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まだあげ初
そ

めし前髪の 林
りんご

檎のもとに見えしとき
前にさしたる花

はなぐし
櫛の 花ある君と思ひけり

やさしく白き手をのべて 林檎をわれにあたへしは
薄
うすくれなゐ

紅の秋の実に 人こひ初めしはじめなり

わがこゝ ろなきためいきの その髪の毛にか るゝとき
たのしき恋の盃を 君が情

なさけ
に酌みしかな

林檎畑の樹
こ

の下に おのづからなる細道は
誰
た

が踏みそめしかたみぞと 問ひたまふこそこひしけれ
詩集『若菜集「初恋」（1895（明治30）年』
島崎 藤村（1872（明治5）年～1943（昭和18）年）岐阜県生まれ

大正時代以降にはそのような使い分けをしなくなってしまいますが、西洋リンゴ｢苹果｣が普及する以前の和リンゴ｢林檎｣とを区別して
いました｡宮沢賢治が著わした｢銀河鉄道の夜｣では小さな停車場にとまり新世界交響楽が聞こえ汽車が動き始めたときカムパネルラ
が星めぐりの口笛を吹きます。そして｢女の子はまるで絹で包んだ苹果のような顔いろをしてジョバンニの見る方を見ているのでした｣
と描写します｡リンゴはさまざまにシンボリックです。

島崎藤村宅跡
（馬籠宿本陣 L339 No.10a）

島崎藤村宅跡
（馬籠宿本陣 L339 No.10b）

まだあげ初めし前髪の 林檎のもとに見えしとき

四つ
葉クロ

ーバー種付

“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。

H16196350-30１182　
陶彩「白雲」はぎ 手付鉢   
3,850円（本体価格3,500円）  

（美濃焼（雅東窯））  長径25.5㎝  紙箱  （20×28×7.5㎝）   
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    

Voice!Voice!

お箱お箱

日本遺産
「木曽路はすべて山の中」

Hit!Hit!

1
●価格は2019年10月01日時の消費税を含む総額にて表示しております。 ■ 「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。

「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）

本の紹介10月31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
おとりになった、その底流には、「なぜ、私たちが
日本食と日本の器にこだわるのか？」が陶器を
作るうえでも、その根本としているそうです。

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

「陶（すえ）ながく美味しさを彩る
食卓を提案（「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）」「31（サイ）」の日）
としました。「日本記念日協会認定」

“いい日本食”「和食の日」

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 。

11月24日



石碑 「是より北 木曽路」
中山道の美濃国（現・岐阜県）落合宿と信濃国（現・長野県）馬籠宿の境に位置する茶屋､街道を横切る小さな溝が美濃と信濃
の国境になっていました｡ここから北側に向かって木曽路の入口であるということを示します｡
長野県塩尻市の旧中山道本山宿と贄川宿間には｢是より南 木曽路｣の碑があります｡長野県木曽郡山口村が2005（平成17）年
02月13日､越県合併により岐阜県中津川市に編入されるまでは県境でもありました｡
書かれている文字は、1940（昭和15）年､当時68歳だった島崎藤村が地元の要請によって揮毫したもので､
藤村は60歳頃より藤村老人と名乗っていたそうです｡
表側の文字は「是より北 木曽路 藤村老人」（｢り｣は｢里｣の字を崩した平仮名の変体仮名）です。
付近には松尾芭蕉の「おくられつ おくりつはては 木曾の秋｣と刻まれた句碑もあります。

是より北 木曽路
（馬籠宿 L339 No.10c）

馬籠宿 ｢氷雪の灯まつり（例年2月中
旬頃）｣（photoAC）

Recommend
11月23日は茶碗の日
五穀豊穣に感謝して茶碗で食す

Recommend
11月05日は
「いいりんごの日」です

Recommend
10月31日は陶彩の日
陶彩の彩りを愛でる

H16682350-302182  陶彩「白雲」はぎ 花形取り皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）  

（美濃焼（雅東窯））  径12㎝  紙箱  （13×26×5.5㎝）  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    

Voice!Voice!

お箱お箱

岐阜中津川市
｢中山道」

岐阜県中津川｢馬籠宿｣(岐阜県観光連盟）（photoAC）

ふじ

シナノゴールド

ジョナゴールドむつ

ジャズ

2
●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。



日本陶彩株式会社は、
TALK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。

食卓ルネッサンス

（L303）

TALK-TCS

Hit!Hit!

●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。

この歌の題詞には｢月（つき）を詠む｣とあります｡萩の花が
たわわに咲き乱れ､茂って枝がしなっている様子をよく見
なさいとでもいうのか､月の光が澄んでいるので､恋しい
人を想う心が募る（＝萩の花への恋心が募る）ばかりと歌
う｡" ををり" は ｢花や葉の重みで枝がしなうこと｣を言い､ 
萩は枝も撓むばかりに咲いて重みに耐えかねて身をかが
めているかのようです｡散り敷いている花に月光が射す。
盂蘭盆会の省略形として｢盆（一般に｢お盆｣）｣と言う｡１年
に2 度、初春と初秋の満月に祖先崇拝行事があった（１年が
前半 ･ 後半の２年ごとの名残とも）が､初春が祖霊年神とし
て神格化されて正月の祭となり､初秋が盂蘭盆（会）と習合
していったと言われている｡８世紀頃には風習と確立され
たようだ｡旧暦７月15 日中元節であったが､新暦採用にと
もない農繁期の影響で新暦８月15日に移行していった｡七
夕 ･ 棚幡､迎え火 ･ 送り火､盆踊りなどがおこなわれる｡

天
平
の
精
華
を 

よ
り
和
風
化
し
よ
う
と
し
て

 

平
安 

を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

”

”

萩（はぎ）の花 咲きのををりを 見よとかも 月夜（つくよ）の清き 恋まさらくに （萬葉集 巻十（二二二八））

なら燈花会（Ｌ33-No.1b photoAC）

新薬師寺「萩」 
（Ｌ331-No.5b photolibrary）

白雲シリーズのギフトに付く「タ
ネ」はメッセージカードにもなる栞

（しおり）や栞立てがセットです。

H16196350-303182  
陶彩「白雲」はぎ 手付鉢   
3,850円（本体価格3,500円）   

（美濃焼（雅東窯））  長径25.5㎝   
紙箱  （20×28×7.5㎝）  梱16入  ● 
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  

秋色の風
秋風の色をテーブルで楽しみたい。

Yellow's Magic

はぎ

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
。

季
節
を
運
ぶ
は
ぎ
柄
の
器
た
ち
。

秋
を
感
じ
て
、し
っ
と
り
す
る
色
合
い
。

M54224100-303199  陶彩「白銀」 釉裏銀彩 花瓶（ナツメ）   
11,000円（本体価格10,000円）  

（九谷焼（宗秀窯）） 15.5×28㎝  梱18入 ① （3202）

H16682350-303182  陶彩「白雲」はぎ 花形取り皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）  

（美濃焼（雅東窯））  径12㎝  紙箱  （13×26×5.5㎝）  梱16入  ● 
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き    

［萩］
萩はマメ科ハギ属の落葉低木。
夏から秋に多数総状に紅葉色や白色
の蝶形花を付けて後に莢を結びます。
語源は古株から新芽が多く萌え出る

「生（は）え芽（き）」の説が知られます。

陶彩「白雲」はぎ （美濃焼（雅東窯）） ① （0107） 土

Voice!Voice! お箱お箱

3

H16943400-303182  
陶彩「白雲」はぎ ペア碗皿   
4,400円（本体価格4,000円）

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

土岐市美濃焼PR委員会

美濃焼のご紹介
生地作り

土岐市美濃焼PR委員会

美濃焼のご紹介
素焼き・加飾



H16197450-304182   
陶彩「白雲」はぎ 小鉢揃   
4,950円（本体価格4,500円）   
長径16㎝  紙箱  （17×27×9㎝）  梱12入  ● 
四つ葉クローバー種・ 
メッセージカード付き  

Hit!Hit!

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。

メッセージカード・日本赤十字社栞（しおり）付

四つ
葉クロ

ーバー種付白雲（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！

白雲シリーズのギフトは
すべて

四つ
葉クロ

ーバー種付

商品です。

お箱お箱

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。

H16887800-304182  陶彩「白雲」はぎ 新茶器揃   
8,800円（本体価格8,000円）
碗径9㎝（260㎖） 土瓶800㎖   紙箱 （24×22.5×13㎝）  梱12入  ● 
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き   

元興寺（がんごうじ）は、奈良県奈良市中院町にある寺院。南都
七大寺の1 つ。蘇我馬子が飛鳥に建立した日本最古の本格的
仏教寺院である法興寺（飛鳥寺）が、平城京内に移転した寺院
である。平安京遷都後朝廷の庇護が弱り、出火や台風で荒廃。
復興の過程で３つに分かれていきました。奈良市中院町にある

「真言律宗元興寺」の本堂は国宝、極楽坊本堂ともよばれ、秋
には萩が包み込むかのように咲きます。本尊は智光曼荼羅。一
方、観音堂を基とした奈良市芝新屋町にある「華厳宗元興寺」
には薬師如来立像（国宝）、十一面観音立像（重文）があります。

昨今は仏前にともす多くの灯明から宗教色を薄め､この時期前後から10 月にかけて月夜の晩
に万灯・万燈をおこない､平和や幸福､鎮魂の願いを込め各地で蝋燭の灯を燈している｡
1999 年に誕生した｢なら燈花会｣は古都奈良に蝋燭の灯りが融け込み､人々の心にさまざま
な感動を与えている｡燈花とは灯心の先にできる花の形のかたまりで､これができると縁起が
良いと言われいるもの｡奈良公園を中心に東大寺､春日大社､興福寺､元興寺などで訪れた人々
が幸せになりますようにと願いを込めた蝋燭一つひとつが広がる｡その後､平城宮跡を中心に
｢天平七夕祭｣があり光と灯りが続きます｡

元興寺「萩」（Ｌ331-No12a Pixta）元興寺「地蔵会万燈供養」
（Ｌ331-No.12c Pixta）

元興寺「万葉歌碑」 
（Ｌ331-No.12b photolibrary）

白珠（しらたま）は 人に知らえず知らずともよし 知らずとも われし知れらば 知らずともよし
（萬葉集 巻六（一〇一八）元興寺僧）

四つ
葉クロ

ーバー種付

“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。

陶彩「白雲」はぎ （美濃焼（雅東窯）） ① （0107） 土

Voice!Voice! お箱お箱

H16563500-304182  陶彩「白雲」はぎ 茶托付湯呑揃   
5,500円（本体価格5,000円）   
湯呑径9㎝ （170㎖） 茶托径12㎝ プラ  
紙箱  （21×30.5×10㎝）  梱16入  ● 
四つ葉クローバー種・メッセージカード付き  

※DVDプレイヤーは
　POPビデオで商品ではありません。

I wished on the moon for you
月に願いを

DorothyParker/RalphRainger&BillieHoliday

⑦H16287210-304183（V）  陶彩「純」 小紋ラナー（小） 縞   2,310円（本体価格2,100円） （日本製） ▲（8800）▼ 
⑧H16285095-304183（V）  陶彩「純」 小紋ティーマット 縞 1,045円（本体価格950円） （日本製） ▲（8800）▼ 

①鮭の竜田揚げ　②焼きしいたけ　③栗ぜんざい　④菊茶　⑤エリンギ肉巻き　
⑥サンマの塩焼き菊花ソース　

陶彩「白雲」はぎ （美濃焼（雅東窯）） ① （0107） 土  

①

⑤

③ ④
②

⑦

⑧

滋味深い実りの秋の食材は、
これから迎える冬へ身体を培ってくれる
自然の贈り物です。

①H16196350-303（V） 陶彩「白雲」はぎ 手付鉢 3,850円（本体価格3,500円） ● 
②H16682350-303（V） 陶彩「白雲」はぎ 花形取り皿揃  3,850円（本体価格3,500円） ●
③H16943400-303（V） 陶彩「白雲」はぎ ペア碗皿 4,400円（本体価格4,000円） ●
④H16563500-304（V） 陶彩「白雲」はぎ 茶托付湯呑揃   5,500円（本体価格5,000円） ●
⑤H16197450-304（V） 陶彩「白雲」はぎ 小鉢揃 4,950円（本体価格4,500円） ●
⑥H16017380-304（V） 陶彩「白雲」はぎ 組皿 4,180円（本体価格3,800円） ▼

⑥

4
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

「楽しい器」…「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。

参考資料

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と語ります。

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）

Hygge器は食を盛る、食は器に盛られる
陶磁器のしおり

（英中韓語）



『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。

エメラルド ブルー イエロー ピンク オレンジ

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）

各 2,970円（本体価格2,700円）  
　 （九谷焼）  200㎖  紙箱  ① （3202） 土

各 3,300円（本体価格3,000円）  
　 （九谷焼）  280㎖  紙箱  ① （3202） 土

S38438300-305188  エメラルド  ●
S38439300-305188  ブルー  
S38440300-305188  イエロー  
S38441300-305188  ピンク  ●
S38442300-305188  オレンジ  

釉裏銀彩 泡立ちビアカップ

釉裏銀彩 泡立ちフリーカップ
S38433270-305188  エメラルド  
S38434270-305188  ブルー  
S38435270-305188  イエロー  
S38436270-305188  ピンク  
S38437270-305188  オレンジ

釉裏銀彩 泡立ち
宗秀窯

一客箱入一客箱入Voice!Voice!

※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。

※敷き色紙はご用意できます。
左表の色違いもございます。

H16604250-305340  
陶彩「天平」いろ重ね 組湯呑  
2,750円（本体価格2,500円）   
径7.5×9㎝ （250㎖）

H16605250-305340  
陶彩「天平」いろ重ね 組茶碗  
2,750円（本体価格2,500円）   
径12×6㎝ H16600350-305340   

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㎝  

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）   
湯呑径9×5.5㎝ （180㎖）  ●

Present

H16607500-305340　
陶彩「天平」いろ重ね 菓子皿揃  
5,500円（本体価格5,000円）   
径14.5×3㎝  ●

●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。

幸祥窯

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｡

（L311-No.2c Pixta）

｢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）

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

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 巻八（一六三一）大伴宿祢家持）

青龍（せいりゅう）③

白虎（びゃっこ）①

玄武（げんぶ）④

朱雀（すざく）②

左馬（ひだりうま）⑤

M54720540-305188  
宗秀窯 釉裏銀彩  
ペア泡立ちフリーカップ   
5,940円（本体価格5,400円）  

（九谷焼）  紙箱  ①   
●（3202） 土 お箱お箱

Voice!Voice!

天平

①S38364500-305834
 幸祥窯 白虎（びゃっこ） 飯碗  ●

②S38363500-305834
 幸祥窯 朱雀（すざく） 飯碗

③S38109500-305834
 幸祥窯 染付竜 飯碗  ●

④S38365500-305834
 幸祥窯 玄武（げんぶ） 飯碗

⑤M54359500-305841
 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）

S38196500-305832  
幸祥窯 染付竜 お湯割カップ  
5,500円（本体価格5,000円）  

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

S38195600-305832  
幸祥窯 染付竜 焼酎カップ  
6,600円（本体価格6,000円）  

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

波佐見焼振興会

お箱お箱

一客箱入一客箱入

「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）」「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/

フリーカップはペアのセットができます 5,940円（本体価格5,400円）

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 M54713540 M54714540 M54715540 M54716540 M54717540

ブルー ー M54718540 M54719540 M54720540 M54721540
イエロー ー ー M54722540 M54723540 M54724540
ピンク ー ー ー M54725540 M54726540

オレンジ ー ー ー ー M54727540

5

Voice!Voice! 陶彩「天平」いろ重ね （美濃焼（雅東窯）） ① （0107） 土

NihonTohsai

波佐見焼
幸祥窯 2



平安

●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。

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。

文山窯

田中柚伎

陶悦窯

土喜陶窯

軽量

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～」

（L339） 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～」

「肥前窯業圏」
活性化推進
協議会

（L337）

Hit!Hit!

紹介＆活動してまいります。
「陶（すえ）ながく美味しさを彩る食卓を提案」

は

「和食；日本人の伝統的な食文化」が無形文化遺産となりま
した。その提案書には、「和食」の特徴として『栄養バランス
に優れた健康的な食生活・・・一汁三菜を基本とする日本の
食事スタイル』『食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを
表現、季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合っ
た調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます』とア
ピール。この無形文化遺産保護に関する条約に規定する無
形文化遺産の代表的な一覧表に記載された「和食-日本人
の伝統的な食文化」（「和食」）を適切に保護し、その継承を
推進することを目的とした一般社団法人和食文化国民会議
（略称：和食会議）に入会し、その活動を応援しております。

http://washokujapan.jp/

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

6
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

①S38863350-3061173  
 田中柚伎 バラ 飯碗   
 径11.1×5.6㎝  ●
②S38866350-3061173  
 田中柚伎 小花帯紋 飯碗   
 径10.8×5.5㎝  
 各 3,850円（本体価格3,500円）
 　 化粧箱  （13.5×13.5×7.4㎝）  

③S38864380-3061173  
 田中柚伎 バラ マグカップ   
 径8.2×8.5㎝ （240㎖）  ●
④S38867380-3061173  
 田中柚伎 小花帯紋 マグカップ   
 径8.8×8.7㎝ （290㎖）
 各 4,180円（本体価格3,800円）
 　 化粧箱  （11.4×11.4×10.3㎝）

②

①

⑤

⑥

⑦

⑨

⑪

⑩

⑬
⑭

⑫

⑧

③

⑯

⑮

⑰

④

⑮H16937230-306338  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㎝）   

⑯H16938260-306338  
 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㎝）  

⑰H16939280-306338  
 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㎝）  

⑤T95130400-306190  
 有田のごはん屋 文山窯 ラスター牡丹 飯碗（大）  径12×7㎝ 

⑥T95131400-306190  
 有田のごはん屋 文山窯 ラスター牡丹 飯碗（小）  径11×6.5㎝ 
 各 4,400円（本体価格4,000円） （有田焼） 紙箱 ① （2101）

⑦T95132400-306190  
 文山窯 ラスター牡丹 湯呑（大）  径6.5×9㎝ （280㎖） 
⑧T95133400-306190  
 文山窯 ラスター牡丹 湯呑（小）  径6×8.5㎝ （250㎖） 
 各 4,400円（本体価格4,000円） （有田焼） 紙箱 ① （2101）

田中柚伎 ① 梱20入 （九谷焼） （3202）

有田のごはん屋 陶悦窯
⑨T95134350-306190 金塗外刷毛 飯碗（大）  ● 
⑩T95466350-306   銀塗外刷毛 飯碗（大）   
 各 3,850円（本体価格3,500円） 径12×7㎝  

有田のごはん屋 陶悦窯
⑪T95135300-306190 銀塗外刷毛 飯碗（小）  ● 
⑫T95467300-306   金塗外刷毛 飯碗（小）   
 各 3,300円（本体価格3,000円） 径11×6.5㎝  

⑬T95136180-306190 陶悦窯 金塗外刷毛 コップ  
⑭T95137180-306190 陶悦窯 銀塗外刷毛 コップ 
 各 1,980円（本体価格1,800円） 径8.3×7.8㎝ （200㎖）  

有田のごはん屋 陶悦窯 （有田焼） 紙箱 ①  ▲（2101）

染小紋 （美濃焼） ① （1105）

照山窯照山窯

⑲T95187170-306187  コーヒーC/S 金彩十草 白  
⑳T95188170-306187  コーヒーC/S 金彩十草 黒
�T95189170-306187  コーヒーC/S 金彩十草 赤 
 各 1,870円（本体価格1,700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

�T95190125-306187  いつぷく椀 金彩十草 白  
�T95191125-306187  いつぷく椀 金彩十草 黒
�T95192125-306187  いつぷく椀 金彩十草 赤 
 各 1,375円（本体価格1,250円）
 　  （萬古焼）  径9×6.6㎝ （250㎖）   
 　  トムソン  （11×10.5×8.7㎝）  ① 梱50入  （3305） 土

�

� �
⑳

⑲

�

Voice!Voice! 一客箱入一客箱入 Voice!Voice! 一客箱入一客箱入

Voice!Voice! 一客箱入一客箱入

Voice!Voice! 一客箱入一客箱入

Voice!Voice!

一客箱入一客箱入

ばんこの里会館

萬古焼のご紹介
萬古急須の作り方

ばんこの里会館

萬古焼のご紹介
おいしいお茶の淹れ方

有田観光協会

有田焼のご紹介
製作工程



●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。

毎日のごはんは楽しみの一つ。和食文化がユネスコ無形文
化遺産へ登録され、一般社団法人和食文化国民会議（通称：
和食会議）が和食を次世代へ伝える活動をしています。「食
育」は大事なテーマです。和食文化は“食”だけが主役なの
ではなく、食器やその並べ方、作法や使い方、洗い方までが
和食文化です。
お子さまはその成長によって、大人のしていることに興味
を持ち、お手伝いをしたがります。その一つに食卓のお手
伝いはいかがでしょう。食事の準備の際に「お箸やお皿を
運ぶ」「できた料理を運ぶ」「ご飯や汁物を運ぶ」などなど。
ご飯や汁物は自分が食べられる量を自分で盛り付けするよ
うにすると、食べ残しがなどが減り、食べることに対して自
信を持てるようになります。「この料理はこんなふうに作
るんだよ」「こんないわれがあるんだよ」と伝えることも、
食への関心を高めます。お気に入りの食器で、嬉しい、楽し
い食卓を作りましょう。割れにくい漆器は小さなお子様か
ら大人までみんないっしょに使えます。坂本佳奈より｡

④

③

⑨
⑤ ⑩

② ⑦③ ⑧

① ⑥

MINO 小皿 MINO 豆皿

（3221）

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。

食育・お料理研究家
坂本 廣子さん

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。

食育・食文化 料理研究家
坂本 佳奈さん

⑪T95055030-3071159  筋入りスープボウル 330円（本体価格300円） 
⑫T95056050-3071159  スープボウル 550円（本体価格500円）
⑬T95057060-3071159  ラウンドボウル 660円（本体価格600円）
⑭T95058080-3071159  ラウンドプレート 880円（本体価格800円）
⑮T95059070-3071159  オーバルプレート 770円（本体価格700円）
⑯T95060110-3071159  CC スクエアプレートS 1,210円（本体価格1,100円）
⑰T95061200-3071159  CC スクエアプレートL 2,200円（本体価格2,000円）

Voice!Voice! Voice!Voice!

MINO 小皿
①T94154100-3071146  レモン  長径11.5×10.5㎝
②T94155100-3071146  リンゴ  長辺15.5×10㎝
③T94156100-3071146  クローバー  長辺15.5×9㎝
④T94157100-3071146  サクランボ  長径11.5×10.5㎝  
⑤T94158100-3071146  魚  長辺15.5×9㎝   
 各 1,100円（本体価格1,000円）
 　 （美濃焼（雅東窯））  ③ （0107） 土

MINO 豆皿
⑥T94159060-3071146  レモン  長径7.3×6.7㎝  
⑦T94160060-3071146  リンゴ  長辺8×6㎝
⑧T94161060-3071146  クローバー   長辺8.5×5㎝
⑨T94162060-3071146  サクランボ   長径7.3×6.7㎝
⑩T94163060-3071146  魚  長辺8.5×5㎝ 
 各 660円（本体価格600円）
 　 （美濃焼（雅東窯））  ⑤ （0107） 土

こちらの料理は「坂本廣子著「子ども
がつくるし旬の料理②（200308）」）
クレヨンハウス」からのご紹介です。

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。

ゴマペーストをつくる
ミキサーに水１カップ半とゴマを入れて、
とろとろするまでまわす。

本葛粉をゴマペーストに加え、塩と砂糖で
味をつけ中火にかけ、練り上げる。

❶

ペーストを練る❷

型に流し込む❸
たれをつくる❹
できあがり❺

⑬

⑮

⑭

⑫

⑰

⑯

⑪

【食育の推進】
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、食育の取組を推進しましょう。 食育ピクトグラム

坂本佳奈 漆器推奨

⑭

フライパンに野菜を入れ塩をふって炒める。しんなりとしたら
半量ずつに分け、ドーナツ状に整える。卵を１個ずつ器に割っ
て中心に落とし、水を加え、蓋をして1分ほど蒸し焼きにする

❷

キャベツ、にんじんはせん切りにする。
食パンはオーブントースターで焼く。

❶

野菜は時間のあるときに切っておくと便利！
ジッパー付き保存袋などに入れて、冷蔵庫で2日間保
存可能です。

Point

キッズスタジオ

坂本佳奈

T88944150-307183（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）  

（日本製）  ▲（8800）▼

たっぷり野菜の
巣ごもり卵
プレート

ゴマ豆腐

7

⑪〜⑮ 食洗機OK



気持ちに合わせた「木箱」が選べます。

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「木箱」に
先様の笑顔がこぼれますね。

⑭・⑮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。

焼酎カップ フリーカップ
火色ビードロ 紅緋（べにひ）

木
箱

（小）

ありがとう H16852300 ー
おめでとう H16858300 ー

ほんの気持ち H16864300 ー
木
箱

（大）

ありがとう ー H16870330
おめでとう ー H16882330

ほんの気持ち ー H16876330 一客箱入一客箱入Voice!Voice! 選べる木箱  （信楽焼） ① （◆3401）

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

選べる「木箱」

⑮三彩窯 紅緋（べにひ） フリーカップ
 3,630円（本体価格3,300円）  
 8.5×11.8㎝ （280㎖）   
 木箱（大） （15×10.3×10.5㎝）  梱24入

⑮

私たちは、「家族の日」「家族の週間」の
趣旨に賛同しています。

市松
（英中韓語）

●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）。

⑫T94684220-3081118  市松 面取飯碗（青） ● 
⑬T94685220-3081118  市松 面取飯碗（赤） ● 
 各 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

⑩T94686220-3081118  市松 面取湯呑（青） 
⑪T94687220-3081118  市松 面取湯呑（赤）  
 各 2,420円（本体価格2,200円）
 　 8.8×7.2㎝ （220㎖）  ダンボール  ③

市松 （有田焼） （2101）Voice!Voice!

⑭

市松
（皓洋窯）

モザイク ⑩

①

④

⑦

②

⑤

⑧

③

⑥

⑨

⑪

⑫
⑬

炎の色とされる「緋色」を
「スカーレット」という。

モザイク （美濃焼（雅東窯）） スリープ ① （0107）Voice!Voice! 一客箱入一客箱入

モザイク 片手スープ
⑦T94915160-308  （ブルー）
⑧T94916160-308  （オレンジ） 
⑨T94917160-308  （ブラウン）    
 各 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

T95011480-308  
モザイク スリー片手スープ   
5,280円（本体価格4,800円）

モザイク フリーカップ
④T94912160-308  （ブルー）  
⑤T94913160-308  （オレンジ）   
⑥T94914160-308  （ブラウン）    
 各 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  
モザイク スリーフリーカップ   
5,280円（本体価格4,800円）

モザイク マグ
①T94909150-308  （ブルー） ●
②T94910150-308  （オレンジ）   
③T94911150-308  （ブラウン） ● 
 各 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

T95009450-308  
モザイク スリーマグ   
4,950円（本体価格4,500円）

おひとつからでも
組でも

選んで贈れます。

お箱お箱

お箱お箱

お箱お箱

木箱（小） 
（13.7×11.2×11.5㎝）
木箱（大） 

（15×10.3×10.5㎝）

「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。

一箱一箱、心を込めて
丁寧に描いております。
個性豊かなユニークで
暖かみのある木箱です。

選べる「木箱」

あ
り
が
と
う

●手描きものですので、筆致や風合いに違いがでます。

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。

H16914160-3081118  
陶彩「白雲」はぎ マルチ碗（あずま袋小付き）   
1,760円（本体価格1,600円）

（美濃焼（雅東窯）） 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

Voice!Voice! H16915250-3081118  
陶彩「白雲」はぎ 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（雅東窯）） 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

Voice!Voice!

コストパフォーマンス賞
恵みセット

T94990060-308  あずま袋（小･紺）   
660円（本体価格600円）  

（中国製）  35×35㎝  PP袋  ①  （0107） 

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） 

http://www.tohsai.com/

「茶碗の日」
11月23日。勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに
感謝し合うとの趣旨で制定された祝日。茶碗（飯碗）
に、出回り始めた新米は、いかにも美味しそう。11月
23日を「茶碗の日」として、あらためて新米と茶碗を
愉しみにしたいと日本陶彩（株）は考えました。

11月23日

8
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本



志野野の花 〈秀峰窯〉

御深井藍染〈秀峰窯〉

鼠志野十草〈陶翠窯〉

●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）。

①
④

③

⑤

⑦

⑥

⑧

②

②S38362240-309857  マグカップ 
 2,640円（本体価格2,400円） 
③S38361180-309857  湯呑 
 1,980円（本体価格1,800円）
④S38360200-309857  飯碗 
 2,200円（本体価格2,000円）

①S38359200-309857  フリーカップ 
 2,200円（本体価格2,000円）

陶彩「ハンドメイド･テイスト」 鼠志野十草

渋い味わいの掻き落とし十草の鼠志野

シンプルでモダンでどこか懐かしくほっとする。
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。

Handmade Taste
TOHSAI High Quali ty

Voice!Voice!

陶翠窯 （瀬戸焼） ダンボール  ① （1112） 土

秀峰窯 志野野の花 （瀬戸焼）  ① （1112） 土

⑨ACT-02-3091152100 長谷園 かまどさん 一合炊き 11,000円（税込価格） （伊賀焼） ① （◆3502） 
⑩S38554230-309822 小春花 赤楽麦わら手 飯碗 2,530円（税込価格） （瀬戸焼） ① （1112） 
⑪T91248450-3091158 越前 13.0長角盆根来 4,950円（税込価格） （日本製（越前）） ① （3211）
⑫T94628800-309812 須原陶磁工房 須はら錦彩 福槌 8,800円（税込価格） （瀬戸焼） ① （◆1113） 

③

⑨

⑪
⑩

［重陽］９月９日は重陽の節日

⑫

さわやか網
約2杯

T94747300-3091127  
人水 丸碗黒千段 急須
3,300円（本体価格3,000円）  

（常滑焼） 360㎖  （さわやか）   
トムソン  ①  ●（3603） 土

Voice!Voice!

T90585280-3091102  
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）

Voice!Voice!

T90584260-3091102  
徳七窯 色十草 角鉢   
2,860円（本体価格2,600円）  

（有田焼） ① （2101）

Voice!Voice!

中島秀之

Hit!Hit!
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M55412300-309857  秀峰窯 志野野の花 組飯碗   
3,300円（本体価格3,000円）
大径11.2×5.5㎝ 小径12.0×6.0㎝  紙箱 （25.5×13×7.1㎝）  梱20入

 S38917150-309857  秀峰窯 志野野の花 飯碗（小）   
 1,650円（本体価格1,500円）
 径11.2×5.5㎝  ダンボール

 S38918150-309857  秀峰窯 志野野の花 飯碗（大）   
 1,650円（本体価格1,500円）
 径12.0×6.0㎝  ダンボール

T95425160-309  
漆黒 お茶漬け碗   
1,760円（本体価格1,600円）

（美濃焼（竜山窯））  径13.5×8㎝   
ダンボール  ①  （0107） 土

T95426130-309  
漆黒 飯茶碗   
1,430円（本体価格1,300円）

（美濃焼（竜山窯））  径12×6.3㎝   
ダンボール  ⑤  （0107） 土

T95390250-309  
辻周 赤絵 飯椀   
2,750円（本体価格2,500円）

（信楽焼）  径11.5×7.5㎝   
紙箱 （13.5×14.5×7㎝）  （◆3401） 

T95391220-309  
上野健二 緑釉 飯椀   
2,420円（本体価格2,200円）

（信楽焼）  径11.5×6.5㎝   
紙箱 （13.5×14.5×7㎝）  （◆3401） 

Voice!Voice! 秀峰窯 御深井藍染 （瀬戸焼）  ① （1112） 土

⑤M55413650-309857  平鉢揃   
 7,150円（本体価格6,500円）
 径13.9×5㎝  紙箱  （29.4×15.0×14.9㎝）  梱6入

　S38919130-309857  平鉢   
 1,430円（本体価格1,300円）
 径13.9×5㎝  ダンボール

⑥M55414600-309857  平皿揃   
 6,600円（本体価格6,000円）
 径16.7×2.2㎝  紙箱  （18.8×18.8×9.0㎝）  梱12入

　S38920120-309857  平皿   
 1,320円（本体価格1,200円）
 径16.7×2.2㎝  ダンボール

⑦M55415500-309857  長皿揃   
 5,500円（本体価格5,000円）
 径20.3×10.8×1.6㎝  紙箱  （21.6×12.0×7.5㎝）  梱12入

　S38921100-309857  長皿   
 1,100円（本体価格1,000円）
 径20.3×10.8×1.6㎝  ダンボール

⑧M55416500-309857  平小鉢揃   
 5,500円（本体価格5,000円）
 径13×13.3×3.8㎝  紙箱  （28.4×14.3×9.7㎝）  梱12入

　S38922100-309857  平小鉢   
 1,100円（本体価格1,000円）
 径13×13.3×3.8㎝  ダンボール

陶彩「ハンドメイド･テイスト」 
秀峰窯 御深井藍染

愛知県産業振興課
あいちの地場産業

赤津焼のご紹介

愛知県産業振興課
あいちの地場産業

瀬戸焼のご紹介

NihonTohsai

美濃焼
竜山窯 1

愛知県産業振興課
あいちの地場産業

常滑焼のご紹介

New!New!

Voice!Voice!New!New!

Voice!Voice!New!New!

Voice!Voice!New!New!

Voice!Voice!New!New! Voice!Voice!New!New!



�T95500140-310  銀塗 七宝菊型小皿 
 1,540円（税込価格）（有田焼）（2101） 

�H16678800-329185（V）
 陶彩「ナチュラルT」粋 ORIBE 十草 多用皿揃   
 8,800円（税込価格）（瀬戸焼）（1104） 

�T95501140-310  金塗 角型小皿 
 1,540円（税込価格）（有田焼）（2101） 

�T87647200-3291134 黒柿 徳利 
 2,200円（税込価格）（信楽焼）（3402） 土  

�T87648090-3291134 黒柿 ぐい呑 
 990円（税込価格）（信楽焼）（3402） 土  

�H16677500-329185（V）
 陶彩「ナチュラルT」粋 ORIBE 市松ぶどう 焼物皿揃  
 5,500円（税込価格）（瀬戸焼）（1104） 

●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）。

ひすい蒼雲
〈竜山窯〉

ひすい蒼雲
〈竜山窯〉

金塗・銀塗
〈陶悦窯〉

⑨ ⑩

⑪
⑬

⑫

⑭

⑥ ⑤ ⑧
⑦

陶彩「リファイン」ひすい・ひすい蒼雲 （美濃焼） ①  （0107） 土

⑦T92610150-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい 蒼マグ  ●
⑧T92611150-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい 雲マグ  
 各 1,650円（本体価格1,500円）
 一客箱入一客箱入

⑩H16701300-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 ペアマグ（⑦＋⑧）   
 3,300円（本体価格3,000円） お箱お箱

⑨H16699250-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 ペアフリーカップ（⑤＋⑥）   
 2,750円（本体価格2,500円） お箱お箱

⑤T92606125-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい 蒼フリーカップ  
⑥T92607125-310184
 陶彩「リファイン」ひすい 雲フリーカップ  
 各 1,375円（本体価格1,250円）

Voice!Voice!

Voice!Voice!

Voice!Voice!

ひすい蒼雲
〈竜山窯〉

おひとつからでも
組でも

選んで贈れます。

⑪T94632150-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼 片手スープ  
⑫T94633150-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい雲 片手スープ 
 各 1,650円（本体価格1,500円） 一客箱入一客箱入
 　  径11×7㎝ （330㎖）  ダンボール  

⑬H16889280-310184  
 陶彩「リファイン」ひすい蒼 冷酒セット
⑭H16890280-310184  
 彩陶「リファイン」ひすい雲 冷酒セット     
 各 3,080円（本体価格2,800円） お箱お箱
 　 冷酒器径10×9㎝ （220㎖）  
 　 ぐい呑み径7.5×6㎝ （120㎖）  ダンボール

⑮
⑰

⑲

⑯
⑱⑳

⑨ACT-02-3091152100 長谷園 かまどさん 一合炊き 11,000円（税込価格） （伊賀焼） ① （◆3502） 
⑩S38554230-309822 小春花 赤楽麦わら手 飯碗 2,530円（税込価格） （瀬戸焼） ① （1112） 
⑪T91248450-3091158 越前 13.0長角盆根来 4,950円（税込価格） （日本製（越前）） ① （3211）
⑫T94628800-309812 須原陶磁工房 須はら錦彩 福槌 8,800円（税込価格） （瀬戸焼） ① （◆1113） 

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。

新鮮さをもった器で生活を愉しむ。

一客箱入一客箱入

�さんま柚香焼き　
�きのこだし巻き　
�いかわた和え　
�さば押し寿司　
�日本酒（ぐい呑）　
�日本酒（徳利）

�

�

�

�

�

�

秋の夜長を楽しむお酒と
肴のマリアージュが
心の栄養になります。

10
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

「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。

食を愉しみ、器を愛でる

漆器のしおり

（英中韓語）

陶悦窯 金塗・銀塗  （有田焼） ⑤ （2101）

⑮T95499140-310  金塗 七宝菊型小皿   
⑯T95500140-310  銀塗 七宝菊型小皿   
 各 1,540円（本体価格1,400円）
 　 径9.6×1.8㎝  ダンボール

⑰T95501140-310  金塗 角型小皿   
⑱T95502140-310  銀塗 角型小皿   
 各 1,540円（本体価格1,400円）
 　 9.3×7.4×1.8㎝  ダンボール

⑲T95503140-310  金塗 木瓜型小皿   
⑳T95504140-310  銀塗 木瓜型小皿   
 各 1,540円（本体価格1,400円）
 　 9×7×2㎝  ダンボール

①T95421230-310  陶彩「リファイン」ひすい蒼 20.5㎝皿   
 2,530円（本体価格2,300円）
 径22.5×2㎝  ダンボール  （21.5×21.5×3㎝）

②T95422150-310  陶彩「リファイン」ひすい蒼 15㎝皿   
 1,650円（本体価格1,500円）
 径15.3×2㎝  ダンボール  （16×15×2㎝）

③T95423230-310  陶彩「リファイン」ひすい雲 20.5㎝皿   
 2,530円（本体価格2,300円）
 径22.5×2㎝  ダンボール  （21.5×21.5×3㎝）

④T95424150-310  陶彩「リファイン」ひすい雲 15㎝皿   
 1,650円（本体価格1,500円）
 径15.3×2㎝  ダンボール  （16×15×2㎝）

土岐市美濃焼PR委員会

美濃焼のご紹介
生地作り

土岐市美濃焼PR委員会

美濃焼のご紹介
素焼き・加飾

NihonTohsai

美濃焼
竜山窯 2

有田観光協会

有田焼のご紹介
技法

有田観光協会

有田焼のご紹介
製作工程

New!New!

①

②

③

④



①

②

③

⑧

⑥ ⑦

⑨

⑩T93855300-3111129（V）  色絵花彩 マグカップ  
⑪T93856300-3111129（V）  一珍花間取 マグカップ  ●
⑫T93857300-3111129（V）  彩花化粧 マグカップ  ●
⑬T93858300-3111129（V）  釉彩色絵花 マグカップ  ●
⑭T93859300-3111129（V）  彩ばら景色 マグカップ 

各 3,300円（本体価格3,000円） （瀬戸焼） ① （1105） 土

⑪
⑮

⑭ ⑯ ⑱

⑰⑬

⑩ ⑫ ⑭

工房「風花」

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。

一客箱入一客箱入

⑭T93860260-3111107（V）  色絵花彩 飯碗  
⑮T93861260-3111107（V）  一珍花間取 飯碗  ●
⑯T93862260-3111107（V）  彩花化粧 飯碗  
⑰T93863260-3111107（V）  釉彩色絵花 飯碗  
⑱T93864260-3111107（V）  彩ばら景色 飯碗    
 各 2,860円（本体価格2,600円） （瀬戸焼） ① （1105） 土

器処カタログP107
をご参照ください。

器処カタログP129
をご参照ください。

一客箱入一客箱入

⑥T92571150-311156（V）  色彩一珍花 マグ（青）  
⑦T92572150-311156（V）  色彩一珍花 マグ（赤）   
 各 1,650円（本体価格1,500円） 

⑧T92573250-311156（V）  色彩一珍花 碗皿（青）  
⑨T92574250-311156（V）  色彩一珍花 碗皿（赤）   
 各 2,750円（本体価格2,500円） 

一客箱入一客箱入色彩一珍花 （美濃焼） ① （0107）

T92568250-311184（V）  
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

一客箱入一客箱入

T92567200-311184（V）  
陶彩「リファイン」藍の花 マグ   
2,200円（本体価格2,000円）  

（瀬戸焼） ①  （0107） 土

一客箱入一客箱入

④

⑤

④H16766270-311（V）  花ちらし 恵みセット（青）
⑤H16709270-311（V）  花ちらし 恵みセット（赤）  
 各 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 （0107） 土  一客箱入一客箱入

※敷き色紙はご用意できます。

①T92575150-311185（V）  赤吹き 飯碗  
②T93981150-311190（V）  赤吹き コップ 
 各 1,650円（本体価格1,500円）  
 　 （美濃焼） ①  （0107） 土

一客箱入一客箱入

③T92577200-311185（V）  赤吹き マグ   
 2,200円（本体価格2,000円）  
　 （美濃焼） ①  ●（0107） 土

一客箱入一客箱入

●和菓子等は撮影用備品です。

H16289420-311183（V）  
陶彩「純」 小紋ラナー（大） 縞
4,620円（税込価格） （日本製） ▲（8800）▼

H16917250-311184（V）
陶彩「リファイン」 花千筋 トリオ取皿揃
2,750円（税込価格） （波佐見焼） （2203）

Thanks ★

ありがとう

数え60歳：還暦（かんれき）
数え70歳：古希（こき）
数え77歳：喜寿（きじゅ）
数え88歳：米寿（べいじゅ）
数え90歳：卆寿（そつじゅ）
数え99歳：白寿（はくじゅ）
数え100歳：百寿（ひゃくじゅ）
などがあります。

敬老のお祝い

人生を素敵に生きた気丈なおばあちゃんはいつも優しく、
見守ってくれる。だからいつまでも元気でいてね。
美味しいものを食べる時のはにかんだ笑顔が大好き。
ちょっとおちゃめで映画も大好きなおばあちゃん。

幸せな長生きが続きますように。

健康で長生き

Present
09月第三月曜日は敬老の日
器処P177-D147参照

古稀とは唐代の詩人杜甫の漢詩｢曲江｣の一説､< 人
生七十古稀也> から。七十七歳を祝う喜寿は｢喜｣を
草書で書くと ｢七｣が重なるのでこの名がある。傘寿
は｢傘｣の字を略すと｢八十｣に見えることから｡米寿
は｢米｣の字を分解すると｢八十八｣になるため｡卒寿
は｢卒｣の字の略字が ｢九十｣｡っして白寿は｢百｣の字
から｢一｣を取ると｢白」になることから「100マイナス1」
で９９歳を祝った。昨今は100 歳を超えてなを矍鑠とい
う高齢者も多い。100歳以上の賀寿の祝いでは108歳
「茶寿（茶の字を分解すると十が二つと八十八になる
から）」、111 歳の｢皇寿（皇の字を分解して合計すると
111 になることから）」などもあります（新谷尚紀著｢日
本の行事と食のしきたり」青春出版社（20041115））。
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⑤
⑦

⑥ ⑧

⑤T89592120-312185（V）  マグ （B）
 1,320円（本体価格1,200円）  

⑥T89596160-312185（V）  碗皿 （B）
 1,760円（本体価格1,600円）

陶彩「ナチュラルテイスト」 雅-SHINO
⑦T89593120-312185（V）  マグ （P）
 1,320円（本体価格1,200円）  

⑧T89597160-312185（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

一客箱入一客箱入一客箱入一客箱入

陶彩「ナチュラルテイスト」 雅-SHINO （美濃焼） ① （0107）

H16701300-312184（V）  
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  お箱お箱

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。

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）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。

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

⑬ ⑭
〈Design Gift グラデーション〉

同色系の 5 個セットです。

⑫⑪

⑮H15844300-3121101  フリーカップセット（BL）  
⑯H15845300-3121101  フリーカップセット（PI）  
⑰H15843300-3121101  フリーカップセット（BR）  
⑱H15842300-3121101  フリーカップセット（GR） 

⑰ ⑱

各 3,300円（本体価格3,000円）  
　 （日本製） カップ径7.5×7㎝ （200㎖）  
 日本赤十字社紹介「しおり」付き   
 ① 梱16入  （0107）  

フリーカップ

⑯

⑮

⑪H15839300-3121101  ペアカップ&ソーサー（BR）  
⑫H15838300-3121101  ペアカップ&ソーサー（GR）  
⑬H15841300-3121101  ペアカップ&ソーサー（PI）  
⑭H15840300-3121101  ペアカップ&ソーサー（BL）  

〈Design Gift グラデーション〉
同色系のペアセットです。

各 3,300円（本体価格3,000円）  
 （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）  

お箱お箱Voice!Voice!

お箱お箱Voice!Voice!

同色化粧箱 （17×22.5×12.5㎝）

同色化粧箱 （16.5×22×7.5㎝）

④③

③T92046150-3121110（V）  マグ（赤）  
④T92047150-3121110（V）  マグ（青） 
 各 1,650円（本体価格1,500円）  
 　 （瀬戸焼） ① （0107） 土

陶彩「リファイン」 薄墨花 

一客箱入一客箱入

①

①H16708250-312184（V）  恵みセット（赤）   
②H16767250-312184（V）  恵みセット（青） 
 各 2,750円（本体価格2,500円）  
 　 （瀬戸焼） ① （0107） 土

陶彩「リファイン」 薄墨花 

一客箱入一客箱入②

※敷き色紙はご用意できます。

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。

●和菓子等は撮影用備品です。

Thanks ★

ありがとう

＜暮らしの品々＞
家族があったかい食卓がいい

日常の美

人生の収穫期に入った世代のお父さん
おじいちゃんは、人生の過ごし方に深みが増す時期。
働くことや実りある第二の人生へ踏み出すことを
視野にいれ活き活きといきたいものです。

エールと尊敬の気持ちをこめたお祝いの品を。

健康で長生き

T88942150-312183（V）  
陶彩「純」 豆絞り ランチョンマット 赤
1,650円（税込価格） （日本製） ▲（8800）▼

H16917250-312184（V）  
陶彩「リファイン」 花千筋 トリオ取皿揃
2,750円（税込価格） （波佐見焼） （2203）

12
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本



T94659140-3131145  
武山窯 和み皿   
1,540円（本体価格1,400円）
径10.5×1.5㎝ 
化粧箱 （12×13×3㎝） 

T94663130-3131145  
丹山窯 和み皿   
1,430円（本体価格1,300円）
辺11×1㎝ 
化粧箱 （12×13×3㎝） 

T94660160-3131145  
兵山窯 和み皿   
1,760円（本体価格1,600円）
径10×2.5㎝ 
化粧箱 （12×13×3㎝） 

T94661165-3131145  
蘇山窯 和み皿   
1,815円（本体価格1,650円）
10.5×8×1.5㎝ 
化粧箱 （12×13×3㎝） 

T94662120-3131145  
圭山窯 和み皿   
1,320円（本体価格1,200円）

（美濃焼）  辺9×3㎝ 
化粧箱  （10.5×9.5×3㎝）  

Voice!Voice! 和み皿 （美濃焼） ① （0230） 一客箱入一客箱入

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
生かされている、急がされもしない、“生き”ている“とき”
食事、食卓、そして食器は優しくありたい
ひとつ。

器は食を盛る、食は器に盛られる

優しいくらし

Art de Vivre

天
ぷ
ら

平
茸

ヒ
ラ
タ
ケ

煮
び
た
し

炒
め
物

マ
リ
ネき

ん
ぴ
ら

Maff

【日本の食文化の継承】　 食育ピクトグラム
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しょう。

［平茸］ 味にも香りにも癖がなく､汁 物､鍋 物､炊き込みご飯､天ぷら､うどんなどさまざまな料理に利用でき､また
加 工食品にも用いられる｡栽 培 品は全国的に流 通しており､長 野県産は ｢信州しめじ｣の名前でも流 通しています

●料理等は撮影用備品です。

平家物語の猫間中納言｣の項で木曽義仲は､何もあたらしき物を無塩と言ふと心えて､｢ここにぶ
えんのひらたけあり。とうとう｣と急がす。根井小野太陪膳す。田舎合子のきはめて大にくぼかりけ
るに､飯うづたかくよそひ､御菜三種して､ひらたけのしるでまゐらせたり。木曽がまへにもおなじ体
にてすゑたりけり。木曽箸とッて食す。猫間殿は､合子のいぶせさに召さざりければ､｢それは義仲
が精進合子ぞ｣。中納言召さでもさすがあしかるべければ､箸とッて召すよししけり。木曽是を見て､
｢猫殿は小食におはしけるや。きこゆる猫おろしし給ひたり。かい給へ｣とぞせめたりけると記す｡

11月1日は「古典の日」
『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。

古典の日

日本遺産「木曽路はすべて山の中に」

何もあたらしき物を無塩と言ふと心えて、「ここにぶえんのひらたけあり。とうとう」と急がす。

日本陶彩は WashokuJapan メンバーです。

木曽 徳音寺（pixta）
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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。

CC ナチュラル （日本製（山中）） ⑤ （◆3209）

PARIS （日本製（山中）） OPP袋入  ① （◆3209）

ZAPP （日本製（山中）） OPP袋入  ① （◆3209）

matratt

PARIS

CCナチュラル

ZAPP

やさしい彩

Earth color

①

③

⑦

②

④

⑧

⑤ ⑥

⑱

⑯

⑭

⑲

� �

� � �

� � �

�

�

�

�
�

�

�
�

� � �

�

�

��

⑳

⑰

⑮

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

電子レンジ 食洗機OK

matratt （日本製（山中）） OPP袋入  ① （◆3209） 電子レンジ 食洗機OK

14
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

「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。

食を愉しみ、器を愛でるNihonTohsai.com

�T95260100-314  抗菌オーバルプレート（IV）   
�T95261100-314  抗菌オーバルプレート（GY）   
�T95262100-314  抗菌オーバルプレート（DB）   
 各 1,100円（本体価格1,000円）
 　 24.5×17.5×4㎝  OP袋入  ③

PARIS スリムランチ 
�4879249-314200  Café de Paris ネイビー   
�4879250-314200  Café de Paris アイボリー   
�4879248-314200  Café de Paris レッド   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 6.8×17.8×9.5㎝ （下段200㎖ 上段350㎖）  

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   
 各 2,090円（本体価格1,900円）
 　 10.8×20×5.8㎝ （550㎖）

ZAPP 
⑭4327115-314190  スクエアネストランチ はかり   
⑮4327118-314190  スクエアネストランチ パンダ   
 各 2,090円（本体価格1,900円）
 　 10×10×11㎝ （下段240㎖上段360㎖）

⑯4327116-314200  長角ネストランチ はかり   
⑰4327092-314200  長角ネストランチ パンダ   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 7.7×16.5×9.5㎝ （下段280㎖ 上段450㎖）  

⑱4327095-314190  小判コンパクトランチ はかり   
⑲4327097-314190  小判コンパクトランチ パンダ   
 各 2,090円（本体価格1,900円）
 　 9.4×13.5×6.5㎝ （下段250㎖ 上段200㎖）  

�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    
 880円（本体価格800円）
 16.5×16.5×7.5㎝  紙箱

�4979456-314050  木目ボウル S    
 550円（本体価格500円）
 11.3×11.3×7㎝  紙箱

�4979457-314060  木目ボウル M    
 660円（本体価格600円）
 12.5×12.5×7.5㎝  紙箱

�4979455-314070  木目カップ    
 770円（本体価格700円）
 10.8×13.5×7.2㎝  紙箱

�4979568-314070  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

�4979466-314110  木目ワンプレート    
 1,210円（本体価格1,100円）
 24×24×3㎝  紙箱

�4979465-314110  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

�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

Earth color
�T95254110-314  抗菌ランチプレート（IV）   
�T95255110-314  抗菌ランチプレート（GY）   
�T95256110-314  抗菌ランチプレート（DB）   
 各 1,210円（本体価格1,100円）
 　 径25×2.4㎝  OP袋入  ③

�T95257090-314  抗菌カップ（IV）   
�T95258090-314  抗菌カップ（GY）   
�T95259090-314  抗菌カップ（DB）   
 各 990円（本体価格900円）
 　 14.5×12×6.5㎝  OP袋入  ③

matratt 
①4879198-314200  長角ディッシュランチ レッド   
②4879200-314200  長角ディッシュランチ イエロー   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 12.6×21×5.8㎝ （550㎖）  

③4879194-314200  オーバルディッシュランチ ブルー   
④4879196-314200  オーバルディッシュランチ ホワイト   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 10.8×20×5.8㎝ （550㎖）  

⑤4879207-314200  スクエアネストランチ チャコール   
⑥4879203-314200  スクエアネストランチ レッド   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　10×10×11㎝ （下段240 上段360㎖）

⑦4879220-314200  長角一段ランチ イエロー   
⑧4879221-314200  長角一段ランチ ホワイト   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 10.8×16.6×5.8㎝ （600㎖） 

⑨4879271-314120  箸箱セット レッド   
⑩4879272-314120  箸箱セット イエロー   
⑪4879283-314120  箸箱セット ブルー   
⑫4879273-314120  箸箱セット ホワイト   
⑬4879274-314120  箸箱セット チャコール   
 各 1,320円（本体価格1,200円）
 　 （ケース 日本製 箸 中国製）  2.3×19.5×1.3㎝  

CC ナチュラル

電子レンジ 食洗機OK

電子レンジ 食洗機OK

�

�

〈きなり色〉〈あま色〉〈くるみ色〉

�

�

�

�

�T95263080-314  やさしい彩 抗菌汁椀（くるみ色）   
�T95264080-314  やさしい彩 抗菌汁椀（あま色）   
�T95265080-314  やさしい彩 抗菌汁椀（きなり色）   
 各 880円（本体価格800円）
 　 径10.8×7㎝  OP袋入  ⑤

�T95266110-314  やさしい彩 抗菌丼（くるみ色）   
�T95267110-314  やさしい彩 抗菌丼（あま色）   
�T95268110-314  やさしい彩 抗菌丼（きなり色）   
 各 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

EarthColor （日本製（山中）） （3213） 電子レンジ 食洗機OK



皆で愉しむ「なべ」となりました。 日本陶彩株式会社は
Fun to Share
キャンペーンに
参加しています。

おもてなし おもいやりと

●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（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）。

⑨

⑪
⑩

⑬
⑫

⑦T93493065-3151151  
 塗りお玉黒（小）  
 715円（本体価格650円） 
 （中国製） ⑤ （3303） 

⑧T93494080-3151151  
 塗りお玉黒（中）  
 880円（本体価格800円） 
 （中国製） ⑤ （3303） 

⑨T89378070-3151151  イ草鍋敷（小）   
 770円（本体価格700円） （中国製） ⑤  （3303） 

⑫T89423110-3151151  鍋敷 くま 
⑬T89424110-3151151  鍋敷 ふくろう  
 各 1,210円（本体価格1,100円） 
 　   （日本製） ⑤ （3303）

⑩T89380080-3151151  イ草鍋敷（中）    
 880円（本体価格800円） （中国製） ⑤  （3303） 

⑪T89379090-3151151  イ草鍋敷（大）   
 990円（本体価格900円） （中国製） ⑤ （3303）

⑦

⑧

直火 オーブン IH 軽量直火 オーブン 電子レンジ

T91752300-315145  銀峯花三島 6号深鍋   
3,300円（本体価格3,000円）

（萬古焼（銀峯窯）） 19㎝ （900㎖）  ダンボール  ①  
（3303） 土

①T91753780-315145  銀峯花三島 7号IH鍋   
 8,580円（本体価格7,800円）
　 （萬古焼（銀峯窯））  21.5㎝（1300㎖）   
 ダンボール  ① （3303） 土  

耐熱陶器のしおり
（英中韓語）

②

③

① 鮭のつみれと根菜の白だし鍋

②T95054250-3151159  雑煮椀 光輝 黒内朱  
 2,750円（本体価格2,500円） （日本製（山中）） （3214）

③T92278250-3151159  4.5雑煮椀 結び 総洗朱  
 2,750円（本体価格2,500円） （日本製（山中）） （3214）

お鍋を囲む

CLEA土鍋 （萬古焼（銀峯窯）） トムソン ① （3303） 土  

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

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

豚とかぼちゃのあったか鍋 カロリー  608Kcal／１人分調理時間  30分

１． 豚肉はひと口大に切る。かぼちゃ、玉ねぎは1.5㎝
幅のくし形切りにする。ほうれん草、白菜は5㎝幅
のザク切りにする。油揚げはフライパンで素焼き
にし、焼き色がついたら、1.5㎝幅に切る。

2． 鍋にAを入れ、煮立たせる。1の具材を加え、火が
通るまで煮る。仕上げにかつお節をのせていた
だく。

3． 具を食べ終えたら、うどんを加えて煮込み、ほう
とう風うどんにしていただく。

■ 作り方■ 材料（4人分）

豚バラ薄切り肉…300ｇ
かぼちゃ…1/4個
玉ねぎ…1個
ほうれん草…1束
白菜…1/8株
油揚げ…2枚
A 水…カップ6
A ヤマキめんつゆ…カップ1
かつお節…適量
ゆでうどん…2玉

ヤマキめんつゆ

※このレシピは、この商品を
　使用しています。

⑤

④T88298120-3151140  
 こより 盛鉢中（白）   
 1,320円（税込価格） （1106）

新ＣＩマークプロテクトエリアＬ.ai

新社名ロゴタイプ横Ｌ.ai

④ さんまのかつお
梅肉ロール

⑥

熱回りや対流が良い丸みを帯びた形状は
炊飯にも向いており、年中活躍してくれます。

ミトンをしたままでも
つかみやすい
蓋のつまみ & 胴体の取手

丸みを帯びた胴体

ニオイ・汚れの
つきにくい原料

毎日の料理にも使いやすい
CLEA土鍋の特徴

15

⑤T95387250-315  CLEA土鍋 S オリーブ   
 2,750円（本体価格2,500円）
 19×21.5×9㎝ （700㎖）  梱16入

⑥T95388500-315  CLEA土鍋 M オリーブ   
 5,500円（本体価格5,000円）
 25.5×28.5×15㎝ （1500㎖）  梱8入

　T95389650-315  CLEA土鍋 L オリーブ   
 7,150円（本体価格6,500円）
 28.5×32×17㎝ （2400㎖）  梱6入

直火 オーブン 電子レンジ 食洗機OK

Santo 

萬古焼 
土鍋 CLEA



土  陶器製（土もの）の食器です。

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「おうちレシピ」 

出典：ミツカンホームページ「おうちレシピ」 
https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe

ハリハリごま豆乳鍋

１． 水菜は３〜４ｃｍ幅、長ねぎは斜め薄切り、油揚げは細切
りにする。その他の具材は食べやすい大きさに切る。

2． 鍋に「ごま豆乳鍋つゆストレート」を沸かし、水菜以
外の火の通りにくい素材から入れる。仕上げに水菜
を加え、食感を楽しみながら頂く。

■ 作り方

■ 材料（4人分）

豚バラ肉 薄切り… 250g
水菜…1袋
長ねぎ…1本
白菜…2枚
にんじん…1/4本
しめじ…1パック
絹ごし豆腐…1丁
油揚げ…1枚
〆まで美味しい豆乳鍋つゆ
ストレート…1袋

〆まで美味しい
ごま豆乳鍋つゆ
ストレート

※このレシピは、
　この商品を
　使用しています。

カロリー  441Kcal／１人分

調理時間  20分①

②

皆で愉しむ「なべ」となりました。 おもてなし おもいやりと

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「おうちレシピ」 

出典：ミツカンホームページ「おうちレシピ」 
https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe

濃厚鶏白湯鍋

１． 具材は食べやすい大きさに切る。
2． 鍋に「濃厚鶏白湯鍋つゆストレート」をよくふってから入

れ、沸騰したら、火が通りにくい具材から入れて火を通す。
〈オススメの〆〉　残ったスープに湯がいた中華麺を
入れ、鶏白湯ラーメンでいただく。

■ 作り方

■ 材料（4人分）

鶏もも肉…1枚
鶏だんご…10個
キャベツ…1玉（1kg）
長ねぎ…2本（300g）
水菜…1袋（200g）
にんじん…1本（200g）
しめじ…1パック
絹ごし豆腐…1/２丁
〆まで美味しい濃厚鶏白湯鍋
つゆストレート…1袋
＜オススメ〆＞
　中華めん（生）…1玉

〆まで美味しい
濃厚鶏白湯
鍋つゆストレート

※このレシピは、
　この商品を
　使用しています。

カロリー  451Kcal／１人分

調理時間  20分①

吹きこぼれにくいからあ・ん・し・ん
 T94667450-316  黒釉 6.5号炊きじょうず土鍋   
 4,950円（本体価格4,500円）  24.5×19.5×14.5㎝ （1000㎖）  梱12入

①T94668650-316  黒釉 8号炊きじょうず土鍋   
 7,150円（本体価格6,500円）  29×25×14㎝ （1900㎖）  梱8入

 T94669750-316  黒釉 9号炊きじょうず土鍋   
 8,250円（本体価格7,500円）  32×27.5×16㎝ （2400㎖）  梱6入

直火 オーブン 電子レンジ Voice!Voice!

黒釉 （萬古焼） トムソン ①  ●（3303） 土  

 T94670450-316  白釉 6.5号炊きじょうず土鍋   
 4,950円（本体価格4,500円）   
 24.5×19.5×14.5㎝ （1000㎖）  梱12入

②T94671650-316  白釉 8号炊きじょうず土鍋   
 7,150円（本体価格6,500円）  
 29×25×14㎝ （1900㎖）  梱8入

 T94672750-316  白釉 9号炊きじょうず土鍋   
 8,250円（本体価格7,500円）   
 32×27.5×16㎝ （2400㎖）  梱6入

直火 オーブン 電子レンジ Voice!Voice!

白釉 （萬古焼（大野窯）） トムソン ①  ●（3303） 土  

深い立ち上がり

炊きじょうず
鍋の胴の形状をひと工夫。蓋が
かかる部分より上部の立ち上が
りを深くすることで、吹きこぼれ
にくい形状を実現しました。
うどんやそばなどでんぷん質の
食材は、でんぷん質がお湯に溶
け出すことで、とろみが付くこと
により吹きこぼれやすい状態に
なりがちですがこの鍋なら安心
です。

③ ④

③T95120075-3161153  
 菊花（粉引） 小鉢  
④T95122075-3161153  
 菊花（瑠璃釉） 小鉢 
 各 825円（本体価格750円）
 　 （萬古焼）  径13×5㎝  ボール箱
 　 ⑤ 梱16入  （3303）

⑤T95121050-3161153  
 菊花（粉引） 小レンゲ  
⑥T95123050-3161153  
 菊花（瑠璃釉） 小レンゲ 
 各 550円（本体価格500円）
 　 （萬古焼）  15×5×2.5㎝  ボール箱   
 　 ⑩ 梱36入  （3303）

⑤ ⑥

●オーブンや電子レンジの使用時は、取扱説明書にご注意ください。　●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（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）。

楽しい美味しい鍋料理
おおぜいでかこむ「鍋」は楽しく美味しいけれど、ひとりひっそりする「鍋」
もまた格別。好き勝手に意外な食材を心置きなく鍋に入れられるし、オリ
ジナルのたれも試せる。大成功のあかつきにはみんなにお披露目、の楽
しみもできる。いつのまにかおなかがいっぱいになって、最後のおじやや
うどん、ときに中華めんにいきつくのはなかなかむつかしいけど、もしか
してそれがいちばんの楽しみだったりする。えました。ぜひご賞味あれ。

【みずなと油揚げの鍋】 【魚のつみれと根菜の鍋】
■材料（2人分）
・みずな…１束もしくはそれ
  以上でも （5〜6ｃｍに切る）
・油揚げ…2〜3枚
 （１ｃｍの幅に切る）
・うどんまたはお餅、もしくは両方
だし
・昆布…10ｃｍ
・かつお節…30ｇ
・みりん…1カップ
・しょう油…1カップ

■作り方
１　だしに水をたしておこのみの濃さにする。（急いでい

るときは、めんつゆをうすめて使うと便利。かけうど
んの味よりは薄めがおすすめです）

２　鍋にだし汁を煮立て味をととのえたら油抜きした油
揚げを入れ、再び煮立ったら食べる分量のみずなを
その都度入れていただく。しめくくりはうどんでもお
餅でもその両方でも。

鍋① 鍋②

MOMOcaféホームページ★
http://www.momocafé-tokyo.com

２００１年に出版された『ＭＯＭＯｃａｆé  ｒｅｃ
ｉｐｅ  ｂｏｏｋ』のなかで架空のカフェ「ＭＯ
ＭＯｃａｆé」を立ち上げたのをきっかけに、
モモカフェ活動を展開。ＭＯＭＯｃａｆéお
料理ｂｏｏｋ』（マーブルトロン）も販売中

金子純子  ＭＯＭＯｃａｆé主宰

日本陶彩 鍋物
（英中韓語）

■材料（2人分）
・おこのみの根菜（さといも、ごぼう、にんじん、大根など）
・長ネギ…1本　・白菜…1/4〜1/6　・とうふ…1丁
・味噌…大さじ2〜3　・日本酒…1/2カップ
つみれ
・鰯…4〜5尾（なければさんま2尾）
・すりおろしたしょうが…大さじ1
・みじん切りの万能ネギ…1/3カップ　
・しょう油…大さじ1　・日本酒…大さじ1　
・片栗粉…大さじ1
だし
・昆布…10ｃｍ　   ・かつお節…30ｇ
・みりん…1カップ　・しょう油…1カップ

■作り方
１　魚は3枚におろしてみじんにたたき、そのほかの材料と混ぜあわせてつみれをつくる。
２　水をたしておこのみの濃さにしただしに、味噌、日本酒を加え、おこのみの味

のスープをつくる。
４　土鍋に根菜とスープを入れて煮立て、煮えてきたらつみれを一口大にして鍋におと

し、とうふも入れて煮えたらいただく。しめくくりにお餅を入れても美味しいです。

T90984400-3161153  3合炊き
4,400円（本体価格4,000円） 1700㎖

T90985550-3161153  5合炊き  
6,050円（本体価格5,500円） 2400㎖

T90986750-3161153  7合炊き  
8,250円（本体価格7,500円） 4000㎖

T90983300-3161153  １合炊き  
3,300円（本体価格3,000円） 800㎖

みすず ご飯釜（ダルマ型）

（萬古焼（三鈴窯）） ① （3303） 土

直火

Hit!Hit!

16
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

ばんこの里会館

萬古焼のご紹介
萬古土鍋の作り方



野 菜 鍋

皆の健康
野菜いっぱいの
お鍋が食卓を
あたたかくします

皆で愉しむ「なべ」となりました。 おもてなし おもいやりと

①T90765110-3171154  お魚 タイ 手付小鉢
②T90766110-3171154  お魚 カニ 手付小鉢 
③T90767110-3171154  お魚 フグ 手付小鉢 
④T90768110-3171154  お魚 エビ 手付小鉢 

 各 1,210円（本体価格1,100円）   
 　 （美濃焼） 15×12.5×5㎝  ボール箱  ③   
 　 （3301） 土

⑤T90769110-3171154  お魚 アユ 手付小鉢

①

④

⑤

暖房時の室温を20℃で快適に過ごすライフスタイル「ウォームビズ」を推進します。
おいしい鍋を食べて、みんなで楽しみながら、あたたまりましょう！

暖房時の室温を20℃で快適に過ごすライフスタイル
「ウォームビズ」を推進します。おいしい鍋を食べて、

みんなで楽しみながら、あたたまりましょう！

　　　　くえは高タンパクで低脂肪の魚。私たちが食事からと
ることのでない、代謝に不可欠な必須アミノ酸がバランス良く
含まれています。野菜やきのこ類とともにあつあつのくえ鍋を
食べることで、体の内側から温まることができます。

⑩

　　　　大根や、にんじん、
里芋、れんこんなど根菜類が
たっぷり！そのため、腸内環境
を整える食物繊維も豊富で
す。また、青ねぎの硫化アリ
ルが、血流を促進し体の末端
からポカポカと温まります。

WarmBiz

③

②

� �

サーマテックIH土鍋は安心・安全・高品質。
時代に沿った機能も備えています。

「Siセンサーガスコンロ使用OK」
200Vでお使いの際は中火以下で
ご使用ください。

Siセンサー
ガスコンロ
使用OK

安心・安全
多層構造

吸水率
0.5%以下

使いはじめ
目止め不要

ガラス質によって守られている
多層構造の発熱体が土鍋本体
に直接焼き付けられるので、土
鍋に熱が伝わり、中の食材を芯
から温めふっくら仕上げる土鍋
本来の味わいを引き出します。

Hybrid!Hybrid!

⑭〜� サーマテックIH土鍋 （マレーシア製） 化粧箱  ① （3301） 土

⑥〜⑬ スタイル （萬古焼（三鈴窯）） （3305）

⑭⑰⑳
モダンリーフ

��
アネモーナ

⑮⑱�
グレーヌ･ミニョン

��ハーモニー ⑯⑲�
クリッサンスマム

鍋物
（英中韓語）

�T92520075-3171154  スノーホワイト 呑水   
 825円（本体価格750円）  
 （美濃焼）  16×11×4.5㎝  ボール箱  ⑤  （3301）

�T92521040-3171154  スノーホワイト レンゲ   
 440円（本体価格400円）  
 （美濃焼）  14.5×4㎝  ボール箱  ⑤  （3301）

直火 オーブン 電子レンジ IHサーマテックIH土鍋
⑭T91129500-317  モダンリーフ 6.5号  ●
⑮T91127500-3171154  グレーヌ･ミニョン 6.5号  ●
⑯T92408500-317  クリッサンスマム 6.5号 ▼
 各 5,500円（税込価格） 径20.5㎝ （1600㎖） 

⑰T91153800-317  モダンリーフ 7.5号  ● 
⑱T91152800-3171154  グレーヌ･ミニョン 7.5号  ●
⑲T92409800-317  クリッサンスマム 7.5号 ▼   
 各 8,800円（税込価格） 径22.5㎝ （1800㎖） 

⑳T91130100-317  モダンリーフ 9号  ● 
�T91128100-3171154  グレーヌ･ミニョン 9号  ●  
�T92410100-317  クリッサンスマム 9号 ▼
 各 11,000円（税込価格） 径28㎝ （3000㎖） 

直火 オーブン 電子レンジ IHサーマテックIH土鍋
�T92406700-3171154  ハーモニー 7号  ●
 7,700円（税込価格） 径21㎝ （1300㎖）  

�T92407100-3171154  ハーモニー 9号  ●
 11,000円（税込価格） 径28㎝ （3200㎖）   

●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（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）。

�

⑥

⑩

⑧

⑫

⑬
⑦

⑪

⑪

⑨
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�T95373550-317  アネモーナ 8.5号サーマテック土鍋   
 6,050円（本体価格5,500円）
 （マレーシア製）  径25.5×14㎝ （2200㎖）   
 紙箱  （26.5×27×10.5㎝）  ① 梱8入  （3301） 

�T95374350-317  アネモーナ 6.5号サーマテック土鍋   
 3,850円（本体価格3,500円）
 （マレーシア製）  径19.5×11.5㎝ （900㎖）   
 紙箱  （21×22×8.5㎝）  ① 梱12入  （3301） 

�T95375600-317  アネモーナ 2合サーマテックごはん鍋   
 6,600円（本体価格6,000円）
 （マレーシア製）  径20×15.5㎝ （1400㎖）   
 化粧箱  （21.5×21.5×16.5㎝）  ① 梱8入  （3301） 

⑫T95356150-317  スタイルブラック 耐熱小鉢   
⑬T95360150-317  スタイルホワイト 耐熱小鉢   
 各 1,650円（本体価格1,500円）
 　 径13×15×6.2㎝  ボール箱  ⑤ 梱60入

直火 オーブン 電子レンジ

直火 オーブン 電子レンジ

⑥T95353140-317  スタイルブラック 7号   
⑦T95357140-317  スタイルホワイト 7号   
 各 15,400円（本体価格14,000円）
 　 径22.5×25×13.2㎝ （1500㎖）   
 　 トムソン  ① 梱10入

⑧T95354160-317  スタイルブラック 8号   
⑨T95358160-317  スタイルホワイト 8号   
 各 17,600円（本体価格16,000円）
 　 径25.5×28×13.5㎝ （2200㎖）   
 　 トムソン  ① 梱8入

⑩T95355180-317  スタイルブラック 9号   
⑪T95359180-317  スタイルホワイト 9号   
 各 19,800円（本体価格18,000円）
 　 径28.8×32.5×15.5㎝ （3000㎖）   
 　 トムソン  ① 梱6入

セラミック加工IH土鍋 直火 オーブン

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!

Hit!Hit!



皆で愉しむ「なべ」となりました。 おもてなし おもいやりと

鍋奉行は、３つの神器を使うべし。土鍋、お玉、菜箸。
鍋奉行は、３つの手順で作るべし。切る、煮る、分ける。
鍋奉行は、３つのことを願うべし。友好、健康、幸せ。

鍋物は、日本が誇れる簡単で、ヘルシーで、いくらでも応用の効く日本独自
の文化です。これを世界の人 に々「鍋カルチャー」で広く紹介しましょう！

日本鍋文化研究所（NabeLabo）mission

うちエコ！ごはん 安井レイコさんは、地球環境にやさしいということは、家計にもやさしく、体にもやさしい
ということを多くの人に知ってもらうために、食から考える活動を「うちエコ！ごはん」と
名付け、サイトやイベントを通してさまざまな活動をしていらっしゃいます。また、「うち
エコ！ごはん」では代表として活動。昔、金沢から江戸の将軍に献上される氷を運ぶため
の氷室を開いた日「氷室開きの日」である6月30日を氷が溶けないように地球温暖化を
ストップさせようとの願いを込めて、「うちエコ！ごはんの日」に設定、環境月間でもある6
月の最後の日に、食から地球環境を考え、また家族だんらんを望んでいらっしゃいます。

安井レイコさんは「日本鍋文化研究所（NabeLabo）」の一員です。日本陶彩はmissionをご教授いただき、
そしてこの主旨に賛同し、「おもてなしセット」を考えました。

安井レイコさん

http://nabelabo.jp/ja/

http://bugyo.nabelabo.jp/ja/

H16888240-3181154  
Takebito もてなし3点セット   
2,640円（本体価格2,400円）

（日本製）  菜箸長さ33㎝  
竹柄ステンレスお玉7×25㎝  
竹柄ステンレスお玉（穴あき）7×25㎝   
トムソン ① （8710） Voice!Voice!

Recommend
11月07日ごろは鍋と燗の日
器処カタログ巻末P177-D177参照

Present
11月第三日曜日は家族の日
器処カタログP6参照

安井レイコ著「進化鍋（タツ
ミムック）」の撮影には日本
陶彩が土鍋を提供しました。

⑥
Hangout （信楽焼） （3405） 土

水煮魚鍋

和風のたらちりをベースに中華風の辛味鍋に変化。
熱々のごま油をかけると音と香りが広がります。

①
 T95361130-318  十草 6号
 14,300円（本体価格13,000円）   
 径19㎝ （1200㎖）  梱16入

 T95362150-318  十草 7号
 16,500円（本体価格15,000）   
 径22.5㎝ （1800㎖）  梱10入

直火 IH

①T95363190-318  十草 8号  
 20,900円（本体価格19,000円）   
 径25.5㎝ （2700㎖）  梱8入

 T95364210-318  十草 9号
 23,100円（本体価格21,000円）   
 径29㎝ （3500㎖）  梱6入

十草 （萬古焼（平尾窯）） ボール箱 ① （3304） 土

セラミック加工IH土鍋

⑤ 直火

④ 直火

② 直火

③ 直火

萬古焼
（英中韓語）

●オーブンや電子レンジの使用時は、取扱説明書にご注意ください。　●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（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）。

⑥T92454120-3181154  とんすい   
 1,320円（本体価格1,200円）
 11.5×13.5×6.5㎝ （320㎖）  ⑤  梱36入

Hangout

Recommend
一年じゅう土鍋
名窯カタログ巻末P86-R659参照

たらちり

淡白ながら甘みのあるたらの身の旨みが、鍋の主役。
たらは野菜が煮えてから入れると煮くずれしにくいです。

⑦

金彩 （萬古焼（竜清窯）） トムソン ① ●（3305） 土

手造り土鍋

18
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

②T92427500-318  2人用鍋   
 5,500円（本体価格5,000円）
 21.5×25×10.5㎝ （800㎖）   
 ダンボール  （24×24×10.5㎝） ① 梱12入

③T92426100-318  4人用鍋  ● 
 11,000円（本体価格10,000円）
 29×33×15㎝ （2500㎖）   
 ダンボール  （30×30×12.5㎝） ① 梱8入  

④T92429150-318  12グリル鍋   
 1,650円（本体価格1,500円）
 12×15×4.5㎝ （300㎖）   
 ダンボール  （16×16×6㎝） ① 梱36入

⑤T92428250-318  21グリル鍋   
 2,750円（本体価格2,500円）
 20×24×5㎝ （1000㎖）   
 ダンボール  （23×23×6㎝） ① 梱24入

 T95193600-318188  金彩 6号   
 6,600円（本体価格6,000円）
 径19.5×22.3×12㎝ （900㎖）  梱16入

⑦T95194100-318188  金彩 8号   
 11,000円（本体価格10,000円）
 径25.5×29.8×16㎝ （2100㎖）  梱8入

 T95195120-318188  金彩 9号   
 13,200円（本体価格12,000円）
 径28.5×33.5×18㎝ （3000㎖）  梱6入

直火 オーブン 電子レンジ

Hit!Hit!



生まれ、流れ、広がる「一期一会」

結び

八千種（やちくさ）の 花は移ろふ 
　常盤（ときは）なる 松（ます）のさ枝を 
　　我れは結ばな （萬葉集 巻二〇（四五〇一）大伴家持）

●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。

美濃焼製品の環境配慮とリサイクル推進を目的に美濃焼
産地企業と岐阜県セラミック技術研究所など地元公設研
究機関が共同で1997年に設立しました。
今後も社会に必要とされる産地であり続けるため、やきも
のの資源循環と環境負荷の少ないモノづくり、かつ快適
なエコライフの創出を目的に活動しています。

★グリーンライフ21・プロジェクト（GL21）とは

グッドデザイン賞を受賞
したグリーンライフ・21
プロジェクトの企業によ
り作られた製品です。

T88237220-3191144　 
Cacomi oden かぶら   
2,４２0円（税込価格）

T88239240-3191144　 
Cacomi oden 樹氷   
2,640円（税込価格）

T88240340-3191144　 
Cacomi oden 万暦    
3,740円（税込価格）

Cacomi シリーズ“お鍋の取り皿”が好評につき、
ひとまわり大きな“おでん皿”が登場！

“Cacomi〈かこみ〉” という名前は、「鍋
を囲む」「食卓を囲む」という言葉に由来して
います。みんなで一緒にわいわいと楽しく食
べる団欒。有田焼を通じて食卓の楽しさを提
案したいという思いが込められています。

“hoval〈ほおばる〉” という名前は、食事をおいしく ｢頬ばる｣・｢楕円形 ( オーバル )｣ という言葉に由来しています｡
一人分のカレーやパスタ､ 複数人分のサラダなど多用途に活躍し､ 日々のお食事に寄り添う器です｡ すくいやすいよう､ 内側に“返し " をつくりました｡

“TRIP WARE〈トリップウェア〉” とは
原料にリサイクル陶土を使用しています｡

一度窯元を旅立ち､食卓で使われてまた時を経て戻ってくる､そんなイメージから ｢トリッ
プウェア - 旅するうつわ -｣ と名付けられました｡
陶磁器を作るのに欠かせない陶土､ 陶石は､ 地球が永い時間をかけて作り出した限りあ
る資源｡
貴重な資源を大切に使い続けるために､ 美濃焼き産地の有志企業が集い､ 陶磁器のリサ
イクルシステムを考え出しました｡ 焼き物を細かく粉砕し､ 新しい陶土に混ぜることで､
一度焼成された器がふたたび原料となり､ また器へよみがえります｡ この材料を使い生
産されているのが TRIP WARE シリーズです｡ 2020 年度グッドデザイン賞受賞｡

POINT 1.
からしが
流れ落ちない、
薬味置き。

POINT 2.
重なりが良く、食器棚もスッキリ。

POINT 3.
お箸で具を
切り易い幅と深さ。

POINT ４.
大根、こんにゃく、
玉子などが
たっぷり入るサイズ。

POINT 5.
食器洗浄機で
水が溜まりにくい
水切り。

［寸法：径 16cm ×高 6cm］

“Cacomi” oden

T88241210-3191144  
Cacomi 野いちご   
2,310円（本体価格2,100円）   

（有田焼）  径14×5㎝  トムソン  ①  ▲（2233）

■賞美堂本店/hoval ロゴタイプ

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

食育ピクトグラム

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。

持続可能な開発目標
（SDGs）の12番目は

「つくる責任 つかう責任」
Maff
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⑥T95368280-319  hoval ストライプ （赤）   
 3,080円（本体価格2,800円）
 25.5×18.5×5.5㎝  トムソン  （26×19.3×5.5㎝） 

⑦T95369280-319  hoval ストライプ （青）   
 3,080円（本体価格2,800円）
 25.5×18.5×5.5㎝  トムソン  （26×19.3×5.5㎝） 

⑧T95370350-319  hoval 樹氷   
 3,850円（本体価格3,500円）
 25.5×18.5×5.5㎝  トムソン  （26×19.3×5.5㎝） 

⑨T95371450-319  hoval 染錦木の実   
 4,950円（本体価格4,500円）
 25.5×18.5×5.5㎝  トムソン  （26×19.3×5.5㎝） 

T95433580-319  
TRIPWARE GL21 マグ&プレートペア   
6,380円（本体価格5,800円）
マグ径9.2×7.3㎝ （300㎖）  
ソーサー径17.5×2.4㎝   
紙箱  （20.5×20×10.5㎝）  ① 梱16入

T95434360-319  
TRIPWARE GL21 ハイボウルペア   
3,960円（本体価格3,600円）
径12.7×8.2㎝ （700㎖）   
紙箱  （28×14.5×9㎝）  ① 梱16入

T95435650-319  
TRIPWARE GL21 モーニングペア   
7,150円（本体価格6,500円）
ボウル径9.2×5㎝ （200㎖） プレート径21×2.6㎝   
紙箱  （23.5×23×7.5㎝）  ① 梱16入

T95436530-319  
TRIPWARE GL21 カップ&ソーサーペア   
5,830円（本体価格5,300円）
碗径8.1×6.3㎝ （200㎖） 受皿径13.7×1.5㎝   
紙箱  （30×15.5×8.5㎝）  ① 梱24入

T95437650-319  
TRIPWARE GL21 プレートペア   
7,150円（本体価格6,500円）
径24×2.8㎝  紙箱  （27×26.5×5.5㎝）  ①  
梱16入

TRIPWARE （美濃焼） （0228）

お箱お箱Cacomi oden （有田焼）  径16×6㎝  トムソン  ①  ▲（2233）

お箱お箱

お箱お箱hoval （有田焼）  ①  ▲（2233）



結び

生まれ、流れ、広がる「一期一会」

日本陶彩株式会社はご
はんを食べよう国民運動
推進協議会「ごはんを食
べよう国民運動（ごはん
を中心とした日本型食生
活のよさを見直しましょ
う）」の趣旨に賛同し、そ
の活動に寄与したいと
思っております。

わが衣 色に染めなむ うまさけ 
　　　三室の山は もみぢしにけり
　　　　　　  （萬葉集 巻七（一〇九四）柿本人麻呂）

東京押上：高木神社 
（L376 No.05）

④ たこめし

① 天むす ⑤ 五目

③ 梅しそ ② わかめ

①M55379130-320852  梅村知弘 織部花文 小長角皿揃   
 14,300円（本体価格13,000円） 径16.0×11.5×1.4㎝  5枚

②M54201100-320853  春草 織部ひさご紋 角銘々皿揃   
 11,000円（本体価格10,000円） 1１．１×11.１×1.２㎝  5枚 

③M54420600-320183  陶彩「純」黒織部 銘々皿揃   
 6,600円（本体価格6,000円） 15.3×15×2㎝  5枚

④M55414600-320856   
 陶彩「ハンドメイドT」秀峰窯 御深井藍染 平皿揃   
 6,600円（本体価格6,000円） 径16.7×2.2㎝  

⑤M55257750-320852  芝苑 黒釉白ながし 小丸皿揃   
 8,250円（本体価格7,500円） 径16.9×12.4×3.5㎝  5枚

皿 （瀬戸焼）  ①  紙箱 （1112） 土Voice!Voice!

御
に
ぎ
り

●オーブンや電子レンジの使用時は、取扱説明書にご注意ください。

T92277550-320174  
マイセン写し 色絵 草花文 コーヒー碗皿   
6,050円（税込価格）  

（有田焼）  径8.5×7㎝ （175㎖）  
化粧箱  （17.2×17.2×9.2㎝）  ①  ▲（2233） 

T922756０0-320174  
其泉 色鍋島絵変り小判型小皿揃   
６,６０0円（税込価格）  
（有田焼）12.5×9×2㎝   
化粧箱  （13.5×12.3×5.4㎝）  ①  ▲（2233） 

有田焼400年の歩み、有田を代表する三様式

肥前有田で江戸期に生産された、濃い染付と、金襴手と呼ばれる赤
や金の絵の具を贅沢に使った模様からなる様式です。この名称は、こ
れらの磁器が有田に隣接する伊万里港から積み出されたことに由来
しております。

濁手（にごしで）と呼ばれる乳白色の背景に余白を十分に残しなが
ら、色鮮やかな赤・青・緑・黄で草花文様や動物文様を控えめに配置
し、独特の調和美を格調高く見せている様式です。ドイツのマイセン
窯でも多くその様式を見ることができます。

佐賀県一帯を統治していた鍋島藩の御用や禁裡、幕府への献
上用として作られた磁器の様式です。その技法は、染付と赤・
黄・緑を基調とした「色鍋島」や藍色で描かれた「藍鍋島」、自
然の藍翠色の「鍋島青磁」などがあります。

【 古 伊 万 里 様 式 】 【 柿 右 衛 門 様 式 】 【 鍋 島 藩 窯 様 式 】

T95372120-320  
琳派古伊万里様式 盛皿（特小）   
13,200円（本体価格12,000円）

（有田焼）  径19.5×4㎝   
化粧箱  （20.5×4.1㎝）  ①  ▲（2233） 

〈聖栄窯〉

T95507250-320  
聖栄窯 古伊万里絵変り 小付揃   
2,750円（本体価格2,500円）
9.5×4.4㎝  化粧箱 （21.5×30.5×5.8㎝）

T95510350-320  
聖栄窯 古伊万里絵変り 茶漬揃   
3,850円（本体価格3,500円）
12×7.3㎝  化粧箱 （32×13.2×13㎝）

T95509350-320  
聖栄窯 古伊万里絵変り 小鉢揃   
3,850円（本体価格3,500円）
12×5.6㎝  化粧箱 （32×13.2×13㎝）

T95508500-320  聖栄窯 古伊万里絵変り 皿鉢揃   
5,500円（本体価格5,000円）  
小鉢12×5.6㎝ 小皿11.3×2㎝   
化粧箱 （26×18.8×13㎝）

T95505350-320  
聖栄窯 献上古伊万里 七寸八角盛鉢   
3,850円（本体価格3,500円）
21×6.2㎝  化粧箱 （25.2×6.7㎝）

T95506350-320  
聖栄窯 献上古伊万里 取皿揃   
3,850円（本体価格3,500円）
14×3㎝  化粧箱 （16.7×32.7×8.3㎝）

聖栄窯 （日本製） ① ▲（2204）

⑦

⑧

⑥
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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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

⑧T95290200-320  トスカーナ    
 2,200円（本体価格2,000円）

⑦T95291140-320  キャンディブラウン 
 1,540円（本体価格1,400円）

⑥T95292110-320  ホワイト  
 1,210円（本体価格1,100円）

オリビータ共通 
（有田焼）  14.2×12.3×2.8㎝  トムソン   
①  （2101）

オリビータ



⑩H16568410-321122（V）  松花堂弁当 セット（B）   
 4,510円（税込価格） （美濃焼・山中塗） （0230） 

⑨H16567470-321110（V）  松花堂弁当 セット（A）   
 5,170円（税込価格） （美濃焼・山中塗） （0230） 

自然への畏敬から生まれた共食の美しさがある

⑥T92956105-3211153  お箸包み（福ふく笑門来福）   
 1,155円（税込価格） （日本製） ① （8710） 

①T90856330-3211102（V）  
 兵山窯 粉引印花 和み鉢
 3,630円（税込価格） (美濃焼） ① （0230） 

④T90858270-3211102（V）  
 丹山窯 新緑花染め 和み鉢
 2,970円（税込価格） （美濃焼） ① （0230） 

⑦T88942150-321183（V）  陶彩「純」 豆絞り ランチョンマット 赤
 1,650円（税込価格） （日本製） ⑤ ▲（8800）▼

②

⑦

③

⑨

⑤ ⑥

④

⑩

お節料理
（英中韓語）

①

歳神様をお迎えたるとき、
　　　　　　共に食する

正月
（英中韓語）

シール蓋（PE）
ノンラップとして1箱
での保存が可能です

⑧

⑲

⑮ そら豆⑫らっきょ ⑰ 煮物

⑱ 甘酒

⑬梅干

⑭
やまいも
とろろ

⑪じゃこ

⑯ 野菜スープ

⑯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。

⑫T92393120-321146（V）  舞菊 取皿
 1,320円（税込価格） （波佐見焼） ⑤ （2203）

⑬S38511180-321878  富士山市松 お手塩皿
⑭S38512180-321878  結び紋折り紙形 お手塩皿
 各 1,980円（税込価格） （伊万里焼） ① （2104）

⑮M50482700-321846  陶悦窯 結晶金彩 小鉢揃（5個組）
 7,700円（税込価格） （有田焼） ①  ●（2205）

⑪T92692200-321175
 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）

⑲T91492180-3211159
 長角テーブル膳（赤・渕金）
 1,980円（税込価格） 
　 （日本製（山中）） ⑤ （3214）

⑱T90860420-3211134（V）
 ゆらり 冷酒器（一合･黒）
 4,620円（税込価格） 
　 （美濃焼） ①  ●（0230）

⑰T93843200-3211170
 古九谷色絵石畳文 5号皿
 2,200円（税込価格） 
　 （九谷焼） ①  ▲（3202）

お正月
（英中韓語）

元旦

高台丼（高山窯） 丹心窯 キルティングプレート
�T95400460-321  ホワイト    
�T95401460-321  ハートフル（白）    
�T95402460-321  ハートフル（黒）   
 各 5,060円（本体価格4,600円） 
 　 径23.5×2.5㎝  ③ 梱30入

丹心窯 ミニボウル
�T95403170-321  ハートフル（白）    
�T95404170-321  ハートフル（黒）   
 各 1,870円（本体価格1,700円）  
 　 径23.5×2.5㎝  ③ 梱30入

�

�

�

�

�

�〜� （波佐見焼（丹心窯））  ダンボール （2208）

③T92739600-3211159  
 うさぎ唐草 7.0二段オードブル 黒内朱 
 6,600円（税込価格） （日本製（山中）） ① （3214）②T94047600-3211159  

 うさぎ唐草 6.5三段重 黒内朱   
 6,600円（税込価格）  
　 （日本製（山中）） ① （3214）

⑧T94048600-3211159  
 うさぎ唐草 
 7.0二段オードブル 総朱   
 6,600円（税込価格） 
 （日本製（山中）） ① （3214）
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⑤T95553940-321325  砥部唐草（千山窯） 角プレート（中）   
 10,340円（税込価格） （砥部焼） ⑤ （8728） 

⑯T90098370-321325  砥部唐草（千山窯） 玉鉢（大）   
 4,070円（税込価格） （砥部焼） ⑤ （8728） 

⑳T95320360-321  
 ステンドグラス 高台丼（青）   
 3,960円（本体価格3,600円）

�T95321360-321  
 ステンドグラス 高台丼（赤）   
 3,960円（本体価格3,600円）

�T95322320-321  
 市松 高台丼   
 3,520円（本体価格3,200円）

⑳
�

�
高台丼共通 

（波佐見焼）  径18×9㎝   
ダンボール  ③  （2205）



�

⑲ ⑳

�

●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。　

⑤T88942150-322183（V）  
	 陶彩「純」	豆絞り	ランチョンマット	赤
	 1,650円（本体価格1,500円） 
 （日本製）  ⑤  ▲（8800）▼

①T93748090-3221135  赤釉	盃		
②T93750090-3221135  青磁釉	盃
	 各	990円（本体価格900円）    
 　 （有田焼）  5.5×3.5㎝ （50㎖）  ダンボール   
 　 ⑤ （2201） 

③T93749170-3221135  
	 赤釉	面取ひさご型徳利		
④T93751170-3221135  
	 青磁釉	面取ひさご型徳利
	 各	1,870円（本体価格1,700円）    
 　 （有田焼）  7×15㎝ （200㎖）  ダンボール   
 　 ② （2201） 

①
②

③
④

⑤

自然への畏敬から生まれた共食の美しさがある 幸せを感じたるとき、
　　　　共に食する

⑪T94735130-3221135  
	 金赤	鯛型豆皿		
⑫T94736130-3221135  
	 金白	鯛型豆皿	
	 各	1,430円（税込価格）	 
 　 12×15×3㎝

⑨

⑩

⑫

⑪ ⑨T94737180-3221135  
	 金赤	鯛型取皿		
⑩T94738180-3221135  
	 金白	鯛型取皿		
	 各	1,980円（税込価格）	 
 　 5.7×7.6×2.7㎝

⑥

⑧

⑦

�T94875084-3221141  十草錦花紋		中鉢		
�T94876084-3221141  染錦花鳥		中鉢		
�T94877084-3221141  染錦亀甲		中鉢		
�T94878084-3221141  間取錦草花		中鉢		
�T94879084-3221141  錦金彩千鳥		中鉢		
	 各	924円（本体価格840円） ⑤ 

 T94872420-3221141  中鉢揃			
	 4,620円（本体価格4,200円） ① お箱お箱

�T94880060-3221141  十草錦花紋		小付鉢		
�T94881060-3221141  染錦花鳥		小付鉢		
�T94882060-3221141  染錦亀甲		小付鉢		
�T94883060-3221141  間取錦草花		小付鉢		
�T94884060-3221141  錦金彩千鳥		小付鉢		
	 各	660円（本体価格600円） ⑤ 

 T94873300-3221141  小付揃			
	 3,300円（本体価格3,000円） ① お箱お箱

�T94885060-3221141  十草錦花紋		小皿		
�T94886060-3221141  染錦花鳥		小皿		
�T94887060-3221141  染錦亀甲		小皿		
�T94888060-3221141  間取錦草花		小皿		
�T94889060-3221141  錦金彩千鳥		小皿		
	 各	660円（本体価格600円） ⑤ 

 T94874300-3221141  小皿揃			
	 3,300円（本体価格3,000円） ① お箱お箱

�

�

� �

� �

�

�

�
�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�〜� 高峰窯 染錦古伊万里 （美濃焼） （0230）

染錦古伊万里

⑥T94702350-3221171  
	 結び（赤金）	ペア箸置		5.5×5×1.2㎝  

⑦T94703350-3221171  
	 あわじ結び（赤金）	ペア箸置		6.5×4×1.2㎝  

⑧T94704350-3221171  
	 袋結び（赤金）	ペア箸置		7×4×1.2㎝	
	 各	3,850円（本体価格3,500円）
 　 （有田焼）  化粧箱  （7.5×14.3×2.2㎝）   
 　 ①  ▲（2208） お箱お箱

錦彩古伊万里 （美濃焼） （0230）

錦彩古伊万里
�T94862320-3221141  大丼ペア	 3,520円（本体価格3,200円） ① お箱お箱  
 T94868160-3221141  大丼（定園窯）	1,760円（本体価格1,600円） ⑤

�T94864250-3221141  並丼ペア	 2,750円（本体価格2,500円） ① お箱お箱  
 T94870125-3221141  並丼（三峰窯）	1,375円（本体価格1,250円） ⑤

�T94860300-3221141  小皿揃	 3,300円（本体価格3,000円） ① お箱お箱  
 T94866060-3221141  小皿（高峰窯）	 660円（本体価格600円） ⑤

�T94863400-3221141  取皿揃	 4,400円（本体価格4,000円） ① お箱お箱  
 T94869080-3221141  取皿（高峰窯）	 880円（本体価格800円） ⑤

�T94861370-3221141  小鉢揃	 4,070円（本体価格3,700円） ① お箱お箱  
 T94867074-3221141  小鉢（高峰窯）	 814円（本体価格740円） ⑤

�T94865420-3221141  煮物鉢揃	 4,620円（本体価格4,200円） ① お箱お箱  
 T94871084-3221141  煮物鉢（高峰窯）	924円（本体価格840円） ⑤

紅白

澪Mio （波佐見焼） ダンボール ③ （2205）

伯父山窯 鯛型 （有田焼） 
ダンボール ⑤ （2241）

澪Mio（一真窯）

⑲T94754085-3221172  neco鉢（プチ）		
⑳T94755085-3221172  neco鉢（コテツ）		
�T94756085-3221172  neco鉢（トラ）		
�T94757085-3221172  neco鉢（ベンガル）
	 各	935円（本体価格850円）
 　 （波佐見焼）  ⑤  （2205）▼

⑱T94758350-3221172  
	 neco鉢木箱セット			
	 3,850円（本体価格3,500円）
 （波佐見焼）  ①  ●（2205）▼ お箱お箱

⑱

田清窯

聖陶苑

聖栄窯

●釉と結びの価格は、2022年10月21日からのものを表示しています。

22
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。

希望 陶瓷 陶彩り 日本

⑬T95297160-322  澪Mio	丸カップ			
	 1,760円（本体価格1,600円） 径8.5×6.8㎝ （270㎖）

⑭T95298140-322  澪Mioミニ丸カップ			
	 1,540円（本体価格1,400円） 径6.7×5.6㎝ （140㎖）

⑮T95299160-322  澪Mioスクエア皿135			
	 1,760円（本体価格1,600円） 13.5×13.5×10㎝ 

⑯T95300360-322  澪Mioボウル（大）			
	 3,960円（本体価格3,600円） 径16×8.8㎝ （900㎖）

⑰T95301170-322  澪Mioボウル（小）			
	 1,870円（本体価格1,700円） 径10.7×6.5㎝ （280㎖）

⑬ ⑭ ⑮

⑯ ⑰



食は人を笑顔にする文化だThe United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

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

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

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

山形県
鶴岡市

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
持続可能な食文化の日と訳されています。

日本陶彩㈱はこの「06月18日｢持続可能な食文化｣の日」に自国・
世界の食文化に思いをよせ､健康と福祉の確保を目指し､食育等
の機会でユネスコ無形文化遺産である“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・大分臼
杵市の活動に学び､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思います。The United Nations has designated 18 June as an international observance, Sustainable Gastronomy Day.

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

大分県
臼杵市

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。

臼杵市は、地質と地形に恵まれ、きめ細やかで、まろやかな柔らかい水に恵まれています。この水が重要となる醸造業
が1600年頃から始まり、人々が伝統を守りつつ、改良を加えてきた味噌・醤油・酒造りや、質素倹約の中で知恵を絞っ
て生まれた郷土料理など、多様な食文化が発展してきました。食の多様性・持続性を高めるこうした臼杵の活動は、
SDGsの目標と合致し、持続可能な都市づくりにつながるものと考えているとのことです。

日々精進とは､そのときという旬のもの、そのとちという郷土の特産や料理を味わう。天日慈雨に育てられ
た耕土からの惠みを出来るだけ活かすと美味しく､そして健康的｡確かに ｢土を食べる」ごとき食事の精進｡

こちらのお料理は「上勉著「土を喰らう日々 －わが精進十二ヵ月－」（新潮文庫刊19820827）と水上勉著「精進百選」（岩波文庫刊20010116）」を参考にしました。
著書には、何もない台所から絞り出すことが精進だといったが､これはつまり、いまのように店頭へゆけば何もかもが揃う時代とちがって､畑と相談してからきめられるものだった｡ぼくが､精進料理とは､土を喰うものだと思ったのは､そのせいである｡
旬を喰うこととはつまり土を喰うことだろう｡土にいま出ている菜だということで精進は生 し々てくる（水上勉著｢土を喰らう日々 －わが精進十二ヵ月－｣（新潮文庫刊19820827））とあります｡

食の風土記を味わおう

そのとき・そのとちを味わう

切り山椒 とちもち

ひきのべ

T91240340-323191  
栁瀬本窯元 飛びカンナ 6寸皿 
3,740円（税込価格）  

（小石原焼） 径19×3.5㎝  ⑤ （2215） 土  

T90578280-3231150（V）   
両口 こだわり波紋すり鉢（青）
3,080円（税込価格）  

（美濃焼） ① （0230） 土

I-71808-RAjan-323210  
果実酒びん8リットル    
2,310円（税込価格） 

（日本製） ⑥ （◆3607） ガラス

【一月の章】
くわいのやきもの

【七月の章】
那須料理

【二月の章】
こんにゃくの田楽

【八月の章】
胡麻豆腐

【三月の章】
高野豆腐の煮つけ

【九月の章】
松茸とこんぶのことこと煮

【四月の章】
こごめの胡麻和え

【十月の章】
精進揚げ

【五月の章】
筍とわかめの炊き合わせ

【十一月の章】
勝栗

【六月の章】
梅干し作り

【十二月の章】
無名汁

H16395250-323（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） 土

H16396380-323（V）　
秀峰窯 鼠十草 福々鉢  
4,180円（税込価格） 

（美濃焼）  ① （0202） 土

H16397350-323（V）　
兵山窯 砂唐津ウス文 福々鉢   
3,850円（税込価格） 

（美濃焼）  ① （0202） 土

H16398300-323（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） 土

H16399250-323（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） 土

H16400280-323（V）　
秀峰窯 織部渕唐津 福々鉢   
3,080円（税込価格） 

（美濃焼）  ① （0202） 土

T90856330-323（V）　
兵山窯 粉引印花 和み鉢   
3,630円（税込価格）  

（美濃焼）  ① （0230）

T90857270-323（V）  
圭山窯 ぼんぼんフラワー 和み鉢  
2,970円（税込価格）  

（美濃焼）  ① （0230）

T90855320-323（V）　
武山窯 紫小花唐草 和み鉢   
3,520円（税込価格）  

（美濃焼）  ① （0230）

T90859320-323（V）　
蘇山窯 青白磁輪花 和み鉢   
3,520円（税込価格）  

（美濃焼）  ① （0230）

けんちんうどん

柿なます 焼き万願寺とうがらしの
とんぶりオクラ添え

小いものみそ煮

ぎんなんご飯

器処カタログP38
をご参照ください。

精進料理
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T90092160-323325  砥部唐草（千山窯） 呉須唐草 5寸深皿  
1,760円（税込価格）
 （砥部焼）15.5×3.3㎝  ⑤ （8728） 土



料理に“うま味”を加えるために“だし”が用いられます。
北大路魯山人

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

出典：ミツカンホームページ「おうちレシピ」  
https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe

※このレシピは、この商品を
　使用しています。

追いがつおつゆ
２倍

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

「おうちレシピ」

食は人を笑顔にする文化だ

素材を活かす白だし

そば

かつお節白だしとは、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。

江戸時代の俳諧論書､松江重頼編｢毛吹草（1645年）｣｡先ず十月の項に｢蕎麦刈る｣とあり､｢撒くは七月｣と
ある｡そして諸国の名物として信濃と武蔵の２国での蕎麦切を掲げ､信濃の蕎麦切は｢当国より始まると云
う｣と但書しています｡最も古い文献は長野県木曽､定勝寺の寄進記録1574（天正2）年に見えるそうです｡

11月24日は「和食の日」です。日本の自然から生まれ、歴史の中ではぐくまれたわたしたち
の食文化「和食」を理解し、和食の味の基本である『だし』を味わいましょう。

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。

T89465220-3241138  
モダンブルー ボウルL 
2,420円（本体価格2,200円）  

（波佐見焼） ①  （2201）

T89461120-3241138  
モダンブルー プレートL 
1,320円（本体価格1,200円）  

（波佐見焼） ⑤  （2201）

治部煮（石川県） お好み焼き

きつねそば

徳一番花かつお 80g

めんつゆ 
500㎖

※このレシピは、この商品を使用しています。
かつお節

ヤマキ

お好み焼き

ヤマキ

きつねそば
ミツカン

納豆そば

天ぷらそば

肉そば

温かいそば 巣篭もり風納豆玉子そば

山菜そば

ふわふわ鶏だんごそば とろろ月見そば

若竹そば

T91485310-３２４1136　
織部 武山窯 多用丼   
3,410円（税込価格）  

（美濃焼）  ② （0230）

T95287070-３２４　
なずな 軽々もてなし鉢   
770円（税込価格）  

（美濃焼）  ⑤ （0107）

T91486260-３２４1136（V）   
さび唐草紋 軽楽丼（大）   
2,860円（税込価格）  

（美濃焼）  ⑤ （0230）

T95288100-３２４　
赤絵花 軽々もてなし鉢   
1,100円（税込価格）  

（美濃焼）  ⑤ （0107）

T95286070-３２４　
せせらぎ 軽々もてなし鉢   
770円（税込価格）  

（美濃焼）  ⑤ （0107）

T91484240-３２４1136（V）   
瀬戸黒 天狗窯 多用丼  
2,640円（税込価格）  

（美濃焼）  ⑤ （0230） 土

T92523300-3241181　
魯山人写しの器 取り分け揃   
3,300円（税込価格）

（美濃焼） （0218） 

割烹白だし 500㎖ 

※このレシピは、この商品を使用しています。

① 鍋に水と昆布を入れて１時間置く。鍋を弱火にかけ、沸騰直前で昆布を取り出し、沸騰したら火を止
めて「花かつお」を加える。１～2分置いて「花かつお」が沈んだら静かに濾す

② 焼き豆腐は食べやすく切る。にんじんは花型に抜いてねじり梅にし、茹でる。せりは下茹でして4㎝
長さに切る。たけのこはひと口大に切る。

③ 浅めの鍋に出汁と【A】を入れて煮立て、薄力粉をはたいた鴨肉を入れる。2～3分煮たら取り出す。
④ ③の鍋に豆腐とたけのこを入れ、4～5分煮る。味が染みたらにんじんとせり、②の鴨肉を戻し入れ、

１～2分煮込む。
⑤ 器に盛り、わさびを添える。

花かつお……………5g
昆布…………………2g
水……………………1カップ
鴨ローススライス…100g
焼き豆腐……………1/4丁

にんじん… 1/8本
せり……… 1/2把
たけのこ… 小1/2
焼き豆腐… 1/4丁
にんじん… 1/8本

せり……… 1/2把
たけのこ… 小1/2個
しいたけ… 2個
薄力粉…… 適量
わさび…… 適量

【A】
  こい口しょうゆ…大さじ2
  砂糖…大さじ1
  酒…大さじ1
  みりん…大さじ2

▪治 部 煮（ 石 川 県 ）の 作り方▪

▪材料（２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。

カロリー  223Kcal／１人分調理時間  40分

① 長ねぎは小口切りにし、かまぼ
こは食べやすい大きさに切る。

②  「追いがつおつゆ２倍」と水を
合わせて鍋で温める。味付け油
揚げを加え、油揚げを温める。

③ そばをゆでて器に盛り付け、つ
ゆをかけて具材をのせる。

そば（ゆで）…………… ２玉
味付け油揚げ………… ２枚
長ねぎ………………… 1/4本
かまぼこ……………… ２切れ
ミツカン
 追いがつおつゆ２倍… 3/4カップ
水…………………   ２と1/4カップ

▪作り方▪▪材料（２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。

カロリー367Kcal／１人分

調理時間  10分以内

T80563290-３２４1136　
輪つなぎ丼（大）   
3,190円（税込価格）  

（美濃焼）  ②  ●（0230）

T70711290-３２４1136　
十草丼（大）   
3,190円（税込価格）  

（美濃焼）  ②  ●（0230）

T91482230-３２４1136（V）   
黄瀬戸 南楽窯 多用丼   
2,530円（税込価格）  

（美濃焼）  ⑤ （0230） 土

T91483290-３２４1136（V）   
鼠志野 天狗窯 多用丼   
3,190円（税込価格）  

（美濃焼）  ⑤ （0230） 土

白だし

ヤマキ

治部煮

ヤマキ

Hit!Hit!

●モダンブルーの価格は、2022年09月21日からのものを表示しています。

24
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



⑭

⑮⑯

⑰

千山窯 砥部唐草 （砥部焼） 紙箱 （8728） 土

千山窯 砥部唐草

砥部唐草（千山窯）

②T90091130-325191  4寸深皿   
 1,430円（本体価格1,300円）
 12.7×2.6㎝  ⑤

①T90092160-325191  5寸深皿   
 1,760円（本体価格1,600円）
 15.5×3.3㎝  ⑤

③T90093350-325191  7寸玉皿   
 3,850円（本体価格3,500円）
 21×4㎝  ⑤

④T90098370-325191  玉鉢（大）   
 4,070円（本体価格3,700円）
 18.4×6.5㎝  ⑤

⑤T90099270-325191  玉鉢（中）   
 2,970円（本体価格2,700円）
 16×5.6㎝  ⑤

⑥T95546340-325  丸碗   
 3,740円（本体価格3,400円）
 12.5×7.6㎝  ①

⑦T95547460-325  うどん鉢（中）   
 5,060円（本体価格4,600円）
 16×8㎝  ⑤

⑧T95548200-325  組鉢（小）   
 2,200円（本体価格2,000円）
 11×4㎝  ⑤

⑨T95549300-325  組鉢（中）   
 3,300円（本体価格3,000円）
 16×6㎝  ⑤

⑩T95550200-325  そば猪口   
 2,200円（本体価格2,000円）
 8×7㎝ （180㎖）  ⑤

⑪T95551390-325  丸マグカップ   
 4,290円（本体価格3,900円）
  9×9㎝ （230㎖）  ⑤

⑫T95552450-325  角プレート（小）   
 4,950円（本体価格4,500円）
 18×2.5㎝  ⑤

⑬T95553940-325  角プレート（中）   
 10,340円（本体価格9,400円）
 24×2.5㎝  ⑤

③

⑪

④

⑫

⑤

⑬

⑥

② ①

⑦

⑧⑨
⑩

●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。

Happy Halloween

収穫祭

いとこ煮⑤

カボチャのケーキ⑬

カボチャのクッキー③

六瓢紋（大拓窯）

つむぎ〈光春窯〉

ミックスいなせ
（龍庵）

長年の伝統を大切にしな
がら新しいスタイルの砥
部焼も生みだしています。
使いやすさと美しさを兼
ね備えた器たちです。 未来へのかたち
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T95468350-325  段付飯碗（大） 径11.8×6.3㎝
T95469350-325  段付飯碗（小） 径10.8×5.7㎝   
各 3,850円（本体価格3,500円）
　 （有田焼）  色ダンボール  ①

T95398170-325  飯碗（小） 径11×5.6㎝
T95399170-325  飯碗（大） 径12×5.9㎝  
T95396170-325  湯呑（小） 径7×7.9㎝ （205㎖）
T95397170-325  湯呑（大） 径7.3×8.3㎝ （240㎖）  
各 1,870円（本体価格1,700円）
　 （波佐見焼）  ダンボール  ⑤  （2215） 

T95415150-325  飯碗（黒） 径11.4×6.8㎝
T95416150-325  飯碗（赤） 径10.5×6.1㎝  
T95417150-325  コップ（黒） 径7.5×8.8㎝ （230㎖）
T95418150-325  コップ（赤） 径7×8.8㎝ （200㎖）  
各 1,650円（本体価格1,500円）
　 （波佐見焼）  ダンボール  ⑤ （2208）

T95470350-325  湯呑（大） 径7.2×8.8㎝ （250㎖）
T95471350-325  湯呑（小） 径6.4×8.3㎝ （200㎖）   
各 3,850円（本体価格3,500円）
　 （有田焼）  色ダンボール  ①  （2101）

T95419220-325  マグカップ（黒） 
T95420220-325  マグカップ（赤）    
各 2,420円（本体価格2,200円）
　 （波佐見焼）  径11×9㎝ （300㎖） ダンボール  ⑤ （2208）

皓洋窯 リムプレート
⑭T95472320-325  
 染付木の葉 リム丸7寸プレート   
⑮T95473320-325  
 染錦丸紋タコ唐草 リム丸7寸プレート   
 各 3,520円（本体価格3,200円）
 　 （有田焼）  径21×1.7㎝  ダンボール   
 　 ③  （2101） 

皓洋窯 リムプレート
⑯T95474210-325  
 染付木の葉 リム丸5寸プレート   
⑰T95475210-325  
 染錦丸紋タコ唐草 リム丸5寸プレート   
 各 2,310円（本体価格2,100円）
 　 （有田焼）  径15×1.5㎝  ダンボール   
 　 ③  （2101） 

NihonTohsai

砥部焼
千山窯 1



●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。

マリーゴールド （波佐見焼（翔芳窯））  ダンボール （2205）

マリーゴールド（翔芳窯）

マリーゴールド

波佐見（L313）

中尾山 梅月
長崎県東彼杵

26
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

「世の中が動く」…「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。

instagram_nihon_tohsai 食を愉しみ、器を愛でる

①T95302120-326  カップ（グレー）   
⑦T95308120-326  カップ（デニム）   
⑬T95314120-326  カップ（パープル）   
 各 1,320円（本体価格1,200円）
 　 径7.8×6㎝ （150㎖）  ③

②T95303200-326  マグカップ（グレー）   
⑧T95309200-326  マグカップ（デニム）   
⑭T95315200-326  マグカップ（パープル）   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 径8.2×7.2㎝ （200㎖）  ③

③T95304120-326  プレートMS（グレー）   
⑨T95310120-326  プレートMS（デニム）   
⑮T95316120-326  プレートMS（パープル）   
 各 1,320円（本体価格1,200円）
 　 径12.5×1.7㎝  ③

④T95305190-326  プレートM（グレー）   
⑩T95311190-326  プレートM（デニム）   
⑯T95317190-326  プレートM（パープル）   
 各 2,090円（本体価格1,900円）
 　 径16.8×2.2㎝  ③

⑤T95306380-326  プレートL（グレー）   
⑪T95312380-326  プレートL（デニム）   
⑰T95318380-326  プレートL（パープル）   
 各 4,180円（本体価格3,800円）
 　 径23.8×3㎝  ①

⑥T95307380-326  楕円ボウル（グレー）   
⑫T95313380-326  楕円ボウル（デニム）   
⑱T95319380-326  楕円ボウル（パープル）   
 各 4,180円（本体価格3,800円）
 　 径26.8×19×4㎝  ①

T95405250-326  古染花（青） おてがる丼   
T95406250-326  古染花（赤） おてがる丼   
各 2,750円（本体価格2,500円）
　 （波佐見焼（光春窯））  径15.7×6.6㎝  ダンボール  ⑤ （2208）

T95407240-326  花弁格子（青） おてがる丼   
T95408240-326  花弁格子（赤） おてがる丼   
各 2,640円（本体価格2,400円）
　 （波佐見焼（光春窯））  径15.7×6.6㎝  ダンボール  ⑤ （2208）

T95409240-326  丸華（青） おてがる丼   
T95410240-326  丸華（赤） おてがる丼   
各 2,640円（本体価格2,400円）
　 （波佐見焼（光春窯））  径15.7×6.6㎝  ダンボール   ⑤ （2208）

�T95411200-326  青釉流し おてがる丼   
�T95412200-326  天目 おてがる丼   
�T95413200-326  アメ釉 おてがる丼   
�T95414200-326  イラボ釉 おてがる丼   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 （波佐見焼（光春窯））  径15.7×6.6㎝  ダンボール  ⑤ （2208）

②①

③
④

⑤

⑥

⑯
⑰

⑱ ⑬ ⑭

⑮

⑪

⑫
⑦ ⑧

⑨
⑩

鎬（鶯茶）

鎬（鶯茶・織部） （波佐見焼（瑞幸窯））  ダンボール （2219）

�T95487200-326  鎬（鶯茶） マグカップ 
�T95492200-326  鎬（織部） マグカップ   
 各 2,200円（本体価格2,000円） 径8.5×9.8㎝ （340㎖）  ⑤ 

�T95488220-326  鎬（鶯茶） 丼  
�T95493220-326  鎬（織部） 丼  
 各 2,420円（本体価格2,200円） 径13.6×8.8㎝  ③ 

�T95489180-326  鎬（鶯茶） 和皿  
�T95494180-326  鎬（織部） 和皿 
 各 1,980円（本体価格1,800円） 径16.9×2.3㎝  ⑤ 

�T95490120-326  鎬（鶯茶） 取皿  
�T95495120-326  鎬（織部） 取皿 
 各 1,320円（本体価格1,200円） 径14×1.9㎝  ⑤ 

�T95491200-326  鎬（鶯茶） 小鉢 
�T95496200-326  鎬（織部） 小鉢   
 各 2,200円（本体価格2,000円） 径13×5.5㎝  ⑤ 

�

�

�

�

�

�

鎬（織部）

�

�

�

�

�

�

�

�

NihonTohsai

中尾山 梅月
長崎県東彼杵



●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。

�

清露

�

�

�

�40249-3271168110  清露 のぞき 
 1,210円（本体価格1,100円） 径8.6×2.6㎝ ⑥

�40248-3271168120  清露 小皿 
 1,320円（本体価格1,200円） 径１５×1.8㎝ ⑥

�40250-3271168215  清露 長皿 
 2,365円（本体価格2,150円） 22×13.5×1.8㎝ ⑥

�40247-3271168390  清露 大皿 
 4,290円（本体価格3,900円） 径25×3㎝ ①

� � 

食洗機OK

焼酎道楽 �P33123-3271168110  
 墨流し ロック 
 1,210円（本体価格1,100円）  
 （日本製）  9.9×8.9㎝ （315㎖） ①  
 （◆3607） ガラス

�P33121-3271168125  
 墨流し タンブラー 
 1,375円（本体価格1,250円）  
 （日本製）  9.6×12㎝ （385㎖） ①  
 （◆3607） ガラス

アネモネ

スクエア
プレートS

レクタングル
プレートL

レクタングル
プレートLL

レクタングル
プレートM

レクタングル
プレートS

スクエア
ボウルS

レクタングル
ボウルM

ワイドプレート

① ⑤�
�⑰�

④ ⑧�
�⑳�

② ⑥�
�⑱�

⑭⑩
⑫

⑪

⑨

⑯
⑮

⑬

③ ⑦�
�⑲�

カサネ （タイ製）  ダンボール  （◆0206）

カサネ

①T-937457-327  レクタングルプレートS WH   
②T-937693-327  レクタングルプレートS BK   
③T-937532-327  レクタングルプレートS KAK   
④T-937617-327  レクタングルプレートS TBL   
 各 330円（本体価格300円）
  8.5×5.7×1.2㎝  ①  

⑤T-937464-327  レクタングルプレートM WH   
⑥T-937709-327  レクタングルプレートM BK   
⑦T-937549-327  レクタングルプレートM KAK   
⑧T-937624-327  レクタングルプレートM TBL   
 各 660円（本体価格600円）
  13.5×8.7×1.2㎝  ①  

⑨T-937471-327  レクタングルプレートL WH   
⑩T-937716-327  レクタングルプレートL BK   
⑪T-937556-327  レクタングルプレートL KAK   
⑫T-937631-327  レクタングルプレートL TBL   
 各 880円（本体価格800円）
  17.5×13.1×1.2㎝  ①  

⑬T-937488-327  レクタングルプレートLL WH   
⑭T-937723-327  レクタングルプレートLL BK   
⑮T-937563-327  レクタングルプレートLL KAK   
⑯T-937648-327  レクタングルプレートLL TBL   
 各 1,320円（本体価格1,200円）
  27×18×1.2㎝  ①  

⑰T-937495-327  レクタングルボウルM WH   
⑱T-937730-327  レクタングルボウルM BK   
⑲T-937570-327  レクタングルボウルM KAK   
⑳T-937655-327  レクタングルボウルM TBL   
 各 660円（本体価格600円）
  13×8.5×3.4㎝ （200㎖）  ①  

�T-937501-327  スクエアプレートS WH   
�T-937747-327  スクエアプレートS BK   
�T-937587-327  スクエアプレートS KAK   
�T-937662-327  スクエアプレートS TBL   
 各 440円（本体価格400円）
  8.5×8.5×1.2㎝  ①  

�T-937518-327  スクエアボウルS WH   
�T-937754-327  スクエアボウルS BK   
�T-937594-327  スクエアボウルS KAK   
�T-937679-327  スクエアボウルS TBL   
 各 440円（本体価格400円）
  8.5×8.5×3.4㎝ （100㎖）  ①  

�T-937525-327  ワイドプレート WH   
�T-937761-327  ワイドプレート BK   
�T-937600-327  ワイドプレート KAK   
�T-937686-327  ワイドプレート TBL   
 各 1,100円（本体価格1,000円）
  27×8.5×1.2㎝  ①  

カサネ

27

アネモネ （波佐見焼（一龍窯）） （2219）

（日本製） ▲（◆3607） ガラス

アネモネ

�T95479070-327  （茶） カップ   
�T95483070-327  （赤） カップ   
 各 770円（本体価格700円）
 　 径7.9×6.8㎝ （200㎖）  ダンボール  ⑤ 

�T95480070-327  （茶） 仕切りプレート（小）   
�T95484070-327  （赤） 仕切りプレート（小）   
 各 770円（本体価格700円）
 　 径13.5×9.4×1.6㎝  ダンボール  ⑤ 

�T95481280-327  （茶） 仕切りプレート（大）   
�T95485280-327  （赤） 仕切りプレート（大）   
 各 3,080円（本体価格2,800円）
 　 径26.5×15.5×1.8㎝  ダンボール  ⑤ 

�T95482130-327  （茶） 正角プレート   
�T95486130-327  （赤） 正角プレート   
 各 1,430円（本体価格1,300円）
 　 径18×18×1.2㎝  ダンボール  ⑤ 

�

�

�

�

�

�

�

�



�

⑰ ⑯⑯

⑱

⑲

� �
�

�

�

⑳ふっくら ごはん鍋 （萬古焼（大野窯）） ボール箱 （3305） 土

黒マット （萬古焼（弥生窯）） 紙箱 （3303）

醤油差し

③T711241２０-3281140   
 こより 角中皿（白）  
 1,３２0円（税込価格）  
 （美濃焼） ⑤  ●（1106）

④T88296２００-3281140   
 こより 盛鉢大（白）  
 ２,２０0円（税込価格）  
 （美濃焼） ⑤  （1106）

⑤T95498180-328   
 みじん唐草 醤油差し    
 1,980円（税込価格）  
 （有田焼） ① （2101）

⑥T90196080-328194   
 es 晴豆皿 竹（青磁）  
 880円（税込価格）  
 （波佐見焼） ⑤ （2201）

⑦T92392090-328146（V）   
 赤絵小花 小鉢 
 990円（税込価格）  
 （波佐見焼） ⑤ （2203）

①H16886800-328181（V）   
 陶彩「白雲」ざくら 新茶器揃   
 8,800円（税込価格）    
 （美濃焼） ①  ●（0107） 土

②H16562380-328181（V）   
 陶彩「白雲」ざくら 睦揃   
 4,180円（税込価格）    
 （美濃焼） ①  ●（0107） 土

①

① ①
⑧

⑨

⑩
②

⑫

④

⑥⑦

⑤

②

⑬

③

⑮
⑭

③

⑪

⑬T88942150-328183（V）   
 陶彩「純」 豆絞り ランチョンマット（赤）   
 1,650円（税込価格） （日本製） ⑤  ▼（8800）▲各 990円（税込価格）  

　 （波佐見焼） （2205）

⑧T70376090-3281106  飯碗（マロン） ⑤ 

⑩T70378090-3281106  湯呑（マロン） ③ 
⑨T70377090-3281106  飯碗（赤） ⑤ 

⑪T70379090-3281106  湯呑（赤） ③

みやび桜 ⑫T95346460-328  
 ふっくら ごはん鍋（2合） 白色   
 5,060円（税込価格）  
 （萬古焼） ①（3305） 土 直火

⑲T80742060-3281148  
 花うさぎ 木甲小皿  
 660円（税込価格）  
 （波佐見焼） ⑤  ●（2208）

⑱T71120120-3281140   
 こより 長角皿（白） 
 1,320円（税込価格）  
 （美濃焼） ⑤  ●（1106）

オール電化でも
直火でも美味しく炊けます！
土鍋の底面外側にIH用の特殊金属
を溶射(吹付)し、発熱被膜を形成し
てるので、鍋底全体をムラなく加熱
し、土鍋の効果で美味しくふっくらと
炊きあげます。

土鍋で炊いたごはんを食べたことがありますか…
土鍋は加熱すると鍋全体に熱がじわじわ伝わり、遠赤外
線効果で一粒一粒がふっくら炊きあがります。しかも、
思っているより簡単で手間も時間もかかりません。ごは
んを土鍋で炊く…そんな豊かな暮らしを始めませんか。

信楽焼の「ごはん用保存容器」
保存している冷蔵庫・冷凍庫か
らそのまま電子レンジでチン
するだけで、炊きたての美味し
さがよみがえります。蓋の裏
の素焼きの部分が水分を上手
に調整してくれるから、余分な
水分がこもりにくく、おいしい
状態で保存します。

28
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。希望 陶瓷 陶彩り 日本

⑯T95497180-328  格子 醤油差し   
⑰T95498180-328  みじん唐草 醤油差し   
 各 1,980円（本体価格1,800円）
 　 （有田焼）  7×10.5×7㎝  ダンボール 
 　 ①  （2101） 

�T95530650-328  Hangout ごはん鍋1合   
 7,150円（本体価格6,500円）
 （信楽焼）  23×19.5×13.5㎝ （900㎖）   
 ダンボール  （21×21×13㎝）  ① 梱8入  （3405） 

�T95531150-328  Hangout ごはん鍋3合   
 16,500円（本体価格15,000円）
 （信楽焼）  29.5×24.5×16.5㎝ （2000㎖）   
 ダンボール  （25.5×25.5×20㎝）  ① 梱4入  （3405） 

RiceContauner
T95532250-328  おひつ（white）   
T95533250-328  おひつ（brown）   
各 2,750円（本体価格2,500円）
　 （信楽焼）  13×9.5㎝ （600㎖）   
　 ダンボール  ① 梱18入  （3405） 

　T95344460-328  ふっくら ごはん鍋（2合） 瑠璃色   
　T95346460-328  ふっくら ごはん鍋（2合） 白色   
 各 5,060円（本体価格4,600円）
  径17.2×20.8×16㎝ （1100㎖）  ① 梱12入

⑳T95345720-328  ふっくら ごはん鍋（4合） 瑠璃色   
�T95347720-328  ふっくら ごはん鍋（4合） 白色   
 各 7,920円（本体価格7,200円）
  径21×25.5×18㎝ （2100㎖）  ① 梱6入

�T95383110-328  黒釉メタルIH 2合炊きご飯釜   
 12,100円（本体価格11,000円）
 （萬古焼（日研窯））  19×19×14㎝ （1300㎖）  ①  
 梱8入  （3303） 

T95561700-328107  赤鯛食い初め揃   
7,700円（税込価格）

（1106） 

�T95384390-328  黒マット 丸型おひつ器   
 4,290円（本体価格3,900円）
 17.5×17.5×12.5㎝ （1000㎖）  ① 梱16入

�T95385270-328  黒マット 丸型おひつ器（小）   
 2,970円（本体価格2,700円）
 15×15×10㎝ （750㎖）  ① 梱24入

⑭T94848080-328  八角雅 箸（黒） 23㎝ 
⑮T94849080-328  八角雅 箸（赤） 21㎝ 
 各 880円（税込価格）
 　 （日本製（若狭））   
 　 ワンタッチ箱  ⑩ 梱500入  （8711） 

食洗機OK

直火 オーブン 電子レンジ

T95348420-328  角耐熱おひつ（2合用）黒マット   
T95349420-328  角耐熱おひつ（2合用）白マット   
各 4,620円（本体価格4,200円）
 （萬古焼（竹政窯））  16×16×11㎝ （850㎖）   
 ボール箱  ① 梱12入  （3305） 土

直火 オーブン 電子レンジ

直火 オーブン 電子レンジ IH

直火 オーブン 電子レンジ

オーブン 電子レンジ

オーブン 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。

菊割（ゆい窯） 備前金彩
（竜清窯）

黒千段（長十郎窯）

⑤

⑥

⑦

⑭⑬⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑲ ⑳�� �

�

�

�

� � �

� �

�

�

�

�

�

①

③

②

④

和ごころ（照山窯）

� �

�T94790350-3291123  
	 おやすみキャット	土瓶			
	 3,850円（本体価格3,500円）
 （美濃焼（江戸屋窯））   
 9.5×9.5×9.5㎝ （330㎖） 
 （カップアミ）  トムソン  ①  （1106） 

�T94791300-3291123  
	 おやすみキャット	ポット急須			
	 3,300円（本体価格3,000円）
 （美濃焼（江戸屋窯））   
 9.5×9.5×9.5㎝ （330㎖）  
 （カップアミ）  トムソン  ①  ●（1106）
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①T95476320-329  菊割	Uポット			
	 3,520円（本体価格3,200円）
 570㎖  ② 梱48入

②T95477320-329  菊割	U急須			
	 3,520円（本体価格3,200円）
 350㎖  ② 梱48入

③T95478180-329  菊割	汲出			
	 1,980円（本体価格1,800円）
 径9×8.5㎝  ⑤ 梱120入  

④T93640120-3291110  菊割	飯碗（大）	
	 1,320円（本体価格1,200円） 		 Hit!Hit!
 11.6×6.7㎝  ⑤ 梱150入  ●

⑤T93641120-3291110  菊割	飯碗（小）	
	 1,320円（本体価格1,200円） 		 Hit!Hit!
 10.3×6.1㎝  ⑤ 梱150入  ●

⑥T93642120-3291110  菊割	湯呑（大）			
	 1,320円（本体価格1,200円）
 7×9㎝ （250㎖）  ⑤ 梱150入  ●

⑦T93643120-3291110  菊割	湯呑（小）			
	 1,320円（本体価格1,200円）
 6.7×8.3㎝ （200㎖）  ⑤ 梱150入  ●

�T95511120-329  黒千段	煎茶			
	 1,320円（本体価格1,200円）
 径7.5×6㎝ （150㎖）  ⑤

�T95513400-329  黒千段	SSポット			
	 4,400円（本体価格4,000円）
 径9×9㎝ （275㎖） （SSアミ）  ①

�T95514430-329  黒千段	SS平急須			
	 4,730円（本体価格4,300円）
 径11×9㎝ （300㎖） （SSアミ）  ①

�T95350190-329  陶山急須	2.0号平形（ようがん）			
�T95351190-329  陶山急須	2.0号平形（白ハケ目）			
�T95352190-329  陶山急須	2.0号平形（ナマコ巻）			
	 各	2,090円（本体価格1,900円）
  （萬古焼（洙山窯））  径12×9㎝ （400㎖）  ボール箱  ①  （3305） 土

�T95323320-329  ホワイト	4号土瓶			
�T95325320-329  ブラック	4号土瓶			
	 各	3,520円（本体価格3,200円）
  （萬古焼（松尾窯））   
  径12×15.5×12㎝ （600㎖）  ダンボール   
  ①  （3305） 

�T95324340-329  ホワイト	5号土瓶			
�T95326340-329  ブラック	5号土瓶			
	 各	3,740円（本体価格3,400円）
  （萬古焼（松尾窯））   
  径13.3×16.5×13㎝ （800㎖）  （カップアミ）   
  ダンボール  ①  （3305） 

菊割 （波佐見焼）  ダンボール （2219）

黒千段 （波佐見焼）  ダンボール （2201）

⑬T95332130-329  マグカップ（大）黒			
⑭T95333130-329  マグカップ（大）白			
	 各	1,430円（本体価格1,300円）
  径9.6×8.6㎝ （300㎖）  ①

⑮T95334180-329  泡立ちビアカップ（L）	黒			
⑯T95335180-329  泡立ちビアカップ（L）	白			
	 各	1,980円（本体価格1,800円）
  径9.3×15.5㎝ （600㎖）  ①

⑰T95336170-329  泡立ちビアカップ（S）	黒			
⑱T95337170-329  泡立ちビアカップ（S）	白			
	 各	1,870円（本体価格1,700円）
  径8.4×14㎝ （350㎖）  ①

�T95341200-329  プレート（大）黒			
�T95338200-329  プレート（大）白			
	 各	2,200円（本体価格2,000円）
  径22.5×3.2㎝  ⑤

�T95342130-329  プレート（中）黒			
�T95339130-329  プレート（中）白			
	 各	1,430円（本体価格1,300円）
  径17.5×2.5㎝  ⑤

⑲T95343090-329  プレート（小）黒			
⑳T95340090-329  プレート（小）白			
	 各	990円（本体価格900円）
  径14.5×2.2㎝  ③

和ごころ （萬古焼）  ボール箱 （3305） 土

和ごころ

�T95376200-329  2号ポット	大空			
�T95377200-329  2号ポット	土の香			
	 各	2,200円（本体価格2,000円）
  （萬古焼（林風窯））  10×17×10㎝ （420㎖）   
  （カップアミ）  紙箱  ①  （3303） 一客箱入一客箱入

⑧T95378280-329  麺皿（スノコ付き）			
	 3,080円（本体価格2,800円）
 25×25×4㎝  ③ 梱30入

⑨T95379300-329  角麺皿（スノコ付き）			
	 3,300円（本体価格3,000円）
 20.5×20.5×3.3㎝  ③ 梱30入

�T95582024-329  竹スダレ	丸19㎝			
	 264円（本体価格240円）
　 （中国製） 19×19㎝  PP袋  ⑤ （3303）

�T95583025-329  竹スダレ	角17.5㎝			
	 275円（本体価格250円）
　 （中国製） 17.5×17.5㎝  PP袋  ⑤ （3303）

⑩T95380300-329  うどん鉢			
	 3,300円（本体価格3,000円）
 24×24×4.5㎝  ③ 梱24入

⑪T95381130-329  そば千代口			
	 1,430円（本体価格1,300円）
 10×10×9㎝ （280㎖）  ③ 梱60入

⑫T95382160-329  5.5号取鉢			
	 1,760円（本体価格1,600円）
 16.5×16.5×4.5㎝  ③ 梱36入

備前金彩 （萬古焼）  ダンボール （3303）

食洗機OK備前金彩

⑨

⑧

�
�

⑩
⑪

⑫



⑳ �

� � �

③HG101-12BG-3301163370  キリコ オンザロック 
④HG101-13R-3301163370  キリコ オンザロック 
 各 4,070円（本体価格3,700円） （中国製） ① （◆▲3607）

①T90150150-3301111  いなせ 飯碗（小） ●
②T90152150-3301111  いなせ 飯碗（大） ● 
 各 1,650円（本体価格1,500円） （波佐見焼） ⑤ （2215） 

虚空蔵窯 水引 -結-

赤い実（司窯）

�T95274130-330  月の光 タンブラー（ルリ）   
�T95275130-330  月の光 タンブラー（アメ）   
 各 1,430円（本体価格1,300円）
 　 径8.5×13㎝ （350㎖）  トムソン  ②

�T95277150-330  月の光 マグ（ルリ）   
�T95278150-330  月の光 マグ（アメ）   
 各 1,650円（本体価格1,500円）
 　 径9×9㎝ （300㎖）  トムソン  ②

T95558300-330  
煌き ペア焼酎カップ   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  径8.5×15㎝ （450㎖）   
木箱  （16.5×16.5×9.5㎝）  ① （0212） お箱お箱

煌き ロックカップ
T95556160-330  ブラック（木箱入）   
T95557160-330  ホワイト（木箱入）   
各 1,760円（本体価格1,600円）
 （美濃焼）  木箱  ① （0212）

T95555250-330  煌き ペアロック（木箱入）   
2,750円（本体価格2,500円）

（美濃焼）  径10.5×10㎝ （400㎖）   
木箱  （22×11×11.5㎝）  ① （0212） お箱お箱

月の光（丸藤窯） 

�〜� 月の光 （美濃焼） （0212）
� � � �

おひとつからでも
組でも

選んで贈れます。

 T95273300-330  月の光 ペアタンブラー   
 3,300円（本体価格3,000円） 
 木箱  （18×14×9.5㎝）  ① 梱24入 お箱お箱

 T95276300-330  月の光 ペアマグ   
 3,300円（本体価格3,000円）
 木箱  （21×10.5×10.5㎝）  ① 梱24入 お箱お箱

①

③

⑫

②

⑩

⑪

⑨

④

⑧

イエナカってしあわせ。

D i n n e r  T i m e夕 

食一日の疲れを癒しながら交わしあう乾杯。
温かい料理やおいしい肴に舌づつみ。
ゆっくりと流れる夜の時間を
愉しみながら、話は尽きない。

⑰

⑱
⑲

⑭

⑮ ⑯

煌き（丸藤窯）

Hit!Hit!
Hit!Hit!

お箱お箱

30
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。陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩

⑭T95427500-330  組飯碗   5,500円（本体価格5,000円）
 大径11.9×5.5㎝ 小径10.6×5.5㎝  化粧箱  （13.5.×26×6.5㎝）  梱20入

⑰T95430700-330  酒器揃   7,700円（本体価格7,000円）
 徳利径7×12.8㎝ （250㎖) 盃径6.1×4.3㎝ (70㎖）  化粧箱  （14×14.5×7㎝）  梱20入

⑮T95428500-330  ペアマグカップ   5,500円（本体価格5,000円）
 径7×8.5㎝ （220㎖）  化粧箱  （12×19×10㎝）  梱20入

⑱T95431500-330  豆皿揃   5,500円（本体価格5,000円）
 径9.3×1.8㎝  化粧箱  （12.6×22.5×6.3㎝）  梱20入

⑯T95429500-330  ペアフリーカップ   5,500円（本体価格5,000円）
 径8×6.5㎝ （200㎖）  化粧箱  （9.7×18.8×8㎝）  梱30入

⑲T95432350-330  オーバルボウル   3,850円（本体価格3,500円）
 幅19.8×奥行12.3×6.4㎝  化粧箱  （14×22.5×7.8㎝）  梱30入

虚空蔵窯 （九谷焼） 
① ▲（3202）

約2杯 約2杯

T95247650-330  
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） 

T95248650-330  
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） 

⑧T87450070-3301139  結び オーバル小付（青） ●
⑨T87451070-3301139  結び オーバル小付（赤） ● 
 各 770円（本体価格700円） （波佐見焼） ⑤ （2208）

⑫T95274130-330  月の光 タンブラー（ルリ） 
 1,430円（本体価格1,300円） （美濃焼） ② （0212）

⑩T94846070-330  夕凪 箸（緑）  23㎝ 
⑪T94847070-330  夕凪 箸（橙）  21㎝ 
 各 770円（本体価格700円）  
 　 （日本製（若狭）） ワンタッチ  ⑩ （8711） 

食洗機OK

虚空蔵窯 水引 -結-

赤い実 （萬古焼） ボール箱 （3305） 土

赤い実
⑳T95327077-330  4号深小鉢   
 847円（本体価格770円）
 径12.5×5㎝  ⑩

�T95328050-330  5.5号小判皿   
 550円（本体価格500円）
 17.5×11.3×2.5㎝  ⑤

�T95329075-330  6.5号小判皿   
 825円（本体価格750円）
 20×14.5×3.5㎝  ⑤

�T95330100-330  8号小判皿   
 1,100円（本体価格1,000円）
 24×17×4㎝  ⑤

�T95331190-330  8.5号とんかつ皿   
 2,090円（本体価格1,900円）
 25.5×22×4㎝  ⑤

オーブン 電子レンジ

NihonTohsai

九谷焼
虚空蔵窯



●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。

①

①

①

①

②

④

③

トルコ青 〈佳窯〉

⑥

⑩ ⑪ ⑫ ⑬⑨

⑦

⑧

⑤

銀器彩

⑭T94682075-331  
	 さくらんぼ	ハート型箸置小皿（青）
⑮T94683075-331  
	 さくらんぼ	ハート型箸置小皿（赤）				
	 各	825円（本体価格750円） 
	 （波佐見焼）  ⑤  （2216）

⑭

⑮

31

①T95438750-331  ファミリーサーバーセット	木台付うでい			
	 8,250円（本体価格7,500円）
　 （美濃焼）  サーバー径13.4×16㎝ （1300㎖） 蛇口･木台 
 カップ径9.4×8.4㎝ （310㎖）   
 紙箱  （14.6×21.6×26㎝）  ① 梱12入  （0228） 

②T95504140-331310  陶悦窯	銀塗	木瓜型小皿	
	 1,540円（税込価格） （有田焼） （2101）

③M50482700-331846  陶悦窯	結晶金彩	小鉢揃	
	 7,700円（税込価格） （有田焼）  ●（2205） 土
④T88413120-3311157  日和霞	箸（黒）	
	 1,320円（税込価格）  
 （日本製（若狭））  23㎝ ⑩ （8711）

M55394330-331  
佳窯	織部釉	盛皿			
3,630円（本体価格3,300円）

（常滑焼（佳窯））  径22×4.8㎝   
ダンボール  ①  （3603） 土

⑤M55395330-331  佳窯	トルコ青	盛皿			
	 3,630円（本体価格3,300円）
 （常滑焼（佳窯））  径22×4.8㎝  ダンボール  ①  （3603） 土

⑥M55396280-331  佳窯	トルコ青	サラダ皿			
	 3,080円（本体価格2,800円）
 （常滑焼（佳窯））  径19×4.5㎝  ダンボール  ①  （3603） 土

M55397280-331  
佳窯	黒結晶釉	サラダ皿			
3,080円（本体価格2,800円）

（常滑焼（佳窯））  径19×4.5㎝   
ダンボール  ①  （3603） 土

⑨RIN-3053NA-331350 凛	タンブラー	金	飾り木箱入			
⑩RIN-3053NB-331350 凛	タンブラー	銀	飾り木箱入			
	 各	3,850円（本体価格3,500円）
 　 （日本製）  径8.7×12.8㎝ （350㎖）   
  飾り木箱  （10.8×15.3×10㎝）  ①  （0226） 

⑪T95534200-331  泡うまBeer	Cup（N6）			
⑫T95535200-331  泡うまBeer	Cup（N9）			
⑬T95536200-331  泡うまBeer	Cup（N7）			
	 各	2,200円（本体価格2,000円）
 　 （信楽焼）  10×11.5㎝ （280㎖）  ダンボール  ①  （3405） 

T95386150-331  
蓋付ミニ甕（3合）			
1,650円（本体価格1,500円）

（常滑焼）  10×11.5㎝ （540㎖）  ①  （3303） 

⑦T95293300-331  漬物器	重石付き	松竹梅			
	 3,300円（本体価格3,000円）
 （有田焼）  径10.5×9.3㎝ （450㎖）   
 ダンボール  ①  （2238） 

⑧T95294350-331  漬物器	重石･蓋付き	松竹梅			
	 3,850円（本体価格3,500円）
 （有田焼）  本体径10.5×9.3㎝ （450㎖）  
 重石径8×3.5㎝ （280g）  ダンボール  ①  （2238） 

有田焼一夜漬け

T95517380-331  銀器彩	ロックカップペア			
4,180円（本体価格3,800円）

（波佐見焼）  径9.5×8㎝ （300㎖）   
木箱  （21×11.5×10.5㎝）  ① 梱16入 （2201）

T95515150-331  銀器彩	カップ（金）			
T95516150-331  銀器彩	カップ（黒）			
各	1,650円（本体価格1,500円）
　 （波佐見焼）  径9.5×8㎝ （350㎖）  ダンボール   
 ① （2201）

電子レンジ



⑳T95542250-332  色彩布袋椀（空）   
�T95543250-332  色彩布袋椀（みかん）   
�T95544250-332  色彩布袋椀（桃）   
�T95545250-332  色彩布袋椀（若葉）   
 各 2,750円（本体価格2,500円）
 　 （日本製（越前））  １１×11×6.5㎝   
 　 紙箱  ①  ▲（3224） 

●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 関東雑煮

① しいたけ入り
黒 き々んぴら

① れんこんと
ほうれん草の
ごまあえ

ささ身と
いちじくのごま酢 ①

① しめじと菊花の
おひたし

① ゆで鶏とりんごの
みぞれあえ

① ふきと菜の葉の
おひたし

① かぼちゃの塩そぼろ煮

① ペペロンチーノ風きんぴら

③ 関西雑煮

⑤

⑦

⑥

④

⑦T91492180-3321158 長角テーブル膳（赤･渕金） 1,980円（税込価格）（日本製（山中））（3214） 
⑥T91227065-3321155 Takebito 白竹節無 エコマーク認定箸 715円（税込価格）（日本製）（8710） 
⑤T70584230-3321149 風船 箸置揃 2,530円（税込価格）（有田焼）（2101） 
④H16293050-332183（V） 陶彩「純」 小紋切り替えコースター 縞 550円（税込価格）（日本製） ▲（8800）▼ 
③T92948270-3321158 越前 洗浄機対応入子椀（中）朱漆 2,970円（税込価格）（日本製（越前）） ●（3211） 
②T92947270-3321158 越前 洗浄機対応入子椀（中）黒漆  2,970円（税込価格）（日本製（越前））（3211） 
①H16936300-3321174（V） 陶彩「東雅」彩り 八客珍味揃 3,300円（税込価格）（美濃焼）（0107） 

八 菜

①

④

⑨

⑪

⑬

⑩

⑧

⑫

⑩T92948270-3321158 越前 洗浄機対応入子椀（中）朱漆  ●
 2,970円（税込価格） （日本製（越前）） ⑤ （3211） 

⑫T92392090-332146（V） 赤絵小花 小鉢
 990円（税込価格） （波佐見焼） ⑤ （2203） 

⑪T80757170-3321143（V） 花唐草 長角深皿
 1,870円（税込価格） （瀬戸焼） ③ （1104） 

⑬T92395100-332146（V） 雪小花 取皿
 1,100円（税込価格） （波佐見焼） ⑤ （2203） 

⑨T72503150-332186（V） 陶彩「ナチュラルT」黒彩トチリ 飯碗
 1,650円（税込価格） （波佐見焼） ① （2208） 

⑧T93684145-3321160 ノンスリップ スクエアトレー25 パームウッド
 1,595円（税込価格） （木地中国・日本再加工（山中）） ① （3221） 

溜 （日本製（会津）） ① （8717） 

溜（金ラン）

色彩布袋椀

⑳ �

�

��

�

�

�
�

（山中） 

（越前） 

（会津） 
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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「社員」です。陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩

「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。

「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」と様々な楽しみを語ります。

食を愉しみ、器を愛でるfacebook_NihonTohsai

手塗うるしBokashi
KZ2835-332400  4.5お好み椀（黒）   
KZ2836-332400  4.5お好み椀（朱）   
各 4,400円（本体価格4,000円）
　 （日本製（山中））  径13.6×9.3㎝   
 トムソン  ①  （◆3215） 

手塗うるしBokashi
KZ2834B-332250  汁椀（黒）   
KZ2834R-332250  汁椀（朱）   
各 2,750円（本体価格2,500円）
 （日本製（山中））  径10.5×7㎝   
 トムソン  ①  （◆3215） 

T95540300-332  12.0 都膳 朱渕黒  
T95541300-332  12.0 都膳 黒渕朱   
各 3,300円（本体価格3,000円）
　 （日本製（越前））  36.5×28×1.2㎝  （PP袋入） 
　 ①  ▲（3224） 

溜（金ラン）
�T95521450-332   手抜小判盆13.0   
 4,950円（本体価格4,500円）
 40×25×3.5㎝   
 化粧箱  （41.4×26.6×4.4㎝）  

�T95522350-332  渕太丸盆10.0   
 3,850円（本体価格3,500円）
 径30.3×2㎝   
 化粧箱  （31.2×31.2×2.8㎝）  

�T95523350-332  内隅菓子鉢7.0   
 3,850円（本体価格3,500円）
 径21.3×6.2㎝  化粧箱  （22.5×22.5×6.7㎝）  

�T95524400-332  小判茶托4.2（5P）   
 4,400円（本体価格4,000円）
 12.5×10.3×1.5㎝  化粧箱  （22.1×13.7×5㎝）  

�T95525400-332  小判皿5.0（5P）   
 4,400円（本体価格4,000円）
 16×12.3×1.3㎝  化粧箱  （26×17×3.9㎝）  

花化粧

�

�

� 花化粧 （日本製（会津）） ① （8717） 

花化粧
�T95526650-332  （溜） フリーボックス（大）   
 7,150円（本体価格6,500円）
 21.5×10.5×4.5㎝  化粧箱  （22.5×11.5×5㎝）  

�T95527400-332  （黒） 卓上ボックス   
 4,400円（本体価格4,000円）
 14.3×8×9㎝  化粧箱  （15.5×10×8.7㎝）  

�T95528300-332  （玉虫） 手鏡   
 3,300円（本体価格3,000円）
 15×30×1.2㎝  化粧箱  （20.3×28.5×2㎝）  



H16771350-333  
唐草ねこ 組飯碗   
3,850円（本体価格3,500円）
大径12×6.5㎝ 小径11.5×6㎝   
化粧箱  （26.2×14.2×6.5㎝）  梱30入  ●

〈光玉窯〉唐草ねこ

気 持 ち に 合 わ せ た「 の し 」が 選 べ ま す 。

　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。

　　　　　　　 「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〉陶彩「選べるのし」

選べる「のし」

●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。

唐草ねこ （波佐見焼） ①  （2203）Voice!Voice!

H16772350-333  
唐草ねこ 組湯呑   
3,850円（本体価格3,500円）
大径7.5×8.5㎝ （200㎖）  
小径7×8㎝ （160㎖）   
化粧箱  （16.2×10.2×8.2㎝） 梱30入  ●

H16810300-33311０８  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） 

Voice!Voice!

選べる「のし」

選べる「のし」

選べる「のし」

H16812250-33311０８  
陶彩「選べるのし」MISORA ビールカップペア  
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） 

H16813300-33311０８  
陶彩「選べるのし」MISORA マルチ碗ペア  
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） 

Voice!Voice! Voice!Voice!

※のしは箱の中にお入れします。
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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（雅東窯））  径11㎝  紙箱  （36×36×4㎝）   
① 梱12入  （0107） 

Voice!Voice!
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●すべて進物にも使える　　  入りです。お箱お箱

和み鉢

〈雅東窯〉陶彩「軽々一器多用」

H16410300-334192   
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）

軽量

H16481300-3341103  
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）

〈雅東窯〉陶彩「軽々いろいろ」

Voice!Voice!

軽量

H16480250-3341１３８  
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）

Present
Voice!Voice!

軽量

軽量

H16411300-3341136   
陶彩「軽々一器多用」 三ツ組鉢   
3,300円（本体価格3,000円） （美濃焼） 径17.5×6.5㎝   
カード付き  木箱  （17×19×19㎝）  ①  梱12入  ●（0107）

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）。

〈裏面〉

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。

T90856330-3341102　
兵山窯 粉引印花 和み鉢   
3,630円（本体価格3,300円）  
径15.5×4.5㎝

T90858270-3341102　
丹山窯 新緑花染め 和み鉢   
2,970円（本体価格2,700円）   
径15.5×5㎝

T90859320-3341102　
蘇山窯 青白磁輪花 和み鉢   
3,520円（本体価格3,200円）  
径15.5×4.5㎝  

「和み鉢」はこの お箱お箱  に入ります。

T90855320-3341102　
武山窯 紫小花唐草 和み鉢  
3,520円（本体価格3,200円）  
径17×5.5㎝  

T90857270-3341102　
圭山窯 ぼんぼんフラワー 和み鉢   
2,970円（本体価格2,700円）  
径16×5.5㎝

Voice!Voice! 和み鉢  （美濃焼）  紙箱 （18×18×6㎝）  ①  梱40入 （0230）

Present
Voice!Voice! Voice!Voice!
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贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器



②H16505350-3351137　
 染旬菜 トリオ楕円焼皿   
 3,850円（本体価格3,500円）
 24.5×12.5×2.5㎝  
 化粧箱 （25.8×13.5×5㎝）  

Voice!Voice! 染旬菜 （波佐見焼） ① 梱20入  （2203）

①H16504380-3351137　
 染旬菜 トリオグルメ鉢   
 4,180円（本体価格3,800円）
 20×17×4㎝   
 化粧箱 （19.3×19.3×7㎝）   

①

②

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。

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。

〈和山窯〉染旬菜

③H16395250-3351102　
 宗山窯 安南らんまる 福々鉢  
 2,750円（本体価格2,500円） 
 径17.5×4.5㎝  

④H16396380-3351102　
 秀峰窯 鼠十草 福々鉢  
 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㎝  

⑥H16398300-3351102　
 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　
 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㎝  

③

⑧

④

⑤

⑥

⑦

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

Voice!Voice!

福々鉢

〈洸琳窯〉すみれ

H16749340-335  すみれ 組飯碗  
大径11.7×5.3㎝  小径11.2×5.0㎝  化粧箱  （14.4×27.5×7.4㎝）  

H16750340-335  すみれ 組コップ  
大径7.8×8.4㎝ （220㎖） 小径7.3×7.9㎝ （190㎖）  
化粧箱  （10.9×15.8×7.8㎝）  

各 3,740円（本体価格3,400円） 
　 （波佐見焼）  ①  梱30入  （2216） Voice!Voice!

H16766270-335309  
花ちらし 恵みセット（青）  
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

H16709270-335309  
花ちらし 恵みセット（赤）  
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!Voice! Voice!Voice!

〈錦山窯〉花ちらし
※敷き色紙はご用意できます。

〈錦山窯〉藍の花

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（錦山窯））  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

Voice!Voice!

●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。

「福々鉢」はこちらのお箱に入ります。

お箱お箱
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Voice!Voice!
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●すべて進物にも使える お箱お箱  入りです。

H16641600-3361138  四季 たっぷり碗揃   
6,600円（本体価格6,000円）

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

Voice!Voice!

⑤H16788240-3361171  
 加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（赤）
⑥H16789240-3361171  
 加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（黒）
⑦H16790240-3361171  
 加賀友禅 升付きひとくちタンブラー（白）
 各 2,640円（本体価格2,400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） 

Voice!Voice!

⑤
⑥

⑦

クールジャパン賞
H16788240
H16789240
H16790240

H16800450-336126  
コロン 冷酒器 1.5合･紅白盃２個付  
4,950円（本体価格4,500円） 

（美濃焼（ヤマ亮窯））  酒瓶11.5×9.5×7㎝ （330㎖）  
氷入径7.5×4.5㎝ (130㎖)  盃径6×4㎝ （60㎖）   
紙箱  （16×11.5×8㎝）  ① 梱24入  （0230） 

H16799420-336126 
ゆらり 冷酒一合･紅白盃２個付　
4,620円（本体価格4,200円）  

（美濃焼（ヤマ亮窯））  酒瓶径9×11㎝ （200㎖）  
氷入径7.5×4.5㎝ （100㎖） 盃径6×4㎝ （60㎖）   
紙箱  （19×9.5×12㎝） ①  梱40入  （0230）

Voice!Voice!

Voice!Voice!

H16825580-336126  こがも 酒器揃（赤）   
6,380円（本体価格5,800円）

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

Voice!Voice!

H16825580

〈天龍窯〉陶彩「リファイン」花千筋 

Voice!Voice! 花千筋 （波佐見焼） ① （2203）

①

④②

③

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

①H16919300-336184  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

②H16920300-336184  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

③H16917250-336184  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

Hit!Hit!

36
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。陶芸 陶瓷 陶道 陶器 陶彩

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器

H16944300-336  
加賀友禅 小鉢付 ペアタンブラー   
3,300円（本体価格3,000円）

（美濃焼）  カップ径8.3×12㎝ （300㎖） 小鉢9×8.5×4㎝    
化粧箱  （27×13×9㎝）  ① 梱24入  ●（0212） 



●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。

「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。

引出物は宴席の主からの“お土産”

〈雅東窯〉名披露目

〈磁光園〉麦わら十草

⑥

④

⑤

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）  
 径9.3×10.5㎝  紙箱  （38×25×9㎝）   
 梱12入  

⑤H16441500-337141  
 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  

⑥H16442200-337141  
 麦わら十草 組茶碗   
 2,200円（本体価格2,000円）  
 大径12.5×6.2㎝ 小径11.9×5.9㎝   
 紙箱  （14×14×8.5㎝）  梱30入

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。

⑨H16131150-3371144 
 いろどり 五客珍味揃   
 径11×3㎝  紙箱（24.5×33×4.5㎝）  

⑩H16132150-3371144  
 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

⑪H16134150-3371144   
 彩 ペアボール
 径12×8㎝  紙箱（26.5×13×8㎝）

⑫H16135150-3371144  
 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㎝）

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 1,650円（本体価格1,500円）

⑭H16133120-3371144  
 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㎝）

⑩

⑨

⑫

⑬

⑪

⑭

名披露目 （美濃焼） ① （0107）Voice!Voice!

③H16162350-337184  
 陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ ペアフリーカップ
 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

②H16161300-337184  
 陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ 組飯碗
 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

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

陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ （萩焼（光彩庵）） ① （3805） 土
Voice!Voice!

①
②

③

〈椿秀窯〉
陶彩「リファイン」

蒼釉わたつみ

Voice!Voice! 陶彩「ナチュラルテイスト」粋-ORIBE  
① 化粧箱  （1104）

⑦H16677500-337185  市松ぶどう 焼物皿揃  
 5,500円（本体価格5,000円） （瀬戸焼）
 30×12×1.5㎝  化粧箱  （31×13×10㎝）  梱8入  

⑧H16678800-337185  十草 多用皿揃   
 8,800円（本体価格8,000円） （瀬戸焼）
 径19×2.5㎝  化粧箱  （20×10㎝）  梱8入  

陶彩「ナチュラルテイスト」粋-ORIBE

⑦

⑧

陶彩「ナチュラルテイスト」
粋-ORIBE

麦わら十草 （瀬戸焼） ① （1107）Voice!Voice!

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㎝）  

M54437500-337184  
陶彩「リファイン」蒼釉わたつみ ゆらぎ鉢   
5,500円（本体価格5,000円） 
鉢径21.5×7.2㎝  化粧箱 （24.5×24.5×10㎝）  
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贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器



●すべて進物にも使える お箱お箱  入りです。

H16567470-338146  松花堂弁当 セット（A）   
5,170円（本体価格4,700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） 

H16568410-338146  松花堂弁当 セット（B）   
4,510円（本体価格4,100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） 

Voice!Voice!Voice!Voice!

M54375350-338855  
椿秀窯 萩の雫 フリーカップペア   
3,850円（本体価格3,500円）

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

〈椿秀窯〉萩の雫

Voice!Voice!

⑬

⑭

〈聖栄窯〉ナチュレ

⑬H16774350-3381145  ナチュレ サークル ニューライフセット
⑭H16775350-3381145  ナチュレ ニューライフセット  
 各 3,850円（本体価格3,500円）  
 　 （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）

⑩ ⑪

各 1,650円（本体価格1,500円）
　  （美濃焼） 径6.5×15.5㎝ （350㎖）   
  木箱  （8.5×18×8.5㎝）  ①  梱24入  （0107）  土

⑩H16007150-3381132  白うのふ ビアカップ 
⑪H16008150-3381132  益子うのふ ビアカップ  ●
⑫H16009150-3381132  ピンクうのふ  ビアカップ

Voice!Voice! 一客箱入一客箱入

〈雅東窯〉うのふ

⑫

Voice!Voice!

ぶどう水仙丸紋

鉄仙半丸紋

梅半丸紋 花丸紋

H16763500-3381７6  伊兵衛 桔梗三寸皿 絵変五枚揃   
5,500円（本体価格5,000円）  

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

Voice!Voice!

⑦H16937230-338306  
 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 

⑧H16938260-338306  
 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

⑨H16939280-338306  
 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）

〈土喜陶窯〉染小紋

軽量

⑧

⑦

⑨

Voice!Voice!

①

〈竜山窯〉
陶彩「リファイン」 ひすい蒼雲 

陶彩「リファイン」ひすい蒼雲 （美濃焼（竜山窯））  
①  （0107） 土

Voice!Voice!

①H16699250-338184  
 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

②H16701300-338184  
 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

③T94632150-338184  陶彩「リファイン」ひすい蒼 片手スープ  
④T94633150-338184  陶彩「リファイン」ひすい雲 片手スープ 
 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

⑤H16889280-338184  陶彩「リファイン」ひすい蒼 冷酒セット
⑥H16890280-338184  陶彩「リファイン」ひすい雲 冷酒セット     
 各 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② ③

⑥

⑤

④

38
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。希望 陶瓷 陶彩り 日本

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器



H16062280-339170  
陶彩「花だより」 ペアマグ  
3,080円（本体価格2,800円） 
径9.5×8.5㎝ （300㎖）   
木箱  （22×10.5×9㎝）  梱24入  ●

一客箱入一客箱入

H16065220-339170  
陶彩「花だより」 マグ 桜（ちりめん木箱入）   
2,420円（本体価格2,200円）
径9.5×8.5㎝ （300㎖）  木箱  （14×14×13㎝） 
コースター（中国製）  梱40入  

一客箱入一客箱入

H16066220-339170  
陶彩「花だより」 マグ 鉄仙花（ちりめん木箱入）   
2,420円（本体価格2,200円）
径9.5×8.5㎝ （300㎖）  木箱  （14×14×13㎝）   
コースター（中国製）  梱40入  ●

Voice!Voice! 陶彩「花だより」 （美濃焼） ① （0230）▼

H16063500-339170　
陶彩「花だより」 銘々皿付煎茶揃   
5,500円（本体価格5,000円）
煎茶径10×6.5㎝ （220㎖）  銘々皿径13㎝   
紙箱  （20×27×10.5㎝）  梱12入  ●

Present

〈源兵衛窯〉
陶彩「花だより」

H16819400-339170  
陶彩「花だより」 睦揃   
4,400円（本体価格4,000円）  
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  ●

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。

「水引」の由来

各 2,970円（本体価格2,700円）  
　 （九谷焼）  200㎖  紙箱  ① （3202） 土

釉裏銀彩 泡立ちフリーカップ
S38433270-339188  エメラルド  
S38434270-339188  ブルー  
S38435270-339188  イエロー  
S38436270-339188  ピンク  
S38437270-339188  オレンジ

各 3,300円（本体価格3,000円）  
　 （九谷焼）  280㎖  紙箱  ① （3202） 土

S38438300-339188  エメラルド  ●
S38439300-339188  ブルー  
S38440300-339188  イエロー  
S38441300-339188  ピンク  ●
S38442300-339188  オレンジ  

釉裏銀彩 泡立ちビアカップ

釉裏銀彩 泡立ち
宗秀窯

一客箱入一客箱入Voice!Voice!

※敷き色紙はご用意できます。
左表の色違いもございます。

M54720540-339188  
宗秀窯 釉裏銀彩  
ペア泡立ちフリーカップ   
5,940円（本体価格5,400円）  

（九谷焼）  紙箱  ①   
●（3202） 土 お箱お箱

Voice!Voice!

エメラルド ブルー イエロー ピンク オレンジ

エメラルド ブルー イエロー ピンク オレンジ

Hit!Hit!

フリーカップはペアのセットができます 5,940円（本体価格5,400円）
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）

※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。

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 M54713540 M54714540 M54715540 M54716540 M54717540

ブルー ー M54718540 M54719540 M54720540 M54721540
イエロー ー ー M54722540 M54723540 M54724540
ピンク ー ー ー M54725540 M54726540

オレンジ ー ー ー ー M54727540

39

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器



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

H16607500-340305 　
陶彩「天平」いろ重ね 菓子皿揃   
5,500円（本体価格5,000円）　
径14.5×3㎝  紙箱  （15×30×6㎝）  梱12入  ●

Present

①

②

③

陶彩〈和色〉スターター

一客箱入一客箱入

①H16734200-340  和色 モーニング（B） 
②H16735200-340  和色 モーニング（G） 
③H16733200-340   和色 モーニング（P） 
 各 2,200円（本体価格2,000円）  
    （美濃焼(雅東窯））  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!Voice!

陶彩「和色」スターター

直火陶板

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  

H16604250-340305  
陶彩「天平」いろ重ね 組湯呑   
2,750円（本体価格2,500円）
径7.5×9㎝ （250㎖）  木箱  （11×18×9㎝）   
梱24入  

H16605250-340305   
陶彩「天平」いろ重ね 組茶碗   
2,750円（本体価格2,500円）
径12×6㎝  紙箱  （14×26×8㎝）  梱16入  

陶彩「天平」いろ重ね （美濃焼（雅東窯）） ① （0107） 土Voice!Voice!

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

H16912160-3401118  
陶彩「白雲」ざくら マルチ碗（あずま袋 付き）   
1,760円（本体価格1,600円）
径9.5×8.5㎝ （270㎖）  
ダンボール  （10×10×9㎝）  梱36入

H16913250-3401118  
陶彩「白雲」ざくら（赤） 恵みセット（あずま袋 付き）   
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

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。

H16914160-3401118  
陶彩「白雲」はぎ マルチ碗（あずま袋 付き）   
1,760円（本体価格1,600円）
径9.5×8.5㎝ （270㎖）  
ダンボール  （10×10×9㎝）  梱36入

H16915250-3401118  
陶彩「白雲」はぎ 恵みセット（あずま袋 付き）   
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

Voice!Voice!

Hygge器は食を盛る、食は器に盛られる

コストパフォーマンス賞
恵みセット

モザイク （美濃焼（雅東窯）） スリープ ① （0107）Voice!Voice! 一客箱入一客箱入

T95009450-340305  
モザイク スリーマグ  
4,950円（本体価格4,500円） 
径8.5×9㎝ （300㎖）  ダンボール  （10×10×10㎝）  
梱48入

T95010480-340305  
モザイク スリーフリーカップ  
5,280円（本体価格4,800円） 
径8.5×10.5㎝ （300㎖）   ダンボール  （9×9×11.5㎝）   
梱48入

T95011480-340305  
モザイク スリー片手スープ  
5,280円（本体価格4,800円） 
径11×6㎝ （340㎖）  ダンボール  （12.5×13×6㎝）  梱48入

40
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・継承の大切さについて考える日です。希望 陶瓷 陶彩り 日本

「現実を忘れる」…
「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。

「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。

贈りものとして喜ばれる、毎日使いたくなる器

浅野陽



⑩ABR-03-3411152200  長谷園 黒釉 大レンゲ（台付）   
 2,200円（本体価格2,000円） 24×8×4㎝  ①   

⑧ABR-14-3411152170  長谷園 黒釉 薬味入   
 1,870円（本体価格1,700円） 14×7×12.5㎝  ①  

⑦ABR-01-3411152130  長谷園 黒釉 取鉢   
 1,430円（本体価格1,300円） 径14×5㎝ （250㎖）  ⑤  

⑨ABR-02-3411152130  長谷園 黒釉 小レンゲ（台付）   
 1,430円（本体価格1,300円） 12.5×5.5×6㎝  ⑤  

⑤ANC-22-3411152300  長谷園 IH対応ヘルシー蒸し鍋（白釉･小） 
⑥ANC-21-3411152300  長谷園 IH対応ヘルシー蒸し鍋（黒釉･小）   
 各 33,000円（本体価格30,000円）
 　 径27.5×17.5㎝  （1800㎖）  ①

直火

直火

直火

直火

直火

電子レンジ 直火

ACT-72-3411140500  長谷園 陶珍 黄瀬戸（小）
ACT-71-3411140500  長谷園 陶珍 粉引（小） 
各 5,500円（本体価格5,000円）   
　 径13㎝ （400㎖）  ①

ACT-40-3411140100  長谷園 みそ汁鍋（小） 
11,000円（本体価格10,000円）   
径19.5×13.5㎝ （1000㎖）  ①  ● 

ACT-31-3411140130  長谷園 みそ汁鍋（大） 
14,300円（本体価格13,000円）   
径23×16㎝ （1800㎖）  ①  

AND-18-3411150150   
長谷園 やきやきさん（大） 
16,500円（本体価格15,000円） 
径32.5×10㎝  

ACT-02-3411152100  長谷園 かまどさん 一合炊き 
11,000円（本体価格10,000円）  
径19×14㎝ （600㎖）  ①

ACT-03-3411152130  長谷園 かまどさん 二合炊き  
14,300円（本体価格13,000円）  
径21.5×16㎝ （1000㎖）  ①  ●

ACT-50-3411152220  長谷園 かまどさん 五合炊き  
24,200円（本体価格22,000円）   
径26×21.5㎝ （2500㎖）  ①

AZW-18-3411152160  
長谷園 ヘルシー蒸し鍋（黒･大） 
17,600円（本体価格16,000円）  
径31×20㎝ （3200㎖）  ①  

AZW-22-3411152130  
長谷園 ヘルシー蒸し鍋（黒･中） 
14,300円（本体価格13,000円）  
径27×18㎝ （1800㎖）  ①

長谷園 （伊賀焼） 
（◆3502） 土

②ACK-10-3411152100  
 長谷園 いぶしぎん ミニ   
 11,000円（本体価格10,000円）  
 径19×15㎝  ①

ACT-80-3411152230  
長谷園 いぶしぎん 大   
25,300円（本体価格23,000円）  
径27.5×21㎝  ①

①ACT-43-3411152150  
 長谷園 いぶしぎん 小   
 16,500円（本体価格15,000円）   
 径23.5×18㎝  ①

① 直火

② 直火

⑤ ⑥

⑦

⑨

⑧

⑩

直火

③ ④

長谷園七代目当主
長谷 優磁

ANH-03-3411152150   
長谷園 伊賀土鍋 刷毛目（大）   
16,500円（本体価格15,000円）
径30.5×20㎝ （3600㎖）  ①  

ANH-02-3411152100  
長谷園 伊賀土鍋 刷毛目（中）   
11,000円（本体価格10,000円）
径27×18㎝ （2200㎖）  ①  

長谷園｢国登録有形文化財“16連房旧登り窯”」

耐熱陶器
（英中韓語）

●長谷園の価格は、2022年08月21日からのものを表示しています。　●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。

③AIC-11-341850  長谷園 蒸し小鍋（アメ）  
④AIC-12-341850  長谷園 蒸し小鍋（キャラメル）  
 各 9,350円（本体価格8,500円）
 　 径20.5×13㎝  （600㎖）  ① 

ACT-01-3411152150  長谷園 かまどさん 三合炊き  
16,500円（本体価格15,000円）  
径24×18㎝ （1500㎖）  ①  ●

Hit!Hit!

Hit!Hit!

直火
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YouTube 

伊賀焼 
長谷園 かまどさん 

YouTube 

伊賀焼 
長谷園 いぶしぎん 



●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 ビアジョッキ
①ABC-45-342450  刷毛目（大）   
②ABC-47-342450  いぶし掛分（大）  
 各 4,950円（本体価格4,500円）   
 　 径10×11㎝ （500㎖）  ①  

長谷園 ビアジョッキ
③ABC-44-342400  刷毛目（小）   
④ABC-46-342400  いぶし掛分（小）   
 各 4,400円（本体価格4,000円）   
 　 径9×9㎝ （300㎖）  ①  

① ② ③ ④

⑬AIC-28-342130  
 長谷園 つけもの名人 アメ（長角型）   
 14,300円（本体価格13,000円）
 18.4×23.4×12.5㎝  茶箱  水抜き  ① 梱4入

⑪AIW-04-342180  
 長谷園 「優」クリーム 小皿   
⑫AIW-11-342180  
 長谷園 「優」グリーン 小皿   
 各 1,980円（本体価格1,800円）
 　 径15.5×2㎝  茶箱  ⑤

⑨AIW-03-342350  
 長谷園 「優」クリーム どんぶり   
⑩AIW-10-342350   
 長谷園 「優」グリーン どんぶり   
 各 3,850円（本体価格3,500円）
 　 径15.5×8.5㎝  茶箱  ①

⑦AIW-06-342200  
 長谷園 「優」クリーム マルチカップ   
⑧AIW-13-342200  
 長谷園 「優」グリーン マルチカップ   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 径8.5×9㎝ （200㎖）  茶箱  ①

⑤AIW-01-342200  長谷園 「優」クリーム 飯碗   
⑥AIW-08-342200  長谷園 「優」グリーン 飯碗   
 各 2,200円（本体価格2,000円）
 　 径11.5×7㎝  茶箱  ⑤

長谷園 「優」

①〜⑬ 長谷園 （伊賀焼） （◆3502） 土

⑤

⑦

⑪

⑧

⑫

⑬

⑥ ⑨ ⑩

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。

最高級のステンレス「18-8ステンレス（ＳＵＳ
304）」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。

EB-2002A-342200  
Energy bottle ボトル1P   
2,200円（本体価格2,000円）

（中国製）  径7.1×21.8㎝ （350㎖）   
①  梱24入  （0226） 

Good Feeling 
T95269180-342  コーヒータンブラー（ホワイト）   
T95270180-342  コーヒータンブラー（ブラック）   
T95271180-342  コーヒータンブラー（レッド）   
各 1,980円（本体価格1,800円）
　 （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） 一客箱入一客箱入

Good Feeling
T94977170-342  キープタンブラー（ホワイト）  ● 
T94976170-342  キープタンブラー（ブラック）  ● 
T95272170-342  キープタンブラー（レッド）   
各 1,870円（本体価格1,700円）
　 （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） 一客箱入一客箱入

サス鎚目

サス鎚目 
⑯T95249500-342  ロックカップ340㎖   2客セット   
 5,500円（本体価格5,000円）
 径7×高8.5㎝ （340㎖）  貼箱  （20.9×12.1×8.2㎝）  梱24入

⑰T95250250-342  ロックカップ340㎖   
 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

⑱T95251700-342  2重ストレートカップ内金250㎖    
 7,700円（本体価格7,000円）
 径7×高12㎝ （250㎖）  黒ボール箱  （7.5×7.5×13.5㎝）  梱30入

⑲T95252600-342  2重ロックカップ内金250㎖    
 6,600円（本体価格6,000円）
 径7.8×高8.5㎝ （250㎖）  黒ボール箱  （8×8×10㎝）  梱40入

⑳T95253300-342  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

サス鎚目 （日本製） ステンレス ① （8727）

⑯

⑰

⑱ ⑲ ⑳

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

真空二層構造

T95579300-342（05677）  
ダイアナ サーモタンブラーペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ステンレスタンブラー径7.5×13.5㎝（370㎖）   
化粧箱  （16.5×14.5×8.5㎝）  梱32入  （0225）

⑭T95580300-342（05693）  
 ダイアナ リラックスタイム（SV）   
⑮T95581300-342（05694）  
 ダイアナ リラックスタイム（GD）   
 各 3,300円（本体価格3,000円）
 　 （中国製） 
 　 ステンレスタンブラー径7.5×13.5㎝（370㎖）  
 　 グラス径8.5×8.5㎝（250㎖） ガラス   
 　 化粧箱  （17×15×9.5㎝）  梱20入  （0225）

42
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。希望 陶瓷 陶彩り 日本

ステンレス鋼

真空断熱層

・真空断熱
・保冷 , 保温

真空構造の為、熱が伝わりにくいので、
冷たいものも温かいものも飲み頃の温度を保ちます。

7/20　発売予定

ステンレス鋼

保冷
保温

真空
断熱

真空構造の為、熱が伝わりにくいので、
冷たいものも温かいものも飲み頃の温度を保ちます。

真空断熱層

⑭ ⑮

FZB-3003N-342300  FROZEN BALL グラスセット   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  ロックグラス径8.2×9.2㎝ 製氷器径7.5×6.7㎝  
コースター径10×0.6㎝ マドラー19㎝ （300㎖）   
化粧箱  （19.8×11.2×9㎝）  ① 梱24入  （0226） 

FC-3003C-342300  
FROZEN CUBE 二重マグ&キューブ2P   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  キューブ2.5×2.5㎝ マグ径8.5×10.4㎝ （360㎖）   
化粧箱  （11.9×17.3×9㎝）  ① 梱30入  （0226） 



ステンレス ペットボトルホルダー

ステンレス タンブラー

ステンレス カップミニ

ステンレス ドリンクホルダー

ミニスープカップ

ステンレス ビアタンブラー

①

④

⑲

⑤

⑳

⑩⑥

�

⑪

⑦

�

⑫⑧

�

⑬⑨

② ③

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
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パステルカラーがかわいい
ステンレスタンブラー

小さめサイズがちょうどいい
ステンレスカップミニ

ペットボトルをそのままIN!
おいしい冷たさKEEP!

１杯分がちょうどいい
170mlのスープジャー

350mlの缶ビールが
泡までぴったり入る！

いろんなドリンクに使える
マルチ缶ホルダー350ml

缶ホルダー

ボトルホルダー タンブラー

本体内側と外側の空間は真空になっており、
熱が伝わりにくく、冷たいものは冷たいまま、
温かいものは温かいまま飲み頃温度を保ちます。

STAINLESS WEAR 飲み頃温度を
キープする

真空断熱二重構造
全点共通

重さ
約250g

容量
360㎖

容量
170㎖

マルチに
活躍！

真空
断熱

結露
防止

　　温　　温冷　　冷　　・
OK

コンビニアイスコーヒーの
カップも入ります！

ちょっと小さめサイズのステンレスタンブラー。
日本的な湯のみサイズが使用用途を広げます。

アウトドアでも使える
丈夫なパウダー塗装

コーヒーメーカーにぴっ
たりの紙コップサイズ

女性の手にもちょうど
いい小さめサイズ

500〜600㎖のペットボトルに対応

持ちやすくて軽い
スリム＆軽量設計

約
9.7㎝

約7.2㎝

①T95439120-343  カップミニ（ブラック）   
②T95440120-343  カップミニ（シルバー）   
③T95441120-343  カップミニ（ゴールド）   
 各 1,320円（本体価格1,200円）
 　 （中国製）  約径7.2×9.7㎝ （230㎖）  ステンレス鋼   
 　 化粧箱  （7.6×7.6×10.5㎝）  ① 梱80入   
 　 ▲（0218） 

T95442240-343  カップミニペアセット   
2,640円（本体価格2,400円）

（中国製）  約径7.2×9.7㎝ （230㎖）  ステンレス鋼 
化粧箱  （16.5×10.9×8.2㎝）  ① 梱40入  ▲（0218） 

T95443150-343  ビアタンブラー（ホワイト）   
T95444150-343  ビアタンブラー（シルバー）   
各 1,650円（本体価格1,500円）
　 （中国製）  約径7.5×17.2㎝ （420㎖）  ステンレス鋼 
　 化粧箱  （8×8×17.8㎝）  ①  ▲（0218） 

T95445300-343  ビアタンブラーペア   
3,300円（本体価格3,000円）

（中国製）  約径7.5×17.2㎝ （420㎖）  ステンレス鋼 
化粧箱  （16.2×18.2×8㎝）  ① 梱30入  ▲（0218） 

⑩T95452150-343  ミニスープカップ（ミント）   
⑪T95453150-343  ミニスープカップ（グレー）   
⑫T95454150-343  ミニスープカップ（ピンク）   
⑬T95455150-343  ミニスープカップ（パープル）   
 各 1,650円（本体価格1,500円）
 　 （中国製）  約径6.5×9㎝ （170㎖）  ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコーンゴム 
 　 紙箱  （7.3×7.3×9.8㎝）  ①  ▲（0218） 

⑲T95456220-343  ドリンクホルダー（A）   
⑳T95457220-343  ドリンクホルダー（M）   
�T95458220-343  ドリンクホルダー（N）   
�T95459220-343  ドリンクホルダー（O）   
�T95460220-343  ドリンクホルダー（U）   
 各 2,420円（本体価格2,200円）
 　 （日本製）  約径7.8×11㎝ （350㎖）   
 　 ステンレス鋼・シリコーンゴム 
 　 紙箱  （8.3×8.3×12㎝）  ①  ▲（0218） 

⑭T95461250-343  ペットボトルホルダー（A）   
⑮T95462250-343  ペットボトルホルダー（M）   
⑯T95463250-343  ペットボトルホルダー（N）   
⑰T95464250-343  ペットボトルホルダー（O）   
⑱T95465250-343  ペットボトルホルダー（U）   
 各 2,750円（本体価格2,500円）
 　 （日本製）  約径8.1×17.1㎝ （600㎖）   
 　 ステンレス鋼・シリコーンゴム 
 　 紙箱  （8.3×8.3×18.2㎝）  ①  ▲（0218） 

④T95446150-343  タンブラー（マットホワイト）   
⑤T95447150-343  タンブラー（Nマットグレー）   
⑥T95448150-343  タンブラー（Nマットピンク）   
⑦T95449150-343  タンブラー（マットパープル）   
⑧T95450150-343  タンブラー（マットミント）   
⑨T95451150-343  タンブラー（アイボリー）  

 各 1,650円（本体価格1,500円）
 　 （中国製）  約径8.5×10.7㎝ （360㎖）   
 　 ステンレス鋼 
 　 PET箱  （8.7×8.7×10.9㎝）   
 　 ①  ▲（0218） 



＜暮らしの品々＞
家族があったかい

食卓がいい
日常の美

� �⑳

②T72118100-3441170  古九谷青手鶴かるた文 
③T72120100-3441170  古九谷青手土坡に牡丹図 
④T72117100-3441170  古九谷青手瓢箪割松図  
⑤T72119100-3441170  　古九谷色絵牡丹文

各 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） 一客箱入一客箱入

①T72114100-3441170  古九谷色絵石畳文  
青郊窯 豆皿

⑥ ⑨⑧⑦ 

⑥T92175380-3441173  青九谷  
⑦T92176380-3441173  赤絵小紋  
⑧T92177380-3441173  郷土遊戯  
⑨T92178380-3441173  浮世絵  

青郊窯 はしおきこれくしょん

 各 4,180円（本体価格3,800円）  
 　 （九谷焼）3.8×3×1㎝    
  化粧箱 （9×11.6×1.8㎝）   
  ① 梱50入  ▲（3202）

⑮T92865120-3441173  瓔珞文 
⑯T92867120-3441173  招き猫    
⑰T92868120-3441173  宝尽くし
⑱T93853120-3441173  桜
⑲T93854120-3441173  梅菊模様
 各 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） 一客箱入一客箱入

青郊窯 縁起ちょこコレクション

⑩T93848100-3441173  瓔珞文 
⑪T93849100-3441173  招き猫    
⑫T93850100-3441173  宝尽くし
⑬T93851100-3441173  桜
⑭T93852100-3441173  梅菊模様
 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） 一客箱入一客箱入

青郊窯 縁起豆皿コレクション

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。

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。

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。

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。

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。

⑮ 

⑩ 

⑯ 

⑪ 

⑰

⑫ 

⑱ 

⑬ 

⑲ 

⑭ 

伝統工芸の香りがいっぱい
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。

九谷焼
（英中韓語）

©2013石川県
ひゃくまんさん♯0578

①
②

⑤
④ ③

M55373500-344812  
青郊窯 縁起絵変り 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） 

M55295500-344812  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） 

T94762500-3441173  
青郊窯 四季の花 豆皿揃
5,500円（本体価格5,000円） 

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

Hit!Hit!

T93844200-3441170  古九谷青手鶴かるた文 
T93845200-3441170  古九谷青手土坡に牡丹図 
T93846200-3441170  古九谷青手瓢箪割松図  
T93847200-3441170  古九谷色絵牡丹文
各 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） 一客箱入一客箱入

T93843200-3441170  古九谷色絵石畳文  
青郊窯 ５号皿

44
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。日本陶彩は日本障害者協議会の賛助会員です。希望 陶瓷 陶彩り 日本

KAM能美市九谷焼美術館

九谷焼のご紹介
成形

KAM能美市九谷焼美術館

九谷焼のご紹介
加飾



⑨

●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。

梅村和弘 （瀬戸焼） ① （1112） 土

① ⑤③ ⑦

②
⑥

⑮ ⑰ ⑲

⑯ ⑱

④ ⑧

各 1,100円（本体価格1,000円）  6.5×4.5×8.5㎝

①T91588100-345  TanuTanu （男の子）黒
②T91589100-345  TanuTanu （男の子）青
③T91590100-345  TanuTanu （男の子）紫
④T91591100-345  TanuTanu （男の子）緑

招き猫（敷物付）楽置物
⑨M55024380-345861  松竹梅（赤） 
⑩M55025380-345861  松竹梅（黄） 
⑪M55026380-345861  松竹梅（黒） 
⑫M55027380-345861  松竹梅（白） 
⑬M55028380-345861  松竹梅（ピンク） 
 各 4,180円（本体価格3,800円）   
 　 （京焼・清水焼）  7×7×10.5㎝  紙箱   
 　 ① （◆3105）

各 1,100円（本体価格1,000円）  7×5.5×8.5㎝

⑤T91592100-345  TanuTanu （女の子）白
⑥T91593100-345  TanuTanu （女の子）黄
⑦T91594100-345  TanuTanu （女の子）橙
⑧T91595100-345  TanuTanu （女の子）桃

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

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。

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。

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。

⑭

狸
（英中韓語）

招き猫
（英中韓語）

T90981700-3451170  
信楽焼 福狸（10号）  
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

⑭T93260380-3451171  
 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  
　 ▲（◆1113） 

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） 

梅村 知弘

�
�

�

�

�

�

⑩

⑪

⑬⑫

⑮M55274350-3451172  白盛 ブルー 2号ふくろう
⑯M55275350-3451172  白盛 ピンク 2号ふくろう
⑰M55276350-3451172  白盛 グリーン 2号ふくろう
⑱M55277350-3451172  白盛 オレンジ 2号ふくろう
⑲M55278350-3451172  白盛 イエロー 2号ふくろう
 各 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!Voice!

Present
09月29日は招き猫の日
器処カタログ巻末P177-D148参照

＜暮らしの品々＞ 
家族があったかい食卓がいい
日常の美

梅村知弘 
�M54955300-345837  織部 巻一輪差 3,300円（税込価格） 
�M54956280-345837  弥七田織部 一輪差 3,080円（税込価格） 
�M54957260-345837  黄瀬戸 一輪差 2,860円（税込価格） 
�M54958250-345837  織部 面取一輪差 2,750円（税込価格） 
�M54959230-345837  織部 角一輪差 2,530円（税込価格）●
�M54960230-345837  織部 三角一輪差 2,530円（税込価格） 
    ⑬9.1×9×7.8㎝

⑳

�

�

⑳T72590150-3451169  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  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）

45
笑顔のある食卓には美味しさがある

T95554720-345  
染付更紗 反型花瓶   
7,920円（本体価格7,200円）

（美濃焼）  径17×高さ28.5㎝   
化粧箱  （31×18.5×18.5㎝）   
梱12入  （0230） 



M54734550-346865　
宗秀窯 黄銀彩 花瓶  
6,050円 

（本体価格5,500円） 
（九谷焼）  17×高さ16㎝  
紙箱  （18.5×18.5×17㎝）   
① 梱18入  ●（3202）

M50690120-346865
宗秀窯 釉裏銀彩 木甲型花瓶  
13,200円 

（本体価格12,000円）
（九谷焼）  高さ24㎝   
紙箱  （28×19×21㎝）  
① 梱8入  ●（3201）

M54388130-346865
宗秀窯 銀彩金ちらし 花瓶  
14,300円 

（本体価格13,000円） 
（九谷焼）  高さ24.7㎝  
化粧箱  （24×24×26.5㎝）   
① 梱8入  （3202） 

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）

M54397350-346855　
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

M54915600-346868  
紫水窯 万寿 長花瓶  
6,600円 

（本体価格6,000円） 
（信楽焼）  13×13×高さ29㎝   
化粧箱  （15×15×31.5㎝）   
① 梱12入  ●（3402） 土

M55003350-346868  
紫水窯 晴嵐 面取花入  
3,850円 

（本体価格3,500円） 
（信楽焼）  8.5×8.5×高さ22.5㎝   
化粧箱  （12×12×27.5㎝）   
① 梱16入  ●（3402） 土

M55004400-346868  
紫水窯 御影白 面取花入  
4,400円 

（本体価格4,000円） 
（信楽焼）  8.5×8.5×高さ25.5㎝   
化粧箱  （11×11×28.5㎝）   
① 梱16入  （3402） 土

M55005100-346868  
紫水窯 緑釉金彩 ナツメ花瓶

（黒板付）  
11,000円 

（本体価格10,000円） 
（信楽焼）  21×21×高さ24.5㎝   
化粧箱  （26×22.5×26㎝）  黒板 
① 梱8入  （3402） 土

①

②

①T90458230-346190  
 花詩集 丸花入れ（一珍花紋）  

 各 2,530円 
 　 （本体価格2,300円） 
 　 （瀬戸焼） 9.6×高さ9.1㎝  
 　 ①  ●（1105） 土

②T90459230-346190   
 花詩集 丸花入れ（彩バラ化粧）

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） 

M54946100-346865  
宗秀窯 銀彩双鶴 ５.５号花瓶  
11,000円 

（本体価格10,000円） 
（九谷焼）  径17.5×高さ16.5㎝   
化粧箱  （23.5×19×19㎝）  花台   
① 梱12入  （3216） 

M54948600-346870  
夢幻工房 三方花入   
6,600円（本体価格6,000円） 

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

T91586300-346　
黒柿 スクエア花器（小）  
3,300円 

（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） 

Voice!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） 

Voice!Voice!

M55323850-346867  
宗秀窯 銀彩ひびき 8号花瓶   
9,350円（本体価格8,500円）

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

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） 

① ②

46
「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。 Your Smile on the Table

①M55399100-346  宗秀窯 銀彩 ピンク 花器   
②M55400100-346  宗秀窯 銀彩 ホワイト 花器   
 各 11,000円（本体価格10,000円）
 　 （九谷焼）  径11×24.5㎝   
 　 化粧箱  （26.2×11.5×10.7㎝）  ① 梱12入  （3202） 

T95393440-346  
すすき 花入れ   
4,840円 

（本体価格4,400円） 
（信楽焼）  径13.5×26.5㎝   
化粧箱  （15×15×28㎝）   
① 梱12入  （◆3401） 

T95392450-346  
青金彩 花入れ   
4,950円 

（本体価格4,500円）
（信楽焼）  径13.5×26.5㎝   
化粧箱  （15×15×28㎝）   
① 梱12入  （◆3401） 

T95394500-346  
刷毛目金彩 花入れ   
5,500円 

（本体価格5,000円） 
（信楽焼）  径10×31㎝   
化粧箱  （14×14×33㎝）   
① 梱12入  （◆3401） 

T95395500-346  
ブルーガラス 花入れ   
5,500円 

（本体価格5,000円） 
（信楽焼）  径14×29㎝   
化粧箱  （15×15×32㎝）   
① 梱12入  （◆3401） 

T95067350-346  
青ガラス釉 花入   
3,850円 

（本体価格3,500円）
（信楽焼）  9.5×9.5×23㎝   
化粧箱  （10.5×10.5×28.5㎝）   
梱18入  （◆3401） 土



2022
Autumn & Winter

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。 

Human Centric Innovation カタログ有効期限：2023年01月20日まで

●価格は2019年10月01日時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。

http://www.tohsai.com/

「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）」
「31（サイ）」の日）と致しました。

        「日本記念日協会認定」

10月31日
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。

「食」と「器」は密接不可分です。

http://washokujapan.jp/

カタログ発行年月日：2022年07月21日
企 画 制 作 / 　 　 　 　 株 式 会 社

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。


