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レンジ食器
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カ601-017 
白瀬戸スープカップ
φ11×13.8×7㎝（50入･陶）
1,400円

イ601-027 
軽量強化HWスープカップ
φ12×6.3㎝（420㏄）（3×20入･強）（マレーシア）
1,350円

イ601-037 
軽量強化HWスタックスープカップ
φ11.6×6.1㎝（460㏄）（3×20入･強）（マレーシア）
1,350円

ホ601-047 
コンパクトスタックスープカップ
φ9.3×6.3㎝（260㏄）（80入･強）
1,100円

ア601-057 
ホワイティー片手スープカップ
φ8.7×5㎝（195㏄）（100入･強）
1,050円

ヤ601-067 
NBカフェオレカップ
φ12.4×7㎝（400㏄）（40入･磁）
900円

ホ601-077 
かるーん（軽量）スープカップ
φ10.5×5.5㎝（300㏄）（80入･磁）
800円

ヤ601-087 
NBカフェオレボール
φ12.4×7㎝（400㏄）（60入･磁）
800円

カ601-097 
白磁切立スープカップ
φ10.5×5.8㎝（300㏄）（80入･磁）
780円

ホ601-107 
ペンフラワースープカップ
φ10.6×5.7㎝（310㏄）（80入･磁）
720円

カ601-147 
厚口黄地片手スープカップ
φ10.3×6.2㎝（230㏄）（60入･磁）
600円

ホ601-157 
スープマグカップ
φ8.8×6㎝（220㏄）（80入･磁）
420円

ホ601-117 
NB31スープカップ（大）
φ11.3×7㎝（390㏄）（60入･磁）
520円

カ601-127 
白スタッキングスープカップ
φ9.7×5.6㎝（260㏄）（80入･磁）
580円

ホ601-137 
NB100スタックスープカップ
φ10.2×5.5㎝（300㏄）（80入･磁）
520円

ホ601-167 
NB反スープカップ
φ11×5.5㎝（350㏄）（60入･磁）
720円

カ601-177 
白片手スープカップ
φ10.2×5.7㎝（300㏄）（80入･磁）
680円

ホ601-187 
粉引黒斑点スープカップ
φ10×5.4㎝（240㏄）（80入･磁）（黒い点々あり）
500円

ホ601-197 
粉引黒斑点スタックスープカップ
φ10×5.4㎝（280㏄）（60入･磁）（黒い点々あり）
500円

ホ601-207 
黄手付スープカップ
φ10.5×7㎝（330㏄）（60入･磁）
820円

ミ601-217 うのふ渕茶マルチ碗
φ8.5×10.5×6.2㎝（100入･陶） 1,550円
ミ601-227 うのふ渕茶受皿
φ13.7×2㎝（100入･陶） 1,050円

タ601-237 黒備前スープ碗
φ11×5㎝（270㏄）（60入･陶） 600円
タ601-247 黒備前スープ受皿
15.2×14.6×2㎝（80入･陶） 400円

ト601-257 
白マット スープカップ
φ11.2×6.3㎝（350㏄）（60入･陶）
2,100円

ト601-267 
藍 スープカップ
φ11.2×6.3㎝（350㏄）（60入･陶）
2,100円

ホ601-277 
ボタニカル（軽量）スープカップ
φ10.5×5.4㎝（300㏄）（80入･磁）
820円
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カ602-017 ぎやまん菊型碗
φ9×6.3㎝（200㏄）（50入･磁） 2,800円
カ602-027 ぎやまん菊型皿
φ14.8×2.8㎝（60入･磁） 2,100円

オ602-037 織部山茶花コーヒー碗
φ10.5×6.5㎝（240cc）（60入･陶） 2,350円
オ602-047 織部山茶花コーヒー皿
15.7×15㎝（60入･陶） 1,650円

オ602-057 手描小花コーヒー碗
φ8.9×7㎝（230㏄）（60入･磁） 2,100円
オ602-067 手描小花コーヒー皿
φ14.3×2.4㎝（60入･磁） 1,400円

オ602-077 手描小手鞠ティー碗
φ12.4×4.9㎝（200㏄）（60入･磁） 2,100円
オ602-087 手描小手鞠ティー皿
φ14.6×1.9㎝（60入･磁） 1,400円

オ602-097 手描小手鞠コーヒー碗
φ8.9×7㎝（230㏄）（60入･磁） 2,100円
オ602-107 手描小手鞠コーヒー皿
φ14.3×2.4㎝（60入･磁） 1,400円

オ602-117 手描小花ティー碗
φ12.4×4.9㎝（200㏄）（60入･磁） 2,100円
オ602-127 手描小花ティー皿
φ14.6×1.9㎝（60入･磁） 1,400円

オ602-137 手描萩コーヒー碗
φ8.9×7㎝（230㏄）（60入･磁） 2,100円
オ602-147 手描萩コーヒー皿
φ14.3×2.4㎝（60入･磁） 1,400円

オ602-157 手描萩ティー碗
φ12.4×4.9㎝（200㏄）（60入･磁） 2,100円
オ602-167 手描萩ティー皿
φ14.6×1.9㎝（60入･磁） 1,400円

ト602-177 錆櫛目彫 コーヒー碗皿
φ7×6.2㎝（160㏄）（60入･陶） 2,200円

ト602-187 コーヒー鼡紅葉碗
φ10×7㎝（200㏄）（60入･陶） 2,040円
ト602-197 コーヒー鼡紅葉受皿
φ14×2.7㎝（80入･陶） 1,800円

ト602-207 コーヒー紅志野紅葉碗
φ10×7㎝（230㏄）（60入･陶） 1,980円
ト602-217 コーヒー紅志野紅葉受皿
φ14×2.7㎝（80入･陶） 1,800円

メ602-227 掛分け切立コーヒー碗
7.5×6.5㎝（180㏄）（90入･陶）（信楽焼） 1,950円
メ602-237 掛分け切立コーヒー皿
13.5×2.5㎝（70入･陶）（信楽焼） 1,300円

ト602-247 鼠志野カブコーヒー碗
φ8.5×6.8㎝（240㏄）（80入･陶） 1,950円
ト602-257 鼠志野カブコーヒー受皿
φ14×1.3㎝（80入･陶） 1,500円

ロ602-267 桜志野コーヒー碗
11×8.2×7㎝（200㏄）（60入･陶） 1,890円
ロ602-277 桜志野コーヒー皿
φ10.5×2㎝（60入･陶） 1,010円

ロ602-287 手造りウノフコーヒー碗
11.7×9.1×7.7㎝（180㏄）（60入･陶） 1,890円
ロ602-297 手造りウノフコーヒー皿
φ15.2×2㎝（60入･陶） 1,010円

ロ602-307 十草コーヒー碗
11×8.8×6㎝（180㏄）（60入･陶） 1,800円
ロ602-317 十草コーヒー皿
φ15×2.5㎝（60入･陶） 1,080円
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ロ603-017 流水小花（青）コーヒー碗
11.5×9.3×6㎝（140㏄）（60入･陶） 1,870円
ロ603-027 流水小花（青）コーヒー皿
φ14.5×1.8㎝（60入･陶） 1,250円

ロ603-037 流水小花（赤）コーヒー碗
11.5×9.3×6㎝（140㏄）（60入･陶） 1,870円
ロ603-047 流水小花（赤）コーヒー皿
φ14.5×1.8㎝（60入･陶） 1,250円

ロ603-057 粉引小紋コーヒー碗
11.4×9.3×6.3㎝（200㏄）（60入･陶） 1,800円
ロ603-067 粉引小紋コーヒー皿
φ14.5×2㎝（60入･陶） 1,080円

ト603-077 乱線彫りコーヒー碗
φ8.2×6㎝（150㏄）（80入･陶） 1,800円
ト603-087 乱線彫りコーヒー受皿
φ14×14.5×1㎝（80入･陶） 1,500円

オ603-107 タコ唐草コーヒー皿
15.4×14.6㎝（60入･陶） 1,100円

オ603-097 タコ唐草コーヒー碗
φ10.5×9.5×7.3㎝（240㏄）（60入･陶） 1,750円

メ603-117 若草コーヒー碗
10.5×7.5×6.5㎝（180㏄）（120入･陶）（信楽焼） 1,750円
メ603-127 若草コーヒー皿
13.8×2.5㎝（90入･陶）（信楽焼） 1,150円

カ603-137 ブルー色十草タタラコーヒー碗
10.7×8.8×6.1㎝（190㏄）（60入･陶） 1,600円
カ603-147 ブルー色十草タタラコーヒー皿
14.5×12.6×1.6㎝（60入･陶） 1,000円

カ603-157 ピンク色十草タタラコーヒー碗
10.7×8.8×6.1㎝（190㏄）（60入･陶） 1,600円
カ603-167 ピンク色十草タタラコーヒー皿
14.5×12.6×1.6㎝（60入･陶） 1,000円

ア603-177 黒いろはコーヒー碗
φ9.4×5㎝（150㏄）（80入･陶） 1,580円
ア603-187 黒いろはコーヒー皿
φ15.2×1.6㎝（80入･陶） 1,250円

ア603-197 赤いろはコーヒー碗
φ9.4×5㎝（150㏄）（80入･陶） 1,580円
ア603-207 赤いろはコーヒー皿
φ15.2×1.6㎝（80入･陶） 1,250円

ロ603-217 紺十草コーヒー碗
11×7.3×6.5㎝（150㏄）（60入･陶） 1,450円
ロ603-227 紺十草コーヒー皿
φ15×1.5㎝（60入･陶） 1,190円

ロ603-237 赤十草コーヒー碗
11×7.3×6.5㎝（150㏄）（60入･陶） 1,450円
ロ603-247 赤十草コーヒー皿
φ15×1.5㎝（60入･陶） 1,190円

メ603-257 焼〆ビードロコーヒー碗
φ7.5×6.3㎝（180㏄）（130入･陶） 1,300円
メ603-267 焼〆ビードロコーヒー皿
12.5×2㎝（90入･陶） 1,060円

ホ603-277 花友禅コーヒー碗
φ8.9×6.5㎝（200㏄）（80入･陶） 1,400円
ホ603-287 花友禅コーヒー受皿
14.2×2㎝（80入･陶） 850円

ホ603-297 イース市松チェックコーヒー碗
φ8.2×7.2㎝（220㏄）（80入･磁） 1,300円
ホ603-307 イース市松チェック受皿
13.8×2㎝（80入･磁） 1,000円

ロ603-327 黒吹絵彫コーヒー皿
φ15×2㎝（60入･陶） 1,080円

ロ603-317 黒吹絵彫コーヒー碗
11×8.5×7㎝（140㏄）（60入･陶） 1,800円

ユ603-357 ゴス刷毛コーヒー碗
φ8.3×7㎝（200㏄）（80入･磁） 1,000円
ユ603-367 ゴス刷毛コーヒー受皿
φ14.5×2.8㎝（80入･磁） 750円

ユ603-377 織部ラインコーヒー碗
φ8.3×7㎝（200㏄）（80入･磁） 1,000円
ユ603-387 織部ラインコーヒー受皿
φ14.5×2.8㎝（80入･磁） 750円

ユ603-397 アメ釉ラインコーヒー碗
φ8.3×7㎝（200㏄）（80入･磁） 1,000円
ユ603-407 アメ釉ラインコーヒー受皿
φ14.5×2.8㎝（80入･磁） 750円

ユ603-347 織部丸紋コーヒー受皿
φ14.5×2.8㎝（80入･磁） 750円

ユ603-337 織部丸紋コーヒー碗
φ8.3×7㎝（200㏄）（80入･磁） 1,000円
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テ604-017 流星碗皿
φ13.5×2.8㎝（36入･陶） 2,300円

テ604-027 芽生碗皿
φ13.5×2.8㎝（36入･陶） 2,300円

テ604-037 南蛮さざ波碗皿
φ13.5×2.8㎝（36入･陶） 2,300円

テ604-047 ルリ十草コーヒー碗皿
12×9×7.2㎝（210㏄）（36入･陶） 2,200円

テ604-057 ルリ水玉コーヒー碗皿
12×9×7.2㎝（210㏄）（36入･陶） 2,200円

テ604-067 白均窯十草コーヒー碗皿
12×9×7.2㎝（210㏄）（36入･陶） 2,000円

テ604-077 黒均窯十草コーヒー碗皿
12×9×7.2㎝（210㏄）（36入･陶） 2,000円

オ604-087 白釉インカコーヒー碗
11.5×8.1×8.6㎝（60入･陶） 1,500円
オ604-097 焼杉受け皿
13×13×1㎝ 350円

ア604-107 青空コーヒー碗
9.7×12.5×5.7㎝（60入･磁） 1,400円
ア604-117 青空ケーキ受皿
17.8×13×1.6㎝（60入･磁） 1,200円

ア604-127 緑線コーヒー碗
9×7㎝（200㏄）（80入･陶） 1,400円
ア604-137 緑線コーヒー皿
φ13.2㎝（80入･陶） 700円

ケ604-147 フィーヌ コーパル コーヒーカップ
10.8×6×7.4㎝（200㏄）（磁） 1,300円
ケ604-157 フィーヌ コーパル 兼用ソーサー
φ15.2×2.2㎝（磁） 850円

ケ604-167 シュプレム ガーネット コーヒーカップ
10.4×6.2×7.8㎝（180㏄）（磁） 1,300円
ケ604-177 シュプレム ガーネット 兼用ソーサー
φ15.2×2.2㎝（磁） 850円

ミ604-187 手造りモダン粉引（土物）コーヒーカップ
11.2×8.2×6.7㎝（210㏄）（（10×8）80入･陶） 1,200円
ミ604-197 手造りモダン粉引（土物）花形4.0皿
13.0×1.7㎝（120入･陶） 700円

ホ604-207 白天目コーヒー碗φ8.5×5㎝（180㏄）（80入･陶） 1,080円
ホ604-217 白天目コーヒー受皿14.1×1.9㎝（80入･陶） 770円
ホ604-227 白天目コーヒースプーン11.5㎝（200入･陶） 360円

ロ604-237 手造り風志野コーヒー碗
12×9×6.3㎝（140㏄）（60入･陶） 1,080円
ロ604-247 手造り風志野コーヒー皿
φ14.8×1.3㎝（60入･陶） 870円

ホ604-257 南蛮織部流コーヒー碗
φ7×6㎝（160㏄）（80入･陶） 1,100円
ホ604-267 南蛮織部流コーヒー受皿
14.4×2㎝（80入･陶） 840円

ホ604-277 手造り黒鉄砂コーヒー碗
φ6.8×6㎝（180㏄）（80入･陶） 1,100円
ホ604-287 手造り黒鉄砂コーヒー受皿
12.8×2.4㎝（80入･陶） 880円

ホ604-297 祥瑞コーヒー碗
φ6.5×6.7㎝（180㏄）（80入･磁） 1,050円
ホ604-307 祥瑞コーヒー受皿
14.5×2㎝（80入･磁） 880円

ホ604-317 青渦コーヒー碗
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,100円
ホ604-327 青渦コーヒー受皿
14.5×14×2㎝（80入･磁） 650円

ホ604-337 白渦コーヒー碗
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,100円
ホ604-347 白渦コーヒー受皿
14.5×14×2㎝（80入･磁） 650円

カ604-357 南蛮碗
φ9×11.1×6.5㎝（220㏄）（50入･陶） 1,000円
カ604-367 南蛮皿
φ14.3×2㎝（80入･陶） 600円

ホ604-377 青磁貫入コーヒー碗
φ9×6.7㎝（200㏄）（80入･陶） 950円
ホ604-387 青地貫入コーヒー受皿
14.3×2㎝（80入･陶） 650円

イ604-397 渕ピンクコーヒー碗
φ8.3×7.8㎝（180㏄）（80入･磁） 880円
イ604-407 渕ピンクコーヒー皿
φ16×13㎝（80入･磁） 770円

イ604-417 渕ブルーコーヒー碗
φ8.3×7.8㎝（180㏄）（80入･磁） 880円
イ604-427 渕ブルーコーヒー皿
φ16×13㎝（80入･磁） 770円

ロ604-437 格子小花 黒コーヒー碗
12×8.8×7.5㎝（180㏄）（60入･陶） 930円
ロ604-447 格子小花 黒コーヒー皿
φ14.8×2.5㎝（60入･陶） 810円
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ネ605-017 唐草コーヒー碗
8.4×6.9㎝（200㏄）（100入･磁） 850円
ネ605-027 唐草コーヒー受皿
13×2.5㎝（80入･磁） 700円

ネ605-037 染付松葉コーヒー碗
φ8.2×6.8㎝（190㏄）（100入･磁） 850円
ネ605-047 染付松葉コーヒー受皿
13×2.5㎝（80入･磁） 700円

ネ605-057 染付小紋コーヒー碗
φ8.2×6.8㎝（190㏄）（100入･磁） 850円
ネ605-067 染付花小紋コーヒー受皿
13×2.5㎝（80入･磁） 700円

ホ605-077 花伊万里コーヒー碗
φ9×6.8㎝（240㏄）（80入･磁） 880円
ホ605-087 花伊万里コーヒー受皿
15.3×2㎝（80入･磁） 590円

ホ605-097 桃花コーヒー碗
φ9×6.8㎝（240㏄）（80入･磁） 880円
ホ605-107 桃花コーヒー受皿
15.3×2㎝（80入･磁） 590円

ロ605-117 彫芦コーヒー碗
11.1×8.5×5.5㎝（130㏄）（60入･陶） 950円
ロ605-127 彫芦コーヒー皿
φ17.3×11×2㎝（60入･陶） 700円

ホ605-137 織部木葉コーヒー碗
φ9×7㎝（200㏄）（80入･磁） 900円
ホ605-147 織部木葉コーヒー受皿
16×13.5×2.5㎝（80入･磁） 680円

ホ605-157 なまこ木葉コーヒー碗
φ9×7㎝（200㏄）（80入･陶） 900円
ホ605-167 なまこ木葉コーヒー受皿
16×13.5×2.5㎝（80入･陶） 680円

ケ605-177 パルファン ストームグレー コーヒーカップ
10.4×7.5×7.3㎝（195㏄）（磁） 1,300円
ケ605-187 パルファン ストームグレー 兼用ソーサー
φ15.2×2.2㎝（磁） 850円

ホ605-197 赤マットコーヒー碗
φ6.5×7㎝（180㏄）（80入･陶） 980円
ホ605-207 赤マットコーヒー受皿
13.6×1.8㎝（80入･陶） 680円

ホ605-217 あけぼのコーヒー碗
φ8.2×7.6㎝（200㏄）（80入･磁） 650円
ホ605-227 あけぼのコーヒー受皿
16×13×2㎝（80入･磁） 600円

ネ605-237 梨地グレーコーヒー碗
φ8.7×6.8㎝（250㏄）（100入･磁） 700円
ネ605-247 梨地グレーコーヒー受皿
15×2.7㎝（80入･磁） 700円

ネ605-257 梨地ピンクコーヒー碗
φ8.7×6.8㎝（250㏄）（100入･磁） 700円
ネ605-267 梨地ピンクコーヒー受皿
15×2.7㎝（80入･磁） 700円

キ605-277 白伊賀コーヒー碗
φ9×7.5㎝（210㏄）（80入･陶） 660円
キ605-287 白伊賀コーヒー皿
φ14×2㎝（陶） 460円

ケ605-297 イラーレ ディープブルー 6オンス カプチーノカップ
10.3×8.1×7.5㎝（180㏄）（磁） 1,200円
ケ605-307 イラーレ ディープブルー 兼用ソーサー
φ14.7×1.7㎝（磁） 750円

キ605-317 縄手ナマココーヒー碗
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･陶） 680円
キ605-327 縄手ナマココーヒー皿
φ14×2㎝（陶） 510円

キ605-337 縄手織部コーヒー碗
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･磁） 680円
キ605-347 縄手織部コーヒー皿
φ14×2㎝（磁） 510円

ホ605-357 白均窯縄手コーヒー碗
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･陶） 700円
ホ605-367 白均窯縄手コーヒー受皿
14×2㎝（80入･陶） 530円

ホ605-377 ベージュ唐津コーヒー碗
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･陶） 700円
ホ605-387 ベージュ唐津コーヒー受皿
14×2㎝（80入･陶） 530円

ホ605-397 白雲コーヒー碗
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･陶） 700円
ホ605-407 白雲コーヒー受皿
14×2㎝（80入･陶） 530円

ホ605-417 黄織部けずりコーヒー碗
φ8×7.5㎝（170㏄）（80入･磁） 680円
ホ605-427 黄織部けずりコーヒー受皿
14.4×2.6㎝（80入･磁） 600円

ホ605-437 赤塗分コーヒー碗
φ7.9×6㎝（190㏄）（80入･磁） 700円
ホ605-447 赤塗分コーヒー受皿
14.4×2.5㎝（80入･磁） 480円

イ605-477 おりべ流しコーヒー碗
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,200円
イ605-487 おりべ流し受皿
φ14.5×2㎝（80入･磁） 800円

タ605-497 黒備前コーヒー碗
φ8×6.2㎝（180㏄）（60入･陶） 560円
タ605-507 黒備前コーヒー受皿
15.2×14.6×2㎝（80入･陶） 400円

イ605-457 紺流しコーヒー碗
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,200円
イ605-467 紺流しコーヒー受皿
φ14.5×2㎝（80入） 800円
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ホ606-037 エジンバラ紅茶碗
φ8.8×5.5㎝（200㏄）（80入･強） 1,600円
ホ606-047 エジンバラ紅茶兼用受皿
15.3×2㎝（80入･強） 1,000円

ヤ606-057 ブルーウェーブコーヒー碗
7.6×6.5㎝（190㏄）（6×10入･強） 1,500円
ヤ606-067 ブルーウェーブ兼用受皿
15.3×1.9㎝（強） 1,050円

ヤ606-077 ブルーウェーブ紅茶碗
8.9×5.7㎝（200㏄）（6×10入･強） 1,550円
ヤ606-087 ブルーウェーブ兼用受皿
15.3×1.9㎝（強） 1,050円

ホ606-097 エメラルドグリーンコーヒー碗
φ7×7.4㎝（160㏄）（80入･磁） 1,800円
ホ606-107 エメラルドグリーン受皿
14.6㎝（80入･磁） 1,100円

ヤ606-117 リアルゴールドコーヒー碗
φ7.5×6.3㎝（190㏄）（6×10入･強） 1,300円
ヤ606-127 リアルゴールド兼用受皿
15.3×1.9㎝（強） 800円

ヤ606-137 リアルゴールド紅茶碗
φ8.8×5.4㎝（200㏄）（6×10入･強） 1,300円
ヤ606-147 リアルゴールド兼用受皿
15.3×1.9㎝（強） 800円

ホ606-027 エジンバラコーヒー兼用受皿
15.3×2㎝（80入･強） 1,000円

ホ606-017 エジンバラコーヒー碗
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（80入･強） 1,550円

ホ606-157 カトレアコーヒー碗
φ7.5×7㎝（200㏄）（80入･磁） 1,250円
ホ606-167 カトレアコーヒー兼用受皿
14×2㎝（80入･磁） 820円

ホ606-177 カトレア紅茶碗
φ9×5.2㎝（200㏄）（80入･磁） 1,250円
ホ606-187 カトレア紅茶兼用受皿
14×2㎝（80入･磁） 820円

ホ606-197 ロイヤルマロンコーヒー碗
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,700円
ホ606-207 ロイヤルマロン受皿
15.2㎝（80入･磁） 1,150円

ホ606-217 フルーツコーヒー碗
φ8×6.5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,250円
ホ606-227 フルーツコーヒー兼用受皿
14×2㎝（80入･磁） 820円

ホ606-237 フルーツ紅茶碗
φ9.2×5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,250円
ホ606-247 フルーツ紅茶兼用受皿
14×2㎝（80入･磁） 820円

ホ606-257 マドレーヌコーヒー碗
φ8×6.7㎝（200㏄）（80入･磁） 1,250円
ホ606-267 マドレーヌコーヒー兼用受皿
14.8×2.3㎝（80入･磁） 820円

ホ606-277 マドレーヌ紅茶碗
φ9×5.5㎝（200㏄）（80入･磁） 1,250円
ホ606-287 マドレーヌ紅茶兼用受皿
14.8×2.3㎝（80入･磁） 820円

ヤ606-297 ロールスタンコーヒー碗
φ8×7.7㎝（180㏄）（6×10入･磁） 1,300円
ヤ606-307 ロールスタンコーヒー受皿
14.6×2㎝（6×10入･磁） 800円

イ606-317 華 ブ々ルーコーヒー碗
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（80入･陶） 1,300円
イ606-327 華 ブ々ルーコーヒー皿
φ14.5×2㎝（80入･陶） 900円

イ606-337 華 ピ々ンクコーヒー碗
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（80入･陶） 1,300円
イ606-347 華 ピ々ンクコーヒー皿
φ14.5×2㎝（80入･陶） 900円

イ606-357 友禅コーヒー碗
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（80入･陶） 1,300円
イ606-367 友禅コーヒー皿
φ14.5×2㎝（80入･陶） 900円

ホ606-377 ブルーローズコーヒー碗（軽量）
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（100入･陶） 950円
ホ606-387 ブルーローズコーヒー受皿
13.8×2.1㎝（100入･陶）（軽量） 630円

ホ606-397 ピンクローズコーヒー碗（軽量）
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（100入･陶） 950円
ホ606-407 ピンクローズコーヒー受皿
13.8×2.1㎝（100入･陶）（軽量） 630円

ホ606-417 フルーツランドコーヒー碗
φ9.7×6.2㎝（220㏄）（80入･磁） 1,200円
ホ606-427 フルーツランドコーヒー受皿
15.6×2㎝（80入･磁） 700円

ホ606-437 グリーンロマンスコーヒー碗
φ9.5×6.2㎝（200㏄）（80入･磁） 950円
ホ606-447 グリーンロマンスコーヒー受皿
15.7×2㎝（80入･磁） 750円

ホ606-457 マロンロマンスコーヒー碗
φ9.5×6.2㎝（200㏄）（80入･磁） 950円
ホ606-467 マロンロマンスコーヒー受皿
15.7×2㎝（80入･磁） 750円

イ606-477 ビオレッタコーヒー碗
φ7.8×6.8㎝（200㏄）（80入･陶） 1,000円
イ606-487 ビオレッタコーヒー皿
φ15.2×1.9㎝（80入･磁） 850円

ア606-497 N.Bシンホニーコーヒー碗と受皿
11.3×φ8.3×6.1㎝ φ14.5×1.7㎝（60入･磁） 1,800円
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ア607-017 透かしコーヒー碗
φ9.2×11.2×6.5㎝（150㏄）（100入･磁） 1,150円
ア607-027 透かしソーサー
16×15×2.8㎝（100入･磁） 1,700円

タ607-037 かすみ青白コーヒー碗
11.3×9.5×6.3㎝（165㏄）（80入･磁） 950円
タ607-047 かすみ青白コーヒー受皿
φ14.5×2.3㎝（80入･磁） 850円

タ607-057 かすみ白コーヒー碗
11.5×9.5×6.3㎝（165㏄）（80入･磁） 850円
タ607-067 かすみ白コーヒー受皿
φ14.5×2.3㎝（80入･磁） 750円

ネ607-077 スパビット白コーヒー碗
10.4×8×7.5㎝（180㏄）（100入･磁） 950円
ネ607-087 スパビット白コーヒー受皿
14.9×2.6㎝（80入･磁） 750円

ト607-097 ラバーブラウンコーヒー碗
10.4×8×7.5㎝（180㏄）（100入･磁） 1,100円
ト607-107 ラバーブラウンコーヒー受皿
φ14.9×2.6㎝（100入･磁） 850円

タ607-117 黒マーブルコーヒー碗
φ9.5×5.7㎝（250㏄）（80入･陶） 720円
タ607-127 黒マーブルコーヒー受皿
φ14.3×2㎝（80入･陶） 590円

タ607-137 青マーブルコーヒー碗
φ9.5×5.7㎝（250㏄）（80入･陶） 720円
タ607-147 青マーブルコーヒー受皿
φ14.3×2㎝（80入･陶） 590円

ハ607-157 BlackRustネイビー丸コーヒー碗
φ9.3×6.3㎝（230㏄）（80入･磁） 900円
ハ607-167 BlackRustネイビー受皿
φ15.4×2㎝（120入･磁） 800円

ハ607-177 BlackRustチャコール丸コーヒー碗
φ9.3×6.3㎝（230㏄）（80入･磁） 900円
ハ607-187 BlackRustチャコール受皿
φ15.4×2㎝（120入･磁） 800円

ハ607-197 BlackRustオリーブ丸コーヒー碗
φ9.3×6.3㎝（230㏄）（80入･磁） 900円
ハ607-207 BlackRustオリーブ受皿
φ15.4×2㎝（120入･磁） 800円

タ607-217 プリートラテ碗 赤
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･磁） 1,650円
タ607-227 プリート兼用受皿 赤
φ13.7×2.2㎝（80入･磁） 1,250円

タ607-237 プリートカプチーノ碗 赤
φ8.6×6㎝（150㏄）（80入･磁） 1,550円
タ607-247 プリート兼用受皿 赤
φ13.7×2.2㎝（80入･磁） 1,250円

ハ607-257 Sha･La･Laコーヒー碗
φ8.5×7㎝（210㏄）（100入･陶）（中国） 1,080円
ハ607-267 Sha･La･Laコーヒー皿
φ13.3×2㎝（60入･陶）（中国） 720円

ホ607-277 マーブルコーヒー碗
φ8×6.5㎝（190㏄）（80入･磁） 850円
ホ607-287 マーブルコーヒー受皿
14×2㎝（80入･磁） 550円

ア607-297 茶ラインコーヒー碗
φ7×6.5㎝（170㏄）（80入･磁） 900円
ア607-307 茶ラインコーヒー皿
14.6×2.1㎝（80入･磁） 650円

タ607-317 プリートラテ碗 黒茶
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･磁） 1,500円
タ607-327 プリート兼用受皿 黒茶
φ13.7×2.2㎝（80入･磁） 850円

タ607-337 プリートカプチーノ碗 黒茶
φ8.6×6㎝（150㏄）（80入･磁） 1,350円
タ607-347 プリート兼用受皿 黒茶
φ13.7×2.2㎝（80入･磁） 850円

ヤ607-357 サンアメリカン碗
8.5×8.5㎝（250㏄）（60入） 800円
ヤ607-367 サンコーヒー皿
φ15.5×2㎝（60入･磁） 600円

ヤ607-377 サンコーヒー碗
7.8×6.7㎝（190㏄）（60入） 700円
ヤ607-387 サン紅茶皿
φ15.5×2㎝（60入･磁） 600円

ヤ607-397 サン紅茶碗
9.2×5.8㎝（200㏄）（60入） 700円
ヤ607-407 サンアメリカン皿
φ15.5×2㎝（60入･磁） 600円

ホ607-417 黒御影コーヒー碗
φ7.4×6.8㎝（170㏄）（80入･磁） 420円
ホ607-427 黒御影コーヒー兼用受皿
15×2㎝（80入･磁） 320円

ホ607-437 黒御影スタックアメリカン碗
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（80入･磁） 450円
ホ607-447 黒御影スタックアメリカン兼用受皿
15×2㎝（80入･磁） 320円

ホ607-457 黒御影スタックカプチーノ碗
φ9×5.8㎝（240㏄）（80入･磁） 450円
ホ607-467 黒御影スタックカプチーノ兼用受皿
15×2㎝（80入･磁） 320円

ホ607-477 黒御影スタックコーヒー碗
φ7.2×6.6㎝（180㏄）（80入･磁） 420円
ホ607-487 黒御影スタックコーヒー兼用受皿
15×2㎝（80入･磁） 320円

ホ607-497 黒御影スタック兼用碗
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（80入･磁） 440円
ホ607-507 黒御影スタック兼用受皿
15×2㎝（80入･磁） 320円
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ネ608-017 軽量強化オーレ碗
φ11.6×6.1㎝（460㏄）（100入･強）（マレーシア）（軽量強化） 1,190円
ネ608-027 軽量強化新兼用ソーサー
14.8×2.1㎝（80入･強）（マレーシア）（軽量強化） 790円

ネ608-037 軽量強化スタック碗
φ8.5×8.4㎝（340㏄）（100入･強）（マレーシア）（軽量強化） 1,190円
ネ608-047 軽量強化新兼用ソーサー
14.8×2.1㎝（80入･強）（マレーシア）（軽量強化） 790円

ネ608-067 軽量強化新兼用ソーサー
14.8×2.1㎝（80入･強）（マレーシア）（軽量強化） 790円

ネ608-057 軽量強化スタックカップ
φ8.5×6.6㎝（260㏄）（100入）（マレーシア）（軽量強化） 990円

ネ608-077 軽量強化マグ碗
φ8.6×8.5㎝（320㏄）（100入･強）（マレーシア）（軽量強化） 1,190円
ネ608-087 軽量強化新兼用ソーサー
14.8×2.1㎝（80入･強）（マレーシア）（軽量強化） 790円

イ608-097 軽量強化HW碗と受皿
φ8.7×6.5㎝（200㏄）（3×20入･強）（マレーシア） 1,750円

ホ608-107 マーチNBアメリカン碗
φ8.3×7.5㎝（220㏄）（80入･磁） 950円
ホ608-117 マーチNBアメリカン兼用受皿
14×2㎝（80入･磁） 600円

ホ608-127 マーチNBコーヒー碗
φ8.2×6.3㎝（180㏄）（80入･磁） 850円
ホ608-137 マーチNBコーヒー兼用受皿
14×2㎝（80入･磁） 600円

ホ608-147 マーチNB紅茶碗
φ9.2×5㎝（160㏄）（80入･磁） 850円
ホ608-157 マーチNB紅茶兼用受皿
14×2㎝（80入･磁） 600円

ホ608-167 マーチNBデミタス碗
φ6.3×5.7㎝（85㏄）（120入･磁） 750円
ホ608-177 マーチNBデミタス受皿
13.6×1.7㎝（120入･磁） 550円

ケ608-187 エルキュール カプチーノカップ
11.2×8.5×6.4㎝（200㏄）（強） 1,100円
ケ608-197 エルキュール 兼用ソーサー
φ14.5×1.9㎝（強） 650円

ホ608-207 NBクレスタアメリカン碗
φ8.2×9.2㎝（240㏄）（80入･磁） 1,200円
ホ608-217 NBクレスタアメリカン兼用受皿
15×2.5㎝（80入･磁） 600円

ホ608-227 NBクレスタコーヒー碗
φ7.6×8.2㎝（190㏄）（80入･磁） 1,100円
ホ608-237 NBクレスタコーヒー兼用受皿
15×2.5㎝（80入･磁） 600円

ホ608-247 NB丸コーヒー碗（軽量）
φ7.5×6.8㎝（210㏄）（100入･磁） 580円
ホ608-257 NB丸コーヒー受皿
14.4㎝（100入･磁） 410円

ケ608-267 エルキュール コーヒーカップ
10.1×7.8×6.3㎝（170㏄）（強） 950円
ケ608-277 エルキュール 兼用ソーサー
φ14.5×1.9㎝（強） 650円

ケ608-287 エルキュール ティーカップ
11.8×9.3×5.2㎝･（180㏄）（強） 950円
ケ608-297 エルキュール 兼用ソーサー
φ14.5×1.9㎝（強） 650円

ア608-307 NBストリームアメリカン碗
10.8×φ8.6×76.5㎝（240㏄）（80入･磁） 910円
ア608-317 NBストリームアメリカンコーヒー皿
φ15.8×2㎝（80入･磁） 440円

ア608-327 NBストリームコーヒー碗
10.3×φ7.8×6.8㎝（185㏄）（80入･磁） 810円
ア608-337 NBストリームコーヒー皿
φ15.8×2㎝（80入･磁） 440円

ア608-347 NBストリーム紅茶碗
12.4×φ10.4×5.8㎝（225㏄）（80入･磁） 810円
ア608-357 NBストリーム紅茶皿
φ15.8×2㎝（80入･磁） 440円

ア608-367 NB高台コーヒー碗
φ8.3×7㎝（180㏄）（80入･磁） 600円
ア608-377 NB高台コーヒー皿
φ14.6×2.1㎝（80入･磁） 400円

ト608-387 ニューボンねじりコーヒー碗
φ7.9×6.6㎝（190㏄）（100入･磁） 650円
ト608-397 ニューボンねじりコーヒー受皿
φ14.4×2㎝（100入･磁） 600円

ヤ608-407 NBサン アメリカン碗
φ8.5×8.5㎝（250㏄）（60入･磁）（美濃焼） 800円
ヤ608-417 NBサン アメリカン皿
φ15.5×2㎝（60入･磁） 600円

ヤ608-427 NBサン コーヒー碗
φ7.8×6.5㎝（190㏄）（60入･磁）（美濃焼） 700円
ヤ608-437 NBサン コーヒー皿
φ15.5×2㎝（60入･磁） 600円

ヤ608-447 NBサン 紅茶碗
φ9.2×5.8㎝（200㏄）（60入･磁）（美濃焼） 700円
ヤ608-457 NBサン 紅茶皿
φ15.5×2㎝（60入･磁） 600円

ア608-467 NBネジリコーヒー碗
φ8×6.7㎝（170㏄）（80入･磁） 600円
ア608-477 NBネジリコーヒー皿
φ14.5×2㎝（80入･磁） 400円

ア608-487 ウェーブ高台兼用碗
12.5×φ10×6㎝（200㏄）（80入･磁） 550円
ア608-497 ウェーブ受皿
φ14.5×2㎝（80入･磁） 400円



タ609-017 プリートラテ碗
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入･磁） 1,100円
タ609-027 プリート兼用受皿
φ13.7×2.2㎝（80入･磁） 650円

タ609-037 プリートカプチーノ碗
φ8.6×6㎝（150㏄）（80入･磁） 950円
タ609-047 プリート兼用受皿
φ13.7×2.2㎝（80入･磁） 650円

ア609-057 Sアメリカン碗
11.3×φ8.3×7.5㎝（250㏄）（80入･強） 1,300円
ア609-067 Sアメリカン皿
φ15.3×2.1㎝（80入･強） 550円

ア609-077 Sコーヒー碗
10.3×φ7.7×6.7㎝（190㏄）（80入･強） 1,050円
ア609-087 Sコーヒー皿
φ15.3×2.1㎝（80入･強） 550円

ア609-097 S紅茶碗
11.6×φ8.7×5.2㎝（200㏄）（80入･強） 1,050円
ア609-107 S紅茶皿
φ15.3×2.1㎝（80入･強） 550円

ホ609-117 カフェ･ラテ碗（中）
φ9.2×8㎝（255㏄）（60入･磁） 1,100円
ホ609-127 カフェ･ラテ兼用受皿
14.7×1.7㎝（90入･磁） 650円

ホ609-137 カフェ･カプチーノ碗（小）
φ8.2×7.3㎝（180㏄）（80入･磁） 950円
ホ609-147 カフェ･カプチーノ兼用受皿
14.7×1.7㎝（90入･磁） 650円

ホ609-167 白磁PPアメリカン兼用受皿
14.6×2㎝（80入･磁） 450円

ホ609-157 白磁PPアメリカン碗
φ8.2×7.8㎝（250㏄）（80入･磁） 850円

ホ609-177 白磁PPコーヒー碗
φ7.8×6.6㎝（195㏄）（80入･磁） 700円
ホ609-187 白磁PPコーヒー兼用受皿
14.6×2㎝（80入･磁） 450円

ホ609-197 白磁PP紅茶碗
φ8.5×5.7㎝（190㏄）（80入･磁） 750円
ホ609-207 白磁PP紅茶兼用受皿
14.6×2㎝（80入･磁） 450円

ト609-217 フォンテカプチーノ碗
9×6.7㎝（210㏄）（80入･磁） 950円
ト609-227 フォンテカプチーノ受皿
φ15.2×2.2㎝（100入･磁） 600円

ト609-237 フォンテコーヒー碗
8.3×6.3㎝（160㏄）（80入･磁） 850円
ト609-247 フォンテコーヒー受皿
φ15.2×2.2㎝（100入･磁） 600円

ホ609-257 コントカプチーノ碗（中）
φ9.5×6.8㎝（260㏄）（80入･磁） 800円
ホ609-267 コントカプチーノ兼用受皿
15.3×2㎝（80入･磁） 450円

ホ609-277 コントコーヒー碗（小）
φ9×6.5㎝（210㏄）（80入･磁） 700円
ホ609-287 コントコーヒー兼用受皿
15.3×2㎝（80入･磁） 450円

カ609-297 白磁コラムコーヒーカップ
8.5×11.5×7㎝（60入･磁） 1,200円
カ609-307 白磁コラムコーヒーソーサー
16×2.2㎝（60入･磁） 1,100円

ヤ609-317 スタックアメリカン碗
9.7×6㎝（250㏄）（60入･磁） 880円
ヤ609-327 スタックアメリカン皿
φ15.7×2㎝（60入･磁） 600円

ヤ609-337 スタックコーヒー碗
8.3×5.5㎝（160㏄）（60入･磁） 650円
ヤ609-347 スタックコーヒー皿
φ13.6×2.2㎝（60入･磁） 550円

ネ609-357 siro 厚口カフェ碗
12×9.5×6.2㎝（250㏄）（100入･磁） 750円
ネ609-367 siro 厚口カフェカップ 受皿
15.7×2.7㎝（80入･磁） 750円

ネ609-377 siro ナツメ型コーヒー碗
11.5×8×6.7㎝（230㏄）（100入･磁） 600円
ネ609-387 siro ナツメ型コーヒー碗 受皿
15×2.7㎝（80入･磁） 750円

ネ609-397 siro 小コーヒー碗
10×7.3×6.6㎝（180㏄）（100入･磁） 600円
ネ609-407 siro 小コーヒー碗 受皿
13.5×1.5㎝（80入･磁） 650円

ヤ609-417 2Wスープ碗と受皿
φ10×6㎝（270㏄）（48入･磁） 1,400円

カ609-427 白磁ブルーム碗
11×8×6㎝（150㏄）（80入･磁） 1,350円
カ609-437 白磁ブルーム皿
φ14.9×1.6㎝（60入･磁） 1,150円

ホ609-447 白厚口高台コーヒー碗
φ7.7×9.3㎝（200㏄）（80入･磁） 1,100円
ホ609-457 白厚口高台コーヒー受皿
14×2.3㎝（80入･磁） 450円

ホ609-467 白磁たまごコーヒー碗
φ9×6.3㎝（250㏄）（80入･磁） 830円
ホ609-477 白磁たまご受皿
14.4×2.3㎝（80入･磁） 700円

ヤ609-487 清流 コーヒー碗
φ8×6.5㎝（220㏄）（60入･磁）（美濃焼） 700円
ヤ609-497 清流 コーヒー皿
φ15.4×2㎝（60入･磁） 600円
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ケ610-017 スクエアー コーヒーカップ
10.9×8.1×7.2㎝（180㏄）（磁） 950円
ケ610-027 スクエアー コーヒーソーサー
12.3×1.6㎝（磁） 900円

ホ610-037 白磁HRコーヒー碗
φ8.5×7㎝（190㏄）（80入･磁） 960円
ホ610-047 白磁HRコーヒー受皿
15×2㎝（80入･磁） 540円

ケ610-057 パシオン ピュアホワイト コーヒーカップ
10.3×7.7×6.9㎝（175㏄）（磁） 850円
ケ610-067 パシオン ピュアホワイト コーヒーソーサー
φ15×2㎝（磁） 750円

ケ610-077 ルーラル コーヒーカップ
9.8×7×6.3㎝（160㏄）（磁） 700円
ケ610-087 ルーラル 兼用ソーサー
φ14.7×1.9㎝（磁） 450円

ケ610-097 ルーラル ティーカップ
11.7×9.3×5.2㎝（190㏄）（磁） 700円
ケ610-107 ルーラル 兼用ソーサー
φ14.7×1.9㎝（磁） 450円

ホ610-117 白厚口ホテルコーヒー碗
φ8.5×7.3㎝（200㏄）（80入･磁） 750円
ホ610-127 白厚口ホテルコーヒー受皿
14×2.3㎝（80入･磁） 450円

ハ610-137 CRコーヒー碗のみ
φ7.4×6.5㎝（175㏄）（20×6入･磁） 540円
ハ610-147 CRコーヒー皿のみ
φ15.4×1.9㎝（60入･磁） 340円

ハ610-157 ロジャーススタッキングカップ
φ8.5×6.2㎝（220㏄）（80入･磁） 850円
ハ610-167 ロジャース受皿
φ14.2×2.2㎝（100入･磁） 500円

ハ610-177 スペランツァスタッキングコーヒー碗
φ8.6×10.8×5.8㎝（190㏄）（120入･磁） 450円
ハ610-187 スペランツァスタッキングコーヒー皿
φ14.3×2㎝（60入･磁） 450円

ホ610-197 新スタックコーヒー碗
φ8.3×5.5㎝（190㏄）（80入･磁） 400円
ホ610-207 新スタックコーヒー受皿
14.6×2㎝（80入･磁） 450円

ホ610-217 スタンダードコーヒー碗
φ7.5×6.8㎝（180㏄）（80入･磁） 450円
ホ610-227 スタンダードコーヒー受皿
14.6×2㎝（80入･磁） 450円

ホ610-237 新名陶コーヒー碗
φ8.2×6㎝（150㏄）（80入･磁） 650円
ホ610-247 新名陶コーヒー受皿
14.6×2㎝（80入･磁） 450円

ヤ610-257 花形 コーヒー碗
φ8×6.4㎝（180㏄）（60入･磁）（美濃焼） 700円
ヤ610-267 花形 コーヒー皿
φ14.3×1.7㎝（60入･磁） 600円

イ610-277 白ネジコーヒー碗
φ7.4×7㎝（180㏄）（80入･磁） 400円
イ610-287 白ネジコーヒー受皿
φ15×2.3㎝（80入･磁） 360円

ホ610-297 粉引黒斑点スタックコーヒー碗
φ7.2×6.6㎝（180㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 410円
ホ610-307 粉引黒斑点スタックコーヒー兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-317 粉引黒斑点アメリカン碗
φ7.8×7.2㎝（220㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 440円
ホ610-327 粉引黒斑点アメリカン兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-337 粉引黒斑点コーヒー碗
φ7.4×6.8㎝（170㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 410円
ホ610-347 粉引黒斑点コーヒー兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-357 粉引黒斑点スタックアメリカン碗
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 440円
ホ610-367 粉引黒斑点スタックアメリカン兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-377 粉引黒斑点スタックカプチーノ碗
φ9×5.8㎝（240㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 440円
ホ610-387 粉引黒斑点スタックカプチーノ兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-397 粉引黒斑点スタック兼用碗
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 420円
ホ610-407 粉引黒斑点スタック兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-417 粉引黒斑点カプチーノ碗
φ9×5.6㎝（210㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 440円
ホ610-427 粉引黒斑点カプチーノ兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-437 粉引黒斑点兼用碗
φ8.3×5.5㎝（170㏄）（80入･磁）（黒い点々あり） 420円
ホ610-447 粉引黒斑点兼用受皿
15×2㎝（80入･磁）（黒い点々あり） 320円

ホ610-457 カフェ･エスプレッソ碗
φ6.6×6.2㎝（90㏄）（120入･磁） 750円
ホ610-467 カフェ･エスプレッソ受皿
12.8×1.7㎝（120入･磁） 550円

ホ610-477 白磁PPデミタス碗
φ6.6×5㎝（100㏄）（120入･磁） 600円
ホ610-487 白磁PPデミタス受皿
12.5×2㎝（120入･磁） 400円

ヤ610-497 スタックデミ 碗
7×5㎝（100㏄）（80入･磁） 550円
ヤ610-507 スタックデミ皿
φ13.6×2.2㎝（80入･磁） 550円

タ610-517 プリートエスプレッソ碗 赤
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（80入･磁） 1,400円
タ610-527 プリートエスプレッソ受皿 赤
φ11.8×1.7㎝（80入･磁） 1,200円

タ610-537 プリートエスプレッソ碗 黒茶
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（80入･磁） 1,150円
タ610-547 プリートエスプレッソ受皿 黒茶
φ11.8×1.7㎝（80入･磁） 830円

タ610-557 プリートエスプレッソ碗
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（80入･磁） 830円
タ610-567 プリートエスプレッソ受皿
φ11.8×1.7㎝（80入･磁） 630円

ト610-577 フォンテエスプレッソ碗
7.2×5.3㎝（100㏄）（100入･磁） 750円
ト610-587 フォンテエスプレッソ受皿
φ12.8×1.7㎝（120入･磁） 550円

ト610-597 フォンテデミ碗
6.7×4.6㎝（70㏄）（100入･磁） 700円
ト610-607 フォンテデミ受皿
φ12.8×1.7㎝（120入･磁） 550円
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ツ611-017 
ベーシック蓋付マグ
φ9×11×8㎝（280㏄）（36入･磁）（中国）
1,000円

ツ611-027 
ベーシックHR蓋付マグ
φ8.5×10.5×9㎝（260㏄）（72入･磁）（中国）
850円

ハ611-037 
オルネ マグ
8.6×9㎝･300㏄（60入･磁）
1,460円

ホ611-047 
スタイル厚口マグカップ（大）
φ8.8×9㎝（290㏄）（6×6入･磁）（中国）
1,050円

ホ611-057 
スタイル厚口マグカップ（小）
φ7.4×8.2㎝（180㏄）（6×8入･磁）（中国）
950円

イ611-067 
ニューボン厚口ソリ型マグ
φ8×7.5㎝（240㏄）（6×12入･磁）（中国）
390円

ハ611-097 NBダイナーマグ（大）
12.2×8.8×9.3㎝（340㏄）（60入･磁） 1,500円
ハ611-107 NBダイナーマグ（小）
11.4×8×8.6㎝（240㏄）（80入･磁） 1,380円

イ611-117 
ニューボン口広マグ特大
φ10.2×8㎝（370㏄）（6×8入･磁）（中国）
650円

イ611-127 
ニューボン切立マグ 大
φ8.2×9.4㎝（360㏄）（36入･磁）（中国）
500円

イ611-137 ニューボンラッパマグ大
φ8.9×9.8㎝（320㏄）（20×3入･磁）（中国） 600円
イ611-147 ニューボンラッパマグ中
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（6×8入･磁）（中国） 490円

イ611-077 
軽量強化HWスタックマグカップ
φ8.5×8.4㎝（340㏄）（3×20入･強）（マレーシア）
1,300円

イ611-087 
軽量強化HWスタックカップ（中）
φ8.5×6.6㎝（260㏄）（3×20入･強）（マレーシア）
970円

ツ611-157 
ベーシックYZ80マグ
φ8×11×9㎝（300㏄）（48入･磁）（中国）
650円

ホ611-167 
NB94スープカップ（小）
φ9.5×7.8㎝（340㏄）（60入･磁）
520円

イ611-177 
ニューボンソリ型マグ大
φ8.7×7.5㎝（290㏄）（6×8入･磁）（中国）
510円

ホ611-187 
NB10スタックマグカップ
φ8.2×8.8㎝（320㏄）（80入･磁）
520円

イ611-197 
ニューボン切立マグ
φ7.5×8.8㎝（290㏄）（6×8入･磁）（中国）
480円

イ611-207 
ニューボン腰丸マグ
φ7.6×8.9㎝（290㏄）（6×8入･磁）（中国）
500円

ホ611-227 
白磁たまごスープマグカップ
φ10×6.8㎝（340㏄）（80入･磁）
1,150円

カ611-237 
白スペシャルマグ
φ10×12.5×8.5㎝（350㏄）（60入･磁）
650円

ホ611-247 ホテル厚口マグカップ（大）
φ8.7×8.7㎝（330㏄）（60入･磁） 580円
ホ611-257 ホテル厚口マグカップ（小）
φ8×8㎝（230㏄）（80入･磁） 440円

カ611-267 
白エフエフマグ
11.4×8.5×8.3㎝（260㏄）（60入･磁）
520円

ホ611-217 
かるーん（軽量）マグカップ
φ8.5×8.5㎝（325㏄）（80入･磁）
800円

カ611-287 
白ブイマグ
10.5×7.9×8.3㎝（240㏄）（60入･磁）
520円

ア611-307 
白磁テーパーマグカップ
φ8.5×11×7.1㎝（190㏄）（80入･磁）
950円

カ611-317 
ビーエスマグ
φ8×11.3×9.3㎝（250㏄）（80入･磁）
430円

ホ611-327 
白80マグカップ
φ7.8×9㎝（300㏄）（80入･磁）
440円

ハ611-337 
トライアングルマグ
φ7.8×9.6㎝･250㏄（60入･磁）
420円

ハ611-357 
HTマグ
φ7.6×8.2㎝･280㏄（60入･磁）
380円

ア611-367 
白マグ
9.8×φ7×7.3㎝（200㏄）（80入･磁）
400円

イ611-377 
白スタックマグ大
φ8.3×5.5㎝（180㏄）（80入･磁）
460円

ホ611-387 
トールスタックマグカップ（白）
φ8.2×7.3㎝（220㏄）（80入･磁）
410円

ホ611-397 
ショートスタックマグカップ（白）
φ8.3×5.5㎝（190㏄）（80入･磁）
400円

ホ611-347 
ホーダン厚口マグカップ（小）
φ8×7.8㎝（230㏄）（80入･磁）
440円

カ611-277 
NS108マグ
11.4×8×9.8㎝（220㏄）（80入･磁）
510円

ネ611-297 
ロマンスカップ
φ7.3×6.9㎝（160㏄）
320円
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ト612-017 
KURO土 ストライプカーヴィング マグ
φ9.8×9.3㎝（350㏄）（30入･陶）
2,200円

ネ612-027 
三島櫛目マグ
φ9.8×8.5㎝（310㏄）（10×6入･陶）
3,300円

ハ612-037 
黒土化粧しのぎマグ（ブルー）
φ8.7×9.3㎝（250㏄）（60入･陶）
1,680円

ト612-047 
鼠志野カブマグカップ
12.8×9.7×9.3㎝（330㏄）（30入･陶）
2,500円

ト612-057 
織部塗り分けぶどうマグカップ
12×9.2×7.8㎝（300㏄）（30入･陶）
2,500円

ハ612-067 
織部ペルシャ紋マグ
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入･陶）
2,750円

ハ612-097 
アメ釉花紋マグ
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入･陶）
2,640円

ハ612-107 
粉引花唐草マグ（青）
12.8×8.7×7.6㎝（300㏄）（60入･陶）
2,750円

ハ612-117 
粉引花唐草マグ（紅）
12.8×8.7×7.6㎝（300㏄）（60入･陶）
2,750円

ハ612-127 
黒土化粧しのぎマグ（グリーン）
φ8.7×9.3㎝（250㏄）（60入･陶）
1,680円

ユ612-137 
栗毛灰釉切立マグ
φ8.5×8.5㎝（350㏄）（60入･陶）
2,350円

ユ612-147 
ブルールレット切立マグ
φ8.5×8.5㎝（350㏄）（60入･陶）
2,350円

ユ612-157 
ブラウンルレット切立マグ
φ8.5×8.5㎝（350㏄）（60入･陶）
2,350円

ハ612-167 
黒土化粧しのぎマグ（トルコ）
φ8.7×9.3㎝（250㏄）（60入･陶）
1,680円

ハ612-177 
黒土化粧しのぎマグ（ホワイト）
φ8.7×9.3㎝（250㏄）（60入･陶）
1,680円

ロ612-187 
粉引小紋マグ
φ9.2×10.5㎝（290㏄）（6×10入･陶）
2,100円

ハ612-077 
間取藍ぶどうマグ
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入･陶）
2,750円

ハ612-087 
織部花唐草マグ
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入･陶）
2,640円

ロ612-227 
あじさい赤マグ
φ9×10.4㎝（290㏄）（6×10入･陶）
2,100円

ミ612-237 
手造りモダン粉引（土物）マグカップ
11.7×9.2×9.7㎝（270㏄）（（10×8）80入･陶）
1,480円

ホ612-247 
織部あそびクラフトマグカップ
φ8.2×8.6㎝（240㏄）（80入･磁）
1,250円

カ612-257 
ピンク色十草マグ
11.8×8.6×9.1㎝（280㏄）（60入･陶）
1,600円

カ612-267 
ブルー色十草マグ
11.8×8.6×9.1㎝（280㏄）（60入･陶）
1,600円

イ612-277 
藍唐草キネ型マグ
φ8.6×9㎝（280㏄）（60入･磁）
1,200円

イ612-287 
唐草キネ型マグ
φ8.6×9㎝（280㏄）（60入･磁）
1,200円

ハ612-297 
緑彩ぶどうマグ（緑）
φ9.3×9㎝（310㏄）（60入･陶）
1,800円

ハ612-307 
緑彩ぶどうマグ（紫）
φ9.3×9㎝（310㏄）（60入･陶）
1,800円

ア612-317 
赤いろはマグ
11.5×φ8.2×9.3㎝（270㏄）（60入･陶）
1,680円

ア612-327 
黒いろはマグ
11.5×φ8.2×9.3㎝（270㏄）（60入･陶）
1,680円

ロ612-337 
線彫十草マグ（赤）
11.5×8.2×9㎝（250㏄）（6×10入･陶）
1,620円

ロ612-347 
線彫十草マグ（黒）
11.5×8.2×9㎝（250㏄）（6×10入･陶）
1,620円

ロ612-197 
白呉須コスモスマグ（ピンク）
12.5×9.3×9㎝（340㏄）（6×10入･陶）
2,160円

ロ612-207 
白呉須コスモスマグ（パープル）
12.5×9.3×9㎝（340㏄）（6×10入･陶）
2,160円

ロ612-217 
あじさい紺マグ
φ9×10.4㎝（290㏄）（6×10入･陶）
2,100円

ロ612-357 
赤十草マグ
11.5×8.2×9㎝（250㏄）（6×10入･陶）
1,400円

ロ612-367 
紺十草マグ
11.5×8.2×9㎝（250㏄）（6×10入･陶）
1,400円
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オ613-017 
手描萩マグ
11.2×8.8×7.7㎝（80入･磁）
2,000円

ロ613-027 
格子小花 白みのりマグ
11.5×8.5×9㎝（300㏄）（60入･陶）
1,250円

ア613-037 
ねこねこねこマグ赤
11.3×φ8.2×8.8㎝（300㏄）（80入･陶）
1,450円

ア613-047 
ねこねこねこマグ青
11.3×φ8.2×8.8㎝（300㏄）（80入･陶）
1,450円

ソ613-057 
錆唐草（青）六兵衛マグカップ
φ8×9㎝（250㏄）（6入･磁）（有田焼）
1,300円

ソ613-067 
錆唐草（赤）六兵衛マグカップ
φ8×9㎝（250㏄）（6入･磁）（有田焼）
1,300円

ソ613-077 
つる唐草六兵衛マグカップ
φ8×9㎝（250㏄）（6入･磁）（有田焼）
1,300円

ソ613-087 
スイート（赤）六兵衛マグカップ
φ8×9㎝（250㏄）（6入･磁）（有田焼）
1,300円

ソ613-097 
スイート（青）六兵衛マグカップ
φ8×9㎝（250㏄）（6入･磁）（有田焼）
1,300円

ハ613-107 
ブラウン花唐草マグ
11.4×9×9.4㎝（350㏄）（60入･陶）
1,350円

ハ613-117 
ブラウンチェックマグ
11.4×9×9.4㎝（350㏄）（60入･陶）
1,350円

ロ613-127 
淡墨 コーヒー碗
11.5×9×7.8㎝（210㏄）（80入･強）
1,400円

ロ613-137 
格子小花 黒ソリマグ
11.5×9×8.5㎝（260㏄）（60入･陶）
1,300円

ロ613-147 
格子小花 黒マグ
13×9.6×9㎝（300㏄）（60入･陶）
1,250円

ハ613-157 
間取赤絵軽々マグ
φ9×8.9㎝（340㏄）（60入･陶）
1,440円

ア613-167 
緑線マグ
12.2×φ9.2×9㎝（330㏄）（60入･陶）
1,350円

イ613-177 
重ね桜マグ
φ9×8.3㎝（220㏄）（80入･陶）
1,100円

イ613-187 
すみれマグ
φ9×8.3㎝（220㏄）（80入･陶）
1,100円

イ613-197 
白刷毛切立マグ
φ7.7×9.5㎝（300㏄）（80入･磁）
1,250円

イ613-207 
ヌリ分け水玉切立マグ
φ7.7×9.5㎝（300㏄）（80入･磁）
1,250円

イ613-237 
ティジーマグ
φ9.2×8.3㎝（220㏄）（80入･陶）
1,100円

イ613-247 
レンゲマグ
φ9×8.3㎝（220㏄）（80入･陶）
1,100円

ロ613-257 
手造り風志野マグ
12.2×9.5×7.5㎝（200㏄）（6×10入･陶）
1,250円

ヤ613-267 
バラ赤マグカップ
φ9.5×8.4㎝（260㏄）（60入･磁）
1,000円

ヤ613-277 
バラ紫マグカップ
φ9.5×8.4㎝（260㏄）（60入･磁）
1,000円

ヤ613-287 
桜赤マグカップ
φ9.5×8.4㎝（260㏄）（60入･磁）
1,000円

ヤ613-297 
紅葉緑マグカップ
φ9.5×8.4㎝（260㏄）（60入･磁）
1,000円

イ613-307 
黒伊賀ドットマグカップ
φ10.3×8㎝（320㏄）（80入･陶）
1,150円

イ613-317 
赤伊賀ドットマグカップ
φ9×8.5㎝（230㏄）（100入･陶）
1,100円

ユ613-217 
呉須おふけクラフトマグ
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（60入･陶）
1,100円

ユ613-227 
呉須遊クラフトマグ
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（60入･陶）
1,100円

イ613-347 
ゴス二本十草ゆったりマグ
φ9.5×8㎝（300㏄）（80入･陶）
1,000円

イ613-357 
粉引点抜ゆったりマグ
φ9.5×8㎝（300㏄）（80入･陶）
1,000円

イ613-367 
黄粉引ゴス幾何紋ソギマグ
φ8.8×8.2㎝（250㏄）（80入･陶）
930円

ユ613-327 
十草一珍マグ（ブルー）
12.5×9.8×9.5㎝（345㏄）（60入･陶）
1,000円

ユ613-337 
十草一珍マグ（ピンク）
12.5×9.8×9.5㎝（345㏄）（60入･陶）
1,000円
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ハ614-027 
ARカフェマグS
φ8×7㎝（200㏄）（80入･磁）
2,400円

イ614-037 
Wライン ブルーマグ
φ8.8×8.8㎝（280㏄）（80入･陶）
1,200円

イ614-047 
Wライン マロンマグ
φ8.8×8.8㎝（280㏄）（80入･陶）
1,200円

ホ614-057 
ヨリソウ（宇宙）マグカップ
φ8.2×8.8㎝（300㏄）（80入･陶）
1,800円

ホ614-067 
ヨリソウ（薄紅）マグカップ
φ8.2×8.8㎝（300㏄）（80入･陶）
1,800円

ホ614-077 
エジンバラマグカップ
φ7.8×7.7㎝（240㏄）（80入･強）
1,600円

イ614-087 
粉引水玉マグ
φ9×8.3㎝（220㏄）（80入･陶）
1,100円

ホ614-097 
間取藍花マグカップ
φ8.4×8.8㎝（310㏄）（80入･磁）
1,050円

ホ614-107 
藍凛唐草マグカップ
φ8.4×8.8㎝（310㏄）（80入･磁）
1,050円

ア614-117 
クリスタルピンク五角マグ
11.2×φ8.5×9.2㎝（295㏄）（80入･磁）
1,100円

ア614-127 
クリスタルヴァイオレット五角マグ
11.2×φ8.5×9.2㎝（295㏄）（80入･磁）
1,100円

ハ614-017 
BAカフェマグS
φ8×7㎝（200㏄）（80入･磁）
2,400円

ホ614-157 
レッドラインマグカップ（軽量）
φ7.8×9.8㎝（300㏄）（80入･磁）
1,100円

ホ614-167 
グリーンラインマグカップ（軽量）
φ7.8×9.8㎝（300㏄）（80入･磁）
1,100円

イ614-177 
ナマコカヤ目マグ
φ9.2×9㎝（260㏄）（80入･陶）
750円

イ614-187 
白均窯カヤ目マグ
φ9.2×9㎝（260㏄）（80入･陶）
750円

ユ614-197 
呉須遊カフェマグ
φ10×7㎝（270㏄）（60入･磁）
1,100円

ユ614-207 
呉須おふけカフェマグ
φ10×7㎝（270㏄）（60入･磁）
1,100円

ユ614-217 
志野ドット錆クラフトマグ
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（60入･磁）
1,100円

ユ614-227 
志野ドット錆カフェマグ
φ10×7㎝（270㏄）（60入･磁）
1,100円

ホ614-237 
白渦マグカップ
φ8×10㎝（300㏄）（80入･磁）
1,080円

ホ614-247 
青渦マグカップ
φ8×10㎝（300㏄）（80入･磁）
1,080円

イ614-137 
華々赤切立マグ
φ8×9.3㎝（300㏄）（80入･陶）
1,150円

イ614-147 
華 ブ々ルー切立マグ
φ8×9.3㎝（300㏄）（80入･陶）
1,150円

カ614-287 
北欧グリーンコーヒー碗
φ8.4×11.3×7㎝（80入･磁）
900円

カ614-297 
北欧マスタードコーヒー碗
φ8.4×11.3×7㎝（80入･磁）
900円

カ614-307 
北欧グレーコーヒー碗
φ8.4×11.3×7㎝（80入･磁）
900円

ハ614-317 BlackRustチャコールバケツマグ
φ8.6×8.7㎝（310㏄）（60入･磁） 950円
ハ614-327 BlackRustチャコールパン皿
φ16.3×1.8㎝（100入･磁） 850円

ハ614-337 BlackRustオリーブバケツマグ
φ8.6×8.7㎝（310㏄）（60入･磁） 950円
ハ614-347 BlackRustオリーブパン皿
φ16.3×1.8㎝（100入･磁） 850円

ホ614-357 
ライン･ドット（赤）マグカップ
φ8.2×8.2㎝（310㏄）（60入･磁）
800円

ホ614-367 
ライン･ドット（青）マグカップ
φ8.2×8.2㎝（310㏄）（60入･磁）
800円

タ614-377 
黒マーブルマグ 軽量
φ8.7×8.7㎝（300㏄）（60入･陶）
850円

タ614-387 
青マーブルマグ 軽量
φ8.7×8.7㎝（300㏄）（60入･陶）
850円

ハ614-257 
若葉マグカップ
10.7×7.5×9.5㎝（230㏄）（10×8入･磁）
950円

イ614-267 
厚口コーヒーマグ薄茶渦
φ7.5×8.7㎝（200㏄）（100入･磁）
1,050円

イ614-277 
厚口コーヒーマグ織部渦
φ7.5×8.7㎝（200㏄）（100入･磁）
1,050円
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ネ615-037 
イエロープランタンマグ
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入･磁）
1,050円

ネ615-047 
ピンクプランタンマグ
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入･磁）
1,050円

ネ615-057 
ブループランタンマグ
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入･磁）
1,050円

ホ615-067 
梅抜マグカップ
φ8.5×8㎝（280㏄）（80入･陶）
790円

ホ615-077 
チョコ色スタックマグ（新型）
φ8×9.2㎝（340㏄）（80入･磁）
800円

ホ615-087 
オレンジ色スタックマグ（新型）
φ8×9.2㎝（340㏄）（80入･磁）
800円

ユ615-107 
白マット削マグ
8.5×8.5㎝（約250㏄）（60入･陶）
750円

ユ615-117 
黒マット削マグ
8.5×8.5㎝（約250㏄）（60入･陶）
750円

ネ615-127 
ホワイトプランタンマグ
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入･磁）
850円

ユ615-027 
茶刷毛 マグ
φ9.8×9.5㎝（330㏄）（60入･陶）
850円

ヨ615-167 
オルジュマグカップ #067
φ8.6×8.2㎝（300㏄）（50入･磁）
1,000円

オ615-177 
いぶし一珍十草小粋マグ
φ7.9×9㎝（80入･陶）
840円

オ615-187 
伊賀風十草小粋マグ
φ7.9×9㎝（80入･陶）
840円

ホ615-197 
ナマコサビマグカップ
φ8.5×7.7㎝（300㏄）（80入･磁）
770円

ホ615-207 
糸つむぎマグカップ
φ9×8㎝（320㏄）（80入･磁）
740円

オ615-217 
かつら川小粋マグ
φ8.7×8.4㎝（80入･陶）
780円

ホ615-227 
ナマコマグカップ
φ7.6×8.3㎝（300㏄）（80入･陶）
700円

ホ615-237 
ヒワマグカップ
φ7.6×8.3㎝（300㏄）（80入･陶）
700円

ハ615-247 
ミストブラックマグ
φ8.6×7.5㎝（270㏄）（80入･磁）
760円

ヨ615-137 
うのふマグカップ #065
φ8.6×8.2㎝（300㏄）（50入･磁）
1,000円

ヨ615-147 
レッドマットマグカップ #066
φ8.6×8.2㎝（300㏄）（50入･磁）
1,000円

ヨ615-157 
トルコマットマグカップ #068
φ8.6×8.2㎝（300㏄）（50入･磁）
1,000円

ホ615-297 
玉渕あおマグカップ
φ7.3×8.8㎝（205㏄）（80入･磁）
380円

ホ615-307 
玉渕みどりマグカップ
φ7.3×8.8㎝（205㏄）（80入･磁）
380円

イ615-317 
アニマルうしマグ
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入･磁）
580円

イ615-327 
アニマルくまマグ
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入･磁）
580円

イ615-337 
アニマルうさぎマグ
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入･磁）
580円

イ615-347 
アニマルぶたマグ
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入･磁）
580円

イ615-357 
アニマルねこマグ
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入･磁）
580円

キ615-367 
リボン猫（ピンク）マグ
10.5×7.5㎝（210㏄）（60入･磁）
660円

ハ615-257 
ミストホワイトマグ
φ8.6×7.5㎝（270㏄）（80入･磁）
760円

キ615-267 
デニム サーフダーク マグ
12×9×9.5㎝（330㏄）（60入･磁）
880円

キ615-277 
星 ブルーマグ
φ8.8×8.8㎝（350㏄）（60入･磁）
660円

キ615-287 
星 グレーマグ
φ8.8×8.8㎝（350㏄）（60入･磁）
660円

ユ615-017 
化粧土ネイビー カフェマグ
φ10.7×7.4㎝（335㏄）（60入･陶）
900円

ユ615-097 
化粧土イエロー カフェマグ
φ10.7×7.4㎝（335㏄）（60入･陶）
900円
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ハ616-017 
Sha･La･Laポット（U）
500㏄（30入･陶）（中国）
3,000円

ハ616-027 
PJ白磁ティーポット
390㏄（1×32入･磁）
3,900円

ハ616-037 
CTNBティーポット
390㏄（1×32入･磁）
3,600円

ツ616-047 
ベーシックMKポット
16×10.3×12㎝（480㏄）（24入･磁）（中国）
2,000円

ヤ616-057 
タル型ジョグ大
φ10×15×10.5㎝（650）（60入･磁）
2,450円

ヤ616-067 
タル型ジョグ小
φ7×11×7㎝（200）（80入･磁）
1,500円

ハ616-077 
BAポット
φ9×10㎝（350㏄）（48入･磁）
4,800円

ハ616-087 
CAポット
φ9×10㎝（350㏄）（48入･磁）
4,800円

ハ616-097 
BBポット
φ9×10㎝（350㏄）（48入･磁）
4,800円

ハ616-107 
ARポット
φ9×10㎝（350㏄）（48入･磁）
4,800円

ツ616-117 
レシピアラカルトピッチャー（L）
φ7.4×7.2㎝（180㏄）（80入･磁）（中国）
1,100円

ツ616-127 
レシピアラカルトピッチャー（M）
φ6×5.8㎝（90㏄）（100入･磁）（中国）
750円

ツ616-137 
レシピアラカルトピッチャー（S）
φ5×4.8㎝（50㏄）（120入･磁）（中国）
400円

イ616-197 オーレクリーマー 大
φ6.1×6㎝（80㏄）（100入･磁） 1,100円
イ616-207 オーレクリーマー 小
φ5×4.7㎝（40㏄）（100入･磁） 800円

イ616-217 ブラウンクリーマー大
φ6.1×6㎝（100入･磁） 1,100円
イ616-227 ブラウンクリーマー小
φ5×4.7㎝（100入･磁） 800円

イ616-237 ブラッククリーマー大
φ6.1×6㎝（100入･磁） 1,100円
イ616-247 ブラッククリーマー小
φ5×4.7㎝（100入･磁） 800円

カ616-257 
NBクリーマー
5×4.4×5.2㎝（60㏄）（100入･磁）
630円

カ616-147 
白磁丸汁差し
φ8×9×6.9㎝（180㏄）（100入･磁）
1,600円

イ616-157 ホワイトクリーマー 大
φ6.1×6㎝（80㏄）（100入･磁） 1,100円
イ616-167 ホワイトクリーマー 小
φ5×4.7㎝（40㏄）（100入･磁） 800円

イ616-177 レッドクリーマー 大
φ6.1×6㎝（80㏄）（100入･磁） 1,100円
イ616-187 レッドクリーマー 小
φ5×4.7㎝（40㏄）（100入･磁） 800円

イ616-267 
ホワイト味見お玉立て（丸）
12.5×10.3×3㎝（60入･磁）
1,650円

イ616-277 
ブラック味見お玉立て（丸）
12.5×10.3×3㎝（80入･磁）
1,650円

イ616-287 
ブラック味見お玉立て（ハート）
12.2×10.3×3㎝（80入･磁）
1,650円

イ616-297 
ホワイト味見お玉立て（ハート）
12.2×10.3×3㎝（80入･磁）
1,650円

イ616-307 
ブラックしゃもじ立て
10×5×10㎝（60入･磁）
1,600円

カ616-317 
白マットフレッシュ
5.8×5.1×5㎝（60㏄）（120入･陶）
730円

カ616-327 
白マットフレッシュ小
4.6×4.3×3.9㎝（35㏄）（100入･陶）
480円

カ616-337 
白磁シロップ
4.9×4.3×4.5㎝（50㏄）（100入･磁）
630円

カ616-347 
白磁ちょっとおろし
14.5×4.9×1.5㎝（100入･磁）
940円

カ616-357 
白磁スプーン
15.3×4.1×2.3㎝（150入･磁）
780円

ロ616-367 
H.C.ディナースプーン
17×3.2㎝（200入･強）
640円

ロ616-377 
H.C.スイーツスプーン
14.2×2.4㎝（300入･強）
430円

ケ616-387 
赤 デザートスプーン
14.2×2.4×4.5㎝（強）
700円

ケ616-397 
黒 デザートスプーン
14.2×2.4×4.5㎝（強）
550円

ロ616-407 
H.C.バターナイフ
15.2×2.6㎝（300入･強）
690円

ロ616-417 
H.C.ジャムナイフ
13×2.4×3.8㎝（300入･強）
800円

ロ616-457 
N.B.ドリアン
13.8×4.2㎝（300入･磁）
480円

ロ616-467 
H.C.ポタージュスプーン
14×3.4㎝（300入･強）
390円

ロ616-477 
H.C.ナイフスプーン
13.2×3.1㎝（300入･強）
390円

ロ616-487 
H.C.ヨーグルトスプーン
13.6×2.8㎝（300入･強）
340円

ア616-497 
NBスプーン
13×2.6㎝（400入･磁）
290円

ロ616-427 
玉レンゲ
18.3㎝（200入･磁）
860円

ロ616-437 
H.C.丸型カレースプーン
17.5×3.9×2.5㎝（200入･強）
560円

ロ616-447 
H.C.菱型カレースプーン
18.5×4.1×3㎝（200入･強）
560円

洋
陶
単
品

616 ポット・洋陶小物 Teapot / Western Accessories

スープカップ

コーヒー

マグカップ

洋陶小物

カトラリー

しゃもじ・お玉・
スプーン・フォーク

ガラス製品

レンジ食器
（グラタン）



カ617-017 
白ライオントリュフL
14.3×11.8×8.8㎝（470㏄）（50入･磁）
2,450円

カ617-027 
白ライオントリュフM
13×11×7.5㎝（320㏄）（60入･磁）
1,900円

カ617-037 
白ライオントリュフS
11.4×9.5×7㎝（230㏄）（80入･磁）
1,400円

キ617-047 
ピンク吹ライオントリフ（大）
14×11.8×9.1㎝（480㏄）（20入･磁）（中国）
2,400円

キ617-057 
ピンク吹ライオントリフ（中）
13×10.5×8.3㎝（350㏄）（30入･磁）（中国）
2,000円

キ617-067 
ピンク吹ライオントリフ（小）
12×9.5×7.8㎝（250㏄）（40入･磁）（中国）
1,650円

ハ617-097 
蓋付デザート瓶ゼリー（ガラス）
φ5.5×7.5㎝（120㏄）（120入）（ガラス）
250円

ハ617-107 
蓋付デザート瓶ヨーグルト（ガラス）
φ5.5×7.5㎝（105㏄）（105入）（ガラス）
240円

カ617-117 
白切立プリンカップ
6×6.5㎝（120㏄）（80入･磁）
280円

ト617-127 
金砂 萌 小付
10×9×4㎝（150入･磁）
490円

ハ617-137 
MOREアメプチデザート
10×7.5×5.5㎝（150㏄）（120入･磁）
650円

ハ617-077 
プリンカップ
φ8.1×7.9㎝（250㏄）（100入･磁）
420円

ハ617-087 
蓋付デザート瓶プリン（ガラス）
φ4.8×10㎝（100㏄）（84入）（ガラス）
240円

ト617-147 
カラット マルチカップ
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入･磁）
270円

ト617-157 
リバー マルチカップ
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入･磁）
270円

ト617-167 
ネルマルチカップ
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入･磁）
270円

ト617-177 
ブリッジ マルチカップ
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入･磁）
270円

ト617-187 
ヨーク マルチカップ
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入･磁）
270円

ト617-197 
プディング マルチカップ
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入･磁）
270円

ヤ617-227 
アメ色手付プチボール
9×7×4㎝（200入･磁）
420円

ヤ617-237 
白手付プチボール
9×6.7×3.5㎝（200入･磁）
380円

ヨ617-247 
紫 こづけhana #040
9×9×4㎝（60入･磁）
450円

ヨ617-257 
オルジュ こづけhana #039
9×9×4㎝（60入･磁）
450円

ア617-207 
リップルブルーカップS
φ8×5.2㎝（160入･磁）
300円

ア617-217 
リップルオリベカップS
φ8×5.2㎝（160入･磁）
300円

ヤ617-357 
アメ色3.5吋ビーンズボール
9.2×6.7×3.7㎝（200入･磁）
420円

ヤ617-367 
白3.5吋ビーンズボール
9.2×6.8×3.5㎝（200入･磁）
400円

タ617-267 片口ボール大
11.3×8.4×5.8㎝（80入･磁） 800円
タ617-277 片口ボール小
9.5×6.8×5.4㎝（100入･磁） 700円

ロ617-287 スワン ホワイトドレッシング（大）
11.8×8.5×6㎝（130入･磁） 750円
ロ617-297 スワン ホワイトドレッシング（中）
10.5×7.2×5.2㎝（150入･磁） 650円
ロ617-307 スワン ホワイトドレッシング（小）
9×6.3×4.5㎝（200入･磁） 500円

ヤ617-317 白リーフボール L
15.5×9.8×5㎝（80入･磁） 680円
ヤ617-327 白リーフボール M
14×8.6×4.2㎝（120入･磁） 580円
ヤ617-337 白リーフボール S
11.7×7.3×4㎝（200入･磁） 440円

ヤ617-347 
白8㎝スライドボール
8×6.3×5㎝（200入･磁）
380円

ロ617-377 
カラー片口小鉢 レッド
9×7.5×3.5㎝（300入･磁）
820円

ロ617-387 
カラー片口小鉢 ブルー
9×7.5×3.5㎝（300入･磁）
820円

ロ617-397 
カラー片口小鉢 イエロー
9×7.5×3.5㎝（300入･磁）
820円

ロ617-407 
カラー片口小鉢 グリーン
9×7.5×3.5㎝（300入･磁）
820円

ロ617-417 
カラー片口小鉢 ホワイト
9×7.5×3.5㎝（300入･磁）
820円

ロ617-427 白マロントレー（L）
8.7×5.8×3.8㎝（120入･強） 440円
ロ617-437 白マロントレー（S）
6.8×4.5×2.6㎝（200入･強） 260円
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ヤ618-017 
白3連スクエア深皿
20.5×6.8×3㎝（60入･磁）
800円

ヤ618-027 
白2連スクエア深皿
13.5×6.8×3㎝（80入･磁）
600円

ヤ618-037 白7㎝スクエア深皿
6.8×3㎝（200入･磁） 400円
ヤ618-047 アメ色7㎝スクエア深皿
6.8×3㎝（200入･磁） 430円

ヤ618-057 
アメ色2連スクエア深皿
13.5×6.8×3㎝（80入･磁）
600円

ヤ618-067 
アメ色3連スクエア深皿
20.5×6.8×3㎝（60入･磁）
850円

ロ618-077 
スワン ホワイト二品皿（小）
14×7×3㎝（150入･磁）
650円

ロ618-087 
スワン ホワイト三品皿
20.3×7×3㎝（120入･磁）
900円

ロ618-097 
青磁丸二品皿
10.8×6.5×2.3㎝（150入･磁）
550円

ロ618-107 
青磁丸三品皿
15.6×6.5×2.3㎝（130入･磁）
650円

ロ618-117 
ホワイト丸二品皿
10.8×6.5×2.3㎝（170入･磁）
550円

ロ618-127 
ホワイト丸三品皿
15.6×6.5×2.3㎝（130入･磁）
650円

ロ618-137 
スワン 青磁二品皿（小）
14×7×3㎝（150入･磁）
650円

ロ618-147 
スワン 青磁三品皿
20.3×7×3㎝（120入･磁）
900円

ロ618-157 
スワン 青磁四品皿
14×7×3㎝（80入･磁）
1,300円

ロ618-187 
カラー3品皿 イエロー
17.5×5.8×2.1㎝（100入･磁）
930円

ロ618-197 
カラー3品皿 グリーン
17.5×5.8×2.1㎝（100入･磁）
930円

ロ618-207 
カラー3品皿 ホワイト
17.5×5.8×2.1㎝（100入･磁）
930円

ロ618-217 
カラー片口珍味 レッド
6×4.8×2.9㎝（200入･磁）
570円

ロ618-227 
カラー片口珍味 ブルー
6×4.8×2.9㎝（200入･磁）
570円

ロ618-167 
カラー3品皿 レッド
17.5×5.8×2.1㎝（100入･磁）
930円

ロ618-177 
カラー3品皿 ブルー
17.5×5.8×2.1㎝（100入･磁）
930円

ロ618-237 
カラー2品皿 レッド
14.8×7.4×2.4㎝（100入･磁）
930円

ロ618-247 
カラー2品皿 ブルー
14.8×7.4×2.4㎝（100入･磁）
930円

ロ618-257 
カラー2品皿 イエロー
14.8×7.4×2.4㎝（100入･磁）
930円

ロ618-267 
カラー2品皿 グリーン
14.8×7.4×2.4㎝（100入･磁）
930円

ロ618-277 
カラー2品皿 ホワイト
14.8×7.4×2.4㎝（100入･磁）
930円

ロ618-287 
カラー片口珍味 イエロー
6×4.8×2.9㎝（200入･磁）
570円

ロ618-297 
カラー片口珍味 グリーン
6×4.8×2.9㎝（200入･磁）
570円

ヤ618-317 
白8.5㎝Vボール
8.4×6.7×4.8㎝（200入･磁）
400円

カ618-327 アマンド中
12.5×10.3×3㎝（100入･磁） 630円
カ618-337 アマンド小
9.2×8×2.5㎝（100入･磁） 420円

カ618-347 レッドベーキングカップ丸大
φ6.3×1.7㎝（100入･磁） 230円
カ618-357 レッドベーキングカップ丸小
φ4.4×1.2㎝（120入･磁） 210円

カ618-367 ホワイトベーキングカップ丸大
φ6.3×1.7㎝（100入･磁） 230円
カ618-377 ホワイトベーキングカップ丸小
φ4.4×1.2㎝（120入･磁） 210円

カ618-387 アメベーキングカップ丸大
φ6.3×1.7㎝（100入･磁） 230円
カ618-397 アメベーキングカップ丸小
φ4.4×1.2㎝（120入･磁） 210円

ロ618-407 
カラー片口珍味 ホワイト
6×4.8×2.9㎝（200入･磁）
570円

ヤ618-307 
白7㎝スクエアボール
7×4.4㎝（200入･磁）
400円

ハ618-447 Sha･La･La20オーバルキャセロール茶
20×12×9㎝（12入･陶）（中国）（オーブン可） 3,120円
ハ618-457 Sha･La･La17.5オーバルキャセロール茶
17.5×11×6.5㎝（24入･陶）（中国）（オーブン可） 2,400円
ハ618-467 Sha･La･La14オーバルキャセロール茶
14×9×6㎝（48入･陶）（中国）（オーブン可） 1,560円

ハ618-477 ポルックキャセロール中
23×19×8.8㎝（8入･陶）（中国）（オーブン可） 7,800円
ハ618-487 ポルックキャセロール小
20×16×8.5㎝（12入･陶）（中国）（オーブン可） 6,960円

ミ618-497 オレンジエスカルゴ
φ15.8×2.6㎝（24入･磁）（中国） 1,350円

ホ618-417 オレンジ17.5㎝キャセロール
17.8×15.5×9.3㎝（680㏄）（30入･陶） 4,300円
ホ618-427 オレンジ14.5㎝キャセロール
15×13×8.2㎝（420㏄）（40入･陶） 3,500円
ホ618-437 オレンジ11.5㎝キャセロール
12.5×10.6×7.2㎝（260㏄）（50入･陶） 3,300円
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ト619-017 
イエロー 4吋スフレ
φ10.3×5.5㎝（80入･磁）
720円

ト619-027 
グリーン 4吋スフレ
φ10.3×5.5㎝（80入･磁）
630円

ア619-037 NBスフレM
φ10×5.4㎝（230㏄）（80入･磁）（中国） 480円
ア619-047 NBスフレS
φ8×3.9㎝（90㏄）（140入･磁）（中国） 380円

カ619-057 
白10㎝スフレ
φ10.4×5.5㎝（80入･磁）
500円

カ619-067 
白9㎝スフレ
φ9×4.9㎝（100入･磁）
360円

カ619-077 
白7㎝スフレ
φ7×3.8㎝（120入･磁）
250円

ハ619-087 
スフレ特大
φ9×4.9㎝（120入･磁）
480円

ハ619-097 
BlackRustネイビースフレM
φ8.8×4.7㎝（180㏄）（80入･磁）
630円

ハ619-107 
BlackRustネイビースフレS
φ6.8×3.8㎝（85㏄）（100入･磁）
470円

ハ619-117 
BlackRustオリーブスフレM
φ8.8×4.7㎝（180㏄）（80入･磁）
630円

ハ619-127 
BlackRustオリーブスフレS
φ6.8×3.8㎝（85㏄）（100入･磁）
470円

ハ619-137 
BlackRustチャコールスフレM
φ8.8×4.7㎝（180㏄）（80入･磁）
630円

ハ619-147 
BlackRustチャコールスフレS
φ6.8×3.8㎝（85㏄）（100入･磁）
470円

キ619-157 スタックスフレ（大）
φ7.8×3.6㎝（120入･磁） 250円
キ619-167 スタックスフレ（小）
φ6.25×3㎝（150入･磁） 200円

ハ619-217 
スフレSSS
φ5×2.7㎝（30㏄）（300入･磁）
200円

ハ619-227 
スタックスフレ（大）
φ9×4.5㎝（180㏄）（120入･磁）
370円

ハ619-237 
スタックスフレ（中）
φ8.1×4㎝（125㏄）（200入･磁）
250円

ハ619-247 
スタックスフレ（小）
φ7.1×3.5㎝（80㏄）（300入･磁）
210円

ハ619-177 
スフレ（大）
φ8.8×4.2㎝（160㏄）（120入･磁）
380円

ハ619-187 
スフレ（中）
φ7.9×3.6㎝（100㏄）（160入･磁）
270円

ハ619-197 スフレ（小）
φ6.7×3.7㎝（80㏄）（200入･磁） 230円
ハ619-207 スフレ（SS）
φ6×3.6㎝（60㏄）（240入･磁） 210円

ト619-257 
8.5㎝スタックボール
φ8.5×3.4㎝（90㏄）（160入･磁）
600円

ト619-267 
7.5㎝スタックボール
φ7.6×3.1㎝（60㏄）（160入･磁）
550円

ト619-277 
KNスフレ（大）
φ7.6×4㎝（90㏄）（120入･磁）
270円

ト619-287 
KNスフレ（小）
φ7.1×3.8㎝（80㏄）（160入･磁）
220円

イ619-297 
小判スフレ（中）
8.7×5.4×3.4㎝（70㏄）（300入･磁）
380円

イ619-307 
小判スフレ（小）
8×5×3㎝（45㏄）（300入･磁）
380円

イ619-317 
丸スフレミニ
φ5×3㎝（30㏄）（300入･磁）
210円

カ619-347 
白スタックスフレ60
φ6×3.1㎝（200入･磁）
250円

カ619-357 
レッドスタックスフレ80
φ8.1×4.2㎝（120入･磁）
550円

カ619-367 レッドスタックスフレ70
φ6.9×3.7㎝（150入･磁） 520円
カ619-377 レッドスタックスフレ60
φ6×3.1㎝（200入･磁） 400円

カ619-387 
グリーンスタックスフレ80
φ8.1×4.2㎝（120入･磁）
430円

カ619-397 グリーンスタックスフレ70
φ6.9×3.7㎝（150入･磁） 390円
カ619-407 グリーンスタックスフレ60
φ6×3.1㎝（200入･磁） 380円

カ619-327 
白スタックスフレ80
φ8.1×4.2㎝（120入･磁）
320円

カ619-337 
白スタックスフレ70
φ6.9×3.7㎝（150入･磁）
280円

ハ619-417 
ビビッドカラースフレM（レッド）
φ9×4.9㎝（200㏄）（120入･磁）
600円

ハ619-427 
ビビッドカラースフレS（レッド）
φ6.9×3.8㎝（75㏄）（200入･磁）
420円

ハ619-437 
ビビッドカラースフレM（オレンジ）
φ9×4.9㎝（200㏄）（120入･磁）
600円

ハ619-447 
ビビッドカラースフレS（オレンジ）
φ6.9×3.8㎝（75㏄）（200入･磁）
420円

ハ619-457 
スフレ黒（小）
φ6.5×3.5㎝（70㏄）（200入･磁）
270円

カ619-467 
イエロースタックスフレ80
φ8.1×4.2㎝（120入･磁）
430円

カ619-477 イエロースタックスフレ70
φ6.9×3.7㎝（150入･磁） 390円
カ619-487 イエロースタックスフレ60
φ6×3.1㎝（200入･磁） 380円
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619Western Accessories 洋陶小物
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Cutlery
18-8ステンレス／中国製

SAVARAN 
サヴァラン

NAPPAGE
ナパージュ

タ620-017 
サヴァランテーブルナイフ（HSH）
23.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,400円

タ620-027 
サヴァランテーブルフォーク
20㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,500円

タ620-037 
サヴァランデザートナイフ（HSH）
20.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ620-047 
サヴァランデザートフォーク
18.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ620-057 
サヴァランデザートスプーン
18.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ620-067 
サヴァランケーキフォーク
15.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
850円

タ620-077 
サヴァランコーヒースプーン
11㎝（200入）（中国）（ステンレス）
800円

タ620-087 
サヴァランティースプーン
14.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
850円

タ620-097 
サヴァランスープスプーン
18.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ620-107 
サヴァランバターナイフ（HSH）
18.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ620-147 
ナパージュフィッシュフォーク
18.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ620-157 
ナパージュデザートナイフ（HSH）
21.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ620-167 
ナパージュデザートフォーク
18.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ620-177 
ナパージュデザートスプーン
18.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,250円

タ620-117 
ナパージュテーブルナイフ（HSH）
23.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,500円

タ620-127 
ナパージュテーブルフォーク
20.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,500円

タ620-137 
ナパージュフィッシュナイフ
20.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ620-187 
ナパージュケーキフォーク
15㎝（200入）（中国）（ステンレス）
800円

タ620-197 
ナパージュコーヒースプーン
11.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
750円

タ620-207 
ナパージュティースプーン
14㎝（200入）（中国）（ステンレス）
800円

タ620-217 
ナパージュスープスプーン
17.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,250円

タ620-227 
ナパージュバターナイフ
15.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,100円

タ620-237 
ナパージュサービングフォーク
22.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
2,000円

タ620-247 
ナパージュサービングスプーン
22㎝（200入）（中国）（ステンレス）
2,000円
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620 カトラリー Cutlery

スープカップ

コーヒー

マグカップ

洋陶小物

カトラリー

しゃもじ・お玉・
スプーン・フォーク

ガラス製品
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（グラタン）



PLUME 
プリューム

PRALINE 
プラリネ
ハンドルマットフィニッシュ

タ621-037 
プリュームフィッシュナイフ
19.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ621-047 
プリュームフィッシュフォーク
17.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ621-057 
プリュームデザートナイフ（HSH）
20㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ621-067 
プリュームデザートフォーク
17㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,100円

タ621-077 
プリュームデザートスプーン
17.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,100円

タ621-017 
プリュームテーブルナイフ（HSH）
21.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ621-027 
プリュームテーブルフォーク
19.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ621-087 
プリュームコーヒースプーン
11.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
750円

タ621-097 
プリュームティースプーン
13.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
750円

タ621-107 
プリュームスープスプーン
16.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,050円

タ621-117 
プリュームバターナイフ
15.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,050円

タ621-127 
プリュームソーダスプーン
18.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,050円

タ621-137 
プリュームグルメスプーン
17.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,150円

タ621-147 
プリュームケーキフォーク
14.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ621-167 
プラリネテーブルスプーン
19.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,800円

タ621-177 
プラリネテーブルフォーク
19.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,800円

タ621-187 
プラリネデザートナイフ（HSH）
20.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,500円

タ621-197 
プラリネデザートフォーク
18.2㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,600円

タ621-207 
プラリネデザートスプーン
18.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,600円

タ621-217 
プラリネケーキフォーク
14.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ621-227 
プラリネコーヒースプーン
11.2㎝（200入）（中国）（ステンレス）
900円

タ621-237 
プラリネティースプーン
13.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ621-247 
プラリネスープスプーン
17.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,600円

タ621-257 
プラリネバターナイフ
18.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,400円

タ621-157 
プラリネテーブルナイフ（HSH）
22.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,600円
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621Cutlery カトラリー
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GELATO 
ジェラート

RIO リオ

LILAS リラ

18-8ステンレス

18-8ステンレス

18-8ステンレス

ケ622-047 
リオコーヒースプーン
11.6㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ622-057 
リオティースプーン
13.6㎝（18-8ステンレス）
650円

ケ622-067 
リオスープスプーン
17.5㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ622-077 
リオバターナイフ
15.5㎝（18-8ステンレス）
700円

ケ622-087 
リオアイスクリームスプーン
13.4㎝（18-8ステンレス）
650円

ケ622-097 
リオシュガースプーン
12.1㎝（18-8ステンレス）
650円

ケ622-017 
リオデザートフォーク
18㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ622-027 
リオデザートスプーン
17㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ622-037 
リオヒメフォーク
12.4㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ622-177 
ジェラートバターナイフ
15.3㎝（18-8ステンレス）
750円

ケ622-187 
ジェラートアイスクリームスプーン
13.5㎝（18-8ステンレス）
700円

ケ622-197 
ジェラートシュガースプーン
12.4㎝（18-8ステンレス）
750円

ケ622-207 
ジェラートメロンスプーン
13.2㎝（18-8ステンレス）
800円

ケ622-107 
ジェラートデザートフォーク
18.5㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ622-117 
ジェラートデザートスプーン
18.5㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ622-127 
ジェラートヒメフォーク
12.4㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ622-137 
ジェラートコーヒースプーン
12.1㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ622-147 
ジェラートティースプーン
13.6㎝（18-8ステンレス）
700円

ケ622-157 
ジェラートスープスプーン
17.8㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ622-167 
ジェラートソーダスプーン
17㎝（18-8ステンレス）
800円

ケ622-217 
リラデザートナイフ
21.3㎝（13-0ステンレス）
1,700円

ケ622-227 
リラデザートフォーク
18㎝（13-0ステンレス）
850円

ケ622-237 
リラデザートスプーン
17.5㎝（13-0ステンレス）
850円

ケ622-247 
リラヒメフォーク
12㎝（13-0ステンレス）
450円

ケ622-257 
リラケーキフォーク
13.7㎝（13-0ステンレス）
500円

ケ622-267 
リラコーヒースプーン
11.8㎝（13-0ステンレス）
450円

ケ622-277 
リラティースプーン
12.8㎝（13-0ステンレス）
500円

ケ622-287 
リラパスタフォーク
17.8㎝（13-0ステンレス）
850円

ケ622-297 
リラソーダスプーン
19㎝（13-0ステンレス）
550円

ケ622-307 
リラバターナイフ
13.7㎝（13-0ステンレス）
500円

ケ622-317 
リラアイスクリームスプーン
12.5㎝（13-0ステンレス）
500円

ワ622-327 
木製カトラリーサーバー ブラウン
26.4×8.1×4.6㎝（1入）（ベトナム）（積重ね仕様）
3,340円

ワ622-337 
木製カトラリーサーバー ナチュラル
26.4×8.1×4.6㎝（1入）（ベトナム）（積重ね仕様）
3,340円

ユ622-347 
宴カトラリーケース（目摺り）
25×11×4㎝（30入）（中国）
1,980円
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622 カトラリー Cutlery

スープカップ

コーヒー

マグカップ

洋陶小物

カトラリー

しゃもじ・お玉・
スプーン・フォーク

ガラス製品
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PARFAIT 
パルフェ

TORTE
トルテ

SAINT 
HONORE
サントノーレ

ケ623-017 
パルフェデザートナイフ
20.1㎝（13-0ステンレス）
1,800円

ケ623-027 
パルフェデザートフォーク
17.8㎝（18-8ステンレス）
950円

ケ623-037 
パルフェデザートスプーン
17.8㎝（18-8ステンレス）
950円

ケ623-097 
パルフェスープスプーン
17.5㎝（18-8ステンレス）
900円

ケ623-107 
パルフェソーダスプーン
18㎝（18-8ステンレス）
800円

ケ623-117 
パルフェバターナイフ
14.5㎝（18-8ステンレス）
650円

ケ623-127 
パルフェアイスクリームスプーン
12.2㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-137 
パルフェシュガースプーン
11.6㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-147 
パルフェロングメロンスプーン
18.4㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ623-047 
パルフェヒメフォーク
12.1㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ623-057 
パルフェケーキフォーク
13㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-067 
パルフェコーヒースプーン
11.5㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ623-077 
パルフェティースプーン
12.9㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-087 
パルフェパスタフォーク
17.5㎝（18-8ステンレス）
900円

ケ623-227 
トルテパスタフォーク
17.7㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ623-237 
トルテスープスプーン
17㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ623-247 
トルテバターナイフ
14㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-257 
トルテアイスクリームスプーン
13㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-267 
トルテテーブルナイフ
23.3㎝（中国）（13-0ステンレス）
1,300円

ケ623-277 
トルテテーブルフォーク
20㎝（中国）（18-10ステンレス）
1,400円

ケ623-157 
トルテデザートナイフ
21.5㎝（13-0ステンレス）
1,100円

ケ623-167 
トルテデザートフォーク
18㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ623-177 
トルテデザートスプーン
18.2㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ623-187 
トルテヒメフォーク
12.1㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ623-197 
トルテケーキフォーク
13.8㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-207 
トルテコーヒースプーン
12㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ623-217 
トルテティースプーン
13.8㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ623-357 
サントノーレラージティースプーン
15.9㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ623-367 
サントノーレヴィヨンスプーン
15.9㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ623-377 
サントノーレサラダフォーク
16.5㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ623-287 
サントノーレデザートナイフ
20.2㎝（13-0ステンレス）
2,300円

ケ623-297 
サントノーレデザートフォーク
18.5㎝（18-8ステンレス）
1,100円

ケ623-307 
サントノーレデザートスプーン
18.2㎝（18-8ステンレス）
1,100円

ケ623-317 
サントノーレヒメフォーク
13.1㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ623-327 
サントノーレケーキフォーク
15.4㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ623-337 
サントノーレティースプーン
13.7㎝（18-8ステンレス）
700円

ケ623-347 
サントノーレアイスクリームスプーン
15.5㎝（18-8ステンレス）
850円
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ユ624-017 ウォールナットカレースプーン 17.5×3.4㎝（中国製） 980円
ユ624-027 ナチュラルカレースプーン 17.5×3.4㎝（中国製） 800円
ユ624-037 チェリーカレースプーン 17.5×3.4㎝（中国製） 980円
ユ624-047 ウォールナットスープスプーン 15.5×4㎝（中国製） 980円
ユ624-057 ナチュラルスープスプーン 15.5×4㎝（中国製） 800円
ユ624-067 チェリースープスプーン 15.5×4㎝（中国製） 980円

ユ624-077 ウォールナットスプーン（s） 12.2×2.7㎝（中国製） 840円
ユ624-087 ナチュラルスプーン（s） 12.2×2.7㎝（中国製） 650円
ユ624-097 チェリースプーン（s） 12.2×2.7㎝（中国製） 840円
ユ624-107 ウォールナットバターナイフ 17.5×2.7㎝（中国製） 980円
ユ624-117 ナチュラルバターナイフ 17.5×2.7㎝（中国製） 800円
ユ624-127 チェリーバターナイフ 17.5×2.7㎝（中国製） 980円

ユ624-137 ウォールナットサラダフォーク 18×2.6㎝（中国製） 980円
ユ624-147 ナチュラルサラダフォーク 18×2.6㎝（中国製） 800円
ユ624-157 チェリーサラダフォーク 18×2.6㎝（中国製） 980円
ユ624-167 ウォールナットフォーク（s）12.4×2㎝（中国製） 840円
ユ624-177 ナチュラルフォーク（s）12.4×2㎝（中国製） 650円
ユ624-187 チェリーフォーク（s）12.4×2㎝（中国製） 840円

ハ624-197 スプーンS（サオ）14.3×3㎝（300入）（インドネシア） 650円
ハ624-207 スプーンS（紫檀）14.3×3㎝（300入）（インドネシア） 650円
ハ624-217 スプーンM（サオ）16.5×3.8㎝（300入）（インドネシア） 680円
ハ624-227 スプーンM（紫檀）16.5×3.8㎝（300入）（インドネシア） 680円
ハ624-237 スプーンL（サオ） 20.3×4.3㎝（200入）（インドネシア） 900円
ハ624-247 スプーンL（紫檀） 20.3×4.3㎝（200入）（インドネシア） 900円

ワ624-257 ビーチ･ミニ玉杓子 20.5×6㎝（1入）（輸入･中国） 770円
ワ624-267 ビーチ･スープスプーン 17.8×4.3㎝（1入）（輸入･中国） 610円
ワ624-277 ビーチ･レンゲスプーン 16×3.8㎝（1入）（輸入･中国） 560円
ワ624-287 ビーチ･スプーン 18×3.2㎝（1入）（輸入･中国） 550円
ワ624-297 ビーチ･デザートスプーン 16×3.3㎝（1入）（輸入･中国） 460円
ワ624-307 ビーチ･デザートフォーク 16.5×2.1㎝（1入）（輸入･中国） 460円

ワ624-317 デザートスプーン（摺漆） 13.5×2.5㎝（1入） 730円
ワ624-327 茶碗蒸しスプーン（摺漆） 13×2.5㎝（1入） 730円
ツ624-337 フォークL/BR 18×2.7㎝（中国） 530円
ツ624-347 フォークM/BR 15×2.5㎝（中国） 400円
ツ624-357 フォークS/BR 12.5×2.3㎝（中国） 350円

ホ624-367 ベビースプーン白木 11.8㎝（中国）（木製） 550円
ホ624-377 ベビーフォーク白木 11.8㎝（中国）（木製） 550円
ツ624-387 フォークL/WH 18×2.7㎝（中国） 530円
ツ624-397 フォークM/WH 15×2.5㎝（中国） 400円
ツ624-407 フォークS/WH 12.5×2.3㎝（中国） 350円

ワ624-417 サオ･スプーン（大） 20.3×4.3㎝（1入）（インドネシア） 1,030円
ワ624-427 木製スプーン （摺漆） 13.5×2.6㎝（1入） 990円
ワ624-437 （木）スプーンNO.5 JTD001 φ3.6×17㎝（中国） 450円
ワ624-447 白木･デザートスプーン 15×2.6㎝（1入） 460円
ワ624-457 白木･茶碗蒸スプーン 13.5×2.9㎝（1入） 460円

ワ624-467 本漆カレースプーン 17.6×4㎝（1入）（中国） 550円
ワ624-477 本漆ナイフ 12×1㎝（1入） 400円
ワ624-487 本漆フォーク 12×0.9㎝（1入） 400円
ワ624-497 本漆スプーン 12×2.5㎝（1入）（中国） 400円

ワ624-567 本漆デザートスプーン（小）溜 11.5㎝（1入）（中国） 910円
ワ624-577 本漆デザートスプーン（小）朱 11.5㎝（1入）（中国） 910円
ワ624-587 本漆デザートスプーン（小）黒 11.5㎝（1入）（中国） 910円
ワ624-597 本漆茶碗蒸スプーン（溜） 13㎝（1入）（中国） 1,060円
ワ624-607 本漆茶碗蒸スプーン（黒） 13㎝（1入）（中国） 1,060円
ワ624-617 本漆茶碗蒸スプーン（朱） 13㎝（1入）（中国） 1,060円

ワ624-627 ティースプーン（摺漆） 13.5×3㎝（1入） 680円
ユ624-637 ティースプーン（木） 13.5㎝（20×10入）（中国） 660円
ワ624-647 サオ･スプーン（小） 14.3×3㎝（1入） 700円
ユ624-657 デザートスプーン（木） 13㎝（20×10入）（中国） 660円
ワ624-667 サオ･アイスクリームスプーン 12.5×2.5㎝（1入） 700円

ワ624-507 本漆アイスクリームスプーン（朱） 13.5㎝（1入）（中国） 840円
ワ624-517 本漆アイスクリームスプーン（溜） 13.5㎝（1入）（中国） 840円
ワ624-527 本漆デザートスプーン（大）朱 12.3㎝（1入）（中国） 840円
ワ624-537 本漆デザートスプーン（大）黒 12.3㎝（1入）（中国） 840円
ワ624-547 本漆コーヒースプーン（朱） 13.4㎝（1入）（中国） 1,060円
ワ624-557 本漆コーヒースプーン（黒） 13.4㎝（1入）（中国） 1,060円
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ワ625-017 ごまめスプーン φ5.5×22㎝（ベトナム） 480円
ワ625-027 （木）手長レンゲ DX-12-1 φ4.3×19㎝（中国） 680円
ワ625-037 レンゲスプーン 20.5×3.5㎝（1入）（中国） 760円
ハ625-047 紫檀サーバースプーン 23×5.3㎝（300入）（インドネシア） 1,380円
ハ625-057 紫檀サーバーフォーク 23×5.3㎝（300入）（インドネシア） 1,380円

ワ625-067 ストッパー付 摺り漆レンゲ 16.5×4.2㎝（1入） 1,440円
ワ625-077 木製レンゲ（黒） 15.7×3.8㎝（1入） 1,220円
ワ625-087 木製レンゲ（朱） 15.7×3.8㎝（1入） 1,220円
ワ625-097 レンゲ受台 9.6×5.8×H2㎝（1入）（中国）（木製） 680円

ワ625-107 木製レンゲ薄型（茶） 15×3.9㎝（1入）（中国） 1,220円
ユ625-117 塗分レンゲ 15×4.3㎝（300入）（中国） 1,200円
ユ625-127 チリレンゲ 15×4㎝（300入）（中国） 980円
ワ625-137 木製レンゲ（摺漆） 16×4.2㎝（1入）（中国） 910円
ワ625-147 （木）レンゲ NO.1 DX087 φ4.3×15㎝（中国） 750円

ワ625-157 （木）レンゲ NO.3 DX-851 φ3.6×15㎝（中国） 680円
ワ625-167 （木）レンゲ NO.2 DX-003 φ4.3×15.5㎝（中国） 680円
ワ625-177 （木）レンゲ NO.4 DX-850 φ4×16.5㎝（中国） 680円
ホ625-187 レンゲ茶木 15.5㎝（中国）（木製） 550円
ホ625-197 レンゲ白木 15.5㎝（中国）（木製） 550円

ワ625-207 なめらかスプーン･小（摺漆） 16×3㎝（1入） 910円
ハ625-217 中華レンゲ（紫檀） 16.2×4㎝（300入）（インドネシア） 900円
ハ625-227 中華レンゲ（サオ） 16.2×4㎝（300入）（インドネシア） 900円
ワ625-237 サオ･スプーン（中） 16.5×3.8㎝（1入）（インドネシア） 760円
ワ625-247 （木）丸スプーン φ4.2×18.5㎝（中国） 500円

ホ625-257 スプーン茶木（L） 18.5㎝（中国）（木製） 530円
ホ625-267 スプーン白木（L） 18.5㎝（中国）（木製） 530円
ワ625-277 （木）スプーンNO.6 φ3.5×16.5㎝（中国） 450円
ホ625-287 スプーン茶木（M）15.5㎝（中国）（木製） 400円
ホ625-297 スプーン白木（M）15.5㎝（中国）（木製） 400円

ワ625-307 カレースプーン（摺漆） 18.5×4㎝（1入） 1,140円
ワ625-317 煮豆スプーン（摺漆） 17.3×4.5㎝（1入） 1,140円
ワ625-327 マルチスプーン（摺漆） 16.5×3.9㎝（1入） 1,030円
ワ625-337 サオ･レンゲスプーン 16.2×4㎝（1入）（インドネシア） 990円
ユ625-347 煮豆スプーン（木） 17.5㎝（20×10入）（中国） 980円

エ625-357 茶碗蒸しスプーン 別甲 13.1×2.7㎝（1000入） 240円
ワ625-367 白竹茶碗むしスプーン（S） 11.1×2.7㎝（1入）（中国） 240円
ワ625-377 本漆糸巻きスプーン 13×3㎝（1入） 460円
ホ625-387 スプーン茶木（S） 12.7㎝（中国）（木製） 360円
ホ625-397 スプーン白木（S） 12.7㎝（中国）（木製） 360円

ワ625-407 すす竹･万能スプーン 21.5㎝（1入） 910円
ワ625-417 すす竹･スープスプーン 16.5㎝（1入） 880円
ワ625-427 すす竹･カレースプーン 17㎝（1入） 1,670円
ワ625-437 すす竹･フォーク （L） 21.5㎝（1入） 910円
ワ625-447 すす竹･コーヒースプーン 13.5㎝（1入） 760円
ワ625-457 すす竹利休フォーク 12×1.2㎝（1入） 430円

ワ625-467 白竹茶碗蒸スプーン（M） 13.8×2.8㎝（1入） 270円
ワ625-477 白竹ミニ茶碗むしスプーン 12.6×2.5㎝（1入）（中国） 240円
ワ625-487 （竹）白スプーン φ2.5×15㎝（中国） 300円
ワ625-497 竹スプーン（C）むし用 13×2.9㎝（1入）（中国） 380円
ワ625-507 （竹）スス丸スプーン φ2×12.5㎝（中国） 280円

ユ625-517 民芸竹レンゲスプーン 16.5×4㎝（200入）（中国） 380円
ユ625-527 民芸竹煮豆スプーン 4×15㎝（20×10入）（中国） 320円
ユ625-537 民芸竹茶碗蒸しスプーン 2.5×13.5㎝（20×10入）（中国） 300円
ユ625-547 民芸竹クリームスプーン 2.5×13㎝（20×10入）（中国） 300円
ユ625-557 民芸竹コーヒースプーン 3×13㎝（20×10入）（中国） 300円

ワ625-567 本漆スプーン（黒柄） 12×2.5㎝（1入）（中国） 440円
ワ625-577 本漆スプーン（赤柄） 12×2.5㎝（1入）（中国） 440円
ワ625-587 （木）塗分けスプーン φ2.3×12㎝（中国） 460円
ワ625-597 （竹）小判スプーン（大） φ2×13.5㎝（中国） 200円
ワ625-607 （竹）小判スプーン（小） φ2×11㎝（中国） 200円
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ワ626-017 摺り漆お玉（大）
φ8.5×18㎝（1入）（輸入･中国） 3,420円
ワ626-027 摺り漆お玉（中）
φ7×17.5㎝（1入）（輸入･中国） 2,730円

ユ626-037 
お玉杓子（小）
7×24.5㎝（20×8入）（中国） 
2,200円

ワ626-047 摺り漆深型お玉 布貼り
φ8.5×20㎝（1入）（輸入･中国） 2,510円
ワ626-057 摺り漆深型お玉 はつり
φ8.5×20㎝（1入）（輸入･中国） 2,510円

ワ626-067 （木）お玉 柄短（大）白
φ9.5×26㎝（中国） 2,450円
ワ626-077 （木）お玉 柄短（小）白
φ7.5×23㎝（中国） 1,400円

ワ626-087 （木）お玉 柄短（大）茶
φ9.5×26㎝（中国） 2,450円
ワ626-097 （木）お玉 柄短（小）茶
φ7.5×23㎝（中国） 1,400円

ワ626-107 （木）お玉 柄長（大）茶
φ7.5×28㎝（中国） 2,100円
ワ626-117 （木）お玉 柄長（小）茶
φ7×26㎝（中国） 1,950円

ワ626-127 （木）お玉 柄長（大）白
φ7.5×28㎝（中国） 2,100円
ワ626-137 （木）お玉 柄長（小）白
φ7×26㎝（中国） 1,950円

ワ626-147 
ナチュラル田舎杓子（中）
φ9×7.2×19.6㎝（1入）（輸入･中国）
1,370円

ワ626-157 田舎杓子（大）
約φ10×柄長26.5㎝（1入）（中国） 1,370円
ワ626-167 田舎杓子（中）
約φ8.7×柄長22㎝（1入）（中国） 1,220円

ワ626-177 
玉杓子（摺漆）
φ7.4×16.2×5.5㎝（1入）（輸入･中国）
1,220円

ワ626-187 
ナチュラル田舎杓子（小）
φ7×16.4×6㎝（1入）（輸入･中国）
990円

ワ626-197 
ファインポリマー･田舎杓子（小）
φ6.7×17×5.5㎝（1入）（輸入･中国）
1,370円

ワ626-207 
田舎杓子（クリアー）
約φ6.7×柄長17㎝（1入）（中国）
910円

ワ626-217 田舎杓子（小）
約φ6.7×柄長17㎝（1入）（中国） 910円
ワ626-227 田舎杓子（特小）
約φ6.5×柄長14.5㎝（1入）（中国） 880円

ユ626-237 
田舎杓子
21.5×7.5㎝（200入）（中国）
900円

ワ626-247 ニュー玉杓子 （中） 摺漆
φ8×L27（柄長19）（1入） 1,970円
ワ626-257 ニュー玉杓子 （小） 摺漆
φ6.5×L21.5（柄15）（1入） 1,670円

ワ626-267 
木製アームトングブラウン
30×3.7㎝（1入）（ベトナム）
2,250円

ワ626-277 
木製アームトングナチュラル
30×3.7㎝（1入）（ベトナム）
2,250円

ユ626-287 
ブナ トング（大）
27.5×4.5㎝（30入）（中国）
2,350円

ユ626-297 
ブナ トング（小）
21×4.5㎝（40入）（中国）
2,000円

ユ626-307 
炭化竹サラダサーバー
21×6.5×4.5㎝（200入）（中国）
900円

ユ626-317 
炭化竹アイストング
18×5×1㎝（200入）（中国）
500円

ユ626-327 
炭化竹箸トング
30×5×1㎝（200入）（中国）
500円

ワ626-337 
（木）ヘラ 茶
φ6×30㎝（中国）
1,100円

ワ626-347 
（木）ヘラ 白
φ6×30㎝（中国）
1,100円

ユ626-357 
炭化竹 ハンバーグ返し
29.5×6.2㎝（60入）（中国）
450円

ユ626-367 
炭化竹 返しターナー（大）
29.5×6.5㎝（60入）（中国）
400円

ユ626-377 
炭化竹 返しターナー（小）
22.7×6.2㎝（80入）（中国）
380円

ユ626-387 
炭化竹 ターナー（大）
30×6.3㎝（60入）（中国）
400円

ハ626-397 
サオサーバースプーン
23×5.3㎝（300入）（インドネシア）
1,380円

ハ626-407 
サオサーバーフォーク
23×5.3㎝（300入）（インドネシア）
1,380円

ワ626-417 木製豆ひしゃく（中）
約φ4×L21（25.8）㎝（1入） 910円
ワ626-427 木製豆ひしゃく（小）
約φ3×L18.4（22）㎝（1入） 610円
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ロ627-167 花唐草（ブルー）スプーン 13.3×3.3㎝（150入･強） 880円
ロ627-177 花唐草受台（ブルー）7.5×5.2㎝（180入･強） 640円
ロ627-187 花唐草（ピンク）スプーン13.3×3.3㎝（150入･強） 880円
ロ627-197 花唐草受台（ピンク）7.5×5.2㎝（180入･強） 640円

カ627-207 土物スプーンストライプ 11.3㎝（200入･陶） 320円
カ627-217 土物スプーン七宝 11.3㎝（200入･陶） 320円
カ627-227 土物スプーン格子 11.3㎝（200入･陶） 320円
カ627-237 土物スプーン亀甲 11.3㎝（200入･陶） 320円
カ627-247 土物スプーン網目 11.3㎝（200入･陶） 320円

エ627-257 A シュガースプーン黒内朱11×3㎝ 450円
エ627-267 A シュガースプーン朱内黒11×3㎝ 450円
エ627-277 ACナイフ黒11.7×0.9㎝ 240円
エ627-287 ACナイフ朱 11.7×0.9㎝ 240円
エ627-297 ACフォーク黒 12.9×1.2㎝ 240円
エ627-307 ACフォーク朱 12.9×1.2㎝ 240円

エ627-317 AC出雲スプーン 朱 13×2.6㎝（500入） 110円
エ627-327 AC出雲スプーン 黒 13×2.6㎝（500入） 110円
エ627-337 AC出雲スプーン 別甲 13×2.6㎝（500入） 120円
エ627-347 AC祇園スプーン 朱 13.4×2.6㎝（500入） 110円
エ627-357 AC祇園スプーン 黒 13.4×2.6㎝（500入） 110円
エ627-367 AC祇園スプーン 別甲 13.4×2.6㎝（500入） 120円

エ627-377 A 茶碗蒸しスプーン朱塗 13.1×2.7㎝ 300円
エ627-387 A 茶碗蒸しスプーン黒塗 13.1×2.7㎝ 300円
エ627-397 ACコーヒースプーン朱 13.4×2.4㎝ 280円
エ627-407 ACコーヒースプーン黒 13.4×2.4㎝ 280円
エ627-417 ACアイスクリームスプーン朱 13.7×2.9㎝ 270円
エ627-427 ACアイスクリームスプーン黒 13.7×2.9㎝ 270円

エ627-437 TA雅レンゲ（小） 黒塗 15.2×4㎝（500入） 580円
エ627-447 TA雅レンゲ（小） 朱塗 15.2×4㎝（500入） 580円
エ627-457 A レンゲ新溜 15.8×4.1㎝ 630円
エ627-467 A レンゲ朱内黒 15.8×4.1㎝ 630円
エ627-477 A レンゲ黒内朱 15.8×4.1㎝ 630円

チ627-117 アジロ 信楽風スプーン φ12.2×2.5㎝ 390円
チ627-127 麻の葉 信楽風スプーン φ12.2×2.5㎝ 390円
チ627-137 鹿の子 信楽風スプーン φ12.2×2.5㎝ 390円
チ627-147 市松 信楽風スプーン φ12.2×2.5㎝ 390円
チ627-157 十草 信楽風スプーン φ12.2×2.5㎝ 390円

チ627-017 グリーン 鉄結晶塗分スプーン φ12.3×2.6㎝ 410円
チ627-027 パープル 鉄結晶塗分スプーン φ12.3×2.6㎝ 410円
チ627-037 オレンジ 鉄結晶塗分スプーン φ12.3×2.6㎝ 410円
チ627-047 ピンク 鉄結晶塗分スプーン φ12.3×2.6㎝ 410円
チ627-057 ブルー 鉄結晶塗分スプーン φ12.3×2.6㎝ 410円

エ627-487 A ピーナッツスプーン（大）朱内黒17.1×4.3㎝ 575円
エ627-497 A ピーナッツスプーン（大）黒内朱17.1×4.3㎝ 575円
エ627-507 TA雅レンゲ（大）朱内黒 耐熱20.1×4.6㎝ 750円
エ627-517 TA雅レンゲ（大）黒内朱 耐熱20.1×4.6㎝ 750円
エ627-527 A ナスレンゲ朱内黒16.1×4.2㎝ 600円
エ627-537 A ナスレンゲ黒内朱16.1×4.2㎝ 600円

エ627-547 ACかゆスプーン黒 19.5×3.4㎝ 230円
エ627-557 ACかゆスプーン朱 19.5×3.4㎝ 230円
エ627-567 ACかゆスプーンスカイブルー 19.5×3.4㎝ 290円
エ627-577 ACかゆスプーンイエロー 19.5×3.4㎝ 290円
エ627-587 ACかゆスプーンピンク 19.5×3.4㎝ 290円

エ627-597 A レードルスプーン（大）朱内黒 19.2×5.7㎝ 800円
エ627-607 A レードルスプーン（大）黒内朱 19.2×5.7㎝ 800円
エ627-617 SPS耐熱田舎お玉 イエロー 22×7.1㎝（200入） 750円
エ627-627 SPS耐熱田舎お玉 黒 22×7.1㎝（200入） 750円
エ627-637 SPS耐熱田舎お玉 モカ 22×7.1㎝（200入） 750円

チ627-067 白藍染絞りコーヒースプーン φ12.6×2.4㎝ 500円
チ627-077 白藍染アジロコーヒースプーン φ12.6×2.4㎝ 500円
チ627-087 白藍染十草コーヒースプーン φ12.6×2.4㎝ 500円
チ627-097 白藍染市松コーヒースプーン φ12.6×2.4㎝ 500円
チ627-107 白藍染麻の葉コーヒースプーン φ12.6×2.4㎝ 500円
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ワ628-017 
ビアグラス380
φ68×H205㎝･385㏄（6×4入）（イタリア）
930円

ワ628-087 
プランセスワイン420
φ81（M89）×H211㎝･420㏄（12×4入）（フランス）
1,720円

ワ628-147 
CSTワイン580
φ72（M93）×H230㎝･580㏄（6×4入）（フランス）
1,720円

ワ628-257 
SEワイン200
φ56（M70）×H180㎝･200㏄（6×4入）（フランス）
1,500円

ワ628-317 
ビールピルスナー380
φ60（M73）×H198㎝･380㏄（6×4入）（ドイツ）
2,100円

ワ628-027 
ピルスナー320
φ79×H177㎝･326㏄（12入）（中国）
630円

ワ628-097 
プランセスワイン310
φ75（M81）×H195㎝･310㏄（6×8入）（中国）
1,440円

ワ628-157 
CSTワイン470
φ68（M89）×H220㎝･470㏄（6×4入）（フランス）
1,560円

ワ628-247 
白ワインL340
φ56（M78）×H215㎝･340㏄（6×4入）（ドイツ）
2,350円

ワ628-307 
フルート160
φ64（M69）×H235㎝･162㏄（6×2入）（イタリア）
1,720円

ワ628-037 
ピルスナー300
φ76×H172㎝･300㏄（12入）（中国）
660円

ワ628-117 
プランセスワイン190
φ63（M69）×H166㎝･190㏄（6×8入）（中国）
1,100円

ワ628-177 
CSTワイン250
φ55（M72）×H181㎝･250㏄（6×4入）（フランス）
1,250円

ワ628-227 
CSBワイン350
φ73（M90）×H180㎝･350㏄（6×4入）（フランス）
1,400円

ワ628-287 
ワイン270
φ56（M71）×H201㎝･270㏄（6×8入）（中国）
1,080円

ワ628-107 
プランセスワイン230
φ69（M75）×H173㎝･230㏄（6×8入）（中国）
1,200円

ワ628-167 
CSTワイン350
φ62（M80）×H203㎝･350㏄（6×4入）（フランス）
1,400円

ワ628-237 
CSフルート160
φ50（M68）×H223㎝･160㏄（6×4入）（フランス）
1,400円

ワ628-297 
カクテル190
φ1 1 6×H 1 7 4 ㎝ ･ 1 9 5 ㏄（ 1 2入）（ドイツ）
2,650円

ワ628-047 
ピルスナー170
φ64（M67）×H127㎝･177㏄（72入）（アメリ
カ）680円

ワ628-127 
プランセスワイン140
φ58（M64）×H157㎝･140㏄（6×4入）（フランス）
980円

ワ628-187 
CSTワイン190
φ52（M66）×H165㎝･190㏄（6×4入）（フランス）
1,160円

ワ628-217 
CSBワイン470
φ76（M98）×H197㎝･470㏄（6×4入）（フランス）
1,560円

ワ628-277 
バーガンディワイン640
φ74（M110）×H225㎝･640㏄（12入）（ドイツ）
2,180円

ワ628-057 
ロングタンブラー350
φ64×H169㎝･355㏄（12入）（中国）
700円

ワ628-067 
ロングタンブラー310
φ60×H165㎝･311㏄（12入）（中国）
500円

ワ628-077 
タンブラーダイアモンド280
φ63×H141㎝･280㏄（6×8入）（中国）
680円

ワ628-137 
プランセスフルート150
φ49（M61）×H195㎝･150㏄（6×8入）（中国）
1,100円

ワ628-197 
CSTワイン70
φ42（M51）×H135㎝･70㏄（6×4入）（フランス）
1,080円

ワ628-207 
CSBワイン580
φ78（M104）×H210㎝･580㏄（6×4入）（フランス）
1,720円

ワ628-267 
スパークリング290
φ49（M82）×H260㎝･292㏄（6×4入）（ドイツ）
2,650円
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ワ629-017 
ヴァロワ500
φ94×H145㎝･500㏄（6×4入）（フランス）
1,220円

ワ629-027 
ヴァロワ360
φ88×H124㎝･360㏄（6×8入）（フランス） 
1,160円

ワ629-037 
ヴァロワ310
φ90×H94㎝･310㏄（6×8入）（フランス） 
760円

ワ629-047 
ヴァロワ250
φ86×H90㎝･250㏄（6×12入）（フランス） 
680円

ワ629-057 
ヴァロワ220
φ80×H84㎝･220㏄（6×12入）（フランス）
600円

ワ629-067 
ヴァロワ160
φ75×H78㎝･160㏄（6×12入）（フランス）
540円

ワ629-077 
ヴァロワ130
φ69×H72㎝･130㏄（6×12入）（フランス）
460円

ワ629-087 
ヴァロワ90
φ64×H67㎝･90㏄（6×24入）（フランス）
400円

ワ629-167 
スタックタンブラー160
φ65×H81㎝･160㏄（6×12入）（フランス）
390円

ワ629-157 
スタックタンブラー200
φ70×H88㎝･200㏄（6×12入）（フランス）
400円

ワ629-147 
スタックタンブラー250
φ76×H94㎝･250㏄（6×12入）（フランス）
420円

ワ629-137 
スタックタンブラー270
φ72×H113㎝･270㏄（6×12入）（フランス）
500円

ワ629-127 
スタックタンブラー320
φ74×H125㎝･320㏄（6×12入）（フランス）
590円

ワ629-117 
Bウォーター250
φ75×H90㎝･255㏄（6×4入）（イタリア）
1,720円

ワ629-107 
Bオールド330
φ83×H97㎝･335㏄（6×4入）（イタリア）
2,030円

ワ629-097 
Bタンブラー360
φ64×H155㎝･360㏄（6×4入）（イタリア）
1,960円

ワ629-277 
イベリアツイストコップ410
φ96×H135㎝･414㏄（12入）（中国）
770円

ワ629-267 
イベリアコップ350
φ79×H146㎝･355㏄（12入）（中国）
680円

ワ629-327 
イベリアコップ200
φ79×H80㎝･207㏄（12入）（中国）
530円

ワ629-317 
イベリアコップ260
φ85×H90㎝･266㏄（12入）（中国）
540円

ワ629-307 
イベリアコップ230
φ86×H91㎝･237㏄（12入）（中国）
540円

ワ629-297 
イベリアコップ350
φ92×H99㎝･355㏄（12入）（中国）
590円

ワ629-287 
イベリアコップ290
φ79×H120㎝･296㏄（12入）（中国）
570円

ワ629-397 
ピルスナー160
φ68×H150㎝･160㏄（6×4入）（フランス）
760円

ワ629-387 
ピルスナー320
φ80×H170㎝･320㏄（6×4入）（中国）
830円

ワ629-377 
ピルスナー330
φ79×H180㎝･330㏄（6×4入）（フランス）
830円

ワ629-367 
イグザーションロック260
φ88×H98㎝･266㏄（12入）（中国）
590円

ワ629-357 
イグザーションロック350
φ97×H104㎝･355㏄（12入）（中国）
620円

ワ629-347 
イグザーションタンブラー350
φ74×H158㎝･355㏄（12入）（中国）
680円

ワ629-337 
イグザーションタンブラー470
φ81×H178㎝･473㏄（12入）（アメリカ）
960円

ワ629-257 
ストレートタンブラー100
φ51×H87㎝･100㏄（12×4入）（フランス）
420円

ワ629-247 
ストレートタンブラー160
φ55×H100㎝･155㏄（12×4入）（中国）
430円

ワ629-237 
ストレートタンブラー170
φ52×H125㎝･170㏄（12×4入）（フランス）
490円

ワ629-227 
ストレートタンブラー220
φ58×H130㎝･220㏄（12×4入）（中国）
530円

ワ629-217 
ストレートタンブラー290
φ62×H145㎝･290㏄（6×8入）（中国）
590円

ワ629-207 
ゾンビ220
φ53×H152㎝･220㏄（12×4入）（フランス）
590円

ワ629-197 
ストレートタンブラー330
φ63×H157㎝･330㏄（12×4入）（中国）
650円

ワ629-187 
ストレートタンブラー310
φ60×H165㎝･310㏄（12×4入）（中国）
620円

ワ629-177 
ストレートタンブラー360
φ64×H170㎝･360㏄（6×4入）（フランス）
680円
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タ630-017 
30K35ワイン
φ8.5×22.2㎝（445㏄）（48入）
1,880円

タ630-077 
32830ゴブレット
φ7.8×17.5㎝（305㏄）（60入）
1,280円

タ630-137 
30K83ボルドー
φ9.7×22.4㎝（610㏄）（48入）
2,160円

タ630-207 
32825ブランデー
φ8.6×12.6㎝（330㏄）（60入）
1,280円

タ630-287 
30G34シャンパン
φ8.4×11.7㎝（135㏄）（60入）
1,580円

タ630-027 
30K36ワイン
φ7.7×21㎝（330㏄）（48入）
1,880円

タ630-087 
32835ワイン
φ7.2×16㎝（225㏄）（60入）
1,180円

タ630-147 
30K85ブルゴーニュ
φ10.7×21.2㎝（670㏄）（48入）
2,160円

タ630-217 
30G25ブランディー
φ8.4×12㎝（310㏄）（60入）
1,630円

タ630-297 
32834シャンパン
φ8.3×11.5㎝（150㏄）（60入）
1,160円

タ630-037 
30K37ワイン
φ7.2×19.7㎝（260㏄）（60入）
1,880円

タ630-097 
32836ワイン
φ6.5×14.5㎝（165㏄）（72入）
1,130円

タ630-157 
32864フルートシャンパン
φ6.4×21.8㎝（160㏄）（60入）
1,500円

タ630-227 
35100ピルスナー
φ7.4×17㎝（330㏄）（48入）
1,160円

タ630-307 
30G38シェリー
φ4.8×13.2㎝（75㏄）（72入）
1,520円

タ630-047 
30L36ワイン
φ7.7×17.5㎝（330㏄）（60入）
1,840円

タ630-107 
30G30ゴブレット
φ7.4×18.5㎝（300㏄）（60入）
1,630円

タ630-167 
30K54フルートシャンパン
φ7.2×22.1㎝（170㏄）（48入）
1,880円

タ630-237 
35101ピルスナー
φ7.3×15.5㎝（270㏄）（48入）
1,100円

タ630-317 
30G39リキュール
φ4.8×10㎝（45㏄）（72入）
1,520円

タ630-057 
30L37ワイン
φ7.2×16.3㎝（255㏄）（60入）
1,840円

タ630-117 
30G35ワイン
φ6.9×18㎝（235㏄）（60入）
1,630円

タ630-177 
32854フルートシャンパン
φ6×19㎝（165㏄）（60入）
1,280円

タ630-247 
35102ミニピルスナー
φ6.6×10.2㎝（135㏄）（60入）
1,030円

タ630-327 
30G40冷酒
φ5.4×8.5㎝（65㏄）（72入）
1,580円

タ630-067 
30K30ゴブレット
φ7.7×15.8㎝（305㏄）（48入）
1,880円

タ630-127 
30G36ワイン
φ6.3×16.2㎝（170㏄）（72入）
1,580円

タ630-187 
32851ビヤーグラス
φ7×18㎝（325㏄）（60入）
1,280円

タ630-257 
33051ビヤーグラス
φ6.5×14.6㎝（285㏄）（72入）
1,140円

タ630-337 
30G43カクテル
φ6.5×16㎝（90㏄）（60入）
1,630円

タ630-197 
32850ジュース
φ7×16㎝（270㏄）（60入）
1,280円

タ630-267 
35804ビヤーグラス
φ7×14.5㎝（295㏄）（72入）
1,140円

タ630-347 
30G33カクテル
φ8.2×12㎝（82㏄）（60入）
1,580円

タ630-277 
35811ピルスナー
φ6.8×16㎝（360㏄）（72入）
1,090円

タ630-357 
32833カクテル
φ7.6×10.8㎝（85㏄）（72入）
1,180円
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タ631-017 
ブルゴーニュ
φ9.9×21.1㎝（565㏄）（36入）
2,250円

タ631-027 
ボルドー
φ8.9×22.5㎝（535㏄）（36入）
2,250円

タ631-037 
ワイン350
φ7.7×20.5㎝（350㏄）（48入）
2,060円

タ631-047 
ワイン300
φ7.3×20㎝（300㏄）（48入）
2,060円

タ631-057 
フルートシャンパン
φ6.6×22.6㎝（170㏄）（48入）
2,250円

タ631-067 
ワイン250
φ6.9×19.6㎝（250㏄）（48入）
1,880円

タ631-077 
ワイン210
φ6.6×18.6㎝（210㏄）（48入）
1,690円

タ631-087 
33038 シェリー
6.1×12.2㎝･90㏄（72入）
880円

タ631-097 
33037 ワイン
7.2×13.7㎝･190㏄（72入）
940円

タ631-107 
33036 ワイン
6.3×15.7㎝･190㏄（72入）
940円

タ631-117 
33034 シャンパン
8.5×11.4㎝･160㏄（72入）
940円

タ631-127 
33035 ワイン
7×16.5㎝･240㏄（72入）
970円

タ631-137 
33030 ゴブレット
8×15.4㎝･340㏄（48入）
970円

タ631-217 
B08125 タンブラー
φ7.1×7.8㎝（140㏄）（120入）
680円

タ631-227 
B08124 タンブラー
φ8.2×9㎝（220㏄）（96入）
720円

タ631-237 
B08123 タンブラー
φ9.2×10.2㎝（330㏄）（60入）
860円

タ631-247 
08702 タンブラー
φ10×11.2㎝（430㏄）（48入）
1,100円

タ631-257 
08701 タンブラー
φ8.7×15.1㎝（435㏄）（48入）
1,100円

タ631-267 
37202 ロングタンブラー
φ7.7×17.8㎝（320㏄）（60入）
1,240円

タ631-277 
37201 ロングタンブラー
φ8×18.5㎝（380㏄）（48入）
1,320円

タ631-287 
B21141ビヤーグラス（薄氷）
φ6.3×17㎝（395㏄）（60入）
1,690円

タ631-297 
B21112タンブラー（薄氷）
φ7.2×13.5㎝（370㏄）（60入）
1,500円

タ631-307 
B21109オンザロック（薄氷）
φ8.2×8.9㎝（305㏄）（60入）
1,400円

タ631-317 
B21108タンブラー（薄氷）
φ7×10.7㎝（265㏄）（60入）
1,400円

タ631-327 
B21110タンブラー（薄氷）
7×12㎝･315㏄（60入）
1,400円

タ631-337 
B21105一口ビール（薄氷）
φ5.4×9.2㎝（150㏄）（72入）
1,220円

タ631-147 
バーゼル8オールド
φ8×8㎝（235㏄）（48入）
740円

タ631-157 
バーゼル11タンブラー
φ8.4×9.5㎝（335㏄）（48入）
900円

タ631-167 
バーゼルアイスコーヒー
φ7.4×10.7㎝（290㏄）（48入）
770円

タ631-177 
バーゼル6タンブラー
φ5.9×10.9㎝（190㏄）（96入）
700円

タ631-187 
バーゼル8タンブラー
φ6.5×11.7㎝（250㏄）（72入）
740円

タ631-197 
バーゼルゾンビー
φ6.6×13.6㎝（295㏄）（48入）
770円

タ631-207 
スパッシュ12フリーグラス
φ9.5×10㎝（355㏄）（60入）
790円
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タ632-017 
08006 ロングタンブラー
φ7.7×17㎝（410㏄）（48入）
790円

タ632-027 
00542 ビヤーグラス
φ6.4×17㎝（360㏄）（48入）
900円

タ632-037 
00535 ロングタンブラー
φ7.7×15.2㎝（435㏄）（48入）
750円

タ632-047 
00549 ロングタンブラー
φ7×14㎝（365㏄）（60入）
730円

タ632-057 
05111 ゾンビー
φ5.9×15㎝（300㏄）（96入）
690円

タ632-067 
B05124 タンブラー
φ8.2×9㎝（220㏄）（96入）
650円

タ632-077 
B05125 タンブラー
φ7.1×7.8㎝（135㏄）（120入）
580円

タ632-087 
07116 オンザロック
φ7.4×8.8㎝（275㏄）（96入）
880円

タ632-157 
00348 タンブラー
φ6.2×10.6㎝（230㏄）（120入）
510円

タ632-097 
07105 一口ビール
φ5.2×9.5㎝（140㏄）（120入）
860円

タ632-167 
08209 オンザロック
φ7.4×8.5㎝（240㏄）（96入）
850円

タ632-127 
07110 タンブラー
φ6.7×12㎝（315㏄）（72入）
920円

タ632-197 
08208 タンブラー
φ6.7×11.3㎝（260㏄）（96入）
850円

タ632-137 
07111 ゾンビー
φ5.9×15㎝（305㏄）（96入）
1,030円

タ632-207 
08210 タンブラー
φ7×11.9㎝（295㏄）（72入）
860円

タ632-147 
07113 ゾンビー
φ6.2×16.4㎝（360㏄）（60入）
1,030円

タ632-217 
07115 タンブラー
φ6.8×13.7㎝（360㏄）（60入）
990円

タ632-227 
08406 タンブラー
φ5.5×11㎝（180㏄）（120入）
970円

タ632-237 
08408 タンブラー
φ6×12㎝（240㏄）（96入）
1,030円

タ632-247 
08410 タンブラー
φ6.5×12.8㎝（300㏄）（72入）
1,060円

タ632-257 
05061 オンザロック
φ7.2×9.3㎝（270㏄）（72入）
720円

タ632-267 
05062 タンブラー
φ6×11.8㎝（235㏄）（96入）
700円

タ632-277 
05063 タンブラー
φ6.5×12.8㎝（300㏄）（72入）
720円

タ632-287 
05064 ロングタンブラー
φ6.8×15.8㎝（435㏄）（60入）
790円

タ632-297 
フィヨルド9オンスタンブラー
φ8.2×9.5㎝（275㏄）（60入）
970円

タ632-307 
フィヨルド11オンスタンブラー
φ8.6×10.5㎝（340㏄）（60入）
1,040円

タ632-317 
フィヨルド10オンスタンブラー
φ7.4×12.3㎝（285㏄）（60入）
990円

タ632-327 
フィヨルド12オンスタンブラー
φ8×13.4㎝（375㏄）（60入）
1,060円

タ632-337 
フィヨルド15オンスタンブラー
φ8.2×15.2㎝（460㏄）（60入）
1,100円

タ632-347 
MSB02 タンブラー
φ7.8×10.9㎝（300㏄）（60入）
740円

タ632-357 
MSB01 タンブラー
φ9×12.6㎝（475㏄）（48入）
990円

タ632-107 
07106 タンブラー
φ5.8×10㎝（180㏄）（120入）
860円

タ632-177 
08205 一口ビール
φ5.7×9.7㎝（155㏄）（120入）
760円

タ632-117 
07108 タンブラー
φ6.3×11㎝（245㏄）（96入）
880円

タ632-187 
08206 タンブラー
φ6.1×10.4㎝（190㏄）（120入）
780円
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タ633-017 
00446 タンブラーボビン
φ6.7×9.5㎝（250㏄）（120入）
470円

タ633-027 
00445 タンブラーボビン
φ6.7×8㎝（200㏄）（120入）
450円

タ633-037 
00446 ESLタンブラー
φ6.7×9.5㎝（250㏄）（120入）
490円

タ633-047 
00368 タンブラー
φ7.1×8.7㎝（240㏄）（96入）
470円

タ633-057 
00368 SFタンブラー
φ7.1×8.7㎝（240㏄）（96入）
500円

タ633-067 
08004 SSタンブラー
φ6.9×7.6㎝（210㏄）（96入）
470円

タ633-077 
08004 SFタンブラー
φ6.9×7.6㎝（210㏄）（96入）
470円

タ633-087 
08309 オンザロック
φ7.1×8.2㎝（235㏄）（96入）
980円

タ633-097 
パブ9タンブラー
φ7.2×8.7㎝（245㏄）（96入）
490円

タ633-107 
パブ9タンブラーBL
φ7.2×8.7㎝（245㏄）（96入）
500円

タ633-117 
00346 タンブラー
φ6.7×9.5㎝（250㏄）（120入）
470円

タ633-127 
00345 タンブラー
φ6.7×8㎝（200㏄）（120入）
450円

タ633-137 
01108 タンブラー
φ6.4×10㎝（210㏄）（120入）
450円

タ633-147 
01106 タンブラー
φ6×9.3㎝（170㏄）（120入）
430円

タ633-157 
05100 タンブラー
φ6.4×11.9㎝（275㏄）（96入）
540円

タ633-167 
05105 タンブラー
φ5.3×10.4㎝（160㏄）（120入）
500円

タ633-177 
08319 タンブラー
φ6.1×12.2㎝（270㏄）（72入）
980円

タ633-247 
ピチカート14タンブラー
φ8.7×13.5㎝（420㏄）（48入）
1,030円

タ633-317 
えくぼロングタンブラー
φ9.6×14.5㎝（490㏄）（36入）
1,590円

タ633-187 
08310 タンブラー
φ6.4×12.5㎝（315㏄）（72入）
980円

タ633-257 
ピチカート12タンブラー
φ8.4×13㎝（360㏄）（48入）
990円

タ633-327 
えくぼタンブラー
φ8.5×11.3㎝（300㏄）（48入）
1,390円

タ633-197 
08308 タンブラー
φ5.9×11.5㎝（240㏄）（96入）
960円

タ633-267 
ピチカート10タンブラー
φ7.8×12.8㎝（305㏄）（48入）
730円

タ633-337 
えくぼオンザロック
φ9.2×9.5㎝（310㏄）（48入）
1,390円

タ633-207 
08306 タンブラー
φ5.5×10.7㎝（190㏄）（120入）
920円

タ633-277 
ピチカート8タンブラー
φ8.5×9.1㎝（240㏄）（72入）
690円

タ633-347 
35806 フロート
7.4×16.5㎝･310㏄（72入）
1,040円

タ633-217 
08305 一口ビール
φ5.1×10㎝（150㏄）（120入）
900円

タ633-287 
ピチカート6タンブラー
φ7.8×8.3㎝（178㏄）（72入）
650円

タ633-357 
35803 ジュース
φ7×12.5㎝（230㏄）（72入）
1,090円

タ633-227 
01110 タンブラー
φ7.1×11.7㎝（275㏄）（96入）
470円

タ633-297 
B45101 フリーグラス
φ7.9×9.2㎝（295㏄）（72入）
620円

タ633-367 
33030 ゴブレット
φ8.2×15.4㎝（340㏄）（48入）
1,100円

タ633-237 
B33102 タンブラー
φ7.2×10.4㎝（240㏄）（96入）
580円

タ633-307 
B45102 タンブラー
φ7.9×10.3㎝（325㏄）（72入）
620円
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タ634-017 
P52107 タンブラー
φ8.3×8.9㎝（225㏄）（60入）
630円

タ634-087 
彩生活8タンブラー
φ8.3×8.9㎝（220㏄）（60入）
830円

タ634-157 
みなもフリーグラスS
φ8.6×8㎝（230㏄）（72入）
1,100円

タ634-227 
P57106 タンブラー
φ7.2×7.2㎝（200㏄）（60入）
750円

タ634-297 
B09107 デザートボール
φ10×6㎝（230㏄）（60入）
790円

タ634-027 
P52109 タンブラー
φ9.1×9.8㎝（305㏄）（48入）
880円

タ634-097 
彩生活10タンブラー
φ9.1×9.8㎝（305㏄）（48入）
990円

タ634-167 
みなもフリーグラスL
φ9.1×9.5㎝（310㏄）（48入）
1,100円

タ634-237 
P57112 タンブラー
φ8.6×12.5㎝（370㏄）（48入）
1,150円

タ634-307 
B09106 デザートボール
φ9.2×6.5㎝（185㏄）（60入）
790円

タ634-037 
P52106 タンブラー
φ8.9×12.3㎝（370㏄）（48入）
990円

タ634-107 
彩生活12タンブラー
φ8.9×12.3㎝（370㏄）（36入）
1,100円

タ634-177 
みなもロングタンブラー
φ8.8×13.3㎝（390㏄）（36入）
1,330円

タ634-247 
P57116 タンブラー
φ9.1×13.8㎝（480㏄）（48入）
1,240円

タ634-317 
香ロックグラス
φ9×8.8㎝（325㏄）（48入）
1,390円

タ634-047 
スパッシュフリーグラスクリア
φ8.1×8.2㎝（210㏄）（60入）
600円

タ634-117 
スリールフリーグラス
φ8.3×8㎝（270㏄）（72入）
780円

タ634-187 
ポッテフリーグラスS
φ7.2×7.3㎝（185㏄）（72入）
620円

タ634-257 
ルミエールフリーグラス
φ8×8.3㎝（240㏄）（72入）
630円

タ634-327 
香タンブラー
φ8.6×13㎝（475㏄）（48入）
1,390円

タ634-057 
スパッシュフリーグラスGG
φ8.1×8.2㎝（210㏄）（60入）
750円

タ634-127 
スリール6タンブラー
φ6.7×8.8㎝（180㏄）（72入）
740円

タ634-197 
ポッテフリーグラスM
φ7.7×8.3㎝（240㏄）（72入）
700円

タ634-267 
ルミエールタンブラー
φ7.2×11.2㎝（270㏄）（72入）
630円

タ634-337 
ラフト8タンブラー
φ7.7×10.4㎝（240㏄）（72入）
800円

タ634-067 
スパッシュフリーグラスAQ
φ8.1×8.2㎝（210㏄）（60入）
750円

タ634-137 
スリール9タンブラー
φ7.7×10.2㎝（285㏄）（72入）
780円

タ634-207 
00366 タンブラー
φ6.8×8㎝（200㏄）（120入）
470円

タ634-277 
ルミエールロングタンブラー
φ7.8×12.2㎝（355㏄）（72入）
630円

タ634-347 
ラフトアイスコーヒー
φ8.6×11.6㎝（350㏄）（60入）
1,000円

タ634-077 
スパッシュフリーグラスSS
φ8.1×8.2㎝（210㏄）（60入）
750円

タ634-147 
スリール12タンブラー
φ8.2×11.5㎝（370㏄）（72入）
850円

タ634-217 
00367 タンブラー
φ6.8×9.5㎝（240㏄）（120入）
490円

タ634-287 
マリオタンブラー
φ7.3×13.5㎝（370㏄）（60入）
990円

タ634-357 
ラフトジュース
φ7.9×12.9㎝（335㏄）（60入）
1,000円
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タ635-287 
36201 パフェ
φ9×11.6㎝（195㏄）（48入）
1,130円

タ635-227 
33031 アイスクリーム
φ9.6×8㎝（240㏄）（72入）
1,080円

タ635-297 
35812 ミニパフェ
φ7.4×9㎝（120㏄）（72入）
1,010円

タ635-237 
35301 サンデー
φ10×9㎝（270㏄）（72入）
1,240円

タ635-307 
35813 パフェ
φ8.6×11㎝（200㏄）（48入）
1,140円

タ635-247 
35302 サンデー
φ11.7×8.7㎝（48入） 
1,520円

タ635-317 
36202 デザート
φ9×8.5㎝（170㏄）（60入）
1,030円

タ635-257 
36203 花ブチパフェ
φ10.6×11.6㎝（48入）
1,350円

タ635-327 
32831 アイスクリーム
φ9.4×8.4㎝（180㏄）（60入）
1,280円

タ635-267 
35802 パフェ
φ11.2×13.7㎝（48入）
1,520円

タ635-337 
30G67 ソルベ
φ8.4×7.8㎝（135㏄）（60入）
1,670円

タ635-277 
35801 パフェ
φ9.6×14㎝（235㏄）（48入）
1,240円

タ635-017 
純米酒冷酒ぐらす
φ6.3×9.1㎝（105㏄）（72入）
1,190円

タ635-087 
07603 杯
φ5×8.5㎝（70㏄）（96入）
670円

タ635-157 
B40103 冷酒グラス
φ6.3×5.9㎝（100㏄）（96入）
790円

タ635-027 
吟醸酒冷酒ぐらす
φ6×10.2㎝（105㏄）（72入）
1,190円

タ635-097 
天開60
φ5.1×8.3㎝（60㏄）（144入）
430円

タ635-167 
T16108 冷酒グラス
φ6×6.1㎝（100㏄）（72入）
780円

タ635-037 
生酒冷酒ぐらす
φ6×11.2㎝（105㏄）（72入）
1,190円

タ635-107 
天開100
φ6×9.8㎝（100㏄）（120入）
450円

タ635-177 
B00310 冷酒グラス
φ5.8×6.3㎝（70㏄）（72入）
670円

タ635-047 
J39829 杯
φ5.8×9㎝（65㏄）（120入）
720円

タ635-117 
J09112 杯
φ6.4×10㎝（110㏄）（120入）
630円

タ635-187 
B00311 杯
φ5.8×6.5㎝（85㏄）（96入）
600円

タ635-057 
30809 杯
φ5.7×8㎝（115㏄）（144
入）670円

タ635-127 
08906 タンブラー
φ6.1×9.4㎝（190㏄）（120入）
510円

タ635-197 
J09126 杯
φ6.6×6.6㎝（110㏄）（120入）
680円

タ635-067 
J00301 杯
φ5.6×6.5㎝（70㏄）（120入）
490円

タ635-137 
09105 タンブラー
φ6×7.3㎝（145㏄）（120入）
490円

タ635-207 
07600 杯
φ7.4×8㎝（130㏄）（96入）
920円

タ635-077 
J00300 杯
φ6.8×7.8㎝（125㏄）（120入）
630円

タ635-147 
B00312 日本酒グラス
φ6.6×8.7㎝（200㏄）（72入）
540円

タ635-217 
ナック冷茶
φ8.8×6.2㎝（185㏄）（96入）
790円
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ミ636-017 
マディソン ワイン ブルゴーニュ
8×20.9㎝･650㏄（24入）（タイ製）
1,450円

ミ636-087 
サンテ ブルゴーニュワイン
7.4×21.2㎝･635㏄（24入）（タイ製）
1,250円

ミ636-157 
レキシントン カクテル
10×16㎝･205㏄（48入）（タイ製）
1,200円

ミ636-227 
ビバフシティドピア 420ml
7×24㎝･420㏄（24入）（タイ製）
1,380円

ミ636-297 
コネクション ハイボール 350ml
7×15㎝･350㏄（48入）（タイ製）
750円

ミ636-027 
マディソン 赤ワイン
6.4×22.4㎝･425㏄（24入）（タイ製）
1,400円

ミ636-097 
サンテ 赤ワイン
6.1×22.5㎝･420㏄（24入）（タイ製）
1,250円

ミ636-167 
レキシントン フルートシャンパン
4.6×21㎝･185㏄（48入）（タイ製）
1,200円

ミ636-237 
ロイヤルビア 355ml
7.1×22㎝･355㏄（24入）（タイ製）
1,080円

ミ636-307 
タンブラー 355ml
6.4×15㎝･355㏄（72入）（タイ製）
560円

ミ636-037 
マディソン ワイン ボルドー
7.2×22.4㎝･600㏄（24入）（タイ製）
1,450円

ミ636-107 
サンテ 白ワイン
5.8×21.3㎝･340㏄（24入）（タイ製）
1,250円

ミ636-177 
コネクション カクテル 215ml
9.8×16.5㎝･215㏄（48入）（タイ製）
1,350円

ミ636-247 
ピルスナー 315ml
8.1×17.3㎝･315㏄（48入）（タイ製）
680円

ミ636-317 
ティアラ タンブラー 465ml
8.2×14.5㎝･465㏄（48入）（タイ製）
680円

ミ636-047 
マディソン 白ワイン
6×21㎝･350㏄（24入）（タイ製）
1,400円

ミ636-117 
サンテ ウォーター 405ml
6.2×16.8㎝･405㏄（24入）（タイ製）
1,250円

ミ636-187 
コネクション シャンパン 215ml
9.5×14.5㎝･215㏄（48入）（タイ製）
1,350円

ミ636-257 
ピルスナー 340ml
7.8×16㎝･340㏄（48入）（タイ製）
650円

ミ636-327 
ティアラ タンブラー 355ml
7.5×13.4㎝･355㏄（48入）（タイ製）
580円

ミ636-057 
マディソン カクテル285ml
12×19.2㎝･285㏄（24入）（タイ製）
1,520円

ミ636-127 
サンテ フルートシャンパン 210ml
4.5×22.9㎝･210㏄（24入）（タイ製）
1,250円

ミ636-197 
レキシントン 赤ワイン
6.8×19.5㎝･315㏄（48入）（タイ製）
1,200円

ミ636-267 
コネクション ロック 350ml
8.5×9㎝･350㏄（48入）（タイ製）
750円

ミ636-337 
マディソン ハイボール 390ml
6.6×11㎝･390㏄（48入）（タイ製）
930円

ミ636-067 
マディソン フルートシャンパン
4.6×23㎝･210㏄（24入）（タイ製）
1,400円

ミ636-137 
サルサ フルートシャンパン 165ml
4.8×22.4㎝･165㏄（48入）（タイ製）
1,400円

ミ636-207 
レキシントン 白ワイン
5.4×18㎝･240㏄（48入）（タイ製）
1,200円

ミ636-277 
カリスマ ロック 340ml
7.8×8.5㎝･340㏄（48入）（タイ製）
700円

ミ636-347 
タンブラー 280ml
6.4×12㎝･280㏄（72入）（タイ製）
460円

ミ636-077 
ダッチェス フルートシャンパン
4.8×21㎝･165㏄（48入）（タイ製）
1,050円

ミ636-147 
サルサ カクテル 210ml
4.8×17.1㎝･210㏄（48入）（タイ製）
1,400円

ミ636-217 
レキシントン ゴブレット 370ml
6.2×20.3㎝･370㏄（48入）（タイ製）
1,200円

ミ636-287 
スタジオ ロック 345ml
9.7×9.7㎝･345㏄（48入）（タイ製）
600円

ミ636-357 
マディソン ロック 395ml
6.6×8.5㎝･395㏄（48入）（タイ製）
930円
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イ637-017 
スタンダード ワイン 435
φ6.5×20.7㎝（435㏄）（24入）（トルコ）
960円

イ637-087 
スタンダード ビール 320
φ8×18㎝（320㏄）（24入）（トルコ）
660円

イ637-157 
スタンダード ビール 415
φ6.9×19.9㎝（415㏄）（24入）（トルコ）
800円

イ637-227 
ショートタンブラー 390
φ8.9×9.5㎝（390㏄）（12入）（トルコ）
820円

イ637-297 
スタンダード タンブラー 94
φ4.6×9.3㎝（94㏄）（12入）（トルコ）
400円

イ637-027 
スタンダード ワイン 355
φ6.1×20.1㎝（355㏄）（24入）（トルコ）
940円

イ637-097 
パルテノン カクテル 238
φ11.7×15㎝（238㏄）（24入）（トルコ）
1,140円

イ637-167 
スタンダード タンブラー 350
φ6.3×17㎝（350㏄）（12入）（トルコ）
720円

イ637-237 
ショートタンブラー 315
φ8.3×9.4㎝（315㏄）（12入）（トルコ）
800円

イ637-307 
スタンダード タンブラー 60
φ3.7×9.8㎝（60㏄）（48入）（トルコ）
400円

イ637-037 
スタンダード ワイン 255
φ5.6×18.8㎝（255㏄）（24入）（トルコ）
940円

イ637-107 
スタンダード ワイン（L） 300
φ7.6×12.3㎝（300㏄）（12入･強）（トルコ）
1,120円

イ637-177 
スタンダード タンブラー 330
φ6.3×15.7㎝（330㏄）（24入）（トルコ）
680円

イ637-247 
ショートタンブラー 220
φ7.4×8.8㎝（220㏄）（48入）（トルコ）
500円

イ637-317 
ショットグラス 60
φ5.2×8.9㎝（60㏄）（12入）（トルコ）
440円

イ637-047 
スタンダード フルートシャンパン 220
φ4.9×23.5㎝（220㏄）（24入）（トルコ）
940円

イ637-117 
スタンダード ワイン（M） 220
φ7×11.2㎝（220㏄）（12入･強）（トルコ）
1,040円

イ637-187 
スタンダード タンブラー 360
φ6.8×15㎝（360㏄）（12入）（トルコ）
600円

イ637-257 
アイスクリームカップ 
φ8.5×8.7㎝（24入）（トルコ）
560円

イ637-327 
ショットグラス 40
φ4.4×7.1㎝（40㏄）（72入）（トルコ）
400円

イ637-057 
パルテノン ワイン（M） 245
φ8.3×17.7㎝（245㏄）（24入）（トルコ）
1,200円

イ637-127 
スタンダード ワイン（S） 175
φ6.5×10.4㎝（175㏄）（12入･強）（トルコ）
1,020円

イ637-197 
スタンダード タンブラー 290
φ6×16.6㎝（290㏄）（48入）（トルコ）
500円

イ637-267 
スタンダード タンブラー 175
φ6.9×8㎝（175㏄）（48入）（トルコ）
420円

イ637-337 
ショットグラス 25
φ4.4×7.1㎝（25㏄）（24入）（トルコ）
360円

イ637-067 
パルテノン ワイン（S） 190
φ7.8×16.2㎝（190㏄）（24入）（トルコ）
1,160円

イ637-137 
高台アイスクリームカップ 
φ10×8.1㎝（36入）（トルコ）
760円

イ637-207 
スタンダード タンブラー 220
φ5.4×15.2㎝（220㏄）（12入）（トルコ）
500円

イ637-277 
スタンダード タンブラー 160
φ5.6×10㎝（160㏄）（48入）（トルコ）
440円

イ637-347 
スタンダード ショットグラス 53
φ4.5×6.8㎝（53㏄）（12入）（トルコ）
380円

イ637-077 
パルテノン リキュール 49
φ5.5×10.5㎝（49㏄）（24入）（トルコ）
860円

イ637-147 
カップ 10㎝ 
φ10.6×8.7㎝（12入）（トルコ）
1,040円

イ637-217 
スタンダード タンブラー 290
φ6.3×14.1㎝（290㏄）（48入）（トルコ）
500円

イ637-287 
ショットグラス 85
φ5.9×7㎝（85㏄）（24入）（トルコ）
420円

イ637-357 
ショットグラス 30
φ5×5.9㎝（30㏄）（12入）（トルコ）
340円

イ637-367 
ショットグラス 45
φ5×5.9㎝（45㏄）（12入）（トルコ）
420円
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ワ638-017 
立方体　L
101×101×H101㎝･591㏄（12入）（メキシコ）
900円

ワ638-067 
エスプレッソ カップ
φ68（M85）×H58㎝･80㏄（24入）（イタリア）
560円

ワ638-027 
立方体　M
88×88×H85㎝･355㏄（12入）（メキシコ）
740円

ワ638-077 
ダブルウォール コーヒーカップ耐熱
φ65（M88）×H65㎝･85㏄（2×6入）（中国）
2,180円

ワ638-037 
立方体　S
71×71×H76㎝･222㏄（12入）（メキシコ）
540円

ワ638-087 
Aスタックボール10
φ100×H41㎝･165㏄（36入）（中国）
500円

ワ638-047 
ミディアム ブロック
58×58×H58㎝･115㏄（4×12入）（中国）
840円

ワ638-097 
カップ200
φ82×H58㎝･220㏄（12入）（スペイン）
540円

ワ638-057 
スモール ブロック
48×48×H48㎝･60㏄（8×9入）（中国）
720円

ワ638-107 
カクテルミニ 90
φ77×H97㎝･90㏄（12入）（中国）
960円

ワ638-117 
ボール115
★φ115×H49㎝（6×4入）（トルコ）
570円

ワ638-177 
デザート220
φ110×H91㎝･225㏄（12入）（イタリア）
740円

ワ638-237 
デザート350
φ110×H140㎝･350㏄（6入）（イタリア）
1,350円

ワ638-127 
デザートウェア100
φ93×H57㎝･104㏄（48入）（メキシコ）
730円

ワ638-187 
ミニデザートボウル220
φ110×H60㎝･225㏄（12入）（イタリア）
810円

ワ638-247 
サンデー210
φ125×H100㎝･210㏄（6×4入）（フランス）
1,480円

ワ638-137 
デザートウェア80
φ77×H68㎝･80㏄（12入）（中国）
1,090円

ワ638-197 
アイスクリームカップ120
φ87×H90㎝･120㏄（6×4入）（フランス）
760円

ワ638-257 
カラフェ・カクテルグラス
φ104（M105）×H96㎝･166㏄（12入）（アメリカ）
1,870円

ワ638-147 
アイスクリーム100
φ85×H66㎝･100㏄（12入）（イタリア）
660円

ワ638-207 
ダブルウォールガラス耐熱90
φ70（M95）×H48㎝･90㏄（6×6入）（中国）
1,340円

ワ638-267 
サンデーL350
φ115×H93㎝･350㏄（6×4入）（フランス）
1,300円

ワ638-157 
アイスクリーム150
φ95×H74㎝･150㏄（12入）（イタリア）
760円

ワ638-217 
ダブルウォールガラス耐熱110
φ63（M74）×H63㎝･115㏄（2×6入）（中国）
1,720円

ワ638-277 
ジュニアデザート220
φ102×H86㎝･220㏄（12入）（イタリア）
880円

ワ638-167 
アイスクリーム130
φ95×H75㎝･130㏄（6×12入）（中国）
620円

ワ638-227 
アイスクリームカップ40
φ60×H62㎝･40㏄（12×4入）（フランス）
510円

ワ638-287 
ガラス小鉢290
φ110×H67㎝･298㏄（12入）（メキシコ）
820円



洋
陶
単
品

639

スープカップ

コーヒー

マグカップ

洋陶小物

カトラリー

しゃもじ・お玉・
スプーン・フォーク

ガラス製品

レンジ食器
（グラタン）

Glassware ガラス製品

077

087

097

177

187
197

207

217

227

237
247

257

267

107

117

127

137

157

147 167

ワ639-017 
ドレッシング170
φ40（M73）×H140㎝･177㏄（12入）（メキシコ）
1,560円

ワ639-027 
ドレッシング280
φ41（M88）×H163㎝･280㏄（6入）（アメリカ）
1,500円

ワ639-037 
キャンドルホルダー
φ50×H38㎝･40㏄（24入）（フランス）
360円

ワ639-047 
Eスタックボール6
φ60×H27㎝･40㏄（6×6入）（中国）
300円

ワ639-057 
Eスタックボール7
φ75×H34㎝･60㏄（36入）（中国）
360円

ワ639-067 
ジャム瓶小
φ56（M62）×H65㎝･80㏄（105入）
360円

ワ639-077 ナミガタ水差し1500
φ100（M143）×H225㎝･1575㏄（6入）（中国） 1,870円
ワ639-087 エンスイ水差し1500
φ103（M143）×H235㎝･1545㏄（6入）（中国） 1,870円
ワ639-097 水差し1000
φ107（M150）×H200㎝･1210㏄（6入）（中国） 2,030円

ワ639-107 水差し メモリ1.0
φ105（M151）×H186㎝･1155㏄（6入）（イタリア） 1,730円
ワ639-117 水差し メモリ0.5
φ87（M125）×H145㎝･620㏄（12入）（イタリア） 1,300円
ワ639-127 水差し メモリ0.25
φ73（M104）×H115㎝･300㏄（12入）（イタリア） 1,100円

ワ639-137 ジョッキ メモリ0.4
φ84（M131）×H183㎝･500㏄（6入）（イタリア） 1,360円
ワ639-147 ジョッキ メモリ0.2
φ70（M113）×H153㎝･265㏄（6入）（イタリア） 1,040円
ワ639-157 ビアマグ560
φ80（M131）×H149㎝･560㏄（6入）（イタリア） 1,500円
ワ639-167 ジョッキマグ300
φ76（M115）×H95㎝･300㏄（36入）（フランス） 900円

ワ639-177 カラフェ メモリ1.0
φ93（M108）×H262㎝･1184㏄（6入）（イタリア） 2,030円
ワ639-187 カラフェ メモリ0.5
φ80（M85）×H235㎝･600㏄（12入）（イタリア） 1,500円
ワ639-197 カラフェ メモリ0.25
φ65（M69）×H190㎝･300㏄（12入）（イタリア） 1,020円

ワ639-207 オイル・ソース・ヴィネガー角ボトル200
40×40×H258㎝･200㏄（40入）（中国） 1,250円
ワ639-217 オイル・ソース・ヴィネガー丸ボトル150
φ25（M47）×H225㎝･150㏄（40入）（中国） 1,000円
ワ639-227 オイル・ソース・ヴィネガー角ボトル180
φ25（M55）×H205㎝･180㏄（48入）（中国） 1,000円
ワ639-237 オイル・ソース・ヴィネガー角ボトル150
40×40×H215㎝･150㏄（54入）（中国） 1,200円

ワ639-247 ピッチャー 2000
φ145×H258㎝･2000㏄（6入）（フランス） 2,800円
ワ639-257 ピッチャー 1000
φ88（M125）×H243㎝･1165㏄（6入）（中国） 1,870円
ワ639-267 ピッチャー 500
φ77（M125）×H158㎝･717㏄（6入）（中国） 1,480円
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ワ640-017 台付ボール30 ★φ300×H122㎝･1900㏄（1×4入）（トルコ） 4,500円 ワ640-027 台付プレート32 ★φ325×H69㎝（1×4入）（トルコ） 4,350円

ワ640-037 しずくプレート32 φ320×H24㎝（6×2入）（トルコ） 3,100円
ワ640-047 しずくプレート28 φ280×H24㎝（6×2入）（トルコ） 2,800円
ワ640-057 しずくプレート21 φ210×H21㎝（6×2入）（トルコ） 1,720円

ワ640-067 ドットボール13.5 φ135×H45㎝（6×4入） 1,580円
ワ640-077 ドットボール12.0 φ120×H44㎝（6×8入） 1,370円
ワ640-087 ドットボール9.0 φ90×H39㎝（8×4入） 1,240円

ワ640-097 ゴルドプレート28 ★φ280×H16㎝（6×2入）（トルコ） 2,800円
ワ640-107 ゴルドプレート24 ★φ240×H16㎝（6×2入）（トルコ） 2,340円
ワ640-117 ゴルドプレート21 ★φ210×H16㎝（6×4入）（トルコ） 2,030円

ワ640-127 ギンガプレート28 ★φ280×H20㎝（4×3入）（中国） 2,800円
ワ640-137 ギンガプレート24 ★φ240×H20㎝（6×6入）（中国） 2,030円
ワ640-147 ギンガプレート21 ★φ210×H20㎝（6×6入）（中国） 1,500円


