
まりもドット

ツートン

飯碗 
¥700（税抜） 
φ110×H58 240ml （5） カートン入数60

K80159 （紺） JAN 191545
K80162 （赤） JAN 201312 
陶

湯呑 
¥700（税抜） 
φ70×H80 210ml （5） カートン入数60

K80160 （紺） JAN 191538
K80163 （赤） JAN 201305 
陶

マグ 
¥800（税抜） 
φ95×H83 260ml （3） カートン入数60

K80161 （紺） JAN 201329
K80164 （赤） JAN 201336 
陶

飯碗
¥600（税抜） 
φ110×H58 240ml （5） カートン入数60 

陶

K30235 （ライン）
JAN 216422

K30236 （水玉）
JAN 216439

湯呑
¥600（税抜） 
φ70×H80 210ml （5） カートン入数60

陶

K30233 （ライン）
JAN 216361

K30234 （水玉） 
JAN 216385

りんごマグ 
¥800（税込  ¥840）
φ95×H70 300ml （3） カートン入数60  

陶

K51164（ライン）
JAN 213230

K51165（水玉）
JAN 211298

真上から見ると
りんごのカタチ！

茶碗＆湯のみ

一珍リング 飯碗  ¥1,000（税抜）   φ115×H72 330ml （3）  カートン入数60  陶

K131044（白）
JAN 4589788826812

K131045（窯紺）
JAN 4589788826829

K131046（赤）
JAN 4589788826836

K131047（黄）
JAN 4589788826843

K131048（紫）
JAN 4589788826850

飯碗・湯呑・マグ

6867



   

飯碗 
¥1,200（税抜） 
φ112×H68 300ml （3） カートン入数60

陶

湯呑 
¥1,200（税抜） 
φ80×H80 230ml （3） カートン入数60

陶

カンザシ

K11175 （朱）
JAN 201381

K11176（朱） 
JAN 191613

K11177 （呉須）
JAN 201398

K11178 （呉須） 
JAN 201404 

JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

M E SH I WA N  &  Y U N O M I

マグ
¥900（税抜） 
φ85×H95 330ml （3） カートン入数60
K43270（青）JAN 208731
K43271（赤）JAN 208748

K21052
飯碗 （赤）
¥700（税抜）　
φ110×H55 210ml （5） 
カートン入数60  
JAN 208762

K21048
飯碗 （青）
¥700（税抜）
φ116×H60 270ml （5） 
カートン入数60  
JAN 208755　

K21049
湯呑 （青）
¥700（税抜） 
φ80×H78 190ml （5） 
カートン入数60 
JAN 207697

K21053
湯呑 （赤）
¥700（税抜） 
φ74×H72 150ml （5） 
カートン入数60
JAN 207727

全て： 陶

JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

二色十草

二色十草

K12250
あられ カップ&ソーサー  
¥1,500（税抜）    
カップ：65×H68 ソーサー：130×H20 170ml （3）  
カートン入数36  JAN 4589788823668
磁 レンジ 食洗

K12251
あられ 六角ポット  
¥2,500（税抜）    173×99×H103 450ml （2）  
カートン入数36  JAN 4589788823675
磁 レンジ 食洗

K12248
あられ 六角マグ  
¥1,000（税抜）  75×H81 280ml （3）  
カートン入数60  JAN 4589788823644
磁 レンジ 食洗

7069



Japanese

7 1

K13356 （GY）
JAN 4589788829929

K13389 （GY）
JAN 4589788829639

K13351 （GY）
JAN 4589788829875

K13357 （PK）
JAN 4589788829936

K13390 （PK）
JAN 4589788829646

K13352 （PK）
JAN 4589788829882

K13358 （BL）
JAN 4589788829943

K13391 （BL）
JAN 4589788829653

K13353 （BL）
JAN 4589788829899

K13359 （トルコ）
JAN 4589788829950

K13392 （トルコ）
JAN 4589788831014

K13354 （トルコ）
JAN 4589788829905

K13360 （GR）
JAN 4589788829967

K13393 （GR）
JAN 4589788831021

K13355 （GR）
JAN 4589788829912

72

窯変塗分け ロック  ¥900（税抜）   φ84×H66 250ml （3）  カートン入数60   陶   

窯変塗分け 飯碗  ¥1,000（税抜）   φ117×H62 300ml （3）  カートン入数60   陶   

窯変塗分け マグ  ¥1,200（税抜）   φ90×H70 300ml  （1）  カートン入数60   陶  

Japanese

釉三昧シリーズ

K13368
カップ＆ソーサー
¥1,600（税抜） 
カップ φ77×H69  150ml 
皿 φ140×H20 

（1） カートン入数36 
JAN 4589788830048
陶  

K13369
高台カップ
¥900（税抜） 
φ96×H106 280ml （3） 
カートン入数60 
JAN 4589788830055
陶  

K13370
ビアジョッキ
¥1,400（税抜） 
φ90×H130 380ml （1） 
カートン入数48 
JAN 4589788830062
陶  

K13365
六兵衛飯碗
¥950（税抜） 
φ78×H77 380ml （3） 
カートン入数60 
JAN 4589788830017
陶  

K13366
六兵衛丸湯呑
¥700（税抜） 
φ77×H68 150ml （3） 
カートン入数60 
JAN 4589788830024
陶  

K13367
六兵衛マグ
¥1,300（税抜） 
φ82×H96 300ml （1） 
カートン入数60 
JAN 4589788830031
陶  



73 74

Japanese

Japanese

K13342
浮雲（UKIGUMO）
JAN 4589788829783

K13345
浮雲（UKIGUMO）
JAN 4589788829813

K13343
雷（IKAZUCHI）

JAN 4589788829790

K13346
雷（IKAZUCHI）

JAN 4589788829820

K13344
時雨（SHIGURE）
JAN 4589788829806

K13347
時雨（SHIGURE）
JAN 4589788829837

六兵衛 マグ  ¥1,200（税抜）   φ82×H96 300ml （1）  カートン入数60  陶  六兵衛 飯碗  ¥900（税抜）   φ115×H74 380ml （3）  カートン入数60  陶  

窯変溜り マグ  ¥1,400（税抜）   φ90×H87 310ml （1）  カートン入数60  磁 レンジ 食洗

K13333
ヒワ

JAN 4589788829691

K13334
トルコ

JAN 4589788829707

K13339 （緑）
JAN 4589788829752

K13335
ブルー

JAN 4589788829714

K13340 （白）
JAN 4589788829769

K13336
ブラウン

JAN 4589788829721

K13341 （紺）
JAN 4589788829776

K13337
ベージュ

JAN 4589788829738

塗分け マグ  ¥1,000（税抜）   φ83×H77 250ml （1）  カートン入数60  陶  

K13338  浮釉 マグ （青）
¥2,000（税抜） 
φ90×H87 310ml （1） カートン入数60 
JAN 4589788829745
磁 レンジ 食洗



飯碗 
¥800（税抜） 
φ113×H60 240ml （5） カートン入数60 

K60300 （粉引） JAN 213971　
K60301 （灰釉） JAN 213988 

陶

湯呑 
¥800（税抜） 
φ70×H82 170ml （5） カートン入数60 

K60302 （粉引） JAN 213995　
K60303 （灰釉） JAN 214008 

陶

マグ 
¥800（税抜） 
φ82×H93 240ml （3） カートン入数60 

K60304 （粉引） JAN 214015　
K60305 （灰釉） JAN 214022 

陶

焼酎カップ 
¥800（税抜） 
φ88×H120 330ml （3） カートン入数60 

K60306 （粉引） JAN 214039　
K60307 （灰釉） JAN 214046 

陶

御深井 （OFUKE）
K70031 
六兵衛丼 
¥1,200（税抜） 
φ128×H78 450ml （3） 
カートン入数60  
JAN 213865

陶

K70030 
寿司湯呑 
¥800（税抜） 
φ80×H92 270ml （3） 
カートン入数60  
JAN 213889

陶

K60323 
湯呑 
¥800（税抜） 
φ70×H82 170ml （5） 
カートン入数60  
JAN 213872

陶

K60322 
飯碗 
¥800（税抜） 
φ113×H60 240ml （5） 
カートン入数60  
JAN 213858

陶

K60324 
マグ 
¥800（税抜） 
φ82×H93 240ml （3） 
カートン入数60  
JAN 213896

陶

K60325 
焼酎カップ 
¥800（税抜） 
φ88×H120 330ml （3） 
カートン入数60  
JAN 213902

陶

青雲塗分け

K12220
飯碗（大）  
¥800（税抜）  
φ123×H62 340ml （5）  
カートン入数60
JAN 4589788823361

陶

K12154
切立マグ 
¥900（税抜）  
φ78×H88 300ml （3）    
カートン入数60
JAN 4589788818220

陶

JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。 JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

K11013
青雲塗分け 
持ち易い焼酎カップ  
¥800（税抜）   
φ88×H120（3） 330ml  
カートン入数60  
JAN 212684

陶

反転塗分け

7675



しっとりとした質感漂う美濃焼・土物の器。『mino craft』は、
流行の柄や派手な柄ではなく、「質感」にこだわった器です。
ベーシックな「塗り分け」「刷毛巻き」「ドボ塗り」「撥水」

「描き落し」などの伝統的な技法のみで表現された器たちです。

瑠璃
K99066 

JAN 210291

瑠璃
K99068

JAN 212981

 アメ釉
K99058

JAN 210314

 アメ釉
K99060 

JAN 213469

ヒワ釉
K99063

JAN 210307

ヒワ釉
K99065 

JAN 212998

ターコイズブルー
K99061

JAN 210321

ターコイズブルー
K51139

JAN 213476

灰粉引
K99055 

JAN 210345

灰粉引
K99057

JAN 213483

面取り飯碗 ¥1,000（税抜） φ120×H60 330m （3） カートン入数60  陶

ロックカップ ¥900（税抜） φ85×H90 290ml （3） カートン入数60  陶

JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

軽い器
使ってもらいたい！ 持ってもらいたい！

永く伝わる伝統模様の和食器も、軽い素材にすることで、より使いやすく生まれ変わりました。

W20196 
軽い湯呑 
¥600（税抜） 
φ83×H80 210ml （5）  
カートン入数60 
JAN 212400

陶  

W20195 
軽い飯碗 
¥600（税抜） 
φ120×H70 330ml （5）  
カートン入数60 
JAN 212394

陶  

水墨彩ぶどう

W30503
軽い茶漬碗 太駒筋
¥880（税抜）
φ144×H78 450ml （5）  
カートン入数60 
JAN 212530

陶  

W30504
軽い茶漬碗 呉須錆十草
¥880（税抜）
φ144×H78 450ml （5） 
カートン入数60
JAN 212547

陶  

W30501
軽い茶漬碗 濃タコ唐草
¥880（税抜）
φ144×H78 450ml （5）  
カートン入数60 
JAN 212523

陶  

虹

軽い飯碗 ¥800（税抜） 
φ115×H60 280ml （5）  カートン入数60

K90048 （BL） JAN 209219
K90051 （PK） JAN 209226 
陶

軽い湯呑 ¥800（税抜） 
φ80×H85 250ml （5）  カートン入数60

K90049 （BL） JAN 192078
K90052 （PK） JAN 204399 
陶

軽いマグ ¥800（税抜） 
φ85×H93 300ml （3）  カートン入数60

K90050 （BL） JAN 210550
K90053 （PK） JAN 210185 
陶

7877

松助五釉



KARUI UTSUWA

軽い器
使ってもらいたい！ 持ってもらいたい！

KARUI UTSUWA

軽い器
使ってもらいたい！ 持ってもらいたい！

白化粧  水玉

フォレスト

K90040 （BL）
JAN 211632

K90041 （BL）
JAN 211656

K90132 （BL）
JAN 206652

K90042 （PK） 
JAN 211649

K90043 （PK）
JAN 209158

K90133 （PK）
JAN 209165

軽い飯碗 
¥700（税抜） 
φ117×H65 300ml （5） カートン入数60  陶

軽い湯呑 
¥700（税抜） 
φ90×H83 290ml （5） カートン入数60  陶

軽いマグ 
¥800（税抜） 
φ90×H87 320ml （3） カートン入数60  陶

軽い湯呑 
¥600（税抜） 
φ83×H80 210ml （5）  カートン入数60

W20045 （桃） JAN 211700

W20049 （紫） JAN 211717

陶  

軽いマグ 
¥800（税抜） 
φ100×H95 340ml （3）  カートン入数60

W20046 （桃） JAN 211724

W20050 （紫） JAN 211731

陶  

軽い飯碗 
¥600（税抜） 
φ120×H70 330ml （5）  カートン入数60

W20044 （桃） JAN 211687

W20048 （紫） JAN 211694

陶  

京 桜

フォレスト 軽い飯碗  ¥700（税抜）   
φ117×H65 300ml （5）  カートン入数60  
陶

フォレスト 軽い湯呑  ¥700（税抜）   
φ90×H83 290ml （3）  カートン入数60  
陶

フォレスト 軽いマグ  ¥800（税抜）   
φ90×H87 320ml （3）  カートン入数60  
陶

K12208（BL）
JAN 4589788823248

K12209（RD）
JAN 4589788823255

K12214（GY）
JAN 4589788823309

K12215（GY）
JAN 4589788823316

K12216（GY）
JAN 4589788823323

K12210（BL）
JAN 4589788823262

K12211（RD）
JAN 4589788823279

K12212（BL）
JAN 4589788823286

K12213（RD）
JAN 4589788823293

JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

スマイリー 軽量・目盛付マグ ¥600（税抜） 
φ78×H92 310ml （3） カートン入数60
 磁 レンジ 食洗

K12096 （BL）
JAN 4589788817650

K12097 （RD）
JAN 4589788817667

K12098 （BK）
JAN 4589788817674

80

濃タコ唐草 軽いマグ 
¥800（税抜） 
φ83×H92 340ml （3）  
カートン入数60
W30136 （赤） JAN 210437
W30137 （青） JAN 211410

陶  

つる唐草 軽いマグ 
¥800（税抜） 
φ83×H92 340ml （3）  
カートン入数60
W30138 （赤） JAN 210048
W30139 （青） JAN 210154

陶  

79

ハッピークローバー  軽いマグ 
¥700（税抜） 
φ85×H93 330ml （3）  カートン入数60

K80001 （PK） JAN 212882
K80002 （GR） JAN 212677 
磁 レンジ 食洗

ペンフラワー  軽いマグ 
¥700（税抜） 
φ85×H93 330ml （3）  カートン入数60

K80078 （赤） JAN 209431
K80079 （紺） JAN 209455 
磁 レンジ 食洗

桜の舞  軽いマグ 
¥700（税抜） 
φ85×H93 330ml （3）  カートン入数60

K80026 （PK） JAN 210277
K80027 （PP） JAN 209479 
磁 レンジ 食洗

みやま桜  軽いマグ 
¥700（税抜） 
φ85×H93 330ml （3）  カートン入数60

K80030 （PK） JAN 202203
K80031 （PP） JAN 209448 
磁 レンジ 食洗

幸せふくろう  軽いマグ 
¥800（税抜） 
φ85×H93 330ml （3）  カートン入数60

K80028 （赤） JAN 209462
K80029 （青） JAN 209486 
磁 レンジ 食洗



8281

K131079
切立丼  
¥1,000（税抜）    φ195×H88 1150ml （3）  
カートン入数36  JAN 4589788827161
磁 レンジ 食洗

K771220
縞一珍飯碗  
¥600（税抜）    φ120×H62 290ml （5）  
カートン入数60  JAN 4589788834633
磁 レンジ 食洗

K131080
縞一珍丼  
¥800（税抜）    φ160×H85 800ml （3）  
カートン入数36  JAN 4589788827178
磁 レンジ 食洗

K131081
姫丼  
¥600（税抜）    φ133×H82 550ml （5）  
カートン入数60  JAN 4589788827185
磁 レンジ 食洗

K131082
手びねり取皿  
¥500（税抜）    φ167×H29 （5）  
カートン入数60  JAN 4589788827192
磁 レンジ 食洗

K131083
手びねりパスタ皿  
¥900（税抜）    φ245×H35 （3）  
カートン入数24  JAN 4589788827208
磁 レンジ 食洗

K131084
手びねり盛鉢  
¥1,200（税抜）    φ240×H52 （3）  
カートン入数24  JAN 4589788827215
磁 レンジ 食洗

K131085
手びねり小鉢  
¥400（税抜）    φ136×H45（5）  
カートン入数60  JAN 4589788827222
磁 レンジ 食洗

K131086
手びねり煮物鉢  
¥600（税抜）    φ168×H52（5）  
カートン入数50  JAN 4589788827239
磁 レンジ 食洗

錆簾  『さびすだれ』 錆簾  『さびすだれ』

錆 簾
 『さびすだれ』

土と炎が創る、
奇跡の味わい。



JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。 JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

K10175
しのぎ粉引 4.5皿
¥420（税抜） 
φ140×H23 （5）
カートン入数80 JAN 214848
磁 レンジ 食洗

K10176
しのぎ粉引 4.5鉢
¥420（税抜） 
φ144×H43 （5）
カートン入数80 JAN 214763
磁 レンジ 食洗

K10177
しのぎ粉引 6.0深皿
¥600（税抜） 
φ197×H42 （5）
カートン入数40 JAN 214770
磁 レンジ 食洗

K10179
しのぎ粉引 8.0皿
¥1,100（税抜） 
φ246×H31 （3）
カートン入数30 JAN 214947
磁 レンジ 食洗

K10178
しのぎ粉引 楕円皿
¥1,000（税抜） 
236×164×H23 （3）
カートン入数36 JAN 214756
磁 レンジ 食洗

K12281
白唐津ヌリワケ 9寸角盛皿  
¥1,500（税抜）    238×238×H52 （3）  
カートン入数24  JAN 4589788823972
磁 レンジ 食洗

K12282
白唐津ヌリワケ 長角盛鉢  
¥1,700（税抜）    260×155×H73 （3）  
カートン入数24  JAN 4589788823989
磁 レンジ 食洗

K12283
白唐津ヌリワケ 角小鉢  
¥600（税抜）    130×130×H53 （5）  
カートン入数60  JAN 4589788823996
磁 レンジ 食洗

K12284
白唐津ヌリワケ 花形取皿  
¥600（税抜）    160×H30 （5）  
カートン入数60  JAN 4589788824009
磁 レンジ 食洗

K12285
白唐津ヌリワケ 花形煮物鉢  
¥700（税抜）    158×H56 （5）  
カートン入数40  JAN 4589788824016
磁 レンジ 食洗

白唐津

8483



JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

K72055 両手付鉢 
¥1,500（税抜） 
250×205×H62 （3） 
カートン入数24  JAN 205983

磁 レンジ 食洗

K11227 両手付小鉢 
¥700（税抜） 
180×143×H47 （5） 
カートン入数60  JAN 180044

磁 レンジ 食洗

K72058 葉型鉢 
¥1,400（税抜） 
250×165×H70 （3） 
カートン入数36  JAN 205969

磁 レンジ 食洗

K11204 ておこし大皿 
¥1,400（税抜） 
270×275×H40 （3） カートン入数36
JAN 191583

磁 レンジ 食洗

K72059 楕円鉢（大） 
¥1,500（税抜） 
290×225×H45 （3） カートン入数24
JAN 201893

磁 レンジ 食洗

K72065 変形鉢（小） 
¥700（税抜） 
150×115×H55 （5） 
カートン入数60 
JAN 205914

磁 レンジ 食洗

K72064 変形鉢（中） 
¥1,300（税抜） 
210×170×H80 （3） 
カートン入数36 
JAN 205907

磁 レンジ 食洗

K72063 変形鉢（大） 
¥1,800（税抜） 
240×205×H90 （3） 
カートン入数24 
JAN 205891

磁 レンジ 食洗

K65020 
クローバー型万能鉢 
¥700（税抜） 
150×150×H55 400ml （5） 
カートン入数60 
JAN 205938

磁 レンジ 食洗

K72060 
楕円鉢（小） 
¥650（税抜） 
180×140×H35 （5） 
カートン入数60 
JAN 205921

磁 レンジ 食洗

K72061 
丸煮物鉢 
¥800（税抜） 
φ192×H40 （3） 
カートン入数36 
JAN 205952

磁 レンジ 食洗

K72062 
丸小鉢 
¥400（税抜） 
φ125×H45 （5） 
カートン入数60 
JAN 205945

磁 レンジ 食洗

K72039 
マグ 
¥600（税抜） 
φ93×H75 260ml （3） 
カートン入数60
JAN 205853

磁 レンジ 食洗

K72040 
ロックカップ 
¥500（税抜） 
φ93×H75 260ml （5）
カートン入数60 
JAN 205839

磁 レンジ 食洗

K72041 
焼酎カップ 
¥800（税抜） 
φ96×H105 350ml （3）
カートン入数60 
JAN 205846

磁 レンジ 食洗

K72038 
飯碗 
¥600（税抜） 
φ120×H65 350ml （5） 
カートン入数60 
JAN 205860

磁 レンジ 食洗

K80015 白唐津 仕切り鉢（大） 
¥1,800（税抜） 
295×265×H50 （1） 
カートン入数16  JAN 205976

磁 レンジ 食洗

白唐津

料理をどーんと盛りつけて

パーティー気分！

大皿はテーブルの主役を

作りやすく、どんなお料理でも

華やかに見えます。

K11226
反飯碗  
¥600（税抜）   
φ112×H64  280ml （5） 
カートン入数60  
JAN 205884
磁 レンジ 食洗

8685



87 JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。 88

K72052 
木の葉型小皿 
¥550（税抜） 
165×115×H25 （5） 
カートン入数60 
JAN 205822

磁 レンジ 食洗

K72053 
木の葉型パスタ皿 
¥1,200（税抜） 
260×185×H30 （3） 
カートン入数36 
JAN 191552

磁 レンジ 食洗

K72054 
木の葉型トレー 
¥1,400（税抜） 
365×165×H30 （3） 
カートン入数24 
JAN 191569

磁 レンジ 食洗

K72066 
小判皿（小） 
¥600（税抜） 
175×145×H15 （5） 
カートン入数60 
JAN 201879

磁 レンジ 食洗

K72067 
小判皿（中） 
¥850（税抜） 
215×177×H18 （3） 
カートン入数36 
JAN 201763

磁 レンジ 食洗

K72044 
角千代口 
¥320（税抜） 
70×70×H25 （5） 
カートン入数100
JAN 205815

磁 レンジ 食洗

K72045 
丸千代口 
¥320（税抜） 
φ80×H25 （5） 
カートン入数100 
JAN 201848

磁 レンジ 食洗

K72047 
さんま皿 
¥800（税抜） 
285×125×H30 （5） 
カートン入数40 
JAN 202081

磁 レンジ 食洗

K72048 
小判焼物皿 
¥800（税抜） 
285×115×H26 （5） 
カートン入数40 
JAN 201961

磁 レンジ 食洗

K72049 
削ぎ入り焼物皿 
¥700（税抜） 
215×135×H30 （5） 
カートン入数50 
JAN 208120

磁 レンジ 食洗

K72046 
たたき長皿 
¥1,300（税抜） 
270×165×H45 （3） 
カートン入数24 
JAN 201572

磁 レンジ 食洗

K51228 
半月皿 
¥600（税抜） 
210×185×H25 （5） 
カートン入数50 
JAN 208106

磁 レンジ 食洗

K72050 
正角70皿 
¥800（税抜） 
180×180×H25 （5）
 カートン入数40 
JAN 201862

磁 レンジ 食洗

K72051 
正角90皿 
¥1,500（税抜） 
235×235×H45 （3） 
カートン入数24 
JAN 208090

磁 レンジ 食洗

K43279  そば千代口 
¥450（税抜） 
φ84×H73 230ml （5） 
カートン入数60 
JAN 201459
磁 レンジ 食洗

K43280  ふたつ葉薬味 
¥500（税抜） 
130×95 （5） 
カートン入数60
JAN 201671
磁 レンジ 食洗

K72068 
小判皿（大） 
¥1,200（税抜） 
265×223×H22 （3） 
カートン入数30 
JAN 202234

磁 レンジ 食洗

K30273  楕円麺皿 
¥800（税抜） 
245×197×H35 （5） 
カートン入数40 
JAN 191620

（スノコ15cm対応）
磁 レンジ 食洗

イメージです

K80032 
白唐津 仕切り鉢（小） 
¥700（税抜） 
180×180×H32 （5） 
カートン入数50 
JAN 191590

磁 レンジ 食洗

K90035 
姫小丼 
¥400（税抜） 
φ110×H70  320ml （5） 
カートン入数60 
JAN 201756

磁 レンジ 食洗

＊そば千代口としても使えるサイズです。

白唐津

K12274
白唐津 二つ仕切皿  
¥800（税抜）    230×155×H24 （3）  
カートン入数36  JAN 4589788823903
磁 レンジ 食洗



K10205
白唐津 50深丼
¥800（税抜） 
φ154×H85 900ml （3）
カートン入数36 JAN 215289
磁 レンジ 食洗

K10206
白唐津 50和丼
¥600（税抜） 
φ158×H77 620ml （3）
カートン入数36 JAN 213155
磁 レンジ 食洗

K72042 
姫丼 
¥600（税抜） 
φ133×H82 550ml （5） 
カートン入数60 
JAN 205877

磁 レンジ 食洗

JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

K70003 
お玉立て 
¥800（税抜） 
φ120×H45 （3） 
カートン入数60 
JAN 208113

磁 レンジ 食洗

K72070 
しゃもじ立て 
¥800（税抜） 
130×60×H87 （3） 
カートン入数60 
JAN 205723

磁 レンジ 食洗

K72069 
汁次 
¥850（税抜） 
65×H78 150ml （3） 
カートン入数60 
JAN 205716

磁 レンジ 食洗

K10138
白唐津 縞一珍丼
¥800（税抜） 
φ160×H85 510ml （3）
カートン入数36 JAN 212615
磁 レンジ 食洗

K12199
白唐津 縞一珍飯碗  
¥600（税抜）   
φ120×H62 290ml （5）  
カートン入数60
JAN 4589788823156  
磁 レンジ 食洗

K80006 仕切り鉢（大） 
¥1,800（税抜） 
295×265×H50 （1） 
カートン入数16
JAN 208472

磁 レンジ 食洗

K80037 仕切り鉢（小） 
¥700（税抜） 
180×180×H32 （5） 
カートン入数50
JAN 208489

磁 レンジ 食洗

K12275
水玉白唐津 二つ仕切皿  
¥900（税抜）    230×155×H24 （3）  
カートン入数36  JAN 4589788823910
磁 レンジ 食洗

水玉白唐津

K70001 
白唐津 レンゲ 
¥380（税抜） 
140 （5） 
カートン入数100 
JAN 240946

レンジ 磁 食洗

9089



JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

水玉白唐津

K52016 
飯碗 
¥600（税抜） 
φ120×H65 350ml （5） 
カートン入数60 
JAN 192092

磁 レンジ 食洗

K52017 
マグ 
¥600（税抜） 
φ93×H75 260ml （3） 
カートン入数60 
JAN 208311

磁 レンジ 食洗

K52018 
フリーカップ 
¥650（税抜） 
φ82×H115 280ml （3） 
カートン入数60 
JAN 208298

磁 レンジ 食洗

K52019 両手付大鉢 
¥1,600（税抜） 
250×205×H62 （1） 
カートン入数24 
JAN 208359

磁 レンジ 食洗

K11229 両手付小鉢 
¥800（税抜） 
180×143×H47 （5） 
カートン入数60  JAN 180068

磁 レンジ 食洗

K52020 
小鉢 
¥400（税抜） 
φ123×H44 （5） 
カートン入数60 
JAN 208304

磁 レンジ 食洗

K11228 
反飯碗 
¥600（税抜） 
φ112×H64  280ml （5） 
カートン入数60 
JAN 180051

磁 レンジ 食洗

K52021 半月銘々皿 
¥600（税抜） 
210×185×H25 （5） 
カートン入数50
JAN 208366

磁 レンジ 食洗

K52022 楕円さんま皿 
¥800（税抜） 
285×115×H26 （5） 
カートン入数40 
JAN 208380

磁 レンジ 食洗

K52023 わらじ焼物皿 
¥750（税抜） 
238×132×H25 （5） 
カートン入数50 
JAN 208373

磁 レンジ 食洗

K52024 楕円浅小鉢 
¥700（税抜） 
175×145×H35 （5） 
カートン入数60 
JAN 208328

磁 レンジ 食洗

K52025 楕円取皿 
¥600（税抜） 
177×145×H14 （5） 
カートン入数60 
JAN 208342

磁 レンジ 食洗

K52027 楕円パスタ皿 
¥900（税抜） 
245×197×H35 （5） 
カートン入数40 
JAN 208397

磁 レンジ 食洗

K52026 
楕円ボール（大） 
¥1,400（税抜） 
255×164×H70 （3） 
カートン入数36 
JAN 208403

磁 レンジ 食洗

K61037 
クローバー型万能鉢 
¥700（税抜） 
150×150×H55 400ml （5） 
カートン入数60 
JAN 206713

磁 レンジ 食洗

K73016 
そば千代口 
¥480（税抜） 
φ84×H73 220ml （5） 
カートン入数60 
JAN 206737

磁 レンジ 食洗

K73015 
丸千代口 
¥350（税抜） 
φ80×H25 （5） 
カートン入数100 
JAN 206720

磁 レンジ 食洗

優しい感じ…可愛い感じ…

落ち着く感じ…サイズもたくさん…

シリーズで揃えたくなる

水玉白唐津です。

K10195
木の葉型パスタ皿
¥1,200（税抜） 
260×185×H30 （3）
カートン入数36 
JAN 208526

磁 レンジ 食洗

K10196
木の葉型小皿
¥600（税抜） 
165×115×H25 （5）
カートン入数60 
JAN 208496

磁 レンジ 食洗

K70004 
レンゲ 
¥380（税抜） 
140 （5）
カートン入数100 
JAN 208502

レンジ 磁 食洗

9291



K80125 
四方盛鉢 
¥1,500（税抜） 
192×192×H82 （1） 
カートン入数20 
JAN 211786

磁 レンジ 食洗

K80126 
四方取鉢 
¥700（税抜） 
135×135×H55 （5） 
カートン入数50  
JAN 211793

磁 レンジ 食洗

K80127 小丼 
¥700（税抜） 
φ112×H84 420ml （3） 
カートン入数60  
JAN 209561

磁 レンジ 食洗

K80128 楕円取皿 
¥600（税抜） 
157×133×H39 （5） 
カートン入数60 
JAN 209233

磁 レンジ 食洗

K80129 手びねり取皿 
¥700（税抜） 
160×160×H40 （5） 
カートン入数60  
JAN 209721

磁 レンジ 食洗

K80130 楕円鉢 
¥1,500（税抜） 
270×175×H63 （2） 
カートン入数24 
JAN 212622

磁 レンジ 食洗

K80131 仕切付長皿 
¥1,300（税抜） 340×155×H40 （2） 
カートン入数20  JAN 211779

磁 レンジ 食洗

K80132 角大盛皿 
¥1,800（税抜） 262×212×H42 （1） 
カートン入数20  JAN 211762

磁 レンジ 食洗

深い青色から黒にかけてのグラデーションが美しい、「月あかり」シリーズ。
料理の色が映える、趣深い器です。

K10147  焼き物皿  
¥700（税抜） 272×110×H25 （5） 
カートン入数50 JAN 211755

磁 レンジ 食洗

K10180  枠抜き角盛皿  
¥1,200（税抜） 200×200×H25 （3） 
カートン入数30  JAN 211748

  磁 レンジ 食洗

撥水  青海波シリーズ

K13371 
80盛鉢  ¥1,400（税抜） 
φ252×H77 （1） カートン入数16 
JAN 4589788830079
磁 レンジ 食洗  

K13372  
平丼  ¥700（税抜） 
φ200×H66 830ml （3） カートン入数36 
JAN 4589788830086
磁 レンジ 食洗

K13394  
オーバル  ¥600（税抜） 
198×180×H42 （5） カートン入数40 
JAN 4589788831038
磁 レンジ 食洗

K13373
パスタ＆カレー  ¥600（税抜） 
φ200×H45 （5）  カートン入数40 
JAN 4589788830093
磁 レンジ 食洗

K13374
63ラーメン  ¥700（税抜） 
φ185×H77 1030ml （3）  カートン入数24 
JAN 4589788830109
磁 レンジ 食洗

K13375
48多用丼  ¥500（税抜） 
φ154×H66 530ml （5）  カートン入数60 
JAN 4589788830116
磁 レンジ 食洗

9493
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カンナで削ったような柄が、らせん状に刻印され、
淡い雪のような釉薬で仕上げた、上品で使いやすい器です。

K99094 
パスタ皿 
¥800（税抜） 
φ228×H50 （5） 
カートン入数40  JAN 214060

磁 レンジ 食洗

K99095 
ボウル（S） 
¥400（税抜） 
φ130×H45 （5） 
カートン入数60  JAN 201473

磁 レンジ 食洗

K99096 
オーバル 
¥600（税抜） 
192×180×H40 （5）
カートン入数40  JAN 214084

磁 レンジ 食洗

K99097 
50プレート 
¥500（税抜） 
φ173×H23 （5） 
カートン入数60  JAN 212370

磁 レンジ 食洗

K99098 
ボウル（L） 
¥1,400（税抜） 
φ240×H80 （1） 
カートン入数16  JAN 201503

磁 レンジ 食洗

K99099 
スクエアープレート（S） 
¥450（税抜） 
135×135×H26 （5） 
カートン入数60  JAN 214053

磁 レンジ 食洗

K99100 
スクエアープレート（M） 
¥800（税抜） 
168×168×H27 （5） 
カートン入数40  JAN 214077

磁 レンジ 食洗

K99115 
35プレート 
¥350（税抜） 
φ125×H20 （5） 
カートン入数80  JAN 214091

磁 レンジ 食洗

K12201
縞一珍丼  ¥800（税抜）   
φ160×H85 510ml （3）  
カートン入数36
JAN 4589788823170  
磁 レンジ 食洗

K12198
縞一珍飯碗  ¥600（税抜）   
φ120×H62 290ml （5）  
カートン入数60
JAN 4589788823149  
磁 レンジ 食洗



9 89 7

青海波は縁起の良い柄と言われ、どこまでも平がる大海原に、絶えず繰り返す穏やかな
波のように、平穏な暮らしがいつまでも続くようにという願いを込めた吉祥文様です。

9 8JANコードは表記数字の前に、メーカーコードJAN 4560213- を入れてください。

W20235 
飯碗 
¥450（税抜） 
φ130×H65 340ml （5） 
カートン入数60 
JAN 211823

磁  レンジ  食洗

W30004 
取皿 
¥400（税抜） 
φ150×H21 （5） 
カートン入数60  
JAN 211830

磁  レンジ  食洗

W20238 
50平鉢 
¥450（税抜） 
φ160×H45 （5） 
カートン入数60 
 JAN 211854

磁  レンジ  食洗

W30006 
煮物鉢 
¥650（税抜） 
φ165×H57 （5） 
カートン入数50  
JAN 211847

磁  レンジ  食洗

W20234 
90盛鉢 
¥1,700（税抜） 
φ283×H75 （1） 
カートン入数12 
JAN 211809

磁  レンジ  食洗

W20243 
平丼 
¥700（税抜） 
φ196×H70 750ml （3） 
カートン入数36  
JAN 211861

磁  レンジ  食洗

W20240 
六兵衛丼 
¥800（税抜） 
φ170×H88 1000ml （3） 
カートン入数36  
JAN 211878

磁  レンジ  食洗

W20241 
釜上げ丼 
¥1,000（税抜） 
φ170×H90 1030ml （3） 
カートン入数24 
 JAN 211885

磁  レンジ  食洗

W30002 
姫丼 
¥650（税抜） 
φ133×H82 550ml （5） 
カートン入数60  
JAN 211892

磁  レンジ  食洗

W30003 
姫小丼 
¥500（税抜） 
φ110×H70 320ml 

（5） カートン入数60 
 JAN 211915

磁  レンジ  食洗
＊そば千代口としても
　使えるサイズです。

W20237 
麺皿 
¥800（税抜） 
φ228×H50 

（5） カートン入数40 
 JAN 211939

磁  レンジ  食洗

K80231 
95盛皿 
¥1,800（税抜） 
φ290×H63 （1） 
カートン入数18  
JAN 211816

磁  レンジ  食洗

K10001
40鉢
¥400（税抜） 
φ130×H45 （5）
カートン入数60 
JAN 211908
磁 レンジ 食洗


