
SINCE 1913SINCE 1913SINCE 1913SINCE 1913

2021 8本カタログ掲載の写真・内容等全ての無断転載・複製・複写することを堅く禁じます。

TABLE WARE
GIFT COLLECTION

SPRING & SUMMER 2021SPRING & SUMMER 2021

TABLE WARE
GIFT COLLECTION

SPRING & SUMMER 2021SPRING & SUMMER 2021



LA20-13T
タオル付ペアマグセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 24
●内容：マグ×2、タオル（34×35㎝）×1
 ●箱サイズ：325×120×95㎜ 約650g
●4979855139226 中国製  

LA20-239
プレート6枚セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：16㎝プレート×6
 ●箱サイズ：200×200×80㎜ 約1,350g
●4979855139240 中国製  

LA20-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1　
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855139257 中国製  

LA20-3
ペアカフェセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：カップ×2、ソーサー×2、

16㎝プレート×2
 ●箱サイズ：170×180×130㎜ 約1,300g
●4979855139264 中国製  

LA20-2
5客コーヒーセット
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 8
●内容：カップ×5、ソーサー×5
 ●箱サイズ：275×250×100㎜ 約2,000g
●4979855139271 中国製  

ローラ アシュレイは 1953 年にロンドンで

誕生した英国のブランドです。オリジナルテ

キスタイルを中心に活動的な現代女性のラ

イフスタイルに合わせた様々なデザインのレ

ディスウェアと、オーダーメイドカーテンや

ソファをはじめ、心地よいくつろぎのお部屋作

りを提案するほか、ギフトに最適な陶器やイン

テリア製品などを展開しています。
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LA10-2
5客コーヒーセット
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 8
●内容：カップ×5、ソーサー×5
 ●箱サイズ：275×250×100㎜ 約2,000g
●4979855139097 中国製  

LA10-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855139073 中国製  

LA10-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 12
●内容：16㎝プレート×5
 ●箱サイズ：200×200×80㎜ 約1,150g
●4979855139028 中国製  

LA10-1T
タオル付ペアコーヒーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：カップ×2、ソーサー×2、
　タオル（34×35㎝）×1
 ●箱サイズ：265×175×90㎜ 約900g
●4979855139035 中国製  

タオル付ペアコーヒーセット
（本体￥3,000） 16

●内容：カップ×2、ソーサー×2、

LA10-13T
タオル付ペアマグセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 24
●内容：マグ×2、タオル（34×35㎝）×1
 ●箱サイズ：325×120×95㎜ 約650g
●4979855139011 中国製  

タオル付ペアマグセット
（本体￥2,500） 24

●内容：マグ×2、タオル（34×35㎝）×1
 ●箱サイズ：325×120×95㎜ 約650g

LA30-153
ペアケーキプレートセット
税込価格￥3,850 （本体￥3,500） 24
●内容：19.5㎝プレート×2
 ●箱サイズ：205×205×35㎜ 約700g
●4979855139318 日本製  

LA30-13
ペアマグセット
税込価格￥4,400 （本体￥4,000） 30
●内容：マグ×2　
 ●箱サイズ：205×100×85㎜ 約500g
●4979855139325 日本製  

LA30-1
ペアコーヒーセット
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 18
●内容：カップ×2、ソーサー×2
 ●箱サイズ：165×165×105㎜ 約750g
●4979855139332 日本製  
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1932年、NINA R ICC Iはパリにオートクチュールメゾンを創設。

ブランド創設85周年を記念して製作された花柄をモチーフとした

フェミニンで上品なシリーズです。

NR120-17
モーニングペアセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：マグ×2、16㎝プレート×2
 ●箱サイズ：175×185×140㎜ 約1,100g
●レンジOK
●4979855205150 日本製  

NR120-72
ファイブボウルセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：12.5㎝ボウル×5
 ●箱サイズ：140×140×135㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855205167 日本製

NR120-52
ベリーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 10
●内容：16㎝プレート×5、24.5㎝プレート×1
 ●箱サイズ：270×260×105㎜ 約2,000g
●レンジOK
●4979855205174 日本製

NR120-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855205204 日本製（フタ：中国製  ）
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ファイブボウルセット
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NR130-H10
コーヒーヒメ10ピースセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 48
 ●内容：コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5
●箱サイズ：275×160×20㎜ 約260g
●4979855205358 日本製  

NR130-T12
ティータイム12ピースセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 48
  ●内容：コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5、
　シュガースプーン×1、バターナイフ×1
●箱サイズ：275×160×20㎜ 約300g
●4979855205365 日本製  

NR110-13P
トレー付ペアマグセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：ガラスプレート×1、マグ×2
 ●箱サイズ：215×165×115㎜ 約900g
●4979855205082 中国製  

NR110-6
トレー付ペアコーヒーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：ガラスプレート×1、カップ×2、ソーサー×2
 ●箱サイズ：215×165×115㎜ 約1,100g
●4979855205099 中国製

NR110-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジM×1、レンジS×3
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855205105 中国製  

NR110-13
ペアマグセット
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 30
●内容：マグ×2
 ●箱サイズ：180×90×95㎜ 約600g
●4979855205075 中国製  

NR130-S15
スナック15ピースセット
税込価格￥3,850 （本体￥3,500） 24
●内容：コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5、
　アイスクリームスプーン×5
●箱サイズ：300×200×45㎜ 約450g
●4979855205372 日本製  
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MC1300-135
豆皿3枚揃
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 24
●内容：9㎝豆皿×3
 ●箱サイズ：285×100×30㎜ 約250g
●レンジOK
●4979855504536 日本製  

MC1300-82-S3
トリオレンジセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 20
●内容：レンジS×3
 ●箱サイズ：  295×115×65㎜ 約850g
●レンジOK
●4979855504543 日本製  （フタ：中国製）

MC1300-127
豆皿揃
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 24
●内容：9㎝豆皿×5
 ●箱サイズ：310×210×30㎜ 約500g
●レンジOK
●4979855504550 日本製  

MC1300-158
豆皿付ペアマグセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：9㎝豆皿×2、マグ×2
 ●箱サイズ：200×100×105㎜ 約650g
●レンジOK
●4979855504567 日本製  

MC1300-190H
木箱入小皿4枚組
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 20
●内容：14㎝プレート×4、木箱×1
 ●箱サイズ：    165×165×65㎜ 約800g
●レンジOK
●4979855504574 日本製  （木箱：中国製）

MC1300-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
 ●箱サイズ：  230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855504581 日本製（フタ：中国製）
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MB6201-82-3
レンジ3点セット 
税込価格￥2,750（本体￥2,500） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855504345 日本製（フタ：中国製）

MB6201-82-4
レンジ4点セット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855504352 日本製（フタ：中国製）

MB6201-13C
コースター付ペアマグセット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 24
●内容：マグ×2、木製コースター×2
●箱サイズ：205×120×100㎜ 約650g
●4979855504314 日本製（コースター：中国製）

MB6201-184
パスタプレートセット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 10
●内容：21㎝パスタプレート×4
●箱サイズ：215×225×75㎜ 約1,600g
●レンジOK
●4979855504369 日本製

MB6201-52
ベリーセット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 10
●内容：24㎝プレート×1、15.5㎝プレート×5
●箱サイズ：250×245×80㎜ 約1,500g
●レンジOK
●4979855504376 日本製

MB6201-2
5客コーヒーセット 
税込価格￥5,500（本体￥5,000） 8
●内容：カップ×5、ソーサー×5
●箱サイズ：310×235×90㎜ 約2,000g
●レンジOK
●4979855504383 日本製
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MB5201-150
組鉢
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：21㎝楕円鉢×2
●箱サイズ：220×175×100㎜ 約1,100g
●レンジOK
●4979855581346 日本製

ペアグラスセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 30 
●内容：グラス×2
●箱サイズ：170×95×100㎜ 約500g
●4979855140918 日本製

MG5400-22
ペアタンブラーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24 
●内容：ガラスタンブラー×2
●箱サイズ：165×125×90㎜ 約650g
●4979855140925 日本製

MG5400-15

冷
た
い
飲
み
物
を
入
れ
る
と

色
が
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わ
り
ま
す
。

MC1200-13P
トレー付ペアマグセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：ガラストレー×1、マグ×2
●箱サイズ：260×165×115㎜ 約900g
●4979855504215
　マグ：日本製、ガラストレー：中国製

MC1200-6
トレー付ペアコーヒーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）16
●内容：ガラストレー×1、カップ×2、ソーサー×2
●箱サイズ：260×165×115㎜ 約1,100g
●4979855504222
　碗皿：日本製、ガラストレー：中国製

MB5201-407
取分揃
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）10
●内容：27㎝大皿×1、16㎝小皿×5
●箱サイズ：290×300×75㎜ 約2,000g
●レンジOK
●4979855581377 日本製

MB5201-411
多用皿揃
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 8
●内容：21㎝深皿×5
●箱サイズ：225×235×100㎜ 約2,300g
●レンジOK
●4979855581384 日本製

MB5201-82-4
レンジ小鉢4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジＳ×3、レンジＬ×1
●箱サイズ：265×200×110㎜ 約1,400g
●レンジOK
●4979855581360 日本製（フタ：中国製）

MB5201-79
組皿
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：22㎝角皿×2、箸×2
●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,500g
●レンジOK
●4979855581391 日本製（箸：中国製）
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AM20 -TG03
タンブラーＭセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：タンブラーＭ×5
●箱サイズ：240×270×90㎜ 約1,300g
●4979855275511 日本製

料理教室エミーズ（東京・青山）

AM20-TS30
ペアオーバルボウル
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：21㎝オーバルボウル×2
●箱サイズ：225×165×130㎜ 約1,200g
●4979855279649 日本製

流行に敏感な女性たちから支持されている料理教室エミーズ
 （東京・青山）主宰のほか講演会、雑誌、TVなど幅広く活躍す
る料理研究家の井上絵美さんが2001年春に発表したオリジナル
ブランド。エプロン、リネン、食器、調理器具、バッグなど
日々の暮らしをより豊かに楽しくする生活雑貨の企画をご自身
が手がけています。

フリーボウル･ヴァリエ5
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：13㎝ボウル×5
●箱サイズ：275×150×120㎜ 約1,100g
●4979855277836 日本製

AM20-TS18

AM20 -TS21
コーヒー＆ティーヴァリエ5
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 10
●内容：カップ×5、16㎝プレート×5
●箱サイズ：295×265×110㎜ 約1,800g
●4979855277812 日本製
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FA80-13P
トレー付ペアマグセット 
税込価格￥2,750（本体￥2,500） 16
●内容：マグ×2、ガラスプレート×1
●箱サイズ：205×210×125㎜ 約1,000g
●4979855145821 日本製（ガラスプレート：中国製）

FA80-82-3
レンジ3点セット 
税込価格￥2,750（本体￥2,500） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855145838 日本製（フタ：中国製）

FA80-82-4
レンジ4点セット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855145845 日本製（フタ：中国製）

FA80-6
トレー付ペアコーヒーセット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 12
●内容：カップ×2、ソーサー×2、ガラスプレート×1
●箱サイズ：205×210×115㎜ 約1,300g
●4979855145852 日本製（ガラスプレート：中国製）

FA80-22
ペアロックグラスセット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 24
●内容：ロックグラス×2
●箱サイズ：185×120×95㎜ 約700g
●4979855145869 日本製

FA80-2
5客コーヒーセット 
税込価格￥5,500（本体￥5,000） 8
●内容：カップ×5、ソーサー×5
●箱サイズ：310×235×90㎜ 約2,000g
●レンジOK
●4979855145876 日本製
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FA20-H10
コーヒーヒメ10ピースセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）48
●内容：コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5
●箱サイズ：275×160×20㎜ 約260g
●4979855683651 日本製

FA20-T12
ティータイム12ピースセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）48
●内容：コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5、
　シュガースプーン×1、バターナイフ×1
●箱サイズ：275×160×20㎜ 約300g
●4979855683668 日本製

FA20-S15
スナック15ピースセット
税込価格￥3,850 （本体￥3,500）24
●内容：コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5、
　アイスクリームスプーン×5
 ●箱サイズ：300×200×45㎜ 約450g
●4979855683675 日本製

FA50-22
ペアフリーカップセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）36
●内容：フリーカップ×2
●箱サイズ：205×120×100㎜ 約350g
●4979855145579 日本製

FA60-22
ペアロックグラスセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）24
●内容：ロックグラス×2
●箱サイズ：185×120×95㎜ 約700g
●4979855145586 日本製

FA40-6
トレー付ペアコーヒーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）16
●内容：ガラスプレート×1、カップ×2、ソーサー×2
●箱サイズ：215×165×115㎜ 約1,100g
●4979855145562 
　カップ・ソーサー：日本製、ガラスプレート：中国製

FA40-13P
トレー付ペアマグセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：ガラスプレート×1、マグ×2  
●箱サイズ：215×165×115㎜ 約800g
●4979855145555
　マグ：日本製、ガラスプレート：中国製
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フィンレイソンは1820 年に創業された、北欧フィンランド最
古のテキスタイルブランド。創業と同時にフィンランド南西部
タンペレに設立された紡績工場の敷地内には、学校や図
書館、教会などをつくり、フィンランド最大の工業都市
を形成しました。1951 年にはフィンランドで最も早く自
社内にデザインアトリエを設立。CORONNA、TAIMI、
ELEFANTTI など50～ 60 年代に生まれたクラシック柄と、
そのシーズンのトレンドカラーやモチーフをとらえた魅力的
な新柄による、豊富なバリエーションを構成しています。

FIN50-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：15㎝プレート×5
●箱サイズ：170×165×60㎜ 約800g
●レンジOK
●4979855133446 日本製  

FIN50-185
ボウルセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 12
●内容：17㎝ボウル×4
●箱サイズ：180×190×95㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855133453 日本製  

FIN50-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855133460 日本製（フタ：中国製）

FIN50-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855133477 日本製（フタ：中国製）

FIN50-13C
コースター付ペアマグセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：マグ×2、木製コースター×2
●箱サイズ：205×120×100㎜ 約650g
●4979855133484 日本製（コースター：中国製）

FIN50-184
パスタプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：22㎝パスタプレート×4
●箱サイズ：215×225×75㎜ 約1,500g
●レンジOK
●4979855133491 日本製  

11
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FIN20-72
ファイブボウルセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）12
●内容：17㎝ボウル×5
●箱サイズ：185×180×95㎜ 約1,450g
●レンジOK
●4979855131473 日本製

FIN20-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）12
●内容：レンジＳ×3、レンジＭ×1
●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855131435 日本製（フタ：中国製）

FIN40-127H
木箱入豆皿揃
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）24
●内容：9㎝豆皿×5、木箱×1
●箱サイズ：220×325×35㎜ 約650g
●レンジOK
●4979855133248 日本製（木箱：中国製）

FIN30-52
ベリーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）12
●内容：21.5㎝プレート×1、14㎝プレート×5
 ●箱サイズ：235×225×80㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855131787 日本製

FIN40-57
角皿5枚組
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）12
●内容：12.5㎝角皿×5
●箱サイズ：140×270×45㎜ 約900g
●レンジOK
●4979855133224 日本製

FIN70-1
ペアカップ&ソーサーセット
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 16
●内容：カップ×2、13㎝プレート×2
 ●箱サイズ：165×170×105㎜ 約750g
●レンジOK
●4979855133927 日本製  

FIN70-13
ペアマグセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 30
●内容：マグ×2
 ●箱サイズ：185×95×95㎜ 約600g
●レンジOK
●4979855133910 日本製

FIN30-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：14㎝プレート×5
 ●箱サイズ：160×150×65㎜ 約750g
●レンジOK
●4979855131763 日本製

12
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MM1300-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：13.5㎝プレート×5
 ●箱サイズ：140×145×70㎜ 約750g
●レンジOK
●4979855270103 日本製  

箸置5個組
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 48
●内容：箸置×5
●箱サイズ：215×105×35㎜ 約160g
●4979855682012 中国製

MM670-403

MM2700-13
ペアマグセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 30
●内容：マグ×2
 ●箱サイズ：175×90×95㎜ 約500g
●レンジOK
●4979855262078 日本製  

MM2700-82-S3
トリオレンジセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 20
●内容：レンジS×3
 ●箱サイズ：295×115×65㎜ 約850g
●レンジOK
●4979855262085 日本製（フタ：中国製）

MM2700-190
プレート4枚セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：14㎝プレート×4
 ●箱サイズ：140×150×50㎜ 約720g
●レンジOK
●4979855262092 日本製  

MM2700-139
トリオパスタプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：パスタプレート×3
 ●箱サイズ：225×235×75㎜ 約1,100g
●レンジOK
●4979855262108 日本製  

MM2700-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855262115 日本製（フタ：中国製）

MM2700-127
ミニプレート5枚セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：9㎝プレート×5
 ●箱サイズ：310×210×30㎜ 約500g
●レンジOK
●4979855262122 日本製  

13
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MM1400-184
パスタプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：パスタプレート×4
 ●箱サイズ：215×225×75㎜ 約1,500g
●レンジOK
●4979855270219 日本製  

MM1400-52
ベリーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：21.5㎝プレート×1、

14cmプレート×5
 ●箱サイズ：235×225×80㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855270226 日本製  

MM1400-185
ボウルセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 12
●内容：16㎝ボウル×4
 ●箱サイズ：170×180×105㎜ 約850g
●レンジOK
●4979855270257 日本製  

MM1400-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855270264 日本製（フタ：中国製）

MM031/3-13
ペアマグセット（ムーミン・スナフキン）
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 24
●内容：マグ×2
 ●箱サイズ：185×95×95㎜ 約600g  
●4979855270615 日本製  

MM032/4-13
ペアマグセット（リトルミイ・スノークのおじょうさん）
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 24
●内容：マグ×2
 ●箱サイズ：185×95×95㎜ 約600g  
●4979855270622 日本製  

MM031/3-139
ペアパスタセット（ムーミン・スナフキン）
税込価格￥2,640 （本体￥2,400） 20
●内容：パスタプレート×2
 ●箱サイズ：225×230×55㎜ 約750g  
●レンジOK
●4979855270646 日本製  

MM032/4-139
ペアパスタセット（リトルミイ・スノークのおじょうさん）
税込価格￥2,640 （本体￥2,400） 20
●内容：パスタプレート×2
 ●箱サイズ：225×230×55㎜ 約750g
●レンジOK
●4979855270653 日本製  

MM031/3-79
ペアボウルセット（ムーミン・スナフキン）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 24
●内容：13㎝ボウル×2
 ●箱サイズ：140×150×70㎜ 約500g  
●4979855270684 日本製  

MM032/4-79
ペアボウルセット（リトルミイ・スノークのおじょうさん）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 24
●内容：13㎝ボウル×2
 ●箱サイズ：140×150×70㎜ 約500g  
●4979855270691 日本製  

14
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MM1000-52
ベリーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：14㎝プレート×5、21.5㎝プレート×1
 ●箱サイズ：235×225×80㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855178447 日本製  

MM1000-184
パスタプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：パスタプレート×4
 ●箱サイズ：215×225×75㎜ 約1,500g
●レンジOK
●4979855178461 日本製  

MM1000-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855178508 日本製（フタ：中国製）  

MM1000-126
陶製スプーンセット
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 36
●内容：陶製スプーン×5
 ●箱サイズ：165×145×35㎜ 約200g
●4979855178423 中国製

MM3700-152
ペアスクエアプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：25㎝スクエアプレート×2
 ●箱サイズ：260×180×40㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855178744 日本製  

MM3700-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジM×1、レンジS×3
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855178751 日本製（フタ：中国製）

MM3700-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：レンジM×1、レンジS×2
 ●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855178768 日本製（フタ：中国製）

MM3700-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：15㎝プレート×5
 ●箱サイズ：170×180×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855178775 日本製  

MM2100-842H
木箱入ペア箸セット
税込価格￥3,850 （本体￥3,500） 48
●内容：  箸（23㎝）×1、箸（21㎝）×1、
　アクリル箸置×2、木箱×1
 ●箱サイズ：270×130×30㎜ 約200g
●4979855178591 日本製（木箱：中国製）

15
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SN750-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：15.5㎝プレート×5
 ●箱サイズ：170×165×60㎜ 約850g
●レンジOK
●4979855212417 日本製  

SN750-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：レンジM×1、レンジS×2
 ●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK 
●4979855212424 日本製（フタ：中国製）

SN750-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジM×1、レンジS×3
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK  
●4979855214237 日本製（フタ：中国製）

SN750-184
パスタプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：22㎝パスタ×4
 ●箱サイズ：215×225×75㎜ 約1,500g
●レンジOK  
●4979855212448 日本製  

SN750-52
ベリーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 10
●内容：24㎝プレート×1、15.5㎝プレート×5
 ●箱サイズ：245×250×80㎜ 約1,400g
●レンジOK  
●4979855212455 日本製  

16
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SN450-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855206539 日本製（フタ：中国製）  

SN450-57H
木箱入小皿セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 18
●内容：13㎝プレート×5、木箱×1
 ●箱サイズ：160×160×65㎜ 約800g
●レンジOK
●4979855206546 日本製（木箱：中国製）  

SN450-82-2
レンジ2点セット
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 30
●内容：レンジS×2
 ●箱サイズ：195×105×65㎜ 約550g
●レンジOK
●4979855206515 日本製（フタ：中国製）  

SN450-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855206522 日本製（フタ：中国製）  

17
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SN30-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：レンジＳ×2、レンジＭ×1
●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855202456 日本製（フタ：中国製）

SN30-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）12
●内容：レンジＳ×3、レンジＭ×1
●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855202463 日本製（フタ：中国製）

SN30-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：14㎝プレート×5
●箱サイズ：160×150×65㎜ 約750g
●レンジOK
●4979855202500 日本製

SN30-72
ファイブボウルセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）12
●内容：17㎝ボウル×5
●箱サイズ：185×180×95㎜ 約1,450g
●レンジOK
●4979855202517 日本製

SN30-52
ベリーセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）12
●内容：21.5㎝プレート×1、14㎝プレート×5
●箱サイズ：235×225×80㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855202524 日本製

SN610-185
ボウルセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 12
●内容：17㎝ボウル×4
●箱サイズ：180×185×85㎜ 約1,250g
●レンジOK
●4979855210642 日本製  

SN610-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：14㎝プレート×5
●箱サイズ：160×150×65㎜ 約750g
●レンジOK
●4979855210659 日本製  

SN610-82-S3
トリオレンジセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 20
●内容：レンジS×3
●箱サイズ：295×115×65㎜ 約850g
●レンジOK
●4979855210666 日本製（フタ：中国製）

SN610-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855210673 日本製（フタ：中国製）

SN610-184
パスタプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 10
●内容：21㎝パスタプレート×4
●箱サイズ：215×225×75㎜ 約1,600g
●レンジOK
●4979855210680 日本製  
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SN80-127H
木箱入豆皿揃
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：9㎝豆皿×5、木箱×1
 ●箱サイズ：125×125×75㎜ 約550g
●レンジOK
●4979855210017 日本製（木箱：中国製）

SN80-403H
木箱入箸置揃
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 36
●内容：箸置×5、木箱×1
 ●箱サイズ：275×65×30㎜ 約250g
●4979855210024 日本製（木箱：中国製）

SN80-57
角皿5枚組
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 12
●内容：12.5㎝角皿×5
 ●箱サイズ：140×270×45㎜ 約900g
●レンジOK
●4979855210031 日本製  

SN80-842H
木箱入ペア染付箸セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 48
●内容：箸（21㎝）×2、箸置×2、木箱×1
 ●箱サイズ：135×270×25㎜ 約300g
●4979855210178 日本製（木箱：中国製）

SN80-127H
木箱入豆皿揃 
￥3,000 （税抜価格） 24
●内容：豆皿×5、木箱×1
●箱サイズ：125×125×75㎜ 約550g
●レンジOK
●4979855210017 日本製（木箱：中国）

SN80-403H
木箱入箸置揃 
￥2,500 （税抜価格） 36
●内容：箸置×5、木箱×1
●箱サイズ：275×65×30㎜ 約250g
●4979855210024 日本製（木箱：中国製）

SN80-57
角皿5枚組  
￥2,500 （税抜価格） 12
●内容：角皿×5
●箱サイズ：140×270×45㎜ 約900g
●レンジOK
●4979855210031 日本製

SN80-842H
木箱入ペア染付箸セット 
￥3,000 （税抜価格） 48
●内容：箸×2、箸置×2、木箱×1
●箱サイズ：000×000×00㎜
●レンジOK
●4979855210178 ○○製

23
※本カタログの商品価格は、すべて税抜表示となっております。

SN80-82-S3
トリオレンジセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 20
●内容：レンジS×3
 ●箱サイズ：295×115×65㎜ 約850g
●レンジOK
●4979855211328 日本製（フタ：中国製）

SN80-76
トリオボウルセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：ボウル×3
 ●箱サイズ：180×190×75㎜ 約900g
●レンジOK
●4979855211359 日本製  

SN80-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855211335 日本製（フタ：中国製）

SN80-22H
木箱入ペアグラスセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：グラス×2、木箱×1
 ●箱サイズ：200×115×95㎜ 約650g
●4979855211342 日本製（木箱：中国製）  

SN80-139
トリオパスタセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：パスタプレート×3
 ●箱サイズ：225×235×75㎜ 約1,100g
●レンジOK
●4979855211366 日本製  
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SN170-403
箸置5個組
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 48
●内容：箸置×5
●箱サイズ：200×100×35㎜ 
　約150g
●4979855201411 中国製

SN420-126
陶製スプーンセット
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 36
●内容：陶製スプーン（13㎝）×5
 ●箱サイズ：165×145×35㎜ 約200g
●4979855203408 中国製  

SN661-333
ディッププレート
（ジョー・クール）
税込価格￥660 （本体￥600） 72
●内容：8㎝ディッププレート×1
●レンジOK
●4979855210819 日本製  

SN662-333
ディッププレート
（アストロノーツ）
税込価格￥660 （本体￥600） 72
●内容：8㎝ディッププレート×1
●レンジOK
●4979855210826 日本製  

SN663-333
ディッププレート
（ウッドストック）
税込価格￥660 （本体￥600） 72
●内容：8㎝ディッププレート×1
●レンジOK
●4979855210833 日本製  

SN720-127
豆皿5枚組
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：9㎝豆皿×5
 ●箱サイズ：230×350×30㎜ 
　約550g  
●4979855211533 日本製  

SN800-911
ペアアイスキューブセット
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 48
●内容：アイスキューブ×2
 ●箱サイズ：115×75×30㎜ 約90g
●4979855212905 中国製  
★2021年1月下旬発売予定    

SN810-135
ボックス入豆皿3枚組
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 10
●内容：9㎝豆皿×3、本型箱×1
 ●箱サイズ：190×265×30㎜ 約350g
●4979855212912 日本製
★2021年1月下旬発売予定    

SN660-135
ディッププレートセット
税込価格￥1,980 （本体￥1,800） 24
●内容：8㎝ディッププレート×3
●箱サイズ：265×95×25㎜ 約350g
●レンジOK
●4979855210871 日本製  
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やさしくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表情豊かな
フィギュアは、本国スウェーデンや日本のみならず、世界中で数多くのファンが
急増しています。

LL80-72
ファイブボウルセット
税込価格￥3,850 （本体￥3,500） 12
●内容：17㎝ボウル×5
 ●箱サイズ：180×190×95㎜ 約1,600g
●レンジOK
●4979855192764 日本製  

LL80-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：レンジM×1、レンジS×2
 ●箱サイズ：245×225×70㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855192771 日本製（フタ：中国製）

LL80-13C
コースター付ペアマグセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：マグ×2、木製コースター×2
 ●箱サイズ：205×120×100㎜ 約650g
●マグ：レンジOK
●4979855192788 日本製（コースター：中国製）

LL80-76
トリオボウルセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：17㎝ボウル×3
 ●箱サイズ：180×190×75㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855192795 日本製  

LL80-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 16
●内容：14㎝プレート×5
 ●箱サイズ：160×150×65㎜ 約900g
●レンジOK
●4979855192801 日本製  

ワンタッチフタ
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LL10-76
トリオボウルセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：18㎝ボウル×3
 ●箱サイズ：195×185×85㎜ 約1,100g
●レンジOK
●4979855176016 日本製

LL10-95
トリオプレートセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）12
●内容：21㎝プレート×3
 ●箱サイズ：230×220×60㎜ 約1,400g
●レンジOK
●4979855176047 日本製

LL10-57
ファイブプレートセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）16
●内容：13㎝プレート×5
 ●箱サイズ：145×140×50㎜ 約700g
●レンジOK
●4979855176023 日本製

LL10-82-S3
トリオレンジセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500）20
●内容：レンジS×3
 ●箱サイズ：295×115×65㎜ 約850g
●レンジOK
●4979855176054 日本製（フタ：中国製）

LL10-82-3
レンジ3点セット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000）16
●内容：レンジS×2、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×205×65㎜ 約1,000g
●レンジOK
●4979855176061     日本製（フタ：中国製）

LL10-82-4
レンジ4点セット
税込価格￥3,850 （本体￥3,500）12
●内容：レンジS×3、レンジM×1
 ●箱サイズ：230×240×65㎜ 約1,200g
●レンジOK
●4979855176078     日本製（フタ：中国製）

LL70-129
トリオプレートSセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 24
●内容：14㎝プレート×3
 ●箱サイズ：145×150×45㎜ 約550g
●レンジOK
●4979855192641 日本製  

LL70-95
トリオプレートMセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 12
●内容：19㎝プレート×3
 ●箱サイズ：200×200×50㎜ 約950g
●レンジOK
●4979855192658 日本製  

LL70-22SH
木箱入フリーカップセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
●内容：フリーカップS×2、木箱×1
 ●箱サイズ：185×135×95㎜ 約550g
●レンジOK
●4979855192665 日本製  （木箱：中国製）
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PR1603-11
マグカップ（スープ）
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：マグカップ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855260975 日本製

PR1602-11
マグカップ（ベンジャミン）
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：マグカップ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855260968 日本製

PR1601-11
マグカップ（ピーター）
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：マグカップ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855260951 日本製

PR322-36
スープマグ（ローズ）
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855265567 日本製

PR321-36
スープマグ（ストライプ）
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855265550 日本製

PR323-36
スープマグ（ハウス）
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855265574 日本製

PR324-36
スープマグ（シルエット）
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855265581 日本製

PR541-333
豆皿（スプリング）
税込価格￥770 （本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
 ●箱サイズ：95×100×20㎜   
●4979855381168 日本製  

PR542-333
豆皿（サマー）
税込価格￥770 （本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
 ●箱サイズ：95×100×20㎜   
●4979855381175 日本製  

PR543-333
豆皿（オータム）
税込価格￥770 （本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
 ●箱サイズ：95×100×20㎜   
●4979855381182 日本製  

PR544-333
豆皿（ウィンター）
税込価格￥770 （本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
 ●箱サイズ：95×100×20㎜   
●4979855381199 日本製  

PR481-11C
コースター付マグ（フラワー）
税込価格￥1,760（本体￥1,600） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855187210 日本製
 （コースター：中国製）

PR482-11C
コースター付マグ（リース）
税込価格￥1,760（本体￥1,600） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855187227 日本製
 （コースター：中国製）

PR483-11C
コースター付マグ（キノコ）
税込価格￥1,760（本体￥1,600） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855187234 日本製
 （コースター：中国製）

PR481-11
マグ（フラワー）
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855187371 日本製

PR482-11
マグ（リース）
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855187388 日本製

PR483-11
マグ（キノコ）
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855187395 日本製

PR2142-11
マグ（ベンジャミン）
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×85×95㎜ 
●4979855187098 日本製
★2021年1月中旬発売予定  

PR2141-11
マグ（ピーターラビット）
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×85×95㎜ 
●4979855187081 日本製
★2021年1月中旬発売予定  

九 谷 焼
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FIN81-11
マグ（クムルス） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855133583 日本製

FIN82-11
マグ（センニ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855133590 日本製

FIN83-11
マグ（シュルヴィ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855133606 日本製

FIN71-11
マグ（アヌッカ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855133972 日本製

FIN71-28
カップ&ソーサー（アヌッカ） 
税込価格￥2,750（本体￥2,500） 36
●内容：カップ×1、13㎝プレート×1
●箱サイズ：155×165×90㎜
●レンジOK
●4979855133996 日本製

CP40-82-B
クック&ストッカー ヴァリエセット 
税込価格￥2,750（本体￥2,500） 12
●内容：クック&ストッカーS×1、
　クック&ストッカーM×1、クック&ストッカーL×1
●箱サイズ：300×175×110㎜ 約1,550g
●4979855291351 日本製（フタ：中国製）

CP40-82-4
クック&ストッカー 4点セット 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 9
●内容：クック&ストッカーS×2、
　クック&ストッカーM×1、クック&ストッカーL×1
●箱サイズ：300×175×110㎜ 約1,750g
●4979855291344 日本製（フタ：中国製）

Cook & Stocker

調理器→食器→保存容器
ひとつで 3WAY 電子レンジで簡単レシピ付
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MM1200-112
3ピースセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：子供マグ×1、ライスボウル×1、

14㎝ユニバーサルプレート×1
 ●箱サイズ：230×150×80㎜ 約750g
●4979855344026 日本製  

MM1200-113
4ピースセット
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 12
●内容：子供マグ×1、ライスボウル×1、

14㎝ユニバーサルプレート×1、
　21㎝ランチプレート×1
 ●箱サイズ：325×225×85㎜ 約1,300g
●4979855344033 日本製  

LL50-111
プレート&ボウルセット
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 24
●内容：ライスボウル×1、
　14㎝ユニバーサルプレート×1
 ●箱サイズ：255×155×60㎜ 約500g
●4979855192115 日本製  

LL50-113
4ピースセット
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 12
●内容：子供マグ×1、ライスボウル×1、

14㎝ユニバーサルプレート×1、
　21㎝ランチプレート×1
 ●箱サイズ：325×225×85㎜ 約1,300g
●4979855192139 日本製  

LL50-114
5ピースセット
税込価格￥7,700 （本体￥7,000） 8
●内容：子供マグ×1、ライスボウル×1、
　14㎝ユニバーサルプレート×1、
　21㎝ランチプレート×1、両手マグ×1
 ●箱サイズ：445×325×80㎜ 約1,800g
●4979855192146 日本製  

MM1200-116
7ピースセット
税込価格￥11,000 （本体￥10,000） 8
●内容：子供マグ×1、ライスボウル×1、

14㎝ユニバーサルプレート×1、21㎝ランチプレート×1、
キッズプレート×1、子供スプーン（13.5㎝）×1、
子供フォーク（13.5㎝）×1

 ●箱サイズ：390×250×90㎜ 約2,100g
●4979855344057 日本製  

25

中綴じ（44P+4）



LL50-310 子供マグ
●4979855192177

LL50-312 ライスボウル
●4979855192184

LL50-342 14ユニバーサルプレート
●4979855192191

LL50-343 両手マグ
●4979855192207

LL50-38 21ランチプレート
●4979855192214

LL50-308 キッズプレート
●4979855192160

PR490-112
3ピースセット
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 16
●内容：14㎝ユニバーサルプレート×1、

ライスボウル×1、子供マグ×1
●箱サイズ：230×150×80㎜ 約750g
●4979855187111 日本製  

PR490-113
4ピースセット
税込価格￥5,500 （本体￥5,000） 12
●内容：14㎝ユニバーサルプレート×1、

ライスボウル×1、子供マグ×1、
21㎝ランチプレート×1

●箱サイズ：325×225×85㎜ 約1,300g
●4979855187128 日本製  

PR490-115
6ピースセット
税込価格￥11,000 （本体￥10,000） 6
●内容：14㎝ユニバーサルプレート×1、

ライスボウル×1、子供マグ×1、
21㎝ランチプレート×1、両手マグ×1、
キッズプレート×1

●箱サイズ：445×325×80㎜ 約2,300g
●4979855187142 日本製  

PR490-310 子供マグ
●4979855187166

PR490-312 ライスボウル
●4979855187173

PR490-342 14ユニバーサルプレート
●4979855187180

PR490-343 両手マグ
●4979855187197

PR490-38 21ランチプレート
●4979855187203

PR490-308 キッズプレート
●4979855187159

子供マグ
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
 ●箱サイズ：105×85×85㎜

ライスボウル
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 72
 ●箱サイズ：115×115×60㎜

14ユニバーサルプレート
税込価格￥1,430 （本体￥1,300） 60
 ●箱サイズ：150×150×35㎜

子供フォーク
税込価格￥660 （本体￥600） 6×100
●袋入

子供スプーン
税込価格￥660 （本体￥600） 6×100
●袋入

両手マグ
税込価格￥1,430 （本体￥1,300） 60
 ●箱サイズ：120×85×75㎜ 

21ランチプレート
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 24
 ●箱サイズ：215×220×30㎜

キッズプレート
税込価格￥3,300 （本体￥3,000） 24
 ●箱サイズ：200×240×35㎜

MM1201-850 子供スプーン
●4979855344118

MM1202-851 子供フォーク
●4979855344125

MM1200-310 子供マグ
●4979855344071

MM1200-312 ライスボウル
●4979855344064

MM1200-342 14ユニバーサルプレート
●4979855344095

MM1200-38 21ランチプレート
●4979855344088

MM1200-308 キッズプレート
●4979855344101

単 品 ア イ テ ム
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MM702-11
マグカップ（ミイ） 
税込価格￥2,420（本体￥2,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×115×85㎜
●4979855403426 日本製

MM703-326
14㎝オーバルディッシュ（スナフキン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：14㎝オーバルディッシュ×1
●箱サイズ：140×120×30㎜
●4979855403457 日本製

MM701-312
ライスボウルM（ムーミン） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 60
●内容：ライスボウルM×1
●箱サイズ：120×130×60㎜
●4979855403495 日本製

MM703-11
マグカップ（スナフキン） 
税込価格￥2,420（本体￥2,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×115×85㎜
●4979855403433 日本製

MM704-326
14㎝オーバルディッシュ（ニョロニョロ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：14㎝オーバルディッシュ×1
●箱サイズ：140×120×30㎜
●4979855403464 日本製

MM702-312
ライスボウルM（ミイ） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 60
●内容：ライスボウルM×1
●箱サイズ：120×130×60㎜
●4979855403501 日本製

MM701-324
24㎝オーバルディッシュ（ムーミン） 
税込価格￥3,630（本体￥3,300） 24
●内容：24㎝オーバルディッシュ×1
●箱サイズ：240×200×45㎜
●4979855403471 日本製

MM702-324
24㎝オーバルディッシュ（ミイ） 
税込価格￥3,630（本体￥3,300） 24
●内容：24㎝オーバルディッシュ×1
●箱サイズ：240×200×45㎜
●4979855403488 日本製

MM704-11
マグカップ（ニョロニョロ） 
税込価格￥2,420（本体￥2,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×115×85㎜
●4979855403440 日本製

MM701-11
マグカップ（ムーミン） 
税込価格￥2,420（本体￥2,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×115×85㎜
●4979855403419 日本製

MM701-339
フリーカップ（ムーミン） 
税込価格￥1,870（本体￥1,700） 72
●内容：フリーカップ×1
●箱サイズ：95×90×80㎜ 
●4979855122075 日本製

MM702-339
フリーカップ（ミイ） 
税込価格￥1,870（本体￥1,700） 72
●内容：フリーカップ×1
●箱サイズ：95×90×80㎜ 
●4979855122082 日本製

MM703-339
フリーカップ（スナフキン） 
税込価格￥1,870（本体￥1,700） 72
●内容：フリーカップ×1
●箱サイズ：95×90×80㎜ 
●4979855122099 日本製

MM704-339
フリーカップ（ニョロニョロ） 
税込価格￥1,870（本体￥1,700） 72
●内容：フリーカップ×1
●箱サイズ：95×90×80㎜ 
●4979855122105 日本製

CeCera（セセラ）
原料に、熊本県天草地方で採れる
天草陶石やニュージーランド産
のカオリン等が配合されており、
磁器本来の白さや透光性のある
上質な素材です。

1. 2.

・陶磁器の断面図

Qualty Elegant

History Technique3. 4.
イングレーズ絵付けを加工した
商品について・イングレーズと
は釉薬(グレーズ)が溶け出す高
温で焼くことにより、絵の具を
釉薬に沈み込ませる絵付け技法
です。絵柄の表面は滑らかでつ
やが良く、耐久性に優れていま
す。

生産地は岐阜県土岐市。陶磁器生産
日本一と言われ、産地としての歴史
も古く、CeCeraをプロデュースした
山加商店も半世紀以上陶磁器の生産
をしています。

原料は熊本県天草地方でとれる、
良質な長石、珪石、粘土の性質を含
む貴重な陶石「天草陶石」とニュー
ジーランド産の良質な粘土「ニュー
ジーランド産カオリン」を使うこと
で、上品な白さになります。

CeCeraには上品な透光性
(光を通す性質)があります。

原料は熊本県天草地方でとれる、
良 質な長石、珪石、粘土の性 質を 
含 む 貴 重 な 陶 石「 天 草 陶 石 」と
ニュージーランド産の良質な粘土

「ニュージーランド産カオリン」を使
うことで、上品な白さになります。

1. 2.

・陶磁器の断面図

Qualty Elegant

History Technique3. 4.
イングレーズ絵付けを加工した
商品について・イングレーズと
は釉薬(グレーズ)が溶け出す高
温で焼くことにより、絵の具を
釉薬に沈み込ませる絵付け技法
です。絵柄の表面は滑らかでつ
やが良く、耐久性に優れていま
す。

生産地は岐阜県土岐市。陶磁器生産
日本一と言われ、産地としての歴史
も古く、CeCeraをプロデュースした
山加商店も半世紀以上陶磁器の生産
をしています。

原料は熊本県天草地方でとれる、
良質な長石、珪石、粘土の性質を含
む貴重な陶石「天草陶石」とニュー
ジーランド産の良質な粘土「ニュー
ジーランド産カオリン」を使うこと
で、上品な白さになります。

CeCeraには上品な透光性
(光を通す性質)があります。

生産地は岐阜県土岐市。陶磁器
生産日本一と言われ、産地として
の歴史も古く、山加商店も半世紀
以上陶磁器の生産をしています。

1. 2.

・陶磁器の断面図

Qualty Elegant

History Technique3. 4.
イングレーズ絵付けを加工した
商品について・イングレーズと
は釉薬(グレーズ)が溶け出す高
温で焼くことにより、絵の具を
釉薬に沈み込ませる絵付け技法
です。絵柄の表面は滑らかでつ
やが良く、耐久性に優れていま
す。

生産地は岐阜県土岐市。陶磁器生産
日本一と言われ、産地としての歴史
も古く、CeCeraをプロデュースした
山加商店も半世紀以上陶磁器の生産
をしています。

原料は熊本県天草地方でとれる、
良質な長石、珪石、粘土の性質を含
む貴重な陶石「天草陶石」とニュー
ジーランド産の良質な粘土「ニュー
ジーランド産カオリン」を使うこと
で、上品な白さになります。

CeCeraには上品な透光性
(光を通す性質)があります。

・陶磁器の断面図

イングレーズ絵付けを加工した
商品について
イングレーズとは釉薬 ( グレーズ )
が溶け出す高温で焼くことによ
り、絵の具を釉薬に沈み込ませる
絵付け技法です。絵柄の表面は滑
らかでつやが良く、耐久性に優れ
ています。

1. 2.

・陶磁器の断面図

Qualty Elegant

History Technique3. 4.
イングレーズ絵付けを加工した
商品について・イングレーズと
は釉薬(グレーズ)が溶け出す高
温で焼くことにより、絵の具を
釉薬に沈み込ませる絵付け技法
です。絵柄の表面は滑らかでつ
やが良く、耐久性に優れていま
す。

生産地は岐阜県土岐市。陶磁器生産
日本一と言われ、産地としての歴史
も古く、CeCeraをプロデュースした
山加商店も半世紀以上陶磁器の生産
をしています。

原料は熊本県天草地方でとれる、
良質な長石、珪石、粘土の性質を含
む貴重な陶石「天草陶石」とニュー
ジーランド産の良質な粘土「ニュー
ジーランド産カオリン」を使うこと
で、上品な白さになります。

CeCeraには上品な透光性
(光を通す性質)があります。

CeCera には上品な透光性 ( 光を
通す性質 ) があります。

×
朝倉充展と洋美によるクリエイティブグループ。イギリス Central Saint 
Martins College of Art&Design 卒業後、2002 年に Bob Foundation を設立。
アートディレクション / デザインを主に仕事とし、オリジナル作品や商品
を国内外でのギャラリー、ショップで発表・発売する。ペーパーブランド
Number62 を主催。

ボブファンデーション
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MM2701-840
箸（ムーミン） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855262139 日本製

MM2702-840
箸（トゥーティッキ） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855262146 日本製

MM2703-840
箸（リトルミイ） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855262153 日本製

MM2701-11
マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855262221 日本製

MM2702-11
マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855262238 日本製

MM2703-11
マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855262245 日本製

MM2701-312
ライスボウル（ムーミン） 
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：ライスボウル×1
●箱サイズ：125×135×60㎜
●レンジOK
●4979855262191 日本製

MM2702-312
ライスボウル（スナフキン） 
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：ライスボウル×1
●箱サイズ：125×135×60㎜
●レンジOK
●4979855262207 日本製

MM2703-312
ライスボウル（ムーミンママ） 
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：ライスボウル×1
●箱サイズ：125×135×60㎜
●レンジOK
●4979855262214 日本製

MM2701-339
フリーカップ（森） 
税込価格￥935（本体￥850） 72
●内容：フリーカップ×1
●箱サイズ：80×90×75㎜
●レンジOK
●4979855262160 日本製

MM2702-339
フリーカップ（船） 
税込価格￥935（本体￥850） 72
●内容：フリーカップ×1
●箱サイズ：80×90×75㎜
●レンジOK
●4979855262177 日本製

MM2703-339
フリーカップ（花） 
税込価格￥935（本体￥850） 72
●内容：フリーカップ×1
●箱サイズ：80×90×75㎜
●レンジOK
●4979855262184 日本製

MM3501-813
ガラスタンブラー（ムーミン） 
税込価格￥990（本体￥900） 60
●内容：ガラスタンブラー×1
●箱サイズ：85×90×95㎜ 
●4979855344170 日本製

MM3502-813
ガラスタンブラー（リトルミイ） 
税込価格￥990（本体￥900） 60
●内容：ガラスタンブラー×1
●箱サイズ：85×90×95㎜ 
●4979855344187 日本製

MM3503-813
ガラスタンブラー（スナフキン） 
税込価格￥990（本体￥900） 60
●内容：ガラスタンブラー×1
●箱サイズ：85×90×95㎜ 
●4979855344194 日本製

MM3504-813
ガラスタンブラー（ニョロニョロ） 
税込価格￥990（本体￥900） 60
●内容：ガラスタンブラー×1
●箱サイズ：85×90×95㎜ 
●4979855344200 日本製

MM3601-815
耐熱ガラスマグ（ムーミン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：耐熱ガラスマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855344217 日本製

MM3602-815
耐熱ガラスマグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：耐熱ガラスマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK 
●4979855344224 日本製

MM3603-815
耐熱ガラスマグ（スナフキン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：耐熱ガラスマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK 
●4979855344231 日本製

MM2101-11
マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜
●4979855141816 日本製

MM2102-11
マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜
●4979855141823 日本製

MM2103-11
マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜
●4979855141830 日本製

MM2104-11
マグ（ニョロニョロ） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜
●4979855142189 日本製

MM2101-840
箸（ムーミン） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855142370 日本製

MM2102-840
箸（リトルミイ） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855142387 日本製

MM2103-840
箸（スナフキン） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855142394 日本製
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MM1800-135
ディッププレートセット
税込価格￥1,980 （本体￥1,800） 24
●内容：8㎝ディッププレート×3
●箱サイズ：265×95×25㎜ 約270g
 ●レンジOK
●4979855141618 日本製  

マグカップ（ムーミン）
税込価格￥880 （本体￥800） 60
●内容：マグカップ×1
 ●箱サイズ：105×85×95㎜
 ●レンジOK
●4979855259825 日本製  

MM39-1-11

マグカップ（スナフキン）
税込価格￥880 （本体￥800） 60
●内容：マグカップ×1
 ●箱サイズ：105×85×95㎜
 ●レンジOK
●4979855259832 日本製  

MM39-2-11

マグカップ（ミイ）
税込価格￥880 （本体￥800） 60
●内容：マグカップ×1
 ●箱サイズ：105×85×95㎜
 ●レンジOK
●4979855259849 日本製  

MM39-3-11

MM1304-11
マグ（スノークのおじょうさん）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜
 ●レンジOK
●4979855270042 日本製  

MM1305-11
マグ（ニョロニョロ）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜
 ●レンジOK
●4979855270059 日本製  

MM1301-11
マグ（ムーミン）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜
 ●レンジOK
●4979855270011 日本製  

MM1301-11C
コースター付マグ（ムーミン）
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
 ●箱サイズ：105×105×110㎜
●4979855270066 日本製
 （コースター：中国製）  

MM1302-11
マグ（リトルミイ）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜
 ●レンジOK
●4979855270028 日本製  

MM1302-11C
コースター付マグ（リトルミイ）
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
 ●箱サイズ：105×105×110㎜
●4979855270073 日本製
 （コースター：中国製）  

MM1303-11
マグ（スナフキン）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜
 ●レンジOK
●4979855270035 日本製  

MM1303-11C
コースター付マグ（スナフキン）
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
 ●箱サイズ：105×105×110㎜
●4979855270080 日本製
（コースター：中国製）  

MM1801-333
ディッププレート（ムーミン）
税込価格￥660 （本体￥600） 72
●内容：8㎝ディッププレート×1
 ●箱サイズ：85×95×20㎜ 
●4979855141625 日本製  

MM1802-333
ディッププレート（リトルミイ）
税込価格￥660 （本体￥600） 72
●内容：8㎝ディッププレート×1
 ●箱サイズ：85×95×20㎜ 
●4979855141632 日本製  

MM1803-333
ディッププレート（スナフキン）
税込価格￥660 （本体￥600） 72
●内容：8㎝ディッププレート×1
 ●箱サイズ：85×95×20㎜ 
●4979855141649 日本製  

MM3001-11P
カップカバー付マグ
（ムーミン）
税込価格￥1,980 （本体￥1,800） 48
●内容：マグ×1、
　シリコンカップカバー×1
 ●箱サイズ：120×120×100㎜ 
●マグ：レンジOK  
●4979855178881 日本製
 （カップカバー：中国製）

MM3002-11P
カップカバー付マグ
（リトルミイ）
税込価格￥1,980 （本体￥1,800） 48
●内容：マグ×1、
　シリコンカップカバー×1
 ●箱サイズ：120×120×100㎜ 
●マグ：レンジOK  
●4979855178898 日本製
 （カップカバー：中国製）

MM3003-11P
カップカバー付マグ
（スナフキン）
税込価格￥1,980 （本体￥1,800） 48
●内容：マグ×1、
　シリコンカップカバー×1
 ●箱サイズ：120×120×100㎜ 
●マグ：レンジOK  
●4979855178904 日本製
 （カップカバー：中国製）

MM3001-11
マグ（ムーミン）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜   
●レンジOK
●4979855178911 日本製  

MM3002-11
マグ（リトルミイ）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●レンジOK  
●4979855178928 日本製  

MM3003-11
マグ（スナフキン）
税込価格￥1,320 （本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●レンジOK  
●4979855178935 日本製  

MM3001-174
シリコンカップカバー
（ムーミン）
税込価格￥990 （本体￥900） 6×12
●内容：シリコンカップカバー×1  
　　　 （ブリスターパック入）
●4979855178942 中国製  

MM3002-174
シリコンカップカバー
（リトルミイ）
税込価格￥990 （本体￥900） 6×12
●内容：シリコンカップカバー×1  
　　　 （ブリスターパック入）
●4979855178959 中国製  

MM3003-174
シリコンカップカバー
（スナフキン）
税込価格￥990 （本体￥900） 6×12
●内容：シリコンカップカバー×1  
　　　 （ブリスターパック入）
●4979855178966 中国製  

MM3401-11
フィギュアマグ（ムーミン）
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：115×90×115㎜ 
●4979855344156 中国製  

MM3402-11
フィギュアマグ（リトルミイ）
税込価格￥1,650 （本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1
 ●箱サイズ：115×90×115㎜ 
●4979855344163 中国製  
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MM321-36
スープマグ（モノクロ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855282779 日本製

MM322-36
スープマグ（マップ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855282786 日本製

MM323-36
スープマグ（スイサイ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855282793 日本製

MM324-36
スープマグ（ステンシル） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●4979855282809 日本製

MM791-346
木製コースター（ムーミン） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×20
●内容：木製コースター×1（袋入）
●4979855342855 中国製

MM791-11C
木製コースター付マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：105×105×110㎜ 約350g
●マグ：レンジOK
●4979855342824 日本製（コースター：中国製）

MM791-11
マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 約300g
●レンジOK
●4979855342886 日本製

MM792-346
木製コースター（リトルミイ） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×20
●内容：木製コースター×1（袋入）
●4979855342862 中国製

MM792-11C
木製コースター付マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：105×105×110㎜ 約350g
●マグ：レンジOK
●4979855342831 日本製（コースター：中国製）

MM792-11
マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 約300g
●レンジOK
●4979855342893 日本製

MM793-346
木製コースター（スナフキン） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×20
●内容：木製コースター×1（袋入）
●4979855342879 中国製

MM793-11C
木製コースター付マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：105×105×110㎜ 約350g
●マグ：レンジOK
●4979855342848 日本製（コースター：中国製）

MM793-11
マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 約300g
●レンジOK
●4979855342909 日本製

〈裏側〉 〈裏側〉 〈裏側〉

MM951-11H
木箱入マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜
●マグ：レンジOK
●4979855141212 
　日本製（木箱：中国製）

MM952-11H
木箱入マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜
●マグ：レンジOK
●4979855141229 
　日本製（木箱：中国製）

MM953-11H
木箱入マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜
●マグ：レンジOK
●4979855141236 
　日本製（木箱：中国製）

MM950 木箱入マグ、MM3300 木箱入マグ、
MM3700 木箱入マグの商品は
この箱に入れてお届けします。

●木箱サイズ：135 × 125 × 100 ㎜

MM3301-11H
木箱入マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855124550 
　日本製（木箱：中国製）

MM3302-11H
木箱入マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜
●マグ：レンジOK
●4979855124567 
　日本製（木箱：中国製）

MM3303-11H
木箱入マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜
●マグ：レンジOK
●4979855124574 
　日本製（木箱：中国製）

MM3701-11H
木箱入マグ（クリーム） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855178782 
　日本製（木箱：中国製）

MM3702-11H
木箱入マグ（ピンク） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855178799 
　日本製（木箱：中国製）

MM3703-11H
木箱入マグ（ビリジアン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855178805 
　日本製（木箱：中国製）

MM3701-11
マグ（クリーム） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●レンジOK
●4979855178812 日本製

MM3702-11
マグ（ピンク） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●レンジOK
●4979855178829 日本製

MM3703-11
マグ（ビリジアン） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●レンジOK
●4979855178836 日本製

MM4001-310
ミニマグ（イエロー） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×90×80㎜
●4979855178973 日本製

MM4002-310
ミニマグ（グレー） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×90×80㎜
●4979855178980 日本製

MM4003-310
ミニマグ（ブルー） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×90×80㎜
●4979855178997 日本製
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MM3201-35
ビッグマグ（丘） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 40
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×115×125㎜ 
●4979855124413 日本製

MM3202-35
ビッグマグ（夕日） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 40
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×115×125㎜ 
●4979855124420 日本製

MM3203-35
ビッグマグ（パーティ） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 40
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×115×125㎜ 
●4979855124437 日本製

MM3204-35
ビッグマグ（ムーミンハウス） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 40
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×115×125㎜ 
●4979855124444 日本製

MM3201-330
19.5プレート（丘） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 40
●内容：19.5㎝プレート×1
●箱サイズ：200×210×30㎜ 
●4979855124451 日本製

MM3202-330
19.5プレート（夕日） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 40
●内容：19.5㎝プレート×1
●箱サイズ：200×210×30㎜ 
●4979855124468 日本製

MM3203-330
19.5プレート（パーティ） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 40
●内容：19.5㎝プレート×1
●箱サイズ：200×210×30㎜ 
●4979855124475 日本製

MM3204-330
19.5プレート（ムーミンハウス） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 40
●内容：19.5㎝プレート×1
●箱サイズ：200×210×30㎜ 
●4979855124482 日本製

MM3201-28
カップ&ソーサー（丘） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 36
●内容：カップ×1、ソーサー×1
●箱サイズ：155×165×90㎜ 
●4979855124499 日本製

MM3202-28
カップ&ソーサー（夕日） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 36
●内容：カップ×1、ソーサー×1
●箱サイズ：155×165×90㎜ 
●4979855124505 日本製

MM3203-28
カップ&ソーサー（パーティ） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 36
●内容：カップ×1、ソーサー×1
●箱サイズ：155×165×90㎜ 
●4979855124512 日本製

MM3204-28
カップ&ソーサー（ムーミンハウス） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 36
●内容：カップ×1、ソーサー×1
●箱サイズ：155×165×90㎜ 
●4979855124529 日本製

MM031-11
マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●4979855270707 日本製

MM032-11
マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●4979855270714 日本製

MM033-11
マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●4979855270721 日本製

MM034-11
マグ（スノークのおじょうさん） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×90×105㎜ 
●4979855270738 日本製

MM031-312
ライスボウル（ムーミン） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：ライスボウル×1
●箱サイズ：125×125×60㎜ 
●4979855270745 日本製

MM032-312
ライスボウル（リトルミイ） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：ライスボウル×1
●箱サイズ：125×125×60㎜ 
●4979855270752 日本製

MM033-312
ライスボウル（スナフキン） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：ライスボウル×1
●箱サイズ：125×125×60㎜ 
●4979855270769 日本製

MM034-312
ライスボウル（スノークのおじょうさん） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：ライスボウル×1
●箱サイズ：125×125×60㎜ 
●4979855270776 日本製

★このページの商品は 2021年1月上旬発売予定です。
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熱が外に伝わりにくいので

結露しない
外側が熱くならない

・保温・保冷に優れている

・結露しない

・外側が熱くならない

二重構造になっているため

保温・保冷効果が優れています。

二重構造

真空二重構造
真空加工することによって二重構造の

製品よりも保冷力・保温力がアップし

ます。

熱が外に伝わりにくいので

結露しない
外側が熱くならない

・保温・保冷に優れている

・結露しない

・外側が熱くならない

二重構造になっているため

保温・保冷効果が優れています。

二重構造

真空二重構造
真空加工することによって二重構造の

製品よりも保冷力・保温力がアップし

ます。

熱が外に伝わりにくいので

結露しない
外側が熱くならない

・保温・保冷に優れている

・結露しない

・外側が熱くならない

二重構造になっているため

保温・保冷効果が優れています。

二重構造

真空二重構造
真空加工することによって二重構造の

製品よりも保冷力・保温力がアップし

ます。

MM3803-855
二重タンブラー（スナフキン） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 72
●内容：ステンレスタンブラー×1
●箱サイズ：85×85×145㎜ 
●二重構造
●4979855180044 日本製

MM3804-856
二重マグ（スイム） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 72
●内容：ステンレスマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●二重構造
●4979855180051 日本製

MM3805-856
二重マグ（アニマル） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 72
●内容：ステンレスマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●二重構造 
●4979855180068 日本製

MM3806-856
二重マグ（ピクニック） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 72
●内容：ステンレスマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●二重構造
●4979855180075 日本製

MM3801-856
二重マグ（ムーミン） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 72
●内容：ステンレスカラビナマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●二重構造
●4979855180082 日本製

MM3802-856
二重マグ（リトルミイ） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 72
●内容：ステンレスカラビナマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●二重構造
●4979855180099 日本製

MM3803-856
二重マグ（スナフキン） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 72
●内容：ステンレスカラビナマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●二重構造 
●4979855180105 日本製

MM3800-911
ペアアイスキューブセット 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：アイスキューブ×2
●箱サイズ：115×75×30㎜
●4979855180136 中国製

MM3801-854
真空ボトル（ファミリー） 
税込価格￥2,970（本体￥2,700） 24
●内容：ステンレスボトル×1、フタ×1
●箱サイズ：75×75×230㎜ 
●真空二重構造
●4979855180013 日本製（フタ：中国製）

MM3801-855
二重タンブラー（ムーミン） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 72
●内容：ステンレスタンブラー×1
●箱サイズ：85×85×145㎜ 
●二重構造
●4979855180020 日本製

MM3801-857
二重タンブラー&キューブ2P
（ムーミン） 
税込価格￥3,850（本体￥3,500） 30
●内容：ステンレスタンブラー×1、
　アイスキューブ×2
●箱サイズ：135×145×80㎜
●二重タンブラー：二重構造 
●4979855180112 日本製
 （アイスキューブ：中国製）

MM3802-855
二重タンブラー（リトルミイ） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 72
●内容：ステンレスタンブラー×1
●箱サイズ：85×85×145㎜ 
●二重構造
●4979855180037 日本製

MM3802-857
二重タンブラー&キューブ2P
（リトルミイ） 
税込価格￥3,850（本体￥3,500） 30
●内容：ステンレスタンブラー×1、
　アイスキューブ×2
●箱サイズ：135×145×80㎜ 
●二重タンブラー：二重構造
●4979855180129 日本製
 （アイスキューブ：中国製）

★このページの商品は 2021年1月上旬発売予定です。
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SN611-11
マグ（レッド） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855210505 日本製

SN612-11
マグ（グリーン） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855210512 日本製

SN613-11
マグ（イエロー） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855210529 日本製

SN614-11
マグ（ホワイト） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855210536 日本製

SN611-11C
コースター付マグ（レッド） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●マグ：レンジOK 
●4979855210543 日本製
 （コースター：中国製）

SN612-11C
コースター付マグ（グリーン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●マグ：レンジOK 
●4979855210550 日本製
 （コースター：中国製）

SN613-11C
コースター付マグ（イエロー） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●マグ：レンジOK 
●4979855210567 日本製
 （コースター：中国製）

SN614-11C
コースター付マグ（ホワイト） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製コースター×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●マグ：レンジOK 
●4979855210574 日本製
 （コースター：中国製）

SN611-850
スプーン（レッド） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1（袋入）
●4979855210703 日本製

SN612-850
スプーン（グリーン） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1（袋入）
●4979855210710 日本製

SN613-851
フォーク（イエロー） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1（袋入）
●4979855210727 日本製

SN614-851
フォーク（ホワイト） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1（袋入）
●4979855210734 日本製

SN611-840
箸（レッド） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855210741 日本製

SN612-840
箸（グリーン） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855210758 日本製

SN613-840
箸（イエロー） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855210765 日本製

SN614-840
箸（ホワイト） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855210772 日本製

SN731-11P
カップカバー付マグ
（ラブ） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 48
●内容：マグ×1、
　シリコンカップカバー×1
●箱サイズ：120×120×100㎜
●マグ：レンジOK 
●4979855212813 日本製
（カップカバー：中国製）

SN732-11P
カップカバー付マグ
（ダンス） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 48
●内容：マグ×1、
　シリコンカップカバー×1
●箱サイズ：120×120×100㎜
●マグ：レンジOK 
●4979855212820 日本製
 （カップカバー：中国製）

SN733-11P
カップカバー付マグ
（フレンズ） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 48
●内容：マグ×1、
　シリコンカップカバー×1
●箱サイズ：120×120×100㎜
●マグ：レンジOK 
●4979855212837 日本製
 （カップカバー：中国製）

SN731-11
マグ（ラブ） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●レンジOK
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855212844 日本製

SN732-11
マグ（ダンス） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●レンジOK
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855212851 日本製

SN733-11
マグ（フレンズ） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 60
●内容：マグ×1
●レンジOK
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855212868 日本製

SN731-174
シリコンカップカバー
（ラブ） 
税込価格￥990（本体￥900） 6×12
●内容：シリコンカップカバー×1
　　　 （ブリスターパック入）
●箱サイズ：135×155×55㎜ 
●4979855212875 中国製

SN732-174
シリコンカップカバー
（ダンス） 
税込価格￥990（本体￥900） 6×12
●内容：シリコンカップカバー×1
　　　 （ブリスターパック入）
●箱サイズ：135×155×55㎜ 
●4979855212882 中国製

SN733-174
シリコンカップカバー
（フレンズ） 
税込価格￥990（本体￥900） 6×12
●内容：シリコンカップカバー×1
　　　 （ブリスターパック入）
●箱サイズ：135×155×55㎜ 
●4979855212899 中国製
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SN211-11
マグ（スヌーピー） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000）60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855202418 日本製

SN212-11
マグ（ウッドストック） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000）60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855202425 日本製

SN213-11
マグ（チャーリー・ブラウン） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000）60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855202432 日本製

マグ（ホワイト） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250）
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855210536 日本製

SN451-11H
木箱入マグ（happy holiday） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855206478 日本製
 （木箱：中国製）

SN452-11H
木箱入マグ（follow me） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855206485 日本製
 （木箱：中国製）

SN453-11H
木箱入マグ（best friends） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855206492 日本製
 （木箱：中国製）

SN450 木箱入マグの商品は
この箱に入れてお届けします。

●木箱サイズ：135 × 125 × 100 ㎜

SN711-36
スープマグ（ビーグル・スカウト） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●レンジOK
●4979855211410 日本製

SN712-36
スープマグ（ジョー・クール） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●レンジOK
●4979855211427 日本製

SN713-36
スープマグ（ウッドストック） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：スープマグ×1
●箱サイズ：120×120×90㎜
●レンジOK
●4979855211434 日本製

〈裏側〉 〈裏側〉 〈裏側〉

SN454-11H
木箱入マグ（Good Vibes） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜
●マグ：レンジOK
●4979855211281 日本製（木箱：中国製）

SN455-11H
木箱入マグ（Bond） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：マグ×1、木箱×1
●箱サイズ：140×140×110㎜
●マグ：レンジOK
●4979855211298 日本製（木箱：中国製）

SN771-815
耐熱ガラスマグ（ウッドストック） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：耐熱ガラスマグ×1
●箱サイズ：90×90×125㎜
●レンジOK 
●4979855235416 日本製

SN772-815
耐熱ガラスマグ（チャーリー・ブラウン） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：耐熱ガラスマグ×1
●箱サイズ：90×90×125㎜
●レンジOK 
●4979855235423 日本製

SN781-35
ビッグマグ（ジオメトリック） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 40
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×115×125㎜
●4979855235430 日本製

SN782-35
ビッグマグ（レトロコミックス） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 40
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×115×125㎜
●4979855235447 日本製

SN783-35
ビッグマグ（ウォーターカラー） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 40
●内容：マグ×1
●箱サイズ：120×115×125㎜
●4979855235454 日本製
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SN82-840
箸（市松） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855210109 日本製 

SN83-840
箸（波） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855210116 日本製

SN84-840
箸（瓢箪） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855210123 日本製

SN361-333
豆皿（山水） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 72
●内容：10㎝豆皿×1
●箱サイズ：115×105×25㎜
●4979855204443 日本製

SN362-333
豆皿（赤絵） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 72
●内容：10㎝豆皿×1
●箱サイズ：115×105×25㎜
●4979855204450 日本製

SN363-333
豆皿（石畳） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 72
●内容：10㎝豆皿×1
●箱サイズ：115×105×25㎜
●4979855204467 日本製

SN361-11
マグ（山水） 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×85×95㎜
●4979855204412 日本製

SN362-11
マグ（赤絵） 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×85×95㎜
●4979855204429 日本製

SN363-11
マグ（石畳） 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×85×95㎜
●4979855204436 日本製

九 谷 焼

SN721-333
豆皿（花） 
税込価格￥770（本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855211441 日本製

SN722-333
豆皿（丸紋） 
税込価格￥770（本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855211458 日本製

SN723-333
豆皿（青海波） 
税込価格￥770（本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855211465 日本製

SN722-840
箸（丸紋） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 3×240
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855211489 日本製

SN723-840
箸（青海波） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 3×240
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855211496 日本製

SN721-11
マグ（花） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855211502 日本製

SN722-11
マグ（丸紋） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855211519 日本製

SN723-11
マグ（青海波） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855211526 日本製

SN82-11
マグ（市松） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855211113 日本製

SN83-11
マグ（波） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855211120 日本製

SN84-11
マグ（瓢箪） 
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●レンジOK
●4979855211137 日本製

SN721-840
箸（花） 
税込価格￥1,320（本体￥1,200） 3×240
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855211472 日本製
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SN501-840
箸（スヌーピー） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（20.5㎝）×1（袋入）
●4979855206423 日本製

SN502-840
箸（ウッドストック） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（20.5㎝）×1（袋入）
●4979855206430 日本製

SN740-11A
イニシャルマグ（A） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×100×105㎜ 
●4979855235348 日本製

SN740-11H
イニシャルマグ（H） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×100×105㎜ 
●4979855235355 日本製

SN740-11K
イニシャルマグ（K） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×100×105㎜ 
●4979855235362 日本製

SN740-11M
イニシャルマグ（M） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×100×105㎜ 
●4979855235379 日本製

SN740-11N
イニシャルマグ（N） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×100×105㎜ 
●4979855235386 日本製

SN740-11S
イニシャルマグ（S） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×100×105㎜ 
●4979855235393 日本製

SN740-11Y
イニシャルマグ（Y） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×100×105㎜ 
●4979855235409 日本製

SN750-850
木製スプーン（スヌーピー） 
税込価格￥770（本体￥700） 6×20
●内容：木製スプーン（13.5㎝）×1（袋入）
●4979855212462 中国製

SN751-11S
スプーン付マグ（Hello） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製スプーン×1
●箱サイズ：140×130×90㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855212479 日本製（スプーン：中国製）

SN752-11S
スプーン付マグ（Thank you） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製スプーン×1
●箱サイズ：140×130×90㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855212486 日本製（スプーン：中国製）

SN753-11S
スプーン付マグ（How are you） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 48
●内容：マグ×1、木製スプーン×1
●箱サイズ：140×130×90㎜ 
●マグ：レンジOK
●4979855212493 日本製（スプーン：中国製）

SN740 イニシャルマグの商品は
この箱に入れてお届けします。

食洗機対応 食洗機対応

SN791-346
アクリルコースター（ジョー・クール） 
税込価格￥550（本体￥500） 3×40
●内容：アクリルコースター×1（袋入）
●4979855212516 中国製

SN792-346
アクリルコースター（アストロノーツ） 
税込価格￥550（本体￥500） 3×40
●内容：アクリルコースター×1（袋入）
●4979855212523 中国製

SN793-346
アクリルコースター（ウッドストック） 
税込価格￥550（本体￥500） 3×40
●内容：アクリルコースター×1（袋入）
●4979855212530 中国製
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LIN11-11
マグ（うさまる） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135419 日本製

LIN12-11
マグ（ねこぺん日和） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135426 日本製

LIN13-11
マグ
（ボンレス犬とボンレス猫） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135433 日本製

LIN14-11
マグ
（愛しすぎて大好きすぎる。）
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135440 日本製

LIN11-840
箸（うさまる） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855135518 日本製

LIN12-840
箸（ねこぺん日和） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855135525 日本製

LIN13-840
箸（ボンレス犬とボンレス猫） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855135532 日本製

LIN14-840
箸
（愛しすぎて大好きすぎる。） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855135549 日本製

LIN11-333
豆皿（うさまる） 
税込価格￥660（本体￥600） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855135464 日本製

LIN12-333
豆皿（ねこぺん日和） 
税込価格￥660（本体￥600） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855135471 日本製

LIN13-333
豆皿
（ボンレス犬とボンレス猫） 
税込価格￥660（本体￥600） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855135488 日本製

LIN14-333
豆皿
（愛しすぎて大好きすぎる。） 
税込価格￥660（本体￥600） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855135495 日本製

LIN11-850
スプーン（うさまる） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1
 （袋入）
●4979855135563 日本製

LIN12-850
スプーン（ねこぺん日和） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1
 （袋入）
●4979855135570 日本製

LIN13-850
スプーン
（ボンレス犬とボンレス猫） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1
 （袋入）
●4979855135587 日本製

LIN14-850
スプーン
（愛しすぎて大好きすぎる。） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1
 （袋入）
●4979855135594 日本製

LIN11-851
フォーク（うさまる） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1
 （袋入）
●4979855135617 日本製

LIN12-851
フォーク（ねこぺん日和） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1
 （袋入）
●4979855135624 日本製

LIN13-851
フォーク
（ボンレス犬とボンレス猫） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1
 （袋入）
●4979855135631 日本製

LIN14-851
フォーク
（愛しすぎて大好きすぎる。） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1
 （袋入）
●4979855135648 日本製

LIN15-11
マグ（ぶたた） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135457 日本製

LIN15-840
箸（ぶたた） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855135556 日本製

LIN15-333
豆皿（ぶたた） 
税込価格￥660（本体￥600） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜
●4979855135501 日本製

LIN15-850
スプーン（ぶたた） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1
 （袋入）
●4979855135600 日本製

LIN15-851
フォーク（ぶたた） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1
 （袋入）
●4979855135655 日本製

★このページの商品は 2021年1月発売予定です。
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HK81-174
シリコンカップカバー（ハローキティ） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×12
●内容：シリコンカップカバー×1（ブリスターパック入）
●4979855207772 中国製

RK151-850
スプーン（ホワイト） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1（袋入）
●4979855304075 日本製

RK152-850
スプーン（グレー） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1（袋入）
●4979855304082 日本製

RK151-851
フォーク（ホワイト） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1（袋入）
●4979855304099 日本製

RK152-851
フォーク（グレー） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1（袋入）
●4979855304105 日本製

RK151-840
箸（ホワイト） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855304112 日本製

RK152-840
箸（グレー） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855304129 日本製

HK141-333
豆皿（AKAE） 
税込価格￥770（本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜ 
●4979855207833 日本製

HK142-333
豆皿（SAKURA） 
税込価格￥770（本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜ 
●4979855207840 日本製

HK141-840
箸（AKAE） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855207857 日本製

HK142-840
箸（SAKURA） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855207864 日本製

HK141-11
マグ（AKAE） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855207871 日本製

HK142-11
マグ（SAKURA） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855207888 日本製

PM211-11
マグ（ピカチュウ） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855179611 日本製
★2021年2月下旬発売予定

PM212-11
マグ（ゲンガー） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855179628 日本製
★2021年2月下旬発売予定

PM211-840
箸（ピカチュウ） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855179635 日本製
★2021年2月下旬発売予定

PM212-840
箸（ゲンガー） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855179642 日本製
★2021年2月下旬発売予定

PM211-850
スプーン（ピカチュウ） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1
 （袋入）
●4979855179659 日本製
★2021年2月下旬発売予定

PM212-850
スプーン（ゲンガー） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1
 （袋入）
●4979855179666 日本製
★2021年2月下旬発売予定

PM211-851
フォーク（ピカチュウ） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1
 （袋入）
●4979855179673 日本製
★2021年2月下旬発売予定

PM212-851
フォーク（ゲンガー） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1
 （袋入）
●4979855179680 日本製
★2021年2月下旬発売予定

RK151-11
マグ（ホワイト） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855304013 日本製

RK152-11
マグ（ネイビー） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855304020 日本製

★このページの商品は 2021年1月発売予定です。
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BT20-1-11
マグ（アビイロード） 
税込価格￥1,760（本体￥1,600）48
●内容：マグ×1
●箱サイズ：105×100×95㎜ 
●4979855114377 日本製

BT20-4-11
マグ（アップル） 
税込価格￥1,760（本体￥1,600）48
●内容：マグ×1
●箱サイズ：105×100×95㎜ 
●4979855114407 日本製

BT20-2-11
マグ（ジャンプ） 
税込価格￥1,760（本体￥1,600）48
●内容：マグ×1
●箱サイズ：105×100×95㎜
●4979855114384 日本製

BT20-3-11
マグ（フェイス） 
税込価格￥1,760（本体￥1,600）48
●内容：マグ×1
●箱サイズ：105×100×95㎜ 
●4979855114391 日本製

BT10-34
メンバーマグ4点セット 
税込価格￥5,500（本体￥5,000）12
●内容：マグ×4
●箱サイズ：240×215×85㎜ 約1,200g 
●4979855114360 日本製

BB70-1-11
カラーマグ（パパ・ピンク） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300）60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×110×95㎜
●4979855235812 中国製

BB70-2-11
カラーマグ（モジャ・ブラック） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300）60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×110×95㎜
●4979855235829 中国製

BB70-3-11
カラーマグ（ズー・イエロー） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300）60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×110×95㎜
●4979855235836 中国製

BB70-4-11
カラーマグ（ベル・パープル） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300）60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×110×95㎜
●4979855235843 中国製

MIN41-11
マグ（イエロー） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855105887 日本製

MIN42-11
マグ（ブルー） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855105894 日本製

LG111-11
誕生20thマグ（レッド） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135013 日本製

LG112-11
誕生20thマグ（ホワイト） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135020 日本製

BT51-11
マグ（レット・イット・ビー） 
税込価格￥1,760（本体￥1,600） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：105×100×95㎜
●4979855114247 日本製

BT50-460
プレートセット（レット・イット・ビー） 
税込価格￥4,400（本体￥4,000） 18
●内容：豆皿×4
●箱サイズ：195×195×20㎜ 約400g
●4979855114254 日本製

（箱）

RGB11-11
ラグビー日本代表 マグ（桜エンブレム） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855301210 日本製

RGB12-11
ラグビー日本代表 マグ（桜の戦士） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855301227 日本製

RGB11-330
ラグビー日本代表 記念プレート 
税込価格￥3,850（本体￥3,500） 40
●内容：20㎝プレート×1
●箱サイズ：215×215×35㎜ 
●4979855301234 日本製

ラグビー日本代表
オフィシャルライセンス商品

ラグビー日本代表

ロゴ

最小サイズ
これ以上にサイズダウンして使わないでください。
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CM21-11
マグ（パリ） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855105757 日本製

CM22-11
マグ（パステル） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855105764 日本製

CM23-11
マグ（ピンク） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855105771 日本製

マグ（ブルー） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300）
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855105894 日本製

誕生20thマグ（ホワイト） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500）
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855135020 日本製

CS21-333
豆皿（パジャマ） 
税込価格￥660（本体￥600） 3×24
●内容：9㎝豆皿×1
●4979855178614 日本製

CS22-333
豆皿（丸紋） 
税込価格￥660（本体￥600） 3×24
●内容：9㎝豆皿×1
●4979855178621 日本製

CS21-850
スプーン（パジャマ） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1（袋入）
●4979855178638 日本製

CS22-850
スプーン（丸紋） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：スプーン（13.5㎝）×1（袋入）
●4979855178645 日本製

CS21-851
フォーク（パジャマ） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1（袋入）
●4979855178652 日本製

CS22-851
フォーク（丸紋） 
税込価格￥660（本体￥600） 6×100
●内容：フォーク（14㎝）×1（袋入）
●4979855178669 日本製

CS21-840
箸（パジャマ） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855178676 日本製

CS22-840
箸（丸紋） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855178683 日本製

CS21-11
マグ（パジャマ） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855178690 日本製

CS22-11
マグ（丸紋） 
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855178706 日本製

LL71-11
マグ（マイキー） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：100×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855192610 日本製

LL72-11
マグ（レオ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：100×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855192627 日本製

LL73-11
マグ（ハリネズミ） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：100×95×105㎜ 
●レンジOK
●4979855192634 日本製

PG11-333
豆皿（フェイス） 
税込価格￥770（本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜ 
●4979855301012 日本製

PG12-333
豆皿（ブルー） 
税込価格￥770（本体￥700） 72
●内容：9㎝豆皿×1
●箱サイズ：95×100×20㎜ 
●4979855301029 日本製

PG11-840
箸（フェイス） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855301036 日本製

PG12-840
箸（ブルー） 
税込価格￥880（本体￥800） 6×120
●内容：箸（21㎝）×1（袋入）
●4979855301043 日本製

PG11-11
マグ（フェイス） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855301050 日本製

PG12-11
マグ（ブルー） 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：マグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●4979855301067 日本製

2021 JOKER
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マグ
税込価格￥770（本体￥700） 60

　 CP101-11 ホワイト ●4979855254073
　 CP102-11 ピンク    ●4979855254080
　 CP103-11 ブルー    ●4979855254097
箱サイズ：110×95×105㎜
レンジOK
日本製

12㎝スクエアプレート
税込価格￥770（本体￥700） 3×20

　 CP101-512 ホワイト ●4979855254134
　 CP102-512 ピンク    ●4979855254141
　 CP103-512 ブルー    ●4979855254158
レンジOK
日本製

13㎝ボウル
税込価格￥660（本体￥600） 3×20

　 CP101-358 ホワイト ●4979855254042
　 CP102-358 ピンク    ●4979855254059
　 CP103-358 ブルー    ●4979855254066
レンジOK
日本製

21㎝オーバルボウル
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 2×16

　 CP101-502 ホワイト ●4979855254196
　 CP102-502 ピンク    ●4979855254202
　 CP103-502 ブルー    ●4979855254219
レンジOK
日本製

24.5㎝プレート
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 3×8

　 CP101-337 ホワイト ●4979855254165
　 CP102-337 ピンク    ●4979855254172
　 CP103-337 ブルー    ●4979855254189
レンジOK
日本製

19.5㎝プレート
税込価格￥770（本体￥700） 3×16

　 CP101-330 ホワイト ●4979855254103
　 CP102-330 ピンク    ●4979855254110
　 CP103-330 ブルー    ●4979855254127
レンジOK
日本製

16㎝プレート
税込価格￥550（本体￥500） 3×20

 　CP101-318 ホワイト ●4979855254011
 　CP102-318 ピンク    ●4979855254028
 　CP103-318 ブルー    ●4979855254035
レンジOK
日本製

16.5㎝ディーププレート
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 48

　 CP101-322 ホワイト ●4979855254226
　 CP102-322 ピンク    ●4979855254233
　 CP103-322 ブルー    ●4979855254240
箱サイズ：165×165×35㎜
レンジOK
日本製

19㎝ディーププレート
税込価格￥1,430（本体￥1,300） 36

　 CP101-321 ホワイト ●4979855254257
　 CP102-321 ピンク    ●4979855254264
　 CP103-321 ブルー    ●4979855254271
箱サイズ：195×195×35㎜
レンジOK
日本製

21㎝ディーププレート
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 24

　 CP101-320 ホワイト ●4979855254288
　 CP102-320 ピンク    ●4979855254295
　 CP103-320 ブルー    ●4979855254301
箱サイズ：215×215×40㎜
レンジOK
日本製
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マグ
税込価格￥990（本体￥900） 60

　 CP111-11 ピンク    ●4979855254400
　 CP112-11 ブルー    ●4979855254417
　 CP113-11 イエロー ●4979855254424
箱サイズ：110×95×105㎜
レンジOK
日本製

スープマグ
税込価格￥1,375（本体￥1,250） 48

　 CP111-36 ピンク    ●4979855254493
　 CP112-36 ブルー    ●4979855254509
　 CP113-36 イエロー ●4979855254516
箱サイズ：120×120×90㎜
レンジOK
日本製

8.8㎝ボウル
税込価格￥660（本体￥600） 3×24

　 CP111-352 ピンク    ●4979855254318
　 CP112-352 ブルー    ●4979855254325
　 CP113-352 イエロー ●4979855254332
レンジOK
日本製

17㎝ボウル
税込価格￥880（本体￥800） 3×16

　 CP111-359 ピンク    ●4979855254370
　 CP112-359 ブルー    ●4979855254387
　 CP113-359 イエロー ●4979855254394
レンジOK
日本製

21㎝パスタプレート
税込価格￥1,100（本体￥1,000） 3×16

　 CP111-355 ピンク    ●4979855254462
　 CP112-355 ブルー    ●4979855254479
　 CP113-355 イエロー ●4979855254486
レンジOK
日本製

21㎝プレート
税込価格￥990（本体￥900） 3×12

　 CP111-330 ピンク    ●4979855254431
　 CP112-330 ブルー    ●4979855254448
　 CP113-330 イエロー ●4979855254455
レンジOK
日本製

14㎝プレート
税込価格￥770（本体￥700） 3×20

　 CP111-255 ピンク    ●4979855254349
　 CP112-255 ブルー    ●4979855254356
　 CP113-255 イエロー ●4979855254363
レンジOK
日本製
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MM1001-GV2
チャミエルVポット（イエロー）
税込価格￥4,400 （本体￥4,000） 36
●内容：ガラスポット×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：130×130×105㎜
●茶こし：C-V-2WM　●460㎖（満水）
●4979855178522 日本製（茶こし：中国製）  

MM1001-GT57
チャミエルティーメイト（イエロー）
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、
　　　　茶こし×1
 ●箱サイズ：90×90×125㎜
●茶こし：C-V-78T
●4979855178539 日本製（茶こし：中国製）  

MM1002-GT57
チャミエルティーメイト（レッド）
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、
　　　　茶こし×1
 ●箱サイズ：90×90×125㎜
●茶こし：C-V-78T
●4979855178546 日本製（茶こし：中国製）  

MM1003-GT57
チャミエルティーメイト（グリーン）
税込価格￥2,750 （本体￥2,500） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、
　　　　茶こし×1
 ●箱サイズ：90×90×125㎜
●茶こし：C-V-78T
●4979855178553 日本製（茶こし：中国製）  

MM1603-SV2
Vポット（ベージュ）
税込価格￥4,180 （本体￥3,800） 36
●内容：ポット×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：130×130×105㎜
●茶こし：C-V-2　●390㎖（満水）
●4979855124017 日本製（茶こし：中国製）

MM1601-12
ティーメイト（イエロー）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：105×105×120㎜
●茶こし：C-V-78T
●4979855124024 日本製（茶こし：中国製）

MM1602-12
ティーメイト（グリーン）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：105×105×120㎜
●茶こし：C-V-78T
●4979855124031 日本製（茶こし：中国製）

MM1603-12
ティーメイト（ベージュ）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：105×105×120㎜
●茶こし：C-V-78T
●4979855124048 日本製（茶こし：中国製）

MM2701-12
ティーメイト（ムーミン）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855262252 日本製（茶こし：中国製）

MM2702-12
ティーメイト（リトルミイ）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855262269 日本製（茶こし：中国製）

MM2703-12
ティーメイト（スナフキン）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：110×95×105㎜ 
 ●茶こし：C-V-78T
●4979855262276 日本製（茶こし：中国製）

SN82-12
ティーメイト（市松）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：110×95×105㎜ 
 ●茶こし：C-V-78T
●4979855211144 日本製（茶こし：中国製）

SN83-12
ティーメイト（波）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：110×95×105㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855211151 日本製（茶こし：中国製）

SN84-12
ティーメイト（瓢箪）
税込価格￥2,200 （本体￥2,000） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
 ●箱サイズ：110×95×105㎜
 ●茶こし：C-V-78T
●4979855211168 日本製（茶こし：中国製）
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LA10-GP27
ガラスポット 
税込価格￥4,400（本体￥4,000） 36
●内容：耐熱ガラスポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：130×130×105㎜
●茶こし：C-V-2　●490㎖（満水）
●4979855139103 日本製（茶こし：中国製）

LA10-GCY
フタ付ガラスマグ 
税込価格￥2,750（本体￥2,500） 60
●内容：耐熱ガラスマグ×1、フタ×1、 

茶こし×1
●箱サイズ：105×105×120㎜
●茶こし：C-V-84T
●4979855139110 日本製（茶こし：中国製）

LA10-GCS
ガラスカップ＆ソーサー 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 36
●内容：耐熱ガラスカップ×1、
　ソーサー（ソーダガラス）×1
●箱サイズ：165×160×90㎜
●4979855139127 日本製（ソーサー：チェコ製）

LA10-815
ガラスマグ 
税込価格￥1,650（本体￥1,500） 60
●内容：耐熱ガラスマグ×1
●箱サイズ：110×95×105㎜
●4979855217016 日本製

CY11-12
ティーメイト（ポピー） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×120㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301616 日本製（茶こし：中国製）

CY12-12
ティーメイト（パンジー） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×120㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301623 日本製（茶こし：中国製）

CY13-12
ティーメイト（ローズ） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×120㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301630 日本製（茶こし：中国製）

CY14-12
ティーメイト（サフラン） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×120㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301647 日本製（茶こし：中国製）

CY15-12
ティーメイト（ベルガモット） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 36
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×120㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301654 日本製（茶こし：中国製）

CY11-GT57
チャミエルティーメイト（ポピー） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：90×90×125㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301661 日本製（茶こし：中国製）

CY12-GT57
チャミエルティーメイト（パンジー） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：90×90×125㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301678 日本製（茶こし：中国製）

CY13-GT57
チャミエルティーメイト（ローズ） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：90×90×125㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301685 日本製（茶こし：中国製）

CY14-GT57
チャミエルティーメイト（サフラン） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：90×90×125㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301692 日本製（茶こし：中国製）

CY15-GT57
チャミエルティーメイト（ベルガモット） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 60
●内容：ガラスティーメイト×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：90×90×125㎜ 
●茶こし：C-V-78T
●4979855301708 日本製（茶こし：中国製）

CY11-GP27
ガラスポット（ポピー） 
税込価格￥3,960（本体￥3,600） 36
●内容：ガラスポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：125×125×115㎜ 
●茶こし：C-V-2　●490㎖（満水）
●4979855301715 日本製（茶こし：中国製）
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C-SV-2
Vポット（クールホワイト） 
税込価格￥2,860（本体￥2,600） 48
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：120×120×120㎜
●茶こし：C-V-2　●390㎖（満水）
●4906171252193 
　日本製（茶こし：中国製）

C-SV-3
Vポット（クールホワイト） 
税込価格￥3,850（本体￥3,500） 27
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：140×140×145㎜
●茶こし：C-V-3　●720㎖（満水）
●4906171253190 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GV-2
チャミエルVポット（クリアー） 
税込価格￥3,300（本体￥3,000） 36
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：120×120×120㎜
●茶こし：C-V-2WM　●460㎖（満水）
●4906171286198 中国製

C-GKP-27A
ガラスコク旨Vポット（クリアー） 
税込価格￥3,575（本体￥3,250） 36
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：125×125×115㎜
●茶こし：C-V-2K　●490㎖（満水）
●4906171843155 中国製

C-SV-2
Vポット（新ラベンダー） 
税込価格￥3,520（本体￥3,200） 48
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：120×120×120㎜
●茶こし：C-V-2　●390㎖（満水）
●4906171803548 
　日本製（茶こし：中国製）

C-SV-2
Vポット（新カモミール） 
税込価格￥3,520（本体￥3,200） 48
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：120×120×120㎜
●茶こし：C-V-2　●390㎖（満水）
●4906171803555 
　日本製（茶こし：中国製）

C-SV-3
Vポット（新ラベンダー） 
税込価格￥4,620（本体￥4,200） 27
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：140×140×145㎜
●茶こし：C-V-3　●720㎖（満水）
●4906171803579 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GV-2
チャミエルVポット（ラベンダー） 
税込価格￥3,740（本体￥3,400） 36
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：120×120×120㎜
●茶こし：C-V-2WM　●460㎖（満水）
●4906171286563 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GV-2
チャミエルVポット（カモマイル） 
税込価格￥3,740（本体￥3,400） 36
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：120×120×120㎜
●茶こし：C-V-2WM　●460㎖（満水）
●4906171286501 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GKP-27A
ガラスコク旨Vポット（べにふよう） 
税込価格￥4,015（本体￥3,650） 36
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：125×125×115㎜
●茶こし：C-V-2K　●490㎖（満水）
●4906171843292 
　日本製（フタ・茶こし：中国製）

C-GKP-27A
ガラスコク旨Vポット（よいまち草） 
税込価格￥4,015（本体￥3,650） 36
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：125×125×115㎜
●茶こし：C-V-2K　●490㎖（満水）
●4906171843308 
　日本製（フタ・茶こし：中国製）

セレックVポットの特長
●使い易い機能が生んだ美しいデザイン

セレックVフィルターの特長
●簡単茶殻処理・金気が出ない・水切れ抜群

・水切れ抜群の大型注ぎ口。 ・ポイッと簡単に茶殻処理ができ、
　洗浄も容易です。

・広い濾過面積だから目詰まり解消。
　深蒸しタイプの緑茶も目詰まりしません。

・V型部だけがフィルター構造。
　お湯が必ず茶葉を通り、少量でも
　美味しさを引き出します。

・V型なので水切り抜群。

・注ぎ口が、本体と一体成形。
　注ぎ出しがスムーズ。

・出がらし解消構造。
　注ぎ残してもポット内で水切り、
　2煎目、3煎目も美味しく出せます。

C-SV-3
Vポット（新カモミール） 
税込価格￥4,620（本体￥4,200） 27
●内容：ポット×1、茶こし×1
●箱サイズ：140×140×145㎜
●茶こし：C-V-3　●720㎖（満水）
●4906171803586 
　日本製（茶こし：中国製）
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C-SO型
ティーメイト（新ラベンダー） 
税込価格￥1,760（本体￥1,600） 80
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：95×95×105㎜
●茶こし：C-V-2
●4906171804446 
　日本製（茶こし：中国製）

C-SO型
ティーメイト（新カモミール） 
税込価格￥1,760（本体￥1,600） 80
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：95×95×105㎜
●茶こし：C-V-2
●4906171804453 
　日本製（茶こし：中国製）

C-STM-16
ティーメイト（フローリストS） 
税込価格￥1,870（本体￥1,700） 60
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：100×100×120㎜
●茶こし：C-V-78T
●4906171819532 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GCY-84T
チャミエルティーメイト
（フローリスト） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 48
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×130㎜
●茶こし：C-V-84T
●4906171819242 
　日本製（茶こし：中国製）

C-R 型
チャミエルティーメイト（クリアー） 
税込価格￥1,980（本体￥1,800） 80
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：95×95×105㎜
●茶こし：C-V-2
●4906171125190 中国製

C-R 型
チャミエルティーメイト（ラベンダー） 
税込価格￥2,420（本体￥2,200） 80
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：95×95×105㎜
●茶こし：C-V-2
●4906171125565 
　日本製（フタ・茶こし：中国製）

C-R 型
チャミエルティーメイト（カモマイル） 
税込価格￥2,420（本体￥2,200） 80
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：95×95×105㎜
●茶こし：C-V-2
●4906171125503 
　日本製（フタ・茶こし：中国製）

C-GTM-80
チャミエルティーメイト（フィーカ） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 48
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×130㎜
●茶こし：C-V-84T
●4906171819228 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GTM-80
チャミエルティーメイト（グレース） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 48
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×130㎜
●茶こし：C-V-84T
●4906171819235 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GKM-57
ガラスコク旨ティーメイト
（べにふよう） 
税込価格￥2,255（本体￥2,050） 60
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：95×95×130㎜
●茶こし：C-V-78TK
●4906171818979 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GKM-57
ガラスコク旨ティーメイト
（よいまち草） 
税込価格￥2,255（本体￥2,050） 60
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：95×95×130㎜
●茶こし：C-V-78TK
●4906171818986 
　日本製（茶こし：中国製）

C-GCY-84T
チャミエルティーメイト
（ロマンチックストロベリー） 
税込価格￥2,200（本体￥2,000） 48
●内容：マグ×1、フタ×1、茶こし×1
●箱サイズ：105×105×130㎜
●茶こし：C-V-84T
●4906171812007 
　日本製（フタ・茶こし：中国製）

セレックティーメイト
おいしさを引き出すポイント

ティーメイトを使ったお茶のいれ方

●Vフィルターをセット・ポットとカップがひとつになった

●お茶の種類に適した温度の熱湯を注ぐ
●蓋をして充分蒸らし、香りを逃さず
　茶葉の成分を抽出する。香り

をにが
さない

カップに Vフィルターをセットし、好み
の茶葉を入れ、茶葉に適温のお湯を注ぐ。

蓋をして好みの濃さまで蒸らしながら、
香りを逃さず茶の成分を抽出する。

Vフィルターを静かに引き上げ
雫を切り、裏返したフタへ。
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