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32　Glaze works

34　Ridge

35　Ripple

36　網付オーブンベーカー

37　ランチプレート  /  抗菌ランチプレート

38　Tint

40　ブロッサム

42　ノルディックフラワー

43　ボタニカル

44　Ciel

46　Natural Color

48　ni mono

50　FLOW

03　花

06　翠

09　景

11　形

14　リーフ  /  バナナリーフ

15　水明

16　るり玉

17　水玉

18　ライン

20　Lien

24　ITSUMO

28　ビスク

31　トーンオントーン
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花
マットな質感で、
シンプルに花形をイメージ

１つ１つのアイテムは輪花の数を変えてあります。

イメージする花が少しずつ違っておもしろい。

和のしつらえながら、どんな料理にも合わせやすく、

1 つあるだけでもテーブルが華やかな仕上がりに。

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

くじゃくあお  花皿Ｌ
4516657196219

こいあい  花皿Ｌ
4516657195847

くろべに  花皿Ｌ
4516657211141

みずはだ  花皿Ｌ
4516657194765

￥2,750（税込）　　約φ23×H4.5cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花皿Ｌ
4516657194741

くじゃくあお  花皿Ｓ
4516657196233

こいあい  花皿Ｓ
4516657195861

くろべに  花皿Ｓ
4516657211165

みずはだ  花皿Ｓ
4516657194826

￥660（税込）　　約φ9×H2cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花皿Ｓ
4516657194802

くじゃくあお  花皿Ｍ
4516657196226

こいあい  花皿Ｍ
4516657195854

くろべに  花皿Ｍ
4516657211158

みずはだ  花皿Ｍ
4516657194796

￥1,320（税込）　　約φ16×H3cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：40　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花皿Ｍ
4516657194772
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くじゃくあお  花豆皿
4516657196363

こいあい  花豆皿
4516657195892

みずはだ  花豆皿
4516657195359

￥550（税込）　　約 7.5×6.5×H1.6cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花豆皿
4516657195335

くじゃくあお  ココットボウル
4516657197575

こいあい  ココットボウル
4516657197568

みずはだ  ココットボウル
4516657197544

￥1,650（税込）　　約 20.3（持ち手含む）×9.5×H4.3cm・340ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  ココットボウル
4516657197537

くじゃくあお  花ボウル
4516657202026

こいあい  花ボウル
4516657202019

くろべに  花ボウル
4516657211172

みずはだ  花ボウル
4516657201999

￥1,430（税込）
約 13.7×11×H5.1cm・390ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花ボウル
4516657201982

POINT

便利でおしゃれなココットボウル

持ち手があるので、オーブン料理でもとても持ち
易い器です。もちろん、普段の煮物やサラダを盛
りつけてもOKです。また、楕円の形なので、3種
類くらいの料理を少しずつ盛っても、おしゃれ感
がでます。
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くじゃくあお  花マグ
4516657197018

こいあい  花マグ
4516657197001

くろべに  花マグ
4516657211189

みずはだ  花マグ
4516657196981

￥1,760（税込）　　約φ10×H8.2cm・360ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：36　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花マグ
4516657196974

くじゃくあお  花ポット
4516657196257

こいあい  花ポット
4516657195885

みずはだ  花ポット
4516657195380

￥3,300（税込）　　約 11×14.7（片口、持ち手含）×H10.4cm・280ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花ポット
4516657195366

くじゃくあお  花カップ
4516657196240

こいあい  花カップ
4516657195878

みずはだ  花カップ
4516657194857

￥1,320（税込）　　約φ8.3×H9cm・300ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　陶器　瀬戸焼

ぎんはく  花カップ
4516657194833

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ
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翠
山、草、木などよごれのない美しい色

日々のごはんを大切に味わってほしくて、オーガニックやマクロビ料理にも映える
自然の色合いをお手本にした器たち。

翠  月白  取皿
4516657207038

翠  空色ねず  取皿
4516657202262

翠  くわの実  取皿
4516657202255

翠  まつば  取皿
4516657202248

￥1,100（税込）　　約 15×15.3×H2cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：40　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  取皿
4516657202231

翠  月白  大皿
4516657207045

翠  空色ねず  大皿
4516657202217

翠  くわの実  大皿
4516657202200

翠  まつば  大皿
4516657202194

￥3,080（税込）　　約 25×25.5×H2cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  大皿
4516657202187
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翠  月白  花豆鉢
4516657207274

翠  空色ねず  花豆鉢
4516657207267

翠  くわの実  花豆鉢
4516657207250

翠  まつば  花豆鉢
4516657207243

￥770（税込）　　約φ6×H2.5cm・28ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：100　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  花豆鉢
4516657207236

翠  月白  姫碗
4516657207328

翠  空色ねず  姫碗
4516657207311

翠  くわの実  姫碗
4516657207304

翠  まつば  姫碗
4516657207298

￥1,320（税込）　　約φ10.1×H7.5cm・360ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  姫碗
4516657207281

翠  月白
ハナオカカップ

4516657207076

翠  空色ねず
ハナオカカップ

4516657202361

翠  くわの実
ハナオカカップ

4516657202354

翠  まつば
ハナオカカップ

4516657202347

￥1,100（税込）　　約φ5×H7.8cm・110ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　磁器　美濃焼

翠  うぐいす
ハナオカカップ

4516657202330

翠  月白  片口中
4516657207052

翠  空色ねず  片口中
4516657202415

翠  くわの実  片口中
4516657202408

翠  まつば  片口中
4516657202392

￥1,100（税込）　　約 10.5×6.2×H5.5cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：60　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  片口中
4516657202385

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

翠  月白  長角皿
4516657207373

翠  空色ねず  長角皿
4516657207366

翠  くわの実  長角皿
4516657207359

翠  まつば  長角皿
4516657207342

￥1,650（税込）　　約 27.7×8.7×H1.7cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  長角皿
4516657207335
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翠  月白
ちょっとおろし

4516657207120

翠  空色ねず
ちょっとおろし

4516657207113

翠  くわの実
ちょっとおろし

4516657207106

翠  まつば
ちょっとおろし

4516657207090

￥990（税込）　　約 14.6×5×H1.6cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　磁器　美濃焼

翠  うぐいす
ちょっとおろし

4516657207083

翠  月白  雲形鉢
4516657207175

翠  空色ねず  雲形鉢
4516657207168

翠  くわの実  雲形鉢
4516657207151

翠  まつば  雲形鉢
4516657207144

￥1,320（税込）　　約 13.9×8.8×H5cm・230ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  雲形鉢
4516657207137

翠  月白  雲豆鉢
4516657207229

翠  空色ねず  雲豆鉢
4516657207212

翠  くわの実  雲豆鉢
4516657207205

翠  まつば  雲豆鉢
4516657207199

￥770（税込）　　約 6.4×4.5×H2.5cm・22ml　( ダン )　ロット：5 カートン入数：100　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  雲豆鉢
4516657207182

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

POINT

ちょっとおろしでおいしい食卓

小さなおろし部分のある、細長い陶器です。
しょうがやわさびなどの薬味を食卓ですりお
ろして、そのまま使えて、香りも楽しめます。
おろしの部分に生チョコをおいて、スプーン
をそえたら、ちょっと楽しいレストにもなりま
す。金属製と比べて、お手入れがしやすいで
す。

翠  月白  丸碗
4516657207069

翠  空色ねず  丸碗
4516657202316

翠  くわの実  丸碗
4516657202309

翠  まつば  丸碗
4516657202293

￥1,650（税込）　　約φ8×H7cm・300ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

翠  うぐいす  丸碗
4516657202286
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景  墨  大皿
4516657209667

景  苔  大皿
4516657206963

景  卯の花  大皿
4516657206956

￥2,860（税込）　　約 25.2×20.6×H2.6cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　瀬戸焼

景  辛子  大皿
4516657206949

景  墨  取皿
4516657209650

景  苔  取皿
4516657206932

景  卯の花  取皿
4516657206925

￥880（税込）　　約 15.5×11.7×H2.3cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　陶器　瀬戸焼

景  辛子  取皿
4516657206918

景  墨  長円鉢
4516657209674

景  苔  長円鉢
4516657206994

景  卯の花  長円鉢
4516657206987

￥1,980（税込）　　約 21.5×9.7×H5.9cm・520ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　陶器　瀬戸焼

景  辛子  長円鉢
4516657206970

景
日本の日常的な景色を大切にする

やりすぎではなく「ほどほど」に
自然を感じさせる柔らかい形、色合いで
現代の生活スタイルに溶け込むデザインにしました。

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ



10 釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

POINT

手のひらサイズに凝縮された
わびさびの世界に癒されて

カップよりも小さなかわいい鉢です。季節の小さな花を植
えてみたり、多肉植物、またはミニミニ盆栽に挑戦してみた
り。お部屋のインテリアに植物があると、季節が感じられて
やすらぎます。

景  墨  ポット
4516657209735

景  苔  ポット
4516657209766

景  卯の花  ポット
4516657209759

￥3,630（税込）　　約 10.8×15.4（片口、持ち手含）×H11.3cm・410ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：16　陶器　瀬戸焼

景  辛子  ポット
4516657209742

景  墨  マグカップ
4516657209803

景  苔  マグカップ
4516657209797

景  卯の花  マグカップ
4516657209780

￥1,430（税込）　　約φ8.9×H6cm・220ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　瀬戸焼

景  辛子  マグカップ
4516657209773

景  墨  植木鉢小
4516657209681

景  苔  植木鉢小
4516657207021

景  卯の花  植木鉢小
4516657207014

￥770（税込）
約φ7.9×H6cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：60　陶器　瀬戸焼

景  辛子  植木鉢小
4516657207007
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形
見て、触って、
初めて知りうる美しい花の姿

個性的な形と透明感のある釉薬で、毎日の暮らしも少しだけ幸せな気分。

食洗機ＯＫ 貫入 釉薬ムラレンジＯＫ

形  はいあお  アマリリス皿 L
4516657206802

形  きはだ  アマリリス皿 L
4516657202163

￥3,300（税込）　　約 25×23×H3.5cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　瀬戸焼

形  あさぎ  アマリリス皿 L
4516657202156

形  はいあお  ボタン皿 L
4516657206796

形  きはだ  ボタン皿 L
4516657202132

￥3,300（税込）　　約 22×21.5×H3.5cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　瀬戸焼

形  あさぎ  ボタン皿 L
4516657202125



形  はとば  豆皿揃
4516657211240

形  さんご  豆皿揃
4516657211233

形  あさぎ  豆皿揃
4516657211226

￥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 )　ロット：1　カートン入数：30　陶器　瀬戸焼

形  はいあお  豆皿揃
4516657211219

形  はいあお  アマリリス皿 M
4516657206789

形  きはだ  アマリリス皿 M
4516657202101

￥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

形  あさぎ  アマリリス皿 M
4516657202095

形  はいあお  ボタン皿 M
4516657206772

形  きはだ  ボタン皿 M
4516657202040

￥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

形  あさぎ  ボタン皿 M
4516657202033

形  はいあお  ダリア皿 M
4516657206765

形  きはだ  ダリア皿 M
4516657202071

￥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

形  あさぎ  ダリア皿 M
4516657202064

12



形  はいあお  アマリリスボウル
4516657209896

形  きはだ  アマリリスボウル
4516657209889

￥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

形  あさぎ  アマリリスボウル
4516657209872

形  はいあお  ボタンボウル
4516657209834

形  きはだ  ボタンボウル
4516657209827

￥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

形  あさぎ  ボタンボウル
4516657209810

形  はいあお  ダリアボウル
4516657209865

形  きはだ  ダリアボウル
4516657209858

￥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

形  あさぎ  ダリアボウル
4516657209841

食洗機ＯＫ 貫入 釉薬ムラレンジＯＫ 13
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リーフ
爽やかな色合いが
食卓を彩るみずみずしい美しさ

葉っぱの形と釉（うわぐすり）がアジアンな雰囲気のリーフは、
あったらいいなと思わせる暮らしを楽しくしてくれる器です。

リーフボウル  （LL）ブルー
4516657194666

￥3,520（税込）
約 34.5×18×H5.7cm
( ダン )　ロット：1　カートン入数：12
陶器　瀬戸焼

リーフボウル  （LL）グリーン
4516657194567

リーフボウル  （M）ブルー
4516657194673

￥1,650（税込）
約 23×11.8×H3.9cm
( ダン )　ロット：3　カートン入数：48
陶器　瀬戸焼

リーフボウル  （M）グリーン
4516657194574

リーフボウル  （S）ブルー
4516657194680

￥550（税込）
約 11.8×6×H2.3cm
( ダン )　ロット：5　カートン入数：120
陶器　瀬戸焼

リーフボウル  （S）グリーン
4516657194581

バナナリーフ
葉の形が新鮮なお皿

バナナの葉の形と、大人っぽいグレージュな色の透明釉が
一日を上質に暮らす仕立てに。

バナナリーフ  はとば
プレート S

4516657211202

￥880（税込）
約 16×9×H2.1cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　陶器　瀬戸焼

バナナリーフ  さんご
プレート S

4516657211196

食洗機ＯＫ 貫入 釉薬ムラレンジＯＫ
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水明  宵  オーバルプレート
4516657211134

水明  未明  オーバルプレート
4516657211127

水明  水  オーバルプレート
4516657211073

￥3,300（税込）　　約 23.5×21.3×H2.2cm　( 色ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　美濃焼

水明  雲  オーバルプレート
4516657211066

水明  水  カップ
4516657209698

水明  雲  カップ
4516657209704

水明  宵  カップ
4516657211097

￥1,430（税込）
約φ9.5×H9.2cm・290ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：36　陶器　美濃焼

水明  未明  カップ
4516657211080

水明  水  ケーキプレート
4516657209711

水明  雲  ケーキプレート
4516657209728

水明  宵  ケーキプレート
4516657211110

￥2,420（税込）　　約φ18×H2.1cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：20　陶器　美濃焼

水明  未明  ケーキプレート
4516657211103

水明
水が澄んで景色が美しいこと

日の光で輝く澄んだ水と、晴れた空に浮かぶ雲をイメージ。
心がスッキリ気持ちの良い色彩です。
知性的で洗練された印象の紺色は、
夜空や宇宙のような深い青色で上品な雰囲気の色です。

食洗機ＯＫ 吸水性貫入 釉薬ムラレンジＯＫ



るり玉

約φ20.4×H4.2cm
( ダン )　ロット：2　カートン入数：24
磁器　美濃焼　4516657206895

￥2,200（税込）
るり玉  深皿大

約φ12.3×H2.5cm
( ダン )　ロット：3　カートン入数：48
磁器　美濃焼　4516657206888

￥1,320（税込）
るり玉  深皿小

約 26.1×19×H2.7cm
( ダン )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　美濃焼　4516657206857

￥2,640（税込）
るり玉  オーバル 10 インチ

約 21×15.2×H2.3cm
( ダン )　ロット：3　カートン入数：36
磁器　美濃焼　4516657206840

￥1,980（税込）
るり玉  オーバル 8 インチ

約φ22×H2.8cm
( ダン )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　美濃焼　4516657206871

￥2,750（税込）
るり玉  渕波皿 7.0

約φ16.7×H1.8cm
( ダン )　ロット：3　カートン入数：48
磁器　美濃焼　4516657206864

￥1,870（税込）
るり玉  渕波皿 5.0

約φ9.2×H7.9cm・380ml
( ダン )　ロット：1　カートン入数：48
磁器　美濃焼　4516657206901

￥2,200（税込）
るり玉  マグ

手描き 釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ16



しま  すり鉢 7 寸
4516657200602

中丸  すり鉢 7 寸
4516657200596

￥3,080（税込）
約φ22×H9.1cm・1,500ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：12　磁器　美濃焼

小丸  すり鉢 7 寸
4516657200589

しま  すり鉢 5 寸
4516657200633

中丸  すり鉢 5 寸
4516657200626

￥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

小丸  すり鉢 5 寸
4516657200619

しま  なっとうボウル
4516657206833

中丸  なっとうボウル
4516657206826

￥1,980（税込）
約 13（持ち手含）×10×H10cm・330ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：36　磁器　美濃焼

小丸  なっとうボウル
4516657206819

POINT

いろいろ使えて
かわいいなっとうボウル

取っ手があるので安定して持てます。納豆をぐ
るぐるかきまぜ、ふわふわの美味しい納豆がで
き上ります。片口があるので、納豆をこぼさずに
ごはんに盛りつけできます。ネギ、大葉、しらす
などのトッピングも深さがあるので安心して一
緒にかきまぜられます。納豆だけでなく、スープ
や煮物を盛っても使えます。

手描き 釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

食卓にそのまま器として使える白のすり鉢

ごまをすり、山いもをおろし、白あえを作る。
そんな何でもない家庭料理がうれしい。

手描きの染付がかわいい器

料理の道具としてだけでなく、
日常使いにピッタリな手描きの染付がかわいい器たち。

水玉

17
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ライン
スタイリッシュな空間をお届け

いつも使うものだからこそ、ワクワク、ドキドキするうつわを楽しみたい。
いろいろな色を組み合わせて、大切な人へのステキな贈り物にも。

ライン  ボウル（ベリー）
4516657206734

ライン  ボウル（エルム）
4516657206727

ライン  ボウル（ホワイト）
4516657191580

￥1,870（税込）　　約φ13.8×H7.2cm・540ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　陶器　美濃焼

ライン  ボウル（グレー）
4516657191573

ライン  オーバルプレート（ベリー）
4516657206697

ライン  オーバルプレート（エルム）
4516657206680

ライン  オーバルプレート（ホワイト）
4516657191610

￥3,080（税込）　　約 27.7×19.5×H2.8cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：24　陶器　美濃焼

ライン  オーバルプレート（グレー）
4516657191603
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ライン  トーストプレート
（ベリー）

4516657206710

ライン  トーストプレート
（エルム）

4516657206703

ライン  トーストプレート
（ホワイト）
4516657191641

￥2,090（税込）　　約 20.3×16.2×H2.2cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　陶器　美濃焼

ライン  トーストプレート
（グレー）

4516657191634

ライン  プレート M
（ベリー）

4516657206673

ライン  プレート M
（エルム）

4516657206666

ライン  プレート M
（ホワイト）
4516657191672

￥1,760（税込）　　約φ18.5×H2cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　陶器　美濃焼

ライン  プレート M
（グレー）

4516657191665

ライン  プレート S
（ベリー）

4516657206659

ライン  プレート S
（エルム）

4516657206642

ライン  プレート S
（ホワイト）
4516657191702

￥1,430（税込）　　約φ15×H1.5cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　陶器　美濃焼

ライン  プレート S
（グレー）

4516657191696

吸水性貫入食洗機不可 釉薬ムラレンジＯＫ

ライン  マグ（ベリー）
4516657206758

ライン  マグ（エルム）
4516657206741

ライン  マグ（ホワイト）
4516657191559

￥1,760（税込）
約φ9.5×H9.3cm・350ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　陶器　美濃焼

ライン  マグ（グレー）
4516657191542
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Lien
リアン

小花のレリーフがキュート

１つ１つの小花がポコポコとした質感でちょっと楽しい。
シックな色目が、メインでもデザートでも色々な料理に似合う
食卓が華やぐうつわ。

リアン  ブラック
オーバルボウル

4516657211349

リアン  アクア
オーバルボウル

4516657211332

リアン  パープル
オーバルボウル

4516657211325

リアン  グレー
オーバルボウル

4516657211318

￥2,200（税込）　　約 25.6×16.3×H4.4cm・420ml　( 色ダン )　ロット：1　カートン入数：20　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
オーバルボウル

4516657211301

リアン  ブラック
プチプレート
4516657211394

リアン  アクア
プチプレート
4516657211387

リアン  パープル
プチプレート
4516657211370

リアン  グレー
プチプレート
4516657211363

￥440（税込）　　約 4.8×4.4×H1.2cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：80　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
プチプレート
4516657211356
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リアン  ブラック
プレート S

4516657211592

リアン  アクア
プレート S

4516657206536

リアン  パープル
プレート S

4516657203962

リアン  グレー
プレート S

4516657203955

￥880（税込）　　約 18×14.4×H1.7cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：24　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
プレート S

4516657203948

リアン  パープル
ボウル L

4516657202668

リアン  グレー
ボウル L

4516657202651

￥1,650（税込）　　約 17.5×17×H9.1cm・950ml　( ダン )　ロット：2　カートン入数：36　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
ボウル L

4516657202644

リアン  ブラック
ボウル M

4516657211608

リアン  アクア
ボウル M

4516657206499

リアン  パープル
ボウル M

4516657202569

リアン  グレー
ボウル M

4516657202552

￥770（税込）　　約φ11.4×H7cm・330ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
ボウル M

4516657202545

リアン  ブラック
オーバルプレート

4516657211400

リアン  アクア
オーバルプレート

4516657206529

リアン  パープル
オーバルプレート

4516657202743

リアン  グレー
オーバルプレート

4516657202736

￥1,650（税込）　　約 24.5×19.5×H2.1cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
オーバルプレート

4516657202729

長年使いこまれたようなアンティーク色に、
デコラティブに彫刻された小花のレリーフが、
食卓を上品に演出してくれます。

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ



22 釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

リアン  ブラック
ポット

4516657211424

リアン  アクア
ポット

4516657206437

リアン  パープル
ポット

4516657206413

リアン  グレー
ポット

4516657206406

￥3,080（税込）　　約 10.7×16.5（片口、持ち手含）×H10.9cm・370ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
ポット

4516657206390

リアン  アクア
ボンボニエール

4516657206482

リアン  パープル
ボンボニエール

4516657206468

リアン  グレー
ボンボニエール

4516657206451

￥1,100（税込）　　約 10.5×8.5×H6.3cm・120ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：60　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
ボンボニエール

4516657206444

リアン  ブラック
スープカップ
4516657211417

リアン  アクア
スープカップ
4516657206512

リアン  パープル
スープカップ
4516657202699

リアン  グレー
スープカップ
4516657202682

￥1,320（税込）　　約 11.6×11.2×H6.9cm・330ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：48　磁器　美濃焼

リアン  ホワイト
スープカップ
4516657202675



23釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

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 )　1.03kg　ロット：1　カートン入数：16
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。 

￥3,850（税込）
リアン  ペアカップ＆プレート

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 )　0.55kg
ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼

￥2,200（税込
リアン  カップ＆ソーサー

約 17.5×17×H9.1cm・950ml
( トム・19×18×12.4cm )　1.1kg
ロット：1　カートン入数：12
磁器　美濃焼　4516657201456

￥3,300（税込）
リアン  ペアボウル

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 )　0.8kg
ロット：1　カートン入数：16
磁器　美濃焼　4516657201470

￥3,300（税込）
リアン  トリオボウル

リアン  パープル
カップ＆ソーサー

4516657204013

リアン  グレー
カップ＆ソーサー

4516657204006

リアン  ホワイト
カップ＆ソーサー

4516657203993

食洗機不可

〔 プレート 〕

オーブン不可 レンジ不可

〔 カップ 〕

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ



トキメキ色

ライトトーンのかわいい色あい

ふわっとした柄とやさしい色のうつわたちです。
手で塗り分けを施しているので、色の分量や雰囲気が一つひとつ違って
自分好みを見つけるのも楽しいかも。

トキメキ色
プレート  レモン

4516657211554

￥3,300（税込）
約 23.5×21.3×H2.2cm　( 色ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　美濃焼

トキメキ色
プレート  プラム

4516657211547

トキメキ色
ボウル  プラム
4516657211530

トキメキ色
ボウル  レモン
4516657211523

￥1,100（税込）
約φ10.9×H4.5cm・170ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　陶器　美濃焼

トキメキ色
ボウル  ピスタチオ

4516657211516

トキメキ色
マグ  プラム

4516657211509

トキメキ色
マグ  レモン

4516657211493

￥1,980（税込）
約φ7.3×H7.9cm・280ml　( 色ダン )　ロット：1　カートン入数：36　陶器　美濃焼

トキメキ色
マグ  ピスタチオ

4516657211486

手描き貫入釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ ※トキメキ色は色釉薬が手塗りのため、色のバランスが一つひとつ多少異なります。24



スープカップ約φ9.7×H7cm・320ml、スプーン約 16cm
( 化・21.2×12.8×7.6cm )　0.51kg　ロット：1　カートン入数：24
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

￥3,300（税込）
なごむ  ペアマルチカップ

約φ9.1×H7.7cm・320ml
( 化・19.1×12.5×8.5cm )　0.54kg
ロット：1　カートン入数：24
磁器　美濃焼　4516657209100

￥3,300（税込）
あじわう  ペアマグカップ

約φ9.3×H12.4cm・430ml
( トム・19.8×14×10cm )　0.53kg
ロット：1　カートン入数：24
陶器　美濃焼　4516657209131

￥3,300（税込）
おいしい  ペアタンブラー

ITSUMOシリーズのギフト商品は、

このデザインのパッケージでお届けします。

じっくりとローストしたコーヒー豆のような
“ 苦み ” と “ コク ” を楽しめるビンテージ感溢れるマグ

貫入釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジ不可

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。

※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。

スープ、シリアル、カフェオレなど
マルチに使えるのが嬉しいセットです。

家飲みビールをより美味しくしてくれる
優れモノのペアタンブラー

貫入食洗機ＯＫレンジ不可

食洗機不可

〔 スプーン 〕

オーブン不可 レンジ不可

〔 スープカップ 〕

貫入釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジ不可

25
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ちょっとかわいい
ピッチャー（PP）

4516657210106

ちょっとかわいい
ピッチャー（GY）

4516657210113

￥880（税込）
約 8.2×5×H4.4cm・50ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　磁器　美濃焼

ちょっとかわいい
ピッチャー（YE）

4516657210090

サクッと
トーストプレート

（PP）
4516657210076

サクッと
トーストプレート

（GY）
4516657210083

￥1,870（税込）
約 17.6×17.6×H1.5cm　( トム )　ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼

サクッと
トーストプレート

（YE）
4516657210069

POINT

焼きたて食感が楽しめるトーストプレート

あつあつのトーストをお皿に乗せると、器の表面の波々
が蒸気を逃がしてくれて、サクッと美味しいトーストが楽
しめます。トースト以外にも、揚げ物や焼き物を乗せると、
油を落としてサクサク、ヘルシーに仕上げてくれて便利で
す。

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ
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おいしくもれる
カフェプレート（PP）

4516657210014

おいしくもれる
カフェプレート（GY）

4516657210021

￥1,980（税込）　　約 23×21×H1.9cm　( トム )　ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼

おいしくもれる
カフェプレート（YE）

4516657210007

こころときめく
ボウル（PP）
4516657210045

こころときめく
ボウル（GY）
4516657210052

￥1,650（税込）　　約 13.5×11.4×H6.8cm・190ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：48　磁器　美濃焼

こころときめく
ボウル（YE）

4516657210038

POINT

フォトジェニックな器に魅せられて

ほんのり楕円形のボウルの下に、スラリと伸びた高台
が印象的。プリンやアイスクリーム、フルーツなどを盛
ったら、おうち喫茶気分を味わえます。
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ビスク  スパイスミル  GR
4516657206246

ビスク  スパイスミル  OR
4516657206239

￥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

ビスク  スパイスミル  WH
4516657206222

ビスク  プレート  GR
4516657206123

ビスク  プレート  OR
4516657206116

￥2,860（税込）　　約φ24.5×H4cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：18　磁器　瀬戸焼

ビスク  プレート  WH
4516657206109

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

ビスク
ぬくもりを感じる土の質感

土の質感と釉薬の対比を活かしたデザインが特徴的。
アジアやヨーロッパの素朴な家庭料理をおいしく愉しむための器たち。

POINT

食卓でも使えるスパイスミル

1人分の分量をすり潰せるサイズで、食卓に置いても
邪魔にならず、食べる直前にすることができて便利で
す。また、陶器製のスパイスミルなら熱が加わらないの
で、香りが飛んでしまうのを防げます。乳鉢の内側に溝
がないので、たたいて潰すタイプのスパイスに使えま
す。さらに、乳棒の先と乳鉢の底の形状がフィットする
ように設計されているので、接地面が多く、軽い力で
効率よくすることができます。

29



ビスク  ボウル  GR
4516657206154

ビスク  ボウル  OR
4516657206147

￥1,540（税込）　　約φ14.2×H6.2cm・440ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：54　磁器　瀬戸焼

ビスク  ボウル  WH
4516657206130

ビスク  カップ M  GR
4516657206215

ビスク  カップ M  OR
4516657206208

￥880（税込）　　約 10.7（持ち手含）×9.2×H4.4cm・170ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：108　磁器　瀬戸焼

ビスク  カップ M  WH
4516657206192

ビスク  カップ S  GR
4516657206185

ビスク  カップ S  OR
4516657206178

￥660（税込）　　約 8.6（持ち手含）×7.1×H4.4cm・90ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：120　磁器　瀬戸焼

ビスク  カップ S  WH
4516657206161

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ30



釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

トーンオントーン  ボウルＬ（BL）
4516657206321

約 26×18.2×H5.2cm・1,080ml
( ダン )　ロット：2　カートン入数：24
磁器　美濃焼

トーンオントーン  ボウルＬ

￥3,080（税込）

トーンオントーン  ボウルＬ（RD）
4516657206314

トーンオントーン  マグカップ（BL）
4516657206260

約φ8.8×H7.7cm・400ml
( ダン )　ロット：1　カートン入数：48
磁器　美濃焼

トーンオントーン  マグカップ

￥1,760（税込）

トーンオントーン  マグカップ（RD）
4516657206253

釉薬の掛け分けが織りなすマルチトーンのハーモニー

複数の釉薬アレンジが創造するモダンデザイン。
ナチュラル志向の食卓に映える、アジアンテイストの使いやすい器です。

トーンオントーン
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32 釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ ※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、一つひとつ器の表情が異なります。

Glaze works
グレイズワークス

世界に一つだけの個性
釉薬の織りなす自然の美しさ

独自に調合された数種類の釉薬を重ね合わせることで
生まれた、モダンでノスタルジックな器。

￥1,320（税込）　　約φ13×H7.2cm・420ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　陶器　美濃焼

グレイズワークス
ボウル  グレイ
4516657202538

グレイズワークス
ボウル  パープル

4516657202521

グレイズワークス
ボウル  グリーン

4516657202514

グレイズワークス
C&S  グレイ

4516657648930

グレイズワークス
C&S  パープル
4516657648923

￥1,650（税込）
カップ約φ9.2×H8cm・320ml、ソーサー約φ16.7×H2.3cm
( トム )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　美濃焼

グレイズワークス
C&S  グリーン
4516657648916

グレイズワークス
プレート  グレイ

4516657202453

グレイズワークス
プレート  パープル

4516657202477

￥2,200（税込）　　約φ21.3×H2.8cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　陶器　美濃焼

グレイズワークス
プレート  グリーン

4516657202460
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※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、一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。 食洗機不可

〔 トレー 〕

オーブン不可 レンジ不可

〔 本体 〕

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

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 )　1.3kg
ロット：1　カートン入数：12
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

￥3,850（税込）
グレイズワークス  カフェセット

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 )　1kg
ロット：1　カートン入数：16
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

￥3,300（税込）
グレイズワークス  ペアボウル

マグ約φ9.1×H9cm・350ml
トレー約 22.6×15.4×H2.6cm
( トム・23×16.5×12.3cm )　1kg
ロット：1　カートン入数：12
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

￥3,300（税込）
グレイズワークス  ペアマグ＆トレー

グレイズワークス
マグ  ブラック
4516657195557

グレイズワークス
マグ  ブラウン
4516657195540

￥1,100（税込）　　約φ9.1×H9cm・350ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：48　陶器　美濃焼

グレイズワークス
マグ  ネイビー
4516657195533

グレイズワークス
マグ  グレイ

4516657195526

グレイズワークス
マグ  パープル
4516657195519

グレイズワークス
マグ  グリーン
4516657195502
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リッジ  マグ  GR
4516657200350

リッジ  マグ  NV
4516657200343

￥1,650（税込）
約φ8.2×H9.3cm・330ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：48　磁器　美濃焼

リッジ  マグ  BR
4516657200336

リッジ  オーバルプレート  GR
4516657200411

リッジ  オーバルプレート  NV
4516657200404

￥3,080（税込）　　約 25.3×20.6×H3.8cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：20　磁器　美濃焼

リッジ  オーバルプレート  BR
4516657200398

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ ※リッジシリーズは釉薬の特性上、色や風合いなど、一つひとつ器の表情が異なります。

Ridge
リッジ

個性的で独特な風合い
釉薬の変化を楽しむ器

山の稜線を思わせる独特な形状から流れ落ちる自然の美しさ

リッジ  ボウル  GR
4516657200381

リッジ  ボウル  NV
4516657200374

リッジ  ボウル  BR
4516657200367

￥1,650（税込）
約φ13.2×H6cm・380ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

数量限定



35釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

Ripple
リップル

やさしい風合いとナチュラルなあたたかさ
波紋のようなレリーフの中に生まれる、釉薬の美しいグラデーション

POINT

一つひとつ色の濃淡が違い、飲むもの、食べるもの、

気分に合わせてセレクトする楽しみを味わえます。

リップル  ボウル
ベージュ

4516657209469

リップル  ボウル
ライトグリーン

4516657209476

￥1,100（税込）
ボウル約φ11.2×H7.2cm・410ml、スプーン約 15.8cm　( トム )　ロット：1　カートン入数：48
本体：磁器（美濃焼）　スプーン：天然木・ウレタン塗装（中国製）

リップル  ボウル
ブラウン

4516657209483

￥1,100（税込）
約φ8.4×H9.6cm・330ml　( トム )　ロット：1　カートン入数：48　磁器　美濃焼

リップル  マグ
ベージュ

4516657209490

リップル  マグ
ライトグリーン

4516657209506

リップル  マグ
ブラウン

4516657209513

※リップルシリーズは釉薬の特性上、色や風合いなど、一つひとつ器の表情が異なります。



網付オーブンベーカー
クリーム

4516657211479

網付オーブンベーカー
ブラウニー

4516657211462

￥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（美濃焼）　クーラーメッシュ：18-8 ステンレス（中国製）

網付オーブンベーカー
マスタード

4516657211455

POINT

汎用性が高く、１つあると便利

プリンなどのデザートを大皿で作って、そ
の場で取り分ける。パーティーの話題作り
に一役買うことができます。

調理道具と食器のふたつの機能

揚げ物の油切りをしながら、揚げたてをそ
のまま食卓へ。洗い物が減るのもうれしい
ポイント。

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫオーブンＯＫ

網付

オーブンベーカー

シンプルな大皿で食卓を楽しく

おもてなしの大皿として
メイン料理を盛り付けてそのまま食卓へ。
シンプルな長角のお皿は、
どんな料理にも合わせやすい。
アイデア次第でいろいろ使えて、
一枚あるとちょっと便利なアイテムです。
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食洗機ＯＫレンジＯＫ

|　How to use　|

ランチプレートは、
いろいろと便利に使えます。

ランチプレート
ニュアンスカラーの大きすぎないサイズ感が使いやすい

雰囲気のある色使いでペアスタイルのコーディネートもバッチリ。
甘すぎないニュアンスカラーは料理の色を引き立てる効果もあります。
ワンプレートで済むから忙しい朝にぴったり！

01.

02.

お
店
で
買
っ
た
お
惣
菜
も
︑

盛
り
付
け
れ
ば
見
映
え
も
ア
ッ
プ
︒

仕
切
り
が
あ
る
か
ら
︑

ソ
ー
ス
や
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
も

他
の
料
理
と
混
ざ
り
ま
せ
ん
︒

03.

04.

電
子
レ
ン
ジ
で
使
用
で
き
ま
す
︒

作
り
置
き
料
理
の
温
め
も
◎
︒

食
べ
終
わ
っ
た
ら
食
洗
機
で
洗
え
ま
す
︒

仕
切
り
プ
レ
ー
ト
な
ら

洗
い
物
も
少
な
く
︑

ラ
ク
し
て
エ
コ
︒

抗菌ランチプレート
マットブラック

4516657210731

抗菌ランチプレート
シャンパン

4516657210724

￥1,980（税込）
約 23×23×H3cm　( トム )　ロット：1　カートン入数：48
合成漆器（PET・ABS 樹脂）・ウレタン塗装　日本製

抗菌ランチプレート
クリーム

4516657210717

抗菌ランチプレート
お料理のシェアもスタイリッシュに

日本製の安全・安心な抗菌剤入り合成漆器。
軽くて割れる心配もなく持ち運びもラク。
紙のお皿に取り分けるより、上質感も見映えもグッドです。

ランチプレート
ココア

4516657210700

ランチプレート
ビスケット

4516657210694

￥2,200（税込）
約 23.6×18.3×H2.5cm
( トム )　ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼

ランチプレート
ミルキー

4516657210687

釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ
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Tint  プレート M  PU
4516657202842

Tint  プレート M  YE
4516657202835

Tint  プレート M  LB
4516657202828

￥1,320（税込）　　約φ17.2×H1.9cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

Tint  プレート M  WH
4516657202811

Tint  マグカップ  PU
4516657202965

Tint  マグカップ  YE
4516657202958

Tint  マグカップ  LB
4516657202941

￥1,430（税込）　　約φ8×H8cm・220ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：48　磁器　美濃焼

Tint  マグカップ  WH
4516657202934

Tint  プレート L  PU
4516657202804

Tint  プレート L  YE
4516657202798

Tint  プレート L  LB
4516657202781

￥2,200（税込）　　約φ24.3×H2.2cm　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼

Tint  プレート L  WH
4516657202774

数量限定

数量限定

数量限定

Tint
ティント

優しい色合いと柔らかな形状が
みんなが集まる空間に華を添えます

手づくり感のあるシェイプと
やわらかな色の組み合わせで
ナチュラルな雰囲気を演出します。
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釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

Tint  ボウル L  PU
4516657202880

Tint  ボウル L  YE
4516657202873

Tint  ボウル L  LB
4516657202866

Tint  ボウル L  WH
4516657202859

Tint  ボウル M  PU
4516657202927

Tint  ボウル M  YE
4516657202910

Tint  ボウル M  LB
4516657202903

Tint  ボウル M  WH
4516657202897

Tint  カップ  PU
4516657203009

Tint  カップ  YE
4516657202996

Tint  カップ  LB
4516657202989

￥1,100（税込）　　約φ7.6×H12cm・330ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

Tint  カップ  WH
4516657202972

￥1,980（税込）　　約φ20.3×H5cm・740ml　( ダン )　ロット：1　カートン入数：24　磁器　美濃焼数量限定

￥1,320（税込）　　約φ14.1×H4.5cm・250ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼数量限定

数量限定
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約φ20.3×H2.6cm
( ダン )　ロット：5　カートン入数：50
磁器　美濃焼　4516657211264

￥990（税込）
ブロッサム  プレート M

約φ23.2×H3.2cm
( ダン )　ロット：3　カートン入数：36
磁器　美濃焼　4516657211257

￥1,320（税込）
ブロッサム  プレート L

約φ8.9×H8.5cm・320ml
( ダン )　ロット：3　カートン入数：45
磁器　美濃焼　4516657211295

￥880（税込）
ブロッサム  マグカップ

ブロッサム

手描き風の青い花がステキ

少しマットな質感でたくさん咲いた青い花が食卓に彩りをそえてくれる。
シンプルな形状、軽量で使いやすく、洗い物も楽チン。
スタッキング機能もついているので重ねて収納でき、
食器棚もスッキリの万能アイテム。
毎日使いたいちょっと便利な器です。
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食洗機ＯＫレンジＯＫ

POINT

1.スタッキング機能がとても便利
     重ねてスタッキングすることができるので、
     かさばる食器棚でも収納しやすい。

2.軽量で洗い物もラクラク
     軽い作りの食器なので、洗ったり、運んだり、
     片づけたり、家族みんなが使いやすいアイテムです。

約φ14.9×H4cm・400ml
( ダン )　ロット：5　カートン入数：60
磁器　美濃焼　4516657211271

￥660（税込）

ブロッサム  ボウル S

約φ18.5×H9.1cm・1,100ml
( ダン )　ロット：3　カートン入数：24
磁器　美濃焼　4516657211288

￥1,320（税込）

ブロッサム  ボウル L
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ノルディックフラワー  パスタ  グレー
4516657193553

ノルディックフラワー  パスタ  グリーン
4516657193546

￥770（税込）　　約φ20.5×H4cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：40　磁器　美濃焼

ノルディックフラワー  パスタ  ネイビー
4516657193539

ノルディックフラワー
プレートＳ  グレー

4516657193584

ノルディックフラワー
プレートＳ  グリーン

4516657193577

￥550（税込）　　約φ14×H2.4cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：80　磁器　美濃焼

ノルディックフラワー
プレートＳ  ネイビー

4516657193560

ノルディックフラワー
ボウルＭ  グレー

4516657193614

ノルディックフラワー
ボウルＭ  グリーン

4516657193607

￥605（税込）　　約φ13.6×H5cm・380ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　磁器　美濃焼

ノルディックフラワー
ボウルＭ  ネイビー

4516657193591

ノルディックフラワー

うつくしく日常と調和する
和欧折衷が描き出す存在感
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ボタニカル  パスタ皿
ベルフラワー
4516657193904

ボタニカル  パスタ皿
マーガレット
4516657193911

ボタニカル  パスタ皿
ラベンダー

4516657193928

ボタニカル  パスタ皿
ストロベリー
4516657193898

ボタニカル  パスタ皿
ダリア

4516657193881

ボタニカル  ボウル
ベルフラワー
4516657193959

ボタニカル  ボウル
マーガレット
4516657193966

ボタニカル  ボウル
ラベンダー

4516657193973

ボタニカル  ボウル
ストロベリー
4516657193942

￥440（税込）　　約φ16.5×H4.2cm・420ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　磁器　美濃焼

ボタニカル  ボウル
ダリア

4516657193935

ボタニカル
はかなくも繊細な
植物が持つ有機的美しさ
命宿るものが最も美しく輝く瞬間。

そのはかなさ故に心にひびく旬の魅力が、

ナチュラルなタッチで描き出されています。

￥770（税込）　　約φ22×H4.5cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　磁器　美濃焼

軽　量

軽　量



日常使いにちょうどいい
優しいパステルカラー

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、
いつもの料理を引き立てて美味しそうに見せてくれます。

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 )　0.97kg
ロット：1　カートン入数：12　磁器　美濃焼

￥2,420（税込）
シエル  カフェセット

シエル  カフェセット（WH）
4516657209063

シエル  カフェセット（GY）
4516657209056

シエル
ボウル L  WH
4516657208400

シエル
ボウル L YE

4516657208394

シエル  ボウル L　￥1,100（税込）
約φ16.8×H9.4cm・920ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36　磁器　美濃焼

シエル
ボウル L  GY

4516657208387

シエル
マグカップ  WH

4516657208431

シエル
マグカップ  YE
4516657208424

シエル
マグカップ  GY
4516657208417

約φ8×H8.8cm・260ml
( ダン )　ロット：3　カートン入数：48
磁器　美濃焼

シエル  マグカップ

￥770（税込）

シエル
ボウル M  WH
4516657208370

シエル
ボウル M  YE

4516657208363

シエル
ボウル M  GY
4516657208356

シエル  ボウル M　￥550（税込）
約φ13.8×H4.2cm・300ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　磁器　美濃焼

Ciel
シエル
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釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

シエル
レンジパック L  WH

4516657208493

シエル
レンジパック L  YE

4516657208486

シエル
レンジパック L  GY

4516657208479

シエル
レンジパック M  WH

4516657208462

シエル
レンジパック M  YE

4516657208455

シエル
レンジパック M  GY

4516657208448

シエル
プレート L  WH

4516657208349

シエル
プレート L  YE
4516657208332

シエル
プレート L  GY
4516657208325

約φ14.3×H1.8cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：80
磁器　美濃焼

シエル  プレート M

￥495（税込）
シエル

プレート M  WH
4516657208318

シエル
プレート M  YE
4516657208301

シエル
プレート M GY
4516657208295

約φ14.2×H7.2cm・520ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48
本体：磁器（美濃焼）　フタ：ポリプロピレン、ポリアミド（中国製）
パッキン：熱可塑性エラストマー（中国製）

シエル  レンジパック L

￥825（税込）

約φ10.8×H5.6cm・290ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：80
本体：磁器（美濃焼）　フタ：ポリプロピレン、ポリアミド（中国製）
パッキン：熱可塑性エラストマー（中国製）

シエル  レンジパック M

￥660（税込）

約φ22.8×H2.3cm　( ダン )　ロット：3　カートン入数：36
磁器　美濃焼

シエル  プレート L

￥990（税込）

45
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ナチュラルカラー
手付カップ  ピンク

4516657199463

ナチュラルカラー
手付カップ  グレー

4516657199586

ナチュラルカラー
手付カップ  ネイビー

4516657199562

ナチュラルカラー
ボウル  ピンク
4516657199517

ナチュラルカラー
ボウル  グレー
4516657196776

ナチュラルカラー
ボウル  ネイビー

4516657196769

￥605（税込）　　約φ13.5×H5cm・380ml　( ダン )　ロット：5　カートン入数：60　磁器　美濃焼

ナチュラルカラー
ボウル  グリーン

4516657196752

ナチュラルカラー
マグ  ピンク

4516657199500

ナチュラルカラー
マグ  グレー

4516657196851

ナチュラルカラー
マグ  ネイビー
4516657196844

￥770（税込）　　約φ9×H8cm・320ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

ナチュラルカラー
マグ  グリーン
4516657196837

￥880（税込）　　約 14.6（持ち手含）×11.4×H7.3cm・370ml　( ダン )　ロット：3　カートン入数：48　磁器　美濃焼

ナチュラルカラー
手付カップ  グリーン

4516657199548

毎日の暮らしを楽しむ普段使いの器たち

シンプルなのにステキにみえる。
飾りすぎない器こそ、いつもの料理を引き立ててくれます。

ナチュラルカラー



47釉薬ムラ食洗機ＯＫレンジＯＫ

ナチュラルカラー
パスタ  ピンク
4516657199531

ナチュラルカラー
パスタ  グレー
4516657196738

ナチュラルカラー
パスタ  ネイビー

4516657196721

￥770（税込）　　約φ20.7×H3.8cm　　( ダン )　ロット：5　カートン入数：40　磁器　美濃焼

ナチュラルカラー
パスタ  グリーン

4516657196714

ナチュラルカラー
プレート  ピンク

4516657199524

ナチュラルカラー
プレート  グレー

4516657196813

ナチュラルカラー
プレート  ネイビー

4516657196806

￥550（税込）　　約φ14.3×H2.1cm　( ダン )　ロット：5　カートン入数：80　磁器　美濃焼

ナチュラルカラー
プレート  グリーン

4516657196790
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sense  四季 - 雪
4516657208684

sense  四季 - 月
4516657208677

sense  四季 - 風
4516657208660

￥1,430（税込）　　約 13.8×8×H1cm　( トム・11.4×11.4×H1.2cm )　ロット：1　カートン入数：100　磁器　美濃焼

sense  四季 - 花
4516657208653

sense  和紋 - 市松
4516657208615

sense  和紋 - 桜
4516657208608

￥1,320（税込）　　約 13.8×8×H1cm　( トム・11.4×11.4×H1.2cm )
　　　　　　　　　 ロット：1　カートン入数：100　磁器　美濃焼

sense  和紋 - 唐草
4516657208592

約 13.8×8×H1cm
( トム・11.4×11.4×H1.2cm )
ロット：1　カートン入数：100　磁器　美濃焼

￥1,100（税込）

sense  艶釉

sense  艶釉 - 朱
4516657208585

sense  艶釉 - 白
4516657208578

食洗機ＯＫレンジＯＫ

食洗機ＯＫレンジＯＫ

食洗機ＯＫレンジＯＫ

日本各地に散らばる「伝統」「技法」「素材」「デザイン」

「プロダクト」＝「調理」と捉え

その本質を深く煮詰め考える

受け継がれてきた伝統の味（モノ・コト）に

新しい調味料（アイデア）を加え

未知なる味を求め日々探求していく

そんな想いから日本の食文化に広く深く関わる

「煮物」に日本のモノづくりという言葉を掛け

ni mono - ニモノ - としました。

艶のある釉薬のみのシンプルな扇子小皿。
おもてなしのお食事や、お茶菓子などを置く器として艶やかな表情を見せてくれます。

日本の季節を表す「春夏秋冬」。釉薬の上下に絵付けを施す「染錦」と呼ばれる技法を用いて、
扇の平面に奥行きのある、美しい日本の四季の風景を表現しました。

華やかで縁起の良いそれぞれの意味を持つ和紋を、釉薬を塗らず高温で焼き固めた磁器の上に、
釉薬銅板という特殊な絵付けの技法で色合い鮮やかに彩りました。

唐草は「長寿」 桜は「豊かさ」市松は「繁栄」
等、それぞれ縁起の良い意味があります。
それらを釉薬の浮模様で上品にあしらいました。
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約 0.8×10×H0.2cm
( 木・17.8×12.5×H2.7cm )
ロット：1　カートン入数：60
ステンレス / ピューターメッキ
日本製　4516657208813

￥4,180（税込）
sense  pick  set  SV

約 0.8×10×H0.2cm
( 木・17.8×12.5×H2.7cm )
ロット：1　カートン入数：60
ステンレス / ゴールドメッキ
日本製　4516657208806

￥4,180（税込）
sense  pick  set  GD

sense  pick  SV  水玉
4516657208745

sense  pick  SV  麻葉
4516657208738

SV　￥550（税込）  /  SV  麻葉・SV  水玉　￥660（税込）
約 0.8×10×H0.2cm　( OPP )　ロット：5　カートン入数：50　ステンレス / ピューターメッキ　日本製

sense  pick  SV
4516657208721

sense  pick  GD  七宝
4516657208714

sense  pick  GD  市松
4516657208707

GD　￥550（税込）  /  GD  市松・GD  七宝　￥660（税込）
約 0.8×10×H0.2cm　( OPP )　ロット：5　カートン入数：50　ステンレス / ゴールドメッキ　日本製

sense  pick  GD
4516657208691

sense  円 - 軌跡
4516657208646

sense  円 - 蛍
4516657208639

￥1,430（税込）　　約 13.8×8×H1cm　( トム・11.4×11.4×H1.2cm )
　　　　　　　　　 ロット：1　カートン入数：100　磁器　美濃焼

sense  円 - 波紋
4516657208622

食洗機ＯＫレンジＯＫ

食洗機不可レンジ不可※ni mono の商品をご希望される際は、予め掛率設定を各担当にお問い合わせください。

儀礼の舞とも言われる日本舞踊の「円」の動きからインスピレーションを受けたシリーズ。
動きのあるモチーフで舞の美しさや所作を、雲母金彩で慎ましくも煌びやかに描きました。

世界に誇る金属食器製造の新潟・燕市の職人が仕上げる扇子親骨型のフードピック。
おもてなしの和菓子の菓子切りとして、フルーツや前菜等を刺すピックとして和洋問わずに
お使いいただけます。
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FLOW キク  ツボミカップ
4589707030108

FLOW キク  ツボミマグ
4589707030092

FLOW アネモネ  ツボミカップ
4589707030085

FLOW アネモネ  ツボミマグ
4589707030078

約φ8×H10.8cm
( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030030

￥7,700（税込）
FLOW ハス ツボミタンブラー

約φ8×H15cm
 ( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030023

￥14,300（税込）
FLOW ハス ツボミグラスロウ

約φ8×H20cm
 ( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030016

￥16,500（税込）
FLOW ハス ツボミグラストール

FLOW’ S  CONCEPT
FLOW は染付を得意とする瀬戸市の眞窯とデザイナー島村卓実がコラボレーションしたセラミックブラ
ンドです。眞窯の得意とするダミの技法の中でも花の絵に注目したものです。2 次元と 3 次元のつなが
りをテーマに 2 次元の絵と立体のフォルムが互いに補完し合ってデザインを完成させています。
花の絵がなければ完成しないデザインと立体デザインがあることで意味を持つ花の絵になるのです。

ワインやビールのための脚のない

グラスです。

￥9,900（税込）
約 10.5×7.5×H10cm
( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼

カフェオレやカプチーノなどに適した

トールサイズのマグカップ。

￥8,800（税込）
約 11.5×8.3×H7.3cm
( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼

コーヒーや紅茶に適した小ぶりなマグ

カップ。

赤ワイン等の香りの立ちやすい形状の

ワイングラス。低い脚の使いやすいグ

ラスです。300ml も入るのでたっぷり

使えます。

赤ワイン等の香りの立ちやすい形状のワイ

ングラス。長い脚のエレガントなグラスで

す。300ml も入るのでたっぷり使えます。

FLOW
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約 15.1×4.9×H3.2cm
( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030153

￥6,600（税込）

FLOW チューリップペタルスプーン 2P

約 19×4.5×H1.7cm
( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030146

￥8,800（税込）

FLOW アジサイ ステムスプーン 2P

約 35×10×H1.4cm
 ( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030139

￥11,000（税込）

FLOW チューリップステムプレート L

約 25.5×9.8×H1.2cm 
( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030122

￥8,800（税込）

FLOW チューリップステムプレート M

約 20.5×18×H1.4cm
( 化 )　ロット：1　カートン入数：24
磁器　瀬戸焼　4589707030115

￥8,800（税込）

FLOW アジサイ ステム丸ソーサー

茎のように細くて長い取手と丸い飲み口が特

徴のスプーンです。2 本セットです。スプー

ンの内側に花が描かれています。 

レンゲを花びらに見立てたスプーンは一輪の花の絵

が咲くエレガントな佇まいです。薄く軽くできてお

り、口あたりの良さを追求したデザインで、小さな

お皿としてアミューズを盛ったり、レンゲとしてお

使いください。

長さ 30cm を超える取手付きの細長いプレート

です。平面で描かれた花の絵がお皿から両側に

はみ出してデザインができています。

長さ 20cm 程度の取手付きの細長いプレートで

す。平面で描かれた花の絵がお皿から両側にはみ

出してデザインができています。 

取手付きの丸いソーサーです。平面で描かれ

た花の絵がお皿からはみ出して取手になって

いるデザイン。

レンジＯＫ 食洗機不可※FLOW 商品をご希望される際は、予め掛率設定を各担当にお問い合わせください。



●カタログ価格は税込み価格です。
●（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、（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、（OPP）は二軸延
　伸ポリプロピレンの略です。
●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・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。
●カタログ有効期限　2022年9月末

カタログ表示について

東  京  店
〒140-002　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

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

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

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

https://aito.bz/
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