


070

掛分ぶどう　Ｍ蓋付茶器揃〈木〉31804

¥15,000 
●箱　33×26×11cm(6)
●商品サイズ　土瓶φ12.5×9cm･600ml、
　汲出φ10×8cm･180ml
●重量　2.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451318042

繊細な色合いと絵柄が格調高く、
おもてなしの茶器におすすめです。

伝統的な意匠の風格ある茶器揃です。
おもてなしの茶器としてお薦めしたい逸品です。

070

亀甲岩牡丹　蓋付茶器揃（茶托付）〈化粧〉30393

¥15,000 
●箱　37×24×10.5cm(8)
●商品サイズ　土瓶φ13×10cm･600ml、
　汲出φ10×8.5cm･200ml、茶托φ11.5×2cm
●重量　2.1kg　●産地　器･波佐見/茶托･中国　
●材質　器･磁器/茶托･木

4965451303932

050

染錦モダン　コーヒー碗皿揃〈化粧〉14112

¥10,000 
●箱　29×24×11cm(8)
●商品サイズ　碗φ9×7cm･250ml、
　皿φ15×2.5cm
●重量　2.1kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451141121

和モダンな染付文と赤の色彩が
素敵な絵変りのコーヒー碗皿のセット。
おもてなしのティータイムとして。

色絵で花鳥や更紗などを組み合わせた
文様を『古伊万里文』と呼びます。

華やかな金彩古伊万里の茶器揃です。
流行り廃りに関わらず、長年ご愛用いただけます。

070

献上古伊万里　コーヒー碗皿揃〈化粧〉31802

¥15,000 
●箱　29×24×11cm(8)
●商品サイズ　碗φ9×7cm･300ml、
　皿φ15×2cm
●重量　1.9kg　●産地　素地･タイ/上絵･有田　
●材質　磁器

4965451318028 

050

柿絵　五方なぶり菓子鉢〈化粧〉52628

¥10,000 
●箱　25.5×25.5×8cm(16)
●商品サイズ　φ24×7.5cm･1300ml
●重量　0.8kg　●産地　有田　
●材質　磁器

4965451526287 

有田焼の染付は、細筆で描いた輪郭の内側に
濃淡をつけるもので、繊細な技術を必要とする職人技法です。

絢爛な古伊万里デザインを集めた食卓のセット。
茶飯事に欠かせないポットもセットされています。

070

古伊万里　Ｍポット付食事の友揃〈木〉30367

¥15,000 
●箱　32×26×12.5cm(6)
●商品サイズ　ポットφ11×10cm･350ml、
　茶漬φ11.5×5.5cm･275ml、仙茶φ8×7.5cm･175ml
●重量　2.5kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451303673

表面に彫られた
文様部分に釉薬がたまり、
深みのある青白色となります。
おもてなしの席にも、洗練された美を演出してくれる小鉢です。

040

青白磁　桔梗渕多用鉢揃〈色ダ〉52649

¥8,000 
●箱　31×16×11cm(12)
●商品サイズ　φ14.5×5cm･400ml
●重量　1.4kg　●産地　有田　
●材質　磁器

4965451526492 

お茶をだすおもてなしの心、お客様に、家族に、うるおいと健康を。

040

掛分ぶどう　Ｍ急須茶器揃〈化粧〉31808

¥8,000 
●箱　29.5×22×9.5cm(10)
●商品サイズ　急須φ12×9cm･400ml、
　仙茶φ9×5cm･170ml
●重量　1.1kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451318080

麺ものや丼ものなど小ぶりで
使い勝手の良いサイズが
重宝するお好み鉢のセット。

035

古染絵変り　お好み鉢揃〈化粧〉31826

¥7,000 
●箱　19×15.5×15cm(12)
●商品サイズ　φ14×6.5cm･575ml
●重量　1.6kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451318264

大小揃いの親子鉢は花をモチーフに
優しい色使いで毎日の食卓を飾ります。

035

染錦絵変り　菊型親子鉢揃〈半化〉13358

¥7,000 
●箱　29×13.5×13.5cm(8)
●商品サイズ　(大)φ12.5×5cm･325ml、
　(小)φ9.5×4cm･150ml
●重量　1.8kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451133584

伝統的な古伊万里の手法で作られた茶器が高級感を演出します。

030

錦平安桜　土瓶茶器揃〈トム〉31784

¥6,000 
●箱　27×22.5×10cm(12)
●商品サイズ　土瓶φ13×10cm･600ml、
　仙茶φ8×6cm･150ml
●重量　1.1kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451317847

おしゃれな絵変りの碗揃いです。
炊き込みご飯やお雑煮や具汁にも

多用途にご使用いただけます。

030

古染絵変り　汁碗揃〈化粧〉31840

¥6,000 
●箱　26×13×12.5cm(12)
●商品サイズ　φ11.5×8cm･425ml
●重量　1.5kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451318400

気品溢れる上品な青白磁のお皿。
時には涼しげな青白磁の器も素敵です。

030

青白磁　桔梗渕取皿揃〈色ダ〉14114

¥6,000 
●箱　16.5×16.5×9cm(16)
●商品サイズ　φ16×3cm
●重量　1.2kg　●産地　有田　
●材質　磁器

4965451141145

030

立花　蓋付汲出揃〈木〉31765

¥6,000 
●箱　33×20×11cm(10)
●商品サイズ　φ10×8.5cm･200ml
●重量　1.7kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451317656

日本人ならではの「間」の心。ちょっと一服。
心と心が通じ合うひととき。人の温もりが伝わります。

煮物や炒め物などは、2人前なら盛鉢としても使えるサイズです。
ロコモコやビビンバなど、どんぶり代わりに使ってもよい形と深さです。

030

絵変り　軽量多用鉢揃〈化粧〉52630

¥6,000 
●箱　17×17×13cm(12)
●商品サイズ　φ16×5cm･500ml
●重量　1.3kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451526300 

一つ一つ職人の
手仕事による一品。
麺鉢や平丼としてマッチングします。

060

4965451526621

金彩古伊万里　蓋付茶器揃〈化粧〉52662

¥12,000 
●箱　32.5×25×10.5cm(8)
●商品サイズ　土瓶φ13×10cm･600ml、
　汲出φ10×8.5cm･200ml
●重量　2.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

050

古染紋　手描き多用鉢ペア〈化粧〉19199

¥10,000 
●箱　22×22×7.5cm(12)
●商品サイズ　φ21×5.5cm・575ml
●重量　1.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451191997

040

染付紋　浅鉢揃〈化粧〉52801

¥8,000 
●箱　22×20×9.5cm(8)
●商品サイズ　φ18×4cm･375ml
●重量　1.7kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451528014

お刺身や煮物などなんでも使える器。
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ボウルとプレートの
１０ピースのセットだから
家庭料理にフル活用していただけます。

030

幾何紋　スープ碗皿揃〈色ダ〉31833

¥6,000 
●箱　30.5×18.5×14cm(9)
●商品サイズ　碗15×13×5.5cm･350ml、
　皿17×15×2.5cm
●重量　2.5kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451318332

焼物皿は卵焼きや焼魚などを
盛り付ける朝食に欠かせない器です。
大きめのすっきりとした形でいろんな料理にも使えます。

030

染付幾何紋　焼物皿揃〈化粧〉14141

¥6,000 
●箱　23.5×14.5×8cm(8)
●商品サイズ　22.5×13×1.5cm
●重量　2.3kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451141411

必ずひとつはあると重宝するサイズのうつわ。
カレーやシチューにぴったりです。

030

染付絵変り　カレー皿揃〈化粧〉31820

¥6,000 
●箱　25.5×20×12.5cm(6)
●商品サイズ　24×18.5×6cm･575ml
●重量　3.1kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451318202

カップ型の仙茶碗はスタッキングにも
優れます。お茶に限らずジュースや

デザートカップにも。

028

染錦いろどり　仙茶揃（茶托付）〈化粧〉13041

¥6,000 
●箱　31×16.5×9cm(12)
●商品サイズ　仙茶φ8.5×7.5cm･200ml、
　茶托φ12×2cm
●重量　1.2kg　●産地　器･波佐見/茶托･国産　
●材質　器･磁器/茶托･ＡＢＳ樹脂

4965451130415

使用も収納も効率の良い長角皿は、焼魚や刺身に。
またサンドイッチやおにぎりなど軽食のお皿にも。

028

古染絵変り　長角皿揃〈半化〉31834

¥6,000 
●箱　19×13.5×7cm(12)
●商品サイズ　17×12×1.5cm
●重量　1.2kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451318349

伝統的な古伊万里の
色合いが、食卓を華やかに彩ります。

025

4965451526638

染錦古伊万里　小鉢揃〈色ダ〉52663

¥5,000 
●箱　21.5×12.5×12.5cm(16)
●商品サイズ　φ12×5cm･250ml
●重量　1.1kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

染付、色絵と多彩さが
和陶器の特徴で

ベーシックな絵紋様の飯碗です。

025

古染紋様　飯碗揃〈化粧〉14052

¥5,000 
●箱　32.5×12.5×12cm(12)
●商品サイズ　φ11.5×6cm･325ml
●重量　1.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451140520

うどんやそば、海鮮丼やカツ丼など
色々な料理で大活躍してくれる大きめのどんぶりです。

030

藍絵変り　反丼揃〈トム〉31756

¥6,000 
●箱　21×19×18.5cm(8)
●商品サイズ　φ18×9cm･1000ml
●重量　3.2kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451317564

030

4965451526584

染錦いろどり　多用鉢揃〈トム〉52658

¥6,000 
●箱　25.5×17.5×16.5cm(8)
●商品サイズ　φ15.5×7cm･625ml
●重量　2.0kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

使い勝手の良い色柄と
サイズの多様鉢は、毎日の食卓でご利用いただけます。

家族で使い分けるマイ茶碗。
楽しいテーブルで団らんのひとときを。

025

染錦いろどり　茶漬揃〈木〉31651

¥5,000 
●箱　21.5×14×13.5cm(12)
●商品サイズ　φ11.5×6cm･350ml
●重量　1.1kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451316512

025

絵変り　八角小鉢揃〈化粧〉52631

¥5,000 
●箱　20×13×12.5cm(16)
●商品サイズ　φ12×5.5cm･250ml
●重量　0.9kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451526317 

リム付きの八角形の小鉢で
縁の開き具合がほどよく
持ちやすいアイテムです。盛った料理が美しく映えます。

青白磁の上品な鉢。
菓子鉢として使ったり、お料理やお鍋の時に具材を盛ったり、
あらゆるシーンで活躍します。

028

青白磁　桔梗渕盛鉢〈化粧〉31753

¥6,000 
●箱　27.5×27.5×7cm(12)
●商品サイズ　φ26.5×6.5cm･1700ml
●重量　1.1kg　●産地　有田　
●材質　磁器

4965451317533

象嵌という技法を用い、
青白磁の清涼感が清潔さと上品さを併せ持っています。

モダンな絵変りのカレー鉢。
ひとつ持っていると重宝するサイズのうつわ。

自分用としても
来客用としても重宝するコーヒー碗皿です。

染付の風合いが落ち着いた
雰囲気の丼。

丈夫でどっしりとした形が安定感があり人気です。

030

錦絵変り　八角小鉢揃〈化粧〉19544

¥6,000 
●箱　20×13×12.5cm(16)
●商品サイズ　φ12×5.5cm・250ml
●重量　0.9kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451195445

030

染付幾何紋 カレー鉢揃〈化粧〉31767

¥6,000 
●箱　25×18×13cm(6)
●商品サイズ　24×16×5.5cm･750ml
●重量　3.0kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451317670

025

菊割　むし碗揃〈化粧〉50998

¥5,000 
●箱　33.5×22×10cm(12)
●商品サイズφ10×8cm・275ml
●重量　1.7kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451509983

025

錦間取紋様　ペアコーヒー碗皿〈化粧〉19546

¥5,000 
●箱　31.5×16×8cm(16)
●商品サイズ　碗φ9×7cm･250ml、
　皿φ15×2.5cm
●重量　0.9kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451195469

030

青白磁　八角大皿〈半化〉19535

¥6,000 
●箱　30×30×5cm(12)
●商品サイズ　29×29×4cm
●重量　1.3kg　●産地　有田　
●材質　磁器

4965451195353

030

藍屋絵変り　丼揃〈化粧〉19542

¥6,000 
●箱　28×17.5×17cm(6)
●商品サイズ　φ16×8.5cm・1000ml
●重量　2.7kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451195421

ワンランク上の極上小鉢。
クラシックな染付の伝統柄に赤絵
のアクセントが引き立ちます。

伝統柄の菊紋をあしらった蓋物。
茶碗蒸しとしての用途以外にも煮
物などの蓋物としてもどうぞ。
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絵柄は古くからある和柄をシンプルにアレンジされていて、
どこか懐かしく、またどこか新しいデザインになっています。

025

青藍紋様　角取皿揃〈化粧〉52641

¥5,000 
●箱　16×16×7.5cm(16)
●商品サイズ　15×15×2.5cm
●重量　0.9kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451526416 

023

古伊万里絵変り　ノンラップ鉢揃〈色ダ〉31991

¥5,000 
●箱　28×12×12cm(12)
●商品サイズ　φ11×5.5cm･250ml
●重量　1.0kg
●産地　染付･美濃/上絵･波佐見/レンジ蓋･国産
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

4965451319919

残り物をレンジで温めて
そのまま食卓へ。
伝統的な古伊万里文様が食卓を彩ります。

おでんや煮物、多用途に使える鉢揃です。

023

染錦絵変り　多用鉢揃〈化粧〉31752

¥5,000 
●箱　16.5×16.5×10cm(12)
●商品サイズ　φ15×4.5cm･400ml
●重量　1.2kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451317526

オーバル型の小鉢ですので
お料理も色 と々似合います。

023

染錦絵変り　楕円鉢揃〈色ダ〉31984

¥5,000 
●箱　18.5×16×9cm(16)
●商品サイズ　16×14×4cm･225ml
●重量　1.0kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451319841

やさしい家庭料理の似合う小鉢、
菊渕が和陶器らしさを
強調するデザインです。

023

染錦絵変り　菊型小鉢揃〈半化〉30364

¥5,000 
●箱　29×13.5×13.5cm(12)
●商品サイズ　φ12.5×5cm･325ml
●重量　1.2kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451303642

気分に合わせてお選びいただける
古典柄のカップ揃です。

020

4965451526713

古都ロマン　カップ揃〈色ダ〉52671

¥4,000 
●箱　19×16.5×9cm(16)
●商品サイズ　φ8.5×7.5cm･250ml
●重量　0.9kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

023

藍屋絵変り　カップ揃〈化粧〉31854

¥5,000 
●箱　26×14×8.5cm(16)
●商品サイズ　φ8×6.5cm･200ml
●重量　1.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451318547

毎日活躍する８号皿。
朝食やランチのワンプレートで大活躍。

毎日のおかずもたっぷりと盛り付けられます。

025

今様古染　菊型８号皿揃〈トム〉52635

¥5,000 
●箱　25.5×25.5×9cm(6)
●商品サイズ　φ23×3.5cm
●重量　3.0kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451526355 

カラフルな色合いの飯碗揃です。
毎日の食卓を楽しく演出します。

020

4965451526706

古都ロマン　飯碗揃〈色ダ〉52670

¥4,000 
●箱　21.5×12.5×12.5cm(12)
●商品サイズ　φ11.5×6cm･275ml
●重量　1.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

休日の散歩道、歩道の傍らにある植物を
絵柄として取り入れてみました。

軽量だから軽々持てるどんぶり。うどん、そばにも最適なサイズ。

古き良き波佐見焼伝統の柄。

おもてなしの器。盛皿としてもとても重宝するお皿です。

染付と赤絵を組み合わせた上品な小鉢。
おもてなしの器としてもご使用頂けます。

伝統に守られ現在もなお、
その美しさに磨きをかける藍染の器たち。
使い勝手のいい四角い小鉢のセット。

華やかな色彩のお茶碗の揃いです。 
普段使いや特別な日に食卓を彩ります。

025

カーベリー　取皿揃〈色ダ〉19539

¥5,000 
●箱　16×16×9cm(16)
●商品サイズ　φ15×3cm
●重量　0.9kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451195391

025

四君子　角大皿〈化粧〉19198

¥5,000 
●箱　25.5×25.5×3.5cm(24)
●商品サイズ　24×24×3cm
●重量　1.0kg　●波佐見　
●材質　磁器

4965451191980

025

染付紋　浅鉢トリオ〈化粧〉52802

¥5,000 
●箱　20×20×6.5cm(12)
●商品サイズ　φ18×4cm・375ml
●重量　1.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451528021

025

カーベリー　小鉢揃〈色ダ〉19540

¥5,000 
●箱　16.5×16×10cm(12)
●商品サイズ　φ14.5×5cm・300ml
●重量　0.9kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451195407

025

染付紋　お好み丼揃〈化粧〉52800

¥5,000 
●箱　21.5×14×14cm(12)
●商品サイズ　φ13.5×8cm・600ml
●重量　1.4kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451528007

025

青藍紋様　角小鉢揃〈化粧〉52644

¥5,000 
●箱　15×15×12cm(16)
●商品サイズ　14×14×5.5cm･375ml
●重量　1.1kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451526447 

020

錦間取紋様　飯碗揃〈色ダ〉19549

¥4,000 
●箱　21.5×12.5×12.5cm(16)
●商品サイズ　碗φ11.5×6cm･300ml
●重量　0.8kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451195490

020

錦間取紋様　楕円小鉢揃〈色ダ〉19543

¥4,000 
●箱　15×14.5×11cm(16)
●商品サイズ　14×13×4.5cm・275ml
●重量　1.0kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451195438

kavelyとはフィンランド語で散策とい
う意味があり、木漏れ日の中さわやか
な風に吹かれながら歩くイメージで作
りあげました。

そば猪口、お湯呑、小鉢、デザートカップ
など、様 な々シーンで活躍してくれる。
毎日でも使いたい便利なアイテム。
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洋食も和食も
お魚料理などおうちで居酒屋カフェ気分。
ナチュラルなアースカラーの５枚セットです。

毎日のテーブルに色々な水玉模様を。
テーブルがにぎわう定番アイテムの５柄セット。

020

藍丸紋　軽量取皿揃〈色ダ〉13309

¥4,000 
●箱　16×16.5×9cm(16)
●商品サイズ　φ15×3cm
●重量　0.8kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451133096

５種類の個性的な絵柄が
印象的な茶漬け碗セット。
毎食使うご飯茶碗がお気に入りだと、
より一層美味しくなりそう。

020

染錦絵変り　軽量飯碗揃〈色ダ〉52642

¥4,000 
●箱　21.5×12.5×12.5cm(12)
●商品サイズ　φ11.5×6.5cm･350ml
●重量　0.9kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451526423 

シンプルな染付文と赤の色彩が
素敵な絵変りのご飯茶碗。

毎日の器だからこそいろいろと持っていたいですね。

020

染錦モダン　飯碗揃〈色ダ〉13351

¥4,000 
●箱　21.5×12.5×12.5cm(12)
●商品サイズ　φ11.5×6.5cm･325ml
●重量　0.9kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451133515

具材を豊富に楽しむ麺類や、汁もの、ごはんものにおすすめです。

020

藍絵変り　多用鉢揃〈トム〉31303

¥4,000 
●箱　24.5×17×16.5cm(12)
●商品サイズ　φ15.5×7cm･625ml
●重量　2.1kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451313030

ほうれん草のおひたしや、冷奴、煮物など、
副菜を入れる小鉢として最適な器です。

020

乱菊　軽量小鉢揃〈色ダ〉52632

¥4,000 
●箱　15×14×14cm(16)
●商品サイズ　φ13×5.5cm･400ml
●重量　1.0kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451526324 

アイスコーヒーなどソフトドリンクや
ビールやサワーなどの
お酒やスムージーなども。
水玉のパターンの陶カップです。

020

藍丸紋　軽量フリーカップ揃〈色ダ〉13308

¥4,000 
●箱　35.5×12×8cm(16)
●商品サイズ　φ7.5×11cm･275ml
●重量　1.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451133089

ブルー＆ホワイトの水玉。
パスタランチや定番カレーなど、

ちょっと深さのあるプレートは色んなメニューをこなせるスグレモノ。

020

藍丸紋　パスタ＆カレー揃〈色ダ〉13306

¥4,000 
●箱　22.5×22.5×10cm(8)
●商品サイズ　21.5×21.5×4cm･425ml
●重量　2.4kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451133065

洋食も和食も、
お魚料理などおうちで
居酒屋カフェ気分。
ナチュラルなアースカラーの５枚セットです。

020

あじわい　焼物皿揃〈トム〉13352

¥4,000 
●箱　23.5×18×7.5cm(8)
●商品サイズ　20.5×13.5×1.5cm
●重量　2.1kg　●産地　美濃　
●材質　陶器

4965451133522

運び盆のセットされた５客の小付。
そのまま和オードブルに使用しても素敵です。

020

染錦絵変り　盆付八角小付揃〈トム〉30010

¥4,000 
●箱　26×25.5×6.5cm(16)
●商品サイズ　小付φ8.5×4.5cm･125ml、
　盆21×21×1.5cm
●重量　0.8kg　●産地　器･染付･美濃/上絵･波佐見/盆･国産
●材質　器･磁器/盆･ＡＢＳ樹脂

4965451300108

普段使いにちょうど良い小鉢のセットです。
可愛らしい梅の模様がポイントです。

020

4965451526645

染錦梅十草　反小鉢揃〈色ダ〉52664

¥4,000 
●箱　16×16×9cm(16)
●商品サイズ　φ14×4.5cm･300ml
●重量　1.0kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

赤絵や染付のちょっとした和デザインがテーブルのアクセントに
なる小さな器です。プレートオンプレート的に使うことも。

020

染錦絵変り　末広珍味揃〈化粧〉13307

¥4,000 
●箱　26×26×3cm(16)
●商品サイズ　8×7.5×2cm･50ml
●重量　0.6kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451133072

020

染付モダン　ペアラーメン鉢〈化粧〉14115

¥4,000 
●箱　22×20×9.5cm(16)
●商品サイズ　φ19×8cm･1125ml
●重量　1.0kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451141152

サンドイッチと
ヨーグルトの朝食。カップと
トレーは食卓で大活躍のアイテム。

020

藍丸紋　カップ＆トレーペア〈色ダ〉13360

¥4,000 
●箱　24×13.5×10.5cm(12)
●商品サイズ　カップφ8.5×6.5cm･225ml、
　トレー23.5×12.5×2cm、スプーン13×3cm
●重量　1.0kg　●産地　トレー･美濃/カップ･波佐見/
　スプーン･中国　●材質　器･磁器/スプーン･木

4965451133607

サラダボウルにたっぷりと季節のドレッシング、
深さがあるのでおでん皿や煮込み料理にも使えます。
夏は自家製白くまもいいでしょう。

020

藍丸紋　軽量取鉢揃〈色ダ〉13310

¥4,000 
●箱　15×15.5×13cm(12)
●商品サイズ　φ14.5×5.5cm･450ml
●重量　1.0kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451133102

020

藍絵変り　楕円反鉢揃〈半化〉31302

¥4,000 
●箱　24×22×9.5cm(8)
●商品サイズ　22×20×4cm･600ml
●重量　2.4kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451313023

落ち着いた染付の文様。
パスタやピラフなど簡単に盛り付けて。

お祝い事はもちろん普段使いとしても、ご使用頂けます。

電子レンジで温めて、そのまま小鉢として食卓にだせる器。
重なりも良く収納も便利。

020

桜の舞　小付揃〈化粧〉50999

¥4,000 
●箱　18×17×9cm(16)
●商品サイズ　φ8.5×5.5cm・175ml
●重量　1.6kg　●産地　有田　
●材質　磁器

4965451509990

020

錦絵変り　小皿揃〈トム〉19545

¥4,000 
●箱　27×14×5.5cm(16)
●商品サイズ　φ12×2cm
●重量　0.7kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451195452

020

染付紋　角パック鉢トリオ〈色ダ〉52798

¥4,000 
●箱　18×13×12.5cm(16)
●商品サイズ　12.5×11.5×5.5cm・275ml
●重量　0.8kg　●産地　器･波佐見/レンジ蓋･国産　
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

4965451527987

桜がひらひら舞う様を絵柄とした可
愛らしい小付。

シンプルモダンな絵柄の鉢です。
ラーメンなどの麺や具をたっぷりの
せた丼料理にオススメです。
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018

4965451526607

染錦いろどり　レンジ鉢（小）トリオ〈色ダ〉52660

¥3,500 
●箱　18.5×12×12cm(16)
●商品サイズ　φ11×6cm･300ml
●重量　0.6kg
●産地　器･染付･美濃/上絵･波佐見/蓋･国産
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

使い勝手好い１６ｃｍ皿。
染錦絵付けの五紋様が楽しめます。

018

染錦絵変り　和皿揃〈色ダ〉31989

¥3,500 
●箱　17×18×8cm(16)
●商品サイズ　φ16×2.5cm
●重量　1.2kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

4965451319896

018

染付絵変り　お好み鉢揃〈トム〉31043

¥3,500 
●箱　27×16.5×15cm(12)
●商品サイズ　φ14×7cm･600ml
●重量　1.9kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451310435

018

内外蛸唐草　お好み鉢揃〈トム〉52643

¥3,500 
●箱　29×19.5×14cm(12)
●商品サイズ　φ13×7cm･500ml
●重量　1.8kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451526430 

018

染錦モダン　角小鉢揃〈化粧〉56953

¥3,500 
●箱　15.5×15.5×10cm(16)
●商品サイズ　14×14×4.5cm･250ml
●重量　1.0kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

4965451569536 

選ぶのが楽しくなる小皿のセットです。組み合わせ次第で
印象が変わるので、テーブルコーディネートも楽しめます。

018

4965451527154

ドットストライプ（Ｂ）　レンジ鉢３点Ｓ〈色ダ〉52715

¥3,500 
●箱　14×14.5×8.5cm(16)
●商品サイズ　(中)φ13.5×7cm･625ml、
　(小)φ11×6cm･325ml、(ミニ)φ8.5×5cm･150ml
●重量　0.7kg　●産地　器･波佐見/レンジ蓋･国産
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

018

古染絵変り　楕円取皿揃〈色ダ〉52634

¥3,500 
●箱　19.5×16×6cm(12)
●商品サイズ　17.5×14×1.5cm
●重量　1.3kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451526348 

018

4965451527147

墨はじき山茶花　波渕小鉢揃〈トム〉52714

¥3,500 
●箱　23.5×14×12cm(16)
●商品サイズ　φ11×5cm･300ml
●重量　1.1kg　●産地　有田
●材質　磁器

おにぎり、アジフライや
コロッケ、天ぷら、おはぎなど
様 な々和のお料理に。すっきりした形の使いやすい器です。

落ち着きのある藍色の小鉢揃です。 
どんなお料理にもよく馴染みます。

018

染付幾何紋　長角皿揃〈色ダ〉31751

¥3,500 
●箱　20×14×6cm(16)
●商品サイズ　17×11.5×1cm
●重量　1.2kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451317519

018

赤絵絵変り　和皿揃〈色ダ〉31932

¥3,500 
●箱　17×18×8cm(16)
●商品サイズ　φ16×2.5cm
●重量　1.2kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

4965451319322

018

赤絵絵変り　小鉢揃〈トム〉31931

¥3,500 
●箱　27×14×8cm(16)
●商品サイズ　φ12×4.5cm･250ml
●重量　0.9kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

4965451319315

白をベースにし、赤の彩色の映えるシンプル系和紋を集めた
お皿のセット。日々のテーブルに。

毎日使うものだからより
シンプルで可憐な、デザインが
嬉しい。和も洋も、中華も、と日々の愛着使用。

休日の散歩道、歩道の傍らにある植物を絵柄として取り入れてみました。

毎日の食事に
欠かせないお皿。
藍色の文様がお料理を引き立ててくれます。

015

あじわい　楕円ボウル揃〈化粧〉13354

¥3,000 
●箱　19×14×11.5cm(12)
●商品サイズ　12.5×10.5×5.5cm･225ml
●重量　1.1kg　●産地　美濃
●材質　陶器

4965451133546

素材感と色釉の質感がお料理を引き立てる。
葉物、根菜などお野菜をたくさん使う和食の惣菜は
器の中でいっそうおいしく映ります。

018

あじわい　カレー皿揃〈色ダ〉30311

¥3,500 
●箱　22.5×22.5×11cm(8)
●商品サイズ　φ22×4.5cm･700ml
●重量　2.6kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451303116

シンプルで
使いやすいカレー皿、
大皿料理にも重宝します。

大きさが違う容器が3種類あり、
いろんな用途でご使用いただけます。
入れ子で収納も出来るので重宝します。

角小鉢は収納性にも優れ、
磁器なので丈夫で電子レンジにも
使用できます。毎日の食卓に重宝する器です。

たこ唐草といえば、古くからの和食器の定番柄。
小丼や煮物、いろいろと用途にあわせてご使用いただけます。

内外に描かれた五文様。
多用途に使えるカタチ、ちょっとした丼料理、麺料理に。

フルーツ皿やお取り皿としての他、
和菓子など色々な用途でお使いいただけます。

018

カーベリー　小付揃〈色ダ〉19538

¥3,500 
●箱　21×10.5×8.5cm(24)
●商品サイズ　φ9.5×4cm・125ml
●重量　0.6kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451195384

018

カーベリー　小皿揃〈色ダ〉19537

¥3,500 
●箱　22×11.5×5cm(24)
●商品サイズ　φ10.5×2cm
●重量　0.4kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451195377

018

今様古染　軽量多用皿揃〈色ダ〉52629

¥3,500 
●箱　17×18×8cm(12)
●商品サイズ　φ16.5×3.5cm
●重量　1.2kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451526294

018

染錦絵変り 8客小皿揃〈トム〉52665

¥3,500 
●箱　27×14×5.5cm(16)
●商品サイズ　φ12×2cm
●重量　1.0kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

4965451526652

kavelyとはフィンランド語で散策とい
う意味があり、木漏れ日の中さわやか
な風に吹かれながら歩くイメージで作
りあげました。

作り置きお料理をそのままレンジや冷
蔵庫へ。手間が省けて便利なレンジ
鉢です。

カレーやパスタ、この一枚が
あればなんでもこなせる万能皿。
メインの料理に最適です。

018

錦間取紋様　カレー＆パスタペア〈色ダ〉19547

¥3,500 
●箱　22×22×6cm(16)
●商品サイズ　21.5×21.5×4cm
●重量　1.3kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451195476
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015

4965451526591

染錦いろどり　取皿揃〈色ダ〉52659

¥3,000 
●箱　18×17×8.5cm(12)
●商品サイズ　φ16.5×3cm
●重量　1.5kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

015

藍丸紋　軽量お好み丼トリオＳ〈色ダ〉13305

¥3,000 
●箱　15×14.5×14.5cm(16)
●商品サイズ　φ13.5×8.5cm･600ml
●重量　0.7kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451133058

015

4965451526614

染錦いろどり　レンジ鉢（大）ペア〈色ダ〉52661

¥3,000 
●箱　28.5×14.5×7cm(16)
●商品サイズ　φ13.5×6.5cm･550ml
●重量　0.7kg
●産地　器･染付･美濃/上絵･波佐見/蓋･国産
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

015

藍丸紋　ポット型レストＳ〈化粧〉14053

¥3,000 
●箱　15×13.5×2.5cm(60)
●商品サイズ　6×4.5×1.5cm
●重量　0.3kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451140537

015

藍丸紋　軽量飯碗揃〈色ダ〉13303

¥3,000 
●箱　22×12.5×12.5cm(16)
●商品サイズ　φ11.5×6.5cm･325ml
●重量　0.9kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451133034

花型の渕がアクセントになった小鉢。
シンプルな釉色だけの装飾の器は

食材の彩色を引き立てます。

015

あじわい　花型小鉢揃〈色ダ〉13355

¥3,000 
●箱　15×15.5×13cm(16)
●商品サイズ　φ12.5×4cm･250ml
●重量　1.2kg　●産地　美濃
●材質　陶器

4965451133553

毎日使うものだから落ち着いた雰囲気で食卓を囲もう。

おかずや漬物など
小分けに出来る便利なカップ。
ラップいらずで電子レンジもOK。

カレーはもちろん
パスタやサラダ、深さも
あるので汁ものや煮物などにも活躍できそう。

たっぷりのお料理も保存できる
万能なレンジ鉢です。
フタを外せばそのまま食卓へ。

日々の食事に活躍する取皿のセットです。

日本の昔ながらの模様を今に蘇らせた
５柄が楽しめる商品です。
醤油を注いで箸をそえれば大きめな箸置きにもなります。

015

青藍紋様　角小付揃〈半化〉52640

¥3,000 
●箱　20×10.5×7.5cm(24)
●商品サイズ　9×9×4cm･125ml
●重量　0.5kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451526409 

015

青藍紋様　角小皿揃〈半化〉52639

¥3,000 
●箱　19.5×10×5cm(24)
●商品サイズ　9×9×2cm
●重量　0.3kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451526393 

野菜たっぷりのフォーや
ロコモコといったカフェメニューから
うどん、親子丼などオーソドックスな和食丼料理にも。

すっきりと粋な染付デザインの茶碗のセット。
ブルー＆ホワイト・染付は日本のテーブルの色と言えるでしょう。

重なりが良く収納に優れた
角小鉢のセット。黒豆やナマスを添えたら
お正月や祝い事に活躍する商品です。

ポットの形をした可愛らしいスプーンレストです。
毎日の食卓に。

取手付きの取鉢は、スタッキング抜群で収納もスッキリ。
サラダやスープ、シリアルなどにちょうどいいサイズ。

ブルー＆ホワイトの小さいボウル。アイスやデザート、フルーツなど
おしゃれに盛り付けてお使いいただけます。

水玉模様の可愛らしい小皿。
お醤油皿はもちろん、取り分けの小皿としても。

015

藍丸紋　軽量小付揃〈色ダ〉14051

¥3,000 
●箱　23×11.5×8cm(24)
●商品サイズ　φ10.5×4.5cm･200ml
●重量　0.6kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451140513

015

藍丸紋　手付軽量鉢トリオ〈半化〉14138

¥3,000 
●箱　16×16×9.5cm(18)
●商品サイズ　16.5×14.5×5.5cm･450ml
●重量　0.8kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451141381

015

藍丸紋　軽量小皿揃〈色ダ〉14050

¥3,000 
●箱　22×11.5×5cm(24)
●商品サイズ　φ10.5×2cm
●重量　0.4kg　●産地　波佐見
●材質　磁器

4965451140506

015

藍丸紋　カレー鉢ペア〈化粧〉13361

¥3,000 
●箱　25.5×17.5×6.5cm(16)
●商品サイズ　24×16.5×4.5cm･800ml
●重量　1.1kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451133614

カレーにパスタに。
毎日の食卓に使うものだから、
飽きの来ないドット柄が食卓を彩ります。

015

染付紋　小皿揃〈色ダ〉52799

¥3,000 
●箱　21×11×4.5cm(24)
●商品サイズ　φ9.5×1.5cm
●重量　0.4kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451527994

015

染付紋　飯碗揃〈色ダ〉19548

¥3,000 
●箱　21.5×12.5×12.5cm(16)
●商品サイズ　φ11.5×6cm・300ml
●重量　0.8㎏　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451195483

015

染付紋　ノンラップ鉢　ミニ揃〈色ダ〉52797

¥3,000 
●箱　18×17×9cm(16)
●商品サイズ　φ8.5×5.5cm・150ml
●重量　0.7kg　●産地　器･波佐見/レンジ蓋･国産　
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

4965451527970

015

藍丸紋　軽量カップ揃〈色ダ〉13304

¥3,000 
●箱　19×16.5×9cm(16)
●商品サイズ　φ8.5×6.5cm･225ml
●重量　0.8kg　●産地　波佐見　
●材質　磁器

4965451133041

015

藍丸紋　24cmプレートペア〈半化〉19536

¥3,000 
●箱　25.5×25.5×8.5cm(12)
●商品サイズ　φ24×4cm
●重量　1.3kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451195360

昔ながらの柄で落ち着いた雰囲気の
小皿。

ドリンクはもちろんお料理をちょっと
盛りする小付やプリンやゼリーなどの
デザートカップとしても。

アーモンド型の手づくり風な楕円鉢、
ポテトサラダやお豆腐、煮込み

ハンバーグなどいかがでしょうか。

015

あじわい　楕円多用鉢揃〈トム〉13353

¥3,000 
●箱　22.5×17×10.5cm(12)
●商品サイズ　18.5×13.5×4cm･400ml
●重量　1.5kg　●産地　美濃
●材質　陶器

4965451133539
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015

染付幾何紋　角小皿揃〈トム〉31797

¥3,000 
●箱　25×13×5.5cm(16)
●商品サイズ　10.5×10.5×2cm
●重量　0.7kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451317977

015

染付幾何紋　ペアカレー鉢〈化粧〉31788

¥3,000 
●箱　25.5×17.5×8.5cm(12)
●商品サイズ　24×16×5.5cm･750ml
●重量　1.3kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451317885

015

染付幾何紋　三ッ足楕円小付揃〈化粧〉31789

¥3,000 
●箱　21×14×7.5cm(16)
●商品サイズ　12.5×9×3.5cm･150ml
●重量　0.8kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451317892

012

染錦絵変り　小皿揃〈トム〉31987

¥2,500 
●箱　27×14×5.5cm(16)
●商品サイズ　φ12×2cm
●重量　0.7kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

4965451319872

染付、色絵の絵変り小皿、
テーブルの華やぐ小さなうつわ。

ちょっとしたおかずや珍味を
小盛りするお通しのうつわ。

012

染錦絵変り　小付揃〈トム〉31988

¥2,500 
●箱　22×11×6.5cm(16)
●商品サイズ　φ9.5×2.5cm･75ml
●重量　0.5kg　●産地　染付･美濃/上絵･波佐見
●材質　磁器

4965451319889

012

染付絵変り　多用鉢ペア〈半化〉13362

¥2,500 
●箱　19.5×19.5×10.5cm(12)
●商品サイズ　φ18.5×6.5cm･900ml
●重量　1.3kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451133621

010

今様古染　菊型８号皿ペア〈トム〉52636

¥2,000 
●箱　25.5×25.5×7cm(16)
●商品サイズ　φ23×3.5cm
●重量　1.3kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451526362 

麺や丼物、サラダや煮物にも。
しっかりと描かれた柄が料理を引きたてます。

012

あじわい　ペアカレーセット〈色ダ〉30310

¥2,500 
●箱　31.5×23×9cm(16)
●商品サイズ　皿φ22×4.5cm･700ml
　カップφ8.5×9cm･275ml
●重量　1.6kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451303109

カレーやパスタ、パン皿、カップとのお揃いで。

染付で描かれた、シンプルでモダンな小さい楕円の小皿。
珍味や豆皿として欠かせない小皿です。

パスタやカレーなど、
ワンプレートでカフェ気分を
お楽しみいただけます。
おもてなしでも大活躍してくれる大皿です。

和の渋さが魅力的な
５色の取皿。和食だけ
なんてことはなく、洋食や
デザートにもしっくりときます。

012

染付幾何紋　楕円小皿揃〈トム〉14142

¥2,500 
●箱　25×13×5.5cm(16)
●商品サイズ　11×8×1.5cm
●重量　0.5kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451141428

012

あじわい　八角取皿揃〈色ダ〉52648

¥2,500 
●箱　16.5×16×7cm(16)
●商品サイズ　φ15×2.5cm
●重量　1.2kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451526485 

012

藍丸紋　レンジ３点セット〈半化〉14137

¥2,500 
●箱　20.5×12×12cm(16)
●商品サイズ　φ11×6cm･325ml
●重量　0.8kg　●産地　器･波佐見/レンジ蓋･国産
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

4965451141374

015

染付絵変り　軽量取鉢揃〈トム〉14279

¥3,000 
●箱　19×18.5×10.5cm(16)
●商品サイズ　φ15×4.5cm･400ml
●重量　1.1kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451142791 

010

藍絵変り　組レンジ鉢（大）〈トム〉31858

¥2,000 
●箱　36×18.5×7.5cm(16)
●商品サイズ　φ16.5×7cm･750ml
●重量　1.0kg　●産地　器･美濃/レンジ蓋･国産
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

4965451318585 

010

藍丸紋　レンジ鉢ペア（大）〈半化〉13346

¥2,000 
●箱　15.5×14.5×14cm(16)
●商品サイズ　φ13.5×7cm･575ml
●重量　0.8kg　●産地　器･波佐見/レンジ蓋･国産
●材質　器･磁器/レンジ蓋･ポリプロピレン

4965451133461

レンジ鉢はサイズで
使い分けるととっても便利です。

重なりがよく安定感がありますので、
食器棚にきれいに収まります。
馴染みやすい染付柄が
人気です。

シンプルな絵柄がモダンで、
多用途にお使いいただける器です。

カレーやピラフにおすすめです。
香の物やフルーツ、デザートなど
小さなトレイとしておしゃれにご使用いただけます。

タマゴ型のかわいいフォルム、
適度な深さがあるので
色んな料理をちょっとずつ楽しむうつわに。

料理を取り分けるのに便利なサイズの
反小鉢揃。深さもあるので
スープ類にも大活躍です。

012

古染絵変り　反小鉢揃〈色ダ〉52633

¥2,500 
●箱　16×16×9cm(16)
●商品サイズ　φ14×4.5cm･300ml
●重量　1.0kg　●産地　美濃
●材質　磁器

4965451526331 

深さがあるので水気のある料理も大丈夫。
煮込みハンバーグやオムライス、
ちらし寿司など和洋中を
問いません。

ブルー＆ホワイトのインディゴ
パターンがマッチしたレンジ鉢。
お料理に限ることなくシリアルボウルや
スナックボウルとしても欲張ってマルチに使いたいアイテムです。

和モダンテイストのシンプルな小鉢。
残ったおかずなどを入れるのに
ちょうどいいサイズ。
フタを外せばそのまま
小鉢として食卓に出せます。 

015

古染絵変り　飯碗揃〈色ダ〉19541

¥3,000 
●箱　21.5×12.5×12.5cm(16)
●商品サイズ　φ11.5×6.5cm・300ml
●重量　0.9kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451195414

012

赤絵絵変り　小皿揃〈トム〉51000

¥2,500 
●箱　27×14×5.5cm(16)
●商品サイズ　φ12×2cml
●重量　0.8kg　●産地　素地･美濃/上絵･波佐見　
●材質　磁器

4965451510002

012

染付絵変り　多用鉢揃〈色ダ〉31792

¥2,500 
●箱　17.5×18×9.5cm(16)
●商品サイズ　φ16.5×4.5cm･375ml
●重量　1.5kg　●産地　美濃　
●材質　磁器

4965451317922

内外に日本の伝統柄をあしらった
茶碗。
古き良き時代の日本の文化がこの
柄に込められています。

5種類の赤絵を組み合わせたかわ
いい小皿を揃えました。
食卓が明るく華やかになります。
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