
　　　　  2022年5月

MENU

「京の器」プレミアムショップ商品リスト（③葬儀場・寺院様向け）

(注)サイズは特段記載無い限りcm表記となりますのでご注意下さい。メラミン食器・強化磁器については、ご注文のタイミングによって在庫がない場合についてはご注文を頂いて
からお届け迄1～1.5か月かかる場合がありますことをご了承下さい。

3. 食

1. 懐石料理食器

01 主菜器類(大皿・変皿等)

02 副菜器類(向付・鉢・珍味・盛台等)

03 蓋物・飯器類

2. 行事・イベント用食器

01 松花堂弁当箱

02 釜飯器・燃料等

03 鍋料理食器

04 寿司桶

3. 高齢者施設向けメラミン・強化磁器

01 主食器類

02 主菜器類

03 副菜器類

04 汁物・お椀

4. ケータリング弁当容器

01 会席膳用紙弁当容器

5. 飲み物容器

01 カップ・タンブラー

02 酒器類

03 茶器類

6. お盆・テーブルマット

01 お盆

02 テーブルマット

7. カトラリー

01 箸・箸置き

02 レンゲ

8. 厨房器具

01 包丁

9. その他

01 食器用洗剤

1. 住

1. 販促製品

01 デジタルサイネージ

2. テーブル関連製品

01 机・椅子

02 テーブル周辺製品

3. インテリア製品

01 カーテン

02 座布団

03 小物類

4. 衛生・入浴製品

01 衛生・清掃製品

02 入浴製品（宿泊施設用）

03 入浴製品（介護施設用）

5. セキュリティ・通信製品

01 防犯製品

02 通信製品

2. 衣

1. スタッフ様向け

01 制服（宿泊・外食施設用）

02 制服（介護施設・病院用）

03 厨房衣

2. お客様向け

01 館内・施設着

3. その他衣類

01 血流改善パジャマ・アイマスク

京都の老舗食器等販売会社がお客様ご利用シーンごとの衣食住空間をご提案するプレミアムショップ

kyonoutsuwa.com

運営会社: 株式会社セントラル

従業員数: 約60名 本社: 京都市

実績:飲食店等のお食事処に係る業務用食器等販売 約60年超

（沿革：1953年佐野商店を創業 1957年中央漆器に名称変更 1986年中央漆器

の卸部門から株式会社セントラルを独立創立）

強み: 高品質＋品揃え＋高コスパ

産地展開: 福井県鯖江市(越前漆器) 岐阜県土岐市(美濃焼) 

佐賀県有田町(有田焼)（注 本社・関東営業所を除く事業所拠点）

物流：鯖江の6万平米超物流拠点から日本全国配送
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

1101-0001
販促製品

デジタルサイ
ネージ

屋内用液晶デジタルサイネージ43インチ（3
年保証）フィリップス製43BDL3550Q＋ハヤ

ミ工産製スタンドXS-3247のセット

デジタルサイネージは従来のホワイトボード等に比
べて、昼・夜、晴・雨用等のメニューを画像のみなら
ず映像で作成可能で、大幅に手間が削減でき、映像
訴求力があり集客向上にお役立て頂ける画期的な
製品です。USBにテンプレートデザイン等をもとにメ
ニューを編集頂いた画像や映像を入れて本体に挿
入するだけで簡単にご使用頂けます。
家庭用液晶TVでは困難な一日18時間の業務用使用
が可能です。通常の1年保証に加えて画期的な3年
保証のため安心してご利用頂けます。

119,890

1201-0001-mp60
メイプル・
高さ60cm

89,990

1201-0001-mp70
メイプル・
高さ70cm

89,990

1201-0001-bk60 黒・高さ60cm 89,990

1201-0001-bk70 黒・高さ70cm 89,990

1201-0001-br60
ブラウン・
高さ60cm

89,990

1201-0001-br70
ブラウン・
高さ70cm

89,990

1201-0002-bk60
黒・

高さ60cm
76,780

1201-0002-bk70
黒・

高さ70cm
76,780

1201-0002-br60
ブラウン・
高さ60cm

76,780

1201-0002-br70
ブラウン・
高さ70cm

76,780

1201-0003-bk60
黒・

高さ60cm
76,780

1201-0003-bk70
黒・

高さ70cm
76,780

1201-0003-br60
ブラウン・
高さ60cm

76,780

1201-0003-br70
ブラウン・
高さ70cm

76,780

1201-0051-35
高さ35cm

（60cm机用）
15,400

1201-0051-43
高さ43cm

（70cm机用）
15,950

1201-0052-gr35
黒/格子
高さ35cm
（60cm机用）

11,280

1201-0052-gr43
黒/格子
高さ43cm
（70cm机用）

12,380

1201-0052-bk35
黒/ﾌﾞﾗｳﾝ
高さ35cm
（60cm机用）

11,280

1201-0052-bk43
黒/ﾌﾞﾗｳﾝ
高さ43cm
（70cm机用）

12,380

1201-0052-nt35
ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾌﾞﾗｳﾝ

高さ35cm
（60cm机用）

11,280

1201-0052-nt43
ﾅﾁｭﾗﾙ/ﾌﾞﾗｳﾝ

高さ43cm
（70cm机用）

12,380

1202-0101
テーブル関連
テーブル周辺

テーブル用足高衝立 つや消し黒／グレー
（W131×D30×H118.5）〈組立式〉

抗ウイルステーブルを手作りで製作した木曽職人の
手で作り上げたクラフト製品のため、抗ウイルステー
ブルと併せてご利用頂くことで和の雰囲気が感じら
れ、相性が合う製品です。飛沫防止や半個室効果が
あります。

43,450

1202-0102
テーブル関連
テーブル周辺

サイドテーブル 洛都膳(膳と足のセット)
（72×48×H61.2）

一人用、テーブルの横にサイドテーブル代わりにご
利用頂く等幅広い用途にご利用頂けます。足はアル
ミ製で軽く錆びにくくなっています。

10,990

1201-0051 テーブル関連
机・椅子

木製背もたれ・手が入る・肘掛付椅子
レザーダークブラウン

（W62×D47×H70(35)・78(43)）

（注）大型家具は運輸会社の配送センターまでしかお
届けできない場合もございますので、ご了承くださ
い。
背もたれに手が入り、スタッキング可能なため、ス
タッフ様の搬送負荷が軽減できます。製造先のベト
ナム木工メーカーにお客様から見えない箇所（四隅
固定、ダボ入れ）まで拘り指導し、かつ肘掛け付きの
ため高齢なお客様にもご安全にご利用可能な高コス
パ製品です。

1201-0052 テーブル関連
机・椅子

新背もたれ付椅子
（W47×D47×H70(35)・78(43)）

（注）大型家具は運輸会社の配送センターまでしかお
届けできない場合もございますので、ご了承くださ
い。

背もたれに手が入り、スタッキング可能なため、ス
タッフ様の搬送負荷が軽減できます。製造先のベト
ナム木工メーカーにお客様から見えない箇所（四隅
固定、ダボ入れ）まで拘り指導し、高齢なお客様にも
安全にご利用可能な高コスパ製品です。
3種類の色のバリエーションをご用意させて頂きまし
た。テーブルの色やお客様のニーズに応じてお好み
でご選択頂けます。

1201-0003
テーブル関連

机・椅子
軽量・抗ウイルス・指紋レス テーブル

6人掛け用（180×90×H60・70）

（注）受注生産の為、ご注文を頂いてからお届け迄1
週間から10日ほどかかります。 返品不可製品となり
ます。大型家具は運輸会社の配送センターまでしか
お届けできない場合もございますので、ご了承くださ
い。
従来のテーブルより約20%軽量化を実現し、表面天
板に抗ウイルス加工を施した指紋レスの、木曽の職
人が手作業で作り上げた木の温もりが感じられるク
ラフト製品です。スタッフ様に持ち運びの利便性を、
お客様に安全性をご提供致します。テーブルを連結
可能な脚の形状です。宿泊施設、飲食店、介護施
設、葬儀場、寺院など幅広い用途でご利用いただけ
ます。高さ60cm（180×90×H60） 高さ70cm（180×90
×H70）

1201-0002
テーブル関連

机・椅子
軽量・抗ウイルス・指紋レス テーブル

4人掛け用（150×90×H60・70）

（注）受注生産の為、ご注文を頂いてからお届け迄1
週間から10日ほどかかります。大型家具は運輸会社
の配送センターまでしかお届けできない場合もござ
いますので、ご了承ください。 返品不可製品となりま
す。
従来のテーブルより約20%軽量化を実現し、表面天
板に抗ウイルス加工を施した指紋レスの、木曽の職
人が手作業で作り上げた木の温もりが感じられるク
ラフト製品です。スタッフ様に持ち運びの利便性を、
お客様に安全性をご提供致します。テーブルを連結
可能な脚の形状です。宿泊施設、飲食店、介護施
設、葬儀場、寺院など幅広い用途でご利用いただけ
ます。高さ60cm（150×90×H60） 高さ70cm（150×90
×H70）

1201-0001
テーブル関連

机・椅子

軽量・抗ウイルス・抗菌・消臭・指紋レス
テーブル

6人掛け用（180×90×H60・70）

（注）受注生産の為、ご注文を頂いてからお届け迄3
週間ほどかかります。 返品不可製品となります。大
型家具は運輸会社の配送センターまでしかお届けで
きない場合もございますので、ご了承ください。
従来のテーブルよりも約20%軽量化を実現し、お客様
が手に触れやすい表面天板に抗ウイルス・抗菌・消
臭の加工を施した指紋レスのコーティングが、更に側
面エッジ部分にも抗ウイルスの塗装が施された、木
曽の職人が手作業で作り上げた温かみの木の温も
りが感じられるクラフト製品です。
スタッフ様に持ち運びの利便性を、お客様に安全性
をご提供致します。テーブルを連結可能な脚の形状
です。
宿泊施設、飲食店、介護施設、葬儀場、寺院など幅
広い用途でご利用いただけます。
高さ60cm（150×90×H60） 高さ70cm（150×90×
H70）
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

1202-0103-60
高さ60cm（60
×50×H60）

10,780

1202-0103-70
高さ70cm（60
×50×H70）

10,890

1202-0111-ac1
アクリル板
(45x45x0.3)

3,330

1202-0111-ac2
アクリル板
(45x60x0.3)

4,400

1202-0111-ac3
アクリル板
(60x60x0.3)

8,800

1202-0111-ac4
アクリル板
(80x45x0.3)

6,660

1202-0111-ac5
アクリル板
(90x45x0.3)

7,870

1202-0111-ac6
アクリル板

(100x45x0.3)
7,870

1202-0111-jn
連結パーツ

（上部）
(2.5x3.1x3.1)

370

1202-0111-st
ｽﾀﾝﾄﾞ（下部）
(5x14.1x5)

750

1301-0001-br1 幅100x丈100cm 3,390
1301-0001-br2 幅100x丈120cm 3,720
1301-0001-br3 幅100x丈135cm 3,960
1301-0001-br4 幅100x丈150cm 4,210
1301-0001-br5 幅100x丈178cm 4,670
1301-0001-br6 幅100x丈185cm 4,770
1301-0001-br7 幅100x丈190cm 4,860
1301-0001-br8 幅100x丈195cm 4,940
1301-0001-br9 幅100x丈200cm 5,030
1301-0001-br10 幅100x丈205cm 5,100
1301-0001-br11 幅100x丈210cm 5,180
1301-0001-br12 幅150x丈135cm 2,930
1301-0001-br13 幅150x丈178cm 3,460
1301-0001-br14 幅150x丈200cm 3,730
1301-0001-br15 幅150x丈210cm 3,850
1301-0001-bk1 幅100x丈100cm 3,390
1301-0001-bk2 幅100x丈120cm 3,720
1301-0001-bk3 幅100x丈135cm 3,960
1301-0001-bk4 幅100x丈150cm 4,210
1301-0001-bk5 幅100x丈178cm 4,670
1301-0001-bk6 幅100x丈185cm 4,770
1301-0001-bk7 幅100x丈190cm 4,860
1301-0001-bk8 幅100x丈195cm 4,940
1301-0001-bk9 幅100x丈200cm 5,030
1301-0001-bk10 幅100x丈205cm 5,100
1301-0001-bk11 幅100x丈210cm 5,180
1301-0001-bk12 幅150x丈135cm 2,930
1301-0001-bk13 幅150x丈178cm 3,460
1301-0001-bk14 幅150x丈200cm 3,730
1301-0001-bk15 幅150x丈210cm 3,850
1301-0001-be1 幅100x丈100cm 3,390
1301-0001-be2 幅100x丈120cm 3,720
1301-0001-be3 幅100x丈135cm 3,960
1301-0001-be4 幅100x丈150cm 4,210
1301-0001-be5 幅100x丈178cm 4,670
1301-0001-be6 幅100x丈185cm 4,770
1301-0001-be7 幅100x丈190cm 4,860
1301-0001-be8 幅100x丈195cm 4,940
1301-0001-be9 幅100x丈200cm 5,030
1301-0001-be10 幅100x丈205cm 5,100
1301-0001-be11 幅100x丈210cm 5,180
1301-0001-be12 幅150x丈135cm 2,930
1301-0001-be13 幅150x丈178cm 3,460
1301-0001-be14 幅150x丈200cm 3,730
1301-0001-be15 幅150x丈210cm 3,850

1302-0001-rd エンジ 1,650

1302-0001-nv 紺 1,650

1302-0002-rd エンジ 1,650

1302-0002-nv 紺 1,650

1302-0011
インテリア製品

座布団

座布団中身のみ　低反発AKウレタン〈スト
レートカット〉

50×50用（48×48×H4）

ゆっくり沈みゆっくり戻る、独特の粘性が人気の低反
発ウレタンです。別売りの低反発AKウレタン対応座
布団カバーと併せてご利用下さい。

2,020

1302-0012-br ブラウン 9,350

1302-0012-nv 紺 9,350

1302-0012-bk 黒 9,350

1302-0013-or オレンジ 8,390

1302-0013-cr クリーム 8,390

1302-0013-bk 黒 8,390

1302-0021
インテリア製品

座布団
座布団中身のみ　EG綿ミックス

55×59角用（55×59×H10）
綿90％・ポリエステル10%の座布団中身です。別売り
の座布団カバーと併せてご利用下さい。

1,570

1302-0022
インテリア製品

座布団

硬軟フォーム貼合ウレタン（全周つまみタイ
プ）

55×59用（53×57×H6）

高弾性フォームをソフトフォームで包み、クッション性
と底づき感の軽減を実現。綿・ポリエステル製座布団
カバーと併せてご利用下さい。

2,340

1302-0013
インテリア製品

座布団

座布団カバーのみ　低反発AKウレタン対応
マチ付座布団カバー〈PVC〉（50×50×H4）5

枚入り

別売りの低反発AKウレタンに対応するマチ付きの座
布団カバーです。オレンジ、クリーム、黒の三種類の
カラーをご用意させて頂きましたので、お好みでご使
い頂けます。

1302-0002
インテリア製品

座布団
座布団　丸中六角〈中綿入〉（55×59）〈綿〉 

法事等会席に重宝する座布団です。丸中六角柄が
施されています。綿入りで、すぐにお使い頂けます。
エンジ、紺の2種類をご用意致しましたので状況に合
わせてご利用下さい。

1302-0012
インテリア製品

座布団

座布団カバーのみ　低反発AKウレタン対応
マチ付座布団カバー（50×50×H4）〈PVC〉5

枚入り

別売りの低反発AKウレタンに対応するマチ付きの座
布団カバーです。
ブラウン、紺、黒の三種類のカラーをご用意させて頂
きましたので、お好みでご使い頂けます。

1302-0001
インテリア製品

座布団
座布団　丸紋〈中綿入〉（55×59）〈綿〉 

法事等会席に重宝する座布団です。丸紋柄が施さ
れています。綿入りで、すぐにお使い頂けます。エン
ジ、紺の2種類をご用意致しましたので状況に合わせ
てご利用下さい。

1202-0111
テーブル関連
ﾃｰﾌﾞﾙ周辺

置くだけ簡単 飛沫防止
アクリルパーティション

置くだけで簡単、工事や取り付け加工が不要の飛沫
防止のパーティションです。
連結・分解は工具不要で、自由に使えます。
カウンターでも大きなテーブルでも、これひとつでマ
ルチに対応できます。
板厚3ミリのアクリル板と併せて連結パーツ（上部）ス
タンド（下部：縦横どちらでも設置可能）の2か所で固
定頂くことで、ヘルメットにも使用されているポリカー
ボネート製のため、連結しても安定感抜群にご利用
頂けます。
アクリル板は6種類のサイズがあり、様々な大きさの
テーブルに調整可能です。
注：アクリル板以外に連結パーツとスタンドを別途お
買い求め頂きご使用下さい。

1301-0001
インテリア製品

カーテン
防炎・1級遮光性・ウォッシャブル　カーテン

（2枚組・両開き）

人気の1級遮光（遮光性99.99%以上）、
万が一のときでも燃え広がりにくい安心・安全の防炎

機能、
ウォッシャブル（洗濯ネットに入れて洗濯、脱水後す
ぐに陰干しをして下さい）の高コスパの人気のカーテ

ンです。
程よい光沢がありツルっとし質感がシンプルにもスタ
イリッシュにも合わせやすく、生地はハリがあり、たっ

ぷりな厚みがあります。
場所・用途に合わせて15のサイズ、カラーはブラウ

ン、黒、ベージュの三種類からお選びいただけます。
ポリエステル100%

付属品：アジャスターフック・共生地タッセル(2枚組2
本・1枚入1本)

1202-0103
テーブル関連
テーブル周辺

脇置台〈折りたたみ式〉〈天板：MDF黒木目、
脚：木製〉

配膳時のトレースタンド、お客様の荷物置き、食事し
た後の食器を下げる時など様々な用途でご利用頂く
ことでお客様にテーブルを広くご利用頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

1302-0031-rd エンジ 3,170

1302-0031-nv 紺 3,170

1302-0032-rd エンジ 3,170

1302-0032-nv 紺 3,170

1302-0033-rd エンジ 3,170

1302-0033-nv 紺 3,170

1302-0034-rd エンジ 3,170

1302-0034-nv 紺 3,170

1302-0035-rd エンジ 3,170

1302-0035-nv 紺 3,170

1302-0036-rd エンジ 3,170

1302-0036-nv 紺 3,170

1302-0037-rd エンジ 3,170

1302-0037-nv 紺 3,170

1302-0038-rd エンジ 4,400

1302-0038-nv 紺 4,400

1302-0039-rd エンジ 3,170

1302-0039-nv 紺 3,170

1302-0051
インテリア製品

座布団
夏物座布団カバー「新あやめ」〈紺〉（55×

59）〈綿〉5枚入り

蒸し暑い季節にぴったりの新あやめの柄が施された
座布団カバーです。清涼感のある色合いと上品な和
柄で見た目にも涼しげです。

3,440

1302-0052
インテリア製品

座布団
夏物座布団カバー「朝顔」〈紺〉（55×59）

〈綿〉〈5枚単位〉

蒸し暑い季節にぴったりの朝顔の柄が施された座布
団カバーです。清涼感のある色合いと上品な和柄で
見た目にも涼しげです。

3,440

1303-0001-gd 金色 9,350

1303-0001-bk 黒色 9,350

1303-0011
インテリア製品

小物類
京焼製　一輪挿し　灰釉草花紋

4.5φ×H16.5cm
白化粧を幕掛けした味わいのある花器です。裏側に
は壁掛け用の穴が空いています。

4,400

1303-0012
インテリア製品

小物類
京焼製　花瓶　灰釉草花紋

9.5φ×H16.5cm

柔らかな曲線が優しい印象の花生です。彫で花を表
したデザインは花生としてまた、インテリアとしても楽
しめます。

5,500

1401-0001-1
500ml 12本入

り
13,730

1401-0001-2 1L 12本入り 21,120

1401-0001-3 5L 4本入り 21,120

1401-0002-1
600mlスプ

レー容器付き
12本入り

16,170

1401-0002-2 5L 4本入り 22,810

1401-0002-3
 20L（ボックス

容器）
8,640

1401-0002-4
500mlスプ
レー詰替容
器　4本入り

1,320

1401-0003-1 4kg 4本入り 7,040

1401-0003-2
300ml スプ
レー詰替容
器 4本入り

1,320

1401-0004-1 4kg 4本入り 7,040

1401-0004-2
500ml スプ
レー詰替容
器 4本入り

1,320

1401-0004
衛生・清掃製

品
ノンアルコール環境清掃剤　ノロスターVGク

リーナー

アルコール除菌剤より高い洗浄力を持ちながら、ウ
イルス除去率99.99％のマルチクリーナーです。アル
コールで劣化するアクリル板の清掃にも使用できま
す。乾拭きOK、水拭き不要です。様々なウイルスに
効果があり、ノロウイルス検証に使用されるネコカリ
シウイルス（FCV)とマウスノロウイルス（MNV)両方の
ウイルスに効果的があります。更に抗菌＋抗ウイル
ス効果もあり、安心してご利用頂けます。

1401-0002
衛生・清掃製

品
アルコール環境清掃剤　ノロスター

100％食品成分の食品添加物タイプのアルコール除
菌剤です。
食べ物自体、食べ物に触れる場所など様々な場所
で使えて安心です。
アルコール容量％濃度、65％/vol
ノロウイルス試験ウイルスである、ネコカリシウイル
ス（FCV)とマウスノロウイルス（MNV)両方のウイルス
に効果的があり、食品衛生検査指針では両方のウイ
ルスに効果があることを推奨されています。

1401-0003
衛生・清掃製

品
ウイルス対策洗剤　リフガード

アルコールでは除菌できないアクリル板や布製品、
衣類、カーテン、シーツなど幅広く使えます。「拭き掃
除」「ウイルス・菌の除去」「消臭」「抗菌」「抗ウイル
ス」が可能です。
中性タイプで様々な材質にも傷みにくい洗剤です。

1303-0001
インテリア製品

小物類
京焼製　置き型風鈴　涼の音（すずのね） モダンでシックな京焼の置き型風鈴です。湿気が多く

暑い夏に涼感のある音を楽しむことで安らぎの空間
を創出します。

1401-0001
衛生・清掃製

品
手指消毒剤　Nスター

100％食品由来成分でできている手指消毒用のアル
コールです。アルコール濃度（容量％濃度）
76.9～81.4％/volの高濃度タイプです。
ノロウイルス試験ウイルスである、ネコカリシウイル
ス（FCV)とマウスノロウイルス（MNV)両方のウイルス
に効果的があり、食品衛生検査指針では両方のウイ
ルスに効果があることを推奨されています。

1302-0038
インテリア製品

座布団

座布団カバー「刺し子」（55×59）〈綿40％、
ポリエステル60％〉

〈2面ファスナー〉5枚入り

法事等会席に重宝する刺し子が施された落ち着いた
雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団中身と
併せてご利用下さい。

1302-0039
インテリア製品

座布団
座布団カバー「角中花」（55×59）〈綿〉5枚入

り

法事等会席に重宝する角中花が施された落ち着い
た雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団中身
と併せてご利用下さい。

1302-0036
インテリア製品

座布団
座布団カバー「8本のし」（55×59）〈綿〉5枚

入り

法事等会席に重宝する8本のしが施された落ち着い
た雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団中身
と併せてご利用下さい。

1302-0037
インテリア製品

座布団
座布団カバー「筆描きひょうたん」（55×59）

〈綿〉5枚入り

法事等会席に重宝する筆描きひょうたんが施された
落ち着いた雰囲気の座布団カバーです。別売りの座
布団中身と併せてご利用下さい。

1302-0034
インテリア製品

座布団
座布団カバー「角中九ツ紋」（55×59）〈綿〉5

枚入り

法事等会席に重宝する角中九ツ紋が施された落ち
着いた雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団
中身と併せてご利用下さい。

1302-0035
インテリア製品

座布団
座布団カバー「丸花紋」（55×59）〈綿〉5枚入

り

法事等会席に重宝する丸花紋が施された落ち着い
た雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団中身
と併せてご利用下さい。

1302-0032
インテリア製品

座布団
座布団カバー「華扇」（55×59）〈綿〉5枚入り

法事等会席に重宝する華扇が施された落ち着いた
雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団中身と
併せてご利用下さい。

1302-0033
インテリア製品

座布団
座布団カバー「格子九ツ紋」（55×59）〈綿〉5

枚入り

法事等会席に重宝する格子九ツ紋が施された落ち
着いた雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団
中身と併せてご利用下さい。

1302-0031
インテリア製品

座布団
座布団カバー「菱形紋」（55×59）〈綿〉5枚入

り

法事等会席に重宝する菱形紋が施された落ち着い
た雰囲気の座布団カバーです。別売りの座布団中身
と併せてご利用下さい。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

1401-0005-1 2.5kg 6本入り 8,130

1401-0005-2
500ml スプ
レー詰替容
器 4本入り

1,320

1501-0001 防犯製品 防雨型センサーカメラ

配線工事不要、簡単に取付設置できる防犯カメラで
す。人が近づくと自動で撮影・録画ができます。防水
仕様で暗い場所や夜間でも監視できる赤外線LEDを
搭載しています。

6,160

1502-0001-1
受信機チャイ
ムXPN1900

5,830

1502-0001-2
送信機
XPN10E

1,760

1502-0001-3
中継器

XPN2000
5,100

3101-0001
懐石料理
主菜皿類

有田焼　木立変形皿
（18×17.5×H3.8）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に繊細な木立
がデザインされた、刺身、揚げ物、焼き物、前菜皿等
の素材の良さを引き立てる器です。

1,440

3101-0002-1
7寸

(20.9φxH2.4) 1,820

3101-0002-2 8寸(26φxH3) 2,570

3101-0003
懐石料理
主菜皿類

有田焼　白寿焼皿
（25.9×13.6×H4）

有田焼の特徴である美しい白磁の焼皿です。白寿を
イメージしたのお祝いができるのと同じく、白磁の長
い皿のデザインとなっております。

1,780

3101-0004
懐石料理
主菜皿類

有田焼　染錦芦絵小花焼皿
（17.5×12.5×H2.5）

美しく、華麗で繊細な小花がデザインされた、味わい
深い焼皿です。

1,250

3101-0005
懐石料理
主菜皿類

有田焼　白磁竹型焼皿
（23.5×13.5×H4）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに大胆に竹
をイメージした存在感のあるお料理との調和にも配
慮された焼皿です。

1,330

3101-0006
懐石料理
主菜皿類

有田焼　金彩波型楕円焼皿
（24×14.2×H4.3）	 	 	

鮮やかな金箔で繊細で華麗な波をイメージがデザイ
ンされた、楕円形の趣向を凝らせた焼皿です。

1,970

3101-0007
懐石料理
主菜皿類

有田焼　木立楕円多用皿
（22.3×16.8×H4.3）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に繊細な木立
がデザインされた、刺身、揚げ物、焼き物、前菜皿等
の素材の良さを引き立てる器です。

1,600

3101-0008
懐石料理
主菜皿類

有田焼　銀彩松竹梅焼皿
（24×14.7×H3.2）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、鮮やかな銀
箔で松竹梅がデザインされた、料理を一層引き立た
せる趣向を凝らせた焼皿です。

2,650

3101-0009
懐石料理
主菜皿類

有田焼　二色格子吹き菱形焼皿
（24.3×18.1×H3.3）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、黄色と紫色
の二色の格子柄のデザインが施された、料理を一層
引き立たせる趣向を凝らせた菱形の焼皿です。

1,520

3101-0010-1
変皿

(32x18.7xH3)
2,730

3101-0010-2
丸千代口

(7.5φxH2.7)
540

3101-0011-1
変皿

(32x18.7xH3)
2,770

3101-0011-2
丸千代口

(7.5φxH2.7)
540

3101-0012
懐石料理
主菜皿類

有田焼　雅両上り突出皿
（23.7×8×H3.8）

有田焼の特徴である美しい白磁の突出皿の両端に
みやびな趣のあるデザインが施され、料理を一層引
き立たせます。

1,360

3101-0013
懐石料理
主菜皿類

有田焼　花吹雪舟型突出皿
（23.5×8×H3）

桜が散る花吹雪の華麗なデザインで料理を引き立た
せる突出皿です。

1,670

3101-0014
懐石料理
主菜皿類

有田焼　淀川（一筆描き）楕円口変り皿
（28.5×20.5×H4.5）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、一筆書きの
淀川のイメージがデザインされた、楕円形の変り皿
です。

3,180

3101-0015
懐石料理
主菜皿類

有田焼　銀彩変形長角多用皿
（33×12×H4）

繊細でかつ華麗な味わいのある存在感のある、シル
バーを基調とした長角のデザインが料理を一層引き
立たせます。

2,570

3101-0016
懐石料理
主菜皿類

有田焼　金彩ちらし変形長角多用皿
（33×12×H4）

繊細でかつ華麗な味わいのある存在感のある、ゴー
ルドを基調とした長角のデザインが料理を一層引き
立たせます。

2,570

3101-0017
懐石料理
主菜皿類

有田焼　金彩7寸口変り皿
（22φ×H2.1）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースにゴールド
のラインが融和し、シンプルとモダンが共存している
変り皿です。

2,340

3101-0018
懐石料理
主菜皿類

有田焼　銀彩7寸口変り皿
（22φ×H2.1）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースにシルバー
のラインが融和し、シンプルとモダンが共存している
変り皿です。

2,340

3101-0019
懐石料理
主菜皿類

有田焼　北川（一筆流し）舟型口変り皿（26
×15.5×H5）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、力強い川の
流れがイメージのデザインが施された、舟型の変り
皿です。

2,650

3101-0010
懐石料理
主菜皿類

有田焼  白磁葉型口変皿・丸千代口
有田焼の特徴である美しい白磁をベースに料理を一
層引き立たせる趣向を凝らせた葉型の変皿と丸千代
口です。

3101-0011
懐石料理
主菜皿類

有田焼　青磁葉型口変皿・丸千代口
有田焼の特徴である美しい青磁をベースに料理を一
層引き立たせる葉型の変皿と丸千代口です。

3101-0002
懐石料理
主菜皿類

有田焼　赤白オールパーパスプレート
洋皿の型で、和の盛り付けが多種多様に使いこなせ
る現代風の器です。自由な発想でお使い頂けます。

1502-0001 通信製品
ワイヤレスコールチャイム

64番までナンバー表示が可能で店舗では全てチャイ
ム音で呼び出し場所が分かります。送信機のボタン
を長押しして受信機の番号表示のリセットもできま
す。サウンドにより介護時や受付時等でも使用可能
です。電波到達距離は屋外見通し最大180m、屋内
見通し90mとなります。
受信機と送信機を併せてご使用下さい。
直接電波が届かない場合には中継器をご使用下さ
い、電波到達距離は屋外見通し最大100m、屋内見
通し50mとなります。

1401-0005
衛生・清掃製

品
トイレ用清掃剤　ノロスタートイレクリーナー

ウイルス除去できるトイレ用洗剤 トイレ内清掃はこれ
１本！ 清掃＋アルコール除菌の二度手間を1剤で対
応できます。
除菌・消臭効果あり、尿石付着防止効果もあります
（軽度な尿石汚れは除去できますが、
固着してしまった尿石は落とせません。）
皮膚刺激性も少なく便座クリーナーとしても使用でき
ます。二度拭き不要ですので、水で洗い流す必要が
ありません。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3101-0020-1
中（21φ×

H2.5）
2,240

3101-0020-2
大（25.8φ×

H3）
3,030

3101-0021
懐石料理
主菜皿類

有田焼　二色ライン長角盛皿
 （29×22.3×H2.5）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、紫と青の二
色のラインのデザインが施された、料理の華やかさ
を演出して頂ける盛皿です。

2,890

3101-0022-1
小（19.4×

16.5×H2.8)
2,280

3101-0022-2
中（24.2×

20.3×H3.5）
3,150

3101-0023
懐石料理
主菜皿類

有田焼　辰砂７寸なぶり楕円皿
（22.2×15.7×H4.5）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、辰砂釉をか
けた特徴の赤紫や緑色の彩りがデザインされた、料
理の華やかさを演出して頂ける楕円皿です。

1,600

3101-0024-1
小（20.8×

18.7×H2.7）
2,010

3101-0024-2
中（25.9×23

×H3）
2,810

3101-0024-3
大（31×28×

H3.5）
3,630

3101-0025
懐石料理
主菜皿類

有田焼　銀彩地紋春秋半月フルーツ皿
（16×12.5×H2）

銀箔で春の桜と秋の紅葉の春秋模様が繊細にかつ
優雅に刻まれた、半月型の料理の華やかさを演出し
て頂けるフルーツ皿です。

1,710

3101-0026
懐石料理
主菜皿類

有田焼　深海貝型多用皿
（14.8×14.3×H4.1）

個性的な深海貝の形の器に鮮やかな虹色のデザイ
ンが施された、料理の華やかさを演出して頂ける多
用皿です。

1,640

3101-0027
懐石料理
主菜皿類

有田焼　幻想フルーツ皿
（18.5φ×H3.2）

六角の器のそれぞれの淵に幻想的な鮮やかなデザ
インが施された、料理の華やかさを演出して頂けるフ
ルーツ皿です。

1,600

3101-0028
懐石料理
主菜皿類

有田焼　グリーン銀彩取皿
（13.5φ×H2）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、グリーンと
シルバーのカラーが融和し、料理の華やかさを一層
演出頂けるゴージャスな取皿です。

910

3101-0029
懐石料理
主菜皿類

有田焼　青磁取皿
（13.5φ×H2）

有田焼の特徴である透明感の高い鮮やかな青磁の
取皿です。

650

3101-0030
懐石料理
主菜皿類

有田焼　白磁春秋彫4寸取皿
（13.6φ×H2.7）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、春の桜と秋
の紅葉の春秋模様が繊細にかつ優雅に刻まれた、
料理の華やかさを演出して頂ける取皿です。

500

3101-0031
懐石料理
主菜皿類

有田焼　青磁春秋彫4寸取皿
（13.6φ×H2.7）

透き通るような鮮やかな青磁に春の桜と秋の紅葉の
春秋模様が繊細にかつ優雅に刻まれた、料理の華
やかさを演出して頂ける取皿です。

500

3101-0032
懐石料理
主菜皿類

富士川（伊羅保）葉型盛り皿
（34.5×30×H7）

「伊羅保」の特徴である鉄分の強い素地により表面
がざらざらした大胆な葉型の盛皿を用いて、料理の
華やかさを演出して頂ける盛鉢です。

5,300

3101-0033
懐石料理
主菜皿類

有田焼　白磁春秋彫9寸皿
（28φ×H4.7）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、春の桜と秋
の紅葉の春秋の模様が繊細にかつ優雅に刻まれ
た、料理の華やかさを演出して頂ける器です。

2,850

3101-0034
懐石料理
主菜皿類

有田焼　青磁春秋彫 9寸皿
（28φ×H4.7）

透き通るような鮮やかな青磁に春の桜と秋の紅葉の
春秋模様が繊細にかつ優雅に刻まれた、料理の華
やかさを演出して頂ける器です。

3,030

3101-0035-1
8寸（24φ×

H5.2）
2,410

3101-0035-2
9寸（26.3φ×

H6）
3,410

3101-0036
懐石料理
主菜皿類

有田焼　さざ波楕円盛鉢（33.1×20.3×
H5.5）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、透き通るよ
うな青で繊細なさざ波をイメージしたデザインが施さ
れた料理の華やかさを演出して頂ける盛鉢です。

3,490

3101-0037
懐石料理
主菜皿類

有田焼　二色重ね盛鉢（32.2×20.4×H8.5）
金箔とパープルの二色を重ねたゴージャスな雰囲気
で料理の華やかさを演出して頂ける盛鉢です。

4,730

3101-0038
懐石料理
主菜皿類

有田焼　剣先なぶり盛皿（36.5×14.2×
H4.5）

有田焼の特徴である美しい白磁の上の中央に大胆
に剣の先のデザインが施された、料理の華やかさを
演出して頂ける盛皿です。

3,030

3101-0039
懐石料理
主菜皿類

有田焼　アイボリー尺2寸皿
（36.2×15.3×H2.7）

シンプルながらも深い味わいを持つアイボリーをベー
スに、大振りの器を使って、料理の華やかさを演出し
て頂ける大皿です。

2,650

3101-0040
懐石料理
主菜皿類

有田焼　青磁尺2寸皿
（36.2×15.3×H2.7）

大振りの透き通るような青磁の器を大胆に使って料
理の華やかさを演出して頂ける大皿です。

2,650

3101-0041
懐石料理
主菜皿類

有田焼　三色輪花9寸皿
（28.5×20×H7.7）

白を基調としたカラーをベースに、花弁のように赤・
黄・緑の三色で開いたイメージのデザインが施され
た、モダンの雰囲気が感じられる器です。

3,560

3101-0042
懐石料理
主菜皿類

有田焼　渦ねじり盛鉢（30.4×19.4×H9.7）
渦巻き状に大きくねじれたデザインが施された、大振
りの器を大胆に使って、料理の華やかさを演出して
頂ける盛鉢です。

3,630

3101-0024
懐石料理
主菜皿類

有田焼　氷裂れ洋皿 有田焼の特徴である美しい白磁の上に、氷の裂け目
のような文様が特徴的なデザインが施された、料理
の華やかさを演出して頂ける洋皿です。

3101-0035
懐石料理
主菜皿類

有田焼　青磁唐草彫鉢
透き通るような鮮やかな青磁に植物の蔓が絡み合う
唐草模様が繊細にかつ優雅に刻まれた、料理の華
やかさを演出して頂ける鉢です。

3101-0020
懐石料理
主菜皿類

有田焼　銀河なぶり洋皿 有田焼の特徴である美しい白磁の上に、銀河の多数
の星が漂うような美しいデザインが施された、料理の
華やかさを演出して頂ける洋皿です。

3101-0022
懐石料理
主菜皿類

有田焼　流水金銀彩変形洋皿 有田焼の特徴である美しい白磁の上に、ゴールドと
シルバーを基調として、流水のラインのデザインが施
された、料理の華やかさを演出して頂ける洋皿です。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3101-0043
懐石料理
主菜皿類

有田焼　伊羅保ねじり盛鉢（30.4×19.4×
H9.7)

「伊羅保」の特徴である鉄分の強い素地により表面
がざらざらした大胆なねじり型の盛鉢を用いて、料理
の華やかさを演出して頂ける盛鉢です。

4,540

3101-0044
懐石料理
主菜皿類

有田焼　白波盛皿
（28.3×26×H5.2）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、打ち寄せる
大波のデザインが施され、料理の華やかさを演出し
て頂ける盛皿です。

3,410

3101-0045
懐石料理
主菜皿類

有田焼　伊羅保盛皿（28.3×26×H5.2）
「伊羅保」の特徴である鉄分の強い素地により表面
がざらざらした大胆な器を用いて、料理の華やかさを
演出して頂ける盛皿です。

4,540

3101-0101-ob 織部 1,840

3101-0101-ks 黄瀬戸 1,550

3101-0101-ns 鼠志野 1,670

3101-0101-gd 本釜金彩 2,060

3101-0102-ob 織部 2,560

3101-0102-ks 黄瀬戸 2,120

3101-0102-ns 鼠志野 2,620

3101-0102-gd 本釜金彩 2,760

3101-0103-ob 織部 2,080

3101-0103-ks 黄瀬戸 1,730

3101-0103-ns 鼠志野 1,890

3101-0103-gd 本釜金彩 2,050

3101-0104-ob 織部 3,100

3101-0104-ks 黄瀬戸 2,610

3101-0104-ns 鼠志野 2,940

3101-0104-gd 本釜金彩 3,390

3101-0105-ob 織部 1,740

3101-0105-ks 黄瀬戸 1,430

3101-0105-ns 鼠志野 1,560

3101-0105-gd 本釜金彩 1,820

3101-0106-ob 織部 3,630

3101-0106-ks 黄瀬戸 3,330

3101-0106-ns 鼠志野 3,630

3101-0106-gd 本釜金彩 4,390

3101-0105
懐石料理
主菜皿類

美濃焼　陶器・磁器の両方の良さを兼ね備
えたハイブリッドシリーズ

7寸皿 （22φ×H2.5）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの7寸皿です。
食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3101-0106
懐石料理
主菜皿類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器　織部
 9寸手起皿 （27.5φ×H4.5）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの9寸手起皿で
す。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3101-0103
懐石料理
主菜皿類

美濃焼　陶器・磁器の両方の良さを兼ね備
えたハイブリッドシリーズ
6寸反皿 （19φ×H3.4）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの6寸反皿で
す。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3101-0104
懐石料理
主菜皿類

美濃焼　陶器・磁器の両方の良さを兼ね備
えたハイブリッドシリーズ

スクエアー6.5寸皿 （19.5×19.5×H2.8）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズのスクエアー6.5
寸皿です。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3101-0101
懐石料理
主菜皿類

美濃焼　陶器・磁器の両方の良さを兼ね備
えたハイブリッドシリーズ

市松正角皿 （15.3×15.3×H3.7）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの市松正角皿で
す。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3101-0102
懐石料理
主菜皿類

美濃焼　陶器・磁器の両方の良さを兼ね備
えたハイブリッドシリーズ

ラヴェリエールボウル （18.7φ×H5）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズのラヴェリエー
ルボウルです。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3101-0201-1 22.5φ×H4.2 4,620

3101-0201-2 25φ×H4.7 5,780

3101-0201-3 27.5φ×H5.3 7,760

3101-0201-4 30φ×H5.9 8,420

3101-0202-1 21φ×H1.8 3,960

3101-0202-2 24φ×H2 4,950

3101-0202-3 27φ×H2 6,600

3101-0202-4 30φ×H2.2 7,760

3101-0203-1 27φ×H2.2 6,930

3101-0203-2 32φ×H2.3 9,570

3101-0204-1 24φ×H2.3 5,780

3101-0204-2 27φ×H2.3 7,760

3101-0205-1
3個（21×21

×H1.8）
6,770

3101-0205-2
3個（24×24

×H2.2）
7,760

3101-0205-3
2個（28×28

×H2.2）
7,260

3102-0001
懐石料理
副菜器類

有田焼　白夜高台皿
（15.5φ×H4.3）

有田焼の特徴である美しい白磁の上に、お皿の淵に
優雅な金箔を施し、テーブルに高さを出すことで華麗
な雰囲気を演出する高台のお皿です。

1,440

3102-0002-1
高台向付

(16.5x16.5xH8)
2,620

3102-0002-2
千代口

(7.5x7.5xH2.5)
1,030

3102-0003-1
向付

（7.5φ×H6）
2,960

3102-0003-2
千代口

(7.5φxH2.5)
1,210

3102-0004-1
向付

(17.5φxH5)
2,960

3102-0004-2 千代口
（7.5φ×H2.5）

990

3102-0005-1
向付

（16φ×H6）
2,810

3102-0005-2
千代口

（8.5φ×H3）
1,210

3102-0006-1
向付

(15.5x15.5xH7)
2,500

3102-0006-2
千代口

　(8x8xH4.5)
990

3102-0007-1 向付
(17.7x11.8xH6.3)

2,000

3102-0007-2
千代口

(9.3x6.5xH3.8)
830

3102-0008-1 向付
(23.7x13.8xH4.5)

1,360

3102-0008-2
千代口

（7.5φxH2.6）
500

3102-0009-1
向付

(18x16xH4.3)
1,520

3102-0009-2
千代口

(8x7.8xH2.8)
650

3102-0008
懐石料理
副菜器類

有田焼　静菊割
菊の花弁のようなデザインは見た目も華やかで、料
理を引き立ててくれるシンプルで使いやすいシリーズ
です。

3102-0009
懐石料理
副菜器類

有田焼　白磁金彩
有田焼の特徴である美しい白磁の上に鮮やかな金
箔を施し、テーブルに高さを出すことで華麗な雰囲気
を演出します。

3102-0006
懐石料理
副菜器類

有田焼　瓔珞四方割高台
四方形の器に高さを出し、繊細な赤と黄の花がデザ
インされ、刺身，酢の物などの料理に華麗な雰囲気
を演出します。

3102-0007
懐石料理
副菜器類

有田焼　なみ楕円
透明感のある白と青のコントラストに、波しぶきのよう
なデザインが施されたことで、刺身，酢の物などの料
理に華麗な雰囲気を演出します。

3102-0004
懐石料理
副菜器類

有田焼　二色吹武蔵野高台
繊細で淡い緑とピンクの二色のコントラストをベース
に、テーブルに高さを出すことで、刺身，酢の物など
の料理にエレガントな雰囲気を演出します。

3102-0005
懐石料理
副菜器類

有田焼　赤地紋瓔珞絵なぶり
有田焼の特徴である美しい白磁の上に、華麗な赤地
紋がデザインされ、刺身，酢の物などの料理にエレ
ガントな雰囲気を演出します。

3102-0002
懐石料理
副菜器類

有田焼　染錦春秋
春の桜と秋の紅葉の春秋模様を施し、テーブルに高
さを出すことで華麗な雰囲気を演出する高台のお皿
です。

3102-0003
懐石料理
副菜器類

有田焼　染錦三ツ重瓢子山水絵
白と青のコントラストをベースに優雅な山水絵を施し
た向付です。刺身，酢の物などの料理に調和し、華
やかさを演出します。

3101-0205
懐石料理
主菜皿類

ガラス器　オービット・スクエアプレート
3個入り(21×21×H1.8、24×24×H2.2)

2個入り（28×28×H2.2）

※ハンドメイド品の為、サイズ、重さ、色合いに微妙
な違いがある場合がございます。ご注文を頂いてか
らお届け迄1-2か月ほどかかる場合がございます。
返品不可製品となります。

メニューにアクセントを添えるスクエアタイプのプレー
トです。

3101-0203
懐石料理
主菜皿類

ガラス器　オービット・ワイドリムプレート
3個入り

※ハンドメイド品の為、サイズ、重さ、色合いに微妙
な違いがある場合がございます。ご注文を頂いてか
らお届け迄1-2か月ほどかかる場合がございます。
返品不可製品となります。
フラットで広いリム（ふち）が生む空間は食材を豪華
に引き立てます。

3101-0204
懐石料理
主菜皿類

ガラス器　オービット・トレー
3個入り

※ハンドメイド品の為、サイズ、重さ、色合いに微妙
な違いがある場合がございます。ご注文を頂いてか
らお届け迄1-2か月ほどかかる場合がございます。
返品不可製品となります。
リム（ふち）の幅に変化をつけた個性的なガラスト
レーです。

3101-0201
懐石料理
主菜皿類

ガラス器　オービット・ボール
3個入り

※ハンドメイド品の為、サイズ、重さ、色合いに微妙
な違いがある場合がございます。ご注文を頂いてか
らお届け迄1-2か月ほどかかる場合がございます。
返品不可製品となります。

底の部分が狭くフラットなため、お料理が盛り付けや
すく、プレートとしてもお使いいただけます。

3101-0202
懐石料理
主菜皿類

ガラス器　オービット・リム付きプレート
3個入り

※ハンドメイド品の為、サイズ、重さ、色合いに微妙
な違いがある場合がございます。ご注文を頂いてか
らお届け迄1-2か月ほどかかる場合がございます。
返品不可製品となります。

お料理の風合いを引き立てる、シンプルなガラスの
プレート。陶器とのコーディネーションでさらに演出の
幅が広がります。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3102-0010-1
向付

(18φxH6.2)
3,220

3102-0010-2
丸トンスイ

（9.4φ×H4）
1,070

3102-0010-3
千代口

(7.1φxH3.2)
910

3102-0011-1 向付
(23.5x15.9xH7.7)

2,880

3102-0011-2
千代口

(9.9x6.9xH3.8)
610

3102-0012-1 向付
(23.5x15.9xH7.7)

2,390

3102-0012-2 千代口
(9.9x6.9xH3.8)

760

3102-0013-1
天皿

(15x15.5xH6)
2,200

3102-0013-2
千代口

(7.5φxH2.5)
610

3102-0014-1
天皿

（19φ×H7）
2,960

3102-0014-2
トンスイ

（9φ×H3)
990

3102-0014-3
千代口

(6.5φxH2.8)
960

3102-0015-1
天皿

（23×18×H3）
3,520

3102-0015-2
トンスイ

（10×9×H3）
1,290

3102-0016-1 多用皿
（19.8x18xH4.5）

2,240

3102-0016-2
トンスイ

（10x9.1xH3.1）
840

3102-0016-3 千代口
（8.1x7.3xH2.7）

760

3102-0017-1
角皿

(18x18xH4.3)
2,200

3102-0017-2
トンスイ

(9.6φxH3.5)
990

3102-0017-3
千代口

(7.8φxH2.7)
840

3102-0018-1
角皿

(18x18xH4.3)
2,280

3102-0018-2
トンスイ

(9.6φxH3.5)
990

3102-0018-3
千代口

(7.8φxH2.7)
840

3102-0019-1 多用皿
(23.1x17.5xH5.3)

1,820

3102-0019-2
千代口

（7.4φxH2.6）
610

3102-0020-1 多用皿
(19.7x17.5xH4.8)

2,050

3102-0020-2
千代口

(7.7φxH2.5)
610

3102-0021-1
向付

（16φ×H6）
2,010

3102-0021-2
千代口

（8φ×H3）
680

3102-0022-1
多用鉢

(15x12xH5)
1,210

3102-0022-2
千代口

(7.4φxH2.7)
540

3102-0023-1
天皿

（18φ×H4）
2,120

3102-0023-2
トンスイ

（9φ×H3）
760

3102-0024-1
多用鉢

(14.5φxH6.9)
1,670

3102-0024-2
千代口

(7.4φxH2.6)
650

3102-0025-1
角多用皿

（19x19xH4.2）
1,640

3102-0025-2
千代口

(7.8φxH2.7)
570

3102-0026-1
木甲型小丼

（17x13xH5.5）	 	
2,240

3102-0026-2
千代口

(7.5φxH2.5)
1,070

3102-0027
懐石料理
副菜器類

有田焼　雲錦輪花多用鉢
（15.4φ×H4.6）

雲錦輪花という名前の通り、白雲に花弁のように開
いた輪郭が描いた色絵模様の器です。フルーツなど
のお料理の華やかさを演出頂けます。

1,710

3102-0026
懐石料理
副菜器類

有田焼　金彩オリベ
金彩オリベという名前の通り、深みのある美しい暗緑
色に金箔が施された存在感のある器です。お料理の
華やかさを演出頂けるシリーズです。

3102-0024
懐石料理
副菜器類

有田焼　銀彩赤水玉

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、銀彩赤
水玉という名前の通り、銀箔のラインと赤い水玉が優
雅に調和し、お料理の華やかさを演出頂けるシリー
ズです。

3102-0025
懐石料理
副菜器類

有田焼　雪化粧
有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、一面が
降った雪でまっ白にお化粧したようなデザインが、お
料理の華やかさを演出頂けるシリーズです。

3102-0022
懐石料理
副菜器類

有田焼　青磁マット四ツ葉
四ツ葉の形状の透明感のあるブルーを基調としたデ
ザインの器が存在感を示し、お料理の華やかさを演
出頂けるシリーズです。

3102-0023
懐石料理
副菜器類

有田焼　ブルー吹彫刻

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、鮮やか
なブルーが繊細に調和し、素材の色合いを引き立
て、存在感のある器です。天ぷらのお料理の華やか
さを演出頂けるシリーズです。

3102-0020
懐石料理
副菜器類

有田焼　しぶき

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、しぶき
という名前の通り、繊細な波しぶきのような華麗なデ
ザインがお料理の華やかさを演出頂けるシリーズで
す。

3102-0021
懐石料理
副菜器類

有田焼　流水かえで

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、流水か
えでという名前の通り、繊細に水が流れるようなライ
ンがデザインされ、お料理の華やかさを演出頂ける
シリーズです。

3102-0018
懐石料理
副菜器類

有田焼　青紋金彩
ブルーをベースに、繊細かつ華麗に金粉がさざ波の
ように施され、お料理の華やかさを演出頂けるシリー
ズです。

3102-0019
懐石料理
副菜器類

有田焼　しずく
器の高台部分に鮮やかな金箔を施し、テーブルに高
さを出すことで華麗な雰囲気を演出します。

3102-0016
懐石料理
副菜器類

有田焼　流水小花
淡い水色の繊細なゆったりとした流水のデザインが
施され、様々な料理に調和します。テーブルを穏や
かな雰囲気に演出頂けるシリーズです。

3102-0017
懐石料理
副菜器類

有田焼　グリーン銀彩
グリーンをベースにシルバーが調和し、さざ波のよう
に施され、繊細かつ華麗にお料理の華やかさを演出
頂けるシリーズです。

3102-0014
懐石料理
副菜器類

有田焼　染錦赤巻金唐草
植物の蔓が絡み合う唐草文様を赤と金でゴージャス
にデザインが施され、天ぷらのお料理の華やかさを
演出頂けるシリーズです。

3102-0015
懐石料理
副菜器類

有田焼　金彩オリベ釉かえで
存在感のあるかえでの形状の器に金箔が豪華に施
され、天ぷらのお料理の華やかさを演出頂けるシ
リーズです。

3102-0012
懐石料理
副菜器類

有田焼　渦ねじり
有田焼の特徴である美しい白磁の上に、打ち寄せる
大波のデザインが施され、料理の華やかさを演出し
て頂けるシリーズです。

3102-0013
懐石料理
副菜器類

有田焼　色絵銀彩
有田焼の特徴である美しい白磁の上に、銀箔や赤や
緑などで丁寧に施され、天ぷらのお料理の華やかさ
を演出頂けるシリーズです。

3102-0010
懐石料理
副菜器類

有田焼　カヤ書き井型
美しい白磁の上に、大胆にカヤのデザインが施され
たシリーズです。刺身，酢の物などの料理に華麗な
雰囲気を演出します。

3102-0011
懐石料理
副菜器類

有田焼　伊羅保ねじり
「伊羅保」の特徴である鉄分の強い素地により表面
がざらざらした器です。料理の華やかさを演出して頂
ける盛皿です。
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3102-0028
懐石料理
副菜器類

有田焼　若草重ね多用鉢
（16.1×13.1×H5.6）

若草重ねという名前の通り、春になって新しく生えて
きた若草色の淡いグリーンが繊細に施された器で
す。

1,670

3102-0029
懐石料理
副菜器類

有田焼　黄釉多用鉢
（15×14×H5）

黄色の釉薬を繊細にかけた明るい雰囲気の有田焼
の多用鉢で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,180

3102-0030
懐石料理
副菜器類

有田焼　間取り小花四方あがり多用鉢
（14.2×14.2×H5）

小花が施された、華やかな四方の形の多用鉢で、お
料理の華やかさを演出頂けます。

2,120

3102-0031
懐石料理
副菜器類

有田焼　色絵黒ながし四方重多用皿
（16.7×15.2×H4.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、赤・黄・
緑・黒の4色でデザインが施された華やかな四方の
多用鉢で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,490

3102-0032
懐石料理
副菜器類

有田焼　銀彩花紋多用鉢
（15.5×15.5×H6）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、銀彩花
紋という名前の通り、銀箔と花紋が施され、お料理の
華やかさを演出頂けるシリーズです。

3,150

3102-0033
懐石料理
副菜器類

有田焼　草花四方なぶり小丼
（13.1φ×H6.2）

草花がデザインされた、不規則に波打った渕がお
しゃれな小丼の器で、お料理の華やかさを演出頂け
るシリーズです。

1,940

3102-0034
懐石料理
副菜器類

有田焼　ブルー吹彫刻楕円型小丼
（14×10×H6.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、鮮やか
なブルーが繊細に調和した、楕円型の小丼の器で、
お料理の華やかさを演出頂けます。

1,360

3102-0035
懐石料理
副菜器類

有田焼　吹桔梗渕小丼（13φ×H6.5）
グリーン･ピンク

淡いグリーン、ピンクでデザインされた桔梗の形をし
た小丼の器で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,600

3102-0036
懐石料理
副菜器類

有田焼　珠玉小丼
（14×13×H7.1）

珠玉という名前の通り、真珠や宝石のような赤と金
が融合してデザインされた豪華な器で、お料理の華
やかさを演出頂けます。

2,090

3102-0037
懐石料理
副菜器類

有田焼　あさぎ釉菊割小丼
（12.5φ×H5.5）

あさぎ釉菊割という名前の通り、緑がかった薄い藍
色の釉薬をかけた菊の形の小丼の器で、お料理の
華やかさを演出頂けます。

1,600

3102-0038
懐石料理
副菜器類

有田焼　内地紋黄釉小丼
（13φ×H7）

内地紋黄釉という名前の通り、黄色の釉薬をかけ、
中に地紋が施された小丼の器で、お料理の華やかさ
を演出頂けます。

1,640

3102-0039
懐石料理
副菜器類

有田焼　新コバルト釉六方なぶり小丼
（13φ×H6）

新コバルト釉六方なぶりという名前の通り、コバルト
色の釉薬をかけた、不規則に波打った渕がおしゃれ
な小丼の器で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,360

3102-0040
懐石料理
副菜器類

有田焼　ブルー釉銀彩高台中付
（10.3φ×H6.3）

シルバーのデザインを基調とし、ブルーの釉薬をか
けた高台の器で、お料理の華やかさを演出頂けま
す。

2,090

3102-0041
懐石料理
副菜器類

有田焼　土物風二方押春秋小丼
（14×10.7×H7）

春の桜と秋の紅葉の春秋模様が繊細にかつ優雅に
刻まれた小丼の器で、お料理の華やかさを演出頂け
ます。

1,710

3102-0042
懐石料理
副菜器類

有田焼　紀ノ川（赤線）兜多用鉢
（23.5×13.5×H8.5）

紀ノ川（赤線）兜という名前の通り、赤のラインで紀ノ
川が描かれ、兜の形をした存在感のある多用鉢で、
お料理の華やかさを演出頂けます。

3,260

3102-0043
懐石料理
副菜器類

有田焼　地紋春秋小丼
（16.5×11×H6.8）

春の桜と秋の紅葉の春秋模様が繊細にかつ優雅に
刻まれた、地紋が施された小丼の器で、お料理の華
やかさを演出頂けます。

1,670

3102-0044
懐石料理
副菜器類

有田焼　染錦春秋舟型小丼
（16×11.5×H6）

春の桜と秋の紅葉の春秋模様が繊細にかつ優雅に
刻まれた舟の形をした小丼の器で、お料理の華やか
さを演出頂けます。

1,710

3102-0045
懐石料理
副菜器類

有田焼　辰砂なぶり角鉢
（16×16×H6.7）

辰砂なぶりという名前の通り、赤みがかかった釉薬
をかけた、不規則に波打った渕がおしゃれな角鉢
で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,490

3102-0046
懐石料理
副菜器類

有田焼　線遊び八角多用鉢
（13.4×13.4×H6.3）

線遊び八角という名前の通り、遊び心のある線がか
かった存在感のある八角形の多用鉢で、お料理の
華やかさを演出頂けます。

1,410

3102-0047
懐石料理
副菜器類

有田焼　染錦三色三ツ足小鉢
（10.7×10.7×H5.4）

三色三ツ足という名前の通り、赤・緑・黄色の三色で
デザインされた三ツ足があるユニークな小鉢で、お
料理の華やかさを演出頂けます。

2,050

3102-0048
懐石料理
副菜器類

有田焼　月光中付
（11φ×H6.3）

白を基調に繊細なシルバーとゴールドのデザインが
融合され、ほのかに白く光る月光をイメージする優雅
な中付の器で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,600

3102-0049
懐石料理
副菜器類

有田焼　小花ちらし馬上杯型小鉢
（11.4φ×H6.5）

淡いピンクをベースに小花が施され、馬上杯（馬上で
酒を飲みやすい形にした型の杯）型の小鉢で、お料
理の華やかさを演出頂けます。

1,560

3102-0050
懐石料理
副菜器類

有田焼　はな中付
（12.5φ×H6）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、高台が
存在感のある中付の器で、お料理の華やかさを演出
頂けます。

1,330

3102-0051
懐石料理
副菜器類

有田焼　黄釉桔梗渕中付
（12φ×H5.5）

黄色の釉薬をかけた、桔梗の形をした中付の器で、
お料理の華やかさを演出頂けます。

1,410

3102-0052
懐石料理
副菜器類

有田焼　ひも結び四方中付
（11.7φ×H5.2）

ひもが結ばれたデザインが施され、四方の形をした
中付の器で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,670

3102-0053
懐石料理
副菜器類

有田焼　渦巻中付
（16.2×10×H6.7）

渦巻き状に大きくねじれたデザインが特徴的な中付
の器で、料理の華やかさを演出して頂けます。

1,360

10 / 32 page



品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3102-0054
懐石料理
副菜器類

有田焼　新緑変形楕円小鉢
（14.5×11×H5.9）

新緑をイメージしたグリーンを基調に、少し変わった
形の楕円形がユニークな小鉢です。

1,250

3102-0055
懐石料理
副菜器類

有田焼　二色格子変形中付
（11.9×10.8×H5.2）

緑と紫の二色で格子模様のデザインが施された、少
し変わった形の中付の器で、料理の華やかさを演出
して頂けます。

1,670

3102-0056
懐石料理
副菜器類

有田焼　あみ中付
（12.6φ×H5.7）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、黒と赤
であみのようなラインがデザインされた中付の器で、
料理の華やかさを演出して頂けます。

1,410

3102-0057
懐石料理
副菜器類

有田焼　剣先四角中付
（8×8×H5.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、剣の先
のようなラインが縦にすっと施された中付の器で、料
理の華やかさを演出して頂けます。

1,360

3102-0058
懐石料理
副菜器類

有田焼　青磁吹き桔梗中付
（10.5φ×H6）

青磁の釉薬をかけた、桔梗の形をした中付の器で、
お料理の華やかさを演出頂けます。

1,250

3102-0059
懐石料理
副菜器類

有田焼　二色十草吹五方なぶり中付
（12φ×H6.5）

緑と紫の釉薬をかけた、上にすっと伸びた十草のラ
インが映える、不規則に波打った渕がおしゃれな中
付の器で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,640

3102-0060
懐石料理
副菜器類

有田焼　あさぎ菊割中付
（10.6φ×H6.4）

あさぎ釉菊割という名前の通り、緑がかった薄い藍
色の釉薬をかけた菊の形の中付の器で、お料理の
華やかさを演出頂けます。

1,210

3102-0061
懐石料理
副菜器類

有田焼　紫釉割山椒小付
（10.3φ×H5.4）

紫色の釉薬をかけた、山椒の形をイメージした小付
の器で、お料理の華やかさを演出頂けます。

910

3102-0062
懐石料理
副菜器類

有田焼　グリーン釉小付
（10.5φ×H5）

グリーンの釉薬をかけた、中付の器で、お料理の華
やかさを演出頂けます。

910

3102-0063
懐石料理
副菜器類

有田焼　黄釉掛分菊型小付
（10φ×H5）

黄色の釉薬をかけた、菊の形の小付の器で、お料理
の華やかさを演出頂けます。

910

3102-0064
懐石料理
副菜器類

有田焼　染錦千段高台小付
（7.8φ×H4.8）

染錦千段高台という名前の通り、高台から上の器の
部分まで赤・青色の横のたくさんのラインがデザイン
されたすっきりとしたデザインの小付の器で、お料理
の華やかさを演出頂けます。

1,330

3102-0065
懐石料理
副菜器類

有田焼　金彩小付
（10.2×8.9×H5.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、金箔が
施された小付の器で、お料理の華やかさを演出頂け
ます。

960

3102-0066
懐石料理
副菜器類

有田焼　清流小付
（10.2φ×H5.7）

清流という名前の通り、清流をイメージさせる透明感
のある青磁の小付の器で、お料理の華やかさを演出
頂けます。

910

3102-0067
懐石料理
副菜器類

有田焼　青磁小付
（9.8×9.8×H6）

透明感のある青磁の小付の器で、お料理の華やか
さを演出頂けます。

910

3102-0068
懐石料理
副菜器類

有田焼　ひわ釉小付
（10.5φ×H5）

ひわ色の釉薬をかけた、小付の器で、お料理の華や
かさを演出頂けます。

910

3102-0069
懐石料理
副菜器類

有田焼　天竜川（二色銀彩）葉型小鉢
（19.5×11×H6）

有田焼の特徴である美しい白磁とピンクの二色が調
和し、天竜川の優雅な流れをイメージさせる存在感
のある葉型の小鉢です。

2,010

3102-0070-1 円山川（黄） 2,010

3102-0070-2
瀬田川
（葉脈）

2,010

3102-0071
懐石料理
副菜器類

有田焼　白川（白磁）丸多用鉢
（14.5φ×H5)

有田焼の特徴である美しい白磁をベースとした丸い
多用鉢です。

1,250

3102-0072-1
楕円盛皿

（32×25.5×H6.7） 4,020

3102-0072-2
八角盛皿

（31.5×31.5×H5） 4,090

3102-0072-3
牡丹唐草9寸鉢

（28φ×H6） 3,560

3102-0072-4
青海波彫盛鉢
（32φ×H7.5） 4,020

3102-0072-5
八角銘々皿

（15.3x15.3xH2.8） 800

3102-0072-6
青海波彫取皿

（15.5φ×H3.5） 730

3102-0073-bl 青彩 1,180

3102-0073-yr 黄彩 1,180

3102-0073-pk 桃彩 1,180

3102-0074-bl 青彩 970

3102-0074-yr 黄彩 970

3102-0074-pk 桃彩 970

3102-0098
懐石料理
副菜器類

有田焼　桂川（アメ釉に白）兜多用鉢
（23.5×13.5×H8.5）

力強い川の流れがイメージのデザインが施された、
兜の形をした存在感のある多用鉢で、お料理の華や
かさを演出頂けます。

4,080

3102-0099
懐石料理
副菜器類

有田焼　金銀渕赤線スープ碗
（14.5×12φ×H5.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、淵に赤
線、持ち手に金箔・銀箔が施され、お料理の華やか
さを演出頂けます。

1,730

3102-0074
懐石料理
副菜器類

有田焼　丸小鉢（10φ×H4.5）
丸型の小付の器で、鮮やかな青・黄・ピンクの3種類
のカラーからお選び頂けます。

3102-0072
懐石料理
副菜器類

有田焼　青磁盛鉢シリーズ

有田焼の澄み切った青磁の青が伝統の深さを伝え
る美しく調和した盛鉢の器シリーズです。
盛鉢の魅力はなんといっても盛り込まれたお料理の
たっぷりとした景観で、それをしっかりと受け止めて
調和する器揃いです。

3102-0073
懐石料理
副菜器類

有田焼　馬上杯 小付（8φ×H4.8）
馬上杯（馬上で酒を飲みやすい形にした型の杯）型
の小付の器で、鮮やかな青・黄・ピンクの3種類のカ
ラーからお選び頂けます。

3102-0070
懐石料理
副菜器類

有田焼　ねじり葉型多用鉢
（25.2×14.5×H7.2）

大きくねじれた大振りの葉型の器を大胆に使って、黄
色（円山川）と青色（瀬田川）でデザインが施された、
存在感のある多用鉢です。お料理の華やかさを演出
頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3102-0101-bl 青磁 640

3102-0101-cb 淡ルリ 640

3102-0101-rb 柿釉 640

3102-0101-pk 土物ピンク 640

3102-0101-wh 白伊賀浜錆 650

3102-0101-rd 古代朱 700

3102-0102-bw 青白瓷 850

3102-0102-yw 黄白瓷 850

3102-0102-bl 砧青瓷 850

3102-0102-ks 黄瀬戸 800

3102-0102-or 織部 910

3102-0151
懐石料理
副菜器類

京焼　鉢　彩さくら
18.5φ×H6.5cm（紙箱付き）

ほんのりと色づく桜の花を優しく描きました。食卓を
華やかに彩る器です。

5,500

3102-0152
懐石料理
副菜器類

京焼　鉢　釉藍
15φ×H6cm（紙箱付き）

重ねて掛けた釉薬の流れが味わい深い、使い易い
鉢です。釉と共に流れた呉須の藍色が程よいアクセ
ントになっています。

3,850

3102-0201-ob 織部 1,760

3102-0201-ks 黄瀬戸 1,520

3102-0201-ns 鼠志野 1,670

3102-0201-gd 本釜金彩 1,800

3102-0202-ob 織部 1,970

3102-0202-ks 黄瀬戸 1,650

3102-0202-ns 鼠志野 1,800

3102-0202-gd 本釜金彩 1,970

3102-0203-ob 織部 910

3102-0203-ks 黄瀬戸 800

3102-0203-ns 鼠志野 840

3102-0203-gd 本釜金彩 910

3102-0202
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器
輪花六兵衛向付 （14.5φ×H5.2）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの向付です。食
洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3102-0203
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器
輪花六兵衛千代口（8φ×H3）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの千代口です。
食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3102-0102
懐石料理
副菜器類

菊彫一方上り2.2寸小付（6.6φ×H3.2）

3.5寸の小鉢よりも少し小さめのサイズの、珍味・香
の物・口取りなど様々な料理にご利用頂ける2.2寸小
付の器です。
美濃焼の温かみを感じる菊の形となります。
青白瓷、黄白瓷、砧青瓷、黄瀬戸、織部の5種類の
豊富なカラーバリエーションからお選び頂けます。

3102-0201
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器
4.5寸反小鉢 （14φ×H5）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの4.5寸反小鉢
です。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3102-0101
懐石料理
副菜器類

美濃焼　菊彫一方上り3.5寸小鉢（10.4φ×
H5.3）

寸皿、酢の物や白和えなど、一人分の副菜にちょう
ど良い大きさで、デザート用の小鉢としても活躍する
3.5寸の小鉢です。
美濃焼の温かみを感じる菊の形となります。
青磁、淡ルリ、柿釉、土物ピンク、白伊賀浜錆、古代
朱の6種類の豊富なカラーバリエーションからお選び
頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3102-0204-ob 織部 1,500

3102-0204-ks 黄瀬戸 1,360

3102-0204-ns 鼠志野 1,440

3102-0204-gd 本釜金彩 1,760

3102-0205-ob 織部 2,060

3102-0205-ks 黄瀬戸 1,720

3102-0205-ns 鼠志野 1,890

3102-0205-gd 本釜金彩 2,060

3102-0206-ob 織部 2,200

3102-0206-ks 黄瀬戸 1,800

3102-0206-ns 鼠志野 2,220

3102-0206-gd 本釜金彩 2,300

3102-0207-ob 織部 1,030

3102-0207-ks 黄瀬戸 910

3102-0207-ns 鼠志野 1,050

3102-0207-gd 本釜金彩 1,110

3102-0211-1
6寸向付（18.5×

17×H9.5） 2,180

3102-0211-2
尺2寸皿（36×
12.5×H5.5） 2,610

3102-0211-3
丸千代口

 （6.5φ×H3）
730

3102-0211-4
小丸呑水

 （9φ×H3）
790

3102-0212
懐石料理
副菜器類

美濃焼　三色散らしラスター三日月
4.5寸中付

（13.5φ×H8.8）

ラスター加工を施した存在感のある三日月型4.5寸中
付の器です。赤・緑・黄色の三色がお料理の華やか
さを演出します。

1,940

3102-0301-1 本体 タメ 920

3102-0301-2
両面板〈表〉金
パール〈裏〉朱 550

3102-0302-1
本体 足(17φ
×H6.5) 高

H4.4、低H2.2
210

3102-0302-2
八角皿（18.4
×18.4×H2）

金塗
720

3102-0302
懐石料理
副菜器類

自社製越前漆器（ABS） 八寸　如意皿

如意皿とその上に乗せる八角皿です。
別売りの珍味の器を乗せて頂き、高さがある如意皿
を使ってテーブルの高さに変化を出していただくこと
で、懐石料理全体がより一層エレガントな雰囲気を
演出頂けます。

3102-0211
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ピンク一珍ラスターウェーブ

ピンクを際立たせるため、器全体に光沢を施す美濃
焼の優雅な雰囲気の器です。
4種類の異なるサイズをご用意させて頂きました。料
理やテーブルの雰囲気にあわせてご利用頂けます。

3102-0301
懐石料理
副菜器類

自社製越前漆器（ABS）　八寸　京菱皿
本体 （17×17×H5.2）
両面板（15.3×15.3）

四方の器に盛りつけられた八寸の器です。
本体に両面版を併せて載せて頂きご利用頂くこと
で、よりお料理の華やかさを演出頂けます。

3102-0206
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器
高台丸向付 （18.1φ×H5.5）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの高台丸向付で
す。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3102-0207
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器
高台丸千代口 （9.2φ×H3.3）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの高台丸千代
口です。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3102-0204
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器
笹葉小付 （15.5×5.4×H5.5）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの優雅な雰囲気
な笹葉小付です。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3102-0205
懐石料理
副菜器類

美濃焼　ハイブリッド陶器・磁器
綴目向付 （17.7φ×H4.6）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズの綴目向付で
す。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

13 / 32 page



品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3102-0311-1
本体 （27.8×
9.2×H4.8）

750

3102-0311-2
本体（低足）
（27.8×9.2×

H6）
990

3102-0311-3
本体（足高）
（27.8×9.2×

H7.5）
1,130

3102-0311-4
3つ仕切 黒天
朱（26.5×7.8

×H3.5）
310

3102-0311-5
両面板（26.7×
7.8）〈表〉金パー

ル〈裏〉朱
500

3102-0351-rd 赤 430

3102-0351-yl 黄 430

3102-0351-bl 青磁 430

3102-0351-pl 紫 430

3102-0351-gr グリーン 430

3102-0401-1
4段角型(32x19x
Ｈ9 段板11x9xＨ

1.4)
5,500

3102-0401-2
4段丸型(32x19x

Ｈ9.5 段板約
10.5φ)

6,330

3102-0401-3
5段小角型

(27x19xH9 段板
10.2x7xH1.4)	

4,950

3102-0401-4
5段大角型

（35x25xH9 段
板12x9.8xH1.4）

5,500

3102-0401-5
5段小丸型

(27.5x20xH9.2
段板約9φ)

5,940

3102-0401-6
5段大丸型

(30.5x24.5xH9.4
段板約11.5φ)

6,770

3103-0001
懐石料理

蓋物・飯器類
 有田焼　あけぼの小蓋物

（10φ×H8.7）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、淡い黄
色の釉薬をかけた繊細で優雅な小さめの蓋物で、お
料理の華やかさを演出頂けます。

2,120

3103-0002
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　 あさぎ小蓋物

（10φ×H8.7）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、緑が
かった薄い藍色の釉薬をかけた小さめの蓋物蓋物
で、お料理の華やかさを演出頂けます。

2,120

3103-0003
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　朱巻木の実小蓋物

（10φ×H8.7）

朱巻木の実という名前の通り、朱巻のかかった、木
の実が施された小さめの蓋物で、お料理の華やかさ
を演出頂けます。

2,650

3103-0004
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　銀彩ライン小蓋物

（10φ×H8.7）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、銀箔の
ラインが横にすっと伸びた小さめの蓋物で、お料理
の華やかさを演出頂けます。

2,120

3103-0005
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　二色ライン小蓋物

（10.2φ×H8.6）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、赤と金
の二色のラインが横にすっと伸びた小さめの蓋物
で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,890

3103-0006
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　流水亀甲紋小蓋物

（10.5φ×H8.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、青色の
流水のラインと亀甲紋が施された小さめの蓋物で、
お料理の華やかさを演出頂けます。

2,460

3103-0007
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　 京の雅　蓋物

（12φ×H8.9）
京の雅の雰囲気の優雅なデザインが施された蓋物
で、お料理の華やかさを演出頂けます。

2,280

3103-0008
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　 万歴　蓋物

（12φ×H8.9）
万歴赤絵の優雅なデザインが施された蓋物で、お料
理の華やかさを演出頂けます。

2,540

3103-0009
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　四季の花毛料蓋物

（12φ×H9）

春の桜と秋の紅葉などの色とりどりの四季の花が施
された優雅な蓋物で、お料理の華やかさを演出頂け
ます。

4,170

3103-0010
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　流水草花彫小蓋物

（12.7φ×H8.6）

流水草花彫という名前の通り、有田焼の特徴である
美しい白磁をベースに、草花が流水のように施され
た華麗な蓋物で、お料理の華やかさを演出頂けま
す。

1,890

3103-0011
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　赤巻木ノ葉蓋物

（13φ×H8.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、赤巻の
かかった、木の葉が施された蓋物で、お料理の華や
かさを演出頂けます。

2,130

3102-0351
懐石料理
副菜器類

有田焼　角珍味（6.3×6.3×H3.2）

角型の珍味を入れるのに重宝する、豪華な有田焼
の器となります。
赤、黄、青磁、紫、グリーンの5種類をご用意致しまし
たので、テーブルや料理の雰囲気に合わせてご利用
頂けます。
別売りの珍味器と併せてご利用下さい。

3102-0401
懐石料理
副菜器類

木製（日本製）　ひな壇盛台

（注）受注生産の為、ご注文を頂いてからお届け迄2
週間ほどかかります。 返品不可製品となります。

温かみが感じられる温もりと存在感のある木の角型
の盛台です。お料理に華やかさを演出頂けるため、
話題性のあるメニュー作りにもお役だて頂けます。

3102-0311
懐石料理
副菜器類

自社製越前漆器（ABS） 珍味器
新角長点心　タメ

珍味を入れる珍味器の溜色の新角長点心です。
また本体は足がないものと、低足のもの、足高のも
のと3種類ご用意致しました、テーブルや料理の雰囲
気に合わせてご利用頂けます。
珍味の小鉢を3つ入れてご利用頂けます、本体に加
えて別売りの3つ仕切や両面版を併せてご利用下さ
い。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3103-0012
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　白金銀彩小蓋物

（10.2φ×H7.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、銀箔の
ラインが横にすっと伸びた小さめの蓋物で、お料理
の華やかさを演出頂けます。

2,130

3103-0013-1 ドーム型蓋物
(17x14.5xH11.5)

4,760

3103-0013-2
千代口

（7.5φxH2.5）
990

3103-0014
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　流水金銀彩蓋物

（12φ×H8.9）

流水金銀彩という名前の通り、金箔と銀箔が流水の
ように施された華麗な蓋物で、お料理の華やかさを
演出頂けます。

3,600

3103-0015
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　七宝丸紋蓋物

（12.2φ×H8.9）
七宝の丸紋が施されたエレガントな雰囲気の蓋物
で、お料理の華やかさを演出頂けます。

3,410

3103-0016
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　赤絵唐草7寸骨むし

（21φ×H10.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、赤絵唐
草のデザインが施された骨蒸し用の少し大きめの蓋
物です。

5,860

3103-0017
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　染錦木甲割山水7寸骨むし

（21φ×H10.5）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、鮮やか
な青色で山水のデザインが施された骨蒸し用の少し
大きめの蓋物です。

7,010

3103-0018
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　白吹きカヤ書き平蓋物

（17.7φ×H8.8）
カヤのデザインが施された蓋物で、お料理の華やか
さを演出頂けます。

4,240

3103-0019
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　銀彩二色ライン吹むし碗

（7.8φ×H9.5 175cc）
淡い赤色をベースに、黄色と紫色の2色のラインが横
にすっと施された優雅なむし椀です。

2,620

3103-0020
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　万歴蒸し碗（8.5φ×H9 125cc）

万歴赤絵の優雅なデザインが施された蒸し物で、お
料理の華やかさを演出頂けます。

1,890

3103-0021
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　三色ラインむし碗（7.8φ×H9.5 

175cc）
青・赤・金の三色が施されたむし碗で、お料理の華や
かさを演出頂けます。

1,820

3103-0022
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　灰釉夏目型むし碗

（7.5φ×H7.5 125cc）
灰釉をかけた淡い透き通るような青の夏目型のむし
碗で、お料理の華やかさを演出頂けます。

1,820

3103-0023
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　青雲むし碗

（7.5φ×H7.5 125cc）

青雲むし碗の名前の通り、青空と雲の中を通ってい
るかのような淡い色使いが優雅なむし碗で、お料理
の華やかさを演出頂けます。

1,750

3103-0024
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　霞むし碗（7.8φ×H7.5 125cc）

霞むし碗の名前の通り、霞がかかったような、青・赤・
緑のラインの色使いが優雅なむし碗で、お料理の華
やかさを演出頂けます。

2,240

3103-0025-1 楕円むし碗 1,970

3103-0025-2 台座 990

3103-0026-1 楕円むし碗 1,890

3103-0026-2 台座 960

3103-0027
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　紫白吹小花草花夏目型むし碗

（9φ×H7 150cc）

紫と白をベースに小花草花のデザインが施された夏
目型のむし碗で、お料理の華やかさを演出頂けま
す。

2,420

3103-0028
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　短冊むし碗（8φ×H6.3 125cc）

赤・緑・黄色の短冊のデザインが施されたむし碗で、
お料理の華やかさを演出頂けます。

1,820

3103-0029
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　竹笹夏目型むし碗（9φ×H7 

175cc）
優雅な竹笹のデザインが施されたむし碗で、お料理
の華やかさを演出頂けます。

2,620

3103-0030
懐石料理

蓋物・飯器類
 有田焼　カヤ書きむし碗（8.7φ×H9.2） 

200cc）
カヤのデザインが施されたむし椀で、お料理の華や
かさを演出頂けます。

2,500

3103-0031
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　赤巻木の葉むし碗

（8φ×H8 130cc）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、赤巻の
かかった、木の葉が施されたむし椀で、お料理の華
やかさを演出頂けます。

1,690

3103-0026
懐石料理

蓋物・飯器類

有田焼　一輪花
楕円むし碗（9.8×8.9×H8.7） 150cc

台座（12×11×H2.3）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、むし碗の
蓋と台座の部分に一輪花のデザインが施された華麗な
むし碗と台座で、お料理の華やかさを演出頂けます。

3103-0013
懐石料理

蓋物・飯器類
有田焼　紫吹野花ちらし	

淡い紫色のラスターをかけて、野花のデザインが施
されたドーム型のユニークな蓋物と千代口です。お
料理の華やかさを演出頂けます。

3103-0025
懐石料理

蓋物・飯器類

有田焼　二色吹白花
楕円むし碗（9.8×8.9×H8.7 150cc）

台座（12×11×H2.3）

有田焼の特徴である美しい白磁をベースに、淡い緑
と紫の二色と白花が施された華麗なむし碗と台座
で、お料理の華やかさを演出頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3103-0102-1 黒枝梅 910

3103-0102-2 黒梅 730

3103-0102-3 黒波桜 880

3103-0102-4 黒ひょうたん 990

3103-0102-5 黒松 730

3103-0102-6 黒マツバ 770

3103-0102-7 黒なでしこ 750

3103-0102-8 黒フジ 950

3103-0102-9 黒金帯シダ 990

3103-0102-10 黒ラン 800

3103-0102-11
総タメマツバ

内黒
840

3103-0102-12
総タメラン内

黒
880

3103-0102
懐石料理

蓋物・飯器類

自社製越前漆器　食洗器OK
耐熱3.5寸小吸物椀  （10.5φ×H10.5）

黒・溜色系シリーズ

耐熱ABS樹脂製の食洗器OKで便利なの自社製の越
前塗りの漆器のお椀です。
飲食店のみならず、介護施設や法事など様々な用途
にご利用頂けます。
いずれも身（お椀）と蓋付きのセットです。
3.5寸小吸物椀は少し小さめのみそ汁やお吸い物に
最適サイズで、重宝するお椀です。
法事などに最適な落ち着いた雰囲気の黒・溜色系の
豊富なデザインの種類からお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3103-0112-1 黒小菊 960

3103-0112-2 黒二ツ葉菊 920

3103-0112-3 黒松内黒 880

3103-0112-4 総黒鉄仙 920

3103-0112-5 黒柳 1,320

3103-0112-6 黒椿 920

3103-0112-7 総黒帯椿 960

3103-0112-8 黒木の葉 920

3103-0112-9
総黒色紙チラ

シ
920

3103-0112-10 黒朱線 790

3103-0112-11 黒つた 1,100

3103-0112-12
総タメ小菊内

黒
1,160

3103-0112-13
総タメ二ツ葉

菊
1,010

3103-0112-14
総タメ鉄仙内

黒
1,010

3103-0112-15 総タメ椿内黒 970

3103-0112-16
総タメ帯椿内

黒
1,050

3103-0112-17
総タメ木の葉

内黒
1,010

3103-0112-18
総タメ色紙チ

ラシ内黒
1,010

3103-0112-19
総タメ花イカ

ダ内黒
1,010

3103-0112-20 総タメつた 1,200

3103-0112-21
総タメ秋草内

黒
1,010

3103-0112-22 総タメ内黒 570

3201-0001-1bk 本体（黒） 1,570

3201-0001-1tm 本体（タメ） 1,790

3201-0001-2pl1
6つ仕切 朱天黒
〈日型3つ別れる〉
(23.5x12xH3.5)x3

1,320

3201-0001-2pl2
瓢簞仕切　朱
天黒（35.5×
23.5×H3.5）

1,020

3201-0001-2pl3
A仕切（35.7
×23.5×

H3.5）
280

3201-0001
行事用容器

松華堂弁当箱
自社製越前漆器（ABS・内塗なし)　尺3木目

松華堂（38.5×26.5×H6.5）（身・蓋）

6つの小鉢が入る定番尺3サイズの松花堂弁当で
す。本体は黒と溜色の2種類からお選び頂けます。
ご使用にあたっては、本体以外に6つ仕切などの仕
切りと小鉢（陶磁器製やメラミン製）を別途お求め頂く
必要がございます。

3103-0112
懐石料理

蓋物・飯器類

自社製越前漆器　食洗器OK
耐熱3.7寸みやこ椀 （11.1φ×H10）

黒・タメ色系シリーズ

耐熱ABS樹脂製の食洗器OKで便利なの自社製の越
前塗りの漆器のお椀です。
飲食店のみならず、介護施設や法事など様々な用途
にご利用頂けます。
いずれも身（お椀）と蓋付きのセットです。
3.7寸みやこ椀は小吸物椀よりも少し大き目のサイズ
でみそ汁やお吸い物に最適サイズで、重宝するお椀
です。
法事などに最適な落ち着いた雰囲気の黒・溜色系の
豊富なデザインの種類からお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3201-0002-1 本体（身・蓋） 1,020

3201-0002-2pl1 Bプレート
（23.5x23.5xH4）

660

3201-0002-2pl2 1枚仕切
（23.5x23.5xH3.3）

800

3201-0011
行事用容器

松華堂弁当箱

自社製越前漆器　食洗器OK
耐熱源氏弁当　パールつた

（30.2×17.2×H6）

耐熱ABS樹脂製の食洗器OKで便利な自社製の越前
塗りの漆器の約30×17センチのサイズの松花堂弁
当です。仕切付のため、そのままご使用頂けます。

1,290

3201-0012
行事用容器

松華堂弁当箱
自社製越前漆器　食洗器OK　有栖弁当

〈DX4つ仕切付〉（24×24×H6）

耐熱ABS樹脂製の食洗器OKで便利な自社製の越前
塗りの漆器の約24×24センチのサイズの松花堂弁
当です。仕切付のため、そのままご使用頂けます。

1,160

3201-0013
行事用容器

松華堂弁当箱

自社製越前漆器（ABS）産寧坂（31×21.5×
H7.5）タメ千筋〈C仕切付〉黒天朱組仕切

〈大〉（19.5×9.7×H3）〈小〉（9.7×9.7×H3）
×4

落ち着いた溜色の約31×22センチのサイズの松花
堂弁当です。仕切付のため、そのままご使用頂けま
す。

2,950

3201-0014
行事用容器

松華堂弁当箱
自社製越前漆器（ABS）光悦〈4つ仕切黒付〉

（27.5×17×H6.5） タメ千筋〈ABS〉

落ち着いた溜色の約27×17センチのサイズの手ごろ
な松花堂弁当です。仕切付のため、そのままご使用
頂けます。

2,150

3201-0101-gr
身・蓋 緑
（若竹）

2,530

3201-0101-bk
身・蓋 黒
（煤竹）

2,150

3201-0101-br
身・蓋 ブラウ

ン（枯竹）
2,150

3201-0101-be
身・蓋 ベー
ジュ（晒竹）

2,150

3201-0101-pl
下司（16×
10.3×H2.7）

310

3201-0101-i25
新瓢簞アイス
(5×3) 25ヶ入

470

3201-0101-i200 新瓢簞アイス
(5×3) 200ヶ入

3,470

3201-0102-ky
ケヤキ

内朱天黒
2,400

3201-0102-sk
春慶

内朱天黒
2,200

3201-0102-tm
タメ

内朱天黒
2,120

3201-0201-pk ピンク 1,230

3201-0201-bl ブルー 1,230

3201-0203
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　朱呉須花絵

丸小鉢（11.3φ×H4）
尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する汎用性の高
い朱呉須花絵が施された美濃焼の小鉢です。

1,030

3201-0204-wt
白磁渕プラチ

ナ
850

3201-0204-pk
ピンク吹ラス

ター
1,090

3201-0205
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　淡雪イエロー吹

 布目平鉢（11.5×11×H3.9）
尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の、
淡い黄色が淡雪のように施された平鉢です。

700

3201-0206-bl 飛び青磁 640

3201-0206-rd 柿釉雪化粧 620

3201-0206-pl 紫白吹白梅 1,210

3201-0206-br 信楽金タタキ 950

3201-0206
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢
 丸小鉢（11.3φ×H4）

尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の、
汎用性が高い丸型の小鉢です。

飛び青磁、柿釉雪化粧、紫白吹白梅、信楽金タタキ
の4色のカラーバリエーションからお選び頂けます。

3201-0201
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　ラスター

 袋型松花堂（11.3×11.2×H3.6）

尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の小
鉢です。
淡いピンクとブルーでラスターがかかった袋型の小
鉢となります。

3201-0204
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢

桜型小鉢（11.2φ×H4.4）

尺3や8.5寸等の松華堂弁当に対応する白とピンクの
光沢のある桜型小鉢です。

華麗な雰囲気で、松華堂弁当を華やかに演出頂け
ます。

3201-0101
行事用容器

松華堂弁当箱

自社製越前漆器　食洗器OK
　耐熱竹弁当シリーズ　若身・蓋

（身20×10.5×H4.5 蓋20×10.5×H3.5）

耐熱ABS製のため、食洗器OKの越前漆器の竹弁当
（身と蓋のセット）です。緑（若竹）、黒（煤竹）、ブラウ
ン（枯竹）、ベージュ（晒竹）の4色のカラーバリエー
ションからお選び頂けます。
従来の木製の竹の弁当と比べて、食洗器対応で衛
生的でありながら、木のような風情も感じられる弁当
箱のため、懐石料理や行事用の法事などで、一品麺
類や珍味などを入れて頂くなど、多彩なご利用に重
宝する弁当箱です。
本体（身・蓋）に加えて別売りの下司と保冷用の新瓢
簞アイスも併せてご利用頂くと便利でお勧め致しま
す。

3201-0102
行事用容器

松華堂弁当箱

自社製越前漆器　食洗器OK
耐熱DX丸亀甲紋ひつまぶし 内朱天黒

(14.5φxH9 内寸 11.8φxH6.7)

耐熱ABS製のため、食洗器OKのひつまぶし用の弁
当容器です。ケヤキ、春慶、タメの三色のカラーバリ
エーションからお選び頂けます。
蓋の部分にくぼみがあるため、重ねて保管ができる
ため利便性が高くなっております。

3201-0002
行事用容器

松華堂弁当箱

自社製越前漆器　食洗器OK
 耐熱8.5寸松華堂

（本体26×26×H6 内塗なし）

4つの小鉢が入る定番の8.5寸サイズの耐熱性の食
洗器OKの松花堂弁当です。本体は黒と溜色の2種

類からお選び頂けます。
ご使用にあたっては、本体以外にBプレート等の仕切
り（耐熱ABS製）と小鉢（陶磁器製やメラミン製）を別

途お求め頂く必要がございます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3201-0211-wt 白志野 480

3201-0211-bl 飛び青磁 480

3201-0211-ob 織部 550

3201-0212-yr イエロー 700

3201-0212-pl 紫 700

3201-0212-bl 飛び青磁 620

3201-0212-ob 織部錆散らし 640

3201-0213
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　雲海3.6丸丼

（11.5φ×H3.7）
尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の、
雲海をイメージした丸丼の小鉢です。

900

3201-0214
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　粉引塗分片口小鉢

（11.1×10.8×H3.3）
尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の、
シンプルな粉引の小鉢です。

1,430

3201-0215
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　織部菊型鉢

（11.3φ×H3.5）
尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の、
織部の美しい暗緑色の菊型の小鉢です。

1,050

3201-0221
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　 杉板（11.5×11.5） 松花堂にちょうど収まるサイズの杉板です。 330

3202-0001-1
1合（カマド16.8×

16.8×H12） 3,740

3202-0001-5
0.5合（カマド13.4
×13.4×H9.3） 3,080

3202-0002-bk 黒 120

3202-0002-iv アイボリー 120

3202-0003-gm 五目 24,340

3202-0003-tr とり 24,340

3202-0003-sa 山菜 24,340

3202-0003-ta 竹の子 24,340

3202-0003-as あさり 25,300

3202-0003-ht ほたて 26,400

3202-0003-mt 舞茸 30,670

3202-0011-15a 15g 1箱 5,230

3202-0011-15b 15g 5箱セット 24,750

3202-0011-20a 20g 1箱 5,230

3202-0011-20b 20g 5箱セット 24,750

3202-0011-25a 25g 1箱 5,230

3202-0011-25b 25g 5箱セット 24,750

3203-0001-1
小(身17.5φ

xH5、蓋16.2φ
xH6.8)

2,530

3203-0001-2
大(身18.5φ

xH4.7、蓋17.5
φ×H7.2)

2,700

3203-0001
行事用

鍋料理食器
都鍋 〈ステンレス〉〈日本製〉

身・蓋セット

日本製・ステンレス製のため、いったん温まると熱持
ちが良く、丈夫で安心な、身・蓋をセットにした鍋の器
です。
二種類のサイズからお選び頂けます。

3202-0003 行事用容器
釜飯器・燃料等

京の釜めし　〈固形燃料約18分〉〈具材200g･
米140g〉各50食入、7種類

釜飯の具として五目・とり・山菜・竹の子・あさり・ほた
て・舞茸の7種類の豊富なバリエーションをご用意致
しました。
具材200g、米140gが含まれており、固形燃料約18分
（20g）相当になります。

3202-0011 行事用容器
釜飯器・燃料等

釜飯等向け固形燃料
センネンニューパック〈アルミ巻〉
15・20・25g/1箱・5箱セット単位

適度な炎で効率よく燃焼し、かつ安全な当社のオリ
ジナルの高コスパ人気商品です。
お客様のご利用状況に応じて固形燃料の重量とご
購入単位をご選択頂けます。
（5箱単位の場合よりお得な単価となります）。
（以下：燃焼時間、1箱あたりの個数）
・燃焼時間：15g（約14.5～19分）20g（約16～22.5分）
25g（約18.5～25分）
・1箱あたりの個数： 15g（1箱 20個×26袋）、20g （1
箱 20個×20袋）、25g（1箱 20個×16袋）

3202-0002 行事用容器
釜飯器・燃料等

釜飯用杓子〈1人用〉
（5.5×16）〈耐熱PP〉

釜飯用の耐熱杓子です。
黒、アイボリーの2種類からお選び頂けます。

3201-0212
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼　松華堂小鉢　仕切付鉢

（11.5×11.5×H3.5）

尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の、
汎用性が高い仕切付きの小鉢です。
イエロー、紫、飛び青磁、織部錆散らしの4色のカ
ラーバリエーションからお選び頂けます。

3202-0001 行事用容器
釜飯器・燃料等

釜飯カマド(1合)/ミニ釜飯カマド(0.5合)
セット（蓋・底板・火入れ付）

本体のみならず、蓋・底版・火入れを全てセットにし
た便利な釜飯カマドセットをご用意致しました。
メニューに釜飯をメインとする場合と、サブとする場
合で1合、0.5合の2種類のサイズからお選び頂けま
す。釜飯内がシルバーストーン加工のため水洗い
時、ごはんがきれいに取れます。

3201-0211
行事用容器

松華堂弁当箱
美濃焼 松華堂小鉢 笹角皿

（11.3×11.3×H1.3）

尺3や8.5寸等の松花堂弁当に対応する美濃焼の、
汎用性が高い笹角皿です。
白志野、青磁、織部、イエローの4色のカラーバリ
エーションからお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3203-0002-1
骨入れ

（15φ×H10） 1,890

3203-0002-2
だし入れ大

700cc(19.5x11.7
xH14.5)

2,280

3203-0002-3
だし入れ小

600cc(17x10.3x
H12.7) 

1,740

3203-0002-4
手なしトンスイ
（12φxH4.7）

730

3203-0002-5
手付トンスイ

（11.7x11.3xH5）
730

3203-0002-6
薬味皿

（15.8x7.7xH3.4）
880

3203-0002-7
レンゲ

（14x4.9xH5.8）
500

3203-0002-8
台皿

（9.5x5.8xH2）
500

3204-0001-0
尺0寸

（31.5φxH6）
1,880

3204-0001-1
尺1寸

（35φxH6）
2,640

3204-0001-2
尺2寸

（38.3φxH6）
2,920

3204-0001-3
尺3寸

（41.5φxH6）
3,550

3204-0002-0
尺0寸

（31.5φxH6）
1,880

3204-0002-1
尺1寸

（35φxH6）
2,640

3204-0002-2
尺2寸

（38.3φxH6）
2,920

3204-0002-3
尺3寸

（41.5φxH6）
3,550

3204-0003-0
尺0寸

（31.5φxH6）
1,880

3204-0003-1
尺1寸

（35φxH6）
2,640

3204-0003-2
尺2寸

（38.3φxH6）
2,920

3204-0003-3
尺3寸

（41.5φxH6）
3,550

3204-0004-0
尺0寸

（30x30xH6.6）
2,480

3204-0004-1 尺1寸
（32,6x32,6xH6.4）

3,000

3204-0004-2
尺2寸

（36x36xH6.5）
3,470

3204-0004-3
尺3寸

(38,9x38,9xH6.4）
4,510

3303-0001
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　ティルトスクエア小鉢　なぎさ
9.4×9.4×3.4H・100ml

淵をなぎさの色で彩られたスクエアの小鉢です。（松
華堂小鉢としても使用可）

700

3303-0002-gr グリーン 370

3303-0002-pk ピンク 370

3303-0002-cl クリア 370

3303-0003-bl 青刷毛目 750

3303-0003-rd 宝紋 750

3303-0004-lm
ライムホワイ

ト
610

3303-0004-le
レモンホワイ

ト
610

3303-0005-hg 玉小はぎ 750

3303-0005-ru るりぼたん 750

3303-0014
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　胴張新香皿　渦刷毛目・金
10.5×10.5×2.3H

黒色と金色のコントラストが、筆の模様を一層引き立
ててくれる「金」シリーズの胴張新香皿です。（松華堂
小鉢としても使用可）

720

3303-0015
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　深型新香皿　五草花
∅11.1×2.2H

器に四季の草花をあしらったシリーズの胴張新香皿
です。（松華堂小鉢としても使用可）

550

3303-0016
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　深型新香皿　七宝つなぎ
∅11.1×2.2H

縁起の良い七宝紋を淵につないだ深型新香皿です。
（松華堂小鉢としても使用可）

570

3303-0005
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　姫角小鉢
9.3×9.3×4.2H・130ml

小さな青の愛らしいはぎや赤の愛らしいるりぼたんで
描かれた小鉢です。
（松華堂小鉢としても使用可）

3303-0003
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　姫丸小鉢
∅9.4×4.2H

柔らかな色味の青刷毛目や赤で描かれた宝紋で彩
られた小鉢です。
（松華堂小鉢としても使用可）

3303-0004
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　8cm ネジコバチ
∅8.1×4.2H・120ml

シンプルながら鮮やかなライムホワイトやレモンホワ
イトの小鉢です。
（松華堂小鉢としても使用可）

3303-0002
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

ポリカーボネート製　8cm クリアボール
∅8×3.9H・110ml

食洗器、保管庫OKの様々な料理に相性抜群のキリ
コボールです。
（松華堂小鉢としても使用可）

3204-0004
行事用
寿司桶

自社製越前漆器 寿司桶（ABS製）
胴張角桶、花丸　内黒〈富士型〉

法事の会席料理などで重宝する、花丸のデザインが
施された、内黒・角型の寿司桶です。
状況に応じてサイズをお選び頂けます。

3204-0002
行事用
寿司桶

自社製越前漆器 寿司桶（ABS製）
丸桶 花風車 内黒〈富士型〉

法事の会席料理などで重宝する、花風車のデザイン
が施された、内黒・丸型の寿司桶です。
状況に応じてサイズをお選び頂けます。

3204-0003
行事用
寿司桶

自社製越前漆器 寿司桶（ABS製）
丸桶 麦 内黒〈富士型〉

法事の会席料理などで重宝する、麦のデザインが施
された、内黒・丸型の寿司桶です。
状況に応じてサイズをお選び頂けます。

3203-0002
行事用

鍋料理食器
有田焼　青磁鍋料理食器シリーズ

有田焼の澄み切った青磁の青が伝統の深さを伝え
る美しく調和した鍋の器シリーズです。
鍋料理を引き立てる名脇役が揃い、華麗な雰囲気を
演出します。

3204-0001
行事用
寿司桶

自社製越前漆器 寿司桶（ABS製）
丸桶 大菊 内黒〈富士型〉

法事の会席料理などで重宝する、大菊のデザインが
施された、内黒・丸型の寿司桶です。
状況に応じてサイズをお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3303-0032-wt 白 740

3303-0032-yr カラシ 740

3303-0032-kh コヒキ 740

3303-0032-tm 溜 740

3303-0041-gn 金ニシキ 990

3303-0041-gr 松葉紋 810

3303-0042
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　丸小鉢　ようらく彩
いろどり

∅11.8×4H・200ml

きらびやかな、装身具をモチーフとしつつも、華美す
ぎず、気品ある意匠が目を引く丸小鉢です。温冷配
膳車のご利用には別売りのフードカバー②（∅12.3×
2）が便利です。（松華堂小鉢としても使用可）

760

3303-0041
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　梅型小鉢
∅11.2×3.6H・180ml

艶やかな金錦と鮮やかな松葉紋で彩られた緑の2種
類のカラーの小鉢です。
（松華堂小鉢としても使用可）

3303-0032
メラミン・強化

磁器
副菜皿類

メラミン食器　菜津味小鉢
11.3×11,3×4.3H・170ml

内側に革目のシボ加工を施し高級感を演出した小鉢
です。白、カラシ、コヒキ、溜の4種類のカラーバリ
エーションからお選び頂けます。
（松華堂小鉢としても使用可）
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3401-0001-sbk-
bk

黒（本体）
黒（仕切）

24,920

3401-0001-sbk-
aj

黒（本体）
あじさい(仕切)

24,920

3401-0001-sbk-
wa

黒（本体）
若杉（仕切）

27,670

3401-0001-sbk-
ou

黒（本体）
青梅（仕切）

27,670

3401-0001-sgr-
bk

緑（本体）
黒（仕切）

24,920

3401-0001-sgr-
aj

緑（本体）
あじさい(仕切)

24,920

3401-0001-sgr-
wa

緑（本体）
若杉（仕切）

27,670

3401-0001-sgr-
ou

緑（本体）
青梅（仕切）

27,670

3401-0001-swt-
bk

白（本体）
黒（仕切）

24,920

3401-0001-swt-
aj

白（本体）
あじさい(仕切)

24,920

3401-0001-swt-
wa

白（本体）
若杉（仕切）

27,670

3401-0001-swt-
ou

白（本体）
青梅（仕切）

27,670

3401-0001-mbk-
bk

黒（本体）
黒（仕切）

21,780

3401-0001-mbk-
aj

黒（本体）
あじさい(仕切)

21,780

3401-0001-mbk-
wa

黒（本体）
若杉（仕切）

23,980

3401-0001-mbk-
ou

黒（本体）
青梅（仕切）

23,980

3401-0001-mgr-
bk

緑（本体）
黒（仕切）

21,780

3401-0001-mgr-
aj

緑（本体）
あじさい(仕切)

21,780

3401-0001-mgr-
wa

緑（本体）
若杉（仕切）

23,980

3401-0001-mgr-
ou

緑（本体）
青梅（仕切）

23,980

3401-0001-mwt-
bk

白（本体）
黒（仕切）

21,780

3401-0001-mwt-
aj

白（本体）
あじさい(仕切)

21,780

3401-0001-mwt-
wa

白（本体）
若杉（仕切）

23,980

3401-0001-mwt-
ou

白（本体）
青梅（仕切）

23,980

3401-0001-lbk-
bk

黒（本体）
黒（仕切）

23,980

3401-0001-lbk-
aj

黒（本体）
あじさい(仕切)

23,980

3401-0001-lbk-
wa

黒（本体）
若杉（仕切）

26,290

3401-0001-lbk-
ou

黒（本体）
青梅（仕切）

26,290

3401-0001-lgr-
bk

緑（本体）
黒（仕切）

23,980

3401-0001-lgr-aj
緑（本体）

あじさい(仕切)
23,980

3401-0001-lgr-
wa

緑（本体）
若杉（仕切）

26,290

3401-0001-lgr-
ou

緑（本体）
青梅（仕切）

26,290

3401-0001-lwt-
bk

白（本体）
黒（仕切）

23,980

3401-0001-lwt-
aj

白（本体）
あじさい(仕切)

23,980

3401-0001-lwt-
wa

白（本体）
若杉（仕切）

26,290

3401-0001-lwt-
ou

白（本体）
青梅（仕切）

26,290

3501-0001-bl 青 2,750

3501-0001-br 茶 2,750

3501-0001-gr 緑 2,750

3501-0011-sn
志野更紗

270ml
3,960

3501-0011-sk
四季草花

280ml
4,400

3501-0011
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

京焼　マグカップ
8φ×H9cm

乳白色の陶肌に金彩が映え、エレガントな印象のマ
グカップ(志野更紗)と彫を施した生地に、四季に咲く
五草花を描きましたマグカップ（四季草花）です。
いずれも京焼で270-280mlの使いやすいサイズで、
季節を問わずお使いいただける味わい深いマグカッ
プです。

3401-0001
会席膳用

紙弁当容器
会席膳用紙弁当容器

会席膳用の使い捨てタイプの弁当容器です。
本体は紙容器、中仕切は樹脂製で耐油性、耐熱性

があり、足付きでボリューム感があります。
豪華な食膳を華やかに演出する高級感があるシリー
ズです。法事や記念の行事等の場面で幅広くご利用

頂けます。
サイズは小中大の3種類です。

小：35.2×25.7×H6.6（本体）34×24.5×H4（仕切）
中：38.2×28.1×H6.6（本体）37×27×H4（仕切）

大：40.6×29.1×H6.6（本体）39.5×28×H4（仕切）
本体のカラーは黒（菱石）・緑（瑠峰）・白（草月）の3

種類、中仕切は黒・あじさい・若杉・青梅の4種類をご
用意させて頂きました。

入り数は以下の通りです。
小：本体80ケース入り 仕切り80個
中：本体60ケース入り 仕切り60個
大：本体60ケース入り 仕切り60個

ご利用場面に応じてご選択頂けます。

3501-0001
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

京焼　なごみカップ 花結晶
7.5φ×H10cm 200m

京焼の200mlのカップで使い易いサイズで普段使い
に重宝します。
爽やかな青色、落ち着いた色合いの薄茶色、清々し
い緑色の3種類の結晶釉の花結晶シリーズです。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3501-0021-wt 白 530

3501-0021-gr 緑 530

3501-0021-br 茶 530

3501-0031-kh 粉引 730

3501-0031-ca 飴斑点 730

3501-0031-kt 唐津 730

3501-0031-tg 鉄黒 730

3501-0041-kh 粉引 730

3501-0041-ca 飴斑点 730

3501-0041-kt 唐津 730

3501-0041-tg 鉄黒 730

3501-0061-ob 織部 1,940

3501-0061-ks 黄瀬戸 1,800

3501-0061-ns 鼠志野 1,890

3501-0061-gd 本釜金彩 2,300

3501-0071-1 265ml
（7φ×H10,7）

5,280

3501-0071-2 315ml
（7φ×H12）

5,480

3501-0071-3 370ml
（7.2φ×H13.5）

5,610

3501-0071-4 420ml
（7.5φ×H14.3）

5,940

3501-0111-wt 白 660

3501-0111-pk ペールピンク 660

3501-0111-sk 空色 660

3501-0111-bk 黒 660

3501-0121-1 マグカップ 1,600

3501-0121-2 ソーサー 1,410

3501-0131-be
オーガニック
ベージュMT

730

3501-0131-gr
オーガニック
ベージュ若草

MT
730

3501-0131-bk
スレートグ
レーMT

730

3501-0141-wt 白 730

3501-0141-kg コヒキ若草 730

3501-0141-lp ラインプレイ 920

3501-0141-fg フラッグ 920

3501-0141-ds ダマスク 920

3501-0131
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

メラミン食器　フリーカップ
φ8.7×8.2H・240ml

木材パルプの代わりに未利用バイオマスを使用した
環境に優しいバイオマスメラミン食器のフリーカップ
です。
汚れがつきにくく傷が目立ちにくいベルマット加工で
す。

3501-0141
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

メラミン食器　プレーンカップ
∅8.4×8H・250ml

シンプルな落ち着いた味わいの白を基調にしたシ
リーズのプレーンカップです。
白とコヒキ若草のカップは内コーティングで傷がつき
にくいカップです。ラインプレイ、フラッグ、ダマスクの
カップは両面コーティングで汚れが一層つきにくく
なっています。

3501-0111
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

メラミン食器　スマートカップ
∅8.1×7.4H・220ml

女性の手にもおさまる、ほんのり色合いが付いた、
ちょっと小さめサイズ(220ml)のカップです。

3501-0121
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

強化磁器　パリッサ
マグカップ ∅9.1×11.5×6H・235ml

ソーサー　∅14.5×2.3H

緑のラインが鮮やかな透光性のある高い強度と軽量
化の両立した強化磁器のマグカップとソーサーです。

3501-0061
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

美濃焼　陶器・磁器の両方の良さを兼ね備
えたハイブリッドシリーズ

キャンディカップ （11.7φ×H7.2）

強度に優れる磁器を1300度で焼成することにより、
今まで土物でしか表現できなかった美濃焼の土物の
色や風合いの良さと磁器が有する強度・衛生面の強
みを併せ持ったハイブリッドシリーズのキャンディカッ
プです。食洗器対応可能です。
織部、黄瀬戸、鼠志野、金彩の4種類の色をご用意さ
せて頂きました、料理やテーブルの雰囲気に合わせ
てご利用頂けます。

3501-0071
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー
グラス器　薄氷 タンブラー6個入り

全面イオン強化加工を施した、「強く」「傷つきにくい」
グラスです。薄いグラスへ繊細なカットを施し、より高
級感のあるグラスに仕上がりました。

3501-0031
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー
美濃焼　しのぎカップ （8.5φ×H12 300㏄）

350ml缶よりも少し少なめ目の普段使いに便利な
300mlの美濃焼のしのぎカップです。
しのぎという名前の通り、刃と峰との間に刀身を貫い
て走る稜線のデザインです。
粉引、飴斑点、唐津、鉄黒の4色からお選び頂けま
す。

3501-0041
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

美濃焼　ねじりカップ （8.5φ×H12 300㏄）

350ml缶よりも少し少なめ目の普段使いに便利な
300mlの美濃焼のねじれカップです。
ねじれという名前の通り、ねじれ目の入ったすっきり
としたデザインです。
粉引、飴斑点、唐津、鉄黒の4色からお選び頂けま
す。

3501-0021
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

美濃焼　さざ波フリーカップ
 （7.7φ×H11 250㏄）

250mlの使いやすい美濃焼のフリーカップです。
さざ波という名前の通り、水面にきらきら揺らめく小
波の情景が映し出されたようなすっきりとしたデザイ
ンです。
白、緑、茶の3色からお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3501-0151-cl クリア 1,100

3501-0151-sm スモーク 1,100

3501-0151-pl パープル 1,100

3501-0161-1iv
本体（アイボ

リー）
1,080

3501-0161-1sk
本体（アイボ
リー空色）

1,080

3501-0161-1or
本体（アイボ
リーオレンジ）

1,080

3501-0161-1gr
本体（アイボ
リー若草）

1,080

3501-0161-1ms
本体（水玉内

空色）
1,210

3501-0161-2ld
シリコン蓋（ス

トロー穴付
き）

440

3501-0171-pk ピンク 1,060

3501-0171-iv アイボリー 1,060

3501-0171-yr イエロー 1,060

3501-0181-ht 花十草 1,010

3501-0181-gl
グリーンリー

フ
1,010

3501-0191-cl クリア 460

3501-0191-rd レッド 460

3501-0191-pl パープル 460

3501-0191-bl
ディープブ

ルー
460

3501-0191-bk ブラック 460

3501-0201-1wt カップ（白） 970

3501-0201-1bw
カップ（ベー

ジュホワイト）
970

3501-0201-1gy
カップ（スレー

トグレー）
970

3501-0201-1lm
カップ（ライム

ホワイト）
970

3501-0201-1rd
カップ（アカシ

ロ）
970

3501-0201-2 蓋 570

3501-0191
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

ポリカーボネイト製　千波9オンスタンブラー
∅8.6×8.8H・280ml

シンプルで洗練されたねじれ形状のタンブラーです。
25仕切グラスラック対応、スタッキング可能です。食
洗器・保管庫OK。

3501-0201
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

メラミン食器　千波カップ
カップ∅11.2×14.3×6.5H・320ml

蓋∅11×2.5H

シンプルで洗練されたねじれ形状。カップ内側に『容
量目安ライン』をつけました。
スタッキング可能です。
内コーティングで傷がつきにくいカップです。

3501-0171
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

ポリカーボネート製　Suマグカップ
∅8.6×11.3×8.2H・260ml

取っ手が大きくて持ちやすい使いやすさを考えた機
能カップです。スタッキング可能です。食洗器・保管
庫OK。

3501-0181
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

ポリカーボネート製　MM マグカップ
∅8×10.7×8.5H・260ml

取っ手が大きくて持ちやすい使いやすさを考えた機
能カップです。スタッキング可能です。食洗器・保管
庫OK。

3501-0151
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

PCT樹脂製　プリズムカップ
∅8×10H・250ml

洗浄機・保管庫対応、高い透明度と光沢、優れた耐
衝撃性、耐薬品性などの特性をもつPCT樹脂製の
カップです。スタッキング可能です。

3501-0161
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

メラミン食器　リープカップ
カップ　∅8.6×12×7.8H・260ml

蓋（シリコン）　∅9.2×1.1H

取っ手が大きくて持ちやすい使いやすさを考えた機
能カップです。カップ内側に『容量目安ライン』をつけ
ました。スタッキング可能です。
アイボリー、アイボリー空色、アイボリーオレンジ、ア
イボリー若草のカップは内コーティングで傷がつきに
くいカップです。水玉内空色のカップは両面コーティ
ングで汚れが一層つきにくくなっています。
蓋はシリコン製でストロー穴となっております。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3501-0211-kh コヒキ 880

3501-0211-kg コヒキ若草 880

3501-0211-en 錆 880

3501-0211-bk 黒 880

3502-0013
飲み物容器

酒器
京焼　酒器揃　一太刀　黒銹色

今までにない21世紀の都市の進化を彷彿とさせるス
タイルの酒注とカップのセット、お酒だけでなく、ワイ
ン、水など如何なるシーンでもお使い頂き、優雅な雰
囲気を演出します。

15,400

3502-0041-1
オンザロック
（8.2φxH8.9）

（305ml）
5,280

3502-0041-2
 一口ビール
（5.4φxH9.2）

（150ml）
4,620

3502-0042
飲み物容器

酒器

グラス器　薄氷 ビヤーグラス
（6.9φ×H17）

（395ml）3個入り

全面イオン強化加工を施した、「強く」「傷つきにくい」
グラスです。薄いグラスへ繊細なカットを施し、より高
級感のあるグラスに仕上がりました。

3,140

3503-0001-gr 緑 3,300

3503-0001-bl 白地青 3,300

3503-0001-rd 白地赤 3,300

3503-0011
飲み物容器

茶器
京焼　組湯呑　クローバー

大　7.5φ×H9cm　小　7φ×H8.5cm

粉引の白と葉の緑が爽やかに調和した湯呑です。幸
運を呼ぶ四つ葉のクローバーはお客様に優雅なひと
時を演出します。

5,500

3503-0021-sr 銀藤 3,850

3503-0021-bl 灰青 3,850

3503-0031
飲み物容器

茶器
京焼　抹茶碗　銹窯変

11.5φ×H7.5cm
渋みのある土味に、どっしりとした形。使うごとに味わ
いを深める京焼の抹茶碗です。

5,500

3503-0032
飲み物容器

茶器
京焼　抹茶碗　月白釉

11φ×H8cm
ほのかな青みを放つ月白釉が印象的な抹茶碗で
す。上品に抹茶の色を引き立てます。

5,500

3503-0033
飲み物容器

茶器
京焼　抹茶碗　粉引鶴亀

12φ×H7cm

内には大胆な刷毛目、外には三島手に立鶴の刻
印、貼付技法の亀、竹節作りの高台と見どころ満載
の茶碗です。

5,500

3503-0034-kh 粉引 5,500

3503-0034-ks 京の春 6,600

3503-0034-ka 京の秋 6,600

3503-0051-rs 赤志野 300

3503-0051-ns ねずみ志野 300

3503-0051-ob 織部 300

3503-0051-tm 天目 300

3503-0061
飲み物容器

茶器
美濃焼　親子十草反煎茶 （9.4φ×H5 150

㏄）

普段使いに便利な150ccの、上にすっと伸びた十草
のラインが映える、白と青のツートンカラーが落ち着
いた雰囲気を演出する湯呑です。

570

3503-0062
飲み物容器

茶器
美濃焼　格子反煎茶 （9.4φ×H5 150㏄）

普段使いに便利な150ccの、格子柄が映える、白と
青のツートンカラーが落ち着いた雰囲気を演出する
湯呑です。

570

3503-0063
飲み物容器

茶器
美濃焼　ダミライン反煎茶 （9.4φ×H5 150

㏄）

普段使いに便利な150ccの、横にすっと伸びたライン
が映える、白と青のツートンカラーが落ち着いた雰囲
気を演出する湯呑です。

570

3503-0064
飲み物容器

茶器
美濃焼　ブルーライン煎茶 （9.2φ×H4.9

150㏄）

普段使いに便利な150ccの、真ん中の横にすっと伸
びたラインが映える、白と青のツートンカラーが落ち
着いた雰囲気を演出する湯呑です。

610

3503-0065
飲み物容器

茶器
美濃焼　丸紋反煎茶 （9.3φ×H5.6 150㏄）

普段使いに便利な150ccの、丸紋が施され、落ち着
いた雰囲気を演出する美濃焼の湯呑です。

630

3503-0066
飲み物容器

茶器
美濃焼　呉須巻七宝反煎茶 （9.3φ×H5.6

150㏄）
普段使いに便利な150ccの、七宝紋が施され、落ち
着いた雰囲気を演出する美濃焼の湯呑です。

660

3503-0034
飲み物容器

茶器
京焼　抹茶碗
12.5φ×H8cm

白化粧が味わい深い、お茶の緑が引き立つ上品な
たたずまいの抹茶碗（粉引）、秋の野を彩る草花を繊
細な絵付で表現しました。
俊山窯の得意とする乾山調の生地に、淡い色彩で
描かれた枝垂れ桜が春のお茶席に華を添える抹茶
碗（京の春）、乾山調の生地あいに趣を感じる抹茶碗
（京の秋）の3種類の京焼の風情溢れる優雅な抹茶
碗です。

3503-0051
飲み物容器

茶器
美濃焼　スタック湯呑
 （6.8φ×H6.5 130㏄）

積み重ねが容易で収納に便利なスタック湯呑です。
赤志野、ねずみ志野、織部、天目の4種類の落ち着
いた雰囲気のカラーバリエーションからお選び頂けま
す。

3503-0001
飲み物容器

茶器
京焼　お茶呑茶碗　花結晶　9φ×H7cm

京焼のお茶呑茶碗です。
上品な淡い緑色と白の結晶釉に赤色・青色を施した
色の結晶が、花模様のように美しい器優雅なひと時
をお過ごし頂けます。

3503-0021
飲み物容器

茶器
京焼　湯呑　花結晶

7φ×H10cm

ほんのり色づいた銀色の結晶が清楚な表情の銀藤
色と青味がかった結晶と山吹色の生地のコントラスト
が美しい灰青色の京焼の湯呑です。

3502-0041
飲み物容器

酒器
グラス器　薄氷 6個入り

全面イオン強化加工を施した、「強く」「傷つきにくい」
グラスです。薄いグラスへ繊細なカットを施し、より高
級感のあるグラスに仕上がりました。

3501-0211
飲み物容器
カップ・タンブ

ラー

メラミン食器　リープタンブラー
∅9.1×10.5H・340ml

たっぷり入る340mlの水、お茶、ジュース等、多用途
に使えるタンブラーです。
手になじむ持ちやすいフォルム。
内コーティングで傷がつきにくいカップです。
スタッキング可能です。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3503-0071-yr 黄彩 900

3503-0071-gr 緑彩 900

3503-0072
飲み物容器

茶器
美濃焼　ヒワ磁一珍十草反煎茶 （9.3φ×

H5.6　150㏄）

普段使いに便利な150ccの、縦に伸びた十草のライ
ンが華麗で緑色が落ち着いた雰囲気を演出する美
濃焼の湯呑です。

660

3503-0073
飲み物容器

茶器
美濃焼　駒筋京煎茶青 （9φ×H5.2 160㏄）

普段使いに便利な160ccの、落ち着いた青色に横に
すっと伸びたオレンジ色のラインが調和し、落ち着い
た雰囲気を演出する美濃焼の湯呑です。

790

3503-0074
飲み物容器

茶器
美濃焼　白磁千茶 （9φ×H6 190㏄）

少し大き目な190ccの、白磁のシンプルながら落ち着
いた雰囲気を演出する美濃焼の湯呑です。

640

3503-0075
飲み物容器

茶器
美濃焼　ビードロ貫入千茶 （9.2φ×H6.2

200㏄）
少し大き目な200ccの、青磁のシンプルながら落ち着
いた雰囲気を演出する美濃焼の湯呑です。

640

3503-0101-kh コヒキ 790

3503-0101-kg コヒキ若草 790

3503-0101-kn キナリ 790

3503-0101-en 錆 790

3503-0111-wt 白 500

3503-0111-sk 空色 500

3503-0111-kg コヒキ若草 500

3503-0111-fp ののか 610

3503-0121
飲み物容器

茶器
強化磁器　長湯呑　紅十草

∅6.4×8.5H・180ml

上にすっと伸びた十草のラインが映える透光性のあ
る高い強度と軽量化の両立した強化磁器の180mlの
サイズの長湯呑です。

1,450

3503-0122
飲み物容器

茶器
強化磁器　湯呑　花しらべ

∅7.3×7.4H・200ml

花柄が落ち着きを与える透光性のある高い強度と軽
量化の両立した200mlのサイズの強化磁器の湯呑で
す。

1,630

3503-0131-si 七宝 840

3503-0131-ps パステル 920

3503-0131-ka 赤絵 880

3503-0131-mm 松葉紋 880

3503-0141
飲み物容器

茶器
メラミン食器　そば千代口　コヒキ

∅8.7×6.8H・220ml
シンプルながらも深い味わいを持つ粉引のそば千代
口です。茶器としてもご利用頂けます。

580

3503-0151-gr グリーン 700

3503-0151-br ブラウン 700

3503-0201-kh 粉引 2,700

3503-0201-bk 黒伊賀吹 2,700

3503-0211
飲み物容器

茶器
京焼　急須　花結晶（緑）260ml

11.5φ×H8.5cm
全体に結晶釉を掛けた京焼の急須です。
絞り出し型の急須なので、お手入れも楽々です。

7,700

3503-0221
飲み物容器

茶器
南部鉄器　南部鉄瓶（15φ×H18 約1.2L）

アラレ模様

日本が誇る伝統工芸品の南部鉄器は繊細な鋳肌と
重厚な味わいがあり、その中でもとりわけ人気が高
い鉄瓶です。代表的なあられ文様に和の色彩をプラ
スしました。細部にもこだわり、ツルにも本体と同じ色
を採用し、一体感のある仕上がりでIHでも使用可能
です。

21,890

3503-0151
飲み物容器

茶器
メラミン食器　長湯呑
∅7.6×8.2H・220ml

土物のぬくもり感が感じられ、ほっとする安らぎを与
える220mlのサイズの長湯呑です。
グリーン、ブラウンの2色からお選び頂けます。

3503-0201
飲み物容器

茶器
美濃焼　玉土瓶（アミ付）（9φ×H9 230㏄）

土のぬくもりが心やすらぐひと時を温かく演出するア
ミ付きの美濃焼の玉土瓶です。
シンプルながら落ち着きのある粉引と重厚感のある
黒伊賀吹の2種類のカラーバリエーションからお選び
頂けます。

3503-0111
飲み物容器

茶器
メラミン食器　湯呑
∅9.2×5.9H・190ml

茶渋などの汚れがつきにくい内コーティング加工が
施された190mlのサイズの湯呑です。
シンプルな味わいの白、鮮やかな空色、深い味わい
を持つ粉引に中が若草色のコヒキ若草、かわいい花
柄が魅力的なののかの4種類からお選び頂けます。

3503-0131
飲み物容器

茶器
メラミン食器　両面湯呑

∅9.5×5.5H・200ml

両面コーティングで汚れが一層つきにくくなっている
両面湯呑です。
縁起の良い七宝紋を現代風にアレンジ（七宝）、落ち
着いたパステル柄（パステル）、赤絵の紋（赤絵）、格
調高い松葉紋（松葉紋）の4種類のバリエーションか
らお選び頂けます。
スタッキング可能です。

3503-0071
飲み物容器

茶器
美濃焼　反煎茶 （9.3φ×H5.6 150㏄）

普段使いに便利な150ccの、淡い黄色と緑色が落ち
着いた雰囲気を演出する美濃焼の湯呑です。

3503-0101
飲み物容器

茶器
メラミン食器　長湯呑

∅7.3×8H・180ml

茶渋などの汚れがつきにくい内コーティング加工が
施された180mlのサイズの長湯呑です。
深い味わいを持つコヒキ、コヒキの中が若草色のコヒ
キ若草、土色の素材感が温もりを与えるキナリ、陶
磁器のような落ち着きを与える錆色の4種類のカラー
バリエーションからお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3601-0001-1
尺1

(33x24xH2)
980

3601-0001-2
尺2

(36x26.5xH2)
1,200

3601-0001-3
尺3

(39x28xH2）
1,390

3601-0001-4
尺4

(42x30xH2）
1,680

3601-0002-1 尺1
(33.5x26.3xH1.7)

1,050

3601-0002-2
尺2

(36.5x28.5xH1.7)
1,270

3601-0002-3 尺3
(39.5x30.8xH1.7)

1,430

3601-0002-4 尺4
(42.5x32.7xH1.7)

1,650

3601-0003-1 尺1
(33.5x26.3xH1.7)

1,540

3601-0003-2
尺2

(36.5x28.5xH1.7)
1,740

3601-0003-3 尺3
(39.5x30.8xH1.7)

2,060

3601-0003-4 尺4
(42.5x32.7xH1.7)

2,310

3601-0004-1 尺1
(33×23.5×H1.5)

840

3601-0004-2
尺2

(36×25.6×H1.5)
960

3601-0004-3 尺3
(39×27.8×H1.5)

1,160

3601-0004-4 尺4
(42×29.8×H1.5）

1,390

3601-0005-1 尺1
(33×23.5×H1.5)

1,400

3601-0005-2
尺2

(36×25.6×H1.5)
1,580

3601-0005-3 尺3
(39×27.8×H1.5)

1,970

3601-0005-4 尺4
(42×29.8×H1.5）

2,260

3601-0011 お盆・トレー
自社製越前漆器　耐熱ABSノンスリップ盆

脇取盆　黒天朱
 尺5（45.1×30×H4）

自社製越前漆器で耐熱ABS製（80度）のため食洗器
OK。ノンスリップ加工でらくらく安心配膳できる高機
能、高コスパのお盆です。両脇が手を入れることがで
き、4cmの黒天朱のタイプです。

1,790

3601-0012-1 尺1（33φxH2） 1,420

3601-0012-2 尺2（36φxH2） 1,520

3601-0012-3 尺3（39φxH2） 1,630

3601-0021-1 尺1
（33.4x23.4xH1.5）

1,320

3601-0021-2 尺2
（36.4x25.6xH1.6）

1,540

3601-0021-3 尺3
（39.5x27.7xH1.8）

1,850

3601-0021-4 尺4
(42.6x29.8xH2)

2,200

3601-0022-1
尺1（33.4×
23.4×H1.5）

1,510

3601-0022-2
尺2（36.2×
25.6×H1.6）

1,760

3601-0022-3
尺3（39.5×
27.7×H1.8）

2,150

3601-0022-4
尺4（42.6×
29.8×H2）

2,370

3601-0023-1
尺1（33.4×
23.4×H1.5）

1,510

3601-0023-2
尺2（36.2×
25.6×H1.6）

1,760

3601-0023-3
尺3（39.5×
27.7×H1.8）

2,150

3601-0023-4
尺4（42.6×
29.8×H2）

2,370

3601-0101-mp メイプル 4,020

3601-0101-tm チーク木目 4,020

3601-0102-en エンジ 4,020

3601-0102-gy ライトグレー 4,020

3601-0102-gr 利休 4,020

3601-0102-bk 黒パール 4,020

3601-0102 お盆・トレー
超耐熱ABS製　ノンスリップ　39cm スマート

トレー
39.4×30.5×1.9H

超耐熱（110度）ABS製で食洗器・保管庫OK、ノンス
リップ加工でらくらく安心配膳できる機能性の高いト

レーです。

3601-0023 お盆・トレー
自社製越前漆器(ABS製)

寂光盆　緑流渕黒ハードコート
鮮やかな緑色で、ハードコート加工処理を施している
ため汚れがつきにくい高コスパのお盆です。

3601-0101 お盆・トレー
超耐熱ABS製　ノンスリップ　38cm アールト

レー
38.4×29.1×1.5H

超耐熱（110度）ABS製で食洗器・保管庫OK、ノンス
リップ加工でらくらく安心配膳できる機能性の高いト
レーです。

3601-0021 お盆・トレー
自社製越前漆器(ABS製)

寂光盆　タメ〈ハードコート加工〉
落ち着いたタメ色でハードコート加工処理を施してい
るため汚れがつきにくい高コスパのお盆です。

3601-0022 お盆・トレー
自社製越前漆器(ABS製)

寂光盆　青流渕黒ハードコート
鮮やかな青色で、ハードコート加工処理を施している
ため汚れがつきにくい高コスパのお盆です。

3601-0005 お盆・トレー
自社製越前漆器　耐熱ABSノンスリップ盆

峰定盆　メイプル

自社製越前漆器で耐熱ABS製（80度）のため食洗器
OK。ノンスリップ加工でらくらく安心配膳できる高機
能、高コスパのお盆です。高さが1.5cmのメイプルの
タイプです。

3601-0012 お盆・トレー
自社製越前漆器(ABS製)
丸盆　朱梨地ノンスリップ

ノンスリップ加工で朱地のらくらく安心配膳できる高
機能、高コスパの丸盆です。

3601-0003 お盆・トレー
自社製越前漆器　耐熱ABSノンスリップ盆

城南盆　メイプル

自社製越前漆器で耐熱ABS製（80度）のため食洗器
OK。ノンスリップ加工でらくらく安心配膳できる高機
能、高コスパのお盆です。高さが1.7cmのメイプルの
タイプです。

3601-0004 お盆・トレー
自社製越前漆器　耐熱ABSノンスリップ盆

峰定盆　黒天朱

自社製越前漆器で耐熱ABS製（80度）のため食洗器
OK。ノンスリップ加工でらくらく安心配膳できる高機
能、高コスパのお盆です。高さが1.5cmの黒天朱のタ
イプです。

3601-0001 お盆・トレー
自社製越前漆器　耐熱ABSノンスリップ盆

平安盆　黒天朱

自社製越前漆器で耐熱ABS製（80度）のため食洗器
OK。ノンスリップ加工でらくらく安心配膳できる高機
能、高コスパのお盆です。高さが2cmの黒天朱のタイ
プです。

3601-0002 お盆・トレー
自社製越前漆器　耐熱ABSノンスリップ盆

城南盆　黒天朱

自社製越前漆器で耐熱ABS製（80度）のため食洗器
OK。ノンスリップ加工でらくらく安心配膳できる高機
能、高コスパのお盆です。高さが1.7cmの黒天朱のタ
イプです。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3601-0103-mp メイプル 4,240

3601-0103-tm チーク木目 4,240

3602-0001-1 金閣花手まり 390

3602-0001-2 麻の葉春秋 390

3602-0001-3 薄紅小花 390

3602-0001-4 薄紅桜 390

3602-0001-5 紫小花 390

3602-0001-6
金閣流水春
秋竜田川

390

3602-0001-7 万葉浪漫 390

3602-0001-8 ティータイム 390

3602-0001-9
雲竜風市松

手まり
390

3602-0001-10  鼓と手まり 390

3602-0001-11  こがね鶴 390

3602-0001-12 こがね萩絵 390

3602-0001-13
あんず色紅

葉
390

3602-0001-14 イエロー小花 390

3602-0001-15
イチョウと銀

杏
390

3602-0001-16
萌黄四季の

花
390

3602-0001-17 山吹紅葉 390

3602-0001-18 花ぼかし 390

3602-0001-19
金閣春夏秋

冬
390

3602-0002-1 金閣流水 390

3602-0002-2 ブルー朝顔 390

3602-0002-3 束ねのし 390

3602-0002-4 グリーン小花 390

3602-0002-5
グリーンリー

フ
390

3602-0002-6 若葉 390

3602-0003-1
金閣渕紺スト

ライプ
390

3602-0003-2 リーフ 390

3602-0003-3 ロータス 390

3602-0003-4 霞つゆ草 390

3602-0003-5 雪結晶 390

3602-0003-6 花まり 390

3602-0003-7 スプーン 390

3602-0003-8 金閣迎春 390

3602-0003 テーブルマット
テーブルマット  13cm 100枚入

(38×13cm, 無蛍光,上質紙70g/㎡)
その他

清潔感のあり、質感や肌触りが良い上質紙に、日本
の四季折々の花々などを印刷した13cmのサイズの
テーブルマットです。
白を中心とした落ち着いたを使った雰囲気のテーブ
ルマットです。
テーブルの雰囲気や料理に合わせて、豊富なバリ
エーションからお選び頂けます。

3602-0001 テーブルマット
テーブルマット  13cm 100枚入

(38×13cm, 無蛍光,上質紙70g/㎡)
ピンク・オレンジ・黄色系

清潔感のあり、質感や肌触りが良い上質紙に、日本
の四季折々の花々などを印刷した13cmのサイズの
テーブルマットです。
ピンク・オレンジ・黄色系の明るく華やかな色を使った
テーブルマットです。
テーブルの雰囲気や料理に合わせて、豊富なバリ
エーションからお選び頂けます。

3602-0002 テーブルマット
テーブルマット  13cm 100枚入

(38×13cm, 無蛍光,上質紙70g/㎡)
グリーン・ブルー系

清潔感のあり、質感や肌触りが良い上質紙に、日本
の四季折々の花々などを印刷した13cmのサイズの
テーブルマットです。
グリーン・ブルー系の落ち着いたを使ったテーブル
マットです。
テーブルの雰囲気や料理に合わせて、豊富なバリ
エーションからお選び頂けます。

3601-0103 お盆・トレー
超耐熱ABS製　ノンスリップ　41cm アールト

レー
41.4×32.1×1.6H

超耐熱（110度）ABS製で食洗器・保管庫OK、ノンス
リップ加工でらくらく安心配膳できる機能性の高いト
レーです。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3602-0011-1 金閣花手まり 640

3602-0011-2 薄紅小花 640

3602-0011-3 薄紅桜 640

3602-0011-4
渕付小花 ピ

ンク
640

3602-0011-5 紫小花 640

3602-0011-6 雲竜風ピンク 640

3602-0011-7 麻の葉春秋 640

3602-0011-8
 あんず色紅

葉
640

3602-0011-9
イチョウと銀

杏
640

3602-0011-10 鼓と手まり 640

3602-0011-11 こがね鶴 640

3602-0011-12 こがね萩絵 640

3602-0011-13 イエロー小花 640

3602-0011-14 山吹紅葉 640

3602-0011-15 花ぼかし 640

3602-0011-16 ローズ七宝紋 640

3602-0011-17
金閣流水春
秋竜田川

640

3602-0011-18 万葉浪漫 640

3602-0011-19
 雲竜風市松

手まり
640

3602-0011-20
金閣春夏秋

冬
640

3602-0012-1  金閣流水 640

3602-0012-2 束ねのし 640

3602-0012-3 グリーン小花 640

3602-0012-4  ブルー朝顔 640

3602-0012-5 グリーン松葉 640

3602-0012-6
萌黄四季の

花
640

3602-0012-7
ブルー七宝

紋
640

3602-0012-8
渕付小花 ブ

ルー
640

3602-0012-9
渕付小花 グ

リーン
640

3602-0012-10
グリーンリー

フ
640

3602-0012-11 若葉 640

3602-0012-12 リーフ 640

3602-0012 テーブルマット
テーブルマット  38cm 100枚入

(38×26cm, 無蛍光,上質紙70g/㎡)
グリーン・ブルー系

清潔感のあり、質感や肌触りが良い上質紙に、日本
の四季折々の花々などを印刷した38cmのサイズの
テーブルマットです。
グリーン・ブルー系の落ち着いたを使ったテーブル
マットです。
テーブルの雰囲気や料理に合わせて、豊富なバリ
エーションからお選び頂けます。

3602-0011 テーブルマット
テーブルマット  38cm 100枚入

(38×26cm, 無蛍光,上質紙70g/㎡)
ピンク・オレンジ・黄色系

清潔感のあり、質感や肌触りが良い上質紙に、日本
の四季折々の花々などを印刷した38cmのサイズの
テーブルマットです。
ピンク・オレンジ・黄色系の明るく華やかな色を使った
テーブルマットです。
テーブルの雰囲気や料理に合わせて、豊富なバリ
エーションからお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3602-0013-1  ロータス 640

3602-0013-2 霞つゆ草 640

3602-0013-3 雪結晶 640

3602-0013-4 花まり 640

3602-0013-5  スプーン 640

3602-0013-6
パリのレスト

ラン
640

3602-0013-7  レトロマップ 640

3602-0013-8 雲竜風紫 640

3701-0001-bk 黒 250

3701-0001-rd 朱 250

3701-0001-gr 緑 250

3701-0002-bk 黒 260

3701-0002-rd 朱 260

3701-0002-gr 緑 260

3701-0003-iv アイボリー 260

3701-0003-rd 朱 260

3701-0003-gr 緑 260

3701-0003-bk 黒 260

3701-0004-bk 黒 260

3701-0004-yr カラシ 260

3701-0011-bl 紺 1,010

3701-0011-rd 赤 1,010

3701-0021
カトラリー
箸・箸置き

PBT樹脂製　六角木目箸　黒
22.5cm

持ちやすい六角形状。全体に施した木目加工に滑り
止め効果があります。食洗器・保管庫OKです。

260

3701-0031-br  明茶 5,500

3701-0031-db こげ茶 5,500

3701-0031-bm スス竹 5,500

3701-0031-bb 竹こげ茶 5,500

3701-0041-gr グリーン吹 1,380

3701-0041-pk ピンク吹 1,380

3702-0001-yr イエロー 140

3702-0001-bk 黒 140

3702-0002-wt 白 140

3702-0002-rd 朱 140

3702-0002-bk 黒 140

3702-0003-wt 白 170

3702-0004-bl 青磁 170

3702-0011-1
レンゲスプー

ン（浅型）
250

3702-0011-2
レンゲスプー

ン（深型）
250

3702-0011-3
レンゲフォー

ク
250

3702-0011
カトラリー

レンゲ
メラミン食器　レンゲスプーン・フォーク

アイボリー　18×3.7

2 つのストッパーがお皿の中へのすべり込みを防止
して食事のお手伝いをします。浅型のレンゲは
チャーハンやおかゆなどが食べやすくなっておりま
す。深型のレンゲはラーメンやうどんなどが食べやす
くなっております。フォークはおかずやスープの具な
どが食べやすくなっております。食洗器・保管庫OKで
す。

3702-0002
カトラリー

レンゲ
メラミン食器　ピタれんげ

16.9×4.2
ピタっと安定して置くことができる形状のレンゲです。

3702-0003
カトラリー

レンゲ
メラミン食器　ナスレンゲ

17.4×4.4
ラーメンやうどんなどにお使い頂けるレンゲです。

3701-0041
カトラリー
箸・箸置き

陶磁器 六角箸置（3×5×H2.7） 10個入り
グリーンとピンクの淡い色が落ち着きを与える陶磁
器の六角の形状の箸置です。

3702-0001
カトラリー

レンゲ
メラミン食器　多用レンゲ

16.2×3.8
多くの料理に幅広くお使い頂けるレンゲです。

3701-0011
カトラリー
箸・箸置き

ABS樹脂製　バリアフリー箸
20.5×4.6

つかみやすいトング式ですべりにくい波型グリップの
バリアフリータイプの箸です。

3701-0031
カトラリー
箸・箸置き

業務用塗り箸（22.5㎝）〈20膳入〉食洗器保
管庫対応（耐熱110度）

食器洗い機対応、消毒保管庫使用可。箸先滑り止め
加工付。

3701-0003
カトラリー
箸・箸置き

PBT樹脂製　PBT箸
22.5cm

スタンダードな四角形状で先端に滑り止め加工入り
の箸のため、滑りにくくなっています。食洗器・保管庫
OKです。

3701-0004
カトラリー
箸・箸置き

PET樹脂製箸　KIWAMI きわみ箸
22.5cm

PET樹脂は耐熱性、耐汚染性に優れており、持ち手
にフィットする削り風デザインの箸です。箸先はつか
みやすく滑りにくい角形状です。食洗器・保管庫OKで
す。

3701-0001
カトラリー
箸・箸置き

強化ポリアミド樹脂製　KP箸
21.0cm

強化ポリアミド樹脂製は耐久性、耐熱性に優れてお
り、スタンダードな四角形状な箸です。先端の滑り止
め加工が入り滑りにくくなっています。食洗器・保管
庫OKです。

3701-0002
カトラリー
箸・箸置き

強化ポリアミド樹脂製　KP箸
22.5cm

強化ポリアミド樹脂製は耐久性、耐熱性に優れてお
り、スタンダードな四角形状な箸です。先端の滑り止
め加工が入り滑りにくくなっています。食洗器・保管
庫OKです。

3602-0013 テーブルマット
テーブルマット  38cm 100枚入

(38×26cm, 無蛍光,上質紙70g/㎡)
その他

清潔感のあり、質感や肌触りが良い上質紙に、日本
の四季折々の花々などを印刷した38cmのサイズの
テーブルマットです。
白を中心とした落ち着いたを使った雰囲気のテーブ
ルマットです。
テーブルの雰囲気や料理に合わせて、豊富なバリ
エーションからお選び頂けます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3702-0021-yr イエロー 140

3702-0021-or
ベイクドオレ

ンジ
140

3702-0021-wt 白 140

3702-0021-rd 朱 140

3702-0021-bk 黒 140

3702-0031-yr イエロー 140

3702-0031-or
ベイクドオレ

ンジ
140

3702-0031-wt 白 140

3702-0031-rd 朱 140

3702-0031-bk 黒 140

3702-0041-wt 白 140

3702-0041-rd 朱 140

3702-0041-bk 黒 140

3801-0001-a1
刺身(片刃)

240㎜
13,370

3801-0001-a2
刺身(片刃)

270㎜
15,400

3801-0001-a3
刺身(片刃)

300㎜
17,440

3801-0001-b1
出刃(片刃)

150㎜
10,290

3801-0001-b2
出刃(片刃)

180㎜
17,440

3801-0001-b3
出刃(片刃)

210㎜
19,530

3801-0001-b4
出刃(片刃)

240㎜
21,560

3801-0011-a1
牛刀(両刃)

180㎜
9,020

3801-0011-a2
牛刀(両刃)

210㎜
9,630

3801-0011-a3
牛刀(両刃)

240㎜
11,720

3801-0011-a4
牛刀(両刃)

270㎜
15,020

3801-0011-a5
牛刀(両刃)

300㎜
18,480

3801-0011-b1
筋引(両刃)

240㎜
11,280

3801-0011-b2
筋引(両刃)

270㎜
15,020

3801-0011-c1
ﾍﾟﾃｨﾅｲﾌ(両刃)

130㎜
6,050

3801-0011-c2
ﾍﾟﾃｨﾅｲﾌ(両刃)

150㎜
6,270

3801-0011-d
三徳包丁(両刃)

170㎜
9,460

3801-0011-e
菜切り包丁(両刃)

165㎜
8,860

3801-0001
厨房器具

包丁
和包丁　泉源兼光 INOX handle

料理人の多くが広く支持する日本三大刃物産地の一
つである大阪の堺で製造された高級刃物の和包丁
のため、熟練の職人よって一本ずつ伝統と技術で作
り出された切れ味は、プロの方にもご満足いただけ
る逸品です。
従来の一部木製の包丁と異なり、一体型オールステ
ンレス製のため、熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥
器の使用が可能で安全衛生管理に適した包丁で
す。
プロの現場を考えたハンドル形状とストライプのグ
リップパターンとなっております。

3801-0011
厨房器具

包丁
洋包丁　EVOLCHEF（エボルシェフ）

牛刀（両刃）

料理人の多くが広く支持する日本三大刃物産地の一
つである岐阜の関で製造された高級刃物の和包丁
のため、熟練の職人よって伝統と技術で作り出され
た切れ味は、プロの方にもご満足いただける逸品で
す。
従来の一部木製の包丁と異なり、一体型オールステ
ンレス製のため、熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥
器の使用が可能で安全衛生管理に適した包丁で
す。
プロの現場を考えたハンドル形状ブロックのグリップ
パターンとなっております。

3702-0031
カトラリー

レンゲ
メラミン食器　スリムスプーン

19.7×3.3
くちあたりがやさしく、すくいやすい形状のスプーンで
す。カフェメニューにもぴったりです。

3702-0041
カトラリー

レンゲ
メラミン食器　立ちレンゲ

12×4.8×4.2H
小さな器として前菜、小鉢、デザートなどに。ビュッ
フェスタイルを演出できます。

3702-0021
カトラリー

レンゲ
メラミン食器　まるレンゲ

18×4.5
丸い形が特徴的なレンゲです。 スープやお鍋、ラー
メンなど幅広くお使いいただけます。
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品番 品目 製品内容 説明 枝番 種類
（色・サイズ等）

写真
税込販売
価格(円）

3901-0001-1 4kg 4本入り 9,880

3901-0001-2

洗剤希釈ボトル
プッシュプル 詰
替容器（6本入）

（660㎖）

2,730

3901-0002 食器用洗剤
メラミン食器用漂白剤 ニューホワイトアップ

3.5kg 4本入り

特にメラミン食器の漂白におすすめの粉末タイプの
酸素系漂白剤です。ごはん茶碗など、使い込んで漂
白されにくくなったメラミン食器を白く漂白します。塩
素系の強いにおいがなく、材質をいためません。

12,080

3901-0003-1 4kg 4本入り 16,260

3901-0003-2 18kg 7,680

3901-0001 食器用洗剤 食器用洗浄剤 スーパーサラセン

コンパクトな高濃度食器用洗剤です。
とくにプラスティックに付着した油汚れに効果があり
ますので洗浄作業の負担が軽減できます。
6倍にうすめて使っても、一斗缶タイプの原液と
同程度の洗浄力がありますので経済的です。

3901-0003 食器用洗剤
銀器専用洗浄剤　シルバーリフレッシュ

わずか2秒でターニッシュ（くもり）を除去！
業務用銀器専用洗浄剤です。
銀器の黒ずみやくもりを還元剤の作用で、素早く除
去し、銀器本来の輝きを回復させます。
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