Spring & Summer
2022

“いい日本食”「和食の日」

「海の恵み、山の幸豊かな日本の食の源流」
「世の中が動く、工芸も新しく」と、主に陶芸家

であって、東京芸術大学でのご研究、
ご教鞕も

日本陶彩株式会社は、色鮮やかな日本の自然のな

日本食と日本の器にこだわるのか？」が陶器を

り美味しく食して欲しいという願いを込めて、10月３１

おとりになった、その底流には、
「なぜ、私たちが

一般社団法人和食文化国民会議は
「和食」文化の保護・継承プロジェクト
（Washoku JAPAN）
を展開。
日本陶
彩 も 会 員として 参 加して います 。

「陶（すえ）ながく美味しさを彩る
食卓を提案（「陶彩の日」）」

作るうえでも、その根本としているそうです。

11月24日

出典：浅野陽著「食と器と日本人」
群羊社（19971005）
（引用紹介）

本の紹介

か、豊かな食卓を「器（うつわ）」で彩りよく演出し、
よ
日を「陶彩の日」
（「１０
（とう）」
「31（サイ）」の日）

「やきもの談義」
加藤「山の神にね、正月の二日に馬を作って供えるん

ですよ。沙器馬（さきま）って朝鮮ではいうとるんです。

これは陶器の馬ちゅうことですよ。朝鮮には」白洲「そ

の馬は何で作ってあるの。」加藤「うん、陶器で作っ

て、僕ら子 供 の 頃までやっとったんです。」……

出典：白洲正子・加藤唐九郎著「やきもの談義」
風媒社（199709）
（引用紹介）

としました。
「日本記念日協会認定」

10月31日

本の紹介

いちごは日本書紀に伊致寐姑､新撰字鏡に一比古､和名抄で伊知古とあって､イチビコが転じイチゴになったらしい｡
このイチビコの語源は諸説あって判然としない｡ 同じく｢苺｣の母はどんどん子を産み出すことを表したとする説が有力なようです｡

あてなるもの...

いみじう美しき稚子の覆盆子など食ひたる
あてなるもの､ 薄 色に白襲の汗 衫｡かりのこ｡ 削り氷にあまづら入れて新しき金 鋺に入れたる｡ 水 晶の数 珠 ｡ 藤の
花｡ 梅の花に雪の降りかかりたる｡いみじう美しき稚 子の覆 盆 子など食ひたる（ 上 品なものといえば､ 薄 紫 色の上
に白を襲ねた服｡ 雁の子 ｡ 削った氷に甘いあまづらを入れて､ 新しい金 属 製の腕に盛ったもの｡ 水 晶の数 珠 ｡ 藤の
花｡梅の花に雪が降りかかっている景 色 ｡とても可 愛らしい幼い子 供がいちごを食べている姿 ）。
枕 草 子 第42段のくだりですが､ここで言ういちごは日本 古 来から自生している野 生のキイチゴです｡ 柔らかい赤
ちゃんのくちびると赤い苺いちごと｡どちらも濡れて光って､いのちの高 貴ささえ感じさせます｡

Recommend
Voice!
果 実の形が伏せた盆に似ているところや伝 説から覆 盆 子の名があり乾 燥させたもの
や 果 実 酒が古 代 中 国で漢 方とされていました｡また金 鋺（かなまり）とは金 属 製 のお
わんで水や酒を入れる器です｡一 方 、当時焼き物を陶 瓷（とうし）
とも言いました｡
現 代日本の陶 磁 器を古 代にさかのぼってみると､ 縄 文 土 器に始まり､ 弥 生 土 器 ､ 古 墳
時 代 後に土 師 器（はじき）､その後日本の陶 磁 器の源 流である須 恵 器（すえき）といわ
れる陶 質 の 土 器が焼かれていました｡ 奈 良 時 代･ 平 安 時 代になってわが国で初めて
施釉（うわぐすりをかけた）陶器が焼かれ､これを陶 瓷と呼んでいました｡
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●価格は2019年10月01日現在の消費税を含む総額にて表示しております。

瓷器（しき）
器処カタログ巻末P181-R765参照

H16559400-301181

陶彩
「白雲」
ざくら 手付楕円鉢
4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼） 長径34㎝ 紙箱 （36.5×22×7㎝）
① 梱12入 （0107） 土
四つクローバー種・メッセージカード付き

クローバー種
付
つ葉
四

お箱

“四つ葉”のクローバーの
製
タネとメッセージカードをセットしました。

■
「食」
と
「器」
の関係は密接不可分です。和食とその器にまつわる
「ちょっとした」
情報を、作者の思いをそのままに改変、要約せず、その出典と共にご紹介します。
「和食」
文化の保護・継承プロジェクトをおこなっている一般社団法人和食文化国民会議（略称：
「和食会議」）の日本陶彩株式会社は発足からの会員です。

苺は美 濃（ 岐 阜 ）では主に西 濃 地 区で盛んで､ 岐 阜 県 育 成 品 種である濃 姫や美 濃 娘
を主として､クリスマスの頃から４月の中 旬 頃まで各 地の店 頭に並びます。
「 濃 姫 」と
いう名 前は色と味が濃いことから名づけられ､ 少し大きめ､ 形はやや円 錐できれいな
光 沢が特 徴 ｡また甘さと酸 味 のバランスの良さが特 徴で､ 鮮やかな赤 色 の 果 実は適
度に硬くて形も良い｢美 濃 娘 ｣はケーキなどの彩りに映えます｡県内イチゴの主力産地
である岐 阜 地 域のシンボル金 華 山から｢ 華 ｣を､ 赤々と燃える清 流 長良川の鵜 飼いの
｢かがり火 ｣をイチゴの赤に見 立てたのが｢ 華かがり｣とのことです｡ 産 地 地 元には苺を
使った和 菓 子も豊 富で､苺 大 福や苺どらやきは美 味しいと評 判 ｡
また苺 狩りは西 濃だけでなく東 農にもファームがあり、場 所によりますが５-６月頃まで
楽しめます｡

いちご狩り
（photoAC）

夢淵（L332 No.1b）

酒や水などを入れる焼き物の器を｢瓮｣と言い､
なかでも厳 瓮（ いつ べ ）は御 神 酒を入 れ 祭 祀
に用いられました｡ 奈 良 東 吉 野、丹 生 川 上 神
社の東に朱 塗りの蟻 通 橋が架かっており､３つ
の川が合流して翠碧色の水が渦巻く深い淵が
あります｡日本書紀巻三にある､神武天皇が夢
にあらわれた天 神 の 教えによって厳 瓮を沈め
たところだと伝えられ､夢淵と呼ばれています｡
そのときの魚が鮎で萬歳旛に厳翁と共に。

Voice!

H16638400-302181

陶彩
「白雲」
ざくら 花びら銘々皿

4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼） 長径15㎝ 紙箱（15.5×30.5×5㎝） ① 梱16入 （0107） 土
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

Recommend

10月31日は陶彩の日
陶彩の彩りを愛でる

Recommend

11月23日は茶碗の日
五穀豊穣に感謝して茶碗で食す

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
2月28日は、
「織部の日」
です。岐阜県土岐市が制定。
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Pink's Magic

桃 は桜 色

桃桜の色をテーブルでも楽しみたい。

ほんのりする桜柄が、季節を運ぶ器たち。
春を感じる、桃の香りでわくわくする。
さりげなくテーブルに揃えると、
お料理にも花が咲きそう。
向かい合い、語り合い、
大好きなうつわでおもてなしを愉しむ。

Hit!

H16640450-303181

陶彩
「白雲」
ざくら 茶托付湯呑揃

4,950円（本体価格4,500円）

湯呑径9㎝（180㎖）茶托径12㎝ 紙箱 （21×30.5×10㎝）
茶托
（プラ:日本製）① 梱16入 ●
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

＜暮らしの品々＞

家族があったかい食卓がいい
日常の美

Recommend

03月27日はさくらの日

H16818280-303

陶彩
「白雲」
ざくら ペアマルチコップ
3,080円（本体価格2,800円）

径9.5×8.5㎝（270㎖）
桐箱（10.5×19.5×11㎝） ① 梱16入 ●
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

H16770380-303

陶彩
「白雲」
ざくら 組皿

4,180円（本体価格3,800円）

長辺29.5×13㎝ 紙箱 （14.5×30.5×5㎝）
① 梱16入 ▼
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

H16559400-303181

陶彩
「白雲」
ざくら 手付楕円鉢
4,400円（本体価格4,000円）
※敷き和紙はご用意できます。

H16561450-303181

陶彩
「白雲」
ざくら 楕円小鉢揃
4,950円（本体価格4,500）

H16562350-303181

飯茶碗径11.5×6.5㎝ 湯呑径7.5×8.5㎝（180㎖）
化粧箱 （16.5×21×10㎝）① 梱16入 ●
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

③

①T72697080-3031106

陶彩
「白雲」
ざくら 飯茶碗
（青）

②T72698080-3031106

陶彩
「白雲」
ざくら 飯茶碗
（赤）

③T72699080-3031106

陶彩
「白雲」
ざくら 湯呑
（青）

④T72700080-3031106

陶彩
「白雲」
ざくら 湯呑
（赤）

径11.5×6.5㎝ ⑤

TALK-TCS

日本 陶 彩 株 式 会 社は、
TA L Kの 考え方を引き
継 ぎ、経 済 産 業 省のご
協力のもとに、わが国の
心豊かな食空間と生活
文化の向上のための幅
広い活動をおこなってい
る内閣府認証NPO法人
『食 空間コーディネート
協会 』の活動に賛同し、
企業会員として活動いた
しております。
（L303）
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陶彩
「白雲」
ざくら 睦揃 Big Hit!

3,850円（本体価格3,500円）

長径16㎝ 紙箱 （17×26.5×10㎝）① 梱12入
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

食卓ルネッサンス

長径34㎝ 紙箱 （36.5×22×7㎝）① 梱12入
四つクローバー種・メッセージカード付き お箱

④

①

径11.5×6.5㎝ ⑤

径7.5×8.5㎝（180㎖）③

②

径7.5×8.5㎝（180㎖）③

各

880円（本体価格800円）
クローバー種
付
つ葉

四
ダンボール
（①〜④は四つ葉クローバー種・メッセージカードは付きません）

Voice!

陶彩
「白雲」
ざくら（美濃焼）
（0107） 土

“四つ葉”のクローバーの
製
タネとメッセージカードをセットしました。

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

見渡せば、春日（かすが）の野辺（のへ）に、霞（かすみ）立ち､咲きにほへるは､桜花（さくらばな）かも（萬葉集 巻十（一八七二））

Big Hit!

H16886700-304181

陶彩
「白雲」
ざくら 新茶器揃
7,700円（本体価格7,000円）

H16636380-304181

長径15㎝ 紙箱（15.5×30.5×5㎝）① 梱16入
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

碗径9×7㎝（170㎖）皿長径15㎝ 竹スプーン×2
（中国製）
紙箱（16×26.5×9.5㎝）① 梱16入 ●
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

陶彩
「白雲」
ざくら 花びら銘々皿
4,400円（本体価格4,000円）

碗径9㎝（260㎖）土瓶800㎖
紙箱 （24×22.5×13㎝）① 梱12入 ●
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き お箱

Voice!

H16638400-304181

玉手箱を開けたら、なかから白雲が出て、浦島太郎は、
たちまちおじいさんになったとあります。これは、白雲
が、これまで住んでいた常世、この場合は海のほうへ
と去る。そこで驚いて白雲を追いかけようとしたが、ど
うにもならず、浦島太郎は急激に老化してしまった。つ
まり、白雲とは、浦島太郎が人間世界でも不老不死で
いられるようにする命そのものを象徴しています。

陶彩
「白雲」
ざくら ペア碗皿
4,180円（本体価格3,800円）

③

①

① H15931250-304182
② H15932250-304182
各

各

Voice!

陶彩
「白雲ざくら」一客碗皿
（青）

2,750円（本体価格2,500円）

碗径9×7㎝（170㎖）皿長径15㎝ 竹スプーン
（中国製）

③ H15933200-304182
④ H15934200-304182

クローバー種
付
つ葉
四

陶彩
「白雲ざくら」一客碗皿
（赤）

陶彩
「白雲ざくら」ゆったり碗
（赤）
陶彩
「白雲ざくら」ゆったり碗
（青）

2,200円（本体価格2,000円）

ー種
クロ
付
つ葉 （260㎖）
径8×8㎝
茶托
（日本製）
四

ーバ

Voice!

“四つ葉”のクローバーの
製タネと
メッセージカードをセットしました。

四つ葉クローバー種・メッセージカード付き

一客箱入

陶彩
「白雲」
ざくら（美濃焼）
（0107） 土

④

②

陶彩
「白雲」
ざくら（美濃焼）柄付紙箱（15.5×15.5×10㎝）
① 梱20入（0107） 土

クローバー種
付
つ葉
四

桜の葉の上品な香りの手まり寿しを
気の合う仲間と楽しみましょう。

白雲シリーズのギフトは
すべて

②
⑤

④

日本赤十字社の活動資金への協
力も行っている白雲
（はくうん）
の
ギフトシリーズは、命を象徴する
オリジナル商品です。このシリー
ズ に幸 せ を 運 ぶ 、
“ 四 つ 葉 のク
ローバーのタネ”がミックスされ
てる
「タネ」
をセットしました。幸せ
と希望への願いを込めて。

クローバー種
付
つ葉
四

日本陶彩株式会社は、食卓を通じ家族の団欒が社会幸福の基礎と
なると信じ、特に「和」の精神は人間と人間とが支え合うことで、より
豊かな生 活を実 現してきた我が 国日本 の 伝 統と考え、
「 和＝
humanity」
を将来へもつなげるために、
日本赤十字社の「Together
for humanity」精神に共鳴し、
日本赤十字社愛知県支部との提携活
動として、当社のオリジナル製品の販売額から捻出金等で日本赤十
字社「社員」参加＝
「活動資金への協力」
をおこなうものとします。

当社のオリジナル製品（H番号）
のご購入は、
日本赤十字社への活動資金への協力の一部となります。

お箱

③

①

商品です。

白雲
（はくうん）
ギフトシリーズには
「幸せ」
を運ぶ
“四つ葉のクローバーのタネ”
をセットしました！

メッセージカード・日本赤十字社栞
（しおり）
付

日 本 陶 彩（ 株 ）は 日 本 赤 十 字 社 の 会 員 として
2 0 1 1 年より活 動 資 金 の 支 援を続けています。

②
器は食を盛る、食は器に盛られる Hygge

① さくら手まり寿司 ② たけのことイカの木の芽和え ② 蛤の酒蒸し
③ 千菓子 ④ 抹茶とサクラのアイス ⑤ 桜茶

① H16559400-304181（V） 陶彩「白雲ざくら」手付楕円鉢
4,400円（本体価格4,000円）
② H16561450-304181（V） 陶彩「白雲ざくら」楕円小鉢揃
4,950円（本体価格4,500円）
③ H16638400-304181（V） 陶彩「白雲ざくら」花びら銘々皿
4,400円（本体価格4,000円）
④ H16818280-304181（V） 陶彩「白雲ざくら」ペアマルチコップ 3,080円（本体価格2,800円）●
⑤ H16640450-304181（V） 陶彩「白雲ざくら」茶托付湯呑揃 4,950円（本体価格4,500円）●
陶彩
「白雲」
ざくら（美濃焼）（0107） 土

白雲の 絶えずたなびく 峰にだに 住めば 住みぬる 世にこそありけれ（古今和歌集945）

「斉藤光治」氏は「浅野陽やきもの塾（講談社）」で、次のように
おっしゃってます。
東近江

豊かな器を作りたい、楽しい器を作りたい。
例えば、
「粋（いき）」ということばがあって、
これは説明が難し
い観念だとかいわれるけど、
そうじゃないんですね。庶民がごく
日常で体験する中に、
キラキラ輝いているものなんですね。

出典：浅野陽/斉藤光治著「浅野陽やきもの塾」講談社（引用紹介）

惟喬親王

参考資料

惟喬親王；白雲が絶えずたなびく山の峰にでも、住んでみれば住める、
そんな世の中であったよ、
という歌。惟

喬親王が比叡山麓の小野に出家したのは872年。その後､様々な伝説があり、中でも木地師（轆轤で椀や盆等の木工品製造の職）
の祖とする伝説は有名。惟喬親王を御祭神とする大皇器地祖神社には、小椋信濃守久長と小椋伯耆守光
吉に命じて木地の器を作らせたという伝承によって､木地師の根源社としている。｢白雲山小野宮大皇器地祖大明神」とも称していた。御供盛行事は1月3日と9月9日。京都法輪寺では11月13日
（うるしの日）
に｢うるし祭り｣が催されます｡

春日大社“愛敬祝儀膳”
：三勅祭の一つ､春日祭は天下泰平､国家､国民の安寧を祈る神事で､古くは辰（たつ）
の日より始めて申
（さる）
の日に本儀が行われることから ｢申祭｣の名があります｡申祭当日は宮司以下､神職による｢御戸開ノ儀｣に始まり､勅使が参向し十一もの儀式が執行されると
いいます｡この祭で捧げられます｢御戸開神饌｣は本殿の御戸を開くお祭りに供されるもので､｢八種（やくさの）神饌｣といわれています｡四台の高杯（たかつき）
に八品を高く積み上げて盛り､神様に敬意を表します｡｢御棚神饌｣は申祭の最も重要な儀式のお供えで､黒米飯､白米飯､大豆､小豆､
醤油､汁､イカやカツオなどの魚介類､鮨､お菓子など｡一方､春日大社の貴賓館で戴く｢愛敬祝儀膳（ういきょうしゅうぎぜん）｣とは八種神饌の伝統にもとづき､神饌と同じ８品が盛られた特別なお料理だそうです｡

■古事記の価値見直しに貢献した江戸時代の国学者、本居宣長は
「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」
と詠み、桜が
「もののあはれ」
などと基調とする日本人精神の具体的な例えとみなしたそうです。
4月8日は、
「四葉の日」
です。日本陶彩は当社オリジナル
「白雲」
シリーズを
「クローバーの種」
付きとし幸せの贈り物としました。
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（L311-No.2c Pixta）

天平
今造る久迩（くに）の都に 秋の夜（よ）の長きに ひとり寝（ぬ）るが苦しさ（萬葉集

Big Hit! H16607500-305340

Hit!

陶彩
「天平」
いろ重ね 菓子皿揃

巻八（一六三一）大伴宿祢家持）

Present

H16603500-305340

陶彩
「天平」
いろ重ね 茶托付湯呑揃

5,500円（本体価格5,000円）

5,500円（本体価格5,000円）

径14.5×3㎝ ●

湯呑径9×5.5㎝（180㎖） ●

Hit!

H16604250-305340

H16605250-305340

H16600350-305340

2,750円（本体価格2,500円）

2,750円（本体価格2,500円）

3,850円（本体価格3,500円）

陶彩
「天平」
いろ重ね 組湯呑

陶彩
「天平」
いろ重ね 菓子鉢

陶彩
「天平」
いろ重ね 組茶碗

径7.5×9㎝（250㎖）

径20.5×6㎝ ●

径12×6㎝

Voice!

陶彩
「天平」
いろ重ね（美濃焼）
（0107） 土

新薬師寺と東大寺の中間に位置するのが「春日大社」。敷
地に最初となる萬葉植物園を擁し、
こどもの日と文化の日に
萬葉雅楽会が催されます
（→写真は宇多上皇行幸の際に
作られたと言われる「胡蝶の舞」）。神護景雲２
（768）年、藤
原氏守護神である鹿嶋・香取神ほか四神、御蓋山麓に四殿
を造営したのをもって創祀（参照：春日大社著「春日大社」
19951105・花山院弘匡著「春日大社のすべて｣中央公論
社20161210）で、本地垂迹から興福寺と一体を成しました。
能舞台鏡板の老松と言われる影向の松の前では若宮おん
祭りのとき芸能を披露します
（参照：三宅和朗著「古代の神
社と祭り」吉 川弘 文 館20010201）。現 在は３月におこなわ
れる春日祭は三勅祭の一つ
（参照：岡田荘司他著 ｢神社の
歴史と祭り｣吉川弘文館20130410）。勅祭は平安の頃から
京都で、庶民寄りの７月祇園祭に対して、
５月の葵祭（賀茂神
社）がおこなわれます
（参照：三和和義他著「賀茂社」淡交
社20040411）。
９月には石 清 水 祭（ 石 清 水 八 幡 宮 ）が行わ
れます。神仏習合時は放生会とも言い、
「胡蝶の舞」が舞わ
れます。影向の松（ようごうのまつ）は春日大社一の鳥居をく
ぐってすぐの､参道右側のクロマツ｡延慶2（1309年）年の春
日権現験記にも記されたています｡昔､春日大明神が翁の姿
で降臨され､万歳楽を舞われた地とされています｡教訓抄によ
ると､松は特に芸能の神の依代であり､この影向の松は能舞
台の鏡板に描かれている老松の絵のルーツとされています｡

お箱

※胡蝶の夢…器処カタログ巻末
P178-R685をご参考まで。

『九谷の五彩』 かつて「ジャパン・クタニ」と呼ばれ、国際的にも有名な九谷焼は

赤・黄・緑・紫・紺青（こんじょう）
の５色で、
これを「九谷の五彩（ごさい）」と呼んでいます。

Voice!

｢古事記｣ ｢日本書紀｣ が編纂され、
多くの万葉歌
が詠われた奈良県では、
｢記紀・万葉プロジェクト｣と
題し、
｢本物の古代と出会い、
本物を楽しめる奈良｣
を理念に、
古事記編纂1300周年や、
日本書記編纂
1300周年などの催しを繰り広げています。
（L308）

一客箱入

釉裏銀彩 泡立ち加工
宗秀窯
釉裏銀彩 泡立ちフリーカップ

S38433250-305188
S38434250-305188
S38435250-305188
S38436250-305188
S38437250-305188
各

エメラルド ●
ブルー
イエロー
ピンク ●

Hit!

エメラルド

ブルー

イエロー

ピンク

オレンジ

オレンジ

http://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/

九谷窯跡

2,750円（本体価格2,500円）

（九谷焼） 200㎖ 紙箱 ①（3202） 土

釉裏銀彩 泡立ちビアカップ

S38438280-305188
S38439280-305188
S38440280-305188
S38441280-305188
S38442280-305188
各

エメラルド ●
ブルー ●
イエロー ●
ピンク ●
オレンジ

3,080円（本体価格2,800円）

（九谷焼） 280㎖ 紙箱 ①（3202） 土

Hit!
Hit!
Hit!
Hit!

エメラルド

ブルー

イエロー

ピンク

オレンジ

上の5色のフリーカップからお好みの2色を組合せくださいませ。①（◆3202）
泡立ち
エメラルド
ブルー
イエロー
ピンク
オレンジ
エメラルド M54713500 M54714500 M54715500 M54716500 M54717500
M54718500 M54719500 M54720500 M54721500
ー
ブルー
イエロー
M54722500 M54723500 M54724500
ー
ー
ピンク
M54725500 M54726500
ー
ー
ー
M54727500
ー
ー
ー
ー
オレンジ

Voice!

Hit!

M54720500-305188

宗秀窯 釉裏銀彩
ペア泡立ちフリーカップ
5,500円（本体価格5,000円）

※釉裏銀彩とある商品は、電子レンジ・食器洗浄機でご使用いただけません。

（九谷焼） 紙箱 ①

●
（3202） 土

お箱

左表の色違いもございます。

幸祥窯

※敷き色紙はご用意できます。

一客箱入

④ 玄武（げんぶ）

波佐見焼振興会

①S38364500-305165
② 朱雀（すざく）

幸祥窯 白虎
（びゃっこ）飯碗 ●

②S38363500-305165

幸祥窯 朱雀
（すざく）飯碗

③S38109500-305165
幸祥窯 染付竜 飯碗 ●

S38196500-305834

S38195600-305834

幸祥窯 染付竜 お湯割カップ
幸祥窯 染付竜 焼酎カップ
5,500円（本体価格5,000円） 6,600円（本体価格6,000円）

（波佐見焼） 8×11㎝（350㎖）
化粧箱 ① （2203）
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（波佐見焼） 8×8.5㎝（300㎖）
化粧箱 ① （2203）

⑤ 左馬（ひだりうま）

③ 青龍（せいりゅう）

Hit!

④S38365500-305165

幸祥窯 玄武
（げんぶ）飯碗

⑤M54359500-305166
① 白虎（びゃっこ）

幸祥窯 染付左馬 飯碗
各

5,500円（本体価格5,000円）

（波佐見焼） 径15.5×6.5㎝ 化粧箱 ①（2203）

●手作りものは、サイズや風合いに違いがでる場合があります
（納期には一ヶ月程かかる場合がありますので、
ご注文の際には必ず納期確認をお願い致します）
。●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

平安
存 在 感のある
日々の生 活の色 絵 磁 器

今、注目の九谷焼女流作家 田中由紀（画号 柚枝）。2011年に
通商産業大臣より九谷焼伝統工芸士に認定され、創造美術展
では度重なる入選を果たすなど、実力派の作家として近年頭角
を現しています。
「料理と器がお互いを引き立たせ合いながらも、日々の生活の
中でさりげなく存在感が持てる器」の創作を目指し、丁寧に作
陶をしています。繊細で美しい女流作家をどうぞご覧ください。

① S38863300-3061173

田中柚伎 バラ 飯碗 径11.1×5.6㎝

② S38866300-3061173

田中柚伎 小花帯紋 飯碗 径10.8×5.5㎝
各

3,300円（本体価格3,000円）

田中柚伎

化粧箱 （13.5×13.5×7.4㎝）

http://www.komatsuguide.jp/
komatsu-stone/index.html

④

③ S38864350-3061173

田中柚伎 バラ マグカップ 径8.2×8.5㎝（240㎖）

（L337）

④ S38867350-3061173

日本遺産認定
「日本磁器のふるさと肥前～百花繚乱のやきもの散歩～」

②

田中柚伎 小花帯紋 マグカップ 径8.8×8.7㎝（290㎖）
各

3,850円（本体価格3,500円）

化粧箱 （11.4×11.4×10.3㎝）

「肥前窯業圏」
活性化推進
協議会

③

田中柚伎 ① 梱20入（九谷焼）
（3202）

Voice!

（L339）

日本遺産認定
「『珠玉と歩む物語』小松
～時の流れの中で磨き上げた石の文化～」

一客箱入

①

文山窯

https://www.facebook.com/
やきものの里 - 肥前肥前窯業圏
-952400031534759/

陶悦窯

⑦

⑤

⑪

⑫

⑧
⑨

Voice!

⑥

一客箱入

⑤ T95130350-306190

⑨T95134300-306190

有田のごはん屋 文山窯 ラスター牡丹 飯碗
（大） 径12×7㎝

有田のごはん屋 陶悦窯 金塗外刷毛 飯碗
（大）

3,300円（本体価格3,000円）径12×7㎝

⑥ T95131350-306190

有田のごはん屋 文山窯 ラスター牡丹 飯碗
（小） 径11×6.5㎝

各

⑩T95135280-306190

3,850円（本体価格3,500円）（有田焼）紙箱 ①（2101）

有田のごはん屋 陶悦窯 銀塗外刷毛 飯碗
（小）

3,080円（本体価格2,800円）径11×6.5㎝

⑦ T95132350-306190

⑪T95136150-306190
⑫T95137150-306190

文山窯 ラスター牡丹 湯呑
（大） 径6.5×9㎝（280㎖）

⑧ T95133350-306190

文山窯 ラスター牡丹 湯呑
（小） 径6×8.5㎝（250㎖）
各

⑩

一客箱入

各

3,850円（本体価格3,500円）（有田焼）紙箱 ①（2101）

陶悦窯 金塗外刷毛 コップ
陶悦窯 銀塗外刷毛 コップ

1,650円（本体価格1,500円）径8.3×7.8㎝（200㎖）

有田のごはん屋 陶悦窯（有田焼）紙箱 ①（2101）

土喜陶窯

⑭

器処カタログP90を
ご参照ください。

⑮

照山窯

照山窯

⑬
New!



⑱

Voice!

軽量

⑬ H16937230-306338

染小紋 軽々組飯碗

2,530円（本体価格2,300円）

径12.0×7.2㎝（390㎖） 紙箱 （13.5×24.8×8.0㎝） 梱30入

⑭ H16938260-306338

染小紋 軽々ペアマグ

2,860円（本体価格2,600円）

径9.8×9.3㎝（370㎖） 紙箱 （14.2×20.0×10.0㎝） 梱24入

⑮ H16939280-306338

染小紋 軽々ペアビアカップ

3,080円（本体価格2,800円）

径9.4×13.1㎝（410㎖） 紙箱 （14.2×20.0×10.0㎝） 梱20入

染小紋（美濃焼）①（1105）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

⑰
Voice!

一客箱入

⑯ T95187150-306187
⑰ T95188150-306187
⑱ T95189150-306187
各

⑯
コーヒーC/S 金彩十草 白
コーヒーC/S 金彩十草 黒
コーヒーC/S 金彩十草 赤

1,650円（本体価格1,500円）

（萬古焼） カップ径9.5×6.2㎝（250㎖）皿径15×2㎝
トムソン （17×16×9㎝） ① 梱30入 （3305） 土

⑲
Voice!

⑳
一客箱入

⑲T95190110-306187
⑳T95191110-306187
T95192110-306187
各

いつぷく椀 金彩十草 白
いつぷく椀 金彩十草 黒
いつぷく椀 金彩十草 赤

1,210円（本体価格1,100円）

（萬古焼） 径9×6.6㎝（250㎖）
トムソン （11×10.5×8.7㎝） ① 梱50入 （3305） 土

5月1日は、
「日本赤十字社設立」
の日です。日本陶彩は日本赤十字社
「社員」
として活動資金の支援をしております。
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高野豆腐と
野菜の卵とじ

お子さんにどんなお手伝いをさせましょうか｡一般社団法人和
食文化国民会議（略称：和食会議）が一体となって展開する｢和
食文化の保護・継 承 活動
（Washoku Japan）｣は和 食文化

食育・お料理研究家

坂本 廣子さん

の魅力を再発見するための活動の総称です｡和食会議では和
食文化のユネスコ無形文化遺産への登録申請を契機に､和食
文化を次世代へ継承するため､その価値を国民全体で共有す

プロフィール
「台所は社会の縮図」として食育、
介護、防災、食の村おこしなど、広
く問題解決に取り組む社会派料理
研究家。幼児期からの食育を30年
以上前から提唱し、日本の食育実
践のさきがけであるNHKＫ教育テ
レビ「ひとりでできるもん」の生み
の親でもある。教育分野ではハン
ズオン
（体感）教育を行い、教材開
発や子供の体感料理教室「キッ
ズ・キッチン」を主宰している。また
阪神淡路大震災で被災し、その経
験から台所からの頑張らない防災
を紹介。2018年06月ご逝去。

る活動を展開しています｡
まさに､｢食育｣はその大事なテーマです｡

❶

お子さんはその成長とともに､大 人のやっていることに興 味
を持ちます｡それに応じて､いろいろなお手伝をします｡自分で
使ったモノの整理やお部屋の片付け､お洗濯物のたたみなどが
少しずつできるようになるに従って､どんどん成長していきます｡
料理はまだ難しいけれどという時､食卓周りのお手伝いはいか

❷
❸
❹
❺

①

がでしょうか｡食事の準備の際に､｢お箸やお皿などを食卓に置
く｣､｢できた料理を運ぶ｣､｢ごはんや汁物を運んで置く｣､｢ご
はんや汁物を自分でよそう｣などなど｡そのなかで､｢この料
理はこうやって作るんだよ｣とか､｢これはこんな風習があるん

こちらの料理は「坂本廣子著「子ども
がつくるし旬の料理①（200308）」）
クレヨンハウス」からのご紹介です。

だ｣や､｢これにはこんな思いが込められている｣などを添える
と､食事の美味しい､嬉しいに加え､感謝や感激を覚えていくこ

高野豆腐をもどす

高野豆腐をたっぷりのぬるま湯に入れて、
しばらくおいておく。大きくなってふわふわ
してきたら、取り出して手のひらで押すよう
にして２回洗って、
水をしぼる。

だし汁をとる
材料を切る
材料を煮る
できあがり

とでしょう｡そのなかで､自分も参加して食事の準備をしたとい
う気持ちが食への関心を高めます｡

食育・食文化 料理研究家

坂本 佳奈さん

生涯にわたって心も身体も健康で、質の高い生活を送るために
「食」
について考え、食育の取組を応援します。

プロフィール
神戸生まれの神戸育ち。食育・食文化 料理研究家。食
育・料理研究家、坂本廣子の長女として生まれ、家庭に
おいての台所育児で育つ。ハンズオン教育としての体
感食育教育法のキッズキッチンの研究のため、世界の
子供博物館を巡る。ユーラシアの家庭料理を中心とし
た食文化研究を行う。訪問国はアジア10か国以上、
ヨーロッパ10か国以上に及ぶ。特に中国ウイグル自治
区のウイグル族の食文化研究のため、復旦大学で中
国語と新疆大学でウイグル語を習得、ウルムチ、
トル
ファンを中心に調査を行った
（2006年－2009年）
外国人に日本の食を紹介する旅、スローフード協会食
研修ツアーのコーディネートなども行う。英語、中国語、
イタリア語等の文献にあたり、調査・研究を行っている。
現在、サカモトキッチンスタジオ主宰。

MINO 小皿 Voice!

①

① T94154100-3071146
② T94155100-3071146
③ T94156100-3071146
④ T94157100-3071146
⑤ T94158100-3071146
⑭

各

⑧

⑥

⑤

④

キッズスタジオ

⑦

③

MINO 小皿

バナナ＆
ト
チーズトース
プレート

MINO 豆皿 Voice!

②

⑩
⑨

レモン 長径11.5×10.5㎝
リンゴ 長辺15.5×10㎝
クローバー 長辺15.5×9㎝
サクランボ 長径11.5×10.5㎝ ●
魚 長辺15.5×9㎝

1,100円（本体価格1,000円）

（美濃焼） ③（0107） 土

MINO 豆皿

⑥ T94159060-3071146
⑦ T94160060-3071146
⑧T94161060-3071146
⑨T94162060-3071146
⑩T94163060-3071146
各

レモン 長径7.3×6.7㎝ ●
リンゴ 長辺8×6㎝
クローバー 長辺8.5×5㎝
サクランボ 長径7.3×6.7㎝
魚 長辺8.5×5㎝

660円（本体価格600円）

（美濃焼） ⑤（0107） 土

⑪

坂本佳奈 漆器推奨
⑫

⑬

⑮

H16291150-307183（V）

陶彩
「純」小紋ランチョンマット 縞
1,650円（本体価格1,500円）
（日本製）⑤ ▲
（8800）
▼

❶ バナナは両端を切り落とし、9～12等分（パンに
並べやすい数）
の輪切りにする。

❷

食パンにバナナを並べてチーズをのせ、
オーブン
トースターで3～5分間、
チーズが溶けるまで焼
く。皿などにのせ、
ヨーグルトを添える。

Point

バナナとチーズをパンにのせるだけ。加熱すると
トロリとするので、
バターなどを塗らなくてもOK。

こちらの料理は坂本佳奈さんの「NHK みんなの今日の料理」からのご紹介です。
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⑰

⑭
（3221） ⑪〜⑮

⑯

食洗機OK

⑪T95055030-3071018
⑫T95056050-3071018
⑬T95057060-3071018
⑭T95058080-3071018
⑮T95059070-3071018
⑯T95060110-3071018
⑰T95061200-3071018

筋入りスープボウル
スープボウル
ラウンドボウル
ラウンドプレート
オーバルプレート
CC スクエアプレートS
CC スクエアプレートL

330円（本体価格300円）
550円（本体価格500円）
660円（本体価格600円）
880円（本体価格800円）
770円（本体価格700円）
1,210円（本体価格1,100円）
2,200円（本体価格2,000円）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

モザイク

市松

おひとつからでも
組でも
選んで贈れます。

⑩ T94686220-3081118
⑪ T94687220-3081118

⑩

各

モザイク マグ

①T94909150-308 （ブルー）
②T94910150-308 （オレンジ）
③T94911150-308 （ブラウン）

①

③

各

②

1,650円（本体価格1,500円）

径8.5×9㎝（300㎖）
ダンボール （10×10×10㎝） 梱48入

⑪
⑫

⑬

市松 面取湯呑
（赤）

2,420円（本体価格2,200円）

8.8×7.2㎝（220㎖） ダンボール ③

⑫ T94684220-3081118
⑬ T94685220-3081118
各

市松 面取湯呑
（青）

市松 面取飯碗
（青）
市松 面取飯碗
（赤）

2,420円（本体価格2,200円）

青12.6×6.7㎝ 赤１１．
３×５．
８㎝ ダンボール ③

Voice!

市松（有田焼）
（2101）
市松
（英中韓語）

T95009450-308

モザイク スリーマグ

4,950円（本体価格4,500円）お箱

モザイク フリーカップ

④ T94912160-308 （ブルー）
⑤ T94913160-308 （オレンジ）
⑥ T94914160-308 （ブラウン）
各

④

⑥

コストパフォーマンス賞
恵みセット

1,760円（本体価格1,600円）

径8.5×10.5㎝（300㎖）
ダンボール （9×9×11.5㎝） 梱48入

T95010480-308

⑤

モザイク スリーフリーカップ

5,280円（本体価格4,800円）お箱

モザイク 片手スープ

⑦ T94915160-308 （ブルー）
⑧ T94916160-308 （オレンジ）
⑨ T94917160-308 （ブラウン）

⑨

各

⑦

T95011480-308

⑧
Voice!

1,760円（本体価格1,600円）

径11×6㎝（340㎖）
ダンボール （12.5×13×6㎝） 梱48入

陶彩
「白雲」
さくら マルチ碗
（あずま袋小付き）
1,760円（本体価格1,600円）

（美濃焼）径9.5×8.5㎝（270㎖）
ダンボール （10×10×9㎝）
あずま袋 小（中国製） ① 梱36入 （0107） 土

T94990060-308

モザイク スリー片手スープ

あずま袋
（小･紺）

660円（本体価格600円）

5,280円（本体価格4,800円）お箱

一客箱入

H16912160-3081118 Voice!

（中国製） 35×35㎝ PP袋 ① （0107）

モザイク（美濃焼）スリープ ①（0107）

H16913250-3081118 Voice!

陶彩
「白雲」
さくら 恵みセット
（あずま袋大付き）
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）碗径11.5×6.5㎝
湯呑径７．
５×8㎝（180㎖）
ダンボール （12.5×12.5×10.5㎝）
あずま袋 大（中国製） ① 梱24入 （0107） 土

T94991100-308

あずま袋
（大･紫）

1,100円（本体価格1,000円）

（中国製） 50×50㎝ PP袋 ① （0107）

あずま袋
（ポリエステル100%）
はたたんで箱内に入ります。
あずま袋 50×50㎝紫色、あずま袋 35×35㎝紺色です。

一客箱入

気 持 ち に 合 わ せ た「 木 箱 」が 選 べ ま す 。
炎の色とされる「緋色」を
「スカーレット」という。

ギフトは気持ちも一緒に届けるもの。

このマークは一客で
贈り物にできるお箱にお入れしております。

陶磁器のしおり

漆器のしおり

（英中韓語）

（英中韓語）

あなたの想いに合わせて選べる「木箱」に
先様の笑顔がこぼれますね。

⑭

⑮

⑯

選べる「木箱」
選べる「木箱」

⑭ 三彩窯 火色ビードロ 焼酎カップ

3,300円（本体価格3,000円）

⑮ 三彩窯 紅緋（べにひ）フリーカップ
⑯ 三彩窯 深緋（ふかひ）フリーカップ
各

3,630円（本体価格3,300円）

●手描きものですので、筆致や風合いに違いがでます。

8.5×11.8㎝（280㎖）
木箱
（大）
（15×10.3×10.5㎝） 梱24入

ありがとう

8.7×9.5㎝（300㎖）
木箱
（小）
（13.7×11.2×11.5㎝） 梱24入

選べる「木箱」
「ありがとう」
「おめでとう」
「ほんの気持ち」
の
３種類のオリジナル「木箱」をご用意してます。
用途に合わせてご自由にお選びください。

⑭〜⑯の4種のカップと3種類の木箱
（大・小）
から組合せくださいませ。
木箱はひとつ一つ、手描きです。

ありがとう
木
箱
おめでとう
（小） ほんの気持ち
ありがとう
木
おめでとう
箱
（大） ほんの気持ち

焼酎カップ
火色ビードロ

H16852300
H16858300
H16864300
ー
ー
ー

フリーカップ

紅緋
（べにひ） 深緋
（ふかひ）
ー
ー
ー
ー
ー
ー
H16870330
H16872330
H16882330
H16884330
H16876330
H16878330

一箱一箱、
心を込めて
木箱
（小）
丁寧に描いております。 （13.7×11.2×11.5㎝）
個性豊かなユニークで
木箱
（大）
暖かみのある木箱です。 （15×10.3×10.5㎝）

Voice!

一客箱入

選べる木箱 （信楽焼）①（◆3401）

●手作りものは、サイズや風合いに違いがでる場合があります
（納期には１ヶ月程かかる場合がありますので、
ご注文の際には必ず納期確認をお願い致します）
。
5月8日は、
「世界赤十字社デー」
です。国際赤十字の創始者アンリ・デュナンの誕生した日です。

食を愉しみ、器を愛でる

「豊かな日本だから」…「浅野
陽」氏は「食と器と日本人（郡羊社、1997
年初版）」で、次のようにおっしゃってます。

「頭の中に世界地図を描いてみてください。そ
して、季節ごとの風が吹く日本列島、梅雨のあ
る、雪の降る日本列島、
と、四季折々の日本とい
う国の姿を、思い描いてください。」と書き出し、
「海の恵み、山の幸、豊かな日本の食の源流」
と題して、語り始めます。
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＜暮らしの品々＞

家族があったかい
食卓がいい
日常の美

Thanks ★

ありがとう

T93734300-309157

呉須流し 丸皿
（M）

3,300円（本体価格3,000円）（美濃焼）⑤（0230）

Present

①H16766270-309（V） 花ちらし 恵みセット（青）
② H16709270-309（V） 花ちらし 恵みセット（赤）
各

①

2,970円（本体価格2,700円）

（瀬戸焼） 碗径11×6㎝ コップ径7.5×7㎝（150㎖）
一客箱入
ダンボール （12×12×10㎝） ①（0107） 土

②

⑤
※敷き色紙はご用意できます。

③T92575150-309185（V） 赤吹き 飯碗
④T93981150-309190（V） 赤吹き コップ

④

各

1,650円（本体価格1,500円）一客箱入

（美濃焼）① （0107） 土

⑨

⑤T92577200-309185（V） 赤吹き マグ

2,200円（本体価格2,000円）一客箱入

③

⑦

（美濃焼）① （0107） 土

⑪

⑩
Hit!

05月第二日曜日は母の日

⑧
⑥

⑫

⑬

⑭

⑥ T92048130-3091129（V） 彩花 スープ碗（オレンジ）
⑦ T92049130-3091129（V） 彩花 スープ碗（グリーン）

⑩T92571150-309156（V） 色彩一珍花 マグ（青） ⑭ T92567200-309184（V）
陶彩
「リファイン」
藍の花 マグ
⑪T92572150-309156（V） 色彩一珍花 マグ（赤）

⑧T92050120-3091129（V） 彩花 マグ（オレンジ）
⑨ T92051120-3091129（V） 彩花 マグ（グリーン）

⑫T92573250-309156（V） 色彩一珍花 碗皿（青）
⑬T92574250-309156（V） 色彩一珍花 碗皿（赤）

各

各

1,430円（本体価格1,300円）
1,320円（本体価格1,200円）

彩花（美濃焼）① ●
（0107）

各

各

⑮
⑮ T92568250-309184（V）

2,200円（本体価格2,000円）

1,650円（本体価格1,500円）

（瀬戸焼）① （0107） 土

一客箱入

陶彩
「リファイン」
藍の花 碗皿

2,750円（本体価格2,500円）

（瀬戸焼）① （0107） 土

一客箱入

2,750円（本体価格2,500円）

色彩一珍花（美濃焼）①（0107） 一客箱入

一客箱入

女 流 作 家 を目 指 す 若 手 メン バ ー の 集り女 性らし い 優し い 感 性 で 丁 寧 に 花 々を 描 い て います 。

工房「風花」

⑲



⑰

⑯
⑯ T93855300-3091129（V）
⑰ T93856300-3091129（V）
⑱ T93857300-3091129（V）
⑲ T93858300-3091129（V）
⑳ T93859300-3091129（V）
各
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⑱

⑳

色絵花彩 マグカップ
一珍花間取 マグカップ ●
彩花化粧 マグカップ ●
釉彩色絵花 マグカップ ● 器処カタログP129

をご参照ください。

彩ばら景色 マグカップ

3,300円（本体価格3,000円）（瀬戸焼）①（1105）

土

一客箱入









 T93860260-3091107（V） 色絵花彩 飯碗
 T93861260-3091107（V） 一珍花間取 飯碗
 T93862260-3091107（V） 彩花化粧 飯碗
 T93863260-3091107（V） 釉彩色絵花 飯碗
 T93864260-3091107（V） 彩ばら景色 飯碗
各

2,860円（本体価格2,600円）（瀬戸焼）①（1105）

器処カタログP107
をご参照ください。
土

一客箱入
●和菓子等は撮影用備品です。

⑩
⑨

Thanks ★

＜暮らしの品々＞

ありがとう

家族があったかい食卓がいい
日常の美

⑨T93730180-310157

呉須流し 正角皿
（L）

1,980円（本体価格1,800円）（美濃焼）（0230）

⑩T88944150-310183（V）

陶彩
「純」豆絞り ランチョンマット 紺

1,650円（本体価格1,500円）▲（8800）▼
陶彩
「リファイン」薄墨花

Present

①H16708250-310184（V） 恵みセット（赤）
②H16767250-310184（V） 恵みセット（青）

②

各

2,750円（本体価格2,500円）

（瀬戸焼）①（0107） 土

①

06月第三日曜日は父の日

一客箱入

※敷き色紙はご用意できます。

③

⑥

陶彩
「リファイン」薄墨花

⑤ T89592120-310185（V） マグ（B）

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼雲 ペアマグ
3,300円（本体価格3,000円）
（美濃焼）①（0107） 土

1,650円（本体価格1,500円）

（瀬戸焼）①（0107） 土

1,320円（本体価格1,200円）

⑥T89596160-310185（V） 碗皿（B）

1,760円（本体価格1,600円）

お箱

一客箱入

⑧

一客箱入

陶彩
「ナチュラルテイスト」雅-SHINO

H16701300-310184（V）

③T92046150-3101110（V） マグ（赤）
④ T92047150-3101110（V） マグ（青）
各

⑦

⑤

④

陶彩
「ナチュラルテイスト」雅-SHINO

⑦T89593120-310185（V） マグ（P）

1,320円（本体価格1,200円）

⑧T89597160-310185（V） 碗皿（P）

1,760円（本体価格1,600円）

陶彩
「ナチュラルテイスト」雅-SHINO（美濃焼）①（0107）

⑪

⑮

⑫

⑯
〈Design Gift グラデーション〉

同色系のペアセットです。 同色化粧箱（16.5×22×7.5㎝）

⑪H15839300-3101101
⑫ H15838300-3101101
⑬ H15841300-3101101
⑭ H15840300-3101101
各

一客箱入

ペアカップ&ソーサー
（BR）
ペアカップ&ソーサー
（GR）
ペアカップ&ソーサー
（PI）
ペアカップ&ソーサー
（BL）

3,300円（本体価格3,000円） Voice!

⑰

⑱

フリーカップ

⑬

お箱

（日本製） 碗径10.5×6.5㎝（300㎖）受皿径16×2㎝
日本赤十字社紹介
「しおり」
付き ① 梱16入 （0107）

⑭

〈Design Gift グラデーション〉
同色系の 5 個セットです。

同色化粧箱（17×22.5×12.5㎝）

⑮H15844300-3101101
⑯ H15845300-3101101
⑰ H15843300-3101101
⑱ H15842300-3101101

フリーカップセット
（BL） 各 3,300円
（本体価格3,000円）
フリーカップセット
（PI）
（日本製）カップ径7.5×7㎝（200㎖）
日本赤十字社紹介
「しおり」
付き
フリーカップセット
（BR）
① 梱16入 （0107） Voice! お箱
フリーカップセット
（GR）

Design Gift gradation By MARUYAMA YOKO
丸山 洋子（まるやま ようこ）

食空間プロデューサー/
日本パーティープランナー協会会長

豊かな社会の実現に「テーブルコーディネート力」と
意欲的に活動を展開し、
サロネーゼを集合した
百貨店での大規模イベントプロデュースや
企業とタイアップした商品プロデュースを手掛けている。
東京、神戸で「テーブルコーディネートスクール」を開校。
著書に「食空間クリエーションのテクニック」
「TEXTBOOKテーブルコーディネート」他
www.tablecreation.ne.jp

デザインギフト
「グ
ラデーション」はお
客様の
「温かいお気
持ち」
を日本赤十字
社を通じて、お届け
いたします。
（こち
らの「しおり」をお
入れします）

日本陶彩株式会社は、食卓を通じ家族の団欒が社会幸福の基礎と
なると信じ、特に「和」の精神は人間と人間とが支え合うことで、より
豊かな生 活を実 現してきた我が 国日本 の 伝 統と考え、
「 和＝
humanity」
を将来へもつなげるために、
日本赤十字社の「Together
for humanity」精神に共鳴し、
日本赤十字社愛知県支部との提携活
動として、当社のオリジナル製品の販売額から捻出金等で日本赤十
字社「社員」参加＝
「活動資金への協力」
をおこなうものとします。

当社のオリジナル製品（H番号）
のご購入は、
日本赤十字社への活動資金への協力の一部となります。

日本陶彩（株）は日本赤十字社の会員として
2011年より活動資金の支援を続けています。

●和菓子等は撮影用備品です。
7月2日は1951年、日本が
「ユネスコ」
に加盟した日です。日本陶彩は無形文化遺産
「和食；日本人の伝統的な食文化」
のユネスコへの提案同意団体です。

一般社団法人日本エシカル推進協議
会の、地球の環境と社会のあり方を新
しい概念であり、価値観でもある「エシ
カル」を推進する趣旨に、
日本陶彩株式
会社は団体会員として賛同しています。
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健康で
やる気

日本 の 食 文 化「 和 食 」は美 味しい健康だ。

子どもから大人までの誰でも味わえることにこだわりました。

ヨーグ ルト で 元 気 いきいき！

Recommend

青磁色
器処カタログ巻末P181-R755参照

ヨーグルトは健康に良いのです。
一般社団法人日本乳業協会によりますと、ヨーグルトは牛乳
や脱脂粉乳などを原料に乳酸菌で発酵させたもので、牛乳な
どの栄養に加え、乳酸菌の働きによる効果も期待できます。

①

● たんぱく質の一部は、乳酸発酵によりペプチドまで
分解されているため、消化吸収されやすくなっています。
● 乳糖も2～3割はすでに分解されているので、牛乳を飲むと

②

おなかがゴロゴロする人にも安心です。

③

● カルシウムは牛乳と同じく豊富に含まれ、
しかも乳酸と結びついて
乳酸カルシウムとなり、吸収されやすくなっています。

Voice!

Voice!

一客箱入

① T93389170-311146

陶翠窯 とちり 小鉢

1,870円（本体価格1,700円）

③ T95003130-311852

（瀬戸焼） 径12.3×4.4㎝ ダンボール
①（1112） 土

Voice!

（瀬戸焼） 径13.2×4.4㎝ ダンボール ⑤ （1112） 土

一客箱入

② T93387100-311146

3-A-Dayは1日3回
（または3品）
と
いう意味です。
毎日３回牛乳・ヨーグルト・チーズ
を食べましょう。

芝苑 黒釉白ながし 取小鉢
1,430円（本体価格1,300円）

M55372650-311852

芝苑 黒釉白ながし 取小鉢揃

秀峰窯 おふけ 小鉢

7,150円（本体価格6,500円） お箱

1,100円（本体価格1,000円）

（瀬戸焼） 径11×5㎝ ダンボール ①（1112） 土

５枚 ① （1112） 土

3-A-Dayの日本での普及活動は一般社団法人日本乳業協会がおこなっております。
出典：これらの内容は一般社団法人日本乳業協会様からご提供いただきました。

健康で
さわやか

日本 の 食 文 化「 和 食 」は美 味しい健康だ。

健康なお茶を美味しく頂く機能にこだわってみました。

深蒸し茶 で 元気 さわやか！

Recommend

心を注ぐ急須の日
器処カタログ巻末P177-D143参照

棚切

約

2 杯 Voice! Big Hit!

T94746240-3111127

人水 朱泥反形カラス口急須
2,640円（本体価格2,400円）

約

2 杯 Voice!

Hit!

約

（常滑焼） 250㎖ （さわやか）
（3603） 土
トムソン ① ●

約

2 杯 Voice! Big Hit!

T94745270-3111127

T94751270-3111127

T94750280-3111127

（常滑焼） 250㎖ （さわやか）
（3603） 土
トムソン ① ●

（常滑焼） 260㎖
（さわやかフッ素アミ）
（棚切）
トムソン ① （3603） 土

（常滑焼） 260㎖
（さわやかフッ素アミ）
（棚切）
トムソン ① ●
（3603） 土

人水 黒反形カラス口急須
2,970円（本体価格2,700円）

さわやか網

2 杯 Voice!

フッ素アミ

人水 朱泥棚切急須
2,970円（本体価格2,700円）

人水 黒泥棚切急須

3,080円（本体価格2,800円）

静岡の茶草場農法

お茶は健康に良いのです。
● お茶の健康効果 ●

「深蒸し茶に話題集中」

掛川茶の特徴は
「深蒸し」
製法。製造工程の蒸し時間を、通

常よりも長く蒸すことで茶葉の繊維が細かく砕かれ、それ

により特にカテキン、食物繊維やβカロチン、
ビタミンＥ、
ク

さわやか網
約

2 杯 Voice!

Hit!

T94747280-3111127
人水 丸碗黒千段 急須

3,080円（本体価格2,800円）

（常滑焼）360㎖ （さわやか）
トムソン ① ●
（3603） 土

約

2杯

T95247650-311

ラスター白梅 朱泥急須
7,150円（本体価格6,500円）

（常滑焼）300㎖ （T94609）
印刷箱 （13.5×16.5×10.5㎝）
茶こし:中国 ① （0216）

約

2杯

T95248650-311

花火 黒泥急須
7,150円（本体価格6,500円）

（常滑焼）300㎖ （T94609）
印刷箱 （13.5×16.5×10.5㎝）
茶こし:中国 ① （0216）

ロロフィル等が抽出され、血圧抑制・抗酸化作用・動脈硬
化の予防等、様々な健康効果があるとされています。
2013年5月30日には
「静岡の茶草場農法」
が、
世界農業遺産に認定されました。

正式名称を「世界重要農業遺産システム
（GIAHS）」といい、
グ
ローバル化、環境悪化、人口増加の影響により衰退の途にある伝
統的農業や文化、土地景観の保全と持続的な利用を図ることを
目的に2002年（平成14年）
に創設されたプログラムです。

喫茶：緑茶は茶道（茶の湯）
と共に器に大きな影響を与えました。千利休の楽焼、古田織部の織部焼は今でもその俊逸は衰えません。江戸時代の泰平な世になると新しい文化を取り入れる文人が現れ、中国からの煎茶は、売茶翁により一つの方向が示されたと言えます
（参照：小林公人「煎茶の
心得」世界文化社200603101）。1675 年生まれの売茶翁（本名「柴山元昭」黄檗宗、高遊外）
が龍津寺をあとに、東山通仙亭で文人たちと問答を始めたのは1730年代。ヨーロッパではパリで「プロコップ」が1686年、
ヴィネツィア「フローリアン」1720年とカフェが創業され、都市においてアルコー
ル抜きの喫茶が興る時期とちょうど重なります。また、15世紀中頃から17世紀まで続いた大航海時代に、
ヨーロッパ人を驚かせたものに、中国や日本のすぐれた料理とその食べ方があり、東洋文化にあこがれを持つようになりました。17世紀中頃から18世紀中頃では中国磁器の流行はすさまじく、
日本からも有田から輸出されました。東洋文化への傾倒のなか、
イギリスは「茶（紅茶）」を選択します。こんにち、世界の茶の約80％は紅茶で、20％が緑茶であり、紅茶の半分はイギリス人が消費していると言われているそうです
（参照：角山栄著「茶の世界史」中央公論社19801220）。
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● 土

は陶器製
（土もの）
の食器です。

健康
イキイキ

日本 の 食 文 化「 和 食 」は美 味しい健康だ。

日本の著名産地の特色を生かした食卓に
重宝な鉢を窯元に作っていただきました。

漬物 は 疲れ いやし 元気 すっきり！

漬物は健康に良いのです。
● 漬物の健康効果 ●

漬物の健康性、薬食、機能性

「食生活の疲れ」をいやして食欲増進
Voice!

「漬物は健康性の維持と嗜好の変化で
「塩辛いものは
ノドを通らない」
ため低塩になり、それに附随して低温
製造により野菜本来の明るい色調、新鮮な野菜の香
気が確保され、袋の中の注入液は透明、清澄になって
います。 緑、黄、白の三色対比の白菜漬、四回の冷蔵
工程を経て仕上がる野沢菜漬、調味、包装後ただちに
冷凍の広島菜漬、高菜漬などの美しいグリーン、新鮮
な穫り立て茄子を使い皮は紫赤色、中は真っ白の茄
子の浅漬と明るい外観を保つ調味浅漬、菜漬群とす
べて食欲増進につながります。
出典：全日本漬物協同組合連合会（略称：全漬連）
この内容は全日本漬物協同組合連合会様からご提
供いただきました。

お箱

T90584240-3121102

徳七窯 色十草 角鉢
2,640円（本体価格2,400円）
（有田焼）①（2101）

Voice!
器処カタログP103
をご参照ください。

お箱

T90585280-3121102

孔明窯 焼締色絵草花 漬物鉢
3,080円（本体価格2,800円）
（波佐見焼）① （2101）

Recommend

08月21日つけものの日

お箱

④

③

②

「福々鉢」
はこちらのお箱に入ります。

⑥

⑤

①

① H16395250-3121102 ②H16396380-3121102 ③H16397350-3121102 ④H16398300-3121102 ⑤ H16399250-3121102 ⑥ H16400280-3121102
宗山窯 安南らんまる 福々鉢

2,750円

（本体価格2,500円）

秀峰窯 鼠十草 福々鉢

兵山窯 砂唐津ウス文 福々鉢

4,180円

3,850円

（本体価格3,800円）

（本体価格3,500円）

兵山窯 粉引くし目文 福々鉢

3,300円

（本体価格3,000円）

武山窯 色絵らんまる 福々鉢

（本体価格2,800円）

お豆腐 で 元気 ハツラツ！

武山窯 紫小花唐草 和み鉢
2,750円

（本体価格2,500円）

福々鉢（美濃焼）①（0202） 土

日本 の 食 文 化「 和 食 」は美 味しい健康だ。

美濃「土岐の女子力」発揮、
「 和み鉢」で競演しました。

T90855250-3121102

3,080円

（本体価格2,500円）

Voice!

健康で
美しく

秀峰窯 織部渕唐津 福々鉢

2,750円

Recommend

02月03日は大豆の日

T90858250-3121102
丹山窯 新緑花染め 和み鉢
2,750円

（本体価格2,500円）

T90857250-3121102

圭山窯 ぼんぼんフラワー 和み鉢

2,750円

このレシピは1782年の刊行された豆腐を題材にした料理本
「豆腐百珍」
の
「三十四やっことうふ」
によりました。

（本体価格2,500円）

T90859300-3121102
豆腐は健康に良いのです。
豆腐のことなら

tofuclove

2017年06月、豆腐公正競争規約設定委員会から豆腐の定義作りへの案がだされ、
認定へ動きだしているそうです。

全豆連

美濃焼
（英中韓語）

一般財団法人全国豆腐連合会

私たちは、 日本 古 来 の 伝 統〜
豆 腐〜を通じ、 健 康で豊 かな
食 文 化 の 向 上に貢 献します 。

● 豆腐の健康効果 ●
大豆と豆腐

蘇山窯 青白磁輪花 和み鉢
3,300円（本体価格3,000円）

「古くて新しい健康食品」

大豆成分の大部分が移行

豆腐には原料の大豆を磨砕、加熱し、絞った豆乳を凝固させた、
オカラ以外の大豆成分の大部分が移行しています。
出典：一般財団法人全国豆腐連合会「豆腐（2011年12月15日改訂 第4版）」
この内容は一般財団法人全国豆腐連合会様からご提供いただきました。

昔から豆腐は、これを精進料理として食してい
た僧侶や多く摂っていた地方に長寿者が多い
ことから、長寿食といわれてきました。近年に至
り栄養学等の確立により、極めて高い良質なタ
ンパク食品であることが科学的にも立証され、
栄養面ですぐれた食品といわれてきました。

加飾：９世紀頃から、華北一帯の民窯で「磁州窯」と総称される独特の加飾陶器が製作されていた。特に北宋から金代の製品が名高く、金時代には中国陶磁史上初
めて上絵付けによる五彩（色絵）
が作られた。元代は青花、すなわち白地に青の文様を表した磁器が隆盛する。日本では染付と言う。酸化コバルトを含む顔料で器面に
絵や文様を描く。
コバルト顔料は西アジアから輸入され、回青（日本では呉須）
という。江西省景徳鎮窯で盛んに作られ、
イスラム圏などの外国で競って求められるよ
うになった。明（1368-1644）時代になると景徳鎮窯だけが着実に発展し、青花や釉裏紅が盛ん輸出され、明時代も後期になると白磁や青花を焼造しその上に鉛
釉を用いて文様を描く五彩が景徳鎮窯の主流を占めるようになります。清（1616-1912）の建国に伴う動乱の中で、景徳鎮は戦乱に巻き込まれ、生産は大幅に停
滞します。そのとき活躍をはじめたのが日本の伊万里（港）
です。
これらの絵に影響を与えた「十竹斎画譜（中国 ･ 明）」､「芥子園画伝（中国 ･ 清）」等が有名です。

Voice!

和み鉢（美濃焼）①（0230）
「和み鉢」
はこの

お箱

に入ります。

T90856300-3121102

兵山窯 粉引印花 和み鉢
3,300円（本体価格3,000円）

NihonTohsai.com 食を愉しみ、器を愛でる

「思いっきり楽しむ」…「浅野陽」氏は「食と器と日本人（郡羊社、1997年
初版）」で、次のようにおっしゃってます。

「世界の中で、日本ほど多様な食器を日常に使用している国はほかにはありません。
・
・
・壊れないで持ち運び
に便利、
というようなことは、二の次三の次でよかったのです。そんな合理主義よりも、日本人は豊かな日本の
食材を思いきり楽しむ姿勢のほうを、大切にしてきました。」と、
「農耕民族の器、騎馬民族の器」を語ります。

7月10日は、京都千本釈迦堂で、日常の必需品である茶わんなどの
「せともの」
類に感謝のまことを捧げ供養会を修されます。
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サラダ

優しいくらし
自分に思える時（とき）
を、ほんの少しでいいから欲しい

親でも子でもない自分、男でも女でもない自分、わたし
働く・育てるだけではない自分、美味しい空気が欲しい

③

生かされている、急がされもしない、
“ 生き”ている
“とき”

ひとつ。

器は食を盛る、食は器に盛られる

Art de Vivre

ワカメ

ナムル
炒める

②

③T94660140-3131145
兵山窯 和み皿

1,540円（本体価格1,400円）
径10×2.5㎝
化粧箱（12×13×3㎝）

オムレツ

若海藻

食事、食卓、そして食器は優しくありたい

⑥

② T94659110-3131145

⑥ T94661140-3131145

武山窯 和み皿
1,210円（本体価格1,100円）

蘇山窯 和み皿

1,540円（本体価格1,400円）

径10.5×1.5㎝
化粧箱（12×13×3㎝）

10.5×8×1.5㎝
化粧箱（12×13×3㎝）

①

煮物

酢の物

①T94663110-3131145
丹山窯 和み皿

1,210円（本体価格1,100円）
辺11×1㎝
化粧箱（12×13×3㎝）

⑤

④

⑤T94662100-3131145
圭山窯 和み皿

1,100円（本体価格1,000円）

（美濃焼） 辺9×3㎝
化粧箱 （10.5×9.5×3㎝）

④ T94664140-3131145
良峰窯 和み皿
「令」
1,540円

（本体価格1,400円）

径10.5×1.5㎝
化粧箱（12×13×3㎝）

T94665140-3131145
良峰窯 和み皿
「和」
1,540円

（本体価格1,400円）

径10.5×1.5㎝
化粧箱（12×13×3㎝）

H16916300-3131145

Voice!

和み皿（美濃焼）①（0230）

一客箱入

［若海藻］日本ではワカメは海苔同様に､古くから親しまれてきた海藻であり､食用の歴史は古く縄文遺跡からワカ

メを含む海藻遺存体が見つかっています｡塩分補給源の食用としてのほか､豊作祈願の神事にも深く関わり､今も和
布刈神事など各地にある｡｢萬葉集｣には海藻の歌が百首弱､その中にワカメも｡｢和可米｣｢若布｣｢稚海藻｣ワカメや｢和
海藻｣ニキメなどが｡ワカメなど海藻類は男性が女性にむけて詠む歌に多く､恋心の象徴的なものであったようです｡

良峰窯 和み皿ペア
「令和」
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 径10.5×1.5㎝
化粧箱 （12×24×3㎝）
① 梱60入 （0230）お箱

【和食文化を伝えよう】

地域の郷土料理や伝統料理等の食文化を
大切にして、次の世代への継承を図ります。

お箱
Maff

角島（つのしま）の 迫門（せと）の若布（わかめ）は人のむた荒かりしかど 我とは和布（にきめ）
（萬葉集 巻十六（三八七一））
関門海峡の北西に広がる海域を響灘（ひびきなだ）
と言い､その東端に角島はあります｡島にはハマオモトが群生しドラマや映画のロケ
地として多く見る｡平城宮跡から発掘された木簡から角島産のワカメが朝廷に送られていました｡この角島には万葉歌碑がありそこには
､｢角島の瀬戸のわかめは､他人には荒々しくてなびかなかったが､私には優しく素直であった｡｣と紹介されています｡このことから角島の
ワカメは古来より良質で､日々糧として採取する若布が大切なものであったと同時に､女性の優しく素直なイメージと重ねて愛されてい
たことが推測できるようです
（参照：山口県歌人協会）｡また福島県いわきには｢比多潟の 磯のわかめの 立ち乱え 我をか待つなも 昨夜
も今夜も｣の万葉歌碑があります｡萬葉集は奈良時代末期に成立したとみられる日本に現存する最古の和歌集｡全20巻4,500 首以上
の和歌が収められており､多くの詠み人､多彩な情景､各地への広がりなどにより後世の古典･作品に与えた影響は大きいと言えます｡
11月1日は「古典の日」

日本陶彩は WashokuJapan メンバーです。

古典の日
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『源氏物語』
や
『枕草子』
だけが古典ではありません。2013年、
「和食〜日本人の伝統的
な食文化〜」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。おせち料理等、各地の伝統的
な祭礼、行事と共にある和食も、優れた古典といえます。北海道にはユーカラがあり、沖
縄には組踊があるように、
日本全国に地域の風土と歴史に根差した多彩で豊かな古典
文化が存在します。それは時と所をこえて、未来への尽きせぬ知恵の源泉ともいえます。

山口下関市〜角島へ海士ヶ瀬を渡る大橋､
角島小学校の一角に万葉歌碑
(L332 No.2c 山口県 Photo Prefecture）

●料理等は撮影用備品です。

matratt

ZAPP
ZAPP

①

⑭4327115-314190
⑮4327118-314190

②

③

各

⑭

④
⑤

⑦

各

⑥

matratt

① 4879198-314200
② 4879200-314200
各

各

⑱

⑫

オーバルディッシュランチ ブルー
オーバルディッシュランチ ホワイト

2,200円（本体価格2,000円）

⑲

PARIS

⑳

各



4879249-314200
4879250-314200
4879248-314200

2,200円（本体価格2,000円）

各

各

長角一段ランチ イエロー
長角一段ランチ ホワイト

2,200円（本体価格2,000円）





10.8×16.6×5.8㎝（600㎖）

⑨ 4879271-314120
⑩ 4879272-314120
⑪ 4879283-314120
⑫ 4879273-314120
⑬ 4879274-314120

箸箱セット レッド
箸箱セット イエロー
箸箱セット ブルー
箸箱セット ホワイト
箸箱セット チャコール

CCナチュラル

1,320円（本体価格1,200円）

 4979474-314050

スープボウル S

550円（本体価格500円）
10.8×10.8×7.4㎝ 紙箱

 4979476-314080

スープボウル L

16.5×16.5×7.5㎝ 紙箱

 4979456-314050



4979457-314060

木目ボウル M

660円（本体価格600円）

4979455-314070

550円（本体価格500円）
11.3×11.3×7㎝ 紙箱


木目ワンプレート

1,210円（本体価格1,100円）



木目スクエアワンプレート L

1,210円（本体価格1,100円）
21.2×21.2×3㎝ 紙箱

木目スタッキングボウル

770円（本体価格700円）
11.4×14×5.6㎝ 紙箱

CC ナチュラル（日本製
（山中）
）⑤（◆3209）

 4979466-314110
 4979465-314110

木目カップ

770円（本体価格700円）

4979568-314070



24×24×3㎝ 紙箱

10.8×13.5×7.2㎝ 紙箱

木目ボウル S



電子レンジ 食洗機OK

12.5×12.5×7.5㎝ 紙箱

880円（本体価格800円）

2,200円（本体価格2,000円）

6.8×17.8×9.5㎝（下段200㎖ 上段350㎖）

電子レンジ 食洗機OK





CC ナチュラル

Café de Paris ネイビー
Café de Paris アイボリー
Café de Paris レッド

PARIS（日本製
（山中）
）OPP袋入 ①（◆3209）





（ケース 日本製 箸 中国製） 2.3×19.5×1.3㎝

matratt（日本製
（山中）
）OPP袋入 ①（◆3209）

2,090円（本体価格1,900円）

10.8×20×5.8㎝（550㎖）

PARIS スリムランチ

10×10×11㎝（下段240 上段360㎖）

各

2,090円（本体価格1,900円）

9.4×13.5×6.5㎝（下段250㎖ 上段200㎖）

PARIS オーバルディッシュランチ
⑳4879228-314190 Café de Paris ネイビー
4879229-314190 Café de Paris アイボリー
4879227-314190 Café de Paris レッド



スクエアネストランチ チャコール
スクエアネストランチ レッド

⑦ 4879220-314200
⑧ 4879221-314200

小判コンパクトランチ はかり
小判コンパクトランチ パンダ

電子レンジ 食洗機OK

⑬

10.8×20×5.8㎝（550㎖）

2,200円（本体価格2,000円）

ZAPP（日本製
（山中）
）OPP袋入 ①（◆3209）

⑪

2,200円（本体価格2,000円）

12.6×21×5.8㎝（550㎖）

⑤ 4879207-314200
⑥ 4879203-314200
各

⑩

長角ネストランチ はかり
長角ネストランチ パンダ

7.7×16.5×9.5㎝（下段280㎖ 上段450㎖）

⑱4327095-314190
⑲4327097-314190

⑰

各

長角ディッシュランチ レッド
長角ディッシュランチ イエロー

③ 4879194-314200
④ 4879196-314200

⑯

⑨

⑧

2,090円（本体価格1,900円）

10×10×11㎝（下段240㎖上段360㎖）

⑯4327116-314200
⑰4327092-314200

⑮

スクエアネストランチ はかり
スクエアネストランチ パンダ

 4979464-314080



木目スクエアワンプレート

880円（本体価格800円）
17×21.4×3㎝ 紙箱

電子レンジ 食洗機OK

やさしい彩
〈くるみ色〉

Earth color
Earth color

 T95254110-314
 T95255110-314
 T95256110-314
各

1,210円（本体価格1,100円）





抗菌カップ
（IV）
抗菌カップ
（GY）
抗菌カップ
（DB）

990円（本体価格900円）



抗菌オーバルプレート
（IV）
抗菌オーバルプレート
（GY）
抗菌オーバルプレート
（DB）





1,100円（本体価格1,000円）

24.5×17.5×4㎝ OP袋入 ③

EarthColor（日本製
（山中）
）
（3213）

電子レンジ 食洗機OK



T95263080-314
T95264080-314
T95265080-314





〈きなり色〉




やさしい彩 抗菌汁椀
（くるみ色）
やさしい彩 抗菌汁椀
（あま色）
やさしい彩 抗菌汁椀
（きなり色）

880円（本体価格800円）

径10.8×7㎝ OP袋入 ⑤

T95266110-314
T95267110-314
T95268110-314
各







各

14.5×12×6.5㎝ OP袋入 ③

 T95260100-314
 T95261100-314
 T95262100-314
各



抗菌ランチプレート
（IV）
抗菌ランチプレート
（GY）
抗菌ランチプレート
（DB）

径25×2.4㎝ OP袋入 ③

 T95257090-314
 T95258090-314
 T95259090-314
各



〈あま色〉

やさしい彩 抗菌丼
（くるみ色）
やさしい彩 抗菌丼
（あま色）
やさしい彩 抗菌丼
（きなり色）

1,210円（本体価格1,100円）

径13.5×8㎝ OP袋入 ⑤

やさしい彩り（日本製
（山中）
）
（3213） 電子レンジ 食洗機OK

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
7月20日は、信楽町
「愛宕神社(陶器神社)」
にて日常生活に欠かせない“火”への感謝を込めて
「火まつり」
が行われます。
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レトロではない“様式（スタイル）”への憧れ。
リラックスの感色。

優しい器には、春らしいやさしい味付けで、
素材をいかした料理が似合います。

⑥

⑤

新鮮さをもった器で生活を愉しむ。

③

薄墨花〈錦山窯〉
④

④

②

③
錦山窯

②

⑥

①

⑤
① T92045120-3151110
② T92044120-3151110

コップ
（青）
コップ
（赤）

③ T92047150-3151129
④ T92046150-3151129

マグ
（青）
マグ
（赤）

⑤ T92043120-3151110
⑥ T92042120-3151110

飯碗
（青）
飯碗
（赤）

各

各

各

⑦

①T92042120-3151110（V） 陶彩「リファイン」薄墨花 飯碗（赤） 1,320円（税込価格）（瀬戸焼）（0107） 土
②T92046150-3151110（V） 陶彩「リファイン」薄墨花 マグ（赤） 1,650円（税込価格）（瀬戸焼）（0107） 土
③T91240260-315191
飛びカンナ 6寸皿
2,860円（税込価格）（小石原焼）（2215） 土
④T91943500-315158
和さくら おもてなし皿（白化粧） 5,500円（税込価格）
（波佐見焼）
（2201）
⑤H16638400-315181（V） 陶彩「白雲」ざくら 花びら銘々皿 4,400円（税込価格）（美濃焼）（0107） 土
⑥T87451070-3151148 結び オーバル小付（赤）
770円（税込価格）（波佐見焼）（2208）●
⑦T88940095-315183（V） 陶彩「純」豆絞りティーマット 緑 1,045円（税込価格）（日本製）▲（8800）▼

①

陶彩
「リファイン」
薄墨花

①ごはん
（たけのこ）
②グリーンアスパラのポタージュ
③貝のサラダ
④チキンソテー ⑤いちご
⑥菜の花おひたし

※敷き色紙はご用意できます。

1,320円（本体価格1,200円）③

器処カタログP84
をご参照ください。

1,650円（本体価格1,500円）①

1,320円（本体価格1,200円）⑤

Voice!

陶彩
「リファイン」
薄墨花（瀬戸焼）
（0107） 土

H16767250-315184
H16708250-315184
各

陶彩
「リファイン」薄墨花 恵みセット
（青）

＜暮らしの品々＞

陶彩
「リファイン」薄墨花 恵みセット
（赤）

家族があったかい食卓がいい
日常の美

2,750円（本体価格2,500円）①

〈源兵衛窯〉陶彩「花だより」

おひとつからでも
組でも
選んで贈れます。

H16760250-315170

陶彩
「花だより」 一客箱入

⑫
⑪

お箱
陶彩
「花だより」
ペアカップ
2,750円（本体価格2,500円）木箱

⑦
⑧

各

各

飯碗
（桜）
飯碗
（鉄仙花）

770円（本体価格700円）紙箱

陶彩
「花だより」 一客箱入

陶彩
「花だより」

⑦T93941085-315170
⑧T93942085-315170

⑨T93939070-315170
⑩T93940070-315170

陶カップ
（桜）
陶カップ
（鉄仙花）

935円（本体価格850円）

径8.5×12.5㎝（350㎖） 紙箱

一客箱入

⑩

⑪T93943080-315170
⑫T93944080-315170
各

⑨

マグカップ（桜）
マグカップ（鉄仙花）

880円（本体価格800円）紙箱

H16819350-315170

陶彩
「花だより」睦揃

3,850円（本体価格3,500円）

Hit!

碗径11.5×6㎝ マグ径9.5×8.5㎝（300㎖）
紙箱 コースター辺10.5㎝ 箸22.5㎝
（中国製）
付き ●

お箱

Present
⑬

⑭
⑬H16927080-315170

陶彩
「花だより」茶托付煎茶
（桜）

H16761200-315170

お箱
陶彩
「花だより」
組飯碗
2,200円（本体価格2,000円）木箱

H16062250-315170
陶彩
「花だより」ペアマグ

⑭H16928080-315170

お箱

陶彩
「花だより」茶托付煎茶
（鉄仙花）

2,750円（本体価格2,500円）木箱

各

880円（本体価格800円）紙箱

一客箱入

Big Hit!

H16063400-315170

陶彩
「花だより」銘々皿付煎茶揃
4,400円（本体価格4,000円） お箱

H16064350-315170

陶彩
「花だより」ペアカレーセット

3,850円（本体価格3,500円） ●
H16065200-315170

H16066200-315170

2,200円（本体価格2,000円）

2,200円（本体価格2,000円）

陶彩
「花だより」マグ 桜（ちりめん木箱入） 陶彩
「花だより」マグ 鉄仙花（ちりめん木箱入）
木箱 コースター
（中国製）
※敷き色紙はご用意できます。

一客箱入

木箱 コースター
（中国製） ●

一客箱入

お箱

H16773350-315170

陶彩
「花だより」篭入茶碗揃

3,850円（本体価格3,500円）竹網篭（ベトナム製） ●
Voice!

お箱

陶彩
「花だより」
（美濃焼）① （0230）
▼

御所様餅と近衛様雪餅：寛永20（1643）年の｢料理物語｣は､またの名を｢寛永料理物語｣ともいいました｡この第十八・菓子の部に｢御所様餅｣と｢近衛様雪餅｣の作り方が出ています｡菓子之部には十四品の菓子を数えられるが､このうちの十一品が餅菓子です。残りの三品
は｢玉子素麺｣｢おこし米｣｢ちまき｣です。ちまきも餅の一種なので､菓子の部のほとんどが餅類で占めていることになります｡以後､江戸時代を通じて､菓子の主役は餅類であったとのことです（江原恵著｢料理物語・考｣三一書房（19911031））｡

15

ひな祭りは女の子の健やかな成長を祈る行事です｡食べ物も古くから伝わるお祝い料理があ

和をおりなす季節の「食と器」

ります｡食材には春の旬のものが使われそれぞれの料理や色には､縁起のいい意味が込めら
れています｡｢ちらし寿司｣､使われる具材は“海老（腰が曲がるまで長生きしますように）”､“れ

んこん
（将来の見通しがいい）”､“豆（健康でまめに働きまめに生きる）”などの意味があります

（｢寿司｣は｢寿（ことぶき）
を｢司（つかさど）
る｣とも）｡｢はまぐりのお吸い物｣､二枚対になってい

ハレの日

る貝殻で､仲の良い夫婦を表します｡｢菱餅｣や｢ひなあられ」
「白酒」にも、謂われがあります。
雛祭りなどに供されるものに五色蕎麦があります。

「白、黒、黄、赤、青」の５色の蕎麦。雛蕎麦とも言

②

①

白
（海老）

いますが、
それを「ちらし寿司」に込めてみました。

③ 黄（卵黄）

黒（海苔）

① H16395250-316335（V）
宗山窯 安南らんまる 福々鉢

2,750円（税込価格）（美濃焼）①（0202）

② H16396380-316335（V）
秀峰窯 鼠十草 福々鉢

4,180円（税込価格）（美濃焼）①（0202）

③ H16398300-316335（V）
兵山窯 粉引くし目文 福々鉢

3,300円（税込価格）（美濃焼）①（0202）

④ H16399250-316335（V）
武山窯 色絵らんまる 福々鉢

2,750円（税込価格）（美濃焼）①（0202）

⑤ H16400280-316335（V）
秀峰窯 織部渕唐津 福々鉢

④ 赤（苺）

3,080円（税込価格）（美濃焼）①（0202）

⑤ 青（三ツ葉）

⑥ H16289420-316183（V）

⑥

陶彩
「純」小紋ラナー
（大）縞

4,620円（税込価格）

（日本製）① ▲
（8800）
▼

幾年も穏やかであぁーれ

［上巳（桃の節句）］

幾年も健やかであぁーれ

⑲

⑪

［端午（菖蒲の節句）］
⑱

⑫
⑨

⑮

⑰

⑩

⑦



⑭



⑬

⑧

⑯

⑦ T72609600-316108 華人形 お喰い初め揃 6,600円（税込価格）（瀬戸焼（山中塗））●（1106）
⑧ T93734300-316157 呉須流し 丸皿（M）
3,300円（税込価格）（美濃焼）
（0230）
⑨ T90855250-3161102（V）紫小花唐草 和み鉢 2,750円（税込価格）（美濃焼）
（0230）
⑩ H16397350-3161102（V）砂唐津ウス文 福々鉢 3,850円（税込価格）（美濃焼）
（0202） 土
⑪ T93730180-316157 呉須流し 正角皿（L） 1,980円（税込価格）（美濃焼）
（0230）
⑫ T88942150-316183（V） 純 豆絞り ランチョンマット（赤） 1,650円（税込価格）（日本製）▲（8800）▼

⑬T72610600-316108 兜 お喰い初め揃
6,600円（税込価格）（瀬戸焼（山中塗））
（1106）
⑭H16397350-3161102（V）兵山窯 砂唐津ウス文 福々鉢 3,850円（税込価格）（美濃焼）
（0202） 土
⑮H16395250-3161102（V）宗山窯 安南らんまる 福々鉢 2,750円（税込価格）（美濃焼）
（0202） 土
⑯T90856300-3161102（V）兵山窯 粉引印花 和み鉢 3,300円（税込価格）（美濃焼）
（0230）
⑰T90857250-3161102（V） 圭山窯 ぼんぼんフラワー 和み鉢 2,750円（税込価格）（美濃焼）
（0230）
⑱T93735200-316157 呉須流し 丸皿（S） 2,200円（税込価格）（美濃焼）
（0230）
⑲T88943150-316183（V） 純 豆絞り ランチョンマット（緑）1,650円（税込価格）（日本製）▲（8800）▼
⑧ からすみ（岐阜県：佐和家）

 笹巻麸（京都府：半兵衛麸）
⑲





T93910050-3161120

⑳

Ｔａｋｅｂ
ｉ
ｔｏ 若竹菓子切
550円（本体価格500円）
（日本製）①（8710）

 T93731120-316157
呉須流し 正角皿
（M）

1,320円（本体価格1,200円）

（美濃焼）⑤（0230）

H16395250-3161102（V）
宗山窯 安南らんまる 福々鉢
2,750円

大人になったら
⑳ H16800400-316126（V）
コロン 冷酒器
1.5合･紅白盃２個付

4,400円（税込価格）

（美濃焼） ① （0230）

須原陶磁工房 須はら錦彩 飾り玉
T94621500-316 （人日）1個
T94622500-316 （上巳）1個
T94623500-316 （端午）1個
T94624500-316 （七夕）1個
T94625500-316 （重陽）1個

（本体価格2,500円）
（美濃焼）
①（0202） 土

 H16825500-316126（V）
こがも 酒器揃
（赤）

5,500円（税込価格）

（美濃焼） ①（0230）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

各

COGAMO









7月23日は、大阪、坐摩神社・火防陶器神社で
「茶碗供養祭」
があります。



5,500円（本体価格5,000円）

（瀬戸焼）10×10㎝ 紙箱
①（◆1113）
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春暮れて後（のち）､夏になり、夏果（は）てて、秋の来（く）るにはあらず。春はやがて夏の気を催し、夏より既に秋
は通ひ、秋は即ち寒くなり、十月は小春（こはる）の天気、草も青くなり、梅も蕾みぬ。木の葉の落つるも 先づ
落ちて芽（め）ぐむにはあらず、下（した）より萌（きざ）しつはるに堪（た）へずして落つるなり（徒然草 第百五十五段）。

山根 清玩

Seigan Yamane

陶彩
「リファイン」
ひすい Voice!

蒼釉わたつみ

〈椿秀窯〉

③

⑮

④

⑦

ひすい蒼雲 ⑧ T92606125-317184
各

⑪

⑨

⑩

陶彩
「リファイン」蒼釉わたつみ

① T92356150-317184
② T92357150-317184
③ T92354150-317184
④ T92355150-317184
各

おひとつからでも
組でも
選んで贈れます。

Voice!

⑬

⑯

ペアフリーカップ（⑧＋⑨）

※POPスタンドはご用意できます。

各

組飯碗（①＋②）

⑦ H16162350-317184

ペアフリーカップ

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼 片手スープ
陶彩
「リファイン」
ひすい雲 片手スープ
各

組湯呑（③＋④）

3,300円（本体価格3,000円） ①

3,850円（本体価格3,500円） ①

お箱

⑰

電子レンジ

陶彩
「リファイン」
ひすい・ひすい蒼雲（美濃焼）① （0107） 土

陶彩
「リファイン」藍の花

藍の花〈錦山窯〉



Voice!
マグ

 T92568250-317184

碗皿

 H16717300-317184

恵みセット

 T93770180-317184

焼酎カップ

径11×7㎝（330㎖） ダンボール

一客箱入

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼 冷酒セット

⑳H16890280-317184

彩陶
「リファイン」
ひすい雲 冷酒セット
各

一客箱入

 T92567200-317184

1,650円（本体価格1,500円）

⑲ H16889280-317184

⑲

お箱

陶彩
「リファイン」蒼釉わたつみ（萩焼）
（3805）

3,300円（本体価格3,000円）お箱

⑱ T94633150-317184

⑱

椿秀窯

ペアタンブラー（⑩＋⑪）
ペアマグ（⑫＋⑬）

⑰ T94632150-317184

⑳

1,650円（本体価格1,500円） ⑤

おひとつからでも
組でも
選んで贈れます。

2,750円（本体価格2,500円） お箱
⑮ H16700300-317184
⑯ H16701300-317184

〈竜山窯〉

蒼タンブラー
雲タンブラー
蒼マグ ●
雲マグ

1,650円（本体価格1,500円） 一客箱入

⑭H16699250-317184

ひすい蒼雲

飯碗
（大）
飯碗
（小）
湯呑
（大）
湯呑
（小）

⑤ H16161300-317184
⑥ H16160300-317184
各

⑧

⑭

②

各

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼雲

⑥
⑤

1,375円（本体価格1,250円）

⑩ T92608150-317184
⑪ T92609150-317184
⑫ T92610150-317184
⑬ T92611150-317184
⑫

①

蒼フリーカップ

〈竜山窯〉 ⑨ T92607125-317184 雲フリーカップ

3,080円（本体価格2,800円） お箱

竜山窯

冷酒器径10×9㎝（220㎖）
ぐい呑み径7.5×6㎝（120㎖） ダンボール

2,200円（本体価格2,000円）



陶彩「リファイン」花千筋〈天龍窯〉

2,750円（本体価格2,500円）
3,300円（本体価格3,000円）



おひとつからでも
組でも
選んで贈れます。



1,980円（本体価格1,800円） 径８×11㎝（210㎖） ●

 T92570350-317184


急須
（茶こし付）

3,850円（本体価格3,500円）
（茶こし付、代径95㎜) ●



陶彩
「リファイン」
藍の花（瀬戸焼）紙箱 ① （0107） 土

花千筋
お花を愛でながらいただく、
はんなりとした和のスイーツバラエティ。

①

④
②

③

①抹茶ラテ
②いちご白玉
③いちご生春巻き
④草まんじゅう
⑤花見団子






Voice!

T94692060-317184
H16919300-317336
T94693060-317184
H16920300-317336
T94695080-317184
H16917250-317336
T94694080-317184
H16918250-317336

660円（本体価格600円）⑤
3,300円（本体価格3,000円） お箱
小付
660円（本体価格600円）⑤
小付揃
3,300円（本体価格3,000円）お箱
取皿
880円（本体価格800円）⑤
トリオ取皿揃 2,750円
（本体価格2,500円）お箱
小鉢
880円（本体価格800円）⑤
トリオ小鉢揃 2,750円
（本体価格2,500円）お箱
小皿

小皿揃

陶彩
「リファイン」花千筋（波佐見焼）
（2203）

かみきょらい



⑤

① T92611150-317184（V） 陶彩「リファイン」雲マグ 1,650円（税込価格）（美濃焼）（0107） 土
② T93885038-317144 洗朱 3.9手塩皿（樹脂製） 418円（税込価格）（日本製（会津））（8716）
③ T90091130-317191 砥部千山窯 4寸深皿唐草 1,430円（税込価格）（砥部焼）（8728） 土
④ T91603080-3171100 彩 小皿（ラスベリー）
880円（税込価格）（信楽焼）（3405） 土
⑤ M55200200-317864 俊山窯 乾山絵変 銘々皿 22,000円（税込価格）（京焼・清水焼）（3101）
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十六団子の日は､その名のとおり16個の小さ
いお団子を用意し神様にお供えする日です｡日本
で古くから行われている農業といえば米作りで
すが､この伝統的な行事は米の豊作を神様に祈
願するために催されてきたと考えられています｡
民藝運動：大正15（1926）年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動です｡当時の工芸界は華美な装飾
を施した観賞用の作品が主流でした｡そんな中､柳たちは､名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を｢民藝（民衆的工芸）
｣と名付け､美術品に負けない美しさがあると唱え､美は生活の中にあると語りました｡そして､各地の風土から生まれ､生活に根ざした民
藝には､用に則した｢健全な美｣が宿っていると､新しい｢美の見方｣や｢美の価値観｣を提示したのです
（日本民藝協会パンフレットより）｡

●手作りものは、サイズや風合いに違いがでる場合があります
（納期には一ヶ月程かかる場合がありますので、
ご注文の際には必ず納期確認をお願い致します）
。

和をおりなす季節の「食と器」
各地自慢の味

つなげていきたい
おいしく食す郷土の和食。
日本遺産

蕨もち：わらびもち（わらび 餅､蕨 餅）は､デンプンと水､砂 糖から作る和 菓子｡原 料としてワラビの地下 茎から得られるデンプンのわ

らび 粉 が 使われたため､この名がついた｡醍 醐 天 皇が 好 物としており太 夫 の 位を授けたという言い 伝えがあり､そこからわらび餅 の異
名を岡太夫とも言う｡また同時に凶作に見舞われた農家の非常食でもあったという言い伝え（｢政 基 公旅引付｣）もある｡奈良県はわらび
粉 の名産 地であり､奈 良や 近くの京 都ではわらび 餅 の名店が 数 多く見られる｡京 都では餡 入りの蕨 餅が 古くから親しまれてきた｡また
一部 地域において夏季限 定や不定期に
日根荘
長福寺跡
わらび餅の移動販売を行う業者がおり､
梅は花松はみどりの春の日のめぐみぞ四方に天満神
夏の風 物 詩となっている｡各地､各店に
③
大阪泉佐野市に五摂家九条家の荘園「日根荘（ひねのしょう）」があ
個性があります｡

り､14世紀土地調査で二枚の絵図が残され､今これらを含め日本遺
産「日根荘」として選ばれました。16世紀初め九条政基の日記「政基
公旅引付｣に当時の世相や農村生活､景観が描かれています。文亀３
年旱魃で収穫が見込めず村人は山で蕨を取り辛うじて飢えをしのい
だとあります｡当時､蕨は非常食だったようです。

① T72508200-318188（V）

ナチュラル 黒彩トチリ 小鉢

② T72504150-318186（V）

ナチュラル 黒彩トチリ 湯呑

③ T72505400-318186（V）

ナチュラル 黒彩トチリ ポット

④ T93911020-3181120

Ｔａｋｅｂ
ｉ
ｔｏ スス竹菓子切

① 長崎県：志げる製菓舗

2,200円（税込価格）（波佐見焼）
（2208）

②

1,650円（税込価格）（波佐見焼）
（2208）

④

4,400円（税込価格）（波佐見焼）
（2208）
220円（税込価格）（日本製）
（8710）
Hit!

日根荘の景観（L339 No.9 photoAC）

⑦

⑮

⑪

⑥

⑯
⑬ 愛知県：芳光

⑩

⑫
⑭

⑤

⑧

⑨

岡山県：清風庵

⑤ M54949100-318870
夢幻工房 片口小鉢5客揃
11,000円（税込価格）（備前焼）
（3807）
⑥ S38624100-318870
夢幻工房 茶々丸
11,000円（税込価格）（備前焼） ●（3807）
⑦ M54194500-318870
夢幻工房 組湯呑
5,500円（税込価格）（備前焼） ●（3807）
⑧ T93910050-3181120
Ｔａｋｅｂ
ｉ
ｔｏ 若竹菓子切
550円（税込価格）（日本製）
（8710）
⑨ M54871350-318184（V） リファイン 蒼釉わたつみ 豆皿揃
3,850円（税込価格）（萩焼）
（3805）
⑩ H16160300-318184（V） リファイン 蒼釉わたつみ 組湯呑
3,300円（税込価格）（萩焼）
（3805）
⑪ M54185150-318856
清玩作 萩だるま 小茶器揃
16,500円（税込価格）（萩焼） ●（3805）
⑫ T93912036-3181120
Ｔａｋｅｂ
ｉ
ｔｏ 黒文字菓子箸
396円（税込価格）（日本製）
（8710）
⑬ M54420600-318183（V） 純 長江 黒織部 銘々皿揃
6,600円（税込価格）（瀬戸焼）
（1112）
⑭ S38374180-318183（V） 純 長江 黒織部 湯呑
1,980円（税込価格）（瀬戸焼）
（1112）
⑮ T94750280-3181102（V） 人水 黒泥棚切急須（フッ素アミ） 3,080円（税込価格）（常滑焼） ●（3603）
⑯ H16291150-318183（V） 純 小紋ランチョンマット（縞）
1,650円（税込価格）（日本製）▲（8800）▼
⑰ H16552250-318170（V） 夢彩 ぶどう 小皿揃
2,750円（税込価格）（美濃焼）
（0107）
⑱ H16556500-3181122（V） 夢彩 ぶどう 茶托付湯呑揃
5,500円（税込価格）（美濃焼） ●（0107）
⑲ H16554600-3181122（V） 夢彩 ぶどう 茶器揃
6,600円（税込価格）（美濃焼）
（0107）
⑳ T88943150-318183（V） 純 豆絞り ランチョンマット（緑）
1,650円（税込価格）（日本製）▲（8800）▼

⑲
⑱

⑳

⑫

⑰

⑫

山口県：本多屋

岐阜県：ツバメヤ

ご当地の美味しい食を

食することで、

良き器が生まれます。

① 佐賀県：おりき

② 石川県：森八

③ 石川県：村上

⑦ 京都府：洛匠

⑧ 愛媛県：蔵はち

⑨ 三重県：いせや

① T72244100-318186（V）

ナチュラル 結晶銀彩 ５号皿

1,100円（税込価格）（有田焼）
（2205）

② T93845200-3181170

土

⑥ M55200200-318861

青郊窯 四季の花 豆皿揃

⑦ S38527100-318807

洗朱 3.9手塩皿（樹脂製）

⑧ T90091130-318191

5,500円（税込価格）（九谷焼）
（3202）

④ T93885038-318146

418円（税込価格）（日本製（会津））
（8716）

⑤ 岐阜県：巴庵

⑩ 奈良県：千壽庵吉宗

⑪ 滋賀県：うずくまる本舗

陶彩「白雲」ざくら 花びら銘々皿

4,400円（税込価格）（美濃焼）
（0107）

青郊窯 古九谷青手土坡に牡丹図 5号皿

2,200円（税込価格）（九谷焼）
（3202）

③ T94762500-3181173

⑤ H16638400-318181（V）

④ 福島県：長門屋

土

⑨IW-04-318342160

⑥ 京都府：喜仙堂

⑫ 新潟県：笹福

長谷園「優」
クリーム 小皿

1,760円（税込価格）（伊賀焼）
（◆3502）

土

⑩T94694080-318184（V）

陶彩
「リファイン」花千筋 小鉢

陶葊窯 染付牡丹 三寸皿

⑪T94061100-318185（V）

陶彩「ナチュラルT」釉（ベージュ）プレート（小）

砥部千山窯 4寸深皿唐草

⑫S-M020/2-31811624500

俊山窯 乾山絵変 銘々皿

22,000円（税込価格）（京焼・清水焼）
（3101）

1,100円（税込価格）（京焼・清水焼）
（◆3105）
1,430円（税込価格）（砥部焼）
（8728）

土

880円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）

1,100円（税込価格）（信楽焼）
（3405）

土

新光堂 梅型銘々皿セット
（嵐目）

5,500円（税込価格）（日本製）▲（◆8715）

●撮影に使用したお料理は食器の良さを引き出すイメージのために使用としたものです
（店名は購入店を備忘するためで、その器をお薦めいただいたものではなく、
また販売期間等限られたものもあります）
。
●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
8月4日は、
「箸の日」
です。各地で、箸感謝祭の後、箸のお焚き上げが行われます。
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Natural Taste
TOHSAI

Co m fo rta b l e

釉（デニム）

⑨

気持ちに溶ける親しさです。
かつてのクラシカルなデザインに現代の感性と機能をプラス。
幅広いシーンで活躍するシリーズです。

釉（ベージュ）

⑬

⑩

⑭

⑥

⑤
⑦

⑧
⑦ 桜餅：滋賀県〈たねや〉

③

Natural
Taste

④

⑪

①

⑮

陶彩
「ナチュラルテイスト」
釉

T O（デニム）
H S A I 飯碗（小）
① T94051160-319185
② T94052160-319185 （ベージュ）飯碗（小）
各

1,760円（本体価格 1,600円）

各

径11.5×5.5㎝ ⑤

1,100円（本体価格1,000円）

径11.5×1.5㎝ ⑤

⑨ T94063200-319185 （デニム）プレート（中）
⑩ T94064200-319185 （ベージュ）プレート（中）

2,200円（本体価格2,000円）

各

径12.5×5.5㎝ ⑤

⑤ T94055140-319185 （デニム）湯呑
⑥ T94056140-319185 （ベージュ）湯呑
各

2,200円（本体価格2,000円）

径17.5×1.5㎝ ③

⑧ わらび餅：滋賀県〈うずくまる本舗〉

⑬T94057500-319185 （デニム）和鉢
⑭T94058500-319185 （ベージュ）和鉢
各

5,500円（本体価格5,000円）

径22×8㎝ ②

陶彩
「ナチュラルテイスト」
釉
（信楽焼）ダンボール

⑮T94059200-319185 （デニム）小鉢
⑯T94060200-319185 （ベージュ）小鉢
各

（3405） 土

2,200円（本体価格2,000円）

Voice!

径14×5.5㎝ ③

⑪ T94065350-319185 （デニム）プレート（大）
⑫ T94066350-319185 （ベージュ）プレート（大）

1,540円（本体価格1,400円）

各

径8.5×8㎝（230㎖） ⑤

3,850円（本体価格3,500円）

径23×2㎝ ②

⑰

陶彩「ナチュラルテイスト」
粋-ORIBE

Recommend

02月28日は織部の日
器処カタログ巻末P176-D044参照

Handmade Taste
TOH SAI

⑯

②

⑦ T94061100-319185 （デニム）プレート（小）
⑧ T94062100-319185 （ベージュ）プレート（小）

③ T94053200-319185 （デニム）飯碗（大）
④ T94054200-319185 （ベージュ）飯碗（大）
各

⑫

おひとつからでも
組でも
選んで贈れます。

陶彩
「ナチュラルテイスト」粋-ORIBE

⑰ H16677500-319185（V） 市松ぶどう 焼物皿揃

5,500円（本体価格5,000円）（瀬戸焼）①（1104）お箱

High Quality

T92507100-319185（V） 市松ぶどう 焼物皿

シンプルでモダンでどこか懐かしくほっとする。

1,100円（本体価格1,000円）（瀬戸焼）⑤（1104）

使うたびに優しい気持ちになれる…それは手造りだからです。

⑱

⑱H16678800-319185（V） 十草 多用皿揃

陶翠窯

8,800円（本体価格8,000円）（瀬戸焼）①（1104）お箱
T92508160-319185（V） 十草 多用皿

1,760円（本体価格1,600円）（瀬戸焼）⑤（1104）

渋さと緑の深みを感じる瀬戸織部

織部

陶彩
「ハンドメイド･テイスト」織部
フリーカップ

⑳S38358130-319186

小鉢

S38356380-319186

茶漬碗

S38357270-319186

平鉢

2,200円（本体価格2,000円）

⑤

⑥

1,430円（本体価格1,300円）

③

4,180円（本体価格3,800円）



2,970円（本体価格2,700円）

⑳

①

④

渋い味わいの掻き落とし十草の鼠志野

鼠志野十草





S38359200-319186

フリーカップ

S38362240-319186

マグカップ

S38361180-319186

湯呑

S38360200-319186

飯碗

2,200円（本体価格2,000円）

1,980円（本体価格1,800円）

Voice!
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① 桜えびごはん
② 新たまと新じゃがの肉じゃが
③はまぐり酒蒸し
④グリーンアスパラのからし和え
⑤いちご ⑥桜もち

陶彩
「ハンドメイド･テイスト」鼠志野十草

2,640円（本体価格2,400円）



春の軽やかな食材は、
香りも豊かで心をリフレッシュ



⑲S38355200-319186

させてくれます。

⑲

2,200円（本体価格2,000円）

陶翠窯（瀬戸焼）ダンボール ①（1112） 土



②

①S38356380-319874（V） 陶翠窯 織部 茶漬碗
②S38357270-319874（V） 陶翠窯 織部 平鉢
③T93389１７０-3191102（V） 陶翠窯 とちり 小鉢
④T91239140-319191
飛びカンナ 4寸皿
⑤T91205350-3191103 コトハナ 型変り小皿揃え
⑥H16638４００-319181（V） 陶彩「白雲」ざくら 花びら銘々皿

4,180円（税込価格）（瀬戸焼）（1112） 土
2,970円（税込価格）（瀬戸焼）（1112） 土
1,870円（税込価格）（瀬戸焼）（1112） 土
1,540円（税込価格）（小石原焼）（2215） 土
3,850円（税込価格）（美濃焼）（0219）
4,400円（税込価格）（美濃焼）（0107） 土

●手作りものは、サイズや風合いに違いがでる場合があります
（納期には１ヶ月程かかる場合がありますので、
ご注文の際には必ず納期確認をお願い致します）
。

色々の味

和をおりなす季節の「食と器」

日本陶彩は WashokuJapan メンバーです。

味ご飯 十 郷
福島県：ごんぼめし

②

佐賀県：栗おこわ

⑥

岐阜県：窯もと味ごはん

⑦

山口県：鶏めし

②

あさりしぐれ

③

⑧

④

長崎県：角煮めし

⑨

三重県：あわびめし

⑤

山口県：うにめし

岡山県：どどめせ

⑩

石川県：ふぐの子めし

愛媛県：鯛めし

茶漬け十味

①

⑪

⑭

鮭

⑮

たくわん

⑫

④

焼たらこ

⑯ じゃこ

キムチ

⑰

⑬

梅ぼし

⑩

牛肉佃煮

① T92043120-3201110（V） 陶彩「リファイン」薄墨花 飯碗（青） ⑦T92357150-320184（V） 陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ 飯碗（小） ⑬S38058400-320829

1,320円（税込価格）（瀬戸焼）⑤（0107）

② T80157180-3201116

1,650円（税込価格）（萩焼）⑤（3805）

土

⑧ⅠW-28-3201115200

うこぎ 飯碗
（青）

1,980円（税込価格）（有田焼）①（2101）

770円（税込価格）（美濃焼）①（0230）▼

銀舟窯 華月夜 飯碗

④ T93225450-3201110

砥部千山窯 5寸深皿唐草

⑤ S38079300-320825

⑩T90092160-320191

夢幻工房 桟切焼 飯碗

3,300円（税込価格）（備前焼）① ●（3807）

一客箱入

土

⑥ T93939070-320170（V） 陶彩「花だより」飯碗（桜）

770円（税込価格）（美濃焼）①（0230）▼

⑮S38495250-320826

4,950円（税込価格）（九谷焼）①（3202）一客箱入

姫土 睦セット

一客箱入

1,760円（税込価格）（砥部焼）⑤（8728）

土

1,320円（税込価格）（瀬戸焼）⑤（0107）

土

Voice!

⑪T92042120-3201110（V） 陶彩「リファイン」薄墨花 飯碗（赤）
⑫T93703120-3201109（V）貫入内うさぎ 軽量飯碗（小）

⑤

⑦

そら豆

梅干

Hit!

飯碗
（小） Hit!

T95244100-3201104
T95243100-3201104
T95242100-3201104
T95241100-3201104

飯碗
（大）⑤

T95246250-3201104
T95245250-3201104

組飯碗 ①

各

各

1,100円（税込価格）●

組湯呑 ①

2,750円（税込価格）お箱

春花（波佐見焼）
（2201）

銀舟窯 舟出 飯碗

4,950円（税込価格）（九谷焼）①（3202）一客箱入

Recommend

与山窯 染付七宝文 菊花型手塩皿

2,200円（本体価格2,000円）（有田焼）⑤（2101）

③

甘酒

②T92393120-320145（V） 舞菊 取皿

1,320円（本体価格1,200円）（波佐見焼）⑤（2203）

③S38511180-320176
④S38512180-320176

富士山市松 お手塩皿
結び紋折り紙形 お手塩皿

⑤M50482500-320846

結晶金彩 小鉢揃

⑥T93737330-320157

呉須流し 平鉢
（M）

⑦T93843200-3201170

古九谷色絵石畳文 5号皿

各

1,980円（本体価格1,800円）（伊万里焼）①（2104）

5,500円（本体価格5,000円）（有田焼）①

⑨

⑥

野菜スープ

① じゃこ

湯呑
（小）③

⑰S38029450-320827

2,200円（税込価格）（伊賀焼）
（◆3502）

①T92692200-320175
煮物

やまいも
とろろ

湯呑
（大）③

長谷園 十草 飯碗

の「野菜スープ」は「辰巳芳子著「あなたのために いのちを支えるスープ」文化出版局（200209）」を参考にしました。

日本遺産認定
「日本磁器のふるさと肥前～
百花繚乱のやきもの散歩～」

（L337）

一客箱入

茶漬け：飯に熱い茶､煎茶（緑茶）やほうじ茶等が普通だが､烏龍茶も｡また冷やした茶をかける例も｡出汁をか
けたもの､特に北越地方で好まれ越後茶漬けとも言う｡江戸時代中期頃から､茶漬けに具を乗せるのが広まっ
た｡江戸後期の『江戸名所図会』
に｢看板の八八はつは茶漬は人皆の八百八町しれる江戸桝｣､｢客こんで出す
廣ぶたの鉢合せ八八茶漬もうれる江戸桝｣とある｡｢朝腹に茶漬け｣､｢茶漬けにひしこの望み｣の諺あります｡

④

飯碗
（小）⑤

●
（3805） 土

05月17日はお茶漬けの日
器処カタログ巻末P176-D074参照

⑧

飯碗
（大）

一客箱入

⑯ⅠW-24-3201115200

1,320円（税込価格）（波佐見焼）⑤（2201） 軽 量

② らっきょ

一客箱入

山根清玩 青萩 飯茶碗

2,750円（税込価格）（萩焼）①

味ご飯：炊き込みご飯は､五目ご飯､五目飯ともいう｡関西では加薬ご飯（かやくご飯）､かやくめしとも言う｡ご
飯を炊く際に具を米と一緒に炊き込んで作る飯である｡通常は炊飯時に昆布､出汁､醤油等で調味する｡一方､
混ぜご飯は､ご飯が炊き上がった段階で食材を混ぜ込む｡一緒に炊き込むと具合が悪い食材をおいしく調理
できるという特徴がある｡これらを｢味ご飯｣と呼ぼう｡各地それぞれに郷土自慢の料理の味わいがあります｡

春花

●
（3807） 土

⑭T93940070-320170（V） 陶彩「花だより」飯碗（鉄仙花）

長谷園 コマスジ 飯碗

③ T93702120-3201109（V）貫入内うさぎ 軽量飯碗（大） ⑨S38331450-320825

4,950円（税込価格）（萩焼）
（3805）お箱

うなぎ

夢幻工房 ひだすき焼 飯碗

4,400円（税込価格）（備前焼）①

2,200円（税込価格）（伊賀焼）
（◆3502）

1,320円（税込価格）（波佐見焼）⑤（2201） 軽 量

鯛

●
（2205）

3,630円（本体価格3,300円）（美濃焼）①（0230）
2,200円（本体価格2,000円）（九谷焼）①（3202）

⑧T90861380-3201134（V）ゆらり 冷酒器（一合･紅吹き）

4,180円（本体価格3,800円）（美濃焼）①（0230）

⑨T91492180-3201159

長角テーブル膳
（赤・渕金）

1,980円（本体価格1,800円）（日本製（山中））⑤（3214）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
8月8日は、京都陶祖神社で若宮八幡宮と共に全国の焼き物師から手厚い信仰を受け毎年例祭と陶器市が開かれます。
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Natural Taste
TOHSAI

Hi g h Qu a l i ty

Nihon Tohsai Original

ヨーロッパやアメリカといった文化先進国の影響を色濃く受けて、私たちの生活ぶりもインターナショナル感覚に
なってきたようです。まさに洋風化が進んだと言えるでしょう。それが、ここに来て少しばかり変化を生じてきたよう
です。最近はいままで吸収し続けてきた文化を上手に残しながらも、新しい日本式生活を求め始めたようです。和風
と洋風のミックスではなく
「日本の伝統をしっかり残しながら新しい日本の生活スタイルを生み出す」
そんな意思を
感じます。いわば、ナチュラリスト、新しい生活を始めましょう。

「ナチュラルテイスト」は日本陶彩のオリジナル商品です。

陶彩
「ナチュラルテイスト」 Voice!
粉引一珍
（藍染窯）

⑤

④

③

①

Natural
Taste

①T72568100-321186
②T72569100-321186
③T72566100-321186
④T72565100-321186
⑤T72567100-321186
各

⑦

TOHSAI

⑫

各



白けずり 丸碗

1,870円（本体価格1,700円）



結晶銀彩






敏彩窯

土

白けずり 六角皿（中）



2,750円（本体価格2,500円）

小鉢

⑮T72504150-321186

湯呑

⑯T72503150-321186

飯碗

⑰T72505400-321186

ポット

⑱T72509160-321186

仙茶

⑲T72506250-321186

マグカップ

しずくカップ
（小）

 T72240100-321186

5号皿

 T72239250-321186

7号皿

T72241150-321186

しずくカップ
（大）

 T72242150-321186

しずくカップ
（小）

 T72244100-321186

5号皿

 T72243250-321186

7号皿

1,650円（本体価格1,500円）

2,750円（本体価格2,500円） ●

陶彩
「ナチュラルテイスト」 Voice!
黒彩トチリ
（敏彩窯）

⑭ T72508200-321186

 T72238150-321186

陶悦窯（有田焼）
（2205） 土

径18×14㎝（540㎖） ②

多用反鉢

しずくカップ
（大）

1,650円（本体価格1,500円）

1,100円（本体価格1,000円）

ノルディック ポット

⑬T72507300-321186

 T72237150-321186

1,650円（本体価格1,500円）

17×15×3㎝ ③
波佐見焼
（英中韓語）

7号皿

（有田焼）
（2205）
結晶銀彩
（陶悦窯）

Voice!

1,980円（本体価格1,800円）

⑫T94085250-321186

 T72235250-321186

2,750円（本体価格2,500円）

7.5×8㎝ ①

⑪T72546180-321186

5号皿

1,100円（本体価格1,000円）

8.5×9㎝（300㎖）①

2,420円（本体価格2,200円）

 T72236100-321186

1,650円（本体価格1,500円）

2,530円（本体価格2,300円）

⑩T72545170-321186

（波佐見焼）ダンボール（2208）



白磁面取 寛ぎカップ
白磁十草彫 寛ぎカップ

13×7㎝ ①

しずくカップ
（小）

結晶金彩
（陶悦窯）
（有田焼）
（2205）



Voice!

白磁十草彫 兼用茶碗
白磁面取 兼用茶碗

 T72234150-321186

2,750円（本体価格2,500円）

結晶金彩

陶彩
「ナチュラルテイスト」 Voice!
（敏彩窯 ・⑫は一誠陶器）

しずくカップ
（大）

1,650円（本体価格1,500円）

1,100円（本体価格1,000円）



土

⑳ T72233150-321186

1,650円（本体価格1,500円）

小判小皿
（緑）

1,100円

⑧T72542220-321186
⑨T72540220-321186
⑨



小判小皿
（青）

藍染窯

各

⑧

⑪

小判小皿
（紫）



（2208）
（波佐見焼）

⑥T72541230-321186
⑦T72543230-321186

⑩

小判小皿
（ピンク）

灰釉掛け分け
（陶悦窯）

⑳

Voice!

（本体価格1,000円）

②

⑥

小判小皿
（黄）

灰釉掛け分け

陶悦窯

土

有田焼
（英中韓語）

3,300円（本体価格3,000円）

黒彩トチリ

⑰

2,200円（本体価格2,000円）

⑮

1,650円（本体価格1,500円）

⑲
⑯

1,650円（本体価格1,500円）

⑱
⑭

4,400円（本体価格4,000円）
1,760円（本体価格1,600円）

⑬
黒彩トチリ（波佐見焼）
（2208）

半夏生（はんげしょう）は雑節の 1 つで､ 半
夏（烏柄杓）という薬 草が生える頃｡ おお
むね７月２日前後｡ 農家にとっては大事な節
目の日で､ この日までに ｢畑 仕事を終える
｣ ｢水稲の田植えを終える｣ 目安｡ 近畿地方
の一部では蛸を食べる習慣があるそうです｡
稲の根がタコの足のように四方八方にしっか
りと根付き､ 稲穂がタコの吸盤のように立派
に実りますようにという願いを込めて｡

T93735200-321157

呉須流し 丸皿
（S）
2,200円（税込価格）
（美濃焼）⑤（0230）

2,750円（本体価格2,500円）

① T72507300-321186（V） 陶彩「ナチュラルT」黒彩トチリ 多用反鉢
3,300円（税込価格）（波佐見焼）（2208） 土
② T72235250-321186（V） 陶彩「ナチュラルT」灰釉掛け分け 7号皿
2,750円（税込価格）（有田焼）（2205） 土
③ T93006300-321193 カンナ彫 丸皿中
3,300円（税込価格）（波佐見焼）（2201）
④ 8612-3211165100
IPTプレジールワイン250
1,100円（税込価格）（日本製）（◆3606）
⑤ T72234150-321186（V） 陶彩「ナチュラルT」灰釉掛け分け しずくカップ（小） 1,650円（税込価格）（日本製）（2205） 土
⑥ 4170906-3211158050 NH home ラウンドプレート S（ライトブラウン）
550円（税込価格）（日本製）（◆3209）

強い日差しにも映えるめりはりのあるデザインの食器で
たまにはベランダでブランチなどはいかがでしょうか。

①BLTサンド ②トマトとタコのマリネサラダ ③いわしのハーブ焼き ④白ワイン
⑤サングリア ⑥トルティーヤケチャップ

④

⑤

②

⑥

①

③
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●商品を載せた敷き紙・POPは備品です。

つなげていきたい
季節の食。行事の食。

和をおりなす季節の「食と器」

かき揚げ御 穀丼

旧暦の６月末に行われる｢夏越の祓｣は､半年分のケガレを落とす行事で､この後の半年の健康と厄除けを
祈願します｡｢茅の輪くぐり｣が行われます｡チガヤという草で編んだ輪で､くぐることで病気や災いを免れるこ
とができるとされています｡｢備後国風土記｣にもある蘇民将来の伝説に由来するもので､裕福な兄は冷たく
､貧しいながらも弟の蘇民将来は温かくもてなしました旅人は武塔神（素盞嗚尊）で､その教えで茅の輪を腰
に付けたところ､疫病から逃れ子々孫々まで繁栄したとあります｡｢蘇民将来札｣という札を貼る風習も残っ
ています｡この日に食べる伝統的な和菓子は｢水無月｣と呼ばれ､ういろうの上に邪気を祓うあずきがのった
三角形のお菓子で､三角形は削りたての氷を表しています｡また､夏越ご飯は､素盞嗚尊をもてなし邪気を祓
う雑穀ごはんの上に､｢茅の輪｣をイメージした､緑や赤の旬の夏野菜を使ったかき揚げをのせ､邪気を払う
おろしだれをかけたものと言うそうです｡この時期､水田では稲が生長し､茎には穂のもとができ始めます｡

水無月

⑦
⑧

「茅の輪」は、
「釈日本記（鎌倉時代末期編纂）」
に「備後国風土記」逸文として紹介があります。

坐摩神社

⑦ M54420600-322183（V）
⑧ T93909033-3221120

①

②

甘海老かき揚げ・胡麻五穀

⑤

桜海老かき揚げ・もち麦

陶彩「純」黒織部 銘々皿揃

6,600円（本体価格6,000円）（瀬戸焼）
（1112）

土

Ｔａｋｅｂｉ
ｔｏ 刃付二又フォーク

363円（本体価格330円）

（日本製）1.2×15㎝ ①（8710）

白海老かき揚げ・発芽玄米

土鍋ごはん：おいしいごはんの秘訣は｢10分前後沸騰させると甘昧とふっくら感が上昇する｣との
こと｡急激に沸騰させると甘味が少なく硬め､長過ぎると甘味は強くなるが､水分を含み過ぎてしま
う｡土鍋はゆっくりと加熱されます｡また蓋の重みがご飯を立たせます｡さらに土鍋は火を止めた後
も熱さを保っているので蒸らし時間にもじわじわ熱でお米ひとつぶ一粒をふっくらと炊き上げます｡

⑩
③

④

天海老かき揚げ・赤米

イカかき揚げ・17穀米

① S38372300-322183（V） 陶彩「純」黒織部 多用鉢
② T91486240-3221136（V）さび唐草紋 軽楽丼（大）
③ T91482200-322169（V） 黄瀬戸 多用丼 南楽窯
④ T91484200-322169（V） 瀬戸黒 多用丼 天狗窯
⑤ T91483250-322169（V） 鼠志野 多用丼 天狗窯
⑥ T91485250-322169（V） 織部 多用丼 武山窯

⑥

⑨

ごぼうかき揚げ・押麦

3,300円（本体価格3,000円）（瀬戸焼）
（1112）
2,640円（本体価格2,400円）（美濃焼）
（0230）
2,200円（本体価格2,000円）（美濃焼）
（0230）
2,200円（本体価格2,000円）（美濃焼）
（0230）
2,750円（本体価格2,500円）（美濃焼）
（0230）
2,750円（本体価格2,500円）（美濃焼）
（0230）

土

おついたち：太陽太陰暦を含む太陰暦で
は、朔（新月のことをいう）
を月の始まる日
「１日」とします。月の始まりは「月立ち
（つ
きたち）」が転じて「ついたち」とよばれ、
朔日は「ついたち」と訓読みし、
「朔」だけ
でも「ついたち」と読むようになりました。

⑨

土
土
土
土

⑨T95204110-3221153

Groundproduct Black 炊飯鍋 4合炊
（黒）

12,100円（本体価格11,000円）

（萬古焼） 径23×31.7×19㎝（2100㎖）トムソン ① 梱6入（3305） 直 火

⑩H16291150-322183（V） 陶彩「純」小紋ランチョンマット 縞

1,650円（本体価格1,500円）（日本製）⑤ ▲（8800）▼

⑪ T90614100-3221108
粋十草 面取飯碗
（青）

Big Hit!

1,100円（本体価格1,000円）

（波佐見焼）⑤ ●
（2216）

立夏

[二十四節気]の
「食」
と
「器」

夏至

⑫

二十四節気は、古代中国から伝わったもので、一
年を春夏秋冬の四季に分け、
さらにそれを、ほぼ
十五日間隔に分けたものです。節気の名前は、昼
夜の長短、気温や気象、動植物の変化、農作業を
表す言葉からなっています。

⑪

⑫ T94684220-3221118（V）
市松 面取飯碗
（青）

2,420円（本体価格2,200円）

（有田焼）③（2101）

⑬ T93636130-3221112

Big Hit!

三縞 飯碗
（大）
1,430円（本体価格1,300円）
（波佐見焼）⑤ ●
（2219）

⑭ T93640120-3221100

Hit!

菊割 飯碗
（大）
1,320円（本体価格1,200円）
（波佐見焼）⑤ ●
（2219）

⑮T80754120-3221143（V）

⑬

〈花山椒ご飯〉

⑭

こちら「二十四節気」のお料理は、野﨑洋光著『つなげていきたい 野﨑洋光の二十四節気の食』
（家の光協会）
を元に作りました。

T93731120-322157

呉須流し 正角皿
（M）
1,320円（本体価格1,200円）
（美濃焼）⑤（0230）

福菓子

饅頭

七菓子

嘉祥
（かじょう）
は陰暦6月16日､16個の菓子また
は餅を神に供えたあとに食し､疫病を払う行事｡
起源については諸説があります｡仁明天皇の嘉
祥の改元（848年）説に､後嵯峨天皇が即位前
6月16日に銭16文で食物を買い調えて御膳に
供した説など…｡江戸時代には､宮中に伺候した
公卿たちなどに嘉祥を賜った｡徳川幕府では､こ
の日御目見え以上の諸士に､大広間でお菓子を
賜る行事で､これを嘉祥頂戴と言ったそうです｡
ということで､6月16日は｢和菓子の日｣｡

花唐草 6号皿
1,320円（本体価格1,200円）
（瀬戸焼）⑤ ●
（1104）

⑮〈しょうがのつと包み赤飯〉

T93734300-322157

呉須流し 丸皿
（M）
3,300円（本体価格3,000円）
（美濃焼） ⑤ （0230）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
8月21日は、
「献血の日」
、1964年全ての輸血用血液を献血によって確保することになりました。

T93731120-322157

呉須流し 正角皿
（M）
1,320円（本体価格1,200円）
（美濃焼）⑤（0230）
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現代の暮らしにも粋で品よくマッチする
「和モダン」テイストを取り入れたい。純粋な「和」。

http://washokujapan.jp/

「食」
と
「器」
は密接不可分です。

素は基であるから、常に新鮮

「素」は不要な儀礼をそぎ落とした魂そのものです。私たちは、時代や周囲の環境に左右されることにより「変化」
しつつも、その
「魂」は変わらず生き続いています。
この「素」は、外側をそのように変化しつつも、その魂が変わらないので、常に「新しさ」を示
すことができます。論語に、
「礼はこれ和を以って貴しとなす」とあります。
「礼」とは現代の「礼儀」よりももっと広い意味を持って、
法や規範など社会一般のルールを指しました。
このルールをそのときどきの「生活の流行」ととらえてもいいでしょう。
しかしこの
「礼」も「和」が大切だと言っている。
「和」とは「やわらかななごむこころ」。そんな気持ちが伝わる商品になりたいと思います。

日本製

日本陶彩は、 一般社団法人和食文化国
民会議
（ 略 称：和 食 会 議 ）の 会 員 で す。

和をもって尊しとなす、伝統は今日性をもって革新しつつ継承されております。
「純」
＝
「能楽」
は極限まで不要を削り落すことで、核心
（素）
の様式美を生み出します。

③

①

WashokuJ

④

陶彩
「純」東原窯 凛
（リン） Hit!

①T92480150-323183（V） 飯碗（青）
②T92481150-323183（V） 飯碗（赤）
③T92482150-323183（V） コップ（青）
④T92483150-323183（V） コップ（赤）

②

1,650円（本体価格1,500円）
（波佐見焼）⑤ ●
（2216） 土

各

長江 明人

⑦

⑤

⑧

⑲
⑩

⑪

⑥

⑨
陶彩
「純」長江 黒織部 （瀬戸焼）①（1112） 土

一客箱入

⑤ S38372300-323183（V） 陶彩「純」黒織部 多用鉢

3,300円（本体価格3,000円）

⑥ S38373200-323183（V） 陶彩「純」黒織部 飯碗

2,200円（本体価格2,000円）●

⑦ S38374180-323183（V） 陶彩「純」黒織部 湯呑

1,980円（本体価格1,800円）

⑧ S38375250-323183（V） 陶彩「純」黒織部 マグカップ

2,750円（本体価格2,500円）

⑨ M54420600-323183（V） 陶彩「純」黒織部 銘々皿揃

6,600円（本体価格6,000円）

陶彩
「純」色寄せリバーシブル

⑩ S38377380-323183（V） 陶彩「純」黒織部 多用皿

 H16821045-323（V） お台ふき（菖蒲）

4,180円（本体価格3,800円）

495円（本体価格450円）（日本製）25×29㎝ 綿100% ①

⑪S38560230-323183（V） 陶彩「純」黒織部 平鉢

2,530円（本体価格2,300円）



⑫

⑳

⑬

⑮

陶彩
「純」豆絞り ランチョンマット

⑮T88939095-323183（V） 赤
⑯T88940095-323183（V） 緑
⑰T88941095-323183（V） 紺

⑱T88942150-323183（V） 赤
⑲T88943150-323183（V） 緑
⑳T88944150-323183（V） 紺

（日本製）⑤ ▲
（8800）
▼

（日本製）⑤ ▲
（8800）
▼

（日本製）⑤ ▲
（8800）
▼

550円（本体価格500円）

各

1,045円（本体価格950円）

各

1,650円（本体価格1,500円）

① ▲
（8800）
▼





⑰

⑯
陶彩
「純」豆絞り ティーマット



⑭

⑫ T88936050-323183（V） 赤
⑬ T88937050-323183（V） 緑
⑭ T88938050-323183（V） 紺
各
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715円（本体価格650円）（日本製）辺57㎝ 綿100%

⑲

⑱

陶彩
「純」豆絞り コースター

 H16822065-323（V） ふきん（菖蒲）



▲
（8800）
▼

一客箱入

器処カタログP83
をご参照ください。

陶彩
「純」かやお手ふき

T88947100-323183（V） 色かさね（はなすすき）藍/晒
T88946100-323183（V） 色かさね（うめがさね）ぼたん/桜
T88945100-323183（V） 色かさね（あおに）草色/青磁
各

1,100円（本体価格1,000円）

（日本製）① ▲
（8800）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

和をおりなす季節の「食と器」
各 地自慢の味

全国各地の郷土で
自慢の美味しい和食。

七夕祭
（歌川広重）

（Wikimedia Commons）

五節句の一つでもある「七夕（たなばた）」は､お盆（旧暦7月15日前後）との関連がある年中行事であったが､次第に薄れて
きました｡元来､中国での行事であった乞巧奠が奈良時代に伝わり､もとからあった日本の棚機津女
（たなばたつめ）の伝
説と合わさって生まれた｡短冊などを笹に飾る風習は､夏越の祓えに設置される茅の輪の両脇の笹竹に因んで江戸時代
から始まったもので､五色は五行説で､緑・紅・黄・白・黒をいう｡奈良時代､その七夕のとき食べられたのが索餅（さくべい）｡
索麺とも言われ､素麺の元祖とも言われています｡また､お盆（盂蘭盆会）は古来の信仰と仏教とが結びついた行事で先祖
供養の儀式｡お迎え団子､おはぎ､そうめん､送り団子とお供えします（画像は「市中繁栄七夕祭（歌川広重：1857年）」）。
イカそうめん

④

④

③ そうめんコロッケ

⑤

⑥

① 紅白そうめん（奈良県：三輪山勝製麺）

日本陶彩は WashokuJapan メンバーです。

東市庄解 申買進上索餅事（正倉院文書：参
照 奥村彪生著「日本めん食文化の一三〇〇
年」農山漁村文化協会（20090910）記載

② 五目そうめん（YTV「ケンミンの秘密」20100826OA）より）

ておこし流水 （萬古焼）
（3303） 土

仕切麺皿（スノコ付）

④ T93896019-324199
⑤ T93897025-324199

丸16.5㎝ 209円
（税込価格） 16.5×16.5㎝

⑥T91226055-3241155

④

1,210円（税込価格）
8号麺皿（スノコ付） 1,540円
（税込価格）
仕切りトレー（スノコ付）1,650円
（税込価格）

① T72639110-324199
② T72638140-324199
③ T72643150-324199

スノコ

⑤

⑦T93730180-324157

スノコ（中国製）竹製 ⑤（3303）

長角

呉須流し 正角皿
（L）

1,980円（税込価格）

275円（税込価格） 16.5×11㎝

（美濃焼）
（0230）

秀峰窯 鼠十草 福々鉢
4,180円（税込価格）（美濃焼）（0202）

武山窯 紫小花唐草 和み鉢
2,750円（税込価格）（美濃焼）（0230）

⑫ ぶっかけうどん

冷し中華

⑪

⑩ そうめん

T90856300-3241102（V）

T90857250-3241102（V）

丹山窯 新緑花染め 和み鉢
兵山窯 粉引印花 和み鉢
圭山窯 ぼんぼんフラワー 和み鉢
2,750円（税込価格）（美濃焼）（0230） 3,300円（税込価格）（美濃焼）（0230） 2,750円（税込価格）（美濃焼）（0230）

夏

⑬ T92156090-3241146

⑭ こんぶ

の五麺

⑧ とろろそば

T90858250-3241102（V）

手のべ素麺
（長崎県：手のべ陣川）

T90855250-3241102（V）

H16400280-3241102（V）

手延長そうめん
（愛知県：やまと）

蘇山窯 青白磁輪花 和み鉢
3,300円（税込価格）（美濃焼）（0230）

H16398300-3241102（V）

武山窯 色絵らんまる 福々鉢
兵山窯 粉引くし目文 福々鉢
秀峰窯 織部渕唐草 福々鉢
2,750円（税込価格）（美濃焼）（0202） 3,300円（税込価格）（美濃焼）（0202） 3,080円（税込価格）（美濃焼）（0202）
神埼そうめん
（佐賀県：伊之助製麺）

三輪そうめん
（奈良県：三輪山本）

島原素麺
（長崎県：たなか）

T90859300-3241102（V）

H16399250-3241102（V）

大矢知そうめん
（三重県：ヤママサ）

H16396380-3241102（V）

五色そうめん
（愛媛県：大山の里）

宗山窯 安南らんまる 福々鉢
2,750円（税込価格）（美濃焼）（0202）

桐炭そうめん
（福島県：会津桐炭）

菊川の糸
（山口県：古松）

一丈素麺
（愛知県：丈山の里）

H16395250-3241102（V）

⑦ さくべい（奈良県:三輪山本）

Takebito 新客箸（スス）
（クリヤー）
605円（税込価格）（日本製）（8710）

二色十草 ソバ千代口

⑭ T92157090-3241146
ひさご ソバ千代口

⑮ ごま

⑮ T92158090-3241146
丸紋 ソバ千代口

⑯ T92159090-3241146
千鳥 ソバ千代

⑰ T95062090-3241146
万歴牡丹 マルチカップ

⑱

各

990円（本体価格900円）

（波佐見焼）⑤（2203）

⑬ うめ

⑨ 油まぜそば

⑰ かつおつゆ

⑱ T93736400-324157

⑯ ゆず

呉須流し 平鉢
（L）

4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼）①（0230）

⑧ T91482200-324169（V） 黄瀬戸 多用丼 南楽窯 2,200円（税込価格）（美濃焼）（0230）
⑨ T91484200-324169（V） 瀬戸黒 多用丼 天狗窯 2,200円（税込価格）（美濃焼）（0230）
⑩ T91483250-324169（V） 鼠志野 多用丼 天狗窯 2,750円（税込価格）（美濃焼）（0230）
⑪ T91485250-324169（V） 織部 多用丼 武山窯 2,750円（税込価格）（美濃焼）（0230）
⑫ T91486240-324169（V） さび唐草紋 軽楽丼（大） 2,640円（税込価格）（美濃焼）（0230）

土
土
土
土

三輪そうめん：三輪山をご神体とする大神神社の創祀は記紀にあります｡｢おだまきの糸｣や｢高橋活日の美酒｣､「蛇体の霊
威」等の神語りや､｢一休さんと杉玉｣｢なで兎｣等逸話に事欠かないですが､｢大神穀主と三輪素麺｣の物語り｡崇神天皇７年､
大物主命の五世の孫である大田子根子命が大神神社の大神主に任ぜられ､その十二世の孫である従五位上大神朝臣狭井
久佐の次男｢穀主」が飢饉と疫病に苦しむ民の救済を祈願したところ､神の啓示を賜り三輪の地で小麦をつくり､そうめんを初
めて作ったという｡この縁で､大神神社祭神は素麺作りの守護神とされ､三輪地方はそうめん発祥の地とも言われています｡

8月22日は、1864年、赤十字条約
（ジュネーヴ条約）
が調印され、国際赤十字が発足しました。

希望

陶瓷

陶彩り 日本
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自然への畏敬から生まれた共食の美しさがある
共食

出会った日を祝うとき、
共に食する

朝（あした）には 海辺に漁（あさ）りし夕されば 大和へ越ゆる雁し羨（とも）しも（萬葉集 巻六（〇九五四））

［男と女の板膳］ATARIMAEがゼイタク

赤
釉

黒
釉

④

⑨

⑧

⑪

③

⑥

①
⑤

②

⑦

⑩
⑤

⑥
① T92794250-325122（V） 赤釉 長角盛皿

⑥T92792250-325122（V）

2,750円（本体価格2,500円）（美濃焼）⑤（0107）

②

② T92795060-325122（V） 赤釉 レスト小皿

660円（本体価格600円）（美濃焼）⑤（0107）

③ T92945210-3251158

①

⑦

⑦T92793060-325122（V） 黒釉 レスト小皿

660円（本体価格600円）（美濃焼） ⑤（0107）

⑧T92950210-3251158

越前 洗浄機対応入子椀
（小）
黒漆

2,310円（本体価格2,100円）（日本製（越前））⑤（3211）

⑨T92507100-325185（V）

3,300円（本体価格3,000円）（美濃焼）①（0230）

陶彩
「ナチュラルテイスト」粋-ORIBE 市松ぶどう 焼物皿

1,100円（本体価格1,000円）（瀬戸焼）⑤（1104）

日本陶彩
（株）
は、身近・手
軽に健康的な和ごはんを
食べようという
「Let's！和
ごはんプロジェクト」
に農
林水産省と共に取り組ん
でいます。

お箸包み
（福ふく笑門来福）
（五膳一袋）

1,155円（本体価格1,050円）（日本製）①（8710）

⑩T92390100-325146（V） ぶどう 角取皿

1,100円（本体価格1,000円）（波佐見焼）⑤（2203）

⑪T92391095-325146（V） ぶどう 小鉢

1,045円（本体価格950円）（波佐見焼）⑤（2203）

［分け合うからの穏座］ATARIMAEがゼイタク



⑬

⑭

越前 洗浄機対応春秋汁椀朱漆

2,310円（本体価格※2,100円）（日本製（越前））⑤（3211）

④ T90859300-3251102（V） 蘇山窯 青白磁輪花 和み鉢
⑤ T92956105-3251155

黒釉 長角盛皿

2,750円（本体価格2,500円）（美濃焼） ⑤（0107）

Hit!

⑱
⑲



⑳









⑮
⑯
⑫

⑰







⑤

⑤



⑫ T92941750-3251158

越前 白木１３．
０折敷

⑰T92391095-325144（V） ぶどう 小鉢

 T92951750-3251158

越前 １３．
０錆地折敷黒

T92396120-325146（V） 染付市松 貝型小付

⑬ T92949210-3251158

越前 洗浄機対応春秋汁椀黒漆

⑱T91161065-325144

 T88864120-3251109

粉引刷毛巻 飯碗（大）

T92401080-325146

白絵たたき たたら長角皿

T92394100-325146（V） 舞菊 小鉢

8,250円（税込価格）（日本製（越前）） ●（3211）
2,310円（税込価格）（日本製（越前））（3211）

1,045円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）
青磁 オニオン小鉢

715円（税込価格）（美濃焼）
（0230）

8,250円（税込価格）（日本製（越前））（3211）
1,320円（税込価格）（波佐見焼） ●（2207）

1,320円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）
色絵丸紋 小皿

880円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）

⑭ T88870120-3251110（V） 内草花 飯碗（大）

⑲T92390100-325144（V） ぶどう 角取皿

 T89413200-3251140

⑮ T92397100-325146

⑳T92398120-325144

 T92402080-325146

染錦格子 小皿

T91160105-325146

 T92400080-325146

見込市松 角小皿

T92392090-325146（V） 赤絵小花 小鉢

1,320円（税込価格）（波佐見焼） ●（2207）
吹き墨 八方なぶり小付

1,100円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）

⑯ T92395100-325146（V） 雪小花 取皿

1,100円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）
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1,100円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）
赤絵結び 瓢小付

1,320円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）

T92392090-325144（V） 赤絵小花 小鉢

990円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）

2,200円（税込価格）（萬古焼）
（3303）
880円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）
880円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）

1,100円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）
万暦 ひさご型小鉢

1,155円（税込価格）（美濃焼）
（0230）
990円（税込価格）（波佐見焼）
（2203）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

美味しいは江戸から、
明治のときから。

和をおりなす季節の「食と器」
食べ方色々

萬葉集に「武奈伎（むなぎ）」として見えるのが初出｡院政期頃に「ウナギ」という語形が登場し､その後定着した｡徳川家康の時代に江戸を開発した際､干
拓によって多くの泥炭湿地が出来､そこに鰻が住み着くようになったため鰻は労働者の食べ物となった｡当時は蒲焼の文字通り､蒲の穂のようにぶつ切
りにしたウナギを串に刺して焼いただけという食べ方で､値段もそばと変わらなかった｡江戸で濃口醤油が開発されるとタレで味付けして食べるように
なった｡現在のように開いてタレにつけて焼くようになったのは､上方､江戸とも享保の頃（1716-1736年）らしい｡江戸っ子にとっては､「鰻屋でせかすの
は野暮（注文があってから一つひとつ裂いて焼くために時間が掛かる)」､「蒲焼が出てくるまでは新香で酒を飲む（白焼きなどを取って間を繋ぐのは邪道｡
したがって鰻屋は新香に気を遣うものとされた）」などがある｡成田山新勝寺の参道沿いには当時から参拝客をもてなしてきた名残で､現在もウナギ料理
店が多い｡｢成田屋｣の屋号で知られる初代市川団十郎らが熱心に参拝､成田山詣でが流行｡精を付けてもらおうと提供を始めたといわれています｡

①T92692200-326175

［土用膳］

③ 蒲焼き

与山窯 染付七宝文 菊花型手塩皿

2,200円（税込価格）（有田焼）⑤（2101）

⑤ 土用餅

②T94060200-326185（V） 釉（ベージュ）小鉢

2,200円（税込価格）（信楽焼）③（3405）

② う巻き玉子

土

③M50482500-326846

結晶金彩 小鉢揃

④T93737330-326157

呉須流し 平鉢
（M）

5,500円（税込価格）（有田焼）①

⑥ 甘酒

●
（2205）

3,630円（税込価格）（美濃焼）①（0230）

⑤T93843200-3261170

陶彩
「ナチュラルテイスト」
粋-ORIBE

古九谷色絵石畳文 5号皿

2,200円（税込価格）（九谷焼）①（3202） 一客箱入

⑦

H16677500-326185（V）
市松ぶどう 焼物皿揃

⑥H16800400-326126（V） コロン 冷酒器 1.5合・紅白盃2個付

〈蒲焼き〉

5,500円（税込価格）

4,400円（税込価格）（美濃焼）①（0230）

④ うなちらし

① 鰻肝

成田山新勝寺参道

⑦T91492180-3261159

（瀬戸焼）①（1104）

長角テーブル膳
（赤・渕金）

T92507100-326185（V）

1,980円（税込価格）（日本製（山中））⑤（3214）

〈白焼き〉

市松ぶどう 焼物皿

1,100円（税込価格）

（瀬戸焼）⑤（1104）

〈ちらし〉

〈目玉焼き〉

〈寿司〉

ホットメニュー

⑬
〈門司 焼カレー〉

⑧

⑧

〈有田 焼カレー〉

⑩

⑬ H16559400-326181（V）

〈飛騨牛カレー＋山ごぼう〉

⑩

陶彩
「白雲」
ざくら 手付楕円鉢

4,400円（税込価格）

（美濃焼）①（0107） 土

⑫H16196350-326182（V）

⑫
⑨

⑨
⑩T88943150-326183（V）

⑧T93976260-3261138

1,650円（税込価格）

（日本製）⑤ ▲
（8800）
▼

⑨ T88394080-3261156

ピーターラビット デザートスプーン

880円（税込価格）
（8727）

⑭

⑮

⑯

⑪H16289420-326183（V）
陶彩
「純」小紋ラナー
（大）縞
4,620円（税込価格）
（日本製）① ▲
（8800）
▼

⑨

軽量

Big Hit!

3,300円（税込価格）（美濃焼）①（0107）お箱
軽々カレー皿

軽量

⑭T92511100-3261138

赤絵花 カレー皿

⑮T92512070-3261138
⑯T92513070-3261138

なずな カレー皿
せせらぎ カレー皿

770円（税込価格）（美濃焼）⑤（0107）

⑰ T93732080-326157
呉須流し 正角皿
（S）

880円（税込価格）

⑱ T93739400-326157
呉須流し 丸鉢
（L）

搗餅

蓮子餅

黒ゴマ粥

4,400円（税込価格）
⑲ T93731120-326157
呉須流し 正角皿
（M）
1,320円（税込価格）

⑳ T93734300-326157

⑱

呉須流し 丸皿
（M）

⑲

お箱

陶彩
「軽々いろいろ」カレー＆パスタ

各

八朔（はっさく）
とは八月朔日､旧暦の８月１日｡この頃､早稲の穂が実るので､農家の間で初穂を恩人などに
贈る風習が古くからあった｡このことから､田の実の節句ともいう｡この｢たのみ｣を｢頼み｣にかけ､武家や公
家の間でも､日頃お世話になっている
（頼み合っている）人に､その恩を感謝する意味で贈り物をするように
なった｡江戸幕府はこの日を正月に次ぐ祝日としていました｡備前焼の岡山県・須恵器窯跡｢寒風古窯跡群
｣がある瀬戸内市牛窓地区では､この日にひなを飾り､女の子が生まれた家はししこまを供える風習があり
ます｡またこの日に食べる｢黒ごま粥｣は､暑さ疲れの妙薬として､室町時代から続く風習といわれています｡

味噌

（美濃焼）①（0107） 土

1,100円（税込価格）（美濃焼）⑤（0107）

⑪

⑰

陶彩
「白雲」
はぎ 手付鉢

3,850円（税込価格）

H16481300-3261103（V）

陶彩
「純」豆絞り ランチョンマット 緑

匠の蔵 白磁 カレー皿
（大）
2,860円（税込価格）
（有田焼）①（2101）お箱

お箱

⑳

3,300円（税込価格）
呉須流し（美濃焼）⑤（0230）

instagram_nihon_tohsai

食を愉しみ、器を愛でる

「四季を楽しむ」…「浅野陽」氏は「食

と器と日本人（郡羊社、1997年初版）」で、次
のようにおっしゃってます。

「つまり、悟りというものはそう難しいことでもなく、
日
常茶飯事にしょっちゅうあるものだ、
というわけです。」
とはじめ、
「世の中が動く 工芸も新しく」と語ります。

9月6日は、
「クローバーの日」
。日本陶彩は当社オリジナル
「白雲」
シリーズを
「クローバー種」
付きとし幸せの贈り物としました。 陶芸

陶瓷

陶道

陶器

陶彩
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食は命の源。生涯を通じて心身の健康を享受するには生活その他の中でも
“食育”の重要性は高い。そして社会・
環境・文化の視点から持続可能な食を支える食育との連携が今、必要とされている
（食育推進基本計画）
。
SDG ｓ、
持続可能な開発の目標を達成するため、持続可能な食文化への人々の意識を高めることを目的として2016年（平
成28年）国連総会で
「持続可能な食文化の日“Sustainable Gastronomy Day”
（6月18日 記念日）
」
が制定された。

Gastronomy is Happiness

The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable 山形県
Gastronomy Day.

食は人を笑顔にする文化だ

The United Nations has designated 18 June as an international observance.

鶴岡市

Gastronomy は､持続可能な開発との相互関係によって､農業開発/食糧安全保障/栄養摂取/食料生産/生物多様
性の保全を促進する役割を果たせる､との考えから｡
The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.
このような広い視野を持ちながら､まずは身近にできることから１歩ずつ｡
それは美味しく食べること､食卓に笑顔があふれること､食器は「料理の着物」
として活かすこと｡

大分県

臼杵市

The United Nations has designated 18 June as an international observance.

食の風 土 記を味わおう

社会・環境・文化の視点から持続可能な食文化を考えること､それは郷土の風土や習俗､産物を基とした行事や生活での料理､食事の風景を楽しむこと｡
日本各地にある多様な食
（食文化）を美味しくいただく､愉しみたい。
ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）創造都市ネットワークは､７つの創造的な産業（文学､映画､音楽､クラフト＆フォークアート､デザイン､メディア・アート､食文化）の分野において､都市間で
パートナーシップを結び相互に経験・知識の共有を図り､またその国際的なネットワークを活用して国内・国際市場における文化的産物の普及を促進し､文化産業の強化による都市の活性化及び
文化多様性への理解増進を図ることを目的として2004年（平成16年）に創設された｡
食文化創造都市である「山形鶴岡市」
「大分臼杵市」の取組みを例にして「和食」
や各地の食文化を学ぶ。

四 季 折 々 の 旬 の恵み、先人たちの知恵と情 熱 に よ っ て 培 わ れ た 鶴 岡 市 独 自 の 食 文 化
広い土 地と高 低 差による幅 広い温 度 帯で､その四 季の変 化がもたらす独 特な気 候により､ 多 種 多 様な農 産 物や山 菜など
豊かな 「 食 」を生み出す。西 側の対 馬 暖 流により豊 富な海の幸 ､ 北 部に穀 倉 地 帯が広り、山・里・海から独自の食 文 化を
育んできた。それは先 人たちが自然と生 命の営みに真 摯に向き合い、弛まぬ努力と研 鑽により培われてきたものでしょう。
出 羽 三 山に伝 承された「 精 進 料 理 」は修 験 道 文 化とともにた「 命の食 文 化 」の原 点 ､ 羽 黒 山 宿 坊では伝 統 的な料 理が振
る舞われています｡民間 育 種､ 生 産 者の品 種 改良への伝 統は美 味しい「つや姫 」を生み出す礎 ｡まただだちゃ豆や温 海カ
ブなどの在来作物が多く継 承されています｡

黒川能（Photo黒川能保存会）

［凍み豆腐］

各 家 庭に「 郷 土 食 」や古くから伝わるお祭りの中で振る舞われる「 行 事 食 」も数 多く、
「 祈り

室町時代から伝わる黒川能｡毎年２月春日神社

の 食 文 化 」は大 切に受け継がれている。また学 校 給 食 発 祥 の 地として、そうした地 元 食 材

｢

や郷土料理による食 育にも熱 心です｡

｣､

を両座の当屋に迎え能を奉納し

ます｡そこで振る舞われるのは黒川名物｢凍み豆腐｣
です｡この｢当屋豆腐｣の準備は黒川地域総出､固
めに作った豆腐を串に刺して炙り凍らせる｡味付け
は上座では温めて山椒､胡桃などのタレにつけて､
下座では冷たいまま酒と醤油で味付けし山椒の効
王祇祭 当屋豆腐（Photo黒川能保存会）

羽黒山斎館（L340 No.6b Yamagatakanko.Com）

特産
だだちゃ豆

いた熱汁をかけます｡いずれも牛蒡が添えられます｡
（L340 No.6d）

山形鶴岡市周辺 特産の在来種、
日本一有名な茶毛系
統の枝豆で、茹でると芳ばしい香りがあたりに立ちこめ、
口に入れると甘みとうま味が広がる。そのおいしさに酒井

当屋豆腐

藩のお殿様が「これはどこのだだちゃ
（親父）のマメか？」
と問うたことからその名が生まれたとのこと。だだちゃ豆。

引用
鶴岡食文化創造都市ネットより

④

だだちゃ豆のご飯

⑤

④T93885038-327146

洗朱 3.9手塩皿
418円（本体価格380円）

（日本製
（会津）
）径11.7×3.０㎝
フェノール樹脂・ウレタン塗装
ダンボール ⑤ （8716）

①

⑤T93884260-327146
洗朱 3.9手塩皿

2,860円（本体価格2,600円）

（日本製
（会津塗）
）径11.5×3.5㎝
木製 ① 紙箱 （8716）

だだちゃ豆のペペロンチーノ
だだちゃ豆チャーハン

②
① T93741200-327157

2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼） 径12×7.5㎝ ⑤ （0230）

② T93731120-327157

山形鶴岡市
パッパッパッァ
簡単レシピコンテスト

呉須流し 丸鉢
（S）

呉須流し 正角皿
（M）

食文化プロジェクト
生きた文化財 在来作物

1,320円（本体価格1,200円）

（美濃焼） 辺13.5×2.2㎝ ⑤ （0230）

③ T93736400-327157

呉須流し 平鉢
（L）

4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼） 径25.5×5㎝ ① （0230）
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だだちゃ豆の
ペペロンチーノ

③

優秀賞
だだちゃ豆チャーハン

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

ここ鶴岡では日本の中でも四季の変化が豊かに感じられる自然環境に恵ま

伝統

Gastronomy is Happiness

れています｡山菜やきのこなどの山の幸､米､筍､枝豆などの里の幸､サクラ
マスや寒鱈などの海の幸など､四季折々の豊かな食材に恵まれ､一年を通し
て､旬の味をふんだんに活かした多様な食文化を楽しむことができます｡

The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

また各家庭に受け継がれる｢郷土食｣や古くから伝わるお祭りの中で振る舞

食は人を笑顔にする文化だ
われる｢行事食｣も数多く残されています。

The United Nations has designated 18 June as an international observance.

これらの料理を鶴岡食文化創造都市ネットでは食文化プロジェクト｢つるお
かおうち御膳｣とよんで広く紹介されています｡

鶴ヶ岡城址公園（L340 No.6c Yamagatakanko.Com）
食育ピトグラム

あさつきの酢味噌和え

【産地を応援しよう】

地域でとれた農林水産物や被災地食品等を消費
することは、食を支える農林水産業や地域経済
の活性化、環境負荷の低減につながります。

食文化プロジェクト
つるおかおうち御膳

農林水産省

①
あさつきの
酢味噌和え

▪ 作 り 方▪
①あさつきは根を取り、きれいに洗う。

［あさつきの酢味噌和え］

シャキシャキとした食感と特有の香り 新芽ごと
酢みそ和えで楽しめる「アサツキ｣｡ 葉の色が
緑になる前の、
まだ浅い色づきの時期に利用す

ることが名前の由来だそうです。また、ニンニク
（ヒルツキ）
よりも辛味が少ない（浅い）からとの
説もあり。庄内地方の伝統野菜のひとつです｡

たんぼ

②たっぷりのお湯に塩ひとつまみを入れ、あさつき
をゆでて3cm位に切る。
③すり鉢で味噌をすり、砂糖、酢、みりんを加えて
更によくする。あさつきを入れてよく和える。
ポイント
＊えごやゆでたイカを加えても美味しい。
＊酢味噌に練りからしを加えても良い。

※こちらのレシピは鶴岡食文化創造都市ネット
｢つるおかおうち御膳｣からの引用です｡

庄内野菜と
庄内こだわりの卵のオムライス

庄内一円､名米｢つや姫｣を始め鶴岡は米どころでもある｡
湯田川温泉から引いた湯は役30～32度と種もみの発芽に最適な温度｡種
もみを詰めた袋を半日浸し､水路に敷いた枕木の上に袋を並べ､筵で覆い
半日蒸して発芽を促進させる｡美味しいお米を作るひと手間､工夫です｡
そのお米をもっと素敵に味わうために鶴岡では多くの料理人や地元の方々
の企画が盛りだくさんの｢たんぼの味（鶴岡食文化都市推進協議会編 メ
ディア ･ パブリッシング
（20120920））」というレシピ本があります。米の魅
力を再発見できるレシピ｡米は和食はもちろん､洋食にもイタリアンにもなる
万能食材､もっと楽しく味わう工夫がそこにあります｡

②

※こちら紙面の料理は左記レシピ本｢たんぼの味｣を参考にいたしました｡

① T93731120-328157

呉須流し 正角皿
（M）

1,320円（本体価格1,200円）

（美濃焼） 辺13.5×2.2㎝ ⑤ （0230）

② T93733500-328157

（美濃焼） 径28.5×2㎝ ① （0230）
（L340 No.6b）

山形県鶴岡市は気高い山々から広大な庄内平野、日本海へと至る変化に富んだ地形の中で、

mext

海の幸・山の幸に恵まれた豊かな食文化を有し、先人たちの知恵と情熱によって独自の食文化を今に伝えています。
山形鶴岡市

食の理想郷

ユネスコ食文化創造都市「鶴岡」

国連教育科学文化機関（UNESCO）

ユネスコ創造都市ネットワーク
（UCCN）は、
文学、
映画、
音楽、
工芸、
デザイン、
メディアアー
ト、食文化の7 分野で文化と創造性を核とし
た 都 市 間の国 際 的な連 携によって、持 続 可
能なまちづくりを目指すネットワークのこと。

呉須流し 丸皿
（L）

5,500円（本体価格5,000円）

歴史ものがたり
全国最多３つの日本遺産

鶴岡

自然と信仰が息づく
『生まれかわりの旅』
～出羽三山～

学校給食発祥の地

サムライゆかりのシルク
日本近代化の原風景に
出会うまち鶴岡へ

希望 陶瓷
10月4日は、
「陶器の日」
です。日本陶磁器卸商業協同組合連合会が1984(昭和59)年に制定。陶器の古称
「陶瓷」
から。

陶彩り 日本

荒波を越えた男たちの
夢が紡いだ異空間
～北前船寄港地・
船主集落～（L340 No.6a）
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はたけ

生きた文化財｢在来作物」､その土地で長年栽培され､人々に親しまれてきた野菜、果

Gastronomy is Happiness

樹、穀類などの作物です｡在来作物は長い間私たちの生活を支え､地域独特の文化
を継承する一翼を担ってきました｡この庄内・鶴岡では､この貴重な｢生きた文化財」
を次代に継承するための多様なプロジェクトが進められています｡

The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

その作物を味わい新しい食文化の創造をめざして鶴岡では｢はたけの味（鶴岡食文

食は人を笑顔にする文化だ

化都市推進協議会編 メディア･パブリッシング（20110920））」というレシピ本を作っ
The United Nations has designated 18 June as an international observance.

ていらっしゃいます。在来さくもとを使った伝統的な料理、誰にでも簡単にできる家庭
的な料理｡作り方はそんなに難しくないのに､あまりみたことのない新しい発想の料理

など多種多彩です。

バンケ味噌
▪ 作 り 方▪

［バンケ味噌］

春の訪れを告げる山菜､フキノトウ｡雪の消え間

からフキの新芽､山形庄内地方ではバンケと呼
ばれるのが一般的｡成長するとフキ｡江戸時代
後期米沢藩が飢饉に備えて作った“かてもの”
という本に｢葉も茎も茹でて食う。カテモノとして
は灰汁水で茹でずに一晩浸すべす。フキノトウ
もカテモノとすべし。茹でて、流れ水に一晩さら
しておいて苦味を取る｣とあります｡

①

①バンケを水洗いして､米のとぎ汁で2～3分ゆで
た後､水にさらしてアクを抜く｡
②バンケをしぼって水気をとり､細かく刻む
（すり鉢
ですりつぶしてもよい)。
③に砂糖と酒を入れて煮立てから､味噌とバンケ
を加えてよく練りあわせる｡
ポイント
＊ゆでる際にはとぎ汁から顔を出さないように箸
で押えながらゆでる｡
＊こげがつかないよう攪拌しながら､とろ火でじっ
くり煮つめると冷蔵庫で保存できる

※こちら紙面のレシピは左記レシピ本｢はたけの
味｣からの引用です｡

サクラマスの染めおろし

はまべ

魚介が水揚げされる庄内浜｡
新鮮な素材がうれしい｡庄内浜の特徴は｢少量､多品種｣で
あることと､「漁場が陸から近い｣こと｡したがって漁獲され
たものは鮮度の高いままに食卓に上る｡これが庄内の肴の
旨さの所以と言われています｡
北大路魯山人の言う｢天然の味に勝る美味なし」と､鶴岡
の致道館学にある｢そのものを大事にする｣という教えと一
つに思えるほどとその本｢はまべの味｣巻頭で石塚亮庄内
浜文化伝道師マイスターは書かれています｡
※こちら紙面の料理は｢はまべの味（鶴岡食文化都市推進協議会
編 メディア･パブリッシング（20140120））」というレシピ本を参
考にいたしました｡

②

①T93731120-329157

呉須流し 正角皿
（M）

1,320円（本体価格1,200円）

鶴岡市観光PR映像

（美濃焼） 辺13.5×2.2㎝ ⑤ （0230）

②T93730180-329157

呉須流し 正角皿
（L）

1,980円（本体価格1,800円）

国連は6月18日を
“ Sustainable Gastronomy Day ”
としています。
持続可能な美食の日、若しくは

（美濃焼） 辺18×2.2㎝ ① （0230）

持続可能な食文化の日と訳されています。

The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

日本陶彩
（株）
はこの「06月18日「持続可能な食文化」の
The United Nations has designated 18 June as an international observance.

日」に自国・世界の食文化に思いをよせ、健康と福祉を確
保することを目指し、食育の機会を活かし特に日本、和食
の文化を拡げたい、伝えたい。ユネスコ
“食文化”創造都
市である山形鶴岡市・大分県臼杵市の活動に学びつつ、
美食倶楽部の北大路魯山人「食器は料理の着物」のよ
うに料理全般、食文化から食器を語りたいとお思います。
sustainablegastronomy-day
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：この祭りは菅原道真公が大宰府に突然左遷されと
鶴岡天神祭
（毎年５月）
き､慕う人々が権力を憚り女性用の花模様の長襦袢を着て変装､編み笠で顔
を隠しながら､密かに酒を酌み交わして別れを惜しんだという言い伝えに由来
しているそうです
（通称：ばけものまつり）。
（L340 No.6d photoAC）

赤川花火・おぃやさ祭り
（毎年8月）

（Yamagatakanko.Com）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

食器は料理のきもの

味の三重奏「トリプリング」､食べ物と飲み物のマッチングにこだわるのが「ペアリング」。

Gastronomy is Happiness

さらに
“何か”
を重ねて美食の新世界を愉しもう。
２つを受け入れる器､３つの味わいを重ねた美味しさ、
この上ない｡

The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

（1883年～ 1959年）

T94945300-3301175

れる。陶芸、書道、篆刻、画家など幅広い分野

魯山人写しの器 三ツ組鉢
（細密木箱入）
3,300円（本体価格3,000円）

で天才ぶりを発揮。美食が高じ会員制「美食
倶楽部」
「星岡茶寮」を創業。
「食器は料理の着

（日本製） 径16.8×4.8㎝
木箱 （20×20×9.6㎝）
梱16入 （0218）

物である」という信念のもと、そこでする一
切の料理を創案、食器も自ら制作した。

盛皿から銘々取り分けます

美と食の追求

魯山人が好んだカニの盛皿。

「うまいものを食べて、暮らしたい」

そして、選ぶ楽しみがある五つの銘々皿です。

それは、幼い頃の魯山人の言葉です。

日本にはかつおぶしがたくさんあるので、
そう重きをおい
つおを知らないし、従ってかつおぶしを知らない。牛乳と

研ぎすまして、自ら美味しいものを求めて作

か、バターとか、チーズのようなもの一本で料理をして

り、器に盛り、食し、人に供しました。

いる。
しかし、
これは不自由なことであって、かつおぶし

魯山人主催の美食倶楽部、星岡茶寮では自ら

のある日本人はまことに幸せである。ゆえに、かつおぶ

美食を愉しむための器を作り上げます。

しを使って美味料理の能率をあげることを心がけるの

その自由で奔放な魯山人の魅力をかたりべ

がよい。味、栄養もいいし、よい材

魯文氏に監修していただき写しの器に再現

料を選べば、世界に類のないよい

してみました。

スープができる。
（北大路魯山人著
「魯山人の美食手帖」グルメ文庫

監修：かたりべ魯文
昭和21年生まれ
食器、陶器メーカー勤務を経て、魯山人に関
する著書の発刊、魯山人に関するイベント
や 展 示 会 を 企 画。こ ち ら の「 魯 山 人 写 し の
器」を企画。

［だしの取り方］

ていないが、外国にあったら大変なことだ。外国人はか

美食好きは、多大なエネルギーと美的感覚を

野寺文雄氏

陶芸家であり

The United Nations has designated 18 June as an international observance.

北大路魯山人
明治16年3月23日、京都上賀茂の社家に生ま

美食家としても知られる魯山人。

使用する食器一切を

創案製作したと言われ、

その自由闊達な作風は、

今もなお憧憬の的。

いろいろな使い方を楽しめるサイズが特徴です。

その魯山人の器を写し取り、

ひとつひとつに味わいのある絵付けがされました。

美濃焼の技術で

現代に蘇らせました。

ひとつひとつ趣のある絵付を楽しんで

食は人を笑顔にする文化だ

（20080418））

T92523300-3301181

青空文庫

魯山人写しの器 取り分け揃
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 小皿9.8×11×3㎝ 盛皿16×19.5×4.2㎝
紙箱 （17.2×20.9×8.4㎝） 梱16入 （0218）

料理が感じられるゆったりな鉢
落ち着いた絵付けが施された、ゆったりな鉢。
どんな料理にもあう素朴な風合いが魅力です。

T92852300-3301180

魯山人写しの器 組盛鉢
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 径16×6.7㎝
木箱 （15.7×17.8×17.4㎝） 梱16入 （0218）

料理が映える美しい円
深みのある絵付けを際だたせる盛鉢。
やわらかな円型は、食事をふんわりと
演出します。

T92855500-3301183

魯山人写しの器 料理揃
5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼） 盛鉢径16×6.7㎝ 小皿径9.8×11×3㎝
木箱 （15.7×17.8×17.4㎝） 梱12入 （0218）

陶芸 陶瓷 陶道
10月9日は、
「道具の日」
で、
これをはさんで毎年
「かっぱ橋道具まつり」
が開催されます。

陶器

陶彩
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料理に

食は人を笑顔にする文化だ
“うま味”を加えるために
“だし”が用いられます。

素 材を活かす

The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

The United “だし”
Nations has designated
18 June as an international observance.
イノシン酸の削り節などの魚介類（主に鰹）やグルタミン酸の昆布､グアニル酸の椎茸などを単品､または組み合わて
を取ってきました。

鰹や昆布は食されていましたが時代とともにそのまま食べるだけでなく､“だし”
として料理に使用されるはっきりと文献で現れるのは室町時代。さらに江戸時代､ 最初の実用料理書とされる｢料
理物語（寛永20（1643）年）｣には､「“だし”
はかつほのよき所をかきて､ 一升あらば､ 水一升五合入せんじ､ あぢをすひみてあまみよきほどにあけて吉､ 過ても悪候､ 二番もせんじつかい候｣との
記述があります｡ ※国立国会図書館「本の万華鏡“第17回 日本のだし文化とうま味の発見”
」
https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/17/index.html より
この“だし”の｢おいしさ｣は西洋の近代科学が本格的に導入された明治以降､ 科学的に解明されました。この
“だし”に代表される｢おいしさ」は“うま味”
と名付けられ､ 酸味（さんみ）
･甘味（かんみ）
･塩味（えんみ）
･苦味（にがみ）の味覚のほか､ 第５の味覚「UMAMI」
として世界的にもその地位を確立しています。

白だし

白だしとは、
白しょう油や薄口しょう油にかつお節や昆布などからとっただし、砂糖、みりんなどを加えて
味を調えた液体調味料です。薄色仕立てなので、素材の色を活かしたい料理に最適です。

春

夏

白だし浅漬けバジルレモン風味
すりおろしトマトの冷製白だしスープ

④
②

いかとそらまめのサッと煮
▪材料（４人分）▪
いか…………………… 1杯
そら豆・さやから出す… 250g
A 割烹白だし………… 大さじ2
A 水…………………… カップ1・1/2

③

▪作 り 方▪

T89466070-3311136

ヤマキ

モダンブルー ボウルM
770円（本体価格700円）
（波佐見焼） ●
（2201）

②そら豆は皮をむいておく。
③鍋にAを煮立て、①のいか、②のそら豆を入
れて強火でサッと煮る。

割烹白だし
500㎖

調理時間 15分

白だし
※このレシピは、
この商品を使用しています。

カロリー 97Kcal／１人分

※こちらのレシピはヤマキ株式会社様から
ご提供いただきました

①T92048130-3311129（V） 彩花 スープ碗（オレンジ）

1,430円（本体価格1,300円）（美濃焼） ●（0107）

陶彩
「ナチュラルテイスト」粉引一珍
② T72567100-331186（V） 小判小皿（緑）
③ T72569100-331186（V） 小判小皿（ピンク）
④ T72566100-331186（V） 小判小皿（紫）

各

出典：ヤマキホームページ
「おいしいレシピ」
http://www.yamaki.co.jp/recipe/

かつお節

①

①いかはワタを取り、胴は皮をむき、1cm幅の
輪切りにする。ゲソは2～3本ずつまとめて
切り離す。熱湯でサッとゆで、冷水にとる。

1,100円（本体価格1,000円）（波佐見焼）
（2208）

かつお節にはイノシン酸が多く含まれ、深い味わいを醸し出しています。
うま味をしっかり効かせることで、
コクやまろやかさが
増すほか、食材本来の風味が引き立つため、塩味が少なくても満足感を感じることができ、減塩効果も期待できます。

春

冬瓜の海老あんかけ ゴーヤと卵のそうめんチャンプルー
夏野菜の揚げ浸し 焼き茄子の煮浸し

ベーコンと野菜の和風煮

夏
⑥

⑦

▪材料（２人分）▪

T72489130-331194

パキラ ボール
（中）

1,430円（本体価格1,300円）（波佐見焼）（2101）
徳一番花かつお 80g
ヤマキ

めんつゆ
500㎖

ベーコン… 18枚分
キャベツ…… 11/4個
にんじん… 11本
セロリ……… 11本
じゃがいも… 12個
玉ねぎ…… 11個

Aだし汁…… 1カップ5
Aめんつゆ… 1カップ2/5
A酒………… 1大さじ1
A塩………… 1小さじ1

▪作 り 方▪
①キャベツ、ベーコンは4等分に切る。にんじんは乱
切りにする。セロリはスジを取り、食べやすい大き
さに切る。
じゃがいも、玉ねぎはひと口大に切る。

※このレシピは、
この商品を使用しています。

⑤

②鍋に＜Ａ＞、①のベーコン・にんじん・セロリを入
れて中火にかける。
③沸騰したらアクを取り、①のじゃがいも・玉ねぎ
を加えて5～6分くらいコトコトと煮る。

かつお節

⑧

④①のキャベツを加え、3～4分煮る
調理時間 20分

カロリー 409Kcal／１人分

※こちらのレシピはヤマキ株式会社様から
ご提供いただきました

⑤H16399250-3311102（V） 武山窯 色絵らんまる 福々鉢 2,750円（税込価格）（美濃焼）（0202）

⑥T94090140-331196

時代山水 段付和皿

1,540円（税込価格）（波佐見焼）（2208）

⑦T90585280-3311102（V） 孔明窯 焼締色絵草花 漬物鉢 3,080円（税込価格）（波佐見焼）（2101）
⑧H16395250-3311102（V） 宗山窯 安南らんまる 福々鉢 2,750円（税込価格）（美濃焼）（0202）

料理のレシピはすべてヤマキ株式会社様からご提供いただきました。ご紹介していないレシピもヤマキ
「おいしいレシピ」
に掲載しています。
ヤマキ公式Facebookページもぜひご覧ください。https://www.facebook.com/katsuobushi.yamaki
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●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

【和食文化を伝えよう】

地域の郷土料理や伝統料理等の食文化を
大切にして、次の世代への継承を図ります。

酢

うま味の基である
“だし”に、糖尿病､高血圧、高脂血症に効能があるとする食酢（多山賢二「生活習慣病に及ぼす食

食は人を笑顔にする文化だ

素 材を活かす

酢の効果」日本醸造協会誌,2002）
を合わすと､“だし”の旨みと上品な甘さで、いつもの料理をおいしく仕上げます。

http://washokujapan.jp/

「食」
と
「器」
は密接不可分です。
日本陶彩は、 一般社団法人和食文化国
民会議
（ 略 称：和 食 会 議 ）の 会 員 で す。

バラちらし
▪材料（２人分）▪

▪作 り 方▪

ご飯…………………… １合分
ミツカン まろやか酢… 大さじ３
きゅうり……………… １/４本
（２５ｇ）
厚焼き卵……………… ５０ｇ
いか
（刺身用）
………… ３０ｇ
まぐろ
（刺身用）
……… ８０ｇ
イクラ………………… 大さじ１
（１８ｇ）
きざみのり…………… 適量
貝割れ菜…………… 適宜
しょうゆ……………… 適宜

①温かいご飯に
「まろやか酢」
をふりかけ、切り込むようにまん
べんなく混ぜ合わせる。
②きゅうりは１ｃｍ角に切る。厚焼き卵、いか、まぐろは１．
５ｃｍ角
に切る。
（刺身用に切られているものを半分に切って使うこと
もできます。）
③器に①を盛り、きざみのりを散らす。その上に②、イクラを彩
りよく盛り付け、お好みで貝割れ菜を散らす。

ミツカン

ポイント
※お好みでしょうゆを添えてください。

調理時間 20分

カロリー 418Kcal／１人分

バラちらし

※こちらのレシピは株式会社Mizkanからご提供いただきました。

T93734300-332157

呉須流し 丸皿
（M）

3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 径23.5×1.5㎝ ⑤ （0230）

かにときゅうりの酢の物
▪材料
（２人分）▪

▪作 り 方▪

かに棒肉
（ゆで）
………… ４本
（40g）
きゅうり………………… １/２本
（５０ｇ）
わかめ
（もどしたもの）
… ４０ｇ
ミツカン まろやか酢…… 大さじ２

①きゅうりは薄い輪切りにし、塩少々
（分量外）
をま
ぶし、
しんなりしたらサッと洗って水けを絞る。
②かにはやや大きめにほぐす。わかめは食べやす
い大きさに切る。

まろやか酢

③①、②を器に盛り、
「まろやか酢」
をかける。

ミツカン

ポイント
※「まろやか酢」
をかけた後、少しおいてなじませ
るとより美味しくお召し上がりいただけます。
調理時間 10分以内

かにときゅうりの酢の物

カロリー 37Kcal／１人分

※こちらのレシピは株式会社Mizkanからご提供いただきました。

T93738250-332157

※このレシピは、
この商品を
使用しています。

呉須流し 平鉢
（S）

出典：ミツカンホームページ「メニュー・レシピ」
https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe/

2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼） 径16×6㎝ ⑤ （0230）
このレシピは株式会社Mizkanからご提供いただきました。出典：ミツカンホームページ
「メニュー・レシピ」

Recommend

清峰

12月03日は国際障害者の日です。

日本陶彩株式会社は、わが国の心豊かな
食空間と生活文化の向上を目指すNPO
法人『食空間コーディネート協会』の企業
会員として活動すると共に、人が中心の豊
かな「暮らし」のため日本赤十字社や日本
障害者協議会の活動資金への支援活動
をおこなっております。

T89111380-332141
清峰 一珍山茶花 汲出揃

http://www.jdnet.gr.jp/

お箱

4,180円（本体価格3,800円）

（日本製） 8.9×7.5㎝（180㎖）
化粧箱（35.5×10.8×10㎝）（2204）

長崎慈光園の里は｢瓶山の丘｣と、1804

年ら明治初期まで陶業が営まれたとこ

ろ｡現在は知的障害者の自立更生･社会

復帰を目指す訓練の地､由緒ある伝統
の陶業を職業訓練の一環として引継ぎ､

facebook_NihonTohsai

心のこもった製品が生まれています｡

開園当初は初代理事長の竹内清吾
先生自ら筆を取っておられました。次
第に機械化し、日用茶器を中心に大
量生産へ。竹内清吾先生の名前から
付けられた「清峰」銘は有田焼、波佐
見焼として全国で利用されています。
http://www.jikouen.or.jp/cat27/

食を愉しみ、器を愛でる

「四季を楽しむ」…「浅野陽」氏は
一般社団法人日本エシカル推進協
議会の、地球の環境と社会のあり方
を新しい概念であり、価値観でもある
「エシカル」を推進する趣旨に、
日本
陶彩株式会社は団体会員として賛
同しています。

「食と器と日本人（郡羊社、1997年初版）」
で、次のようにおっしゃってます。
「私はもっぱら、ナビゲータの役目、地図なんか見ません
よ。
「山頂が右にちょっと傾いた山が見えたら、次の角を
右に曲がる」っていうのが私のやり方です。」とはじめ、
「私の四季の楽しみ方」と様々な楽しみを物語ります。

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
陶芸「社員」
陶瓷 です。
陶道 陶器
10月15日は、日本赤十字社が国際赤十字社連盟に加盟した日です。日本陶彩は日本赤十字社

陶彩
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贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器
気 持 ち に 合 わ せ た「 の し 」が 選 べ ま す 。

選べる「のし」「無地」
「ありがとう」
「ほんの
気持ち」
「おめでとう」
の４種類のオリジナル
「の
し」
をご用意してます。箱内に４つともお付け
していますので、
ご自由にお使いください。

〈雅東窯〉

Voice!

選べる「のし」

H16810300-33311０８

※のしは箱の中にお入れします。

陶彩
「選べるのし」
釉変り 組鉢

3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 長径23㎝ のし付木箱 （20.5×24.5×9.5㎝）
① 梱10入 ●
（0107）

ギフトは気持ちも一緒に届けるもの。あなたの想いに合わせて選べる
「のし」
に先様の笑顔がこぼれますね。

Hit!

選べる「のし」

Voice!

H16813300-33311０８

Hit!

選べる「のし」

Voice!

H16812250-33311０８

陶彩
「選べるのし」
MISORA マルチ碗ペア

陶彩
「選べるのし」
MISORA ビールカップペア

3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 径12×8㎝（500㎖） のし付紙箱（24.5×12.5×8.5㎝）
竹スプーン
（中国製） ① 梱16入 ●
（0107）

2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼） 径7.3×14㎝（350㎖） のし付紙箱 （16.5×15×7.5㎝）
① 梱20入 ●
（0107）

〈雅東窯〉

〈光玉窯〉唐草ねこ

大径7.5×8.5㎝（200㎖）
小径7×8㎝（160㎖）
化粧箱 （16.2×10.2×8.2㎝）梱30入

Voice!
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唐草ねこ（波佐見焼）① （2203）

豊かな食卓を「器」で彩りよく演出し、

大径12×6.5㎝ 小径11.5×6㎝
化粧箱 （26.2×14.2×6.5㎝） 梱30入 ●

唐草ねこ 組湯呑
3,850円（本体価格3,500円）

真心のかけはしとなる器を

H16772350-333

唐草ねこ 組飯碗
3,850円（本体価格3,500円）

より美味しく食して欲しく、

ご提案いたします。

H16771350-333

Voice!

Big Hit!

H16936300-3331174

陶彩
「東雅」
彩り 八客珍味揃

3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼） 径11㎝ 紙箱 （36×36×4㎝）
① 梱12入 （0107）
●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器
〈雅東窯〉陶彩「軽々一器多用」

3枚揃えは、睦み揃えに
お二人の想いを加えて
3枚にしたものです。

〈裏面〉

この【陶彩
「軽々」
シリーズ】
は
商品の特長を記したカードが付きます
（裏面にはメッセージが書けます）
。

H16410300-334192

Big Hit!

軽量

軽量

Voice!

H16411300-3341136 Voice!

「軽々一器多用」三ツ組鉢
resent
P陶彩

陶彩
「軽々一器多用」お好み碗
3,300円（本体価格3,000円）（美濃焼）径13×8㎝
カード付き 木箱 （15×21.5×15㎝） ① 梱16入 （0107）

3,300円（本体価格3,000円）（美濃焼）径17.5×6.5㎝
（0107）
カード付き 木箱 （17×19×19㎝） ① 梱12 ●

〈雅東窯〉陶彩「軽々いろいろ」

Big Hit!

軽量

H16481300-3341103 Voice!

陶彩
「軽々いろいろ」カレー＆パスタ三つ皿揃
3,300円（本体価格3,000円）（美濃焼）径22×4.5㎝
カード付き 紙箱 （23×24×8㎝） ① 梱12入 （0107）

軽量

Present

H16480250-3341１３８ Voice!

陶彩
「軽々いろいろ」もてなし皿
2,750円（本体価格2,500円）（美濃焼）径12.5×2㎝
カード付き 木箱 （14×27×5.5㎝） ① 梱20入 （0107）

和み鉢

T90859300-3341102

T90855250-3341102

T90857250-3341102

径15.5×4.5㎝

径17×5.5㎝

径16×5.5㎝

蘇山窯 青白磁輪花 和み鉢
3,300円（本体価格3,000円）

武山窯 紫小花唐草 和み鉢
2,750円（本体価格2,500円）

T90856300-3341102

T90858250-3341102

径15.5×4.5㎝

径15.5×5㎝

兵山窯 粉引印花 和み鉢
3,300円（本体価格3,000円）

圭山窯 ぼんぼんフラワー 和み鉢
2,750円（本体価格2,500円）

「和み鉢」
はこの

丹山窯 新緑花染め 和み鉢
2,750円（本体価格2,500円）

Voice!

お箱

に入ります。

和み鉢 （美濃焼） 紙箱（18×18×6㎝） ① 梱40入（0230）

●すべて進物にも使える お箱 入りです。
陶芸 陶瓷 陶道 陶器
10月31日は、
「陶彩の日」
。陶器で食卓を彩り、美味しい食事を楽しみましょ
う。 陶彩
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贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器
お箱

福々鉢
①
3枚揃えは、睦み揃えに
お二人の想いを加えて
3枚にしたものです。

「福々鉢」
はこちらのお箱に入ります。

③

〈和山窯〉染旬菜
やさしく淡い染付のタッチはどこか懐かしく、
年齢を問わず癒される感覚。

普段使いにピッタリのうつわです。

⑥

① H16504380-3351137 Big Hit!
染旬菜 トリオグルメ鉢

④

②

4,180円（本体価格3,800円）
20×17×4㎝
化粧箱（19.3×19.3×7㎝）

② H16505280-3351137

⑦

染旬菜 トリオ楕円焼皿
3,080円（本体価格2,800円）
24.5×12.5×2.5㎝
化粧箱（25.8×13.5×5㎝）

Voice!

⑤

染旬菜（波佐見焼）① 梱20入 （2203）

⑧
③H16395250-3351102

宗山窯 安南らんまる 福々鉢

2,750円（本体価格2,500円）

〈洸琳窯〉すみれ

径17.5×4.5㎝

④H16396380-3351102

4,180円（本体価格3,800円）
径18×6㎝

⑤H16397350-3351102

兵山窯 砂唐津ウス文 福々鉢

3,850円（本体価格3,500円）
径19.3×4.5㎝

H16749320-335

すみれ 組飯碗

H16750320-335

すみれ 組コップ

兵山窯 粉引くし目文 福々鉢

3,300円（本体価格3,000円）
径18.5×5.5㎝

⑦H16399250-3351102

秀峰窯 鼠十草 福々鉢

Voice!

⑥H16398300-3351102

武山窯 色絵らんまる 福々鉢

2,750円（本体価格2,500円）
径17×6㎝

⑧H16400280-3351102
秀峰窯 織部渕唐津 福々鉢

3,080円（本体価格2,800円）
径19×4㎝

福々鉢 （美濃焼）化粧箱（20.5×20.5×8.5㎝）
① 梱16入（0202） 土

大径11.7×5.3㎝ 小径11.2×5.0㎝ 化粧箱 （14.4×27.5×7.4㎝）
大径7.8×8.4㎝（220㎖）小径7.3×7.9㎝（190㎖）
化粧箱 （10.9×15.8×7.8㎝）

各

3,520円（本体価格3,200円）

（波佐見焼） ① 梱30入 ●
（2216）

Voice!

〈錦山窯〉花ちらし
※敷き色紙はご用意できます。

〈錦山窯〉

H16709270-335309
花ちらし 恵みセット
（赤）

Voice!

H16717300-335184

陶彩
「リファイン」
藍の花 恵みセット
3,300円（本体価格3,000円）

（瀬戸焼） 飯碗径11.8×6㎝ コップ径6.8×7.5㎝（170㎖）
ダンボール （12×12×10㎝） ① 梱24入（0107） 土
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2,970円（本体価格2,700円）

（瀬戸焼） 碗径11×6㎝ コップ径7.5×7㎝（150㎖）
ダンボール （12×12×10㎝） ① 梱24入
（0107） 土

Voice!

H16766270-335309
花ちらし 恵みセット
（青）

Voice!

2,970円（本体価格2,700円）

（瀬戸焼） 碗径11×6㎝ コップ径7.5×7㎝（150㎖）
ダンボール （12×12×10㎝） ① 梱24入
（0107） 土

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器
〈天龍窯〉陶彩「リファイン」花千筋
① H16919300-336184

花千筋 小皿揃

3,300円（本体価格3,000円）

10.5×10×2㎝ 化粧箱 （24.5×13×5㎝） 梱24入

②

「水引」の由来

③ H16917250-336184

花千筋 トリオ取皿揃

2,750円（本体価格2,500円）

15.5×15×2㎝ 化粧箱 （18×18×6.5㎝） 梱24入

④H16918250-336184

花千筋 トリオ小鉢揃

2,750円（本体価格2,500円）

13×12×5㎝ 化粧箱 （15×14.5×9㎝） 梱24入

③

Voice!

①

〈ヤマ亮〉

花千筋（波佐見焼）①（2203）

〈ヤマ亮〉

Voice!

H16799380-336126

花千筋 小付揃

3,300円（本体価格3,000円）

9.5×9×4.5㎝ 化粧箱 （24×12.5×9.5㎝） 梱24入

のし紙や祝儀袋にある、蝶結びや固結びのリボ
ンのようにみえるものを「水引」といいます。
この飾りひもは、めでたい場合には紅白を、そ
うでない場合には白黒や黄白など、その色や結
び方によって様々な場面に応じた使い分けをし
ます。その歴史は、宮廷への献上品を紅白の麻
ひもで結ぶというならわしがあったことにはじ
まるといわれ、室町時代後期になると、こより
に糊を引いて乾かし、紅白や金銀に染め分けた
紙糸が使用されるようになりました。

〈ヤマ亮〉

④

② H16920300-336184

Voice!

H16825500

H16800400-336126

ゆらり 冷酒一合･紅白盃２個付

4,180円（本体価格3,800円）

（美濃焼） 酒瓶径9×11㎝（200㎖）
氷入径7.5×4.5㎝（100㎖）盃径6×4㎝（60㎖）
紙箱 （11.5×20×10㎝）① 梱40入 （0230）

コロン 冷酒器 1.5合･紅白盃２個付
4,400円（本体価格4,000円）

Voice!

（美濃焼） 酒瓶11.5×9.5×7㎝（330㎖）
氷入径7.5×4.5㎝ (130㎖) 盃径6×4㎝（60㎖）
紙箱 （11×20×8㎝） ① 梱24入 （0230）

H16825500-336126

こがも 酒器揃
（赤）

5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼） 酒瓶径13×10㎝（190㎖）盃6×4㎝（60㎖）
紙箱 （13×13×13㎝） ① 梱24入 （0230）

〈ヤマ亮〉
Hit!

Voice!

Voice!

Big Hit!

H16514300-336170

H16801330-336135

加賀友禅 小鉢付 ペアタンブラー
3,300円（本体価格3,000円）

コロン 冷酒器 1.5合･窯変
（盃付）
3,630円（本体価格3,300円）

（美濃焼） カップ径8.3×12㎝（300㎖）
小鉢9×8.5×4㎝ 麻コースター・箸
（中国製）
化粧箱 （27×13×9㎝） ① 梱24入 ●
（0212）

（美濃焼） 酒瓶11.5×9.5×7㎝（330㎖）
氷入径7.5×4.5㎝ (130㎖) 盃径6×4㎝（60㎖）
紙箱 （11×20×8㎝） ① 梱24入（0230）

豊かな食卓を「器」で彩りよく演出し、

真心のかけはしとなる器を

より美味しく食して欲しく、

ご提案いたします。

⑤

⑥

Voice!

⑦

⑤ H16788200-3361171

加賀友禅 升付きひとくちタンブラー
（赤）

Voice!

⑥ H16789200-3361171

Hit!

H16641500-3361138

加賀友禅 升付きひとくちタンブラー
（黒）

四季 たっぷり碗揃

5,500円（本体価格5,000円）

（美濃焼）径9㎝（260㎖） 紙箱 （19.5×23×10㎝）
① 梱12入 ●
（0107） 土

⑦ H16790200-3361171

加賀友禅 升付きひとくちタンブラー
（白）
各

2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼） カップ径5.8×10㎝（130㎖）
升8.5×8.5×5.2㎝（180㎖） 飯田水引
（梅結び/ゴム）
・ポチ袋付き
化粧箱 （16×11.5×6.5㎝） ① 梱24入 （0212）

●すべて進物にも使える お箱 入りです。
陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩
11月7日は、
「鍋の日」
です。この日が立冬になることが多いことから。

クールジャパン賞
H16788200
H16789200
H16790200
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贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器
引出物は宴席の主からの“お土産”
「引出物」はその昔、宴席の主が
「招待客へのお土
産として用意した馬を、庭先に引き出して見せ
た」という風習から、
「 宴の招待客へのお土産」を
指す言葉になったと言われます。お土産ですか
ら
「どなたにも同じものを用意する」わけです。

M54186300-337184

陶彩
「リファイン」
蒼釉わたつみ 楕円プレート
3,300円（本体価格3,000円）
18×30×4㎝ 化粧箱（21×34×6㎝）

〈椿秀窯〉
陶彩「リファイン」

①H16160300-337184

陶彩
「リファイン」
蒼釉わたつみ 組湯呑

3,300円（本体価格3,000円）

径7.7×8.8㎝ 7.2×8㎝ 化粧箱（12×18×9㎝） 梱30入

②H16161300-337184

陶彩
「リファイン」
蒼釉わたつみ 組飯碗

③

3,300円（本体価格3,000円）

径11.4×5.6㎝ 10.5×5.2㎝ 化粧箱（15×15×10㎝） 梱40入

③H16162350-337184

陶彩
「リファイン」
蒼釉わたつみ ペアフリーカップ

M54437500-337184

陶彩
「リファイン」
蒼釉わたつみ ゆらぎ鉢

①

②

5,500円（本体価格5,000円）

3,850円（本体価格3,500円）

径8.5×12㎝（350㎖） 化粧箱（14×20×9.5㎝） 梱24入

蒼釉わたつみ

鉢径21.5×7.2㎝ 化粧箱（24.5×24.5×10㎝）

うっすらとした茶色の生地に茶と赤の独
特な縞模様が、麦の穂を想起させるこ
とからムギワラテと名付けられました。
落ち着いたデザインの商品ですので
様々な食卓のシーンで活用できます。

陶彩「ナチュラルテイスト」
粋-ORIBE

Voice!
陶彩
「リファイン」
蒼釉わたつみ（萩焼）①（3805） 土

〈磁光園〉麦わら十草

④H16440500-337141
麦わら十草 バラエティーセット

5,500円（本体価格5,000円）

⑦

径9.3×10.5㎝ 紙箱 （38×25×9㎝）
梱12入

④

⑤H16441500-337141

⑥

麦わら十草 焼物皿揃

5,500円（本体価格5,000円）

31×12×1.8㎝
紙箱 （14.5×14.5×8.7㎝） 梱10入

Big Hit! ⑥H16442200-337141
麦わら十草 組茶碗

2,200円（本体価格2,000円）

⑤

大径12.5×6.2㎝ 小径11.9×5.9㎝
紙箱 （14×14×8.5㎝） 梱30入

Voice!

麦わら十草（瀬戸焼）①（1107）

⑧

〈雅東窯〉名披露目 ⑨H16131150-3371144

陶彩
「ナチュラルテイスト」
粋-ORIBE

⑦ H16677500-337185

市松ぶどう 焼物皿揃

いろどり 五客珍味揃

⑬

5,500円（本体価格5,000円）（瀬戸焼）

⑨

30×12×1.5㎝ 化粧箱 （31×13×10㎝） 梱8入

⑧ H16678800-337185

きなり 三ッ組鉢

大長径14.5×4㎝ 中長径11.5×3.5㎝
小長径9×3㎝ 紙箱
（15×15×8.5㎝） 土

十草 多用皿揃

8,800円（本体価格8,000円）（瀬戸焼）

⑪H16134150-3371144

径19×2.5㎝ 化粧箱 （20×10㎝） 梱8入

Voice!

径11×3㎝ 紙箱
（24.5×33×4.5㎝）

⑩H16132150-3371144

彩 ペアボール

陶彩
「ナチュラルテイスト」
粋-ORIBE
① 化粧箱 （1104）

径12×8㎝ 紙箱
（26.5×13×8㎝）

⑫H16135150-3371144

⑪
⑩

釉彩 ペア茶菓揃

コップ径7×7.5㎝（130㎖）
皿辺13.5㎝ 紙箱
（15×15×8.5㎝）

⑭

⑬H16136150-3371144
釉彩 焼酎ペアカップ

コップ径8.5×12.5㎝（300㎖）
紙箱
（15×15×8.5㎝）

各

⑫
Voice!
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名披露目（美濃焼）①（0107）

1,650円（本体価格1,500円）

⑭ H16133120-3371144
彩 ペアマグ

1,320円（本体価格1,200円）

径8×8.5㎝（220㎖） 紙箱
（15×15×8.5㎝）

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器

〈陶悦窯〉

Voice!

〈雅東窯〉

①

Hit!

H15847300-3381132

Hit!

②

①H16007150-3381132
②H16008150-3381132
③H16009150-3381132

陶悦窯 雅刷毛 ペアタンブラー
3,300円（本体価格3,000円）

（有田焼） 径9.3×14㎝（400㎖）
化粧箱 （16×20×12㎝）
① 梱20入 ●
（2204）

各

〈椿秀窯〉

③

Hit!

Voice!

M54375350-338855

白うのふ ビアカップ

椿秀窯 萩の雫 フリーカップペア
3,850円（本体価格3,500円）

益子うのふ ビアカップ

ピンクうのふ ビアカップ

1,650円（本体価格1,500円） Voice!

（萩焼） 径8.5×10㎝（280㎖）
紙箱 （14×20×9.5㎝） ① 梱24入（3805） 土

一客箱入

（美濃焼）径6.5×15.5㎝（350㎖）
（0107） 土
木箱 （8.5×18×8.5㎝） ① 梱24入 ●

〈伊兵衛〉
⑤

〈土喜陶窯〉染小紋
④ H16937230-338306

⑥
染小紋 軽々組飯碗

梅半丸紋

2,530円（本体価格2,300円）

花丸紋

径12.0×7.2㎝（390㎖） 紙箱 （13.5×24.8×8.0㎝） 梱30入

⑤ H16938260-338306

鉄仙半丸紋

染小紋 軽々ペアマグ

2,860円（本体価格2,600円）

径9.8×9.3㎝（370㎖） 紙箱 （14.2×20.0×10.0㎝） 梱24入

⑥ H16939280-338306

染小紋 軽々ペアビアカップ

3,080円（本体価格2,800円）

径9.4×13.1㎝（410㎖） 紙箱 （14.2×20.0×10.0㎝） 梱20入

染小紋（美濃焼）①（1105）

④
New!

Voice!

水仙丸紋

軽量

ぶどう

H16763500-3381７6

〈聖栄窯〉ナチュレ

（有田焼）径11.0×1.8㎝ 化粧箱 （11.5×5.5㎝）
① 梱20入（2230）

〈雅東窯〉陶彩「夢彩」ぶどう

Voice!

⑧

⑦

⑦ H16774300-3381145
⑧ H16775300-3381145
各

伊兵衛 桔梗三寸皿 絵変五枚揃

5,500円（本体価格5,000円）

Voice!

うっすらとしたブルーの柄が
上品な雰囲気を醸し出す
イングレース絵付です。

ナチュレ サークル ニューライフセット
ナチュレ ニューライフセット

3,300円（本体価格3,000円）

H16552250-338170

（波佐見焼） 長角大皿25.5×18.5×2.5㎝ 長角皿18×12.5×2.5㎝
長角小皿12.5×9×2.5㎝ 化粧箱（27.5×20.5×6㎝） ① 梱14入（2203）

陶彩
「夢彩」
ぶどう 小皿揃

2,750円

（本体価格2,500円）

径11.5㎝
紙箱 （13×25×4.5㎝）
梱24入

Voice!

H16567400-338146

Voice!
松花堂弁当 セット
（A）

4,400円（本体価格4,000円）

（美濃焼）皿鉢約10㎝ 松花堂箱（山中塗：26×26×6.5㎝）
紙箱 （27×27×7㎝） ① 梱20入（0230）

H16568380-338146

松花堂弁当 セット
（B）

4,180円（本体価格3,800円）

（美濃焼）皿鉢約10㎝ 松花堂箱（山中塗：26×26×6.5㎝）
紙箱 （27×27×7㎝） ① 梱20入（0230）

H16556500-338170

H16554600-338170

湯呑径8.5㎝（150㎖） 茶托プラ
（日本製）
紙箱 （20×27.5×9.5㎝） 梱16入 ●

土瓶 650㎖ 湯呑径8.5㎝（150㎖）
紙箱 （20×27.5×9.5㎝） 梱16入

陶彩
「夢彩」
ぶどう 茶托付湯呑揃
5,500円（本体価格5,000円）

Hit!

Voice!

陶彩
「夢彩」
ぶどう 茶器揃
6,600円（本体価格6,000円）

陶彩
「夢彩」
ぶどう（美濃焼）①（0107）

●すべて進物にも使える お箱 入りです。
希望
陶瓷 陶彩り 日本
11月21日は、食空間コーディネート協会が
「いっしょに食べよう」
を宣言した日です
（2011年）
。日本陶彩は本協会の正会員です。
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贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器

H16064350-339170

陶彩
「花だより」ペアカレーセット

3,850円（本体価格3,500円）

Hit!

長径22×19×6㎝ スプーン17.5㎝ 紙箱 （23×23×8.5㎝）
梱16入 ●

H16819350-339170

陶彩
「花だより」睦揃
3,850円（本体価格3,500円）

H16062250-339170
陶彩
「花だより」ペアマグ

2,750円（本体価格2,500円）
径9.5×8.5㎝（300㎖）
木箱 （22×10.5×9㎝） 梱24入

碗径11.5×6㎝ マグ径9.5×8.5㎝（300㎖）
紙箱 （26×23.5×9.5㎝） コースター辺10.5㎝
箸22.5㎝
（中国製） 梱24入 ●

〈源兵衛窯〉
陶彩「花だより」

H16773350-339170

陶彩
「花だより」篭入茶碗揃

3,850円（本体価格3,500円）
径11.5×6㎝ 篭15×28×13㎝
化粧箱 （29×16×13㎝）
竹網篭
（ベトナム製）梱16入 ●

H16760250-339170

H16761200-339170

径8.5×12.5㎝（350㎖）
木箱 （13.5×19.5×10㎝） 梱24入

径12×6㎝ 木箱 （25×13×7.5㎝）
梱20入

陶彩
「花だより」
ペアカップ
2,750円（本体価格2,500円）

陶彩
「花だより」
組飯碗
2,200円（本体価格2,000円）

一客箱入

Big Hit!

Present

H16063400-339170

陶彩
「花だより」銘々皿付煎茶揃
4,400円（本体価格4,000円）

一客箱入

煎茶径10×6.5㎝（220㎖） 銘々皿径13㎝
紙箱 （20×27×10.5㎝） 梱12入 ●

一客箱入

① H16927080-339170

陶彩
「花だより」茶托付煎茶
（桜）

② H16928080-339170
H16065200-339170

陶彩
「花だより」マグ 桜（ちりめん木箱入）
2,200円（本体価格2,000円）

陶彩
「花だより」茶托付煎茶
（鉄仙花）

H16066200-339170

陶彩
「花だより」マグ 鉄仙花（ちりめん木箱入）
2,200円（本体価格2,000円）

径9.5×8.5㎝（300㎖） 木箱 （14×14×13㎝） 径9.5×8.5㎝（300㎖） 木箱 （14×14×13㎝）
コースター
（中国製） 梱40入 ●
コースター
（中国製） 梱40入

②
①

各

Voice!

880円（本体価格800円）

碗径10×高6.5㎝ 皿径13㎝（220㎖）
紙箱 （13×14×7㎝） 梱60入
陶彩
「花だより」
（美濃焼）①（0230）
▼

〈竜山窯〉
陶彩「リファイン」ひすい蒼雲
③ H16699250-339184

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼雲 ペアフリーカップ

2,750円（本体価格2,500円）

径8.5×9.5㎝（280㎖）紙箱 （10.5×19×9.5㎝） 梱20入

③

④ H16700300-339184

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼雲 ペアタンブラー
3,300円（本体価格3,000円）

④

⑤

径8×13.5㎝（370㎖）紙箱 （14.5×18×9㎝） 梱16入

⑤ H16701300-339184

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼雲 ペアマグ

3,300円（本体価格3,000円）

径9.5×8㎝（280㎖）紙箱 （11.5×21×9㎝） 梱16入

⑥ T94632150-339184
⑦ T94633150-339184
各

1,650円（本体価格1,500円）

径11×7㎝（330㎖） ダンボール （12×12.5×8㎝） 梱36入

⑧ H16889280-339184
⑨ H16890280-339184
各
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⑥

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼 片手スープ
陶彩
「リファイン」
ひすい雲 片手スープ

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼 冷酒セット
陶彩
「リファイン」
ひすい雲 冷酒セット

3,080円（本体価格2,800円）

冷酒器径10×9㎝（220㎖）ぐい呑み径7.5×6㎝（120㎖）
ダンボール （10.5×11×10.5㎝） 梱24入

Voice!

⑦

陶彩
「リファイン」
ひすい蒼雲（美濃焼）① （0107） 土

⑧

⑨

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器
モザイク

T95009450-340305

T95010480-340305

T95011480-340305

モザイク スリーマグ

モザイク スリーフリーカップ

モザイク スリー片手スープ

径8.5×9㎝（300㎖） ダンボール （10×10×10㎝）
梱48入

径8.5×10.5㎝（300㎖） ダンボール （9×9×11.5㎝）
梱48入

径11×6㎝（340㎖） ダンボール （12.5×13×6㎝） 梱48入

4,950円（本体価格4,500円）

5,280円（本体価格4,800円）

5,280円（本体価格4,800円）
Voice!

一客箱入

モザイク（美濃焼）スリープ ①（0107）

コストパフォーマンス賞
恵みセット

H16914160-3401118

陶彩
「白雲」
はぎ マルチ碗（あずま袋
1,760円（本体価格1,600円）

付き）

径9.5×8.5㎝（270㎖）
ダンボール （10×10×9㎝） 梱36入

H16912160-3401118

陶彩
「白雲」
ざくら マルチ碗（あずま袋
1,760円（本体価格1,600円）

付き）

径9.5×8.5㎝（270㎖）
ダンボール （10×10×9㎝） 梱36入

あずま袋
（ポリエステル100%）
はたたんで箱内に入ります。あずま袋

50×50㎝紫色、あずま袋

H16915250-3401118

陶彩
「白雲」
はぎ 恵みセット
（あずま袋
2,750円（本体価格2,500円）

付き）

碗径11.5×6.5㎝ 湯呑径7.5×8㎝
（180㎖）
ダンボール （12.5×12.5×10.5㎝） 梱24入
35×35㎝紺色です。

Voice!

付き）

陶彩
「白雲」
（美濃焼）
（あずま袋 中国製）カード付 ①（0107） 土

Big Hit!

H16605250-340305

H16607500-340305

径7.5×9㎝（250㎖） 木箱 （11×18×9㎝）
梱24入

径12×6㎝ 紙箱 （14×26×8㎝） 梱16入

径14.5×3㎝ 紙箱 （15×30×6㎝） 梱12入 ●

陶彩
「天平」
いろ重ね 組茶碗
2,750円（本体価格2,500円）

陶彩
「白雲」
ざくら
（赤）恵みセット
（あずま袋
2,750円（本体価格2,500円）
碗径11.5×6.5㎝ 湯呑径7.5×8㎝
（180㎖）
ダンボール （12.5×12.5×10.5㎝） 梱24入

H16604250-340305

陶彩
「天平」
いろ重ね 組湯呑
2,750円（本体価格2,500円）

H16913250-3401118

陶彩
「天平」
いろ重ね 菓子皿揃
5,500円（本体価格5,000円）

Voice!

Hit!

H16603500-340305

陶彩
「天平」
いろ重ね 茶托付湯呑揃
5,500円（本体価格5,000円）

Hit!

湯呑径9×5.5㎝（180㎖）茶托径12㎝
紙箱 （15×23×10㎝） 梱12入 ●

陶彩
「天平」
いろ重ね（美濃焼）①（0107） 土

H16600350-340305

陶彩
「天平」
いろ重ね 菓子鉢
3,850円（本体価格3,500円）
径20.5×6㎝
紙箱 （22×22×6㎝） 梱16入 ●

器は食を盛る、食は器に盛られる Hygge

陶彩〈和色〉
スターター

「 現 実を忘れる」…

①

「浅野陽」氏は「食と器と日本
人（郡羊社、1997年初版）」
で、次のようにおっしゃってます。

③

Present

陶彩
「和色」
スターター

①H16734200-340
②H16735200-340
③H16733200-340
各

和色 モーニング
（B）
和色 モーニング
（G）
和色 モーニング
（P）

②

2,200円（本体価格2,000円）

（美濃焼） マグ径8.5×9㎝（240㎖）陶板辺18㎝
ダンボール （18.5×18.5×3.5㎝） ① 梱12入（0107）

Voice!

一客箱入

陶板

「職人さんが料理を作っている姿
の中に、私は彼等の小宇宙を発見
します。
この人たちの小宇宙の中に
入り込ませてもらって、一緒に楽し
んでいるとき、時計の刻む現実の時
を忘れています。」と、
「小宇宙の発
見」と名店を語ります。

直火

希望 ・継承の大切さについて考える日です。
陶瓷 陶彩り 日本
11月24日は、
「和食」
の日。日本の食文化について見直し、
「和食」
文化の保護
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長谷園七代目当主

長谷 優磁

NZW-22-3411152100

直火

長谷園 ヘルシー蒸し鍋
（黒･中）
11,000円（本体価格10,000円）
径27×18㎝（1800㎖） ①

直火

NZW-18-3411152120

長谷園 ヘルシー蒸し鍋
（黒･大）
13,200円（本体価格12,000円）

長谷園 伊賀土鍋 アメ釉

径31×20㎝（3200㎖） ①

耐熱陶器
（英中韓語）

NNM-33-3411152800

伊賀土鍋 アメ釉
（大）
8,800円（本体価格8,000円）
径30.5×18㎝（2700㎖） ①

NCT-02-3411152750

長谷園 かまどさん 一合炊き

NNM-32-3411152600

NCT-03-3411152900

長谷園 かまどさん 二合炊き

径27×14.5㎝（1500㎖） ①

NCT-01-3411152120

長谷園 かまどさん 三合炊き

NCT-50-3411152200

長谷園 かまどさん 五合炊き

伊賀土鍋 アメ釉
（中）
6,600円（本体価格6,000円）

8,250円（本体価格7,500円） 径19×14㎝（600㎖） ①
9,900円（本体価格9,000円） 径21.5×16㎝（1000㎖） ①
Hit!

13,200円（本体価格12,000円） 径24×18㎝（1500㎖） ①
直火

●

22,000円（本体価格20,000円） 径26×21.5㎝（2500㎖） ①

直火

長谷園 伊賀土鍋 刷毛目

NNH-03-3411152120

伊賀土鍋 刷毛目
（大）
13,200円（本体価格12,000円）
径30.5×20㎝（3600㎖） ①

NNH-02-3411152700

伊賀土鍋 刷毛目
（中）
7,700円（本体価格7,000円）
径27×18㎝（2200㎖） ①

直火

電子レンジ

NCT-72-3411140500
NCT-71-3411140500

各

Hit!

直火

長谷園 陶珍 黄瀬戸
（小）
長谷園 陶珍 粉引
（小）

5,500円（本体価格5,000円） 径13㎝（400㎖） ①

NCT-40-3411140100

長谷園 みそ汁鍋
（小）

NND-18-3411150120

11,000円（本体価格10,000円）
径19.5㎝（1000㎖） ① ●

NCT-31-3411140120

長谷園 みそ汁鍋
（大）

長谷園 やきやきさん
（大）
13,200円（本体価格12,000円）

直火

径32.5×10㎝ ①

13,200円（本体価格12,000円）
径23㎝（1800㎖） ① ●

①

⑦
直火

②

③

直火

④

⑨
NCT-80-3411152180

③IC-11-341825
④IC-12-341825

長谷園 いぶしぎん 大

19,800円（本体価格18,000円） 径27.5×21㎝
① NCT-43-3411152120

①

13,200円（本体価格12,000円） 径23.5×18㎝

② NCK-10-3411152850

各

長谷園 いぶしぎん 小

長谷園 蒸し小鍋
（アメ）
長谷園 蒸し小鍋
（キャラメル）

⑩

⑦ NBR-01-3411152100

長谷園 黒釉 取鉢

⑧ NBR-14-3411152120

長谷園 黒釉 薬味入

⑨ NBR-02-3411152100

長谷園 黒釉 小レンゲ（台付）

⑩ NBR-03-3411152180

長谷園 黒釉 大レンゲ（台付）

1,100円（本体価格1,000円）径14×5㎝（250㎖） ⑤

8,250円（本体価格7,500円） 直 火

1,650円（本体価格1,500円）14×7×12.5㎝

径20.5×13㎝ （600㎖） ①

①

1,100円（本体価格1,000円）12.5×5.5×6㎝

長谷園 いぶしぎん ミニ

9,350円（本体価格8,500円） 径19×15㎝

⑧

①

1,980円（本体価格1,800円）24×8×4㎝

⑤
⑤NNC-22-3411152300
⑥NNC-21-3411152300
各
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①

⑤

①

⑥
長谷園 IH対応ヘルシー蒸し鍋
（白釉･小）
長谷園 IH対応ヘルシー蒸し鍋
（黒釉･小）

33,000円（本体価格30,000円）

径27.5×17.5㎝ （1800㎖） ①

直火

長谷園（伊賀焼）

（◆3502） 土

長谷園｢国登録有形文化財“16連房旧登り窯”」

●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

長谷園「優」

①

②

⑤

⑥

③

④

⑦

⑧

① NBC-45-342440

⑤IW-01-342
⑥IW-08-342

長谷園 ビアジョッキ 刷毛目
（大）
4,400円（本体価格4,000円） 径10×11㎝（500㎖） ①

各

② NBC-44-342385

長谷園 ビアジョッキ 刷毛目
（小）
3,850円（本体価格3,500円） 径9×9㎝（300㎖） ①

⑨

⑪
長谷園「優」
クリーム どんぶり

1,980円（本体価格1,800円）

⑩ IW-10-342

長谷園「優」
グリーン どんぶり
各 3,300円
（本体価格3,000円）

径11.5×7㎝ 茶箱 ⑤

径15.5×8.5㎝ 茶箱 ①

長谷園「優」
クリーム マルチカップ

⑪IW-04-342
⑫IW-11-342

⑧IW-13-342

長谷園 ビアジョッキ いぶし掛分
（大）
4,400円（本体価格4,000円） 径10×11㎝（500㎖） ①

長谷園「優」
グリーン マルチカップ
（本体価格1,800円）
各 1,980円

④ NBC-46-342385

各

径8.5×9㎝（200㎖） 茶箱 ①

長谷園 ビアジョッキ いぶし掛分
（小）
3,850円（本体価格3,500円） 径9×9㎝（300㎖） ①

⑫

⑨IW-03-342

長谷園「優」
クリーム 飯碗
長谷園「優」
グリーン 飯碗

⑦IW-06-342

③ NBC-47-342440

⑩

⑬

長谷園「優」
クリーム 小皿
長谷園「優」
グリーン 小皿

1,760円（本体価格1,600円）

⑬IC-28-342

径15.5×2㎝ 茶箱 ⑤

長谷園 つけもの名人 アメ
（長角型）

13,200円（本体価格12,000円）
13×18×11㎝ 茶箱 水抜き ① 梱4入
①〜⑬ 長谷園（伊賀焼）
（◆3502） 土

瑠璃シリーズ
⑲

⑰

⑭

⑰T94714180-3421135
⑱T94715180-3421135
⑲T94716180-3421135
⑮

⑯

⑭ T94711330-3421135
⑮ T94712330-3421135
⑯ T94713330-3421135
各

各

3,630円（本体価格3,300円）

1,980円（本体価格1,800円）

径10.5×1.5㎝ 化粧箱 （11×11×2㎝）



各

各

おひとつからでも
組でも
選んで贈れます。


琉璃 568碗 麻の葉
琉璃 568碗 雨垂れ
琉璃 568碗 網絵

3,080円（本体価格2,800円）

径11.5×7㎝（300㎖） 化粧箱 （13×13×7.5㎝）

 T94723350-3421135
 T94724350-3421135
 T94725350-3421135
各

S38873250-342

琉璃 手造り平グイ 麻の葉
琉璃 手造り平グイ 雨垂れ
琉璃 手造り平グイ 網絵

宝山窯 長江作 赤絵小花 飯碗
2,750円（本体価格2,500円）

3,850円（本体価格3,500円）

（瀬戸焼） 径12.5×5.8㎝
ダンボール ① （1112） 一客箱入

径9×5.5㎝（125㎖） 化粧箱 （10×10×6.5㎝）

T95277150-342
T95278150-342
各

径8.5×13㎝（350㎖）トムソン ②

月の光 マグ
（ルリ）
月の光 マグ
（アメ）

1,650円（本体価格1,500円）

径9×9㎝（300㎖）トムソン ②

T95276300-342

月の光 ペアマグ

3,300円（本体価格3,000円）

T95273300-342
木箱 （18×14×9.5㎝）
① 梱24入 お箱

（瀬戸焼） 碗径9×7㎝（180㎖）
皿16.5×13.5×2㎝
ダンボール ① （1112） 一客箱入





1,430円（本体価格1,300円）

月の光 ペアタンブラー

芝苑 黒釉白ながし 碗皿
2,860円（本体価格2,600円）

3,080円（本体価格2,800円）

月の光 タンブラー
（ルリ）
月の光 タンブラー
（アメ）

3,300円（本体価格3,000円）

S38872260-342

琉璃 スタックカップ 麻の葉
琉璃 スタックカップ 雨垂れ
琉璃 スタックカップ 網絵

径9.5×8.5㎝（325㎖） 化粧箱 （10×10×9㎝）


T94720280-3421135
T94721280-3421135
T94722280-3421135

一客箱入

各

⑳ T94717280-3421135
 T94718280-3421135
 T94719280-3421135



⑭〜 瑠璃シリーズ（波佐見焼）①（2201）

 T95274130-342
 T95275130-342

琉璃 小皿 麻の葉
琉璃 小皿 雨垂れ
琉璃 小皿 網絵



琉璃 麻の葉 徳利
琉璃 雨垂れ 徳利
琉璃 網絵 徳利

径7×16㎝（300㎖）
化粧箱 （8×8×17㎝）

月の光



⑳

⑱









●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。
希望 陶瓷 陶彩り 日本
12月3日は、
「国際障害者デー」
で、1982年国際連合総会において
「障害者に関する世界行動計画」
が採択されました。

木箱 （21×10.5×10.5㎝） ① 梱24入

お箱

〜 月の光（美濃焼）
（0212）
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現代創作九谷「釉裏銀彩」

今や九谷焼を代表する技能とよばれる「釉裏銀彩」の器。その釉裏銀彩
の創作において、十数年釉薬の研究に没頭し、高温焼成の釉薬を独自に
開発することに成功し、釉裏銀彩では一級品のブランドを持つ宗秀窯。
泡立ちフリーカップ

九谷焼を代表する
銀彩の専門窯

〈宗秀窯〉

器に銀箔を貼付けた上に、透明釉や五彩の釉薬を塗り、焼き上げる技法。銀箔が剥がれな

釉裏銀彩 泡立ち加工
Voice!

エメラルド

ブルー

イエロー

ピンク

オレンジ

一客箱入

泡立ちビアカップ
ブルー

イエロー

ピンク

※釉裏銀彩とある商品は、電子レンジ・食器洗浄機でご使用いただけません。

釉裏銀彩 泡立ちフリーカップ

S38433250-343305
S38434250-343305
S38435250-343305
S38436250-343305
S38437250-343305

エメラルド

いうえ、錆びないという特性をもっております。静かに、
そしてやさしく輝く銀箔の美しさと、
ガ
ラスのような質感を楽しんでいただけます。

各

オレンジ

釉裏銀彩 泡立ちビアカップ

エメラルド ●
ブルー
イエロー
ピンク ●
オレンジ

S38438280-343305
S38439280-343305
S38440280-343305
S38441280-343305
S38442280-343305

Hit!

2,750円（本体価格2,500円）

各

Hit!

エメラルド ●
ブルー ●
イエロー ●
ピンク ●
オレンジ

Hit!
Hit!
Hit!

3,080円（本体価格2,800円）

（九谷焼） 径8.2×11.3㎝（280㎖）
紙箱 ①（3202） 土

（九谷焼） 径6.9×11.3㎝（200㎖）
紙箱 ①（3202） 土

宗秀窯 釉裏銀彩

S38876300-3431118
S38877300-3431118

各

3,300円（税込価格）⑤

飯碗
（BL）
飯碗
（RD）

②

Hit!

一客箱入

S38874250-3431118
S38875250-3431118

湯呑
（BL）
湯呑
（RD）
一客箱入
各 2,750円
（税込価格）⑤

①M55383600-3431118

Energy bottle ボトル1P

小径10.3×6㎝ 紙箱 ① ●

2,200円（本体価格2,000円）

（中国製） 径7.1×21.8㎝（350㎖）
ステンレス 化粧箱 （7.5×7.5×22.8㎝）
① 梱24入 （0226）

真空二層構造

⑤THM-03-1PT-343

サーモ 二重構造マグカップ1P
1,650円（本体価格1,500円）

真空ボトル
保温効力:6時間後63℃以上
保冷効力:6時間後8℃以下

④

⑤

Good Feeling

⑥T95269150-343
⑦T95270150-343
⑧T95271150-343
各

組湯呑

③M54964500-3431118

ポット急須

ロックカップ340㎖

5,500円（本体価格5,000円）

10.2×9.7㎝（400㎖）
（カップアミ） 紙箱 ① ●

M55384100-3431118

⑦

ロックカップ340㎖

①

一客箱入

Hit!

宗秀窯 釉裏銀彩（九谷焼）
（3201）

お箱

真空断熱構造で飲み頃温度を長持ちさせるキープ
タンブラー。
コンビニで買ったコーヒーをそのままIN
すれば結露を防げて快適に使えます。

⑧

コーヒータンブラー
（ホワイト）
コーヒータンブラー
（ブラック）
コーヒータンブラー
（レッド）

③

憩い揃（②＋③ のセット）

11,000円（税込価格）（カップアミ） 紙箱

1,650円（本体価格1,500円）

⑨
Good Feeling

⑨T94977150-343
⑩T94976150-343
⑪T95272150-343
各

⑩

⑪

キープタンブラー
（ホワイト）
キープタンブラー
（ブラック）
キープタンブラー
（レッド）

1,650円（本体価格1,500円）

一客箱入

（中国製） 径8.5×高12㎝（450㎖） ステンレス
トムソン （9×9×高12.5㎝） ① 梱36入 （0225）

新潟県燕市は、古くから金属加工の街として栄えた職人の街です。
燕の職人がカップを徹底的に磨きこみ、細部にまでこだわって作り上げました。

2客セット

径7×高8.5㎝（340㎖） 貼箱 （20.9×12.1×8.2㎝） 梱24入

①

5,500円（税込価格）大径7.3×8㎝（150㎖）
小径7.１×７．
５㎝（140㎖）紙箱 ① ● お箱

（中国製） 径9×高15㎝（330㎖） ステンレス
トムソン （9.5×9.5×高15.5㎝） ① 梱30入 （0225）

⑬ T95250250-343

Hit!

②M55382500-3431118

5,500円（税込価格）

（中国製） 径8.5×10.4㎝（360㎖）
ステンレス 化粧箱 （11.7×11.7×9㎝）
① 梱60入 （0226）

⑥

⑫ T95249500-343

お箱

飲み物の温度を長時間キープするタンブラー。
フタ付
きだからデスクまわりやドライブ、アウトドアでも安心。
保冷保温・結露防止（外側のみ）真空断熱。

Good Feeling

サス鎚目

組飯碗

6,600円（税込価格）大径11×6.5㎝

④EB-2002A-343

サス鎚目

2,750円（本体価格2,500円）

径7×高8.5㎝（340㎖） 黒ボール箱 （8×8×10㎝） 梱40入

⑭ T95251600-343

2重ストレートカップ内金250㎖

6,600円（本体価格6,000円）

径7×高12㎝（250㎖） 黒ボール箱 （7.5×7.5×13.5㎝） 梱30入

⑮ T95252500-343

⑭

2重ロックカップ内金250㎖

5,500円（本体価格5,000円）

径7.8×高8.5㎝（250㎖） 黒ボール箱 （8×8×10㎝） 梱40入

⑯ T95253300-343

2重ぐい呑み内金70㎖

3,300円（本体価格3,000円）

径6×高5㎝（70㎖） 黒ボール箱 （6.5×6.5×5.5㎝） 梱50入
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⑫
サス鎚目（日本製）ステンレス ①（8727）

⑬

⑮

⑯

最高級のステンレス「18-8ステンレス
（ＳＵＳ304）」
を内面まで磨きこむことにより、
ビール本来の旨みを
引き出します。
内面を螺旋状に磨くことにより、口当たりも心地よく、
クリーミーな泡立ちで、
ビールを最後まで美味しくい
ただけます。

青郊窯 豆皿

②

①

伝統工芸の香りがいっぱい

① T72114100-3441170
② T72118100-3441170
③ T72120100-3441170
④ T72117100-3441170
⑤ T72119100-3441170

九谷和絵の具の特徴は、透明感、表面の艶、層の厚さが醸す深
みのある発色。安定した焼成を得るため、和絵の具は全て独自
開発。生地との焼結がすぐれた和絵の具開発は青郊窯が持つ
技術の一つで、歴代画風の鮮やかな表現を可能にしています。

各

③

④

⑤

古九谷色絵石畳文

古九谷青手鶴かるた文
古九谷青手土坡に牡丹図
古九谷青手瓢箪割松図
古九谷色絵牡丹文

1,100円（本体価格1,000円）

（九谷焼）径10.5×2㎝ クリアケース（11.2×11.2×2.3㎝）
① 梱100入 （3202） 一客箱入

青郊窯 ５号皿

T93843200-3441170
T93844200-3441170
T93845200-3441170
T93846200-3441170
T93847200-3441170
各

古九谷色絵石畳文

古九谷青手鶴かるた文
古九谷青手土坡に牡丹図
古九谷青手瓢箪割松図
古九谷色絵牡丹文

2,200円（本体価格2,000円）

（九谷焼） 径15×2㎝ 化粧箱（16×16×2.6㎝）
① 梱50入 （3202）

一客箱入

T94762500-3441173
青郊窯 四季の花 豆皿揃

5,500円（本体価格5,000円）

M55373500-344867

（九谷焼） 径9.5×1.8㎝ 化粧箱（20.6×31×2.5㎝）
① 梱30入（3202）

青郊窯 縁起絵変り 豆皿揃
5,500円（本体価格5,000円）

＜暮らしの品々＞

（九谷焼） 径9.5×1.8㎝
化粧箱 （22.5×22.5×4㎝） ① 梱20入 （3202）

陶磁器のしおり
（英中韓語）

家族があったかい
食卓がいい
日常の美

©2013石川県
ひゃくまんさん♯0578

青郊窯 はしおきこれくしょん

⑥ T92175380-3441173
⑦ T92176380-3441173
⑧ T92177380-3441173
⑨ T92178380-3441173
各

青九谷
赤絵小紋
郷土遊戯
浮世絵

4,180円（本体価格3,800円）

⑥

（九谷焼）
3.8×3×1㎝
化粧箱（9×11.6×1.8㎝）
① 梱50入 （3202）

⑦

⑨

⑧

青郊窯 縁起豆皿コレクション

⑩T93848100-344
⑪ T93849100-344
⑫ T93850100-344
⑬ T93851100-344
⑭ T93852100-344

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

各

1,100円（本体価格1,000円）

（九谷焼） 径9.5×1.8㎝
クリアケース（11.2×11.2×2.3㎝）
① 梱100入 （3202）

青郊窯 縁起ちょこコレクション

⑮

⑯

瓔珞文
インドの貴族達が身にしていた
装飾品からきた吉祥文様です。
仏教では仏像を荘厳する飾り
具をいい、また寺院内の宝華
状の荘厳さを現します。

招き猫
右手（前脚）
を挙げている猫は
金運を招き、左手（前脚）
を挙
げている猫は人（客）
を招くとさ
れています。この絵柄の中に
は一匹だけ右手の猫がいます。

⑰
宝尽くし
「打出の小槌・丁子・隠れ笠・
隠れ蓑・宝鍵・巻物・宝珠・金
嚢・七宝・分銅」など宝物が模
様化された吉祥・招福を願う日
本の伝統的な文様です。

⑱
桜
桜は春を印象づける日本人が
最も好む花です。もともとは陰
木だそうですが現在で受験合
格や結納・結婚式などおめで
たいときに用いられる花です。

⑲
梅菊模様
梅はいち早く花を咲かせることから
「生命力」の象徴として縁起が良
いとされています。 実は菊も「百
草の王」としてたたえられる最も高
貴で縁起のいい花の一つです。

一客箱入

瓔珞文
招き猫
宝尽くし
桜
梅菊模様

⑮T92865120-3441173
⑯ T92867120-3441173
⑰ T92868120-3441173
⑱ T93853120-3441173
⑲ T93854120-3441173
各

一客箱入
瓔珞文
招き猫
宝尽くし
桜
梅菊模様

1,320円（本体価格1,200円）

（九谷焼） 径5.5×5.3㎝（70㎖）
紙箱（6×6×6㎝） ① 梱100入 （3202）

⑳
九谷焼
（英中韓語）

M55295500-344142



青郊窯 絵変わり 色絵豆皿揃

5,500円（本体価格5,000円）

（九谷焼） 径9.5×1.8㎝
化粧箱 （22.5×22.5×4㎝）
① 梱20入 （3202）



青郊窯 九谷デミタスカップ&ソーサー
⑳S38869320-3441129 石畳
S38870320-3441129 青手牡丹
S38871320-3441129 花詰
各

3,520円（本体価格3,200円）

（九谷焼） カップ奥行6×横幅8.2×高6.7㎝
（90㎖）
ソーサー径12.3×1.5㎝ 紙箱入 （13.3×12.8×7.8㎝）
① 梱30入 （3202）

希望 陶瓷 日本陶彩は日本障害者協議会の賛助会員です。
陶彩り 日本
12月9日は、
「障害者の日」
。1980年厚生省国際障害者年推進本部が決定。

T72113650-3441170

青郊窯 時代画風 組盃
7,150円（本体価格6,500円）

（九谷焼） 5.8×高さ3.8㎝
化粧箱（14×20×4.8㎝）

① （3202）お箱

T92268700-3441173

歴代画 4号皿揃
7,700円（本体価格7,000円）
（九谷焼） 9×9㎝ 木箱 ①（3202）
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＜暮らしの品々＞

家族があったかい食卓がいい
日常の美

T94900500-3451174

染錦 七福神

5,500円（本体価格5,000円）

（日本製） 高さ6.5㎝ 紙箱 ①（◆1113）
狸
（英中韓語）

①

タヌキ の 焼き物 の 歴
史を後世に伝えてい
こうと、滋賀県甲賀市
信楽町の陶芸家冨増
純一さんが、
「 やきも
の たぬきのルーツ図
録」
をまとめ、出版しました。誕生した
経緯だけでなく、時代ごとの作風や、
信楽焼がタヌキの産地として有名に
なった理由などを紹介しています。

③

④

②

T90981700-3451170
信楽焼 福狸（10号）

①T91588100-345
②T91589100-345
③T91590100-345
④T91591100-345

7,700円（本体価格7,000円）

（信楽焼）26.5×19×高さ31㎝
ダンボール ①（3405） 土

各

Present

⑤

⑦

⑧

⑥

TanuTanu（男の子）
黒
TanuTanu（男の子）
青
TanuTanu（男の子）
紫
TanuTanu（男の子）
緑

1,100円（本体価格1,000円） 6.5×4.5×8.5㎝

⑤T91592100-345
⑥T91593100-345
⑦T91594100-345
⑧T91595100-345
各

TanuTanu（女の子）
白
TanuTanu（女の子）
黄
TanuTanu（女の子）
橙
TanuTanu（女の子）
桃

1,100円（本体価格1,000円） 7×5.5×8.5㎝

TanuTanu（信楽焼） 化粧箱 （7.5×7.5×9㎝） ①（3405） 土

09月29日は招き猫の日
器処カタログ巻末P177-D148参照

陶祖神社にて祈願を行い、ふくろうの中には幸福を祈った
「福来朗（ふくろう）」のお守りが入っています。

⑩

⑨

⑪

⑫

⑮

⑬

⑰

⑲

⑯

⑭

招き猫
（敷物付）
楽置物

⑨ M55024380-345861
⑩ M55025380-345861
⑪ M55026380-345861
⑫ M55027380-345861
⑬ M55028380-345861
招き猫
（英中韓語）

各

松竹梅
（赤）
松竹梅
（黄）
松竹梅
（黒）
松竹梅
（白）
松竹梅
（ピンク）

4,180円（本体価格3,800円）

⑱

⑮M55274350-3451172
⑯ M55275350-3451172
⑰ M55276350-3451172
⑱ M55277350-3451172
⑲ M55278350-3451172
各

（京焼・清水焼） 7×7×10.5㎝ 紙箱
①（◆3105）

白盛 ブルー 2号ふくろう
白盛 ピンク 2号ふくろう
白盛 グリーン 2号ふくろう
白盛 オレンジ 2号ふくろう
白盛 イエロー 2号ふくろう

3,850円（本体価格3,500円）

（九谷焼） 6.8×6.5×7㎝ 紙箱 （8.5×8×8㎝）
お守りメッセージ付 ① 梱30入 （3202）

Voice!

佐野九谷陶祖神社は、1795年、佐野村に生
まれた陶祖
「斉田道開」
が良質な陶土を発見
し、佐 野 窯 を 創 始した 跡とさ れ て おり、
1200年余の古い歴史、延喜式式内社で嘉
祥3年正六位上を賜る狭野神社の境内に鎮
座している。73歳で没した道開の徳を慕
い、狭野神社弁天山に祖霊社を建て祀り、記
功碑を建てた。1908年に陶祖神社として改
築。
「 華盛」ペアふくろうに、ふくろうの謂れ
のまま祈祷いただき、腹、籠もりました。

⑭ T93260380-3451171
彩絵 招福大開運招き猫

4,180円（本体価格3,800円）

（日本製） 高さ16㎝ 紙箱 ①

縁起物

（◆1113）

瓢箪は三つで三拍
（三瓢）
子揃って縁起が良い、
六つで無病
（六瓢）
息災といわれています。

⑳

（萬古焼）15×15×18㎝ ①

（3303） 土







T89433320-3451170

変形蚊取り豚 アシ絵
3,520円（本体価格3,200円）







⑳S38399130-345861

壹楽窯 六瓢 飯碗
（平子）

S38394180-345861

壹楽窯 六瓢 特大湯呑

T72590150-3451169

14,300円（本体価格13,000円） 径10.2×4.5㎝



19,800円（本体価格18,000円） 径8×10.2㎝（200㎖）

T95279012-345
蚊取マット
（黄色）

132円（本体価格120円）

（日本製） 径11㎝ ①（3303）
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各

壹楽窯 六瓢 湯呑
（大） 径7.8×9.4㎝（150㎖）

16,500円（本体価格15,000円）（京焼・清水焼）化粧箱

①（3101)

福招き 金の盛り塩皿セット

1,650円（税込価格）（中国製） 皿9.7×2.7㎝

八角錐 塩型4.5×7.3㎝ 化粧箱（14.5×5×10.5㎝） ①（2238）

T72591600-3451169

S38398150-345861 壹楽窯 六瓢 飯碗（小） 径11.8×5.2㎝
S38397150-345861 壹楽窯 六瓢 飯碗（大） 径12.7×5.8㎝
S38396150-345861 壹楽窯 六瓢 湯呑（小） 径7.2×8.8㎝（140㎖）
S38395150-345861



福招き 八角盛り塩7ピースセット

6,600円（税込価格）（日本製） 八角錐 6×6㎝

八角盛塩皿 1×8㎝ 化粧箱（10×9×11㎝） ①（2238）

T72592300-3451169

福招き 八角盛り塩

3,300円（税込価格）（日本製） 八角錐 6×6㎝

八角盛塩皿 1×8㎝ 化粧箱（9.5×9×8.5㎝） ①（2238）
●イメージ撮影したシーン画像には撮影用備品も含まれております。

信楽陶芸家

神山清子

「ハルカ陶」ロケ地のひとつ

日本の陶芸家。日本の女性陶芸家の
草分けで、骨髄バンクの立ち上げに
も尽力した。現在は
「滋賀骨髄献血の
和を広げる会」
の代表を務めている。
ハルカの陶

寸越窯

Voice!

T91586300-346

黒柿 スクエア花器
（小）

3,300円

M54397350-346855

（本体価格3,000円）

（信楽焼） 8.5×8.5×16.5㎝
化粧箱 （9×20×9㎝）
① 梱12入 （3405）

椿秀窯 花あそび 紫花生（花台付）
3,850円（本体価格3,500円）

（萩焼） 高さ31㎝
紙箱 （34×12.5×12㎝）
① 梱20入 ●
（3805） 土

Voice!

T91587350-346

黒柿 スクエア花器
（大）
3,850円

（本体価格3,500円）

（信楽焼） 8.5×8.5×19㎝
化粧箱 （9×20×9㎝）
① 梱12入（3405）

T95067350-346

M54948600-346870

夢幻工房 三方花入
6,600円（本体価格6,000円）

T95068350-346

青ガラス釉 花入
3,850円

茶釉 つくばい花入
3,850円

（本体価格3,500円）

（備前焼） 径3×高さ18.5㎝
木箱 （11×23×11㎝）
① 梱20入（3807） 土

（本体価格3,500円）

（信楽焼） 9.5×9.5×23㎝
（信楽焼） 20×18×7.5㎝
化粧箱 （10.5×10.5×28.5㎝） ボール箱 （22×22×11㎝）
梱18入（◆3401） 土
梱16入（◆3401） 土

①
②
① T90458230-346190

花詩集 丸花入れ
（一珍花紋） ●

② T90459230-346190

花詩集 丸花入れ
（彩バラ化粧）

各

2,530円

（本体価格2,300円）

（瀬戸焼）9.6×高さ9.1㎝
①（1105） 土

Hit!

M54915500-346868

M55003300-346868

M55004350-346868

5,500円

3,300円

3,850円

紫水窯 万寿 長花瓶

（本体価格5,000円）

（信楽焼） 13×13×高さ29㎝
化粧箱 （15×15×31.5㎝）
① 梱12入（3402） 土

紫水窯 晴嵐 面取花入
（本体価格3,000円）

紫水窯 御影白 面取花入

M55005100-346868

紫水窯 緑釉金彩 ナツメ花瓶
（黒板付）

11,000円

（本体価格3,500円）

（信楽焼） 8.5×8.5×高さ22.5㎝ （信楽焼） 8.5×8.5×高さ25.5㎝ （本体価格10,000円）
化粧箱 （12×12×27.5㎝）
化粧箱 （11×11×28.5㎝）
（信楽焼） 21×21×高さ24.5㎝
① 梱16入 ●
① 梱16入（3402） 土
（3402） 土
化粧箱 （26×22.5×26㎝） 黒板
① 梱8入（3402） 土

T88746100-346

山文窯 角青帯 山づる付花入

11,000円

（本体価格10,000円）

（信楽焼） 高さ41㎝
ダンボール （22×22×42㎝）
① 梱4入 ●
（◆3401） 土

M54734500-346865
宗秀窯 黄銀彩 花瓶

5,500円

（本体価格5,000円）

（九谷焼） 17×高さ16㎝
紙箱 （18.5×18.5×17㎝）
① 梱18入 ●
（3202）

M54945100-346867
博峰窯 釉彩 6号寸胴花瓶
11,000円

（本体価格10,000円）

（九谷焼） 径8.5×高さ19㎝
木箱 （12×21.5×11㎝） 花台
① 梱12入（3216）

M54421200-346867
博峰窯 釉彩 ８号寸胴花瓶

22,000円

（本体価格20,000円）

（九谷焼）径11×高さ25.5㎝
木箱 （27.5×15×14.5㎝）
花台、立て札 ① 梱12入（3216）

M55324600-346867
金箔彩 6号一輪生
6,600円

（本体価格6,000円）

（九谷焼） 5.7×5.7×18.5㎝
化粧箱 （21×8.4×7.5㎝）
① 梱30入 （3202）

俊山窯

M55323800-346867

M54946900-346865

宗秀窯 銀彩ひびき 8号花瓶
8,800円（本体価格8,000円）

宗秀窯 銀彩双鶴 ５.５号花瓶

9,900円

（本体価格9,000円）

（九谷焼） 径8.3×24㎝
化粧箱 （27×11.5×11㎝）
① 梱20入 （3202）

（九谷焼） 径17.5×高さ16.5㎝
化粧箱 （23.5×19×19㎝） 花台
① 梱12入 （3216）

梅村 知弘

⑦

⑥

⑨
⑩

⑤
③
M50690110-346865

M54388120-346865

12,100円

13,200円

宗秀窯 釉裏銀彩 木甲型花瓶
（本体価格11,000円）
（九谷焼） 高さ24㎝
紙箱 （28×19×21㎝）
① 梱8入 ●
（3201）

宗秀窯 銀彩金ちらし 花瓶
（本体価格12,000円）

（九谷焼） 高さ24.7㎝
化粧箱 （24×24×26.5㎝）
① 梱8入（3202）

④

俊山窯 色絵

③M55201350-346861 （梅）一輪生
④M55202350-346861 （桜）一輪生
⑤M55203350-346861 （紫陽花）一輪生
⑥M55204350-346861 （紅葉）一輪生
⑦M55205350-346861 （椿）一輪生
各

3,850円（本体価格3,500円）

（京焼･清水焼） 9×9×12㎝
化粧箱（14×11.2×10.5㎝） ①（3101）

「全ての人に美味しい食卓、
そして笑顔を」、
日本陶彩は誰もが美味しく食べれることに努めます。

⑧
⑬
梅村知弘

⑧M54955300-346837
⑨M54956280-346837
⑩M54957260-346837
⑪M54958250-346837
⑫M54959230-346837
⑬ M54960230-346837
⑬9.1×9×7.8㎝

Your Smile on the Table

⑪

織部 巻一輪差
弥七田織部 一輪差
黄瀬戸 一輪差
織部 面取一輪差
織部 角一輪差
織部 三角一輪差

⑫

3,300円（税込価格）
3,080円（税込価格）
2,860円（税込価格）
2,750円（税込価格）
2,530円（税込価格）
2,530円（税込価格）

梅村和弘（瀬戸焼）①（1112） 土
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色鮮やかな日本の自然のなか、豊かな食卓を
「器（うつわ）」で彩りよく演出し、
より美味しく食して欲しいと希望をふくらませています。真心のかけはしとなる器をご提案いたします。

「陶彩の日」

日本陶彩株式会社は、色鮮や

かな日本の自然のなか、豊かな

食卓を「器（うつわ）」で彩りよく
演出し、
より美味しく食して欲し

いという願いを込めて、10月３１

日を「陶彩の日」
（「１０
（とう）」

http://washokujapan.jp/

「食」
と
「器」
は密接不可分です。

「31
（サイ）
」の日）
と致しました。

「日本記念日協会認定」

10月31日
http://www.tohsai.com/

●価格は2019年10月01日現在の消費税を含む総額にて表示しております。
●写真撮影、印刷等の条件により実際の商品と色が異なることがあります。了めご了承ください。
●やきものの特性上、一時的な品切れ、多少の寸法・色違いはご容赦ください。
●掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更したり、やむをえず廃番の場合がございます。
●品番のない商品は参考商品の場合があります。撮影用備品も含まれております。
●○印数字は内箱入り数です。梱の数字は外箱入り数です。
■文中の引用はその囲み内に、出典元を記しています。ぜひ、原本をご覧くださいませ。
土

陶器製
（土もの、吸水性有り）
の食器です。

IHクッキングヒーターで使用できる調理器具です。

ガラス ガラス製の食器です。

軽量タイプの食器、調理器具です。

直火で使用できる調理器具です。

食器洗浄機対応です。

オーブンで使用できる調理器具です。
クローバー種
付
つ葉
四

電子レンジで使用できる調理器具です。

Hybrid!

耐熱ガラスです
（耐熱温度は商品によって異なります）
。
一客箱入 一客で箱入りになります。

直火・IH、
どちらでもお使えになれます。 Voice!

“四つ葉”のクローバーのタネをセットしました。

陶彩
オリジナル
レシピ付

お客様の声から考えました。

陶彩オリジナルのレシピブック付きです。

日本陶彩株式会社は、わが国の心豊かな食空間と生活文化の向上
を目指すNPO法人『食空間コーディネート協会』の企業会員として
活動すると共に、人が中心の豊かな「暮らし」のため日本赤十字社や
日本障害者協議会の活動資金への支援活動をおこなっております。

Your Smile on the Table

企画制作/

株式会社

カタログ発行年月日：2022年01月21日

Human Centric Innovation

ホームページ http://www.tohsai.com

カタログ有効期限：2022年07月20日まで

日本陶彩は、 一般社団法人和食文化国
民会議
（ 略 称：和 食 会 議 ）の 会 員 で す。

