K131116
織部

JAN 4589788827536

K131115
白

JAN 4589788827529

K131119（ YE）

JAN 4589788827567

K131120（ GR）

K131112（ PK）

JAN 4589788827574

K131113（ YE）

JAN 4589788827499

ウェーブ 焼酎カップ ¥800（税抜） φ94×H96 300ml（3） カートン入数60 陶

K131114（ BL）

JAN 4589788827505

BEER MUG

NOMU UTSUWA

K131118（ PK）

JAN 4589788827550

JAN 4589788827512

レリーフ フリーカップ ¥800（税抜） φ87×H105 260ml（3） カートン入数60 陶
K131117
黒

JAN 4589788827543

立浪 ビアジョッキ

¥1,200（税抜）
φ91×H128 400ml（1）
カートン入数48
K51149
ツートンライン

JAN 4560213209295

K51150
ツートン水玉

JAN 4560213210215

くびれカップ
¥800（税抜）φ93×H80 300ml（3）カートン入数60
陶

K99080
ナマコ十草

JAN 4560213217009

K99081
ビードロ十草

JAN 4560213217689

ロックカップ
¥800（税抜）φ95×H77 250ml（3）カートン入数60
磁

レンジ

K72078
水玉白唐津 ロックカップ
¥500（税抜）

φ93×H75 260ml（5）
カートン入数60
JAN 4560213208281
磁

食洗

レンジ

食洗

陶

K72040
白唐津 ロックカップ
¥500（税抜）

φ93×H75 260ml（5）
カートン入数60
JAN 4560213205839
磁

レンジ

食洗

K99078
ナマコ十草

K43138
白抜き丸紋

JAN 4560213212950

K43137
太錆十草

JAN 4560213217139

K43136
流星

JAN 4560213210222

削ぎ入りロックカップ
¥800（税抜）φ97×H85 290ml（3）カートン入数60
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陶

K60506
御深井

JAN 4560213217177

K21250
ピンク

JAN 4560213219232

K21249
トルコブルー

JAN 4560213219249

ロックカップ
¥800（税抜）φ85×H90 290ml（3）カートン入数60

K99079
ビードロ十草

JAN 4560213216903

JAN 4560213209707

ビアジョッキ
¥1,600（税抜）φ95×H132 500ml（1）
カートン入数48

陶

磁

レンジ

食洗

K90093
塗り分け粉引

JAN 4560213209738

K90094
塗り分け灰釉

陶

K12304（ BR）

JAN 4589788824207

JAN 4560213209745

ビアジョッキ
¥880（税抜）φ88×H125 370ml（1）
カートン入数48

K12303（ NV）

JAN 4589788824191

クアトロ ビアジョッキ
¥1,600（税抜） φ95×H132 500ml（1）
カートン入数48
磁

レンジ

食洗
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注意事項

木箱ギフト
カタログ商品を木箱に入れて、ギフトにセットアップできます。
母の日、父の日、お誕生日や、ご結婚のお祝いなど、

ご注文について

贈り映えする木箱に入れて、気持ちを伝えませんか？
Gift Box

ご希望の商品（※飯碗・湯呑・マグ・フリーカップに限ります）を、木箱にセットいたします。木箱のサイズは、下記の3サイズに限ります。
※上記アイテムでも木箱に入らない商品もございますので、ご了承ください。
（青海波 飯碗は不対応）

●ご注文用紙につきましては、お客様のフォームをお使いいただいてかまいません。

ご注文のお願いといたしましては、
「 品番」
「 品名」
「カラー」を必ず明記くださいませ。

「品番」だけでもお受けいたしますが、
「 品番」の記入が間違ってた場合の商品の「返品」
「 交換」時の
運送費につきましては、お客様御負担となりますので、予めご了承くださいませ。

●最低発注数は、各商品スペックに表記されております（カッコ）内の数となります。

+

●ご注文数が、最低発注数と異なる場合は発注数に近い数にて発送させて頂きます。

=

商品
（本体価格）

木箱
（本体価格）

例）最低発注数が「３」で、
ご注文が「５」の場合は「６」でのご発送となります。

木箱入りの
GIFT

※本体価格の合計に
消費税が加算されます

ご発送について
●ご発注日の翌日発送となります。

（※状況により異なる場合もございます。）
●弊社提携運送会社は「西濃運輸」
となります。北海道のみ「松岡満運輸」
となります。

●ヤマト運輸、佐川急便など他の運送便ご指定の場合は、差額運賃をご請求させて頂きます。
●時間指定などの場合も差額運賃をご請求させて頂きます。
●当日１８時までの受注確認で、翌日配送となります。

K131101
飯碗1個入用 桐箱（焼き印入り）
¥1,200（税抜）

●１８時以降の受注確認分は、翌々日のご発送となりますので、予めご了承くださいませ。

（内寸）128×128×H91（1）
カートン入数60 JAN 4589788827383
桐

※商品はイメージです

商品の返品・破損について
●基本的には返品はお受けいたしておりませんが、弊社による責任が認められる場合は、
商品到着日より７日以内であればお受けいたします。

●弊社より御社様御指定場所へ納品時に破損がある場合は、
「 何が何個破損しているか」のご連絡を

K131102
マグ1個入用 桐箱（焼き印入り）
¥1,200（税抜）

弊社までいただけますようお願い致します。
ご連絡後に、運送会社に回収に向かっていただきます。
連絡を頂く前に「廃棄」等の処置をされた場合は、破損扱いが出来ませんのでご了承くださいませ。

（内寸）125×115×H117（1）
カートン入数60 JAN 4589788827390

●弊社よりご指定の納品場所へお送りした後の、中継後の破損につきましてはお受けしかねますので
ご了承くださいませ。

桐
※商品はイメージです

●商品特性の認識の違いによるご返品はご相談後のご対応となりますので、
ご了承くださいませ。

カタログ商品の継続・廃番について
●商品を取り巻く状況により、予告なく
「廃番」
「 在庫数限り」
となる場合が

K131103
フリーカップ1個入用 桐箱（焼き印入り）
¥1,200（税抜）

ございますので、予めご了承くださいませ。

●毎年１０月には、新カタログに向けての「継続」
「 廃番」
「 在庫限り」が決まっております。

（内寸）133×96×H106（1）
カートン入数60 JAN 4589788827406
桐

※商品はイメージです

〜必ずお読みください〜
■サイズについて……………木箱のサイズについては、多少の誤差は生じます。
■荷姿について………………商品には、
ミラーマットを巻いての荷姿となります。木箱には、薄紙を巻きダンボールで保護した状態でカートンに入れ発送いたします。		
■木箱・商品の破損について…商品到着時に確認いただき、木箱の破損等をご確認ください。到着日より8日以後の破損のご報告はお受けいたしかねますのでご了承くださいませ。		
■木箱特性について……………木箱の蓋につきましては、反る場合がございますが、避けがたい木箱の特性となっております。
返品や交換のご対応はお受けしておりませんので、ご了解いただいた上で木箱セット商品のお取り扱いをご検討くださいませ。
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