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食器は料理のきもの

監修：かたりべ魯文
野寺文雄氏
昭和21年生まれ
食器、陶器メーカー勤務を経て、魯山人に関
する著書の発刊、魯山人に関するイベント
や展示会を企画。こちらの「魯山人写しの
器」を企画。

北大路魯山人
（1883年〜 1959年）

明治16年3月23日、京都上賀茂の社家に生ま

れる。陶芸、書道、篆刻、画家など幅広い分野

で天才ぶりを発揮。美食が高じ会員制「美食

倶楽部」「星岡茶寮」を創業。「食器は料理の着

物である」という信念のもと、そこでする一

切の料理を創案、食器も自ら制作した。

美と食の追求
「うまいものを食べて、暮らしたい」

それは、幼い頃の魯山人の言葉です。

美食好きは、多大なエネルギーと美的感覚を

研ぎすまして、自ら美味しいものを求めて作

り、器に盛り、食し、人に供しました。

魯山人主催の美食倶楽部、星岡茶寮では自ら

美食を愉しむための器を作り上げます。

その自由で奔放な魯山人の魅力をかたりべ

魯文氏に監修していただき写しの器に再現

してみました。

陶
芸
家
で
あ
り

美
食
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
魯
山
人
。

使
用
す
る
食
器
一
切
を

創
案
製
作
し
た
と
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わ
れ
、

そ
の
自
由
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、

今
も
な
お
憧
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の
的
。

そ
の
魯
山
人
の
器
を
写
し
取
り
、

美
濃
焼
の
技
術
で

現
代
に
蘇
ら
せ
ま
し
た
。

料理が映える美しい円
深みのある絵付けを際だたせる盛鉢。

やわらかな円型は、食事をふんわりと演出します。料理が感じられるゆったりな鉢
落ち着いた絵付けが施された、ゆったりな鉢。

どんな料理にもあう素朴な風合いが魅力です。

盛皿から銘々取り分けます
魯山人が好んだカニの盛皿。

そして、選ぶ楽しみがある五つの銘々皿です。

●価格は2019年10月01日現在の消費税を含む総額にて表示しております。

ひとつひとつ趣のある絵付を楽しんで
ひとつひとつに味わいのある絵付けがされました。

いろいろな使い方を楽しめるサイズが特徴です。

T92855500-600.11183  
魯山人写しの器 料理揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼）  盛鉢径16×6.7㎝  小皿径9.8×11×3㎝ 
木箱  （15.7×17.8×17.4㎝）  梱12入  （0218） 

T92523300-600.11181　
魯山人写しの器 取り分け揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  小皿9.8×11×3㎝  盛皿16×19.5×4.2㎝ 
紙箱  （17.2×20.9×8.4㎝）  梱16入  （0218） 

T92852300-600.11180  
魯山人写しの器 組盛鉢   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径16×6.7㎝ 
木箱  （15.7×17.8×17.4㎝）  梱16入  （0218） 

T94945300-600.11175  
魯山人写しの器 三ツ組鉢（細密木箱入）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  径16.8×4.8㎝   
木箱  （20×20×9.6㎝）   
梱16入  （0218） 
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1 8 9 4 年（ 明 治 2 7 ）、深 川 製 磁 は 創 立 者  深 川 忠 次 に よ り 有 田 の 地 に 設 立 さ れ ま し た 。「 世 界 一 の や き も の 作 り 」を 目 指 し た 忠 次 は 、当 世 一 流 の 職 人 を

集 め 自 ら の 工 芸 思 想 を 反 映 さ せ た 作 品 づ く り に ま い 進 し て い き ま す 。 1 9 0 0 年 パ リ 万 国 博 覧 会 に 出 品 し た 2 メ ー ト ル 有 余 の 対 の 大 花 瓶「 染 錦 金 襴

手 丸 紋 鳳 凰 文 様 」は 、高 い 工 芸 性 と 洗 練 さ れ た デ ザ イ ン が 評 価 さ れ 金 牌 を 受 賞 し ま す 。そ の 後 も 宮 内 省 御 用 達 の 拝 命 、イ タ リ ア  ミ ラ ノ ス タ ジ オ の

オ ー プ ン 等 、国 内 外 を 問 わ ず 伝 統 技 術 と デ ザ イ ン で 人 々 を 魅 了 し 続 け て き ま し た 。焼 き 物 は 技 術 と 意 匠 が 表 裏 一 体 の 世 界 、深 川 忠 次 の 精 神 は 現 在

も 尚 職 人 た ち に 引 き 継 が れ 、作 品 に 刻 み 込 ま れ て い ま す 。

BLUE WINERY
ぶ ど う の 意 匠 は、古 今 東 西 を 問 わ ず 吉 祥 文
様です。

「 用 の 美 」を 追 求 し た 現 代 的 な 形 姿 に 、 1 0 0
年 前 の 下 絵 技 法「 エ ア ロ グ ラ フ 」に よ る ブ
ル ー の グ ラ デ ー シ ョ ン が 真 白 な 磁 器 肌 に 染
め 込 ま れ、現 代 の ブ ル ー & ホ ワ イ ト と し て
再 現 さ れ て い ま す。白 磁 の 間 に、調 子 を 取 る
よ う に 伸 び る「 つ る 」を 手 描 き で 入 れ て い る
の も、一 つ 一 つ の 表 情 の 違 い が 器 に 温 か で
気韻ある印象を与える為です。
熟 練 し た 職 人 の 手 技 に よ る 現 代 の ブ ル ー &
ホ ワ イ ト に は、明 治 期 以 来 頑 に 変 わ る 事 な
く 伝 承 し て き た 工 芸 品 と し て の 魅 力 が 備
わっています。

4900-768-600.2  
深川製磁 ブルーワイナリー 9号花生   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製）  28×10㎝   
化粧箱  （30×12.5×11㎝）   
梱16入  ▲（◆8765※） 

10-417-600.2  
深川製磁 宝づくし 組湯呑   
11,000円（本体価格10,000円）

（日本製）  湯呑（小）7×径7㎝（180㎖）  
湯呑（大）7.5×径7.5㎝（220㎖）   
化粧箱  （20.5×13.5×9㎝）  
梱22入  ▲（◆8765※） 

100-417-600.2  
深川製磁 宝づくし 組飯碗   
11,000円（本体価格10,000円）

（日本製）  飯碗（左）11×5㎝ 飯碗（右）11.5×5㎝   
化粧箱  （27.5×14.5×7㎝）  
梱21入  ▲（◆8765※） 

3870-023-600.2  
深川製磁 染錦富士に宝船 飾皿   
16,500円（本体価格15,000円）

（日本製）  23×3.5㎝   
化粧箱  （25×25×7㎝）皿立て付   
梱14入  ▲（◆8765※） 500-371-600.2  

深川製磁 染付菊香紋 仙茶碗揃   
27,500円（本体価格25,000円）

（日本製）  9.5×5㎝   
化粧箱  （30×12.5×11㎝）   
梱16入  ▲（◆8765※） 

4910-863-600.2  
深川製磁 ルリ牡丹 F型9号花生   
33,000円（本体価格30,000円）

（日本製）  27×22㎝   
化粧箱  （33.5×26.5×26㎝）   
梱4入  ▲（◆8765※） 

3400-574-600.2  
深川製磁 ブルーワイナリー 楕円盛鉢   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製）  23×19×5.5㎝   
化粧箱  （25×21×6㎝）   
梱24入  ▲（◆8765※） 

1514-768-600.2  
深川製磁 ブルーワイナリー ペア取皿   
7,700円（本体価格7,000円）

（日本製）  16.5×15×4㎝   
化粧箱  （33×18.5×4.5㎝）   
梱18入  ▲（◆8765※） 

1076-047-600.2  
深川製磁 色絵菊花紋 モーニングカップ   
11,000円（本体価格10,000円）

（日本製）  14.5×10×8㎝（380㎖）   
化粧箱  （16×12×9㎝）   
梱27入  ▲（◆8765※） 

①

1076-726-600.2  
深川製磁 松 モーニングカップ   
11,000円（本体価格10,000円）

（日本製）  14.5×10×8㎝（380㎖）   
化粧箱  （16×12×9㎝）   
梱27入  ▲（◆8765※） 

②

2501-768-600.2  
深川製磁 
ブルーワイナリー 楕円プレート   
6,050円（本体価格5,500円）

（日本製）  25×24×2.5㎝   
化粧箱  （27×26×3.5㎝）   
梱18入  ▲（◆8765※） 

① 941-768-600.2  
深川製磁 
ブルーワイナリー 珈琲碗皿   
8,800円（本体価格8,000円）

（日本製）  15×7㎝（230㎖）   
化粧箱  （17.5×17.5×9.5㎝）   
梱20入  ▲（◆8765※） 

②

②

①

①

②
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1028-AMN-600.3  
香蘭社 色絵丸紋 茶器揃   
13,200円（本体価格12,000円）

（日本製）  急須高さ10㎝ 湯呑高さ6㎝  
化粧箱  （26.5×21×9.5㎝）  
梱12入  ▲（◆8764※） 
※茶托は別売り

Y578-GYZ-600.3  
香蘭社 山だより 小鉢揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製）  径11㎝   
木箱  （25×18×12.5㎝） 
梱18入  ▲（◆8764※） 

1016-ARPC-600.3  
香蘭社 小鳥の詩 茶の間揃   
8,800円（本体価格8,000円）

（日本製）  ポット高さ9㎝ 湯呑高さ7㎝
化粧箱  （22×16×8.5㎝）   
梱20入  ▲（◆8764※） 
※茶托は別売り

G1070-CQQ-600.3  
香蘭社 セイントジョーン 湯呑揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製）  高さ5㎝   
木箱  （32×11×10.5㎝）   
梱20入  ▲（◆8764※） 
※茶托は別売り

R1200-1CHK-600.3  
香蘭社 
ルリ花鳥唐草文 フリーカップ   
8,800円（本体価格8,000円）

（日本製）  高さ8.5㎝   
木箱  （12×12×10㎝）   
梱15入  ▲（◆8764※） 

R1801-1CHK-600.3  
香蘭社 
ルリ波地紋 フリーカップ   
8,800円（本体価格8,000円）

（日本製）  高さ8.5㎝   
木箱  （12×12×10㎝）   
梱15入  ▲（◆8764※） 

R488-2HQ-600.3  
香蘭社 サムシングブルー ペア碗皿   
8,800円（本体価格8,000円）

（日本製）  高さ8.5㎝   
化粧箱  （31×16×10.5㎝）   
梱15入  ▲（◆8764※） 

1016-FH3-600.3  
香蘭社 小鳥の詩 小皿揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（日本製）  径11㎝   
化粧箱  （24×12.5×4.5㎝）   
梱30入  ▲（◆8764※） 

1016-EEJ-600.3  
香蘭社 小鳥の詩 深鉢   
3,850円（本体価格3,500円）

（日本製）  径22.5㎝   
化粧箱  （24×24×7.5㎝）   
梱16入  ▲（◆8764※） 

1061-3GGM-600.3  
香蘭社 カラーリリー 三ツ組中鉢   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  径17㎝   
化粧箱  （19×19×10㎝）  
梱16入  ▲（◆8764※） 
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友
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掛
け
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愛
く
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ピ
ン
グ
し
ま
し
た

KL-1210-600.4  
きらら坂 そらペア鉢   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径17×5㎝   
化粧箱  （18×18×7㎝）  （◆8741※） 

KL-1213-600.4  
きらら坂 ミントブルーフリーカップペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8.5×12.5㎝（300㎖）   
化粧箱  （18×13.5×9㎝）  （◆8741※） 

KL-1217-600.4  
きらら坂 さくらさくら マルチ碗ペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径10×7.5㎝   
化粧箱  （13×11.5×11㎝）  （◆8741※） 

KL-1216-600.4  
きらら坂 さくらさくら ビアペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径7.5×10.5㎝（270㎖）   
化粧箱  （17.5×12×9㎝）  （◆8741※） 

KM-501-600.4  
Kome kome R&Bペアカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径9.5×7.5㎝（270㎖）   
竹かご  （19×12×9.5㎝）  （◆8741※） 

竹かごの商品は
包装形態上のし紙は掛けられません。
のしに代えてカードを
竹かごの中にお入れいたします。

リボンラッピングの商品は
包装形態上のし紙は掛けられません。
のしに代えてカードを
BOXの中にお入れいたします。
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真空二層構造

真空ボトル
保温効力:6時間後63℃以上
保冷効力:6時間後8℃以下

エナジーボトル

PORTABLE thermo
ポータブルサーモ

真空ステンレスカップにスライド式の蓋を着用することで、保温保冷効果が
従来の真空カップよりも更にアップしました。各社コンビニコーヒー容量の適
応サイズですのでいつものコンビニでアイス、ホットともにご利用できます。
車のカップホルダーにも収まる、持ち運び便利なサイズです。

マグは二重構造。

アウトドアにも使用できる
カラビナハンドル。

認定番号 第2009-053号

ボトルは今治タオルブランド
商品ではありません。

ジョギングやサイクリングで大活躍。ピクニックなどのアウト
ドアやオフィスなどのインドアでお使い頂いても素敵です。
ペットボトルサイズなので車のカップホルダーにも入ります。

●価格は2019年10月01日現在の消費税を含む総額にて表示しております。

ステンレス生地に伝統の七宝柄をあしらった真空二層タンブラー。
円形が永遠に連鎖し繋がるこの柄は円満、調和、ご縁など願いが込められた大変縁起の良いものです。

LEDキャンドルを中に入れれば
ミニ行燈となり、お部屋のイン
テリアとしても使用できます。

EB-3003A-601  
Energy bottle アウトドアセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  真空ボトル径7.1×21.8㎝（350㎖） 
2重マグ径7.9×9㎝（350㎖） ステンレス   
化粧箱  （24×20×9㎝）  梱24入  （◆0226※） 

EB-3003B-601  
Energy bottle スポーツセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  真空ボトル径7.1×21.8㎝（350㎖） 
ステンレス

（日本製）  フェイスタオル34×80㎝（綿１００％）   
化粧箱  （24×16×8㎝）  梱24入  （◆0226※） 

PT-3003A-601  
ポータブルサーモ タンブラーL&キューブ2P   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  タンブラーL径8.1×17.5㎝（420㎖） 
キューブ2.5×2.5×2.5㎝ ステンレス フタ,PP  
化粧箱  （18.5×13.5×8㎝）  
梱30入 （◆0226※） 

PT-2052A-601  
ポータブルサーモ タンブラーS&マグセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（中国製）  タンブラーS径8.1×15.1㎝（340㎖） 
2重マグ径7.9×9㎝（350㎖） ステンレス フタ,PP  
化粧箱  （17×20×9㎝）  
梱30入 （◆0226※） 

RA-3003A-601  
璃庵 真空二層タンブラー 赤 木箱入   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製 絵付け加工:日本）  径7.5×13.7㎝（350㎖）   
木箱  （8.6×9.5×16.5㎝）   
梱48入  （◆0226※）  ３月発売

RA-3003B-601  
璃庵 真空二層タンブラー 青 木箱入   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製 絵付け加工:日本）  径7.5×13.7㎝（350㎖）   
木箱  （8.6×9.5×16.5㎝）   
梱48入  （◆0226※）  ３月発売 

RA-3003C-601  
璃庵 真空二層タンブラー 黒 木箱入   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製 絵付け加工:日本）  径7.5×13.7㎝（350㎖）   
木箱  （8.6×9.5×16.5㎝）   
梱48入  （◆0226※）  ３月発売 
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氷の代用品として使えるステンレスキューブ。

フローズンキューブ

凍らせて使う、不思議なキューブ

フローズンキューブとは…

氷の代用品として使えるステンレスキューブです。
通常の氷のように、溶けて飲み物が薄まる事がありま
せんので、ビール・ワイン・冷酒・ウイスキー等におす
すめです。冷凍庫で冷やして使用。約200㎖の液体に
2〜3個で20分〜30分程度の保冷効果があります。

内面はミラー仕上げ、外面
はダイヤモンドカット仕上
げになっております。

保冷・保温効果に優れた２重構造

カード型のステンレス
ボトルオープナー付き。

FC-3053A-602  
FROZEN CUBE ロックグラスペア&キューブ3P   
3,850円（本体価格3,500円）

（日本製）  ロックグラス径7.5×8.6㎝（200㎖） ガラス
（中国製） キューブ2.5×2.5×2.5㎝ ステンレス   
化粧箱  （16.7×14.8×7.9㎝）  梱20入 （◆0226※）

FC-3003A-602  
FROZEN CUBE 二重タンブラー&キューブ2P   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  タンブラー径7.5×13.7㎝（350㎖） 
キューブ2.5×2.5×2.5㎝ ステンレス  
化粧箱  （14.5×13.5×7.8㎝）  梱30入 （◆0226※） 

PTHM-02-KI-602  
Premium THERMO ペアタンブラー（木箱入）   
3,850円（本体価格3,500円）

（中国製）  タンブラー径7.5×13.7㎝（350㎖） ステンレス 
コースター10×10㎝ PVC  
木箱  （17.7×15.5×8.5㎝） 梱24入  （◆0226※） 

FC-1081A-6021149  
FROZEN CUBE キューブ3P   
1,980円（本体価格1,800円）

（中国製）  キューブ2.5×2.5×2.5㎝ ステンレス   
化粧箱  （12×12×2.8㎝）  梱60入  （0226） 

FC-3003B-602  
FROZEN CUBE 二重マグペア&キューブ2P   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  二重マグ径7.9×9㎝（350㎖） 
キューブ2.5×2.5×2.5㎝ ステンレス
ボトルオープナー8.4×5.8×0.15㎝  
化粧箱  （24×11×8.6㎝）  梱24入 （◆0226※） 

TYS-5005S-602  
月夜桜 真空二層タンブラーペア 木箱入   
5,500円（本体価格5,000円）

（中国製）  径7.5×13.7㎝（350㎖） ステンレス   
木箱  （17.7×15.5×8.5㎝）   
梱24入  （◆0226※） 

TYS-2052S-602  
月夜桜 真空二層タンブラー   
2,750円（本体価格2,500円）

（中国製）  径7.5×13.7㎝（350㎖） ステンレス   
化粧箱  （8.3×8.3×14.2㎝）   
梱48入  （◆0226※） 
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ステンレス鋼

真空断熱層

・真空断熱
・保冷 , 保温

真空構造の為、熱が伝わりにくいので、
冷たいものも温かいものも飲み頃の温度を保ちます。

7/20　発売予定

ステンレス鋼

真空断熱層
保冷
保温

真空
断熱

真空構造の為、熱が伝わりにくいので、
冷たいものも温かいものも飲み頃の温度を保ちます。

ステンレス二重構造で高い保冷保温性能を実現。
ダイアナシリーズのタンブラーはステンレスの二重構造。
空洞部分は真空構造で、外側に熱が伝わりにくいため、高い保冷温性能を実現しました。

05677-６０３  
ダイアナ サーモタンブラーペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ステンレスタンブラー径7.5×13.5㎝（370㎖）   
化粧箱  （16.5×14.5×8.5㎝）  梱32入  （◆0225※） 

05678-６０３  
ダイアナ リラックスセット（SV）   
3,300円（本体価格3,000円）

（タンブラー：中国製 グラス：イタリア製）
ステンレスタンブラー径7.5×13.5㎝（370㎖） グラス径8.5×9㎝（300㎖） ガラス   
化粧箱  （17.5×15×9.5㎝）  梱20入  （◆0225※） 

05679-６０３  
ダイアナ リラックスセット（PK）   
3,300円（本体価格3,000円）

（タンブラー：中国製 グラス：イタリア製）
ステンレスタンブラー径7.5×13.5㎝（370㎖） グラス径8.5×9㎝（300㎖） ガラス   
化粧箱  （17.5×15×9.5㎝）  梱20入  （◆0225※） 

04159-603  
トロピカル スインググラスペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製、中国製）  グラス径6.5×8㎝（320㎖） ガラス 
コースター10×9㎝   
化粧箱  （19.5×9.5×10㎝）  梱32入  （◆0225※）
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ポケットサイズのミニボトル&今治タオルのセット
アウトドアに、お散歩に、いつでも連れて行ける可愛いセットです。

05905-604  
Good Feeling ウォーキングセット（WH）   
3,300円（本体価格3,000円）

（ボトル:中国製 タオル:日本製）   
ボトル径4.5×14.5㎝（120㎖） フェイスタオル34×85㎝   
化粧箱  （19.5×15.5×8㎝）  梱40入  （◆0225※） 

05906-604  
Good Feeling ウォーキングセット（BK）   
3,300円（本体価格3,000円）

（ボトル:中国製 タオル:日本製）   
ボトル径4.5×14.5㎝（120㎖） フェイスタオル34×85㎝   
化粧箱  （19.5×15.5×8㎝）  梱40入  （◆0225※） 

05907-604  
Good Feeling ウォーキングセット（SV）   
3,300円（本体価格3,000円）

（ボトル:中国製 タオル:日本製）   
ボトル径4.5×14.5㎝（120㎖） フェイスタオル34×85㎝   
化粧箱  （19.5×15.5×8㎝）   
梱40入  （◆0225※） 

05900-604  
Good Feeling アウトドアセット（WH）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  タンブラー径8.5×12㎝（450㎖）  
ボトル径4.5×14.5㎝（120㎖）   
化粧箱  （14.5×15.5×9.5㎝）  
梱32入  （◆0225※） 

05920-604  
Good Feeling スロータイム（WH）   
3,300円（本体価格3,000円）

（コーヒータンブラー：中国製 タオル：日本製）  
コーヒータンブラー径9×15㎝（330㎖）  
フェイスタオル33×85㎝   
化粧箱  （15.5×19.5×9.5㎝）  
梱36入  （◆0225※） 

05901-604  
Good Feeling アウトドアセット（BK）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  タンブラー径8.5×12㎝（450㎖）  
ボトル径4.5×14.5㎝（120㎖）   
化粧箱  （14.5×15.5×9.5㎝）  
梱32入  （◆0225※） 

05921-604  
Good Feeling スロータイム（BK）   
3,300円（本体価格3,000円）

（コーヒータンブラー：中国製 タオル：日本製）  
コーヒータンブラー径9×15㎝（330㎖）  
フェイスタオル33×85㎝   
化粧箱  （15.5×19.5×9.5㎝）  
梱36入  （◆0225※） 

05902-604  
Good Feeling アウトドアセット（SV）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  タンブラー径8.5×12㎝（450㎖）  
ボトル径4.5×14.5㎝（120㎖）   
化粧箱  （14.5×15.5×9.5㎝）   
梱32入  （◆0225※） 

05922-604  
Good Feeling スロータイム（RD）   
3,300円（本体価格3,000円）

（コーヒータンブラー：中国製 タオル：日本製）  
コーヒータンブラー径9×15㎝（330㎖）  
フェイスタオル33×85㎝   
化粧箱  （15.5×19.5×9.5㎝）  
梱36入  （◆0225※） 
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飲み頃温度をキープする真空断熱構造
リュクスメタルサーモは、ステンレスの二重構造。本体内側と外側の間は、真空構造になっています。
その為、熱が外に伝わりにくいので、冷たいものも温かいものも飲み頃温度を保ちます。

HOT COLD

大切なひとときを華やかに彩るアイテムが贅沢ギフトに

29827-605  
リュクス ペアメタルサーモタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径7.5×13㎝（３４０㎖） ステンレス 
化粧箱  （16×15×8㎝）  梱24入  （◆8745※） 

29828-605  
リュクス ペアメタルサーモロックカップ   
3,080円（本体価格2,800円）

（中国製）  径8.5×9㎝（290㎖） ステンレス  
化粧箱  （19.5×10.5×8.5㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51432-605  
リュクス ペアメタルサーモタンブラー（G/P）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径7.5×13㎝（340㎖） ステンレス  
化粧箱  （16×15×8㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51634-605  
ブリアン ペアガラスタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径7.5×15㎝（500㎖）   
化粧箱  （16.5×16.5×8㎝）   
梱24入  （◆8745※） ガラス 

51431-605  
リュクス ペアサーモラウンドタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径8.5×12㎝（350㎖） ステンレス   
化粧箱  （18×13×8.5㎝）   
梱24入  （◆8745※） 

52104-605  
リュクス ペアサーモタンブラー（マット）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径7.5×13㎝（340㎖） ステンレス   
化粧箱  （16×15×8㎝）   
梱24入  （◆8745※） 

51723-605  
フィール ペアティーセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  13.5×10×高12.5㎝ （580㎖）  
径8×6.5㎝ （150㎖）   
化粧箱  （24×12×14.5㎝）   
梱24入  （◆8745※） 電子レンジ 耐熱ガラス

カップに注いだビールが最後の一口まで冷たいタンブラー
コップの外側につく結露も防いでくれます。
また熱々のコーヒーを淹れても、カップ自体は熱くなりません。
美味しさ、飲みやすさを追求した真空二重構造。
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想いが伝わるプレミアムな贈り物
優れた吸水性と安全性の今治タオルと真空2重構造ステンレスボトルのセットです。
今治タオルは綿の中でも特に選りすぐった超極細綿を使用し、真空2重構造ステンレス
ボトルは冷たいものも温かいものも飲み頃温度を保ちます。

自分だけの時間を素敵に演出
香り高いコーヒーは、一人の時間を豊かにしてくれる最高の小道具。
そんなコーヒーを手軽に入れることができる一人用のドリッパーです。
シンプルなフォルムも魅力。

51622-606  
サーモボトルBR&今治タオルセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製） サーモボトル径7.5×15.5㎝（380㎖）  
（日本製） タオル75×34㎝   
木箱  （21×21×9㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51623-606  
サーモボトルSI&今治タオルセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製） サーモボトル径7.5×15.5㎝（380㎖）  
（日本製） タオル75×34㎝   
木箱  （21×21×9㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51619-606  
ペアサーモボトル （BR/SI）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製） サーモボトル径7.5×15.5㎝（380㎖）   
化粧箱  （16.5×16.5×8㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51720-606  
リュクス サーモボトルPK&今治タオルセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製） サーモボトル径7.5×15.5㎝（380㎖）  
（日本製） タオル75×34㎝   
木箱  （21×21×9㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51624-606  
リュクス サーモタンブラー（Br）&今治タオルセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製） タンブラー径7.5×13㎝（340㎖） 
（日本製） タオル75×34㎝   
木箱  （21×21×9㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51625-606  
リュクス サーモタンブラー（Si）&今治タオルセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製） タンブラー径7.5×13㎝（340㎖） 
（日本製） タオル75×34㎝   
木箱  （21×21×9㎝）  梱24入  （◆8745※） 

51641-606  
ブリューコーヒー 一人用ドリッパーセット（WH）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ドリッパー11×9.5×19㎝  
マグ径8×9㎝（300㎖） コースター径10㎝   
化粧箱  （13.5×10×14㎝）   
梱12入  （◆8745※） 

51642-606  
ブリューコーヒー 一人用ドリッパーセット（GY）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ドリッパー11×9.5×19㎝  
マグ径8×9㎝（300㎖） コースター径10㎝   
化粧箱  （13.5×10×14㎝）   
梱12入  （◆8745※） 
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00250-607  
結 色彩揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼 ガラス:中国製）  
ガラス小鉢径8.5×3㎝  ガラス 
陶製小鉢8.5×8.5×2.8㎝   
木箱  （30.5×30.5×5㎝）  
梱14入  （◆0225※） 

02583-607  
J-mode リングペアカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8.5×13.5㎝（330㎖）   
化粧箱  （17.5×24×10.5㎝）  
梱16入  （◆0225※） 

00468-607  
吉祥 六客小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径9.5×2㎝   
木箱  （21.5×32×3.5㎝）  
梱24入  （◆0225※） 

05583-607  
月燦 組お好み碗   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  陶碗径12×8㎝ 
箸置き6×3㎝ 箸22.5㎝   
化粧箱  （12.5×25×9㎝）   
梱20入  （◆0225※） 

05581-607  
月燦 月の満ち欠け揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  プレート径12.5×1.5㎝ 
箸置き 6×3㎝   
木箱  （26.5×26.5×3.5㎝）  
梱24入  （◆0225※） 
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皿の裏にもデザイン
が入っています。

皿の裏にもデザイン
が入っています。

入れ子にできるため、
収納に便利です。

今人気の東欧テイストの器たち。
温かみがあり、小柄で愛らしい世界観をそのままに、
より毎日の生活で使いやすい器を目指しました。

PORSKA ポルスカ

02008-608  
ポルスカ パスタプレート   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  プレート径21.5×4㎝   
化粧箱  （23×23×9㎝）  梱10入 （◆0225※） 

02012-608  
ポルスカ レンジトリオボール   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ボール大径15×7.5㎝（900㎖） 
ボール中径13.5×6.5㎝（620㎖） 
ボール小径12×5.5㎝（400㎖） 
ソースポット径7.5×6.5㎝（200㎖）   
化粧箱  （18×32×10.5㎝）  
梱12入 （◆0225※） 

02034-608  
ポルスカ パーティーセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製） プレート大径24.5×3㎝ 
プレート小径16.5×2㎝ 箸23cm 
化粧箱  （26×26×8㎝）  梱12入 （◆0225※） 

T94450300-6081102（01577）  
モロッカン パスタカレーセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  プレート径20.5×4㎝   
化粧箱  （22×22×10㎝）  梱8入  ●（0225） 

01565-608  
モロッカン カレー&マグペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  カレー皿径20.5×4㎝ マグ径8×8.5㎝（260㎖） 
スプーン19.5㎝    
化粧箱  （21.5×21.5×15.5㎝）  梱12入  （◆0225※） 

01576-608  
モロッカン パーティーセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  プレートL径24×4㎝ プレートS径14×2㎝   
化粧箱  （25.5×25.5×10.5㎝）  梱10入  （◆0225※） 
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FROZEN METAL
冷凍庫で冷やして氷の代わりとして使える
フローズンメタルは、氷のように溶けて飲み
物を薄める事がないので、ワインやビール、
ジュースなどにもおすすめです。

保温・保冷力に優れた
断熱構造

保温・保冷力に優れた
真空断熱構造

保温・保冷力に優れた
真空断熱構造

保温・保冷力に優れた真空断熱構造のステンレス

カップ、プラチナリングのようなラグジュアリーな輝

きのグラス、フローズンメタルをセットにしました。注

ぐドリンクとの相性、その日の気分で組み合わせ

が選べます。

GR-1377-609  
グラシア ラグジュアリーセット（G）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  真空二重構造ステンレスタンブラー径7.4×13.5㎝（350㎖）
グラス径7.8×9㎝（250㎖） ガラス 
フローズンメタル（角）2.5×2.5×2.5㎝  
化粧箱  （17.6×14.7×8.8㎝）  梱24入  （◆0121※） 

GR-1378-609  
グラシア ラグジュアリーセット（P）   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  真空二重構造ステンレスタンブラー径7.4×13.5㎝（350㎖）
グラス径7.8×9㎝（250㎖） ガラス 
フローズンメタル（角）2.5×2.5×2.5㎝  
化粧箱  （17.6×14.7×8.8㎝）  梱24入  （◆0121※） 

BA-1340-609  
バロン 二重構造コールドカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製） 二重構造ステンレスカップ径7.7×9㎝（250㎖） 
フローズンメタル（角）2.5×2.5×2.5㎝   
木箱 （18.1×12.5×8.7㎝）  梱24入  （◆0121※） 

KR-1339-609  
煌-Kirameki- ペアロックグラス   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  グラス径8.5×9.2㎝（320㎖） ガラス 
フローズンメタル（丸）径4㎝ コースター10.1×10.1㎝   
化粧箱  （19×16.5×10.6㎝）  梱16入  （◆0121※） 
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香り「香り」を愉しむ…
・香り高いクラフトビールなど 旨み

「旨み」を愉しむ…
・深みのある黒ビールなど

ビールの芳醇な香りや濃厚な旨みを引き立てる２種類の形状のグラスで飲み比
べが楽しめるセット。一見ガラス製には見えないクールな見た目もポイントです。

「美味しい」を選ぶ・愉しむ・味わう。
香り、旨み、喉ごし…お酒 の 個 性に合わせて

酒 器を選 ぶ 、ちょっと贅 沢な時 間を演 出してくれる

大 人なギフト。

毎
日
使
い
た
く
な
る
、

暮
ら
し
の
器
。

沖
縄
の
大
ら
か
な
風
土
を
感
じ
さ
せ
る

素
朴
な
表
情
の
器
た
ち
が

日
々
の
食
卓
に
彩
り
を
添
え
ま
す
。

NK-1428-610  
NOMIKURABE ペアビールグラス   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  グラス（金）径7.2×10.1㎝（290㎖） ガラス  
グラス（銀）径5.9×10.1㎝（290㎖） ガラス   
木箱  （19×13.1×9.5㎝）  梱24入  （◆0121※） 

NK-1430-610  
NOMIKURABE 三種揃え   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製 中国製）  カップ約径8.7×7.3㎝（260㎖）  
グラス（クリア）径7.1×7.9㎝（310㎖） ガラス グラス（金）径7.2×10.1㎝（290㎖） ガラス   
木箱  （29.8×13.2×10.5㎝）  梱16入  （◆0121※） 

CR-1425-610  
美ら 八皿揃（木箱入）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  径8.9×2㎝   
木箱  （30.5×30.5×5㎝）  梱16入  （◆0121※） 

CR-1426-610  
美ら 八趣揃（木箱入）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製 中国製）  小皿径8.9×2㎝ 硝子小鉢約径8.8×3㎝ ガラス   
木箱  （30.5×30.5×5㎝）  梱16入  （◆0121※） 
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沖
縄
の
方
言
で

め
で
た
い
を
意
味
す
る

か
り
ゆ
し
柄
の
う
つ
わ
。

ブッシュ柄のパッケージを開けると壮大なサバンナの風景の中、
色鮮やかなバード（鳥）が表情豊かな動物たちと共に登場します。

指先トン
グは

鳥の羽
の形を

していま
す。

[アンドバード]

グラスの水滴をサッと
吸いとる珪藻土コースター

球体の氷が作れます

トランプを模したカード型
ボトルオープナー

飲み物を注ぐと幻想的に浮かび上がる山肌
グラスの底に山が彫刻されている ロックグラスです。 心ほぐれるひとときに。

使う度に笑顔になれる表情豊かな動物たち。
大人のアニマル柄です。

内側と外側で異なる光沢感が魅力的な和風テイストの
ロックカップ。美しさの中に「凛々しさ」を表現しました。

KR-3003A-611  
かりゆし 絵変わり八客小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  小皿径9×1.7㎝   
木箱  （31.7×31.7×4.4㎝）  梱16入  （◆0226※） 

CB-3003A-611  
びーどろ館 五彩小鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  小鉢径10.3×4.2㎝
木箱  （35.6×24.2×5.3㎝）  
梱12入  （◆0226※）  ガラス 

CH-3003A-611  
Cheers 飲み比べセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製 ボトルオープナー:中国製）  
喉越しビアグラス径7.7×16.3㎝（385㎖）  
くちあたりビアグラス径6.4×17.3㎝（360㎖） ガラス 
ボトルオープナー8.4×5.8×0.15㎝ ステンレス  
木箱  （20.5×15.7×9.6㎝）  梱18入  （◆0226※） 

FZB-3003A-611  
FROZEN BALL ロックグラスセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ロックグラス径8.2×9.2㎝（300㎖） ガラス
製氷器径7.5×6.7㎝  シリコン  
コースター径10×0.6㎝ 珪藻土 マドラー19㎝ ステンレス  
化粧箱  （19.8×11.2×9㎝）  梱24入  （◆0226※） 

AL-3003A-611  
ALPS ROCKグラス   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ロックグラス径8.6×10.8㎝（320㎖） ガラス
木箱  （10.3×12.8×9.9㎝）  梱18入  （◆0226※） 

AL-5005A-611  
ALPS ROCKグラスペア   
5,500円（本体価格5,000円）

（中国製）  ロックグラス径8.6×10.8㎝（320㎖） ガラス  
木箱  （20×13×10㎝）  梱12入  （◆0226※） 

AB‐3003A-611  
&Bird フライドディッシュセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  大皿24.1×22.3×2.9㎝ 小皿10×10×1.9㎝ 
スノコ18×19.5×1㎝ トング15㎝  ステンレス 
化粧箱  （24.4×23.4×6.2㎝）  梱12入 （◆0226※） 

WAN-3003A-611  
ワニャマ カレー皿セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  カレー皿径21.4×3.7㎝   
化粧箱  （25×25×8.2㎝）  梱8入  （◆0226※） 

RIN-5005A-611  
凛-Rin- ロックカップペア（木箱入）   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製）  ロックカップ径8.9×9.1㎝（310㎖）  
木箱  （21.1×12×10.9㎝）  梱18入  （◆0226※） 
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Luce
青い鳥の贈り物

ルーチェ

「今ある幸せを大切にして欲しい。」
青い鳥からメッセージの贈り物。毎日を幸せいっぱいに感じさせくれるキッチンウェア。

高気密構造なので、
水やにおいが漏れにくい高性能。

『今のキッチンで使いたいレンジパック』をキーワードにタイル細工を
モチーフにした彩り豊かなレンジパックができました。

LU-2052P-612  
ルーチェ 高気密レンジパック3Pセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（中国製）  パックL径15.4×5.8㎝（680㎖） 
パックM径12.8×5.5㎝（430㎖） 
パックS径9.8×5.7㎝（260㎖） フタ:PP  
化粧箱  （30.4×17.3×7.5㎝）  
梱16入  （◆0226※） 電子レンジ

LU-3003P-612  
ルーチェ 高気密レンジパック4Pセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  パックL径15.4×5.8㎝（680㎖） 
パックM径12.8×5.5㎝（430㎖） 
パックS径9.8×5.7㎝（260㎖） フタ:PP
化粧箱  （26.7×20.9×9.2㎝）  
梱12入  （◆0226※） 電子レンジ

MOS-2052P-612  
モザイク 高気密レンジパック3P   
2,750円（本体価格2,500円）

（身:美濃焼 蓋:中国製）  パックS径9.7×6㎝（320㎖）  
パックM径12×6㎝（560㎖）  フタ：PP 
化粧箱  （24.5×22.5×7㎝）  梱16入  （◆0226※） 電子レンジ

MOS-3003P-612  
モザイク 高気密レンジパック4P   
3,300円（本体価格3,000円）

（身:美濃焼 蓋:中国製）  パックS径9.7×6㎝（320㎖）  
パックM径12×6㎝（560㎖）  フタ：PP 
化粧箱  （24.5×25.3×7㎝）  梱12入  （◆0226※） 電子レンジ
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3211-03-613  
ミッキー/フラワー サラダパーティーセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  大皿径24×3.5㎝ ボウル径14.5×4.5㎝  
化粧箱  （25.5×25×12㎝）  梱8入  （◆0233※） 

3180-01-613  
ミッキー/LOD 小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製）  小鉢径11×11×3.5㎝   
木箱  （25.4×37.2×5.3㎝）   
梱12入  （◆0233※） 

3180-03-613  
ミッキー/LOD ペア鉢セット（引き出しBOX）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  大鉢17.5×16.5×4.5㎝  小鉢11×11×3.5㎝ 
化粧箱  （18.5×18.2×11㎝）    
梱12入  （◆0233※） 

3180-02-613  
ミッキー/LOD 中鉢セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  中鉢14×13.5×4㎝   
化粧箱  （16×15.7×11.5㎝）    
梱12入  （◆0233※） 

3211-01-613  
ミッキー/フラワー ボウルセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製）  径14.5×4.5㎝   
化粧箱  （15.8×15.3×11㎝）  
梱12入  （◆0233※） 

3211-02-613  
ミッキー/フラワー パスタプレートセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  径19.3×3.7㎝   
化粧箱  （20.8×20.3×10.5㎝）  梱8入  （◆0233※） 

3278-01-613  
ペールトーン ボウルセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製）  径14.5×4.4㎝   
化粧箱  （15.8×15.3×11㎝）  梱12入  （◆0233※） 

3278-02-613  
ペールトーン プレートセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  径16.4×2.4㎝   
化粧箱  （17.5×33.3×6.6㎝）  梱12入  （◆0233※） 
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3530-01-614  
ハニーイエロー ケーキプレートセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製）  径16.5×1.9㎝   
化粧箱  （18×17.7×8.9㎝）  梱12入  （◆0233※） 

3530-02-614  
ハニーイエロー マグ&プレートセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  マグ径7.6×8.8㎝（270㎖）  
プレート径16.5×1.9㎝   
化粧箱  （18.2×17.7×14.5㎝）  梱12入  （◆0233※） 

3530-03-614  
ハニーイエロー パスタプレートセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  径21.7×3.8㎝   
化粧箱  （23.5×23.5×12.5㎝）  梱8入  （◆0233※） 

3529-01-614  
ボタニカルアート ボウルセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製）  径14.7×3.2㎝   
化粧箱  （16.4×15.4×7㎝）  梱16入  （◆0233※） 

3529-02-614  
ボタニカルアート パスタプレートセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  径21×3.4㎝   
化粧箱  （22.5×21.6×8.6㎝）  梱8入  （◆0233※） 

3529-03-614  
ボタニカルアート サラダパーティーセット   
3,850円（本体価格3,500円）

（日本製）  パスタプレート径21×3.4㎝  
ボウル径14.7×3.2㎝   
化粧箱  （22.5×21.6×8.6㎝）  梱12入  （◆0233※） 

3526-01-614  
リーフガーデン レンジパック2点セット   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製 フタ:中国製）  S径11.4×6㎝（320㎖）  
L径14.2×10㎝（830㎖）   
化粧箱  （15.5×14.6×11.1㎝）  梱24入  （◆0233※） 

電子レンジ 食洗機OK

3526-02-614  
リーフガーデン レンジパック3点セット（M）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製 フタ:中国製）  S径11.4×6㎝（320㎖）  
M径14.2×7.5㎝（550㎖）   
化粧箱  （15.6×14.8×14.8㎝）  梱18入  （◆0233※） 

電子レンジ 食洗機OK

3526-03-614  
リーフガーデン レンジパック3点セット（L）   
3,850円（本体価格3,500円）

（日本製 フタ:中国製）  S径11.4×6㎝（320㎖）  
M径14.2×7.5㎝（550㎖） L径14.2×10㎝（830㎖）   
化粧箱  （15.6×14.8×14.8㎝）  梱16入  （◆0233※） 

電子レンジ 食洗機OK
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【 I se  KATAGAMI  】 伊勢形紙…
現在の三重県鈴鹿市（伊勢の地）が産地ということで、伊勢

形紙と呼ばれるようになりました。
伊勢形紙（いせかたがみ）は、小紋などの柄や文様を着物の

生地などに染めるのに用いる形紙。
型染めの代名詞とも言える江戸小紋によく使われています。

【 Mino  WARE  】 美濃焼…
美濃焼は岐阜県東濃地域（土岐市など）の主たる

産地とする陶磁器の総称です。
日本最大の陶磁器生産拠点であり、日本の陶磁器最大の

生産量を誇ります。

器で楽しむ、
色 合わせ 、

柄 遊び 。

縁
を
結
ぶ
・
・
・

　絆
の
し
る
し

繊
細
な
白
の
美
し
さ
と
フ
ォ
ル
ム
が
品
の
良
さ
を
映
し
出
す
、

ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
＆
和
モ
ダ
ン
な
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。

146353-615  
Ise KATAGAMI かや布きん&小皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（日本製）  小皿径10.2×2㎝ かや生地ふきん30×30㎝  
化粧箱  （21.1×22.3×４．５㎝）  梱32入  （◆0218※） 

146360-615  
Ise KATAGAMI かや布きん&八客小皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製）  小皿径10.2×2㎝ かや生地ふきん30×30㎝  
化粧箱  （31.5×22×4.1㎝）  梱20入  （◆0218※） 

148432-615  
MUSUBI マグ 赤（細密木箱入）   
2,200円（本体価格2,000円）

（日本製）  径8.8×9.2㎝（320㎖）   
木箱  （14×14×10㎝）  梱48入  （◆0218※） 

148449-615  
MUSUBI マグ 青（細密木箱入）   
2,200円（本体価格2,000円）

（日本製）  径8.8×9.2㎝（320㎖）   
木箱  （14×14×10㎝）  梱48入  （◆0218※） 

148425-615  
MUSUBI 組碗皿（細密木箱入）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  碗径9.8×5.7㎝（210㎖）  皿径15.3×1.8㎝ 
木箱  （20×20×9.6㎝）  梱20入  （◆0218※） 

148777-615  
MUSUBI 夫婦飯碗揃（細密木箱入）   
3,850円（本体価格3,500円）

（日本製）  茶碗（大）径12×7㎝  茶碗（小）径11×6.5㎝  
木箱  （20×20×9.6㎝）  梱20入  （◆0218※） 

144304-615  
Ise KATAGAMI 料理揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  盛皿径22.3×4㎝ 小皿径10.2×2㎝  
パックM径13.2×6.9㎝（550㎖） パックS径10.6×5.5㎝（300㎖）   
化粧箱  （23.7×23.7×12㎝）  梱12入  （◆0218※） 
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食卓に優しくなじむ、藍色を中心とし

たうつわを集めました。和洋・季節を

問わずお使いいただけます。

内側

149088-616  
古染 絵変り八枚小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  丸小皿約径9×2㎝ 角小皿約9.2×9.2×1.8㎝   
木箱  （約30.6×30.6×2.9㎝）  梱20入  （◆0218※） 

148746-616  
MINO-YAKI ペアロングカップ（細密木箱入）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  約径8.5×13.2㎝（350㎖）   
木箱  （約20×20×9.6㎝）  梱20入  （◆0218※） 

146460-616  
日本の器 大きめ丼セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製 箸:中国製）  丼約径18×8.9㎝  
小皿約径8.9×1.7㎝ 箸22.5㎝   
紙箱  （約19×19×12.5㎝）  梱16入  （◆0218※） 

150329-616  
唐峰窯 手仕上げ 唐草 ペアスープ碗   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製 木スプーン･コースター:中国製）   
約径10×7㎝（280㎖）  木スプーン･コースター付   
紙箱  （21.5×12×7.5㎝）  梱24入  （◆0218※） 

150053-616  
日本の器 絵変り小皿5枚揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（日本製）  径10×2㎝   
木箱  （33.8×23×2.9㎝）  梱30入  （◆0218※） 

T95088250-6161142（150251）  
釉彩 輪花 組鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製 箸:中国製）  大皿約径21.8×4㎝  
盛鉢約径16.9×4.2㎝ 箸22.5㎝   
紙箱  （23.1×23.1×8.2㎝）  梱10入  （0218） 

T95089300-6161142（150138）  
釉彩 輪花 皿鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製 箸:中国製）  大盛皿径23.7×4.8㎝  
取皿径15.8×2.6㎝ 小鉢径13.2×3.8㎝ 菜箸30㎝   
紙箱  （24.5×24.5×9㎝）  梱12入  （0218） 

富士山ペアおちょこ
T95090150-6161169（149224）  雲母金・雲母銀   
T95091150-6161169（149231）  赤・青
　各1,650円（本体価格1,500円）

（日本製）  約径5.2×3.7㎝（30㎖）   
木箱  （約13.1×7×4.9㎝）  梱30入  （0218） 

①
②

①

②
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祝宴の席に美しい演出を
その立ち姿や羽の美しさなどから、おめでたい
象徴として親しまれ続ける「孔雀」。
上品な色と羽のような形が印象的なシリーズです。

16548-617  
孔雀 組鉢   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  13×12×5.5㎝   
化粧箱  （26.5×14.5×7㎝）  
梱28入  （◆0230※） 

16549-617  
孔雀 組皿   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  18.5×17.5×3㎝   
化粧箱  （20×18.5×6㎝）   
梱24入  （◆0230※） 

T94872400-6171141（16522）  
染錦古伊万里 中鉢揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼）  径16×4.5㎝   
化粧箱  （19×19×10.5㎝）  
梱16入  （0230） 

T94873300-6171141（16536）  
染錦古伊万里 小付揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径11×3.5㎝   
化粧箱  （35×24×4.5㎝）   
梱24入  （0230） 

T94874300-6171141（16541）  
染錦古伊万里 小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径12×2㎝   
化粧箱  （26.5×13.5×5㎝）   
梱24入  （0230） 

16569-617  
孔雀 ペアマグカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径9×9㎝（360㎖）   
化粧箱  （10.5×22×10㎝）   
梱32入  （◆0230※） 

16570-617  
孔雀 ペア碗皿   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼）  碗径10.5×6㎝ 皿径15.5×2㎝（250㎖）   
化粧箱  （16.5×28×11.5㎝）   
梱18入  （◆0230※） 
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北欧調の柄がお洒落なレンジパックセット
積み重ねて保管・保存ができ収納性抜群、
蓋をしたまま電子レンジで使えます。

料理を主役へと導く、上品なモノトーン
こだわりのひと品をさり気なく上品に引き立てる、
カフェスタイル御用達のマットでモノトーンな器たち。

SAUSALITO
サウサリート

16582-618  
ミニョン レンジパック3点セット   
2,750円（本体価格2,500円）

（中国製）  大径15×6.5㎝（500㎖） 
中径12.5×5.5㎝（350㎖） 小径9.0×5.5㎝（200㎖）   
化粧箱  （22.5×17×10㎝）  梱16入  （◆0230※） 

電子レンジ 冷凍保存 食洗機OK

16583-618  
ミニョン レンジパック4点セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  大径15×6.5㎝（500㎖） 
中径12.5×5.5㎝（350㎖） 小径9.0×5.5㎝（200㎖）   
化粧箱  （26.5×17×13㎝）  梱12入  （◆0230※） 

電子レンジ 冷凍保存 食洗機OK

16648-618  
サウサリート パスタ&カレーセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径22×4㎝ 
化粧箱  （24×24×9.5㎝）   
梱10入  （◆0230※） 軽量

16653-618  
サウサリート ペアパスタ&マグ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  皿径22×4㎝ マグ径8.5×9㎝（350㎖）  
化粧箱  （25×36.5×9㎝）   
梱12入  （◆0230※） 軽量

16577-618  
シュエット レンジパック4点セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  大12.5×12×6.5㎝（350㎖） 小10.0×9.5×6.5㎝（200㎖） 
化粧箱  （24.5×13.5×10.5㎝）   
梱16入  （◆0230※） 電子レンジ 冷凍保存 食洗機OK

16575-618  
シュエット レンジパック3点セット   
2,200円（本体価格2,000円）

（中国製）  大12.5×12×6.5㎝（350㎖） 小10.0×9.5×6.5㎝（200㎖） 
化粧箱  （24.5×13.5×8.5㎝）   
梱20入  （◆0230※） 電子レンジ 冷凍保存 食洗機OK
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特徴のある柄で食卓の彩りを鮮やかに

華やかな古伊万里風の錦彩が美しいシリーズ。
普段の食卓をランクアップしてくれる豪華な模様と
使い勝手の良い形です。

T94863400-6191141（16667）  
錦彩古伊万里 取皿揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼）  径16×2.5㎝   
化粧箱  （18.5×18.0×7.5㎝）  梱16入  （0230） 

T94864250-6191141（16666）  
錦彩古伊万里 並丼ペア   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径12.5×7㎝   
化粧箱  （29×15×7.5㎝）  梱24入  （0230） 

T94862300-6191141（16665）  
錦彩古伊万里 大丼ペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径14.5×8.5㎝ 
化粧箱  （32.5×17×9㎝）  梱18入  （0230） 

T94860300-6191141（16663）   
錦彩古伊万里 小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径11.5×2㎝
化粧箱  （26.5×14×4.5㎝）  梱24入  （0230） 

T94865400-6191141（16668）  
錦彩古伊万里 煮物鉢揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼）  径16.5×4.5㎝   
化粧箱  （19×19×10㎝）  梱12入  （0230） 

T94861350-6191141（16664）   
錦彩古伊万里 小鉢揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径14×4㎝   
化粧箱  （32.5×17×8㎝）  梱16入  （0230） 
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ゆっくりと自由に育まれた島人の食文化
あたたかでやさしい南国の風土を感じさせる、素朴な風合いの中に
上品さが垣間見えるデザイン。

光が紡ぎ出す表情豊かな白
白地に浮き上がるレリーフが美しいこだわりのシリーズです。
光の角度で変わるその表情をお楽しみ下さい。白磁

HAKUJI

16651-620  
南風 大皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径23.5×3㎝    
化粧箱  （26.5×26.5×6㎝）   
梱16入  （◆0230※） 

16643-620  
南風 八客小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径9×2㎝   
木箱  （20.5×20.5×5㎝）  梱28入  （◆0230※） 

16644-620  
南風 長角皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  16.5×11×2㎝   
化粧箱  （25.5×19×5.5㎝）  梱16入  （◆0230※） 

15757-620  
花白磁 盛皿   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径25×6㎝   
木箱  （26.5×26.5×8㎝）  梱20入  （◆0230※） 

15758-620  
花白磁 銘々皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径14.5×3㎝   
木箱  （16.5×16.5×9.5㎝）  梱16入  （◆0230※） 
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磁器ならではの青の発色が美しい皿。
大きめサイズが毎日の食卓で活躍します。

四季の陽だまりをテーマに、春夏秋冬それぞれの季節感を釉薬で表現しました。
季節に合わせて贈りたいペアマグセットです。四季ペアマグ

春spring春spring 夏summer夏summer

秋autumn秋autumn 冬winter冬winter

JB-3003G-621  
J-美 GUNJYO お湯割りカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径10×10.8㎝（360㎖）   
化粧箱  （10.7×11.7×10.5㎝）   
梱24入  （◆0226※） 食洗機OK

CMB-3003A-621  
セラミックブルー ラージプレートペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（皿:美濃焼 トング:中国製）  
皿径25×3㎝  トング19㎝ ステンレス 
化粧箱  （27.5×27.5×6.2㎝）   
梱8入  （◆0226※） 
※トングはレンジ不可

電子レンジ 食洗機OK

JB-3003E-621  
J-美 TOKUSA ペアタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8.7×13.8㎝（350㎖）   
化粧箱  （24.6×18×9㎝）   
梱16入  （◆0226※） 電子レンジ 食洗機OK

電子レンジ

HDM-3053A-6211130  陽だまり 四季ペアマグ 春 木箱入   
HDM-3053B-6211130  陽だまり 四季ペアマグ 夏 木箱入 
HDM-3053C-6211130  陽だまり 四季ペアマグ 秋 木箱入
HDM-3053D-6211130  陽だまり 四季ペアマグ 冬 木箱入
各3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径10.3×8.2㎝（320㎖）   
木箱  （25.8×10.2×11.8㎝）  梱18入  （0226）▼ 
※手作り品の為要在庫確認

①    
②   
③    
④

① ②

③ ④
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02157-626  
ジュエル カットグラス 
ブルーオーシャン   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径9×8.5㎝（270㎖）   
化粧箱  （14.5×14.5×10㎝）   
梱16入  （◆0225※） ガラス

02158-626  
ジュエル カットグラス 
ルージュ   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径9×8.5㎝（270㎖）   
化粧箱  （14.5×14.5×10㎝）   
梱16入  （◆0225※） ガラス

02159-626  
ジュエル カットグラス 
ナイト   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径9×8.5㎝（270㎖）   
化粧箱  （14.5×14.5×10㎝）   
梱16入  （◆0225※） ガラス

02160-626  
ロイヤルクラウン カットグラス 
ブルーオーシャン   
4,400円（本体価格4,000円）

（中国製）  径9×8.5㎝（270㎖）   
化粧箱  （14.5×14.5×10㎝）   
梱16入  （◆0225※） ガラス

02161-626  
ロイヤルクラウン カットグラス 
ルージュ   
4,400円（本体価格4,000円）

（中国製）  径9×8.5㎝（270㎖）   
化粧箱  （14.5×14.5×10㎝）   
梱16入  （◆0225※） ガラス

02162-626  
ダイヤモンド ペアグラスセット   
5,500円（本体価格5,000円）

（中国製）  径8×9㎝（250㎖）   
化粧箱  （15.5×25×10㎝）   
梱12入  （◆0225※） ガラス
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NARUMI ▲ （◆8758）

※シャンソネット・レティシアは電子レンジでご使用いただけません。

41631-33325-627 NARUMI  
ナルミ シャンソネット ペアティーセット   
3,850円（本体価格3,500円）

（中国製）  カップ径10×6.2㎝（220㎖） ソーサー径15×2㎝   
化粧箱  （19.6×30.4×11㎝）  梱12入

41631-33328-627 NARUMI 
ナルミ シャンソネット ボウルセット   
5,500円（本体価格5,000円）

（中国製）  ボウル径13×5.5㎝   
化粧箱  （15.8×30.4×11.1㎝）  梱9入

41631-33330-627 NARUMI  
ナルミ シャンソネット 5客碗皿   
8,800円（本体価格8,000円）

（中国製）  カップ径10×6.2㎝（220㎖）   ソーサー径15×2㎝
化粧箱  （24.8×37.8×11.2㎝）  梱6入

41632-5973-627 NARUMI  
ナルミ レティシア アラカルトプレート   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  プレート径27×2.5㎝   
化粧箱  （29.1×29×3.6㎝）  梱16入

41632-33333-627 NARUMI  
ナルミ レティシア ペアティーセット   
4,400円（本体価格4,000円）

（中国製）  カップ径10×6.4㎝（220㎖）   ソーサー径15.8×2.1㎝ 
化粧箱  （19.6×30.4×11㎝）  梱12入

41632-33336-627 NARUMI  
ナルミ レティシア 6ピース･ティーセット   
8,800円（本体価格8,000円）

（中国製）  カップ径10×6.4㎝（220㎖） ソーサー径15.8×2.1㎝ プレート17.5×1.9㎝    
化粧箱  （19.6×30.4×11㎝）  梱8入
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※シャンソネット・レティシアは電子レンジでご使用いただけません。

長崎慈光園の里は｢瓶山の丘｣と、1804年か
ら明治初期まで陶業が営まれたところ｡現在
は知的障害者の自立更生･社会復帰を目指
す訓練の地､由緒ある伝統の陶業を職業訓
練の一環として引継ぎ､心のこもった製品が
生まれています｡

開園当初は初代理事長の竹内清吾先生自ら
筆を取っておられました。次第に機械化し、日
用茶器を中心に大量生産へ。竹内清吾先生
の名前から付けられた「清峰」銘は有田焼、
波佐見焼として全国で利用されています。

http://www.jikouen.or.jp/cat27/

〈Design Gift グラデーション〉

清峰

①

⑤ ⑥

⑦ ⑧

②

③ ④

贈る方へのメッセージをカラーに込めたギフトです。
食卓のシーンに合わせグラデーションを楽しめます。

ありがとうを伝えたいあなたへ。これまでの日々に感謝
の気持ちがつきません。この想いはこれからもずっと。

［花：カンパニュラ］花言葉：感謝
独身男性へ(ブルー)

多くの優しい想い出を分かち合ったあなたへ。これ
からもますます素敵な想い出を重ねていきましょう。

［花：スイートピー］花言葉：優しい想い出
女友達へ (ピンク )会社の上司へ(ブラウン)

たくさんの希望を与えてくださったあなたへ。
私もあなたに希望を届けられるように頑張ります。 

［花：アーモンド］花言葉：希望
これまでずっと見守ってくれたあなたへ。これからも
末永くよろしくお願いしますという気持ちをこめて。

［花：アイビー］花言葉：永遠の愛
親族のみなさまへ(グリーン)

ティータイムに、お食事の小鉢として、
デザートカップにとさまざまなシーンでテーブルを彩ります。

グラデーションカラーで、何気ないシーンも
リズムのある食卓が広がります。

同色のペアセットです。
〈Design Gift グラデーション〉

同色系の 5 個セットです。
〈Design Gift グラデーション〉

日本陶彩株式会社は、食卓を通じ家族の団欒が社会幸福の基礎と
なると信じ、特に「和」の精神は人間と人間とが支え合うことで、より
豊かな生活を実現してきた我が国日本の伝統と考え、「和＝
humanity」を将来へもつなげるために、日本赤十字社の「Together 
for humanity」精神に共鳴し、日本赤十字社愛知県支部との提携活
動として、当社のオリジナル製品の販売額から捻出金等で日本赤十
字社「社員」参加＝「活動資金への協力」をおこなうものとします。

当社のオリジナル製品（H番号）のご購入は、日本赤十字社への活動資金への協力の一部となります。

デザインギフト「グ
ラデーション」はお
客様の「温かいお気
持ち」を日本赤十字
社を通じて、お届け
いたします。（こち
らの「しおり」をお
入れします） 日本陶彩（株）は日本赤十字社の会員として

2011年より活動資金の支援を続けています。

Design Gift gradation By MARUYAMA YOKO 

丸山  洋子（まるやま ようこ） 食空間プロデューサー/
日本パーティープランナー協会会長

豊かな社会の実現に「テーブルコーディネート力」と
意欲的に活動を展開し、
サロネーゼを集合した百貨店での大規模イベントプロデュースや
企業とタイアップした商品プロデュースを手掛けている。
東京、神戸で「テーブルコーディネートスクール」を開校。
著書に「食空間クリエーションのテクニック」

「TEXTBOOKテーブルコーディネート」他
www.tablecreation.ne.jp

一般社団法人日本エシカル推進協議
会の、地球の環境と社会のあり方を新
しい概念であり、価値観でもある「エシ
カル」を推進する趣旨に、日本陶彩株式
会社は団体会員として賛同しています。

T89111380-628141   
清峰 一珍山茶花 汲出揃 
4,180円（本体価格3,800円）  

（日本製）  8.9×7.5㎝（180㎖）   
化粧箱 （35.5×10.8×10㎝） （2204） 

T89113300-628141   
清峰 一珍山茶花 仙茶揃   
3,300円（本体価格3,000円）  

（日本製）  8.3×5.7㎝（190㎖）   
化粧箱 （32.5×10.3×9.7㎝） （2204） 

①H15840300-6281101（V） グラデーション ペアカップ&ソーサー（BL）  
②H15839300-6281101（V） グラデーション ペアカップ&ソーサー（BR）  
③H15838300-6281101（V） グラデーション ペアカップ&ソーサー（GR）  
④H15841300-6281101（V） グラデーション ペアカップ&ソーサー（PI）   
  各3,300円（本体価格3,000円）  碗径10.5×6.5㎝（300㎖） 受皿径16×2㎝  梱16入  （日本製） （0107） 

同色化粧箱
（17×22.5×12.5㎝）

同色化粧箱
（16.5×22×7.5㎝）

⑤H15844300-6281101（V） グラデーション フリーカップセット（BL）
⑥H15845300-6281101（V） グラデーション フリーカップセット（PI）
⑦H15843300-6281101（V） グラデーション フリーカップセット（BR）
⑧H15842300-6281101（V） グラデーション フリーカップセット（GR）   
  各3,300円（本体価格3,000円）  カップ径7.5×7㎝（200㎖）  梱16入  （日本製） （0107） 

T89115500-628141   
清峰 一珍山茶花 番茶器揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製）  土瓶16×13×9.5㎝（650㎖） 
汲出径8.9×7.5㎝（180㎖）
化粧箱 （25×32.5×10㎝） （2204） 

フリーカップ
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佐藤　剛志

〈創楽庵〉

昭和63年
文吉窯入社。九谷焼技術研修所にて陶技を学ぶ
平成5年
小松市水墨画協会展 最高賞 協会長賞
平成13年
石川県水墨画協会展 最高賞 県知事賞
平成25年
独立し、創楽庵 創設

手作り手描きの本物の器。

文様ばかりではなく、フォルムにも伝統的趣を尊重しながら、
優美さとやさしさの伝わるオリジナルの形状で作っています。

MK-6-629  
藍彩 飯碗   
3,850円（本体価格3,500円）

（九谷焼）  径11.5×6.5㎝   
化粧箱  （13.2×13.2×7.5㎝）  梱30入  （◆3202※） 

MK-7-629  
弥生 飯碗   
3,850円（本体価格3,500円）

（九谷焼）  径11.5×6.5㎝   
化粧箱  （13.2×13.2×7.5㎝）  梱30入  （◆3202※） 

MK-8-629  
新弥生 飯碗   
3,850円（本体価格3,500円）

（九谷焼）  径11.5×6.5㎝   
化粧箱  （13.2×13.2×7.5㎝）  梱30入  （◆3202※） 

MK-1-629  
弥生 10号盛皿   
16,500円（本体価格15,000円）

（九谷焼）  径30㎝   
化粧箱  （32.8×32.8×4.8㎝）  
梱15入  （◆3202※） 

STO-6-629  
佐藤剛志 古染唐草 5号鉢   
3,850円（本体価格3,500円）

（九谷焼）  径15.4×5.6㎝   
化粧箱  （18.2×18.2×6㎝）  梱20入  （◆3202※） 

STO-7-629  
佐藤剛志 古染唐草 角盛鉢   
7,700円（本体価格7,000円）

（九谷焼）  辺20.5×5㎝   
化粧箱  （２２．２×22.2×8.2㎝）  梱20入  （◆3202※） 

ST-40-629  
佐藤剛志 色華小紋 組飯碗   
9,900円（本体価格9,000円）

（九谷焼）  大径12.2×6.4㎝ 小径11.3×5.7㎝   
化粧箱  （13.8×26×7.8㎝）  
梱20入  （◆3202※） 

ST-41-629  
佐藤剛志 色華小紋 組湯呑   
8,250円（本体価格7,500円）

（九谷焼）  大径8.8×8.4㎝ 小径7.8×7.1㎝   
化粧箱  （11.5×16.9×8.7㎝）  
梱20入  （◆3202※） 

ST-6-629  
佐藤剛志 色華小紋 赤 焼酎カップ   
5,500円（本体価格5,000円）

（九谷焼）  径10×8.2㎝   
化粧箱  （11.3×11.3×10.2㎝）  
梱20入  （◆3202※） 

ST-7-629  
佐藤剛志 色華小紋 黄 焼酎カップ   
5,500円（本体価格5,000円）

（九谷焼）  径10×8.2㎝   
化粧箱  （11.3×11.3×10.2㎝）   
梱20入  （◆3202※） 

ST-68-629  
佐藤剛志 色華小紋 赤 長角皿   
3,850円（本体価格3,500円）

（九谷焼）  幅19.8×奥行13.5×2.1㎝   
化粧箱  （15.3×21.3×4㎝）   
梱20入  （◆3202※） 

ST-69-629  
佐藤剛志 色華小紋 黄 長角皿   
3,850円（本体価格3,500円）

（九谷焼）  幅19.8×奥行13.5×2.1㎝   
化粧箱  （15.3×21.3×4㎝）   
梱20入  （◆3202※） 



H
EA

RT G
ift C

ollection

630

〈宗秀窯〉

古九谷以来300有余年各時代の要求に応じて各々
の時代の名品が遺されてきました。現在その最も
新しい手法として「銀彩」が生まれました。九谷
宗秀は、現代陶芸家であり通産省指定の伝統工芸
士である叔父の竹凰、義正二氏の指導の下で長年
研究の末ようやく完成したものです。

伝統工芸の香りがいっぱい
九谷和絵の具の特徴は、透明感、表面の艶、層の厚さが醸す深
みのある発色。安定した焼成を得るため、和絵の具は全て独自
開発。生地との焼結がすぐれた和絵の具開発は青郊窯が持つ
技術の一つで、歴代画風の鮮やかな表現を可能にしています。

① ④③② 

釉裏銀彩
〈宗秀窯〉 

M54947550-630865  
宗秀窯 釉裏銀彩 ペアマグカップ   
6,050円（本体価格5,500円）

（九谷焼）  8×8.5㎝  
紙箱  （11.5×21.5×9㎝） 
梱10入  ● （3201） 

M54380120-630865 
宗秀窯 釉裏銀彩  汲出揃（ブルー）   
13,200円（本体価格12,000円）   

（九谷焼）  径8.5×5.5㎝（150㎖）  
紙箱  （31×11×10.2㎝）　梱10入 ● （3201） 

M54206450-630865  
宗秀窯 釉裏銀彩 ペアコップ  
4,950円（本体価格4,500円）   

（九谷焼）6.8×11.5㎝（170㎖）  
紙箱 （13×16×8㎝）　
梱36入  ●（3201）

①T92175380-6301173  青九谷
②T92176380-6301173  赤絵小紋
③T92177380-6301173  郷土遊戯
④T92178380-6301173  浮世絵 

青郊窯 はしおきこれくしょん

 各 4,180円（本体価格3,800円）  
 　 （九谷焼）3.8×3×1㎝    
  化粧箱 （9×11.6×1.8㎝）   
  梱50入  （3202）

T94762500-6301173  
青郊窯 四季の花 豆皿揃 
5,500円（本体価格5,000円）

（九谷焼）  径9.5×1.8㎝   
化粧箱 （20.6×31×2.5㎝）   
梱30入 （3202）

M54861100-630865  
宗秀窯 釉裏銀彩 晩酌揃   
11,000円（本体価格10,000円）  

（九谷焼）徳利（260㎖）  ぐい呑径6×5㎝（50㎖）  
紙箱  （17.5×14×10㎝）　梱10入 ● （3201） 

M54862120-630865  
宗秀窯 釉裏銀彩 酒器揃   
13,200円（本体価格12,000円）

（九谷焼）徳利（250㎖）  ぐい呑径6×4㎝（45㎖）  
紙箱  （25×18×9㎝）　梱10入  （3201） 

M54414850-630865  
宗秀窯 釉裏銀彩 ペアカップ   
9,350円（本体価格8,500円）  

（九谷焼） 径8.5×12.3㎝（300㎖）  
紙箱 （14×19.5×9.5㎝）　梱10入 ● （3201）

M55384100-6301118  
宗秀窯 釉裏銀彩 憩い揃   
11,000円（本体価格10,000円）

（九谷焼）  ポット（400㎖） 湯呑大（150㎖） 湯呑小（140㎖）
紙箱 （20.5×17.5×11㎝）　梱10入 ● （3201） 

M54964500-630865　
宗秀窯 釉裏銀彩 ポット急須  
5,500円（本体価格5,000円）   

（九谷焼）10.2×9.7㎝（400㎖）  
紙箱 （12×12×8.5㎝）　
梱36入  ●（3201）

M55373500-630867  
青郊窯 縁起絵変り 豆皿揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（九谷焼）  径9.5×1.8㎝   
化粧箱  （22.5×22.5×4㎝）   
梱20入  （3202） 

M55382500-6301118  
宗秀窯 釉裏銀彩 組湯呑 
5,500円（本体価格5,000円）

（九谷焼）  湯呑大径7.3×8㎝（150㎖） 
湯呑小径7.1×7.5㎝（140㎖）  
紙箱  （11×16×8㎝）　
梱20入 ● （3201） 

M55383600-6301118  
宗秀窯 釉裏銀彩 組飯碗 
6,600円（本体価格6,000円）

（九谷焼）  飯碗大径11×6.5㎝ 
飯碗小径10.3×6㎝  
紙箱  （14×26.5×7.5㎝）　
梱14入 ● （3201） 



H
EA

RT G
ift C

ollection

631

〈宮内庁御用達 妙泉陶房 山本長左〉

「器は使ってこそ生きてくる」という考えで、素材、デザイン
はもちろん、サイズ感や使いやすさといった点まで、こだわり
を持って作陶。繊細な染付のラインで穏やかで優雅な器
を描き、「型打ち」という数少ない伝統技法で制作される
器は、驚くほどに軽量です。宮内庁からもその確かな技術
を評価され、数多くの依頼を受ける作品を、是非手に取っ
てご覧下さい。

平成2年
宮内庁より依頼を受け天皇・皇后両陛下御紋入器を制作
即位の礼「響宴の儀」に使用の漆器を含む全和食器の
菊花をデザイン食器七品目を制作

平成3年
宮内庁「響宴の儀」和食器十一品目を納入

平成4年
秋篠宮家　眞子様　内祝菓子器制作

平成5年
皇太子様　雅子様　御紋入器を制作

平成7年
秋篠宮家　佳子様　内祝菓子器制作

平成12年
日本政府より依頼を受け国際度量衡局へ日本国より贈ら
れた大皿を制作

平成１９年
秋篠宮家　悠仁様　内祝菓子器制作

平成２５年
宮内庁より依頼　盆栽鉢古鏡形制作

M55284280-631866  
山本長左 双輪文松竹梅 組飯碗   
30,800円（本体価格28,000円）

（九谷焼）  大径11.7×5.6㎝ 小径10.6×5.1㎝   
木箱  （13.4×26.5×8.5㎝）   
梱10入  （3202） 

M55285220-631866  
山本長左 双輪文松竹梅 組湯呑   
24,200円（本体価格22,000円）

（九谷焼）  大径7.1×9㎝ 小径6.7×8.2㎝   
木箱  （10.6×16.5×9㎝）   
梱10入  （3202） 

M55286650-631866  
山本長左 双輪文松竹梅 菊型小鉢揃   
71,500円（本体価格65,000円）

（九谷焼）  径10.5×4.5㎝   
木箱  （14×28.7×13.5㎝）   
梱10入  （3202） 

M55320400-631867  
ハレクタニ サカナはしおき豆皿 5pcsセット   
4,400円（本体価格4,000円）

（九谷焼）  7.1×3.7×0.8㎝   
化粧箱  （20.7×8×1.7㎝）  梱50入  （3202） 

M55321360-631867  
ハレクタニ さかなレンゲ 3pcsセット   
3,960円（本体価格3,600円）

（九谷焼）  15.3×3.7㎝   
化粧箱  （16×14.8×3.3㎝）  梱50入  （3202） 

M55322360-631867  
ハレクタニ くじらレンゲ 3pcsセット   
3,960円（本体価格3,600円）

（九谷焼）  15×4㎝   
化粧箱  （16×14.8×3.3㎝）  梱50入  （3202） 



H
EA

RT G
ift C

ollection

632

⑨
⑩

⑫
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⑤
⑥

⑦
⑧

②

①

③

④

〈陶悦窯〉

陶悦窯は、今村博が長年に渡り、陶芸作家として活
動する中で開窯した食器製作を主とする窯である。
青磁・天目・辰砂・志野などの、多彩な釉薬と炎が
創りだす窯変の味わいは、まさにプロ好みの粋な
『うつわ』として近年人気を博しています。

〈陶悦窯〉

〈陶悦窯〉

〈陶悦窯〉

M54729300-632846   
陶悦窯 結晶金銀彩 ペア特大カップ 
3,300円（本体価格3,000円）  

（有田焼）  径8.7×14㎝（500㎖）  
化粧箱  （15.7×19.8×9.3㎝）  
梱24入  ●（2205） 土

M50484380-632846 
結晶金彩 7号鉄鉢   
4,180円（本体価格3,800円）

（有田焼）  径22×6㎝  
化粧箱  （24×24×7.5㎝） 
梱12入  （2205）

⑨T72366200-6321131  焼酎カップ 金刷毛

⑪T72370200-6321131  陶酒杯 金刷毛

⑩T72367200-6321131  焼酎カップ 銀刷毛

⑫T72371200-6321131  陶酒杯 銀刷毛

各 2,200円（本体価格2,000円） （有田焼）  
 径9×9㎝  木箱 （12×12×12.2㎝） 
 梱40入  ●（2204）  土

各 2,200円（本体価格2,000円） （有田焼）  
 径7.9×12.2㎝  木箱 （16×10.2×10㎝） 
 梱40入  ●（2204）  土

⑤T72372200-6321131  陶悦窯 金刷毛ゴブレット  ● 

⑦T72374200-6321131  陶悦窯 雅刷毛（金）ゴブレット  ●
⑥T72373200-6321131  陶悦窯 銀刷毛ゴブレット  ●

⑧T72375200-6321131  陶悦窯 雅刷毛（銀）ゴブレット  ●
各 2,200円（本体価格2,000円） （有田焼）  
 径8.3×13.9㎝  木箱  （16×10.2×10㎝） 梱40入 （2204）  土

T89141200-6321132   
陶悦窯 輪華 焼酎サーバー 
22,000円（本体価格20,000円） 

（有田焼）  径17×17㎝（2,500㎖）
化粧箱  （26×26×20.5㎝）  
梱8入  ● （2204）

S38579200-632819  
陶悦窯 輪華（金） 枡付一口カップ   
2,200円（本体価格2,000円）

（有田焼）径6.1×10.8㎝（180㎖） 
枡辺8.5×5.8㎝（180㎖）
色ダ  （11.5×16×7㎝）  梱40入  ●（2204） 

S38580250-632819  
陶悦窯 銀星 枡付新六ぐい呑   
2,750円（本体価格2,500円）

（有田焼）ぐい呑径5.5×5㎝（80㎖） 
枡辺8.5×5.8㎝（180㎖） 
色ダ  （11.5×16×7㎝）  梱40入  （2204） 

S38577220-632819  
陶悦窯 結晶金かすり 新六グイ呑  
2,420円（本体価格2,200円） 

（有田焼）径5.5×5㎝（80㎖）
木箱  （8.8×8.8×6.5㎝）  
梱100入  （2204）

S38578230-632819  
陶悦窯 銀かすり タイコグイ呑   
2,530円（本体価格2,300円） 

（有田焼）径5.2×5.7㎝（90㎖）
木箱  （8.8×8.8×6.5㎝）  
梱100入  （2204）

M54172350-632846  
陶悦窯 金帯絵変り 陶コップ揃   
3,850円（本体価格3,500円） 

（有田焼）  径7×11.3㎝（200㎖） 
化粧箱  （23.8×22.2×7.5㎝）  
梱20入  ●（2204）

M50482500-632846  
陶悦窯 結晶金彩 小鉢揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（有田焼）  径14.5×5㎝  
化粧箱  （16×32×10㎝）  
梱20入  ●（2205）

①M54169300-632846   
 陶悦窯 金銀刷毛 ペアゴブレット  
 3,300円（本体価格3,000円）  
 （有田焼）  径8.3×13.9㎝（300㎖） 
 化粧箱  （18×22×9.3㎝）  
 梱20入  ●（2204）
②M54170300-632846   
 陶悦窯 金銀刷毛 ペア陶酒杯  
 3,300円（本体価格3,000円） 
 （有田焼）  径7.9×12.2㎝（350㎖） 
 化粧箱  （13.8×17×10㎝）  
 梱30入  （2204）

H15847300-6321132（V） 
陶悦窯 雅刷毛 ペアタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（有田焼）  径9.3×14㎝（400㎖）   
化粧箱  （16×20×12㎝）   
梱20入  ●（2204）

④M54171380-632846   
 陶悦窯 白塗り金銀掠り 反型ペアビアカップ（大）   
 4,180円（本体価格3,800円） 
 （有田焼）径9.3×14㎝（400㎖） 
 化粧箱  （18×22×9㎝）  
 梱16入  ●（2204）

③M54168300-632846   
 陶悦窯 金銀刷毛 ペア焼酎カップ   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 （有田焼）  径9×9㎝（370㎖）  
 化粧箱  （10.3×20×9.8㎝）  
 梱30入  （2204）

M54728300-632846   
陶悦窯 結晶金銀彩 ペアロックカップ 
3,300円（本体価格3,000円）  

（有田焼）  径8.5×9㎝（400㎖）  
化粧箱  （10.7×21.5×10㎝）  
梱24入  ●（2205） 土

S38589200-632819  
陶悦窯 輪華（銀） 枡付一口カップ   
2,200円（本体価格2,000円）

（有田焼）径6.1×10.8㎝（180㎖） 
枡辺8.5×5.8㎝（180㎖）
色ダ  （11.5×16×7㎝）  梱40入  ●（2204） 
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今から約四百年前、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、朝鮮の陶工が渡来し、彼等は既にやきものづくりをしていた波佐見の地
に居を構え、連房式階段状陶窯を築いて本格的な焼物づくりをしました。これが波佐見焼の始まりです。その後青磁と染付の
磁器へ移行し、江戸後期には全国に流通し日本一の生産量を誇るまでになりました。波佐見焼は初めて庶民が手にすること
が出来た磁器碗として庶民に広く愛され、日本の食文化の発展にも大きな影響を与えました。手頃で良質な日用食器を提供
することと白磁に呉須で大胆に描く模様は現在も生き続けています。

T93380280-6３３1137  
染旬菜 ペアマグカップ   
3,080円（本体価格2,800円）

（波佐見焼）  12×8.5×9㎝（280㎖）
化粧箱  （23.5×12.5×9㎝）  
梱30入  （2203） 

T93379400-6331137  
染旬菜 飯碗揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（波佐見焼）  径12×6㎝   
木箱  （36×14×13㎝）  梱16入 （2203） 

H165043８0-6331137（V）  
染旬菜 トリオグルメ鉢   
4,180円（本体価格3,800円）

（波佐見焼）  20×17×4㎝  
化粧箱  （19.3×19.3×7㎝）  梱20入  （2203）

T93381220-6331137  
染旬菜 手付盛鉢   
2,420円（本体価格2,200円）

（波佐見焼）  30×15.5×5㎝   
半化粧箱  （30.5×17×5.5㎝）  梱30入 （2203） 

T88303400-6331137  
染旬菜 楕円焼皿揃  
4,400円（本体価格4,000円）

（波佐見焼）  24.5×12.5×2.5㎝  
化粧箱  （27.5×14.5×7.5㎝）  梱14入 ●（2203） 

T93378550-6331137  
染旬菜 グルメ鉢揃 
6,050円（本体価格5,500円）

（波佐見焼）  20×17×4㎝   
化粧箱  （22×19×8㎝）  梱12入  （2203） 

H16505280-6331137（V）  
染旬菜 トリオ楕円焼皿   
3,080円（本体価格2,800円）

（波佐見焼）  24.5×12.5×2.5㎝  
化粧箱  （25.8×13.5×5㎝）  梱20入  （2203）

T88304350-6331137  
染旬菜 楕円取皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼）  16×13×2.5㎝  
化粧箱  （32×17×7㎝）  梱16入  （2203） 

391750-633  
華小紋 茶托付蓋付茶器 
11,000円（本体価格10,000円）

（波佐見焼）  汲出径9×9㎝（200㎖） 土瓶（620㎖）  
化粧箱  （35×25×10.5㎝）  梱12入  （◆2203※） 

391743-633  
華小紋 蓋汲出揃 
5,500円（本体価格5,000円）

（波佐見焼）  汲出径9×9㎝（200㎖）  
木箱  （33.5×19.5×11.5㎝）  梱16入  （◆2203※） 

H16771350-633333（V）  
唐草ねこ 組飯碗   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼） 大12×6.5㎝ 小11.5×6㎝   
化粧箱  （26.2×14.2×6.5㎝）  
梱30入  ●（2203）

H16772350-633333（V）  
唐草ねこ 組湯呑   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼） 大径7.5×8.5㎝（200㎖） 
小径7×8㎝（160㎖）   
化粧箱  （16.2×10.2×8.2㎝） 
梱30入  （2203）

唐草ねこ
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〈幸祥窯〉

伝統の古染付・古伊
万里様式。その味わ
いを料理用家庭食器
に生かすべく日々、
陶魂を燃やし努力い

たしております。暮らしの中の御愛用品と
してお使いいただければ幸いに存じます。

〈鴻窯〉 〈聖栄窯〉

M54667700-634848  
幸祥窯 色絵花唐草 菓子鉢   
7,700円（本体価格7,000円）

（波佐見焼）18.5×7㎝  
化粧箱  （19.5×19.5×8.5㎝）  
梱16入 （2203）

M54669600-634848  
幸祥窯 色絵花唐草 組コップ   
6,600円（本体価格6,000円）

（波佐見焼）大7.5×9.5㎝（220㎖）  
小7×8㎝（170㎖）  
木箱  （17.5×12×9㎝）  梱20入 （2203）

M54668600-634848  
幸祥窯 色絵花唐草 組飯碗   
6,600円（本体価格6,000円）

（波佐見焼）大12.5×6㎝ 小11.5×5.5㎝   
化粧箱  （26.5×14×6.5㎝）  
梱20入 （2203）

M54664130-634848  
幸祥窯 色絵花唐草 銘々皿揃   
14,300円（本体価格13,000円）

（波佐見焼）15.5×3.5㎝  
化粧箱  （32.5×17×6.5㎝）  梱16入 （2203）

M54662130-634848  
幸祥窯 色絵花唐草 煎茶揃   
14,300円（本体価格13,000円）

（波佐見焼）9×5.5㎝（150㎖）  
木箱  （36×10.5×10.5㎝）  梱20入  ● （2203）

M54663180-634848  
幸祥窯 色絵兎唐草 汲出揃   
19,800円（本体価格18,000円）

（波佐見焼）9.5×8㎝（120㎖） 
木箱  （33.5×19.5×11.5㎝）  梱12入  ● （2203）

M54665110-634848  
幸祥窯 染付唐草山水 木甲小鉢揃   
12,100円（本体価格11,000円）

（波佐見焼）12.5×4㎝  
化粧箱  （27.5×14×9.5㎝）  
梱16入 （2203）

M54666700-634848  
幸祥窯 染付洋唐草 4寸皿揃   
7,700円（本体価格7,000円）

（波佐見焼）12×2.5㎝  化粧箱  （28×15.5×5.5㎝）  梱20入 （2203）

M55219300-634848  
鴻窯 みやび 盛鉢   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径24×5㎝   
化粧箱  （25.5×25.5×5.5㎝）  梱30入  （2203） 

M55220500-634848  
鴻窯 みやび 多用取鉢揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（波佐見焼）  径15×4.5㎝   
化粧箱  （16.5×16.5×12㎝）  梱16入  （2203） 

①M55011250-634845  聖栄窯 古伊万里調絵変り 小付揃  2,750円（本体価格2,500円）
①（日本製）  9.5×4.4㎝  化粧箱  （21.5×30.5×5.8㎝）  梱24入  （2204） 
②M55012300-634845  聖栄窯 古伊万里調絵変り 茶漬揃  3,300円（本体価格3,000円）
①（日本製）  12×7.3㎝  化粧箱  （32×13.2×13㎝）  梱20入  （2204） 
③M55013350-634845  聖栄窯 古伊万里絵調変り 小鉢揃  3,850円（本体価格3,500円）
①（日本製）  12×5.6㎝（350㎖）  化粧箱  （32×13.2×13㎝）  梱16入  （2204） 
④M55014500-634845  聖栄窯 古伊万里調絵変り 皿鉢揃  5,500円（本体価格5,000円）
①（日本製）  小鉢12×5.6㎝（320㎖） 小皿11.3×2㎝  化粧箱  （26×18.8×13㎝）  梱12入  （2204） 

M55221350-634848  
鴻窯 みやび 取皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼）  径14.5×3㎝   
化粧箱  （31×15.5×6㎝）  梱20入  （2203） 

M55222300-634848  
鴻窯 みやび 二段重   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径15.5×10.5㎝   
化粧箱  （17×17×12㎝）  梱16入  （2203） 

M55015300-634845  
聖栄窯 染錦絢爛 七寸八角盛鉢   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  21×6.2㎝   
化粧箱  （25.2×6.7㎝）  梱16入  （2204） 

M55016300-634845  
聖栄窯 染錦絢爛 取皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  14×3㎝   
色ダ  （16.7×32.7×8.3㎝）  梱24入  （2204） 

M55223400-634848  
鴻窯 みやび 三段重   
4,400円（本体価格4,000円）

（波佐見焼）  径15.5×15㎝   
化粧箱  （19×17×16.5㎝）  梱16入  （2203） 

①

③

②

④
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萩焼の起源は約四百年前に遡ります。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、連れ帰った陶工の李勺光と弟の
李敬が今の萩焼の祖と言われています。萩焼の大きな特徴は、焼き上がりの土の柔らかさとその吸水性
にあります。高火度で比較的短時間で焼成し土味を残すため、感触が柔らかく、土があまり焼き締まって
いないので軽く、保温性を保っています。さらに吸水性があるため、長年使っていくうちに茶や酒が浸透
して茶碗の色彩が変わり、茶人の間では「茶慣れ」といって珍重されています。

〈山根清玩〉

〈椿秀窯〉

〈庄圭一郎〉

14362-635  
椿秀窯 萩の雫 そら フリーカップペア   
3,850円（本体価格3,500円）

（萩焼）  径8.5×10㎝（280㎖）   
化粧箱  （14×20×9.5㎝）  梱24入  （◆3805※） 土

52037-635  
椿秀窯 萩の雫 そら 中鉢ペア   
3,850円（本体価格3,500円）

（萩焼）  径16.5×5㎝   
化粧箱  （21×21×10㎝）  梱16入  （◆3805※） 土

14395-635  
椿秀窯 さざなみ フリーカップペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（萩焼）  8×11㎝（240㎖）   
化粧箱  （14×20×9.5㎝）   梱24入  （◆3805※） 土  

M54396100-635855  
椿秀窯 萩むらさき 茶器揃   
11,000円（本体価格10,000円）  
急須径11×10.4㎝（420㎖） 碗径8×6.5㎝（150㎖）   
木箱 （24×20×15.5㎝） ●  梱16入  （3805）

M54328400-635855  
椿秀窯 姫土 茶の間揃 
4,400円（本体価格4,000円） 
ポット10.5×10㎝（400㎖）  碗8×7㎝（200㎖）   
化粧箱 （21.5×21.5×10.5㎝） ●  （3805）

05713-635  
椿秀窯 萩姫 土茶器揃（茶こし付）   
5,500円（本体価格5,000円）

（萩焼）  急須10×9.5㎝（340㎖） 碗8×5.5㎝（130㎖）   
化粧箱  （23.5×20×9.5㎝）   梱16入  （◆3805※） 土  

M54412500-635856  
山根清玩 青萩 組湯呑   
5,500円（本体価格5,000円）

（萩焼）  大径8.5×10㎝（300㎖） 小径8×9㎝（230㎖）   
木箱  （12×20×10.5㎝）  梱24入 ● （3805） 土

M54190800-635856  
山根清玩 青萩 冷酒器揃   
8,800円（本体価格8,000円）

（萩焼）  注器14×8×12.5㎝（550㎖） 
ぐい呑径7×6.5㎝（120㎖）   
木箱  （15.5×24×12㎝）  梱15入 ● （3805） 土

M54565500-635839  
庄圭一郎 かいらぎ 角皿   
5,500円（本体価格5,000円）

（萩焼）  19.5×22.5×3.5㎝   
木箱  （24×26.5×6㎝）  梱16入  （3805） 土

M54872500-635855  
庄圭一郎 昇輪花生   
5,500円（本体価格5,000円）

（萩焼）  12×23.5㎝   
化粧箱  （29×13.5×12.5㎝）  梱12入  （3805） 土

M54566100-635839  
庄圭一郎 白萩捻組湯呑    
11,000円（本体価格10,000円）

（萩焼）  大7.5×9㎝（240㎖） 小7×8.5㎝（200㎖）   
木箱 （13×21×12.5㎝ ）  梱16入  （3805） 土   
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①
②

③

①

②

⑤

③

④

①

③

②

④

（会津） 

（山中） 

④T92738550-6361159  
 うさぎ唐草 6.0行楽オードブル 総朱   
 6,050円（本体価格5,500円）
　 （日本製（山中）） 
　 化粧箱  （18×18×12.5㎝） （3214） 

⑤T94049550-6361159  
 うさぎ唐草 6.0行楽オードブル 黒内朱   
 6,050円（本体価格5,500円）
　 （日本製（山中）） 
　 化粧箱  （18×18×12.5㎝） （3214） 

①T94047600-6361159  
 うさぎ唐草 6.5三段重 黒内朱   
 6,600円（本体価格6,000円）
　 （日本製（山中））  19.5×19.5×21㎝   
　 化粧箱  （3214） 

②T92739600-6361159  
 うさぎ唐草 7.0二段オードブル 黒内朱   
 6,600円（本体価格6,000円）
　 （日本製（山中））  21×21×13.5㎝   
　 化粧箱  （3214） 

③T94048600-6361159  
 うさぎ唐草 7.0二段オードブル 総朱   
 6,600円（本体価格6,000円）
　 （日本製（山中））  21×21×13.5㎝   
　 化粧箱  （3214） 

T91140400-6361156  
食楽工房 純銅鎚目一口ビール２個組   
4,400円（本体価格4,000円）

（日本製）  径5.7×10.5㎝   
木箱  （14.3×18×7㎝）  ● （8727） 

T94131500-6361156  
サスビアカップ 380㎖ ２客セット   
5,500円（本体価格5,000円）

（日本製）  径8×15㎝（380㎖）   
貼箱  （21.2×19×8.6㎝）  （8727） 

T94174300-6361156  
SURUN純銅アイスクリーム2PCS

（ゴールド＆シルバー）   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  全長11.4㎝   
貼箱  （19.8×12×2.4㎝）  （8727） 

③T94040130-6361161  漆麿 曙 Dタンブラー 朱 
④T94041130-6361161  漆麿 曙 Dタンブラー 黒

各 14,300円（本体価格13,000円） 
 （日本製） 径7.4×8.5㎝（250㎖）  
 化粧箱  （9.5×8.5×8.5㎝） （3213）

①T94042100-6361161  漆麿 加賀白檀 Sタンブラー 黒 
②T94043100-6361161  漆麿 加賀白檀 Sタンブラー 朱

各 11,000円（本体価格10,000円） 
 （日本製） 径7×12.1㎝（270㎖）  
 化粧箱  （13×8×9㎝）  （3213）

T92680250-6361159   
J-Story 汁椀ペア 漆   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製〈山中〉）径11×7.2㎝  
化粧箱 （24.5×12×8㎝）  （3214）

T92721700-6361159  
宮常喜八彫 8.0浅盆    
7,700円（本体価格7,000円）

（日本製〈山中〉）  径23.5×2.5㎝  
化粧箱  （3214） 

①

T92722900-6361159  
宮常喜八彫 9.0浅盆    
9,900円（本体価格9,000円）

（日本製〈山中〉）  径26.7×3㎝  
化粧箱  （3214） 

②

T92723140-6361159  
宮常喜八彫 11.0深盆    
15,400円（本体価格14,000円）

（日本製〈山中〉）  径32.5×4.5㎝  
化粧箱  （3214） 

③

T92274350-6361161  
紫鉄仙 7.5安土ボール   
3,850円（本体価格3,500円）

（日本製（会津））  22.5×6㎝   
紙箱  （8716） 

T92273450-6361161  
紫鉄仙 15.0手抜小判盆   
4,950円（本体価格4,500円）

（日本製（会津））  45×28.5×4㎝   
紙箱  （8716） 

T92272380-6361161  
紫鉄仙 4.2雅梅茶托揃   
4,180円（本体価格3,800円）

（日本製（会津））  12.5×2㎝   
紙箱  （8716） 

（山中） 
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気持ちに合わせた「のし」が選べます。
〈雅東窯〉

選べる「のし」

選べる「のし」選べる「のし」

〈光玉窯〉唐草ねこ 〈雅東窯〉

H16772350-637333（V）  
唐草ねこ 組湯呑   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼） 大径7.5×8.5㎝（200㎖）  
小径7×8㎝（160㎖）   
化粧箱  （16.2×10.2×8.2㎝） 梱30入 ●（2203） 

H16771350-637333（V）  
唐草ねこ 組飯碗   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼） 大径12×6.5㎝ 小径11.5×6㎝   
化粧箱  （26.2×14.2×6.5㎝）  梱30入  （2203）

H16812250-637333（V）  
陶彩「選べるのし」MISORA ビールカップペア  
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径7.3×14㎝（350㎖）   
のし付紙箱  （16.5×15×7.5㎝）  梱20入 ●（0107） 

H16813300-637333（V）  
陶彩「選べるのし」MISORA マルチ碗ペア  
3,300円（本体価格3,000円）  

（美濃焼）  径12×8㎝（500㎖）     
のし付紙箱  （24.5×12.5×8.5㎝）  竹スプーン（中国製）  梱16入 ●（0107） 

H16810300-637333（V）  
陶彩「選べるのし」釉変り 組鉢  
3,300円（本体価格3,000円）  

（美濃焼）  長径23㎝   
のし付木箱  （20.5×24.5×9.5㎝）  梱10入  ●（0107） 

「
無
地
」「
あ
り
が
と
う
」「
ほ
ん
の
気
持
ち
」「
お
め
で
と
う
」の

４
種
類
の
オ
リ
ジ
ナ
ル「
の
し
」を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。箱

内
に
４
つ
と
も
お
付
け
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
自
由
に
お
使

い
く
だ
さ
い
。

選べる「のし」

※のしは箱の中にお入れします。

H16936300-637333（V）  
陶彩「東雅」彩り 八客珍味揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 径11㎝   
紙箱  （36×36×4㎝）  梱12入 （0107）
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〈雅東窯〉陶彩「軽々いろいろ」

和み鉢

〈雅東窯〉陶彩「軽々一器多用」

この【陶彩「軽々」シリーズ】は
商品の特長を記したカードが付きます

（裏面にはメッセージが書けます）。

H16410300-638334（V）   
陶彩「軽々一器多用」 お好み碗   
3,300円（本体価格3,000円）   

（美濃焼） 径13×8㎝  
カード付き  木箱  （15×21.5×15㎝）  梱16入  （0107）

軽量

軽量 軽量

軽量

H16411300-638334（V）   
陶彩「軽々一器多用」 三ツ組鉢   
3,300円（本体価格3,000円）  

（美濃焼） 径17.5×6.5㎝   
カード付き  木箱  （17×19×19㎝） 梱12入 ●  （0107）

〈裏面〉

「和み鉢」はこのお箱に入ります。

T90856300-638334（V）　
兵山窯 粉引印花 和み鉢   
3,300円（本体価格3,000円）  

（美濃焼） 径15.5×4.5㎝
紙箱 （18×18×6㎝）  梱40入 （0230）

T90858250-638334（V）　
丹山窯 新緑花染め 和み鉢   
2,750円（本体価格2,500円）   

（美濃焼） 径15.5×5㎝
紙箱 （18×18×6㎝）  梱40入 （0230）

T90859300-638334（V）　
蘇山窯 青白磁輪花 和み鉢   
3,300円（本体価格3,000円）  

（美濃焼）  径15.5×4.5㎝
紙箱 （18×18×6㎝）  梱40入 （0230）  

T90855250-638334（V）　
武山窯 紫小花唐草 和み鉢   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  径17×5.5㎝
紙箱 （18×18×6㎝）  梱40入 （0230）

T90857250-638334（V）　
圭山窯 ぼんぼんフラワー 和み鉢   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  径16×5.5㎝
紙箱 （18×18×6㎝）  梱40入 （0230）

H16480250-638334（V）  
陶彩「軽々いろいろ」 もてなし皿   
2,750円（本体価格2,500円） 

（美濃焼） 径12.5×2㎝   
カード付き  木箱  （14×27×5.5㎝）  梱20入  （0107）

H16481300-638334（V）  
陶彩「軽々いろいろ」 カレー＆パスタ三つ皿揃   
3,300円（本体価格3,000円） 

（美濃焼） 径22×4.5㎝   
カード付き  紙箱  （23×24×8㎝）  梱12入  （0107）
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H16505280-639335（V）　
染旬菜 トリオ楕円焼皿   
3,080円（本体価格2,800円）

（波佐見焼） 24.5×12.5×2.5㎝  
化粧箱 （25.8×13.5×5㎝）
梱20入  （2203）   

H16504380-639335（V）　
染旬菜 トリオグルメ鉢   
4,180円（本体価格3,800円）

（波佐見焼） 20×17×4㎝   
化粧箱 （19.3×19.3×7㎝）
梱20入  （2203）   

〈和山窯〉染旬菜

①H16395250-639335（V）　
 宗山窯 安南らんまる 福々鉢  
 2,750円（本体価格2,500円） 
 （美濃焼）  径17.5×4.5㎝
 化粧箱 （20.5×20.5×8.5㎝）
 梱16入 （0202） 土

②H16396380-639335（V）　
 秀峰窯 鼠十草 福々鉢  
 4,180円（本体価格3,800円） 
 （美濃焼）  径18×6㎝
 化粧箱 （20.5×20.5×8.5㎝）
 梱16入 （0202） 土

③H16397350-639335（V）　
 兵山窯 砂唐津ウス文 福々鉢  
 3,850円（本体価格3,500円） 
 （美濃焼）  径19.3×4.5㎝
 化粧箱 （20.5×20.5×8.5㎝）
 梱16入 （0202） 土

④H16398300-639335（V）　
 兵山窯 粉引くし目文 福々鉢  
 3,300円（本体価格3,000円） 
 （美濃焼）  径18.5×5.5㎝
 化粧箱 （20.5×20.5×8.5㎝）
 梱16入 （0202） 土

⑤H16399250-639335（V）　
 武山窯 色絵らんまる 福々鉢  
 2,750円（本体価格2,500円） 
 （美濃焼）  径17×6㎝ 
 化粧箱 （20.5×20.5×8.5㎝）
 梱16入 （0202） 土

⑥H16400280-639335（V）　
 秀峰窯 織部渕唐津 福々鉢  
 3,080円（本体価格2,800円） 
 （美濃焼）  径19×4㎝
 化粧箱 （20.5×20.5×8.5㎝）
 梱16入 （0202） 土

①

⑥

②

③

④

⑤

福々鉢

〈洸琳窯〉すみれ

H16766270-639335（V）  
花ちらし 恵みセット（青）  
2,970円（本体価格2,700円） 

（瀬戸焼）  碗径11×6㎝ コップ径7.5×7㎝（150㎖） 
ダンボール  （12×12×10㎝）  梱24入  

（0107） 土

H16709270-639335（V）  
花ちらし 恵みセット（赤）  
2,970円（本体価格2,700円） 

（瀬戸焼）  碗径11×6㎝ コップ径7.5×7㎝（150㎖）   
ダンボール  （12×12×10㎝）  梱24入  

（0107） 土

〈錦山窯〉花ちらし〈錦山窯〉

H16717300-639335（V） 
陶彩「リファイン」藍の花 恵みセット   
3,300円（本体価格3,000円） 

（瀬戸焼）  飯碗径11.8×6㎝  
コップ径6.8×7.5㎝（170㎖）   
ダンボール  （12×12×10㎝）  梱24入 （0107） 土

「福々鉢」はこちらのお箱に入ります。

H16749320-639335（V）  
すみれ 組飯碗  
3,520円（本体価格3,200円）

（波佐見焼） 大径11.7×5.3㎝  小径11.2×5.0㎝  
化粧箱  （14.4×27.5×7.4㎝）  梱30入 ● （2216） 

H16750320-639335（V）  
すみれ 組コップ 
3,520円（本体価格3,200円） 

（波佐見焼） 大径7.8×8.4㎝（220㎖） 小径7.3×7.9㎝（190㎖）  
化粧箱  （10.9×15.8×7.8㎝）  梱30入 ● （2216） 



H
EA

RT G
ift C

ollection

640

H16514300-640336（V）   
加賀友禅 小鉢付 ペアタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  カップ径8.3×12㎝（300㎖） 小鉢9×8.5×4㎝  
麻コースター・箸（中国製）   
化粧箱  （27×13×9㎝）  梱24入  ●（0212） 

⑤H16788200-640336（V）  
 加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（赤）
⑥H16789200-640336（V）  
 加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（黒）
⑦H16790200-640336（V）  
 加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（白）
 各 2,200円（本体価格2,000円）  
 　 （美濃焼）  カップ径5.8×10㎝（130㎖）  
 　 升8.5×8.5×5.2㎝（180㎖）  
 　 飯田水引（梅結び/ゴム）・ポチ袋付き 
 　 化粧箱  （16×11.5×6.5㎝）  梱24入  （0212） 

⑤

⑥

⑦

H16801330-640336（V）  
コロン 冷酒器 1.5合･窯変（盃付）   
3,630円（本体価格3,300円）

（美濃焼）  酒瓶11.5×9.5×7㎝（330㎖）  
氷入径7.5×4.5㎝(130㎖)  盃径6×4㎝（60㎖）   
紙箱  （11×20×8㎝）  梱24入  （0230） 

H16800400-640336（V）  
コロン 冷酒器 1.5合･紅白盃２個付  
4,400円（本体価格4,000円） 

（美濃焼）  酒瓶11.5×9.5×7㎝（330㎖）  
氷入径7.5×4.5㎝(130㎖)  盃径6×4㎝（60㎖）   
紙箱  （11×20×8㎝）  梱24入  （0230） 

H16799380-640336（V） 
ゆらり 冷酒一合･紅白盃２個付　
4,180円（本体価格3,800円）  

（美濃焼）  酒瓶径9×11㎝（200㎖）  
氷入径7.5×4.5㎝（100㎖） 盃径6×4㎝（60㎖）   
紙箱  （11.5×20×10㎝） 梱40入  （0230）

H16825500-640336（V）  
こがも 酒器揃（赤）   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼）  酒瓶径13×10㎝（190㎖）  
盃6×4㎝（60㎖）  
紙箱  （13×13×13㎝）  梱24入  （0230） 

〈ヤマ亮〉

H16641500-640336（V）  
四季 たっぷり碗揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼） 径9㎝（260㎖）   
紙箱  （19.5×23×10㎝）  
梱12入  ●（0107） 土

〈天龍窯〉陶彩「リファイン」花千筋 

①

④

②

③ ④H16918250-640336（V）  
 花千筋 トリオ小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 （波佐見焼） 13×12×5㎝  
 化粧箱  （15×14.5×9㎝）  梱24入 （2203）

①H16919300-640336（V）  
 花千筋 小皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （波佐見焼） 10.5×10×2㎝  
 化粧箱  （24.5×13×5㎝）  梱24入 （2203）

②H16920300-640336（V）  
 花千筋 小付揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （波佐見焼） 9.5×9×4.5㎝  
 化粧箱  （24×12.5×9.5㎝）  梱24入 （2203）

③H16917250-640336（V）  
 花千筋 トリオ取皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 （波佐見焼） 15.5×15×2㎝  
 化粧箱  （18×18×6.5㎝）  梱24入 （2203）

〈ヤマ亮〉

〈ヤマ亮〉
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〈雅東窯〉名披露目

〈磁光園〉麦わら十草

③

①

②

⑩

⑨

⑫

⑬

⑪

⑭

④

⑤

⑥

〈椿秀窯〉陶彩「リファイン」

⑦

⑧

陶彩「ナチュラルテイスト」
粋-ORIBE

①H16440500-641337（V）  
	 麦わら十草	バラエティーセット			
	 5,500円（本体価格5,000円）  
 （瀬戸焼） 径9.3×10.5㎝  
 紙箱  （38×25×9㎝）  梱12入 （1107）

②H16441500-641337（V）  
	 麦わら十草	焼物皿揃			
	 5,500円（本体価格5,000円）  
 （瀬戸焼） 31×12×1.8㎝  
 紙箱  （14.5×14.5×8.7㎝）  梱10入 （1107）  

③H16442200-641337（V）  
	 麦わら十草	組茶碗			
	 2,200円（本体価格2,000円）  
 （瀬戸焼） 大径12.5×6.2㎝ 小径11.9×5.9㎝   
 紙箱  （14×14×8.5㎝）  梱30入 （1107）  

⑨ H16131150-641337（V）   
 いろどり	五客珍味揃			
 （美濃焼） 径11×3㎝  
 紙箱（24.5×33×4.5㎝） （0107）

⑩ H16132150-641337（V）  
	 きなり	三ッ組鉢
 （美濃焼） 大長径 14.5×4 ㎝ 中長径 11.5×3.5 ㎝  
 小長径 9×3 ㎝  
 紙箱（15×15×8.5 ㎝） （0107）  土

⑪ H16134150-641337（V）  	
	 彩	ペアボール
 （美濃焼） 径12×8㎝  
 紙箱（26.5×13×8㎝） （0107）

⑫ H16135150-641337（V）  	
	 釉彩	ペア茶菓揃
 （美濃焼） コップ径 7×7.5 ㎝（300 ㎖）  
 皿辺 13.5 ㎝  
 紙箱（15×15×8.5 ㎝） （0107）

⑬H16136150-641337（V）  	
	 釉彩	焼酎ペアカップ	
 （美濃焼） コップ径8.5×12.5㎝（300㎖）   
 紙箱（15×15×8.5㎝） （0107） 

各	1,650円（本体価格1,500円）

⑭ H16133120-641337（V）  
	 彩	ペアマグ　 
 1,320円（本体価格1,200円）  
 （美濃焼） 径8×8.5㎝（220㎖）  
 紙箱（15×15×8.5㎝） （0107）

⑥H16162350-641337（V）  
	 陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ	ペアフリーカップ
	 3,850円（本体価格3,500円）  
 （萩焼） 径8.5×12㎝（350㎖）  
 化粧箱 （14×20×9.5㎝）  梱24入	（3805） 土

⑤H16161300-641337（V）  
	 陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ	組飯碗
	 3,300円（本体価格3,000円）  
 （萩焼） 径11.4×5.6㎝ 10.5×5.2㎝  
 化粧箱 （15×15×10㎝）  梱40入	（3805） 土

④H16160300-641337（V）  
	 陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ	組湯呑
	 3,300円（本体価格3,000円）  
 （萩焼） 径7.7×8.8㎝ 7.2×8㎝  
 化粧箱 （12×18×9㎝）  梱30入	（3805） 土

M54186300-641337（V）  
陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ	楕円プレート			
3,300円（本体価格3,000円） 

（萩焼） 18×30×4㎝  
化粧箱 （21×34×6㎝）  
梱18入	（3805） 土   

M54437500-641337（V）　
陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ	ゆらぎ鉢			
5,500円	

（本体価格5,000円） 
（萩焼） 鉢径21.5×7.2㎝  
化粧箱 （24.5×24.5×10㎝）   
梱16入	（3805） 土

⑦H16677500-641337（V）  
	 市松ぶどう	焼物皿揃		
	 5,500円（本体価格5,000円） 
 （瀬戸焼）30×12×1.5㎝  
 化粧箱  （31×13×10㎝）  梱8入  （1104）  

⑧H16678800-641337（V）  
	 十草	多用皿揃			
	 8,800円（本体価格8,000円） 
 （瀬戸焼）径19×2.5㎝  
 化粧箱  （20×10㎝）  梱8入  （1104）

陶彩「ナチュラルテイスト」粋-ORIBE
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〈椿秀窯〉

⑦ ⑧

〈聖栄窯〉ナチュレ

〈雅東窯〉

① ② ③

ぶどう
水仙丸紋

鉄仙半丸紋

梅半丸紋 花丸紋

〈伊兵衛〉

う
っ
す
ら
と
し
た
ブ
ル
ー
の
柄
が

上
品
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す

イ
ン
グ
レ
ー
ス
絵
付
で
す
。

〈雅東窯〉陶彩「夢彩」ぶどう 

④

⑤

⑥

〈土喜陶窯〉染小紋 

〈陶悦窯〉

H16763500-642338（V）  伊兵衛 桔梗三寸皿 絵変五枚揃   
5,500円（本体価格5,000円）  

（有田焼） 径11.0×1.8㎝  
化粧箱  （11.5×5.5㎝）  梱20入 （2230） 

④H16937230-642338（V）  
染小紋 軽々組飯碗   
2,530円（本体価格2,300円）

（美濃焼）  径12.0×7.2㎝（390㎖）   
紙箱  （13.5×24.8×8㎝）   
梱30入  （1105） 

⑤H16938260-642338（V）  
染小紋 軽々ペアマグ   
2,860円（本体価格2,600円）

（美濃焼）  径9.8×9.3㎝（370㎖）   
紙箱  （14.2×20×10㎝）   
梱24入  （1105） 

H16567400-642338（V）  松花堂弁当 セット（A）   
4,400円（本体価格4,000円） 

（美濃焼） 皿鉢約10㎝ 松花堂箱 （山中塗：26×26×6.5㎝）     
紙箱  （27×27×7㎝）  梱20入 （0230） 

H16568380-642338（V）  松花堂弁当 セット（B）   
4,180円（本体価格3,800円） 

（美濃焼） 皿鉢約10㎝ 松花堂箱 （山中塗：26×26×6.5㎝）     
紙箱  （27×27×7㎝）  梱20入 （0230） 

M54375350-642338（V）  
椿秀窯 萩の雫 フリーカップペア   
3,850円（本体価格3,500円）

（萩焼）  径8.5×10㎝（280㎖）   
紙箱  （14×20×9.5㎝）  梱24入 （3805） 土

H15847300-642338（V）　 
陶悦窯 雅刷毛 ペアタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（有田焼）  径9.3×14㎝（400㎖）   
化粧箱  （16×20×12㎝）   
梱20入  ●（2204） 

各 1,650円（本体価格1,500円）
　  （美濃焼） 径6.5×15.5㎝（350㎖）   
  木箱  （8.5×18×8.5㎝）  梱24入  ●  （0107）  土

①H16007150-642338（V）  白うのふ ビアカップ 
②H16008150-642338（V）  益子うのふ ビアカップ  
③H16009150-642338（V）  ピンクうのふ  ビアカップ

⑦H16774300-642338（V） ナチュレ サークル ニューライフセット
⑧H16775300-642338（V） ナチュレ ニューライフセット  
 各 3,300円（本体価格3,000円）  
 　 （波佐見焼）  長角大皿25.5×18.5×2.5㎝  長角皿18×12.5×2.5㎝ 
 　 長角小皿12.5×9×2.5㎝  化粧箱 （27.5×20.5×6㎝）  梱14入 （2203）

H16552250-642338（V）　 
陶彩「夢彩」ぶどう 小皿揃  
2,750円 

（本体価格2,500円） 
（美濃焼） 径11.5㎝   
紙箱  （13×25×4.5㎝）   
梱24入 （0107）

H16556500-642338（V）　 
陶彩「夢彩」ぶどう 茶托付湯呑揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼） 湯呑径8.5㎝（150㎖）  
茶托プラ（日本製） 
紙箱 （20×27.5×9.5㎝） 梱16入 ● （0107）  

H16554600-642338（V）　 
陶彩「夢彩」ぶどう 茶器揃   
6,600円（本体価格6,000円）

（美濃焼） 土瓶 650㎖  湯呑径8.5㎝（150㎖）   
紙箱  （20×27.5×9.5㎝）  梱16入 （0107）  

⑥H16939280-642338（V）  
染小紋 軽々ペアビアカップ   
3,080円（本体価格2,800円）

（美濃焼）  径9.4×13.1㎝（410㎖）   
紙箱  （14.2×20×10㎝）   
梱20入  （1105） 
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〈源兵衛窯〉
陶彩「花だより」

③

⑤

⑦⑥

⑨⑧

④
〈竜山窯〉
陶彩「リファイン」
ひすい蒼雲 

①

②

H16062250-643339（V）  
陶彩「花だより」 ペアマグ  
2,750円（本体価格2,500円） 

（美濃焼） 径9.5×8.5㎝（300㎖）   
木箱  （22×10.5×9㎝）  梱24入 （0230） 

H16063400-643339（V）　
陶彩「花だより」 銘々皿付煎茶揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼） 煎茶径10×6.5㎝（220㎖）  銘々皿径13㎝   
紙箱  （20×27×10.5㎝）  梱12入  ● （0230）

H16065200-643339（V）  
陶彩「花だより」 マグ 桜（ちりめん木箱入）   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼） 径9.5×8.5㎝（300㎖）  
木箱  （14×14×13㎝） 
コースター（中国製）  梱40入 （0230）  

H16066200-643339（V）  
陶彩「花だより」 マグ 鉄仙花（ちりめん木箱入）   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼） 径9.5×8.5㎝（300㎖）  
木箱  （14×14×13㎝）   
コースター（中国製）  梱40入 ● （0230）  

H16773350-643339（V）  
陶彩「花だより」 篭入茶碗揃  
3,850円（本体価格3,500円）  

（美濃焼） 径11.5×6㎝ 篭15×28×13㎝   
化粧箱  （29×16×13㎝）   
竹網篭（ベトナム製） 梱16入 ● （0230）  

H16760250-643339（V）　
陶彩「花だより」ペアカップ   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼） 径8.5×12.5㎝（350㎖）   
木箱  （13.5×19.5×10㎝）  
梱24入 （0230）

H16761200-643339（V）　
陶彩「花だより」組飯碗   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼） 径12×6㎝  
木箱  （25×13×7.5㎝）  
梱20入 （0230）

H16064350-643339（V）  
陶彩「花だより」 ペアカレーセット  
3,850円（本体価格3,500円）  

（美濃焼） 長径22×19×6㎝ スプーン17.5㎝   
紙箱  （23×23×8.5㎝）  梱16入  ● （0230）

H16819350-643339（V）  
陶彩「花だより」 睦揃   
3,850円（本体価格3,500円）  

（美濃焼） 碗径11.5×6㎝ マグ径9.5×8.5㎝（300㎖）   
紙箱  （26×23.5×9.5㎝）  コースター辺10.5㎝  
箸22.5㎝（中国製）  梱24入  ● （0230）   

③H16699250-643339（V）  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 ペアフリーカップ   
 2,750円（本体価格2,500円）  
 （美濃焼） 径8.5×9.5㎝（280㎖） 
 紙箱  （10.5×19×9.5㎝）  梱20入  （0107） 土

④H16700300-643339（V）  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 ペタンブラー   
 3,300円（本体価格3,000円）  
 （美濃焼） 径8×13.5㎝（370㎖） 
 紙箱  （14.5×18×9㎝）  梱16入  （0107） 土

⑤H16701300-643339（V）  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 ペアマグ   
 3,300円（本体価格3,000円）  
 （美濃焼） 径9.5×8㎝（280㎖） 
 紙箱  （11.5×21×9㎝）  梱16入  （0107） 土

⑥T94632150-643339（V）  陶彩「リファイン」ひすい蒼 片手スープ  
⑦T94633150-643339（V）  陶彩「リファイン」ひすい雲 片手スープ 
 各 1,650円（本体価格1,500円）
 　 （美濃焼） 径11×7㎝（330㎖）  
 　 ダンボール  （12×12.5×8㎝）  梱36入  （0107） 土

⑧H16889280-643339（V）  陶彩「リファイン」ひすい蒼 冷酒セット
⑨H16890280-643339（V）  陶彩「リファイン」ひすい雲 冷酒セット     
 各 3,080円（本体価格2,800円）
 　 （美濃焼） 冷酒器径10×9㎝（220㎖） ぐい呑み径7.5×6㎝（120㎖）   
 　 ダンボール  （10.5×11×10.5㎝）  梱24入  （0107） 土

①H16927080-643339（V）  
 陶彩「花だより」 茶托付煎茶（桜）
②H16928080-643339（V）  
 陶彩「花だより」 茶托付煎茶（鉄仙花）
 各 880円（本体価格800円）
 　（美濃焼） 碗径10×高6.5㎝ 皿径13㎝（220㎖）   
 　 紙箱  （13×14×7㎝）  梱60入 （0230）
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①

②③

陶彩〈和色〉スターター

①H16734200-644340（V）  和色 モーニング（B） 
②H16735200-644340（V）  和色 モーニング（G） 
③H16733200-644340（V）  和色 モーニング（P） 
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 （美濃焼）  マグ径8.5×9㎝（240㎖） 陶板辺18㎝   
 　 ダンボール  （18.5×18.5×3.5㎝）  梱12入 （0107） 

陶彩「和色」スターター

直火陶板

T95011480-644340（V）  
モザイク スリー片手スープ   
5,280円（本体価格4,800円） 

（美濃焼）  径11×6㎝（340㎖）   
スリーブ  （13×19.5×12㎝） （0107）

T95010480-644340（V）  
モザイク スリーフリーカップ   
5,280円（本体価格4,800円） 

（美濃焼）  径8.5×10.5㎝（300㎖）   
スリーブ  （12×28×10㎝） （0107）

H16603500-644340（V） 　
陶彩「天平」いろ重ね 茶托付湯呑揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼） 湯呑径9×5.5㎝（180㎖） 茶托径12㎝   
紙箱  （15×23×10㎝）  
梱12入  ● （0107） 土

H16607500-644340（V） 　
陶彩「天平」いろ重ね 菓子皿揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼） 径14.5×3㎝  
紙箱  （15×30×6㎝）  梱12入  ● （0107） 土

H16600350-644340（V）   
陶彩「天平」いろ重ね 菓子鉢   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼） 径20.5×6㎝  
紙箱  （22×22×6㎝）  
梱16入  ● （0107） 土    

H16604250-644340（V）  
陶彩「天平」いろ重ね 組湯呑   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼） 径7.5×9㎝（250㎖）  
木箱  （11×18×9㎝）  梱24入 （0107） 土   

H16912160-644340（V）  
陶彩「白雲」ざくら マルチ碗（あずま袋 付き）   
1,760円（本体価格1,600円）

（美濃焼） （あずま袋 中国製） カード付
径9.5×8.5㎝（270㎖）  
ダンボール  （10×10×9㎝）  
梱36入 （0107） 土

H16913250-644340（V）  
陶彩「白雲」ざくら（赤） 恵みセット（あずま袋 付き）   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼） （あずま袋 中国製） カード付 
碗径11.5×6.5㎝  湯呑径7.5×8㎝（180㎖）  
ダンボール  （12.5×12.5×10.5㎝）  
梱24入 （0107） 土

あずま袋（ポリエステル100%）はたたんで箱内に入ります。あずま袋 50×50㎝紫色、あずま袋 35×35㎝紺色です。

H16914160-644340（V）  
陶彩「白雲」はぎ マルチ碗（あずま袋 付き）   
1,760円（本体価格1,600円）

（美濃焼） （あずま袋 中国製） カード付
径9.5×8.5㎝（270㎖）  
ダンボール  （10×10×9㎝）  
梱36入 （0107） 土

H16915250-644340（V）  
陶彩「白雲」はぎ 恵みセット（あずま袋 付き）   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼） （あずま袋 中国製） カード付
碗径11.5×6.5㎝  湯呑径7.5×8㎝（180㎖）  
ダンボール  （12.5×12.5×10.5㎝）  
梱24入 （0107） 土

H16605250-644340（V）   
陶彩「天平」いろ重ね 組茶碗   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼） 径12×6㎝  
紙箱  （14×26×8㎝）  梱16入 （0107） 土   

T95009450-644340（V）  
モザイク スリーマグ   
4,950円（本体価格4,500円） 

（美濃焼）  径8.5×9㎝（300㎖）   
スリーブ  （10.5×31.5×10.5㎝） （0107）
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H16561450-645303　
陶彩「白雲」ざくら 楕円小鉢揃   
4,950円（本体価格4,500）
長径16㎝  紙箱  （17×26.5×10㎝）  梱12入 （0107）   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

四つ
葉クロ

ーバー種付

“四つ葉”のクローバーの 
製タネと

メッセージカードをセットしました。

H16640450-645303  陶彩「白雲」ざくら 茶托付湯呑揃   
4,950円（本体価格4,500円） 
湯呑径9㎝ （180㎖） 茶托径12㎝ 紙箱  （21×30.5×10㎝）   
茶托（プラ:日本製） 梱16入  ● （0107）   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

H16559400-645303（V）　
陶彩「白雲」ざくら 手付楕円鉢   
4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼） 長径34㎝  
紙箱  （36.5×22×7㎝） 梱12入  （0107） 土  
四つクローバー種・メッセージカード付き

H16770380-645303（V）  陶彩「白雲」ざくら 組皿   
4,180円（本体価格3,800円）

（美濃焼） 長辺29.5×13㎝  
紙箱  （14.5×30.5×5㎝）   
梱16入  （0107）▼ 土  
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

H16818280-645303（V）  陶彩「白雲」ざくら ペアマルチコップ   
3,080円（本体価格2,800円）

（美濃焼） 径9.5×8.5㎝（270㎖）  
桐箱 （10.5×19.5×11㎝）  
梱16入  ● （0107） 土  
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

H16562350-645303（V）　
陶彩「白雲」ざくら 睦揃   
3,850円（本体価格3,500）

（美濃焼） 飯碗径11.5×6.5㎝  湯呑径7.5×8.5㎝（180㎖） 
紙箱  （16.5×21×10㎝） 梱16入 ● （0107）   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き
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①

②

②

③

⑤

④

日本陶彩株式会社は、食卓を通じ家族の団欒が社会幸福の基礎と
なると信じ、特に「和」の精神は人間と人間とが支え合うことで、より
豊かな生活を実現してきた我が国日本の伝統と考え、「和＝
humanity」を将来へもつなげるために、日本赤十字社の「Together 
for humanity」精神に共鳴し、日本赤十字社愛知県支部との提携活
動として、当社のオリジナル製品の販売額から捻出金等で日本赤十
字社「社員」参加＝「活動資金への協力」をおこなうものとします。

当社のオリジナル製品（H番号）のご購入は、日本赤十字社への活動資金への協力の一部となります。

日本赤十字社の活動資金への
協力も行っている白雲（はくう
ん）のギフトシリーズは、命を象
徴するオリジナル商品です。こ
のシリーズに幸せを運ぶ、“四つ
葉のクローバーのタネ”がミッ
クスされてる「タネ」をセットし
ました。幸せと希望への願いを
込めて。 メッセージカード・日本赤十字社栞（しおり）付

四つ
葉クロ

ーバー種付
白雲（はくうん）
ギフトシリーズには「幸せ」を運ぶ

“四つ葉のクローバーのタネ”をセットしました！

白雲シリーズのギフトは
すべて

四つ
葉クロ

ーバー種付

商品です。

お箱お箱

①
③

④

②

四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

四つ
葉クロ

ーバー種付

①H15931250-646304（V）  陶彩「白雲ざくら」 一客碗皿（赤） 
②H15932250-646304（V）  陶彩「白雲ざくら」 一客碗皿（青） 
 各 2,750円（本体価格2,500円）  
 　 （美濃焼） 碗径9×7㎝（170㎖） 皿長径15㎝ 竹スプーン（中国製）

       柄付紙箱 （15.5×15.5×10㎝）  梱20入 （0107） 土  

③H15933200-646304（V）  陶彩「白雲ざくら」 ゆったり碗（赤） 
④H15934200-646304（V）  陶彩「白雲ざくら」 ゆったり碗（青）
 各 2,200円（本体価格2,000円）  
 　 （美濃焼） 径8×8㎝（260㎖）  茶托（日本製）

       柄付紙箱 （15.5×15.5×10㎝）  梱20入 （0107） 土  

①さくら手まり寿司　②たけのことイカの木の芽和え　③蛤の酒蒸し　
④千菓子　⑤抹茶とサクラのアイス　⑥桜茶

H16638400-646304（V）　
陶彩「白雲」ざくら 花びら銘々皿   
4,400円（本体価格4,000円） 
長径15㎝  紙箱 （15.5×30.5×5㎝） 梱16入 （0107） 土   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

H16636380-646304（V）　
陶彩「白雲」ざくら ペア碗皿   
4,180円（本体価格3,800円） 

（美濃焼） 碗径9×7㎝（170㎖） 皿長径15㎝  竹スプーン×2（中国製）   
紙箱 （16×26.5×9.5㎝） 梱16入  ● （0107） 土   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

H16886700-646304（V）  
陶彩「白雲」ざくら 新茶器揃   
7,700円（本体価格7,000円）

（美濃焼） 碗径9㎝（260㎖） 土瓶800㎖    
紙箱  （24×22.5×13㎝） 梱12入  ●  （0107） 土   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

①H16559400-646304（V）　
    陶彩「白雲ざくら」 手付楕円鉢         4,400円（本体価格4,000円） （美濃焼） （0107） 土     

②H16561450-646304（V）　
    陶彩「白雲ざくら」 楕円小鉢揃         4,950円（本体価格4,500円） （美濃焼） （0107） 土    

③H16638400-646304（V）　
    陶彩「白雲ざくら」 花びら銘々皿      4,400円（本体価格4,000円） （美濃焼） （0107） 土    

④H16818280-646304（V）　
    陶彩「白雲ざくら」 ペアマルチコップ 3,080円（本体価格2,800円） （美濃焼） ● （0107） 土  

⑤H16640450-646304（V）　
    陶彩「白雲ざくら」 茶托付湯呑揃      4,950円（本体価格4,500円） （美濃焼） ● （0107） 土   

日本陶彩(株)は日本赤十字社の会員として
2011年より活動資金の支援を続けています。
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大倉陶園は1919年（大正８年）の創業以来、大倉孫
兵衛、和親父子の精神にそって一貫して美術的価値
の高い磁器を作りつづけてまいりました。皇室御用
達を始め日本国迎賓館食器揃など各方面からご愛
顧をたまわっています。
大倉陶園の製品は“セーブルのブルー、オークラの
ホワイト”という言葉で賞賛され、“色の白さ磁器質
の硬さ、肌のなめらかさ”は他の追随を許さず、日
本における最高級の洋食器と賞されるほど高い評
価をえています。

BLUE ROSE［ブルーローズ］

「ブルーローズ」には２種類のデザインがあり、日常の食卓で

使いやすいアイテムを揃えております。大倉陶園独特の「岡染技

法」で表現される、柔らかく深みのある紺青の薔薇をぜひ、ご自

宅でお楽しみ下さい。

大倉陶園▲（◆8767※） 

花 毬［はなまり］

花毬は、手毬の様に花を丸く集めて房を付けた愛らしい絵柄です。桜と菊の

春秋文様は、季節を問わずおもてなしにもふさわしい気品があります。

8211/54HV-647  
大倉陶園 ブルーローズ 15㎝銘々皿セット   
16,500円（本体価格15,000円）

（日本製）  約径15㎝   
化粧箱  （15.5×15.5×7.5㎝）  梱12入

3221/114HV-647  
大倉陶園 花毬 小皿揃   
27,500円（本体価格25,000円）

（日本製）  約径13㎝  
化粧箱  （15.5×15.5×7.5㎝）  梱12入

8211/78CR-647  
大倉陶園 ブルーローズ ティー・コーヒー碗皿ペアセット   
18,700円（本体価格17,000円）

（日本製）  カップ約径9×5.5㎝（約190㎖） ソーサー約径14.5㎝   
化粧箱  （16×33×8.5㎝）  梱12入

2016/2A-647  
大倉陶園 金蝕バラ 23㎝花生   
33,000円（本体価格30,000円）

（日本製）  高さ約23㎝   
化粧箱  （24.5×15×14.5㎝）  梱6入

3221/49BJA-647  
大倉陶園 花毬 急須揃   
55,000円（本体価格50,000円）

（日本製）  急須（約525㎖） 湯呑約径9×4.5㎝（約185㎖）   
木箱  （21.5×32.5×11.5㎝）  梱6入

1001-2/54HR-647  
大倉陶園 ゴールドライン 
15㎝銘々皿ペアセット（金･白金）   
4,400円（本体価格4,000円）

（日本製）  約径15㎝   
化粧箱   （16×31×2.5㎝）  梱18入

8211/26CR-647  
大倉陶園 ブルーローズ モーニング碗皿ペアセット   
22,000円（本体価格20,000円）

（日本製）  カップ約径9×7㎝（約295㎖） ソーサー約径15㎝  
化粧箱  （16×33×10.5㎝）  梱12入

8011/74A-647  
大倉陶園 ブルーローズ 花瓶   
22,000円（本体価格20,000円）

（日本製）  高さ約19㎝   
化粧箱  （21×13×12.5㎝）  梱6入

3221/66HR-647  
大倉陶園 花毬 中皿2枚組   
16,500円（本体価格15,000円）

（日本製）  約径17.5㎝  
化粧箱  （18×35.5×2.5㎝）  梱12入
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Noritake▲（◆8767※） 

ハンプシャーゴールド&プラチナ
エレガントなパール調のアクセントカラーと、上品な白盛を施したリッチなテーブルウェアです。

京香旬菜
はんなり しっとり ほっこり お皿に盛られたおばんざい。
京都の伝統野菜を白磁のお皿に載せました。今の空気を感じる新しい和の器です。

4335-6L/P91310-648 Noritake  
ハンプシャーゴールド&プラチナ 
23㎝アクセントプレートペアセット（色変り）   
3,300円（本体価格3,000円）

（スリランカ製）  約径23㎝   
化粧箱  （25.5×25.5×6㎝）  梱10入 

4335-6L/P91332-648 Noritake 
ハンプシャーゴールド&プラチナ 
マグペアセット（色変り）   
3,300円（本体価格3,000円）

（スリランカ製）  約径8.2×9.9㎝（約310㎖）   
化粧箱  （12×22×11.5㎝）  梱18入 

1620-38L/F94531-648 Noritake  
京香旬彩 15.5cmプレートセット（5枚）（絵変り）   
6,600円（本体価格6,000円）

（スリランカ製）  約径15.5㎝   
化粧箱  （19×35.5×5㎝）  梱15入 

1620-15L/F94506-648 Noritake  
京香旬彩 14㎝ボウルセット（5個）（絵変り）   
6,600円（本体価格6,000円）

（スリランカ製）  約径13.9×5.9㎝ （約490㎖）   
化粧箱  （16.5×32×10.5㎝）  梱12入  

1620-5L/T94542-648 Noritake  
京香旬彩 23㎝スクエアプレート（加茂茄子）   
4,400円（本体価格4,000円）

（スリランカ製）  約23.2×23.2㎝   
化粧箱  （26×26.5×4.5㎝）  梱16入

4945-57L/P93656-648 Noritake  
トレフォリオ マグペア（色変り）   
5,500円（本体価格5,000円）

（スリランカ製）  約径8.9×10.3㎝（約395㎖）   
化粧箱  （12×22×11.5㎝）  梱18入 

4335-6L/P91988-648 Noritake    
ハンプシャーゴールド&プラチナ 
ティー･コーヒー碗皿ペアセット（色変り）   
4,400円（本体価格4,000円）

（スリランカ製）  カップ約径8.8×7.7㎝（約250㎖）
ソーサー約径15.2㎝   
化粧箱  （21×32×9㎝）  梱12入 

4945-57L/P93686-648 Noritake  
トレフォリオ ティー･コーヒー碗皿ペア（色変り）   
7,700円（本体価格7,000円）

（スリランカ製）  カップ約径9.1×6㎝（245㎖） 
ソーサー約径15.1㎝   
化粧箱  （21×31×7㎝）  梱15入 

4945-57L/P97311-648 Noritake  
トレフォリオ 22㎝プレートペア（色変り）   
5,500円（本体価格5,000円）

（スリランカ製）  約径22㎝   
化粧箱  （25.5×25.5×6㎝）  梱10入

ハミングブルー &ブロッサム
清涼なターコイズブルーと上品でやさしいピンクカラーに繊細な白盛りが愛らしく、
小花を纏う菱文様は、和テイストの彩り。

1645-19L/P94589-648 Noritake  
ハミングブルー&ブロッサム  
ティーコーヒー碗皿ペアセット（色変り）   
5,500円（本体価格5,000円）

（スリランカ製）  カップ約径9×6.5㎝（210㎖） ソーサー約径15㎝   
化粧箱  （約21×31×7㎝）  梱15入

1645-19L/P94555-648 Noritake  
ハミングブルー&ブロッサム  
マグペアセット（色変り）   
3,300円（本体価格3,000円）

（スリランカ製）  約径8.5×9.3㎝（295㎖）   
化粧箱  （約12×22×11.5㎝）  梱18入

1645-19L/P94540-648 Noritake  
ハミングブルー&ブロッサム  
19㎝スクエアプレートペアセット（色変り）   
5,500円（本体価格5,000円）

（スリランカ製）  約19×19㎝   
化粧箱  （約21.5×22×4.5㎝）  梱18入

9983-07L/Y6988-648 Noritake  
ヨシノ ティーコーヒー碗皿ペアセット（色変り）   
16,500円（本体価格15,000円）

（日本製）  カップ約径10.8×5.9㎝（220㎖）  
ソーサー約径16.2㎝   
化粧箱  （20×29.5×7㎝）  梱12入

4911L/M9715-648 Noritake  
オーチャードガーデン モーニングペアセット   
9,900円（本体価格9,000円）

（スリランカ製）  マグ約径9.2×9.4㎝（375㎖）   
プレート約径22㎝  
化粧箱  （25.5×36×10.5㎝）  梱6入 
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NIKKO▲（◆8768※） 

1954年設立のダンスク社は、デンマーク風という意味
より名付けられました。
スカンジナビアンモダンアートをコンセプトに、北欧を
中心としたデザイナー達にデザインされた製品を作り出
しているデザイン会社です。現代的で機能性に優れたダ
ンスクの製品は、流行や年代を越えた新しいぬくもりを
持っており、陶器製品のほとんどがオーブン、電子レン
ジ、食器洗浄機に使用可能と、とても実用的です。

DANSK▲（◆8740※） 

22241AL-649  
DANSK アラベスク ディナープレート   
5,500円（本体価格5,000円）

（スリランカ製）  径28×2.7㎝

22269AL-649  
DANSK アラベスク パスタボウル   
3,850円（本体価格3,500円）

（スリランカ製）  径20.5×5.5㎝（1215㎖）

08306/2BLBY-649  
DANSK チボリ ブルー ペアパンプレート   
4,400円 （本体価格4,000円）

（タイ製）  径18.3×2.5㎝

08307/2BLBY-649  
DANSK チボリ ブルー ペアマグ   
5,500円（本体価格5,000円）

（タイ製）  径7.3×10.4㎝（300㎖）  

02211NF/02277NF-649  
DANSK セージング ペアモーニングセット   
13,200円（本体価格12,000円）

（スリランカ製）  皿径20×2.5㎝ マグ径8×11㎝（320㎖） 

595010-649  
DANSK リーフ 
コーヒー･ヒメ10pcセット   
6,600円（本体価格6,000円）

（日本製）  12.5㎝

791267-649  
DANSK バブルコンフェティ 
ディナープレート   
2,750円（本体価格2,500円）

（中国製）  径24×2.1㎝   ガラス

791269/2-649  
DANSK バブルコンフェティ 
ペアフルーツボウル   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  径13×7㎝（470㎖）  ガラス

12471-3112-649 NIKKO  
スパングルス マグ（290cc） ホワイト   
4,400円（本体価格4,000円）

（日本製）  11.1×7.8×9.1㎝（290㎖）   
化粧箱  （9.7×9.7×10.5㎝）  梱48入 

12475-3112-649 NIKKO  
スパングルス マグ（290cc） ピンク   
4,400円（本体価格4,000円）

（日本製）  11.1×7.8×9.1㎝（290㎖）   
化粧箱  （9.7×9.7×10.5㎝）  梱48入 

12472-3112-649 NIKKO  
スパングルス マグ（290cc） ブルー   
4,400円（本体価格4,000円）

（日本製）  11.1×7.8×9.1㎝（290㎖）   
化粧箱  （9.7×9.7×10.5㎝）  梱48入

124725-FF01-649 NIKKO  
スパングルス ペアマグ（290cc） ピンク/ブルー   
8,800円（本体価格8,000円）

（日本製）  11.1×7.8×9.1㎝（290㎖）   
化粧箱  （11.7×18.2×9.7㎝）  梱12入 12471-CC24-649 NIKKO  

スパングルス ペア兼用碗皿 ホワイト   
14,300円（本体価格13,000円）

（日本製）  兼用碗10.8×8.6×7.2㎝（240㎖）  
兼用皿径14.8×2.4㎝   
化粧箱  （20.8×25×8㎝）  梱12入 
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中世の貴族文化で花ひらいたボヘミアガラスは時代と共に技術を磨いてきました。

飽くなき探究心とそれを支える職人の技術。

様々なエングレービング（彫刻）技法を使って宝石の様に輝く芸術品たちは

大切な方へのギフトとしても最適です。

ドリームライトは、ドイツの地で 1999 年に誕生しました。リビングを飾るインテリアアクセサリやギフトとして

世界 60カ国以上の国で親しまれるキャンドルホルダーのブランドです。柔らかな灯りや香りを楽しんだり、

お部屋のインテリアアクセントとして飾ったり、暮らしを輝かせるアイテムとして活躍します。

クロックは従来の時計にない華やかさを兼ね揃えたインテリアアイテムとして、お部屋を彩ります。

RN-353-650  
ボヘミアガラス プラウダ タンブラー 2P   
3,300円（本体価格3,000円）

（チェコ製）  高さ9.8㎝（330㎖）   
組み立て箱  （茶）（10×18.7×16.5㎝）   
梱10入  ▲（◆8759※） ガラス

PDV-220-650  
ボヘミアクリスタル 花瓶 25cm   
11,000円（本体価格10,000円）

（チェコ製）  高さ25㎝   
化粧箱  （30×18.5×16.5㎝）   
梱4入  ▲（◆8759※） 

RN-1000/N-650  
ボヘミアガラス ロージー サケ5P（フリーカップ）   
5,500円（本体価格5,000円）

（チェコ製）  径4.5～6.8㎝ 高さ4.5㎝～6.2㎝   
化粧箱  （26.5×18.5×8㎝）   
梱10入  ▲（◆8759※） ガラス

KA820/200-650  
ボヘミアガラス ワイン（S） 2P   
5,500円（本体価格5,000円）

（チェコ製）  高さ14.5㎝（200㎖）   
組み立て箱  （茶）（10×18.7×16.5㎝）   
梱10入  ▲（◆8759※） ガラス

MA-803-650  
ボヘミアクリスタル 花瓶 20.5cm   
22,000円（本体価格20,000円）

（チェコ製）  高さ25㎝   
化粧箱  （25×16×14㎝）   
梱8入  ▲（◆8759※） 

CDD2397-650  
ドリームライト
キャンドルホルダー UFO（S）   
2,750円（本体価格2,500円）

（ドイツ製）  径9㎝×5㎝   
化粧箱  （10.5×10.5×5.8㎝）
ティーライトキャンドル×1個  ガラス
梱48入  

CDD7241CL-650  
ドリームライト
クロック UFOミニ 
時計セット（台付き）   
5,500円（本体価格5,000円）

（ドイツ製）  径11㎝×4㎝   
化粧箱  （22.5×12×7㎝）
アクリル台  ガラス
梱18入  

CDD7297CL-650  
ドリームライト
クロック UFOミニ 
時計セット（台付き）   
5,500円（本体価格5,000円）

（ドイツ製）  径11㎝×4㎝   
化粧箱  （22.5×12×7㎝）
アクリル台  ガラス
梱18入  

CDD7229CL-650  
ドリームライト
クロック UFOミニ 
時計セット（台付き）   
5,500円（本体価格5,000円）

（ドイツ製）  径11㎝×4㎝   
化粧箱  （22.5×12×7㎝）
アクリル台  ガラス
梱18入  

　ドリームライト　本体:外ガラス 内部:ジェルと造花を内包  ▲（◆8759※）

CDD1941-650  
ドリームライト
キャンドルホルダー マーキュリー   
3,850円（本体価格3,500円）

（ドイツ製）  径約9㎝×8㎝   
化粧箱  （10.5×10.5×9㎝）
ティーライトキャンドル×1個  ガラス
梱24入  



●価格は2019年10月01日現在の消費税を含む総額にて表示しております。
●写真撮影、印刷等の条件により実際の商品と色が異なることがあります。了めご了承ください。
●やきものの特性上、一時的な品切れ、多少の寸法・色違いはご容赦ください。
●掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更したり、やむをえず廃番の場合がございます。
●品番のない商品は参考商品の場合があります。撮影用備品も含まれております。
●梱の数字は外箱入り数です。
●カタログ発行年月日：2022年01月21日　カタログ有効期限：2022年07月20日まで
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