Ｃａｔａｌｏｇｕｅ Ｉｎｄｅｘ
食器 / カフェ

1

P 2

ターコイズブルー

P 46

ＳＨＩＫＡＫＵ

P 89

ＣＯＴＴＯ

P 3

クラシックカフェ（suzune）

P 47

モダン

P 90

Ｃｌａｙ ｐｏｔ / 鼎茶 / 青磁

P 4

クラシックカフェ（suzune）

P 48

Ｃａｒｒｅ

P 91

ＭＡＲＵ急須 / ＨＡＮＡ急須

P 5

フレアプレート グレージュ・ブルー

P 49

たたら６寸皿

P 92

ＺＥＮ（然）/ 白い急須

P 6

ハイド

P 50

わたぼうし

P 93

黒泥急須

P 7

ＪＷシリーズ

P 51

和三盆

P 94

ＢＡＮＣＯの急須 / ひなた / 漆釉

P 8

プルー / シリアルカップ

P 52

日染（ひそむ）

P 9

Ｃａｒｂｅｌ（カーベル）

P 53

結び

耐熱食器・土鍋

P 10

Ｃａｒｂｅｌ（カーベル）

P 54

ＡＷＡ（泡）

P 95

焙じ器 / 薄張り耐熱食器

P 11

Ｕｓｕｌａ（ウスラ）

P 55

蓮

P 96

手付き耐熱プレート / ＢＡＫＥ

P 12

Ｏｖ Ｐｌａｔｅ / ルカ

P 56

ＡＯ

P 97

伊賀土 耐熱 片手雑炊鍋 / 伊賀土 目玉焼

P 13

アーティスト

P 57

ぎやまん

P 98

手付耐熱ボウル / 手付雑炊鍋

P 14

アーティスト

P 58

ぎやまん

P 99

アヒージョパン / ラザニア

P 15

Ｙａｔｔｓｕ（ヤッツ）

P 59

リンカ（ＫＩＫＫＡ）白練

P100

ディレクタブル

ベーシックウェア

P 60

リンカ（ＫＩＫＫＡ）黒練

P101

ＳＯＧＩ ＯＶＥＮ

P 16

ＡＮＩＣＥ

P 61

削ぎ

P102

耐熱立柄フライパン / オーブンプレート

P 17

フロート・レリーフプレート

P 62

粉引細削ぎ

P103

グリルプレート / グリルプレートハーフ

P 18

フロート・レリーフプレート / スープ

P 63

三島柄

P104

耐熱オーブン食器 / スタックグラタン

P 19

穂のかすり

P 64

三島柄/キャンディ（ＣＡＮＤＹ）

P105

伊賀あたため鍋 / ミルクパン

P 20

Ｆｕｃｈｉｈａ（フチハ）

P 65

かいらぎ

P106

ＩＨ土鍋（内面セラミックコート）

P 21

カノン

P 66

いちれん

P107

Ｔｓｔｙｌｅ ＩＨ土鍋（金属板入）

P 22

クラシックカフェ

P 67

二色細十草

P108

グレー 直火土鍋

P 23

ＢＥＡＮＳ

P 68

二色太十草

P 24

ショコラ

P 69

夢十草

P 25

オプラートカフェ

P 70

カット / カンナ

P 26

クルールウェア

P 71

ＡＬＫＯ（アルコ）

P110

こぶし

P 27

リーン / マジェスティ

P 72

ソギ

P111

伊賀土鍋 / 丸輪とんすい

P 28

ラージ / ｂｉ-ｃｏｌｏｒ

P 73

昭和ソギ

P112

伊賀焼 行平鍋

P 29

グランス / ストーム

P 74

和楽 / 三彩

P113

古伊賀土鍋

P 30

カット / カンナ

P 75

ビスクライン / シード

P114

古伊賀ご飯鍋

P 31

アッシュ / 削ぎカフェ

P 76

Ｔｓｔｙｌｅ / Ｂｏｌ

P115

ご飯鍋２合炊

P 32

クラスト

P 77

五彩

P 33

Ｌｉｎｅｎ（リネン）/ 華愛

P 78

菊花小皿

台所の道具類・その他

P 34

ＫＯＴＯＲＩ（コトリ）

P 79

Ｂｅａｎ ｂｏｗｌ（豆鉢）

P116

おひつ一膳 / お櫃

P 35

輪花 / パレット

P 80

ディップトレー

P117

擂り鉢 / 朱土すり鉢 / 納豆鉢 / 片口すり鉢

P 36

アンティーク小皿 / 華菱小皿

P 81

高台小皿 / ＭＵＫＵ

P118

ＫＯＷＡＫＥ

P 37

薄手ロクロ磁器

P 82

ＷＡＢＩ・ＳＡＢＩ三寸小皿

P119

卸皿 / ロンド

P 38

コンフェイト

花豆皿/プリーツ

P120

お玉立て しゃもじ立て / バターケース

P 39

ＣＯＬＬＩＥＮ（コリーン）

P 83

小紋 / 細工小皿

P121

箸置 / 面取箸置

P 40

ＣＯＬＬＩＥＮ（コリーン）

P 84

酒器 / オジュー

P122

箸置き / 豆 / 万華鏡

P 41

ＢＡＬ（バル）/ ＳＡＺＡＮＡＭＩ（さざなみ）

P 85

さえずり

P123

カトラリー

P 42

ショコラレース

P 86

グラデーション

P124

ホワイトカトラリー

ストリーム（カップ）

P125

リトルベース / ミニ花瓶

P 43

形（ke i）

P 44

形（ke i）

P 87

結晶釉

P 45

ラウンド

P 88

チャイ

グレー ごはん鍋 3合炊き
P109

ＢＡＮＫＯ ＤＯＮＡＢＥ / Ｔｓｔｙｌｅ
ＢＡＮＫＯのご飯鍋（二重蓋）

ターコイズブルー
マットな艶やかさと青みの強いターコイズブルーが美しい器。
釉薬の濃淡が、深い海底のような神秘的な雰囲気を演出。
存在感のある器でいつもと違う食卓を。

７寸プレート
スープカップ

7寸鉢

マグカップ

カップ／ソーサ―

高台鉢（丸）

浅鉢

７寸プレート

ターコイズブルー
No：13002-15242
￥2,600（2）

スープカップ

size：W155×D130×H65

No：13002-15245
￥1,700（4）

マグカップ

size：W118×D85×H92

No：13002-15248
￥1,400（4）

size：φ140×H40

容量：約270cc

容量：約350cc

No：13002-15249
No：13002-15243
￥2,600（2）

7寸鉢

size：φ220×H55

No：13002-15246
￥1,600（4）

カップ

￥1,600（4）

高台鉢（丸）

size：φ135×H55

size：W108×D80×H70
material：美濃･多治見／土物

容量：約180cc
No：13002-15244
￥2,600（2）

浅鉢

7寸プレート

size：φ220×H30

No：13002-15247
￥1,300（4）

ソーサ―

size：φ155×H15
2

クラシックカフェ（suzune）
多様皿
シャビ―シックな風合いを施したクラシカルなデザインのシリーズ。
食材を美しく見せ、写真映えも楽しめる器です。

手塩皿

外側より／多様皿、銘々皿、天塩皿

銘々皿

オーカー

バニラ

クラシックカフェ(suzune)
No：13003-80053

手塩皿：バニラ

No：13003-80057

多用皿：バニラ

No：13003-80054

手塩皿：オーカー

No：13003-80058

多用皿：オーカー

￥ 740（4）

No：13003-80055

銘々皿：バニラ

No：13003-80056

銘々皿：オーカー

￥1,100（4）
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size：W95×D80×H18

size：W163×D133×H23

￥3,800（2）

size：W250×D215×H35

material：美濃 瑞浪／磁器

クラシックカフェ（suzune）
どの角度から眺めても美しいデザインのたっぷりサイズの麺鉢。
麺料理はもちろん、丼ものや煮物、サラダ等、様々な料理の盛り
付けを楽しんでいただけます。

(蔡)saiデミタスカップ

麺鉢：オーカー
りんご小皿

麺鉢：バニラ

アジアン系麺料理との相性も良い器。
トッピングを豪快に盛り付けて華やかに演出。
(蔡)saiデミタスカップ／りんご小皿

オーカー

バニラ

オーカー

バニラ

クラシックカフェ（suzune）
No：13004-80026 麺鉢：バニラ
No：13004-80027 麺鉢：オーカー
￥4,000（2） size：φ210×H65

No：13004-80013

(蔡)saiデミタスカップ：バニラ

No：13004-80014

(蔡)saiデミタスカップ：オーカー

￥1,480（4）

size：W100×D70×H55

容量：約100cc

No：13004-80023 りんご小皿：バニラ
No：13004-80024 りんご小皿：オーカー
￥780（4） size：W103×D107×H22
material：美濃 瑞浪／磁器
4

フレアスカートの裾をイメージさせるやわらかな曲線のアシンメト
リーな形状の器シリーズ。優しい青み掛かったグレーに錆加工の施
しがお洒落。

フレアプレート グレージュ・ブルー

フレアプレートL

オリジナル性あふれる豊かなサイズで揃うシリーズ。

フレアプレートS

フレアボウル

フレアプレート
フレアボウルS

フレアプレート
No：13005-01190
￥3,200（2）
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フレアプレートＭ

size：φ195×H25

No：13005-01192
￥1,200（4）

フレアプレートＬ

size：φ260×H35

No：13005-01191
￥1,800（4）

グレージュ・ブルー

フレアプレートＳ

size：φ170×H25

No：13005-01194
￥3,500（2）

No：13005-01195
￥2,500（4）

フレアボウルＬ

size：φ250×H75
フレアボウルＭ

size：φ210×H60

No：13005-01196
￥1,580（4）

No：13005-01197
￥ 680（4）

フレアボウルＳ

size：φ170×H50
フレアボウルＳＳ

size：φ100×H30

material：美濃 駄知／磁器

ハイド
紫陽花（あじさい）の花びらのにぎわいを器の側面やふちに彫刻風に施しました。
立体的な花びらの凹凸を、釉薬の流れる濃淡で表現、土の風合いも出しています。

ボウル：S

ボウル：L
器の料理を盛る面は、
扱いやすいツルリとした手触り。

テーブルにも映え、シンプルな色でありながら、
やさしく花を咲かせます。

ライスボウル：白 / グレー

ハイド
No：13006-12503
￥

880 (4)

No：13006-12504
￥1,050(4)

ボウルＳ：白

size：W140×D135×H55
ボウルＳ：グレー

size：W140×D135×H55

No：13006-12505
￥2,800 (2)

No：13006-12506
￥2,900 (2)

ボウルＬ：白

size：φ240×H60
ボウルＬ：グレー

size：φ240×H60

No：13006-12501
￥

850 (4)

No：13006-12502
￥

950 (4)

ライスボウル：白

size：φ115×H70
ライスボウル：グレー

size：φ115×H70

material：美濃 駄知／磁器

6

丸豆皿/丸10cmプレート

ＪＷシリーズ
丸豆皿
丸10cm
プレート

丸16cm
プレート

丸24cm
プレート

猪口

ベージュ

グレーマット

ＪＷシリーズ
No：13007-10101

丸豆皿：ベージュ

No：13007-10107

丸24cmプレート：ベージュ

No：13007-10102

丸豆皿：グレーマット

No：13007-10108

丸24cmプレート：グレーマット

￥ 600 (4)

￥4,000 (4)

size：φ238×H27

No：13007-10103

丸10cmプレート：ベージュ

No：13007-10109

猪口：ベージュ

No：13007-10104

丸10cmプレート：グレーマット

No：13007-10110

猪口：グレーマット

￥ 900 (4)

size：φ100×H22

No：13007-10105

丸16cmプレート：ベージュ

No：13007-10106

丸16cmプレート：グレーマット

￥1,800 (4)
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size：φ56×H18

size：φ168×H24

￥1,100 (4)

size：φ81×H67

material：美濃 瑞浪／磁器

プルー15cm
プレート

プルー

シリアルカップ
たっぷりサイズのフタ付きカップ。シリアル以外にも1人分のカップ
スープ、カップヌードルに。フタを薬味入れ・箸休めに使っても。

シリアルカップ
グレーマット
プルー18cm
プレート

プルー24cm
プレート

ベージュマット

スタックプレートL

灰白

ルリ

プルー

シリアルカップ

No：13008-10311

プルー15cmプレート：ベージュマット

No：13008-13271

シリアルカップ：ルリ

No：13008-10312

プルー15cmプレート：グレーマット

No：13008-13272

シリアルカップ：灰白

￥1,480 (4)

size：φ158×H13

￥1,900 (2)

size：W147×Ｄ120×H85

容量：約500㏄
No：13008-10314

プルー18cmプレート：ベージュマット

No：13008-10315

プルー18cmプレート：グレーマット

￥1,980 (4)

size：φ182×H15

No：13008-13281

スタックプレートL：ルリ

No：13008-13282

スタックプレートL：灰白

￥1,200 (2)
No：13008-10317

プルー24cmプレート：ベージュマット

No：13008-10318

プルー24cmプレート：グレーマット

￥3,280 (4)

size：φ125×H17

material：美濃 土岐泉／土物

size：φ242×H20

material：美濃 瑞浪／磁器
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フランスアンティーク風デザインにマットで落ち着いたカラーが
上質な印象。大き過ぎないサイズ感で新しい使い方をご提案。

Ｃａｒｂｅｌｌ

プレートM

プレートＬ

プレートＳ

安心感のあるレリーフの縁取りだから日常使いにも。

オーバル深皿

ボウル

C a r b e l （カーベル）
No：13009-11750
￥ 680（4）

size：120×120×H12

No：13009-11751
￥1,400（4）
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プレートＭ：グレー

size：180×180×H20

No：13009-11752
￥2,200（4）

プレートＳ：グレー

プレートＬ：グレー

size：230×230×H25

No：13009-11753
￥1,440（4）

No：13009-11754
￥1,440（4）

ボウル：グレー

size：180×180×H35
オーバル深皿：グレー

size：205×150×H35

material：美濃 土岐／磁器

Ｃａｒｂｅｌｌ

オーバルプレートL

オーバルプレートS

オーバルボウル

グレー

オーバルプレートM

ブルー

Ｃａｒｂｅｌｌ（カーベル）
No：13010-11720

オーバルプレートS：ブルー

No：13010-11700

オーバルプレートL：ブルー

No：13010-11721

オーバルプレートS：グレー

No：13010-11701

オーバルプレートL：グレー

￥ 880 (4)

size：W177×D125×H20

￥2,100 (4)

size：W270×D195×H42

No：13010-11710

オーバルプレートM：ブルー

No：13010-11730

オーバルボウル：ブルー

No：13010-11711

オーバルプレートM：グレー

No：13010-11731

オーバルボウル：グレー

￥1,600 (4)

size：W250×D180×H28

￥1,100 (4)

size：W177×D125×H53

material：美濃 土岐／磁器
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無駄のないサイズ感にスタイリッシュフォルムでありながら、
器の縁に表現されたサビ感が古さや時間を感じさせる独特な雰囲気。
扱いやすく、料理映えさせてくれる器です。

Ｕｓｕｌａ（ウスラ）

ボウルS

ボウルM

プレートボウルL

シルバーホワイト

ダークグレー

U s u l a ( ウスラ)
No：13011-15150

ボウルS：シルバーホワイト

No：13011-15154

プレートボウルL：シルバーホワイト

No：13011-15151

ボウルS：ダークグレー

No：13011-15155

プレートボウルL：ダークグレー

￥1,200 (4)

No：13011-15152

ボウルM：シルバーホワイト

No：13011-15153

ボウルM：ダークグレー

￥1,880 (4)
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size：φ132×H48

size：φ195×H43

￥2,400 (4)

size：φ230×H38

material：美濃 駄知／磁器

広くフラットなプレート皿で、盛り付けを思い切り楽しめます。
使いやすさと使う喜びで食事時間を楽しませてくれます。

Ｏｖ Ｐｌａｔｅ ／ ルカ
マットな表面にシックな色合い。
食材を鮮やかに映えさせる、落ち着いた風合い。
ルカ
黒マット
ルカ
シルバーブラウン

Ov Plate
黒マット

Ov Plate
シルバーブラウン

Ｏｖ Ｐｌａｔｅ

ルカ

シルバーブラウン

黒マット

Ｏｖ Ｐｌａｔｅ

ルカ

No：13012-01053

21.5 オーバル：黒マット

No：13012-01050

24.5 丸皿：黒マット

No：13012-01054

21.5 オーバル：シルバーブラウン

No：13012-01051

24.5 丸皿：シルバーブラウン

￥1,980（4）

size：W215×D155×H15

material：美濃 駄知／磁器

￥3,300（2）

size：φ245×H25

material：美濃 駄知／磁器
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アーティスト

マグカップ
カップ

ブルー

ピンク

ソーサー

カップ/ソーサー

パープル

小皿

イエロー

アーティスト
カップ：イエロー

No：13013-16501

マグカップ：イエロー

No：13013-16512

カップ：ブルー

No：13013-16502

マグカップ：ブルー

No：13013-16513

カップ：パープル

No：13013-16503

マグカップ：パープル

No：13013-16514

カップ：ピンク

No：13013-16504

マグカップ：ピンク

No：13013-16511

￥2,200 (4)

容量：約150cc

No：13013-16521

ソーサー：イエロー

No：13013-16522

ソーサー：ブルー

No：13013-16523

ソーサー：パープル

No：13013-16524

ソーサー：ピンク

￥1,650 (4)
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size：W115×D87×H70

size：φ145×H27

￥2,500 (4)

size：W115×D85×H87

material：美濃 駄知／土物

容量：約250cc

一つひとつ、デザイナーに手描きされたアーティスティックな模様。
シンプルなテーブルほど器の個性が映えます。

アーティスト

スープカップ / 大皿

ブルー

ソーサー / 小皿

ネイビー

グリーン

ピンク

ホワイト
ホワイト
ホワイト

クロム

コッパー
ブラウン
グリーン

小皿 / 大皿

スープカップ / 四角皿（脚付）

アーティスト
No：13014-15001

小皿：ブルー

No：13014-15008

スープカップ：ホワイト

No：13014-15002

小皿：ネイビー

No：13014-15009

スープカップ：グリーン

No：13014-15003

小皿：ピンク

￥2,500 (2)

No：13014-15004

小皿：ホワイト

No：13014-15005

小皿：ブラウン

￥1,350 (4)

size：φ100×H15
大皿：ホワイト

No：13014-15007

大皿：グリーン

￥4,200 (4)

容量：約250cc

No：13014-15010

四角皿（脚付）：クロム

No：13014-15011

四角皿（脚付）：コッパー

￥2,800 (4)
No：13014-15006

size：W145×D125×H55

size：W130×D130×H10

material：美濃 駄知／土物

size：φ240×H35
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Ｙａｔｔｓｕ（ヤッツ）
艶やかで、色の発色が美しい、八角の大きめプレート。磁器だからこその
シャープさを素材とデザイン双方からスタイリッシュに醸し出します。

ブラウン

グレー

ブルー

Ｙａｔｔｓｕ( ヤッツ)
No：13015-15170

ブラウン

No：13015-15171

グレー

No：13015-15172

ブルー

￥2,000 (4)

size：W265×D175×H43

material：美濃 瑞浪／磁器

ベーシックウェア

スープボウル
サラダボウル

プレート

スフレS / M / L

ベーシックウェア
No：13015-60191

スフレ：Ｌ

￥600 (4)

size：φ103×H55

No：13015-60196

プレート

￥ 800 (4)

size：φ162×H18

No：13015-60192

スフレ：Ｍ

￥550 (4)

size：φ90×H50

No：13015-60197

サラダボウル

￥1,100 (4)

size：φ180×H55

No：13015-60193

スフレ：Ｓ

￥360 (4)

size：φ70×H40

No：13015-60198

スープボウル

￥1,200 (4)

size：φ210×H45

material：美濃 下石／半磁器
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ＡＮＩＣＥ

プレートL

ブルーグレー

ネイビー

ホワイト

プレートS

グレー

ＡＮＩＣＥ
プレート L：グレー

No：13016-13445

プレート S：グレー

プレート L：ブルーグレー

No：13016-13446

プレート S：ブルーグレー

No：13016-13443

プレート L：ネイビー

No：13016-13447

プレート S：ネイビー

No：13016-13444

プレート L：ホワイト

No：13016-13448

プレート S：ホワイト

No：13016-13441
No：13016-13442

￥1,900 (4)

size：W205×D205×H80

￥

680 (4)

material：美濃

size：W125×D125×H18
土岐／磁器

16

ボタニカル・レリーフが浮き上がるマットな表面。
普段使いにも、おもてなしにも扱いやすい器です。

フロート・レリーフプレート

20.0 レリーフ

15.5 レリーフ

錆カラシ

Ｌモカ
グレーマット

ベージュマット

グレーマット

Ｌグレーマット

フロート・レリーフプレート
No：13017-01211

20.0 レリーフ：錆カラシ

No：13017-01201

15.5 レリーフ：錆カラシ

No：13017-01212

20.0 レリーフ：Ｌグレーマット

No：13017-01202

15.5 レリーフ：Ｌグレーマット

No：13017-01213

20.0 レリーフ：グレーマット

No：13017-01203

15.5 レリーフ：グレーマット

No：13017-01214

20.0 レリーフ：Ｌモカグレーマット

No：13017-01204

15.5 レリーフ：Ｌモカグレーマット

No：13017-01215

20.0 レリーフ：ベージュマット

No：13017-01205

15.5 レリーフ：ベージュマット

￥2,280（4）

size：φ200×H20

￥1,380（4）

size：φ155×H18

material：美濃 瑞浪／磁器
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フロート・レリーフプレート

スープ
たっぷりサイズのスープカップ。
リモートワークの一息タイムは、熱々スープを注いで。
デスクに置いても安定感があり安心です。

青生子

白クリーム
手付きスープ

本商品の釉薬ご注意事項
◆窯変釉薬
①景色に幅…窯変のため季節ごと、日ごとに色やムラに幅が出てしまいます。
②フチザラ…原料に大きめの粒子が入っており器のフチにざらつきが出ます。
③鋳込ピン…下図のように鋳込み口にピンが出てしまいます。
④釉薬ピン…釉薬ピンが出やすくレリーフ付近にピンが出てしまう可能性が
あります。あまりに目立つものはこちらで不良処理致します。
以上は成形工程で改善することが難しいため、
ご了承頂きますようお願い致します。

◆マット釉薬
マット釉薬 3 点いずれも釉薬を構成する原料の特性により、以下のよう
な白い溜まりがございます。
人によって白い汚れのようにも見えてしまう可能性がございます。
こちらの釉薬を使用する際にはご理解いただけますと幸いです。

スープ
No：13018-01011

手付きスープ：青生子

No：13018-01012

手付きスープ：白クリーム

￥3,000（2）

size：W145×D110×H70

容量：約450cc
material：伊賀／土物

hand-crafted（手作り）
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受け皿

穂のかすり

焦茶

緑

スープカップ

焦茶

緑

穂のかすり
No：13019-90191
￥1,400（4）

スープカップ：緑

size：W140×D110×H63

No：13019-90193
￥1,350（4）

受皿：緑

size：φ165×H17

容量：約380cc
No：13019-90194
No：13019-90192
￥1,400（4）
容量：約380cc
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スープカップ：焦茶

￥1,350（4）

受皿：焦茶

size：φ165×H17

size：W140×D110×H63
material：美濃 土岐泉／土物

Ｆｕｃｈｉｈａ（フチハ）

ホワイト

グレー
ホワイトグレー

ひらひらと舞うような淵のヒダが、料理も食卓も、美しく楽しく
演出してくれます。マットな表面とヒダの陰影が繊細さを感じさ
せる器として新しさを感じるモダンなデザインです。

5.0パンプレート

6.0ケーキプレート

7.0デザートプレート

F u c h i h a (フチハ)
No：13020-15160

5.0パンプレート：ホワイト

No：13020-15164

7.0デザートプレート：ホワイト

No：13020-15161

5.0パンプレート：グレー

No：13020-15165

7.0デザートプレート：グレー

No：13020-15187

5.0パンプレート：ホワイトグレー

No：13020-15189

7.0デザートプレート：ホワイトグレー

￥1,500 (4)

size：φ160×H25

No：13020-15162

6.0ケーキプレート：ホワイト

No：13020-15163

6.0ケーキプレート：グレー

No：13020-15188

6.0ケーキプレート：ホワイトグレー

￥2,000 (4)

￥2,200 (4)

size：φ220×H30

material：美濃 駄知／磁器

size：φ190×H25
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カノン
グレー

プレートM

プレートＬ

白

プレートS
カップ湯呑 / ポット

ボウル

マットな色合いと質感で、
どんな料理にも合わせやすいシリーズ。
リムの凹凸ラインが、持つ手に滑りにくく器を運びやすい。

オーバルボウル

カノン
No：13021-18031
No：13021-18032
￥

850 (4)

ﾌﾟﾚｰﾄ Ｓ：白
ﾌﾟﾚｰﾄ Ｓ：グレー

size：φ150×H18

No：13021-18041
No：13021-18042
￥1,800 (4)

ﾎﾞｳﾙ：白

No：13021-18061

ﾎﾟｯﾄ：白

ﾎﾞｳﾙ：グレー

No：13021-18062

ﾎﾟｯﾄ：グレー

size：φ140×H85

￥2,500 (1)

size：W160×D105×H90

容量：約420cc
No：13021-18021

ﾌﾟﾚｰﾄ Ｍ：白

No：13021-18051

ｵｰﾊﾞﾙﾎﾞｳﾙ：白

No：13021-18022

ﾌﾟﾚｰﾄ Ｍ：グレー

No：13021-18052

ｵｰﾊﾞﾙﾎﾞｳﾙ：グレー

￥1,350 (4)

size：φ185×H20

￥2,100 (4)

size：W220×D165×H65

No：13021-18071

ｶｯﾌﾟ湯呑：白

No：13021-18072

ｶｯﾌﾟ湯呑：グレー

￥
No：13021-18001

ﾌﾟﾚｰﾄ Ｌ：白

No：13021-18002

ﾌﾟﾚｰﾄ Ｌ：グレー

￥2,100 (4)
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size：φ235×H23

680 (4)

size：φ85×H62

material：美濃 土岐／磁器

クラシックカフェ
プレートM：オーカー
美味しい紅茶とその時間を楽しむための茶器。
アンティークな装いの器の中に、心地良いお茶の時間を楽しむこと
のできる器です。

プレートS：バニラ

プレートL

ティーカップ
ティーソーサー

プレートS

ティーカップ / ティーソーサー

クラシックカフェ
No：13022-80031

プレートS：バニラ

No：13022-80011

ティーカップ：バニラ

No：13022-80032

プレートS：オーカー

No：13022-80012

ティーカップ：オーカー

￥

880 (4)

size：W110×D110×H15

￥1,380 (4)

size：W130×D105×H47

容量：約200cc
No：13022-80041

プレートM：バニラ

No：13022-80042

プレートM：オーカー

￥1,980 (4)

size：W180×D175×H15

No：13022-80021

ティーソーサー：バニラ

No：13022-80022

ティーソーサー：オーカー

￥1,280 (4)
No：13022-80051

プレートL：バニラ

No：13022-80052

プレートL：オーカー

￥3,380 (2)

size：W150×D150×H17

material：美濃 瑞浪／磁器

size：W250×D245×H25
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ＢＥＡＮＳ
ホワイト

ブラウン

ココア
カップ/プレート

ぽってりとした丸みのカップと、1人分のスイーツを盛るサイズ感が丁度
良いプレート。コーヒータイムが楽しみになるカジュアルな器です。

マグカップ

カップ

プレート

ＢＥＡＮＳ
No：13023-13485

マグカップ：ホワイト

No：13023-13491

プレート：ホワイト

No：13023-13486

マグカップ：ブラウン

No：13023-13492

プレート：ブラウン

No：13023-13487

マグカップ：ココア

No：13023-13493

プレート：ココア

￥1,000 (4)

No：13023-13481

カップ：ホワイト

No：13023-13482

カップ：ブラウン

No：13023-13483

カップ：ココア

￥1,000 (4)
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size：W120×D90×H90

size：W128×D95×H78

容量：約300cc

￥1,000 (4)

size：W142×D142×H18

material：美濃 下石／半磁器

容量：約250cc

ショコラ
マグカップ/ドリッパー

ポット

スープカップ

プレートS

プレートL

大人のカフェタイム＆ティータイムを上質なものに。自分の時間をより
満足度の高いものにしてくれるカフェ・アイテムです。

プレートS

ショコラ
No：13024-90042
￥2,000 (4)

プレート L

size：W225×D148×H15

No：13024-90041
￥1,100 (4)

マグカップ

size：W105×D80×H78

容量：約280cc
No：13024-90043
￥ 850 (4)

No：13024-90044
￥3,000円 (1)

ポット

size：W115×D78×H80

容量：約500cc：カップアミ付

プレート S

size：W155×D115×H15

No：13024-90046
￥1,300 (4)

スープカップ

size: W140×D110×H63

No：13024-90045
￥1,600円 (1)

ドリッパー

size：W110×D105×H82

material：美濃 土岐泉／土物
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器の存在だけでも雰囲気を盛り立てるシックな色合い。
ゆったりとしたサイズで、洋にも和にも調和したカジュアルにも
楽しめるテーブルウェア。

オプラートカフェ

プレート

ポット

ソーサー＆カップ
箸置
翠

胡麻

オプラート カフェ
No：13025-90051

ポット：蒼

No：13025-90071

ソーサー：蒼

No：13025-90091

箸置：蒼

No：13025-90052

ポット：胡麻

No：13025-90072

ソーサー：胡麻

No：13025-90092

箸置：胡麻

ポット：翠

No：13025-90073

ソーサー：翠

No：13025-90093

箸置：翠

No：13025-90053
￥3,600 (1)

size：W165×D88×H135

￥1,200 (4)

size：φ153×H20

￥ 500 (4)

size：φ30×H7

容量：約500cc：カップアミ付
material：美濃 下石／磁器
No：13025-90061

カップ：蒼

No：13025-90081

No：13025-90062

カップ：胡麻

No：13025-90082

プレート：胡麻

No：13025-90063

カップ：翠

No：13025-90083

プレート：翠

￥1,400 (4)

size：W115×D88×H73

容量：約250cc
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￥1,800 (4)

プレート：蒼

size：φ200×H17

ポット/マグ

クルールウェア

グリーン

グレー

ベージュ

日常生活に、サイズ、色と、抜群に使いやすいシリーズ。

角プレート

マグ大

丸プレート

マグ小

丸プレートS

クルールウェア
No：13026-60021

マグ大：ベージュ

No：13026-60011

ポット：ベージュ

No：13026-60041

丸プレート：ベージュ

No：13026-60022

マグ大：グレー

No：13026-60012

ポット：グレー

No：13026-60042

丸プレート：グレー

No：13026-60023

マグ大：グリーン

No：13026-60013

ポット：グリーン

No：13026-60043

丸プレート：グリーン

￥1,000 (4)

size：W110×D85×H90

容量：約300cc

￥2,800 (1)

size：W65×D150×H80

￥1,600 (4)

size：φ205×H25

容量：約500cc：カップアミ付
No：13026-60301

丸プレートＳ：ベージュ

No：13026-60031

マグ小：ベージュ

No：13026-60051

角プレート：ベージュ

No：13026-60302

丸プレートＳ：グレー

No：13026-60032

マグ小：グレー

No：13026-60052

角プレート：グレー

No：13026-60303

丸プレートＳ：グリーン

No：13026-60033

マグ小：グリーン

No：13026-60053

角プレート：グリーン

￥1,300 (4)

￥ 880 (4)

size：W110×D65×H70

容量：約250cc

￥1,700 (4)

size：φ165×H27

size：W255×D158×H35
material：美濃 駄知／半磁器
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リーン

濃紺ラインが品の良さを感じさせ、高級感漂わせる
食卓を演出してくれます。

マジェスティ

マロン

7.5 Inch ボウル
チョコ

8 Inch プレート

グリーン

ティーカップ / ティーソーサー / ポット

リーン

マジェスティ

No：13027-40121
￥1,800 (4)

7.5Inchボウル：紺

size：φ190×H35

No：13027-40091
￥1,500 (4)

ティーカップ：紺

size：W105×D75×H60

容量：約160cc
No：13027-40111
￥1,900 (4)

No：13027-40101
￥1,300 (4)

￥3,800 (1)

マグカップ：グリーン

No：13027-80283

マグカップ：チョコ

ティーソーサー：紺

size：φ130×H20

￥

1,000 (4)

size：W133×φ92×H75

容量：約330cc

ポット：紺

size：W190×D115×H115

容量：約550cc：カップアミ付
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マグカップ：マロン

No：13027-80282

8Inchプレート：紺

size：φ205×H20

No：13027-40131

No：13027-80281

material：美濃 下石／磁器

material：美濃

下石／半磁器

ラージ

ｂｉ-ｃｏｌｏｒ

たっぷりサイズの大きなマグカップ。ホットドリングだけでなく、
フルーツウォーターやスムージー等、コールドドリンクも楽しんで。

色合い豊かなマグカップ。それぞれの色を合わせてテーブルへの
賑わいを。すらりとした形状もスタイリッシュです。

水色

赤

紺

桜

アクア

黄

トパーズ
ホワイト
ネイビー

ラージ

ｂｉ-ｃｏｌｏｒ

No：13028-12220

マグカップ：トパーズ

No：13028-70076

マグカップ：水色

No：13028-12221

マグカップ：ホワイト

No：13028-70077

マグカップ：紺

No：13028-12222

マグカップ：アクア

No：13028-70078

マグカップ：赤

No：13028-12223

マグカップ：ネイビー

No：13028-70079

マグカップ：桜

No：13028-70080

マグカップ：黄

￥1,000 (4)

size：W135×D105×H80

容量：約350cc
￥1,200 (4)

size：W105×D78×H98

容量：約300cc

material：美濃 下石／半磁器
material：美濃 妻木／磁器
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グランス

ストーム
イエロー

表面の凹凸がユニークなハード系デザインのカップ。
力強いフォルムが「格好良さ」を滲ませます。

グレー

ブラウン

ブルー

グリーン

色白の下地に釉薬を滲ませたような変わった加工がアーティスティ
ックなマグカップ。厚みがあって飲み口がぽってりしており、たっ
ぷりサイズ。愛用したくなるマグカップです。

グランス

ストーム

No：13029-14511

マグカップ：イエロー

No：13029-14501

マグカップ：ブルー

No：13029-14512

マグカップ：グリーン

No：13029-14502

マグカップ：ブラウン

No：13029-14513

マグカップ：グレー

￥1,800 (4)

size：W130×D90×H90

material：美濃 土岐／磁器
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容量：約240cc

￥2,600 (4)

size：W115×D85×H95

material：美濃 土岐／磁器

容量：約260cc

カット

ピンク
アイボリー

カット
No：13030-11800

マグ：ブルー

No：13030-11801

マグ：アイボリー

No：13030-11802

マグ：ピンク

￥1,500 (4)
ブルー

size：W130×D100×H85

容量：約240cc
material：美濃 土岐／土物

カンナ

カンナ
No：13030-11810

マグ：ピンク

No：13030-11811

マグ：ターコイズ

No：13030-11812

マグ：アイボリー

￥1,500 (4)

size：W120×D90×H90

容量：約240cc
material：美濃 土岐／土物

ターコイズ

アイボリー

ピンク
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アッシュ

削ぎ カフェ

ホワイト

粉引き

アメ釉
グレー

ブラウン

霞んだようなマットな風合い。
どっしりとした見栄えながら軽さが特徴のマグカップ。

光のあたり具合で削ぎの風合いが美しくかわり、手作りによる温か
みが感じられるカップと皿。手にとって質感を感じたくなる器です。

アッシュ

削ぎ

カフェ

No：13031-10401

マグカップ：ホワイト

No：13031-90141

カップ：粉引き

No：13031-10402

マグカップ：ブラウン

No：13031-90142

カップ：アメ釉

No：13031-10403

マグカップ：グレー

￥2,800 (2)

￥1,250 (4)

size：W125×D90×H90

material：美濃 土岐／磁器

size：W110×D85×H73

容量：約300cc
No：13031-90151

5寸皿：粉引き

No：13031-90152

5寸皿：アメ釉

￥2,000 (2)

size：φ165×H83

material：美濃 駄知／土物
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容量：約280cc

クラスト
ジャムカップとバターディッシュをあわせて保存容器に。

アメ

白

トーストプレート

プレートの模様がエンボス（凹凸）になっているため、焼きたて
トーストの蒸気を逃してサックリ感を味わえるトーストプレート。
同じシリーズで揃えて朝食セットに。

ジャムカップ

バターディッシュ

クラスト
No：13032-40014

バターデッシュ：白

No：13032-40017

ジャムカップ：白

No：13032-40011 トーストプレート：白

￥700（4）size：W90×D90×H15

￥700（4）size：W85×D85×H40

￥1,800 (4) size：W190×D180×H20

No：13032-40015

No：13032-40018

No：13032-40012 トーストプレート：アメ

バターデッシュ：アメ

￥800（4）size：W90×D90×H15

ジャムカップ：アメ

￥800（4）size：W85×D85×H40

￥1,800 (4) size：W190×D180×H20
material：美濃 瑞浪／磁器
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Ｌｉｎｅｎ（リネン）

プレート S

プレート M

L i n e n (リネン)
No：13033-15200

プレートＳ：白

No：13033-15204

プレートM：白

No：13033-15201

プレートＳ：青

No：13033-15205

プレートM：青

土ものの特性を活かした手作りの風合いとモダン

No：13033-15202

プレートＳ：茶

No：13033-15206

プレートM：茶

な色調が、古くて新しいデザインの器です。

￥ 800 (4)

size：W160×D130×H11

￥1,400 (4)

size：W210×D170×H18

material：美濃 土岐／土物

華愛

スープカップ

パスタボウル

リム17丸皿

リム23丸皿
パスタボウル

スープカップ

華愛
No：13033-15101
￥2,400 (2)

No：13033-15102
￥1,900 (4)
リム17丸皿

リム17丸皿

size：φ172×H15

No：13033-15103
￥2,300 (2)

リム23丸皿

size：φ230×H20

パスタボウル

size：φ223×H50

No：13033-15104

スープカップ

￥2,000 (4)
size：W150×D125×H58
容量：約300cc
リム23丸皿
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material：美濃 曽木／土物

ＫＯＴＯＲＩ（コトリ）
思わずほっこりした気持ちにさせられる「ことり」をモチーフにした
愛らしい器が北欧カラーで登場。こども用の器としても人気です。

マルチボウル
ライスボウル

ベビーボウル

ブルー

グレー
イエロー

K O T O R I ( コトリ)
No：13034-15140

ベビーボウル：グレー

No：13034-15146

マルチボウル：グレー

No：13034-15141

ベビーボウル：イエロー

No：13034-15147

マルチボウル：イエロー

No：13034-15142

ベビーボウル：ブルー

No：13034-15148

マルチボウル：ブルー

￥1,000 (4)

size：W105×D85×H35

No：13034-15143

ライスボウル：グレー

No：13034-15144

ライスボウル：イエロー

No：13034-15145

ライスボウル：ブルー

￥1,100 (4)

￥1,900 (4)

size：W170×D130×H58

material：美濃 瑞浪／磁器

size：W135×D105×H55
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輪花

パレット

青白

スクエア

フリル

薄緑

濃灰

ナッピー

ミルクガラスのような雰囲気にサラサラした手触り。
フリルのような縁取りに3色のアイスカラーが大人かわいい器です。

ホワイト

ブラウン

取鉢

グレー

取皿

パレット
アイスカラーの器が冷たいデザートを
より涼しげに演出してくれます。

輪花

ナッピー：ブラウン

No：13035-13424

ナッピー：ホワイト

No：13035-13425

ナッピー：グレー

￥

680 (4)

size：φ100×H30

No：13035-15183

取鉢：薄緑

No：13035-13426

フリル：ブラウン

No：13035-15184

取鉢：濃灰

No：13035-13427

フリル：ホワイト

No：13035-15185

取鉢：青白

No：13035-13428

フリル：グレー

￥ 900 (4)

size：φ146×H38

￥

680 (4)

size：φ92×H15

No：13035-15180

取皿：薄緑

No：13035-13429

スクエア：ブラウン

No：13035-15181

取皿：濃灰

No：13035-13430

スクエア：ホワイト

No：13035-15182

取皿：青白

No：13035-13431

スクエア：グレー

￥1,000 (4)

size：φ165×H20

material：美濃 瑞浪／磁器
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No：13035-13423

￥

680 (4)

material：美濃

size：W102×D98×H18
駄知／磁器

アンティーク小皿 / 華菱小皿

副菜やスイーツなど、取り分け用の器として。
お料理やテーブルコーディネートに合わせて選ぶ楽しさも。

ライン小皿

菱小皿

ドット小皿

華小皿
青
アンティーク小皿
黒

華菱小皿

白

アンティーク小皿

華菱小皿

No：13036-15221

ドット小皿：白

No：13036-15211

華小皿：白

No：13036-15222

ドット小皿：青

No：13036-15212

華小皿：青

No：13036-15223

ドット小皿：黒

No：13036-15213

華小皿：黒

￥ 680 (4)

size：φ108×H18

￥ 800 (4)

size：W120×D120×H20

No：13036-15225

ライン小皿：白

No：13036-15215

菱小皿：白

No：13036-15226

ライン小皿：青

No：13036-15216

菱小皿：青

No：13036-15227

ライン小皿：黒

No：13036-15217

菱小皿：黒

￥ 680 (4)

size：φ108×H18

￥ 900 (4)

size：W130×D100×H20

material：美濃 多治見／磁器
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薄手ロクロ磁器
手ロクロの作業工程で紡ぎ出される、うっすらと美しい削り目を
そのまま残した手仕事感あふれる美しい磁器食器のシリーズです。

腰元には充分な肉厚があるため重心はしっかりと安定しながらも、
際に向かって薄く繊細な仕上がりになっています。薄くて切れの
ある繊細なフォルムに日常でお使い頂くための実用的なバランスを
実現できているのも、正確で丁寧な手引きの技術のなせる技です。

マグカップ
カップ

7寸プレート

6寸クープ
大鉢

中鉢
小皿

カップの飲み口はとても薄く、切れの良い飲み心地を感じますが、
胴回りは暖かい飲み物を持てるように厚手に仕上げています。

浅鉢

薄手 ロクロ 磁器
No：13037-21631
￥2,200 (4)

カップ

size：φ75×H85

No：13037-21671
￥1,600 (4)

小皿

size：φ110×H12

No：13037-10561
￥2,400 (4)

浅鉢

size：φ146×H43

容量：約200cc
No：13037-21661
No：13037-21641
￥2,800 (2)

マグカップ

￥3,500 (2)

6寸クープ

size：φ185×H35

No：13037-10541
￥2,500 (4)

中鉢

size：φ122×H65

size：W95×D75×H85

容量：約200cc

No：13037-21651
￥3,700 (2)

7寸プレート

size：φ215×H20

No：13037-10551
￥4,800 (2)

大鉢

size：φ200×H80

material：美濃 妻木／磁器
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コンフェイト
マットでやわらかな触感の表面にカラフルなビーズを埋め込んだ
ようなポップなデザインの器シリーズ。
爽やかな印象で使うのが楽しくなります。

ボウル

カップ

3.5寸皿
5寸平鉢

kasane S

kasane M

kasane L

スタッキングできます
kasane S/M/L / カップ

コンフェイト
No：13038-15232
￥ 450 (4)

size：φ77×H15

No：13038-15231
￥ 550 (4)

kasane M

size：φ89×H28

No：13038-15230
￥ 650 (4)

kasane S

kasane L

No：13038-15233
￥1,400 (4)

No：13038-15234
￥1,400 (4)

ボウル

size：φ137×H60
カップ

size：W130×D110×H73

No：13038-15235
￥ 880 (4)

No：13038-15236
￥1,350 (4)

3.5寸皿

size：φ121×H28
5寸平鉢

size：φ155×H38

material：美濃 土岐泉／土物

size：φ102×H36
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ＣＯＬＬＩＥＮ

ブラウン

ベージュ

アシンメトリーな円形が独特の立体感に。
上質で高級感ある、ひとつ上の器として。

インディゴブルー

ベージュ

ブラッシュブル

ＣＯＬＬＩＥＮ（コリーン）
No：13039-40201

パスタプレート：インディゴブルー

No：13039-40202

パスタプレート：ブラウン

No：13039-40203

パスタプレート：ブラッシュブルー

No：13039-40200

パスタプレート：ベージュ

￥3,800 (2)

size：W240×D240×H50

No：13039-40204

サラダボウル：インディゴブルー

No：13039-40205

サラダボウル：ブラウン

No：13039-40206

サラダボウル：ブラッシュブルー

No：13039-40207

サラダボウル：ベージュ

￥2,400 (4)

size：W170×D165×H45

material：美濃 瑞浪／磁器
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ＣＯＬＬＩＥＮ

プレートS

パスタプレート

サラダボウル

プレートL

封書をイメージした長方形の長皿。
食卓で和やかな時を過ごせることを願った和食器です。

プレートＳ： インディゴブルー

ベージュ

ＣＯＬＬＩＥＮ（コリーン）

ブラウン

No：13040-40501

プレートＬ：インディゴブルー

No：13040-40502

プレートＬ：ブラウン

No：13040-40503

プレートＬ：ブラッシュブルー

No：13040-40507

プレートＬ：ベージュ

￥3,300 (4)

size：W290×D140×H22

No：13040-40504

プレートＳ：インディゴブルー

No：13040-40505

プレートＳ：ブラウン

No：13040-40506

プレートＳ：ブラッシュブルー

No：13040-40508

プレートＳ：ベージュ

￥2,200 (4)

size：W250×D95×H15

material：美濃 瑞浪／磁器
ブラッシュブルー

インディゴブルー
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ＢＡＬ

ＳＡＺＡＮＡＭＩ

13取り鉢

21深皿

水面に広がる小波のような美しい凹凸が目を惹く器。青み掛かった神秘的
な艶あり白と、落ち着いた上品マットなブルーグレー。
和テイストな料理にぴったりの器です。

プレート
ブルーグレー

Ｓ

M

Ｌ
ブルーホワイト

S A Z A N A M（さざなみ）
I

ＢＡＬ（バル）
No：13041-40301
￥1,000 (4)

プレート Ｓ

size：φ125×H30

No：13041-15174

13取り鉢：ブルーホワイト

No：13041-15175

13取り鉢：ブルーグレー

￥1,000 (4)
No：13041-40302
￥1,600 (4)

size：φ170×H40

No：13041-40303
￥2,000 (4)

プレート Ｌ

size：φ200×H45

material：美濃 瑞浪／磁器
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size：φ130×H40

プレート Ｍ
No：13041-15177

21深皿：ブルーホワイト

No：13041-15178

21深皿：ブルーグレー

￥2,200 (4)

size：φ210×H40

material：美濃 瑞浪／磁器

ショコラレース
6寸鉢

軽く、ほどよいサイズ感が、日常使いに適しています。
網の模様部の凹凸も、やわらかな雰囲気を醸し出します。

丼

7寸鉢

6寸鉢

飯碗
5.5寸皿

マグカップ
5.5寸皿

7寸鉢

７寸鉢

ショコラレース
No：13042-12200
￥3,200 (2)

size：φ170×H90

No：13042-12201
￥2,000 (2)

丼

飯碗

size：φ125×H70

No：13042-12202
￥2,300 (2)

size：W120×D90×H85

No：13042-12203
￥1,800 (2)

マグカップ

5.5寸皿

size：φ165×H25

No：13042-12204
￥2,500 (2)

size：φ170×H55

No：13042-12205
￥3,300 (2)

6寸鉢

7寸鉢

size：φ205×H65

material：美濃 駄知／土物
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形（ｋｅｉ）
大皿

片口

ひょうたん皿

取り皿

大皿 / 取り皿
使い方を自分流に楽しめる、ユニークなデザイン。
しっかりとした磁器素材なので、安心して普段使いを楽しめます。
新しい生活スタイルは、食卓に賑々しさを取り入れて。

グリーン

マスタード

グレー

ひょうたん皿 / 片口

チビ重

形（ｋｅｉ）
No：13043-15250
No：13043-15251
No：13043-15252
￥2,100 (4)

No：13043-15260

ひょうたん皿：グリーン

No：13043-15268

チビ重：グリーン

大皿：マスタード

No：13043-15261

ひょうたん皿：マスタード

No：13043-15269

チビ重：マスタード

大皿：グレー

No：13043-15262

ひょうたん皿：グレー

No：13043-15270

チビ重：グレー

size：W228×D210×H20

￥1,380 (4)

size：W175×D90×H20

取り皿：グリーン

No：13043-15264

片口：グリーン

No：13043-15256

取り皿：マスタード

No：13043-15265

片口：マスタード

No：13043-15257

取り皿：グレー

No：13043-15266

片口：グレー

No：13043-15255

￥1,200 (4)
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大皿：グリーン

size：W153×D150×H20

￥1,100 (4)

size：W103×D60×H55

￥1,500 (4)

size：W73×D73×H45

material：美濃

下石／磁器

形（ｋｅｉ）

マスタード

グリーン

グレー

朝顔ボウル

脚の高い器は、料理の見栄えが良く、手に取りやすいのが魅力。
マットな表面で、食材が映える３色。
磁器のしっかりとした素材感で、安心して使用できます。

高台2.5寸皿

マスタード
グリーン

グレー

形（ｋｅｉ）
No：13044-01180

朝顔ボウル：グリーン

No：13044-01185

高台2.5寸皿：グリーン

No：13044-01181

朝顔ボウル：マスタード

No：13044-01186

高台2.5寸皿：マスタード

No：13044-01182

朝顔ボウル：グレー

No：13044-01187

高台2.5寸皿：グレー

￥2,180（4）

size：φ180×H50

￥ 960（4）

size：φ80×H30

material：美濃 下石／磁器
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ラウンド

ディッシュL

ディッシュM

ディッシュS
オーブン料理に扱いやすく、そのままテーブルへ出しても。美しい
青と、土の質感を感じさせる表面。オーブンの後のこびりつき汚れ
も水に浸すと落ちやすく、扱いやすい器です。

ブルー

シルバー

ラウンド
No：13045-12240

ディッシュ S：シルバー

No：13045-12244

ディッシュ L：シルバー

No：13045-12241

ディッシュ S：ブルー

No：13045-12245

ディッシュ L：ブルー

￥1,000 (4)

No：13045-12242

ディッシュ M：シルバー

No：13045-12243

ディッシュ M：ブルー

￥1,300 (4)
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size：φ120×H25

size：φ160×H33

￥1,800 (2)

size：φ203×H40

material：美濃 駄知／磁器

SHIKAKU
ＳＨＩＫＡＫＵ

7寸正角皿：黒

3寸正角皿：黒

3寸正角皿：白

7寸正角皿：白

マットな質感は、落ち着いた和の雰囲気を醸し出し
食材の色合いを美しくプレゼンテーションします。

7寸正角皿 / 3寸正角皿：黒

7寸正角皿 / 3寸正角皿：白

ＳＨＩＫＡＫＵ
No：13046-90121

7寸正角皿：黒

No：13046-90131 3寸正角皿：黒

No：13046-90122

7寸正角皿：白

No：13046-90132 3寸正角皿：白

￥2,680 (2)

size：W200×D200×H25

￥ 780 (4)

size：W105×D105×H15

material：美濃 駄知／磁器
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モダン

楕円皿

小皿

４寸鉢
７寸鉢

シックな風合いの器が和にも洋にも合い、料理を盛るのが楽しく
なります。

楕円皿：グレー

4寸鉢：ホワイト

モダン
No：13047-12270

小皿：グレー

No：13047-12272

4寸鉢：グレー

No：13047-12276

小皿：ホワイト

No：13047-12278

4寸鉢：ホワイト

￥ 450 (4)

size：W95×D95×H10

￥ 680 (4)

size：W125×D125×H33

No：13047-12271

楕円皿：グレー

No：13047-12273

7寸鉢：グレー

No：13047-12277

楕円皿：ホワイト

No：13047-12279

7寸鉢：ホワイト

￥1,350 (4)

size：W220×D145×H35

￥2,100 (4)

size：W205×D205×H50

material：美濃 土岐泉／磁器
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プレートM：ブラック

Ｃａｒｒｅ

プレートM・L

シンプルなスクエア型のお皿が、いつもの料理を彩よく演出し、盛り
付けを楽しませてくれます。 繊細なオードブルの盛り付けからワン
プレートディッシュとして、様々なシーンで活用できる食器です。

プレートL：グレー

Ｃａｒｒｅ
No：13048-12250

プレート M：ホワイト

No：13048-12255

プレート L：ホワイト

No：13048-12251

プレート M：ブラック

No：13048-12256

プレート L：ブラック

No：13048-12252

プレート M：グレー

No：13048-12257

プレート L：グレー

￥1,780 (4)

size：W205×D195×H25

￥3,300 (4)

size：W265×D255×H30

material：美濃 駄知／磁器
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たたら６寸皿

上質な和食器にアジアンテイストなバイティック柄を施した事で
ファッショナブルな器が生まれました。

織部

白釉

バティック柄：飴釉

たたら６寸皿
飴釉

No：13049-11010

バティック柄：織部

No：13049-11011

バティック柄：飴釉

No：13049-11012

バティック柄：白釉

￥2,800 (4)

size：φ175×H30

material：美濃 下石／土物
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Hand made

わたぼうし

丸豆皿
3.5丸小皿

角豆皿

3.5正角皿

17リム丸皿

紺

深黄

わたぼうし
No：13050-11060

丸豆皿：紺

No：13050-11064

3.5正角皿：紺

No：13050-11068

17リム丸皿：紺

No：13050-11061

丸豆皿：深黄

No：13050-11065

3.5正角皿：深黄

No：13050-11069

17リム丸皿：深黄

￥ 480 (4)

size：φ60×H10

￥ 880 (4)

size：W103×D103×H10

No：13050-11062

角豆皿：紺

No：13050-11066

3.5丸小皿：紺

No：13050-11063

角豆皿：深黄

No：13050-11067

3.5丸小皿：深黄

￥ 480 (4)

size：W55×D55×H10

￥ 880 (4)

￥1,480 (4)

size：φ173×H15

material：美濃 曽木／土物

size：φ115×H20
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和三盆
六角鉢大

大皿

小皿

六角鉢小

陶器なのに、
まるで木製のような軽さと風合い。

緑

青

白

どんな食材でも美しく映える
薄手のお盆のようなお皿です。

和三盆
No：13051-16001

小皿：白

No：13051-16007

六角鉢小：白

No：13051-16002

小皿：緑

No：13051-16008

六角鉢小：緑

No：13051-16003

小皿：青

No：13051-16009

六角鉢小：青

￥ 680 (4)

size：W115×D110×H10

￥ 740 (4)

size：W110×D97×H23

No：13051-16004

大皿：白

No：13051-16010

六角鉢大：白

No：13051-16005

大皿：緑

No：13051-16011

六角鉢大：緑

大皿：青

No：13051-16012

六角鉢大：青

No：13051-16006
￥1,000 (4)

size：W160×D145×H10

￥1,100 (4)

size：W150×D135×H33

material：美濃 下石／土物
51

千鳥波

日染（ひそむ）

大皿

煎茶碗

小皿

いちょう

雪結晶

日染 （ひそむ）
No：13052-15126

小皿：まめ桜

No：13052-15127

小皿：千鳥波

No：13052-15128

小皿：いちょう

No：13052-15129

小皿：雪結晶

￥ 880 (4)

size：W108×D104×H18

No：13052-15121

取り皿：まめ桜

No：13052-15122

取り皿：千鳥波

No：13052-15123

取り皿：いちょう

No：13052-15124

取り皿：雪結晶

￥1,380 (4)

size：W158×D155×H20

No：13052-15130

煎茶碗：まめ桜

No：13052-15131

煎茶碗：千鳥波

No：13052-15132

煎茶碗：いちょう

No：13052-15133

煎茶碗：雪結晶

￥ 880 (4)

まめ桜

size：W100×D98×H56

容量：約130cc
material：美濃 瑞浪／磁器
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結び
日本古来からの縁結び、「水引」を表面のレリーフにあしらった
祝いの席で使いたい、美しい器。

大皿 / 小皿：白
大皿

登場するだけでテーブルが華やかになるおもてなしのお皿として。

グレー

白

赤

「水引」デザインのやわらかな凹凸に
釉薬が施す色の濃淡がとても美しく目をひかれます。

結び
No：13053-12801
￥ 700 (4)

size：W108×D108×H12

No：13053-12804
￥2,500 (2)

小皿：白

大皿：白

size：φ255×H22

No：13053-12802
￥ 800 (4)

size：W108×D108×H12

No：13053-12805
￥2,800 (2)

小皿：赤

大皿：赤

size：φ255×H22

No：13053-12803
￥ 800 (4)

No：13053-12806
￥2,800 (2)

小皿：グレー

size：W108×D108×H12
大皿：グレー

size：φ255×H22

material：美濃 瑞浪／磁器
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ＡＷＡ（泡）
正角皿 大

正角皿 小

器に盛り合わせた料理を
賑やかに演出する手描きの泡模様。
四角のプレートがより使いやすく、食卓を彩ります。

長角皿

A W A （泡）
No：13054-15111
￥1,300 (4)

size：W135×D135×H23

No：13054-15112
￥1,880 (4)

正角皿 小

正角皿 大

No：13054-15113
￥2,000 (4)

長角皿

size：W270×D132×H23

material：美濃 駄知／磁器

size：W178×D178×H23
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食材を際立てる、表面の美しい滲み具合。盛る喜びを感じられる
器となるでしょう。卓上に飾り置いて、果物や菓子を盛っても。

蓮

9寸リム皿
丼

たわみ鉢

茶碗大

茶碗小

9寸リム皿 / たわみ鉢

丼/茶碗大/茶碗小

たわみ鉢

蓮
No：13055-90351

丼

￥2,500 (2)

size：φ140×H88

No：13055-90352

茶碗

大

￥1,800 (4)

size：φ118×H68

No：13055-90353

茶碗

小

￥1,600 (4)

size：φ112×H60

No：13055-90354

たわみ鉢

￥4,000 (2)

size：ｗ218×D208×H58

No：13055-90355

9寸リム皿

￥5,300 (1)

size：φ255×H50

material：美濃 駄知／土物
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ＡＯ
つややかな表面。上品な藍色を施した大ぶりの丼。
麺がなんとも美味しそうに映える、上質の器です。

反大丼
碗大丼

4.5寸皿

9寸皿

4.5寸皿
碗大丼

ＡＯ
No：13056-90101

反大丼

￥2,800 (2)

size：φ200×H80

容量：約1,100cc

No：13056-90102

碗大丼

￥2,800 (2)

size：φ165×H100

容量：約 900cc

No：13056-90103

4.5寸皿

￥ 980 (4)

size：φ135×H20

No：13056-90104

9寸皿

￥4,000 (1)

size：φ260×H45

material：美濃 駄知／磁器
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ぎやまん

4寸鉢 / 3寸小鉢

日本の誇る上質な質感と日本色を再現した、大変、完成度の高い
逸品です。季節の催し事やお祝いなど日常の中に特別な時間を設
けて楽しんでみてはいかがでしょうか。

3寸皿

カップ / ソーサー 4.5寸皿

ぎやまん
No：13057-10611

カップ：漆

No：13057-10631

4寸鉢：漆

No：13057-10641

3寸小鉢：漆

No：13057-10612

カップ：利休

No：13057-10632

4寸鉢：利休

No：13057-10642

3寸小鉢：利休

4寸鉢：茄子紺

No：13057-10643

3寸小鉢：茄子紺

No：13057-10613
￥2,500 (4)

size：W115×D90×H60

No：13057-10633
￥1,900 (4)

size：φ120×H40

No：13057-10621

ソーサー 4.5寸皿：漆

No：13057-10691

3寸皿：漆

No：13057-10622

ソーサー 4.5寸皿：利休

No：13057-10692

3寸皿：利休

No：13057-10623

ソーサー 4.5寸皿：茄子紺

No：13057-10693

3寸皿：茄子紺

￥1,900 (4)
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カップ：茄子紺

size：φ145×H25

￥1,200 (4)

size：φ98×H18

￥1,250 (4)

size：φ90×H30

material：美濃 下石／磁器

ぎやまん

漆

6寸皿

8寸皿

茄子紺

丸小鉢

高台デザート

高台珍味

ぎやまん
No：12058-13561

8寸皿：漆

No：12058-13591

高台デザート：漆

No：12058-13581

丸小鉢：漆

No：12058-13562

8寸皿：茄子紺

No：12058-13592

高台デザート：茄子紺

No：12058-13582

丸小鉢：茄子紺

￥4,500 (4)

size：φ240×H30

￥2,400 (4)

size：φ115×H65

No：12058-13571

6寸皿：漆

No：12058-13601

高台珍味：漆

No：12058-13572

6寸皿：茄子紺

No：12058-13602

高台珍味：茄子紺

￥2,800 (4)

size：φ180×H25

￥1,550 (4)

￥2,100 (4)

size：φ125×H55

material：美濃

下石／磁器

size：φ80×H45
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リンカ（KIKKA）白練
花びらに土の風合いを施したアンティーク調のデザイン。軽くて
どんな料理にもあわせやすい大人気の器です。

人気のリンカ(KIKKA)シリーズに丼・椀が登場。カフェ飯風の料理を
雰囲気良く盛り上げてくれる。土の質感をほどよく表現した器です。

茶碗 / 小丼 / どんぶり

10ボウル / マグカップ

リンカ（KIKKA）白練
No：13059-80181
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8ボウル

￥ 900 (4)

size：φ 85×H30

No：13059-90111

どんぶり ￥2,800 (2)

size：φ165×H83

小丼

￥2,300 (2)

size：φ145×H75

￥1,800 (4)

size：φ115×H60

No：13059-80182

10ボウル

￥1,200 (4)

size：φ105×H40

No：13059-90112

No：13059-80183

12ボウル

￥1,400 (4)

size：φ125×H45

No：13059-90113

茶碗

No：13059-80184

16ボウル

￥2,300 (4)

size：φ165×H50

No：13059-80001

21ボウル

￥3,300 (2)

size：φ215×H60

No：13059-80190

マグカップ

No：13059-80002

24ボウル

￥4,000 (2)

size：φ250×H63

￥2,100 (4)

size：W125×D95×H85

No：13059-80185

14プレート

￥1,500 (4)

size：φ145×H25

material：美濃 下石／磁器

No：13059-80186

17プレート

￥2,000 (4)

size：φ175×H30

No：13059-80187

21プレート

￥2,500 (4)

size：φ215×H35

No：13059-80188

24プレート

￥3,200 (4)

size：φ245×H35

No：13059-80189

27プレート

￥4,000 (4)

size：φ265×H35

リンカ（KIKKA）黒練
艶のある漆黒のリンカが登場。

プレート

マグカップ

茶碗

ボウル

8ボウル / 17プレート

リンカ（KIKKA）黒練
No：13060-81181

8ボウル

￥ 900 (4)

size：φ 85×H30

No：13060-81182

10ボウル

￥1,200 (4)

size：φ105×H40

No：13060-81183

12ボウル

￥1,400 (4)

size：φ125×H45

No：13060-81184

16ボウル

￥2,300 (4)

size：φ165×H50

No：13060-81185

14プレート

￥1,500 (4)

size：φ145×H25

No：13060-81186

17プレート

￥2,000 (4)

size：φ175×H30

No：13060-81187

21プレート

￥2,500 (4)

size：φ215×H35

No：13060-81188

24プレート

￥3,200 (4)

size：φ245×H35

No：13060-91113

茶碗

￥1,800 (4)

size：φ115×H60

No：13060-81190

マグカップ

￥2,100 (4)

size：W125×D95×H85

material：美濃

下石／磁器
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削ぎ
和の器で、イタリヤ・フランス料理など洋食にお楽しみ下さい。

9寸リム皿

7寸リム皿

削ぎ
No：13061-80351

9寸リム皿

￥5,300 (1)

size：φ260×H45

No：13061-80352

7寸リム皿

￥4,400 (1)

size：φ220×H45

material：美濃 駄知／土物
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粉引細削ぎ

丸湯呑 / 飯碗

スープカップ / マグカップ

粉引細削ぎ
No：13062-70601

飯碗 大

￥2,000 (4)

No：13062-70602

飯碗 小

￥1,800 (4)

size：φ115×H65
size：φ110×H60

No：13062-70603

丸湯呑

￥1,550 (4)

size：φ72×H70

No：13062-70604

マグカップ

￥2,200 (2)

size：W120×D90×H90

No：13062-70605

スープカップ

￥2,700 (2)

size：W160×D135×H55

material：美濃 駄知／土物
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三島柄

丸碗

たわみ鉢

丸湯呑
飯碗

スープカップ

5寸皿
7寸リム皿

三島柄
No：13063-70811
￥2,800 (4)

No：13063-70812
￥4,200 (4)
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7寸リム皿

size：φ210×H25

No：13063-70806
￥1,350 (4)

たわみ鉢

size：W175×D185×H58

5寸皿

size：φ145×H20

No：13063-70802
￥1,600 (4)

No：13063-70801
￥1,800 (4)

小

飯碗

大

size：φ120×H68

No：13063-70803
￥1,350 (4)

飯碗

size：φ115×H62

丸湯呑

size：φ75×H75

No：13063-70804
￥2,000 (2)

No：13063-70805
￥2,500 (2)

丸碗

size：φ120×H78
スープカップ

size：W160×D135×H55

material：美濃 駄知／土物

三島柄

キャンディ

女心をくすぐる花柄の並びが、グレーの背景のあいなって、
現代的なデザインに。コロンとした形状で、両手にほどよく
おさまる可愛らしさが特徴の器。

ナチュラルな雰囲気でありながら、パッと目を引く華やかさの
あるカラーに表面に施された縞模様が味のある器。

平丼

丸丼

小鉢

トルコブルー

スタッキング収納も可能で、
揃えて使っても楽しい器。
たっぷり飯碗
サラダボウル

ワインレッド

ドレッシングカップ

キャンディ（ＣＡＮＤＹ）

三島柄
No：13064-70809
￥2,200 (2)

小鉢

size：φ105×H63

No：13064-80361

たっぷり飯碗：トルコブルー

No：13064-80362

たっぷり飯碗：ワインレッド

￥1,200 (4)
No：13064-70808
￥2,800 (2)

￥3,100 (2)

丸丼

size：φ130×H90

No：13064-70807

size：φ120×H80

平丼

No：13064-80371

サラダボウル：トルコブルー

No：13064-80372

サラダボウル：ワインレッド

￥1,300 (4)

size：φ158×H55

size：φ155×H95

material：美濃 駄知／土物

No：13064-80381

ドレッシングカップ：トルコブルー

No：13064-80382

ドレッシングカップ：ワインレッド

￥ 800 (4)

size：Ｗ90×Ｄ75×H45

material：美濃 土岐泉／土物
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かいらぎ
古来より景色の美しい質感と称され茶器などに用いられてきた、梅花皮
（かいらぎ）のシリーズです。落ち着いた趣のある風情は、実に陶磁器
らしく、大人の指向性に向いたアイテムです。

飯碗

5寸丼

多用丼

長湯呑

湯呑

小鉢

７寸深鉢

小皿

かいらぎ
No：13065-50121
￥1,800 (2)

No：13065-32122
￥2,000 (2)
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多用丼：墨

size：φ125×H80

No：13065-50111
￥2,600 (1)

飯碗：墨

size：φ125×H60

５寸丼：墨

size：φ150×H85

No：13065-32102
￥1,400 (4)

No：13065-50251
￥1,400 (2)

長湯呑：墨

size：φ72×H85

No：13065-32132
￥1,600 (4)

湯呑：墨

size：φ75×H75

小鉢：墨

size：φ95×H60

No：13065-32112
￥1,100 (4)

No：13065-32142
￥3,600 (1)

小皿：墨

size：φ135×H25
７寸深鉢：墨

size：φ215×H60

material：美濃 駄知／土物

手頃なサイズ感の茶碗にたっぷり入るマグカップとフリーカップ。
表面の凹凸にひとつひとつ違う表情を見せる模様が可愛らしい個性
的な器。

いちれん

フリーカップ
サビ茶

青
茶碗

マグカップ

いちれん
No：13066-35800

茶碗：青

No：13066-35804

フリーカップ：青

No：13066-35801

茶碗：サビ茶

No：13066-35805

フリーカップ：サビ茶

￥1,200（4）

size：φ115×H70

No：13066-35802

マグカップ：青

No：13066-35803

マグカップ：サビ茶

￥1,400（4）

￥1,300（4）

size：φ85×H105

material：美濃 土岐／土物

size：φ85×W120×H90
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二色細十草

なごみ碗：蒼
丸小鉢：橙
豆小鉢：橙

なごみ碗：蒼

豆小鉢：蒼

4寸丸皿：蒼

玉割り：橙
4寸丸皿：橙

丸小鉢：蒼

平鉢：蒼
玉割り：蒼
平鉢：橙

豆小鉢

二色細十草
No：13067-10171

なごみ碗：橙

No：13067-10261

4寸丸皿：橙

No：13067-10281

丸小鉢：橙

No：13067-10172

なごみ碗：蒼

No：13067-10262

4寸丸皿：蒼

No：13067-10282

丸小鉢：蒼

￥2,000（4）

size：φ132×H62

￥1,400（4）

size：φ123×H22

￥1,400（4）

size：φ95×H40

No：13067-10181

平鉢：橙

No：13067-10271

玉割：橙

No：13067-10291

豆小鉢：橙

No：13067-10182

平鉢：蒼

No：13067-10272

玉割：蒼

No：13067-10292

豆小鉢：蒼

￥1,800（4）

size：φ145×H36

￥1,800（4）

size：φ130×H46

￥1,000（4）

size：φ75×H30

material：瀬戸／土物
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二色太十草
飯碗：橙
5寸丸皿：橙
飯碗：蒼
どんぶり：橙

どんぶり：蒼
5寸丸皿：蒼

6寸平鉢：蒼

6寸平鉢：橙

6寸平鉢：橙
5寸丸皿：橙

飯碗：橙

どんぶり：橙

二色太十草
No：13068-51301

飯碗：橙

No：13068-51501

6寸平鉢：橙

No：13068-51302

飯碗：蒼

No：13068-51502

6寸平鉢：蒼

￥2,200（4）

size：φ128×H70

￥2,200（4）

size：φ182×H40

No：13068-51401

どんぶり：橙

No：13068-51601

5寸丸皿：橙

No：13068-51402

どんぶり：蒼

No：13068-51602

5寸丸皿：蒼

￥3,400（2）

size：φ165×H80

￥1,800（4）

size：φ152×H24

material：美濃 駄知／土物
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6

夢十草

一筆ひとふで、丁寧に描かれているのを感じる十草文様。
白粉を塗ったような白地が明るく、
繊細な文様が美しく映える。
土の感触が心地良い、上品な茶碗と湯飲み。

飯碗 大 / 小：青

飯碗 小 / 切立湯呑：朱

夢十草
No：13069-40401

飯碗 大：青

No：13069-40405

切立湯呑：青

No：13069-40402

飯碗 大：朱

No：13069-40406

切立湯呑：朱

￥1,650 (4)

No：13069-40403

飯碗 小：青

No：13069-40404

飯碗 小：朱

￥1,550 (4)
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size：φ120×H70

size：φ115×H65

￥1,550 (4)

size：φ70×H85

material：美濃 下石／土物

カット

カンナ

アイボリー
ピンク

ブルー

アイボリー
ターコイズ

ピンク

カンナ

カット
No：13070-11803

茶碗：ブルー

No：13070-11815

茶碗：ピンク

No：13070-11804

茶碗：アイボリー

No：13070-11816

茶碗：ターコイズ

No：13070-11805

茶碗：ピンク

No：13070-11817

茶碗：アイボリー

￥1,400 (4)

size：φ120×H62

material：美濃 土岐／土物

￥1400 (4)

size：φ120×H65

material：美濃 土岐／土物
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ＡＬＫＯ（アルコ）

上段左より：シルバーブラウン／グレージュブルー
下段左より：シルバー／黒マット／グレージュ

湯呑

イメージ差し替え

しっかりとした素材で安定感のあるシンプルなデザイン。
女性の手の中に、程よくおさまる小ぶりサイズのお茶碗。
すっと伸びた姿勢の良い湯呑との組合せは、和モダンです。

グレージュブルー
シルバーブラウン
茶碗

ＡＬＫＯ（アルコ）
No：13071-01040

茶碗：シルバーブラウン

No：13071- 01045

No：13071-01041

茶碗：シルバー

No：13071- 01046

No：13071-01042

茶碗：黒マット

No：13071- 01047

No：13071-01043

茶碗：グレージュ

No：13071- 01048

No：13071-01044

茶碗：グレージュブルー

No：13071- 01049

￥1,180（4）

size：φ118×H53

￥1,180（4）

湯呑 ： シルバーブラウン
湯呑 ： シルバー
湯呑 ： 黒マット
湯呑 ： グレージュ
湯呑 ： グレージュブルー

size：φ63×H85

material：美濃 駄知／磁器
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手に馴染むサイズと質感。厚みのある飲み口が、熱いお茶を優しく
もてなしてくれます。

ソギ
日常の食卓を和の美しさでしっくりと彩る器。削ぎ目模様を施した
和食器らしい質感が５色のカラー展開で楽しく演出。

ソギ飯碗

ソギ湯呑

コロンと丸みを帯びた可愛らしい小鉢。
色ごとに釉薬が表現する個性的な表情を楽しみながら、お惣菜や
和スイーツを盛って楽しんで。

トルコ釉
いぶし釉
ガラス釉

オレンジ釉
流釉

ソギ小鉢

ソギ
No：13072-01236

ソギ飯碗：オレンジ釉

No：13072-01241

ソギ小鉢：オレンジ釉

No：13072-01231

ソギ湯呑：オレンジ釉

No：13072-01237

ソギ飯碗：いぶし釉

No：13072-01242

ソギ小鉢：いぶし釉

No：13072-01232

ソギ湯呑：いぶし釉

No：13072-01238

ソギ飯碗：トルコ釉

No：13072-01243

ソギ小鉢：トルコ釉

No：13072-01233

ソギ湯呑：トルコ釉

No：13072-01239

ソギ飯碗：ガラス釉

No：13072-01244

ソギ小鉢：ガラス釉

No：13072-01234

ソギ湯呑：ガラス釉

No：13072-01240

ソギ飯碗：流釉

No：13072-01245

ソギ小鉢：流釉

No：13072-01235

ソギ湯呑：流釉

￥900（4）

size：φ115×H60

￥880（4）

size：φ110×H55

￥800（4）

size：φ72×H87

material：美濃 土岐／磁器

72

昭和ソギ
平皿

マグカップ
飯碗 大

飯碗 小

昭和黒南蛮
平小鉢 大
昭和粉引き

昭和ソギ
No：13073-11020
No：13073-11021
￥2,700 (4)

No：13073-11023
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No：13073-11024

昭和粉引き 平小鉢 大

No：13073-11013

昭和粉引き ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

昭和黒南蛮 飯碗 大

No：13073-11025

昭和黒南蛮 平小鉢 大

No：13073-11014

昭和黒南蛮 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

size：φ120×H64

No：13073-11022
￥2,500 (4)

昭和粉引き 飯碗 大

￥2,900 (4)

size：φ150×H55

昭和粉引き 飯碗 小

No：13073-11026

昭和粉引き 平皿

昭和黒南蛮 飯碗 小

No：13073-11027

昭和黒南蛮 平皿

size：φ112×H55

￥3,500 (4)

size：φ208×H55

￥3,200 (2)

size：W117×D89×H89

material：美濃 下石／土物

Hand made

和楽

三彩

伊賀焼ならではの、土のふわりとした質感。
ぽってりとした形と、土の感触が心地よい器です。

湯呑

飯碗/湯呑

天目
白釉

黄瀬戸

茶碗

丼/小丼

三彩

和楽
No：13074-14201

飯椀：白釉

No：13074-70081

No：13074-14202

飯椀：天目

￥1,800 (2)

No：13074-14203

飯椀：黄瀬戸

￥1,500 (4)

size：φ120×H58

No：13074-70082
￥1,400 (4)

No：13074-14204

湯呑

No：13074-14205

湯呑：天目

No：13074-14206

湯呑：黄瀬戸

￥1,500 (4)

丼

size：φ155×H78
小丼

size：φ125×H73

No：13074-70083
￥1,200 (4)

No：13074-70084
￥1,200 (4)

飯碗

size：φ110×H70
湯呑

size：φ85×H88

白釉
material：美濃 土岐泉／土物

size：φ90×H80

material：伊賀／耐熱土
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ビスクライン
愛らし優しい雰囲気のほっこり食器シリーズ。毎日使いたくなる癒される
風合いで、日常使いの食器にぴったりです。
マグカップ
湯呑

きなり

茶碗

墨

小鉢

ビスクライン
No：13075-12111
No：13075-12112
￥

940 (4)

茶碗：きなり

No：13075-12115

小

鉢：きなり

No：13075-12117

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ：きなり

茶碗：

No：13075-12116

小

鉢：

No：13075-12118

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ：

墨

size：φ110×H63

￥

680 (4)

墨

size：φ95×H43

￥1,100 (4)

墨

size：W110×D85×H78

容量：約300cc
No：13075-12113

湯呑：きなり

No：13075-12114

湯呑：

￥

750 (4)

material：美濃 下石／土物

墨

size：φ75×H80

シード
新生活の始まりや、大事な人への贈り物に選びたい、作りての丁寧な作業が
伝わる器です。

ピンク

グレー

角小鉢

湯呑

茶碗

マグカップ / トレー小

シード
No：13075-12230

茶碗：ﾋﾟﾝｸ

No：13075-12234

角小鉢：ﾋﾟﾝｸ

No：13075-12228

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ：ﾋﾟﾝｸ

No：13075-12231

茶碗：ｸﾞﾚｰ

No：13075-12235

角小鉢：ｸﾞﾚｰ

No：13075-12229

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ：ｸﾞﾚｰ

￥1,100 (4)

size：φ110×H60

￥

900 (4)

size：W115×D115×H50

￥1,100 (4)

size：W120×D80×H80

容量：約280cc
No：13075-12232

湯呑：ﾋﾟﾝｸ

No：13075-12238

トレー 小：ﾋﾟﾝｸ

No：13075-12233

湯呑：ｸﾞﾚｰ

No：13075-12239

トレー 小：ｸﾞﾚｰ

￥
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700 (4)

size：φ75×H60

￥

920 (4)

size：W158×D120×H13

material：美濃 土岐泉／土物

Ｂｏｌ

グレー

コンペイトウ

トルコブルー

ボウル

Ｔｓｔｙｌｅ
持ち手が程よい角度でリング状になっているので、持ちやすさ、
使いやすさが特徴。ツルリとした質感で扱いやすく、煮物、
スープ、スイーツ、サラダとバリエーション豊かに楽しめます。

グレー
白

黒
片手ボウル とんすい

Tstyle

Bol

No：13076-91080

片手ボウル とんすい：白

No：13076-15237

ボウル：コンペイトウ

No：13076-91081

片手ボウル とんすい：黒

No：13076-15238

ボウル：トルコブルー

No：12048-91082

片手ボウル とんすい：グレー

No：13076-15239

ボウル：グレー

￥1,100 (4)

size：φ130×D155×H55

material：美濃 駄知／磁器

￥1,400 (4)

size：φ137×H60

material：美濃 土岐泉／土物
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五彩

飯碗 / 大：小

豆皿

五彩
No：13077-71011

飯碗 大：トルコマット

No：13077-71012

飯碗 大：ベージュマット

No：13077-71013

飯碗 大：炭化

No：13077-71014

飯碗 大：乳白

No：13077-71015

飯碗 大：ローズマット

￥1,200 (4)

No：13077-71021

飯碗 小：トルコマット

No：13077-71022

飯碗 小：ベージュマット

No：13077-71023

飯碗 小：炭化

No：13077-71024

飯碗 小：乳白

No：13077-71025

飯碗 小：ローズマット

￥1,100 (4)
猪口

乳白

猪口：トルコマット

No：13077-71032

猪口：ベージュマット

No：13077-71033

猪口：炭化

No：13077-71034

猪口：乳白

No：13077-71035

猪口：ローズマット
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炭化

ベージュマット

size：φ97×H68

No：13077-71041

豆皿：トルコマット

No：13077-71042

豆皿：ベージュマット

No：13077-71043

豆皿：炭化

No：13077-71044

豆皿：乳白

No：13077-71045

豆皿：ローズマット

￥
トルコマット

size：φ103×H57

No：13077-71031

￥1,100 (4)

ローズマット

size：φ120×H65

680 (4)

size：φ97×H25

material：美濃 土岐泉／土物

菊花小皿

青黒

白マット
飴釉

アッシュグレー

グレー

盛った食材が、パッと華やぐ菊の花の小皿。和にも洋にも
あわせやすく、扱いやすいので日常使いに最適です。

菊花小皿
No：13078-01110

菊花小皿：青黒

No：13078-01111

菊花小皿：白マット

No：13078-01112

菊花小皿：アッシュグレー

No：13078-01113

菊花小皿：グレー

No：13078-01114

菊花小皿：飴釉

￥ 700（4）

size：φ125×H28

material：美濃 土岐／磁器
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Ｂｅａｎ

オクトピンク

ｂｏｗｌ（豆鉢）

スクエアブラウン

クローバーピンク
フラワーブルー

スターグレー

スターグレー

スクエアブラウン

オクトピンク

軽くて可愛いサイズのミニ小鉢。深さがあるので、見た目以上に
盛れます。個性のある形状を活かして、ひとつで使っても複数で
使っても楽しめるシリーズです。

クローバーピンク

フラワーブルー

スクエアブラウン

オクトピンク

スターグレー

Ｂｅａｎ ｂｏｗｌ（豆鉢）
No：13079-03001

クローバーピンク

size：W83×D83×H38
No：13079-03002

スターグレー

size：W68×D68×H38
No：13079-03003

￥ 600（4）

フラワーブルー

size：W75×D75×H36
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￥ 600（4）

￥ 600（4）

No：13079-03004

スクエアブラウン

size：W68×D68×H35
No：13079-03005

￥ 600（4）

オクトピンク

size：W72×D72×H36

￥ 600（4）

material：美濃 多治見／磁器

ディップトレー
和食器らしい艶と表情が、上質な雰囲気を漂わせつつもポップな
スプーン形状を取り入れた愛らしい小皿。

イエロー

グリーン

ピンク
ブラック

取っ手付き形状が持ち運びしやすく、手を添えたいシーンにも
重宝する小皿です。

ディップトレーＭ

ディップトレーＳ

ディップトレー
No：13080-03011

ディップトレーＳ：ピンク

No：13080-03016

ディップトレーM：ピンク

No：13080-03012

ディップトレーＳ：ブラック

No：13080-03017

ディップトレーM：ブラック

No：13080-03013

ディップトレーＳ：イエロー

No：13080-03018

ディップトレーM：イエロー

No：13080-03014

ディップトレーＳ：グリーン

No：13080-03019

ディップトレーM：グリーン

￥ 440（4）

size：W95×D70×H23

￥ 680（4）

size：W120×D90×H35

material：美濃 多治見／磁器
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高台小皿

ＭＵＫＵ

土ものの風合いが豊かに醸し出された小皿。
存在感があるので、ほんの少し食材を盛るだけでも、器が食事の
喜びを演出してくれます。和の文化を感じられる小皿です。

楕円小皿

丸小皿

ルリ

飴釉

李朝
飴釉

青地
ビードロ

鼠志野

粉引

石灰

高台小皿

ＭＵＫＵ

No：13081-90331

小皿：粉引

No：13081-80441

楕円豆鉢：ビードロ

No：13081-80451

豆皿：ビードロ

No：13081-90332

小皿：青地

No：13081-80442

楕円豆鉢：織部

No：13081-80452

豆皿：織部
豆皿：飴釉

No：13081-90333

小皿：飴釉

No：13081-80443

楕円豆鉢：飴釉

No：13081-80453

No：13081-90334

小皿：李朝

No：13081-80444

楕円豆鉢：石灰

No：13081-80454

豆皿：石灰

楕円豆鉢：ルリ

No：13081-80455

豆皿：ルリ

No：13081-90335
￥1,380 (4)

小皿：鼠志野

size：φ90×H25

material：美濃 駄知／土物
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織部

No：13081-80445
￥ 880 (4)

size：W73×D55×H20

￥ 880 (4)

size：W67×D67×H15

material：美濃 下石／磁器土

ＷＡＢＩ・ＳＡＢＩ

ＷＡＢＩ・ＳＡＢＩ 三寸小皿

薄茶
黄茶

No：13082-90321

三寸小皿：深緑

No：13082-90322

三寸小皿：濃白

No：13082-90323

三寸小皿：薄茶

No：13082-90324

三寸小皿：黄茶

￥700 (4)

size：φ90×H15

material：美濃 瑞浪／磁器

薄茶

お漬物や佃煮など、ご飯と一緒にいただく添
え物や御茶うけの和菓子を添える時などに。
和食の美しさをひきたててくれる豆皿です。

濃白

三寸小皿

花豆皿

花豆皿

青

緑

No：13082-90311

まめ皿：茶

No：13082-90312

まめ皿：青

No：13082-90313

まめ皿：黒

No：13082-90314

まめ皿：白

No：13082-90315

まめ皿：緑

￥680 (4)

material：美濃 駄知／磁器

黒

白

size：φ70×H10

茶

まめ皿

マスタード

プリーツ
ベージュ

とても愛らしいサイズの豆皿。
ほんのひとつまみのものを添えて、上品にお
もてなし。器の質感や光沢のバリエーション
が楽しい豆皿です。

スカートのひだのようなふちが、土の質感
と共に表現された和にも洋にも使いやすい
６色の小皿。

ネイビー

ホワイト
モスグリーン

楕円小皿

丸小皿

グレー

プリーツ
No：13082-13461

楕円小皿：ホワイト

No：13082-13451

丸小皿：ホワイト

No：13082-13462

楕円小皿：ベージュ

No：13082-13452

丸小皿：ベージュ

No：13082-13463

楕円小皿：マスタード

No：13082-13453

丸小皿：マスタード

No：13082-13464

楕円小皿：モスグリーン

No：13082-13454

丸小皿：モスグリーン

No：13082-13465

楕円小皿：グレー

No：13082-13455

丸小皿：グレー

No：13082-13466

楕円小皿：ネイビー

No：13082-13456

丸小皿：ネイビー

￥ 550 (4)

size：W123×D95×H20

￥ 650 (4)

size：W110×D110×H20

material：美濃

土岐／土物
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小紋

細工小皿

鶴

亀

松

竹

梅

八稜鏡 / 扇

茶釜 / 雪結晶

細工小皿

小紋
No：13083-12290
No：13083-12291

染付け四寸皿：松
染付け四寸皿：竹

No：13083-13131
No：13083-13132

No：13083-12292

染付け四寸皿：梅

No：13083-13133

No：13083-12293

染付け四寸皿：鶴

￥800 (4)

No：13083-12294

染付け四寸皿：亀

￥700 (4)

size：φ120×H15

material：美濃 瑞浪／磁器

茶釜3寸皿：赤

No：13083-13137

雪結晶3寸皿：赤

茶釜3寸皿：白

No：13083-13138

雪結晶3寸皿：白

茶釜3寸皿：青

No：13083-13139

雪結晶3寸皿：青

size：W105×D90×H15

￥800 (4)

size：W100×D100×H15

八稜鏡3寸皿：赤

No：13083-13145

扇3寸皿：赤

No：13083-13135

八稜鏡3寸皿：白

No：13083-13146

扇3寸皿：白

No：13083-13136

八稜鏡3寸皿：青

No：13083-13147

扇3寸皿：青

No：13083-13134

￥800 (4)

size：W100×D100×H16

￥800 (4)

size：W130×D80×H16

material：美濃
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瑞浪／磁器

オジュー

2つ仕切り皿

小鉢 S

酒器

4つ仕切り皿

蔵人の徳利

大関

蕾

小開

直立

3つ仕切り皿

酒器

オジュー

No：13084-70211

蔵人の徳利

￥2,300 (2)

size：φ50×H150

容量：約200cc

No：13084-80061
￥1,150 (4)

size：W142×D142×H35

No：13084-80071
No：13084-70212

杜氏の盃 大関

￥1,000 (4)

size：φ70×H55

￥1,000 (4)

No：13084-70213

杜氏の盃 蕾

￥1,000 (4)

size：φ50×H60

No：13084-80081

No：13084-70214

杜氏の盃 小開

￥1,000 (4)

size：φ60×H50

￥ 700 (4)

No：13084-70215

杜氏の盃 直立

￥1,000 (4)

size：φ45×H70

No：13084-80091
￥ 550 (4)

material：美濃

4つ仕切り皿：白
3つ仕切り皿：白

size：W215×D70×H35
2つ仕切り皿：白

size：W142×D68×H35
小鉢 S：白

size：W68×D68×H35

下石／磁器
material：美濃 瑞浪／磁器
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富士と桜が描かれた徳利と盃。贈り物としても、縁起の良い日本
の美しさを表現したものとして喜ばれるでしょう。

さえずり

さえずり盃：富士 / 桜
さえずり徳利：富士

お酒を注げば、鳥が囀（さえず）る音を演出する徳利。
お酒を交わす場を盛り上げてくれるでしょう。

さえずり徳利：桜

さえずり
No：13085-90001

さえずり徳利：桜

No：13085-90021

さえずり盃：桜

No：13085-90002

さえずり徳利：富士

No：13085-90022

さえずり盃：富士

￥6,800 (2)

size：W62×D57×H34

容量：約220cc

￥1,850 (2)

size：W62×D57×H34

容量：約20cc

material：美濃 下石／磁器
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グラデーション

ストリーム（カップ）
パープルマスカット

マロン

ブルー

イエロー

ルビーオレンジ

レモンイエロー

側面はサラサラとし、内側はツルツルとした質感。淡い色合い
のグラデーションが美しいカップ。

釉薬の流れるような色合いが美しい和カップ。

グラデーション

ストリーム（カップ）

No：13086-13111

ルビーオレンジ

No：13086-12121

マロン

No：13086-13112

レモンイエロー

No：13086-12122

ブルー

No：13086-13113

パープルマスカット

No：13086-12123

イエロー

￥1,000 (4)

size：φ90×H80

material：美濃

土岐泉／土物

容量：約280cc

￥ 800 (4)

size：φ85×H70

容量：約220cc

material：美濃 下石／土物
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結晶釉

カラーバリエーション

花紋の様に結晶が花開いた、品のあるお茶菓子のセットです。
季節の和菓子や花茶など美しいお茶菓子を、より一層引き立ててく
れます。

ポット

菓子皿

煎茶 小 / 煎茶 大

結晶釉
No：13087-31906

煎茶

大：白

No：13087-90751

ポット

白

No：13087-31911

菓子皿：白

No：13087-31907

煎茶

大：緑

No：13087-90752

ポット

緑

No：13087-31912

菓子皿：緑

No：13087-31908

煎茶

大：青

No：13087-90753

ポット

青

No：13087-31913

菓子皿：青

No：13087-31909

煎茶

大：橙

No：13087-90754

ポット

橙

No：13087-31914

菓子皿：橙

No：13087-31910

煎茶

大：桜

No：13087-90755

ポット

桜

No：13087-31915

菓子皿：桜

￥2,600 (4)

size：φ90×H50

￥7,200 (1)

size：W175×D120×H80

容量：約400cc：陶茶コシ付
No：13087-31901

煎茶

小：白

No：13087-31902

煎茶

小：緑

No：13087-31903

煎茶

小：青

No：13087-31904

煎茶

小：橙

No：13087-31905

煎茶

小：桜

￥2,400 (4)
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size：φ80×H45

￥2,600 (4)

size：φ120×H20

チャイ

海外のデザインを感じさせる色あいや形。
写真にも映え、テーブルを彩ります。
ＳＮＳで仲間に見せてあげたくなる斬新な和食器です。

チャイカップ：ベージュ / ピンク / グレー

ベージュ：煎茶碗 / 湯瓶 / チャイカップ

チャイ
No：13088-90701

湯瓶：ピンク

No：13088-90711

煎茶碗：ピンク

No：13088-90721

チャイカップ：ピンク

No：13088-90702

湯瓶：グレー

No：13088-90712

煎茶碗：グレー

No：13088-90722

チャイカップ：グレー

No：13088-90703

湯瓶：ベージュ

No：13088-90713

煎茶碗：ベージュ

No：13088-90723

チャイカップ：ベージュ

￥4,200 (1)

size: W150×D110×H130

￥ 600 (4)

size: φ85×H45

￥1,100 (2)

size: W130×D90×H65

容量：約600cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付
material：美濃 下石／磁器
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ＣＯＴＴＯ
艶やかな磁器の本体と、マットな質感フタを組み合わせた急須。
指先にしっくりとおさまるサイズの湯飲み。
マロン

オリーブ
カップ

ポット：オリーブ

ＣＯＴＴＯ（コット）
No：13089-10301

ポット：オリーブ

No：13089-10303

カップ：オリーブ

No：13089-10302

ポット：マロン

No：13089-10304

カップ：マロン

￥4,400 (1)

size：W170×D100×H100

￥

800 (4)

size：φ75×H55

容量：約350cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付
material：美濃 瑞浪／磁器
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Ｃｌａｙ ｐｏｔ

青磁
透明感ある淡い瑠璃色が
美しい艶と共に発色する茶器。
磁器とステンレスの組合わせが
スタイリッシュな
ティーセットです。

千段煎茶碗 / 千段土瓶

Ｃｌａｙ ｐｏｔ
No：13090-70311
￥3,500 (1)

千段 土瓶 白磁

size：W155×D120×H110

容量：約500cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付
No：13090-70312
￥ 600 (4)

千段 煎茶碗 白磁

size：φ80×H50

容量：約120cc
material：美濃 下石／磁器

鼎茶

磁器+ステンレス

ティ煎茶碗 / ティポット

鼎茶

青磁

No：13090-70301
￥3,800 (1)

ティポット 白磁

size：W158×D110×H115

No：13090-10701
￥5,000 (1)

土瓶

size：W150×D105×H115

容量：約400cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

容量：約500cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

No：13090-70302

No：13090-10702

￥ 650 (5)

ティ 煎茶碗 白磁

size：φ88×H45

material：美濃 瑞浪／磁器

￥1,380 (4)

しのぎ湯呑

size：φ88×H58

material：美濃 下石／磁器
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ＭＡＲＵ急須

ＨＡＮＡ急須

MARU急須
HANA煎茶

HANAポット
MARU湯呑

黒

白
紫

ＭＡＲＵ急須

ＨＡＮＡ急須

No：13091-90211

MARU急須：黒

No：13091-90231

HANAポット：灰

No：13091-90212

MARU急須：白

No：13091-90232

HANAポット：紫

￥2,400 (1)

size：W145×D100×H85

￥2,400 (1)

size：W145×D100×H85

容量：約230cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

容量：約230cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

No：13091-90221

MARU湯呑：黒

No：13091-90241

HANA煎茶：灰

No：13091-90222

MARU湯呑：白

No：13091-90242

HANA煎茶：紫

￥
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灰

600 (4)

size：φ70×H50

￥

600 (4)

size：φ70×H50

容量：約100cc

容量：約100cc

material：美濃 下石／磁器

material：美濃 下石／磁器

ＺＥＮ（然）

白い急須

艶やかな、白磁の急須と湯飲み。清潔感のあるどのような場でも
使いやすく扱いやすい急須と湯飲みです。

白磁急須：大/小
艶やかな球体の急須。和の白、深い緑。お茶でもてなすテーブル
を落ち着いた雰囲気へ。お茶の美味しさを ふんだんに楽しむため
の急須と湯呑です。

煎茶碗：白磁
既製品

TOJIKITONYA オリジナル茶こし

非常に目の細かいTOJIKITONYAオリジナル茶こし使用。
茶葉の美味しい要素だけをこし、洗う際も目詰まりしません。

白い急須

ＺＥＮ（然）
No：13092-12701

土瓶：織部

No：13092-12901

No：13092-12702

土瓶：白

￥4,000 (1)

￥3,800 (1)

size：W150×D105×H115

白磁急須 大

size：W170×D145×H80

煎茶碗：白磁

size：φ95×H58

material：美濃 瑞浪／磁器
No：13092-12902

白磁急須 小

No：13092-12703

煎茶碗：織部

￥3,500 (1)

No：13092-12704

煎茶碗：白

容量：約250㏄：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

880 (4)

￥ 800 (4)

容量：約350㏄：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

容量：約450cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

￥

No：13092-12903

size：W135×D120×H65

size：φ75×H62

material：美濃 瑞浪／磁器
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滑らかな風合いが美しい常滑の急須シリーズ。
緑茶の美味しさをひきだすのは、日本の伝統技術に優れた急須です。

黒泥急須

大平丸 / 小丸

小平丸 / 平ツバ

湯冷し / ポット

黒泥急須
No：13093-90801

大平丸

size：W160×D145×H75
No：13093-90802

No：13093-90803

容量：約180cc：帯アミ

小平丸

size：W160×D135×H75

￥3,800 (1)

容量：約200cc：帯アミ

平ツバ

size：W185×D1６5×H95

￥3,800 (1)

￥4,000 (1)
容量：約300cc：帯アミ

No：13093-90804

No：13093-90805

No：13093-90806

￥3,800 (1)
容量：約200cc：帯アミ

湯冷し

size：W165×D120×H85

￥2,000 (1)

容量：約300cc

ポット

size：W180×D120×H105
material：常滑／土物
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小丸

size：W145×D125×H85

￥4,500 (1)
容量：約600cc：帯アミ

ＢＡＮＣＯの急須

ひなた

鉄鉢無地1.0号

左ききの方用の萬古焼急須です

急須
湯呑

日本古来の紅と黒を、奥ゆかしく表現した茶器。
手の中にほどよくおさまるサイズ感と美しい風合い。
夫婦茶碗、揃いの湯飲みとして、慶びの場への贈り物にも。

だるま型無地 1.5号

左ききの方用の萬古焼急須です

ＢＡＮＣＯの急須
No：13094-14403
￥2,500 (1)

鉄鉢無地 1.0号（左手）

size：W140×D120×H60

容量：約130cc：ｻｰｸﾙｱﾐ
No：13094-14404
￥2,500 (1)

だるま型無地 1.5号（左手）

size：W140×D120×H85

容量：約250cc：ｻｰｸﾙｱﾐ
茶碗 小

茶碗 大

material：萬古／土物

ひなた

漆釉
No：13094-90161

急須：赤

No：13094-90181

No：13094-90162

急須：黒

￥1,100 (4)

茶碗 小：赤

size：φ110×H62

￥2,700 (1)
size：W168×D130×H81

No：13094-90182

容量：約310cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付

￥1,300 (4)

No：13094-90171

湯呑：赤

material：美濃 土岐泉／土物

No：13094-90172

湯呑：黒

￥

700 (4)

茶碗 大：黒

size：φ120×H70

size：φ75×H62

漆釉
No：13094-10671
土瓶

土瓶 漆

No：13094-10681

￥3,900 (1)

￥1,100 (4)

size：W150×D105×H115

size：φ85×H55

煎茶 漆

容量：約500cc：ｶｯﾌﾟｱﾐ付
煎茶

material：美濃 下石／磁器
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焙じ器

薄張り耐熱食器

焙じ器
No：13095-60101
￥3,900 (1)

焙じ器
薄くて軽い耐熱土で成型された食器のシリーズです。直火・オーブン
・電子レンジでご使用頂けますので、食器としてまたは耐熱道具とし
て用途の幅が広がります。土がしっかり焼き締まっているため強度面
も問題なく、普段使いでヘビーにお使い頂けるアイテムです。

size：W190×D135×H80

material：伊賀／耐熱土

グラタン

ココット小

ココット大
楕円プレート

丸ドリア

薄張り耐熱食器
No：13095-60111

ココット 大：黒

No：13095-10731

グラタン：黒

No：13095-10721

楕円プレート：黒

No：13095-60113

ココット 大：白

No：13095-10733

グラタン：黄

No：13095-10723

楕円プレート：黄

￥1,200 (4)

￥1,450 (4)

size：188×D143×H38

No：13095-60121

ココット 小：黒

No：13095-10741

丸ドリア：黒

No：13095-60123

ココット 小：白

No：13095-10743

丸ドリア：黄

￥ 900 (4)
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size：φ133×H39

size：φ103×H39

￥1,450 (4)

size：φ165×H38

￥2,400 (4)

size：W265×D195×H40

material：萬古／耐熱土

手付き 耐熱プレート

ＢＡＫＥ

S
ＧＬ

M

L

ＷＨ

耐熱ベイクパンL

スキレット

少量の食材をトースターやグリルを使って短時間で調理したい
時に便利です。出来立て熱々をそのままテーブルへ。

スキレット：WH

手付き 耐熱プレート

ＢＡＫＥ

No：13096-11311

No：13096-12312

耐熱ベイクパン Ｓ：WH

No：13096-12316

耐熱ベイクパン L：WH

No：13096-12313

耐熱ベイクパン Ｓ：GL

No：13096-12317

耐熱ベイクパン L：GL

￥1,600 (2)

￥1,100 (4)

size：W135×D125×H30

￥1,550 (4)

size：W178×D165×H40

size：W195×D160×H25
material：萬古／耐熱土

No：13096-12314

耐熱ベイクパン Ｍ：WH

No：13096-12318

スキレット：WH

No：13096-12315

耐熱ベイクパン Ｍ：GL

No：13096-12319

スキレット：GL

￥1,350 (4)

size：W155×D145×H33

￥2,000 (4)

size：W240×D165×H35

material：萬古／耐熱土
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煮物やスープ、オーブン料理にも活躍する手付きの雑炊鍋です。
ご飯茶碗一杯分のお雑炊で丁度良いくらいの小振りなサイズが
普段使いに適しています。

伊賀土 耐熱片手雑炊鍋

飴釉：茶

透明釉：白

天目釉：黒

伊賀土 目玉焼

伊賀土耐熱 片手雑炊鍋
No：13097-21551

天目釉：黒

No：13097-21552

透明釉：白

No：13097-21553

飴釉：茶

￥3,600 (1)
飴釉：茶

size：W210×D150×H85

material：伊賀／耐熱土

伊賀土

目玉焼

天目釉：黒

透明釉：白

No：13097-32201

天目釉：黒

No：13097-32202

透明釉：白

No：13097-32203

飴釉：茶

￥1,800 (2)

size：W140×D105×H55

material：伊賀／耐熱土
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手付耐熱ボウル

手付雑炊鍋

生成

白

鉄赤

1、２人分を作るのに便利な、深めの手付き陶板。
焼くだけでなく、煮込みにも使いやすい形状。時短調理で人気
の魚焼きグリルでの調理にも使えるほどよい深さです。

手付耐熱ボウル

茶

手付雑炊鍋

No：13098-11261

手付耐熱ボウル：生成

No：13098-11271

手付雑炊鍋：白

No：13098-11262

手付耐熱ボウル：鉄赤

No：13098-11272

手付雑炊鍋：茶

￥2,100 (1)

size：W230×φ165×H60

material：萬古／耐熱土

￥3,300 (1)

size：W265×φ175×H120

material：萬古／耐熱土
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アヒージョパン

ラザニア
オーブン料理・電子レンジ料理と、プロの料理人が愛用する食器
です。大きさも様々で、Lサイズではたっぷり4人前の大きさ。
そのまま食器としてテーブルでもご利用できます。

Ajillo pan / ovenware

Lasagna / semiporcelain

アヒージョパン
No：13099-70991
￥1,700 (2)

ラザニア
アヒージョパン

size：W180×D135×H60

No：13099-70961

S：飴

No：13099-70941

L：飴

No：13099-70962

S：白

No：13099-70942

L：白

￥ 950 (4)

size：W190×D130×H40

￥2,900 (1)

size：W300×D210×H50

material：萬古／耐熱伊賀土
No：13099-70951

M：飴

No：13099-70952

M：白

￥1,900 (2)
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size：W260×D180×H45

aterial：萬古／半磁器

ちょっとした直火・オーブンでのフライパン料理に最適です。
汁気の多い料理にも、大丈夫。
遠赤効果を存分に生かした料理をお楽しみください。

ディレクタブル

白

白

黒
耐熱ボウル

鐵赤

耐熱手付フライパン

delectable / ovenware

直火・オーブン・電子レンジと幅広い調理でお使いいただけます
ので、キッチンに一つあると何かと重宝してくれます。
サイズは、一人前で丁度の大きさです。

ディレクタブル
No：13100-70971
No：13100-70972
￥2,000 (1)

耐熱ボウル：白

No：13100-70981

耐熱手付フライパン：白

耐熱ボウル：黒

No：13100-70982

耐熱手付フライパン：鉄赤

size：W190×D180×H78

￥2,000 (1)

size：W235×D175×H83

容量：約750cc
material：萬古／耐熱土
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直火できる食器 / ovenware

ＳＯＧＩ ＯＶＥＮ

SOGI OVEN プレートＭ：鉄赤

直火・オーブン・電子レンジと幅広い調理でお使いいただけます
ので、普段使いにとても便利に活用できます。食器として、また
は耐熱道具として用途の幅が広がり、食事用の器として幅広くお
使い頂けるサイズです。質感も素材も、やわらかさを出すために
ひとつひとつ手作業で削いであります。

SOGI OVEN プレート L：茶

ＳＯＧＩ

SOGI OVEN ボウル：白

ＯＶＥＮ

No：13101-70901

SOGI OVEN プレート S：白

No：13101-70921

SOGI OVEN プレート L：白

No：13101-70902

SOGI OVEN プレート S：鉄赤

No：13101-70922

SOGI OVEN プレート L：鉄赤

No：13101-70903

SOGI OVEN プレート S：茶

No：13101-70923

SOGI OVEN プレート L：茶

￥1,600 (2)

size：W175×D140×H50

￥3,200 (1)

size：W270×D218×H60

No：13101-70911

SOGI OVEN プレート M：白

No：13101-70931

SOGI OVEN ボウル：白

No：13101-70912

SOGI OVEN プレート M：鉄赤

No：13101-70932

SOGI OVEN ボウル：鉄赤

No：13101-70913

SOGI OVEN プレート M：茶

No：13101-70933

SOGI OVEN ボウル：茶

￥2,400 (2)

size：W180×D158×H62

￥2,400 (2)

size：W170×D140×H82

material：萬古／耐熱土
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耐熱 立柄フライパン

オーブンプレート

持ちやすい立柄のフライパンです。直火・オーブン料理をする時
には耐熱道具として、普段は器としてもご使用頂けます。

肉や魚をグリルしたり、キッシュやラザニアを作るのに丁度良い
サイズです。手引きで成形されているため、シンプルでモダンな
形状にも人肌の暖かみを感じるアイテムです。

hand craft

耐熱 立柄フライパン

オーブンプレート

No：13102-21611

耐熱釉：白

No：13102-21621

天目釉：黒

No：13102-21612

飴釉

No：13102-21622

白化粧：白

￥2,500 (2)

：茶

size：W215×D160×H60

material：萬古／耐熱土

￥3,600 (1)

size：W255×D210×H45

material：萬古／耐熱土
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グリルプレート

グリルプレートハーフ

グリルプレート
No：13103-80481
￥2,200 (1)

グリルプレート ハーフ
グリルパン

size：W270×D195×H37

material：萬古／耐熱土
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No：13103-13800
￥1,800 (1)

グリルプレート ハーフ

size：W270×D105×H30

material：萬古／耐熱土

魚焼きグリルが手軽に使える

手作りのシンプル・スイーツ

高温で一気に焼上げる時短調理が人気の〝魚焼きグリル〟。
器ごと焼くので、グリル内を汚さず後片付けが楽に。
遠赤外線効果で、素材の美味しさが活かせます。
手付きで、取り出しやすく、熱々できたてをそのまま食卓へ。

オーブン調理では、耐熱陶器のじんわりとした熱伝導と遠赤外線
効果で、焼上がり、生地の質感が違います。
直火でもパンケーキやフレンチトーストを焼いて、シンプル
スイーツの焼きたての甘い香りをテーブルへ。

耐熱オーブン食器

スタックグラタン

スタッキング設計で
収納に便利な形状です

丸 L /丸 S

大

小

オーブントースターや焼き魚グリルに丁度良いサイズ

楕円 M / 楕円 S

耐熱オーブン食器

スタックグラタン

No：13104-10771

丸 Ｓ：白

No：13104-10751

楕円 Ｓ：白

No：13104-11281

大：黒

No：13104-10772

丸 Ｓ：黒

No：13104-10752

楕円 Ｓ：黒

No：13104-11282

大：白

￥ 800 (4)

size：φ100×H50

￥1,100 (4)

size：W185×D110×H50

￥2,000 (4)

size：W235×D120×H36

No：13104-10791

丸 Ｍ：白

No：13104-10761

楕円 Ｍ：白

No：13104-11291

小：黒

No：13104-10792

丸 Ｍ：黒

No：13104-10762

楕円 Ｍ：黒

No：13104-11292

小：白

￥1,100 (4)

size：φ130×H50

No：13104-10781

丸 Ｌ：白

No：13104-10782

丸 Ｌ：黒

￥1,900 (2)

￥1,900 (2)

size：W240×D150×H55

material：萬古／耐熱土

￥1,200 (4)

size：W133×D105×H36

material：萬古／耐熱土

size：φ195×H55
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伊賀あたため鍋

クリーム 大

アメ 小

ミルクパン

白

黒

伊賀あたため鍋

ミルクパン

No：13105-13690 あたため鍋 クリーム 小
No：13105-13692 あたため鍋 アメ 小
￥1,900 (1) size：W115×D150×H70 容量：約200cc

No：13105-50261 ミルクパン：黒
No：13105-50262 ミルクパン：白
￥2,700 (1) size：W240×D170×H70

No：13105-13691 あたため鍋 クリーム 大
No：13105-13693 あたため鍋 アメ 大
￥2,200 (1) size：W140×D185×H90 容量：約500cc

material：美濃／耐熱土

material：伊賀／耐熱土
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容量：約680cc

ＩＨ土鍋（内面セラミックコート）
セラミック
9号：白

磁性体金属
陶器

８号：黒

三層構造
鍋本体の内側に
電磁波で発熱する「磁性体金属」と、
保護層の「セラミック加工」
を施した三層構造です。
ＩＨ調理器、ガスコンロ、オーブン
でお使いいただけます。

取鉢（耐熱）白

取鉢（耐熱）黒

ＩＨ土鍋（内面セラミックコート）
No：13106-13621

8号：白

No：13106-60083

取鉢（耐熱）：白

No：13106-13622

8号：黒

No：13106-60084

取鉢（耐熱）：黒

￥14,500 (1)

size：W310×D255×H140

￥1,350 (4)

size：W155×D127×H65

容量：約2,000cc
material：萬古／耐熱土
No：13106-13631

9号：白

No：13106-13632

9号：黒

￥17,500 (1)

size：W350×D288×H160

容量：約3,000cc

汚れのつきにくいセラミック加工土鍋で、使い始めの目止めは不要
です。プレート要らずのＩＨ土鍋なので、見た目はもちろん、使い
勝手もよい次世代型のＩＨ土鍋です。
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土鍋で作る料理ってやっぱり美味しい。
スタイリッシュな土鍋と新しい生活を。
保温効果と耐熱性に優れたばんこ焼土鍋。

ＴｓｔｙｌｅＩＨ土鍋
（金属板入）

取鉢（耐熱）
耐熱食器として調理可能

IH土鍋（金属板入）

Ｔｓｔｙｌｅ ＩＨ土鍋（金属板入）
No：13107-91013
￥7,800 (1)

8号IH土鍋（金属板入）

size：W285×D255×H130

No：13107-91034
￥1,350 (4)

取鉢（耐熱）：グレー

size：W155×D127×H65

容量：約2,200cc
material：萬古／耐熱土
No：13107-91023
￥9,500 (1)

size：W325×D285×H145

容量：約3,000cc
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9号IH土鍋（金属板入）

グレー直火土鍋

グレーごはん鍋 ３合炊き

ころんとした形と、軽さが特徴。
対流が起こりやすい形状で、美味しくご飯が炊上ります。

グレー直火土鍋
No：13108-91070
￥6,500 (1)

8号土鍋

size：W285×D255×H130

No：13108-91071
￥8,500 (1)

グレーごはん鍋 ３合炊き
No：13108-21101
容量：約2,200cc

9号土鍋

size：W325×D285×H145

￥4,800 (1)

size：W220×D180×H170

容量：約1,800cc

material：萬古／耐熱土
容量：約3,000cc

material：萬古／耐熱土
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ＢＡＮＫＯ ＤＯＮＡＢＥ

ＢＡＮＫＯのご飯鍋

白

青

B A NC O D ONA B E
8号 ： 青

Tstyle
片手ボウル とんすい

ＢＡＮＫＯ ＤＯＮＡＢＥ
No：13109-91051

6号：白

No：13109-91052

6号：青

￥3,800 (1)

size：W225×φ190×H105

No：13109-91061

8号：白

No：13109-91062

8号：青

￥5,800 (1)

size：W225×φ190×H105

容量：約750cc

容量：約2,000cc

ＢＡＮＫＯ のご飯鍋（二重蓋）
material：萬古／耐熱土
No：13109-15241

Tstyle

￥4,800 (1)

2合炊

size：W162×D210×H150

容量：約1,200cc
No：13109-91080

片手ボウル とんすい：白

No：13109-91081

片手ボウル とんすい：黒

No：13109-15240

No：13109-91082

片手ボウル とんすい：グレー

￥7,500 (1)

￥1,100 (4)

size：φ130×D155×H55

material：美濃 駄知／磁器
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4合炊

size：W250×D200×H185

容量：約2,300cc
material：萬古／耐熱土

こぶし
握りやすい辛夷（こぶし）を持ち手に付けた耐熱シリーズです。
小鉢は鍋のとんすいにもなりますし、耐熱土のためオーブン料理
などにもお使い頂けます。

とんすい：黒

とんすい：白
こぶし7号鍋：黒

とんすい：黒

こぶし9号鍋：白

こぶし
No：13110-11171

7号鍋：白

No：13110-11181

とんすい：白

No：13110-11172

7号鍋：黒

No：13110-11182

とんすい：黒

￥4,400 (1)

size：W280×D220×H130

No：13110-11161

9号鍋：白

No：13110-11162

9号鍋：黒

￥7,000 (1)

￥1,200 (4)

size：W150×D120×H60

material：萬古／耐熱土

size：W340×D275×H145
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伊賀土鍋

ハンドクラフトが魅せる伊賀焼きならではの質感とツヤ。

伊賀土鍋：白 / 黒

ていねいに暮らすための土鍋。
すこし手間をかけた料理でおいしさ閉じ込めて食卓へ。

丸輪とんすい

透明釉：白

伊賀土鍋
No：13111-91021

伊賀土鍋 6号：黒

No：13111-91022

伊賀土鍋 6号：白

￥3,800 (1)

天目釉：黒

size：W220×D185×H115

容量：約700cc
No：13111-91031

伊賀土鍋 8号：黒

No：13111-91032

伊賀土鍋 8号：白

￥8,000 (1)
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size：W315×D260×H170

丸輪とんすい
No：13111-32211

丸輪とんすい：天目釉 黒

No：13111-32212

丸輪とんすい：透明釉 白

容量：約2,300cc

￥1,650 (4)

size：W140×D125×H50

material：伊賀／耐熱土

material：伊賀／耐熱土

伊賀焼 行平鍋

行平鍋：大

行平鍋：小

行平鍋：大

行平鍋：小

伊賀焼

行平鍋

No：13112-13710
￥2,800 (1)

size：W140×D190×H125

No：13112-13711
￥3,400 (1)

行平鍋 小：クリーム
容量：約350cc

行平鍋 大：クリーム

size：W180×D230×H140

容量：約700cc

material：伊賀／耐熱土
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古伊賀土鍋

天目

黄地

飴

天目

黄地

とんすい

使いこむほどに味のでる伊賀焼の土鍋。かけても、その具合が味
わいある風合いを出す。じっくりゆっくりと煮込むことで、美味
しい鍋料理ができあがります。

古伊賀土鍋：6号・8号（飴）

古伊賀土鍋
No：13113-11031

6号：黄地

No：13113-11041

8号：黄地

No：13113-11051

とんすい：黄地

No：13113-11032

6号：天目

No：13113-11042

8号：天目

No：13113-11052

とんすい：天目

6号：飴

No：13113-11043

8号：飴

No：13113-11053

とんすい：飴

No：13113-11033
￥2,900 (1)

size：φ185×H105

￥6,200 (1)

size：φ260×H165

￥1,000 (4)

size：φ125×H45

material：伊賀／耐熱土
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古伊賀ご飯鍋

伊賀の陶土は中に炭化した植物を多く含んでいる為、燃焼すると多孔
性の素地になります。そのため土鍋本体がしっかりと熱を蓄えて食材
の芯までにじつくりと火を通し旨味を逃がさず美味しいご飯を炊き上
げます。４合は炊ける大きさになっております。

古伊賀ご飯鍋
No：13114-80461
￥10,000 (1)

古伊賀ご飯鍋

size：W250×D225×H180

material：伊賀／耐熱土
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直火でも電子レンジでも
炊ける機能性炊飯鍋が
登場しました。

ご飯鍋 ２合炊

2合炊：黒

2合炊：白

鍋の底には、発熱体が加工され
ており、本器全体を加熱する
ことが出来ます。

電子レンジのマイクロ派
を熱に変える「発熱体」

ご飯鍋 ２合炊

「独自技法のシールド効果」で
電子レンジのマイクロ波をコントロール！
レンジで手軽に、ムラなく美味しいごはんが炊けます！

No：13115-50161

2合炊：黒

No：13115-50162

2合炊：白

￥5,600 (1)

size：W230×D195×H110 容量：約1500cc

※直火炊飯・電子レンジ炊飯 どちらでもお使いいただけます。

material：耐熱陶器／四日市

直火でも電子レンジでも炊ける機能性炊飯鍋
シールド
加工

＜シールド効果×鍋底の発熱体で美味しい電子レンジ炊飯＞
通常電子レンジでは容器内の食品上部に熱が集中し、加熱にムラが生じます
が、本器は容器上部にシールドを施すことで熱の集中を避け、本器底裏面の
発熱体が電子レンジのマイクロ派を熱に変え、セラミックの本器全体が加熱
されるため、本器内の素材をまんべんなく加熱することが出来ます。また、

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
透過する電子レンジのマイクロ波

セラミック（陶器）でゆっくり加熱されることで、素材の旨みを壊さないで
美味しさＵＰ！更に、蓋の反射膜が、マイクロ波を反射し、食材に含まれる
水分の蒸発を防ぐので、ふっくらと美味しい炊飯が可能になりました。
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おひつ一膳

お櫃

白

黒

一膳分のおひつ。スタッキングできるコロンとかわいい形状。

残ったご飯をおひつに保存しておき、
電子レンジ加熱で温めて、そのままいただきます。

おひつ一膳

おひつ

お櫃

No：13116-90361

おひつ一膳：黒

No：13116-90362

おひつ一膳：白

No：13116-60091
￥3,500 (1)

￥2,200 (2)

2合

おひつ

2合

size：φ185×H90

size：φ125×H80
material：伊賀／耐熱土

material：伊賀／耐熱土
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擂り鉢

納豆鉢

擂り鉢でゴマを擂るとパチパチと心地よい音を立てながらゴマのいい
香りが漂ってきます。無垢の木材を使用した擂り粉木は、使う程に味
わい深く色づいて行きます。古い道具の使用感をお楽しみ下さい。

黒

七寸
白

六寸

納豆鉢
四寸

擂り鉢：乳白

擂り鉢

No：13117-11391

白

No：13117-11392

黒

￥1,600 (2)
No：13117-11361
￥ 560 (6)

￥1,300 (4)

material：美濃 高田／白・磁器

六寸：乳白

黒・土物

片口すり鉢

size：φ190×H75

No：13117-11381
￥1,700 (2)

四寸：乳白

size：φ125×H55

No：13117-11371

size：W170×D120×H100

七寸：乳白

size：φ225×H90

material：美濃 高田／磁器

朱土すり鉢

4寸

5寸
土の感触がゴリゴリと気持ちの良い
手のひらに包めるサイズのすり鉢です。

すり鉢 唐津

朱土すり鉢

片口すり鉢

No：13117-11383
￥1,300 (4)

すり鉢 唐津 4寸

size：W130×D125×H55

No：13117-11384
￥1,400 (4)

すり鉢 唐津 5寸

size：W155×D150×H65

material：美濃 高田／土物
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片口すり鉢：大/小

No：13117-13611
￥2,000 (4)

No：13117-13612
￥1,800 (4)

片口すり鉢（大）

size：W175×D165×H80
片口すり鉢（小）

size：W135×D128×H60

material：美濃

高田／磁器

ＫＯＷＡＫＥ

豆皿 / 豆鉢

目立角皿

豆鉢：飴
三連豆皿：白

二連豆皿：黒
豆皿：飴

目立片口

ＫＯＷＡＫＥ
No：13118-11471

豆皿：白

No：13118-11461

二連豆皿：白

No：13118-31941

目立角皿：白

No：13118-11472

豆皿：黒

No：13118-11462

二連豆皿：黒

No：13118-31942

目立角皿：黒

No：13118-11473

豆皿：飴

No：13118-11463

二連豆皿：飴

No：13118-31943

目立角皿：飴

￥ 500 (4)

size：φ65×H35

￥1,100(4)

size：W110×D65×H35

￥ 950 (4)

size：W85×D85×H20

No：13118-11481

豆鉢：白

No：13118-11451

三連豆皿：白

No：13118-11441

目立片口：白

No：13118-11482

豆鉢：黒

No：13118-11452

三連豆皿：黒

No：13118-11442

目立片口：黒

No：13118-11483

豆鉢：飴

No：13118-11453

三連豆皿：飴

No：13118-11443

目立片口：飴

￥ 780 (4)

size：φ120×H65

￥1,600 (4)

size：W155×D65×H35

￥1,100 (4)

size：W115×D75×H70

material：美濃 高田／磁器
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卸皿

卸皿
No：13119-21751
￥ 900 (4)

卸皿

size：φ110×H25

material：美濃 高田／磁器

指先に土のふんわりとした感触が気持ちのよい卓上容器。

ロンド
ひだの模様がスカートがひらめいているような女性的な形状。
テーブルの上をシックに彩ります。

ボトルL

楊枝
ボトルS

薬味

ロンド
No：13119-12371

ボトル S：茶

No：13119-12375

楊枝：茶

No：13119-12372

ボトル S：白

No：13119-12376

楊枝：白

￥1,200 (4)

size：W60×D58×H65

￥ 500 (4)

size：φ40×H55

No：13119-12373

ボトル L：茶

No：13119-12377

薬味：茶

No：13119-12374

ボトル L：白

No：13119-12378

薬味：白

￥1,400 (4)

size：W60×D58×H110

￥1,000 (4)

size：φ60×H43

material：美濃 下石／磁器
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味見 お玉立て

お玉立て

バターケース
バターケースとして、ピクルスやお漬物などの保存容器としても。
また、残ったおかずを保存して、そのままレンジで温めていただ
く事もできます。

マットホワイト

しゃもじ立て

トルコブルー

しゃもじ立て
窯元のお母さんが考えてできた商品です。

お玉立て しゃもじ立て

バターケース

No：13120-80471

No：13120-12226

トルコブルー

No：13120-12227

マットホワイト

￥1,400 (4)

No：13120-80472
￥1,400 (4)

味見お玉立て

size：W125×D100×H28
しゃもじ立て

size：W100×D50×H100

material：美濃 下石／磁器

￥2,800 (2)

size：W165×D100×H50

容量：約350cc
material：美濃 下石／磁器
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小鳥

箸置
緑

桃
白

青

かわいらしい鳩の箸置き。
パステルカラーで。

蓮

白

黄

端を置くのが楽しくなる
蓮根レリーフの箸置き。

茶

箸置
面取箸置
白

茶

No：13121-14001

小鳥：白

No：13121-14005

蓮：白

No：13121-14002

小鳥：桃

No：13121-14006

蓮：黄

No：13121-14003

小鳥：緑

No：13121-14007

蓮：茶

No：13121-14004

小鳥：青

￥400 (6)
size：W40×D40×H10

￥440 (6)
size：W45×D118×H25

material：美濃 下石／土物
灰緑
青

面取箸置
No：13121-90371

面取箸置：白

No：13121-90372

面取箸置：青

No：13121-90373

面取箸置：灰緑

No：13121-90374

面取箸置：茶

￥500 (6)

size：W40×D20×H20

material：美濃 下石／土物
氷山を連想させる多辺型の箸置き。端が滑り落ちにくい凹みが嬉しい。
淡い色合いの釉薬と土の風合いが、やさしさと落ち着きを醸し出しています。
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豆形箸置：グレー

箸置き

箸置き
丸形箸置：ベージュ

豆形箸置：ベージュ

丸形箸置：グレー

No：13122-03031

丸形 箸置：ベージュ

No：13122-03032

丸形 箸置：グレー

￥ 250（6）

size：φ36×H8

No：13122-03035

豆形 箸置：ベージュ

No：13122-03036

豆形 箸置：グレー

￥ 250（6）

size：W45×D35×H10

丸形箸置：ベージュ

material：美濃 多治見／磁器
丸形箸置：グレー
豆形箸置：グレー

豆
白

飴

白
緑

豆 角箸置

豆
緑

飴

No：13122-80101

箸置き豆皿：白

No：13122-80111

豆 角箸置：白

No：13122-80102

箸置き豆皿：飴

No：13122-80112

豆 角箸置：飴

No：13122-80103

箸置き豆皿：緑

No：13122-80113

豆 角箸置：緑

￥ 650 (6)

size：W71×D65×H13

箸置き豆皿

size：W46×D46×H12

material：美濃 瑞浪／磁器
箸置 華

万華鏡

￥ 600 (6)

繊細な幾何学模様と、深い色合いが、箸を添えた時に美しく
揃います。おもてなし時にまず視点から楽しませてくれます。

飴釉

紺

飴

織部
ナス紺
箸置 波

織部

飴

紺

織部
スプーンレスト

万華鏡
No：13122-12142

箸置 華：織部

No：13122-12147

箸置 波：織部

No：13122-12156

スプーンレスト：飴釉

No：13122-12143

箸置 華：紺

No：13122-12148

箸置 波：紺

No：13122-12157

スプーンレスト：織部

No：13122-12160

箸置 華：黒

No：13122-12161

箸置 波：黒

No：13122-12158

スプーンレスト：ナス紺

￥380 (6)

size：W45×D28×H14

￥380 (6)

size：W45×D28×H14

￥800 (6)

size：W105×D25×H8

material：美濃

瑞浪／磁器
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カトラリー

スマートレンゲ
ミルクスプーン

反レンゲ

塩サジ
丸長コーヒースプーン
穴あきレンゲ

口あたりがやわらかい磁器製カトラリー。
スリム、小ぶりサイズで使い方に
バリエーションが広がります。

バターナイフ

スマートレンゲ

カトラリー
No： 13123 -31840
No： 13123 -31841
No： 13123 -31842
No： 13123 -31843
No： 13123 -31844
No： 13123 -31845
No： 13123 -31846
material：瀬戸／磁器
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バターナイフ
ミルクスプーン
スマートレンゲ
丸長コーヒースプーン
塩サジ
反レンゲ
穴あきレンゲ

￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥

300（6）
340（6）
480（6）
300（6）
260（6）
300（6）
380（6）

size：W134×D25×H10
size：W150×D28×H15
size：W165×D38×H35
size：W140×D28×H10
size：W 90×D18×H 5
size：W140×D45×H43
size：W138×D45×H45

バターナイフ

ホワイトカトラリー

ティースプーン

ディッシュスプーン

ジャムスプーン

カレースプーン

掛けレンゲ/レンゲ台

手平反レンゲ

デザートスプーン

擂り卸スプーン

生姜を擂り卸して紅茶にそのまま入れて
生姜紅茶に

ホワイトカトラリー
No：13124-31851

ティースプーン

￥300 (6)

size：W120×H30

No：13124-31861

ディッシュスプーン

￥520 (6)

size：W170×H45

No：13124-31871

ジャムスプーン

￥300 (6)

size：W150×H20

No：13124-50191

デザートスプーン

￥330 (6)

size：W140×H32

No：13124-50201

カレースプーン

￥440 (6)

size：W143×H38

No：13124-50211

擂り卸スプーン

￥780 (6)

size：W175×H35

ベーシックなフォルムで使い勝手の良い磁器製の
カトラリーです。
磁器製のカトラリーは輪郭が丸みを帯びており滑
らかな釉薬でコーティングされているため口当た
りがやさしく大変気持ち良く食事をすることがで
きます。

material：美濃 下石／磁器
No：13124-50221

掛けレンゲ

￥320 (6)

size：W145×H45

No：13124-50231

手平反レンゲ

￥330 (6)

size：W150×H45

No：13124-50241

レンゲ台

￥370 (6)

size：W90×D53×H20

material：瀬戸／磁器
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スペースを取らないから置く場所を選ばないミニサイズの花瓶。
癒しのインテリア小物として食卓にデスクに玄関に。

リトルベース
リトルベース
No：13125-03027
￥1,680 (4)

リトルベース：レッド

size：W65×D65×H100

容量：約160cc
No：13125-03028
￥1,680 (4)

リトルベース：グレー

size：φ60×H90

容量：約210cc
material：美濃 瑞浪／磁器

グレー

レッド

ミニ花瓶

水色

白

灰色

ゴールド

ミニ花瓶
No：13125-03021
￥1,000 (4)

No：13125-03022
￥1,000 (4)

ミニ花瓶 菱形：ゴールド

size：φ60×H70

容量：約100cc

ミニ花瓶 丸形：水色

size：φ60×H65

容量：約100cc

No：13125-03023
￥1,000 (4)

No：13125-03024
￥1,000 (4)

ミニ花瓶 菱形：灰色

size：φ60×H70

ミニ花瓶 山形：白

size：φ55×H80

material：美濃 多治見／磁器
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容量：約100cc

容量：約110cc

カタログガイド
・ サイズの表記は全てｍｍ単位です。
φ：直径 Ｗ：幅 Ｄ：奥行 Ｈ：高さ
＊陶磁器製品の性質上サイズには多少の誤差が生じます。
・ （）内の数字は最低販売単位です。
・ 陶磁器製品の性質上カタログ掲載品とは雰囲気や印象等が若干異なる製品がございます。
・ 表示価格は2022年7月現在の税抜価格です。本価格は予告なく変更される場合がございます。
・ 製造の都合上、予告なく製造中止となる場合がございます。
・ 印刷の都合上、色や質感が実際の商品と若干異なる場合がございます。

素材の特性（使用上のご注意）
【土物製品】
土物は吸水性の高い土を使用した硬度の低い物が多く有ります。
ご使用につきましては以下の点にご注意下さい。

・ オーブン・電子レンジ・食洗機でのご使用はお止め下さい。
・ 食品の入ったまま長時間放置しないで下さい。
・ ご使用後はすぐに洗浄し、水分を良く拭き取った後十分に乾燥させて下さい。
（臭いやシミ・カビの原因になります）
・ 粉引製品は特に吸水性が高いため、他の土物製品以上に上記の点に注意してご使用下さい。

【磁器・半磁器製品】
・ オーブン・電子レンジ・食洗機でご使用いただけます。

【耐熱製品】
・ オーブン・電子レンジ・直火でご使用いただけます。
・ 食洗機でのご使用はお止め下さい。

製品情報・素材のお取扱についてなどの、より詳細な内容が下記ＨＰにてご確認頂けます。

http://www.tojikitonya.com
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