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人は毎日お腹がすいて食事をします。

私達は食器メーカーとして、日々の食事の時間が

もっと愉しくなる器や道具をつくっています。

毎日の食事を通して暮らしを愉しみ、

人生を愉しく過ごすお手伝いができたら。

これが私達の願いです。

毎日の「食べる」を、
もっと愉しくする。

C O N C E P T
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「形」
野に咲く美しい花たちの姿をデフォルメして

かたどり、はなびらを立 体 的に仕 立ててあるので、

テーブルに輪の花が咲いたようなシーンを

創り出します。色目によって感じる季 節が

変 化するのを楽しんでみては。

さんご ダリア

はいあお アネモネ

あさぎ アネモネ

さんご ボタン

さんご アマリリス

さんご アマリリス

さんご ボタン

食卓のアクセント　季節感を演出 002



 おだやかな風に起こされるように開花し、種が風によって運ばれるアネモネは、
イギリスでは「ウィンドフラワー（風の花）」と呼ばれて親しまれています。

 長い年月をかけて育つことから強い生命力を象徴し、健康と長寿の
お守りとしても用いられる珊瑚を思わせるうすいピンクの色目です。

2022年2月中旬発売New

2022年2月中旬発売New

形 アネモネ皿M　￥1,650（税込）　
約16×16×H3.5cm　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 48　陶器　瀬戸焼

0288560  あさぎ
4516657212292

0288561  はいあお
4516657212308

0288562  さんご
4516657212315

形 ボタン皿M　￥1,650（税込）　
約16.5×15×H3.5cm　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 48　陶器　瀬戸焼

0288566  さんご
4516657212438

形 ダリア皿M　￥1,650（税込）　
約15.5×15.5×H3.5cm　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 48　陶器　瀬戸焼

0288567  さんご
4516657212445

形 アマリリス皿M　￥1,650（税込）　
約17×16×H3.5cm　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 48　陶器　瀬戸焼

0288568  さんご
4516657212452

形 ボタンボウル　￥1,430（税込）　
約10.5×10.5×H5.5cm･200ml　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 36　陶器　瀬戸焼

0288564  さんご
4516657212339

形 ダリアボウル　￥1,430（税込）　
約10×10.3×H5.7cm･200ml　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 36　陶器　瀬戸焼

0288563  さんご
4516657212322

形 アマリリスボウル　￥1,430（税込）　
約10×10.3×H6.3cm･170ml　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 36　陶器　瀬戸焼

0288565  さんご
4516657212346

形 豆皿揃　
￥2,860（税込）　
ボタン約7.5×7.3×H1.4cm 
アネモネ約7.5×7.5×H1.4cm 
アマリリス約7.7×7.5×H1.5cm 
ダリア約7.4×7.4×H1.4cm　
（化・17.8×9×7.1cm） 0.21kg　
ロット ： 1　カートン入数 ： 30　
陶器　瀬戸焼

0288540  はいあお
4516657211219

0288545  あさぎ
4516657211226

0288550  さんご
4516657211233

0288555  はとば
4516657211240

はとば

あさぎ

さんご

はいあお

はいあお さんご

あさぎ

 副菜や梅干しなど、小さいものを小さいお皿にのせると、
何とも言えない可愛さが生まれます。
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ワンプレートご飯は食後の洗い物も少なくすむので、おしゃれに敏感な人だけでなく、
仕事に家事に忙しい人にも魅力的な盛り付け方です。

まつば 一輪活け

まつば 土瓶

野の花をさりげなく挿してもサマになり、
生花が手に入らないときはドライフラ
ワーや造花を一輪活けてもインテリアの
アクセントになります。

季節を感じさせてくれたり、
色彩や香りに癒されたり

p o in t

翠 土瓶　￥4,400（税込）　
約14×9×H17.3cm･560ml　（色ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　
土瓶 ： 磁器（美濃焼）、ツル ： 藤（インドネシア）

0288574  うぐいす
4516657212513

0288580  まつば
4561157212520

0288583  くわの実
4516657212537

0288586  空色ねず
4516657212544

0288589  月白
4516657212551

翠 一輪活け　￥2,420（税込）　
約φ6.2×H14.3cm･200ml　（ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　磁器　美濃焼

0288569  うぐいす
4516657212469

0288570  まつば
4516657212476

0288571  くわの実
4516657212483

0288572  空色ねず
4516657212490

0288573  月白
4516657212506

和のたたずまい　おもてなし

2022年3月中旬発売New

 日本茶のおもてなしに。陶器らしい素朴さがあり、おもてなしの
テーブルにも使えるようなおしゃれなフォルムの土瓶です。

「翠」
シンプルな和のたたずまいが凛とした印 象 。

上 品で落ち着いた和 風な色目とマットな質 感がさりげない表 情を生み、

いつもの料 理が洗 練されたワンランクアップした仕 上がりに。

うぐいす

うぐいす

まつば

まつば

くわの実

くわの実

月白

月白

空色ねず

空色ねず
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キャンドルのあかりは、ほんのりと
した明るさです。炎のゆらぎや影
のうつろいを眺めていると、心が
穏やかになるのを感じられます。

ほんのりとした
明るさでくつろぎ、
ゆらぎで心穏やかに

p o in t

みずはだ キャンドルカップ

ぎんはく キャンドルカップ

くろべに キャンドルカップ

「花」

花 キャンドルカップ　￥1,210（税込）　
約φ9.4×H6.2cm･250ml　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 48　陶器　瀬戸焼

0288592  ぎんはく
4516657212377

0288593  みずはだ
4516657212360

0288594  くろべに
4516657212353

可憐なたたずまい　やすらぎ　ゆらぎ

2022年3月中旬発売New

 まるでテーブルの上に花が咲いているようなかわいいデザインは眺めているだ
けでも愉しく、一つ加えるだけでも華やかになり、おしゃれでかわいいテーブルコー
ディネートに仕上がります。

ぎんはく

くろべにみずはだ

※キャンドルホルダーとして使用した器は、食器としてはご使用にならないでください。
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花びらのような規 則 的な切 込みで

縁 取られた輪 花 。

花のような可 憐なたたずまいで

眺めているだけで気 持ちがやすらぎます。

キャンドルを灯しながら

お気に入りの音 楽を聴いたり、

友 人や家 族など大 切な人たちとの

他 愛のない時 間を過ごすひとときは、

かけがえのない時 間となります。



「リアン」
西 洋の食 器を思わせるクラシカルな雰 囲 気のデザインは、

小 花のレリーフがまるで芸 術 品のようにおしゃれで素 敵です。

アクア キャニスター

ホワイト グラタンボウル

ブラック グラタンボウル

 高級感のあるシックな色合いは、いつもの料理になじむとともに、素敵な空間を演出してくれそうです。

クラシカル　小花レリーフ　かわいい

リアン グラタンボウル　
￥1,980（税込）　
約19.7（持ち手含）×11.7×H4.5cm･360ml　（トム）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 36　耐熱　美濃焼

0267908  ホワイト
4516657212780

0267909  グレー
4516657212797

0267910  ブラック
4516657212803

2022年3月初旬発売New

ホワイト

ブラック

グレー
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小さめサイズでデザート作りにも最適で、いつものオーブン料理をおしゃ
れにみせてくれます。両手付きのオーバル型なので、オーブンから取り出
す時やテーブルに運ぶ時に便利です。

プレートSはグラタンボウルの受け皿にちょうど良い 
サイズです。取皿としてほど良いサイズで、副菜皿、サラ
ダ皿、デザート皿、カップのソーサーなどいろいろな用途
に使えます。



グレー キャニスター

リアン キャニスター　￥2,750（税込）　
約φ9.7×H9.5cm（フタ含）･400ml　（色ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 36　 
キャニスター:磁器（美濃焼）　 
フタ:天然木〈ラバーウッド〉･ウレタン塗装（中国製）　 
パッキン:熱可塑性エラストマー（中国製）　

0267923  ホワイト
4516657212919

0267924  グレー
4516657212926

0267926  アクア
4516657212940

［キャニスター］ ［フタ］

2022年4月中旬発売New

ホワイト

グレー アクア

陶器の質感とやさしい風合いの小花レリーフがかわいいボトル型の
キャニスター。木製のフタはパッキン付きでしっかり閉まるので食材の保
存にも最適です。テーブルに置いても、棚に並んでいても、インテリアと
してもサマになりそうです。また、カトラリースタンドとしてそのままテー
ブルに出してもおしゃれです。
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  電子レンジでチンするだけ！遅く帰ってきても、まるで炊き立ての美味しいふっくらご飯が食べられます。

ひとつひとつ手作業で仕上げているため、器の表情に個体差
があります。また、釉薬の特性上、表面が黄色みを帯びていた
り焦げのように見える部分があります。焼き物の風合いとし
て、表情の個性をお愉しみください。

表情の個性を愉しむ

p o in t

なくても困らないけど、あったら便 利！

料 理がよりいっそう楽しくなるおしゃれで機 能 的なアイテム。

ラクラク便利　あったらいいなが叶う

蓋付一膳おひつ　￥2,420（税込）　
約φ12.4×H7cm（フタ含）･480ml　（色ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　
陶器（オーブン対応耐熱土）　美濃焼

0111029  ホワイト
4516657212698

0111030  イエロー
4516657212704

0111031  ピンク
4516657212711

2022年4月中旬発売New

「キッチンツール」

蓋付一膳おひつ ホワイト

蓋付一膳おひつ イエロー

ホワイト

イエロー ピンク
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シンプルな長角のお皿は、どんな
料理にも合わせやすく、アイデア
次第でいろいろな使い方ができ
ます。一枚あると
ちょっと便利なア
イテム。

オーブン・電子レンジ対応なので、チーズをたっぷりのせるハンバーグや
グラタンなどの調理やあたためなおしをして、

そのままテーブルへ。

形がお鍋のような持ち手付きの丸いオーブンボウル。 
オーブン料理はもちろん、スープやシチューなどを入れる
器としてもぴったりです。

0111006  マスタード
4516657211455

0111008  ブラウニー
4516657211462

0111010  クリーム
4516657211479

網付オーブンベーカー　
￥2,200（税込）　
本体約22.8×15.5×H3.7cm･830ml、 
クーラーメッシュ約19×11.8×H1.4cm　（色ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　 
本体:磁器、クーラーメッシュ:18-8ステンレス　 
本体:美濃焼、クーラーメッシュ:中国製

オーブンボウル　￥1,980（税込）　
約15（持ち手含）×12.5×H5.4cm･390ml　（色ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 24　
陶器（オーブン対応耐熱土）　美濃焼

0111026  ホワイト
4516657212667

0111027  イエロー
4516657212674

0111028  ピンク
4516657212681

オーブンプレート　￥2,090（税込）　
約18.6（持ち手含）×16.5×H3.1cm　（色ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 24　
陶器（オーブン対応耐熱土）　美濃焼

0111023  ホワイト
4516657212636

0111024  イエロー
4516657212643

0111025  ピンク
4516657212650

電子レンジや
オーブンでも使える

優れもの

2022年4月中旬発売New

2022年4月中旬発売New

ホワイト

ホワイト

イエロー

イエロー

ピンク

ピンク

マスタード

ブラウニー

クリーム
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なくても困らないけど、あったら便 利！

料 理がよりいっそう楽しくなるおしゃれで機 能 的なアイテム。

キャニスターS ホワイト

ラクラク便利　あったらいいなが叶う

「キッチンツール」

「水玉」

すり鉢5寸　
￥1,320（税込）　
約φ14.2×H6.1cm･410ml　（ダン）　
ロット ： 3　カートン入数 ： 24　
磁器　美濃焼

0288004  小丸
4516657200619

0288005  中丸
4516657200626

0288006  しま
4516657200633

小丸

中丸 しま

手描きのブルーの水玉がさわやか。
食卓にそのまま器として使えるのが魅力的。

p o in t
道具だけでなく器としても
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「キャニスター」

キャニスターS　￥1,650（税込）　
約φ9×H7cm（フタ含）･220ml　（色ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 36　 
キャニスター:磁器（美濃焼）　 
フタ:天然木〈ラバーウッド〉･ウレタン塗装（中国製）　 
パッキン:熱可塑性エラストマー（中国製）　

0111011  ホワイト
4516657212728

0111012  イエロー
4516657212735

0111013  ピンク
4516657212742

キャニスターM　￥1,870（税込）　
約φ9×H11cm（フタ含）･410ml　（色ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　 
キャニスター:磁器（美濃焼） 
フタ:天然木〈ラバーウッド〉･ウレタン塗装（中国製）　 
パッキン:熱可塑性エラストマー（中国製）　

0111014  ホワイト
4516657212759

0111015  イエロー
4516657212766

0111016  ピンク
4516657212773

2022年3月中旬発売New

ホワイト

ホワイト

WH OR GR

イエロー

イエロー

ピンク

ピンク

シンプルな形と温かみのあるカ
ラーが、卓上に置いてもインテリア
の一部としておしゃれです。スタッ
キングできるのも嬉しいポイント。

シンプルな形と
カラーがおしゃれ

p o in t.2

出番の多い塩、砂糖はもちろん、
コーヒー豆、茶葉、スパイスなど
日光に当てずに保存したいもの
におすすめ。中の物を湿気から
守る密閉性に優れた保存容器。ま
た、キャニスターで保存すると食
品のおいしさをキープしながら長
持ちさせられます。

食品のおいしさを
長くキープ

p o in t.1

「ビスク」

自分だけのブレンドスパイスを作りたい。いろいろな香辛料の香
りを味わいながら挽いている時間を愉しみ、挽きたてをいただく
幸せ。

1人分のスパイスやハーブを潰すのに便利な陶器のスパイスミル。 
乳棒の持ち手が平らなので、使い終わったらひっくり返してテーブ
ルの上に置けます。サイズもコンパクトで収納の場所も取りません。

コンパクトで便利p o in t.2スパイスを身近にp o in t.1

ビスク スパイスミル　
￥2,530（税込）　
乳鉢約φ6.4×H6.5cm･80ml、
乳棒約9.3cm　（ダン）　
ロット ： 1　カートン入数 ： 48　
磁器　瀬戸焼

0266461  WH
4516657206222

0266462  OR
4516657206239

0266463  GR
4516657206246

［キャニスター］ ［フタ］
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 毎日使うおはしは世代を問わず贈り物におすすめです。小花レリーフ
の箸置きは豆皿としてテーブルコーディネートのアクセントにも。

 ベースが黒色の金属的にみえ
る釉薬です。ビールや焼酎などお
酒が似合う大人の器。

「リアン」

「リップル」

「黒曜」

パーソナルギフト
P E R S O N A L  G I F T

リアン おはしセット　￥1,540（税込）　
箸約22.5cm、箸置約4.8×4.4×H1.2cm　
（トム・25.5×5×1.8cm）　0.1kg
ロット ： 1　カートン入数 ： 100　 
箸:天然木･ポリエステルウレタン塗装（日本製）
箸置:磁器（美濃焼）　

0267911  ホワイト
4516657212810

0267912  グレー
4516657212827

0267913  パープル
4516657212834

0267914  アクア
4516657212841

0267915  ブラック
4516657212858

リップル ペアマグ　￥2,200（税込）　
約φ8.4×H9.6cm･330ml　
（化・19.9×9.9×10.1cm）　0.6kg　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　磁器　美濃焼

0266340  
4516657212896

リップル ペアボウル　￥2,200（税込）　
ボウル約φ11.2×H7.2cm･410ml 
スプーン約15.8cm　
（化・24.1×12.2×7.9cm）　0.5kg　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　 
ボウル:磁器（美濃焼）
スプーン:天然木・ウレタン塗装（中国製）　

0266341  
4516657212902

黒曜 ペアカップ　￥3,300（税込）　
約φ8.8×H13.1cm･400ml　
（化・19.4×14.3×9.7cm）　0.7kg　
ロット ： 1　カートン入数 ： 24　磁器　美濃焼

0266339  
4516657212889

リアン ペアおはしセット　￥3,300（税込）　
箸約22.5cm、箸置約4.8×4.4×H1.2cm　（化・26.3×10.8×2.6cm）　0.2ｋｇ　
ロット ： 1　カートン入数 ： 36　箸:天然木･ポリエステルウレタン塗装（日本製）　箸置:磁器（美濃焼）　

0267921  WH&PP
4516657212865

0267922  WH&GY
4516657212872

2022年4月中旬発売New

2022年3月初旬発売New

2022年3月初旬発売New

［箸置］［箸］

［ボウル］ ［スプーン］

 稜線を際立たせた模様が美しい「しのぎ」の器。現代の暮らしにフィットする
シンプルさが魅力です。

ホワイト

グレー

パープル

アクア

ブラック
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C O N T A C T

https://aito.bz/

札幌店
〒063-0801 北海道札幌市西区24軒1-6-12-27
TEL（011）643-5422  FAX（011）640-2654
sapporoinfo@aito.co.jp

瀬戸店
〒488-0022 愛知県尾張旭市狩宿新町１-１
TEL（0561）53-1528  FAX（0561）54-2824
aitog1@aito.co.jp

東京店
〒140-0002 東京都品川区東品川4-13-24
TEL（03）3472-9511（代表）  FAX（03）3472-8374
tokyoinfo@aito.co.jp

大阪店
〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島2-4-10
TEL（06）6478-1122  FAX（06）6478-1124
osakainfo@aito.co.jp

aito製作所 WEB
https://aitoseisakusho.com/

株式会社アイトーが新しく立ち上げた
「aito製作所」のWEBサイトがOPENしました。

【 カタログ有効期限  2023年1月末 】　20220204-A7-2695

●  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。
●  表示は㎝で約の寸法です。
●  （化）は化粧箱、（トム）はトムソン式化粧箱、 
  （ダン）はダンボール、（色ダン）は色ダンボールの略です。
●  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。あらかじめご了承ください。

●  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。

カタログ表示について

各シリーズのフルラインナップは
こちらからご確認いただけます。


