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Impress Gift

会う機会が減ってしまった友人や家族に、
おうち時間を愉しく笑顔で過ごしてほしい。

Ouchi Café

そんなキモチをカタチにした贈り物。

ITSUMOシリーズは、このデザインの
パッケージでお届けします。

おうち時間を充実させる
ステキなアイテムを贈る

じっくりとローストしたコーヒー豆のような
苦み

いつも手元に置きたくなる
クセになる

器たち

と

コク

を楽しめるビンテージ感溢れるマグ

0262004

あじわう ペアマグカップ

￥3,300（税込）

約φ9.1×H7.7cm・320ml
( 化・19.1×12.5×8.5cm )
4516657209100

レンジ不可 食洗機ＯＫ

2

釉薬ムラ

24 入

貫入

0.54kg

陶器

美濃焼

家飲みビールをより美味しくしてくれる

美味しいビールの鍵は

優れモノのペアタンブラー

泡

0262015

おいしい ペアタンブラー

￥3,300（税込）

約φ9.3×H12.4cm・430ml
( トム・19.8×14×10cm ) 24 入
陶器 美濃焼 4516657209131

レンジ不可 食洗機ＯＫ

0.53kg

貫入

ビールの泡は、その気泡
一つひとつに香りが凝縮
され、ビールの美味しさ
を引き立ててくれる重要
な要素。このカップが口
当たりの良い泡を作れる
秘密は、内側がビスクに
なっているから。

スープ、シリアル、カフェオレなど

フレッシュな朝食にピッタリ！

マルチに使えるのが嬉しいセットです。

0262001

なごむ ペアマルチカップ

￥3,300（税込）

スープカップ約φ9.7×H7cm・320ml
スプーン約 16cm
( 化・21.2×12.8×7.6cm ) 24 入 0.51kg
スープカップ：陶器（美濃焼）
スプーン：天然木・ウレタン塗装（中国製）
4516657209094
〔 スプーン 〕

〔 スープカップ 〕

レンジ不可 食洗機ＯＫ

釉薬ムラ

貫入

オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

※釉薬の特性上、色や風合いなど、一つひとつ器の表情が異なります。
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気軽に「おうちカフェ」気分を楽しめる

Ouchi Café

おしゃれで使いやすいセットをプレゼントして
居心地の良い、くつろぎの空間づくりをお手伝い。

おうち時間を充実させる
ステキなアイテムを贈る

グレイズワークス
0266765

釉薬の層が一つひとつ異なる
個性的な美しさが魅力のシリーズ。
無骨でヴィンテージ感のある
インテリアと相性抜群です。

グレイズワークス ペアマグ＆トレー

￥3,300（税込）

マグ約φ9.1×H9cm・350ml
トレー約 22.6×15.4×H2.6cm
( トム・23×16.5×12.3cm ) 12 入 1kg
マグ：陶器（美濃焼）
トレー：天然木 < アカシア >・ラッカー塗装（フィリピン製）
4516657648947
〔 マグ 〕
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レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

〔 トレー 〕

釉薬ムラ

オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

ボウルはスープやシリアル、サラダを入れたり、
オーバルトレーはパンやスナック、

幅広く使えて便利！

カトラリー入れなど様々な用途に使えて便利です！

0266770

グレイズワークス ペアボウル

￥3,300（税込）

ボウル約φ13×H7.2cm・420ml
オーバルトレー約 23×8.7×H5cm・400ml
( トム・27.3×24.4×7.8cm ) 16 入 1kg
ボウル：陶器（美濃焼）
トレー：天然木＜アカシア＞・ラッカー塗装（フィリピン製）
4516657201418
〔 ボウル 〕

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

〔 オーバルトレー 〕

釉薬ムラ

オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

たっぷりサイズが嬉しい！

カップはたっぷり入るサイズなので
コーヒーはもちろんスープカップとしても◎
ソーサーはプレートとしても使えるから
軽食やおやつを乗せてカフェ気分を味わえます。
アカシアのトレーは、クラッカーやナッツ入れに。

0266763

グレイズワークス カフェセット

￥3,850（税込）

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
( トム・29.5×23.6×8.5cm ) 12 入 1.3kg
カップ・ソーサー：陶器（美濃焼）
トレー：天然木 < アカシア >・ラッカー塗装（フィリピン製）
4516657648954
〔 カップ・ソーサー 〕

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

〔 角トレー 〕

釉薬ムラ

オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

※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。
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気軽に「おうちカフェ」気分を楽しめる

Ouchi Café

おしゃれで使いやすいセットをプレゼントして
居心地の良い、くつろぎの空間づくりをお手伝い。

おうち時間を充実させる
ステキなアイテムを贈る

リアン

リアンはフランス語で「絆」。
長年使い込まれたような
アンティークカラーと
小花のレリーフが上品な
人気のシリーズです。

0267802

リアン ペアカップ＆プレート

￥3,850（税込）

カップ約 11.6×11.2×H6.9cm・330ml
プレート約 23×15×H1cm
( トム・23.5×16×10.5cm ) 16 入 1.03kg
カップ：磁器（美濃焼）
プレート：天然木＜ラバーウッド＞・ラッカー塗装（ベトナム製）
4516657201463
※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。
〔 カップ 〕

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ
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〔 プレート 〕

釉薬ムラ

オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

2 人分のサラダや汁気のある料理を
盛り付けるのにちょうどいいサイズ。
小花のレリーフと無彩色カラーが
料理を引き立ててくれます。

0267801

リアン ペアボウル

￥3,300（税込）

約 17.5×17×H9.1cm・950ml
( トム・19×18×12.4cm )
12 入 1.1kg 磁器 美濃焼
4516657201456

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

釉薬ムラ

小花のレリーフがかわいい
小ぶりなレストが付いたセットです。
ボウルはサラダやシリアル、
スープなどに。

0267803

リアン トリオボウル

￥3,300（税込）

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 磁器 美濃焼
4516657201470

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

釉薬ムラ
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心ときめく至福のティータイム。

Ouchi Café
おうち時間を充実させる

そんな時間を演出してくれる器たちを贈りませんか？
アンティークな風合いと小花のレリーフが美しいカップ＆ソーサー。
食卓に並べるだけで、優しくて上品な雰囲気に。

ステキなアイテムを贈る

デザートを盛り付けるのに
ちょうどいいサイズのソーサー。
たっぷりサイズが嬉しいカップは
スープカップとしても使えます。

0267841 ホワイト

0267842

4516657203993

リアン カップ＆ソーサー

0267843

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

パープル

4516657204013

￥2,200（税込）

カップ約 11.6×11.2×H6.9cm・330ml、ソーサー約 18×14.4×H1.7cm
( トム・18.6×14.8×9.5cm ) 24 入 0.55kg 磁器 美濃焼
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グレー

4516657204006

釉薬ムラ

お気に入りのカフェごはんを、おうちでも楽しむ幸せ。
「おうちカフェ」の雰囲気づくりの一端を担ってくれるシンプルな器のセットを贈りましょう。
フランス語で「空」という意味の「シエル」。
どんな空模様の日も優しく受け止めてくれるパステルカラーが普段使いにピッタリ。

普段使いにちょうどいい
サイズとカラーが嬉しい
カフェセット。

0520144 （GY）

0520146 （WH）

4516657209056

シエル カフェセット

4516657209063

￥2,420（税込）

ボウル約φ16.8×H9.4cm・920ml、マグ約φ8×H8.8cm・260ml、トレー約φ8.7×H2.3cm
( トム・26.5×18.5×10.5cm ) 12 入 0.97kg 磁器 美濃焼

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

釉薬ムラ
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この国らしい
トラディショナルな贈り物
Tokyo

東京都伝統工芸品指定
１８世紀より続く匠の技

田島硝子

江戸切子

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。

0223527 （赤）
4516657644703

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。

0223526 （琉璃）
4516657644697

0223692

小花剣矢来紋 ロックグラス

うすづくり クラフトビールペア

￥11,000（税込）

約φ7.5×H9cm・250ml
( 木・12×12×11cm )
36 入 0.42kg 色被せ無鉛ガラス

日本製

￥5,500（税込）
オーブン不可 レンジ不可

約φ6.4×H11.6cm・340ml
( 木・17.5×13.1×8.7cm )
24 入 0.28kg 無鉛ガラス
4516657649388

食洗機不可
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オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

背面

正面

日本各産地メーカーによる共同
プロダクト
「トウキョウ」。
トウキョ
ウという魅力詰まった都市に各
産地の商品が集まります。日本
文化、歴史、技術、伝統を感じな
がら使ってもらえる商品です。

日本製

0241001

TOKYO 富士山ロックグラス

￥11,000（税込）

約φ9×9.4cm・260ml
( 木・12×12×11cm )
36 入 0.48kg 無鉛ガラス
4516657207625

日本製
オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

グラスの正面と背面にサンドブラスト技術で
加工されたロゴが刻まれています。

Mino

フルーティー
美味しい
ツボミ

香りながら舌先で
少しずつ味わえます。

ワングリ

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。

器を変えたら

お酒が楽しくなりました

①お酒は常温か︑冷たいものを
用意する︒

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

ストレート

②まずはストレート形に注いで
みましょう︒

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 磁器 美濃焼
4516657648886

口の中いっぱいに
広がります。

③注ぐ目安は外側の釉薬の境目︒
ナミナミ注いではいけません︒

￥5,500（税込）

ラッパ

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︒

じゃぱん 飲みくらべセット

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︒

0266690

すっきり
美味しい

しっかり
美味しい

まろやか
美味しい

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

0266694

じゃぱん SOU CUP

￥3,300（税込）

杵型約φ9×H7cm・300ml
丸型約φ8×H7cm・300ml
（ 化・20.4×10.4×7.6cm ）
24 入 0.43kg 美濃焼
4516657201524

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ

器の底がブルーとピンクに
ほんのり色づいています。

11

Wakasa

若狭塗

福井県小浜市は若狭塗の産地として知られ、
特に塗箸は国内生産の８割を占めます。
「兵左
衛門」
は、小浜の漆塗り職人が立ち上げたブラ
ンド。
「お箸は食べ物」
をポリシーに、口に入れ
る箸先部分には、合成化学塗料を一切使用し
ない、安心・安全な箸を作り続けています。

0104502

0104506

0104504

0104505

￥3,300（税込）

￥5,500（税込）

￥3,850（税込）

￥5,500（税込）

末広がり 丸八お箸セット
箸約 21.5cm
箸置約 4.5×3.4×H0.6cm
( 木・27.5×13.6×2.2cm )
24 入 0.15 ㎏
箸：天然木〈タモ〉・天然漆塗装
箸置：檜・みつろう塗装
日本製 4516657642501
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オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可

末広がり 丸八組箸
箸（大）約 23.5cm
箸（中）約 21.5cm
箸置約 4.5×3.4×H0.6cm
( 木・27.5×13.6×2.2cm )
24 入 0.15kg
箸（大）：天然木〈タモ〉・天然漆塗装
箸（中）：天然木〈タモ〉・天然漆塗装
箸置：檜・みつろう塗装
日本製 4516657644727

六角箸 夫婦箸セット
箸 ( 大 ) 約 23.5cm
箸 ( 中 ) 約 21.5cm
箸置約 5.7×1.9×H1cm
( 木・27.5×13.6×2.2cm )
24 入 0.15 ㎏
箸 ( 大 )：天然木〈クメア〉・天然漆塗装
箸 ( 中 )：天然木〈クメア〉・天然漆塗装
箸置：タモ・天然漆塗装
日本製 4516657642525

※兵左衛門の箸は、すべて天然木を使用しているため、重さにばらつきが生じます。あらかじめご了承ください。
※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。

八角箸 夫婦箸セット
箸 ( 大 ) 約 23.5cm
箸 ( 中 ) 約 21.5cm
箸置約 3.2×1.8×H1.3cm
( 木・27.5×13.6×2.2cm ) 24 入 0.15 ㎏
箸 ( 大 )：天然木〈タモ〉
箸先：天然漆塗装、持手部：ウレタン塗装
箸 ( 中 )：天然木〈タモ〉
箸先：天然漆塗装、持手部：ウレタン塗装
箸置：楓・ウレタン塗装
日本製 4516657642532

北海道産 桂
×
会津塗

Asahikawa

Aizu

木ごころ

桂の木は柔らかく、とても軽くてきめ細かな木目が美しいのが特徴です。

北海道旭川産の桂材を、会津の職人が一つひとつ丹精込めて作り上げた木地に、
熟練の技法で丁寧に下塗りと上塗りをして仕上げた温かみのある器です。

２〜３ヶ月自然乾燥させ、 鈴木式ろくろを使い、木
変形・割れ・変色を防ぎ のかたまりを皿の形状に
ます。
加工します。

0266333

0266334

0266336

￥11,000（税込）

￥11,000（税込）

￥22,000（税込）

木ごころ（桂） 丸大皿

ウレタン塗料を丁寧に手 じっくりと低温で乾燥さ
吹きで塗装し、最終工程 せていきます。
で表面をコーティングす
ることで、変形・反り・
風合いの変化を抑えます。

約φ27×H2.1cm
( 化・27.9×27.9×4.8cm ) 24 入 0.5kg
天然木〈桂〉・ウレタン塗装 日本製
4516657209148

木ごころ（桂） 丸皿ペア
約φ18×H2.2cm
( 化・19×19×3.9cm ) 24 入 0.3kg
天然木〈桂〉・ウレタン塗装 日本製
4516657209155

※木ごころは、天然木を使用しているため、重さや木目などにばらつきが生じます。あらかじめご了承ください。
※桂材はとても柔らかく傷がつきやすいので、丁寧にお取り扱いください。

木ごころ（桂） 丸大皿セット
プレート（大）約φ27×H2.1cm
プレート（小）約φ18×H2.2cm
( 化・27.9×27.9×4.8cm ) 18 入 0.8kg
天然木〈桂〉・ウレタン塗装 日本製
4516657209162

オーブン不可 レンジ不可

食洗機不可
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慎ましやかに
和やかなる吉日を愉しむ

0272705

花笑み レンジパックセット

￥3,300（税込）
0272679

花笑み おもてなし揃

￥3,300（税込）

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 2.2 ㎏
磁器 美濃焼 4516657643478

パック鉢（大）約φ15.8×H9cm( フタ含む )・800ml
パック鉢（中）約φ13×H5.5cm( フタ含む )・400ml
パック鉢（小）約φ9.5×H7cm( フタ含む )・350ml
( トム・27×17×10.5cm ) 10 入 1.4 ㎏
パック鉢：磁器（美濃焼）
フタ：ポリプロピレン（中国製）
ツマミ・パッキン：シリコーンゴム（中国製）
4516657205676

宇野千代
Proﬁle（作家・きものデザイナー）
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

0272682

0272684

￥1,650（税込）

￥1,100（税込）

約φ16.3×H3.8cm・450ml
( トム・18×17.2×10cm ) 12 入
磁器 美濃焼 4516657643447
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花笑み ペアカレー

花笑み 煮物鉢揃

1.45 ㎏

約φ22.3×H3.9cm・850ml
( トム・24×23×6cm ) 16 入 0.95 ㎏
磁器 美濃焼 4516657643423

0272501

0272502

￥3,300（税込）

￥2,750（税込）

花和み 組皿揃

花和み パック鉢３点

大皿約φ22.3×H4.4cm、小鉢約φ11.2×H3cm
( トム・23.7×22.8×7cm ) 12 入 1.3kg
磁器 美濃焼 4516657208165

パック鉢（中）約φ13.6×H5.5cm（フタ含む）・430ml
パック鉢（小）約φ11.1×H5cm（フタ含む）・250ml
( トム・14.8×25.8×7.2cm ) 16 入 0.72kg
パック鉢：磁器（美濃焼）、フタ：ポリプロピレン（日本製）
4516657208172

0272503

0272504

￥2,200（税込）

￥1,650（税込）

花和み 盛鉢揃
約φ17.8×H4.7cm・560ml
( トム・19.5×18.7×8.1cm ) 16 入
磁器 美濃焼 4516657208189

花和み 香物鉢揃

1.1kg

盛鉢約φ17.8×H4.7cm・560ml、小鉢約φ11.2×H3cm
( トム・18.6×18×6.2cm ) 24 入 0.62kg
磁器 美濃焼 4516657208196

レンジＯＫ 食洗機ＯＫ
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https://aito.bz/
カタログ表示について
●カタログ価格は税込み価格です。

●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・色の違いはご容赦ください。

●（化）
は化粧箱、
（木）
は木箱、
（トム）
はトムソン式化粧箱の略です。

20210707-5A-17

●（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。
●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・仕様変更させて頂くことがあります。
あらかじめご了承ください。

●カタログ有効期限

2022年7月末

