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有田焼

B47785700-201　
献上古伊万里 コーヒー碗皿揃   
16,500円（本体価格15,000円）

（有田焼）  碗径9×7㎝  （300㎖）  
皿径15×2㎝  化粧箱     
①  梱8入  （2201） 

日本遺産認定
「日本磁器のふるさと肥前

 ～百花繚乱のやきもの散歩～」

「肥前窯業圏」
活性化推進協議会

https://www.facebook.com/ やきものの里 -
肥前窯業圏 -952400031534759/ （L337）

B47518300-201　
一峰 薄濃白椿 楕円盛鉢   
オープン価格 

（有田焼）  22.5×16.5×高さ8㎝  化粧箱   
①  梱20入  （2103） 

B47519400-201　
宗右衛門 染錦丸紋 舟型鉢   
オープン価格 （有田焼）  40.5×14.5㎝  
化粧箱   ①  梱16入  （2103） 

B47520500-201　
惣太窯 絵変り 角小付揃   
オープン価格 

（有田焼）  8.5×8.5×高さ5㎝  化粧箱   
①  梱16入  （2103） 

B47521500-201　
宗右衛門 ひょうたん 角取皿揃   
オープン価格 

（有田焼）  辺15×15㎝  化粧箱   
①  梱16入  （2103） 

B47523600-201　
宗右衛門 渕錦木の実 菊型長皿揃   
オープン価格 

（有田焼）  22.5×12.5㎝  化粧箱   
①  梱12入  （2103） 

■販売価格は店頭にてご確認くださいませ。

B47875500-201-52628 
柿絵 五方なぶり菓子鉢   
11,000円（本体価格10,000円） 

（有田焼）  24×7.5㎝  化粧箱   
①  梱16入  （2201） 

有田焼
（英中韓語）

B40496500-201  
観山窯 花絵 取皿揃   
オープン価格

（有田焼） 径12.3×高2㎝  化粧箱   
① 梱16入  ▲（2103） 

B40497500-201  
一峰 藍唐花 反小鉢揃   
オープン価格

（有田焼）  径11×高5.3㎝  化粧箱   
① 梱16入  ▲（2103） 

B40498500-201  
惣太窯 絵変り 楕円皿（小）揃   
オープン価格

（有田焼）  13×10㎝  化粧箱   
① 梱16入  ▲（2103） 
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●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。 ■ 「食」と「器」の関係は密接不可分です。和食とその器にまつわる「ちょっとした」情報を、作者の思いをそのままに改変、要約せず、その出典と共にご紹介します。

　「和食」文化の保護・継承プロジェクトをおこなっている一般社団法人和食文化国民会議（略称：「和食会議」）の日本陶彩株式会社は発足からの会員です。

「やきもの談義」
加藤「山の神にね、正月の二日に馬を作って供えるん
ですよ。沙器馬（さきま）って朝鮮ではいうとるんです。
これは陶器の馬ちゅうことですよ。朝鮮には」白洲「そ
の馬は何で作ってあるの。」加藤「うん、陶器で作っ
て、僕ら子供の頃までやっとったんです。」……
出典：白洲正子・加藤唐九郎著「やきもの談義」

風媒社（199709）（引用紹介）

本の紹介10月31日

「海の恵み、山の幸豊かな日本の食の源流」
「世の中が動く、工芸も新しく」と、主に陶芸家
であって、東京芸術大学でのご研究、ご教鞕も
おとりになった、その底流には、「なぜ、私たちが
日本食と日本の器にこだわるのか？」が陶器を
作るうえでも、その根本としているそうです。

出典：浅野陽著「食と器と日本人」
　群羊社（19971005）（引用紹介）

本の紹介

「陶（すえ）ながく美味しさを彩る
食卓を提案（「陶彩の日」）」

日本陶彩株式会社は、色鮮やかな日本の自然のな
か、豊かな食卓を「器（うつわ）」で彩りよく演出し、よ
り美味しく食して欲しいという願いを込めて、10月３１
日を「陶彩の日」（「１０（とう）」「31（サイ）」の日）
としました。「日本記念日協会認定」

“いい日本食”「和食の日」

一般社団法人和食文化国民会議は
「和食」文化の保護・継承プロジェクト
（Washoku JAPAN）を展開。日本陶
彩も会 員として参 加しています 。

11月24日



B45345380-202  絵変り野菜 取鉢揃   
8,800円(本体価格8,000円） 
(波佐見焼）  径14.5×4.5㎝  紙箱   
①  梱20入  (2203） 

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

B47522500-202　
洸琳 青白磁線彫 和皿揃   
オープン価格

（波佐見焼）  径18.5㎝  化粧箱  ①  梱12入  
（2103） ■販売価格は店頭にてご確認くださいませ。

B47524100-202　
洸琳 六瓢（むびょう） 蒸碗揃   
オープン価格

（波佐見焼）  径7.5×6.5㎝  化粧箱  ①  梱10入   
（2103） 

波佐見焼

B40512350-202  
渕ライン 多用皿揃   
7,700円（本体価格7,000円）

（波佐見焼）  約径16.5×3.5㎝  化粧箱   
①  梱14入  （2203） 

B40514380-202  
サギ地紋 煎茶揃   
8,360円（本体価格7,600円）

（波佐見焼）  約径8.5×6㎝ （170㎖）  木箱   
①  梱20入  （2203） 

B40511380-202  
草花紋 煎茶揃   
8,360円（本体価格7,600円）

（波佐見焼）  約径8.5×6㎝ （170㎖）  木箱   
①  梱20入  （2203） 

B40513380-202  
丸紋唐草 木甲小鉢揃   
8,360円（本体価格7,600円）

（波佐見焼）  約径13×4.5㎝  化粧箱   
①  梱16入  （2203） 

B40516380-202  
十草山水 煎茶揃   
8,360円（本体価格7,600円）

（波佐見焼）  約径8.5×6㎝ （170㎖）  木箱   
①  梱20入  （2203） 

B40517300-202  
野菜絵 4寸取皿揃   
6,600円（本体価格6,000円）

（波佐見焼）  約径12.5×3㎝  化粧箱   
①  梱20入  （2203） 

B40515300-202  
染付波うさぎ 4寸小皿揃   
6,600円（本体価格6,000円）

（波佐見焼）  約径12×2㎝  化粧箱   
①  梱20入  （2203） 

B40518380-202  
染付唐草 瓢小鉢揃   
8,360円（本体価格7,600円）

（波佐見焼）  約径12×5.5㎝  化粧箱   
①  梱16入  （2203） 

B40519200-202  
二色唐草 預け鉢   
4,400円（本体価格4,000円）

（波佐見焼）  約径15×5㎝  化粧箱   
①  梱30入  （2203） 

B40520380-202  
二色唐草 なぶり小鉢揃   
8,360円（本体価格7,600円）

（波佐見焼）  約径12×5㎝  化粧箱   
①  梱16入  （2203） 

Recommend
11月23日は茶碗の日
五穀豊穣に感謝して茶碗で食す

Recommend
10月31日は陶彩の日
陶彩の彩りを愛でる
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希望 陶瓷 陶彩り 日本

2月28日は、「織部の日」です。岐阜県土岐市が制定。

参考資料

「斉藤光治」氏は「浅野陽やきもの塾（講談社）」で、次のよ
うにおっしゃってます。

豊かな器を作りたい、楽しい器を作りたい。
例えば、「粋（いき）」ということばがあって、これは説明が難
しい観念だとかいわれるけど、そうじゃないんですね。庶民
がごく日常で体験する中に、キラキラ輝いているものなんで
すね。　  　　 出典：浅野陽/斉藤光治著「浅野陽やきもの塾」

講談社（引用紹介）

Hygge器は食を盛る、食は器に盛られる



波佐見焼

B47876250-203-52641
青藍紋様 角取皿揃  
5,500円（本体価格5,000円） 

（波佐見焼）  15×15×2.5㎝  化粧箱   
①  梱16入  ●（2201） 

B47877250-203-52644
青藍紋様 角小鉢揃  
5,500円（本体価格5,000円） 

（波佐見焼）  14×14×5.5㎝ （375㎖） 化粧箱   
①  梱16入  ●（2201） 

軽量

軽量
B47469150-203-14138　
藍丸紋 手付軽量鉢トリオ   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  16.5×14.5×5.5㎝ （450㎖）  化粧箱   
①  梱18入  ●（2201） B47180200-203-13309  藍丸紋 軽量取皿揃  

4,400円（本体価格4,000円）
（波佐見焼）  径15×3㎝  色ダンボール  ①  梱16入  ●（2201） 

B47790200-203-13308  
藍丸紋 軽量フリーカップ揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（波佐見焼）  径7.5×11㎝ （275㎖）   
色ダンボール  ①  梱16入  ●（2201） 

軽量

B47182150-203225-13303　
藍丸紋 軽量飯碗揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径１１．５×6.5㎝  色ダンボール  ①   
梱16入  ●（2201） 

B47470120-203240-14137  
藍丸紋 レンジ3点セット   
2,750円（本体価格2,500円）  

（波佐見焼）  径11×6㎝ （325㎖） 化粧箱   
①  梱16入  ●（2201） 

電子レンジ

波佐見焼
（英中韓語）

B47181150-203-13304　
藍丸紋 軽量カップ揃  
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径8．５×6.5㎝ （225㎖）  色ダンボール   
①  梱16入  ●（2201） 

B47795150-203225-13305　
藍丸紋 軽量お好み丼トリオS  
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径13.5×8.5㎝  色ダンボール  ①   
梱16入  ●（2201） 

軽量 軽量軽量

軽量

P40もご参照ください。

Hit!Hit! Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!
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B40641200-203228-13310  
藍丸紋 軽量取鉢セット   
4,400円（本体価格4,000円）

（波佐見焼）  径14.5×5.5㎝ （450㎖）  色ダンボール  
① 梱12入  （2201） 

B40643150-203-14051  
藍丸紋 軽量小付セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径10.5×高さ4.5㎝ （200㎖）  
①  梱24入  （2201） 

B40642150-203224-14050  
藍丸紋 軽量小皿セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径10.5×高さ2㎝  色ダンボール   
①  梱24入  （2201） 

軽量 軽量



●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

竹下敬三

原節夫

萩焼

〈椿秀窯〉

〈天龍窯〉

⑥B46124220-204228   
 天龍窯 姫萩 汲出し揃　 
 3,850円（本体価格3,500円）  
 径8×6㎝ （150㎖）  化粧箱  梱30入  

⑫B46545210-204225  
 椿秀窯 刷毛目 組湯呑   
 3,300円（本体価格3,000円）
 小径6.5×8.5㎝ （180㎖）  
 大径7×9.5㎝ （240㎖）  化粧箱  梱30入

⑬B46547350-204  
 椿秀窯 姫土 珈琲碗皿ペア   
 5,500円（本体価格5,000円）
 碗径8×6㎝ （180㎖） 皿径14×2.5㎝   
 化粧箱  梱15入

⑪B47804650-204  
 天龍窯 白萩 葉鉢   
 11,000円 
 （本体価格10,000円）
 23×21×高さ8㎝   
 化粧箱 (24.5×23×10.5㎝）   
 梱8入  

⑫〜⑭ 椿秀窯 （萩焼） ① （3805） 土

⑥〜⑪ 天龍窯 （萩焼） ① （3806） 土

⑭B46549700-204  
 竹下敬三 耳付かいらぎ花生 
 11,000円（本体価格10,000円）  
 11×高さ25㎝  木箱 (28.4×14.8×14.5㎝）   
 梱12入

萩焼
（英中韓語）

⑦B40451225-204  
 天龍窯 姫萩 ペアカップ   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 径8.5×10㎝ （250㎖）   
 化粧箱  梱32入

⑨B40452280-204  
 天龍窯 白萩 ポット   
 4,400円（本体価格4,000円）
 径10.5×11㎝ （400㎖）  紙箱   
 茶こし付き  梱32入

⑧B40453350-204  
 天龍窯 刷毛目 ペアカップ   
 5,500円（本体価格5,000円）
 径9×9㎝ （300㎖）   
 化粧箱  梱18入

⑩B40454560-204  
 原節夫 御本手 面取夫婦湯呑   
 8,800円（本体価格8,000円）
 大径8×9㎝ （300㎖）  
 小径7.5×8.5㎝ （250㎖）  
 木箱 （12×19×10.5㎝）  梱16入

リーブス  （波佐見焼）  半化粧箱  ① （2203） 

リーブス

①

②

③

④

⑤
①B40069150-204  
 リーブス Sプレートセット 
 3,300円（本体価格3,000円）  
 径9.5×2㎝  梱30入  ● 

②B40070150-204  
 リーブス Sボウルセット  
 3,300円（本体価格3,000円）  
 径9.5×4㎝  梱30入 

③B40074150-204  
 リーブス Lボウル  
 3,300円（本体価格3,000円）  
 径19.5×7.5㎝  梱30入

④B40071200-204  
 リーブス Mプレートセット  
 4,400円（本体価格4,000円）  
 径15.5×3㎝  梱20入 

⑤B40072250-204231  
 リーブス Mボウルセット  
 5,500円（本体価格5,000円）  
 径14.5×6㎝  梱20入 

波佐見焼

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい 

日常の美

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/

4
4月8日は、「四葉の日」です。日本陶彩は当社オリジナル「白雲」シリーズを「クローバーの種」付きとし幸せの贈り物としました。

希望 陶瓷 陶彩り 日本



美濃焼

B47811250-205  
絵変り 軽い丼揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼） 径16.5×8㎝ （700㎖）  紙箱  
①  梱16入  ●（0202） 

B47810200-205  
絵変り 軽い飯碗揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼） 径11×6.5㎝ （250㎖）  紙箱  ①  梱12入   
●（0202） 

B47812200-205228  
絵変り 軽い小鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 径12×4.5㎝ （250㎖）  紙箱  ①  梱16入   
●（0202）  

軽量

B47703180-205224　 
絵変り 軽い取皿揃  
2,750円 
(本体価格2,500円）  
(美濃焼)  径16.5㎝  紙箱   
①  梱16入  ●（0202) 

軽量

Hit!Hit!

Hit!Hit!軽量 Hit!Hit!

B40315200-205224  
絵変り 楕円深皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16×14×4㎝  紙箱  ①  梱16入   
●（0202） 

軽量

B47696130-205219
絵変り 軽い小皿揃   
2,200円(本体価格2,000円)  
(美濃焼)  径12.5㎝  紙箱  ①  梱24入   
●（0202) 

軽量 軽量

http://www.tohsai.com/

「茶碗の日」
11月23日。勤労を尊び、生産を
祝い、国民が互いに感謝し合う
との趣旨で制定された祝日。茶碗
（飯碗）に、出回り始めた新米は、
いかにも美味しそう。11月23日を
「茶碗の日」として、あらためて
新米と茶碗を愉しみにしたいと
日本陶彩（株）は考えました。 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/

ローズ

Hit!Hit! Hit!Hit! Hit!Hit! Hit!Hit!

11月23日
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B40645200-205225  
絵変り 軽量パスタ皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径22×3.5㎝  紙箱   
①  梱16入  ●（0202） 

B40658130-205218  
ローズ パスタ皿ペア   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径20×4㎝  化粧箱  ①  梱16入  
（0232） 

B40659150-205  
ローズ 小鉢5P   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径13×4㎝  化粧箱  ①  梱16入  
（0232） 

B40660180-205  ローズ ケーキ皿5P   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16.5×2.5㎝  化粧箱  ①  梱12入  （0232） 

B40661220-205  
ローズ カレー皿4P   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径20.5×4㎝  化粧箱   
①  梱10入  （0232） 

B40662180-205  
ローズ ボウル5P   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径14.5×4.5㎝  化粧箱   
①  梱12入  （0232） 



印花

美濃焼

濃十草  （美濃焼）  ダンボール  ①  ●（0203）

濃十草

⑪

⑭

⑬
⑫

①

⑥

②
⑦

③

⑧

④

⑨

⑤

⑩

⑪B40092100-206217  濃十草 小皿揃   
 1,650円（本体価格1,500円） 径12.1㎝  梱30入 

⑭B40093130-206  濃十草 小鉢揃   
 2,200円（本体価格2,000円） 11×10.8×4.1㎝  梱20入

⑬B40094160-206225  濃十草 取鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円） 13.8×13.5×5.4㎝  梱16入

⑫B40095150-206225  濃十草 和皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円） 径16.5×3.2㎝  梱20入

⑮B47906200-206227  線唐草 茶托付湯呑揃   
 3,300円（本体価格3,000円） 碗径9×6㎝ （165㎖） 

⑯B47581200-206230  花唐草 茶托付湯呑揃   
 3,300円（本体価格3,000円） 碗径9×6㎝ （165㎖） 

⑰B40401250-206230  花園 茶托付湯呑揃   
 3,850円（本体価格3,500円） 碗径9×6㎝ （165㎖）

⑱B47580250-206  染赤絵 茶托付湯呑揃   
 3,850円（本体価格3,500円） 碗径9×6㎝ （165㎖） 

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

⑰

（美濃焼）  紙箱  茶托プラ径12㎝  ① 梱16入  ●（0107）

ちょっと大きな野菜 （美濃焼） ① （0203） 印花 （美濃焼） ① （0203）

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

陶磁器のしおり

（英中韓語）

漆器のしおり

（英中韓語）

⑯ Hit!Hit!

⑱ Hit!Hit!

⑮ Hit!Hit!

ちょっと大きな野菜

①B47270100-206218  ちょっと大きな野菜 取皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）
 径13.5㎝  紙箱  梱20入  ●

②B47553120-206218  ちょっと大きな野菜 小鉢揃   
 2,200円（本体価格2,000円）
 径14×高4.5㎝  紙箱  梱20入  ●

③B47271100-206217  ちょっと大きな野菜 小付揃   
 1,650円（本体価格1,500円）
 径9.7㎝  紙箱  梱24入  ●

④B40555160-206224  ちょっと大きな野菜 中鉢揃   
 2,640円（本体価格2,400円）
 径17×4.8㎝  紙箱  ① 梱16入

⑤B40556170-206224  ちょっと大きな野菜 どんぶりトリオ   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径16.5×8.8㎝  紙箱  梱16入

⑥B40548180-206226  印花 16cmプレートセット   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径16.7×2.1㎝  紙箱  梱16入

⑦B40549250-206230  印花 25cmプレートトリオ   
 3,850円（本体価格3,500円）
 径25.5×3㎝  紙箱  梱14入

⑧B40550220-206228  印花 サラダボウルセット   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径13.3×5.3㎝ （440㎖）  紙箱  梱16入

⑨B40551220-206228  印花 フリーカップセット   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径8.5×7.8㎝ （240㎖）  紙箱  梱16入

⑩B40552300-206  印花 オーバルカレートリオ   
 4,400円（本体価格4,000円）
 26.5×17×4.7㎝  紙箱  梱12入

6

「豊かな日本だから」…「浅野陽」氏は「食と器と日本人（郡羊社、
1997年初版）」で、次のようにおっしゃってます。

「頭の中に世界地図を描いてみてください。そして、季節ごとの風が吹く日本列島、梅雨
のある、雪の降る日本列島、と、四季折々の日本という国の姿を、思い描いてください。」
と書き出し、「海の恵み、山の幸、豊かな日本の食の源流」と題して、語り始めます。

5月1日は、「日本赤十字社設立」の日です。日本陶彩は日本赤十字社「社員」として活動資金の支援をしております。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

食を愉しみ、器を愛でる



Hit!Hit!

Hit!Hit!

①

②

③

⑭

⑮

⑯

⑬

荒彫  （美濃焼）  紙箱  ①   ●（0228）

かりゆし  （美濃焼）  ダンボール  ①  （0107）

藍小花（軽々食器）

荒彫

かりゆし

①B40043150-207223  荒彫 もてなし取皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  径15×2.4㎝  梱20入  

②B40044150-207222  荒彫 もてなし小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  径13.5×4㎝  梱20入  

③B40045180-207223  荒彫 おもてなし揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 皿径22.7×4.5㎝ 小鉢径13.5×4㎝  箸付  梱12入  

⑮B47987200-207  藍小花（軽々食器） 深皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）  
 径22.4㎝  梱10入  

⑬B47988170-207222  藍小花（軽々食器） 銘々皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  
 径15.5㎝  梱16入  

⑭B47989170-207222  藍小花（軽々食器） 小鉢揃  
 2,750円（本体価格2,500円）  
 径13.4㎝  梱16入  

⑯B40085150-207221  藍小花（軽々食器） ペアミニ丼小皿揃   
 2,200円（本体価格2,000円）   
 ミニ丼径16.2㎝ 小皿径15.5㎝  梱16入

藍小花  （美濃焼）  紙箱  ①  （0219）軽量

軽量

④

⑥ ⑩

⑤

⑨

⑦

⑪

⑧

⑫

④B40402100-207218  かりゆし お手塩皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）
 径9㎝  梱30入

⑤B40403150-207223  かりゆし 軽々和皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径16×3㎝   梱16入  

⑥B40404160-207227  かりゆし 軽々煮物鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径16.5×5㎝  梱12入  

⑦B40405140-207221  かりゆし 小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径14.5×4.5㎝  梱16入

⑧B40406220-207  かりゆし 長角皿揃   
 3,850円（本体価格3,500円）
 長径18.5×12.5×2.5㎝  梱12入  ●

⑨B40407200-207  かりゆし ラーメン鉢3P   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径18×7.5㎝  梱16入

⑩B40408140-207221  かりゆし ペアパック   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径16×6㎝  梱16入

⑪B40409180-207224  かりゆし カレー&パスタ3P   
 3,080円（本体価格2,800円）
 径20.5×4.5㎝  梱12入  ●

⑫B40410200-207  かりゆし 多用丼揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径15×7㎝  梱12入  ●

軽量

軽量

Hit!Hit!
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染付菊唐草

ブロウ

⑦

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑫

⑩

⑪

⑦B40204120-208  染付菊唐草 大鉢   
 2,750円（本体価格2,500円）  径25.5×7.5㎝  梱20入

⑧B40205110-208  染付菊唐草 小皿揃   
 2,200円（本体価格2,000円）  径12×2㎝  梱32入  

⑨B40206130-208  染付菊唐草 小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  径14×4㎝  梱20入

⑩B40207150-208228  染付菊唐草 中皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）  径16×3㎝  梱20入

⑪B40208160-208228  染付菊唐草 多用鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円）  径16.5×4.5㎝  梱16入

⑫B40209260-208  染付菊唐草 深皿揃   
 4,400円（本体価格4,000円）  径20×4.5㎝  梱10入

染付菊唐草 （美濃焼） 化粧箱 ① （0230）

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

藍染五様

ブロウ  （美濃焼）  紙箱  ①  （0203）

⑭

⑮

⑬

⑮B40458180-208228  藍染五様 茶托付煎茶揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径9×5.5㎝ （160㎖）  紙箱  梱16入

⑭B40459120-208218  藍染五様 小皿コレクション揃   
 1,980円（本体価格1,800円）
 径9.8×2㎝  紙箱  梱36入  ●

藍染五様 （美濃焼） 紙箱  （0228） 

⑬B40460120-208218  
 藍染五様 小付コレクション揃   
 1,980円（本体価格1,800円）
 径9×3.6㎝  紙箱  梱32入  ●

B40461230-208228  
藍染五様 小皿小付コレクション揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径9.8×2㎝ 径9×3.6㎝  紙箱   
① 梱24入  ●（0228） 

Hit!Hit!

Hit!Hit!

8
5月8日は、「世界赤十字社デー」です。国際赤十字の創始者アンリ・デュナンの誕生した日です。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

①B40666250-208  ブロウ ディナープレートセット （3枚）   
 3,520円（本体価格3,200円）
 径23.7×2.8㎝  梱12入

②B40667250-208  ブロウ スープセット （4枚）   
 3,520円（本体価格3,200円）
 径21.0×4.2㎝  梱12入

③B40668270-208231  ブロウ パン皿セット   
 3,850円（本体価格3,500円）
 径19.6×2.2㎝  梱12入

④B40669220-208  ブロウ プレートセット   
 3,080円（本体価格2,800円）
 径16.0×2.0㎝  梱12入

⑤B40670270-208231  ブロウ オートミルセット   
 3,850円（本体価格3,500円）
 径17.2×5.4㎝  梱20入

⑥B40671220-208  ブロウ フルーツボウルセット   
 3,080円（本体価格2,800円）
 径14.7×3.0㎝  梱20入



十草モダン（ネービー） 十草モダン（粉引）

①B40157200-209  十草十モダン（N） たっぷり碗5P  
　 3,300円（本体価格3,000円）  径10.5×6.5㎝ （220㎖）  梱12入  ●

②B40158170-209  十草モダン（N） マルチカップ5P 
　 2,750円（本体価格2,500円）  径8×6.5㎝ （160㎖）  梱16入

③B40159130-209220  十草モダン（N） 取皿5枚 
 2,200円（本体価格2,000円）  径13.5×2㎝  梱16入  ●

④B40160150-209220  十草モダン（N） デザート皿5枚  
 3,080円（本体価格2,800円）  径16×2.5㎝  梱12入  ●

⑤B40161140-209  十草モダン（N） 大皿ペア   
 2,200円（本体価格２，０００円）  径23×3.5㎝  梱24入  ●

⑥B40162200-209  十草モダン（K） たっぷり碗5P   
 3,300円（本体価格3,000円）  径10.5×6.5㎝ （220㎖）  梱12入  

⑦B40163170-209  十草モダン（K） マルチカップ5P 
 2,750円（本体価格2,500円）  径8×6.5㎝ （160㎖）  梱16入

⑧B40164130-209220  十草モダン（K） 取皿5枚   
 2,200円（本体価格2,000円）  径13.5×2㎝  梱16入  ●

⑨B40165150-209220  十草モダン（K） デザート皿5枚   
 3,080円（本体価格2,800円）  径16×2.5㎝  梱12入  ●

⑩B40166140-209  十草モダン（K） 大皿ペア 
 2,200円（本体価格２，０００円）  径23×3.5㎝  梱24入  ● 

十草モダン（ネービー） （美濃焼） 化粧箱 ①  （0232） 十草モダン（粉引） （美濃焼） 化粧箱 ①  （0232）

① ⑥
② ⑦

④
⑧③

⑨

⑤ ⑩

B40190150-209236  
フィンマルク ペアマグ   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径9×9.5㎝ （330㎖）  紙箱   
① 梱24入  ●（0107） 

B40191200-209236  
染付絵変り 蓋付ペアカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8×10㎝ （290㎖）  紙箱   
① 梱24入  ●（0107） 

軽量軽量

B40189150-209236  
線唐草 ペアマグ   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径8.5×8.5㎝ （325㎖）  紙箱   
① 梱24入  ●（0107） 

軽量

⑭

⑬

⑮
芽ばえ（軽々食器）

美濃焼
（英中韓語）

⑯

芽ばえ （美濃焼） 紙箱 ①  （1104）

⑬B47189120-209  芽ばえ 軽量小皿揃   
　 2,200円（本体価格2,000円）  径12.5×2.5㎝  梱20入  

⑭B47190200-209227  芽ばえ 軽量小鉢揃   
　 3,300円(本体価格3,000円)  径12×4.5㎝  梱16入  ●

⑮B47191180-209227  芽ばえ 軽量和皿揃   
　 2,750円(本体価格2,500円)  径16.5×3.5㎝  梱20入  

⑯B47578180-209224  芽ばえ 軽量楕円深皿揃   
　 3,300円（本体価格3,000円）  16×14×4㎝  梱12入  ●

十草モダン

⑪ ⑫

⑪B40494170-209  
 美濃焼 十草モダン麺鉢ペア   
 2,750円（本体価格2,500円）
 （美濃焼）  径18×9㎝  紙箱   
 ① 梱12入  ●（0232） 

⑫B40495200-209225  
 美濃焼 十草モダンライスボウル5P   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径12×6.5㎝  紙箱   
 ① 梱12入  （0232） 

Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!
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●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

四ツ葉

⑥
⑦

⑨⑩

⑪

⑫

れんこん（軽々食器）

華絵変り

⑧

⑥B46526120-210218  
 れんこん（軽々食器） 小皿揃（茶） 
 2,200円（本体価格2,000円） 径12.5㎝  梱24入    

⑦B46527150-210  
 れんこん（軽々食器） 和皿揃（茶） 
 2,750円（本体価格2,500円） 径16㎝  梱16入    

⑧B46528150-210218  
 れんこん（軽々食器） 煮物鉢（青） 
 2,750円（本体価格2,500円） 径16㎝  梱16入    

⑨B46529250-210  
 れんこん（軽々食器） カレー&パスタ（青） 
 3,850円（本体価格3,500円） 径22㎝  梱10入    

⑩B46531250-210  
 れんこん（軽々食器） お好み碗揃（青） 
 3,850円（本体価格3,500円） 径13×7.8㎝  梱16入     

⑪B47102200-210  
 れんこん（軽々食器） 飯碗揃   
 3,300円（本体価格3,000円）  
 径11.5×6.5㎝  梱16入    

⑫B47103140-210  
 れんこん（軽々食器） ペアパック鉢   
 2,750円（本体価格2,500円）  
 径16×6.5㎝ （650㎖）  梱16入    

軽量 れんこん （美濃焼）  紙箱  ①  ●（0107）

渕十草 （美濃焼） 紙箱 ①  ●（1104） 

①B47867120-210219  渕十草 小鉢揃 
 2,200円（本体価格2,000円）  径12.5×4.5㎝  梱20入  

②B47866120-210219  渕十草 和皿揃 
 2,200円（本体価格2,000円）  径16.5×2.5㎝  梱20入  

③B47868150-210221 渕十草 煮物鉢揃 
 2,750円（本体価格2,500円）  径15.5×4.5㎝  梱16入  

①

②

③

渕十草

⑰B47670120-210220  四ツ葉 取皿揃 径16.5㎝  梱16入  ● 
 2,200円（本体価格2,000円）

⑬B47630150-210  四ツ葉 皿鉢揃 径10.8㎝  梱16入  ●
⑭B45243150-210222  四ツ葉 煮物鉢揃 径17×5㎝  梱12入  ●
⑮B47632150-210222  四ツ葉 和皿揃 径19㎝  梱12入  ●
⑯B40316150-210  四ツ葉 飯碗揃 径11.5×5.5×5㎝  梱16入

 各 2,750円（本体価格2,500円）

四ツ葉  （美濃焼）  紙箱  ①  （0202）

⑬

⑯

⑰

Hit!Hit!

⑭Hit!Hit!

Hit!Hit!

⑮Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい 

日常の美

10
7月2日は1951年、日本が「ユネスコ」に加盟した日です。日本陶彩は無形文化遺産「和食；日本人の伝統的な食文化」のユネスコへの提案同意団体です。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

B40634250-210229  
華絵変り 楕円小付揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼）  10.2×11×高さ3.8㎝  半化粧箱   
①  梱25入  （2208） 

B40635200-210228  
華絵変り 楕円小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  11×12×高さ2.3㎝  半化粧箱   
①  梱25入  （2208） 



⑤

⑦
⑧

⑥

京千段

京千段 （美濃焼） 紙箱  ①  ●（0107）

⑤B47113180-211227  京千段 4.5鉢揃 
　 2,750円（本体価格2,500円）  径14×4.5㎝  梱16入  

⑥B47112180-211  京千段 16.5和皿揃 
　 2,750円（本体価格2,500円）  径16.5×2㎝  梱16入  

⑧B47111250-211  京千段 7.0深皿揃 
　 3,850円（本体価格3,500円）  径22×4㎝  梱10入  

⑦B47196230-211227  京千段 5.5鉢揃 
　 3,300円（本体価格3,000円）  径17×5㎝   梱12入  

⑩

⑫

⑪

⑱

⑮

⑯

⑰

⑨

オーランド（軽々食器）

吉祥小紋（軽々食器）

オーランド （美濃焼）  紙箱  ①  ●（0202）軽量

⑨B47433150-211  オーランド 軽量17㎝ボール   
 2,200円（本体価格2,000円）  径17×5㎝  梱16入

⑩B47431150-211223  オーランド 軽量13.5㎝皿揃   
 2,200円（本体価格2,000円）  径13.5×2.5㎝  梱24入  

⑪B47432180-211223  オーランド 軽量18㎝皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  径18×3.5㎝  梱16入  

⑫B47430180-211  オーランド 軽量14.5㎝ボール   
 2,750円（本体価格2,500円）  径14.5×5㎝  梱16入  

①

②B47529120-211-14142  染付幾何紋 楕円小皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  
 11×8×1.5㎝  化粧箱  梱16入  

①B40146150-211224-31797  染付幾何紋 角小皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）  
 10.5×10.5×2㎝  トムソン  梱16入  ●

染付幾何紋

③B46499180-211226-31751  染付幾何紋 長角皿揃  
 3,850円（本体価格３，５００円）  
 17×11.5×1㎝  トムソン  梱16入  ●

染付幾何紋 （美濃焼） ①  （2201）

④B47467300-211-14141  染付幾何紋 焼物皿揃   
 6,600円（本体価格6,000円）  
 22.5×13×1.5㎝  化粧箱   梱8入  ● 

⑮B40255120-211  吉祥小紋 軽量小皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）  12.5×2.5㎝  梱30入

⑯B40256180-211227 吉祥小紋 軽量中皿揃  16.5×3.5㎝  梱16入
⑰B40257180-211227 吉祥小紋 軽量小鉢揃  12.5×2.5㎝  梱20入
⑱B40258180-211 吉祥小紋 軽量中鉢揃  16.8×3.5㎝  梱16入 
 各 2,750円（本体価格2,500円）

②

吉祥小紋 （美濃焼）  紙箱  ① （0246）軽量

④ ③

千鳥づくし

⑬ ⑭

⑭B40553220-211228  
 千鳥づくし そば猪口揃   
 3,080円（本体価格2,800円）
 （美濃焼）  径8×6.5㎝ （200㎖）  紙箱   
 ① 梱20入  （0203） 

⑬B40554140-211220  
 千鳥づくし 豆皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）
 （美濃焼）  径9.5×2㎝  紙箱   
 ① 梱30入  （0203） 

Hit!Hit!Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!
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⑨

⑫

染付タコ唐草

⑦
⑬⑩

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

江戸小紋

江戸小紋 （美濃焼） 紙箱  ①  （0228）

⑮

⑯

⑰

⑧B45690100-212213 染付タコ唐草 多用鉢 2,200円（本体価格2,000円） 径19.5×6㎝  梱32入  ●
⑨B47246130-212229 染付タコ唐草 正角皿 2,860円（本体価格2,600円） 辺22×22×4㎝  梱24入  
⑩B47247160-212229 染付タコ唐草 漬物鉢 3,520円（本体価格3,200円） 径20×16×5㎝  梱24入  
⑪B47707240-212213 染付タコ唐草 三っ足大鉢 6,600円（本体価格6,000円） 径26×8㎝  梱20入  ●

⑦B47245110-212 染付タコ唐草 楕円深鉢 2,200円（本体価格2,000円） 15×18×6㎝  梱32入  

⑫B47249380-212231 染付タコ唐草 銘々皿揃 7,150円（本体価格６，５００円） 15×14×4.5㎝  梱12入  
⑬B47248430-212 染付タコ唐草 三つ足中鉢揃 8,800円（本体価格8,000円） 径15.5×5㎝  梱12入  

⑭

染付タコ唐草 （美濃焼） 紙箱  ① （0230） 土

ねこちぐら （美濃焼） 紙箱  ① （0203）

Recommend
唐草文
器処カタログ巻末P179-R704参照

⑭B40200120-212218  江戸小紋 豆皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）  径10×2㎝  梱40入

⑮B40201120-212  江戸小紋 角小皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）  9.5×9.5×2.2㎝  梱36入  ●

⑯B40202130-212218  江戸小紋 取皿揃   
 2,200円（本体価格2,000円）  径13×2.5㎝  梱24入  ●

⑰B40203150-212  江戸小紋 角取皿揃   
 3,080円（本体価格2,800円）  14.2×14.2×2.5㎝  梱20入  ●

⑧

⑪

⑥

WashokuJ

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

ねこちぐら

④

①

⑤

②

③

④B40225170-212220  ねこちぐら 4客小鉢揃   
 2,420円（本体価格2,200円）
 径12×4.5㎝  梱24入  ●

⑤B40226230-212220  ねこちぐら 4客飯碗揃   
 3,080円（本体価格2,800円）
 径12×6.5㎝  梱24入  ●

Hit!Hit!

Hit!Hit!

B40359100-212217  
ねこちぐら 4客小皿揃   
1,650円（本体価格1,500円）
径10×2㎝  梱36入  ●

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/

⑥B45134080-212243 染付タコ唐草 マグカップ 1,760円（本体価格1,600円） 径9×8㎝ （250㎖）  梱60入  

12
7月10日は、京都千本釈迦堂で、日常の必需品である茶わんなどの「せともの」類に感謝のまことを捧げ供養会を修されます。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

①B40663360-212  
 ねこちぐら 4客麺鉢揃   
 4,620円（本体価格4,200円）
 径19.0×8.5㎝  梱12入

②B40664240-212  
 ねこちぐら 4客プレートセット   
 3,080円（本体価格2,800円）
 径20.0×3.5㎝  梱16入

③B40665240-212  
 ねこちぐら 4客カレー&パスタセット   
 3,080円（本体価格2,800円）
 19.5×16×4㎝  梱16入



⑧

⑨

⑩

⑦

耀変華桜

アカシア

⑲
多用鉢

⑯

⑫

⑰

⑬⑭

⑱

⑮

⑪

大鉢

�

⑮B45689100-213218 織部山茶花 多用鉢
⑯B45690100-213212 染付タコ唐草 多用鉢  ●
⑰B45691100-213217 手描桜 多用鉢  ●
⑱B45692100-213217 御本手木の実 多用鉢  

各 2,200円(本体価格2,000円）   
　 (美濃焼）  径19.5×6㎝  紙箱  ① 
　 梱32入  (0230） 土

各 6,600円 
 (本体価格6,000円）

(美濃焼）  紙箱  ①  梱20入  (0230）

�⑳

�

�

�B45136240-213 古染草花 四方大鉢 辺21×7㎝  土   

�B47455240-213 古染ぶどう 四角大鉢 辺24.5×5.5㎝  土   

�B47706240-213 赤絵花蝶 三っ足大鉢 径25×8㎝  ●
�B47707240-213212 タコ唐草 三っ足大鉢 径26×8㎝  土   ●
⑳B47708240-213 織部十草 大鉢 径26×7㎝  土   ●
⑲B45616240-213 織部間取花 片口大鉢 24.5×21×10㎝  土   

⑦B40487100-213218  
 アカシア お手塩皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）   
 径9×1.7㎝  梱30入

⑧B40488160-213225  
 アカシア 和皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径17×2㎝  梱16入  

⑨B40489160-213229  
 アカシア 煮物鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径17×5㎝  梱12入  

⑩B40490150-213223  
 アカシア 小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径14.5×4.5㎝  梱16入  

アカシア  (美濃焼）  ダンボール  ①  (0107）

耀変華桜  (美濃焼）  紙箱  ①  (0228）

Hit!Hit!

錦丸紋 染赤絵

赤絵うさぎ

①

②

③

④

⑤

⑥

①B40541200-213227  
 錦丸紋 和皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径16.5×2.5㎝  ダンボール   
 ① 梱16入  （0107） 

②B40542200-213  
 錦丸紋 小鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径12×4.5㎝  ダンボール   
 ① 梱16入  （0107） 

③B40543200-213227  染赤絵 和皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径16.5×2.5㎝  ダンボール  ① 梱16入  （0107） 

④B40544200-213  染赤絵 小鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径12×4.5㎝  ダンボール  ① 梱16入  （0107） 

⑤B40545200-213  
 赤絵うさぎ 和皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径16.5×2.5㎝  ダンボール   
 ① 梱16入  （0107） 

⑥B40546200-213227  
 赤絵うさぎ 小鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径12×4.5㎝  ダンボール   
 ① 梱16入  （0107） 
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⑪B40646150-213  耀変華桜 三角小皿揃   
 2,530円（本体価格2,300円）  径12.1×2.5㎝  梱24入

⑫B40647170-213  耀変華桜 三角小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  径10.7×4㎝  梱24入

⑬B40648180-213229  耀変華桜 三角和皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  径16.5×3.2㎝ 梱16入

⑭B40649230-213229  耀変華桜 三角皿鉢ペアー   
 3,300円（本体価格3,000円）  皿径19×3.7㎝ 鉢径16.7×6㎝  梱16入



染付絵変り

窯変紺 ⑭

⑯

⑮

⑰

窯変紺 （美濃焼） 紙箱  ①  （1107）

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

黄彩花紋

南ナン

①

⑦

②

⑥

③

⑪

⑨

④

⑧

⑤

⑩
黄彩花紋 （美濃焼） 紙箱  ①  （0203）

南ナン （美濃焼） 紙箱  ①  （0232）

①B40344180-214  染付絵変り ペア麺鉢   
 4,180円（本体価格3,800円）
 径21×8㎝  梱12入

②B40345120-214222  染付絵変り 小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径14.5×4.5㎝  梱16入  

③B40346150-214223  染付絵変り 中皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径16.5×3.5㎝  梱16入

④B40347150-214223  染付絵変り 5.5煮物鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 径17×5㎝  梱12入

⑤B40348180-214222  染付絵変り 8客小付鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径11×4㎝  梱16入  ●

⑥B46155160-2１4227 黄彩花紋 取鉢揃
　 2,750円(本体価格2,500円)  径13.5㎝   梱16入  ●

⑦B46158100-2１4 黄彩花紋 盛鉢
　 1,980円（本体価格1,800円）  径20.5㎝  梱20入  

⑧B40355130-2１4220 黄彩花紋 小鉢揃
　 2,200円（本体価格2,000円）  径10.5×4.2㎝  梱22入

⑨B40091100-2１4217 黄彩花紋 小皿揃
　 1,650円（本体価格1,500円）  径12.2㎝  梱30入  ●

⑩B40356150-2１4223 黄彩花紋 和皿揃
　 2,750円(本体価格2,500円)  径16.3×3.5㎝  梱16入  ●

⑭B40083140-214  窯変紺 フルーツ鉢揃
　 2,750円（本体価格2,500円） 径14.2×4.7㎝  梱18入  

⑮B40081170-214227  窯変紺 取皿揃
　 3,080円（本体価格2,800円） 径16.2×2.7㎝  梱16入

⑯B40082170-214227  窯変紺 中鉢揃
　 3,080円（本体価格2,800円） 径17×5㎝  梱16入

⑰B40084220-214  窯変紺 深皿揃
　 3,300円（本体価格3,000円） 径21.5×4.7㎝  梱12入  

染付絵変り （美濃焼） 化粧箱  ①  （0230）

⑬

⑪B40491090-214  
 南ナン 煮物鉢ペア   
 1,430円（本体価格1,300円）   
 径16×4㎝  梱24入  

⑫B40492130-214223  南ナン 小鉢5P   
 2,750円（本体価格2,500円）  径14×4㎝  梱12入  ●

⑬B40493230-214  南ナン ライスボウル5P   
 3,630円（本体価格3,300円）  径12.5×6.5㎝  梱12入  ●

⑫ Hit!Hit!

14
7月20日は、信楽町「愛宕神社(陶器神社)」にて日常生活に欠かせない“火”への感謝を込めて「火まつり」が行われます。

希望 陶瓷 陶彩り 日本



④

⑥②

⑤

①

③
江戸小粋 （美濃焼） 紙箱  ①  （0125）

①B47757070-215  江戸小粋 そば猪口ペア 
 1,100円（本体価格1,000円） 高さ6.5㎝ （200㎖）  梱40入  

②B47756150-215  江戸小粋 軽量そば皿ペア スノコ付 
 2,200円（本体価格2,000円） 径22×4.8㎝  梱20入  ●

③B45595130-215220  江戸小粋 なごみ銘々皿揃 
 2,200円（本体価格2,000円） 径13.5×2.5㎝  梱20入  ●

④B45596200-215228  江戸小粋 角トレー5P 
 2,750円（本体価格2,500円） 16.8×11.3×2㎝  梱16入  ●

⑤B40113100-215  江戸小粋 薬味珍味皿5柄組   
 1,650円（本体価格1,500円）  径10.3×2㎝  梱36入

⑥B40114280-215  江戸小粋 軽量カレー5柄   
 3,850円（本体価格3,500円）  径22×4㎝  梱10入  ●

江戸小粋

「卓育」という考え方を、社会にわかりや
すく伝え、「共食」への場を開いていくこ
と、それが＜いっしょに食べよう＞活動。

日本陶彩株式会社は、ＴＡＬＫの考え方を
引き継ぎ、経済産業省のご協力のもと
に、わが国の心豊かな食空間と生活文化
の向上のための幅広い活動をおこなっ
ている内閣府認証NPO法人『食空間
コーディネート協会』の活動に賛同し、企
業会員として活動いたしております。

TALK-TCS

十草（粉引）

古染唐草

古染唐草  （美濃焼） 紙箱  ①  （0246）

十草（粉引）  （美濃焼）  紙箱  ①  （0246）

⑪B40235120-215  十草（粉引） 小皿揃  
 1,980円（本体価格1,800円）   
 12.2×2.7㎝  梱30入

⑦B40231100-215218  古染唐草 小皿揃  
 1,650円（本体価格1,500円）   
 12×2㎝  梱30入 

⑫B40236120-215218  十草（粉引） 小付揃  
 1,980円（本体価格1,800円）   
 10.5×4.2㎝  梱30入  

⑧B40232120-215  古染唐草 中皿揃  
 1,980円（本体価格1,800円）   
 16.5×2㎝  梱16入

⑬B40237150-215  十草（粉引） 中皿揃  
 2,200円（本体価格2,000円）   
 16.3×3.5㎝  梱16入 

⑨B40233150-215223  古染唐草 小鉢揃  
 2,200円（本体価格2,000円）   
 13.3×5.5㎝  梱16入

⑭B40238150-215  十草（粉引） 小鉢揃  
 2,200円（本体価格2,000円）   
 13.8×5㎝  梱16入  

⑩B40234150-215  古染唐草 中鉢揃  
 2,200円（本体価格2,000円）   
 17×6㎝  梱16入

⑮B40239180-215226  十草（粉引） 浅鉢揃  
 2,750円（本体価格2,500円）   
 17×5㎝  梱12入

⑪

⑫

⑦

⑬

⑧

⑭

⑨

⑮

⑩
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●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

⑦

うのふ釉

⑨
⑧

うのふ釉 （美濃焼） 紙箱  ①  （1107）

⑥

⑥B40411120-216218  うのふ釉 深皿2P   
 2,640円（本体価格2,400円）
 径21.7×4.6㎝  梱20入

⑦B40412140-216221  うのふ釉 小丼2P   
 3,080円（本体価格2,800円）
 径13.4×7.7㎝  梱18入

⑧B40413170-216227  うのふ釉 丼ぶり2P   
 3,740円（本体価格3,400円）
 径16.2×8.6㎝  梱16入

⑨B40414180-216226  うのふ釉 ラーメン鉢2P   
 3,960円（本体価格3,600円）
 径18×8.7㎝  梱16入

NihonTohsai.com

花宴

華流水

①

③

④

⑤

②

Recycled Tableware （GRライフはGL21の商品です）

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。

GRライフ 花宴 （美濃焼） 紙箱  ①  （0228）

③B40288190-216230  GRライフ 華流水 デザート揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 鉢径11×3.5㎝ 皿径12×2㎝  梱14入

④B40289150-216230  GRライフ 華流水 おもてなし揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 盛皿径21.5×4.6㎝ 小鉢径14×3.8㎝  梱16入

⑤B40290180-216230  GRライフ 華流水 ペア三ッ組鉢揃   
 3,080円（本体価格2,800円）
 豆鉢径11×3.5㎝ 小鉢径14×3.8㎝ 取鉢径17×4.2㎝  梱16入

GRライフ 華流水 （美濃焼） 紙箱  ①  （0228）Voice!Voice!

Voice!Voice!

①B40286120-216224  GRライフ 花宴 和合揃   
 2,200円（本体価格2,000円）
 盛皿径23×5㎝ 盛鉢径19.2×6.8㎝  梱24入

②B40287190-216224  GRライフ 花宴 おもてなし揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 盛皿径23×5㎝ 小鉢径13×4.5㎝  梱12入  

不良磁器食器や、生活の中で壊れたり不用になった器を
使用者の方々から回収します。
回収品を粗粉砕し、
その粉砕物を20％以上の割合で粘度や長珪石（ちょうけ
いせき）等と混ぜ込み、さらにミルと呼ばれる粉砕器で
10ミクロンほどに微粉砕すると、やきものをつくる“土”
になります。
その土を使い、和陶や洋陶の様々な器を作ります。
再び使用者の方々にお届けし、
新たな暮らしづくりに役立てて頂きます。

回 収

粉 砕
坏 土 作 製

成形・焼成
製品・流通
生 活 使 用

美濃焼製品の環境配慮とリサイクル推進を目的に美濃焼産地企業と
岐阜県セラミック技術研究所など地元公設研究機関が共同で1997
年に設立しました。
今後も社会に必要とされる産地であり続けるため、やきものの資源循
環と環境負荷の少ないモノづくり、かつ快適なエコライフの創出を目
的に活動しています。

★グリーンライフ21・プロジェクト（GL21）とは

持続可能な開発目標
（SDGs）の12番目は
「つくる責任 つかう責任」

2015年9月国際総会で決められた国際的な17の目
標のなかにも、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平
和的社会などと併せて、「持続可能な生産・消費形態
の確保」が掲げられています。

循環型食器 「リサイクル食器」 のできるまで

グッドデザイン賞を受賞
したグリーンライフ・21
プロジェクトの企業によ
り作られた製品です。

16
7月23日は、大阪、坐摩神社・火防陶器神社で「茶碗供養祭」があります。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

「思いっきり楽しむ」…「浅野陽」氏は「食と器と日本
人（郡羊社、1997年初版）」で、次のようにおっしゃってます。

「世界の中で、日本ほど多様な食器を日常に使用している国はほか
にはありません。・・・壊れないで持ち運びに便利、というようなことは、
二の次三の次でよかったのです。そんな合理主義よりも、日本人は豊
かな日本の食材を思いきり楽しむ姿勢のほうを、大切にしてきまし
た。」と、「農耕民族の器、騎馬民族の器」を語ります。

食を愉しみ、器を愛でる



B45467100-217  藍遊器 小鉢揃   
1,650円(本体価格1,500円）  

（美濃焼）  径10.6㎝  紙箱  梱20入  ●(0203） 
B45330100-217　
RINKA 輪花 取分け皿5P   
1,650円（本体価格1,500円）  

（美濃焼)  径12㎝  化粧箱  梱24入  ●(0232） 

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい 

日常の美

B46355100-217　
こまめ 小鉢揃   
1,650円（本体価格1,500円）  

（美濃焼）  径12.5×3.4㎝  紙箱  梱20入  ●(0228） 

B40359100-217212  
ねこちぐら 4客小皿揃   
1,650円（本体価格1,500円）

（美濃焼）  径10×2㎝  紙箱   
梱36入  ●（0203） 

B40470100-217  
撥水十草 小鉢3客組   
1,650円（本体価格1,500円）

（美濃焼）  径13.8×5㎝  紙箱  梱20入  （0246）

B47271100-217206　
ちょっと大きな野菜 小付揃   
1,650円（本体価格1,500円）  
(美濃焼）  径9.7㎝  紙箱  梱24入  ●(0203） 

B40219100-217  
染うさぎ 小皿揃   
1,650円（本体価格1,500円）  
(美濃焼）  径12.1㎝  紙箱  梱30入  (0203） 

⑦ ④

③②

⑤

⑧ ⑩

⑥

④B40087100-217   
 花てまり 小皿揃  径12㎝  

⑧B40088100-217  
 親子かぶ 小皿揃  径12㎝  ●

⑨B40092100-217206  
 濃十草 小皿揃  径12.1㎝  ●

⑩B40673100-217  
 花唐草 小皿揃  径12㎝  

⑥B4009１100-217214  
 黄彩花紋 小皿揃  径12.2㎝  ●

各 1,650円（本体価格1,500円） 
　 （美濃焼）  ダンボール  梱30入  （0203）

③B40219100-217
 染うさぎ 小皿揃  径12.1㎝  

②B40357100-217
 藍染ぶどう 小皿揃  径12.1㎝  

⑤B46660100-217  
 黄彩唐草 小皿揃  径11.8㎝  ●

①B47285100-217  
 渕十草 小皿揃  径12㎝  ●

⑦B47279100-217  
 れんこん（青） 軽量小皿揃  径12.5㎝  ●

① Hit!Hit!

⑨Hit!Hit!美濃焼
（英中韓語）

Hit!Hit!

日本陶彩（株）は、身近・手軽に健康
的な和ごはんを食 べようという

「Let's ！ 和ごはんプロジェクト」に農
林水産省と共に取り組んでいます。

⑪

⑫

⑪B45691100-217213  手描桜 多用鉢 ●
⑫B45692100-217213 御本手木の実 多用鉢
 各 2,200円(本体価格2,000円）   
 　 (美濃焼）  径19.5×6㎝  紙箱  梱32入   
 　 (0230） 土

軽量

17



●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

B40456120-218  
蔵出し 湯呑揃   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径9×5.5㎝ （160㎖）  紙箱  梱24入  （0228） 

B47270100-218206　
ちょっと大きな野菜 取皿揃   
1,980円（本体価格1,800円） 
(美濃焼）  径13.5㎝  紙箱  梱20入  ●(0203） 

B47553120-218206　
ちょっと大きな野菜 小鉢揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径14×4.5㎝  紙箱  梱20入  ●(0203） 

Hit!Hit!

Hit!Hit!

B40236120-218215  
十草（粉引） 小付揃  
1,980円（本体価格1,800円）   

（美濃焼）  10.5×4.2㎝  紙箱  梱30入  (0246）

B40402100-218207  
かりゆし お手塩皿揃   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径9㎝  ダンボール  梱30入  
（0107）

B40487100-218213  
アカシア お手塩皿揃   
1,980円（本体価格1,800円）   
(美濃焼）  径9×1.7㎝）  ダンボール  梱30入  （0107） 

B40231100-218215   
古染唐草 小皿揃  
1,650円（本体価格1,500円）   

（美濃焼）  12×2㎝  紙箱  梱30入  （0246） 

B40459120-218208  藍染五様 小皿コレクション揃   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径9.8×2㎝  紙箱  梱36入  ●（0228）

B40460120-218208  藍染五様 小付コレクション揃   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径9×3.6㎝  紙箱  梱32入  ●（0228）

B40411120-218216  うのふ釉 深皿2P   
2,640円（本体価格2,400円）

（美濃焼）  径21.7×4.6㎝  紙箱  梱20入  （1107）

Hit!Hit!④

③

③B40200120-218212  
 江戸小紋 豆皿揃   
 1,980円（本体価格1,800円）   
 (美濃焼）  径10×2㎝  紙箱   
 梱40入  (0228） 

④B40202130-218212  
 江戸小紋 取皿揃   
 2,200円（本体価格2,000円）   
 (美濃焼）  径13×2.5㎝  紙箱   
 梱24入  ●(0228） 

B45689100-218213  
織部山茶花 多用鉢
2,200円(本体価格2,000円）   
(美濃焼）  径19.5×6㎝  紙箱  梱32入  (0230） 土

B40658130-218205  
ローズ パスタ皿ペア   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径20×4㎝  化粧箱  梱16入  （0232） 

①B46526120-218210  
 れんこん（軽々食器） 小皿揃（茶） 
 2,200円（本体価格2,000円）  
 （美濃焼）  径12.5㎝  紙箱  梱24入   
 ●（0107）

②B46528150-218210  
 れんこん（軽々食器） 煮物鉢（青） 
 2,750円（本体価格2,500円）  
 （美濃焼）  径16㎝  紙箱  梱16入  ●（0107）

軽量 軽量

①
②

Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!

18
8月4日は、「箸の日」です。各地で、箸感謝祭の後、箸のお焚き上げが行われます。

希望 陶瓷 陶彩り 日本



B47799130-219  
美濃路 モダンカップ5P   
1,980円（本体価格1,800円）

（日本製）  径7.8×6.2㎝ （180㎖）  化粧箱   
梱24入  （0232） 

B46353120-219　
染工房 なぶり小鉢揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径11×5.5㎝  紙箱  梱20入  ●(0228） 

かぶら

軽量

⑦B45269120-219 
　 かぶら 和皿揃 
　 1,980円（本体価格1,800円） 
　 径16.5㎝  梱20入  

⑧B46227120-219  
　 かぶら 小鉢揃 
　 2,200円（本体価格2,000円） 
　 径12.5㎝  梱20入  

⑨B46228150-219  
　 かぶら 煮物鉢揃 
　 2,750円（本体価格2,500円） 
　 径15.5㎝  梱16入  

⑦

⑧

⑨

B47696130-219205
絵変り 軽い小皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）
(美濃焼)  径12.5㎝  紙箱  梱24入  ●(0202) 

かぶら （美濃焼） 紙箱  ●(1104) 

B40318130-219  
楽窯庵 三角小鉢セット   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径10.5×4㎝  紙箱  梱24入  ●（0202） 

藍染ぶどう

①

② ③

①B47695100-219  藍染ぶどう 盛鉢 
　 1,980円（本体価格1,800円）   
　 径20.5㎝  紙箱  梱20入  ●(0203) 

②B47693120-219  藍染ぶどう 取皿揃 
　 2,200円（本体価格2,000円）   
　 径13.5㎝  ダンボール  梱24入  ●(0203) 

③B47692130-219  藍染ぶどう 小鉢揃 
　 2,200円（本体価格2,000円）   
　 径10.2㎝  ダンボール  梱24入  ●(0203) 

④B47701150-219  藍染ぶどう 煮物鉢揃 
　 2,750円（本体価格2,500円）   
　 径17㎝   梱1２入  紙箱  (0202) 

⑤B47698150-219  藍染ぶどう 取皿揃 
　 2,750円（本体価格2,500円）   
　 径16.5㎝  梱16入  紙箱  ●(0202) 

⑥B47697150-219  藍染ぶどう 中鉢揃 
　 2,750円（本体価格2,500円）   
　 径13.5㎝  梱16入  紙箱  ●(0202) 

藍染ぶどう （美濃焼）  

④

⑤

⑥

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

B40192100-219  
野菜 八角珍味揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径7.5×3㎝  紙箱  梱24入  （0107）▼ 

B40537130-219  
富士彩々 小皿揃   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径9×1.6㎝  化粧箱   
梱40入  （0228） 

B40538130-219  
福楽 小皿揃   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径9×1.6㎝  化粧箱   
梱40入  （0228） 

B47866120-219210  
渕十草 和皿揃 
2,200円（本体価格2,000円）   
(美濃焼）  径16.5×2.5㎝  紙箱   
梱20入  ●(1104) 

B47868150-219210  
渕十草 煮物鉢揃 
2,750円（本体価格2,500円）   
(美濃焼）  径15.5×4.5㎝  紙箱   
梱16入  ●(1104) 

B40220130-219  
染うさぎ 小鉢揃   
2,200円（本体価格2,000円）   
(美濃焼）  11×10.8×4.1㎝  紙箱  梱22入  (0203） 

Hit!Hit! Hit!Hit!
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B40159130-220209  
十草モダン（N） 取皿5枚   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径13.5×2㎝  化粧箱  梱16入   
●（0232） 

B40160150-220209  
十草モダン（N） デザート皿5枚   
3,080円（本体価格2,800円）

（美濃焼）  径16×2.5㎝  化粧箱  梱12入   
●（0232） 

B40164130-220209  
十草モダン（K） 取皿5枚   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径13.5×2㎝  化粧箱  梱16入   
●（0232） 

B40165150-220209  
十草モダン（K） デザート皿5枚   
3,080円（本体価格2,800円）

（美濃焼）  径16×2.5㎝  化粧箱  梱12入   
●（0232） 

B47971130-220　
五釉 手塩皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  8×10.3×1.6㎝  紙箱  梱32入   
●（0228） 

B47972130-220　
五草花だるま 小鉢揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径9.2×4.3㎝  紙箱   
梱32入  ●（0228） 

B47975130-220　
吉祥小紋 小皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径12.2×2.7㎝  紙箱  梱24入   
（0228）

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

B47973130-220　
古染花 正角小皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  9×9×1.7㎝  紙箱  梱32入  （0228） 

B47670120-220210
四ッ葉 取皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）
(美濃焼)  径16.5㎝  紙箱  梱16入  ●(0202) 

B40147120-220-31987  
染錦絵変り 小皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼（上絵 波佐見））  径12×2㎝  トムソン  梱16入  ●（2201） 

B40148120-220-31988   
染錦絵変り 小付揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼（上絵 波佐見））  径9.5×2.5㎝  トムソン  梱16入  ●（2201） 

＜暮らしの品々＞
家族があったかい
食卓がいい日常の美

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!Hit!Hit!

B40355130-220214  
黄彩花紋 小鉢揃   
2,200円（本体価格2,000円）  

（美濃焼）  径10.5×4.2㎝  紙箱  梱22入   
(0203）

B45595130-220215  
江戸小粋 なごみ銘々皿揃 
2,200円（本体価格2,000円）  

（美濃焼）  径13.5×2.5㎝  紙箱  梱20入   
●(0125）

B40153130-220  
染付絵変り 片手スープペア   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径11×6.5㎝ （320㎖）  紙箱   梱24入  
（0107） 

Hit!Hit!

B45585140-220  
染小花 小鉢揃 
1,870円（本体価格1,700円）   

（美濃焼）  径12.2㎝  紙箱  梱20入  （0219） 

B46336150-220  
染小花 盛鉢揃 
2,200円（本体価格2,000円）   

（美濃焼）  径22.8㎝  紙箱  梱20入  （0219） 

B40554140-220211  
千鳥づくし 豆皿揃   
1,980円（本体価格1,800円）

（美濃焼）  径9.5×2㎝  紙箱  梱30入  （0203） 

20
8月8日は、京都陶祖神社で若宮八幡宮と共に全国の焼き物師から手厚い信仰を受け毎年例祭と陶器市が開かれます。

希望 陶瓷 陶彩り 日本



軽量

B47585150-221　
軽々絵変り カレー&パスタ   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  長径23×5㎝  紙箱  梱16入  （0107） 

B47656150-221   
染工房 銘々皿  
2,750円（本体価格2,500円） 
(美濃焼)  11×16.5×２㎝  紙箱  梱16入   
●(0228) 

B47631160-221
藍遊器 多用丼揃   
2,750円（本体価格2,500円）
(美濃焼)  径15㎝  紙箱  梱15入  ●(0203) 

B47868150-221210  
渕十草 煮物鉢揃  
2,750円（本体価格2,500円） 

（美濃焼）  径15.5×4.5㎝  紙箱  梱16入   
●(1104） 

ハッピークローバー

B40416150-221  
ハッピークローバー 中皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  16.5×15.5×3.3㎝  紙箱  梱16入   
（0246） 

B40417150-221  
ハッピークローバー 小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  14×13.5×4.5㎝  紙箱  梱20入  
（0246） 

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

水玉（軽々食器）

②

軽量

軽量

②B47221150-221226  水玉 和皿揃  
 2,750円（本体価格2,500円） 
 （美濃焼）  径16.3㎝  紙箱  梱16入  ●(0219） 

①B47222150-221226  水玉 煮物皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円） 
 （美濃焼）  径16.5㎝  紙箱  梱12入  ●(0219） 

①

Big Hit!Big Hit!

B46082150-221　
福合わせ お手塩皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径9.5×2㎝  紙箱  梱20入  (1104） 

B45292150-221  
藍の器 ペアマグ   
2,200円（本体価格2,000円）
(美濃焼）  径8.5㎝ （320㎖）  紙箱  梱16入  
(1104） 

B40474150-221  
惰円盛鉢 和ペア   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  21×15.5×5.5㎝  紙箱  梱16入   
●（0246） 

B40475150-221  
惰円盛鉢 洋ペア   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  21×15.5×5.5㎝  紙箱  梱16入   
●（0246）

B47448150-221  
釉めぐり 多用皿3色   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径22×5.3㎝  紙箱   
梱10入  ●（0125）

Hit!Hit!

B40193100-221  
ドット ノンラップ･ペア（白磁）   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径13×5㎝ （300㎖）  紙箱  梱16入  （0107）▼ 

電子レンジ

B40405140-221207  
かりゆし 小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径14.5×4.5㎝  ダンボール  梱16入   
（0107）

B40408140-221207  
かりゆし ペアパック   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16×6㎝  ダンボール  梱16入  （0107）

B40412140-221216  
うのふ釉 小丼2P   
3,080円（本体価格2,800円）

（美濃焼）  径13.4×7.7㎝  紙箱  梱18入  （1107）

B40085150-221207  
藍小花（軽々食器） ペアミニ丼小皿揃   
2,200円（本体価格2,000円）   
(美濃焼）  ミニ丼径16.2㎝ 小皿径15.5㎝   
紙箱  梱16入  (0219） 

21



B40176150-222  
楽窯庵 フリーカップセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径8.5×10㎝  紙箱  梱16入  ●（0202） 

B45558150-222236　
フルーベル スープカップセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径13.5㎝ （315㎖）  紙箱  梱16入   
●(0202） 

B47657150-222　
見込かぶら 小付揃   
2,750円（本体価格2,500円）
(美濃焼)  径8.5㎝  紙箱  梱20入  ●(1104) 

B40044150-222207  
荒彫 もてなし小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径13.5×4㎝   
紙箱  梱20入  ●(0228）

③B47988170-222207  
 藍小花（軽々食器） 銘々皿揃  
 径15.5㎝

④B47989170-222207  
 藍小花（軽々食器） 小鉢揃 
 径13.4㎝

 各 2,750円（本体価格2,500円）
 　 （美濃焼）  紙箱  梱16入  （0219）

B45306140-222　
窯変 六客珍味揃   
2,750円（本体価格2,500円）
(美濃焼）  径9.3㎝  紙箱  梱24入  ●(0107） 

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

B40323150-222  
丸紋うさぎ 小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  14×13.5×４.5㎝  紙箱  梱20入   
（0246） 

染付絵変り

染付絵変り （美濃焼） 化粧箱  （0230）

①B40345120-222214  
 染付絵変り 小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 径14.5×4.5㎝  梱16入  

②B40348180-222214  
 染付絵変り 8客小付鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径11×4㎝  梱16入  ●

①

②

③

④

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit! B40175150-222  
クラフトグレース スープカップセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径11.8×7㎝  紙箱  梱16入   
●（0202） 

ねこちぐら

⑤

⑥

⑤B40225170-222212  
 ねこちぐら 4客小鉢揃   
 2,420円（本体価格2,200円）
 （美濃焼）  径12×4.5㎝   
 紙箱  梱24入  ●（0203） 

⑥B40226230-222212  
 ねこちぐら 4客飯碗揃   
 3,080円（本体価格2,800円）
 （美濃焼）  径12×6.5㎝   
 紙箱  梱24入  ●（0203） 

かめや市松（軽々食器）

⑨

⑩

⑨B40395150-222  
 かやめ市松 和皿揃（軽々食器）   
 2,750円（本体価格2,500円）
 （美濃焼）  径16.5㎝  紙箱  梱16入  （0219） 

⑩B40396150-222  
 かやめ市松 煮物皿揃（軽々食器）   
 2,750円（本体価格2,500円）
 （美濃焼）  径16.6㎝  紙箱  梱12入  （0219） 

軽量

⑧B47632150-222210
　 四ツ葉 和皿揃   
　 2,750円（本体価格2,500円）
　 (美濃焼)  径19㎝  紙箱  梱12入  ●(0202) 

⑦B45243150-222210
　 四ツ葉 煮物鉢揃   
　 2,750円（本体価格2,500円）
　 (美濃焼)  径17×5㎝  紙箱  梱12入  ●(0202) 

四ツ葉

⑦

⑧

軽量

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

22
8月21日は、「献血の日」、1964年全ての輸血用血液を献血によって確保することになりました。

希望 陶瓷 陶彩り 日本



B40419150-223  
瑠璃･なみ 中鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  17×5㎝  紙箱  梱12入  （0246） 

B40492130-223214  
南ナン 小鉢5P   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径14×4㎝  紙箱  梱12入  ●（0232） 

B47616150-223  
染付藍絵変り 飯碗揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径11.2×6㎝ （180㎖）  紙箱   
梱16入  ●(0202） 

Hit!Hit!

B40490150-223213  
アカシア 小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径14.5×4.5㎝  ダンボール 
梱16入  （0107） 

B40403150-223207  
かりゆし 軽々和皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16×3㎝  ダンボール  梱16入  （0107）

軽量

B40356150-223214  
黄彩花紋 和皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  径16.3×3.5㎝  紙箱  梱16入   
●(0203）

B47671150-223 
染工房 楕円小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）
(美濃焼)  径10.6×4.6㎝  紙箱  梱20入   
●(0228)

B40043150-223207  
荒彫 もてなし取皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）   

（美濃焼）  径15×2.4㎝  紙箱  梱20入  ●(0228）

軽量

B40045180-223207  
荒彫 おもてなし揃    
3,300円（本体価格3,000円）   

（美濃焼）  径22.7×4.5㎝ 小鉢径13.5×4㎝   
紙箱  梱12入  ●(0228）

軽量

①
②

①B47431150-223211  
 オーランド 軽量13.5㎝皿揃   
 2,200円（本体価格2,000円）   
 （美濃焼）  径13.5×2.5㎝  紙箱  梱24入   
 ●（0202） 

②B47432180-223211  
 オーランド 軽量18㎝皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）   
 （美濃焼）  径18×3.5㎝  紙箱  梱16入   
 ●（0202） 

③

④

③B40346150-223214  
 染付絵変り 中皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼）  径16.5×3.5㎝  化粧箱  梱16入   
 （0230）

④B40347150-223214  
 染付絵変り 5.5煮物鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 （美濃焼）  径17×5㎝  化粧箱  梱12入   
 （0230）

B40233150-223215  
古染唐草 小鉢揃  
2,200円（本体価格2,000円）   

（美濃焼）  13.3×5.5㎝  紙箱  梱16入  （0246） 

軽量

Hit!Hit!

Hit!Hit!

23



グッドデザイン賞を受賞
したグリーンライフ・21
プロジェクトの企業によ
り作られた製品です。

B45340200-224  
五彩 舟形鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）
(美濃焼）  27.5×9.5×3㎝  化粧箱  梱12入   
●(0232） 

B40049180-224  
美濃焼ストライプ フリーカップ5P   
2,750円（本体価格2,500円）

（日本製）  7.5×9㎝ （230㎖）  化粧箱  梱12入   
●（0232） 

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

花宴

①B40286120-224216   
 GRライフ 花宴 和合揃   
 2,200円（本体価格2,000円）
　 （美濃焼）  盛皿径23×5㎝ 盛鉢径19.2×6.8㎝   
 紙箱  梱24入  （0228）

②B40287190-224216   
 GRライフ 花宴 おもてなし揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
　 （美濃焼）  盛皿径23×5㎝ 小鉢径13×4.5㎝   
 紙箱  梱12入  （0228）

B40315200-224205  
絵変り 楕円深皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16×14×4㎝  紙箱  梱16入   
●（0202） 

B40409180-224207  かりゆし カレー&パスタ3P   
3,080円（本体価格2,800円）

（美濃焼）  径20.5×4.5㎝  ダンボール  梱12入  ●(0107） 

Voice!Voice!

Voice!Voice!

①

② Hit!Hit!

B47633180-224 
窯変 八客珍味揃   
3,300円（本体価格3,000円）
(美濃焼)  径9.3㎝  紙箱  梱18入  ●(0107) 

Hit!Hit!

電子レンジ

B45325180-224  
染錦 パック小鉢（丸）揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径10.7×4.5㎝  化粧箱  梱12入   
(1103） 

電子レンジ

B45468160-224　
藍遊器 パック付小鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径10.6㎝  紙箱  梱18入 ●(0203） 

B45144170-224　
絵変り トリオラーメン丼   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径18.5㎝  紙箱  梱12入  ●(0203） 

軽量

B47703180-224205  
絵変り 軽い取皿揃  
2,750円（本体価格2,500円）
(美濃焼)  径16.5㎝  紙箱  梱16入  ●(0202) 

B47532180-224　
軽量麺鉢 サラダ2柄スノコ付   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径19.2×7㎝  無地箱  梱16入   
●(0125） 

軽量

B40555160-224206  
ちょっと大きな野菜 中鉢揃   
2,640円（本体価格2,400円）

（美濃焼）  径17×高4.8㎝  紙箱   
梱16入  （0203） 

B40556170-224206  
ちょっと大きな野菜 どんぶりトリオ   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16.5×高8.8㎝  紙箱   
梱16入  （0203） 

B47578180-224209　
芽ばえ 軽量楕円深皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  16×14×4㎝  紙箱  梱12入  
●（1104） 

B40146150-224211-31797  
染付幾何紋 角小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  10.5×10.5×2㎝  トムソン  梱16入  
●（2201） 

軽量

Hit!Hit!

Hit!Hit!Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit!

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい 

日常の美

24
8月22日は、1864年、赤十字条約（ジュネーヴ条約）が調印され、国際赤十字が発足しました。 希望 陶瓷 陶彩り 日本

B40642150-224203-14050  
藍丸紋 軽量小皿セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径10.5×2㎝  色ダンボール  梱24入  
（2201） 

軽量



B40207150-225208  
染付菊唐草 中皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径16×3㎝  化粧箱   
梱20入  （0230） 

B40208160-225208  
染付菊唐草 多用鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径16.5×4.5㎝  化粧箱  梱16入   
（0230） 

B40221160-225 
染うさぎ 取鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  13.8×13.5×5.4㎝  紙箱  梱16入   
●（0203） 

B40317150-225  
楽窯庵 一服碗セット   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径10.5×6.5㎝  紙箱  梱12入  
（0202） 

B40319150-225  
民芸三彩ラーメン丼 3柄組   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径19.5×7.5㎝  紙箱  梱12入  （0202） 

B40432150-225  
五釉 小鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（瀬戸焼）  11.5×3.5㎝  紙箱  梱16入  （1104） 

B47182150-225203-13303  
藍丸紋 軽量飯碗揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  径１１．５×6.5㎝  色ダンボール  
梱16入  ●(2201） 

B47907200-225  
軽々線唐草 睦揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  飯碗径11㎝ コップ径7.5 （180㎖）  紙箱   
梱16入  ●（0107） 

軽量軽量 軽量

①B46703120-225  
 花絵変わり 陶スプーン揃 
 2,200円 
 （本体価格2,000円） 
 12×2.4㎝  梱36入  

②B46704180-225  
 花絵変わり レンゲ揃 
 2,750円 
 （本体価格2,500円） 
 14×4.3㎝  梱36入  

①
②

花絵変わり （美濃焼） 紙箱 ①  （0202）

Recommend
10月31日は陶彩の日
陶彩の彩りを愛でる

Recommend
11月23日は茶碗の日
五穀豊穣に感謝して茶碗で食す

日本陶彩は WashokuJapan メンバーです。

B40488160-225213  
アカシア 和皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径17×2㎝  ダンボール   
梱16入  （0107） 

B40495200-225209  
美濃焼 十草モダンライスボウル5P   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径12×6.5㎝  紙箱  梱12入  （0232） 

電子レンジ

B40094160-225206  
濃十草 取鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  13.8×13.5×5.4㎝  ダンボール   
梱16入  ●（0203）

B40095150-225206  
濃十草 和皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  径16.5×3.2㎝  ダンボール  梱20入  
●（0203）

B46545210-225204  
椿秀窯 刷毛目 組湯呑   
3,300円（本体価格3,000円）

（萩焼）  小径6.5×8.5㎝ （180㎖） 大径7×9.5㎝  
（240㎖）  化粧箱  梱30入 （3805） 土

Hit!Hit!Hit!Hit!
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B40645200-225205  
絵変り 軽量パスタ皿揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径22×3.5㎝  紙箱  梱16入   
●（0202） 



●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

B47322200-226244　
花伊万里 ペアコーヒー碗皿   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  碗径12×9×7㎝ （230㎖）   
皿径15.5×2.5㎝  紙箱  梱24入  ●(0202） 

B45300200-226　
ちょっと大きな野菜 多用丼揃   
3,300円（本体価格3,000円）
(美濃焼）  径13.5×7㎝  ダンボール  梱12入   
●(0107） 

B46499180-226211-31751　
染付幾何紋 長角皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  17×11.5×1㎝  トムソン  梱16入   
●（2201） 

①B47530250-226　
　 水玉 カレー＆パスタ（軽々食器）   
　 3,850円（本体価格3,500円）
　 径22㎝  紙箱  梱12入

②B47222150-226221  水玉 煮物皿揃  
　  径16.5㎝  梱12入

③B47221150-226221  水玉 和皿揃  
　  径16.3㎝  梱16入 
　 各 2,750円（本体価格2,500円）  紙箱 

B47086200-226　
染付八客 手塩皿揃（木箱入）   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径9.6×2.3㎝  木箱  
梱20入  ●(0212） 

B40539230-226  
Sinogi5釉 小鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径11.2×3.2㎝ 化粧箱  梱18入   
（0212） 

B40540200-226  
厳選土物 八客豆皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8.8×1.9㎝  化粧箱  梱20入  
（0212） 

Hit!Hit!Hit!Hit!

③

②

①

水玉（軽々食器）

軽量 水玉 （美濃焼）  ●（0219） Big Hit!Big Hit!

④B47675230-226  花舞 シリアルボールセット   
　 3,300円（本体価格3,000円）   
　 径17㎝  梱12入  

⑤B47676250-226  花舞 パスタ皿セット   
　 3,850円（本体価格3,500円）   
　 径22㎝  梱10入  

⑥B47709300-226  花舞 皿鉢揃   
　 4,180円(本体価格3,800円)   
　 皿径16㎝ 鉢径14㎝  梱10入  

花舞

⑤

④

⑥

花舞 （美濃焼） 紙箱  ●(0107）

Hit!Hit!

Hit!Hit!

B40414180-226216  
うのふ釉 ラーメン鉢2P   
3,960円（本体価格3,600円）

（美濃焼）  径18×8.7㎝  紙箱  梱16入  （1107）

B40547180-226  
麦わら手 睦揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  碗径11×6 コップ径7.5×8㎝ （210㎖）  
紙箱  梱16入  （0107） 

B40548180-226206  
印花 16cmプレートセット   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16.7×2.1㎝  紙箱  梱16入  
（0203） 

B40239180-226215  
十草（粉引） 浅鉢揃  
2,750円（本体価格2,500円）   

（美濃焼）  17×5㎝  紙箱  梱12入  （0246） 

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい 

日常の美

26
9月6日は、「クローバーの日」。日本陶彩は当社オリジナル「白雲」シリーズを「クローバー種」付きとし幸せの贈り物としました。 陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩

B40650180-226  
釉五彩麻の葉彫 銘々皿揃   
3,080円（本体価格2,800円）

（瀬戸焼）  17.8×10.5×2.7㎝  紙箱  梱16入  
（0228） 

B40651190-226  
窯ぐれ削ぎロックグラスセット コースター付   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径9.2×高8.3㎝ コースター10×10㎝   
紙箱  コースター  梱16入  （0228） 



B46155160-227214  
黄彩花紋 取鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  径13.5㎝  紙箱  梱16入  ●(0203）

Hit!Hit!

Hit!Hit!

B40541200-227213  
錦丸紋 和皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径16.5×2.5㎝  ダンボール  梱16入  （0107） 

B40543200-227213  
染赤絵 和皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径16.5×2.5㎝  ダンボール  梱16入  （0107） 

B40546200-227213  
赤絵うさぎ 小鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径12×4.5㎝  ダンボール  梱16入  （0107） 

B40413170-227216  
うのふ釉 丼ぶり2P   
3,740円（本体価格3,400円）

（美濃焼）  径16.2×8.6㎝  紙箱  梱16入  （1107）

B40404160-227207  
かりゆし 軽々煮物鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径16.5×5㎝  ダンボール  梱12入   
（0107）

軽量

B40489160-227213  
アカシア 煮物鉢揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径17×5㎝  ダンボール  梱12入  
（0107）

B47906200-227206　
線唐草 茶托付湯呑揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  碗径9×6㎝ （165㎖）   
紙箱  茶托プラ径12㎝  梱16入   
●（0107） 

B40557200-227  
和カフェ風 カレー&パスタトリオ   
2,970円（本体価格2,700円）

（美濃焼）  21.5×16×高4.5㎝  紙箱   
梱16入  （0203） 

⑥

⑤

⑤B40081170-227214   
　 窯変紺 取皿揃  径16.2×2.7㎝ 

⑥B40082170-227214   
　 窯変紺 中鉢揃  径17×5㎝ 

　 各 3,080円（本体価格2,800円）
 　 （美濃焼）  紙箱  梱16入  （1107）

①

②

①B40256180-227211  
 吉祥小紋 軽量中皿揃  16.5×3.5㎝  梱16入

②B40257180-227211  
 吉祥小紋 軽量小鉢揃  12.5×2.5㎝  梱20入

 各 2,750円（本体価格2,500円） 
 　 （美濃焼）  紙箱  （0246） 

軽量

③

④

③B47113180-227211  京千段 4.5鉢揃 
　 2,750円（本体価格2,500円）   
　（美濃焼）  径14×4.5㎝  紙箱  梱16入  ●（0107）

④B47196230-227211  京千段 5.5鉢揃 
　 3,300円（本体価格3,000円）   
　（美濃焼）  径17×5㎝  紙箱  梱12入  ●（0107）

⑦

⑧⑧B47191180-227209  
　 芽ばえ 軽量和皿揃   
　 2,750円(本体価格2,500円)   
　（美濃焼）  径16.5×3.5㎝  紙箱  梱20入  （1104）

⑦B47190200-227209  
　 芽ばえ 軽量小鉢揃   
　 3,300円(本体価格3,000円)   
　（美濃焼）  径12×4.5㎝  紙箱  梱16入   
　 ●（1104）

27



●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

Hit!Hit! Hit!Hit!

B40558200-228  筆あそび 和風ラーメントリオ   
3,080円（本体価格2,800円）

（美濃焼）  径18.1×高9㎝  紙箱  梱12入  （0203） 

B47907200-228　
軽々線唐草 睦揃   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  飯碗径11㎝ コップ径7.5 （180㎖）  紙箱   
梱16入  ●（0107） 

軽量

B40458180-228208  
藍染五様 茶托付煎茶揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径9×5.5㎝ （160㎖）  紙箱  梱16入  
（0228）

B47581200-228206  
花唐草 茶托付湯呑揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  碗径9×6㎝ （165㎖）  紙箱   
茶托プラ径12㎝  梱16入  ●（0107） 

B45596200-228215  
江戸小粋 角トレー5P   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  16.8×11.3×2㎝  紙箱  梱16入   
●（0125） 

B45341200-228　
美濃路 コーヒー碗皿５客揃   
3,300円（本体価格3,000円）
(美濃焼)  碗径7.5×6.5㎝ （150㎖）  
受皿13×10.5×1.5㎝  化粧箱  梱12入  ●(0232） 

B47812200-228205 
絵変り 軽い小鉢揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径12×4.5㎝ （250㎖）  紙箱  梱16入  
●（0202） 

軽量

B40550220-228206  
印花 サラダボウルセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径13.3×5.3㎝ （440㎖）  紙箱  梱16入  
（0203） 

B40551220-228206  
印花 フリーカップセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8.5×7.8㎝ （240㎖）  紙箱  梱16入  
（0203） 

B40461230-228208  
藍染五様 小皿小付コレクション揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径9.8×2㎝ 径9×3.6㎝  紙箱   
① 梱24入  ●（0228） 

軽量

①

②

①B40206130-228208  染付菊唐草 小鉢揃   
 2,750円（本体価格2,500円）  径14×4㎝  梱20入

②B40209260-228208  染付菊唐草 深皿揃   
 4,400円（本体価格4,000円）  径20×4.5㎝  梱10入

染付菊唐草 （美濃焼） 化粧箱  （0230）

B46124220-228204   
天龍窯 姫萩 汲出し揃　 
3,850円（本体価格3,500円）  

（萩焼）  径8×6㎝ （150㎖）  化粧箱  梱30入  
（3806） 土

Hit!Hit!

28
10月4日は、「陶器の日」です。日本陶磁器卸商業協同組合連合会が1984(昭和59)年に制定。 陶器の古称「陶瓷」から。希望 陶瓷 陶彩り 日本

B40635200-228210  
華絵変り 楕円小皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（波佐見焼）  11×12×高2.3㎝  半化粧箱   
梱25入  （2208） 

B40641200-228203-13310  
藍丸紋 軽量取鉢セット   
4,400円（本体価格4,000円）

（波佐見焼）  径14.5×5.5㎝ （450㎖）   
色ダンボール  梱12入  （2201） 

B40636200-228  
釉変り ビアーカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  カップ径9㎝ （400㎖）  木箱  梱12入  
（0107）▼ 



B40143180-229-52715  
ドットストライプ（B） レンジ3点S   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼）  中径13.5×7㎝ （625㎖）  
小径11×6㎝ （325㎖）   
ミニ径8.5×5㎝ （150㎖）  トムソン   
梱16入  ●（2201） 

B40145180-229-52665  染錦絵変り 8客小皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼（上絵 波佐見焼））  径12×2㎝  トムソン  梱16入  ●（2201） 

電子レンジ

B40493230-229214  
南ナン ライスボウル5P   
3,630円（本体価格3,300円）

（美濃焼）  径12.5×6.5㎝  紙箱  梱12入  ●（0232） 

⑤B40648180-229213  耀変華桜 三角和皿揃   
 2,750円（本体価格2,500円）   
 径16.5×3.2㎝ 梱16入

⑥B40649230-229213  耀変華桜 三角皿鉢ペアー   
 3,300円（本体価格3,000円）   
 皿径19×3.7㎝ 鉢径16.7×6㎝  梱16入

耀変華桜  (美濃焼）  紙箱  (0228）日本の四季  (美濃焼）  紙箱  (0228）ブロックチェック  (美濃焼）  紙箱  (0228）

③B40652230-229  日本の四季 荒彫皿揃 （黒）   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径13×2.6㎝  梱24入

④B40653270-229  日本の四季 はんなり碗揃 （黒）   
 3,850円（本体価格3,500円）
 径9.4×6.4㎝  梱20入

①B40654240-229  
 ブロックチェック 軽量三ッ組パック鉢（赤）   
 3,520円（本体価格3,200円）
 大径15.8×6.5㎝ 中径13×5.5㎝ 小径10.7×4.6㎝  梱24入

②B40655240-229   
 ブロックチェック 軽量三ッ組パック鉢（青）   
 3,520円（本体価格3,200円）
 大径15.8×6.5㎝ 中径13×5.5㎝ 小径10.7×4.6㎝  梱24入

⑦

⑧

①

②

④
⑥

⑤

③

⑦B47246130-229212  
 染付タコ唐草 正角皿   
 2,860円（本体価格2,600円）
 （美濃焼）  辺22×22×4㎝  紙箱  梱24入   
 （0230） 土

⑧B47247160-229212   
 染付タコ唐草 漬物鉢   
 3,520円（本体価格3,200円）
 （美濃焼）  径20×16×5㎝  紙箱  梱24入   
 （0230） 土

B40634250-229210  
華絵変り 楕円小付揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼）  10.2×11×高3.8㎝   
半化粧箱  梱25入  （2208） 

ブロックチェック 日本の四季 耀変華桜

29



B40177250-230  
彩イズム カレー皿セット   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径20×4.5㎝  紙箱  梱12入   
（0202） 

B40178200-230  
銘陶の里 横綱丼揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径13.5×8.5㎝  紙箱  梱8入   
（0202） 

B40142180-230-31989  
染錦絵変り 和皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼（上絵 波佐見））  径16×2.5㎝  トムソン   
梱16入  ●（2201） 

B40401250-230206  
花園 茶托付湯呑揃   
3,850円（本体価格3,500円） 

（美濃焼）  碗径9×6㎝ （約165㎖）   
茶托プラ径12㎝  紙箱  梱16入  ●（0107） 

B40298240-230  
彩果実 マルチ碗揃   
4,400円（本体価格4,000円）
(美濃焼）  径10×7㎝ （300㎖）  紙箱  梱12入   
(0107）▼ 

B40050210-230  
華絵変り トリオ楕円鉢   
3,850円（本体価格3,500円）

（波佐見焼）  14.5×13×5㎝   
半化粧箱  梱25入  ●（2208） 

B40549250-230206  
印花 25cmプレートトリオ   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径25.5×3㎝  紙箱  梱14入  （0203） 

華流水

①

②

③

①B40288190-230216  
 GRライフ 華流水 デザート揃   
 3,300円（本体価格3,000円）
 鉢径11×3.5㎝ 皿径12×2㎝  梱14入

②B40289150-230216  
 GRライフ 華流水 おもてなし揃   
 2,750円（本体価格2,500円）
 盛皿径21.5×4.6㎝ 小鉢径14×3.8㎝  梱16入

③B40290180-230216  
 GRライフ 華流水 ペア三ッ組鉢揃   
 3,080円（本体価格2,800円）
 豆鉢径11×3.5㎝ 小鉢径14×3.8㎝  
 取鉢径17×4.2㎝  梱16入

GRライフ 華流水 （美濃焼） 紙箱  ①  （0228）Voice!Voice!

グッドデザイン賞を受賞
したグリーンライフ・21
プロジェクトの企業によ
り作られた製品です。

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。

B40656270-230  
江戸小紋 粋 小皿揃（黒）   
3,960円（本体価格3,600円）

（美濃焼）  径9.3×高1.2㎝  木箱  梱32入  
（0228） 

B40657270-230  
江戸小紋 粋 小皿揃（白）   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  径9.3×高1.2㎝  木箱  梱32入  
（0228） 

B47241280-230237   
エルベ 手付スープ碗セット   
4,400円（本体価格4,000円）  

（美濃焼）  碗径13.5×5㎝  紙箱  梱12入   
●(0230）

B46176200-230237   
エルベ スープ&サラダセット   
3,300円(本体価格3,000円)  

（美濃焼）  径17㎝  紙箱  梱16入  ●(0230）

Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit!

B47580250-230206  
染赤絵 茶托付湯呑揃   
3,850円（本体価格3,500円）

（美濃焼）  碗径9×6㎝ （165㎖）  紙箱   
茶托プラ径12㎝  梱16入  ●(0107） 

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。 30
10月9日は、「道具の日」で、これをはさんで毎年「かっぱ橋道具まつり」が開催されます。陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩



B40353350-231-13358  染錦絵変り 菊型親子鉢揃   
7,700円（本体価格7,000円）

（有田・染付美濃焼）  大径12.5×5㎝ 小径9.5×4㎝  色段ボール  梱8入  ▲（2201） 

B40354230-231-30364  染錦絵変り 菊型小鉢揃   
6,050円（本体価格5,500円）

（有田・染付美濃焼）  径12.5×5㎝  化粧箱  梱12入   
●▲（2201） 

③B40052300-231  
 光絵変り そば猪口揃   
 4,950円（本体価格4,500円） 
 （波佐見焼）  径8×7㎝  半化粧箱  梱20入   
 ●（2208） 

④B40053300-231  
 和絵変り そば猪口揃   
 4,950円（本体価格4,500円） 
 （波佐見焼）  径8.5×6.5㎝  半化粧箱  梱20入   
 ●（2208） 

⑥

⑤

B40141250-231-52635  今様古染 菊型8号皿揃   
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼）  径23×3.5㎝  トムソン  梱6入  ●（2201） 

B40136700-231-31804  
掛分ぶどう M蓋付茶器揃   
16,500円（本体価格15,000円）

（波佐見焼）  土瓶径12.5×9㎝ （600㎖）  
汲出径10×8㎝ （180㎖） 木箱   
梱6入  （2201） 

B401376００-231-52662  
金彩古伊万里 蓋付茶器揃   
13,200円（本体価格12,000円）

（有田焼）  土瓶径13×10㎝ （600㎖）  
汲出径10×8.5㎝ （200㎖）  化粧箱  梱8入 （2201） 

赤絵万歴

⑤B40351350-231  
 赤絵万歴 取皿揃   
 7,700円（本体価格7,000円）
 （波佐見焼）  径14×2.5㎝  化粧箱   
 梱16入  （2203） 

⑥B40352500-231  
 赤絵万歴 和皿揃   
 11,000円（本体価格10,000円）
 （波佐見焼）  径18×3㎝  化粧箱   
 梱12入  （2203） 

③ ④

①B40668270-231208  
 ブロウ パン皿セット   
 3,850円（本体価格3,500円）
 （美濃焼）  径19.6×2.2㎝  紙箱  梱12入  （0203）

②B40670270-231208  ブロウ オートミルセット   
 3,850円（本体価格3,500円）
 （美濃焼）  径17.2×5.4㎝  紙箱  梱20入  （0203）

①

②

B47249380-231212  
染付タコ唐草 銘々皿揃   
7,150円（本体価格６，５００円）

（美濃焼）  15×14×4.5㎝  紙箱  梱12入   
（0230） 土
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JN-096-232100  
吹き寄せ 手塩皿揃   
2,200円(本体価格2,000円)  
(中国製)  皿7.7〜8.7×5.5〜8.1×2.1〜2.9㎝   
化粧箱  梱24入  ●（0226)▼ 

B47730200-232 
風雅 多用皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）
(中国製) 15.5×12.4㎝  化粧箱  梱16入   

（1103） 

B47638250-232  
染錦絵変り 長皿揃   
3,850円（本体価格3,500円） 
(中国製)  長径20.4㎝  化粧箱  梱16入   

（1103） 

⑤B47869150-232  福猫 箸置き小付揃   
 2,750円（本体価格2,500円） 
 9×7.2㎝  梱24入

①B40277150-232  華化粧 手付盛鉢   
 2,750円（本体価格2,500円） 
 径23㎝  梱16入

⑥B47870200-232  福猫 盛鉢   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 22×19㎝  梱16入

②B40278200-232  華化粧 ペア碗皿   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 カップ径9.2㎝ （160㎖） 皿長径16.5㎝   
 梱12入

⑦B47871200-232  福猫 平小鉢揃   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 13.5×12.5㎝  梱16入

⑧B47872200-232  福猫 銘々皿揃   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 16.3×11.3㎝  梱20入

③B40279250-232  華化粧 多用皿揃   
 4,400円（本体価格4,000円） 
 長径20.5㎝  梱8入

⑨B47873300-232  福猫 長皿揃   
 4,400円（本体価格4,000円） 
 21×12㎝  梱12入

④B40280300-232  華化粧 長皿揃   
 5,500円（本体価格5,000円） 
 長径30㎝  梱8入

⑩B47874350-232  福猫 珈琲碗セット   
 5,500円（本体価格5,000円）
 皿16.3×11.3㎝ カップ径7㎝ （160㎖）  梱10入

福猫  （中国製）  化粧箱  ①  （1103）華化粧  （中国製）  化粧箱  ①  （1103）

福 猫華化粧

⑨⑤

①

⑧

④

⑩

⑥

②
⑦

③

B40275200-232  
染付五彩 長皿揃   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  18.5×10.5㎝  化粧箱  梱16入   
（1103） 

B40276350-232  
染付五彩 碗皿揃   
6,600円（本体価格6,000円）

（中国製）  カップ径9.2㎝ （150㎖）  
皿18.5×11㎝  化粧箱  梱10入   

（1103） 

B47323200-232  
爛漫 ペア碗皿   
3,850円（本体価格3,500円）

（中国製）  カップ径9.2㎝ （150㎖） 皿18.5×11㎝  
化粧箱  梱24入  （1103） 

WashokuJ

Hit!Hit!

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。 32
10月15日は、日本赤十字社が国際赤十字社連盟に加盟した日です。日本陶彩は日本赤十字社「社員」です。陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩

instagram_nihon_tohsai

「四季を楽しむ」…「浅野陽」氏
は「食と器と日本人（郡羊社、1997年初
版）」で、次のようにおっしゃってます。

「つまり、悟りというものはそう難しいことでもな
く、日常茶飯事にしょっちゅうあるものだ、という
わけです。」とはじめ、「世の中が動く 工芸も新
しく」と語ります。

食を愉しみ、器を愛でる



S6134-233050  セルカ タンブラー185 4p/cセット   
オープン価格  径7.6×8.2㎝ （185㎖）  梱12入 （◆3606※）

S6136-233050  セルカ タンブラー320 4p/cセット   
オープン価格  径8.7×10.5㎝ （320㎖） 梱12入 （◆3606※）

S6138-233050  ラッシュ タンブラー185 4p/cセット   
オープン価格  径7.7×8.2㎝ （185㎖） 梱12入 （◆3606※）

S6274-233050  ヴェローチェタンブラー225 4p/cセット   
オープン価格  径8.4×8.8㎝ （225㎖） 梱12入 （◆3606※）

S6139-233050  ラッシュ タンブラー240 4p/cセット    
オープン価格  径8.4×8.8㎝ （240㎖） 梱12入 （◆3606※）

S6275-233050  ヴェローチェタンブラー300 4p/cセット    
オープン価格  径8.8×10.5㎝ （300㎖） 梱12入 （◆3606※）

S6140-233050  ラッシュ タンブラー315 4p/cセット    
オープン価格  径8.8×10.5㎝ （315㎖） 梱12入 （◆3606※）

S6276-233050  プレールタンブラー240 4p/cセット    
オープン価格  径8.4×8.8㎝ （240㎖） 梱12入 （◆3606※）

S6135-233050  セルカ タンブラー245 4p/cセット    
オープン価格  径8.3×8.8㎝ （245㎖）  梱12入 （◆3606※）

■販売価格は店頭にてご確認くださいませ。4p/cセット アデリア 4p/cセット  （日本製）  化粧箱  ①  （◆3606※） ガラス

②①

④
③

THJN-2HSV-233240　
HARIO ハリオール･ブライトN   
2,750円（本体価格2,500円）
ガラス（日本製） その他（中国製）   
11×7.8×17.9㎝ （300㎖） 化粧箱   
① 梱12入  （◆8720※） 

TC-100B-233060　
HARIO コーヒー&ティーサーバー テコ   
1,320円（本体価格1,200円）

（日本製）  18×13.8×14.8㎝ （1000㎖）  
化粧箱  ① 梱24入  （◆8720※） 

食洗機OK

耐熱ガラス

電子レンジ

食洗機OK

耐熱ガラス

食洗機OK

耐熱ガラス
食洗機OK

耐熱ガラス

④CHJMN-70T-233128    
　 2,750円(本体価格2,500円)  700㎖ 

②CHEN-36T-233128    
　 2,200円(本体価格2,000円)  360㎖

③CHJMN-45T-233098    
　 2,200円(本体価格2,000円)  450㎖

①CHEN-70T-233148    
　 2,750円(本体価格2,500円)  700㎖   

ガラス本体（日本製） フタ（日本製） 茶こし（中国製） 
化粧箱  梱24入 （◆8720※）  

ガラス本体（日本製）  フタ・茶こし（中国製）   
化粧箱  ①  梱24入 （◆8720※）  

HARIO
リーフティーポット･ピュア

HARIO
茶茶急須 丸フタ

S6099-233100  
ぶどうのグラス 4p/cセット 
オープン価格 
径7.6×9.5㎝ （260㎖）  
梱12入 （◆3606※）

S6277-233050  
プレールタンブラー310 
4p/cセット 
オープン価格 
径8.8×10.5㎝ （310㎖）  
梱12入 （◆3606※）

HARIO

VDI-02B-233098  
V60ドリップイン 
1,650円（本体価格1,500円）  
(日本製） 実用容量700㎖  

（ドリッパー 1〜4杯用 サーバー2〜5杯用）  
VCF-02M ペーパー40枚付   
①  梱24入 （◆8720※）  

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい 

日常の美
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フラネ

アデリア フラネ （日本製）  紙箱  ① 梱18入 （◆3606※）  ガラス食洗機OK

S5633-234100  フラネシャンパン 4個セット   
2,200円（本体価格2,000円）  
径5.5×19.3㎝ （165㎖）  

S5632-234100  フラネビアー 4個セット   
2,200円（本体価格2,000円）  
径6.1×17.5㎝ （280㎖）  

S5631-234100  フラネ ワイン 4個セット   
2,200円（本体価格2,000円）  
径6.4×17.7㎝ （250㎖） 

食洗機OK

① ② ③

東洋佐々木ガラス 流舞 （日本製）  化粧箱  ① （◆3607） ガラス

①G074-T312-234100  流舞 一口ビールセット
 2,200円（本体価格2,000円） 径6.3×10㎝ （170㎖）  梱16入 

②G074-T313-234100  流舞 タンブラーセット
 2,200円（本体価格2,000円） 径7.9×11㎝ （275㎖）  梱12入 

③G074-T311-234100  流舞 冷茶セット
 2,750円（本体価格2,500円） 径9.1×6.6㎝ （220㎖）  梱12入 

東洋佐々木ガラス ピレネー （日本製）  化粧箱  ① （◆3607） ガラス食洗機OK

G080-T232-234250　
ピレネー タンブラーセット   
5,500円（本体価格5,000円）  
径8.2×12.5㎝ （285㎖） 梱8入  

G080-T229-234100　
ピレネー ペアフリーグラス   
2,200円（本体価格2,000円）
径9×9㎝ （265㎖） 梱16入

G080-T230-234250  ピレネー フリーグラスセット   
5,500円（本体価格5,000円） 
径9×9㎝ （265㎖） 梱8入

G080-T231-234100　
ピレネー ペアタンブラー   
2,200円（本体価格2,000円）
径8.2×12.5㎝ （285㎖） 梱16入

G080-S84-234150  
ピレネー ペアステム   
3,300円（本体価格3,000円）
9×12.8㎝（255㎖）  梱16入  

G308-T323-234200  そよぎささ 冷茶セット  
3,300円（本体価格3,000円）  

（日本製）  径7.8×6.5㎝ （170㎖）  化粧箱  梱16入  （◆3607） ガラス

●すべて進物にも使える お箱お箱  入り、①です。

④G097-B70-234150  
 流蒼 小鉢セット   
 3,850円（本体価格3,500円）
　 （日本製）  13.4×5.4㎝  化粧箱  梱8入  （◆3607） ガラス

⑤G097-B71-234250  
 流蒼 そうめん3客セット   
 6,050円（本体価格5,500円）
　 （日本製）  中鉢19×7㎝ つゆ鉢9.2×6.5㎝   
 化粧箱  梱6入  （◆3607） ガラス

流 舞

流 蒼

ピレネー

④
⑤

facebook_NihonTohsai

WashokuJ

G308-H106-234200  そよぎささ 冷酒セット   
3,300円（本体価格3,000円）

（日本製）  冷酒徳利5.4×13.5㎝ 杯5.0×8.8㎝  化粧箱   
梱20入  （◆3607） ガラス

34
10月31日は、「陶彩の日」。陶器で食卓を彩り、美味しい食事を楽しみましょう。陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩

「四季を楽しむ」…「浅野陽」氏は「食と器と日本人（郡羊
社、1997年初版）」で、次のようにおっしゃってます。

「私はもっぱら、ナビゲータの役目、地図なんか見ませんよ。「山頂が右に
ちょっと傾いた山が見えたら、次の角を右に曲がる」っていうのが私のやり
方です。」とはじめ、「私の四季の楽しみ方」と様々な楽しみを物語ります。

食を愉しみ、器を愛でる



⑥

⑦

④MXP-2606-235130  HARIO 耐熱ガラス製 ボウル2個セット   
 2,860円（本体価格2,600円）
 M径18.7×11.5㎝ （1500㎖）  L径21×12㎝ （2200㎖）  化粧箱  梱6入

⑤HU-3012-235130  
 HARIO 耐熱ガラス カップ5個セット   
 3,300円（本体価格3,000円）
 径8.6×6.3㎝ （170㎖）  化粧箱  梱12入

⑥KST-2012-R-235130
 HARIO 耐熱ガラス製 保存容器3個セット（レッド）  
⑦KST-2012-OW-235130  
 HARIO 耐熱ガラス製 保存容器3個セット（オフホワイト） 
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 S11.1×10.7×4.7㎝ （250㎖）  M14.3×13.9×6.2㎝ （600㎖）  化粧箱  梱12入 ①〜⑦ HARIO （日本製） ① （◆8720※） ※オーブン使用の際はフタを外してください。電子レンジ 食洗機OK

③GTK-S-OW-235140  
 HARIO ガラスの一夜漬け器 S （オフホワイト）  
 2,420円（本体価格2,200円）   
 ガラス（日本製）  フタ･パッキン（韓国製）  11.6×11×9.8㎝   
 満水容量（500㎖） 化粧箱  梱12入

耐熱ガラス

① ②

①RDM-1824-235120  HARIO ラウンドマグ2個セット  11.6×8.5×9㎝ （360㎖）
②SRM-1824-235120  HARIO ストレートマグ2個セット  11.3×8×8.7㎝ （300㎖） 
 各 1,980円（本体価格1,800円）
 　 （日本製）  化粧箱   梱24入  オーブン不可

耐熱ガラス 耐熱ガラス

B47171100-235  シルキーホワイト ペアマグセット   
1,430円（本体価格1,300円）

（中国製）  11.8×9.8㎝ （350㎖）  ダンボール  ① 梱36入  （0202） 

B47172150-235  シルキーホワイト ボウルセット3P   
2,200円（本体価格2,000円）

（中国製）  13×7.2㎝  ダンボール  ① 梱24入   （0202） 

B47173180-235  シルキーホワイト 楕円ボウルセット3P   
2,530円（本体価格2,300円）

（中国製）  14×16.5×5.2㎝  ダンボール  ① 梱24入  （0202） 

B47174220-235  シルキーホワイト 角皿Sセット5P   
3,080円（本体価格2,800円）

（中国製）  14×14×2.5㎝  ダンボール  ① 梱24入  （0202） 

B47175160-235  シルキーホワイト 角皿Lセット3P   
2,200円（本体価格2,000円）

（中国製）  19×19×3.5㎝  ダンボール  ① 梱16入  （0202） 

B47176220-235  シルキーホワイト 角皿LLセット3P   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  21.5×21.5×4㎝  ダンボール  ① 梱12入  （0202） 

シルキーホワイト 電子レンジ 食洗機OK

Big Hit!Big Hit!
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キャスルスター

B47534170-236　
キャスルスター 
耳付パスタ&カレー3柄   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  24×22.5×3.5㎝   
無地箱  ① 梱10入  ●（0125） 

B47535120-236　
キャスルスター シチュウ&サラダ3柄   
1,650円（本体価格1,500円）

（美濃焼）  径16×5.3㎝  無地箱   
① 梱16入  （0125） 

B46823600-236   
フルーツハーモニー コーヒー5客セット   
8,800円（本体価格8,000円）  

（日本製）  カップ径9.5×5.5㎝ （240㎖）  ソーサー径14.2×2.2㎝  
紙箱  ①  梱12入  （0125） 

北欧

③

④B45911200-236  北欧 スープ・カレー皿セット   
 3,300円（本体価格3,000円）  径２１×４㎝  梱10入  

③B46809200-236  北欧 オートミール5P 
 2,750円（本体価格2,500円）  径16×5㎝  梱12入   

北欧  （日本製）  紙箱  ①  ●（012５）

④

B47185550-236　
フルーツシンフォニー 碗皿5客   
7,700円（本体価格7,000円）     

（美濃焼）  カップ径9.5×6.2㎝ （200㎖）  
ソーサー径15.4×2.3㎝  無地箱   
①  梱12入  （0125） 

軽量

B40189150-236209  線唐草 ペアマグ   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径8.5×8.5㎝ （325㎖）  紙箱  ① 梱24入  ●（0107） 

B40190150-236209  フィンマルク ペアマグ   
2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼）  径9×9.5㎝ （330㎖）  紙箱  ① 梱24入  ●（0107） 

B40191200-236209  染付絵変り 蓋付ペアカップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8×10㎝ （290㎖）  紙箱  ① 梱24入  ●（0107） 

軽量

B46039150-236  
フラワーライン スープカップセット   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  径13.5㎝ （315㎖）  紙箱  ① 梱20入  ●（0202） 

B45558150-236222　
フルーベル スープカップセット   
2,750円（本体価格2,500円）  

（美濃焼）  径13.5㎝ （315㎖）  紙箱  ① 梱16入  ●（0202） 

Hit!Hit!Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!

ギャザーオーバルグラタン S
オーブン電子レンジ

①T-763049-236048  ギャザーオーバルグラタンS ブラウン 
②T-763025-236048  ギャザーオーバルグラタンS レッド
 各 660円（本体価格600円）
 　 （中国製）  18.5×11.7×4.8㎝ （480㎖）  ダンボール   
 　 ⑤ 梱40入  ▲（◆0206）▼ 

① ②
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エルベ

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい

日常の美

B46171150-237  エルベ パン皿セット   
2,750円(本体価格2,500円)  
径16㎝  梱20入    

B46174200-237  エルベ 8吋カレーセット   
3,300円(本体価格3,000円)  
径21㎝  梱12入    

B46172150-237  エルベ デザートボールセット   
2,750円(本体価格2,500円)  
径13.5㎝  梱20入    

B46175200-237  エルベ ケーキ皿セット   
3,300円(本体価格3,000円)  
径19.5㎝  梱16入    

B46173150-237  エルベ フルーツ皿セット   
2,750円(本体価格2,500円)  
径15㎝  梱20入    

B46176200-237228  エルベ スープ&サラダセット   
3,300円(本体価格3,000円)  
径17㎝  梱16入    

①B46643100-237  エルベ カップソーサー   
 2,200円（本体価格2,000円）  
 碗径9×6.5㎝ （200㎖）  皿径15㎝  梱40入    

②B46644060-237  エルベ マグカップ   
 1,430円（本体価格1,300円） 径8.5×9㎝ （300㎖）  梱60入    

B46178270-237  エルベ 9吋パスタ皿セット   
4,400円(本体価格4,000円) 
径23.5㎝  梱10入   

B46177300-237  エルベ ベーカーカレーセット   
5,500円(本体価格5,000円) 
24×22×5㎝  梱10入    

B47241280-237228  エルベ 手付スープ碗セット   
4,400円（本体価格4,000円）  
碗径13.5×5㎝  紙箱  梱12入    

B47242100-237  
エルベ 
手付スープ碗皿一客   
1,760円（本体価格1,600円）   
碗径13.5×5㎝ 皿径16×2.5㎝  
紙箱  梱36入 

①
②

B47605080-237　
エルベ ヌードルボウル   
1,650円（本体価格1,500円）
径19.5×8㎝ （800㎖）  ⑤  梱40入    

B47604200-237  エルベ スナック皿揃   
3,850円（本体価格3,500円） 
16.5×11.5×高さ2㎝  梱16入   

電子レンジ 食洗機OK エルベ （美濃焼） 紙箱 ①  ●（0230）

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!
Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!

Hit!Hit! Hit!Hit!
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⑩

⑬

⑪

⑭

⑫

⑮

ドルチェ

①

④

⑦

②

⑤

⑧

③

⑥

⑨
ドルチェ 14cm長皿
①B40610045-238  （イエロー）
②B40611045-238  （ピンク）
③B40612045-238  （ブルー）       
 各 715円（本体価格650円）
 　 14×9×1.5㎝  紙箱  ⑤ 梱200入

ドルチェ 21cm長皿
④B40613070-238  （イエロー）
⑤B40614070-238  （ピンク）    
⑥B40615070-238  （ブルー）   
 各 1,100円（本体価格1,000円）
 　 21×11×2㎝  紙箱  ⑤ 梱80入

ドルチェ 32cm長皿
⑦B40616110-238  （イエロー）  
⑧B40617110-238  （ピンク）  
⑨B40618110-238  （ブルー）   
 各 1,760円（本体価格1,600円）
 　 32×13×2.5㎝  紙箱  ③ 梱36入

ドルチェ 12.5cm小皿
⑯B40601038-238  （イエロー）
⑰B40602038-238  （ピンク）  
⑱B40603038-238  （ブルー）     
 各  605円（本体価格550円）
 　 12.5×11×2㎝  紙箱  ⑤ 梱160入

ドルチェ 18cm銘々皿
⑲B40604065-238  （イエロー） 
⑳B40605065-238  （ピンク）   
�B40606065-238  （ブルー）   
 各 1,045円（本体価格950円）
 　 18×16×2.5㎝  紙箱  ⑤ 梱80入

ドルチェ 26cmパスタ皿
�B40607130-238  （イエロー）
�B40608130-238  （ピンク）    
�B40609130-238  （ブルー）   
 各 2,090円（本体価格1,900円）
 　 26×24×3㎝  紙箱  ③ 梱30入

B40628150-238  
ドルチェ パスタ&カレー（スプン付）   
2,420円（本体価格2,200円）
26×24×3㎝  木製スプン  ① 梱24入

B40629250-238  
ドルチェ ベリーセット   
3,850円（本体価格3,500円）
大26×24×3㎝ 小18×16×2.5㎝  
① 梱24入

B40630250-238  
ドルチェ ペアトレーセット（箸2膳付）   
3,850円（本体価格3,500円）
32×13×2.5㎝  箸2膳  ① 梱20入

B40631250-238  
ドルチェ 取り分けトレーセット（箸付）   
3,850円（本体価格3,500円）
大32×13×2.5㎝ 小21×11×2㎝  菜箸1膳   
① 梱36入

B40632250-238  
ドルチェ 取り分けボウルセット（スプン付）   
3,850円（本体価格3,500円）
大18.5×16×6㎝ 小14×12.5×5㎝   
木製スプン2本  ① 梱32入

B40633250-238  
ドルチェ 六客小皿セット   
3,850円（本体価格3,500円）
丸型12.5×11×2㎝  
長型14×9×1.5㎝  ① 梱36入

ドルチェ  （美濃焼） 紙箱 （0202）

�⑲⑯

�⑳⑰

ドルチェ カレー皿
�B40619100-238  （イエロー）  
�B40620100-238  （ピンク）  
�B40621100-238  （ブルー）   
 各 1,760円（本体価格1,600円）
 　 25.5×15×4㎝  紙箱  ③ 梱36入

�

�

�
��⑱

ドルチェ 小鉢
⑩B40622060-238  （イエロー）
⑪B40623060-238  （ピンク）   
⑫B40624060-238  （ブルー）   
 各 935円（本体価格850円）
 　 14×12.5×5㎝  紙箱  ⑤ 梱100入

ドルチェ 中鉢
⑬B40625095-238  （イエロー）
⑭B40626095-238  （ピンク）
⑮B40627095-238  （ブルー）       
 各 1,485円（本体価格1,350円）
 　 18.5×16×6㎝  紙箱  ⑤ 梱60入

ドルチェとは？
イタリア語で「甘美な」「優しい」などの意。
イタリア料理では菓子・ケーキ・デザートなどの
名詞としても・・・。柔らかい釉薬と繊細なラインの
調和をお楽しみ下さいませ。

Dolce

Daikei 
Instagram

38
11月21日は、食空間コーディネート協会が「いっしょに食べよう」を宣言した日です（2011年）。日本陶彩は本協会の正会員です。希望 陶瓷 陶彩り 日本



⑲

⑳
⑱

⑰

⑯

大恵窯 たまご5.0鉢
①B40560050-239  粉引
②B40561050-239  黒茶水晶
③B40562050-239  サビベージュ   
④B40563050-239  窯変紺     
⑤B40564050-239  クローム   

大恵窯 23cm長角皿
⑪B40575050-239  粉引    
⑫B40576050-239  黒茶水晶    
⑬B40577050-239  サビベージュ    
⑭B40578050-239  窯変紺 
⑮B40579050-239  クローム   

大恵窯 21cm楕円中鉢 
�B40589050-239  粉引
�B40590050-239  サビベージュ
�B40591050-239  窯変紺     
�B40592050-239  ヒワ均窯     
 各 880円（本体価格800円）
 　 （美濃焼）  16×21.5×4.5㎝  ダンボール   
 　 ⑤ 梱40入  （0202） 

大恵窯 手付中鉢 
�B40593050-239  紺イラボ
�B40594050-239  天目ヒワ   
 各 880円（本体価格800円）
 　 （美濃焼）  14×17×7㎝  ダンボール   
 　 ⑤ 梱40入  （0202） 

大恵窯 ロックカップ 
�B40595050-239  灰貫入   
�B40596050-239  天目ヒワ   
�B40597050-239  紺イラボ   
 各 880円（本体価格800円）
 　 （美濃焼）  径9.5×9㎝  ダンボール   
 　 ⑤ 梱60入  （0202） 

大恵窯 ひな菊5.0皿
⑥B40570050-239  粉引 
⑦B40571050-239  黒茶水晶     
⑧B40572050-239  サビベージュ 
⑨B40573050-239  窯変紺 
⑩B40574050-239  クローム

各 880円（本体価格800円）
　 （美濃焼）  16×16×3㎝   
 ダンボール  ⑤ 梱50入  （0202） 

大恵窯 半月焼物皿
⑯B40565050-239  粉引
⑰B40566050-239  黒茶水晶
⑱B40567050-239  サビベージュ  
⑲B40568050-239  窯変紺     
⑳B40569050-239  クローム 

各 880円（本体価格800円）
　 （美濃焼）  13×22.5×2㎝   
 ダンボール  ⑤ 梱50入  （0202） 

各 880円（本体価格800円）
　 （美濃焼）  14×17.5×5.5㎝   
 ダンボール  ⑤ 梱40入  （0202） 

各 880円（本体価格800円）
　 （美濃焼）  13×22.5×1.5㎝   
 ダンボール  ⑤ 梱40入  （0202） 

各 880円（本体価格800円）
　 （美濃焼）  14.5×21×4.5㎝   
　 ダンボール  ⑤ 梱40入  （0202） 

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
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� �

�
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�

⑫

⑭

⑪
⑮

⑬

⑦

⑨

⑥

⑩
⑧

①

②

③
④

⑤

美濃焼
（英中韓語）

Daikei 
Instagram

① 圧力鋳込み成型風景

② 素焼きから施釉工程へ

③ 本焼き焼成1300度の窯へ

大恵窯 リム付カレー鉢（小）
�B40580050-239  粉引 
�B40581050-239  黒茶水晶
�B40582050-239  サビベージュ   
�B40583050-239  窯変紺
�B40584050-239  クローム

大恵窯 5.0浅鉢
�B40585050-239  粉引   
�B40586050-239  サビベージュ
�B40587050-239  窯変紺 
�B40588050-239  ヒワ均窯
 各 880円（本体価格800円）
 　 （美濃焼）  16×16×4.5㎝  ダンボール   
 　 ⑤ 梱40入  （0202） 

〈大恵窯〉
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① ④ ⑦ ⑩

② ⑤ ⑧ ⑪

③ ⑨ ⑫

⑯ ⑰ ⑱

⑭⑬ ⑮

渦丸紋

染抜しぼり

豆しぼり

インディゴ  ダンボール  （2201）電子レンジ 食洗機OK

①B47484040-240-42855  渦丸紋 面取軽量飯碗  
②B47490040-240-42854  染抜しぼり 面取軽量飯碗  
③B47496040-240-42853  豆しぼり 面取軽量飯碗   
 各 660円（本体価格600円） 
 　 （波佐見焼）  径11.5×6.5㎝ （325㎖）  ⑤ 梱120入

インディゴ
⑦B47482050-240-42880  渦丸紋 多用皿  
⑧B47488050-240-42879  染抜しぼり 多用皿  
⑨B47494050-240-42878  豆しぼり 多用皿   
 各 1,100円（本体価格1,000円） 
 　 （美濃焼）  21.5×21.5×4㎝  ⑤ 梱40入

インディゴ

④B47483040-240-42860  渦丸紋 面取軽量カップ  
⑤B47489040-240-42859  染抜しぼり 面取軽量カップ 
⑥B47495040-240-42858  豆しぼり 面取軽量カップ   
 各 660円（本体価格600円） 
 　 （波佐見焼）  径8.5×6.5㎝ （225㎖）  ⑤ 梱120

インディゴ
⑩B47481060-240-44660  渦丸紋 焼物皿  
⑪B47487060-240-44638  染抜しぼり 焼物皿 
⑫B47493060-240-44640  豆しぼり 焼物皿   
 各 1,320円（本体価格1,200円） 
 　 （美濃焼）  23.5×12.5×2㎝  ⑤ 梱60入  

インディゴ

⑬B47767040-240-42869　
 豆しぼり ノンラップ鉢（小）  
⑭B47765040-240-42870　
 染抜しぼり ノンラップ鉢（小） 
⑮B47763040-240-42871　
 渦丸紋 ノンラップ鉢（小）     
 各 880円（本体価格800円） 
 （波佐見焼）  径11×6㎝ （325㎖）   
 ⑤ 梱60入 

インディゴ
⑯B47768050-240-42872　
 豆しぼり ノンラップ鉢（大） 
⑰B47766050-240-42873　
 染抜しぼり ノンラップ鉢（大） 
⑱B47764050-240-42874　
 渦丸紋 ノンラップ鉢（大） 
 各 1,100円（本体価格1,000円） 
 （波佐見焼）  径13.5×7㎝ （575㎖）   
 ③ 梱48入  

インディゴ

B47470120-240203-14137  
藍丸紋 レンジ3点セット   
2,750円（本体価格2,500円）  

（波佐見焼）  径11×6㎝ （325㎖） 化粧箱  ①  梱16入  ●

P3もご参照ください。

B47791200-240-13306  
藍丸紋 パスタ&カレー揃   
4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼）  21.5×21.5×4㎝   
色ダンボール  梱8入  ●（2201）

Hygge器は食を盛る、食は器に盛られる

⑥

軽量

軽量

Hit!Hit!

Hit!Hit!

大恵窯 21cm楕円中鉢 
�B40589050-239  粉引
�B40590050-239  サビベージュ
�B40591050-239  窯変紺     
�B40592050-239  ヒワ均窯     
 各 880円（本体価格800円）
 　 （美濃焼）  16×21.5×4.5㎝  ダンボール   
 　 ⑤ 梱40入  （0202） 

B40644150-240-13361  藍丸紋 カレー鉢ペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  24×16.5×4.5㎝ （800㎖）  ① 梱16入  （2201） 

40
11月24日は、「和食」の日。日本の食文化について見直し、「和食」文化の保護・継承の大切さについて考える日です。希望 陶瓷 陶彩り 日本

「現実を忘れる」
「浅野陽」氏は「食と器と日本人（郡羊社、1997年初
版）」で、次のようにおっしゃってます。

「職人さんが料理を作っている姿の中に、私は彼等の小宇
宙を発見します。この人たちの小宇宙の中に入り込ませて
もらって、一緒に楽しんでいるとき、時計の刻む現実の時を
忘れています。」と、「小宇宙の発見」と名店を語ります。



�

�

�

�

�B47742050-241  
	 粉引唐草	飯碗（大）		径13.3×7㎝

�B47743050-241  
	 粉引唐草	飯碗（小）		径12.4×6.3㎝

�B45878050-241  
	 帯花	飯碗（大）		径12×6.1㎝

�B45879050-241  
	 帯花	飯碗（小）		径12×6.1㎝   

　 各	880円(本体価格800円) 
　 　 （有田焼）  ダンボール   
　　　 ⑤ 梱120入  （2204）

B46485600-241  24柄飯碗ロット（24柄①〜�×各5=１２０個）		105,600円（本体価格96,000円）  （波佐見焼）  ダンボール  ① 梱1入 （◆2207） 組み合わせの変更はできません。

清流

�

�

�
�

�B47711050-241  飯碗（大）		
	 径12.4×6.7㎝

�B47712050-241  飯碗（小）		
	 径11.9×6.5㎝

�B47368050-241  湯呑（青）		
	 径7.5×8.3㎝ （230㎖）

�B47369050-241  湯呑（赤）		
	 径7.5×8.3㎝ （230㎖）

各	990円（本体価格900円） 
　 （有田焼）  ダンボール  ⑤  梱120入 （2219）

なると

�
�

�

�

錦駒ライン

�B45442050-241  飯碗（大）	径11.4×6.7㎝    
�B45443050-241  飯碗（小）	径10.7×6.3㎝    
�B47366050-241  湯呑（大）	径7.8×8.5㎝ （250㎖）   
�B47367050-241  湯呑（小）	径7×8㎝ （190㎖）   

�

�

�

�

各	1,100円（本体価格1,000円）  
　 （有田焼）  ダンボール  ⑤  梱120入 （2219） 

錦ライン小花	

�B45446050-241  飯碗（大）	径11.7×6.8㎝    
�B45447050-241  飯碗（小）	径11×6.3㎝    
�B47364050-241  湯呑（大）	径7.8×8.3㎝ （230㎖）    
�B47365050-241  湯呑（小）	径7.5×8㎝ （200㎖）    

�

�

�

�

各	1,100円（本体価格1,000円）  
　 （波佐見焼）  ダンボール   
　  ⑤  梱120入 （2219） 

�B40476050-241  軽量飯碗特大	丸紋		径14×8㎝

�B40477050-241  軽量飯碗特大	ライン		径14×8㎝

�B40478050-241  軽量飯碗特大	一珍流線		径14×8㎝

�B40479050-241  軽量飯碗特大	剣十草		径14×8㎝	
�B40480050-241  軽量飯碗特大	廻り花		径14.3×6.5㎝

�B40481050-241  軽量飯碗特大	青海波		径14.3×6.5㎝

各	880円(本体価格800円)  
　 （有田焼）  ダンボール   
　  ⑤  梱120入 （2235） 

麻の葉		

�

�

�

�

�B45444050-241  飯碗（大）	径12.3×6.6㎝    
�B45445050-241  飯碗（小）	径11.7×6.3㎝    
�B47362050-241  湯呑（青）	径7.5×8.3㎝ （230㎖）
�B47363050-241  湯呑（赤）	径7.5×8.3㎝ （230㎖）
各	1,100円（本体価格1,000円）   
　 （有田焼）  ダンボール  ⑤  梱120入 （2219） 

 各	935円（本体価格850円） 
 　 （有田焼）  ダンボール   
 　 ⑤  梱120入 （2219）

 各	935円（本体価格850円） 
 　 （有田焼）  ダンボール   
 　 ⑤  梱120入 （2219）

�B47845050-241  
	 飯碗（大）		径12.5×6.7㎝ 

�B47846050-241  	
	 飯碗（小）		径11.5×6.3㎝

�B47969050-241  
	 湯呑（青）		径7.8×8.2㎝ （220㎖） 

�B47970050-241  	
	 湯呑（赤）		径7.8×8.2㎝ （220㎖）

①〜�は24柄５個ずつセットもあります。

①

②

⑤

⑥

③

⑦

④

⑧

①B46690050-241  古染駒筋	飯碗（大）	径11.5×6.5㎝
②B46691050-241  古染駒筋	飯碗（小）	径11×6.2㎝
③B47461050-241  手描蛸唐草	飯碗（大）	径11.2×6.3㎝   
④B47462050-241  手描蛸唐草	飯碗（小）	径10.6×5.6㎝
⑤B40214050-241  実り唐草	飯碗（大）	径11.8×6.2㎝  
⑥B40215050-241  実り唐草	飯碗（小）	径11×5.9㎝  
⑦B40212050-241  二色十草	飯碗（大）	径12.5×6.2㎝	 
⑧B40213050-241  二色十草	飯碗（小）	径11.9×5.8㎝

⑲

⑰

⑳

⑱

� �

�

�

⑰B47925050-241  面取バラ	軽量飯碗（大）	 径12×6.5㎝

⑱B47926050-241  面取バラ	軽量飯碗（小）	 径11×6㎝ 
⑲B47923050-241  面取唐辛子	軽量飯碗（大）	径12×6.5㎝ 
⑳B47924050-241  面取唐辛子	軽量飯碗（小）	径11×6㎝ 
�B47927050-241  面取芦絵	軽量飯碗（大）	 径12×7㎝  
�B47928050-241  面取芦絵	軽量飯碗（小）	 径10.8×6.3㎝ 

�B47929050-241  内松葉	軽量飯碗（大）	 径12×7㎝ 

�B47930050-241  内松葉	軽量飯碗（小）	 径10.8×6.3㎝

⑨

⑩

⑬

⑭

⑪
⑫

⑨B47931050-241  手描千筋	飯碗（大）	径11.4×6.3㎝  
⑩B47932050-241  手描千筋	飯碗（小）	径10.6×5.8㎝ 
⑪B45783050-241  渕花唐草	軽量飯碗（大）	径12.5×6.2㎝   
⑫B45784050-241  渕花唐草	軽量飯碗（小）	径11.9×5.8㎝
⑬B40216050-241  吹き小桜	飯碗（青）	径11.3×6.4㎝  
⑭B40217050-241  吹き小桜	飯碗（赤）	径11.3×6.4㎝  
⑮B47921050-241  面取唐草	軽量飯碗（大）	径12×6.5㎝   
⑯B47922050-241  面取唐草	軽量飯碗（小）	径11×6㎝   

⑮

⑯

（波佐見焼）  ダンボール  ⑤  梱120入  （2207）各	880円(本体価格800円)  

軽量軽量 ⑪〜⑯

①〜�

Big Hit!Big Hit!

軽量

�
�

�

�

�

�
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軽量

⑤

⑥

⑦

⑧

ご飯のカロリー目安が分かります！軽量カロリー碗軽量カロリー碗

④

③

①

②

軽量

各	880円（本体価格800円） 
　 （有田焼）  ダンボール  ⑤ 梱120入  （2235）

①B47415050-242 軽量カロリー碗M	クローバー	PK	
	 	 径11.2×6㎝ （250㎖）  

②B47416050-242 軽量カロリー碗L	クローバー	GR	
	 	 径12.3×6.5㎝ （300㎖）  

③B47417050-242 軽量カロリー碗M	舞桜	PK	
	 	 径11.8×5.5㎝ （300㎖）  

④B47418050-242 軽量カロリー碗L	舞桜	GR	
	 	 径13×6㎝ （350㎖）  

各	880円（本体価格800円） 
　 （有田焼）  ダンボール  ⑤ 梱120入  （2235） 
　 M55g  約88kcal  L110g  約176kcalが目安です。

⑤B47993050-242 軽量カロリー碗	市松（青･L）	
	 	 13.0×6.0㎝ （350㎖）  

⑥B47992050-242 軽量カロリー碗	市松（赤･M）	
	 	 11.8×5.5㎝ （300㎖）  

⑦B46495050-242 軽量カロリー碗	帯唐草（L）	
	 	 12.3×6.5㎝ （300㎖）  

⑧B46494050-242 軽量カロリー碗	帯唐草（M）	
	 	 11.2×6.0㎝ （250㎖）  

⑨

⑬

⑩

⑭

⑪

⑮

⑫

⑯

⑨B40259050-242  
	 つばめ	飯碗（大）	 径11.7×7.2㎝  

⑩B40260050-242  
	 つばめ	飯碗（小）	 径10.6×6.5㎝  

⑪B40263050-242  
	 ボーダー	飯碗（大）	 径11.7×7.2㎝

⑫B40264050-242  	
	 ボーダー	飯碗（小）	 径10.6×6.5㎝	
	 各	770円（本体価格700円）   
 　 （波佐見焼）  ダンボール  ⑤   
 　 梱120入  （2241） 

⑬B40261050-242  
	 だるま	飯碗（大）	 径12×6㎝  

⑭B40262050-242  
	 だるま	飯碗（小）	 径11.3×5.5㎝  

⑮B40265050-242  
	 水玉	飯碗（大）	 径11.7×7.2㎝

⑯B40266050-242  
	 水玉	飯碗（小）	 径10.6×6.5㎝	
	 各	770円（本体価格700円）  
 　 （波佐見焼）  ダンボール  ⑤   
 　 梱120入  （2241） 

�

�

�

�

各	1,100円(本体価格1,000円)  
　 （波佐見焼） ダンボール  ⑤  梱120入 （2203） 

�B45921050-242  花びより	飯碗（大）	 径12×7㎝   

�B40167050-242  一珍帯唐草	飯碗（大）	 径12×6.5㎝
�B45922050-242  花びより	飯碗（小）	 径11.5×6.5㎝   

�B40168050-242  一珍帯唐草	飯碗（小）	 径12×6㎝
各	880円(本体価格800円)  
　 （波佐見焼） ダンボール  ⑤  梱120入 （2203） 

�B40434050-242  二色刷毛濃	軽々飯碗（大）	径11.5×6㎝

�B46859050-242  二色刷毛十草	飯碗（大）	 径13.5×7㎝  
�B40433050-242  二色刷毛濃	軽々飯碗（小）	径10.5×5.5㎝

�B46860050-242  二色刷毛十草	飯碗（小）	 径12.4×6.3㎝  
�B46772050-242  太十草	飯碗（大）	 径13.5×6.5㎝  
�B46773050-242  太十草	飯碗（小）	 径12×6㎝  

各	880円(本体価格800円)  
　 （波佐見焼） ダンボール  ⑤  梱120入 （2203） 

�B45919050-242  内絵花紋	軽々飯碗（大）	 径13×7㎝  
�B45920050-242  内絵花紋	軽々飯碗（小）	 径12×6㎝  

�B46826050-242  線彫色十草	軽々飯碗（大）	 径12.3×6.9㎝  
�B46827050-242  線彫色十草	軽々飯碗（小）	 径11×6.2㎝  

�

�
軽量 �

軽量�

� 軽量

� 軽量

� 軽量

�軽量

�
�

⑰

⑲

�
�

⑱

⑳

�
�

くらわんか碗

⑰B40056050-242  ひだまり	くらわんか碗（M）  
⑱B40057050-242  ひだまり	くらわんか碗（O）  ● 

⑲B40058050-242  一珍十草	くらわんか碗（黄）  
⑳B40059050-242  一珍十草	くらわんか碗（青）
�B40060050-242  ルリ木の葉	くらわんか碗（青）		
�B40061050-242  ルリ木の葉	くらわんか碗（赤）		
�B40062050-242  ゴス巻内ぶどう	くらわんか碗（青）  
�B40063050-242  ゴス巻内ぶどう	くらわんか碗（赤）  
	 各	1,100円（本体価格1,000円）
 　 （波佐見焼）  径11.5×6.5㎝  ダンボール  ⑤  梱120入  （2203） 

国連は6月18日を
“ Sustainable Gastronomy Day ”としています。
持続可能な美食の日、若しくは
持続可能な食文化の日と訳されています。
日本陶彩（株）はこの「06月18日「持続可能な食文化」の
日」に自国・世界の食文化に思いをよせ、健康と福祉を確
保することを目指し、食育の機会を活かし特に日本、和食
の文化を拡げたい、伝えたい。ユネスコ“食文化”創造都
市である山形鶴岡市・大分県臼杵市の活動に学びつつ、
美食倶楽部の北大路魯山人「食器は料理の着物」のよ
うに料理全般、食文化から食器を語りたいとお思います。

The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

The United Nations has designated 18 June as an international observance.

sustainable-
gastronomy-day

42
12月3日は、「国際障害者デー」で、1982年国際連合総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択されました。希望 陶瓷 陶彩り 日本



③ ⑥④ ⑦⑤ ⑧

③B45364140-243  ゴス巻唐草 （M+U）ポット 
④B45365140-243  千筋 （M+U）ポット
⑤B45366140-243  濃柏 （M+U）ポット

各 2,420円(本体価格2,200円)
　 （有田焼） 17.1×10.6×10.5㎝ （450㎖）  
　 （茶こしアミ付き）  ②  梱48入 (2204)

⑥B45367140-243  ゴス巻唐草 （M+U）急須
⑦B45368140-243  千筋 （M+U）急須
⑧B45369140-243  濃柏 （M+U）急須

各 2,420円(本体価格2,200円)
　 （有田焼） 17.3×14.8×9.5㎝ （430㎖）  
　 （茶こしアミ付き）  ②  梱48入 (2204)

Recommend
11月23日は茶碗の日
五穀豊穣に感謝して茶碗で食す

Recommend
10月31日は陶彩の日
陶彩の彩りを愛でる

⑨B47327160-243  朱泥帯袋 トビカンナ急須   
 2,310円（本体価格2,100円）  430㎖ （さわやか網）  ●

⑫B40387160-243  茶桶形 いらぼ吹き急須   
 2,640円（本体価格2,400円）  360㎖ （えむ茶こし）

⑬B40390160-243  緑平丸 トビカンナ急須   
 2,640円（本体価格2,400円）  360㎖ （えむ茶こし）

⑭B47330160-243  黒中平丸 トビカンナ急須   
 2,750円（本体価格2,500円）  360㎖ （オーバル網）  ●

⑩B47617160-243  朱泥福形 トビカンナ急須   
 2,310円（本体価格2,100円）  360㎖ （さわやか網）  ●

⑪B47329160-243  朱泥中平丸 トビカンナ急須   
 2,530円（本体価格2,300円）  360㎖ （オーバル網）  ●

⑨〜⑭ （常滑焼） ダンボール  ① （3609） 土
⑭

⑬
⑪

⑫ ⑨
⑩

⑯

⑳

⑲⑰

⑮

⑱

⑮〜⑳ （常滑焼） ダンボール  ① （3609） 土

⑳B40448200-243  黒窯変円 線段急須   
 3,080円（本体価格2,800円）  300㎖ （えむ茶こし） 

⑲B40394200-243  生子釉ゆり形白バラ 吹急須   
 3,080円（本体価格2,800円）  360㎖ （えむ茶こし）

⑱B40637200-243  黒窯変碗形線段らくらく急須   
 3,080円（本体価格2,800円）  360㎖ （えむ茶こし）

⑰B40447200-243  黒丸形しだれ桜 急須   
 2,970円（本体価格2,700円）  410㎖ （さわやか網） 

⑮B40445160-243  窯変ツボ形トビカンナ急須   
 2,750円（本体価格2,500円）  370㎖ （さわやか網）

⑯B47010200-243  黒泥帯袋 桜富士 急須   
 2,970円（本体価格2,700円）  430㎖ （さわやか網）

�

�

� �
�

�

�B47013200-243  緑刷毛目平丸 変り線段急須   
 3,300円（本体価格3,000円）  350㎖ （オーバル網）  ●
�B40393200-243  朱泥浅ツボ牡丹 急須 
 3,300円（本体価格3,000円）  330㎖ （オーバル網）  

�B40449200-243  黒窯変丸形六瓢箪 急須   
 3,300円（本体価格3,000円）  400㎖ （えむ茶こし）  

�B47014200-243  橙刷毛目平丸 変り線段急須 
 3,300円（本体価格3,000円）  350㎖ （オーバル網）  

�B40446200-243  窯変平丸トビカンナ 急須   
 3,080円（本体価格2,800円）  360㎖ （帯網）  ●
�B40042200-243  黒窯変平丸 金彩桜急須  
 3,300円（本体価格3,000円）  350㎖ （帯網）  ●

�〜� （常滑焼） ダンボール  ① （3609） 土

日本陶彩株式会社は、TALKの考
え方を引き継ぎ、経済産業省のご
協力のもとに、わが国の心豊かな
食空間と生活文化の向上のための
幅広い活動をおこなっている内閣
府認証NPO法人『食空間コーディ
ネート協会』の活動に賛同し、企業
会員として活動いたしております。

食卓ルネッサンス

（L303）

TALK-TCS

Hit!Hit!

②

①

やえんを無くす事で、
洗いやすくて、清潔です。
軽量なので、扱いやすい。

●茶葉の広がり具合が見えることにより
　お好みの濃さが簡単に調整できます。
●茶がらが捨てやすく洗いやすい
●湯さましとしてもご利用頂けます。
●網目が細かいので深むし茶にもおすすめ。

軽量

①B47782180-243-44765  
 呉須花絵 MS軽量反急須（小） 
②B47783180-243-39535   
 唐草 MS軽量反急須（小）   
　　各 3,850円（本体価格3,500円）
　　　 (波佐見焼）  径9.5×9.5㎝ （275㎖）   
　　　 （茶こしアミ付き）  ダンボール  ②  
　　　 梱36入  （2201）

�

�

�
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�B40638160-243  ふた無し急須 ちゃーみる（黒） 
�B40639160-243  ふた無し急須 ちゃーみる（朱）   
�B40640160-243  ふた無し急須 ちゃーみる（緑）   
 各 2,310円（本体価格2,100円）
 （常滑焼）  400㎖ （えむ茶こし） ① （3609） 



⑨B46410100-244  花舞	焼酎ろっく碗			
⑩B46411100-244  山茶花	焼酎ろっく碗			
⑪B46412100-244  山ぶどう	焼酎ろっく碗			
⑫B46408100-244  彫りさざんか（赤）	焼酎ろっく碗 	●	
⑬B46417100-244  木立（緑）	焼酎ろっく碗			
⑭B46420100-244  織部椿	焼酎ろっく碗 	●	
⑮B46421100-244  黒釉刷毛目	焼酎ろっく碗		
⑯B40373100-244  彫りさざんか（紫）	焼酎ろっく碗			
⑰B46409100-244  黒一珍水玉	焼酎ろっく碗 	●	
⑱B46415100-244  トルコ	焼酎ろっく碗 	●
	 各	1,650円（本体価格1,500円）   
 　 （美濃焼） 径9.5〜9.7×高さ8.6〜8.8㎝  容量330〜335㎖ 
 　 茶托（中国製）  ダンボール  ① 梱48入 （0203） 一客箱入一客箱入

①B46646080-244  手描ぶどう	マグカップ	 径9×8㎝ （250㎖） 		
②B40350080-244  粉引いちご	マグカップ		 径8.5×9.5㎝ （290㎖）  		
③B45128080-244  御本手木の実	マグカップ	 径9×8㎝ （250㎖）			
④B45131080-244  手描桜	マグカップ	 径9×9㎝ （260㎖）		●	
⑤B45134080-244212  染付タコ唐草	マグカップ	 径9×8㎝ （250㎖）			
⑥B45138080-244  織部間取花	マグカップ	 径9×9㎝ （260㎖）			
⑦B46647080-244  縁サビさんきらい	マグカップ	 径8.5×9.5㎝ （250㎖）		●	
⑧B47454080-244  水玉	高台マグカップ		 径7.5×10㎝ （230㎖） 	
	 各	1,760円(本体価格1,600円）   
 　 (美濃焼）  紙箱  ①  梱60入 (0230） 土

マグカップ
②

⑥③

④

⑧

⑤

①
電子レンジ

⑦

マグカップ

⑫

⑯

⑨

⑱

⑩ ⑪

⑬ ⑭ ⑮

焼酎ろっく碗

ダンボール  ① 梱36入 （0203）

�
�

�
碗皿

�

�B47562100-244  織部十草	碗皿		
�B47566100-244  織部椿	碗皿		●
	 各	1,650円（本体価格1,500円） 
 　 （瀬戸焼）  碗径9.5㎝ （240㎖）  皿径15㎝

�B47563120-244  均窯	ソギ碗皿
�B47564120-244  白うのふ	ソギ碗皿		 	
	 各	1,980円（本体価格1,800円） 
 　 （美濃焼）  碗径7.5㎝ （220㎖）  皿径14㎝

一客箱入一客箱入

ダンボール  ① 梱36入 （0203）

�

�

�B47682100-244  
	 つばき（赤）	碗皿		
	 1,650円（本体価格1,500円） 
 （瀬戸焼）  碗径9.5㎝ （240㎖）  
 皿径14㎝  土  

一客箱入一客箱入

�B46433120-244  
	 花舞	碗皿		
	 1,980円（本体価格1,800円） 
 （美濃焼）  碗径9.5㎝ （240㎖）  
 皿径14㎝  ●

�

�

�B47302120-244  
	 彫さざんか（赤）	碗皿  ●
�B47303120-244  
	 彫さざんか（紫）	碗皿  	
	 各	1,980円（本体価格1,800円）
 （美濃焼）  碗径9.5㎝ （220㎖） 
 皿径14㎝  ダンボール 
 ① 梱36入  （0203）一客箱入一客箱入

�

⑲

（美濃焼）  ① 梱40入 （0230） 土 一客箱入一客箱入電子レンジ

一客碗皿

�

�

⑳

⑲B40349100-244  染ぶどう	一客碗皿		
⑳B40211100-244  丸紋松竹梅	一客碗皿			
	 各	2,420円（本体価格2,200円）		
	 　	碗径9×6.5㎝ （200㎖）		皿径15㎝

�B46926120-244  織部市松	一客碗皿	 碗径8.5×7㎝ （180㎖）  皿辺12㎝  
�B45129120-244  御本手木の実	一客碗皿	 碗径10.5×6㎝ （220㎖）  皿径15㎝ 	●
�B45135120-244  染付タコ唐草	一客碗皿	 碗径10.5×6㎝ （220㎖）  皿径15㎝ 	●
�B40210120-244  四季友禅（赤）	一客碗皿	 碗径9×8.5㎝ （230㎖）		皿径13㎝
各	2,750円(本体価格2,500円） 紙箱

�B45122120-244  縁サビさんきらい	一客碗皿	 碗径9.5×7㎝ （210㎖）  皿径15㎝ 	●
�B46925120-244  彩り桜	一客碗皿	 碗径9×7㎝ （200㎖）		皿径17×13㎝  	

� Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

�

Hit!Hit!

�

⑰

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい 

日常の美

B47322200-244226　
花伊万里	ペアコーヒー碗皿			
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  碗径12×9×7㎝ （230㎖）   
皿径15.5×2.5㎝  紙箱  梱24入  ●(0202） 
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12月9日は、「障害者の日」。1980年厚生省国際障害者年推進本部が決定。日本陶彩は日本障害者協議会の賛助会員です。希望 陶瓷 陶彩り 日本



�

⑳

⑲

�

�
�

�

⑮

⑮B47667050-245  
　 京十草	深鉢	
　770円(本体価格700円)  
　 （美濃焼）  径14.7㎝  ダンボール  
　 ⑤  梱45入  （0203）

⑬B47688050-245  芽吹き唐草	多用丼（青）  
⑭B47687050-245  芽吹き唐草	多用丼（赤）  
　 各	825円（本体価格750円） 
　 　 （美濃焼）  径17㎝  ダンボール   
　　　 ⑤  梱45入  （0203）

各	880円(本体価格800円)  
　 （美濃焼）  径18.8㎝  ダンボール  ⑤   
　 梱45入  （0203）

⑯B47662050-245  ドット（白）	麺鉢 

⑱B46957050-245  藍染タコ唐草	麺鉢		 
⑰B47665050-245  染うさぎ	麺鉢  

⑲〜� （美濃焼）  ダンボール  ⑤  梱45入  （0203）

⑳B47716050-245  菊唐草	ラーメン丼	
	 825円(本体価格750円)  径20.7㎝  

�B47666050-245  千段十草	ラーメン丼	
	 858円(本体価格780円)  径19.5㎝  

⑲B47715050-245  花亀甲	ラーメン丼
	 825円(本体価格750円)  径20.7㎝  

軽量

�B47293050-245  段十草	軽々丼		径17㎝   
�B45773050-245  灰釉	軽々丼		径16㎝   
�B47292050-245  縞波	軽々丼		径17㎝		
�B45772050-245  粉引釉	軽々丼		径16㎝   
 各	880円(本体価格800円) 
 　 （美濃焼） ダンボール  ⑤  梱45入  （0203）

軽々丼

⑱

⑰

⑯

①B40377100-245  黒一珍水玉	いっぷく碗	
②B40380100-245  粉引水玉	いっぷく碗			
③B40381100-245  彫りさざんか（紫）	いっぷく碗		
④B46383100-245  彫りさざんか（赤）	いっぷく碗		●

⑤B46385100-245  流水花紋	いっぷく碗		● 
⑥B46384100-245  山ぶどう	いっぷく碗		● 
⑦B46390100-245  さくら	いっぷく碗		●	
⑧B40672100-245  らせん	いっぷく碗		

⑨B46404100-245  織部椿	いっぷく碗			
⑩B46386100-245  山茶花	いっぷく碗		●		
⑪B46388100-245  染付木の葉	いっぷく碗
⑫B46387100-245  黒釉雲流	いっぷく碗		●

⑦

⑥① ⑤

②
③

④

⑧
⑪

⑨
⑩

⑫

①〜⑫ 	 各	1,650円（本体価格1,500円） （②瀬戸焼・① ③〜⑫美濃焼） 径9.5〜10.2×高さ7.0〜7.7㎝  容量340〜360㎖  茶托（中国製）  ダンボール  ① 梱36入 （0203） 一客箱入一客箱入

いっぷく碗

Hit!Hit!

⑬

⑭

軽量

�B47717050-245  染付渦紋	軽量丼		径16㎝  
�B47721050-245  藍染ぶどう	軽量丼		径16㎝		
�B47290050-245  黄地草花	軽量丼		径16㎝   
�B46955050-245  藍染タコ唐草	軽量丼		径16㎝  
�B47718050-245  染付十草	軽量丼		径16㎝  
 各	935円(本体価格850円) 
 　 （美濃焼） ダンボール  ⑤  梱45入  （0203）

� �

軽量丼

�

�

�

45



⑪⑩

どうぞ、別冊のカタログもご参照くださいませ。

⑬

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。

信楽焼
（英中韓語）

⑫

耐熱陶器
（英中韓語）

B45977200-246  三島	6号土鍋		
3,080円（本体価格2,800円）  径19㎝ （900㎖） 梱16入   

B45976300-246  三島	7号土鍋		
4,620円（本体価格4,200円）  径22㎝ （1500㎖） 梱10入  

B45975380-246  三島	8号土鍋		
5,940円（本体価格5,400円）  径25㎝ （2200㎖） 梱8入  

B45974500-246  三島	9号土鍋		
7,810円（本体価格7,100円）  径28㎝ （3200㎖） 梱6入  

B45973710-246  三島	10号土鍋		
11,000円（本体価格10,000円）  径31㎝ （4000㎖） 梱5入  

直火 IH （萬古焼） ①  (3303） 土

B47959420-246  ピンク一珍	IH6号鍋		
5,940円（本体価格5,400円）  径19㎝ （1200㎖） 梱16入  

B47960590-246  ピンク一珍	IH7号鍋			
8,470円（本体価格7,700円）  径22㎝ （1600㎖） 梱10入  

B47961670-246  ピンク一珍	IH8号鍋		
9,570円（本体価格8,700円）  径25㎝ （2400㎖） 梱8入  

B47962750-246  ピンク一珍	IH9号鍋			
10,780円（本体価格9,800円）  径28㎝ （3300㎖） 梱6入  

B40122224-246  ルリ菊花	6号鍋			
3,080円（本体価格2,800円）
径18.5×20.5×10㎝ （850㎖）  梱16入 

B40123320-246  ルリ菊花	7号鍋			
4,620円（本体価格4,200円）
径22×24×12.5㎝ （1100㎖）  梱10入 

B40124416-246  ルリ菊花	8号鍋		
5,720円（本体価格5,200円）
径24×27×13.5㎝ （1900㎖）  梱8入  

B40125504-246  ルリ菊花	9号鍋			
7,480円（本体価格6,800円）
径28.5×31×15㎝ （2700㎖）  梱6入  

■耐熱陶器（土鍋、ご飯鍋、タジン鍋等）の使用について
・ 土鍋は、初めてお使いいただく時には小麦粉２杯ほどとかした、お湯を数分間沸騰させてからご使用ください。
・ 使用後は、十分に乾燥させて収納ください（乾燥が不十分ですと、臭気、シミ、カビの原因になる場合がありますのでご注意ください）。
・ 土鍋等の本体（身）ではなく蓋等は耐熱性がない場合がありますのでご注意ください。

■IHクッキングヒーター用のご使用について（使用される場合はご利用機種の取扱書にてご確認ください）
・ 裏面の水分は拭き取ってください。
・ 空炊き・こげ付きはきけんです。必ず土鍋に水分を入れてから電源を入れてください。こげ付きは加熱シートや

加熱用プレートを破損させて、IHの機能が損なわれる場合があります。

三島ルリ菊花
Hybrid!Hybrid!
ピンク一珍

WARM BIZ

Cool Choice

（萬古焼） ① (3303） 土直火
（萬古焼） ①  （3304） 土直火

⑫B47252260-246  白釉	面取花瓶（小）		
	 4,180円（本体価格3,800円）   
 8.5×25㎝  ①  梱12入

⑬B47543320-246  白刷毛目	面取花瓶		
	 5,170円（本体価格4,700円）   
 12×31.5㎝  ①  梱12入

⑪B46325350-246		白釉	面取花瓶		
　 5,170円(本体価格4,700円)   
　  高さ30.5㎝  ①  梱12入

⑩B46323300-246		金彩花	花瓶			
　 4,950円(本体価格4,500円)  
　 高さ28.5㎝  ①  梱12入

⑩〜⑬ （信楽焼） トムソン  （◆3401） 土

⑦

⑧

⑨
フリーパック

① ②

③ ④

パック（大）①B40097050-246  濃市松	パック（大）		
②B40100050-246  れんこん（黄）	パック（大）		
③B47297050-246  れんこん（青）	パック（大）
④B40360050-246  クローバー	パック（大）	
⑤B47689050-246  千段十草	パック（大） 	
⑥B47691050-246  染うさぎ	パック（大）		●	
	 各	880円（本体価格800円）  
 　 （美濃焼）  径16㎝ （710㎖）  ダンボール  ⑤  
 　 梱45入  （0203） 

⑦B46522050-246  水玉	フリーパック  
⑧B46523050-246  トクサ	フリーパック  
⑨B46524050-246  ウズ	フリーパック		●
　 各	935円（本体価格850円） 
　 　 （美濃焼）  12×5.5㎝ （300㎖）  ダンボール  ⑤   
　 　 梱36入  （1104）

電子レンジ

⑤ ⑥
電子レンジ
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「全ての人に美味しい食卓、そして笑顔を」、日本陶彩は誰もが美味しく食べれることに努めます。 Your Smile on the Table



2022
Spring & Summer

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

Voice!Voice!

一客箱入一客箱入

IHクッキングヒーターで使用できる調理器具です。

軽量タイプの食器、調理器具です。

食器洗浄機対応です。

耐熱ガラスです（耐熱温度は商品によって異なります）。

陶器製（土もの、吸水性有り）の食器です。

ガラス製の食器です。

直火で使用できる調理器具です。

オーブンで使用できる調理器具です。

電子レンジで使用できる調理器具です。

●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。
●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。
●○印数字は内箱入り数です。梱の数字は外箱入り数です。
■文中の引用はその囲み内に、出典元を記しています。ぜひ、原本をご覧くださいませ。

直火・IH、どちらでもお使えになれます。 お客様の声から考えました。
一客で箱入りになります。

Hybrid!Hybrid!

ガラス
土

http://www.tohsai.com/

「陶彩の日」
日本陶彩株式会社は、色鮮や
かな日本の自然のなか、豊かな
食卓を「器（うつわ）」で彩りよく
演出し、より美味しく食して欲し
いという願いを込めて、10月３１
日を「陶彩の日」（「１０（とう）」
「31（サイ）」の日）と致しました。

        「日本記念日協会認定」

10月31日
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/

色鮮やかな日本の自然のなか、豊かな食卓を「器（うつわ）」で彩りよく演出し、
より美味しく食して欲しいと希望をふくらませています。真心のかけはしとなる器をご提案いたします。


