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春夏秋冬、山から海から自然の恵み
美味しいという語は、味の美しさを愛でるから？

四季それぞれを大切にするため、器はある
それとも、四つ葉のクローバーに乗せたから？

いま、私の真心をのせてお届けします

●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。
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T94945300-1175  
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  （0218）

食器は料理のきもの

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。

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。

「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。
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北大路魯山人
（1883年〜1959年）

美と食の追求

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。

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。

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。

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、ゆったりな鉢です。
どんな料理にもあう素朴な風合いが魅力です。

T92855500-1183  
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9.8×11×3㎝  木箱  （0218）

T92852300-1180  
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  （0218）

T92523300-1181  
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㎝   
木箱  （0218）
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選べる「のし」

〈雅東窯〉

H16810300-333（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  ●（0107） 

ギフトは気持ちも一緒に届けるもの。
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選べる「のし」

気持ちに合わせた「のし」が選べます。
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「のし」という言葉を耳にする機会が多くありますが、具体的には何を「熨斗
（のし）」というのでしょうか。のし紙や祝儀袋の右上に縦長の六角形のもの
が付けられています。これが熨斗です。これにはアワビが深く関係してお
り、いにしえの人々が、贈り物に添えた、アワビを薄く削って引き伸ばし
た（熨した）ものが由来とされています。神話の時代に起源をもつといわれ
る熨斗アワビですが、今ではアワビを模した装飾を印刷や紙で代用してい
ます。それが、のし紙や祝儀袋につけられている縦長の六角形の飾りです。

のしの由来

選べる「のし」

〈雅東窯〉陶彩「選べるのし」

〈雅東窯〉陶彩「選べるのし」

選べる「のし」

H16812250-333（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  ●（0107） 

H16813300-333（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  竹スプーン（中国製）   
●（0107） 

あなたの想いに合わせて選べる「のし」に先様の笑顔がこぼれますね。
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②H16161300-337（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）  
 径11.4×5.6㎝ 径10.5×5.2㎝

③H16162350-337（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）  
 径8.5×12㎝ （350㎖）

①H16160300-337（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）  
 径7.7×8.8㎝ 径7.2×8㎝

陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ （萩焼） 化粧箱 （3805） 土

①

③

②

〈椿秀窯〉
陶彩「リファイン」

M54186300-337（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） 
18×30×4㎝ 

M54437500-337（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） 
鉢径21.5×7.2㎝  

〈錦山窯〉

H16717300-335（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   

（0107） 土
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内祝いはそもそも「お祝いごとのあった家が、
その喜びを身内と分かち合う」ために用意さ
れる品、言わば「幸せのおすそわけ」のよう
なものでした。「お祝いをもらったかどうか」
に関わらず「祝ってほしい・喜びを分かち合
いたい人」に差し上げるものだったのです。

内祝いはめでたい喜びの“おすそわけ”

H16709270-335（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  （0107） 土

H16766270-335（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  （0107） 土

〈錦山窯〉花ちらし

H16772350-333（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  （2203）

H16771350-333（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  ●（2203）

〈光玉窯〉唐草ねこ
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福々鉢
「福々鉢」は美濃焼伝統窯による競作です。

古来、日本では人生の節目ともなるさまざまな出
来事が起こると、ともに喜び悲しんで、様々な形で
相手を思いやります。それがご進物です。ご進物
にはいろいろなしきたりがあり複雑ですが、それ
は人と人とのおつきあいをよりスムーズにするた
めに生まれたものであり、長い歴史の中で育まれ
てきた日本独自の伝統文化だと言えます。

ご進物とは？

①H16395250-335（V）　
 宗山窯 安南らんまる 福々鉢   
 2,750円（本体価格2,500円）  
 径17.5×4.5㎝  

②H16396380-335（V）
 秀峰窯 鼠十草 福々鉢   
 4,180円（本体価格3,800円）  
 径18×6㎝  

③H16397350-335（V）
 兵山窯 砂唐津ウス文 福々鉢    
 3,850円（本体価格3,500円）  
 径19.3×4.5㎝

④H16398300-335（V）
 兵山窯 粉引くし目文 福々鉢   
 3,300円（本体価格3,000円）  
 径18.5×5.5㎝

⑤H16399250-335（V）
 武山窯 色絵らんまる 福々鉢   
 2,750円（本体価格2,500円）  
 径17×6㎝  

⑥H16400280-335（V）
 秀峰窯 織部渕唐津 福々鉢   
 3,080円（本体価格2,800円）  
 径19×4㎝  

①

②

③ ④

⑤ ⑥

「福々鉢」はこちらのお箱に入ります。

福々鉢  （美濃焼） 化粧箱 （0202） 土

〈雅東窯〉

H16936300-333（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  （0107） 
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T90856300-334（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㎝  化粧箱  （0230）

T90858250-334（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㎝  化粧箱  （0230）

T90859300-334（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㎝  化粧箱  （0230）

T90857250-334（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㎝  化粧箱  （0230）
「和み鉢」はこの
お箱に入ります。

T90855250-334（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㎝  化粧箱  （0230）

和み鉢
和み鉢は美濃で充実した女性の手によるものです。



9

H16062250-339（V）   
陶彩「花だより」 ペアマグ  
2,750円（本体価格2,500円）
径9.5×8.5㎝ （300㎖）  木箱  

H16063400-339（V）　
陶彩「花だより」 銘々皿付煎茶揃   
4,400円（本体価格4,000円）  
煎茶径10×6.5㎝ （220㎖）   
銘々皿径13㎝  紙箱  ●

H16065200-339（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）  
径9.5×8.5㎝ （300㎖）   
木箱  コースター（中国製）  

H16066200-339（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）  
径9.5×8.5㎝ （300㎖）   
木箱  コースター（中国製）  ●

〈源兵衛窯〉陶彩「花だより」

陶彩「花だより」 （美濃焼） （0230）

H16819350-339（V）  
陶彩「花だより」 睦揃   
3,850円（本体価格3,500円）  
碗径11.5×6.5㎝ マグ径9.5×8.5㎝ （300㎖）   
コースター辺10.5㎝  箸22.5㎝（中国製） 紙箱  ●

のし紙や祝儀袋にある、蝶結びや固結びのリボンの
ようにみえるものを「水引」といいます。この飾り
ひもは、めでたい場合には紅白を、そうでない場合
には白黒や黄白など、その色や結び方によって様々
な場面に応じた使い分けをします。その歴史は、宮
廷への献上品を紅白の麻ひもで結ぶというならわし
があったことにはじまるといわれ、室町時代後期に
なると、こよりに糊を引いて乾かし、紅白や金銀に
染め分けた紙糸が使用されるようになりました。

「水引」の由来
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H16064350-339（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）  
長径22×19×6㎝ スプーン17.5㎝  紙箱  ●

H16773350-339（V）  
陶彩「花だより」 篭入茶碗揃  
3,850円（本体価格3,500円）  
径11.5×16㎝ 篭15×28×13㎝   
竹網篭（ベトナム製）  化粧箱  ●

H16760250-339（V）　
陶彩「花だより」ペアカップ   
2,750円（本体価格2,500円）
径8.5×12.5㎝ （350㎖）  木箱  

H16761200-339（V）　
陶彩「花だより」組飯碗   
2,200円（本体価格2,000円）
径12×6.5㎝  木箱  

〈源兵衛窯〉陶彩「花だより」

陶彩「花だより」 （美濃焼） （0230）

①H16927080-339（V）  
 陶彩「花だより」 茶托付煎茶（桜）
②H16928080-339（V）  
 陶彩「花だより」 茶托付煎茶（鉄仙花）
 各 880円（本体価格800円）
 　 碗径10×高6.5㎝ 皿径13㎝ （220㎖）  紙箱

①

②
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① ②

①H16699250-339（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）  
 径8.5×9.5㎝ （280㎖）  紙箱

②H16700300-339（V）   
 陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 ペアタンブラー   
 3,300円（本体価格3,000円）   
 径8×13.5㎝ （370㎖）  紙箱

③H16701300-339（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）   
 径9.5×8㎝ （280㎖）  紙箱

〈竜山窯〉陶彩「リファイン」

陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 （美濃焼） （0107） 土

⑤

④

⑦

⑥

④T94632150-339（V）  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼 片手スープ  
⑤T94633150-339（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）
 　 径11×7㎝ （330㎖）  ダンボール  

⑥H16889280-339（V）  陶彩「リファイン」ひすい蒼 冷酒セット
⑦H16890280-339（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）
 　 冷酒器径10×9㎝ （220㎖） ぐい呑み径7.5×6㎝ （120㎖）  ダンボール   

③
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〈雅東窯〉陶彩「軽々」

H16410300-334（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  （0107）  

H16411300-334（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  ●（0107）  

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）。

〈裏面〉

3枚揃えは、睦み揃えに
お二人の想いを加えて
3枚にしたものです。

H16480250-334（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  （0107）

H16481300-334（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  （0107）
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〈天龍窯〉陶彩「リファイン」 
 花千筋

陶彩「リファイン」 花千筋 （波佐見焼） 化粧箱 （2203）

①

④

②

③
④H16918250-336（V）  
 陶彩「リファイン」 花千筋 トリオ小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 13×12×5㎝  

①H16919300-336（V）  
 陶彩「リファイン」 花千筋 小皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 10.5×10×2㎝  

②H16920300-336（V）  
 陶彩「リファイン」 花千筋 小付揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 9.5×9×4.5㎝  

③H16917250-336（V）  
 陶彩「リファイン」 花千筋 トリオ取皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 15.5×15×2㎝  
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H16641500-336（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  ●（0107） 土

〈雅東窯〉四季

〈洸琳窯〉すみれ

H16749320-335（V）  すみれ 組飯碗  
大径11.7×5.3㎝  小径11.2×5.0㎝  

H16750320-335（V）  すみれ 組コップ  
大径7.8×8.4㎝ （220㎖） 小径7.3×7.9㎝ （190㎖） 

各 3,520円（本体価格3,200円） 
　 （波佐見焼） 化粧箱  ●（2216） 
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ぶどう水仙丸紋

鉄仙半丸紋

梅半丸紋 花丸紋

H16763500-338（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  （2230） 

〈伊兵衛〉
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陶彩「ナチュラルテイスト」粋-ORIBE  化粧箱  （1104）

②H16678800-337（V）  十草 多用皿揃   
 8,800円（本体価格8,000円） 
 （瀬戸焼）  径19×2.5㎝  

①H16677500-337（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㎝  

陶彩「ナチュラルテイスト」粋-ORIBE

①

②

〈陶彩〉「ナチュラルテイスト」

H16567400-338（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  （0230） 

H16568380-338（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  （0230） 
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〈陶悦窯〉

H15847300-338（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㎝）  ●（2204） 

3枚揃えは、睦み揃えに
お二人の想いを加えて3
枚にしたものです。

②H16505280-335（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㎝  紙箱  （2203）

①H16504380-335（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㎝  紙箱  （2203）

①

②
やさしく淡い染付のタッチはどこか懐かしく、
年齢を問わず癒される感覚。
普段使いにピッタリのうつわです。

〈和山窯〉染旬菜
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〈椿秀窯〉

M54375350-338（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  （3805） 土

〈磁光園〉麦わら十草

⑥
④

⑤

④H16440500-337（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㎝  （1107）  

⑤H16441500-337（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㎝  （1107）  

⑥H16442200-337（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  （1107）

うっすらとした茶色の生地に茶と赤の独特な縞模
様が、麦の穂を想起させることからムギワラテと名
付けられました。落ち着いたデザインの商品ですの
で様々な食卓のシーンで活用できます。

① ② ③

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

①H16007150-338（V）  白うのふ ビアカップ  
②H16008150-338（V）  益子うのふ ビアカップ  
③H16009150-338（V）  ピンクうのふ  ビアカップ

〈雅東窯〉
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H16514300-336（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  ●（0212） 

①H16788200-336（V）  加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（赤）
②H16789200-336（V）  加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（黒）
③H16790200-336（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）  
 　 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  （0212） 

①

②

③

クールジャパン賞
H16788200
H16789200
H16790200
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〈ヤマ亮〉

〈ヤマ亮〉 〈ヤマ亮〉

H16800400-336（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  （0230） 

H16799380-336（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  （0230）

H16825500-336（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  （0230） 

H16825500

H16801330-336（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  （0230）木台は演出用で商品ではありません。

〈ヤマ亮〉
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〈土喜陶窯〉染小紋

⑤

④

〈聖栄窯〉ナチュレ

④H16774300-338（V）  サークル ニューライフセット
⑤H16775300-338（V）  ブリック 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  （2203）

①H16937230-338（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 （1105）

②H16938260-338（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 （1105）

③H16939280-338（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 （1105）

②

①

③
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①H16131150-337（V）  
 いろどり 五客珍味揃 
 1,650円（本体価格1,500円） 
 径11×3㎝  

②H16132150-337（V）  
 きなり 三ッ組鉢 
 1,650円（本体価格1,500円） 
 大長径14.5×4㎝  中長径11.5×3.5㎝  
 小長径9×3㎝ 土  

③H16134150-337（V）  
 彩 ペアボール
 1,650円（本体価格1,500円） 
 径12×8㎝

④H16135150-337（V）  
 釉彩 ペア茶菓揃
 1,650円（本体価格1,500円） 
 コップ径7×7.5㎝ （130㎖）  
 皿辺13.5㎝

⑤H16136150-337（V）  
 釉彩 焼酎ペアカップ
 1,650円（本体価格1,500円） 
 コップ径8.5×12.5㎝ （300㎖） 

⑥H16133120-337（V）  
 彩 ペアマグ　 
 1,320円（本体価格1,200円）  
 径8×8.5㎝ （220㎖）  

〈雅東窯〉名披露目

②

①

④

⑤

③

⑥

名披露目 （美濃焼） 紙箱 （0107）

「引出物」はその昔、宴席の主が「招待客へのお
土産として用意した馬を、庭先に引き出して見
せた」という風習から、「宴の招待客へのお土産」
を指す言葉になったと言われます。お土産です
から「どなたにも同じものを用意する」わけです。

引出物は宴席の主からの“お土産”
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モザイク

モザイク （美濃焼） スリープ
① （0107）

T95011480-340  
モザイク スリー片手スープ   
5,280円（本体価格4,800円） 
径11×6㎝ （340㎖）  

T95010480-340  
モザイク スリーフリーカップ   
5,280円（本体価格4,800円） 
径8.5×10.5㎝ （300㎖）

T95009450-340  
モザイク スリーマグ   
4,950円（本体価格4,500円） 
径8.5×9㎝ （300㎖）  
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①H16734200-340（V）  
 和色 モーニング（B） 

②H16735200-340（V）  
 和色 モーニング（G） 

③H16733200-340（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㎝  （0107）

陶彩「和色」スターター

和色スターター

②撫子（なでしこ）

③鶸色（ひわいろ）

①水縹（みずはなだ）

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。

陶彩「夢彩」ぶどう （美濃焼） 紙箱 （0107）

〈雅東窯〉
陶彩「夢彩」ぶどう

H16552250-338（V）　 
陶彩「夢彩」ぶどう 小皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）
径11.5㎝

H16556500-338（V）　 
陶彩「夢彩」ぶどう 茶托付湯呑揃   
5,500円（本体価格5,000円）
湯呑径8.5㎝ （150㎖）   
茶托プラ（日本製）  ● H16554600-338（V）　 

陶彩「夢彩」ぶどう 茶器揃   
6,600円（本体価格6,000円）
土瓶 650㎖  湯呑径8.5㎝ （150㎖）  
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H16600350-340（V）   
陶彩「天平」いろ重ね 菓子鉢   
3,850円（本体価格3,500円）
径20.5×6㎝  ●

H16603500-340（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）
湯呑径9×5.5㎝ （180㎖）  
茶托径12㎝  ●

H16604250-340（V）  
陶彩「天平」いろ重ね 組湯呑   
2,750円（本体価格2,500円）
径7.5×9㎝ （250㎖）  木箱 

H16605250-340（V）  
陶彩「天平」いろ重ね 組茶碗   
2,750円（本体価格2,500円）
径12×6㎝  

H16607500-340（V）　
陶彩「天平」いろ重ね 菓子皿揃   
5,500円（本体価格5,000円）
径14.5×3㎝  ●

陶彩「天平」いろ重ね （美濃焼） 紙箱 （0107） 土
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陶彩「白雲」 （美濃焼） （あずま袋 中国製） ダンボール カード付 （0107） 土

あずま屋

あずま屋 あずま屋

あずま屋

あずま屋

あずま屋

あずま屋

あずま屋

あずま屋

あずま屋

H16912160-340（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）
径9.5×8.5㎝ （270㎖） 

H16914160-340（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）
径9.5×8.5㎝ （270㎖） 

H16913250-340（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）
碗径11.5×6.5㎝  湯呑径7.5×8㎝（180㎖） 

H16915250-340（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）
碗径11.5×6.5㎝  湯呑径7.5×8㎝（180㎖） 

コストパフォーマンス賞
恵みセット

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。



27

ほんのりする桜柄が、季節を運ぶ器たち。
春を感じる、桃の香りでわくわくする。
さりげなくテーブルに揃えると、お料理にも花が咲きそう。
向かい合い、語り合い、大好きなうつわでおもてなしを愉しむ。

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。

陶彩「白雲」ざくら （美濃焼） （0107） 土

H16559400-303（V）　
陶彩「白雲」ざくら 手付楕円鉢   
4,400円（本体価格4,000円）
長径34㎝  紙箱    
四つクローバー種・メッセージカード付き  

H16638400-304（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 
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
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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

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。

③H16638400-304（V）  陶彩「白雲ざくら」 花びら銘々皿 4,400円（本体価格4,000円）    

①H16559400-304（V）  陶彩「白雲ざくら」 手付楕円鉢 4,400円（本体価格4,000円）    
②H16561450-304（V）  陶彩「白雲ざくら」 楕円小鉢揃 4,950円（本体価格4,500円）   

④H16818280-304（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） ● 

⑤H16640450-304（V）  陶彩「白雲ざくら」 茶托付湯呑揃 4,950円（本体価格4,500円） ● 

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

陶彩「白雲」ざくら （美濃焼）  （0107） 土  

①

②

②

③

④

⑤

桜の葉の上品な香りの手まり寿しを
気の合う仲間と楽しみましょう。

H16636380-304（V）　
陶彩「白雲」ざくら ペア碗皿   
4,180円（本体価格3,800円） 
碗径9×7㎝ （170㎖） 皿長径15㎝   
竹スプーン×2（中国製）  紙箱 
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  ●
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H16818280-303（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）
径9.5×8.5㎝ （270㎖）  桐箱   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  ●

H16561450-303（V）　
陶彩「白雲」ざくら 楕円小鉢揃   
4,950円（本体価格4,500円）
長径16㎝  紙箱   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  

H16770380-303（V）  
陶彩「白雲」ざくら 組皿   
4,180円（本体価格3,800円）
長辺29.5×13㎝  紙箱   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  ▼

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。　●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。
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四つ
葉クロ

ーバー種付

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。

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！

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。

陶彩「白雲」ざくら （美濃焼） （0107） 土

H16640450-303（V）  
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  
茶托（プラ:日本製）    
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  ●

H16886700-304（V）  
陶彩「白雲」ざくら 新茶器揃   
7,700円（本体価格7,000円）
碗径9㎝ （260㎖） 土瓶800㎖   紙箱   
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  ●

H16562350-303（V）  
陶彩「白雲」ざくら 睦揃   
3,850円（本体価格3,500円）
飯茶碗径11.5×6.5㎝ 湯呑径7.5×8.5㎝ （180㎖） 紙箱 
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  ●

陶彩「白雲」ざくら （美濃焼） 柄付紙箱 （0107） 土  

① ③

④②
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

①H15931250-304（V）  陶彩「白雲ざくら」 一客碗皿（赤） 
②H15932250-304（V）  陶彩「白雲ざくら」 一客碗皿（青） 
 各 2,750円（本体価格2,500円）  
 　 碗径9×7㎝ （170㎖） 皿長径15㎝ 竹スプーン（中国製）

③H15933200-304（V）  陶彩「白雲ざくら」 ゆったり碗（赤） 
④H15934200-304（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）  
 　 径8×8㎝ （260㎖）  茶托（日本製）



日本陶彩株式会社は、わが国の心豊かな食空間と生活
文化の向上を目指すNPO法人『食空間コーディネート
協会』の企業会員として活動すると共に、人が中心の
豊かな「暮らし」のため日本赤十字社や日本障害者協
議会の活動資金への支援活動をおこなっております。 

カタログ有効期限：2022年07月20日まで

カタログ発行年月日：2022年01月21日
ホームページ   http://www.tohsai.com

企 画 制 作 / 　 　 　 　  株 式 会 社

●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。

日本陶彩は、一般社団法人和食文化国
民会議（略称：和食会議）の会員です。

「食」と「器」は密接不可分です。

http://washokujapan.jp/


