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WAKIRIE

“あなたが幸せでありますように”

Collaboration

そんな願いを込めたギフトを届けたい

1

creative director

WAKIRIE
ワキリエ
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スマイルウエディング

i

クリエイティブディレクター
ウエディング・インテリアのブランディングや、
アートディレク

DAMASK

ションで広告ビジュアルやカタログを手がける。現在は、
ウエ
ディング関連の監修やアドバイザー、
ブランドディレクション、
商品プロデュースなど活動の場を広げ、
2014年に引出物ブ

時 間 を 紡ぐ おくりもの

ランド
「ドゥーメルシー」
を立ち上げる。著書に
「スマイル ウエ
ディング ブック」
「スマイルウエディングレッスンノート」
「スマイ

全面にダマスク柄をあしらった華やかな食器シリーズ。

ル ウエディング」
「 CREA MOOK スマイルウエディング」

食卓を上品に彩るゴールド、
シルバーの二色展開です。

（文藝春秋）
「スマイル ウエディング ウエディングダイアリー」
「スマイルライフ」
（宝島社）
。

笑顔が集まるその場所の、
時間を紡ぐおくりもの。
友人はもちろん、
親族や上司の方々にも喜ばれる落ち着いたデザインです。

DEUXMERCI

Message card
ドゥメルシー

DEUXMERCIの商品にはメッセージ

ʻおふたりの感謝の想いʼという意味を込めて名付けた『DEUXMERCI』。
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カード
（ウエディング専用）
が入ります。

おふたりの大切なゲストの幸せを願ってつくりました。日々のキッチン

に、家族のテーブルにスマイルな瞬間が増えたなら、こんなに嬉しいこと
はありません。

ダマスク ペア C/S

ダマスク ペアプレート

yen［税抜］

yen［税抜］

カップ
（2）
φ7.5 h6.6㎝（210ml）

プレート
（2）19.5 19.5 h3.5㎝

ソーサー
（2）
φ15.5 h1.5㎝

box size（約）20.5 20.5 h5.2㎝ ＊日本製

box size（約）26.5 16.5 h8.1㎝ ＊日本製

ダマスク ペアマグ
yen［税抜］
マグカップ
（2）
φ8 h10.7㎝
（400ml）
box size（約）24.3 12 h8.5㎝ ＊日本製

このシリーズは、
こちらのBOXデザインになります。
※このページの掲載商品は、電子レンジでの温め直しが可能です。
※このページの掲載商品には、DEUXMERCIメッセージカード（ウエディング専用）が入ります。
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WAKIRIE

Cafe set
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こちらのBOXデザインになります。

Fortune Word カフェセット
（A）
・
（B）
yen［税抜］

Tea

プレート
（大）
（1）
φ20.6 h2㎝ プレート
（中）
（1）
φ17.8 h2㎝
プレート
（小）
（1）
φ12.5 h1.5㎝ カップ
（1）
φ6.1 h6.1㎝（110ml）
box size（約）21.4 21.3 h11.4㎝ ＊中国製

Party
Set

Fortune Word アフタヌーンティーセット
yen［税抜］
プレート
（2）22.6 17 h1.9㎝ カップ
（2）
φ7.5 h8.5㎝（230ml）
box size（ 約）23.5 17.7 h11.3㎝ ＊中国製

こちらのBOXデザインになります。

Fortune Word パーティーセット
yen［税抜］
プレート
（大）
（1）
φ20.6 h2㎝ プレート
（小）
（4）
φ12.5 h1.5㎝

W

tupper

box size（ 約）21.3 21.3 h7.2㎝ ＊中国製

こちらのBOXデザインになります。

FORTUNE WORD

大 切 な 方 々の 幸 せ を 願 って

シンプルだからこそ心に響くメッセージ。
「Dream」「happy」「Love」「forever」「Smile」
使うたびに幸福感を運んでくれる 5 つの言葉をデザインした
キッチングッズ＆テーブルウエアのコレクションです。
ちょっぴりアンティークっぽい雰囲気とフレンチスタイルのカラートーンも魅力的。
おふたりの大切な方への贈り物に。
4

Cafe B

Fortune Word ウエディングケーキタッパー
yen［税抜］
パック
（大）
（1）
φ15.1 h9.2㎝ パック
（中）
（1）
φ12.8 h6.7㎝
パック
（小）
（1）
φ9.8 h4.7㎝
box size（ 約）16.7 16.7 h10.1㎝ ＊中国製

Fortune Word カフェオレボウル
こちらのBOXデザインになります。

yen［税抜］
ボウル
（5）
φ12 h7㎝

box size（ 約）25.3 13.8 h12.8㎝ ＊中国製

こちらのBOXデザインになります。

※このページの掲載商品は、電子レンジでの温め直しが可能です。
※このページの掲載商品には、DEUXMERCIメッセージカード（ウエディング専用）が入ります。
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2 HANY ITO

wedding dress designer

HANY ITO
伊藤羽仁衣

ウエディングドレスデザイナー

幼少の頃よりドレスデザインを手掛け、
22歳で北海道札幌

パルテール 大鉢

にウエディングドレスブランド
「HANY WEDDING」
を立ち

yen［税抜］

上げる。
2010年東京青山に
「世界で一番エレガントで可愛い

大鉢（1）
φ23 h6.2㎝

花嫁を作る」
というコンセプトのもと、
ブライダルショップ

box size(約)25 25 h6.7㎝ ＊日本製

「THE HANY」
をオープン。
徹底したクオリティ管理と独自な
感性から個性溢れるデザインの新しいドレスを生み出し続
けている。
東京・青山、
福岡・博多、
大阪・南船場の旗艦店のほ
か、
全国のドレスショップで取り扱い中。

http://the-hany.jp

PARTERRE

パルテール 組飯碗

花 を 添 えるおくりもの

yen［税抜］
飯碗（2）
φ12.5 h6.2㎝

box size（約）26.4 13.6 h7.5㎝ ＊日本製

和陶器に水彩画風のたらし込みで、
お花を描いた食器シリーズ。
可愛
らしいカラフルな色彩。
大柄な花と小花の線が襖絵を感じさせるデザイ
ン。
和と洋の空気が出会い、
印象的な器に仕上がりました。日本文化
の奥行きとあたたかさで、
テーブルに花を添えるおくりものです。

パルテール 小皿揃
yen［税抜］

パルテール ペアカップ

小皿（5）
φ10.3 h2.6㎝

box size（約）22.8 22.8 h4.3㎝ ＊日本製

yen［税抜］
カップ
（2）
φ10.2 h7.9㎝（270ml）

box size
（約）
22.5 11.5 h8.5㎝ ＊日本製

このシリーズはこちらのBOX
デザインになります。
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キュートで上 質 な ガ ー ル ズタイム
太 陽 の 光 が きら めく午 後 、友 人と た わ い も な い おし ゃ べりに 添 える「 可 愛 い！ 」が 詰 まった アイテム たち 。
陽 気 な 笑 い 声と たくさん の 笑 顔 。ま た 明 日 か ら 頑 張 れ る 、そん な 休 日 。

FAVORITE

オ シ ャ レ して 集 う
自 宅 で ティ ー タイム
スイーツは、見た目も大事。

お気に入りのお店のケーキも、手作りのお菓子も、
もっともっと美味しく見える、魔法のお皿。

favorite スイーツセット
yen［税抜］

このシリーズはこちらのBOX
デザインになります。

8

プレート
（2）
13.5 13.5 h1.5㎝
マグカップ
（2）
φ8.8 h11.2㎝（350ml）
ヒメフォーク
（2）12㎝
box size（約）
26.5 23.8 h9.2㎝

favorite カフェブレイクセット
yen［税抜］
プレート
（2）20.2 20.2 h2.3㎝
マグカップ
（2）
φ8.8 h11.2㎝（350ml）
box size
（約）
32.8 23.8 h9.2㎝ ＊中国製

＊プレート・マグカップ：中国製／フォーク：日本製
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STARRY SKY
おいしさ長くつづくからずっとハッピー
耐熱、保温、保冷に優れた二重構造のグラスは飲み物が
浮いてみえるデザインが好評。切子細工のスターがドリ
ンクの色によってさり気なく際立ち、オシャレです。

FIORINA

Starry Sky
デュエットアレンジグラス

―小さなお花たち―

使い方いろいろ、キュートな小花皿

yen［税抜］
カップ
（2）
φ7.1 h14.5㎝ (390ml)

box size（約）17.2 15.7 h8.8㎝ ＊中国製

愛らしいお花のかたちの小皿をセットにしたギフト。
8枚もあるので使い勝手が良く、いつもの食卓をさらに楽しく彩ってくれます。
アクセサリーなどの小物を置いておくのにも重宝しそう。

Starry Sky
デュエットアレンジカップ
yen［税抜］
カップ
（2）
φ8.5 h9.2㎝ (300ml)
コースター
（2）
φ10㎝

fiorina −小さなお花たち− 小花皿

box size
（約）
21.9 10.9 h10.2㎝

＊中国製

yen［税抜］
小花皿（8）
φ9.6 h1.8㎝

box size（約）11.9 11.9 h9.4㎝ ＊中国製

GLISTEN

TEA PARTY

控えめ、でも、確かなゴールド

きらきら輝くティータイムはいかが？

コーヒーカップの横に。ティースプーンに。スイーツのお供に。

友人を招いて昼下がりのティーパーティー。

ミニサイズの輝く金色のカトラリーを添えて。

お気に入りの食器でコーディネート。

上品に輝く、鏡面に磨きあげられた金色のカトラリーセット。

会話が弾む楽しいひととき。

エレガントな曲線が優雅なティータイムを演出します。

GLISTEN カトラリーセット
yen［税抜］
こちらのデザインの木箱に入ります。
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こちらのBOXデザイン
になります。

11.6㎝
コーヒースプーン
（5）
ヒメフォーク
（5）
12㎝

box size
（約）23 14.4 h3.3㎝ ＊日本製

Tea Party ティーセット
yen［税抜］
ポット
（1）
φ9.6 h14.4㎝ (460ml) カップ
（2）
φ7.5 h5.9㎝ (190ml)
レースコースター
（2） 茶こし
（1）
box size（約）22.5 20 h11㎝ ＊中国製

レースコースター付き
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PURE LACE

SOMETHING BLUE

レースで女子力アップ！

幸せを運んでくれる、青いギフトのおまじない

真っ白な磁器にレース特有の繊細な透かし模様がくっきりと表現され

綺麗なブルーのリボンが舞う、テーブルの上の「サムシングブルー」が

ガーリーな気分にも、ナチュラルな空間にも似合うシンプルなデザインが

毎日の愛しのティータイムを叶えてくれそう。

食事をちょっぴりおめかししてくれるよう…。

サムシング・ブルー ティータイムセット
yen［税抜］
プレート
（1）
φ25 h2.1㎝
カップ
（2）
φ8.4 h5.5㎝（200ml）
ソーサー
（2）
φ13.8 h1.3㎝

box size（約）26.6 26.6 h9.1㎝ ＊中国製

こちらの BOX デザイン
になります。

Point 01
プレートまわりに可愛らしい
リボンのデザイン。スイーツに
もピッタリ！

Point 02

ピュアレース トリオボールセット
yen［税抜］
ボウル
（3）
φ12.3 h7.3㎝

box size（約）13.8 13.8 h12.4㎝ ＊中国製
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こちらの BOX デザイン
になります。

シルバーリボンのカップの
裏側には幸せを運ぶ青い鳥
が隠されています。

Point 03
何か青いものを身につけると
幸せになれるという花嫁のお
まじないにあやかった、素敵
なブルーカラー。

Point 04
カップの取っ手はリボンの形
に。ウエアのデザインに合わ
せた愛らしいこだわりです。
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AQUA

ホットもコールドもウキウキも！
飲み物が浮かんで見えて、気分もウキウキしそうな二重構造グラス。
ホットにもコールドにも使えて機能的！カラフルにおしゃれに楽しんで。

Point 01
耐熱、
保温、
保冷に優れた
二重構造。手に温 度が伝
わりにくく快適です。
ドリン
クの温度変化もゆるやか
なので、
おいしい時間が長
続きします。

Point 01
ヨーグルトやアイスクリームなどデザート用に
もぴったりなショートサイズ。
おうちパフェを
楽しんで。

WEEKEND

楽しさを形にしたような金のデザイン

Point 02

週末の家族団らんや友人を招いてのホームパーティなどで大活躍。

水滴がでないから、
冷た
いドリンクも快適に楽し
めます。
コースターが な
くてもテーブルが濡れ
ません。

ポップにアレンジされたモチーフをゴールドでデザインしたプレートセット。

Point 02

ウィークエンド プレートセット
yen［税抜］
プレート
（4）
φ16 h2㎝

box size（約）17.1 17.1 h5.8㎝ ＊日本製

※この商品は、電子レンジでの温め直しが可能です。
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ドリンクが宙に浮いて見え
るミステリアスなデザイ
ン。また、
スリムで持ちやす
く、
驚きの軽さも魅力。

Point 03
耐熱性に優れ、電子レンジも
OK。熱が手に伝わりにくいた
め、取っ手がなくても温めた飲
み物を持つことができます。

AQUA ペアスリムグラス
yen［税抜］
グラス
（2）
φ7.6 h14.4㎝（330ml）
box size（ 約）18 15 h9㎝ ＊中国製

機能も見た目もビールに最適。
ビアグラスとしても重宝します。

AQUA ペアショートグラス
yen［税抜］
グラス
（2）
φ7.5 h11.5㎝（230ml）
レースコースター
（2）

box size
（約）
16.5 12.5 h8.5㎝ ＊中国製
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FORET

もう一度、おひさまの下へ
現代の人工的な暮らしにとって自然の中に身を委
ねることは何より贅沢なひととき。
さんさんと光の降
り注ぐ庭にテーブルをセットすれば、
とびきりフレッ
シュなごちそうに出会える予感。

Foret ポット茶器
yen［税抜］
ポット
（1）
φ9.4 h12.2㎝（500ml）
カップ
（5）
φ8 h6.5㎝（200ml）レースマット
（1）
box size（約）29 23 h10.5㎝ ＊中国製

Foret カフェ丼セット
（スプーン付）
yen［税抜］
ボウル
（5）12.7 12.4 h6.7㎝ 木スプーン
（5）15.9㎝
box size（約）27.5 14.5 h13.5㎝ ＊中国製

Foret パーティー・フライドディッシュ
yen［税抜］
大皿（1）24 24 h3.5㎝ 取皿（5）13 13 h2㎝
網（1）20.2 20㎝

box size（約）26.6 25.9 h9.7㎝ ＊中国製

愛らしい小花に、心も会話も弾みそう
シンプルだけれどメルヘンチック。華奢で可愛らしい花 が 散
りばめられた食器 セットです。料理の彩りや盛り付けを考
えるのも、食べるのも楽しくなりそう！使い勝手の良いコン
ビネーションも魅力的。

はなはな 5客コーヒーセット
yen［税抜］
カップ
（5）
φ9 h5.5㎝（200ml）ソーサー
（5）
φ14.8 h2.2㎝
box size（約）28.2 27 h9.7㎝ ＊中国製
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はなはな お料理揃
yen［税抜］
だえん鉢（1）22 18.8 h7.5㎝ 小鉢（5）
φ10.3 h4.8㎝
サーバーセット
（1）21.8㎝
box size（ 約）32.3 24.8 h10.4㎝ ＊中国製
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載せるものをシックに魅せてくれるダークカラーの
プレートが主役。忙しく慌ただしい日々のちょっとし
た安らげるひとときに・・・紅茶の温かさと香りが染
み渡ります。プレートの上にシノワズリの小皿を重ね
ることで、優雅でロマンチックな大人の空間を創り
上げます。

Godetevi facendo il loro coordinamento.
Set che lo rendono utile per una varietà di modi divertenti.

海外のオシャレな街。
風を感じてたのしむ、テラス席でのブランチタイムのように。
くつろいだ食事は人を幸せにする。
自分らしくコーディネートしていろんな楽しみ方のできる
今話題のスレートプレート。

Routine-ルティーネ- カフェタイムセット
yen［税抜］
プレート
（大）
（1）
24.8 23.7 h2㎝
プレート
（小）
（2）
16.5 16 h1.5㎝
カップ
（2）
φ9.5 h6.5㎝ (250ml)

box size（約）34.8 24.5 h8.2㎝ ＊中国製

あ な た は 何 を 乗 せる？

カジュアルで贅沢なブランチタイム

盛りつけるだけで
お料理がオシャレに見える
天然石のプレート

ニューヨークブルックリン発の天然石でできたスレートプレート。マットな質感が
食材そのものの魅力を引き立て、バラエティに富んだお料理をオシャレにまとめあ
げてくれるスレートマジック。ココットは、食材を入れてプレートに載せるもよし、
ミニサラダを盛ってテーブルを彩るのもよし。ついつい食べ過ぎてしまうブランチ
タイムに気の利いたセットです。つやつやした飴色のココット&マグカップが食卓
にあたたかみをプラスします。

Routine-ルティーネ- アフタヌーンティーセット

lieto-リエット- ブランチセット

yen［税抜］

yen［税抜］

24.8 23.7 h2㎝
プレート
（大）
（2）
プレート
（小）
（2）
16.5 16 h1.5㎝
カップ
（2）
φ9.5 h6.5㎝ (250ml)
コーヒースプーン
（2）11.6㎝

天然石プレート
（1）30.5 18 h1㎝
マグカップ
（1）
φ9.1 h8.4㎝ (360ml)
ココット
（1）
φ9 h4.8㎝
木フォーク
（1）18.5㎝
※このページの掲載商品は性質上、色・柄・サイズが異なる場合がございます。
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天然石プレートはテーブルを
傷つけにくい滑り止めつき。

box size
（約）31.8 18.9 h10.3㎝

＊プレート・フォーク：中国製／マグカップ・ココット：日本製

box size（約）
34.8 24.5 h8.2㎝

こちらのBOXデザインになります。

＊プレート・カップ：中国製／スプーン：日本製

このシリーズはこちらのBOX
デザインになります。
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Hair & Face & Body Care
遊びも仕事もめいっぱい！その後はめいっぱいの自分ケア
地球にも人にもやさしい、天然由来成分のケアアイテム。
『3 in 1Wash』と『Organic Oil』は年齢・肌質を問わず使えるから、贈り物にも最適！

こ
だ
わ
り
の
デ
イ
リ
ー
ユ
ー
ス

3つのストレス０
ゼロ

お
洒
落
な
メ
ン
ズ
ゲ
ス
ト
に
セ
レ
ク
ト
し
た
い

ヘッドスパ効果でキレイな頭皮・髪

ゼロ

1 「人体ストレス0 」
汚れをしっかり落とす潤い洗顔

アメリカの医学博士、公認皮膚科専門医を要する専門機関で
白人、黒人、黄色人種にわたりアレルギーテストを行い、全て
において「刺激0」という安全性と信頼性を証明しました。
ゼロ

お肌の水分バランスを整えながら

2 「情 報 ストレス0 」
メディアを通じて沢山の情報が飛び交っている現代。何
が良くて、何がよくないのか？私達の答えはとてもシンプ
ルです。無刺激（免疫力を損なわない）商品。それが最低
限で最高峰なのです。

HOMME 3inl Wash

ゼロ

3 「環 境ストレス0 」

yen［税抜］
ジャムレーベルウォッシュ
（1）
（250ml）

99％以上生分解され、環境汚染を起こしません。

box size（約）20.8 5.7 h5㎝ ＊日本製

自宅でできるヘッドスパオイル

お肌を労わるクレンジング

天然 100％の保湿オイル

夢 のようなオイルの誕 生
1 「 6 種 類の天 然オイルをブレンド」
ホホバ油・マカデミアナッツオイル・ツバキ種油・アンズ
核油・グレープシードオイル・アルガンオイル。人体に調和
しやすい6種の天然オイルをベストバランスでブレンド。

2 「 使 いやすさを追 求」
ヘアケア・ボディケア・オイルマッサージ・オイルクレンジ
ングなど。1本で様々な使い方ができる夢のようなオー
ルインワンオイル。

HOMME Organic Oil
yen［税抜］
ジャムレーベルオイル
（1）
（100ml）

box size（約）17.5 5.8 h4.1㎝ ＊日本製

ほっと落ち着く香りは、4種の天然精油
『3 in 1Wash』
と
『Organic Oil』
には、
『フランキンセンス』
『カミツレ』
『ラベンダー』
『ライム』
の4種の天然精油で香りつけ。
ふわっと香る優しい香りに、
心も身体もほっと癒されます。

Free Cup

日常使いのアイテムは、男性に喜ばれるギフトのひとつ。
ボディケアグッズやフリーカップなどその方のライフスタイルを考えて選びたいものです。
「HOMME」のラインナップは、どれもスタイリッシュで高品質。ワンランク上の印象を与えてくれます。

メタリックの高級感を持つ、
陶器のフリーカップ
特殊な釉薬を使うことで

地球環境保全プロジェクト
安心して使える安全な商品の開発
生体に調和し自己免疫力をサポートできる商品
環境に対して社会貢献できる商品

陶器がメタリックにも見える絶妙な風合いに。
洗剤やシャンプーで一般的に使われている合成界面活性剤や香料、
防腐剤などの石油系の化合物

が、
排水された水の中で分解されず、河川や土壌などの環境破壊を起こしてしまっており、数年前

える上でも重要な役割を担うと考えられます。
洗剤やシャンプーは毎日の習慣として使用されるもので
す。
毎日使用するものだから安心・安全はもとより、
人にも環境にも優しい商品を使っていきたい。
地
球のキレイにもこだわった商品が必要とされています。
① 安心して使える安全な商品の開発

② 生体に調和し自己免疫力をサポートできる商品
③ 環境に対して社会貢献できる商品

を多くの人に伝えていきたいと考えております。
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長く愛用していただけるフリーカップです。

から問題視されています。
今後は環境に対しても配慮した製品が、
地球環境や私たちの食生活を考

HOMME 俺のカップ
yen［税抜］
カップ
（1）
φ8.7 h13.5㎝（330ml）

box size（約）9.3 14.1 h9.1㎝ ＊日本製
※窯変により写真とは色合いが異なる場合がございます。

こちらの BOX デザインになります。

21

Makeup Brush Set

今治タオル
国内最大 規模の産地、愛媛県今治市で作られた

大 切なゲストへカラダにやさしいギフトを贈りたい。
そんなおふたりの気持ちにお応えする

ブラシ で 目 醒 める 、メイクアップの 喜 び

タオルの総称。四国タオル工業組合が定めた高い

女性のココロとカラダを優しく癒す贈り物

品質基準をクリアしたものにのみブランドマーク
がつけられています。
近年、
日本が誇る地域ブランド

世界に誇る基本の３本セット。

として再評価され、
世界に発信しています。
2016-1340
＜タオル＞

熊野 侑昂堂の化粧筆はただメイクをするための道具ではありません。
その筆が導くのは、美しさ、そしてメイクアップの喜び。

「サロン・ド・ドルチェ」やさしいアイテムを揃えています。

新しいテクニックを得て目覚めた自信は
内側から輝く美となって、女性の顔を作るのです。

フェイスブラシ
たっぷりの毛量で、
肌をふわっ
と柔らかな印象に仕上げ、
化粧
崩れしにくいツヤ肌をキープ
します。

シャドウブラシ
ラメ入りやマッドカラーなど多
種多様なアイシャドウがキレ
イに発色。使いやすい一本で
す。

リップブラシ
なめらかでコシがあり、
思い通
りのリップラインを描けます。
素
早く、ぷるんとした唇に仕上
げます。

息を の む ほど な めらか な
穂 先 に 宿る伝 統 の 技
触れるとまるで吸いつくようになめらかな肌触り
毛先を切らずに揃える伝統技法が、息をのむほどなめらかで綿密なキメを生みだします
艶やかさ、そして透明感あふれる肌へと導く「熊野の筆」

やさしい肌触りがうれしい、癒しの今治タオル

その仕上がりに、きっと肌が驚きます

SALON de Dolce
熊野 侑昂堂の化粧筆セット
yen［税抜］
フェイスブラシ
（1）約16㎝ シャドウブラシ
（1）約15㎝
リップブラシ
（1）約14.7㎝

柔らかな肌触りと優れた吸水性を誇る、
注目のタオルです。

box size（約）16.9 10.1 h2.9㎝ ＊日本製

使い心地のよさを重視した今治のタオル作り。
人に触れるものだから、
やさしさにこだわりたい。

フェイスブラシ

その思いが良質なタオルとなって、
日々に安らぎを与えてくれます。

たっぷりの毛量で、
肌をふわっと柔
らかな印象に仕上げ、化粧崩れし
にくいツヤ肌をキープします。

Face Brush

適度なコシと柔らかな肌あたりの
筆により、
パウダーをしっかり肌
に密着させることができます。
2016-1340
＜タオル＞

SALON de Dolce
熊野筆 フェイスブラシ
SALON de Dolce
今治タオル2枚セット
yen［税抜］
フェイスタオル
（2）約84 32.5㎝

box size
（約）
17.6 19.7 h7.9㎝ ＊日本製

SALON de Dolce
熊野侑昂堂の化粧筆
フェイスブラシ
（P）
＆今治タオル
yen［税抜］
フェイスブラシ
（1）約16㎝
フェイスタオル
（1）約84 32.5cm

box size（約）13.4 19.8 h7.3㎝ ＊日本製
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yen［税抜］
フェイスブラシ
（1）約18㎝

box size（約）19.3 6.1 h3㎝ ＊日本製

SALON de Dolce
熊野 侑昂堂の化粧筆
フェイスブラシ&今治タオル
yen［税抜］
フェイスブラシ（1）約16㎝
フェイスタオル（1）約84 32.5㎝

box size（ 約）13.4 19.8 h7.3㎝ ＊日本製
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LOVE TRAVEL
旅を楽しむには、準備から！
旅行の荷造りに活躍するトラベルポーチと、
化粧品とメイクブラシがたくさん収納できるポーチのセット。
トラベルポーチを使ってパッキングすれば旅行バックの中がすっきり。
使い勝手や素材感にこだわった上品なポーチです。
引手にあしらったパールが女子気分を上げてくれます。
これがあれば、
旅行の準備から楽しめそう！

Carry the "usual ". It is a real luxury.

LOVE TRAVEL ポーチセット
yen［税抜］
トラベルポーチ
（1）約34 25 h7.5cm（開閉部ファスナー式）
コスメ＆ブラシポーチ
（1）約22.5 23 h5㎝
（内部：オープンポケット・リップホルダー各１・ブラシホルダー 8、開閉部ファスナー式）
box size（約）22.2 24 h6.3㎝ ＊中国製
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※こちらの商品に、内容物は含まれません。
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SHIGOKU no TOWEL
至極のタオル

格式ある木箱に収めた今治タオル。
素材にこだわり、
今治で培われた匠の技で織り上げたタオルは極上のふんわり感。
これまでにないプレミアムな触り心地のタオルです。
洗濯するときに柔軟剤を必要とせず、
吸水性が高く、
良く乾く。
綿の持つやわらかさを最大限に引き出しました。

2016-919
＜タオル＞

今治織匠 至極タオル
バスタオル
（木箱入）
yen［税抜］
バスタオル（1）約116.5 62㎝

HUG ME

box size（ 約）29.7 15.5 h8.7㎝ ＊日本製

機能的な真空二重ステンレスカップと上質な肌ざわりの今治タオルのコラボレーション。

hug me しあわせの時間A
yen［税抜］

真空二重構造タンブラー
（1）
φ7.4 h13.5㎝（350ml）
フェイスタオル
（1）約73.5 33.5cm

＊タンブラー：中国製／タオル：日本製

＊タンブラー：中国製／タオル：日本製

hug me しあわせの時間C

hug me しあわせの時間D

yen［税抜］

box size（約）25.5 15.6 h10.5㎝

保温・保冷力に優れた
真空断熱構造

真空二重構造マグカップ
（1）
φ9.5 h9.6㎝（430ml）
フェイスタオル
（1）約73.5 33.5cm

＊カップ：中国製／タオル：日本製

＊カップ：中国製／タオル：日本製

box size（約）25.5 15.6 h10.5㎝

yen［税抜］
フェイスタオル
（2）約73.5 33.5㎝

box size（約）29.7 15.5 h8.7㎝ ＊日本製

今治織匠 至極タオル
タオルセットA（木箱入）

yen［税抜］

真空二重構造マグカップ
（1）
φ9.5 h9.6㎝（430ml）
フェイスタオル
（1）約73.5 33.5cm
box size
（約）
25.5 15.6 h10.5㎝

今治織匠 至極タオル
フェイスタオルセットA
（木箱入）

yen［税抜］

真空二重構造タンブラー
（1）
φ7.4 h13.5㎝（350ml）
フェイスタオル
（1）約73.5 33.5cm
box size
（約）
25.5 15.6 h10.5㎝
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hug me しあわせの時間B

保温・保冷力に優れた
真空断熱構造

yen［税抜］
フェイスタオル（1）約73.5 33.5㎝ バスタオル（1）約116.5 62㎝
box size（ 約）29.5 27.4 h8.2㎝ ＊日本製

優れた吸水性と安全性が
今治タオルの証
今治タオルのブランドロゴマーク
＆ロゴは、日本最大のタオル産地
「 今 治 」で、
独自の品質基準に合格
したタオルのみに付与されます。

今治織匠 至極タオル
フェイスタオルセットB（木箱入）
yen［税抜］

このシリーズはこちらのBOXデザインになります。

今治織匠 至極タオル
フェイスタオルセットC（木箱入）
yen［税抜］

フェイスタオル（2）約73.5 33.5㎝

フェイスタオル（2）約73.5 33.5㎝

今治織匠 至極タオル
タオルセットB（木箱入）

今治織匠 至極タオル
タオルセットC（木箱入）

box size（ 約）29.7 15.5 h8.7㎝ ＊日本製

yen［税抜］
フェイスタオル（1）約73.5 33.5㎝ バスタオル（1）約116.5 62㎝
box size（ 約）29.5 27.4 h8.2㎝ ＊日本製

box size（ 約）29.7 15.5 h8.7㎝ ＊日本製

yen［税抜］
フェイスタオル（1）約73.5 33.5㎝ バスタオル（1）約116.5 62㎝
box size（ 約）29.5 27.4 h8.2㎝ ＊日本製
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大 切 な ゲ ストの 幸 せ を 願 う気 持 ちを

３つの 星に 込 めて

特別なプレートでスペシャルなbrea k fastを

「あなたの現在・過去・未来が輝き続けますように・・・」そんな想いが込められた３つの星。
陶器で琺瑯風に作ることで、熱い珈琲を入れても取っ手や口元が熱くなりすぎない、可愛
くて機能性も兼ね備えた優れもの。ポップなカラーで元気になる、香ばしい淹れたて珈
琲に、ついついおやつが欲しくなるおうちでカフェタイム。

輝かしい一日のスタートに是非使ってほしい、ポップなペアプレート。
トースト一枚がきれいに収まるサイズのプレートは、朝食はもちろん、パスタやカレーなど様々な食卓シーンで活躍します。

このシリーズはこちらのBOX
デザインになります。

TRILOGY コーヒーセット
yen［税抜］
ポット
（1）
φ8.5 h11.9㎝ (500ml)
マグカップ
（1）
φ9.8 h7.4㎝ (360ml)
ドリッパー
（1）
φ11 h7.7㎝

box size
（約）
23.5 20 h10.7㎝ ＊中国製
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TRILOGY ペアマグ＆キャニスター
yen［税抜］
キャニスター
（1）
φ13 h7.9㎝
マグカップ
（2）
φ9.8 h7.4㎝ (360ml)
コースター
（2）10.9 10.9㎝

box size（約）26.7 16 h10.4㎝ ＊中国製

TRILOGY ペアプレートA
yen［税抜］
プレート
（2）
φ20.3 h3.3㎝
木フォーク
（2）18.5㎝

box size（約）22.2 22.2 h5.7㎝ ＊中国製

BLUE

WHITE

TRILOGY ペアプレートB
yen［税抜］
プレート
（2）
φ20.3 h3.3㎝
木フォーク
（2）18.5㎝

box size（約）22.2 22.2 h5.7㎝ ＊中国製

BLUE

YELLOW

プレート中央部には『あなたの
現在・過去・未来が輝き続けま
すように』という意味の英文が
記されております。
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STERN
My First Priority

オ シ ャレ に 持 ち 歩 く 、私 の 健 康
スリムで 軽 量 、持 ち 運 び し や すく

スタイリッシュ な デ ザ イン が人 気 のス テンレス ボトル 。

保 温・保 冷 性 に 優 れて お り 、ス テンレス 二 重 構 造 で 年 中 活 躍 しま す 。
広 口 で 氷 も 入 れ や すく 、氷 ストッパ ー が 付 いて お り
飲 む 時 に 氷 が 飛 び 出 すことも なく安 心で す 。

大きい氷も
そのまま入る広口

洗いやすい
樹脂製飲み口

パッキンが取れて
お手入れがしやすい

シュテルン ボトル＆フェイスタオル
（アクア）
yen［税抜］
真空二重構造ボトル
（1）φ6 h20.5㎝ (300ml)
フェイスタオル
（1)（約）73.5 33.5㎝

2016-919
＜タオル＞

このシリーズはこちらのBOX
デザインになります。

box size
（約）
21.6 17 h6.5㎝

yen［税抜］
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シュテルン ボトル＆フェイスタオル
（フラミンゴ）
yen［税抜］

真空二重構造ボトル
（1）φ6 h20.5㎝ (300ml)
フェイスタオル
（1)（約）73.5 33.5㎝

真空二重構造ボトル
（1）φ6 h20.5㎝ (300ml)
フェイスタオル
（1)（約）73.5 33.5㎝

＊ボトル：中国製／タオル：日本製

＊ボトル：中国製／タオル：日本製

box size
（約）
21.6 17 h6.5㎝

感
性
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
︑

氷ストッパー付きで
直飲み可能

＊ボトル：中国製／タオル：日本製

シュテルン ボトル＆フェイスタオル
（ナイト）

美
し
く
内
側
も
磨
く
︒

日
常
に
大
切
な
ひ
と
と
き
︒

風
を
感
じ
て
︑
空
を
見
上
げ
る

box size（約）21.6 17 h6.5㎝
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STAINLESS

STAINLESSON Double structure

0

uble
o
D ture
struc
ON

1

TUMBLER
with
DRIPPER

0

2

0

HUG ME

3

GRACIA

飲み物だけではなくスープなどにも使

さらりとしたマットな触り心地のステ

えるたっぷりサイズのマグカップは普

ンレスに施された、
ハニカム模様の鎚

段使いはもちろん、
アウトドアでも活躍

目デザインがクールな印象。

Even in private, at work

します。
「無限」や「末広がり」をイメー
ジした数字の８をデザインしました。

HUG ME

GRACIA

hug me
真空ペアステンレスマグ

グラシア
真空ペアステンレスタンブラー

yen［税抜］
真空二重構造マグカップ
（2）
φ9.5 h9.6㎝（430ml）

box size
（約）
22.2 10.3 h10.8㎝ ＊中国製

yen［税抜］
真空二重構造タンブラー
（2）
φ7.4 h13.5㎝（350ml）

box size
（約）16.1 14.4 h8.3㎝ ＊中国製

TUMBLER
with DRIPPER
真空ステンレスタンブラー ドリッパー付
yen［税抜］
蓋付真空二重構造タンブラー
（1）
φ8 h15㎝（380ml）
ドリッパー
（1）
φ9.1 h6.2㎝
スプーン
（1）10.4㎝
コーヒーフィルター
（5）
box size
（約）19.8 17.3 h9.5㎝

＊タンブラー・ドリッパー・スプーン：中国製／コーヒーフィルター：日本製
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バ ル ク オリティを 自 宅 で 実 現

心 の満 足を味わう時 間

グラシア
真空ペアタンブラーEX
yen［税抜］
真空二重構造カップ(2)φ7.4 h14.6㎝ (350ml)
フローズンメタル(丸)（2）
φ4㎝
コースター
（2）10.1 10.1㎝
box size（約）20 18.2 h9㎝ ＊中国製

頑張った自分にご褒美。冷えたビールに、お
気に入りのおつまみとちょっとしたオードブ
ル。存在感のあるスレートプレートに、その
日の気分でカジュアルに盛りつけて楽しむ。
おひとり様用の、大人なバルセット。

いつものおつまみを載せるだけで
バルの雰囲気が味わえる
天然石のプレート
天然石プレートはテーブルを
傷つけにくい滑り止めつき。

FROZEN METAL
最高の一杯を生み出すパートナー
冷凍庫で冷やして氷の代わりとして使えるフローズンメタル。
氷のように溶けて飲み物を薄めることがないのでワインやビール、
ジュースなどにもおすすめです。

バロン おうち de バルセット
yen［税抜］
天然石プレート
（1）
30.5 18 h1㎝
真空二重構造タンブラー
（1）
φ7.4 h13.5㎝ (350ml)
フローズンメタル
（角）
（2）2.5 2.5 h2.5㎝

フローズンメタルセット

box size（約）
32.2 19.2 h9.6㎝ ＊中国製

yen［税抜］

※この商品は性質上、色・サイズが異なる場合がございます。

フローズンメタル(丸)（2）
φ4㎝
フローズンメタル(角)（3）2.5 2.5 h2.5㎝
box size（約）14.4 9.4 h4.4㎝ ＊中国製

グラシア
真空アイスタンブラーEX
yen［税抜］
真空二重構造カップ
（1）
φ7.4 h14.6㎝ (350ml)
フローズンメタル
（角）
（2）2.5 2.5 h2.5㎝
ステンレスストロー
（1）約20㎝

バロン
二重構造コールドカップ

box size（約）19 16.5 h10.6㎝ ＊中国製

yen［税抜］
二重構造カップ
（2）
φ7.7 h9㎝ (250ml)
フローズンメタル
（角）
（2）2.5 2.5 h2.5㎝
box size（約）18.1 12.5 h8.7㎝ ＊中国製
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こちらのデザインの木箱に入ります。
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METALLIC GLASS

STAINLESS CUP

新しい切子のスタイル

ビールもコーヒーも、よりいっそう美味しく

一面一面、手作業でカッティングしてできるいくつもの美しい面が、幾何学的に組み合わされて、特有のデザインが生まれました。

カップに注いだビールが最後の一口まで冷たい！
また熱々のコーヒーを淹れても、カップ自体は熱くなりません。

銀食器のような高級感にスタイリッシュがプラスされた、切子のメタリックグラスです。

美味しさ、飲みやすさを追求した“真空二重 構 造”。

バロン 真空デュアルカップ
yen［税抜］
真空二重構造カップ
（1）
φ7.4 h13.5㎝（350ml）

box size（約）9.5 16.1 h8.5㎝ ＊中国製

こちらのデザインの
木箱に入ります。

STAINLESS
PAIR CUP

ブラック シルバーでスマートに

カップの内側に広がる美しい世界観。
液体
の揺れに反射していっそう幻想的な輝き
が放たれます。

外側はマットブラック、内側はシルバーのスタイリッシュなス
テンレスカップ。二重構造だから温かさも冷たさも長持ち。
男性のゲストへ贈りたいアイテムです。

バロン ペアデュアルカップ
yen［税抜］
二重構造カップ
（2）
φ7.7 h9㎝（250ml）
木コースター
（2）
φ7.5 h0.7㎝

box size（約）18.1 12.5 h8.7㎝ ＊中国製

マット

Metallic Glass 001
（マット）
yen［税抜］
カップ
（1）
φ9 h9㎝（250ml）

box size（約）10.9 10.7 h10㎝ ＊中国製

※このページの掲載商品は手作りのため、サイズや風合いが若干異なる場合がございます。
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こちらのデザインの
木箱に入ります。

シャイン

Metallic Glass 002
（シャイン）
yen［税抜］
カップ
（1）
φ9 h9㎝（250ml）

box size（約）10.9 10.7 h10㎝ ＊中国製

このシリーズは、
こちらの
デザインの木箱に入ります。
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LOVE & FOREVER
その輝きは永 遠の誓いのように
いつまでも絶えることのないふたりの愛。
幸せをそのまま映し出すそのグラスは永遠の時を刻むように輝き続けるはず。

Point 01
Forever R&B ペアグラス
yen［税抜］
グラス
（2）
φ7.8 h9㎝（250ml）

「永遠」をテーマに、数字をデザイン。
ロマンチックに刻まれた透明な「時」
は、
注がれるドリンクの色に。

box size（約）17.2 10.5 h8.8㎝ ＊中国製

Point 02

Point 03
「プラチナリング」
のラグジュアリー
な色味を表現。特殊加工を施し、上
品に輝く白金のイメージに。

グ ラス 内 側 の 底 に 刻 ま れて い る
「Forever」のメッセージ。
飲み終わって
気づくユニークな演出です。

Forever プラチナ ペアグラス
yen［税抜］
グラス
（2）
φ7.8 h9㎝（250ml）

LUXURY SET

box size（約）17.2 10.5 h8.8㎝ ＊中国製

そのときの気分で選ぶ、おひとり様用セット
朝のさわやかなひとときも、
夜のゆったりとしたくつろぎも、
注ぐドリンクのカラーとの相性、
時間との相性。
自分のためにこだわる、
大切にしたい感覚。

KIRAMEKI

保温・保冷力に優れた
真空断熱構造

美しい輝きを放つロックグラスと、
冷やして氷の代わりとして使えるフローズンメタルのセット。
フローズンメタルは氷のように溶けて飲み物を薄めることがないので、
お酒の真の味わいに出逢えます。

煌-kiramekiペアロックグラス
yen［税抜］
グラス
（2）
φ8.5 h9.2㎝（320ml）
フローズンメタル
（丸）
（2）
φ4㎝
コースター
（2）10.1 10.1㎝
box size（約）19 16.5 h10.6㎝

＊中国製
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グラシア ラグジュアリーセット
（G）
yen［税抜］
真空二重構造タンブラー(1)φ7.4 h13.5㎝(350ml)
グラス(1)φ7.8 h9㎝(250ml)
フローズンメタル(角)(1)2.5 2.5 h2.5㎝
box size（約）17.6 14.7 h8.8㎝ ＊中国製

グラシア ラグジュアリーセット
（P）
yen［税抜］
真空二重構造タンブラー(1)φ7.4 h13.5㎝(350ml)
グラス(1)φ7.8 h9㎝(250ml)
フローズンメタル(角)(1)2.5 2.5 h2.5㎝
box size
（約）
17.6 14.7 h8.8㎝ ＊中国製
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Life is Art

STYLISH & MODERN
BRIDAL GIFT COLLECTION

テーブルウエアに必要なものは何か。実用性か、それともインテリア性か。
求めるポイントは千差万別。ZEN ST U DIO. の作品は明確に示している。
「それは、使い手に委ねる」と。
フォルムには、オブジェとしての美、そして、器としての機能も見える。
贈るのが、実に楽しみになるのだ。

Zenzo Kikuchi

菊地 善造

1961年〜 1964 年 NEW YORK 三郷陶器

1980 年 愛知郡長久手町に『ZEN 商品デザイン研究所』設立
1980 年〜 1997 年 京都の『アダム＆イヴ』顧問デザイナー

1995 年 リビングトークの顧問デザイナー

他、多数の陶器会社で顧問デザイナーとして活躍している。

HIBIKI

計算し尽くされた曲線の美しさに心揺さぶられて

冷 凍 庫 で冷 やして氷の 代 わりとして使 えるフローズンメタルと
手になじむ 磁 器 製のロックカップ で 大 人の時 間を。

CRAFT DESIGN

「おうち呑み」をお洒落に愉しむ

モノトーンの シックなロックセットで す。ごく軽い 素 材 で つくられ た
繊 細 な 酒 器 が もたらす心 地 よさが 美 味しい酒を演出します。

カップが ゆらゆら揺れる度に、丸いフローズンメタル が
カランコロンと心 地よい音を響 か せます。

食材が映える
天然石プレートでお茶漬け通を

DAILY MODERN

うならせる逸品に

日常生活の延長でワンランク上の食卓を
や わ ら か く削 ぎ 落 とし た 断 面 が 手 に 馴 染 む ボ ウ ル に 、
お 皿 として も 使 える 天 然 石 のトレ ー を 添 えて 。
シ ン プ ル で ありな が らも 味 わ い が あ る 。

響-hibikiペアスウィングカップ

クラフトデザイン ロックセット
yen［税抜］

ロックカップ
（2）
φ7.5 h8.5㎝ (370ml)
フローズンメタル
（丸）
（2）
φ4㎝
コースター
（2）10.1 10.1㎝
box size
（約）
19 16.5 h10.6㎝ ＊中国製
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日 常 で 活 きる モ ダ ン テイスト の 器 で す。

ZEN STUDIO ロックなペア丼セット

アイスペール
（1）
φ12.7 h12.7㎝
カップ
（2）
φ8.2 h9㎝ (300ml)
トング
（1）15.3㎝

yen［税抜］

天然石プレートはテーブルを
傷つけにくい滑り止めつき。

yen［税抜］

box size（約）22 18 h13.2㎝ ＊中国製

※このページの掲載商品は性質上、色・サイズが異なる場合がございます。

ボウル（2）
φ12.2 h7.5㎝ 小皿（2）9 7.5 h1.1㎝
天然石トレー（2）23 14 h0.8㎝ 箸（2）21.9㎝
box size（ 約）25.3 15.4 h10.5㎝ ＊中国製

氷を作るより早く冷やせるので便利です！
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L`HAY LES
ROSES
LʼH AY L ES ROSESブランチセット
食卓 に映 えるモノトーンを基 調とし 、薔 薇をモチーフとし
たデザイン。
ちょっとおしゃれなティータイムに…。

A

B

C

大人の女性にエスプリ薫るテーブルウエア
ノーブルな雰囲気と、人の目を惹き付ける華やかさ。
どちらも兼ね備えた、
シックでエレガントな大人の女性
たちに似合うのは、
エスプリの効いたアイテム。モノトーン

D

E

F

ライレローズ ブランチセット
ライレローズ カレー&パスタ5
yen［税抜］
プレート
（5）
φ21.2 h4.2㎝
（B〜Fまでの5枚セットです）

box size（約）25 25 h10㎝ ＊日本製

ライレローズ カレー&パスタ6
yen［税抜］
プレート
（6）
φ21.2 h4.2㎝
（A〜Fまでの6枚セットです）

yen［税抜］
プレート
（大）
（1）19.7 19.7 h2.3㎝ プレート
（小）
（2）13.3 13.3 h2㎝
マグカップ
（2）
φ8.8 h11㎝（350ml）
box size（約）32.3 23.6 h9.2㎝ ＊中国製

box size（約）24.5 24.5 h12.5㎝ ＊日本製

薔薇モチーフがアーバンなテーブルを演出します。
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LOVE TABLE WARE

LOVE KITCHEN COOKER

GENOVA
利便性を兼ね備えた機能美という魅力
ごちそうの引き立て役なら、まさにこんなプレートがうってつけ。
メイン料理を中心にどんな料理にも相性ぴったりのプレートセット。

ほっこりあったかレシピに自信
煮込みもグリルも何でも得意で、
しかもおしゃれな磁器製のキャセロール。
温かな家庭料理がレンジでラクラク作れます。
出来上がったらそのままテーブルへ。
料理を美味しそうに見せてくれるカラーリングに食欲が刺激されます。

ジェノバ プレートセット
yen［税抜］
プレート
（2）23.4 20.5 h3.2cm
木フォーク
（2）18.5cm

box size（約）22 22 h5.5㎝ ＊中国製

レンジでお料理D
yen［税抜］

マロンさんの
オリジナルレシピ付き！

キャセロール
（1）23.4 15.4 h9.5㎝
スフレカップ
（2）
φ10.8 h4.3㎝

box size（約）24.6 16.4 h12.5㎝ ＊中国製

レシピカード付

LOVE KITCHEN COOKER

電子レンジ・オーブンOK

R
MA

O N ’S P RO D U C

E

水なしヘルシーおいしさ凝縮
野菜の旨味も栄養も逃さない、究極の無水調理を実現する「Mizuirazu 鍋」。

簡単！楽しい！そして美味しい！
みんなHAPPYになれる、
マジック・クッキング！

その名の通り「水入らず」で驚くほど簡単に美味しい料理が作れます。
素材本来の味をギュッと閉じ込めたヘルシーなおいしさを召し上がれ！

時間も手間もかけず、フタをしたままレンジで簡単クッキング。

マロン マジックパック ファミリーセット
yen［税抜］
両手パック
（1）
φ15.3 h8.5㎝ パック
（小）
（3）
φ9.5 h6㎝

box size（約）28 22.8 h9.8㎝ ＊中国製

オリジナルレシピ付

レンジ調理OK

デザイン＆カラーも可愛いから、そのまま食器としてテーブルへ。
あまった料理の保存容器としても使えちゃう、優れもの調理器です。

Mizuirazu鍋
おいしさの秘密は特殊なフタ。素材
から発生した蒸気が水滴となって鍋
に戻り、素材から出る水分を利用して
調理します。だから栄養も凝縮です！

1.『スペアリブカレー』も
水なしで 調 理。いつもと
一味違う、味わい深いカ
レーを楽しめます。

1

2

2『
. 魚 貝と野 菜 のココッ
ト』も 水 なしで 調 理 。栄
養価を逃さず、素材の味
を引き立てます。

yen［税抜］
鍋（1）
φ17.4 h12.5㎝

box size（約）20.5 20 h12㎝ ＊日本製

直火・電子レンジ・オーブンOK

高気密のレンジパックは保存
性にも優れています。

マロン マジックパック トリオセット
yen［税抜］
両手パック
（1）
φ15.3 h8.5㎝ パック
（小）
（2）
φ9.5 h6㎝

box size（約）28 22.8 h9.8㎝ ＊中国製

オリジナルレシピ付

レンジ調理OK

Produced by

Maron

マロン

職業／フードスタイリスト

略歴／大阪あべの辻調理師専門学校を首席で卒業し、料
理研究家、インテリアスタイリストのアシスタントを経験

後、1983年に日本でのフードスタイリスト第1号として独

立。
雑誌、
書籍、
テレビ、
ラジオ、
新聞、広告、イベント、講習

会等、
あらゆるメディアを通して美味しい料理、
料理の楽し
さを提案し、
第一線で活躍し続けている。
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-SEASON’S FLOWERS-

Season's flowers-四季の花- 茶器
yen［税抜］
土瓶（1）
φ10.4 h11.3㎝（480ml）
湯呑（2）
φ7.2 h5.8㎝（190ml）

box size（約）22.9 13.7 h10.4㎝ ＊中国製
※この商品の湯呑は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

Season's flowers-四季の花- 組お茶漬け碗
yen［税抜］
お茶漬け碗（2）
φ14.2 h7㎝

box size（約）29.5 15.4 h8.2㎝ ＊中国製
※この商品は、電子レンジでの温め直しが可能です。

SEASON’S FLOWERS
四季の花

四季折々の美しい日本の花を器に描いて
慶びの日にふさわしい贈り物を
梅。竹。萩。菊。藤。
日本ならではの巡りくる季節を感じさせてくれる花々を
やさしいタッチで描きだしました。
ニュアンスのある絶妙な色彩に金銀を効かせて
モダンとトラディショナルを融合させた和食器に。
男性にも女性にも、年齢を問わずお愉しみいただけます。
46

Season's flowers-四季の花- 銘々皿揃
yen［税抜］

yen［税抜］
箸置（5）
φ6 h1.1㎝

取皿（5）
φ13.8 h1.6㎝

box size（約）
18.3 15 h3㎝ ＊中国製

box size（約）26.2 14.8 h5.4㎝ ＊中国製
※この商品は、電子レンジでの温め直しが可能です。

DEUX MERCI

Season's flowers-四季の花- 箸置

ドゥメルシー

Brand Producer

Wakirie

ワキリエ

日本は四季のある美しい国です。そして、
そんな国に生まれ育ち、
花嫁となる日を迎えられたことは、とても誇らしいことだと思う
のです。この和食器にデザインした 5つの花は、古くから花 嫁

衣裳にも使われている縁 起の良いもの。おふたりの幸せ、感謝

の想いをゲストに伝えます。

このシリーズは、こちらのBOXデザインになります。
※このページの掲載商品には、DEUXMERCIメッセージカード（ウエディング専用）が入ります。
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RASHI no FUDE

四季の彩りが美しい小碗 揃。
「 どんな時もみんなが
笑 顔でいられるように」と

羅紫は造語です。源氏物語が好きで、作者紫式部
から一文 字 をもらいました。目眩くストーリーを
描くように筆の線を羅ねて作品を創っていけたら
という想いを込めています。

RASHI no FUDE
文字と「想い

」を融合したデザイン書家

「想い

蓋 付のお 湯 呑 は

とは？

」を込めて。

「 ゆ っくりお 茶 を 楽しめるように 」
との「 優 しさ

」を 込 めて

Seihou
Eida

このたびはご 結 婚 おめでとうございます 。

榮田 清峰

ウエディングという最 高のときを書 でお手 伝いできることに

6歳より書道を習い、
現在デザイン書家と

私自身も幸 せをいただき感 謝の 気 持ちでいっぱ いです。

して活動。主に店舗・商品名など商業用

ご 結 婚されるみなさまのH a p pyを心から願っております。

ンを制作。漢字の由来で書と絵をデザイ

の筆文字やインテリア書、年賀状デザイ

ンする「Name書」は命名書、ウエルカム

ボードとして好評。
洋風に合う書や他ジャ

ンルとのコラボなど、
現代書の新しいアー

ト表現に励んでいます。

JACA日本書道作家協会

地 球をイメージした花 器は
「 みんなに愛 が広がっていくように 」と「 想い

正会員

羅紫のふで 優 蓋付組湯呑

「 笑 」愛 嬌 のあるかわい

yen［税抜］

」を込めて

い笑 顔。
「 どんな時もみ

蓋付湯呑（2）
φ7.1 h11㎝（280ml）

んな が 笑 顔 でいられる

box size（約）19.3 12.5 h9.3㎝ ＊日本製

ように」と「笑」を表現し
ています。

「優」新婦をイメージ。面
を 付けて 舞う意 味を 含

む漢字なので、ティアラ
を付けて踊る様 子を表
現しています。

羅紫のふで 笑 四季彩小碗揃
yen［税抜］
碗（4）
φ12.1 h6.4㎝

box size
（約）
14.5 18 h13.6㎝ ＊日本製

湯のみの裏にも美しい絵柄が
デザインされています。

土の細かな粒子の反射で、
表面が上 品にキラキラ光
輝いてみえます。

縁 起 の良い「 紅 白 」の片 口 六 寸 鉢 。

普 段 使 いにちょうど いいカップ は

溢 れる幸 せを「 幸 福 」の「 想い

大 切 な方 へ「 感 謝 」の「 想 い

」にの せ て 。

」を 込 めて 。

羅紫のふで 愛 花器
yen［税抜］
花器（1）
φ15 h14㎝

box size
（約）
17.5 17.5 h15.2㎝ ＊日本製
※窯変により写真とは色合い柄が異なる場合がございます。

「愛」はまさにハートの心。愛の象形は

振り返る人の象形で、新婦のイメージ。
面を付けて舞う意味を含む漢字なので、
ティアラを付けて踊る様子を表現して

います。楽しげで愛を振りまくような

「感謝」両親や友 達などへ、優

イメージを表現しました。

しく穏やかな気持ちを持って

「幸 福」幸は笑 顔の雰 囲気、福

の感謝を表現しました。

は大きなハート。溢れる幸せを

「幸福」で表現しています。

羅紫のふで 幸福 紅白片口六寸鉢
yen［税抜］
鉢（2）
φ19.1 h5㎝

box size（約）22.3 22.3 h10.5㎝ ＊日本製
※窯変により写真とは色合い柄が異なる場合がございます。
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羅紫のふで 感謝 ペアカップ
yen［税抜］
カップ
（2）
φ9.3 h12.7㎝（350ml）

box size（約）21.8 15 h10.5㎝ ＊日本製
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AMULET

美しく誇り高きオーラを放つ その輝きに魅せられて
アミュレットとは「お守り」という意味
贈られる方の幸せを願いパワーストーンを
イメージしてつくられたカップです。

HASSHU
清冽なる美しさが息づく器たち
日本人が思わずほっと寛ぐ和の色、和の柄、和の素材。
そんな和の心を宿した、涼しげなガラスの器のコレクションです。

MOONSTONE

LAPIS LAZULI

神秘的な月のパワーを秘めた“愛を伝える石”

古代より崇められてきた美しい“聖なる石”

ロマンティックな色合いが愛を育み、月の光の様に優しく未来を
照らしてくれるパワーストーンをイメージ。
その情緒的なたたずまいに気持ちがほろりと和らぎます。

日本でも「瑠璃石」の名称で【幸運のお守り石】として多くの人々に
愛されてきたラピスラズリをイメージしたカップ。
宇宙から地球を見ている様な色合いと模 様に深く惹きつけられます。

それぞれに趣の違う八つの小鉢は、まるでアートのよう！

Amulet ムーンストーン ペアカップ
涼やかに、
清らかに、
瑞々しく。

一点の曇りもなく、
凛として美しいその
佇まいは、
まるで光の雫のようで。
八つ
のガラスに心趣くまま盛る、旬の味。
いと小さき煌めきに、
思い出を透かし
見ながら。

手造り 八趣揃
（木箱入）
yen［税抜］
（Hand made）
小鉢（8）約φ8.8 h3㎝

※このページの掲載商品は手作り商品のため、色・柄・サイズが異なる場合がございます。
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box size（約）30.5 30.5 h5㎝ ＊中国製

Amulet ラピスラズリ ペアカップ

yen［税抜］

yen［税抜］

カップ
（2）
φ7.7 h9.4㎝（390ml）

カップ
（2）
φ7.7 h9.4㎝（390ml）

box size（約）23.5 13.9 h9.5㎝ ＊中国製

box size（約）23.5 13.9 h9.5㎝ ＊中国製

こちらのBOXデザインに
なります。

こちらの BOX デザインに
なります。
※このページの掲載商品は性質上、色彩・柄等が多少異なる場合がございます。
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The Essence of
JA PA N & NOR DIC
Cu lt u re*

和と北欧の融合が奏でる
ナチュラルテーブル
多文化が混在する日常の中で、
「和」を意識する瞬間。北欧テイスト
が加わることで引き立つ、和の味。大勢で取り囲むテーブルに、い
つもとは違う新しい世界観のご提案。パスタやちらし寿司などを盛
りつけやすく、大皿からの取り分けにもちょうどいい大きさ。おもて
なしや家族の集まりに重宝します。

鹿の 子

七宝

鹿の 背 中の 斑 点に似て
おり 、子 孫 繁 栄 を 象 徴
する柄。

円 満・調 和・ご縁などの
願いが 込 められた 縁 起
の良い柄。

KOKIN

古今

古くからの魅力、和柄を日常に

紗綾形
「絶 えることなく長く続
く 」家 の 繁 栄 や 長 寿 を
願う柄。

number.

0

1

古今-KOKIN- レンジパックセット

レトロで可 愛い、鹿の 子 柄・七 宝 柄・紗 綾 形 柄 。
日本の 伝 統 模 様を現 代 風にアレンジした、日常 で 使 いやすく親しみやすい器です。

古今-KOKIN- 組だえん皿

yen［税抜］

yen［税抜］

パック
（大）
（1）φ15.9 h9㎝
パック
（中）
（1）φ13 h6.6㎝
パック
（小）
（1）φ10.5 h4.6㎝

だえん皿（2）31.8 17.8 h5.6㎝

box size（約）32.5 18.8 h7.5㎝ ＊中国製

古今-KOKIN- ペアマグ＆プレート
yen［税抜］
マグカップ
（2）
φ7.3 h10.1㎝ (340ml)
プレート（2）14 14 h2.4 ㎝

box size（約）25.2 21.4 h8.3㎝ ＊中国製

box size（約）16.7 16.7 h10.4㎝ ＊中国製

INDIGO

インディゴ

日本の藍で大胆に描いた器

Indigo −インディゴ−
カレー＆パスタ皿セット
yen［税抜］
プレート
（5）
φ21.7 h3.8㎝

box size（約）25.2 25 h9.8㎝ ＊日本製

number.

0

2

北 欧の柄を日本 古来 の藍 色で 大 胆に描く。
筆で描 いたように、濃 淡 が 美しく印 象 的 で、落ち着いた佇まい。
シンプルに盛り付けても絵になる粋 な 器です。

Indigo −インディゴ−
取分けセット
yen［税抜］
プレート
（大）
（1）
φ24.3 h3㎝
プレート
（小）
（5）
φ16.3 h2㎝

box size（約）27.6 27.5 h8㎝ ＊日本製

重ねて収納
することができます。
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UMEHANA
素朴だけれど斬新、梅の花が咲く大皿

KOIKI

春の訪れを知らせてくれる、縁 起の良い梅の花を
モチーフに。モダンなデザインなので、和食に洋食

さまざまな使い方で日々楽しく

にと使いまわしが効きます。和陶ならではの独特の
色合いも魅力のひとつ。

盛りつける料理や、その時の気分によってさまざまな演出を楽しめるモダンな和柄の器セット。
付属のコースターは天然石でできており豆皿としてもおしゃれに使えます。

天然石の豆皿に
薬味やちょっとした一品を
載せて愉しめます。

UMEHANA パスタ&カレー
yen［税抜］
プレート
（5）
φ22.6 h4.5㎝

box size（約）24.2 24.2 h11㎝ ＊日本製

こちらの BOX デザインに
なります。
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KOIKI 小粋なカップセット
yen［税抜］
カップ
（5）
φ8 h7.2㎝ (240ml)
天然石コースター
（5）
φ10 h0.8㎝

box size（約）28.3 18.6 h9㎝ ＊中国製

※天然石コースターの裏にはテーブルを傷つけにくい滑り止めつき。

※このページの掲載商品は性質上、色・サイズが異なる場合がございます。
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おふたりの未来には たくさんの幸せが待っています
ご結婚おめでとうございます
数あるブライダルギフトカタログの中から
このカタログを選んでいただきありがとうございます
幸せな今の気持ちを形にできるギフトが見つかることを
そして感謝が伝わるギフトとなりますよう
心から願っています
これからの人 生は幸せもふたりぶんです
たくさんのハッピー、より大きなハッピーが
おふたりを待っていることでしょう
末永くお幸せに…
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