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“ふうがわりなもの”

信楽の職人ことばがその名の由来。

生み出すうつわの形に全く同じものはありません。

職人たちのまごころや遊び心が詰まった「へちもん」の品々。
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信楽焼の魅力はその無垢な味わい。
日本食材をはじめ、世界中の食材を引き立たせる演出ができます。
食を楽しむすべての人たちへ喜びや幸せ、感動を分かち合い、
そして、人と人に繋がりをもたらす器でありたい。

もてなしのうつわ

ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。

も
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し
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う
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わ

2 3寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。

3-3005
黒銀貫入 酒杯　
￥4,600（税抜） 
φ8 H8.5 約310㎖

（木箱）

ギフト

3-3004
銀結晶 酒杯　
￥4,400（税抜） 
φ8.5 H8.5 約290㎖

（木箱）

ギフト

3-3006
月影 酒杯　
￥4,600（税抜） 
φ8.5 H7 約290㎖

（木箱）

ギフト

3-3003
月影 酒器セット　￥8,600（税抜） 
木箱（徳利×1、盃×1）

ギフト

3-3001
金耀 酒器セット　￥7,800（税抜） 
木箱（注器×1、ぐい吞×1）

ギフト

3-3002
銀華貫入 酒器セット　￥7,400（税抜） 
木箱（注器×1、ぐい吞×1）

ギフト

3-3021
月影 20㎝浅鉢　
￥5,000（税抜） 
φ20 H5
化粧箱（22.5×22.5×7）

ギフト

3-3020
月影 木の葉小皿　
￥2,500（税抜） 
17×9.5 H2.5（5入）

3-3018
銀結晶 高台小付　
￥2,800（税抜） 
φ9.5 H6.5（5入）

3-3017
銀結晶 豆皿　
￥2,400（税抜） 
φ11 H1.5（5入）

3-3016
銀結晶 蓋小付　
￥3,400（税抜） 
φ7.5 全高6（3入）

3-3019
銀結晶 扇面皿　
￥7,000（税抜） 
25×21.5 H2（3入）

3-3008
貫入 長方皿　
￥8,000（税抜） 
32×12 H3.5（1入）

3-3011
貫入 15㎝皿　
￥3,500（税抜） 
φ15 H3（5入）

3-3010
貫入 小鉢　
￥3,800（税抜） 
14.5×13.5 H5.5（5入）

3-3007
貫入 四方皿　
￥8,500（税抜） 
□23 H3.5（1入）

3-3009
貫入 盛鉢　
￥6,500（税抜） 
20×19 H7（1入）

B. 金耀 ぐい呑　￥3,300（税抜） 
φ5.5 H4.5（5入）

B. 銀華 ぐい呑　￥2,700（税抜）  
φ6.5 H4（5入）

B. 月影 盃　￥3,100（税抜）  
φ7.5 H3.5（5入）

A. 金耀 注器　￥4,500（税抜）  
8.5×7.5 H9 約270㎖（3入）

A. 銀華貫入 注器　￥4,700（税抜）  
φ7 H10 約250㎖（3入）

A. 月影 徳利　￥5,500（税抜）  
φ7.5 H10.5 約180㎖（3入）

3-3013
黒耀輪花 小鉢　
￥2,500（税抜） 
φ14.5 H5（5入）

3-3012
黒耀輪花 7寸浅鉢　
￥5,000（税抜） 
φ21 H4.5（3入）

3-3015
玄武 18㎝皿（耐熱）　
￥2,500（税抜） 
φ18 H2.5（5入）

3-3014
玄武 23㎝皿（耐熱）　
￥3,500（税抜） 
φ23 H2.5（3入）

B B B

A A A
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寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3031
金環 19㎝コンポート　
￥5,000（税抜） 
φ19 H7.5（1入）

3-3030
金環 14㎝コンポート　
￥3,800（税抜） 
φ14 H6.5（3入）

3-3029
金環 18㎝菊花皿　
￥3,000（税抜） 
φ18 H2.5（5入）

3-3034
錆いぶし たわみ盛鉢　
￥2,800（税抜） 
19.5×17.5 H6（3入）

3-3033
窯変 ちぎり皿（小）　
￥1,400（税抜） 
14×13 H5（5入）

3-3028
しろがね 21㎝鉢　
￥4,200（税抜） 
φ21 H6.5（3入）

3-3026
しろがね 小鉢　
￥2,500（税抜） 
φ15 H6（5入）

3-3032
金彩窯変 片口鉢　
￥3,200（税抜） 
20×14 H6（2入）

3-3025
荒土白かさね脚付皿 小　
￥2,500（税抜） 
□15 H5（3入）

3-3024
荒土白かさね脚付皿 中　
￥3,000（税抜） 
□17 H5（3入）

3-3023
荒土白かさね脚付皿 大　
￥4,000（税抜） 
□20.5 H5.5（1入）

3-3022
荒土白かさね脚付皿 特大　
￥5,000（税抜） 
□23 H7（1入）

3-3036
里山 楕円豆皿　
￥1,500（税抜） 
11.5×9.5 H2.5（5入）

3-3035
里山 おにぎり皿　
￥2,200（税抜） 
20×12 H3（3入）

3-3037
里山 大皿　
￥6,800（税抜） 
φ30 H2（1入）

3-3027
しろがね 深鉢　
￥4,000（税抜） 
φ18 H9（3入）
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寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。

3-3040
炭化灰被り 豆皿　
￥900（税抜） 
φ9.5 H1.5（5入）

3-3041
炭化灰被り 11㎝太鼓皿　
￥1,800（税抜） 
φ11 H2.5（5入）

3-3039
炭化灰被り 14㎝角皿　
￥1,800（税抜） 
□14 H1.5（5入）

3-3038
炭化灰被り 21㎝角皿　
￥4,000（税抜） 
□21 H2.5（3入）

3-3042
炭化灰被り えくぼ小鉢　
￥2,500（税抜） 
φ17 H6（5入）

3-3045
いぶしビードロ 小付　
￥2,500（税抜） 
φ12 H4.5（5入）

3-3044
炭化灰被り 玉ぶち盛鉢　
￥5,000（税抜） 
22×21.5 H6（3入）

3-3043
炭化灰被り 大鉢　
￥10,000（税抜） 
φ26.5 H8（2入）

3-3057
蓮の葉 脚付小皿　
￥3,000（税抜） 
φ17 H3.5（3入）

3-3058
蓮の葉 20㎝盛器　
￥3,200（税抜） 
φ20 H5（3入）

3-3060
蓮の葉大皿　
￥5,000（税抜） 
φ30 H3（1入）

3-3059
蓮の葉 脚付皿　
￥4,000（税抜） 
φ26 H5
化粧箱（28.5×28.5×5.5）

ギフト

3-3052
山帰来 豆鉢　
￥900（税抜） 
8×8 H3.5（5入）

3-3053
緑流釉 豆皿　
￥900（税抜） 
8.5×8 H2.5（5入）

3-3055
蓮弁 豆鉢　
￥1,200（税抜） 
11×7.5 H3.5（5入）

3-3056
蓮弁 小鉢　
￥2,200（税抜） 
15×11 H4（5入）

3-3046
笹の葉 豆皿　
￥1,300（税抜） 
14.5×7 H2（5入）

3-3047
笹の葉 付出皿　
￥2,800（税抜） 
25×9 H3（5入）

3-3048
笹の葉 30㎝皿　
￥3,500（税抜） 
30×13 H3（3入）

3-3049
笹の葉 大皿　
￥5,000（税抜） 
38.5×14.5 H3（1入）

3-3051
山帰来 15㎝鉢　
￥3,000（税抜） 
15.5×15 H5（5入）3-3050

山帰来 21㎝皿　
￥3,500（税抜） 
21×18.5 H4（3入）

3-3054
山芋の葉 大皿　
￥5,000（税抜） 
36×18.5 H5（1入）
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寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3067
いぶし 22㎝丸トレー　
￥4,500（税抜） 
φ22 H2.5（3入）

3-3066
いぶし 27㎝丸板皿　
￥9,000（税抜） 
φ27 H2（2入）

3-3061
窯変いぶし 大皿　
￥12,000（税抜） 
φ39 H4.5（1入）

3-3063
いぶし 16㎝そり鉢　
￥2,200（税抜） 
φ16 H6（5入）

3-3065
いぶし 高台盛器　
￥6,000（税抜） 
φ17.5 H6（3入）

3-3064
窯変いぶし コマ型高台皿 小　
￥4,500（税抜） 
φ16.5 H3（3入）

3-3062
いぶし 大鉢　
￥6,000（税抜） 
φ25.5 H7.5（2入）

3-3081
白楽 角皿 小　
￥3,200（税抜） 
□16 H1（5入）

3-3080
白楽 長方皿　
￥5,000（税抜） 
27.5×17.5 H1（5入）

3-3079
モザイク 15㎝角プレート　
￥1,800（税抜） 
□15 H1（5入）

3-3083
花わび 15㎝角プレート　
￥1,800（税抜） 
□15 H1（5入）

3-3082
花わび 21㎝角プレート　
￥3,200（税抜） 
□21 H1（3入）

3-3077
いぶし 浅箱皿 小　
￥3,000（税抜） 
18×8 H2.5（5入）

3-3070
白線いぶし プレート（L）　
￥2,500（税抜） 
□20.5 H2（5入）

3-3071
白線いぶし プレート（M）　
￥1,500（税抜） 
□15 H2（5入）

3-3072
白線いぶし プレート（S）　
￥1,000（税抜） 
□12.5 H2（5入）

3-3069
白線いぶし 角皿（M）　
￥2,000（税抜） 
□14.5 H3（5入）

3-3075
いぶし 檜皮長皿　
￥4,500（税抜） 
35×11 H1（3入）

3-3074
いぶし 檜皮皿 小　
￥1,500（税抜） 
□13 H1（5入）

3-3073
いぶし 檜皮皿 中　
￥2,000（税抜） 
□15 H1（5入）

3-3078
モザイク 21㎝角プレート　
￥3,200（税抜） 
□21 H1（3入）

3-3068
白線いぶし 角皿（L）　
￥3,500（税抜） 
□19.5 H3.5（3入）

3-3076
いぶし 深箱皿 大　
￥10,000（税抜） 
35×8 H6.5（1入）
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寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3088
いぶし 長角盛皿 中　
￥6,000（税抜） 
27×19.5 H2.5（1入）

3-3089
いぶし 長角盛皿 大　
￥7,500（税抜） 
32×23 H2.5（1入）

3-3087
銀波 17㎝皿　
￥2,200（税抜） 
17×14 H4（5入）

3-3086
銀波 40㎝特長皿　
￥5,000（税抜） 
40×12 H4（1入）

3-3090
窯変しのぎ 長皿　
￥15,000（税抜） 
55×15 H4（1入）

3-3085
刷毛目いぶし 20㎝角台皿　
￥5,000（税抜） 
□20 H2.5（3入）

3-3091
緋色 花小皿　
￥2,000（税抜） 
14.5×14 H1.5（5入）

3-3093
緋色 24㎝長皿　
￥3,200（税抜） 
25×12.5 H2（3入）

3-3092
緋色 28㎝長角盛皿　
￥5,000（税抜） 
27.5×18.5 H2（2入）

3-3098
ビードロ窯変 20㎝丸皿　
￥3,200（税抜） 
φ20.5 H2（5入）

3-3097
ビードロ窯変 27㎝盛皿　
￥4,500（税抜） 
φ27 H2.5（1入）

3-3096
ビードロ窯変 変形大鉢　
￥6,000（税抜） 
31×28 H9（1入）

3-3100
ビードロ窯変 舟盛器 大　
￥6,000（税抜） 
34×16 H7（1入）

3-3095
ビードロ窯変 50㎝特長皿　
￥5,500（税抜） 
50×10 H2（1入）

3-3099
ビードロ窯変 舟盛器 特大　
￥7,500（税抜） 
43×21 H8（1入）

3-3084
窯変いぶし 高台皿　
￥5,600（税抜） 
25×15 H5（1入）

3-3094
緋色 ハットディッシュ（耐熱）　
￥4,500（税抜） 
φ26.5 H5 リム内径12（1入）



見立て次第で小鉢・小丼とは趣の異なる上品な銘々碗にも。

締めのひと碗。メニューの余白。はっとする演出効果に…抹茶碗

12 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3102
錆いぶし 茶碗　
￥2,400（税抜） 
φ11.5 H7 約360㎖（1入）

3-3101
いぶし 半筒茶碗　
￥1,600（税抜） 
φ11.5 H8 約500㎖（1入）

3-3105
青彩釉 茶碗　
￥3,000（税抜） 
φ12 H8 約500㎖（1入）

3-3107
浅葱斑 茶碗　
￥3,000（税抜） 
φ12.5 H8.5 約550㎖（1入）

3-3110
粉引窯変 茶碗　
￥3,500（税抜） 
φ12.5 H8 約600㎖（1入）

3-3103
紺碧 茶碗　
￥2,800（税抜） 
φ12 H8.5 約500㎖（1入）

3-3108
吹雪 茶碗　
￥3,200（税抜） 
φ12 H8 約550㎖（1入）

3-3111
カラカネ 茶碗　
￥4,000（税抜） 
φ11.5 H8 約550㎖（1入）

3-3106
さくらんぼ 茶碗　
￥3,000（税抜） 
φ11.5 H7.5 約400㎖（1入）

3-3104
水鏡 茶碗　
￥2,800（税抜） 
φ11.5 H7 約450㎖（1入）

3-3109
里山 茶碗　
￥3,500（税抜） 
φ10.5 H7 約320㎖（1入）



徳利

ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。14 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 15
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徳
利

3-3135
あく流 ぐい呑　
￥800（税抜） 
φ6 H3.5（5入）

3-3134
あく流 徳利　
￥2,000（税抜） 
φ7.5 H11 約210㎖（3入）

3-3137
残雪 ぐい呑　
￥800（税抜） 
φ6 H5（5入）

3-3136
残雪 びっくり徳利　
￥2,000（税抜） 
φ9 H11.5 約360㎖（3入）

3-3129
大福 ぐい呑　
￥900（税抜） 
φ7 H4（5入）

3-3128
大福 徳利　
￥2,300（税抜） 
φ8.5 H12.5 約280㎖（3入）

3-3123
辰砂 盃　
￥1,200（税抜） 
φ7.5 H3.5（5入）

3-3122
辰砂 徳利　
￥2,500（税抜） 
φ8.5 H12.5 約280㎖（3入）

3-3139
黒柿 ぐい呑　
￥900（税抜） 
φ6.5 H4（5入）

3-3138
黒柿 徳利　
￥2,000（税抜） 
φ9.5 H12.5 約450㎖（3入）

3-3127
銀河 盃　
￥1,300（税抜） 
φ7 H3.5（5入）

3-3126
銀河 徳利　
￥2,300（税抜） 
φ7.5 H12.5 約300㎖（3入）

3-3133
古信楽 ぐい呑　
￥900（税抜） 
φ5 H4.5（5入）

3-3132
古信楽 徳利　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H11.5 約250㎖（3入）

3-3117
いぶしトルコ ぐい呑　
￥1,700（税抜） 
φ8 H4（5入）

3-3116
いぶしトルコ 徳利　
￥3,200（税抜） 
φ7.5 H12.5 約200㎖（3入）

3-3125
赤銅焼〆 ぐい呑　
￥1,200（税抜） 
φ7 H4（5入）

3-3124
赤銅焼〆 徳利　
￥2,400（税抜） 
φ7.5 H10.5 約250㎖（3入）

3-3119
吹雪 ぐい呑　
￥1,300（税抜） 
φ5.5 H4（5入）

3-3118
吹雪 徳利　
￥3,000（税抜） 
φ8 H11.5 約220㎖（3入）

3-3121
荒磯 猪口　
￥1,300（税抜） 
φ6 H4.5（5入）

3-3120
荒磯 徳利　
￥2,800（税抜） 
φ7 H10.5 約180㎖（3入）

3-3131
水鏡 ぐい呑　
￥1,500（税抜） 
φ7 H3.5（5入）

3-3130
水鏡 徳利　
￥2,200（税抜） 
φ8 H10.5 約240㎖（3入）

3-3113
碧えがき 酒器セット　
￥5,000（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

B. 碧えがき ぐい呑　 
￥1,200（税抜） φ5.5 H4.5（5入）

A. 碧えがき 徳利　 
￥2,600（税抜） φ8.5 H12 約300㎖（3入）

3-3112
粉引窯変 酒器セット　
￥5,000（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

B. 粉引窯変 玉ぐい呑　 
￥1,200（税抜） φ7 H4.5（5入）

A. 粉引窯変 玉徳利　 
￥2,600（税抜） φ9.5 H12 約420㎖（3入）

B. 呉須丸 盃　 
￥1,200（税抜） φ7 H3.5（5入）

A. 呉須丸 徳利　 
￥2,600（税抜） φ8.5 H12.5 約360㎖（3入）

3-3115
呉須丸 酒器セット　
￥5,000（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

3-3114
紅えがき 酒器セット　
￥5,000（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

B. 紅えがき ぐい呑　 
￥1,200（税抜） φ5.5 H4.5（5入）

A. 紅えがき 徳利　 
￥2,600（税抜） φ8 H11.5 約310㎖（3入）

A

A

A

A

B

B

B

B



注器

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。16 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 17
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3-3140
白線いぶし 酒器セット　
￥3,000（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

A. 白線いぶし 注器　 
￥1,600（税抜） 9×8 H11.5 約350㎖（3入）

B. 刷毛目いぶし ぐい呑　 
￥700（税抜） φ6 H4.5（5入）

3-3159 荒磯 注器　
￥2,500（税抜） 10×8.5 H9 約300㎖（3入）

3-3160 荒磯 ぐい呑　
￥1,300（税抜） φ6 H5.5（5入）

3-3165 荒刷毛 注器　
￥2,300（税抜） 11×9 H9.5 約380㎖（3入）

3-3166 荒刷毛 ぐい呑　
￥1,200（税抜） φ5.5 H4（5入）

3-3142
モザイク 酒器セット　
￥3,500（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

A. モザイク 注器　 
￥1,700（税抜）10×9.5 H9 約400㎖（3入）

B. モザイク ぐい呑　 
￥900（税抜） φ6 H5（5入）

3-3141
さくらんぼ 酒器セット　
￥3,500（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

A. さくらんぼ 注器　 
￥2,100（税抜） 9×8 H8.5 約250㎖（3入）

B. さくらんぼ おちょこ　 
￥700（税抜） φ6.5 H3.5（5入）

3-3143
錆いぶし 片口酒器セット
￥5,000（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

B. 錆いぶし ぐい呑　 
￥1,200（税抜） φ6 H5（5入）

A. 錆いぶし 片口注器　 
￥2,600（税抜） 12×9.5 H9 約360㎖（3入）

3-3153 碧水 注器　
￥3,000（税抜） 8×7.5 H11 約300㎖（3入）

3-3154 碧水 猪口　
￥2,200（税抜） φ5.5 H4.5（5入）

3-3145 貫入 注器　
￥3,800（税抜） 11×10 H7.5 約370㎖（3入）

3-3146 貫入 ぐい呑　
￥2,000（税抜） φ6 H4（5入）

3-3161 白釉しのぎ 片口注器　
￥2,500（税抜） 9.5×9 H9 約250㎖（3入）

3-3162 白釉しのぎ ぐい呑　
￥1,300（税抜） φ6.5 H5（5入）

3-3155 しろがね 注器　
￥3,000（税抜） 11.5×9.5 H10 約300㎖（3入）

3-3156 しろがね ぐい呑　
￥1,500（税抜） φ6 H4.5（5入）

3-3144
青彩釉 酒器セット　
￥5,000（税抜） 
化粧箱（18×14×10.5）

ギフト

B. 青彩釉 ぐい呑　
　￥1,200（税抜） φ6 H5（5入）

A. 青彩釉 注器　
　￥2,600（税抜） 12×10 H8 約400㎖（3入）

3-3147 吟白 注器　
￥3,500（税抜） 10×8.5 H9 約300㎖（3入）

3-3148 吟白 ぐい呑　
￥2,500（税抜） φ6.5 H5.5（5入）

3-3167 黒がすり 注器　
￥2,200（税抜） 10×8.5 H9 約300㎖（3入）

3-3168 黒がすり ぐい呑　
￥1,300（税抜） φ6 H6.5（5入）

3-3149 翡翠窯変 注器　
￥3,500（税抜） 10.5×9.5 H12 約280㎖（3入）

3-3150 翡翠窯変 高杯　
￥1,800（税抜） φ5.5 H7（5入）

3-3169 滝縞 注器　
￥2,200（税抜） 12.5×10.5 H6.5 約300㎖（3入）

3-3170 滝縞 ぐい呑　
￥1,000（税抜） φ7 H4（5入）

3-3151 黒輝彩 面そぎ 注器　
￥3,200（税抜） φ8 H9.5 約300㎖（3入）

3-3152 黒輝彩 面そぎ ぐい呑　
￥1,700（税抜） φ5 H4（5入）

3-3171 黒磯 注器　
￥2,200（税抜） 12.5×10.5 H6.5 約300㎖（3入）

3-3172 黒磯 ぐい呑　
￥900（税抜） φ7 H4（5入）

3-3157 紺碧 片口注器　
￥2,600（税抜） 12.5×7.5 H10.5 約260㎖（3入）

3-3158 紺碧 ぐい呑　
￥1,200（税抜） φ6 H4（5入）

3-3163 呉須丸 注器　
￥2,300（税抜） 11.5×8.5 H9.5 約400㎖（3入）

3-3164 呉須丸 ぐい呑　
￥1,200（税抜） φ5.5 H4.5（5入）

A

A A A

A

B

B B B

B

ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。



【ビア・ゴブレット】
特別な日に注ぐ酒やおもてなしのお料理、

お菓子入れなど多様に楽しめる。

手に馴染む素朴なかたちが

その場の雰囲気をさらに引き立てる。

太いステム（脚）は安定感があり、温かい手や机から遠ざける
ので、ビールの温度を長く保持します。

底がまるい形状は、注がれたビールに、
やわらかで程よい対流を与えます。

POINT!

POINT!

ゴブレット・
ラガースタイル

長めの丸型。飲む時に自然とあごが上がりますので、日
本で一番生産されている「爽快なのどごし」や「キレ」が
持ち味の下面発酵型のラガー系ビールにオススメです。

対 流と泡 。そそがれ 上 手 な 器 たち。

枡

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。18 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 19
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枡盃用 一個箱 ゴブレット用 一個箱

3-3173
翡翠窯変 枡盃　
￥2,400（税抜） 
□8 H4 約180㎖（1入）

3-3174
カラカネ 枡盃　
￥2,400（税抜） 
□8 H4 約180㎖（1入）

3-3177
水鏡 枡盃　
￥2,600（税抜） 
□8 H4.5 約180㎖（1入）

3-3176
呉須丸 枡盃　
￥2,500（税抜） 
□8.5 H4 約180㎖（1入）

3-3175
紅丸 枡盃　
￥2,500（税抜） 
□8.5 H4 約180㎖（1入）

3-3178
銀彩 枡盃　
￥2,800（税抜） 
□8 H4.5 約180㎖（1入）

3-3179
さくらんぼ 枡盃　
￥2,200（税抜） 
□7.5 H6 約180㎖（1入）

3-3180
ビオラ 枡盃　
￥2,200（税抜） 
□7.5 H6 約180㎖（1入）

3-3182
青彩釉 ゴブレット ラガー　
￥4,000（税抜） 
φ8 H14.5 約340㎖（1入）

3-3183
紫炎 ゴブレット ラガー　
￥4,000（税抜） 
φ8 H14.5 約340㎖（1入）

3-3181
翡翠窯変 ゴブレット ラガー　
￥3,800（税抜） 
φ7.5 H14 約340㎖（1入）

3-3185
翡翠窯変帯 ゴブレット ラガー　
￥3,800（税抜） 
φ7 H14.5 約340㎖（1入）

3-3184
白瑠璃 ゴブレット ラガー　
￥3,500（税抜） 
φ7.5 H14.5 約280㎖（1入）



酒杯 フリーカップ

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 21
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20 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3186
金耀 酒杯　
￥4,500（税抜） 
φ8.5 H8 約300㎖

（木箱）

ギフト

3-3187
紫雲 酒杯　
￥4,000（税抜） 
φ9 H7 約300㎖

（木箱）

ギフト

3-3188
碧水 酒杯　
￥4,200（税抜） 
φ9 H7 約270㎖

（木箱）

ギフト

3-3189
浅葱斑 酒杯　
￥4,000（税抜） 
φ9 H7.5 約280㎖

（木箱）

ギフト

3-3190
赤銅焼〆 酒杯　
￥4,000（税抜） 
φ9 H8 約350㎖

（木箱）

ギフト

3-3191
青銅象嵌 酒杯　
￥5,400（税抜） 
φ10 H8 約360㎖

（木箱）

ギフト

3-3196
青空 フリーカップ　
￥3,000（税抜） 
φ10 H13.5 約400㎖（1入）

3-3197
青彩くし目 フリーカップ M　
￥2,400（税抜） 
φ9 H12 約350㎖（1入）

3-3198
青洋面取 フリーカップ　
￥2,000（税抜） 
φ9.5 H11 約340㎖（1入）

3-3200
青しずく フリーカップ　
￥1,600（税抜） 
φ8 H11 約320㎖（1入）

3-3201
ラズベリー フリーカップ　
￥1,600（税抜） 
φ8 H11 約320㎖（1入）

3-3204
白釉彫 酎ハイカップ　
￥1,800（税抜） 
φ9.5 H13.5 約430㎖（1入）

3-3205
白釉彫 フリーカップ　
￥1,600（税抜） 
φ8.5 H11 約300㎖（1入）

3-3192
青空 ロックカップ　
￥2,000（税抜） 
φ10 H9 約280㎖（1入）

3-3193
青彩釉 ロックカップ　
￥2,200（税抜） 
φ9 H7.5 約340㎖（1入）

3-3195
呉須丸 オールド　
￥1,800（税抜） 
φ9.5 H8.5 約400㎖（1入）

3-3194
紺碧 オールド　
￥1,700（税抜） 
φ9 H8 約260㎖（1入）

3-3206
灰刷毛 酎ハイカップ　
￥1,700（税抜） 
φ9.5 H13.5 約430㎖（1入）

3-3207
灰刷毛 フリーカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9 H11 約330㎖（1入）

3-3202
青萩彫 酎ハイカップ　
￥1,800（税抜） 
φ9.5 H13.5 約430㎖（1入）

3-3203
青萩彫 フリーカップ　
￥1,600（税抜） 
φ8.5 H11 約300㎖（1入）

3-3199
藍吹き フリーカップ　
￥1,800（税抜） 
φ8 H11 約310㎖（1入）

ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。



フリーカップ

ペアにされる場合は化粧箱は
サービスさせていただきます。

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。22
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23寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3228
白線いぶし フリーカップ　
￥1,300（税抜） 
φ8 H11.5 約370㎖（1入）

3-3230
刷毛目いぶし フリーカップ　
￥1,300（税抜） 
φ8 H11.5 約370㎖（1入）

3-3229
刷毛目いぶし ロングカップ　
￥1,800（税抜） 
φ9.5 H14 約440㎖（1入）

3-3227
白線いぶし ロングカップ　
￥1,800（税抜） 
φ9.5 H14 約440㎖（1入）

3-3222
荒刷毛 フリーカップ　
￥2,200（税抜） 
φ9 H11 約350㎖（1入）

3-3212
白瑠璃 フリーカップ　
￥1,500（税抜） 
φ8.5 H11.5 約290㎖（1入）

3-3220
荒磯 ビアカップ　
￥3,000（税抜） 
φ10 H13 約380㎖（1入）

3-3231
黒磯 ロングカップ　
￥2,200（税抜） 
φ10 H13 約470㎖（1入）

3-3233
滝縞 ロングカップ　
￥2,200（税抜） 
φ10 H13 約470㎖（1入）

3-3235
くし目墨黒 ロングカップ　
￥2,200（税抜） 
φ10 H13 約470㎖（1入）

3-3237
黒釉流し フリーカップ　
￥1,800（税抜） 
φ8 H11 約310㎖（1入）

3-3208
白河 ロックカップ　
￥1,500（税抜） 
φ10 H8 約330㎖（1入）

3-3209
ビオラ 陶コップ　
￥1,750（税抜） 
φ9 H8 約250㎖（1入）

3-3210
さくらんぼ 陶コップ　
￥1,750（税抜） 
φ9 H8 約250㎖（1入）

3-3226
黒釉彫 丸カップ　
￥2,400（税抜） 
φ10 H7 約320㎖（1入）

3-3214
銀雪 フリーカップ　
￥2,500（税抜） 
φ8 H11.5 約340㎖（1入）

3-3213
黒イッチン フリーカップ　
￥2,500（税抜） 
φ8 H11.5 約340㎖（1入）

3-3225
銀結晶 ロングカップ　
￥4,000（税抜） 
φ8 H13 約350㎖（1入）

3-3217
錆いぶし フリーカップ M　
￥2,400（税抜） 
φ9 H11 約310㎖（1入）

3-3215
鉄釉みぞれ フリーカップ　
￥2,500（税抜） 
φ9 H11.5 約350㎖（1入）

3-3232
黒磯 ロックカップ　
￥1,500（税抜） 
φ10 H8 約330㎖（1入）

3-3221
カカオ 陶コップ　
￥2,200（税抜） 
φ9.5 H9.5 約320㎖（1入）

3-3216
鉄釉みぞれ ロックカップ　
￥2,400（税抜） 
φ9 H9.5 約320㎖（1入）

3-3218
錆いぶし マルチカップ　
￥2,000（税抜） 
φ9 H7.5 約320㎖（1入）

3-3234
滝縞 ロックカップ　
￥1,700（税抜） 
φ10 H8 約340㎖（1入）

3-3236
錆黒 ロックカップ　
￥1,600（税抜） 
φ9 H8.5 約290㎖（1入）

3-3224
水鏡 ロックカップ　
￥2,200（税抜） 
φ9 H7 約250㎖（1入）

3-3223
水鏡 フリーカップ　
￥3,200（税抜） 
φ8.5 H13 約300㎖（1入）

3-3211
粉引窯変 えくぼ丸カップ　
￥2,500（税抜） 
φ9.5 H7 約310㎖（1入）

3-3219
モザイク ロックカップ　
￥1,500（税抜） 
φ8.5 H7.5 約290㎖（1入）



このボトルで水を一昼夜、冷蔵庫でねかせます。そのまま飲んだり、お茶やコーヒーを淹れたり、
ごはんを炊くのもオススメ。また、焼酎・ワイン・酒など…アルコール類をねかせても…

やさしさ の デ ザ イン

使い方

冷蔵庫のサイドポケットに入
る高さ。
（2リットルペットボトル規格
サイズ内）

丸みのある菱型は、丸型や角
型と違い、いろんな食材が入
る庫内に入れやすく、また、ど
の角度からでも持ちやすいの
で安心です。

口元のリブは注ぎやすく、強
度もあります。

川のせせらぎの様なまろやかさを
このボトルは［ラジウム鉱石を配合した釉薬］を用い焼成された信楽焼のボトルです。

ラジウム鉱石とは、マイナスイオン作用で注目されているラドン温泉源の鉱石と同じ組成のものです。

これを配合した釉薬から出るアルファ線により、まろやかな味わいをもたらしてくれます。

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 25
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24 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3247
イオンボトル凛 白　
￥3,000（税抜） 
10×8 全高31 約900㎖（1入）

3-3248
イオンボトル凛 飴　
￥3,000（税抜） 
10×8 全高31 約900㎖（1入）

3-3249
イオンボトル凛 黒　
￥3,000（税抜） 
10×8 全高31 約900㎖（1入）

3-3246
黒磯 アイスペール小（トング付）
￥5,800（税抜） 
φ14.5 H9.5 全高約18 約600㎖

3-3244
粉引 アイスペール小（トング付）　
￥5,800（税抜） 
φ14.5 H9.5 全高約18 約600㎖

ピッチャー・ワインクーラー・
アイスペール

3-3240
ビードロ窯変 ワインクーラー　
￥6,000（税抜） 
38×20 H8（1入）

3-3241
モザイク ワインクーラー　
￥5,500（税抜） 
26×24 H14 約3500㎖（1入）

3-3242
モザイク アイスペール（トング付）　
￥6,000（税抜） 
□13 H11 全高約19.5 約800㎖（1入）

3-3245
黒磯 アイスペール大（トング付）　
￥6,800（税抜） 
φ17.5 H10.5 全高約21 約900㎖（1入）

3-3239
黒磯 ピッチャー　
￥2,800（税抜） 
φ8.5 H20 約700㎖（1入）

3-3243
粉引 アイスペール大（トング付）　
￥6,800（税抜） 
φ17.5 H10.5 全高約21 約900㎖（1入）

3-3238
粉引 ピッチャー　
￥2,800（税抜） 
φ8.5 H20 約700㎖（1入）



寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。26
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エスプレッソ

コーヒー碗皿

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3253
ブラウンタグ エスプレッソカップ　
￥1,800（税抜） 
φ6.5 H5 約100㎖（1入）

3-3256
カラカネ エスプレッソカップ　
￥2,100（税抜） 
φ6 H5.5 約100㎖（1入）

3-3257
黒釉彫 エスプレッソカップ　
￥2,200（税抜） 
φ6 H4.5 約90㎖（1入）

3-3252
黒がすり エスプレッソカップ　
￥1,600（税抜） 
φ5 H4.5 約70㎖（1入）

3-3250
紅えがき エスプレッソカップ　
￥1,400（税抜） 
φ6.5 H5 約80㎖（1入）

3-3251
氷河 エスプレッソカップ　
￥1,500（税抜） 
φ6.5 H5 約80㎖（1入）

3-3258
紺碧 エスプレッソカップ　
￥2,200（税抜） 
φ6 H6.5 約120㎖（1入）

3-3260
青彩釉 エスプレッソカップ　
￥2,200（税抜） 
φ6 H5.5 約80㎖（1入）

3-3259
黒イッチン エスプレッソカップ　
￥2,200（税抜） 
φ6 H6 約100㎖（1入）

3-3255
さくらんぼ エスプレッソカップ　
￥2,000（税抜） 
φ6.5 H7 約120㎖（1入）

3-3261
いぶしトルコ エスプレッソカップ　
￥2,400（税抜） 
φ7 H6.5 約120㎖（1入）

3-3254
薄氷 エスプレッソカップ　
￥2,000（税抜） 
φ6 H7 約75㎖（1入）

3-3262
粉引窯変 エスプレッソカップ　
￥3,000（税抜） 
φ6.5 H5.5 約110㎖（1入）

3-3268
岩清水 コーヒー碗皿　
￥2,000（税抜） 
φ9 H7（皿φ16） 約240㎖（1入）

3-3266
黒柿 コーヒー碗皿　
￥2,000（税抜） 
φ9 H7（皿φ16） 約240㎖（1入）

3-3264
白釉彫 丸 コーヒー碗皿　
￥2,000（税抜） 
φ8 H6.5（皿φ13.5） 約180㎖（1入）

3-3265
青萩彫 丸 コーヒー碗皿　
￥2,000（税抜） 
φ8 H6.5（皿φ13.5） 約180㎖（1入）

3-3263
灰刷毛 丸 コーヒー碗皿　
￥2,000（税抜） 
φ8 H6.5（皿φ13.5） 約180㎖（1入）

3-3267
白樺 コーヒー碗皿　
￥2,000（税抜） 
φ9 H7（皿φ16） 約240㎖（1入）

3-3270
白線いぶし コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ9 H6（皿φ14） 約190㎖（1入）

3-3269
刷毛目いぶし コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ9 H6（皿φ14） 約190㎖（1入）



ペアにされる場合は化粧箱は
サービスさせていただきます。

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。28 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 29
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3-3290
モザイク コーヒー碗皿　
￥3,000（税抜） 
φ9 H7（皿16×14） 約240㎖（1入）

3-3289
古信楽 コーヒー碗皿　
￥2,300（税抜） 
φ8.5 H6.5（皿φ14.5） 約190㎖（1入）

3-3288
黒釉流し コーヒー碗皿　
￥2,300（税抜） 
φ8.5 H6.5（皿φ14.5） 約190㎖（1入）

3-3272
黒がすり 丸 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6.5（皿φ13） 約180㎖（1入）

3-3274
掛け分け 丸 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6.5（皿φ13） 約180㎖（1入）

3-3275
桜窯変 丸 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6.5（皿φ13） 約180㎖（1入）

3-3273
ざらめ 丸 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6.5（皿φ13） 約180㎖（1入）

3-3271
瑠璃萩 丸 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6.5（皿φ13） 約180㎖（1入）

3-3277
露草 プチ コーヒー碗皿 　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6（皿φ14.5） 約160㎖（1入）

3-3276
碧えがき プチ コーヒー碗皿 　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6（皿φ14.5） 約160㎖（1入）

3-3278
紅えがき プチ コーヒー碗皿 　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6（皿φ14.5） 約160㎖（1入）

3-3279
錦雲 プチ コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6（皿φ14.5） 約160㎖（1入）

3-3292
粉引窯変 紅茶碗皿　
￥6,000（税抜） 
φ10 H6（皿φ15） 約150㎖（1入）

3-3283
白萩立線 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ9.5 H7.5（皿φ13.5） 約200㎖（1入）

3-3284
青萩立線 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ9.5 H7.5（皿φ13.5） 約200㎖（1入）

3-3285
ラズベリー コーヒー碗皿　
￥2,300（税抜） 
φ8.5 H6.5（皿φ14.5） 約190㎖（1入）

3-3287
火色流し コーヒー碗皿　
￥2,300（税抜） 
φ8.5 H6.5（皿φ14.5） 約190㎖（1入）

3-3286
藍吹き コーヒー碗皿　
￥2,300（税抜） 
φ8.5 H6.5（皿φ14.5） 約190㎖（1入）

3-3291
黒釉彫 コーヒー碗皿　
￥3,500（税抜） 
φ9 H7.5（皿φ15.5） 約260㎖（1入）

3-3281
白釉彫 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6.5（皿φ13.5） 約210㎖（1入）

3-3282
青萩彫 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ7.5 H6.5（皿φ13.5） 約210㎖（1入）

3-3280
灰刷毛 コーヒー碗皿　
￥2,200（税抜） 
φ8 H6.5（皿φ13.5） 約210㎖（1入）



受け皿付きの碗は、和洋中あらゆる料理から飲み物まで、

自由な発想でご使用いただけます。

30 31寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。
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3-3293
くし目墨黒 ゆったり碗皿　
￥3,000（税抜） 
φ10.5 H6（皿φ15.5） 約330㎖（1入）

3-3294
モザイク ゆったり碗皿　
￥3,500（税抜） 
φ10.5 H7（皿16×13.5） 約380㎖（1入）

3-3295
吹雪 ゆったり碗皿　
￥4,000（税抜） 
φ10.5 H8（皿15×14） 約390㎖（1入）

3-3296
黒イッチン ゆったり碗皿　
￥4,000（税抜） 
φ10.5 H8（皿15×14） 約390㎖（1入）

3-3297
青彩釉 ゆったり碗皿　
￥4,000（税抜） 
φ10 H8（皿φ14） 約380㎖（1入）

3-3298
さくらんぼ ゆったり碗皿　
￥5,000（税抜） 
φ9.5 H8.5（皿φ15.5） 約360㎖（1入）

3-3299
あお花化粧 ゆったり碗皿　
￥5,000（税抜） 
φ11 H8（皿φ15） 約400㎖（1入）

3-3300
薄氷 ゆったり碗皿　
￥5,000（税抜） 
φ10 H6（皿φ15.5） 約320㎖（1入）

3-3301
赤銅焼〆 ゆったり碗皿　
￥5,000（税抜） 
φ10 H6（皿φ15.5） 約320㎖（1入）

3-3304
金耀 ゆったり碗皿　
￥5,800（税抜） 
φ10 H6.5（皿φ14） 約320㎖（1入）

3-3303
白掛け ゆったり碗皿　
￥5,400（税抜） 
φ10 H6.5（皿φ14） 約320㎖（1入）

3-3302
粉引窯変 ゆったり碗皿　
￥5,000（税抜） 
φ10.5 H7.5（皿φ14.5） 約370㎖（1入）



32 33寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

わ
た
し
の
う
つ
わ

ス
ー
プ
マ
グ

スープマグ

スープマグ用 一個箱3-3305
白釉彫 スープマグ　
￥1,700（税抜） 
φ11.5 H6.5 約360㎖（1入）

3-3306
青萩彫 スープマグ　
￥1,700（税抜） 
φ11.5 H6.5 約360㎖（1入）

3-3308
チタン窯変 スープマグ　
￥1,500（税抜） 
φ13.5 H5.5 約400㎖（1入）

3-3309
掛け分け スープマグ　
￥2,000（税抜） 
φ12.5 H6 約420㎖（1入）

3-3310
桜窯変 スープマグ　
￥2,000（税抜） 
φ12.5 H6 約420㎖（1入）

3-3311
黒柿 スープマグ　
￥2,000（税抜） 
φ13 H6 約400㎖（1入）

3-3312
藍吹き スープマグ　
￥2,400（税抜） 
φ12.5 H5 約370㎖（1入）

3-3313
古信楽 スープマグ　
￥2,400（税抜） 
φ12.5 H5 約370㎖（1入）

3-3307
灰刷毛 スープマグ　
￥1,700（税抜） 
φ11.5 H6.5 約360㎖（1入）

3-3314
ミディアムブルー スープマグ　
￥2,200（税抜） 
φ11.5 H6 約360㎖（1入）

3-3317
青彩くし目 スープマグ　
￥3,000（税抜） 
φ13 H7.5 約490㎖（1入）

3-3318
くし目粉引 スープマグ　
￥3,000（税抜） 
φ13 H7.5 約490㎖（1入）

3-3315
ホワイトタグ スープマグ　
￥2,500（税抜） 
φ10 H6 約360㎖（1入）

3-3316
ブラウンタグ スープマグ　
￥2,500（税抜） 
φ10 H6 約360㎖（1入）

3-3320
粉引窯変 スープマグ　
￥3,200（税抜） 
φ12 H6 約360㎖（1入）

3-3321
瑠璃窯変 スープマグ　
￥3,200（税抜） 
φ12 H6 約360㎖（1入）

3-3319
さくらんぼ スープマグ　
￥3,000（税抜） 
φ11.5 H6.5 約360㎖（1入）



ペアにされる場 合 は 化 粧 箱 は
サービスさせていただきます。

34 35寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。
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3-3329
白萩 マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ8.5 H8.5 約250㎖（1入）

3-3330
灰刷毛 マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ8.5 H8.5 約250㎖（1入）

3-3331
白線いぶし マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9 H8 約300㎖（1入）

3-3332
刷毛目いぶし マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9 H8 約300㎖（1入）

3-3335
青萩立線 マグカップ　
￥1,800（税抜） 
φ8.5 H9 約330㎖（1入）

3-3324
ラズベリー マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9.5 H7.5 約300㎖（1入）

3-3322
白釉彫 デミカップ　
￥1,400（税抜） 
φ8.5 H7.5 約200㎖（1入） 3-3323

青萩彫 デミカップ　
￥1,400（税抜） 
φ8.5 H7.5 約200㎖（1入）

3-3333
白釉彫 マグカップ　
￥1,800（税抜） 
φ8.5 H9 約330㎖（1入）

3-3334
青萩彫 マグカップ　
￥1,800（税抜） 
φ8.5 H9 約330㎖（1入）

3-3336
白萩立線 マグカップ　
￥1,800（税抜） 
φ8.5 H9 約330㎖（1入）

3-3325
青しずく マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9.5 H7.5 約300㎖（1入）

3-3328
錦雲 マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9.5 H7.5 約300㎖（1入）

3-3327
黒釉流し マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9.5 H7.5 約300㎖（1入）

3-3341
ミディアムブルー マグカップ　
￥2,400（税抜） 
φ8 H8.5 約300㎖（1入） 3-3344

紅彩 マグカップ　
￥2,400（税抜） 
φ8.5 H6 約240㎖（1入）

3-3342
さくらんぼ デミカップ
￥2,200（税抜） 
φ6.5 H7.5 約250㎖（1入）

3-3326
藍吹き マグカップ　
￥1,500（税抜） 
φ9.5 H7.5 約300㎖（1入）

3-3337
十草 マグカップ　
￥1,700（税抜） 
φ8 H9.5 約280㎖（1入）

3-3343
ビオラ マグカップ　
￥2,200（税抜） 
φ10 H7.5 約320㎖（1入）

3-3338
モザイク マグカップ　
￥1,700（税抜） 
φ8.5 H8 約270㎖（1入）

3-3339
ホワイトタグ デミカップ　
￥2,200（税抜） 
φ8 H8 約200㎖（1入）

3-3340
ブラウンタグ デミカップ　
￥2,200（税抜） 
φ8 H8 約200㎖（1入）

マグカップ



36 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

3-3350
黒釉彫 マグカップ　
￥2,800（税抜） 
φ9 H8.5 約330㎖（1入）

3-3349
紺碧 マグカップ　
￥2,600（税抜） 
φ9 H9.5 約310㎖（1入）

3-3359
黒がすり ジョッキ　
￥2,700（税抜） 
φ8.5 H11.5 約400㎖（1入）

3-3353
くし目粉引 マグカップ　
￥2,500（税抜） 
φ10 H8 約380㎖（1入）

3-3347
銀雪 デミカップ　
￥2,500（税抜） 
φ7.5 H7.5 約240㎖（1入）

3-3348
黒イッチン デミカップ　
￥2,500（税抜） 
φ7.5 H7.5 約240㎖（1入）

3-3355
粉引窯変 高台マグカップ　
￥4,000（税抜） 
φ11 H7.5 約290㎖（1入）

3-3356
瑠璃窯変 高台マグカップ　
￥4,000（税抜） 
φ11 H7.5 約290㎖（1入）

3-3358
呉須丸 ロングマグ　
￥2,800（税抜） 
φ8.5 H11 約330㎖（1入）

3-3357
ミディアムブルー ロングマグ　
￥2,200（税抜） 
φ8 H11.5 約330㎖（1入）

3-3360
鉄釉みぞれ ロングマグ　
￥3,200（税抜） 
φ9 H12 約370㎖（1入）

3-3352
白 面そぎ マグカップ　
￥3,200（税抜） 
φ9.5 H6 約280㎖（1入）

3-3354
青彩くし目 マグカップ　
￥2,500（税抜） 
φ10 H8 約380㎖（1入）

3-3351
あお花化粧 マグカップ　
￥3,000（税抜） 
φ8 H8 約240㎖（1入）

3-3345
ホワイトタグ マグカップ　
￥2,400（税抜） 
φ8.5 H8.5 約320㎖（1入）

3-3346
ブラウンタグ マグカップ　
￥2,400（税抜） 
φ8.5 H8.5 約320㎖（1入）



38 39寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

日
常
の
う
つ
わ

角
皿

角皿

3-3365
露草 焼物皿　
￥2,500（税抜） 
21.5×13 H2（5入）

3-3362
藍吹き 21㎝長皿　
￥2,500（税抜） 
21.5×13 H2（5入）

3-3364
露草 付出皿　
￥1,800（税抜） 
20.5×8.5 H1.5（5入）

3-3363
露草 13㎝角皿　
￥1,300（税抜） 
□13 H2（5入）

3-3361
藍吹き 13㎝角皿　
￥1,300（税抜） 
□13 H2（5入）

3-3367
紅金彩 長方皿　
￥2,800（税抜） 
31×12 H2.5（3入）

3-3366
紅金彩 正方皿 小　
￥1,500（税抜） 
□13 H2（5入）

3-3370
花わび 32㎝長皿　
￥3,200（税抜） 
32.5×12.5 H2（3入）

3-3368
花わび 焼物皿　
￥2,000（税抜） 
22.5×12.5 H1.5（5入）

3-3369
花わび 付出皿　
￥1,800（税抜） 
21×8.5 H1.5（5入）

3-3376
窯変いぶし さんま皿　
￥2,200（税抜） 
34×11 H2（3入）

3-3374
窯変いぶし 焼物皿　
￥1,600（税抜） 
23×11.5 H2.5（5入）

3-3375
窯変いぶし 20㎝角皿　
￥2,500（税抜） 
□20.5 H3（5入）

3-3373
窯変いぶし 15㎝角皿　
￥1,400（税抜） 
□15 H2.5（5入）

3-3372
銀波 32㎝長皿　
￥3,200（税抜） 
32×12 H2.5（3入）

3-3387
夜風 21㎝長皿　
￥1,800（税抜） 
21.5×15 H2.5（5入）

3-3371
銀波 18㎝角皿　
￥3,000（税抜） 
□18.5 H3（5入）

3-3380
呉須丸 32㎝長皿　
￥3,000（税抜） 
32×10.5 H2（3入）

3-3379
呉須丸 24㎝長皿　
￥3,000（税抜） 
24.5×13 H2.5（5入）

3-3378
呉須丸 18㎝角皿　
￥3,000（税抜） 
□18 H2.5（5入）

3-3377
呉須丸 13㎝角皿　
￥1,700（税抜） 
□13 H1.5（5入）

3-3389
つた模様 焼物皿　
￥2,000（税抜） 
22.5×12.5 H1.5（5入）

3-3388
ホワイトタグ 32㎝角トレー　
￥4,200（税抜） 
32×16.5 H2（3入）

3-3386
灰釉そぎ さんま皿　
￥2,400（税抜） 
31.5×12.5 H2.5（3入）

3-3384
灰釉まだら 焼物皿　
￥1,800（税抜） 
22.5×13 H2（5入）

3-3385
灰釉そぎ 四方皿　
￥2,200（税抜） 
21.5×19 H3（5入）

3-3383
モザイク 32㎝長皿　
￥3,200（税抜） 
32.5×12.5 H2（3入）

3-3382
モザイク 付出皿　
￥1,800（税抜） 
21×8.5 H1.5（5入）

3-3381
モザイク 焼物皿　
￥2,000（税抜） 
22.5×13 H1.5（5入）



40 41寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

日
常
の
う
つ
わ

小
皿 

小
鉢

小皿・小鉢

3-3405
藍染 16㎝変形皿　
￥1,300（税抜） 
16×14.5（5入）

3-3396
ラズベリー 16㎝変形皿　
￥1,300（税抜） 
16×14.5（5入）

3-3408
青しずく たたら小皿　
￥1,300（税抜） 
16×14.5（5入）

3-3410
氷河 たたら小皿　
￥1,400（税抜） 
16×14.5（5入）

3-3411
黒釉流し たたら小皿　
￥1,300（税抜） 
16×14.5（5入）

3-3393
さくらんぼ 15㎝皿　
￥1,500（税抜） 
φ15（5入）

3-3392
ビオラ 15㎝皿　
￥1,500（税抜） 
φ15（5入）

3-3403
青萩彫 15㎝リム皿　
￥1,700（税抜） 
φ15 H2（5入）

3-3397
白釉彫 15㎝リム皿　
￥1,700（税抜） 
φ15 H2（5入）

3-3414
夜風 舟形小皿　
￥1,100（税抜） 
18.5×10 H3（5入）

3-3402
モザイク 小鉢　
￥1,700（税抜） 
□13 H5（5入）

3-3395
ラズベリー たわみ小鉢　
￥1,300（税抜） 
13.5×11.5 H5（5入）

3-3409
青しずく たわみ小鉢　
￥1,300（税抜） 
13.5×11.5 H5（5入）

3-3415
花わび 楕円小鉢　
￥1,200（税抜） 
12.5×11 H5（5入）

3-3390
ビオラ 15㎝鉢　
￥1,800（税抜） 
φ15 H5（5入）

3-3400
黒磯 小鉢　
￥1,500（税抜） 
φ13 H5.5（5入）

3-3399
黒磯 16㎝鉢　
￥1,800（税抜） 
φ16 H5.5（5入）

3-3406
露草 たわみ小鉢　
￥1,400（税抜） 
13.5×11.5 H5（5入）

3-3407
露草 15㎝丸鉢　
￥2,200（税抜） 
φ15 H6（5入）

3-3398
荒渕粉引 小鉢　
￥2,800（税抜） 
φ14 H5.5（5入）

3-3404
藍吹き たわみ小鉢　
￥1,300（税抜） 
13.5×11.5 H5（5入）

3-3412
黒釉流し たわみ小鉢　
￥1,300（税抜） 
13.5×11.5 H5（5入）

3-3394
さくらんぼ たわみ小鉢　
￥1,800（税抜） 
14.5×12 H5（5入）

3-3401
刷毛目いぶし たわみ小鉢　
￥2,000（税抜） 
17×15.5 H5（5入）

3-3416
いぶしトルコ 15㎝小鉢　
￥3,200（税抜） 
φ15 H6（5入）

3-3391
さくらんぼ 15㎝丸鉢　
￥2,300（税抜） 
φ15 H6（5入）

3-3413
いぶし 14㎝丸皿　
￥1,100（税抜） 
φ14 H2.5（5入）



ギフトにも使いやすい
一個箱入りです。

ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。 43寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

日
常
の
う
つ
わ

寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。 容量は満水表記です。42

中
皿
・
中
鉢
・
豆
皿
・
豆
鉢

中皿・中鉢

豆皿・豆鉢

3-3417
黒磯 盛器M　
￥2,200（税抜） 
φ18 H4.5（3入）

3-3423
さくらんぼ 18㎝盛鉢　
￥3,000（税抜） 
18×17.5 H6（1入）

3-3424
青しずく 片口たわみ盛鉢　
￥3,000（税抜） 
19×17.5 H6.5（1入）

3-3425
いぶし 片口盛鉢　
￥3,000（税抜） 
19.5×17.5 H6.5（1入）

3-3422
白釉彫 19㎝ボウル　
￥3,000（税抜） 
φ19 H6（1入）

3-3426
青彩掛け分け たわみ中鉢　
￥3,500（税抜） 
18×15 H8（1入）

3-3430
乳白 豆鉢　
￥700（税抜） 
φ10 H3.5（5入）

3-3435
薄氷 豆鉢　
￥1,000（税抜） 
□9 H4（5入）

3-3433
白釉 角豆鉢　
￥900（税抜） 
□8.5 H4.5（5入）

3-3440
青彩釉 深豆鉢　
￥1,500（税抜） 
9.5×8 H4.5（5入）

3-3447
炭化灰被り 片口豆鉢　
￥1,100（税抜） 
10×9.5 H4.5（5入）

3-3449
いぶし 豆鉢　
￥800（税抜） 
φ9 H4（5入）

3-3443
灰釉そぎ 豆鉢　
￥1,000（税抜） 
φ9.5 H3.5（5入）

3-3441
露草 手付豆鉢　
￥1,300（税抜） 
10×8 H7（5入）

3-3431
ビオラ 11㎝皿　
￥1,200（税抜） 
φ11 H2（5入）

3-3428
紅丸 9㎝角皿　
￥1,100（税抜） 
□9.5 H1（5入）

3-3427
紅丸 豆小付　
￥900（税抜） 
φ7 H3（5入）

3-3439
呉須丸 高台小鉢　
￥2,000（税抜） 
11×9.5 H7.5（5入）

3-3432
さくらんぼ 11㎝皿　
￥1,200（税抜） 
φ11 H2（5入）

3-3438
呉須丸 9㎝角皿　
￥1,100（税抜） 
□9.5 H1（5入）3-3437

呉須丸 豆小付　
￥900（税抜） 
φ7 H3（5入）

3-3448
桑茶 豆皿　
￥1,000（税抜） 
9.5×9 H2.5（5入）

3-3429
ラズベリー 豆皿　
￥1,000（税抜） 
φ9.5 H1.5（5入）

3-3436
青しずく 豆皿　
￥1,000（税抜） 
φ9.5 H1.5（5入）

3-3444
モザイク 豆皿　
￥1,100（税抜） 
11×7.5 H2（5入）

3-3451
銀鼡 9㎝皿　
￥700（税抜） 
φ9.5 H2（5入）

3-3434
粉引 9㎝皿　
￥700（税抜） 
φ9.5 H2（5入） 3-3450

刷毛目いぶし 豆皿　
￥800（税抜） 
φ9.5 H1.5（5入）

3-3445
藍吹き 豆皿　
￥1,000（税抜） 
φ9.5 H1.5（5入）

3-3442
露草 豆皿　
￥1,100（税抜） 
φ9.5 H2（5入）

3-3446
黒釉流し 豆皿　
￥1,000（税抜） 
φ9.5 H1.5（5入）

3-3452
いぶし 豆長皿　
￥1,100（税抜） 
16×6.5 H2（5入）

3-3421
露草 たわみ盛鉢　
￥3,000（税抜） 
19×17 H6（3入）

3-3419
刷毛目いぶし 
たわみ盛鉢　
￥4,200（税抜） 
22×21 H5（3入）

3-3418
さくらんぼ 19㎝丸皿　
￥2,800（税抜） 
φ19 H3（5入）

3-3420
モザイク 楕円プレート　
￥2,200（税抜） 
20×16 H3（5入）

ギフト

ギフト

ギフトギフト

ギフト



ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。ギフト  マークの品は、ギフトにお薦めの商品です。44 45寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

日
常
の
う
つ
わ

盛
鉢
・
盛
皿

大皿で盛る料理はテーブルをいっそう華やかに盛皿・盛鉢

3-3454
黒磯 盛器L　
￥2,800（税抜） 
φ21.5 H5（3入）

3-3455
湖景 たわみ盛鉢　
￥3,000（税抜） 
21.5×19 H9
化粧箱（24×24×11）

ギフト

3-3453
藍吹き たわみ盛鉢　
￥3,500（税抜） 
23.5×20.5 H8
化粧箱（24×24×11）

ギフト

3-3457
青嵐 盛鉢　
￥3,800（税抜） 
φ22.5 H5（1入）

3-3458
いぶし面取 盛鉢　
￥4,000（税抜） 
24×23 H6（1入）

3-3456
大福 盛鉢　
￥3,800（税抜） 
φ25 H6（1入）

3-3459
錆鼡 盛鉢　
￥4,000（税抜） 
φ25 H8（1入）

3-3466
黒柿 25㎝リム皿　
￥3,800（税抜） 
φ25 H3.5（3入）

3-3464
白釉彫 23㎝リム皿　
￥3,200（税抜） 
φ24 H2.5（5入）

3-3465
青萩彫 23㎝リム皿　
￥3,200（税抜） 
φ24 H2.5（5入）

3-3467
潮 大皿　
￥4,500（税抜） 
φ29 H3（1入）

3-3468
くし目墨黒 大皿　
￥4,500（税抜） 
φ29 H3（1入）

3-3460
窯変いぶし 四方盛皿　
￥3,500（税抜） 
□24 H2
化粧箱（27×27×4.5）

ギフト
3-3461
紅金彩 正方皿 大　
￥3,500（税抜） 
□22 H2.5（5入）

3-3463
白刷毛目 角大皿　
￥3,800（税抜） 
□27 H4（1入）

3-3462
露草 大皿　
￥5,500（税抜） 
□26 H2.5（1入）



飯碗丼・めん鉢

46 47寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

日
常
の
う
つ
わ

丼
・
め
ん
鉢
・
飯
碗3-3469

青しずく どんぶり　
￥2,300（税抜） 
φ15.5 H9 約750㎖（3入）

3-3471
十草 どんぶり　
￥2,200（税抜） 
φ16.5 H9.5 約900㎖（3入）

3-3472
黒磯 どんぶり　
￥2,200（税抜） 
φ15.5 H8.5 約800㎖（3入）

3-3475
灰刷毛 どんぶり　
￥2,700（税抜） 
φ16 H8 約850㎖（3入）

3-3473
滝縞 どんぶり　
￥2,300（税抜） 
φ15.5 H8.5 約800㎖（3入）

3-3474
潮 どんぶり　
￥2,300（税抜） 
φ15.5 H8.5 約800㎖（3入）

3-3470
黒釉流し どんぶり　
￥2,300（税抜） 
φ15.5 H9 約750㎖（3入）

3-3479
天目立彫 どんぶり　
￥3,500（税抜） 
φ16 H10 約750㎖（3入）

3-3480
三色十草 どんぶり　
￥3,500（税抜） 
φ16 H10 約750㎖（3入）

3-3482
くし目粉引 どんぶり　
￥3,800（税抜） 
φ17.5 H11 約1200㎖（3入）

3-3481
錆いぶし どんぶり　
￥3,800（税抜） 
φ17.5 H11 約1200㎖（3入）

3-3476
白釉彫 どんぶり　
￥2,700（税抜） 
φ16 H8 約800㎖（3入）

3-3477
白釉彫 そりどんぶり　
￥2,700（税抜） 
φ18 H9 約850㎖（3入）

3-3478
赤釉 くし目どんぶり　
￥3,500（税抜） 
φ21 H8 約1000㎖（3入）

3-3483
さくらんぼ 飯碗　
￥2,800（税抜） 
φ11.5 H7（5入）

3-3485
黒柿 飯碗　
￥1,100（税抜） 
φ12 H6（5入）

3-3492
灰刷毛 飯碗　
￥1,400（税抜） 
φ12 H7（5入）

3-3496
残雪 飯碗　
￥1,200（税抜） 
φ13 H7.5（5入）

3-3493
黒磯 飯碗　
￥1,100（税抜） 
φ11.5 H7（5入）

3-3488
白釉彫 飯碗　
￥1,400（税抜） 
φ12 H7（5入）

3-3490
青萩彫 飯碗　
￥1,400（税抜） 
φ12 H7（5入）

3-3497
青しずく 飯碗　
￥1,500（税抜） 
φ11.5 H6（5入）

3-3486
黒柿 小どんぶり　
￥1,500（税抜） 
φ13.5 H7.5（3入）

3-3500
黒釉流し 飯碗　
￥1,500（税抜） 
φ11.5 H6（5入）

3-3494
滝縞 飯碗　
￥1,300（税抜） 
φ11.5 H7（5入）

3-3495
潮 飯碗　
￥1,300（税抜） 
φ12 H7（5入）

3-3487
白釉彫 飯碗 小
￥1,300（税抜） 
φ11.5 H5.5（5入）

3-3489
青萩彫 飯碗 小　
￥1,300（税抜） 
φ11.5 H5.5（5入）

3-3491
灰刷毛 飯碗 小
￥1,300（税抜） 
φ11.5 H5.5（5入）

3-3498
ラズベリー 飯碗　
￥1,500（税抜） 
φ11.5 H6（5入）

3-3499
藍吹き 飯碗　
￥1,500（税抜） 
φ11.5 H6（5入）

3-3484
十草 飯碗　
￥1,100（税抜） 
φ12 H6（5入）



土鍋土瓶・ポット

湯呑

土鍋はすべて直火で
ご利用いただけます。

48 49寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

日
常
の
う
つ
わ

土
瓶
・
ポ
ッ
ト
・
湯
呑
・
土
鍋

3-3517
さくらんぼ 湯呑　
￥1,800（税抜） 
φ8.5 H7 約270㎖（5入）

3-3505
十草 湯呑　
￥900（税抜） 
φ7.5 H8 約220㎖（5入）

3-3508
灰刷毛 湯呑　
￥1,100（税抜） 
φ8.5 H8.5 約250㎖（5入）

3-3509
残雪 湯呑　
￥1,000（税抜） 
φ8 H7.5 約200㎖（5入）

3-3510
黒磯 湯呑　
￥1,100（税抜） 
φ8 H7.5 約220㎖（5入）

3-3506
白釉彫 湯呑　
￥1,200（税抜） 
φ8.5 H8.5 約250㎖（5入）

3-3507
青萩彫 湯呑　
￥1,200（税抜） 
φ8.5 H8.5 約250㎖（5入）

3-3513
青しずく 湯呑　
￥1,300（税抜） 
φ9 H8 約300㎖（5入）

3-3516
黒釉流し 湯呑　
￥1,300（税抜） 
φ9 H8 約300㎖（5入）

3-3511
滝縞 湯呑　
￥1,200（税抜） 
φ8 H7.5 約220㎖（5入）

3-3512
潮 湯呑　
￥1,200（税抜） 
φ8 H7.5 約220㎖（5入）

3-3514
ラズベリー 湯呑　
￥1,300（税抜） 
φ9 H8 約300㎖（5入）

3-3515
藍吹き 湯呑　
￥1,300（税抜） 
φ9 H8 約300㎖（5入）

3-3501
ミディアムブルー ポット　
￥4,000（税抜） 
17×10.5 H11 約450㎖（1入）

3-3503
白化粧 土瓶　
￥7,500（税抜） 
17.5×13.5 全高19.5 約750㎖（1入）

3-3502
黒化粧 土瓶　
￥7,500（税抜） 
17.5×13.5 全高19.5 約750㎖（1入）

3-3504
淡十草 土瓶　
￥7,500（税抜） 
17.5×13.5 全高19.5 約750㎖（1入）

3-3528
白樺 ひとり鍋（井桁付）　
￥2,000（税抜） 
20×16 H6.5 約550㎖（3入）

3-3526
白樺 グラタン鍋　
￥2,500（税抜） 
18.5×16 H9 
約380㎖（3入）

3-3524
白樺 小鍋　
￥1,800（税抜） 
φ13.5 H9 
約280㎖（3入）

3-3529
黒柿 ひとり鍋（井桁付）　
￥2,000（税抜） 
20×16 H6.5 約550㎖（3入）

3-3527
黒柿 グラタン鍋　
￥2,500（税抜） 
18.5×16 H9 約380㎖（3入）

3-3525
黒柿 小鍋　
￥1,800（税抜） 
φ13.5 H9 約280㎖（3入）

3-3522
鉄赤 8号土鍋　
￥4,800（税抜） 
29.5×25 H14.5 約2000㎖（1入）
2〜3人用

3-3521
鉄赤 9号土鍋　
￥6,700（税抜） 
32.5×28.5 H16 約3000㎖（1入）
4〜5人用

3-3520
鉄赤 10号土鍋　
￥7,900（税抜） 
35×31.5 H17.5 約4000㎖（1入）
5〜6人用

3-3519
瑠璃紺 8号土鍋　
￥6,800（税抜） 
30.5×26 H14.5 約1800㎖（1入）
2〜3人用

3-3518
瑠璃紺 9号土鍋　
￥8,300（税抜） 
35×28.5 H16.5 約2500㎖（1入）
3〜5人用

3-3523
鉄赤 15㎝浅平鍋　
￥2,700（税抜） 
20×18.5 H6.5 約300㎖（1入）



いつでも、

「いい塩
あんばい

梅」のひとつまみ。

電子レンジで復活、ふっくらごはん。
少量保存・省スペースにちょうどいい お塩がつまみやすく、普段使いにちょうどいい

多孔質で吸水性のある耐熱土が、
あったかごはんの水分を吸湿し保
存。レンジで再加熱する時に、吸収し
た水分を蒸気として還元します。昔
ながらの木のおひつの知恵、陶土の
性質、現代の技術を掛け合わせてい
ます。また、優しいフォルムや仕上げ、
指掛りの良いフタ等、暮らしに寄り
添った飽きのこないデザインです。

古来から、穀物や茶葉等を貯蔵す
る容器に用いられてきた信楽なら
ではの通気性のある目の粗い土。
この素材と知恵を活かしてできた
塩壺がお塩の湿度を調節。お塩に
とって本来の「ちょうどいい」状態
を保ってくれます。サラサラなお
塩はサラサラな状態を、海塩系の
しっとり塩はしっとりな状態を。

蒸すおひつ。 呼吸する塩壺。
【 吸水性のある耐熱土の性質と知恵。】 【 信楽ならではの土の性質と知恵。】 今の暮らしに「ちょうどいい」3つの特徴かんたん便利！陶製おはちの使い方

呼 吸・調 湿 する
扱いづらいガチガチ、ベタベタお塩の原因は湿気。目の粗い多孔質の信楽の
土が、お塩の湿気を吸収・調節して程よい状態にしてくれます。

1

使 い や すさ
キッチンでのひとつまみにちょうど良い【広口タイプ】と、テーブルで使いや
すい【小ぶりタイプ】をご用意。普段使いの精製塩から、こだわりの天日塩や、
岩塩などのお塩のコレクションにもおすすめ。

2

か わ い い
機能面だけでなく、信楽焼ならではの質感や土味。置いてあるだけでインテ
リアとしても暮らしになじみやすい、シンプルでかわいらしいデザインです。

3

小 ぶりタイプ 広 口タイプ

温野菜も対応!
1 【陶製おはち】にあまったごはんを温かいうちに移し、すこし冷めたら
フタをして冷蔵庫で保存します。（冷凍庫は絶対ダメ！）

吸湿・保存する

2 食べる時にフタをしたまま電子レンジでチン！（直火は絶対ダメ！）
あっという間に、ふっくら炊き立てごはんのように復活。

蒸気で還元する

3 工夫次第でいろんな蒸し料理が可能です。ブロッコリーやたまねぎ
などを、レンジでチンするだけでヘルシーな一品のできあがり。

ごはんだけじゃない

50 51寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。 寸法単位cm ・φ最大径/H高さ/□一辺の長さ ・（　入）は中箱入数を表します。容量は満水表記です。

日
常
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う
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わ

お
は
ち
・
塩
壺

3-3531
白樺 おはち（1.5合）　
￥3,800（税抜） 
φ13.5 H12.5 1.5合用（1入）

3-3530
白樺 おはち（1合）　
￥3,400（税抜） 
φ13 H10 1合用（1入）

3-3533
黒柿 おはち（1.5合）　
￥3,800（税抜） 
φ13.5 H12.5 1.5合用（1入）

3-3532
黒柿 おはち（1合）　
￥3,400（税抜） 
φ13 H10 1合用（1入）

3-3534
塩壺（小） 白　
￥2,300（税抜） 
φ8 H8 約190㎖（1入）

3-3535
塩壺（小） 黒　
￥2,300（税抜） 
φ8 H8 約190㎖（1入）

3-3536
塩壺（大） 白　
￥2,500（税抜） 
φ9.5 H9 約270㎖（1入）

3-3537
塩壺（大） 黒　
￥2,500（税抜） 
φ9.5 H9 約270㎖（1入）



A ばんざいトラ猫

B ばんざい三毛猫 A 三毛猫

B トラ猫

C ハチワレ猫

A ふぐ B まんぼう

C むつごろう

D なまず

E ひらめ

A プードル

B チワワ

C ダックス

灰皿

スプーン

楊枝立て

土の器との上手なおつきあい

商品によっては、表面及び内側のざらつき等に
ご注意ください。底面処理をしておりますが、も
し、裏返して糸底がざらざらしていたら、目の細
かい紙ヤスリで軽くこすりなめらかにしてくだ
さい。また、テーブルがキズつく事がありますの
で器をひきずらないようにしてください。

新しい器を買ったらまずしましょう 毎日の器の扱い方とお手入れのしかた

土ものは吸水性が高いため、水がにじみでた
り、汚れが目立ちやすいものもあります。特に粉
引や貫入※の器は米のとぎ汁で約10分間煮沸
して、そのまま冷やし、水洗いしてください。汚
れがつきにくくなります。また、液体を入れて
の保存はお避けください。（専用器のぞく）

直火可能商品以外は、直火・オーブン
にて使用しないでください。

貫入※が入っていたり、水・湯等に浸
した場合、変色することがあります
が、うわぐすり（釉薬）の特徴ですの
で、品質に関係ありません。

料理を盛りつける前には、水に充分
浸して水分を含ませておくと、料理
の汁気や脂気を吸いにくく、跡形が
残ったりしません。器は一つずつ洗
うのが原則。自動食器洗い機は使わ
ないほうが無難です。

器はよく乾燥させてからしまってく
ださい。水分が残っているとカビの
原因になることがあります。焼き締
め※の器は特に注意してください。重
ねてしまう時は薄紙を1枚間に挟む
工夫を。こうすれば傷がつきません。

※貫入とは…陶器に施してある釉薬に細かいヒビが入っていること。器地の直接的なヒビではありません。
※無釉・焼き締めとは…ガラス質の釉薬を施さず、焼成方法の変化等により素地土の質感をダイレクトに反映させた器。※箸置の単品価格は揃えの入数で割った価格となります。
●信楽焼は、自然由来の原料を多く用いた手づくりの焼物です。この為、商品の色・柄・寸法・容量等は、カタログ表記とちがいが生じる場合がございます。

箸置き 卓上小物
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3-3543
クロネコ 箸置揃　
￥2,500（税抜） 
W5.5
化粧箱

3-3538
荒土 子ぶた5つ子　
￥2,000（税抜） 
W4.5
化粧ボール

3-3546
蓮の葉蛙 箸置揃　
￥3,000（税抜） 
W4
化粧箱

3-3542
魚五種 箸置揃　
￥2,500（税抜） 
W4.5～W7
化粧箱

3-3539
ばんざい猫 箸置ペア　
￥1,800（税抜） 
W7
化粧箱

3-3540
おやすみ猫トリオ 箸置セット　
￥2,700（税抜） 
W5.5
化粧箱

3-3544
パピートリオ 箸置セット　
￥2,700（税抜） 
W5.5～W8.5
化粧箱

3-3545
笹の葉 箸置揃　
￥2,500（税抜） 
W6.5
化粧箱

3-3541
ブリッジ 箸置揃　
￥2,500（税抜） 
W5.5
化粧箱

3-3547
青ビードロ 箸置揃　
￥2,500（税抜） 
W5.5
化粧箱

3-3548
白釉焼〆 箸置揃　
￥2,500（税抜） 
W5
化粧箱

3-3551
緋色 陶レスト揃　
￥5,000（税抜） 
W11.5
化粧箱

3-3549
黒刻 箸置揃　
￥2,500（税抜） 
W5
化粧箱

3-3550
緋色 箸置揃　
￥3,500（税抜） 
W5.5
化粧箱

3-3552
いぶし 丸灰皿（小）　
￥900（税抜） 
φ9.5 H3.5（5入）

3-3553
いぶし 丸灰皿（大）　
￥1,300（税抜） 
φ12.5 H4.5（5入）

3-3554
ハリネズミ 楊枝立　
￥1,400（税抜） 
W6.5（5入）

3-3555
うぐいす スプーン　
￥400（税抜） 
W13（10入）

3-3556
渋錆 スプーン　
￥400（税抜） 
W13（10入）

3-3557
黒錆 スプーン　
￥400（税抜） 
W13（10入）

3-3558
白釉 スプーン　
￥400（税抜） 
W13（10入）

3-3559
辰砂 スプーン　
￥400（税抜） 
W13（10入）

3-3560
灰釉 スプーン　
￥400（税抜） 
W12.5（10入）

3-3561
岩清水 スプーン　
￥400（税抜） 
W12.5（10入）
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