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★�266770�
グレイズワークス ペアボウル 
本体 ￥3,000 + 税 
ボウル約φ13×H7.2cm･420ml 
オーバルトレー約23×8.7×H5cm･400ml 

（天然木〈アカシア〉･ラッカー塗装） 
（トム･27.3×24.4×7.8cm） 
16入　1kg　ボウル:美濃焼、トレー:フィリピン製

女性友人に

PRESENT A STYLE

スタイルを贈る

> > >

グレイズワ ー クス
世界にひとつだけの個性

釉薬の織りなす自然の美しさ
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�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） 
12入　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） 
12入　1.3kg　 
カップ･ソーサー:美濃焼、トレー:フィリピン製

男性友人に

2
※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。



PRESENT A STYLE

スタイルを贈る

> > >

フルリール
優しい色づかいと柔らかな質感が

大人かわいいを可憐に演出
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★�266801�
フルリール ペアセット 
本体 ￥3,000 + 税 
プレート（大）約φ24.6×H2.7cm 
プレート（小）約φ16.2×H2.1cm 
カップ約φ8×H7.6cm･220ml 

（トム･25.5×26.2×12.7cm） 
8入　2.2kg　美濃焼

★�266802�
フルリール ペアボウル 
本体 ￥3,000 + 税 
ボウル約φ25.9×16.5×H4.3cm･800ml 
パック鉢約φ14×H5.5cm･450ml 
パックフタ（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･26.7×18×10cm） 
12入　1.4kg　 
ボウル･パック鉢:美濃焼、パックフタ:中国製

★�266803�
フルリール プレートセット 
本体 ￥2,500 + 税 
約φ16.2×H2.1cm 

（化･17.8×17.8×7.9cm） 
12入　1.2kg　美濃焼

女性友人に
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★�267801�
リアン ペアボウル 
本体 ￥3,000 + 税 
約17.5×17×H9.1cm･950ml 

（トム･19×18×12.4cm） 
12入　1.1kg　美濃焼

★�267802�
リアン ペアカップ&プレート 
本体 ￥3,500 + 税 
カップ約11.6×11.2×H6.9cm･330ml 
プレート約23×15×H1cm 

（天然木〈ラバーウッド〉・ラッカー塗装） 
（トム･23.5×16×10.5cm） 
16入　1.03kg　 
カップ:美濃焼、プレート:ベトナム製 
※付属のプレートは天然木のため、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。

★�267803�
リアン トリオボウル 
本体 ￥3,000 + 税 
ボウル約φ11.4×H7cm･330ml 
レスト約4.5×3.2×H0.9cm 

（トム･22.5×13×12.5cm） 
16入　0.8kg　美濃焼

女性友人に

ご親族に

PRESENT A STYLE

スタイルを贈る

> > >

リアン
リュクスでエレガントな雰囲気が

個性的な大人の魅力を表現
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�267605�
ラ･ポワール ペアディッシュ 
本体 ￥3,500 + 税 
トレー約27.5×20.4×H1.9cm（天然木〈柳〉･PU塗装） 
ココット約φ7.1×H5.1cm･120ml 
バターナイフ約12.1cm 

（トム･27.5×22.2×10.2cm） 
16入　0.84kg　 
トレー:中国製、ココット･バターナイフ:美濃焼

�267604�
ラ･ポワール ペアブレイク 
本体 ￥3,000 + 税 
トレー約27.5×20.4×H1.9cm（天然木〈柳〉･PU塗装） 
カップ約φ8.9×H8.9cm･310ml 

（トム･27.5×22.2×10.2cm） 
16入　0.93kg　トレー:中国製、カップ:美濃焼

ご親族に

PRESENT A STYLE

スタイルを贈る

> > >

ラ・ポワ ー ル
個性が映える木製トレーと

陶器の組み合わせ

7
※トレーは天然木のため、色合い、サイズ、重さなどに多少違いが生じます。あらかじめご了承ください。

オーブン、電子レンジ、食器洗浄機はご使用いただけません。



網からの高さ
4cm
以上

奥行29cm
以上

奥行29cm
以上 幅22cm以上

（2枚同時使用時）
幅22cm以上
（2枚同時使用時）

�267609�
グリルスタジオ 手付ボウル 
本体 ￥3,300 + 税 
ボウル約26（持ち手含）×22×H5cm 
ウッドボード約φ20×H1.2cm（天然木･焼桐） 

（トム･25.7×23.5×6.6cm） 
16入　0.77kg　 
ボウル:信楽焼、ウッドボード:中国製

�267608�
グリルスタジオ ペアプレート 
本体 ￥3,000 + 税 
約27.4（持ち手含）×9.1×H3.6cm 

（トム･27.8×10.7×6.3cm） 
24入　0.7kg　美濃焼

男性友人に

魚焼きグリルで簡単お料理

※魚焼きグリルでもお使いいただけます

が、お使いの調理器具によっては器が収

まらない場合がございます。また、庫内に入

れたとき、熱源と器との間に1cm以上の隙

間が必要です。陶器の特性上、寸法に誤

差が生じますので、サイズに余裕をもって、

必ずお使いの調理器具の取扱い説明書

に従ってご使用ください。

今、話題の魚焼きグリル料理が、

お手軽に自宅のグリルでも出来る。

アイデア次第で使い方は無限大です。

※付属のウッドボードは焼き付け加工の
ため、色が落ちる場合がございます。

オーブンOK 直火OK レンジOK
オーブンOK 直火OK レンジOK

グリル スタジ オ
直火、オーブン料理はもちろん、

魚焼きグリルでも調理が簡単便利！

8
※調理後、器が大変熱くなりますので、テーブルへ運ぶ際はミトンなどを使用し、必ず鍋敷きをご利用ください。

グリルスタジオはIH調理器具には対応しておりません。あらかじめご了承ください。



PRESENT A MEDETAI

めでたいを贈る

> > >

H A N A C O M O N
古来から縁起が良いとされる

小紋柄を現代風にアレンジ

小紋の発祥は室町時代と言われ、武士の礼装である

裃の模様付けが始まりとされています。

その後庶民の間で「子孫繁栄」「幸福」「厄除け」など

様々な想いが込められた小紋柄が生まれ、

今も様々な生活用品に取り入れられています。

身近に咲く花をモチーフにした小紋柄と、

その花言葉に込められた想いを、

日々の器に落とし込みました。

9



�267702�
HANACOMON カレー皿セット 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ21.5×H3.7cm･770ml 

（トム･24.8×24×11.4cm） 
8入　2.1kg　美濃焼

�267703�
HANACOMON ペアセット 
本体 ￥3,000 + 税 
プレート（大）約φ21.5×H3.7cm･770ml 
プレート（小）約φ12.2×H1.4cm 
カップ約φ7.9×H6.5cm･200ml 

（トム･24.8×24×11.4cm） 
12入　1.5kg　美濃焼

�267701�
HANACOMON  
ペアヌードル 
本体 ￥3,000 + 税 
ラーメン鉢約φ19.2×H8.4cm･1,140ml 
レンゲ約17.4cm 

（トム･24.8×24×11.4cm） 
12入　1.2kg　美濃焼

★�267704�
HANACOMON  
小皿セット 
本体 ￥2,000 + 税 
約φ12.2×H1.4cm 

（化･26.6×13.2×3.8cm） 
16入　0.6kg　美濃焼

ご親族に

セントポーリア
「小さな愛」
この花の名前は、発見者であり、種子
を採取し栽培に貢献したドイツ人、
ヴァルター・フォン・セントポール=イ
レール男爵にちなんでいます。「小さな
愛」という花言葉は、小さく愛らしい花
の姿からつきました。

ウォールフラワー
「愛の絆」
昔、スコットランドで青年と姫が駆け落
ちするときのしるしにウォールフラワー
を使いました。このことから「愛の絆」の
意味を持ちます。

ハルジオン
「追想の愛」
ハルジオンは茎の中が空洞になってお
り、つぼみは下に向いてうなだれていま
す。その状態が、過去の愛を思い返して
いるように見える所から「追想の愛」と
いう花言葉がついたと言われています。

プリムラ
「永遠の愛」
プリムラと呼ばれる花はとても種類が
多く、日本ではサクラソウの名で知られ
ています。花の時期が長いことから「永
遠の愛」の意味を持ちます。

ブルースター
「幸福な愛」
昔から青色は誠実を象徴する色と言
われ、日本でもウエディングを飾る花と
して多く使われています。また、西洋で
は男子の誕生を祝う時にこの花が贈ら
れているそうです。

花 言 葉
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�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） 
16入　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） 
12入　0.76kg　日本製

�267505�
天下泰平 ウォッシュタオルペア 
本体 ￥1,300 + 税 
約34×35cm 

（綿100%･パイル部:オーガニックコットン100%） 
（トム･15×14.3×6.5cm） 
36入　0.15kg　日本製

ご親族に

PRESENT A MEDETAI

めでたいを贈る

> > >

天 下 泰 平
食卓を賑やかに演出する

おめでたい縁起柄

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。

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。
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�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） 
24入　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） 
36入　0.16kg　美濃焼

縁起柄のいわれ

天下泰平シリーズは
このパッケージで
お届けします。

富士山
「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。

波・千鳥
「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
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。

瓢箪
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
「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
「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。

桜
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。
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ツボミ ワングリ

ラッパ ストレート
ツボミ ワングリ

ラッパ ストレート

ツボミ ワングリ

ラッパ ストレート
ツボミ ワングリ

ラッパ ストレート

�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） 
12入　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） 
24入　0.53kg　 
酒器･ツボミ･ストレート:美濃焼、木升:日本製

★�266694�
じゃぱん SOU CUP 
本体 ￥3,000 + 税 
丸型約φ8×H7cm･300ml 
杵型約φ9×H7cm･300ml 

（化･20.4×10.4×7.6cm） 
24入　0.43kg　美濃焼

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、ツボミの順に
　お酒を移しながら試してみましょう。

香りながら舌先で
少しずつ味わえます。

口の中いっぱいに
広がります。

舌の真ん中で
旨みを味わいます。

スーっと口の奥に
届きます。

フルーティー美味しい

しっかり美味しい

まろやか美味しい

すっきり美味しい

器の底がブルーとピンクに
ほんのり色づいています。

PRESENT A JAPAN

日本の技を贈る

> > >

器を変えたら

お酒が楽しくなりました

じゃぱん
ぴったりと優しく寄り添うペアカップ

ピタッとよりそう
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�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･17.5×13.1×8.7cm） 
24入　0.28kg　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･12×12×11cm） 
36入　0.42kg　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･12×12×11cm） 
36入　0.42kg　日本製

ご親族にご親族に

田島窯は
このパッケージで
お届けします。

江 戸 ガラス
東京都伝統工芸品指定

18世紀より続く匠の技

江戸切子

田島硝子

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。

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。
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★�287082�
はなぞの 組飯碗 
本体 ￥4,000 + 税 
約φ10.7×H6.9cm･300ml 

（化･23×11.5×7.6cm） 
24入　0.5kg　瀬戸焼

★�287083�
はなぞの 組マグ 
本体 ￥5,000 + 税 
約φ8.2×H8.3cm･220ml 

（化･17.9×11.2×8.7cm） 
24入　0.6kg　瀬戸焼

★�287084�
はなぞの 組小鉢 
本体 ￥3,500 + 税 
約13.5×10.2×H4.3cm･240ml 

（化･22.1×14.6×5.2cm） 
24入　0.5kg　瀬戸焼

★�287085�
はなぞの 盛鉢 
本体 ￥5,000 + 税 
約17.5×16.3×H8.5cm･810ml 

（化･17.9×17.9×9cm） 
16入　0.6kg　瀬戸焼

PRESENT A JAPAN

日本の技を贈る

> > >

はなぞの
懐かしく、あたたかい

手描きのうつわ

亜福窯
愛知県瀬戸市の三国山の麓にて豊かな自

然に囲まれ作陶する。野に咲く花、実、草木を

モチーフに繊細な筆致で絵付けを施し、独自

の世界観を持つ。女性ならではの、趣のある

ソフトな造形で、艶やかに仕上げています。

はなぞのシリーズは
このパッケージで
お届けします。

手描きのやさしい柄が
器全体に入ります。

15 ※はなぞのシリーズは、手描きのため、ひとつひとつ器の表情、絵柄などが多少異なります。



�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） 
24入　0.15kg　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） 
24入　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） 
24入　0.15kg　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） 
24入　0.15kg　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） 
24入　0.1kg　日本製

�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） 
24入　0.14kg　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） 
24入　0.23kg　日本製

ご親族に

兵 左 衛 門

A L 1 3

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

16※兵左衛門シリーズの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。



★�267401�
DAY ボトル&タオルセット（青） 
本体 ￥3,000 + 税 
ボトル約φ7.4×H15（フタ含む）cm･300ml 
ボトル本体（ステンレス）、フタ（PP） 
パッキン（シリコンラバー、TPR）、底滑り止め（EVA） 
タオル約26.5×26cm 

（トム･18.2×16.7×8.2cm） 
24入　0.4kg　ボトル･フタ:中国製、タオル:日本製（今治タオル）

★�267402�
DAY ボトル&タオルセット（赤） 
本体 ￥3,000 + 税 
ボトル約φ7.4×H15（フタ含む）cm･300ml 
ボトル本体（ステンレス）、フタ（PP） 
パッキン（シリコンラバー、TPR）、底滑り止め（EVA） 
タオル約26.5×26cm 

（トム･18.2×16.7×8.2cm） 
24入　0.4kg　ボトル･フタ:中国製、タオル:日本製（今治タオル）

女性友人に

男性友人に

PRESENT A SENSE

感性を贈る

> > >

DAY ボトル&タオル
ビジネスにプライベートに

いつも手元にマイボトル

糸を先に染める「先染先晒」という手法

が特徴の今治産地で生産され、鮮やか

なボーダー色を表現しました。今治タオル

ブランド認定商品の品質基準を満たし

たクオリティのタオルハンカチです。
認定番号：第2018-742号

認定番号：第2013-…号

最小サイズ12mm

認定番号：第2013-…号

17 ※ボトルフタは完全密封ではないため、横にするとこぼれる場合があります。飲み物を入れたまま、カバン等に入れて持ち運ばないようにしてください。



★�267613�
和日 ペアボウル 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ11.6×H6.9cm･370ml 

（天然木・ポリウレタン塗装） 
（トム･24×12.7×7.4cm） 
24入　0.4kg　中国製

★�267616�
和日 ペアカップ 
本体 ￥3,000 + 税 
約胴径8.3×H11.3cm･290ml 

（天然木・ポリウレタン塗装） 
（トム･17.8×12.2×8.9cm） 
24入　0.4kg　中国製

和日
凜とした佇まい

手になじむ木製のあたたかさ

和日シリーズは
このパッケージで
お届けします。

18※和日シリーズは天然木のため、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。



�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） 
12入　1.08kg　イタリア製

�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） 
18入　0.9kg　イタリア製

★�266915�
ルミエール（S） 
オールドグラス 
本体 ￥5,000 + 税 
約φ8.9×H9.3cm･320ml 

（24％クリスタル） 
（化･14.1×14.1×10cm） 
24入　0.5kg　ポーランド製

★�266916�
ルミエール（R） 
オールドグラス 
本体 ￥5,000 + 税 
約φ8×H9cm･290ml 

（24％クリスタル） 
（化･14.1×14.1×10cm） 
24入　0.5kg　ポーランド製

女性友人に

ご親族に

ご親族に

24%鉛のクリスタル製

ルミエールは、透明度、輝き、光の反射率ともに最高峰と言われる
24%鉛を配合したレッドクリスタル製です。

ニンフェア
世界最高水準の輝き

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
通して様々な場面で活躍すること間違いなしで
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。

フランス・ロワール地方からベルギーにかけて19世紀末から20
世紀初頭に最盛期を迎えたクリスタルグラス。当時は5,000人
以上の職人を抱えた工場もありましたが、20世紀中盤以降は
機械生産が主流となり、その名品の多くは技術も伝承されるこ
となく姿を消してしまいました。「後生に伝えるべき文化を伝承
していく」というコンセプトの元、一度は消えてしまった技術を
現代に甦らせるべく、100年以上前の図面をヨーロッパ中から
収集し、現代のヨーロッパの熟練職人たちと共に当時のデザ
インを完全復刻することに成功しました。

PRESENT A SENSE

感性を贈る

> > >

ルミエール
所有する喜び、圧倒的な輝き

ルミエールシリーズは
このパッケージで
お届けします。

19 ※ニンフェアシリーズは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。



�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） 
24入　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） 
24入　0.5kg　スロバキア製

�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） 
16入　0.4kg　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） 
12入　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） 
12入　0.66kg　トルコ製

ご親族に

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。

スワロフスキークリスタル付

ロ  ナ

ディレット

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。

テーブルに個性的な楽しさを

圧倒的に美しいグラス

20※ディレットシリーズは製造工程上、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。



�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） 
8入　2.2kg　美濃焼

�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） 
10入　1.4kg　 
パック鉢:美濃焼、フタ･ツマミ:中国製

�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） 
16入　0.89kg　日本製

�272651�
しずか桜 取分揃 
本体 ￥3,000 + 税 
大皿約φ22.3×H4.6cm 
小鉢約φ14×H3.8cm･350ml 

（トム･24.5×23×12.5cm） 
8入　2.2kg　美濃焼

�272652�
しずか桜 料理揃 
本体 ￥2,500 + 税 
小鉢約φ14×H3.8cm･350ml 
パック鉢（中）約φ13×H5.1cm･470ml 
パック鉢（小）約φ10.5×H4.5cm･250ml 
フタ（ポリプロピレン） 

（トム･29×16.2×10.3cm） 
12入　1.5kg　 
小鉢･パック鉢:美濃焼、パックフタ:日本製

ご親族に

花笑み

しずか桜

慎ましやかに
和やかなる吉日を愉しむ

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

宇野千代
作家・きものデザイナーP RO F I L E

PRESENT A DESIGN

デザインを贈る

> > >
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�273505�
はるか 冷茶菓揃 
本体 ￥3,500 + 税 
冷茶約φ7.5×H8.2cm･230ml 
受皿約11.5×11.5×H2cm 

（トム･30.5×22×8cm） 
12入　1.7kg　 
ガラス:日本製、受皿:美濃焼

�273508�
はるか 茶菓揃 
本体 ￥3,500 + 税 
煎茶約φ8.7×H5cm･180ml 
受皿約11.5×11.5×H2cm 

（トム･31×19×9.5cm） 
12入　1.5kg　美濃焼

�273503�
はるか 珍味鉢揃 
本体 ￥3,000 + 税 
約10.5×10×H4.2cm･170ml 

（木･28.5×28.5×5.5cm） 
12入　1.2kg　美濃焼

�273502�
はるか 小鉢揃 
本体 ￥3,000 + 税 
約φ14×H4.3cm･350ml 

（トム･29×15.5×8cm） 
12入　1.2kg　美濃焼

�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） 
12入　1.8kg　 
大皿･小鉢:美濃焼、箸:中国製

�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） 
12入　1.4kg　 
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） 
12入　1kg　 
パック鉢:美濃焼、パックフタ:中国製

ご親族に

はるか

花るり

涼しげにゆらぐ
草 花に感じる儚くも美しい世 界

写実的で繊細な美しい草花の模様は、

日本人の心の琴線に触れる侘び寂びの世界。

野の草花の美しさは、その力強さや

躍動感だけではない、儚く淡い存在感、

それは、日本人の心の原風景なのかもしれない。

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。

林 静一
画家・イラストレーターP RO F I L E
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�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） 
12入　1.29kg　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） 
8入　1.9kg　美濃焼

�288782�
ボタニカル パーティーセット 
本体 ￥2,500 + 税 
パスタ皿約φ22×H4.5cm 
サラダボウル約φ16.5×H4.2cm･420ml 

（化･24.4×24.4×10.5cm） 
12入　1.52kg　美濃焼

�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） 
12入　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） 
12入　1.38kg　 
パック鉢:美濃焼、パックフタ:中国製

ご親族に

女性友人に

華 やぎ

ボタニカル

雅やかなる和の世界観

はかなくも繊細な

植物が持つ有機的美しさ

PRESENT A DESIGN

デザインを贈る

> > >
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�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） 
12入　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） 
12入　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） 
12入　1.1kg　美濃焼

シル キ ー グレ ー プ
シンプルスタイルの完成形

ホワイト＆シルバーの世界観

ボタニカルシリーズは
このパッケージで
お届けします。

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。2016年にはユミカツラヤンゴン店オープンに伴いショーを開催するなど世界的な創作活動を展開している。

桂 由美
ブライダルファッションデザイナーP RO F I L E
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�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） 
24入　0.52kg　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） 
16入　0.56kg　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） 
16入　0.47kg　美濃焼

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

（化･14.7×14.7×8cm） 
16入　0.8kg　美濃焼

IROTORIDORI

HANARURI

EARTH COLOR

集い華やぐ
とりどりの個性美

幻想的な瑠璃色が美しい
優しくも気品高いうつわ

コロンとした形状と
温かみのある色合い

心をこめて

感謝の気持ちを贈る…

PARTY

パーティー
ギフト
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�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） 
16入　0.95kg　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） 
12入　1.45kg　美濃焼

�272654�
しずか桜 小鉢揃 
本体 ￥1,500 + 税 
約φ14×H3.8cm･350ml 

（トム･29.3×15.6×8.2cm） 
16入　1.1kg　美濃焼

�272653�
しずか桜 レンジパック4点 
本体 ￥2,000 + 税 
パック鉢（中）約φ13×H5.1cm･470ml 
パック鉢（小）約φ10.5×H4.5cm･250ml 
フタ（ポリプロピレン） 

（トム･29.5×15×7.3cm） 
16入　1kg　 
パック鉢:美濃焼、パックフタ:日本製

�272655�
しずか桜 レンジパック2点 
本体 ￥1,000 + 税 
パック鉢（中）約φ13×H5.1cm･470ml 
パック鉢（小）約φ10.5×H4.5cm･250ml 
フタ（ポリプロピレン） 

（トム･15×14.2×7.2cm） 
24入　0.5kg　 
パック鉢:美濃焼、パックフタ:日本製

HANAEMI

SHIZUKAZAKURA

慎ましやかに
和やかなる吉日を愉しむ

宵の静寂に主張する
美しく咲き誇る桜模様
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● ★印は2018年秋〜冬の新商品です。
● 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　2019年7月末
20180530-15A-143

ひとりひとりにあった贈り物を…
カタログ内のアイコンで、お贈りする方をイメージしやすいように表示しています。

男性の友人に最適です。

会社の上司に最適です。

女性の友人に最適です。

ご親族の方に最適です。

● カタログの価格は本体価格です。別途、消費税がかかります。
● （化）等のケース表示の後は、ケースサイズです。 表示はcmで約の寸法です。
● （化）は化粧箱、（木）は木箱、（トム）はトムソン箱の略です。
● 商品情報に記載の容量は、満水量です。
● カタログ掲載商品は生産上の問題で、中止させて頂くことがあります。あらかじめご了承下さい。

カタログ表示について

ご親族に

女性友人に男性友人に


