実のサイズ展開。

NEW 
038271186　天目流れ5.5丼 白
￥3,520（税込） D16.7×H8.7cm 1,050cc

NEW 
038281186　天目流れ5.0丼 白
￥3,080（税込） D15.7×H7.7cm 700cc

NEW 
038273186　天目流れ5.5丼 赤
￥3,520（税込）D16.7×H8.7cm 1,050cc

NEW 
038283186　天目流れ5.0丼 赤
￥3,080（税込） D15.7×H7.7cm 700cc

038155115　
赤釉黄刷毛 5.0丼
￥2,970（税込） 
D16.7×H9.3cm 800cc

038165115　
赤釉黄刷毛 6.0丼
￥3,520（税込） 
D18.4×H11.3cm 1,200cc

038152115
黒釉白刷毛 5.0丼
￥2,530（税込） 
D16.7×H9.3cm 800cc

038162115
黒釉白刷毛 6.0丼
￥2,970（税込） 
D18.4×H11.3cm 1,200cc

038235115　
千段6.5寸高浜丼 青
￥3,960（税込） 
D20×H10cm 1,100cc

038154115　
赤釉黒刷毛 5.0丼
￥2,970（税込） 
D16.7×H9.3cm 800cc

038164115　
赤釉黒刷毛 6.0丼
￥3,520（税込） 
D18.4×H11.3cm 1,200cc

038233115　
千段6.5寸高浜丼 赤
￥3,960（税込） 
D20×H10cm 1,100cc

038153115　
赤釉白刷毛 5.0丼
￥2,970（税込） 
D16.7×H9.3cm 800cc

038163115　
赤釉白刷毛 6.0丼
￥3,520（税込） 
D18.4×H11.3cm 1,200cc

038231115　
千段6.5寸高浜丼 白
￥3,960（税込） 
D20×H10cm 1,100cc

038013158　
のっぽ丼（大） 赤
￥2,750（税込） 
D16.6×H12.4cm 1,400cc

038023158　
のっぽ丼（中） 赤
￥1,650（税込） 
D12.4×H9.5cm 600cc

038033158　
のっぽ丼（小） 赤
￥1,430（税込） 
D11.4×H8.2cm

038151115
白釉黒刷毛 5.0丼
￥2,530（税込） 
D16.7×H9.3cm 800cc

038161115
白釉黒刷毛 6.0丼
￥2,970（税込） 
D18.4×H11.3cm 1,200cc

038015158　
のっぽ丼（大） 呉須
￥2,750（税込） 
D16.6×H12.4cm 1,400cc

038025158　
のっぽ丼（中） 呉須
￥1,650（税込） 
D12.4×H9.5cm 600cc

038035158　
のっぽ丼（小） 呉須
￥1,430（税込） 
D11.4×H8.2cm

241037066　14cm深丼 銀
￥1,540（税込） D13.6×H7.8cm 500cc

241027066　16cm深丼 銀
￥1,980（税込） D16.1×H8.7cm 750cc

241017066　19cm深丼 銀
￥2,750（税込） D18.8×H10.2cm 1,250cc

241036066　14cm深丼 金
￥1,540（税込） D13.6×H7.8cm 500cc

241026066　16cm深丼 金
￥1,980（税込） D16.1×H8.7cm 750cc

241016066　19cm深丼 金
￥2,750（税込） D18.8×H10.2cm 1,250cc

259341125　
丸刷毛飯碗
￥2,090（税込） 
D11.1×H6.6cm

038241125　
丸刷毛反り丼（大）
￥4,400（税込） 
D19.7×H9.8cm 1,100cc

038251125　
丸刷毛反り丼（小）
￥3,960（税込） 
D17.5×H8.8cm 800cc

038261125　
丸刷毛麺丼
￥3,410（税込） 
D15×H8.2cm 800cc
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180114162　
フラットリムプレート（大） 緑
¥6,270（税込） 
D31×H0.9cm
レンジ○ / 食洗機○ 
色むら / 鉄粉 / 磁器

180124162　
フラットリムプレート（小） 緑
¥4,510（税込） 
D24.1×H0.8cm
レンジ○ / 食洗機○ 
色むら / 鉄粉 / 磁器

180118162　
フラットリムプレート（大） 紫
¥6,270（税込） 
D31×H0.9cm
レンジ○ / 食洗機○ 
色むら / 鉄粉 / 磁器

180128162　
フラットリムプレート（小） 紫
¥4,510（税込） 
D24.1×H0.8cm
レンジ○ / 食洗機○ 
色むら / 鉄粉 / 磁器

NEW 
277016125　ZIPANG 大皿
￥5,940（税込） D27.5×H3cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

NEW 
284014179　UZU 28cm丸皿
￥5,390（税込） D29×H2.3cm
レンジ○ / 食洗機○ 
色むら / ピンホール / 鉄粉 / 手描き / 陶器

109020010　
Pearl クロス 27cmディナー
￥7,040（税込） D27.8×H2cm
レンジ○ / 食洗機○ / 磁器

109030010　
Pearl WASHI 27cmディナー
￥7,040（税込） D27.5×H2.4cm
レンジ○ / 食洗機○ / 磁器

180136044　
リーフプレート 金巻き
¥10,010（税込） 
D27.7×H2.4cm
レンジ× / 食洗機× / 磁器

180137044　
リーフプレート 銀巻き
¥10,010（税込） 
D27.7×H2.4cm
レンジ× / 食洗機× / 磁器

180186162　フラットリムプレート（大） ゴールド
¥6,050（税込） D31.2×H1cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

180196162　フラットリムプレート（小） ゴールド
¥4,840（税込） D23.3×H0.8cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

NEW 
281031170　
SANSUI 波紋皿 白
￥19,800（税込） 
D27×H1.8cm
レンジ× / 食洗機×
鉄粉 / 手造り / 陶器
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NEW 
281021170　
SANSUI ふち波紋皿 白
￥19,800（税込） 
D27×H1.8cm
レンジ× / 食洗機× 
鉄粉 / 手造り / 陶器

NEW 
281032170　
SANSUI 波紋皿 天目釉
￥19,800（税込） 
D27×H1.8cm
レンジ× / 食洗機× 
ピンホール / 手造り / 陶器

NEW 
281022170　
SANSUI ふち波紋皿 天目釉
￥19,800（税込） 
D27×H1.8cm
レンジ× / 食洗機× 
ピンホール / 手造り / 陶器
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180173044　
HOUJYU-宝珠- プレート 赤
￥7,040（税込） D26.7×H2.9cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 手描き / 磁器

180176044　
HOUJYU-宝珠- プレート 金
￥7,040（税込） D26.7×H2.9cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 手描き / 磁器

180177044　
HOUJYU-宝珠- プレート 銀
￥7,040（税込） D26.7×H2.9cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 手描き / 磁器

180239167　
櫛目砂唐津プレート
¥7,590（税込） D28.8×H2.7cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

180018110　
絹衣 リムプレート
￥5,830（税込） D27.8×H2.8cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

180093171　銅赤 ワイドリム
￥3,630（税込） D28.7×H2.8cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

180049110　銀麟 クレータープレート
￥8,690（税込） D28.5×H1.8cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

180028110　絹衣 クレータープレート
￥8,690（税込） D28.5×H1.8cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

180039110　
銀麟 リムプレート
￥5,830（税込） 
D27.8×H2.8cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 磁器

180083171　銅赤 リム
￥3,630（税込） D28.7×H2.8cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 磁器

180146044　
リーフプレート 金彩
¥6,490（税込） D27.7×H2.4cm
レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

180147044　
リーフプレート 銀彩
¥6,490（税込） D27.7×H2.4cm
レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

251019107　ta・ta・la BASE 丸皿 グレー
¥5,280（税込） D27××H1cm
レンジ○ / 食洗機○ 
色むら / ピンホール / 鉄粉 / 手造り / 陶器

251018107　ta・ta・la BASE 丸皿 茶
¥5,280（税込） D27××H1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / ピンホール / 鉄粉 / 手造り / 陶器

251012107　ta・ta・la BASE 丸皿 黒
¥5,280（税込） D27××H1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / ピンホール / 手造り / 陶器

180234167　
櫛目深緑プレート
¥7,590（税込） D28.8×H2.7cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 鉄粉 / 陶器

180232167　
櫛目黒柿釉プレート
¥7,590（税込） D28.8×H2.7cm
レンジ○ / 食洗機○ / 色むら / 鉄粉 / 陶器
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259108167　くし目飯碗（大） 
¥2,750（税込） D12.8×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259118167　くし目飯碗（小） 
¥2,200（税込） D12.1×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259089167　砂目三色飯碗（大）
¥2,750（税込） D12.8×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

259099167　砂目三色飯碗（小）
¥2,200（税込） D12.1×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

259245182　花飯碗（大） 白紫
¥2,200（税込） D12.7×H8cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259255182　花飯碗（小） 白紫
¥1,870（税込） D11.5×H7.4cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259246182　花飯碗（大） 黒赤
¥2,200（税込） D12.7×H8cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259256182　花飯碗（小） 黒赤
¥1,870（税込） D11.5×H7.4cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259069167　銀彩市松飯碗（大） 
¥2,970（税込） D12.2×H6.8cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / 手描き / 陶器

259079167　銀彩市松飯碗（小） 
¥2,420（税込） D11.8×H6.3cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / 手描き / 陶器

259068167　アメ市松飯碗（大） 
¥2,970（税込） D12.2×H6.8cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / 手描き / 陶器

259078167　アメ市松飯碗（小） 
¥2,420（税込） D11.8×H6.3cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / 手描き / 陶器

259221182　桜ねずみ志野飯碗（大）
¥1,760（税込） D12×H7.6cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

259231182　桜ねずみ志野飯碗（小）
¥1,430（税込） D11.7×H6cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

259224182　十草ねずみ志野飯碗（大） 
¥1,760（税込） D12×H7.6cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259234182　十草ねずみ志野飯碗（小） 
¥1,430（税込） D11.7×H6cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259064167　織部市松飯碗（大） 
¥2,970（税込） D12.2×H6.8cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / 手描き / 陶器

259074167　織部市松飯碗（小） 
¥2,420（税込） D11.8×H6.3cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / 手描き / 陶器

259129181　灰市松飯碗（大）
¥1,540（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259139181　灰市松飯碗（小）
¥1,430（税込） D11.3×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259222182　刷毛水玉飯碗（大） 青 
¥1,760（税込） D12×H7.6cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259232182　刷毛水玉飯碗（小） 青 
¥1,430（税込） D11.7×H6cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259223182　刷毛水玉飯碗（大） 茶 
¥1,760（税込） D12×H7.6cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259233182　刷毛水玉飯碗（小） 茶 
¥1,430（税込） D11.7×H6cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259128181　あられ飯碗（大） 
¥1,540（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259138181　あられ飯碗（小） 
¥1,430（税込） D11.3×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259122181　流れ水玉飯碗（大） 黒 
¥1,540（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259132181　流れ水玉飯碗（小） 黒 
¥1,430（税込） D11.3×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259123181　流れ水玉飯碗（大） 赤 
¥1,540（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259133181　流れ水玉飯碗（小） 赤 
¥1,430（税込） D11.3×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259121181　白黒水玉飯碗（大） 
¥1,540（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259131181　白黒水玉飯碗（小） 
¥1,430（税込） D11.3×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

NEW 
259528181　よこ縞飯碗（大）
￥1,540（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 手描き / 陶器

NEW 
259538181　よこ縞飯碗（小）
￥1,320（税込） D11.2×H6.2cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 手描き / 陶器

NEW 
259398185　茶かいらぎ飯碗（大）
￥1,980（税込） D13.8×H8.7cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 陶器

NEW 
259408185　茶かいらぎ飯碗（小）
￥1,485（税込） D11.9×H7.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 陶器

NEW 
259501181　こま飯碗（大）
￥1,540（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 手描き / 陶器

NEW 
259511181　こま飯碗（小）
￥1,320（税込） D11.2×H6.2cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 手描き / 陶器

259124181　IFU 飯碗（大） 黒 
¥1,650（税込） D12×H7.1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259134181　IFU 飯碗（小） 黒 
¥1,430（税込） D11×H6.6cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259125181　IFU 飯碗（大） 赤 
¥1,650（税込） D12×H7.1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259135181　IFU 飯碗（小） 赤 
¥1,430（税込） D11×H6.6cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

NEW 
259395185　青かいらぎ飯碗（大）
￥1,980（税込） D13.8×H8.7cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 陶器

NEW 
259405185　青かいらぎ飯碗（小）
￥1,485（税込） D11.9×H7.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 陶器

259183121　水玉十草飯碗（大） 赤 
¥2,640（税込） D11.3×H6.1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259193121　水玉十草飯碗（小） 赤 
¥2,420（税込） D10.7×H5.8cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259182121　水玉十草飯碗（大） 黒 
¥2,640（税込） D11.3×H6.1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259192121　水玉十草飯碗（小） 黒 
¥2,420（税込） D10.7×H5.8cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器
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259474182　
窯変飯碗（大） うす茶
¥1,760（税込） 
D12.1×H7.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259484182　
窯変飯碗（小） うす茶
¥1,430（税込） 
D11.9×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259494182　
窯変マグカップ うす茶
¥1,870（税込） 
L11.9×S8.2×H8.8cm 310cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259478182　
窯変飯碗（大） 灰
¥1,760（税込） 
D12.1×H7.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259488182　
窯変飯碗（小） 灰
¥1,430（税込） 
D11.9×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259498182　
窯変マグカップ 灰
¥1,870（税込） 
L11.9×S8.2×H8.8cm 310cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259475182　
窯変飯碗（大） 茶
¥1,760（税込） 
D12.1×H7.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259485182　
窯変飯碗（小） 茶
¥1,430（税込） 
D11.9×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259495182　
窯変マグカップ 茶
¥1,870（税込） 
L11.9×S8.2×H8.8cm 310cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259499182　
窯変マグカップ 紺
¥1,870（税込） 
L11.9×S8.2×H8.8cm 310cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259479182　
窯変飯碗（大） 紺
¥1,760（税込） 
D12.1×H7.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259489182　
窯変飯碗（小） 紺
¥1,430（税込） 
D11.9×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259202163　
紫小花飯碗（大） 
¥2,530（税込） 
D12.8×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259212163　
紫小花飯碗（小）
¥2,420（税込） 
D12×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259452163　
紫小花マグカップ 
¥2,860（税込） 
L11.8×S9.2×H8.1cm 290cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259434163　
織部ぶどう 飯碗（大）
¥2,530（税込） 
D12.8×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259444163　
織部ぶどう 飯碗 （小）
¥2,420（税込） 
D12×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259464163　
織部ぶどうマグカップ
¥2,860（税込） 
L11.8×S9.2×H8.1cm 290cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

272019163　
白明飯碗（大） グレー
¥2,530（税込） 
D12.6×H6.2cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

272029163　
白明飯碗（小） グレー
¥2,420（税込） 
D11.8×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

272039163　
白明湯呑み グレー
¥2,310（税込） 
D8.3×H8.5cm 240cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

272011163　
白明飯碗（大） 白
¥2,530（税込） 
D12.6×H6.2cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

272021163　
白明飯碗（小） 白
¥2,420（税込） 
D11.8×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

272031163　
白明湯呑み 白
¥2,310（税込） 
D8.3×H8.5cm 240cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259041107　唐津十草 飯碗（大） 
¥2,420（税込） D11.7×H8.2cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259051107　唐津十草 飯碗（小） 
¥1,870（税込） D12.2×H6.2cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259203163　みのり飯碗（大） 
¥2,860（税込） D12.8×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / ピンホール / 手描き / 陶器

259213163　みのり飯碗（小） 
¥2,750（税込） D12×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / ピンホール / 手描き / 陶器

259042107　粉引刷毛目 飯碗（大）
¥2,420（税込） D11.7×H8.2cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259052107　粉引刷毛目 飯碗（小）
¥1,870（税込） D12.2×H6.2cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259265173　群青飯碗（大）
¥1,650（税込） D12×H7.4cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259275173　群青飯碗（小）
¥1,540（税込） D10.8×H6.9cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 陶器

259268173　灰粉引飯碗（大）
¥1,650（税込） D12×H7.4cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 陶器

259278173　灰粉引飯碗（小）
¥1,540（税込） D10.8×H6.9cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 陶器

259289173　白化粧飯碗（大）
¥1,980（税込） D13.5×H8.1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

259299173　白化粧飯碗（小）
¥1,650（税込） D12.5×H6.5cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

259201163　さびたたき飯碗（大）
¥2,530（税込） D12.8×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259211163　さびたたき飯碗（小）
¥2,420（税込） D12×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259411163　粉引たたき飯碗（大）
¥2,530（税込） D12.8×H6.3cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259421163　粉引たたき飯碗（小）
¥2,420（税込） D12×H5.5cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259351167　赤絵さび唐草飯碗（大）
¥2,970（税込） D12.4×H7.1cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259361167　赤絵さび唐草飯碗（小）
¥2,420（税込） D11.5×H6.4cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259145149　麦わら飯碗 青 
¥2,750（税込） D12.1×H7cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259153149　麦わら飯碗 赤 
¥2,750（税込） D11.6×H6.5cm
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

259341125　丸刷毛飯碗
¥2,090（税込） D11.1×H6.6cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 磁器

259019162　筆なぶり小丼 
¥3,960（税込） D12.4×H8.5cm
レンジ○ / 食洗機○
手描き / 磁器

259029162　筆なぶり飯碗 
¥2,860（税込） D12×H6.1cm
レンジ○ / 食洗機○
手描き / 磁器

259015162　椿柄小丼 
¥3,960（税込） D12.4×H8.5cm
レンジ○ / 食洗機○
手描き / 磁器

259025162　椿柄飯碗 
¥2,860（税込） D12×H6.1cm
レンジ○ / 食洗機○
手描き / 磁器

259307135　白磁飯碗 銀
¥5,610（税込） D15.5×H7.5cm
レンジ× / 食洗機×
磁器

259317135　白磁平飯碗 銀
¥4,070（税込） D14×H5.5cm
レンジ× / 食洗機×
磁器

259306135　白磁飯碗 金
¥5,610（税込） D15.5×H7.5cm
レンジ× / 食洗機×
磁器

259316135　白磁平飯碗 金
¥4,070（税込） D14×H5.5cm
レンジ× / 食洗機×
磁器

259037125　粉雪飯碗 銀彩 
¥3,190（税込） D11.6×H7.4cm
レンジ× / 食洗機×
手描き / 磁器

259036125　粉雪飯碗 金彩 
¥3,190（税込） D11.6×H7.4cm
レンジ× / 食洗機×
手描き / 磁器

259371167　木の葉飯碗（大） 
¥2,420（税込） D12.4×H7.1cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

259381167　木の葉飯碗（小） 
¥2,200（税込） D11.5×H6.4cm
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

飯
碗
コレ
ク
シ
ョ
ン

6463

063 064



NEW 
260274140　
さび巻き徳利（大） 織部
￥1,650（税込） 
L8.8×S8×H11.9cm 330cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260284140　
さび巻き徳利（小） 織部
￥1,210（税込） 
L7.4×S7.1×H10cm 230cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260294140　
さび巻き冷酒杯 織部
￥1,210（税込） 
D6.6×H6.7cm 140cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260304140　
さび巻き盃 織部
￥550（税込） 
D6.4×H3cm 50cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260275140　
さび巻き徳利（大） 青
￥1,650（税込） 
L8.8×S8×H11.9cm 330cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260285140　
さび巻き徳利（小） 青
￥1,210（税込） 
L7.4×S7.1×H10cm 230cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260295140　
さび巻き冷酒杯 青
￥1,210（税込） 
D6.6×H6.7cm 140cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260305140　
さび巻き盃 青
￥550（税込） 
D6.4×H3cm 50cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260313187　
釉流れ徳利 ピンク
￥1,210（税込） 
D7.7×H11.8cm 270cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260323187　
釉流れ盃 ピンク
￥330（税込） 
D5.6×H3.6cm 40cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260333187　
釉流れタンブラー ピンク
￥1,100（税込） 
D9.3×H8.5cm 300cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260343187　
釉流れ冷酒盃 ピンク
￥715（税込） 
D7.2×H6cm 120cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260314187　
釉流れ徳利 緑
￥1,210（税込） 
D7.7×H11.8cm 270cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260324187　
釉流れ盃 緑
￥330（税込） 
D5.6×H3.6cm 40cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260334187　
釉流れタンブラー 緑
￥1,100（税込） 
D9.3×H8.5cm 300cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260344187　
釉流れ冷酒盃 緑
￥715（税込） 
D7.2×H6cm 120cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260318187　
釉流れ徳利 紫
￥1,210（税込） 
D7.7×H11.8cm 270cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260328187　
釉流れ盃 紫
￥330（税込） 
D5.6×H3.6cm 40cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260338187　
釉流れタンブラー 紫
￥1,100（税込） 
D9.3×H8.5cm 300cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260348187　
釉流れ冷酒盃 紫
￥715（税込） 
D7.2×H6cm 120cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260315187　
釉流れ徳利 水色
￥1,210（税込） 
D7.7×H11.8cm 270cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260325187　
釉流れ盃 水色
￥330（税込） 
D5.6×H3.6cm 40cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260335187　
釉流れタンブラー 水色
￥1,100（税込） 
D9.3×H8.5cm 300cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器

NEW 
260345187　
釉流れ冷酒盃 水色
￥715（税込） 
D7.2×H6cm 120cc
レンジ× / 食洗機×
貫入 / 鉄粉 / 陶器
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NEW 
260353179　
メタリックワインクーラー 
ピンク
￥22,000（税込） 
D21.7×H17.2cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / ピンホール / 磁器

NEW 
260355179　
メタリックワインクーラー 
ブルー
￥22,000（税込） 
D21.7×H17.2cm
レンジ× / 食洗機×
色むら / ピンホール / 磁器

260174181　
IFU 片口酒器 黒
¥2,530（税込） 
L8.7×S5.5×H12cm 360cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

260184181　
IFU ぐい呑 黒
¥1,760（税込） 
D4×H5.5cm 70cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

260234107　
織部白化粧 片口酒器
¥3,300（税込） 
L11.6×S9.5×H10.5cm 380cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 手描き / 陶器

260244107　
織部白化粧 小丸酒器
¥2,200（税込） 
L9.2×S6.8×H6.8cm 140cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 手描き / 陶器

260254107　
織部白化粧 盃
¥1,430（税込） 
D8×H4cm 90cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 手描き / 陶器

260264107　
織部白化粧 丸ぐい呑
¥1,430（税込） 
D5.5×H3.1cm 50cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 手描き / 陶器

260231107　
唐津十草 片口酒器
¥3,300（税込） 
L11.6×S9.5×H10.5cm 380cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260241107　
唐津十草 小丸酒器
¥2,200（税込） 
L9.2×S6.8×H6.8cm 140cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260251107　
唐津十草 盃
¥1,430（税込） 
D8×H4cm 90cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260261107　
唐津十草 丸ぐい呑
¥1,430（税込） 
D5.5×H3.1cm 50cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260232107　
粉引刷毛目 片口酒器
¥3,300（税込） 
L11.6×S9.5×H10.5cm 380cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 陶器

260242107　
粉引刷毛目 小丸酒器
¥2,200（税込） 
L9.2×S6.8×H6.8cm 140cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 陶器

260252107　
粉引刷毛目 盃
¥1,430（税込） 
D8×H4cm 90cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 陶器

260262107　
粉引刷毛目 丸ぐい呑
¥1,430（税込） 
D5.5×H3.1cm 50cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 手造り / 陶器

260175181　
IFU 片口酒器 赤
¥2,530（税込） 
L8.7×S5.5×H12cm 360cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

260185181　
IFU ぐい呑 赤
¥1,760（税込） 
D4×H5.5cm 70cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

260233107　
山水黒織部 片口酒器
¥3,300（税込） 
L11.6×S9.5×H10.5cm 380cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260243107　
山水黒織部 小丸酒器
¥2,200（税込） 
L9.2×S6.8×H6.8cm 140cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260253107　
山水黒織部 盃
¥1,430（税込） 
D8×H4cm 90cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260263107　
山水黒織部 丸ぐい呑
¥1,430（税込） 
D5.5×H3.1cm 50cc
レンジ○ / 食洗機○
手造り / 手描き / 陶器

260058179　
ブロンズ天目 酒器
¥3,960（税込） 
L7.5×S6.6×H11.8cm 400cc
レンジ× / 食洗機×
磁器

260068179　
ブロンズ天目 ぐい呑
¥1,870（税込） 
D5.2×H4cm 60cc
レンジ× / 食洗機×
磁器

260079167　
粉引面とり 酒器
¥3,850（税込） 
L9.3×S7.2×H10.3cm 160cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手造り / 陶器

260099167　
粉引面とり 切立カップ
¥3,850（税込） 
D9.5×H8.5cm 320cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手造り / 陶器

260089167　
粉引面とり 切立ぐい呑
¥1,650（税込） 
D5.8×H4.7cm 80cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手造り / 陶器

260128173　
灰粉引丸カップ
¥1,430（税込） 
D8×H8cm 310cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 陶器

260115182　
花カップ 白紫
¥2,200（税込） 
D8.7×H9.3cm 300cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

260139173　
白化粧タンブラー
¥1,870（税込） 
D8.7×H13.3cm 390cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 鉄粉 / 陶器

260125173　
群青丸カップ
¥1,430（税込） 
D8×H8cm 310cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら  / 陶器

260116182　
花カップ 黒赤
¥2,200（税込） 
D8.7×H9.3cm 300cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器

260103182　
刷毛水玉カップ 茶
¥1,760（税込） 
D8.7×H8.9cm 360cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

260101182　
桜ねずみ志野カップ
¥1,760（税込） 
D8.7×H8.9cm 360cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 陶器

260102182　
刷毛水玉カップ 青
¥1,760（税込） 
D8.7×H8.9cm 360cc
レンジ○ / 食洗機×
貫入 / 色むら / 手描き / 陶器

260114182　
十草ねずみ志野カップ
¥1,760（税込） 
D8.7×H9.3cm 300cc
レンジ○ / 食洗機○
色むら / 手描き / 陶器
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NEW 042211170　
カトラリーレスト13.5cm ライン
￥1,980（税込） L13.5×S2.3×H1.6cm

レンジ× / 食洗機× / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 手造り / 陶器

NEW 042311170　箸置き5cm ライン
￥968（税込） L5×S2.3×H1.6cm
レンジ× / 食洗機× / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 手造り / 陶器

NEW 042212170　
カトラリーレスト13.5cm 丸押し
￥1,980（税込） L13.5×S2.3×H1.6cm

レンジ× / 食洗機× / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 手造り / 陶器

NEW 042312170　箸置き5cm 丸押し
￥968（税込） L5×S2.3×H1.6cm
レンジ× / 食洗機× / 色むら / ピンホール / 鉄粉 / 手造り / 陶器

260016125　粉雪カップ 金彩
¥3,190（税込）D9.1×H9cm 300cc
レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

260196135　削ぎ酒そそぎ 金
¥5,280（税込） L10×S8×H12cm 260cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

260206135　
削ぎおちょこ 金
¥2,200（税込）
D5.5×H5.5cm 55cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

260197135　削ぎ酒そそぎ 銀
¥5,280（税込） L10×S8×H12cm 260cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

260207135　
削ぎおちょこ 銀
¥2,200（税込）
D5.5×H5.5cm 55cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

260216135　しずく酒そそぎ 金
¥6,490（税込） L14×S10×H9.4cm 300cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

260226135　
しずくおちょこ 金
¥2,970（税込）
D6×H5cm 50cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

260217135　しずく酒そそぎ 銀
¥6,490（税込） L14×S10×H9.4cm 300cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

260227135　
しずくおちょこ 銀
¥2,970（税込）
D6×H5cm 50cc
レンジ× / 食洗機× / 磁器

210143117　純 粒付盃 赤
￥9,680（税込） D7×H6.7cm 70cc
レンジ× / 食洗機× / 手造り / ガラス

210283117　純 墨流し酒注ぎ 赤
￥6,160（税込） 
D8×H13cm 260cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

210293117　純 墨流しぐい呑 赤
￥4,620（税込） 
D6×H5.5cm 100cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

260017125　粉雪カップ 銀彩
¥3,190（税込） D9.1×H9cm 300cc
レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

210282117　純 墨流し酒注ぎ 黒
￥6,160（税込） 
D8×H13cm 260cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

210292117　純 墨流しぐい呑 黒
￥4,620（税込） 
D6×H5.5cm 100cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

260026125　粉雪タンブラー 金彩
¥3,520（税込） D7.8×H13cm 290cc
レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

070613151　純 粒徳利 赤
￥5,500（税込） 
D3.2×H13.2cm 270cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

070623151　純 粒盃 赤
￥3,850（税込） 
D5.6×H4.2cm 70cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

260027125　粉雪タンブラー 銀彩
¥3,520（税込） D7.8×H13cm 290cc
レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

070612151　純 粒徳利 黒
￥5,500（税込） 
D3.2×H13.2cm 270cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

070622151　純 粒盃 黒
￥3,850（税込） 
D5.6×H4.2cm 70cc
レンジ× / 食洗機× / ガラス

042091132　むすび 白
￥1,452（税込） L6.5×S3.5×H2.5cm
レンジ× / 食洗機× / 色むら / 手造り / 陶器

042092132　むすび 黒
￥1,452（税込） L6.5×S3.5×H2.5cm
レンジ× / 食洗機× / 手造り / 陶器

042141132　ねじり（大） 白
￥2,156（税込） L12×S1.5×H1.2cm
レンジ× / 食洗機× / 色むら / 手造り / 陶器

042142132　ねじり（大） 黒
￥2,156（税込） L12×S1.5×H1.2cm
レンジ× / 食洗機× / 手造り / 陶器

042131132　ねじり（小） 白
￥1,188（税込） L7.3×S1.5×H1.2cm
レンジ× / 食洗機× / 色むら / 手造り / 陶器

042132132　ねじり（小） 黒
￥1,188（税込） L7.3×S1.5×H1.2cm
レンジ× / 食洗機× / 手造り / 陶器

042172153　
四角もみじ 青
￥748（税込） 
L3.8×S3.8×H1.2cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042171153
四角もみじ 赤
￥748（税込） 
L3.8×S3.8×H1.2cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042201153　
長角もみじ 赤
￥748（税込） 
L5×S2.7×H1.8cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042202153　
長角もみじ 青
￥748（税込） 
L5×S2.7×H1.8cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042161153　
四角紋 赤
￥748（税込） 
L3.8×S3.8×H1.2cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042162153　
四角紋 青
￥748（税込） 
L3.8×S3.8×H1.2cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042191153　
長角紋 赤
￥748（税込） 
L5×S2.7×H1.8cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042192153　
長角紋 青
￥748（税込） 
L5×S2.7×H1.8cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042151153　
四角結び 赤
￥748（税込） 
L3.8×S3.8×H1.2cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042152153　
四角結び 青
￥748（税込） 
L3.8×S3.8×H1.2cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042181153　
長角結び 赤
￥748（税込） 
L5×S2.7×H1.8cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

042182153　
長角結び 青 
￥748（税込） 
L5×S2.7×H1.8cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 磁器

034073116　箸皿 青
￥770（税込） 
L11.5×S2.8×H1.5cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 陶器

034071116　箸皿 白
￥770（税込） 
L11.5×S2.8×H1.5cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 陶器

034072116　箸皿 黒
￥770（税込） 
L11.5×S2.8×H1.5cm

レンジ× / 食洗機× / 手描き / 陶器

210123117　純 粒付とっくり 赤
￥9,790（税込） L15×S8.5×H7cm 200cc
レンジ× / 食洗機× / 手造り / ガラス

210155117　純 粒付盃 青
￥9,680（税込） D7×H6.7cm 70cc
レンジ× / 食洗機× / 手造り / ガラス

210135117　純 粒付とっくり 青
￥9,790（税込） L15×S8.5×H7cm 200cc
レンジ× / 食洗機× / 手造り / ガラス
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035022143　茶碗 唐草 黒（中）
￥1,980（税込） Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035012143　茶碗 唐草 黒（大）
￥2,530（税込） Ｄ13×Ｈ7.5cm

035122143　
湯呑 唐草 黒
￥1,210（税込） 
Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

035052143　茶碗 笹 黒（中）
￥1,980（税込） Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035042143　茶碗 笹 黒（大）
￥2,530（税込） Ｄ13×Ｈ7.5cm

035132143　
湯呑 笹 黒
￥1,210（税込） 
Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

035082143　茶碗 あられ 黒（中）
￥1,980（税込） Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035072143　茶碗 あられ 黒（大）
￥2,530（税込） Ｄ13×Ｈ7.5cm

035142143　
湯呑 あられ 黒
￥1,210（税込） 
Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

035033143　茶碗 唐草 赤（小）
￥1,760（税込） Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035023143　茶碗 唐草 赤（中）
￥1,980（税込） Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035123143　
湯呑 唐草 赤
￥1,210（税込） 
Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

035063143　茶碗 笹 赤（小）
￥1,760（税込） Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035053143　茶碗 笹 赤（中）
￥1,980（税込） Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035133143　
湯呑 笹 赤
￥1,210（税込） 
Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc

035093143　茶碗 あられ 赤（小）
￥1,760（税込） Ｄ10.2×Ｈ6.2cm

035083143　茶碗 あられ 赤（中）
￥1,980（税込） Ｄ11.3×Ｈ6.8cm

035143143　
湯呑 あられ 赤
￥1,210（税込） 
Ｄ8.1×Ｈ8.5cm 240cc 

043251107　
粉引
ヒネリフリーカップ
￥2,310（税込）
D9×H9.5cm 220cc

043291107　
粉引
ヒネリタンブラー（小）
￥2,530（税込）
D10.8×H10.2cm 400cc

043301107　
粉引
ヒネリタンブラー（大）
￥4,840（税込）
D11.8×H14.4cm 600cc

043261107　
粉引
ヒネリロックカップ
￥1,760（税込）
L10×S9.5×H7cm 200cc

043271107　
粉引
ヒネリ一口カップ
￥1,540（税込）
L8×S7.5×H6cm 110cc

043281107　
粉引
ぐい呑み
￥891（税込）
D7×H3.8cm 80cc

043253107　
赤黒
ヒネリフリーカップ
￥2,310（税込）
D9×H9.5cm 220cc

043293107　
赤黒
ヒネリタンブラー（小）
￥2,530（税込）
D10.8×H10.2cm 400cc

043303107　
赤黒
ヒネリタンブラー（大）
￥4,840（税込）
D11.8×H14.4cm 600cc

043263107　
赤黒
ヒネリロックカップ
￥1,760（税込）
L10×S9.5×H7cm 200cc

043273107　
赤黒
ヒネリ一口カップ
￥1,540（税込）
L8×S7.5×H6cm 110cc

043283107　
赤黒
ぐい呑み
￥891（税込）
D7×H3.8cm 80cc

043254107　
織部
ヒネリフリーカップ
￥2,310（税込）
D9×H9.5cm 220cc

043294107　
織部
ヒネリタンブラー（小）
￥2,530（税込）
D10.8×H10.2cm 400cc

043304107　
織部
ヒネリタンブラー（大）
￥4,840（税込）
D11.8×H14.4cm 600cc

043264107　
織部
ヒネリロックカップ
￥1,760（税込）
L10×S9.5×H7cm 200cc

043274107　
織部
ヒネリ一口カップ
￥1,540（税込）
L8×S7.5×H6cm 110cc

043284107　
織部
ぐい呑み
￥891（税込）
D7×H3.8cm 80cc

043252107　
黒織部
ヒネリフリーカップ
￥2,310（税込）
D9×H9.5cm 220cc

043292107　
黒織部
ヒネリタンブラー（小）
￥2,530（税込）
D10.8×H10.2cm 400cc

043302107　
黒織部
ヒネリタンブラー（大）
￥4,840（税込）
D11.8×H14.4cm 600cc

043262107　
黒織部
ヒネリロックカップ
￥1,760（税込）
L10×S9.5×H7cm 200cc

043272107　
黒織部
ヒネリ一口カップ
￥1,540（税込）
L8×S7.5×H6cm 110cc

043282107　
黒織部
ぐい呑み
￥891（税込）
D7×H3.8cm 80cc

043080140　黒備前酒燗器（大）
￥4,180（税込） D12×H17cm 300cc

043100140　黒備前大丸ぐい呑
￥550（税込） D6.8×H4.4cm 80cc

043110140　
黒備前大反ぐい呑
￥495（税込）
D5×H4cm 65cc

043070140　
黒備前酒燗器（小）
￥2,530（税込） 
D10×H14.3cm 150cc

043160140　黒伊賀酒燗器（大）
￥4,180（税込） D12×H17cm 300cc

043180140　黒伊賀大丸ぐい呑
￥550（税込） D6.8×H4.4cm 80cc

043190140　
黒伊賀大反ぐい呑
￥495（税込）
D5×H4cm 65cc

043150140　
黒伊賀酒燗器（小）
￥2,530（税込） 
D10×H14.3cm 150cc

色むら食洗機○レンジ○ 磁　器

Douban
銅板絵付け技法を用いて絵付けされたシリーズ。黒と赤で夫婦食器として揃えていただくのもおすすめです。

まったり 酒器シリーズ
食洗機×
粉引

食洗機○
粉引を除く

レンジ○ 貫　入
粉引

色むら 鉄　粉 手造り 陶　器

まったりと、くつろぎのひとときに手にとりたくなる素朴な酒器シリーズ。

食洗機○レンジ○ 色むら 陶　器
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036100120　山椒すりこぎ9cm
￥451（税込） 9cm
036170120　山椒すりこぎ17.5cm
￥671（税込） 17.5cm

036110120　山椒すりこぎ13cm
￥572（税込） 13cm
036180120　山椒すりこぎ24cm
￥1,100（税込） 24cm

036061142　
乳白スリ鉢（大）
￥1,870（税込）
L16×S15×H9.6cm

036051142　
乳白納豆鉢（大）
￥1,760（税込） 
L17×S11.7×H8.3cm

036041142　
乳白納豆鉢（小）
￥1,650（税込） 
L14.5×S9.3×H6.9cm

036031142　
乳白ゴマダレ小鉢
￥1,540（税込）
L14.6×S11.7×H4.4cm

036062142　
黒スリ鉢（大）
￥1,870（税込）
L16×S15×H9.6cm

036052142　
黒納豆鉢（大）
￥1,760（税込） 
L17×S11.7×H8.3cm

036042142　
黒納豆鉢（小）
￥1,650（税込） 
L14.5×S9.3×H6.9cm

036032142　
黒ゴマダレ小鉢
￥1,540（税込）
L14.6×S11.7×H4.4cm

036011142　
乳白花弁スリ小鉢（小）
￥792（税込） 
L5.5×S5.3×H2.4cm

036021142　
乳白M型ソースポット
￥1,320（税込） 
L11.4×S7.8×H6.5cm

036120134　4寸すり鉢 黒十草
￥990（税込） D12.5×H5.5cm
036130134　5寸すり鉢 黒十草
￥1,045（税込） D14×H6cm
036140134　6寸すり鉢 黒十草
￥1,430（税込） D17.5×H7.3cm
036150134　7寸すり鉢 黒十草
￥2,750（税込） D22×H9cm
036160134　8寸すり鉢 黒十草
￥5,500（税込） D24.8×H10.5cm
036070134　9寸すり鉢 黒十草
￥9,460（税込） Ｄ27.5×Ｈ11.5cm
036080134　尺二寸すり鉢 黒十草
￥30,690（税込） Ｄ36.3×Ｈ15.2cm
036090134　尺五寸すり鉢 黒十草
￥84,150（税込） Ｄ46.5×Ｈ20cm

036191142　3.5寸すり鉢 白
￥847（税込） 
D10×H3.6cm

036201142　M型二連 白
￥1,320（税込） 
L11.5×S6.8×H3.4cm

036192142　3.5寸すり鉢 黒
￥847（税込） 
D10×H3.6cm

036202142　M型二連 黒
￥1,320（税込） 
L11.5×S6.8×H3.4cm

036193142　3.5寸すり鉢 赤
￥847（税込） 
D10×H3.6cm

036203142　M型二連 赤
￥1,320（税込） 
L11.5×S6.8×H3.4cm

168012143　
土瓶 黒
￥4,400（税込） 
L13.5×S9.5×H11.2cm 
430cc

168022143　
茶碗 黒
￥1,760（税込） 
D11.6×H6.8cm

168032143　
湯のみ 黒
￥1,320（税込） 
D8.2×H8.4cm 240cc

168013143　
土瓶 赤
￥4,400（税込） 
L13.5×S9.5×H11.2cm 
430cc

168023143　
茶碗 赤
￥1,760（税込） 
D11.6×H6.8cm

168033143　
湯のみ 赤
￥1,320（税込） 
D8.2×H8.4cm 240cc

168014143　
土瓶 黄
￥4,400（税込） 
L13.5×S9.5×H11.2cm 
430cc

168024143　
茶碗 黄
￥1,760（税込） 
D11.6×H6.8cm

168034143　
湯のみ 黄
￥1,320（税込） 
D8.2×H8.4cm 240cc

168015143　
土瓶 青
￥4,400（税込） 
L13.5×S9.5×H11.2cm 
430cc

168025143　
茶碗 青
￥1,760（税込） 
D11.6×H6.8cm

168035143　
湯のみ 青
￥1,320（税込） 
D8.2×H8.4cm 240cc

224011075　平水差し 麻葉紫
￥6,710（税込） L16×S4×H8.3cm 400cc

224012075　平水差し 麻葉青
￥6,710（税込） L16×S4×H8.3cm 400cc

224034075　
角小鉢 矢羽赤
￥946（税込） 
L6.2×S6.2×H2.9cm

224024075　
高台盃 矢羽赤
￥3,300（税込） 
D6.5×H6.3cm 60cc

224035075　
角小鉢 矢羽青
￥946（税込） 
L6.2×S6.2×H2.9cm

224025075　
高台盃 矢羽青
￥3,300（税込） 
D6.5×H6.3cm 60cc

224036075　
角小鉢 唐草
￥946（税込） 
L6.2×S6.2×H2.9cm

224026075　
高台盃 唐草
￥3,300（税込） 
D6.5×H6.3cm 60cc

224031075　
角小鉢 麻葉紫
￥946（税込） 
L6.2×S6.2×H2.9cm

224021075　
高台盃 麻葉紫
￥3,300（税込） 
D6.5×H6.3cm 60cc

224032075　
角小鉢 麻葉青
￥946（税込） 
L6.2×S6.2×H2.9cm

224022075　
高台盃 麻葉青
￥3,300（税込） 
D6.5×H6.3cm 60cc

224033075　
角小鉢 市松
￥946（税込） 
L6.2×S6.2×H2.9cm

224023075　
高台盃 市松
￥3,300（税込） 
D6.5×H6.3cm 60cc

037108162 
フタ付小鉢 金彩
￥4,840（税込） 
D11.2×H10cm

037105162　
フタ付小鉢 唐草
￥4,840（税込） 
D11.2×H10cm

037119162　
菊型蒸し碗 桜
￥4,290（税込） 
D7.4×H8.5cm

037115162　
菊型蒸し碗 唐草
￥4,840（税込） 
D7.4×H8.5cm

037111162　
菊型蒸し碗 三色十草
￥3,960（税込） 
D7.4×H8.5cm

037116162　
菊型蒸し碗 アメ
￥4,510（税込） 
D7.4×H8.5cm

037118162　
菊型蒸し碗 紫
￥4,510（税込） 
D7.4×H8.5cm

食洗機×レンジ×

手描き 磁　器

食洗機○レンジ○ 手描き
桜を除く

磁　器

たなごころ
蒸し碗としても小鉢としてもお使いいただける蓋物。
金彩や桜柄、三色十草など、バリエーション多彩。

食洗機○レンジ○ 手描き
すり鉢

陶　器

まいん
多様なサイズとデザインが揃ったすり鉢の他、小物もラインナップ。

食洗機×

レンジ×

天然木

食洗機×レンジ×
　　　　　　  平水差し（蓋）・高台盃（全柄）
食洗機○レンジ○

　　　　　　  平水差し（本体）・角小鉢（全柄）
色むら 磁　器

うたげ
祝いの席、おもてなしの席に映える小粋な酒器セット。
盃は小鉢として使うのもおすすめです。

鉄　粉色むら食洗機○レンジ○ 磁　器

IROHA
鮮やかな釉薬の色と伝統の唐草模様とのコントラストが美しい、食卓華やぐシリーズ。
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色むら食洗機○レンジ○ 磁　器

レンジ○ 食洗機○

色むら 鉄　粉

陶　器

レンジ○ 食洗機○ 色むら 陶　器

食洗機×
群青

レンジ○ 食洗機○
灰粉引・白化粧

色むら貫　入
群青

陶　器

食洗機○レンジ○

手描き 磁　器

ぎゃらりい
色もかたちも多彩で、
コーディネートが楽しめる小皿と小鉢のシリーズ。

NEW 
040223179　
小梅珍味 赤
￥616（税込） 
D5.2×H2.9cm

NEW 
040233179　
豆菊 赤
￥594（税込） 
L4.7×S4.5×H2.3cm

NEW 
040224179　
小梅珍味 黄
￥616（税込） 
D5.2×H2.9cm

NEW 
040234179　
豆菊 黄
￥594（税込） 
L4.7×S4.5×H2.3cm

NEW 
040225179　
小梅珍味 黄緑
￥616（税込） 
D5.2×H2.9cm

NEW 
040235179　
豆菊 黄緑
￥594（税込） 
L4.7×S4.5×H2.3cm

NEW 
040228179　
小梅珍味 青
￥616（税込） 
D5.2×H2.9cm

NEW 
040238179　
豆菊 青
￥594（税込） 
L4.7×S4.5×H2.3cm

NEW 
040229179　
小梅珍味 水色
￥616（税込） 
D5.2×H2.9cm

NEW 
040239179　
豆菊 水色
￥594（税込） 
L4.7×S4.5×H2.3cm

040074107　
織部丸珍味
￥814（税込） 
D4×H2.5cm

040073107　
さび丸珍味
￥814（税込） 
D4×H2.5cm

040075107　
青丸珍味
￥814（税込） 
D4×H2.5cm

040071107　
白丸珍味
￥814（税込） 
D4×H2.5cm

040072107　
黒丸珍味
￥814（税込） 
D4×H2.5cm

040076107　
赤丸珍味
￥814（税込） 
D4×H2.5cm

040102107　黒古紋変型長突出皿
￥3,960（税込） L35×S7×H1cm

040101107　粉引き変型長突出皿
￥3,960（税込） L35×S7×H1cm

040015162　
三つ山小鉢 水色
￥2,640（税込） 
D11.2×H11.4cm

040025162　
高台小鉢 水色
￥2,530（税込） 
L11.2×S9.8×H10cm

040014162　
三つ山小鉢 黄
￥2,640（税込） 
D11.2×H11.4cm

040024162　
高台小鉢 黄
￥2,530（税込） 
L11.2×S9.8×H10cm

040013162　
三つ山小鉢 赤
￥2,640（税込） 
D11.2×H11.4cm

040023162　
高台小鉢 赤
￥2,530（税込） 
L11.2×S9.8×H10cm

040181066　
花小皿
￥1,320（税込） 
D10.2×H2.7cm

040182066　
十草小皿
￥1,320（税込） 
D10.2×H2.7cm

040185066　
桜もみじ小皿
￥1,430（税込） 
D10.2×H2.7cm

040183066　
赤錦巻き小皿
￥1,100（税込） 
D10.2×H2.7cm

040184066　
緑錦巻き小皿
￥1,100（税込） 
D10.2×H2.7cm

040195173　
群青丸小皿
￥946（税込） 
D10×H2.2cm

040205173　
群青角小皿
￥946（税込） 
L10×S10×H1.8cm

040198173　
灰粉引丸小皿
￥946（税込） 
D10×H2.2cm

040208173　
灰粉引角小皿
￥946（税込） 
L10×S10×H1.8cm

040199173　
白化粧丸小皿
￥946（税込） 
D10×H2.2cm

040209173　
白化粧角小皿
￥946（税込） 
L10×S10×H1.8cm

040211107　
ソースポット 白
¥671（税込） 
L5×S4.8×H4cm 35cc

040213107　
ソースポット 赤
¥671（税込） 
L5×S4.8×H4cm 35cc

040215107　
ソースポット 紺
¥671（税込） 
L5×S4.8×H4cm 35cc

040218107　
ソースポット 黄茶
¥671（税込） 
L5×S4.8×H4cm 35cc
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食洗機○レンジ○ 色むら 陶　器

WAN-GURI
しっとりとした味わいの白と透明感が美しいトルコ。エッジ部分には地の黒土を活かしてアクセントに。

食洗機×レンジ○ 貫　入 色むら 陶　器

SUIMEI -水明-
素朴な中にも品があるうす赤、うす緑、青それぞれの色合いが美しいうつわ。和食におすすめ。

213011173　片口（小） 白
￥935（税込） 
L8.7×S7.9×H4.2cm 70cc

213021173　ミニカップ 白
￥1,089（税込） 
D7.6×H6cm 120cc

213031173　茶碗 白
￥1,540（税込） 
D12.3×H6.6cm

213041173　高台珍味 白
￥1,584（税込） 
D7.2×H6.7cm

213061173　片口（大） 白
￥1,870（税込） 
L12×S10×H8.7cm 300cc

213071173　
皿（大） 白
￥3,685（税込） 
D23.7×H2.1cm

213091173　盛鉢 白
￥4,455（税込） 
D24.4×H6.8cm

食洗機×レンジ○ 色むら貫　入 陶　器

213014173　片口（小） トルコ
￥935（税込） 
L8.7×S7.9×H4.2cm 70cc

213024173　ミニカップ トルコ
￥1,089（税込） 
D7.6×H6cm 120cc

213034173　茶碗 トルコ
￥1,540（税込） 
D12.3×H6.6cm

213044173　高台珍味 トルコ
￥1,584（税込） 
D7.2×H6.7cm

213064173　片口（大） トルコ
￥1,870（税込） 
L12×S10×H8.7cm 300cc

213074173　
皿（大） トルコ
￥3,685（税込） 
D23.7×H2.1cm

213094173　盛鉢 トルコ
￥4,455（税込） 
D24.4×H6.8cm

275013173　5寸鉢 うす赤
¥1,639（税込） 
D16.4×H3.7cm

275023173　削ぎ鉢 うす赤
¥1,540（税込） 
D16.1×H5.4cm

275033173　4寸鉢 うす赤
¥1,210（税込） 
D11.8×H4.2cm

275043173　丸小皿 うす赤
¥946（税込） 
D9.7×H2cm

275053173　マルチカップ うす赤
¥1,210（税込） 
D8.4×H8.2cm 200cc

275014173　5寸鉢 うす緑
¥1,639（税込） 
D16.4×H3.7cm

275024173　削ぎ鉢 うす緑
¥1,540（税込） 
D16.1×H5.4cm

275034173　4寸鉢 うす緑
¥1,210（税込） 
D11.8×H4.2cm

275044173　丸小皿 うす緑
¥946（税込） 
D9.7×H2cm

275054173　マルチカップ うす緑
¥1,210（税込） 
D8.4×H8.2cm 200cc

275015173　5寸鉢 青
¥1,639（税込） 
D16.4×H3.7cm

275025173　削ぎ鉢 青
¥1,540（税込） 
D16.1×H5.4cm

275035173　4寸鉢 青
¥1,210（税込） 
D11.8×H4.2cm

275045173　丸小皿 青
¥946（税込） 
D9.7×H2cm

275055173　マルチカップ 青
¥1,210（税込） 
D8.4×H8.2cm 200cc
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レンジ○ 食洗機○ 磁　器

SOME-IRO -染め色-
透き通るような白磁に藍でモダンな花模様を描いた染付のうつわ。白と藍、伝統的な色彩が美しい。

088364135　
ポット ガーベラ
￥5,500（税込） 
L12.8×S9.4×H13cm 
420cc

088362135　
ポット はす
￥5,500（税込） 
L12.8×S9.4×H13cm 
420cc

088315135　
小皿 バラ
￥1,320（税込） 
L11.2×S10.1×H2cm

088316135　
小皿 あじさい
￥1,320（税込） 
L11.2×S10.1×H2cm

088355135　
ミニカップ バラ
￥1,430（税込） 
L6.7×S6.7×H7.5cm 
90cc

088356135　
ミニカップ あじさい
￥1,430（税込） 
L6.7×S6.7×H7.5cm 
90cc

088324135　中皿 ガーベラ
￥3,520（税込） L22×S20.5×H3.2cm

088334135　大皿 ガーベラ
￥5,280（税込） L28.2×S26.5×H3.6cm

088322135　中皿 はす
￥3,520（税込） L22×S20.5×H3.2cm

088332135　大皿 はす
￥5,280（税込） L28.2×S26.5×H3.6cm

088345135　
ボウル バラ
￥2,310（税込） 
L14.9×S13.6×H5.7cm

088346135　
ボウル あじさい
￥2,310（税込） 
L14.9×S13.6×H5.7cm

088405135　
マグカップ バラ
￥2,310（税込） 
L10.6×S8.6×H9.1cm 
200cc

088406135　
マグカップ あじさい
￥2,310（税込） 
L10.6×S8.6×H9.1cm 
200cc

088313135　
小皿 カラー
￥1,320（税込） 
L11.2×S10.1×H2cm

088314135　
小皿 ガーベラ
￥1,320（税込） 
L11.2×S10.1×H2cm

088353135　
ミニカップ カラー
￥1,430（税込） 
L6.7×S6.7×H7.5cm 
90cc

088354135　
ミニカップ ガーベラ
￥1,430（税込） 
L6.7×S6.7×H7.5cm 
90cc

088343135　
ボウル カラー
￥2,310（税込） 
L14.9×S13.6×H5.7cm

088344135　
ボウル ガーベラ
￥2,310（税込） 
L14.9×S13.6×H5.7cm

088403135　
マグカップ カラー
￥2,310（税込） 
L10.6×S8.6×H9.1cm 
200cc

088404135　
マグカップ ガーベラ
￥2,310（税込） 
L10.6×S8.6×H9.1cm 
200cc

088311135　
小皿 あさがお
￥1,320（税込） 
L11.2×S10.1×H2cm

088312135　
小皿 はす
￥1,320（税込） 
L11.2×S10.1×H2cm

088351135　
ミニカップ あさがお
￥1,430（税込） 
L6.7×S6.7×H7.5cm 
90cc

088352135　
ミニカップ はす
￥1,430（税込） 
L6.7×S6.7×H7.5cm 
90cc

088341135　
ボウル あさがお
￥2,310（税込） 
L14.9×S13.6×H5.7cm

088342135　
ボウル はす
￥2,310（税込） 
L14.9×S13.6×H5.7cm

088401135　
マグカップ あさがお
￥2,310（税込） 
L10.6×S8.6×H9.1cm 
200cc

088402135　
マグカップ はす
￥2,310（税込） 
L10.6×S8.6×H9.1cm 
200cc
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レンジ○ 食洗機○ 磁　器

SOME-IRO -染め色-

088370143　
マルチカップ とっくり
￥1,540（税込） 
D7.7×H6.8cm 190cc

088371135　フリーカップ あさがお
￥2,860（税込） 
D10.4×H11.2cm 350cc

088391135　
お酒呑 あさがお
￥1,210（税込） 
D5.1×H5.7cm 50cc

088381135　
お酒入 あさがお
￥2,860（税込） 
D2.3×H15cm 240cc 088380143　

マルチカップ 泡
￥1,540（税込） 
D7.7×H6.8cm 190cc

088372135　フリーカップ はす
￥2,860（税込） 
D10.4×H11.2cm 350cc

088392135　
お酒呑 はす
￥1,210（税込） 
D5.1×H5.7cm 50cc

088382135　
お酒入 はす
￥2,860（税込） 
D2.3×H15cm 240cc

088390143　
マルチカップ 角
￥1,540（税込） 
D7.7×H6.8cm 190cc

088373135　フリーカップ カラー
￥2,860（税込） 
D10.4×H11.2cm 350cc

088393135　
お酒呑 カラー
￥1,210（税込） 
D5.1×H5.7cm 50cc

088383135　
お酒入 カラー
￥2,860（税込） 
D2.3×H15cm 240cc

088400143　
マルチカップ 縞
￥1,540（税込） 
D7.7×H6.8cm 190cc

088374135　フリーカップ ガーベラ
￥2,860（税込） 
D10.4×H11.2cm 350cc

088394135　
お酒呑 ガーベラ
￥1,210（税込） 
D5.1×H5.7cm 50cc

088384135　
お酒入 ガーベラ
￥2,860（税込） 
D2.3×H15cm 240cc

088410143　
マルチカップ 串丸
￥1,540（税込） 
D7.7×H6.8cm 190cc

088375135　フリーカップ バラ
￥2,860（税込） 
D10.4×H11.2cm 350cc

088395135　
お酒呑 バラ
￥1,210（税込） 
D5.1×H5.7cm 50cc

088385135　
お酒入 バラ
￥2,860（税込） 
D2.3×H15cm 240cc088376135　フリーカップ あじさい

￥2,860（税込） 
D10.4×H11.2cm 350cc

088396135　
お酒呑 あじさい
￥1,210（税込） 
D5.1×H5.7cm 50cc

088386135　
お酒入 あじさい
￥2,860（税込） 
D2.3×H15cm 240cc ジ
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レンジ○ 食洗機○ 磁　器

MUM -マム-
角皿に鮮やかカラーの菊の花をあしらったシンプル･モダンなデザイン。

155023055　
18cm正角皿 赤
￥1,650（税込） 
L18×S18×H0.9cm

155013055　
13cm正角皿 赤
￥1,210（税込） 
L13×S13×H0.9cm

155043055　30cm長角皿 赤
￥2,090（税込） 
L30×S10.5×H0.9cm

155033055　18cm長角皿 赤
￥1,210（税込） 
L17.9×S11.5×H0.9cm

155024055　
18cm正角皿 緑
￥1,650（税込） 
L18×S18×H0.9cm

155014055　
13cm正角皿 緑
￥1,210（税込） 
L13×S13×H0.9cm

155044055　30cm長角皿 緑
￥2,090（税込） 
L30×S10.5×H0.9cm

155034055　18cm長角皿 緑
￥1,210（税込） 
L17.9×S11.5×H0.9cm

155029055　
18cm正角皿 グレー
￥1,650（税込） 
L18×S18×H0.9cm

155019055　
13cm正角皿 グレー
￥1,210（税込） 
L13×S13×H0.9cm

155049055　30cm長角皿 グレー
￥2,090（税込） 
L30×S10.5×H0.9cm

155039055　18cm長角皿 グレー
￥1,210（税込） 
L17.9×S11.5×H0.9cm

155025055　
18cm正角皿 青
￥1,650（税込） 
L18×S18×H0.9cm

155015055　
13cm正角皿 青
￥1,210（税込） 
L13×S13×H0.9cm

155045055　30cm長角皿 青
￥2,090（税込） L30×S10.5×H0.9cm

155035055　
18cm長角皿 青
￥1,210（税込） 
L17.9×S11.5×H0.9cm

食洗機×レンジ× 磁　器

Moon
ビビッドカラーの三日月に、プラチナのラインでアクセントを付けたスタイリッシュなデザイン。

060014010　
20cmプレート イエロー
￥2,530（税込） D20×H2.4cm

060024010　
27cmプレート イエロー
￥4,620（税込） D27.2×H2.7cm

060034010　
30cmプレート イエロー
￥7,040（税込） D30×H3cm

0600400　コーヒーカップ
￥1,760（税込） 
L10×S7.9×H6.8cm 180cc

060064010　
コーヒーソーサー イエロー
￥1,540（税込） D14.2×H1.8cm

060074010　
24cmパスタ イエロー
￥3,960（税込） 
D24.1×H4.2cm

060084010　
14cmフルーツ イエロー
￥2,090（税込） D14.1×H3.5cm

060013010　
20cmプレート レッド
￥2,530（税込） D20×H2.4cm

060023010　
27cmプレート レッド
￥4,620（税込） D27.2×H2.7cm

060033010　
30cmプレート レッド
￥7,040（税込） D30×H3cm

0600400　コーヒーカップ
￥1,760（税込） 
L10×S7.9×H6.8cm 180cc

060063010　
コーヒーソーサー レッド
￥1,540（税込） D14.2×H1.8cm

060073010　
24cmパスタ レッド
￥3,960（税込） 
D24.1×H4.2cm

060083010　
14cmフルーツ レッド
￥2,090（税込） D14.1×H3.5cm

0600100　
20cmプレート ブラック
￥2,530（税込） D20×H2.4cm

0600200　
27cmプレート ブラック
￥4,620（税込） D27.2×H2.7cm

0600300　
30cmプレート ブラック
￥7,040（税込） D30×H3cm

0600400　コーヒーカップ
￥1,760（税込） 
L10×S7.9×H6.8cm 180cc

0600600　
コーヒーソーサー ブラック
￥1,540（税込） D14.2×H1.8cm

060072010　
24cmパスタ ブラック
￥3,960（税込） 
D24.1×H4.2cm

060082010　
14cmフルーツ ブラック
￥2,090（税込） D14.1×H3.5cm
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食洗機×レンジ×
 　　　　　　  ゴールド・プラチナ

食洗機○レンジ○
 　　　　　　  ゴールド・プラチナを除く

磁　器

LIBERA
ワンスプーンメニューなど、
盛り付けのアクセントに重宝する小物シリーズ。

食洗機×レンジ×
 　　　　　　  ゴールド・プラチナ

食洗機○レンジ○
 　　　　　　  ゴールド・プラチナを除く

磁　器

01 067131110　白11cmトレー
￥605（税込） L10.7×S4.2×H3.5cm
02 067132110　黒11cmトレー
￥803（税込） L10.7×S4.2×H3.5cm
03 067135110　アメ11cmトレー
￥748（税込） L10.7×S4.2×H3.5cm
04 067134110　織部11cmトレー
￥803（税込） L10.7×S4.2×H3.5cm
05 067133110　赤11cmトレー
￥1,155（税込） L10.7×S4.2×H3.5cm
06 067136110　ゴールド11cmトレー
￥4,730（税込） Ｌ10.7×Ｓ4.2×Ｈ3.5cm
07 067137110　プラチナ11cmトレー
￥4,730（税込） Ｌ10.7×Ｓ4.2×Ｈ3.5cm

15 067151110　白13cm深口トレー
￥605（税込） L13.8×S5×H2.4cm
16 067152110　黒13cm深口トレー
￥803（税込） L13.8×S5×H2.4cm
17 067155110　アメ13cm深口トレー
￥748（税込） L13.8×S5×H2.4cm
18 067154110　織部13cm深口トレー
￥803（税込） L13.8×S5×H2.4cm
19 067153110　赤13cm深口トレー
￥1,155（税込） L13.8×S5×H2.4cm
20 067156110　ゴールド13cm深口トレー
￥4,840（税込） Ｌ13.8×Ｓ5×Ｈ2.4cm
21 067157110　プラチナ13cm深口トレー
￥4,840（税込） Ｌ13.8×Ｓ5×Ｈ2.4cm

08 067171110　白14cmドロップトレー
￥770（税込） L14.5×S4.7×H4.6cm
09 067172110　黒14cmドロップトレー
￥1,078（税込） L14.5×S4.7×H4.6cm
10 067175110　アメ14cmドロップトレー
￥935（税込） L14.5×S4.7×H4.6cm
11 067174110　織部14cmドロップトレー
￥1,023（税込） L14.5×S4.7×H4.6cm
12 067173110　赤14cmドロップトレー
￥1,485（税込） L14.5×S4.7×H4.6cm
13 067176110　ゴールド14cmドロップトレー
￥4,950（税込） Ｌ14.5×Ｓ4.7×Ｈ4.6cm
14 067177110　プラチナ14cmドロップトレー
￥4,950（税込） Ｌ14.5×Ｓ4.7×Ｈ4.6cm
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46 067211110　白8cmドロップボウル
￥748（税込） Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm
47 067212110　黒8cmドロップボウル
￥1,078（税込） Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm
48 067215110　アメ8cmドロップボウル
￥913（税込） Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm
49 067214110　織部8cmドロップボウル
￥990（税込） Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm
50 067213110　赤8cmドロップボウル
￥1,430（税込） Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm
51 067216110　ゴールド8cmドロップボウル
￥4,730（税込） Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm
52 067217110　プラチナ8cmドロップボウル
￥4,730（税込） Ｌ8.5×Ｓ6.4×Ｈ5.4cm

53 067221110　白スラント7cm丸ボウル
￥660（税込） Ｄ7×Ｈ5.4ｃm
54 067222110　黒マットスラント7cm丸ボウル
￥935（税込） Ｄ7×Ｈ5.4ｃm
55 067225110　アメスラント7cm丸ボウル
￥803（税込） Ｄ7×Ｈ5.4ｃm
56 067224110　織部スラント7cm丸ボウル
￥858（税込） Ｄ7×Ｈ5.4ｃm
57 067223110　赤スラント7cm丸ボウル
￥1,265（税込） Ｄ7×Ｈ5.4ｃm
58 067226110　ゴールドスラント7cm丸ボウル
￥4,620（税込） Ｄ7×Ｈ5.4ｃm
59 067227110　プラチナスラント7cm丸ボウル
￥4,620（税込） Ｄ7×Ｈ5.4ｃm

27 067321114　白8.5cmミニカップ
￥1,045（税込） L8.7×S6.8×H3.9cm
28 067322114　黒檀8.5cmミニカップ
￥1,210（税込） L8.7×S6.8×H3.9cm
29 067323114　赤8.5cmミニカップ
￥1,320（税込） L8.7×S6.8×H3.9cm
30 067326114　ゴールド8.5cmミニカップ
￥5,610（税込） L8.7×S6.8×H3.9cm
31 067327114　プラチナ8.5cmミニカップ
￥5,610（税込） L8.7×S6.8×H3.9cm

22 067121114　白流し呑水
￥880（税込） L8.2×S7×H6.1cm
23 067122114　黒マット流し呑水
￥935（税込） L8.2×S7×H6.1cm
24 067123114　赤流し呑水
￥1,045（税込） L8.2×S7×H6.1cm
25 067126114　ゴールド流し呑水
￥5,170（税込） L8.2×S7×H6.1cm
26 067127114　プラチナ流し呑水
￥5,170（税込） L8.2×S7×H6.1cm

32 067181110　白7cm富士形ボウル
￥605（税込） D7.1×H3.2cm
33 067182110　黒7cm富士形ボウル
￥858（税込） D7.1×H3.2cm
34 067185110　アメ7cm富士形ボウル
￥748（税込） D7.1×H3.2cm
35 067184110　織部7cm富士形ボウル
￥803（税込） D7.1×H3.2cm
36 067183110　赤7cm富士形ボウル
￥1,155（税込） D7.1×H3.2cm
37 067186110　ゴールド7cm富士形ボウル
￥4,180（税込） Ｄ7.1×Ｈ3.2cm
38 067187110　プラチナ7cm富士形ボウル
￥4,180（税込） Ｄ7.1×Ｈ3.2cm

39 067201110　白7cm四角ボウル
￥715（税込） L7.2×S7.2×H3.4cm
40 067202110　黒7cm四角ボウル
￥825（税込） L7.2×S7.2×H3.4cm
41 067205110　アメ7cm四角ボウル
￥715（税込） L7.2×S7.2×H3.4cm
42 067204110　織部7cm四角ボウル
￥770（税込） L7.2×S7.2×H3.4cm
43 067203110　赤7cm四角ボウル
￥1,155（税込） L7.2×S7.2×H3.4cm
44 067206110　ゴールド7cm四角ボウル
￥4,840（税込） Ｌ7.2×Ｓ7.2×Ｈ3.4cm
45 067207110　プラチナ7cm四角ボウル
￥4,840（税込） Ｌ7.2×Ｓ7.2×Ｈ3.4cm
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カップ&ソーサーコレクション

レンジ○

磁　器

食洗機○

メゾン

087277069　MARU コーヒー碗 プラチナ
￥1,430（税込） L11×S8×H5.5cm 150cc
087287069　MARU コーヒー碗受皿 プラチナ
￥1,210（税込） D13.7×H2cm

087276069　MARU コーヒー碗 ゴールド
￥1,430（税込） L11×S8×H5.5cm 150cc
087286069　MARU コーヒー碗受皿 ゴールド
￥1,210（税込） D13.7×H2cm

087271069　MARU コーヒー碗 白
￥880（税込） L11×S8×H5.5cm 150cc
087281069　MARU コーヒー碗受皿 白
￥682（税込） D13.7×H2cm

087257069　MARU 紅茶碗 プラチナ
￥1,650（税込） L12.5×S9.5×H6cm 275cc
087267069　MARU 紅茶碗受皿 プラチナ
￥1,210（税込） D15.5×H2cm

087256069　MARU 紅茶碗 ゴールド
￥1,650（税込） L12.5×S9.5×H6cm 275cc
087266069　MARU 紅茶碗受皿 ゴールド
￥1,210（税込） D15.5×H2cm

087251069　MARU 紅茶碗 白
￥1,100（税込） L12.5×S9.5×H6cm 275cc
087261069　MARU 紅茶碗受皿 白
￥726（税込） D15.5×H2cm

087237066　OPEN コーヒー碗 プラチナ
￥1,485（税込） L11.6×S9×H7cm 210cc
087247066　OPEN コーヒー碗受皿 プラチナ
￥1,100（税込） D15.7×H2cm

087236066　OPEN コーヒー碗 ゴールド
￥1,485（税込） L11.6×S9×H7cm 210cc
087246066　OPEN コーヒー碗受皿 ゴールド
￥1,100（税込） D15.7×H2cm

087231066　OPEN コーヒー碗 白
￥924（税込） L11.6×S9×H7cm 210cc
087241066　OPEN コーヒー碗受皿 白
￥660（税込） D15.7×H2cm

087216014　パレルモ カップ ゴールド
￥1,650（税込） L11.4×S9.4×H7.1cm 200cc
087226014　パレルモ ソーサー ゴールド
￥1,045（税込） D15.2×H2.2cm

087217014　パレルモ カップ プラチナ
￥1,650（税込） L11.4×S9.4×H7.1cm 200cc
087227014　パレルモ ソーサー プラチナ
￥1,045（税込） D15.2×H2.2cm

087211114　パレルモ カップ 白
￥913（税込） L11.4×S9.4×H7.1cm 200cc
087221114　パレルモ ソーサー 白
￥737（税込） D15.2×H2.2cm

087196014　ブリオ カップ ゴールド
￥1,980（税込） L12.1×S9.4×H6.1cm 225cc
087206014　ブリオ ソーサー ゴールド
￥1,210（税込） D14×H2.3cm

087197014　ブリオ カップ プラチナ
￥1,980（税込） L12.1×S9.4×H6.1cm 225cc
087207014　ブリオ ソーサー プラチナ
￥1,210（税込） D14×H2.3cm

087191114　ブリオ カップ 白
￥1,320（税込） L12.1×S9.4×H6.1cm 225cc
087201114　ブリオ ソーサー 白
￥913（税込） D14×H2.3cm

087176014　トルチェーレ カップ ゴールド
￥2,090（税込） L11.4×S8.2×H7cm 180cc
087181114　トルチェーレ ソーサー 白
￥1,210（税込） L15×S13.6×H2.1cm

087171114　トルチェーレ カップ 白
￥1,210（税込） L11.4×S8.2×H7cm 180cc
087181114　トルチェーレ ソーサー 白
￥1,210（税込） L15×S13.6×H2.1cm

087156014　スクエアーピュアホワイト カップ ゴールド
￥1,980（税込） 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
￥1,210（税込） L12.3×S12.3×H1.6cm

087157014　スクエアーピュアホワイト カップ プラチナ
￥1,980（税込） 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
￥1,210（税込） L12.3×S12.3×H1.6cm

087151114　スクエアーピュアホワイト カップ 白
￥1,320（税込） 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
￥1,210（税込） L12.3×S12.3×H1.6cm

152011161　MK磁器厚口デミタスカップ
￥770（税込） D6.5×H5.4cm 70cc
152021161　MK磁器厚口デミタスソーサー
￥440（税込） D11.8×H2.4cm

084010141　32cmプラター
￥3,520（税込）
 Ｌ32.3×Ｓ21.9×Ｈ3.9cm

084040137　コーヒーカップ
￥1,210（税込） Ｌ11.7×Ｓ9.2×Ｈ6cm 200cc

084050137　コーヒーソーサー
￥660（税込） Ｄ15.2×Ｈ2cm

084030102　ポット
￥2,860（税込） 
Ｌ19×S11×H11cm 420cc

087177014　トルチェーレ カップ プラチナ
￥2,090（税込） L11.4×S8.2×H7cm 180cc
087181114　トルチェーレ ソーサー 白
￥1,210（税込） L15×S13.6×H2.1cm

モ
ダ
ン
ス
タ
イ
ル
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食洗機× 手造りレンジ× ガラス

NEW 
210520117　
玉足シャンパン
￥13,200（税込） 
D6×H20cm 260cc

NEW 
210530117　
玉足ワイン
￥13,200（税込） 
D9.5×H17cm 420cc

NEW 
210540117　
玉足カップ
￥13,200（税込） 
D8×H15cm 180cc

NEW 
210510117　
傾きグラス
￥14,850（税込） 
L8×S6.5×H12cm 120cc

070722117　
デザートグラス くねり 黒
￥14,850（税込） 
D12×H約17～19cm 180cc

070723117　
デザートグラス くねり 赤
￥14,850（税込） 
D12×H約17～19cm 180cc

070501117　
ライン手付酒器 白
￥18,700（税込） 
L15×S9×H11.5cm 300cc

210135117　粒付とっくり 青
￥9,790（税込） 
L15×S8.5×H7cm 200cc 

210155117　粒付盃 青
￥9,680（税込） 
D7×H6.7cm 70cc 

210123117　粒付とっくり 赤
￥9,790（税込） 
L15×S8.5×H7cm 200cc 

210143117　粒付盃 赤
￥9,680（税込） 
D7×H6.7cm 70cc 

新登場の“純・エグゼ”。

ラグジュアリーなテーブルに映える

ワンランク上のグラスシリーズ。

職人のクリエイティビティが感じられます。

※手造り品のため、脚の高さや形状が
　ひとつずつ違います。

8887
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NEW 
210490117　きのこ ミニ
￥9,900（税込） D7.5×H7cm 
※手造りのためサイズに個体差があります。

210030117　
泡入り平鉢（大）
￥16,500（税込） 
D25×H3.5cm

210040117　
泡入り平鉢（小）
￥14,300（税込） 
D18.5×H3cm 

泡入り平鉢／泡部分上面拡大泡入り平鉢／泡部分側面拡大

210300117　
フードカバー ひび
￥17,600（税込） 
D14×H17cm

070530151　
フードカバー（大）
￥16,500（税込） 
D15×H9cm

070540151　
フードカバー（小）
￥14,300（税込） 
D10×H15cm

NEW 
210501117　
フレアデザートカップ 白
￥18,150（税込） 
D13.5×H9cm

NEW 
210502117　
フレアデザートカップ 黒
￥18,150（税込） 
D13.5×H9cm

NEW 
210503117　
フレアデザートカップ 赤
￥18,150（税込） 
D13.5×H9cm

210270117　きのこ（小）
￥13,200（税込） 
D10×H11cm 
※手造りのためサイズに個体差があります。

210260117　きのこ（大）
￥14,300（税込） 
D15.5×H11cm 
※手造りのためサイズに個体差があります。

210390151　
ぽってり珍味
¥10,780（税込） 
D10×H5cm

070270117　ふじ型（小）
￥14,300（税込） 
D18×H7cm 

070280117　ふじ型（大）
￥18,150（税込） 
D24.5×H9cm 

070290117
ハット型
￥20,570（税込） 
L30×S24×H7cm

食洗機×

手造り

レンジ×

ガラス
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NEW 
210480117　長平皿
￥8,250（税込） L42×S13.5×H2cm
手造り

210340151　ねじりボウル
¥5,500（税込） D24×H4.5cm
手造り

070750117　MIKAGE（大）
￥7,700（税込） D17×H6cm
手造り（泡入り）

070760117　MIKAGE（中）
￥6,930（税込） D14.6×H6.5cm
手造り（泡入り）

070770117　MIKAGE（小）
￥6,160（税込） D12×H5cm
手造り（泡入り）

070850117　
MIKAGEボウル クリア（大）
￥7,700（税込） 
D19.5×H11cm
手造り

070860117　
MIKAGEボウル クリア（中）
￥6,930（税込） 
D16.5×H9.2cm
手造り

070851117　
MIKAGEボウル 白（大）
￥7,700（税込） 
D19.5×H11cm
手造り

070861117　
MIKAGEボウル 白（中）
￥6,930（税込） 
D16.5×H9.2cm
手造り

070900117　
ドーム（大）
￥10,780（税込） 
D16.5×H15cm
手造り（泡入り）

070910117　
ドーム（小）
￥4,620（税込） 
D8×H8cm
手造り（泡入り）

食洗機×レンジ× ガラス

JUN -純-
清涼感あふれるものから、シンプルなデザインまで。多彩なガラス食器シリーズ。

070600117　ハーフオリーブトレイ
￥4,290（税込） L38.3×S5.9×H2.5cm
手造り

070300117　ロングオリーブトレイ
￥6,930（税込） L77.3×S5.5×H3.5cm
手造り

070810117　
泡入りリムプレート 28cm
￥4,620（税込） D28×H1.2cm

070710117　泡入りプレート21cm
￥4,620（税込） D21×H2.7cm

070700117　泡入りプレート27cm
￥5,390（税込） D27×H2.5cm

070690117　泡入りプレート31cm
￥6,160（税込） D31×H3cm

070680117　泡入りプレート45cm
￥17,600（税込） D45×H5cm

070880117　ウエーブ（大）
￥8,470（税込） L40×S16×H5cm
手造り070890117　ウエーブ（小）

￥6,930（税込） L30×S11×H4.3cm
手造り ガ

ラ
ス
ウ
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210225117　墨流し平茶碗 青
￥2,750（税込） D14×H4.5cm

210235117　墨流し碗 青
￥2,750（税込） D13×H6cm

210245117　
墨流しそうめん鉢 青
￥3,520（税込） 
D22.5×H7.5cm

210248117　
墨流しそうめん鉢 茶
￥3,520（税込） 
D22.5×H7.5cm

210255117　墨流し猪口 青
￥1,980（税込） D8×H7cm 170cc

210228117　墨流し平茶碗 茶
￥2,750（税込） D14×H4.5cm

210238117　墨流し碗 茶
￥2,750（税込） D13×H6cm

210258117　墨流し猪口 茶
￥1,980（税込） D8×H7cm 170cc

070820117　
三つ折りプレート クリア
￥3,740（税込） 
L25.8×S25×H4.3cm
手造り

070822117　
三つ折りプレート 黒
￥4,400（税込） 
L25.8×S25×H4.3cm
手造り

食洗機×レンジ× ガラス

JUN -純-

210312084　ブラックプレート30cm
￥6,930（税込） D30×H2.5cm

210322084　ブラックプレート24cm
￥5,720（税込） D24×H1.4cm

210331151　
フラットプレート 白マット
¥12,100（税込） 
D28×H0.8cm

210335151　
フラットプレート 水色マット
¥14,300（税込） 
D28×H0.8cm

210337151　
フラットプレート 水色ライン
¥12,100（税込） 
D28×H0.8cm

210339151　
フラットプレート 青ライン
¥12,100（税込） 
D28×H0.8cm

210110117　凹み皿（大）
￥3,850（税込） L22.8×S8.7×H2cm

210200117　
段皿（大）
￥8,470（税込） 
L29×S13×H7.5cm
手造り

210210117　
段皿（小）
￥6,930（税込） 
L23×S13×H5cm
手造り

210100117　凹み皿（小）
￥3,520（税込） L16.7×S6×H2cm ガ

ラ
ス
ウ
ェア
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食洗機×レンジ× ガラス

JUN -純-

NEW 
210433188　
丸口 ぐい呑み 赤
￥4,950（税込） 
D7.1×H6.7cm 110cc
手造り

NEW 
210434188　
丸口 ぐい呑み 黄
￥4,950（税込） 
D7.1×H6.7cm 110cc
手造り

NEW 
210439188　
丸口 ぐい呑み 緑
￥4,950（税込） 
D7.1×H6.7cm 110cc
手造り

NEW 
210445188　
反口 ぐい呑み 青
￥4,950（税込） 
D7.9×H5.5cm 90cc
手造り

NEW 
210448188　
反口 ぐい呑み 茶
￥4,950（税込） 
D7.9×H5.5cm 90cc
手造り

NEW 
210450188　
シャンパングラス
￥7,260（税込） 
D8×H17.5cm 200cc
手造り

NEW 
210460188　
ワイングラス（大）
￥7,260（税込） 
D7.7×H15.5cm 310cc
手造り

NEW 
210470188　
ワイングラス（小）
￥5,940（税込） 
D6.4×H14cm 220cc
手造り

NEW 
210406188　高台 鉢
￥5,940（税込） D14.2×H5.3cm
手造り

NEW 
210416188　高台 皿
￥5,940（税込） D16.4×H3.9cm
手造り

NEW 
210426188　高台 ぐい吞み
￥5,610（税込） D7.8×H6cm 80cc
手造り

070320117　TOI
￥3,300（税込） 
L23.8×S8×H4.4cm

070260117　ミニカップ足なし
￥2,310（税込） Ｄ7×Ｈ8.8cm 120cc

070020117　レンゲ
￥1,980（税込）
Ｌ14.5×S5×Ｈ2.3cm

070010117　呑水
￥1,650（税込）
L8.8×S7×Ｈ5.6cm

071010103　3つ穴 クリア
￥2,420（税込） 
L28×S10×H1.3cm

071020103　4つ穴 クリア
￥2,530（税込） 
L32×S10×H1.3cm

210192117
ねじり一輪挿し 黒　
￥2,310（税込） 
D2×H10cm
手造り

210193117
ねじり一輪挿し 赤
￥2,310（税込） 
D2×H10cm
手造り

070120117　板皿ロング クリア
￥25,300（税込） Ｌ78.5×Ｓ14.7×Ｈ1.3cm
手造り

070510117　板皿長角（中） クリア
￥6,930（税込） L38×S16×H1.3cm
手造り

070140117　板皿長角 クリア
￥5,830（税込） Ｌ30×Ｓ11×Ｈ1.3cm
手造り

070122117　板皿ロング墨ながし 黒
￥30,800（税込） Ｌ78.5×Ｓ14.7×Ｈ1.3cm
手造り

070512117　板皿長角（中） 黒
￥8,360（税込） L38×S16×H1.3cm
手造り

070142117　板皿長角 黒
￥7,040（税込） Ｌ30×Ｓ11×Ｈ1.3cm
手造り

070123117　板皿ロング墨ながし コバルト
￥30,800（税込） Ｌ78.5×Ｓ14.7×Ｈ1.3cm
手造り

070513117　板皿長角（中） コバルト
￥8,360（税込） L38×S16×H1.3cm
手造り

070143117　板皿長角 コバルト
￥7,040（税込） Ｌ30×Ｓ11×Ｈ1.3cm
手造り

ガ
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070200117　
冷酒器 クリア
￥3,520（税込） 
Ｄ7.1×Ｈ12.2cm 210cc

070200117　冷酒器 クリア
￥3,520（税込） 
Ｄ7.1×Ｈ12.2cm 210cc

070211117　
冷酒クーラー クリア地白
￥4,290（税込） 
Ｄ10.3×Ｈ9.5cm

070221117
お猪口丸 クリア地白
￥2,750（税込）
Ｄ6×Ｈ4.5cm 90cc

070231117
お猪口くびれ クリア地白
￥2,750（税込）
Ｄ5.2×Ｈ5.6cm 50cc

070612151　
粒徳利 黒
￥5,500（税込） 
D3.2×H13.2cm 
270cc

070622151　
粒盃 黒
￥3,850（税込） 
D5.6×H4.2cm 70cc

070251117　
冷酒クーラー一体型 
クリア地白
￥8,140（税込）
Ｄ9.8×Ｈ17.3cm 500cc

070200117　冷酒器 クリア
￥3,520（税込） 
Ｄ7.1×Ｈ12.2cm 210cc

070212117　
冷酒クーラー クリア地黒
￥4,290（税込） 
Ｄ10.3×Ｈ9.5cm

070222117
お猪口丸 クリア地黒
￥2,750（税込）
Ｄ6×Ｈ4.5cm 90cc

070232117
お猪口くびれ クリア地黒
￥2,750（税込）
Ｄ5.2×Ｈ5.6cm 50cc

070252117　
冷酒クーラー一体型 
クリア地黒
￥8,140（税込）
Ｄ9.8×Ｈ17.3cm 500cc

070091117　
デザートカップ 白
￥13,200（税込） 
Ｄ11.6×Ｈ8cm
手造り

070111117　
冷酒杯 白
￥12,100（税込） 
Ｄ6.2×Ｈ10cm 75cc
手造り

070341117
ロックグラス 白
￥12,100（税込） 
D9.8×H10cm 400cc
手造り

070461117　
ラインロックグラス 白
￥12,100（税込） 
D8.3×H7.5cm 230cc
手造り

070471117　
ライン盃 白
￥7,920（税込） 
D7×H6.7cm 80cc
手造り

070092117　
デザートカップ 黒
￥13,200（税込） 
Ｄ11.6×Ｈ8cm
手造り

070112117　
冷酒杯 黒
￥12,100（税込） 
Ｄ6.2×Ｈ10cm 75cc
手造り

070342117
ロックグラス 黒
￥12,100（税込） 
D9.8×H10cm 400cc
手造り

070462117　
ラインロックグラス 黒
￥12,100（税込） 
D8.3×H7.5cm 230cc
手造り

070472117　
ライン盃 黒
￥7,920（税込） 
D7×H6.7cm 80cc
手造り

070093117　
デザートカップ 赤
￥13,200（税込） 
Ｄ11.6×Ｈ8cm
手造り

070113117　
冷酒杯 赤
￥12,100（税込） 
Ｄ6.2×Ｈ10cm 75cc
手造り

070343117
ロックグラス 赤
￥12,100（税込） 
D9.8×H10cm 400cc
手造り

070463117　
ラインロックグラス 赤
￥12,100（税込） 
D8.3×H7.5cm 230cc
手造り

070473117　
ライン盃 赤
￥7,920（税込） 
D7×H6.7cm 80cc
手造り

210282117　
墨流し酒注ぎ 黒
￥6,160（税込） 
D8×H13cm 
260cc

210292117　
墨流しぐい呑 黒
￥4,620（税込） 
D6×H5.5cm 100cc

070613151　
粒徳利 赤
￥5,500（税込） 
D3.2×H13.2cm 
270cc

070623151　
粒盃 赤
￥3,850（税込） 
D5.6×H4.2cm 70cc

210283117　
墨流し酒注ぎ 赤
￥6,160（税込） 
D8×H13cm 
260cc

210293117　
墨流しぐい呑 赤
￥4,620（税込） 
D6×H5.5cm 100cc

070330117　箸皿
￥2,310（税込） 
L11.6×S3.5×H2.1cm

070581151　
カトラリーレスト 白
￥2,860（税込） 
L11.2×S1.5×H1.2cm
手造り

070582151　
カトラリーレスト 黒
￥2,860（税込） 
L11.2×S1.5×H1.2cm
手造り

070583151　
カトラリーレスト 赤
￥2,860（税込） 
L11.2×S1.5×H1.2cm
手造り

070591151　
箸置き 白
￥2,420（税込） 
L6.2×S1.5×H1.2cm
手造り

070592151　
箸置き 黒
￥2,420（税込） 
L6.2×S1.5×H1.2cm
手造り

070593151　
箸置き 赤
￥2,420（税込） 
L6.2×S1.5×H1.2cm
手造り

070830117　
ワッフルカトラリーレスト
￥2,200（税込） L13×S2.5×H1.5cm

070840117　
ワッフル箸置き
￥1,870（税込） L6×S3×H1.5cm

食洗機×レンジ× ガラス

JUN -純-

070670117　
ひびカップ クリア
￥3,520（税込） 
D7.5×H11cm 230cc
手造り

070780117　
ひびとっくり クリア
￥4,290（税込） 
D3.8×H12.4cm 340cc
手造り

070790117　
ひびぐい呑み クリア
￥3,080（税込） 
D5.3×H7cm 90cc
手造り

070675117　
ひびカップ ブルー
￥3,630（税込） 
D7.5×H11cm 230cc
手造り

070785117　
ひびとっくり ブルー
￥4,400（税込） 
D3.8×H12.4cm 340cc
手造り

070795117　
ひびぐい呑み ブルー
￥3,190（税込） 
D5.3×H7cm 90cc
手造り

070870117　升
￥880（税込） 
L8.5×S8.5×H5.5cm 180cc
レンジ不可 / 食洗機不可 / 天然木

210350151　
虹色片口
¥8,140（税込） 
L9.5×S8.5×H9.4cm 
250cc
手造り

210360151　
虹色タンブラー
¥6,050（税込） 
D8.1×H9.3cm 
270cc
手造り

210370151　
虹色冷茶
¥5,280（税込） 
D7.9×H6.4cm 160cc
手造り

210380151　
虹色ぐい呑み
¥4,950（税込） 
D5.2×H5cm 90cc
手造り
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210556084　ワイン445 金
￥3,080（税込） D6.2×H22.2cm 445cc

210566084　ワイン260 金
￥3,080（税込） D5.3×H19.7cm 260cc

210576084　シャンパン 金
￥2,970（税込） D4.5×H22.1cm 140cc

210584084　ロックグラス 緑
￥1,320（税込） D7.5×H8.7cm 210cc
色むら

210594084　ショットグラス 緑
￥990（税込） D5.1×H5.7cm 60cc
色むら

210557084　ワイン445 プラチナ
￥3,080（税込） D6.2×H22.2cm 445cc

210567084　ワイン260 プラチナ
￥3,080（税込） D5.3×H19.7cm 260cc

210577084　シャンパン プラチナ
￥2,970（税込） D4.5×H22.1cm 140cc

210588084　ロックグラス 紫
￥1,320（税込） D7.5×H8.7cm 210cc
色むら

210598084　ショットグラス 紫
￥990（税込） D5.1×H5.7cm 60cc
色むら

210558084　ワイン445 紫
￥3,080（税込） D6.2×H22.2cm 445cc
色むら

210568084　ワイン260 紫
￥3,080（税込） D5.3×H19.7cm 260cc
色むら

210578084　シャンパン 紫
￥2,970（税込） D4.5×H22.1cm 140cc
色むら

210589084　ロックグラス アンバー
￥1,320（税込） D7.5×H8.7cm 210cc
色むら

210599084　ショットグラス アンバー
￥990（税込） D5.1×H5.7cm 60cc
色むら

210559084　ワイン445 アンバー
￥3,080（税込） D6.2×H22.2cm 445cc
色むら

210569084　ワイン260 アンバー
￥3,080（税込） D5.3×H19.7cm 260cc
色むら

210579084　シャンパン アンバー
￥2,970（税込） D4.5×H22.1cm 140cc
色むら

食洗機×レンジ× ガラス

JUN -純-
ワイングラス、ロックグラスからショットグラスやカラーグラスまで。豊富なラインナップ。
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食洗機×レンジ× 手描き ガラス

シャンテ
華やぎカラーの金彩とプラチナ彩を手描きしたリュクスなガラスの器シリーズ。

食洗機○レンジ× ステンレス

シリウス

レンジ× 食洗機× ステンレス

源 -GEN-

145016014　21cmワイドリムプレート ゴールド
￥6,710（税込） D21×H1.7cm

145026014　28cmワイドリムプレート ゴールド
￥9,020（税込） D28×H2.2cm

145036014　33.5cmリムプレート ゴールド
￥12,100（税込） D33.5×H2.3cm 

145046014　13cm深ボウル ゴールド
￥3,080（税込） D13×H5.4cm

145056014　16cm深ボウル ゴールド
￥3,960（税込） D16.4×H5.8cm

145066014　19.5cm深ボウル ゴールド
￥4,840（税込） D19.5×H6.3cm

145086014　31cmボウル ゴールド
￥11,000（税込） D31×H8.8cm

145076014　25cmボウル ゴールド
￥9,460（税込） D25×H7.5cm

145096014　20cmリムスープボウル ゴールド
￥7,700（税込） D20×H4.5cm

145106014　22.5cmリムスープボウル ゴールド
￥8,250（税込） D22.5×H5.1cm

145116014　25.5cmリムスープボウル ゴールド
￥9,460（税込） D25.5×H6.1cm

145126014　21cmボウル ゴールド
￥6,820（税込） D21×H8.5cm

145017014　21cmワイドリムプレート プラチナ
￥6,710（税込） D21×H1.7cm

145027014　28cmワイドリムプレート プラチナ
￥9,020（税込） D28×H2.2cm

145037014　33.5cmリムプレート プラチナ
￥12,100（税込） D33.5×H2.3cm

145047014　13cm深ボウル プラチナ
￥3,080（税込） D13×H5.4cm

145057014　16cm深ボウル プラチナ
￥3,960（税込） D16.4×H5.8cm

145067014　19.5cm深ボウル プラチナ
￥4,840（税込） D19.5×H6.3cm

145087014　31cmボウル プラチナ
￥11,000（税込） D31×H8.8cm

145077014　25cmボウル プラチナ
￥9,460（税込） D25×H7.5cm

145097014　20cmリムスープボウル プラチナ
￥7,700（税込） D20×H4.5cm

145107014　22.5cmリムスープボウル プラチナ
￥8,250（税込） D22.5×H5.1cm

145117014　25.5cmリムスープボウル プラチナ
￥9,460（税込） D25.5×H6.1cm

145127014　21cmボウル プラチナ
￥6,820（税込） D21×H8.5cm

001 002 003 004 005 006 007 008

［ ブラスト仕上げ ］
001 240011146　ブラスト ディナーナイフ
￥2,970（税込） 21.6cm
002 240021146　ブラスト ディナースプーン
￥1,650（税込） 19.2cm
003 240031146　ブラスト ディナーフォーク
￥1,650（税込） 19.2cm
004 240041146　ブラスト ケーキフォーク
￥1,430（税込） 13.5cm
005 240051146　ブラスト ティースプーン
￥1,430（税込） 13.5cm
006 240061146　ブラスト バターナイフ
￥2,640（税込） 16cm
007 240071146　ブラスト サービススプーン
￥2,970（税込） 22.5cm
008 240081146　ブラスト サービスフォーク
￥2,970（税込） 22.5cm

［ ミラー仕上げ ］
009 240010146　ミラー ディナーナイフ
￥2,420（税込） 21.6cm
010 240020146　ミラー ディナースプーン
￥1,320（税込） 19.2cm
011 240030146　ミラー ディナーフォーク
￥1,320（税込） 19.2cm
012 240040146　ミラー ケーキフォーク
￥924（税込） 13.5cm
013 240050146　ミラー ティースプーン
￥924（税込） 13.5cm
014 240060146　ミラー バターナイフ
￥1,980（税込） 16cm
015 240070146　ミラー サービススプーン
￥2,145（税込） 22.5cm
016 240080146　ミラー サービスフォーク
￥2,145（税込） 22.5cm

009 010 011 012 013 014 015 016

027 028 029 030 031 032 033 034

018017 019 020

021 022 023 024 025 026

025 104012104　ディナーナイフ 赤
￥3,630（税込） 22.3cm
026 104011104　ディナーナイフ 黒
￥3,630（税込） 22.3cm

027 104062146　アーバンティースプーン 赤
￥858（税込） 13.2cm
028 104061146　アーバンティースプーン 黒
￥858（税込） 13.2cm
029 104072146　アーバンバターナイフ 赤
￥935（税込） 14.2cm
030 104071146　アーバンバターナイフ 黒
￥935（税込） 14.2cm

031 104082146　アーバンシュガースプーン 赤
￥935（税込） 12.5cm
032 104081146　アーバンシュガースプーン 黒
￥935（税込） 12.5cm
033 104092146　アーバンピックフォーク 赤
￥858（税込） 13cm
034 104091146　アーバンピックフォーク 黒
￥858（税込） 13cm

017 104052104　ケーキフォーク 赤
￥1,650（税込） 14.1cm
018 104051104　ケーキフォーク 黒
￥1,650（税込） 14.1cm
019 104042104　ティースプーン 赤
￥1,650（税込） 14.1cm
020 104041104　ティースプーン 黒
￥1,650（税込） 14.1cm

021 104032104　ディナーフォーク 赤
￥2,200（税込） 19cm
022 104031104　ディナーフォーク 黒
￥2,200（税込） 19cm
023 104022104　ディナースプーン 赤
￥2,200（税込） 19cm
024 104021104　ディナースプーン 黒
￥2,200（税込） 19cm

おもてなしのテーブルに映えるハイクオリティなカトラリーが勢揃い。
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食洗機○レンジ× ステンレス

アーバン

食洗機○レンジ× ステンレス

ニューヨークモダン

食洗機○レンジ× ステンレス

琴

035 036 037 038

［ ブラスト仕上げ ］
035 079911146　ティースプーン ブラスト仕上げ
￥858（税込） 13.2cm
036 079921146　バターナイフ ブラスト仕上げ
￥924（税込） 14.2cm
037 079931146　シュガースプーン ブラスト仕上げ
￥924（税込） 12.5cm
038 079941146　ピックフォーク ブラスト仕上げ
￥858（税込） 13cm

039 040 041 042

043

051

056

064 065 066 067 068 069 070 071 072 073

057 058 059 060 061 062 063

052 053 054 055

044 045 046 047 048 049 050

［ ブラスト仕上げ ］
043 079011104　ブラスト ディナーナイフ
￥3,300（税込） 22.2cm
044 079021104　ブラスト ディナースプーン
￥1,870（税込） 20.3cm
045 079031104　ブラスト ディナーフォーク
￥1,870（税込） 20.3cm
046 079041104　ブラスト スープスプーン
￥1,870（税込） 19.5cm
047 079051104　ブラスト ティースプーン
￥1,320（税込） 14.2cm
048 079061104　ブラスト コーヒースプーン
￥1,243（税込） 12.2cm
049 079071104　ブラスト 姫フォーク
￥1,243（税込） 12.3cm
050 079081104　ブラスト ケーキフォーク
￥1,320（税込） 14.3cm

051 079091104　ブラスト バターナイフ
￥1,320（税込） 16.4cm
052 079101104　ブラスト グレープフルーツスプーン
￥1,430（税込） 16.1cm
053 079111104　ブラスト ブイヨンスプーン
￥1,430（税込） 15.7cm
054 079121104　ブラスト サービススプーン
￥2,640（税込） 22.5cm
055 079131104　ブラスト サービスフォーク
￥2,640（税込） 22.8cm

056 079141104　ブラスト シュガーレードル
￥1,320（税込） 12.7cm
057 079151104　ブラスト アイスクリームスプーン
￥1,320（税込） 14cm
058 079161104　ブラスト ブランチスプーン
￥1,430（税込） 15.9cm
059 079171104　ブラスト ブランチフォーク
￥1,430（税込） 15.9cm
060 079181104　ブラスト フィッシュナイフ
￥1,980（税込） 22.8cm
061 079191104　ブラスト フィッシュフォーク
￥1,870（税込） 20.6cm
062 079201104　ブラスト フィッシュソーススプーン
￥1,870（税込） 20.3cm
063 079211104　ブラスト グレビーレードル
￥2,860（税込） 18.5cm

［ ブラスト仕上げ ］
064 079221104　ブラスト ディナーナイフ
￥3,520（税込） 22.3cm
065 079231104　ブラスト ディナースプーン
￥1,980（税込） 18.9cm
066 079241104　ブラスト ディナーフォーク
￥1,980（税込） 19cm
067 079251104　ブラスト ティースプーン
￥1,540（税込） 14.1cm
068 079261104　ブラスト コーヒースプーン
￥1,430（税込） 12.1cm
069 079271104　ブラスト 姫フォーク
￥1,430（税込） 12.2cm
070 079281104　ブラスト ケーキフォーク
￥1,540（税込） 14.1cm
071 079291104　ブラスト メロンスプーン
￥1,760（税込） 19.1cm
072 079301104　ブラスト 茶碗蒸スプーン
￥1,980（税込） 12.6cm
073 079311104　ブラスト 蟹フォーク
￥1,980（税込） 22cm

［ ミラー仕上げ ］
039 079910146　ティースプーン ミラー仕上げ
￥528（税込） 13.2cm
040 079920146　バターナイフ ミラー仕上げ
￥616（税込） 14.2cm
041 079930146　シュガースプーン ミラー仕上げ
￥616（税込） 12.5cm
042 079940146　ピックフォーク ミラー仕上げ
￥528（税込） 13cm

［ ミラー仕上げ ］
074 079010104　ミラー ディナーナイフ
￥2,860（税込） 22.2cm
075 079020104　ミラー ディナースプーン
￥1,540（税込） 20.3cm
076 079030104　ミラー ディナーフォーク
￥1,540（税込） 20.3cm
077 079040104　ミラー スープスプーン
￥1,540（税込） 19.5cm
078 079050104　ミラー ティースプーン
￥1,100（税込） 14.2cm
079 079060104　ミラー コーヒースプーン
￥1,023（税込） 12.2cm
080 079070104　ミラー 姫フォーク
￥1,023（税込） 12.3cm
081 079080104　ミラー ケーキフォーク
￥1,100（税込） 14.3cm

082 079090104　ミラー バターナイフ
￥1,100（税込） 16.4cm
083 079100104　ミラー グレープフルーツスプーン
￥1,210（税込） 16.1cm
084 079110104　ミラー ブイヨンスプーン
￥1,210（税込） 15.7cm
085 079120104　ミラー サービススプーン
￥2,310（税込） 22.5cm
086 079130104　ミラー サービスフォーク
￥2,310（税込） 22.8cm

087 079140104　ミラー シュガーレードル
￥1,100（税込） 12.7cm
088 079150104　ミラー アイスクリームスプーン
￥1,100（税込） 14cm
089 079160104　ミラー ブランチスプーン
￥1,210（税込） 15.9cm
090 079170104　ミラー ブランチフォーク
￥1,210（税込） 15.9cm
091 079180104　ミラー フィッシュナイフ
￥1,760（税込） 22.8cm
092 079190104　ミラー フィッシュフォーク
￥1,650（税込） 20.6cm
093 079200104　ミラー フィッシュソーススプーン
￥1,650（税込） 20.3cm
094 079210104　ミラー グレビーレードル
￥2,530（税込） 18.5cm

［ ミラー仕上げ ］
095 079220104　ミラー ディナーナイフ
￥2,860（税込） 22.3cm
096 079230104　ミラー ディナースプーン
￥1,760（税込） 18.9cm
097 079240104　ミラー ディナーフォーク
￥1,760（税込） 19cm
098 079250104　ミラー ティースプーン
￥1,320（税込） 14.1cm
099 079260104　ミラー コーヒースプーン
￥1,210（税込） 12.1cm
100 079270104　ミラー 姫フォーク
￥1,210（税込） 12.2cm
101 079280104　ミラー ケーキフォーク
￥1,320（税込） 14.1cm
102 079290104　ミラー メロンスプーン
￥1,540（税込） 19.1cm
103 079300104　ミラー 茶碗蒸スプーン
￥1,650（税込） 12.6cm
104 079310104　ミラー 蟹フォーク
￥1,650（税込） 22cm

074

082

087

095 096 097 098 099 100 101 102 103 104

088 089 090 091 092 093 094

083 084 085 086

075 076 077 078 079 080 081
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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。
● 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。

Guidance

〈 ご使用上の注意 〉

● 　　　　　   は土が粗く吸水性があり、汚れや匂いが染み込みやすいため、使用前に米や片栗粉などでんぷん質のあるもので土の粗い目をふさぐ「目

止め」をすることや、水に浸してから使うことをお勧めします。使用後はなるべく早く洗浄し、よく乾燥させてください。シミ・カビ・臭いの発生を防ぎます。
● 陶磁器は強い衝撃や急激な温度変化で破損することがあります。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ケガをする恐れがありま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。
● 洗浄は中性洗剤をやわらかいスポンジなどにつけて洗ってください。クレンザーやスコッチタイプのたわし（研磨材付）で強くこすると表面に傷が

つくことがあります。
● 食器洗浄機は機器の定められた方法でご使用ください。使用中に食器どうしがあたり破損することがありますので入れ方にご注意ください。

〈 カタログについて 〉

● このカタログの有効期限は2024年1月末日までです。
● 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。
● 撮影・印刷の条件による商品の色違いはご容赦ください。

陶　器

〈 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。

● アイコンは商品の特性を表しています。

電子レンジが使用できます。 電子レンジの使用は避けてください。

食洗機が使用できます。 食洗機の使用は避けてください。

釉薬に入る細かいヒビのことを貫入といいます。貫入は模様として入れている場合と、経年貫入といって使用しているうちに自然に入るものがあります。
いずれも素地が割れているわけではありませんので、ご使用には差し支えありません。釉薬の味わいとしてお愉しみください。

釉薬が流れた跡、釉薬の溜まりなどにより色むらが生じます。また、窯の中の位置によって熱の伝わり方が均一ではないため、一つ一つ光沢などの質
感が異なったり、焦げ目ができて色の個体差が生じることもあります。手塗りや吹き付けで絵付けを行う場合にも色むらが生じます。このような器ごとの個
体差は古くから器の景色として愉しまれおり、基本的には良品として扱っています。 やきもの独特の味わいのある表情をお愉しみください。

釉薬の表面にある小さな穴のことをピンホールといいます。素地に残っていた空気や有機物が、焼成後に小さな穴として残ったものです。素地に穴が
あいているわけではありませんので、ご使用には差し支えありません。陶器特有の現象として基本的には良品として扱っています。

陶器を焼く際に、陶土にもともと含まれている鉄分が黒点となって表面に出てきたものが鉄粉です。また、窯内に浮遊した鉄粉が付着することもありま
す。陶器特有の現象として基本的には良品として扱っています。また、あらかじめ釉薬に鉄粉を混ぜこむことで意匠として愉しむこともあります。

ろくろを使ったり、タタラ造りといって板状の粘土から手びねりで成形しているものです。ガラスでは鉄製パイプの先に、熔けたガラスを巻き取って空気を
吹き込んで成形したり、ヘラを用いて手作業で伸ばすなどいずれも人の手を使って成形するため、いびつな形のところがあったり、大きさに個体差があ
ります。大量生産では味わえない、職人による手造りの味わいとしてお愉しみください。

1つ1つ手描きで柄を描いたり、釉薬を手作業でかけたり吹き付けたりしています。このため、一つ一つの柄の大きさや位置、釉薬のかかり方や色の濃
さに個体差が出ます。大量生産では味わえない、職人の手仕事ならではの魅力としてお愉しみください。

食洗機○

レンジ○

食洗機×

レンジ×

貫　入

色むら

ピンホール

鉄　粉

手造り

手描き

105

105

個性あふれる華やかな器、モダンでありながら

伝統技法を生かした職人手作りの器、様 な々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。

〒509-6361  岐阜県瑞浪市陶町猿爪694-30  TEL.0572-65-3659  FAX.0572-65-3948  E-mail info@maru-katsu.co.jp

株式会社 丸勝 とうしょう窯 検索

Store Guide

とうしょう窯 【 本  店 】

〒111-0036  東京都台東区松が谷3-17-13
TEL.03-5830-7752  FAX.03-5830-7756 
E-mail tosyo@maru-katsu.co.jp

◎ 営業時間　10：00～19：00
◎ 定休日　年末年始

〈 最寄駅 〉

つくばエクスプレス  浅草駅より徒歩５分
銀座線  田原町駅より徒歩１3分
日比谷線  入谷駅より徒歩１０分 

とうしょう窯 【 合羽橋店 】

〒111-0036  東京都台東区松が谷3-2-11 1F
TEL.03-6379-9700  FAX.03-6231-6009
E-mail tokyo@maru-katsu.co.jp

◎ 営業時間　10：00～19：00
◎ 定休日　年末年始

〈 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１2分
日比谷線  入谷駅より徒歩11分　

とうしょう窯 【 有明ガーデン店 】

〒135-0063  東京都江東区有明2-1-8 2F
TEL.03-5962-4557  FAX.03-5962-4656
E-mail ariake@maru-katsu.co.jp

◎ 営業時間　10：00～21：00
◎ 定休日　なし

〈 最寄駅 〉

ゆりかもめ  有明駅より徒歩4分
りんかい線  国際展示場駅より徒歩5分
ゆりかもめ  有明テニスの森駅より徒歩3分（街区入口まで）

とうしょう窯 【 ららぽーと福岡店 】

〒812-8627  福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 1F
TEL.092-588-0560  FAX.092-588-0565
E-mail fukuoka@maru-katsu.co.jp

◎ 営業時間　10：00～21：00
◎ 定休日　なし

〈 最寄駅 〉

JR鹿児島本線  竹下駅より徒歩9分

とうしょう窯 【 大丸梅田店 】

〒530-8202  大阪府大阪市北区梅田3-1-1 12F
TEL.06-6459-7880 
E-mail osaka@maru-katsu.co.jp

◎ 営業時間　10：00～20：00
◎ 定休日　元旦

〈 最寄駅 〉

JR大阪駅より徒歩1分 / JR北新地駅より徒歩6分
御堂筋線梅田駅より徒歩2分 / 谷町線東梅田駅より徒歩8分
四ツ橋線西梅田駅より徒歩4分 / 阪急梅田駅より徒歩3分
阪神梅田駅より徒歩2分

とうしょう窯 【 松坂屋名古屋店 】

〒460-8430  愛知県名古屋市中区栄3-16-1 南館2F
TEL.052-265-5757
E-mail cobono.2@maru-katsu.co.jp

◎ 営業時間　10：00～20：00
◎ 定休日　元旦

〈 最寄駅 〉

地下鉄名城線矢場町駅  地下通路直結（5・6番出口）
地下鉄栄駅  16番出口より南へ徒歩5分
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