2020 standard
Gift-Collection

ỤẴႉᄬᴾᴾពỦႉᄬᴾ
utsukusi-Utsuwa since 1978

δˀ˔̂˅ᴿ࣯ᵕ䲆ᒪᴾᰛε

-ᢁʌʐʧɩʧՓʭʩʠʌ㮺ɭ֒ʨɠɰɽˀ˘ˬɩʧᢁʌʐʧʉՓʭʩȽ
㍖ᶆʌɵʁʆʨʆɵɽ䌠ʆ
㎫᷺ʌʂʢʢɩʈ䌠Ƚ
ɻɵʄ伨ʝʠʌʌȾ
ᒪʉⲰ༨ʰ䯁ခɵʄԛᶛȽ
ɻʌⲳ⢯ᴿʌɪླ䂋ʈɱʌಞʰȽ
䌾ʨʠʌʆɵʄʠɨֵɢ丸ɯʩʦɤȽ
ɻʌʠʌʃɭʨʌ㜂Ქʆާʉ
ɲ㍯ԁɷʩṔɪʂɢɽ
䙅᱄˱˘˄ˎޛʨʅɷȾ

‐製品 products‐

‐製品 products‐

‐柄 pattern‐

‐素材 material‐

᷺ॷつʌᮽ
ὃ⢟ʰ˷˖̌˪ʆɵɽ
ɇVDVDVDδˊˊˊεɈʆ
ɇNLN\RKδ˂˂˼ʻεɈ
Փ㎧ᮽɩʧʈʩ
ɇVXXXQδˊ̌̌̌̈εɈʆ

￥1,500（税別）80φ×ｈ80 250ｃｃ 透明ボックス入り

pattern

-sasasa

/

δᢶ⌋ε䟿㯢䢻⡾с㎫Ԏ
ᒪȽ⿷ɽɿʌᐛɪɠʩ䱒ⵂ⪔⎠ᐸ

ཐɭʝȽ儎ʌ❲ᡆʅȽⲳɭȽ

と⍛⭰ʉᰛᵢʅࡓʟʄ䢻⡾䔘ߏ㎫Ԏʉ᥇ʱɾ

⺢ɭȽ䙅᱄ᓜʌ儎ɢಞʆʈʩ㍖ᶆȾ

ュݹɇ䠂⋿❲ δʨɹʱʢɫε ɈɪɠʨʜɵɽȾ

䮭ɭ㺑⭕Ⲻʉɨֵɢ丸ɯʜɷȾ

㎫ʌ亊ᯏʉˁ˾ˎ䌠ʰཐɭ䃵ਾɵ

൞ʨ㏐ɯɽʠʌʰ

։Ⲻʅʂʢʢɩʈ䌠ʰ⭕ʝʜɷȾ

ޞളʌᷗ⭕⭙ʌ㌺ࢨޡʰɤ

ɱʌ䠂⋿❲ɪ᥇ᡜɵɽ䢻⡾䔘ߏ㎫ԎʉȽ

䱒ⵂཝෙᐸʅ൦ตʉ䙙㏵ʆ

⨴ԙʌদᢶ㺉ʰ㍺ʝਾʭɹ⭕ʜʪɽ

ɯ㏏ɪʪɽʠʌʃɭʨʌᢶ㺉ʰ

᯦ɽʈ㎫Ԏᢶ⌋ɪɇ䟿㯢䢻⡾с㎫ԎɈ

ะ⽄ʉȽᷗʌ᯦ɽʈਥ㜳ᙝʉ
᥇ᡜɵ㏐ɯʩ˶̌ˀ̌ʅ

ᓜʅ❲ɭᱸʉಞʌⲳൕʆ

ㇿɵɽ

δ㼳䙖ݹεཝ₁䠅ಞ

⊐ʪɪԎɫ䴙ɭȽ⍍ɢ㩳ʆɵ᱉ɭȽ

᳤ʧɵʌ䘇ɭʉ

ˁ˾ˎ䌠ʰཐɭʱɾ䟿㯢ʰ亊ᯏʆɷʩ

㼳䙖ɳʪʩɇӊरᷗɈ

㎫᷺ʰ䔘ߏʉʦʨಞʉߏɵʩɱʆʅȽ

ζӊर ㌺͆

ⲳൕʌ㍖ᶆᵢᶛʌɵʁʆʨɳʆ

㎫᷺ʌ䟿㯢ɪжʂʉ㷃ɯਾɤʌʅȽ

᠆ɩɵɭʄ᯦凤ʈ㎫᷺Ⱦ

(glazes ぐい呑 木枡付 / sake cup60cc）

δಞεⲳൕ

δ㎫᷺ε䟿㯢

߃

‐枡 wooden sake cup‐

ಞʌѣʅʠȽ⢯ʉˁ˾ˎ䌠ʰ

ɇNRRFLδˈʿˌεɈ

᯦ɵɢ㎫Ԏɯᢶ⌋ʅ

(glazes カップ/cup250cc）

‐絵付 decoration‐

䟿㯢ʉʦʩݠɵɢ⋘ݿɪ䠃ʈʨਾɢȽ

㎂ᒪ༿ौ❗ɭɨֵɢ丸ɯʜɷȾ

ᗹ൦ʦɢ䌠ʌಞɪ䃋⭕ɵʜɷȾ

￥1,800（税別）40φ×ｈ65 60ｃｃ 透明ボックス入り

sasasa

pattern

/

kooci

pattern

/

suuun

pattern

/

kikyoh

䶈ɀʆɵɽㄯ᷍ʰ˷˖̌˪ʆɵɽ㑔ᮽ

Ṳᆆ᷺ʰ㐐㍁ʅ㺞⨴ɵɽ⨴ԙʌՓ㎧ᮽ

Ѯ㍁ɪ䙙ʈʁɽ㨥ʢɩʈᮽ

Ẋọʌ㣧ʰ˜˪ʾ̀˶ɵɽ⛯ɀᮽ

Natural stripe design is based on the fresh bamboo forest.

Traditional pattern “Kooci” is made by modern line design.

Lifestyle is changed by continouus circle design to delightful.

Motif of cute dot pattern is chinese bellflower.

Green-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-130P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-130P

-sasasa

White-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-128P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-128P

-sasasa

Gray-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-129P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-129P

-kooci

Red-

䠄cup250䟞䠅䠖67-093-135P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖67-130-135P

-kooci

White-

䠄cup250䟞䠅䠖67-093-133P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖67-130-133P

-suuun

Red-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-132P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-132P

-suuun

White-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-133P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-133P

-suuun

Purple-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-134P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-134P

-kikyoh

Purple-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-142P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-142P

-kikyoh

White-

䠄cup250䟞䠅䠖65-093-141P
䠄cup㻢㻜䠿䠿䠅䠖65-130-141P

ૂ㨉ᆆh㒊䜞䟿
(style):DJDVKLh(color)oribe

green

ɨ╢⢟h㒊䜞䟿
(style)3LFNOHVh(color)oribe

green

䟚⋯hⲳ䟿
(style)6R\VDXFHh(color)white

ɨ俏h伪䟿

˥˔̌h伪䟿
(style)%XWWHUh(color)ame

ֵɢᯯʐʫɪʩԋ࠽ʨʌ䉼

brown

(style),QFHQVHh(color)ame

brown

‐素材 material‐

ː̈˖Ƚ㑜ː̈˖ʌˊʹˏʌѣʰ
пʂʌˎ˯̌ˎʉԋ࠽ʁɽ䉼Ⱦ
䟚⋯Ƚ㨉ᆆȽ˥˔̌ʈʇʈʇʆ
ʷʹ˜ʷ⅗ㅢʅֵɢᯯɢʫɢʫȾ

ԀഔʍᒪʌⲰ༨ɩʧ⨴൞ʜʅȽ
ɨֵɢ丸ɢɽʷʹ˜ʷʰɲ㍯ԁȾ

ߏ㎂hⲳ䟿

䌾ʨʠʌʆɵʄɨֵɢ丸ɯʩʦɤȽ
ɱֵɢᯯʌṔɪʂɢɽ䙅᱄˱˘˄ˎޛʅɷȾ

‐製品 products‐

(style)&DOOLJUDSK\h(color)white

● 織 部（green) ￥800（税別）

SLQN

(style)Pen

WUD\h(color)SHDFK SLQN

59-139-225P

● 飴 釉（brown) ￥800（税別）

59-139-101P

￥800（税別）130×90×ｈ16 透明ボックス入り ●白磁（white)

(style)&RQIHFWLRQVh(color)SHDFK

‐釉薬 colors‐

59-139-226P

(イゾラパレットプレートS/ isola palete plate S ）

ᮽޭhṹ䟿

⍁㨉ᆆhṹ䟿

59-139-122P

● 桃 釉（pink) ￥800（税別）

59-139-229P

● 青 磁（blue) ￥800（税別）

⛯ᗹh䶈䟿
(style)'XϹSOLQJh(color)seiji

blue

ʿ˿̌˫ʿʹ̀h䶈䟿
(style)Olive

RLOh(color)seiji blue

ᱛ

ཅ

、ߢ

䘄ᱛ

spring

summer

autumn&winter

happy new year

ᆙㇶʰՓɦʩ伕উʌ㜽ᖯ
㨥ʢɩᱛʉʍȽ᱄ʩɢẒʌ㣧ʰ
䲳ɪɫʧʟɭཅʉʍȽʤʁɽʨ⎭ʰʭɽʩ刞ʰ
ᰢʌ伕ᶆɪʉɬʢɩʈ、ʢߢʉʍȽゅʢɩʈ仞ਾɢʅ
Ცʪʢɩʈ䘄ᱛʍȽʢʍʨ㌻ⲳȾ
ቅɳʈ㖤ʅɠʧʭɷᆙㇶʌɤʂʫɢȾ

‐製品 products‐

72-126-238P

(さくら箸置五色組/sakura chopstickrest 5colors giftset ）

￥2,500（税別）274×56×ｈ20 和紙箱入り/ japanese paper box
色 : 白 ＋桃釉色変わり4色 / color : white + 4type pinks

65-126-225P

(藍鯨箸置五個組/navy whales chopstickrest 5pcs giftset ）

￥2,500（税別）168×80×ｈ22 和紙箱入り/ japanese paper box
色 : 藍色 / color : navy blue

75-126-239P

02-128-225P

(ネスト箸置五色組/nest chopstickrest 5colors giftset ）

(紅白格子箸置五個組/koushi chopstickrest 5pcs giftset ）

色 : 天目黒釉、
飴釉、
黄瀬戸釉、
織部釉、ねこやなぎ釉/ color : 3type brown& 2type green

色 : 白磁釉3個、紅釉2個/ color : white 2pcs, red 3cps

￥2,500（税別）274×56×ｈ20 和紙箱入り/ japanese paper box

￥2,500（税別）274×56×ｈ20 和紙箱入り/ japanese paper box

ɻʫɻʫཝӰʆɢʁɵʥʌϋ
ȼɨ∃ɳʱʢɨ⡬ɳʱʌˎˬ̌̈ɩʧȽ
ʠɮʠɮ伕ʗʧʪʩʦɤʉʈʨʜɵɽȾ
ȼɻʫɻʫཝӰɪֵʁʄʩȽ
ʂʢʂʢɵɽɨ㥬⻍ʅ伕ʗʄʝɽɢȾ
ȼɢʂʠʦʨȽɿʥʁʆɾɯ㐀ᕫɵʈɪʧȽ
ʅʠȽɢʁɵʥʌ伕ಞʅ伕ʗʧʪʩȾ
・
・
ɫɿʱʆ伕ʗʧʪɽʧ・
ȼᄿɵɢȾ
・
・
ȼʅʠȽ伕ʗʧʪʈɭʄʠ・
ȼɫʁʆᄿɵɢȾ
ȼɾʁʄȽʆɢɤɱʆʍȽɢʂɩȽ
ɫɿʱʆ伕ʗʧʪɽʆɫʍ
ȼԀʦʨʠʁʆᄿɵɭʈʩɩʧȾ

ˀ˪ʼ≍࠼ʅ㿠ᆆʌ˫˾̈˖
ȼɨՇʝʌᵓȽɢʂʠʦʨቇɵ䙻ɭ䎭ɫʄ
ᆆʇʠʆж㐈ʉᯏ⨼ʰɵʄ
ˀ˪ʼ≍࠼ʌᵓɲʍʱʰʤʁɭʨʆȾ
ȼ˓ʻɳʱˬ́̌˝ʍɨݺɿʡʱȾȼ
ɵʁɩʨ伕ʗʩɨݺɿʡʱʍˤ̈˥̌ˁ̌ʉ˲˛˝
ȼʻˊ˃ɳʱˬ́̌˝ʍɨɿʡʱȾȼ
ਥᝑɢླɫʈɨɿʡʱʍˊ̈˞ʹ˘˖ʆ˪̀̌˙
ȼ˯̈˃̈ˬ́̌˝ʍ䎚ɿʡʱʉȾ
ʅʠȽླɫʈʠʌɵɩ伕ʗɽɭʈɢέ
ɻʱʈੑʉʍ・
・
・
ཝླɫʈˀ˘ˬˑ˿̌ʍቇɵ䚖ɭʉ㖤ɫʜɵɽ
ɺʱʔ伕ʗʄɩʧɾʦȾ

‐製品 products‐

84-126-228P

90-126-228P

90-126-229P

90-126-230P

(ランチプレート（ウサギ）箱入/rabbit 26cm plate in giftbox ）

(ランチプレート（ゾウ）箱入/elephant22cm plate in giftbox ）

(ランチプレート（ペンギン）箱入/penguin 22cm plate in giftbox ）

色 : ストロベリーピンクマット/ color : matted strawberry pink glaze

色 : ストーングレーマット/ color : matted stone gray glaze

色 : スカイブルーマット/ color : matted sky blue glaze

￥2,500（税別）240×200×ｈ25 和紙箱入り/ japanese paper box

￥2,500（税別）240×200×ｈ25 和紙箱入り/ japanese paper box

￥2,500（税別）240×200×ｈ25 和紙箱入り/ japanese paper box

(ベビーランチセット/baby lunch gift set ）

￥3,000（税別）200×115×ｈ70 和紙箱入り/ japanese paper box
内容・色 : ミニマグ・マルチボウル
（共にサーカス柄） 各１個

/ contents・color : 110㏄MugCup×1pcs,10cmBowl×1pcs（circus pattern)

ᵓɪᾳɵɢʆȽ
жᰛʌʍɶʜʨʌɲʍʱ
ʅɫʩɾɯɨɢɵɭ
ʅɫʩɾɯڛʢɩʉ
ɻɵʄȽ
ʅɫʩɾɯᾳɵɭ
Ⱦ
ʍɶʜʨɪ
ɨɢɵɭʄȽڛʢɩʅȽᾳɵɢʆ
ɫʁʆɻʌᰛʠɻɤʈʩ
Ⱦ
ɳɠ
ɨʍʦɤɲɴɢʜɷ
Ⱦ

Ԁᰛʍ⭎ɭ
⭎ɢɨ㨉ᆆʍɠʌɨᓍʅ
⭎ɢɨ㥬ʍ˛ʸ̌˥˘˄ɩʧ
⭎ɢ䴦ന≍ʌಞʰʂɩʁʄ
⭎ɢՐ䂧ʰᰛɪʈжᰛ
Ԁᰛʍ⭎ɭɷɲɻɤ
⭎ɢжᰛʌɽʟʉ
ɺʱʔ⭎ɢ
ɨ㨉ᆆʆɨ㥬ʆಞʆਁӰ

‐製品 products‐
(matted gray)
64-127-225P

(matted yellow)

64-127-228P

Miyama Planning

co.,ltd

ṠᕅՐ⽴˴˹˳ˬ˾̈ˠ̈˅

(matted yellow) 64-127-226P

(トリコトリセット/bird bowl 2size gift set ）

￥2,500（税別） 175×140×ｈ75 和紙箱入り/ japanese paper box
内容: ライスボウル・マルチボウル 各１個

/ contents: 17cmBowl×1pcs,13cmBowl×1pcs

(matted gray) 64-127-227P

93-126-225P

(cotori子供食器三個セット/3size bowls for kids gift set ）

(リンゴ小皿五個詰め/apple small dish 5colors giftset ）

内容: ライスボウル・マルチボウル・蓋付ベビーボウル 各１個

内容・色 : リンゴ小皿×5個
（赤、
橙、
桃、
ヒワ、
青）

￥4,000（税別）175×140×ｈ75 和紙箱入り/ japanese paper box

/ contents: 17cmBowl×1pcs,13cmBowl×1pcs,10cm bowl with lid×1pcs

￥3,000（税別）115×115×ｈ60 和紙箱入り/ japanese paper box

/ contents・color : 10cmSmallDish×5pcs（red,orange,pink,green,blue)

ɍȼ䱒ⵂ⪔⎠ᐸрᒩ⭰
7HOȼ)D[
2UL,QDWVXFKR0L]XQDPLFLW\*LIXSUHI-$3$1
WHOID[
ȼ(PDLOLQIRS#PL\DPDZHEFRMS
ZHEVLWHZZZPL\DPDZHEFRMS
᧨䔿ᇯʍᒪᴾ⨴൞ʌʠʌʅɷ
ζ㼳ʢԋחṲʍҾʈɭ༿ᴪɷʩਾɪɲɴɢʜɷ
δˀ˔̂˅ᴿ࣯ᵕ䲆/ᒪᴾᰛε

【 贈 - Gift set - 】

plue

ˬ̀ ̌

ˌ˸̌ˬʈʽ˘ˍʉനʜʪȽ
ᯏ⨼ɪ᱖ɦʩ˪˾˘˝ʈⴑʨԎɯ䶘Ⱦ
䠃ʈʨɪ㢥ɭˈ̈˦˄˝ʉ㍃ʅɫʩʝȾ
㍖ᶆʌ⢯ᙝʰᝅॖʆɵȽɻɵʄₕ㜳ʆɵɽȽ
ࠑʆɵɽⲳʌ˛̌˫̀ʻʼʷȾ

●P l ue ペアカップ＆ソーサー
pair cup&saucer
品番：07-126-105

¥4,400

箱サイズ：160×160×h110ｍｍ

内容：カップ＆ソーサー ×２

color: 全て白磁（whie)

●P l ue ペアマグカップ
pair Mugcup
：07-126-101
品番：07-126-103

¥3,000

箱サイズ：195×115×h100ｍｍ
内容：マグカップ ×２

color: 全て白磁（whie)

●P l ue ペアパスタボウル
pair pasta bowl
品番：07-126-102

¥5,000

箱サイズ：240×240×h75ｍｍ

内容：23cmパスタボウル×２

color: 全て白磁（whie)

●P l ue ペアワンプレート
pair plate
品番：07-126-108

¥5,000

箱サイズ：250×250×h35ｍｍ

内容：24cmプレート×２

color: 全て白磁（whie)

●P l ue スターターセット
basic set
品番：07-126-109

¥6,400

箱サイズ：255×255×h110ｍｍ
内容：24cmプレート,マグカップ

23cmパスタボウル ×各１

color: 全て白磁（whie)

【 箱 - Gift box - 】
紺和紙箱+銀箔押

（miyama.)

Deep Blue Washi box
with silver stamp

＊Washi is
Japanese paper

*箱の画像は仕様の参考です。

5

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。

6

ɩɳʋ㥬ಞ

casane te

Plue

for Green tea

inkblue

ᰛᵢ㥬ʌ≪㢨ɪᕋɫʂˌ̈ˬ̀ʈⲳʌ➄㥬⻍Ⱦ
伪㢨Ƚ⚦㢨Ƚ哺㢨ʈʇ㢨ɪ䠃ʈʨ⭕ʜʪɽ◹␗ɪޞ䶘ʉ᱖ɦʩ㥬ɽɭȾ
ゅʢɩʉᰛᵢ㥬ʰʭɤ㥬ʌɤʂʭȾ

for coffee

˴ˠ˳˵ʈ˪ʾ̀˵ʌⲳʌ
˳˅ˀ˘ˬʆˈ̌˧̌ˀ˘ˬȾ
ɻʌಞ㛂ʉʍⲳɢ㍏ʌрʉ
ʹ̈˄ɪḉʝ䗲ʱɾʌʈ
㍰㢨ʌ˅˾˜̌ˌ˼̈Ⱦ
˟˖˺˾̀ʅɠʨȽ䶏䅆ʈ
ˈ̌˧̌ʌಞȾ

ɋュ༿䔘ߏɌdecal of modulated glaze by kiln
伕ಞʌ㢨ਾɢʰ⭕ʝ࠰ɷ䟿㯢ʌᯏʍཟ❬ʌ䋽ⓆʅɷȾ
ɱʪʧʍᕭɭ⟧ʰࣖɦʩɱʆʅޞɭ⮦ʈʩʉ༿ौɵʜɷȾ
ɻʌɽʟȽ䲬ಞʍ❲ᡆʰɷʩࢃʆᗂʅȽޞɭ䚋ɤ㢨ਾɢʆʈʨʜɷȾ
⢯ʉɻɤɵɽ㾷㍖ɪᕭɭᢧɪ䴙ɵɢᯏɪɠʨʜɷɪȽɱʪʧʅ䟿㯢ʆɷʩʆಞʌ㺞䶘ʉʆʄʠ养࣑Ⲻʈ仞ਾɢʰ⭕ʝʜɷȾ
ɱʌ䔘ߏʍȽɱʌᯏʅ ᡆɳʪ  ɻɵʄಞʌрʉᵠ⸛ʌ养࣑ʰ֒ʨ࠰ɵʜɷȾ

【 箱 - Gift box - 】

【 贈 - Gift set - 】

紺和紙箱+銀箔（miyama.）

【 箱 - Gift box - 】

【 贈 - Gift set - 】

紺和紙箱+銀箔（miyama.）

Deep BlueWashi box with silver stamp

Deep BlueWashi box with silver stamp

＊Washi is Japanese paper

●かさね 茶 器

●P l ue i nk b l ue

組煎茶碗

pair teacup&saucer
品番：07-126-141

¥3,500

箱サイズ：220×125×h90ｍｍ
内容：煎茶＆茶たく ×各２
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＊Washi is Japanese paper

color: カップ→白磁（white),
ソーサー→飴色（brown)、
うす墨（gray)

●かさね茶器

小 皿 4枚 組

品番：07-126-142

ペアカップ＆ソーサー
pair cup&saucer

smallplate 4pcs set

品番：07-126-104

¥4,600

箱サイズ：160×160×h110ｍｍ

箱サイズ：250×125×h45ｍｍ
内容：11.5㎝小皿×4
color: 飴色（brown)、うす墨（gray)、浅黄（yellow)、淡呉須（light blue)

¥5,000

*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。

内容：カップ＆ソーサー ×２

color: カップ→窯変青（inkblue),ソーサー→白磁（white)

●P l ue i nk b l ue ペアマグカップ
品番：07-126-103

pair Mugcup

¥4,000

箱サイズ：195×115×h100ｍｍ
内容：マグカップ×２

*箱の画像は仕様の参考です。

color: 全て窯変青（inkblue)

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。
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㎫Ԏε

gaku

䟿㯢䢻⡾㎫Ԏ

ᾳ

glaze decal
ૂ㍏ʉʁɽ㎫᷺ʰಞʉߏɷ

㒀㍦ʈᮽʰ㐐ʅᖡࡱɵɽɇ㐐ࡱቅɈ
㥬䠒ʢ啉ʰɩɽʇʁɽɇ㍦ᐛቅɈ
Փ㎧㍁ʰ䟿㯢ɪᨅɢɽɇ䟿ᖟቅ䢘Ɉ

᱄⋱ѣᵕʦʨ㏏ɪʪʩ㎫Ԏɯᢶ⌋
ɇ䢻⡾䔘ߏ㎫ԎɈ
ɻʌᢶ⌋ʉ⨴ԙʌদᢶ㺉ɪࣖʭʨ

䉼ʢ˜ˋ̌˝ˀ˘ˬʆɵʄȽ
ཝʆ㍺ʝਾʭɹʅ̄̈ˬ́̌˝ʉȽ
㥬ಞʆж㐈ʉ㨉ᆆʆɵʄȽ

ਥ㜳ʆʈʁɽ䟿㯢ʉʦʩ㎫ԎɯȾ
ˁ˾ˎ⦿ʌʦɤʈ⋘ݿʆʉʦʁʄ
ⲳʌ㍖ᶆᵢᶛʌ䌠ʰʂɽɦʩ

ቅɳɢɩʧɱɻཐʉֵɦʩ
ૂʌɿɢɳʈಞɽɿ

【 贈 - Gift set - 】
㐐ࡱቅδޡげ䨗
hachiryo mini dish
hhϴ

【 贈 - Gift set - 】

【 箱 - Gift box - 】

㐐ࡱቅδ䴠㨥
sekka mini dish
hhϴ

㎫Ԏɯᢶ⌋ʅɷȾ

【 箱 - Gift box - 】

木箱+ロゴ（深山、miyama.）

木箱+ロゴ（深山、miyama.）

Wooden box with logo

Wooden box with logo

㍺Ҷ⭨ᮽε

㍦ᐛቅδ啉
tsuzumi mini dish
hhϴ

㍍㏴ᖘᮽε

㍦ᐛቅδᆆ
sensu mini dish
hhϴ

⸘㗳ṯᮽε
劍㍁ᮽε

● 楽 gaku 小皿五枚組 m ini dish 5 pat tern set
品番：34-126-102 ¥3,000
color : 白磁
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箱サイズ：340×210×h30ｍm

内容：線刻小皿×２、細工小皿×３

㍦ᐛቅδ㥬䠒
chagama mini dish
hhϴ

㥿ᮽε

● 楽 gaku 小鉢五個組 m i ni b o w l 5 p a t t e rn set
*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。

品番：34-126-101 ¥4,500

箱サイズ：180×190×h85mｍ

color :唐草柄、組亀甲柄、鱗紋、紗綾形、矢羽柄を各一つずつ

内容：釉彩小鉢（ ºhϴε×５

*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。
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--

- - ཅ
ᱛ- -

mitate
suzune

♢㑔
fulico

˴˔˛
ɷɸʋ

cecima
˪˿ˈ
⢟ʌՓ㎧Ⲻʈ᷺ʰ
ʤʧʤʧʆʤʪʩ
ḉԎɯʉʦʩ㎫Ԏʅߏɵɽ
ʓɽʂʌཝɫɳʌˀ˘ˬ
ᯏ⨼ʰⴑʨ᱉ɢ
␗ɢ˾ʹ̈ʠʍɢʁʄɢʜɷȾ
ᒩɽɢɨʆ
ɻʌઞʨʉᇺʨɤಞ
ಞɪʤʪʄɢʩʌɩϋ
⿷ɪʤʪʄɢʩʌɩϋ
ɻʌᱸɀʉਾʭɹ
ᾳɵɢᱸ䯉ʰɢʁɵʥʉɷɲɷ
ླʝʌ㎫᷺ʰ伕উʉ
ˈ̂ˈ̂ʆɵɽɤʂʭɽɿ

ɋнㆁ᷺Ɍmansuji pattern
ˌ̈ˬ̀ʅ㒀㍦ʈ㑜ㆁʌ㜂Ქʉ
⌘䯉ʌʦɤʈ␗ɢ䶈ʌʌ㑔
䶏ɩʈḉԎʌᮽ

【 贈 - Gift set - 】

ɋ㎔ʨ᷺Ɍshibori pattern

ɋ㿁ʄሂ༡ɌPRWLIHG0W)XML

㍖ᵪʈɪʧᝑɭʩɵɢ
ᗹ൦ʦɢ˿ˏ˵ʌɠʩ
ᰛᑮʉᇺʨɤḉԎʌᮽ

ሂ༡ኧʌ㗄ɵɢ˪ʾ̀˵ʰ
㍺ʝਾʭɹᆙㇶʢᲥʰᖟʩ
㎫᷺ʆ㿁ʄʜɵɽȾ
【 贈 - Gift set - 】

【 箱 - Gift box - 】

Wooden box with logo

ペア焼
ペアカップ
物皿 pair
M 23.5cm
pair 300cc
rect cup
plate
● 瀬縞
● fulico

¥4,000

箱サイズ：245×125×h95ｍｍ
260×160×h45ｍｍ
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そば猪口
fulico揃（蓋
ペアカップ
付） Spairpair
145㏄
170cc
cupcup
with lid
● 瀬縞●

¥5,000
3,000
品番
品番
：92-126-142
：74-126-103 ￥

箱サイズ：210×135×h125ｍｍ
箱サイズ：205×110×h80ｍｍ

内容
内容
：23.5cm焼物皿×２
：300ccカップ×２

内容：145ccそば猪口×２、
内容：170ccカップ×２
蓋受皿×２

color:
color:
絵付二柄
淡線(gray
(2patterns)
lines)

color:
color:
絵付二柄
淡線(gray
(2patterns)
lines)

Woodenis box
with paper
logo
＊Washi
Japanese

i t a t e ペアタンブラー
ペア麺鉢 pairpair
21cm
tumbler
bowl
●●msuzune

¥3,000
品番
品番
：78-126-118
：91-126-128 ¥3,000

箱サイズ：
箱サイズ：
240×135×h120ｍｍ
225×225×h90ｍｍ
*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。

ẒȽ䢶ᶅȽ、࠶冐Ƚ䠇ᒩ㌌
㣧ʌɷɪɽʰ˷˖̌˪ʆɵɽ
ʂʈɪʨ❗ɭɶʩʂʌ㎫᷺ʍȽ
Փ㎧Ⲻʈ˪ʾ̀˵
㢥ɭ㿁ʩቅɳʈሂ༡ኧʰ㍺ʝਾʭɹ
ɇ䕠㣧δʨʱɩεɈ
ᨅɩʪʄɢʜɷȾ
㒀㍦ʈ㐐ʌ́˿̌˪ʰ᯳ɵɽ
Ფ䙐ʌሂ༡ኧȽ
ɱʌಞʰ䙅᱄ʌɠʩӂ㢨ʌ䟿㯢
ቅɳʈሂ༡ኧ
ⲳʆ㐇䶈ʅᖟʨ⭕ʜʪʩ
ʌʁʛʌሂ༡ኧ
⏲ɵɰʈ仞
ሂ༡ኧʰжʂʌ˦˔̌̈ʉ㿁ʄ
Փ㎧Ⲻʈ㎫᷺ʆɵɽಞʅɷȾ
ཅʌ伕উʠᗹ൦ʦɭ

【 箱 - Gift box - 】
【 箱 - Gift box - 】
黒和紙箱+銀箔（miyama.）
木箱+ロゴ
miyama.）
Black Washi（深山、
box with
silver stamp

木箱+ロゴ（深山、miyama.）

品番：91-126-233
：78-126-117

ཅ - ࡓཅ

塩付
皿取
五皿
枚四
組枚 組
9.5cm
13cm
mindish
plate 4patterns
5colors set
● suzune
● m i t a t e手染
：92-126-141
品番：74-126-102

3,000
￥ 2,500

箱サイズ：270×205×h30ｍｍ
285×285×h35ｍｍ

内容
内容
：：21cm
タンブラー×２個
麺鉢×２

内容
内容
：9.5㎝手塩皿×5個
：13㎝取皿×４個

color:
color:
白磁
白磁に染付
（white）
（桜柄、
、緑青磁（blue-green)
金平糖柄）

color: color:
白磁に染付
白磁（white）
（桜柄、銀杏柄、
、緑青磁（blue-green）
秋刀魚柄、金平糖柄）
紺（navy)、黄瀬戸（yellow),桃釉（pink）

*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。
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●オシドリ 紅白器揃

oshidori plate set

品番：93-129-101

￥ 3,000

箱サイズ：240×150×h32ｍｍ
内容：13cm取皿（雄）×２、11㎝豆皿（雌）×２、たまご箸置×２
color: 白磁（white）,赤釉（red）各アイテム1個ずつ

【 箱 - Gift box - 】

赤和紙箱+おしどり金箔押

Japanese paper box(red) + gold stamp

-

䘄ᱛ -

㌻ⲳʌɤʂʭ
happy color of oriental
㐷䎭ʌ㢥ɢ˷˖̌˪ʰಞʉ㿁ʄ
㨥ʢɩʈ㌻ⲳʌ㢨ਾɢʅ
ԋрɰɽޣつʌ䌾ʨʠʌȾ
䌾ʩڪʌᜩɢʰɵʁɩʨՓɦʂʂ
ֵɢᢁʌ᳤ʧɵʌѣʅ
ᗹ൦ʦɭɨֵɢ丸ɯʩಞȾ
䌾ʨᢁʠֵɢᢁʠᄿɵɢಞʌ䌾ʨʠʌ

ɋ≪ᕋɌ

ɋɠɽʨ⸘Ɍ

䌾ʨʠʌʉɩɯʩ㍺㍆Ⱦ
ɻʌᖘʉʦʨɀʈᝅਾɢʰ㺞ɵȽ
ឬᕊʪʠֵʭʪʜɷȾ

Ⲻʉ⸘ɪⲺѣɵɽဵʌ༨㑷ⴑʌ㐷䎭ᮽ
㼳ʅʍಞʌ㼅ڪʰⲺʉ㿁ʄ
⸘㗳ʌ㖤ɫʆ㍺ʝਾʭɳʨ⨴ʪʜɷȾ

ɋҶ⭨Ɍ
Ҷʌ⭨㖻ʰ˷˖̌˪ʆɵɽಞȾ
Ҷʍнᒪʆɢʭʪʩʦɤʉ䮭ስʌ
䊗ᗪʆʈʩ㐷䎭ʌʦɢᮽȾ

ɋɨɵʇʨɌ
ɢʂʠᇺʨɤဵʌɨɵʇʨʍ
ԨʜɶɢཡႜԨʌ䊗ᗪ

kikko party set

品番：93-128-101

￥ 5,000

箱サイズ：325×270×h45ｍｍ
内容：30㎝白磁楕円大皿×１、8㎝六角皿×６
color: 白磁（white）,赤釉（red） 各3個（六角皿）

【 贈 - Gift set - 】

【 贈 - Gift set - 】

● Kikko 紅白器揃

【 箱 - Gift box - 】

木箱+ロゴ（深山、miyama.）
Wooden box with logo

[結切]結び目の一種。解けない事から。
結婚式などで使われる定番の形。

● 水引 紅 白 器揃（結 切） mizu-hiki plate set(mushubi)
品番：93-126-101

¥3,000

箱サイズ：300×235×h45ｍｍ
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[あわじ結]あわびの形を模した結び目。
結切の一種でより華やかな印象です。

● 水引紅白器揃（あわじ） mizu-hiki plate set(awaji)
品番：93-126-102

¥3,000

箱サイズ：300×235×h45ｍｍ

●あたり飯 碗 紅 白 揃

atari pair rice bowl

品番：93-127-101

¥3,000

箱サイズ：260×130×h85ｍｍ

● 玉椿紅白 ペアボウル

tama-tusbaki pair 15cmbowl

品番：91-126-228 ￥ 2,500

箱サイズ：170×170×h90ｍｍ

● 玉椿紅白平鉢揃

tama-tusbaki pair 18cmbowl

品番：91-126-230 ￥ 3,000

箱サイズ：215×180×h80ｍｍ

内容：13cm取皿×２、10㎝豆皿×２、結切箸置×２

内容：13cm取皿×２、10㎝豆皿×２、あわじ箸置×２

内容：11cm飯碗×２、矢羽箸置×２

内容：15cm深中鉢×２個

内容：18cm浅広鉢×２個

color: 白磁（white）,赤釉（red）各アイテム1個ずつ

color: 白磁（white）,赤釉（red）各アイテム1個ずつ

color: 白磁（white）,赤釉（red）各アイテム1個ずつ

白磁（white）,赤釉（red）各アイテム1個ずつ

白磁（white）,赤釉（red）各アイテム1個ずつ

*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。
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គɽɾɵɢᵓʌᱸ䯉ʅʠȽ
㗄ɵɭ❲ɯɽ˝̌ˎ˝ʰ
㗄ɵɢʜʜʉ伕ʗɽɢಞ

ਥᝑʧɵɭʠ㍦ᇼʉᨅɩʪɽ
つ五ʌऋ⢟ɽɿʌ˳˅ˀ˘ˬ

crust

ᶴ⭦ऋ⢟ൈ

˄˾ˎ˝

zoo of Matsuda
ɳʁɭʨʆ❲ɫрɰɽ˝̌ˎ˝
ɵɩɵȽɨʉ㖤ɢʄɨɭʆ
ɢʂʌ䯉ʉɩ㼅ڪɪɵʁʆʨʆ

˂˿̈Ƚˌ˳ʻ˳Ƚ˪˾˴̈ˉ
˓ʻȽˀ˥Ƚ˄˳Ƚˌˀ
ɤɳɬȽˌ̂˄˳Ƚʷ̀˦ˀȽ˦̈˕Ⱦ
ऋ⢟ൈʉɢʩʦɤʈȽ̄˄̄˄ᾳɵɢ
ɨ㥬ʌᱸ䯉ʌಞʅɷȾ

ɨʉ⎤ɫᖡʨɵɽ˞˘˝ʢᷓʌ᷺ɪ
˝̌ˎ˝ʆɨʌ䯉ʉɷɫ䯉ʰ֒ʨ
ɻʌɷɫ䯉ɩʧ≪≍ɪᣒɯʄ
ˊ˄ˊ˄ʰؓɿʜɷȾ

【 贈 - Gift set - 】

【 贈 - Gift set - 】

【 箱 - Gift box - 】

【 箱 - Gift box - 】

黒和紙箱+銀箔（miyama.）

クラフト紙箱+ロゴ（miyama.）

Black Washi box with silver stamp

crafted light brown paper box

●crust ペアパン皿(ドット柄） pair plate for toast(dott)
品番：58-126-230

¥3,500

箱サイズ：200×190×h40ｍｍ
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●crust ペアパン皿(枝柄） pair plate for toast(branch)
品番：58-126-231

内容：19cm ドット柄パン皿×２

内容：19cm枝柄パン皿×２

color: アイボリー(ivory)、飴釉（brown）各１

color: アイボリー(ivory)、飴釉（brown）各１

（組合せ①）サファリセット

（組合せ②）ふわふわセット

キリン+フラミンゴ

アルパカ+うさぎ

●松田動物園ペアマグカップ pair mugcup set

¥3,500

箱サイズ：200×190×h40ｍｍ

＊Washi is Japanese paper

品番：93-126-226

*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。

¥3,000

箱サイズ：200×120×h100ｍｍ

内容：210ccマグカップ×２

color: 下絵付け（underglaze painting)
＊上記は基本の組合せです。
ご希望の場合は、その他の柄よりお選び頂くことも可能です。
The above gift set is basis. If you hope the other combination, it is possible to secelt another pattern.

*箱の画像は仕様の参考です。

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。
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⌞ɮɤʂʭ
ֵɢᢁʌᜩ࣑܅ʅ
ֵɢओᢁɪཝɫɭᒹɪʩ
䀈ɢԋ࠽ʨ

sake bottle & pitcher

isola palette plate

ཝ࠽ʈʌʍȽᗹ൦ʦɢ⌞ɬޭਾȾ

ʹ˓˾˦́˘˝ˬ́̌˝

зምʈ䚉ޭ

ɨ䞈ʰ⌞ɮɇ䞈ಞɈȽ
ɨ䟚⋯ʰ⌞ɮɇ䟚⋯ޛʪɈȾ

ׁɦʎȽ
6ˊʹˏʍኧ㪫ɪɶʧʈɢ䟚⋯ʆɵʄȽ
-パレットプレートＳ/palette plateＳ唈ᮽᆍʠж㐈ʉɨɯʩ㨉ᆆʆɵʄȾ

醤油皿、菓子皿、バター皿、オリーブオイル。箸も置けます。
サイズ：130×90×ｈ16mm

ϙˊʹˏʍะᵢʌʆɵʄȽ
䟚⋯ʠʋɽᢁᐱɫስਮʌɨʆɵʄȾ

жʂжʂᢁʰɩɯ⭕ʜʪɽ

-パレットプレートＳ/palette
-パレットプレートM/palette plateＳplateM-

醤油皿、
取皿サイズの仕切り皿。
菓子皿、バター皿、
手巻き寿司などでも大活躍です。
オリーブオイル。箸も置けます。
サイズ
サイズ：130×90×ｈ16mm
：170×145×ｈ17mm

-パレットプレートM/palette
-パレットプレートL/paletteplateMplate L-

-パレットプレートL/palette plate L-

和食でも洋食でも、
取皿サイズの仕切り皿。
朝ごはんに丁度良いワンプレートのおかず皿。
手巻き寿司などでも大活躍です。

和食でも洋食でも、朝ごはんに丁度良いワンプレートのおかず皿。

サイズ
サイズ
：170×145×ｈ17mm
：240×180×ｈ20mm

サイズ：240×180×ｈ20mm

/ˊʹˏʉʍૂ⍁䚮ʎʈɢᵓ伕ʌɨɩɸʆɵʄȽ
≍ʋʈɢ˫˾̈˖ʌˀ˪ʼˬ́̌˝ʆɵʄȾ

【 贈 - Gift set - 】
【 贈 - Gift set - 】

●ひびき酒器セット

hibiki sake set

箱サイズ：175×130×h90ｍｍ 内容：260㏄酒器×１、55㏄ぐい呑み×２

●isola
●isola
パレットペア
パレットS4pcsｾｯﾄ
4pcsｾｯﾄ pallete
palletepair
S 4pcs
4pcsset
set
品番
品番
：59-128-225
：59-126-102 ¥4,000
¥3,000

●isola
●isola
パレットペア
パレットM 4pcsｾｯﾄ

pallete pair
M 4pcs
4pcs
setset

品番
品番：59-128-225
：59-127-101 ¥4,000
¥5,000

箱サイズ：360×160×h40ｍｍ
箱サイズ：280×200×h25ｍｍ
内容：13㎝パレット皿S
内容：13㎝パレット皿S
×2、17㎝パレット皿M×２
×４

箱サイズ：360×160×h40ｍｍ
箱サイズ：360×160×h40ｍｍ
内容：13㎝パレット皿S
内容：17㎝パレット皿M×4
×2、17㎝パレット皿M×２

color:「パレット皿M」白磁
color:
（white
白磁（white
porcelain)、
porcelain)
「パレット皿S」織部（green)

color:「パレット皿M」白磁
color:
（white
白磁（white
porcelain)、
porcelain)
「パレット皿S」織部（green)

●isola パレットL 二枚組

color: 青磁（blue）,緑釉（green)
●isola パレットL 二枚組 pallete L 2pcs set
【青磁】品番：17-126-225 ¥3,000
箱サイズ：250×190×h40ｍｍ 内容：24㎝パレット皿L×2
【緑釉】品番：17-126-226 ¥3,000
color: 白磁（white porcelain)、飴釉（ame brown)

pallete L 2pcs set

●isola
箱サイズ
：250×190×h40ｍｍ
内容：pallete
24㎝パレット皿L×2
パレットM 4pcsｾｯﾄ
M 4pcs set
color: 白磁（white
porcelain)、飴釉（ame
brown)
品番：59-127-101
¥5,000

¥3,500
【白磁×白磁】
品番：59-134-101
箱サイズ
：360×160×h40ｍｍ
内容：17㎝パレット皿M×4

【白磁×白磁】品番：59-134-101

【白磁×飴釉】
品番白磁
：59-134-225
¥4,000
color:
（white porcelain)

【白磁×飴釉】品番：59-134-225

¥3,500
¥4,000

‐青磁‐

‐緑釉‐

【 箱 - Gift box - 】

木箱+ロゴ（深山、miyama.）
Wooden box with logo

*箱の画像は仕様の参考です。
サイズは製品欄の箱サイズにて
ご確認下さい。

【 箱 - Gift box - 】

紺和紙箱+銀箔（miyama.）

Deep BlueWashi box with silver stamp
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＊Washi is Japanese paper
＊全て共通
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40

40

ǴȨǰǙȄǤțǛǂȟȨǠǿǡȅǶ

␑䶂ⲭ䟹 䕚㣡䮧䢒

ǴȨǰǙȄǤțǛǂȟȨǠǿǡȅǶ

and

␑䶂ⲭ䟹 䕚㣡䮧䢒

Co-production
Co-production

( ULQNDFPERZO)
( ULQNDFPERZO)

0%/ 0%/
̞  ̞ 

and

ಘረ⌅hh̄
ಘረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄

GiftGift
ᇬᰅɪ䳼ɤᱸȽ
ᇬᰅɪ䳼ɤᱸȽ
ཡႜɪᇺʨɤᱸȾ
ཡႜɪᇺʨɤᱸȾ

ɦʩɤʂʭȾ
ɦʩɤʂʭȾ

pozzo seasoning set

箱サイズ：130×130×h85ｍｍ

¥5,750

ཝɫɳʢᖘʰ߃㘹ɵʄȽ
ཝɫɳʢᖘʰ߃㘹ɵʄȽ
⮦ʈʁɽ䌠ʰᤷʂ
⮦ʈʁɽ䌠ʰᤷʂ
ʂʌ䢘ʰ
ʂʌ䢘ʰ

( PRNNRFPERZO)
( PRNNRFPERZO)

0%. 0%.
̞  ̞ 
ಘረ⌅hh̄
ಘረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄

֒ɵʜɵɽȾ
֒ɵʜɵɽȾ

●haas醤油差（受皿付） haas pitcher with dish

箱サイズ：125×120×h70ｍｍ 内容：70㏄醤油差×１、受皿×１
color: 白磁（white porcelain）,緑青磁（blue-green)
【白磁】品番：79-126-101 ¥2,000

‐白磁‐

D P H FPERZO) D P H FPERZO)

( VDELFPERZO)( VDELFPERZO)

0$0 0$0
̞  ̞ 

00' 00'
̞  ̞ 

ಘረ⌅hh̄
ಘረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄

ಘረ⌅hh̄
ಘረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄
㇡ረ⌅hh̄

【 箱 - Gift box
【箱
- Gift box - 】
-】

designer/designer/
ቅ䠄䠂ཾቅ䠄䠂ཾ
rina ono rina ono

黒灰和紙箱+ロゴ
黒灰和紙箱+ロゴ
（tudoi.） （tudoi.）

gray japanesegray
paper
japanese
box with
paper
logobox with logo

‐醤油入100cc‐

＊醤油差し用の受皿は
含まれておりません。

‐辛子入（匙付）‐

【 箱 - Gift box - 】

黒和紙箱+銀箔（miyama.）

Black washi box with silver stamp

*箱の画像は仕様の参考です。
サイズは製品欄の箱サイズにて
ご確認下さい。

‐塩胡椒入（三つ穴）‐

【 箱 - Gift box - 】

茶色紙箱+ラベルシール
brown paper box with label

ᶡे㣨㺃ᐕ、བྷᆖ㣨㺃ᐕᆖ⹄ウ、؞Ҷᖼǃ਼བྷᆖɟɵɈȷɐɏȾȬɻᆖ、ࣙȧ㍼ǻ
ᶡे㣨㺃ᐕ、བྷᆖ㣨㺃ᐕᆖ⹄ウ、؞Ҷᖼǃ਼བྷᆖɟɵɈȷɐɏȾȬɻᆖ、ࣙȧ㍼ǻ
ᒤȀULQDRGHVLJQȧ䁝・ǄǋǹǤȠǌǨǽșǋǹǠǛǌǨǽǡ᳞ȞǬȀᇴȟǛȝǛȀǃ
ᒤȀULQDRGHVLJQȧ䁝・ǄǋǹǤȠǌǨǽșǋǹǠǛǌǨǽǡ᳞ȞǬȀᇴȟǛȝǛȀǃ
ᰕᵜȃǪȓǫȓǿൠฏȃȟǽޡȀȗȃǺǤȟȀਆȟ㍴ȨǼǙȓǮǄ
ᰕᵜȃǪȓǫȓǿൠฏȃȟǽޡȀȗȃǺǤȟȀਆȟ㍴ȨǼǙȓǮǄ
ᒤȝȟሿ⭠䲦ಘˋ␡ኡǽȃ਼ޡ䮻Ⲫȧ䮻ǃᒤǋ⪎ǆPL]XPL]XǌⲪ㺘Ǆ
ᒤȝȟሿ⭠䲦ಘˋ␡ኡǽȃ਼ޡ䮻Ⲫȧ䮻ǃᒤǋ⪎ǆPL]XPL]XǌⲪ㺘Ǆ
,VLQFHUHO\GHVLJQSURGXFWVVRWKDWP\FUHDWLYHHVVHQFHFXGGOHVXSWRWKHXVHU
,VLQFHUHO\GHVLJQSURGXFWVVRWKDWP\FUHDWLYHHVVHQFHFXGGOHVXSWRWKHXVHU
VOLIH
VOLIH
*UDGXDWHGIURP0$RIWKH7RKRNX8QLYHUVLW\RI$UWDQG'HVLJQ<DPDJDWD-DSDQ
*UDGXDWHGIURP0$RIWKH7RKRNX8QLYHUVLW\RI$UWDQG'HVLJQ<DPDJDWD-DSDQ
:RUNDVDQDVVLVWDQWDWWKH7RKRNX8QLYHUVLW\RI$UWDQG'HVLJQ
:RUNDVDQDVVLVWDQWDWWKH7RKRNX8QLYHUVLW\RI$UWDQG'HVLJQ
/DXQFKHGULQDRGHVLJQVWXGLR
/DXQFKHGULQDRGHVLJQVWXGLR
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ǪȈǠȞǬțǛǂȄ嚑ǠǤȅǶ

ǪȈǠȞǬțǛǂȄ嚑ǠǤȅǶ

ǗǠǗȖțǛǂǻ嚑ȆǶ

‐緑青磁‐

䎔伤䟹 䡴䢒

ǗǠǗȖțǛǂǻ嚑ȆǶ

【緑青磁】品番：79-126-225 ¥2,000

ᇲǠȞǬ䟹 ޛ䀂䢒

品番：33-126-102

伕উʌ仞Ქʉ俪ḉʞ
伕উʌ仞Ქʉ俪ḉʞ

ᇲǠȞǬ䟹 ޛ䀂䢒

内容：100㏄醤油差し×2、胡椒入×1、辛子入×１、受け皿×１

color: 白磁（white porcelain)

ɳʜɴʜʈಞɩʧȽ
ɳʜɴʜʈಞɩʧȽ

䎔伤䟹 䡴䢒

ቅ䠄䠂ཾȼ ȼ
- ʂʇɢ䢘

●pozzo調味料入れセット

ȼ
˵
ቅ˾
䠄˔
䠂˖
ཾʷ
ȼ ˂ȼ
䢘
- ɢsavone/feuille/stamug
-ȼʂ ʇ

˾
ཐ˔
˖
ҁʷ
ȼ ˂ȼ
ȼ
˵
-ȼ T,K
series
- savone/feuille/stamug

*箱の画像は仕様の参考です。
サイズは製品欄の箱サイズにて
ご確認下さい。

唈
˄ series
⋩
ཐ
ਿ
ҁȼ ȼ
- ˖T,K

Black washi box with silver stamp

ᶧ⋩
Ӣ
㣮ਿ
㺉ཝ
唈
ȼ ᆜȼ
- 䉭ᐓዩ儎ኧ ὃ⢟ഩ䪇ˣ ಞ
-⋯˖⭱˄ᢶ ⌋ ᶆ ᯏ ⹊ ガ ᇚ ȼ ȼ

黒和紙箱+銀箔（miyama.）

Lily/Cherries/Quince/Oak/Hawthorn

【 箱 - Gift box - 】

¥3,000

ቅ
ȼ ᆜȼ
ᶧ⭦
Ӣ䲬
㣮ಞ
㺉ཝ
ᢶ⌋ᶆᯏ⹊ガᇚȼ ȼ
-⋯ ⭱fucube
- 䉭ᐓዩ儎ኧ ὃ⢟ഩ䪇ˣ ಞ

color: 白磁（white porcelain)
品番：01-126-101

䠂
ȼ ȼȼ
ቅ⋿
⭦❲
䲬ಞ
-ȼ
- tya-haku/kooci/sasasa/suuun/como
fucube

sumi sake set

ȼ ȼ
䠂emilly
⋿❲ȼ ȼ
- Lily/Cherries/Quince/Oak/Hawthorn
burningham
- tya-haku/kooci/sasasa/suuun/como

ȼ ȼ
emilly burningham

●sumi酒器セット

箱サイズ：210×165×h70ｍｍ 内容：220㏄酒器×１、50㏄ぐい呑み×２

ਚɭɩʧ֒ʧʪʄɫɽ
ਚɭɩʧ֒ʧʪʄɫɽ

ǻǹǤȢțǛǂȗ嚑ǨǛǗǪȅǶ

ӚʭʩᡶȽ
ӚʭʩᡶȽ
Ⲽɪ䳼ʜʩᗹゅʢɩʈᱸ䯉ʉ
Ⲽɪ䳼ʜʩᗹゅʢɩʈᱸ䯉ʉ

ǻǹǤȢțǛǂȗ嚑ǨǛǗǪȅǶ

伕উʌⵕʱѣʅՐ䂧ʢㅇ亊ɪ
伕উʌⵕʱѣʅՐ䂧ʢㅇ亊ɪ

䡴ǤȢ䟹 ᵘ⬌⍵䢒

ާʉʂɭʩȽɻɵʄ䌾ʩ
ާʉʂɭʩȽɻɵʄ䌾ʩ

䡴ǤȢ䟹 ᵘ⬌⍵䢒

ਁӰɪՐɷʩᱸȽ
ਁӰɪՐɷʩᱸȽ

*箱の画像は仕様の参考です。
*箱の画像は仕様の参

サイズは製品欄の箱サイズにてご確認下さい。
サイズは製品欄の箱サイズにてご確認
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࣐ࢢ࢝ࢵࣉࡋ࡚ࠊ
ࢫ࣮ࣉ࢝ࢵࣉࡋ࡚ࠊ

ձ ⓑ☢

ࡪࡾ࡛⮬⏤࡞࠸ᡭࡢ

Glosssy white

භⰍࡢ࣐ࢢ࢝ࢵࣉ

䠆ษ䜚─䝃䜲䝈
䚷䐟䠐㐃ษ䜚─䠄㻞㻞㻡㽢㻣㻡㽢䡄㻝㻤䠅
䚷䐠䠏㐃ษ䜚─䠄㻝㻤㻡㽢㻥㻜㽢䡄㻝㻤䠅
䚷䐡ษ䜚ྲྀ䜚─䠄㻞㻝㻜㽢㻝㻡㻜㽢䡄㻝㻤䠅

ղ ኳ┠
Glosssy dark brown

ճ ⓑ࣐ࢵࢺ

Matte white

stamug ؙ-ࢫࢱ࣐ࢢ 
࣐࣌ࢢ࢝ࢵࣉ ࠉpair mugcup ¥4,000
㸦ရ␒㸧 ࠉ㸦⟽ࢧࢬ㸧 㧗ࡉ  ੈ
㸦ෆᐜ㸧 ੰ࣐ࢢ࢝ࢵࣉ 㸰ࠉ㸦Ⰽ㸧ձ㹼նࡼࡾⰍ࠾㑅ࡧୗࡉ࠸

䠆䝥䝺䞊䝖䝃䜲䝈
䚷䐟㻞㻥䠿䡉䝥䝺䞊䝖䠄㻞㻥㻜㽢㻞㻤㻜㽢䡄㻠㻜䠅
䚷䐠㻞㻟䠿䡉䝥䝺䞊䝖䠄㻞㻟㻜㽢㻞㻞㻜㽢䡄㻟㻜䠅
䚷䐡㻝㻣䠿䡉䝥䝺䞊䝖䠄㻝㻣㻜㽢㻝㻢㻜㽢䡄㻞㻞䠅
䚷䐢㻝㻝䠿䡉䝥䝺䞊䝖䠄㻝㻝㻜㽢㻝㻜㻡㽢䡄㻝㻡䠅

մ ࢳࣙࢥ
Choco brown

յ ⤃㔙
Glosssy deep blue

䠆῝─䝃䜲䝈
䚷䐟㻞㻣䠿䡉῝─䠄㻞㻣㻜㽢㻞㻢㻜㽢䡄㻣㻜䠅
䚷䐠㻞㻝䠿䡉῝─䠄㻞㻝㻜㽢㻞㻜㻜㽢䡄㻡㻡䠅
䚷䐡㻝㻢䠿䡉῝─䠄㻝㻢㻜㽢㻝㻡㻡㽢䡄㻠㻡䠅
䚷䐢㻝㻞䠿䡉῝─䠄㻝㻞㻜㽢㻝㻝㻡㽢䡄㻠㻜䠅

ն 㯮࣐ࢵࢺ
Matte black

【 color ࠚ ⓑ☢㸦ရ␒ᮎᑿ㸸㸧
ࠊⓑ࣐ࢵࢺ㸦ရ␒ᮎᑿ㸸㸧
ࠊ㯮࣐ࢵࢺ㸦ရ␒ᮎᑿ㸸㸧

【 package ࠚ ⓑ㯮⅊⣬⟽  ࣟࢦ㸦metaphys )
gray japanese paper box with logo
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0(7$3+<6 ࡢヨࡳࡣࠊࠕࢹࢨࣥࠖࡀࡇࡲ࡛ࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆᨭ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ᣮᡓ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕࢹࢨࣥࠖࡣࠊᩒ࠼࡚Ⰽࡸ࢝ࢱࢳࢆ㉸࠼ࡓពᚿ࡛࠶ࡿゝཬࡋ࡚࠾ࡃࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝ࡢᴗࡀࠊࡦࡘࡢ
ࣈࣛࣥࢻࠊࡦࡘࡢࢥࣥࢭࣉࢺ㞟ࡲࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗࡈࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊᐇయࡢ᥈ồ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢᵓ⠏ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢᴗࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡸࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡶࠊ0(7$3+<6㺨㺽㺎㺢㺣㺎ࡋ࡚␗ཱྀྠ㡢ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎಙ࡛ࡁࡿ┦
ຠᯝࡣࠊ&65 ࡸၨⵚࢆႏ㉳ࡋࠊ ♫࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ከࡃࡢඹ㬆ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
0(7$3+<6 ࡣࠊࢥࢥࣥࣆࢱࣥࢫࡢࣄࣜࣥࢢࡽጞࡲࡾࠊࡑࡢᴗࡋ࡛ࡁ࡞࠸⟅࠼ࢆࡑࡇṧࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣑ࢽ࣐ࣝ࡞࢝ࢱࢳࡢ୰ぢ࠼㞃ࢀࡍࡿࠕࢧ࣒ࢩࣥࢢ࣭ࣥࢧࢻࠖࠊࡇࡢ▱ࡢ⾲⌧ࡇࡑࡀ 0(7$3+<6 ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᑠࡉ࡞Ỉࡣࠊ࣋ࢡࢺࣝࢆᥞ࠼ࡿࡇ࡛ࡸࡀ࡚ᕝ࡞ࡾࠊᑠࡉ࡞ኌࡣࡸࡀ࡚ඹ㏻ࡢពᚿ࡞ࡿࠋᕝᖜࡀே▱ࢆᚓ࡚ࢸࢵࣆࣥࢢ
࣏ࣥࢺࢆ㉸࠼ࡓࠊ0(7$3+<6 ࡢヨࡳࡣ࠶ࡋࡓࡢ᪥ᖖࡢぢ័ࢀࡓගᬒ࡞ࡿࠋ

⟽ࡢ⏬ീࡣᵝࡢཧ⪃࡛ࡍࠋ
ࢧࢬࡣ〇ရḍࡢ⟽ࢧࢬ࡚ࡈ☜ㄆୗࡉ࠸ࠋ
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ُ ੑ Ậ  ᚘ ‑ᵕᵊᵎᵎᵎ

ᶑᶇᶘᶃᵘᵐᵎᵎᶣᵐᵎᵎᶣᾷᵒᵎ

῞῟Ώ ῝ίᵗᵏᵋᵏᵑᵏᵋᵐᵐᵖὸẅ᱅ἰἕἚίᵗᵏᵋᵏᵑᵏᵋᵐᵐᵗὸ
ẅṾἀἧἚἣἕἃὊἊλ

ͷ ͯ䘥䡩

ṳᴾἬỴἩἾὊἚ ἍἕἚ ‑ᵓᵊᵎᵎᵎ

( 76.172.212炸

ᴾ ᶀᶍᶖᶑᶇᶘᶃᵘᵐᵐᵎᶣᵐᵐᵎᶣᾷᵓᵎ

ίᵗᵏᵋᵏᵑᵏᵋᵐᵐᵔὸ
ṾἀἧἚἣἕἃὊἊλ

˦ˎ˔Ƚ㚿ᯏ⨼Ƚ冐ᯏ⨼ʆѱ㨒ʆɵʄ
ɨֵɢ丸ɯʩFP䀈᷐ʌː˘˝Ⱦ
ʷʹ˱˿̌ʆ唈˳˘˝ɪж᷐ɸʂʅɷȾ

ˬ̂˕˄˝˜ˋʹ˟̌ཐҁ≅ʉʦʩ
㍖᮫ʈグ䯉ʌ⛰ʌᱸ䀾ʆȽ
ʜʨʌʦɢ䀈ɢɤʂʭȾ

Ί ͯ湺慱

ಞɪᵢᶛȽɻɤɠʩʗɫʅɠʩʦɤʉȽ

( 76.171.336炸

ᯏ⨼ʰ≍ᤷɿʦɭɯޛʪʄɢʜɷȾ

ṳ ᴾ ᴾ Ἤ Ỵ Ἓ Ἵ ἓ ỹ Ἅ ἕ Ἒ ‑ᵑᵊᵎᵎᵎ

ˍc h i k u .  ͧ .

ṳ ᴾ ᴾ Ỵ ὅ Ἐ ỵ ἣ Ἃ Ἒ Ἅ ἕ Ἒ ‑ᵔᵊᵎᵎᵎ

ᴾ ᶀᶍᶖᶑᶇᶘᶃᵘᵑᵐᵓᶣᵏᵔᵎᶣᾷᵑᵎ

ᴾ ᶀᶍᶖᶑᶇᶘᶃᵘᵐᵐᵎᶣᵐᵐᵎᶣᾷᵓᵎ

ίᵗᵏᵋᵏᵑᵏᵋᵐᵐᵓὸ
ṾἀἧἚἣἕἃὊἊλ

ίᵗᵏᵋᵏᵑᵏᵋᵐᵐᵕὸ
ṾἀἧἚἣἕἃὊἊλ

˛ʸ˾˴ˎʢ˦̈˟ˈ˘˔Ⱦ˜ˋ̌˝ʉ
ɿʥɤʇ㢥ɢಞȾʷʹ˱˿̌ʆ唈˳˘˝ɪ
ж᷐ɸʂޛʩFP䀈᷐ʌː˘˝ʅɷȾ

伕ӁʌࢃʉȽ̄ʹ̈ʆާʉȽ˖̌ˏʈʇʌ
ࢃ㨒ʰFP䀈᷐ʆ䮭䀈᷐ʌː˘˝Ⱦ
ޞʄʷʹ˱˿̌ʅɷȾ

ͷ ͯ湺慱
( 76.172.336炸

Ί ͯ䘥䡩
煐4-600
⑩䔒烉76.171.212
䭙ͭ͜Ͳ烉311Ø:6Ø烷:1
ℭ⭡烉Ίͯ䘥䡩Ø2

+⌀Ὁ⍲̴ͳͻℭ⭡̰⎬刚⎴̙

Ẕᴾረᴾᵋᵥᶇᶄᶒᴾᶀᶍᶖᵋᴾẕ

Ẕᴾረᴾᵋᵥᶇᶄᶒᴾᶀᶍᶖᵋᴾẕ

᱅໋ԧኡረᵉႉማίᵲᵌᵩᶑᶃᶐᶇᶃᶑὸ

ь⮂Ⲻʈˬ̂˕˄˝˜ˋʹ˟̌ཐҁ≅ʌ˜ˋʹ̈ʰʠʆʉ
ɩʂʄь⮂ʅʠᴿᮦʌಞʌ⭕⭙൦ʅɠʁɽ⪔⎠ᐸʉ䳼ゃɵɽ
зምʈಞ㼳䙖ᢶ㺉ʉʦʨɇϠ．
ϗNLWDWRVKL\XNLˌ˿̌ˏɈʍȽ
䃋⭕ɵʜɵɽȾ
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᱅ԧኡረᵉማίᶋᶇᶗᵿᶋᵿᵌὸ

Gray washi box
with white stamp

*箱の画像は仕様の参考です。
サイズは製品欄の箱サイズにて
ご確認下さい。

Black washi box
with silver stamp
-profileᵏᵗᵗᵗ࠰ग़ჷჄᇌᑸᘐܖٻܖٻᨈᨓᄬݦૌ̲ʕẇ
ᵐᵎᵎᾁ࠰Ệ᱅ඕψӴᨓᄬ֥ἙἈỶὅᄂᆮᚨᇌẇ
௶ྸܪở᱅߷ᨻʂỤểẒᵨᵟᵮᵟᵬᴾᵢᵣᵱᵧᵥᵬᴾᵬᵣᵵᴾᵥᵣᵬᵣᵰᵟᵲᵧᵭᵬޒẓίʿᵊᵎᵏ࠰ὸ
ᨥᨓᄬ֥ޒ፦ຜỆềἙἈỶὅᢿᧉចίᾈᾇ࠰ὸẆចίᾁ࠰ὸ
ἋἑἊỼἙἈỶὅᢿᧉចίᾄ࠰ὸἧỳἁἚἼὊἙἈỶὅᢿᧉច
ίᾇ࠰ὸễỄᵏᵎ࠰ᡲዓᵔ˺ԼỉλចửௐẺẲềẟỦẇ

*箱の画像は仕様の参考です。
サイズは製品欄の箱サイズにて
ご確認下さい。
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- G i f t s e t - ό Ỽ Ἴ Ἂ Ἔ Ἵங ረ λ

-drawings-

ˤ˄ˊ̈ˈˋ˄˾

ʽ˓ʷˍˊʹ

䉭ᐓዩ
儎ኧὃ⢟

 ߷ ީ ỉ᭗  ޛౡ ཋ
ˠ˘ˈʻ˂ˎˇ

ἡἁἇὅἅἈἁἻ

ʷˏ˳ˌ˸˄˟ˇ

ỺἐỴἊἇỶ

ഩ䪇ˣಞ

˰˒˥˧˟ʻˎ˻˂˒ʻ

ˍ߷ީἬỴἰἂỽἕἩ

ˠ˘ˈʻ˂ˎˇ

ˢˢˢ!!!! 煐6-111

֒㘻φᗂ㰚ᆆ

ᰛݿ哺㧻

ஙረλ)346Ø226Ø烷221炸
όʚếỉኵӳẶợụấᢠỎɦẰẟẇ

ṞỺἐỴἊἇỶᶣἡἁἇὅἅἈἁἻ
ẅẅẅẅẅẅίԼဪᾉ59.237.252ὸ
ṟỴἌἰἉἵἁἜἄᶣἝἕἅỸỿἋἄ
ẅẅẅẅẅẅᴾᴾίԼဪᾉ59.237.253ὸ

ʽ˓ʷˍˊʹ

ˤ˄ˊ̈ˈˋ˄˾
ⲳኧቅẒ

ˢˢˍ߷ީ

㶜㍡䲳㣧

֒㘻φ⮇◚ⷩ

֒㘻φ⮇◚ⷩ

ˢˢˍ߷ީ

ẅẅẅẅʞݡӕႤʞኵ

ẅẅẅẅɡݡԧႤʞኵ

煐21-111

煐26-111

ஙረλ)291Ø271Ø烷281炸
ẅẅẅẅẅᴾẅԼဪᾉ17.237.252

ஙረλ)341Ø296Ø烷336炸
ẅẅẅẅẅᴾẅԼဪᾉ17.237.253!

ᴾᴾᴾᴾᴾᴾόӕႤݡඥᾉᵏᵓᾃᶣᵏᵓᵎᶣᾷᵐᵎ

ᴾᴾᴾᴾᴾᴾόӕႤݡඥᾉᵐᵏᵎᶣᵐᵎᵓᶣᾷᵐᵐ
όӲʞᆔầӲᵏໜẵếλụộẴẇ

- o t h e r s - όӲՠԼỉҥԼ̖ỂẴẇῤΌΏῥῪỆỊỊẟẾềấụộẶỮẇ

ᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ Ṽ  ߷ ީ ἰἂ ỽ ἕἩ ẅ‑ ᵐ ᵊᵓ ᵎ ᵎ
ἇỶἌᾉᵏᵐᵎᶣᵗᵐᶣᾷᵗᵐẅᵐᵎᵎᾲᾲ

ᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ Ṽ  ߷ ީ ʞ  ݡӕ Ⴄ ẅ‑ ᵐ ᵊ ᵎ ᵎ ᵎ
ἇỶἌᾉᵏᵓᵒᶣᵏᵓᵎᶣᾷᵐᵎ

ᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ Ṽ  ߷ ީ ɡ  ݡԧ Ⴄ ẅ‑ ᵑ ᵊ ᵎ ᵎ ᵎ
ἇỶἌᾉᵐᵏᵎᶣᵐᵎᵓᶣᾷᵐᵐ

ʷˏ˳ˌ˸˄˟ˇ
ᶧ⸩ᾖ㣧

˰˒˥˧˟ʻˎ˻˂˒ʻ
֒㘻φᯄ㰚

㍦㩿䴑㮺䴠㥿

֒㘻φᵞсᤉҕ

ɋ*LIWER[Ɍ

ᵞ   ̂ ˉ δᶧӢ㣮㺉ཝᆜȽ䉭ᐓዩȽኧε

イメージ画像です。
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ᶧӢ㣮㺉ཝᆜ⋯⭱ᢶ⌋ᶆᯏ⹊ガᇚ
䉭ᐓዩʌ儎ኧὃ⢟
ȼ䉭ᐓዩʍȽ⁏儎PʉⒶɽʈɢɪȽ㳽㍁ዟɪ䵨࠰ɷʩᙛጱʅ
㼽䴇ʈ൦ᖘʅɠʨȽᰛᵢᴿᮦʌ䊠䴠൦ᑥʅɷȾ
ȼɱʌ൦ตʉ䲆ʧʪʩὃ⢟ʠ㠠⭕ɵʄɨʨȽ৩ɵɢ㠠❬⫦ູʉ
ɳʧɳʪʈɪʧʠȽቅɳɭʆʠ≍ڛʉ࣑ᕭɭȽ㗄ɵɭ૨ɫㄬɤ
ဵʉཐɭʌӰɀɪ养ɹʧʪʜɷȾ

ȼ㣮㺉ᇬʆɵʄ㠠ᐧ㺞⨴ʰⴤɷᆜ⭕ʌ佀ᡆʰⴤⲺʆɵȽ
亊ᯏʢ࢚ʈʇʌɳʜɴʜʈᶆᯏʰȽʇʌʦɤʉ㍺ʝʄȽ
֒ɷʩɩʰᮏ㛨・⹊ガɵʜɷȾ
ȼɱʌʦɤʈ൦䚉ʈᮏ㛨⹊ガʌᡆ᷒ʍȽ˰̀ˮʹ̈ᐛᾣʆʌ
⭙ᆜާੂ䯁Ⲱɇ⋯жɈ⋯㎫ޭʌ㎆ᇕȽ䉭ᐓዩʽˈ˙̌˿ˏ˵
᧞䙨ঊ䆦Րʌד乲ʰɯɽɇ䉭ᐓዩ儎ኧὃ⢟ഩ䪇ɈʆʈʨȽ
⌞ⴤʰ䳼ʟʄɢʜɷȾ

Wooden box
with logo

ʌ⭱܅ʍԋʌ৸㘹ʅɷȾ
ˊʹˏʍ㼳℺ʌˊʹˏʉʄ
ɲ⻰䃃сɳɢȾ
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䕔㼟㼍㼟㼍㼟㼍䝨䜰䝻䝑䜽䜾䝷䝇
㻛㼜㼍㼕㼞㻌㼏㼡㼜㻌㼟㼑㼠
䠄㻢㻡㻙㻝㻞㻢㻙㻝㻜㻞䠅

䢠㻟㻘㻜㻜㻜

⟽䝃䜲䝈㻦㻝㻤㻡㽢㻝㻜㻡㽢䡄㻥㻜㻌
ෆᐜ㻦㻤䜸䞊䝹䝗䜾䝷䝇䠄䠔㼛㼘㼐㼓㼘㼍㼟㼟㻕㽢㻞
Ⰽ䠖⥳䠄㼓㼞㼑㼑㼚㻕䞉ⓑ㻔㼣㼔㼕㼠㼑㻕䚷ྛ㻝㼜㼏㼟

ɋ*LIWER[Ɍ
ᵞ   ̂ ˉ δPL\DPDε

:RRGHQER[ZLWKORJR

ʌ⭱܅ʍԋʌ৸㘹ʅɷȾ
ˊʹˏʍ㼳℺ʌˊʹˏʉʄɲ⻰䃃сɳɢȾ

ɇᷗɈཝ₁䠅ಞhɇɮɢઇɈኧ
䱒ⵂཝෙᐸʅᷗʰ㼳֒ɷʩཝ₁䠅ಞȾ
䱒ⵂ⪔⎠ᐸʅಞʰ㼳֒ɷʩኧȾ
൦ตʉ䙙㏵ʆɯ㏏ɪʪɽʠʌʃɭʨȾ
ɻʌᢶ㺉ʰะ⽄ʉȽ⨴ԙʌ䚉ޭʆɵʄ
֒ʨ࠰ɳʪɽӂʂʌ䞈ʌಞʅɷȾ

䕔㼗㼛㼛㼏㼕䛠䛔࿐⤌䠄☢䞉ᮌ䠅

䕔㼟㼡㼡㼡㼚䛚㔜ಶ⤌
㻛㼜㼍㼕㼞㻌㼖㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼘㼡㼚㼏㼔㼎㼛㼤
䠄㻢㻡㻙㻝㻞㻤㻙㻝㻞㻝䠅

䢠㻝㻘㻤㻜㻜

䢠㻣㻘㻜㻜㻜

⟽䝃䜲䝈㻦㻞㻢㻡㽢㻝㻟㻡㽢䡄㻢㻡㻌

䚷䚷䚷䚷㻌䠄⛯ู䠅䚷

䚷㻌㻌㼗㼛㼛㼏㼕㻌㼟㼍㼗㼑㼏㼡㼜㼟㻔㼜㼛㼞㼏㼑㼘㼍㼕㼚㻒㼣㼛㼛㼐㻕
㻌㻌㻌䚷㼜㼍㼏㼗㼍㼓㼑㻦㻣㻜㽢㻣㻜㽢䡄㻣㻡㻌䠆䠬䠬䜽䝸䜰䜿䞊䝇ධ
㼏㼛㼚㼠㼑㼚㼠㼟㻦䛠䛔࿐䠄☢ჾ䠅㽢䠍䚸䛠䛔࿐䠄ᮌ䠅㽢䠍

ෆᐜ㻦䛚䛴䜎䜏㔜⟽
䠄㼖㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼘㼡㼚㼏㼔㼎㼛㼤㻌㼣㼕㼠㼔㻌㼘㼕㼐㻕㽢㻞

ရ␒㻦䠄☢ⓑ㻛㼣㼔㼕㼠㼑䠅㻢㻣㻙㻝㻟㻜㻙㻝㻞㻢䚸䠄ᮒ㉥㻛㼞㼑㼐䠅㻢㻣㻙㻝㻟㻜㻙㻝㻞㻡
㻖☢ჾ䛠䛔࿐䛾Ⰽ䛿䛂☢ⓑ䛃䛸䛂ᮒ㉥䛃䜘䜚䛚㑅䜃ୗ䛥䛔䚹

Ⰽ䠖ᮒ㉥䠄㼞㼑㼐㻕䞉☢ⓑ㻔㼣㼔㼕㼠㼑㻕䚷ྛ㻝㼜㼏㼟

ɋ*LIWER[Ɍ
ᵞ   ̂ ˉ δPL\DPDε

:RRGHQER[ZLWKORJR

ʌ⭱܅ʍԋʌ৸㘹ʅɷȾ
ˊʹˏʍ㼳℺ʌˊʹˏʉʄɲ⻰䃃сɳɢȾ

䕔㼏㼛㼙㼛ྲྀ─ᯛ⤌
㻛㻝㻡䟛㻌㼜㼘㼍㼠㼑㻌㻡㼏㼛㼘㼛㼞㼟
䠄㻢㻣㻙㻝㻞㻢㻙㻝㻜㻝䠅

䢠㻡㻘㻜㻜㻜

⟽䝃䜲䝈㻦㻝㻢㻜㽢㻝㻢㻜㽢䡄㻣㻡
ෆᐜ㻦㻝㻡㼏㼙ྲྀ─䠄㻝㻡䠿䡉㻌㼜㼘㼍㼠㼑㻕㽢㻡
Ⰽ䠖⥳䠄㼓㼞㼑㼑㼚㻕䞉ⓑ㻔㼣㼔㼕㼠㼑㻕䞉㟷䠄㼎㼘㼡㼑㻕
⣸䠄㼜㼡㼞㼜㼘㼑㻕䞉ᶳ䠄㼛㼞㼍㼚㼓㼑㻕䚷ྛ㻝㼜㼏㼟

ɋ*LIWER[Ɍ
唈 ૂ ㍏   ̂ ˉ δPL\DPDε

ɋ*LIWER[Ɍ

EODFNSDSHUER[ZLWKORJR

唈 ૂ ㍏   䢶 ㇊ ᣲ δW\DKDNXε
EODFNSDSHUER[ZLWKORJR

ʌ⭱܅ʍԋʌ৸㘹ʅɷȾ
ˊʹˏʍ㼳℺ʌˊʹˏʉʄɲ⻰䃃сɳɢȾ

ȝ䟿㯢䢻⡾㎫Ԏʌޞʄʌಞʍ࡛߀ɇ䟿㯢䢻⡾ˣಞɈʉ᧨䔿ɵʄɨʨʜɷȾ
ɲ㾷ᵑʌ䳑ʍɨஅɢਾʭɹɭɾɳɢȾ

䠂⋿ ❲ ȼ  ʨ ɹ ʱ ʢ ɫ 
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 ᒪδᕎौпᒪε
Ƚ䢻⡾䔘ߏʉʦʩ㎫Ԏɯʰᰛᵢʅࡓʟʄ䂜ʝɽʢɫʠʌɪ䠂⋿❲ʅɷȾ
㗄ɵɢ㰃㢨ʌ举ʉʦʩ㎫Ԏɯʰ䔘ߏᢶ㺉ʉʦʨ߃⨴ɷʩɽʟʉȽদᯯ⌋ʢ亊ᯏʌ䃵᮪Ƚ
㎫Ԏɯᢁ⌋❲ᡆʌᯯ⌋ʰ䂜㺂䥥䃚ɵȽɱʌᢶ⌋ʌะ⽄ʰ⻰ɵɽʢɫʠʌȾ
⨴൞ʍ䙊㎬ɦʄɢʩɱʌュݹɪɠʁɽᡶʍȽ⨴൞ʌ䱒ⵂ⪔⎠ᐸと⍛⭰Ⱦ⿷ɽɿʌᐛʌ㼅ᢁʅɷȾ
ɷʅʉ䙊㎬ɦʄɵʜʁɽɻʌュݹʌɠʁɽੂɶᡶʅȽᜩɢʰɯ㏏ɬȽɱʌᢶ⌋ʰะ⽄ʆɵʄȽ
䟿㯢ʉʦʩ䢻⡾䔘ߏʌ㎫Ԏɯᢶ⌋ɉ䟿㯢䢻⡾䔘ߏɊʰ䯁ⲰɢɽɵʜɵɽȾ

䟿 㯢 䢻 ⡾ ㎫ Ԏ ȼ  ʤɤʢɭʇɤʎʱɦʂɯ 
䠂⋿❲ʉʦʨ䃋⭕ɵɽ䢻⡾䔘ߏʉʦʩс㎫ԎɯȾ
㍖❲ɫʉ㎫Ԏɯɵ䟿㯢ʰ᯳ɵ儎ʅᵢ❲ᡆɷʩɱʆʅ㎫Ԏɯʌ亊ᯏɪ䟿㯢ʆާʉ㷃ɯʢɫʠʌʧɵɢ
ʭɢʆʈʩɱʌᢶ⌋ʰˮ̌ˎʉȽʝʌɠʩ亊ᯏʌদɪਥ㜳ʆʈʁɽদᢶ㺉ʌⲰ䚊ʰࣖɵʄȽ
ʦʨˁ˾ˎ䌠ʌཐɢ䟿㯢ʉʄ㎫᷺ʰ䔘ߏɷʩӁʅȽ㎫᷺ʌ䜞࠼ʉ䟿㯢ʌ⋘ݿʰ㺞⨴ɵɽʰʠʁɽ
㎫Ԏɯʰ㺂ɢȽ㎫᷺ʌ❗ɢ䜞࠼ʌ❗䟿ʌ䌠ʆʌˈ̈˝˾ˎ˝ɪ⢯ᗪʆʈʩ⿷ɽɿ⤢㠠ʌ㎫ԎɯȾ
ⲳʌɀʈ䌠ʰɩʱɶʩȽ㍖ᶆʰՓɦʩ㎫ԎɯʅɷȾ
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Graphic
patterns

Plate size:
105×105×ｈ15ｍｍ

③ Quince

マルメロの香り

① Lily of the valley

② Cherries

乙女すずらん

チェリーズ

④ Oak Leaf

⑤ Hawthorn and Sparrows

オークリーフ

Emilly burningham

サンサジと雀

Emilly burningham

-エミリー・バーニンガム-

豆皿五枚組 10.5㎝plate 5pcs set ¥10,000
（品番）
15-126-141 （箱サイズ）
230×115×高さ45㎜
（内容）
10.5cm豆皿×５ 五柄各一枚

-エミリー・バーニンガム-

和紙箱入豆皿 10.5㎝plate in box ¥2,000
（箱サイズ）
115×115×高さ20㎜ （内容）
10.5cm豆皿×1
（品番） ①→15-088-142
②→15-088-141
③→15-088-144
④→15-088-145
⑤→15-088-143
【package】緑和紙箱+金箔押（emilly burningham)

Gift set
【package】
緑和紙箱+金箔押

green paper box with gold stamp

（emilly burningham)
green paper box
with gold stamp

Emily Burningham

about
Emily Burningham

(エミリー･バーニンガム)
1978 年ロンドン生まれ。

2005 年から自身のデザインを使用したオリジナル作品に
取り組む。1920〜30 年 代のジャポニズムの影響が色濃い
西欧の装飾パターンに影響され独自性のあるデザインを
特徴とし、最先 端のテキスタイル・デザイナーとして、高い
評価を得ている。

父親は絵本作家の John Burningham（ジョン・バーニンガム）、
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母親も絵本作家の Helen Oxenbury（ヘレン・オ クセンバリー）。
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