品番

新商品

「こんな時代だからこそ、KAKUNIの器で毎日を楽しく、美しく過ごして欲しい」
そんな願いを込めて、今年も新商品作りました。
KAKUNIの思いが、少しでも皆様へ届くことを心より願っております。

Mist ミスト マグ

3-4P
5P
6P

塗り分けパステルマグ

6P

コーヒーマニア マグ

7P

ふれんちぶる マグ

8P

鍵ネコ マグ

9P

猫と一緒 マグ

10P

ほっこりアニマル 花束マグ

10P

両手付鉢

11P

白唐津シリーズ

12P

ターコイズシリーズ

13P

megu mogu サカキバラメグミCollection

14P

ハッピークローバーシリーズ

15-16P

だるま堂

17P

急須

18P

直火 … …直火で使用可能です

フルーツスカッシュ グラス

19P

ビンテージ グラス

19P

陶 ……陶器

MILK グラス

20P

ビビッド猫 グラス

20P

さくら 冷感グラス

21P

泡ヒゲ 一口ビアグラス

22P

銀彩 冷酒器

22P

商品サイズ

商品カラー 上代

K15015
MIST FABマグ（ネイビー） ¥900（税抜）

Paint ペイント マグ・ボウル
アースボーダー マグ

φ：直径/H：高さ

商品名

φ73（ 底：83）×H7 260ml（1）カートン入数60
JAN 4589788838747
カートン入数
JANコード
容量 最低単位

アイコン説明
I H ……IHで使用可能です
レンジ… …レンジで使用可能です
食洗 … …食洗機で使用可能です
オーブン… …オーブンで使用可能です

磁 ……磁器			
木 ……木製
PET-ABS …樹脂製
天然竹 ……竹製

〜陶器の器について〜
陶器は窯の中での「火のあたる場所」の違いで、同じ釉薬で
も色に
「濃淡」が出てしまい、全て同じ仕上がりとはなりませ
ん。
特に弊 社 取 扱いの商 品につきましては、
「 窯 変 」や「 御 本
手」
と呼ばれる商品を多く取扱い、陶器の面白さをお届け
する代わりに、均一の仕上がりの物をお届けすることが難
しい状況です。
「 全ての人にそれぞれの顔があるように、全
ての商品にそれぞれの仕上がりがある」
と言うことを陶磁
器の持つ面白さと受け取っていただき、オンリーワンの器と
思っていただければ幸いです。誠に勝手な言い分ですが、
ご理解いただき、気に入った器を末永く使っていただけれ
ばと心より念願しております。
〜陶器の取扱いについて〜
陶器製の器には、吸水性がありますので、使用前に米のと
ぎ汁で煮沸してからご使用下さいませ。吸水を防ぐ効果が
あります。

Showroom

カクニ本社 2 階の平成 23 年 6 月よりオープンのショールームには常時「約 1200 点」
の商品が並べられております。

お客様に、直接手に取っていただき、商品の仕様や雰囲気を確認していただきたいと

思いオープンいたしました。商品それぞれの違いを楽しんでいただければと思います。
お近くまでお越しの際や、ご興味のある方は是非一度足をお運びくださいませ、社員
一同心よりお待ちいたしております。
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Kakuni.co.,Ltd
〒 509-5401

岐阜県土岐市駄知町 609-1

TEL 0572.59.1235

FAX 0572.59.2091

メールアドレス

info@kakuni.co.jp

ホームページ

http://www.kakuni.co.jp
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mist
ミスト

しっとりとした質感が落ち着きを感じさせるマット釉薬のマグカップ。
そのしっとりとした質感から、
潤いを感じながら過ごすひと時・
・
・。
サイズも、
かわいいサイズの
「ＦＡＢマグ」
と
両手で包み込みたくなる形の
「ＯＰＡマグ」
の2サイズ。
好みのサイズで過ごす自分時間。

K15015（ネイビー）
JAN 4589788838747

K15016（グレー）

JAN 4589788838754

K15017（アイボリー）
JAN 4589788838761

MIST FABマグ ¥900（税抜） φ73（ 底：83）×H75 260ml（1） カートン入数60 磁 レンジ

3

食洗

K15018（ネイビー）
JAN 4589788838778

K15019（アイボリー）
JAN 4589788838785

K15020（オレンジ）

K15021（グレー）

JAN 4589788838792

MIST OPA マグ ¥1,600（税抜） φ77（ 底：88）×H88 350ml （1） カートン入数60 磁 レンジ

JAN 4589788838808

食洗

4

K15068（ BL）

JAN 4589788838495

K15069（ GR）

JAN 4589788838501

K15070（ BR）

JAN 4589788838518

アースボーダー マグ
¥1,200（税抜）

φ90×H90 330ml（1）
カートン入数60
磁 レンジ 食洗

PAINT

K15001（ BL/PK）
JAN 4589788838600

ペイント

ペンキを筆で弾き飛ばしたような遊び心溢れる、
ちょっとイカシタデザインの器。
ゆっくりしたい朝はマグでコーヒー、
しっかり食べたい朝はガフボウルで具が
たくさんのスープを。朝が待ち遠しくなるアイテムたちです！

K15002（ PK/YE）
JAN 4589788838617

K15064（ RD）

JAN 4589788838457

K15065（ BL）

JAN 4589788838464

ペイント スープマグ ¥1,200（税抜）
φ96×H80 330ml（1） カートン入数60

5

磁

レンジ

食洗

K15066（ RD）

K15067（ BL）

JAN 4589788838471

JAN 4589788838488

ペイント ガフボウル ¥1,300（税抜）
φ125×H81 570ml（3） カートン入数60

磁

K15003（ YE/BL）
JAN 4589788838624

レンジ

食洗

塗り分けパステルマグ
¥950（税抜）

φ93×H82 300ml（3）
カートン入数60
磁 レンジ 食洗
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