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贈り分 けの P O I N T

男性友人に

女性友人に

こだわりの多い男性友人も満足な個性的なアイテム
実用的でスタイリッシュなデザインアイテムがオススメ。
カッコイイだけでなく、毎日使えるものだと嬉しさも倍増。

かわいいもの好きな女性の友人にぴったりのアイテム
日常生活に花を添える、オシャレなデザインが人気です。
「あったらいいな」と思える、日常をセンスアップするものが喜ばれます。

引出物は二人のおもてなしの気持ちがカタチとして残る大切なアイテムです。

お祝いのお裾分けとされ、ふたりからゲストへの感謝の気持ちを表す品物で、

最近では友人・上司・主賓・親族などゲストにあわせて贈り分けをするのがおすすめです。

P12P09P08

使うほどに愛着が増してゆくような柔らかで優し
いフォルムのドルチェセットは、スイーツ好きの
友人に喜ばれそうです。

P12

シャープでスタイリッシュなだけでなく、内側のビ
スクがビールを注いだ時に口当りのよい、きめ
細やかな泡立ちに一役買ってくれます。お酒好
きの友人への贈り物に最適です。

シンシアリー
ペアピルスナー（青/白）

ボタニカル ペアカレーRCR ニンフェア ペアボウルAL13 ドルチェセット

クリスタルの輝きと丈夫さの両方を兼ね備えたペ
アボウルは、見た目の美しさだけじゃ物足りない、
という欲張りな友達にぴったりなアイテムです。

P08 P11末広がり 丸八お箸セット グレイズワークス
ペアマグ＆トレー

八角のお箸は持ちやすいだけでなく、末広がり
で次第に発展するという意味もあるから、上昇
志向の男性友人への贈り物にぴったりです。

釉薬の特性上、どうしても生まれる色や風合いの違
いをうつわの「個性」として楽しむことの出来るグレイ
ズワークスシリーズ。そして、天然木ゆえに木目や色
合いがひとつひとつ異なるアカシアのトレー。「自分ら
しさ」にこだわりのある友人に贈りたいアイテムです。

誰にでも受け入れられそうなデザインで、青のワ
ントーンで描かれたうつわだから、どんな料理とも
相性抜群でデイリーユースにぴったりです。生
活雑貨好きの友人に贈れば喜んでくれるはず。



「 贈り分 け 」「 お 返し 」は 後 から 生 まれ た

主賓・上司に

ご親族に

そもそもが“お土産”ですから、本来は引出物とい

えば“どなたにも同じ品を用意する”ものでした。現

在、結婚式で贈られる引出物の「いただくご祝儀

に合わせて贈り分ける」「お祝いのお返し」といっ

た習慣や考え方は、実は後になって出てきたもの

なのです。後発とはいえ「お相手に合わせて、気を

遣わせないように」というのは、とても日本人らしい

心遣いと言えます。

お世話になった上司には感謝を込めたアイテム
結婚式に上司をお招きする場合、主賓として来ていただいたり、
挨拶をお願いしたりすることも多いため、お礼も兼ねて友人や
同僚とは差を付けた引出物を贈ると丁寧です。

いつも支えてくれる親族のみなさんには
感謝を込めたアイテム
親族には、友人や上司よりもランクアップさせた引出物を贈るという方が多いようです。
親族とは一生のお付き合いになりますし、両家・両親の顔を立てる意味でも
充分に満足いただけるものを贈っておきたいものです。

P04 P06

P09

P08

ハレの日を祝ってくれる親族には、おめでたいギフ
トを。慶事には欠かせない紅白カラーで、縁起の
良いモチーフをあしらったガラスプレートセットは、
大切な人たちの幸せと平穏な日 を々心から願っ
ていることを伝えるのにふさわしいギフトです。

P07

本当に良いものを知っている大人のための、ワ
ンランク上の贈り物をと考えているなら、ぜひセ
レクトしていただきたい逸品です。

小花剣矢来紋 ロックグラス

天下泰平
ガラスプレートセット 華やぎ 茶托付煎茶揃

RONA
サンティエ ペアグラス

末広がり 丸八組箸

P06 コリアンダー くつろぎセット

いつもお世話になっている上司には、上質感のある
ものを贈りたいもの。ほっと一息つくたびに、ゆっくりと
表情を変えてゆく土物のうつわは、「育てる」大変さや
喜びを知っている上司にこそ贈りたいアイテムです。

来客の多い方へ贈れば喜んでもらえそうなセッ
トです。美しい花々があしらわれた華やかな茶
碗でお茶をお出しすれば、おもてなしの心がより
伝わり、お客様にも満足していただけそうです。

サンティエはイタリア語で「輝く」という意味。いつも最
前線で輝いているハイセンスでカッコイイ上司に贈り
たいアイテムです。これからも輝き続ける憧れの存在
でいてほしい、そんな敬愛の気持ちも伝わるはずです。

箸の頭は丸く、持ち手はお箸の先まで八角で
末広がり。これから先も末永くお付き合いが続
いてゆく親族に贈るのにふさわしい、何とも縁
起の良いお箸のセットです。



縁起柄のいわれ

「富士山」の名前は「不死の
山」に通ずるといわれ、その姿
も末広がりで縁起が良いの
が特徴。その日の出は運気
上昇の象徴。

「夫婦円満」「家内安全」を
表す縁起柄。「波」を世間に
例え「大波小波も一緒に乗
り越えて行きます」という意味
もあります。

鯛が祝い膳にのるのは「めで
たい」の「たい」が「鯛」に通じ
ることが有名。

3つ揃えば三拍（瓢）子揃って縁起
が良い。6つ揃った「六瓢箪」は、
無病（六瓢）息災のお守りとされて
います。果実が鈴なりになる様子
から、「家運興隆」、「子孫繁栄」の
シンボルともいわれています。

「鶴は千年」といわれ「長寿を
象徴する吉祥の鳥」とされ、ま
た夫婦仲が大変良く一生を
連れ添うことから「夫婦鶴（め
おとづる）」といわれて「仲良き
ことの象徴」とされています。

「亀は万年」と言われて、鶴と
ともに「長寿を象徴する吉祥
の動物」とされ、めでたい生き
物として尊ばれています。

日本人は桜好き。咲いては
散ってのくり返しに、人生を重
ね合わせ「また次がある」とい
う希望を感じさせるものです。

【富士山】 【波・千鳥】 【鯛】 【瓢箪】 【鶴】 【亀】 【桜】

3



★�267503�
天下泰平 タオルセット 
本体 ￥3,000 + 税 
フェイスタオル約34×80cm 
ハンドタオル約34×35cm 

（綿100％・パイル部：オーガニックコットン100％） 
（化･26.5×19.4×7.5cm） 
1-16　0.44kg　日本製

★�267504�
天下泰平 バスセット 
本体 ￥5,000 + 税 
バスタオル約60×120cm 
フェイスタオル約34×80cm 

（綿100％・パイル部：オーガニックコットン100％） 
（化･33.9×20.5×9cm） 
1-12　0.76kg　日本製

�266606�
天下泰平 ガラスプレートセット 
本体 ￥3,000 + 税 
約11.8×11.8×H1.2cm 

（化･26×13×3cm） 
1-16　0.63kg　日本製

�266605�
天下泰平 豆皿セット 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ10×H2cm 

（化･21.8×10.9×4.6cm） 
1-24　0.45kg　美濃焼

�266674�
天下泰平 箸置きセット 
本体 ￥2,500 + 税 
約4.5×4.3×H1.7cm 

（化･15×10.5×2.1cm） 
1-36　0.16kg　美濃焼

�266901�
天下泰平 ペアグラス 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ6.8×H10.2cm･350ml 

（木･18.6×12×9.6cm） 
1-24　0.5kg　日本製

�266607�
天下泰平 お手もとセット 
本体 ￥3,500 + 税 
角皿約9×9×H1cm 
箸置約4.5×4.3×H1.7cm 
箸約23cm（天然木〈ひのき〉･アクリル塗装） 

（化･25.9×10.7×2.4cm） 
1-24　0.26kg　角皿･箸:日本製、箸置:美濃焼

食卓を賑やかに演出する
おめでたい縁起柄

天 下 泰 平

天下泰平シリーズは
このパッケージで
お届けします。

※天下泰平シリーズのガラス製品は、写真と色合いが異なる場合があります。

女性友人に ご親族に

ご親族に

泉州タオルとは
泉州（せんしゅう）タオルは大阪府の泉州地域で
生産されるタオルの総称です。製織後に精錬漂
白をする後晒し（あとざらし）が主で、吸水性に優
れ、独特のソフトな風合いなどの特徴があります。

オーガニックコットンとは
3年間農薬を使わなかった畑で有機栽培された
綿花のことです。GOTS(オーガニック・テキスタイ
ル世界基準)認証されたものだけが、オーガニック
コットンと呼ばれます。厳しい基準に従って丁寧に
栽培されるので、安心・安全の人と地球に優しい
コットンと言えます。

天下泰平とは、世の中が良く治まり、穏やかな
様子。また、何の心配事もなくのんびりしている
様のこと。日本古来からの祝いの紋として縁起
の良い市松柄を、オーガニックコットンで織り上
げた泉州タオルにあしらいました。
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明治30年　11月28日 山口県に生まれる
大正  3年　岩国高等女学校卒業
大正10年　処女作「脂粉の顔」を発表後、作家活動に入る
昭和32年　「おはん」で野間文学賞・女流文学賞を受賞
昭和46年　「幸福」で女流文学賞を受賞
昭和47年　芸術院賞受賞
昭和48年　芸術院会員となる
平成  2年　文化功労賞を受賞
平成  8年　6月10日没、同年7月勲2等瑞宝章受賞
主な作品には「色ざんげ」「おはん」「生きていく私」など多数
昭和25年頃からきもののデザインを始め、
その後、宇野千代ブランドを多数発表

Profile（作家・きものデザイナー）  宇野千代

Profile（画家・イラストレーター）  林 静一

ご親族に

�272697�
花笑み ペアロックグラス 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ9×H9.3cm･340ml 

（木･20.7×11.1×10cm） 
1-16　0.75kg　日本製

�272696�
花笑み グラスセット 
本体 ￥2,500 + 税 
約φ7.7×H9.2cm･240ml 

（トム･21.4×17.4×9.8cm） 
1-16　0.89kg　日本製

�272685�
花笑み レンジパック4点 
本体 ￥3,000 + 税 
パック鉢（大）約φ15.8×H9cm（蓋含む）･800ml 
パック鉢（中）約φ13×H5.5cm（蓋含む）･400ml 
パック鉢（小）約φ9.5×H7cm（蓋含む）･350ml 
フタ（ポリプロピレン） 
ツマミ･パッキン（シリコーン） 

（トム･27×17×10.5cm） 
1-10　1.4㎏　パック鉢:美濃焼、フタ･ツマミ:中国製

�272679�
花笑み おもてなし揃 
本体 ￥3,000 + 税 
大皿約φ25×H2.8cm 
大鉢約φ20×H7.5cm･1,300ml 
取皿約φ15.6×H2.4cm 

（トム･28.5×28×10.5cm） 
1-8　2.2㎏　美濃焼

�272680�
花笑み 籠入カレー皿揃 
本体 ￥2,500 + 税 
カレー皿約φ22.3×H3.9cm･850ml 
籠約25.5×25.5×H11.5cm（竹製） 

（トム･26.5×26×12.5cm） 
1-8　2.56㎏　カレー皿:美濃焼、籠:ベトナム製

�273575�
花るり 取分揃 
本体 ￥2,500 + 税 
大皿約φ21×H4cm 
小鉢約φ13×H3cm 
箸約24.5cm（天然木･ウレタン塗装） 

（化･22.6×22.6×11.6cm） 
1-12　1.4kg　大皿･小鉢:美濃焼、箸:中国製

�273577�
花るり 宴揃 
本体 ￥3,000 + 税 
大皿約φ21×H4cm 
小鉢約φ13×H3cm 
箸約24.5cm（天然木･ウレタン塗装） 

（化･22.6×22.6×11.6cm） 
1-12　1.8kg
大皿･小鉢:美濃焼、箸:中国製

�273576�
花るり レンジパック4点 
本体 ￥3,000 + 税 
パック鉢（中）約φ13×H5.2cm･450ml 
パック鉢（小）約φ10.5×H4.6cm･250ml 
フタ（ポリプロピレン･ポリアミド） 
パッキン（熱可塑性エラストマー） 

（化･29.8×15.8×9cm） 
1-12　1kg
パック鉢:美濃焼、パックフタ:中国製

ご親族に
林静一は画家・イラストレーターとして、四季折々花鳥風月の中

に艶めく女性像をメインモチーフとした、日本的叙情と女性の心

情を巧みに表現した作品を数多く手がけ、その世界観は多くの

人々に愛されています。漫画「赤色エレジー」やロッテのキャン

ディ「小梅ちゃん」の作品でも知られています。

慎ましやかに
和やかなる吉日を愉しむ

幻想的な瑠璃色が美しい
優しくも気品高いうつわ

花 笑 み

花 るり
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★�503601�
コリアンダー ペア葉皿 
本体 ￥3,800 + 税 
約26.8×16.7×H2.4cm 

（化･28.5×17.9×6.2cm） 
1-12　1kg　瀬戸焼

★�503509�
コリアンダー くつろぎセット 
本体 ￥5,000 + 税 
ポット約φ11×H8cm･230ml 
湯呑約9.6×9.1×H5.7cm･190ml 

（化･21.8×13×10cm） 
1-16　0.68kg　瀬戸焼

★�503731�
コリアンダー 菓子鉢 
本体 ￥3,000 + 税 
約21.6×21×H7.2cm･1,020ml 

（化･22.1×22.1×7.8cm） 
1-12　0.77kg　瀬戸焼

�503720�
華やぎ 取分揃 
本体 ￥3,500 + 税 
大皿約φ23.5×H3cm 
取皿約φ16×H3cm 

（トム･25×24×9.5cm） 
1-12　1.29㎏　美濃焼

�503532�
華やぎ 茶托付煎茶揃 
本体 ￥5,000 + 税 
煎茶約φ9.4×H7cm･250ml 
茶托約12.6×12.2×H2cm 

（化･34×16.2×10.3cm） 
1-8　1.9㎏　美濃焼

ご親族に

撫松庵らしさが映える
個性あふれるうつわたち

雅やかなる和の世界観

コリアンダ ー

華 やぎ
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�223531�
江戸硝子･光耀 オールド（ゴールド） 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ8.7×H9.8cm･400ml 

（木･12×12×11cm） 
1-36　0.2㎏　日本製

�223532�
江戸硝子･光耀 オールド（プラチナ） 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ8.7×H9.8cm･400ml 

（木･12×12×11cm） 
1-36　0.2㎏　日本製

�223530�
江戸硝子･光耀 ペアタンブラー 
本体 ￥5,000 + 税 
約φ6.5cm×H12cm･300ml 

（木･16.4×14.4×8cm） 
1-24　0.3kg　日本製

�223528�
江戸硝子･結晶紋  
ペアピルスナー 
本体 ￥5,000 + 税 
約φ6.6×H17cm･300ml 

（化･17.9×15.2×7.6cm） 
1-24　0.6kg　日本製

�223526�
小花剣矢来紋 ロックグラス（琉璃） 
本体 ￥10,000 + 税 
約φ7.5×H9cm･250ml 

（木･11.6×10×10.3cm） 
1-36　0.4kg　日本製

�223527�
小花剣矢来紋 ロックグラス（赤） 
本体 ￥10,000 + 税 
約φ7.5×H9cm･250ml 

（木･11.6×10×10.3cm） 
1-36　0.4kg　日本製

★�223692�
うすづくり 
クラフトビールペア 
本体 ￥5,000 + 税 
約φ6.4×H11.6cm･340ml 

（木･18.3×13.8×9.1cm） 
1-24　0.33kg　日本製

ご親族に

田島硝子

江戸切子

日本一の生産量を誇る手づくりガラスの中心地東京にて、18世紀の初めに鏡、眼鏡、簪、風鈴等を製造したのが
始まりとされています。「江戸硝子」の名称で伝統工芸品の指定を授かり手づくり硝子の伝統文化を背景に新し
い技術や商品開発に力を注いで今日に至っています。

舶来品だったカットグラスが“切子”と呼ばれるようになったのは、18世紀の末頃のこと。
江戸時代後期より制作されていた江戸切子の技法は、高い実用性と美しさを兼備した工芸品として、
伝統工芸士の手で今に受け継がれています。

男性友人に

東京都伝統工芸品指定
18世紀より続く匠の技

江 戸 ガ ラス

男性友人に
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燕市は「職人の町」と言われ、時代環境に応じて新しい技術を受

け入れてきました。江戸から和釘技術を取り込み、煙管・矢立と

続き、槌起銅器と次々に新しい特産品を作り出してきました。国

内の大半を占める金属洋食器もこれらの伝統技術、匠の技が

基礎となって成り立ってきました。彫金や研磨技術、金属加工の

技術はこれら職人技で現在まで綿 と々続いてきております。現在

はキッチンやリビング用品など現代の生活にマッチしたモノ作り

の金属加工一大産地として発展してきております。

女性友人に

男性友人に

�228671�
AL13 カレーパスタセット 
本体 ￥3,500 + 税 
スプーン約17.5cm（アルミ） 
フォーク約17.4cm（アルミ） 

（木･21.4×10.3×3.3cm） 
1-24　0.14kg　日本製

�228670�
AL13 ドルチェセット 
本体 ￥3,000 + 税 
スプーン約13.2cm（アルミ） 
フォーク約13.6cm（アルミ） 

（木･17×8.9×2.8cm） 
1-24　0.1kg　日本製

�228672�
AL13 カトラリーセット 
本体 ￥5,000 + 税 
スプーン（大）約17.5cm（アルミ） 
フォーク（大）約17.4cm（アルミ） 
スプーン（小）約13.2cm（アルミ） 
フォーク（小）約13.6cm（アルミ） 

（木･21.4×16.1×3.3cm） 
1-24　0.23kg　日本製

�104502�
末広がり 丸八お箸セット 
本体 ￥3,000 + 税 
箸約21.5cm（天然木〈タモ〉･天然漆塗装） 
箸置約4.5×3.4×H0.6cm（檜･みつろう塗装） 

（木･27.5×13.6×2.2cm） 
1-24　0.16㎏　日本製

�104506�
末広がり 丸八組箸 
本体 ￥5,000 + 税 
箸（大）約23.5cm（天然木〈タモ〉･天然漆塗装） 
箸（中）約21.5cm（天然木〈タモ〉･天然漆塗装） 
箸置約4.5×3.4×H0.6cm（檜･みつろう塗装） 

（木･27.5×13.6×2.2cm） 
1-24　0.15kg　日本製

�104504�
六角箸 夫婦箸セット 
本体 ￥3,500 + 税 
箸（大）約23.5cm（天然木〈クメア〉･天然漆塗装） 
箸（中）約21.5cm（天然木〈クメア〉･天然漆塗装） 
箸置約5.7×1.9×H1cm（タモ･天然漆塗装） 

（木･27.5×13.6×2.2cm） 
1-24　0.15㎏　日本製

�104505�
八角箸 夫婦箸セット 
本体 ￥5,000 + 税 
箸（大）約23.5cm（天然木〈タモ〉･ 
箸先:天然漆塗装、持手部:ウレタン塗装） 
箸（中）約21.5cm（天然木〈タモ〉･ 
箸先:天然漆塗装、持手部:ウレタン塗装） 
箸置約3.2×1.8×H1.3cm（楓･ウレタン塗装） 

（木･27.5×13.6×2.2cm） 
1-24　0.14㎏　日本製

ご親族に

職人の技と情熱が結実した
アルミ製カトラリー

美しく積み重ねられた和の国の食文化

職人の技と情熱が結実した
アルミ製カトラリー

兵 左 衛 門

A L 1 3

※夫婦箸セットの台紙は、生産上の都合により写真と異なる場合があります。 8



★�266914�
RONA サンティエ 
ペアグラス 
本体 ￥10,000 + 税 
約φ7.7×H14.4cm･220ml 

（化･17.7×15.9×8.7cm） 
1-16　0.4kg　スロバキア製

�266912�
RONA シルエット 
ペアワイングラス 
本体 ￥3,800 + 税 
約φ7.8×H22.5cm･350ml 

（化･23.4×17.6×8.8cm） 
1-24　0.54kg　スロバキア製

�266913�
RONA シルエット 
ペアグラス 
本体 ￥3,500 + 税 
約φ7.8×H9cm･300ml 

（化･17.7×10×8.7cm） 
1-24　0.5kg　スロバキア製

★�267601�
リッチョ ボウル 
本体 ￥3,500 + 税 
約24×18.8×H3.9cm 

（化･25.1×19.4×4.8cm） 
1-12　0.9kg　トルコ製

★�267602�
ズッカ ボウル 
本体 ￥3,000 + 税 
約21.2×19.4×H4.7cm 

（化･22.1×20×4.8cm） 
1-12　0.66kg　トルコ製

�266547�
RCR ニンフェア ペアグラス 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ8.8×H9.5cm･300ml（LUXION） 

（化･21.2×11.7×10.3cm） 
1-18　0.9kg　イタリア製

�266580�
RCR ニンフェア ペアボウル 
本体 ￥3,500 + 税 
約12.9×H7cm･390ml（LUXION） 

（化･27.4×13.8×7.5cm） 
1-12　1.08kg　イタリア製

女性友人に

女性友人に

RONA（ロナ）について
RONAは、100年以上も続く、オートメーションとハンドメイ
ドの両方を兼ね備えたスロバキアのグラスメーカー。時代
の要望に柔軟に対応できる熟練の職人を有し、ステムグラ
スにおいては、引き脚技法により他社にはできないほどの
細いステムを実現。カップとステムの絶妙なバランスによる
全体の美しさ、手にした時の優雅さはRONAならでは。そ
こにあるだけで華やかさと存在感を演出します。

女性友人に

圧倒的に美しいグラス

世界最高水準の輝き

テーブルに個性的な楽しさを

ロ  ナ

ニンフェア

ディレット

RCR Home&Table
（RCR ホーム＆テーブル）
について

イタリア最大級のクリスタルガラスメーカー「RCR社」のカジュアルブ
ランド「ホーム＆テーブル」。長年にわたって研究、開発した画期的
な新素材「LUXION（ルクシオン）」で作られたグラス。イタリアンデザ
インによるカジュアル・モダンテイストなアイテムは、現地イタリアでも大
人気。一日を通して様 な々場面で活躍すること間違いなしです。 

トルコガラスは、スピン（遠心）成形製法の為ガラス表面が滑
らかでプレス成形に比べるとより自然な仕上りとなります。愛ら
しい、ハリネズミとカボチャをモチーフにしたボウルです。

LUXIONはクリスタルの輝きと丈夫さを兼ね備えたガラスウェ
アです。クリスタルガラスのカテゴリに分類され、屈折率が高
く、透明感と輝きが通常のガラスとはまったく異なり、何度使用
しても失われることはありません。

※ガラスの上から色を被せてあるため、色が剥がれる恐れがございます。食器洗い乾燥機での使用はお控えください。

※製造工程上、色合い、サイズ、重さなどにばらつきが生じます。あらかじめご了承ください。9



�279506�
シルキーグレープ ペアマグ&トレーセット 
本体 ￥3,000 + 税 
トレー約22×22×H2.8cm 
マグ約φ9×H8.5cm･350ml 

（トム･23.2×23×10.2cm） 
1-12　1.16kg　美濃焼

�279505�
シルキーグレープ ボウルセット 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ11.2×H6.5cm･370ml 

（トム･22.7×12.4×12.1cm） 
1-12　1.06kg　美濃焼

�279508�
シルキーグレープ ティーセット 
本体 ￥5,000 + 税 
ポット約φ13×H11cm（蓋含む）･760ml 
マグ約φ9×H8.5cm･350ml 
小皿約11×10×H1.8cm 

（トム･22.7×21.3×10.3cm） 
1-12　1.1kg　美濃焼

�279509�
ローズファンタジー ペアビアグラス 
本体 ￥2,500 + 税 
約φ6.4×H16.8cm･380ml 

（トム･18.9×15.9×8.1cm） 
1-12　0.59kg　日本製

�279503�
ローズファンタジー ペアコーヒー 
本体 ￥3,000 + 税 
コーヒー碗約φ9.7×H5.8cm･200ml 
ソーサー約φ15×H2.2cm 

（トム･17.4×15.5×9.9cm） 
1-12　0.68kg　美濃焼

�279502�
ローズファンタジー ペアケーキセット 
本体 ￥3,500 + 税 
マグ約φ9.5×H8.5cm･400ml 
ケーキ皿約φ19.4×H2.2cm 

（トム･21×20×12.6cm） 
1-12　1.1kg　美濃焼

�279501�
ローズファンタジー カレーセット 
本体 ￥3,500 + 税 
約φ21×H4.1cm 

（トム･22.3×21.6×8.8cm） 
1-8　1.9kg　美濃焼

共立女子大学卒業後、フランスへ留学。1964年日
本発のブライダルファッションデザイナーとして活動
開始。日本のブライダルファッション界の第一人者と
して業界を牽引しつつ、美しいブライダルシーンの
創造者として世界20カ国以上でショーを行い、その
ブライダルイベントを通じてウエディングに対する夢
を与え続けている。その功績が認められ93年外務
大臣表彰を、96年には中国より新時代婚礼服飾文
化賞が授与される。99年、東洋人初のイタリアファッ
ション協会正会員となり、ローマオートクチュールコ
レクションに参加。03年からは舞台をパリに移し、
以降毎年パリオートクチュールコレクションを開催
し、05年にパリ店をオープン。10年、全米ブライダル
コンサルタント協会より世界に4名のみの称号であ
る名誉会員の称号を授与される。13年10月アジア・
クチュール協会の創立メンバーに選任されるなど
世界的な創作活動を展開。2015年桂由美創作活
動50周年を記念して「2015 YUMI KATSURA 
GRAND COLLECTION IN TOKYO ‘YUMI 
KATSURA 50th SHINING FOREVER’」を開催。

Profile（ブライダルファッションデザイナー）

女性友人に

ご親族に

シンプルスタイルの完成形
ホワイト＆シルバーの世界観

気品に満ちあふれる
美しく繊細なたたずまい

シルキーグレープ

ローズファンタジー

10



★�266769�
グレイズワークス ペアカップ 
本体 ￥3,000 + 税 
カップ約φ8.9×H13cm･370ml 
角トレー約10.4×10.2×H2.5cm 

（天然木〈アカシア〉･ラッカー塗装） 
（トム・21.8×17.5×10.7cm） 
1-16　0.93kg　 
カップ:美濃焼、トレー:フィリピン製

�266765�
グレイズワークス ペアマグ&トレー 
本体 ￥3,000 + 税 
マグ約φ9.1×H9cm･350ml 
トレー約22.6×15.4×H2.6cm 

（天然木〈アカシア〉･ラッカー塗装） 
（トム･23×16.5×12.3cm） 
1-12　1kg　マグ:美濃焼、トレー:フィリピン製

�266763�
グレイズワークス カフェセット 
本体 ￥3,500 + 税 
カップ約φ9.2×H8cm･320ml 
ソーサー約φ16.7×H2.3cm 
角トレー約10.5×10.5×H2.5cm 

（天然木〈アカシア〉･ラッカー塗装） 
（トム･29.5×23.6×8.5cm） 
1-12　1.3kg　 
カップ･ソーサー:美濃焼、トレー:フィリピン製

�266767�
グレイズワークス ペアカップ&トレー 
本体 ￥3,000 + 税 
カップ約φ8×H8.8cm･220ml 
トレー約26×20.5×H2.5cm 

（天然木〈アカシア〉･ラッカー塗装） 
（トム･27.3×22.1×10.1cm） 
1-12　0.91kg　カップ:美濃焼、トレー:フィリピン製

男性友人に

世界にひとつだけの個性
釉薬の織りなす自然の美しさ

グレイズワークス

11
※グレイズワークスシリーズは釉薬の特性上、色や風合いなど、ひとつひとつ器の表情が異なります。
※アカシアのトレーは天然木のため、色合いや木目に違いがあったり、サイズや重さにばらつきが生じます。あらかじめご了承ください。



�288784�
ボタニカル ペアカレー 
本体 ￥3,000 + 税 
カレー皿約23×20.5×H4.5cm 
カップ約φ9×H9.3cm･300ml 
スプーン約19cm（天然木･ウレタン塗装） 

（化･34.4×22×10cm） 
1-12　1.4kg　カレー皿･カップ:美濃焼、スプーン:中国製

�288578�
ボタニカル レンジパック4点 
本体 ￥3,000 + 税 
パック鉢（大）約φ14×H7.7cm（蓋含む）･700ml 
パック鉢（中）約φ12.5×H7cm（蓋含む）･480ml 
パック鉢（小）約φ11×H6.2cm（蓋含む）･350ml 
フタ（ポリプロピレン・ポリアミド） 
パッキン（熱可塑性エラストマー） 

（化･29.6×16.2×10.3cm） 
1-12　1.38kg　パック鉢:美濃焼、パックフタ:中国製

�288783�
ボタニカル サラダセット 
本体 ￥3,500 + 税 
パスタ皿約φ22×H4.5cm 
サラダボウル約φ16.5×H4.2cm･420ml 
トング約22cm（竹製） 

（化･24.4×24.4×10.5cm） 
1-8　1.9kg　 
パスタ皿･サラダボウル:美濃焼、トング:中国製

�288781�
ボタニカル パスタセット 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ22×H4.5cm 

（化･24.3×24.3×9.5cm） 
1-8　1.83kg　美濃焼

�287589�
シンシアリー ペアマルチボウル（青/白） 
本体 ￥3,000 + 税 
ボウル約φ13×H8cm･600ml 
スプーン約15.5cm（天然木･ウレタン塗装） 

（化･28.3×14.5×9cm） 
1-12　0.87㎏　ボウル:美濃焼、スプーン:中国製

�287539�
シンシアリー ペアピルスナー（青/白） 
本体 ￥2,500 + 税 
約φ7×H13cm･400ml 

（化･18.1×15×8.7cm） 
1-16　0.64㎏　美濃焼

ボタニカルシリーズは
このパッケージで
お届けします。

女性友人に

ご親族に

シンシアリーシリーズは
このパッケージでお届けします。

男性友人に

ボタニカル

はかなくも繊細な
植物が持つ有機的美しさ

古き良き技から生まれる
新しき時代のスタンダード

シンシアリー

12
※釉薬の特性上、窯の中の位置・季節により表面の色が多少異なる場合があります。



�275672�
ドップ スナッキングセット 
本体 ￥3,000 + 税 
マグ約φ7.7×H9cm･320ml 
保存ビン約φ8×H13cm･450ml 
プレート約φ17×H2.3cm 
スプーン約15.5cm（天然木･ウレタン塗装） 

（トム･17.2×20.6×12.1cm） 
1-16　1kg　 
マグ･プレート:美濃焼、保存ビン:日本製、スプーン:中国製

�275673�
毛糸の15日間 スナッキングセット 
本体 ￥3,000 + 税 
マグ約φ7.7×H9cm･320ml 
保存ビン約φ8×H13cm･450ml 
プレート約φ17×H2.3cm 
スプーン約15.5cm（天然木･ウレタン塗装） 

（トム･17.2×20.6×12.1cm） 
1-16　1kg　 
マグ･プレート:美濃焼、保存ビン:日本製、スプーン:中国製

�266690�
じゃぱん 飲みくらべセット 
本体 ￥5,000 + 税 
酒器約15×7×H7.1cm･250ml 
ワングリ約φ6×H5cm･50ml 
ツボミ約φ5×H6cm･80ml 
ストレート約φ4.5×H7cm･50ml 
ラッパ約φ7×H5.5cm･50ml 

（化･24.7×16.6×8.7cm） 
1-12　0.68kg　美濃焼

�266691�
じゃぱん 二人酒セット 
本体 ￥4,500 + 税 
酒器約15×7×H7.1cm･250ml 
ツボミ約φ5×H6cm･80ml 
ストレート約φ4.5×H7cm･50ml 
木升約6.7×6.7×H4.7cm･110ml（檜） 

（化･15.8×15.8×8.7cm） 
1-24　0.53kg　
酒器･ツボミ･ストレート：美濃焼、
木升:日本製

★�267501�
ふわっふわ ペアタオル（ボーダー） 
本体 ￥3,000 + 税 
タオル約80×30cm（ポリエステル80%･ナイロン20%） 
歯ブラシスタンド約φ4.8（底面）×H4.3cm 

（トム･18.1×16.8×8.4cm） 
1-24　0.4kg　タオル：中国製、歯ブラシスタンド：美濃焼

★�267502�
ふわっふわ ペアタオル（サークル） 
本体 ￥3,000 + 税 
タオル約80×30cm（ポリエステル80%･ナイロン20%） 
歯ブラシスタンド約φ4.8（底面）×H4.3cm 

（トム･18.1×16.8×8.4cm） 
1-24　0.4kg　タオル：中国製、歯ブラシスタンド：美濃焼

女性友人に

きき 酒 セット

①お酒は常温か、冷たいものを用意する。
②まずはストレート形に注いでみましょう。
③注ぐ目安は外側の釉薬のさかいめナミナミ注いではいけません。

④目を閉じて、すこしずつ口に入ってくるお酒の形を意識してください。
⑤ラッパ、ワングリ、ツボミと順にお酒を移しながら試してみましょう。

器を変えたらお酒が楽しくなりました

フルーティー美味しい
香りながら舌先で
少しづつ味わえます。

ツボミ ワングリ

ラッパ ストレート

まろやか美味しい
舌の真ん中で
旨みを味わいます。

しっかり美味しい
口の中いっぱいに
広がります。

すっきり美味しい
スーっと口の奥に
届きます。

男性友人に

オールドアートに触れて愉しむ
パリのエスプリ

レイモン・サヴィニャック

触ればわかる優しい肌触りと
驚きの吸水力

ふわっふわ

通気性に優れたマイクロファイバー繊維なので、速乾性に
優れています。また、吸水量は綿の約3倍と優れた吸水力で
水分を素早く吸収します。カットパイル仕上げなので、肌触り
はマシュマロのように優しくなめらかです。

歯ブラシスタンドは
ペンスタンドとしても

ご使用いただけます。

13



Par t y  G i f t 心をこめて感 謝の気 持ちを贈る… 。

�188520�
色とりどり ペアカップ 
本体 ￥1,000 + 税 
約φ8.8×H11cm･350ml 

（トム･18.4×11.8×9.2cm） 
1-24　0.52㎏　美濃焼

�188571�
色とりどり ペア箸付姫小丼 
本体 ￥1,200 + 税 
丼約φ11×H7cm･350ml 
箸約22.5cm（天然木･ウレタン塗装） 

（トム･22.6×12.2×8.5cm） 
1-16　0.56㎏　丼:美濃焼、箸:中国製

�266692�
アースカラー ペア焼酎カップ 
本体 ￥1,300 + 税 
カップ（グレー）約φ8.3×H8.2cm･260ml 
カップ（黒）約φ8.1×H8.3cm･350ml 

（トム･19.5×10.2×8.6cm） 
1-16　0.47kg　美濃焼

�272683�
花笑み 箸付組小丼 
本体 ￥1,200 + 税 
丼約φ16×H6.4cm･700ml 
箸約22.5cm（天然木･ポリエステル塗装） 

（トム･18×17.2×10cm） 
1-12　0.6㎏　丼:美濃焼、箸:日本製

�272684�
花笑み ペアカレー 
本体 ￥1,000 + 税 
約φ22.3×H3.9cm･850ml 

（トム･24×23×6cm） 
1-16　0.95㎏　美濃焼

�272682�
花笑み 煮物鉢揃 
本体 ￥1,500 + 税 
約φ16.3×H3.8cm･450ml 

（トム･18×17.2×10cm） 
1-12　1.45㎏　美濃焼

�273578�
花るり 組鉢 
本体 ￥1,000 + 税 
約φ17×H4.5cm 

（トム･17.5×18.2×6.2cm） 
1-24　0.6kg　美濃焼

�273574�
花るり ペアカレー 
本体 ￥2,000 + 税 
カレー皿約φ21×H4cm 
スプーン約19cm（天然木･ウレタン塗装） 

（トム･23×22.5×5.7cm） 
1-16　1kg　カレー皿:美濃焼、スプーン:中国製

�273573�
花るり 小鉢揃 
本体 ￥1,500 + 税 
約φ13×H3cm 

（化･14.7×14.7×8cm） 
1-16　0.8kg　美濃焼

�288603�
ボタニカル ペアプレート 
本体 ￥1,500 + 税 
約23×20.5×H4.5cm 

（トム･23.4×22.9×5.8cm） 
1-18　0.77kg　美濃焼

�288579�
ボタニカル ペアレンジパック 
本体 ￥1,300 + 税 
パック鉢（中）約φ12.5×H7cm（蓋含む）･480ml 
パック鉢（小）約φ11×H6.2cm（蓋含む）･350ml 
フタ（ポリプロピレン･ポリアミド） 
パッキン（熱可塑性エラストマー） 

（トム･14×13×11.2cm） 
1-24　0.57kg　パック鉢:美濃焼、パックフタ:中国製
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● ★印は2017年春～夏の新商品です。
● カタログ商品は「やきもの」ですので、焼成による多少の寸法・色の違いはご容赦下さい。
● カタログ有効期限　2017年7月末
20161222-20A-64

主賓・上司に


