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Colors
with

たくさんの人に出会い
たくさんのモノに触れ
たくさんの経験をして
鮮やかに彩られていく人生。
結婚式は大切な方々に
今までの感謝とこれからの決意を伝える幸せな一日。
おふたり色に彩ってゲストに心を届けましょう。
おふたりらしいカラーでコーディネートした引出物。
それは人生に、日々の暮らしに、彩りを添える贈り物。
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Col or Them e 1

WEDDING

Sweet smoky
with

大人可愛いモノが好き、フレンチテイストが好き、そんなあなたへ。
スモーキーなフレンチカラーでコーディネートするウエディングはいかがですか？
キュートになりすぎないスモーキーカラーは、大人の女性たちにも愛されるスイートな世界。
おしゃべりが止まらない女友達とのアフタヌーンティーにもぴったりなアイテムをラインナップ。
「結婚してもいつまでも仲良くしてね」そんな想いをギフトに込めて。
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フレンチカラーのバラや可愛いスイーツ、
スモーキーカラーのアンティークインテリア。
繊 細 な レ ー ス を 施 し た ド レ ス を 纏 っ て、
大 人になった少女の夢が詰まった憧れの
スイートウエディング。

I dreamed of is day al e time
ince I as young...
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まるで宝石箱から飛び出したようなキュートなスイーツ。フレンチカラーの
プレートに盛り付けてコーディネート。お気に入りのランプやレース、食器を
使った甘く可憐なデザートビュッフェ。スモーキーカラーのお花をプラスし
てアンティークな雰囲気に。
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“あなたが幸せでありますように”

Wedding cake

tupper

そんな願いを込めたギフトを届けたい

FW-1257
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Fortune Word ウエディングケーキタッパー

ci

3,000 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㎝

FORTUNE WORD

box size（ 約）16.7 16.7 h10.1㎝ ＊中国製

※この商品は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

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。

こちらのBOXデザインになります。
（DEUXMERCIメッセージカード入り）

おふたりの大切な方への贈り物に。

Cafe Bowl

FW-1254

Fortune Word カフェオレボウル

3,000 yen［税抜］

ボウル（5）
φ12 h7㎝

box size（ 約）25.3 13.8 h12.8㎝ ＊中国製
※この商品は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

こちらのBOXデザインになります。
（DEUXMERCIメッセージカード入り）

DEUX MERCI

ドゥメルシー

Brand Producer

Wakirie

ワキリエ

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 』。
この
「FORTUNE WORD」
シリーズは、

de
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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。
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FW-1258(A)

こちらのBOXデザインになります。
（DEUXMERCIメッセージカード入り）

FW-1275(B)
FW-1258(A)・FW-1275(B)

Fortune Word カフェセット(A)・(B)

3,000 yen［税抜］

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

※この商品は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

Cafe set

A fternoon Tea

FW-1256

Fortune Word アフタヌーンティーセット

3,000 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

※この商品は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

FW-1255

Fortune Word パーティーセット

3,000 yen［税抜］

こちらのBOXデザインになります。
（DEUXMERCIメッセージカード入り）

プレート
（大）
（ 1）
φ20.6 h2㎝ プレート
（小）
（ 4）
φ12.5 h1.5㎝

Party
Set

box size（ 約）21.3 21.3 h7.2㎝ ＊中国製

※この商品は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

大切な方々の幸せを願って

Message card

7

こちらのBOXデザインになります。
（DEUXMERCIメッセージカード入り）

Wishing the happiness for the most important

people
8

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。

ST-1032

Starry Sky
デュエットアレンジグラス

3,000 yen［税抜］

カップ（2）
φ7.1 h14.5㎝（390ml）

FIORINA

box size（ 約）17.2 15.7 h8.8㎝ ＊中国製

―小さなお花たち―

使い方いろいろ、キュートな小花皿
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。

ST-1033

Starry Sky
デュエットアレンジカップ

2,500 yen［税抜］

カップ（2）
φ8.5 h9.2㎝（300ml）
コースター（2）
φ10㎝

box size（ 約）21.9 10.9 h10.2㎝ ＊中国製

FO-1288

fiorina −小さなお花たち− 小花皿

2,500 yen［税抜］

小花皿(8）
φ9.6 h1.8cm

box size（ 約）11.9 11.9 h9.4cm ＊中国製

こちらのBOXデザイン
になります。

TEA PARTY

きらきら輝くティータイムはいかが？
友人を招いて昼下がりのティーパーティー。
お気に入りの食器でコーディネート。
会話が弾む楽しいひととき。

TP-1229

Tea Party ティーセット

3,000 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
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レースコースター付き
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DUKE
尽きることのない 幸せを願って
四方八方に伸びる蔦をモチーフにした
“アラベスク柄” のテーブルウェアが、
White

限りない、無限の幸せを導いてくれるはず…。

Beige

DL-1320 White & Beige
DL-1325 White & Blue
DL-1301 Beige & Blue

デューク ペアボウル

3,000 yen［税抜］

ボウル（2）
φ14.2 h7.3cm

box size（ 約）30 15.3 h8.5cm ＊中国製

このシリーズは、
こちらのデザインの BOX に
お入れします。

Blue

DL-1319 White & Beige
DL-1324 White & Blue
DL-1300 Beige & Blue

DL-1321 White & Beige
DL-1326 White & Blue
DL-1302 Beige & Blue

デューク ペアカフェオレカップ

デューク ペアプレート

3,500 yen［税抜］

カップ（2）
φ11.7 h6.4cm（310ml）
ソーサー（2）
φ18 h2cm
box size（ 約）31 23.5 h7cm ＊中国製

※このページの掲載商品は手作りのため、風合いが若干異なる場合がございます。
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3,000 yen［税抜］

プレート
（2）
φ22.5 h1.5cm

White

Beige

Blue

box size（ 約）23.5 23.5 h4.3cm ＊中国製

White

Beige

Blue

※このページの掲載商品は手作りのため、風合いが若干異なる場合がございます。
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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…。

SB-1015

サムシング・ブルー ティータイムセット

3,000 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！

PL-1178

Point 02

ピュアレース トリオボールセット

3,000 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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Color Them e 2

WEDDING

V itamin pop
with

Welcome to our party!

美味しいお料理をたくさん用意して
みんなが元気になるような一日にしたい、そんなあなたへ。
カラフルなビタミンカラーでコーディネートするウエディングはいかがですか？
ポップなビタミンカラーには、体も心も元気にしてくれるパワーがあります。
親戚やお料理好きの友達にもぴったりな
食卓を彩るクックウエアやテーブルウエアをラインナップ。
「いつまでも健康で元気でいてね」そんな想いをギフトに込めて。
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体も心も元気になるビタミンカラーで
美味しいおもてなし。お料理やドリンクは
素材のやさしさにもこだわって、ビタミン
たっぷりのフレッシュなウエディング。

Lime Soda

Lemonade

Just ike t s n
uy pot.....

Meatpie

Muscat & Lemon

出来立てのキッシュやパイを用意して、
まるで 我が家にお招きしたかのような
おもてなし。チークやアイメイクもビタ
ミンカラーでヘルシーに。

Vegetable Quiche

ビ タミン た っ ぷ りド リン ク
ビュッフェ。爽やかなグリーン
とイエローのフラワーアレンジ
に、レモンやライムをごろんと
転がして。
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MAHALO

マハロ（ありがとう）の気持ちを
ジャーにつめこんで
とびきりフレッシュなフルーツを浮かべたジュース。色とりどりの野
菜がつまったサラダ。使い方次第でお洒落に楽しめるメイソンジャー
で南国リゾートのような爽やかなひとときを。

“ Mahalo s a comfort!

I can ck o e alad and e drink n anying!”
“ I ove t “

Fruits

Herb

Lime
ちょっと大きめのサイズが

Yogurt

Soda

うれしいメイソンジャー

Granola

MA-1306

マハロ メイソンジャーボウルセット

マハロ メイソンジャープレートセット

3,000 yen［税抜］

3,000 yen［税抜］

メイソンジャー（2）
φ7 h14.8㎝（650ml）
ボウル（2）
φ12 h7㎝ 穴なし蓋（2）ストロー（2）
box size（ 約）32 15.9 h12.6㎝ ＊中国製

19

MA-1307

メイソンジャー（2）
φ7 h14.8㎝（650ml）
プレート
（2）16.2 16.2 h2㎝ 穴なし蓋（2）ストロー（2）

{ Lime Soda}

{ Fruits Yogurt }

穴なしの蓋も
付いているので
サラダジャーにも使えます

box size（ 約）19.7 18.9 h16.3㎝ ＊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。

FR1-7

Foret ポット茶器

2,500 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

FR1-9

Foret カフェ丼セット
（スプーン付）

3,000 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

FR1-3

Foret パーティー・フライドディッシュ

3,000 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

はなはな
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。

SE18-67

はなはな 5客コーヒーセット

2,500 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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SE18-2

はなはな お料理揃

3,000 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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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。

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。

AQ-1123

AQUA ペアスリムグラス

3,000 yen［税抜］

グラス
（2）
φ7.6 h14.4㎝（330ml）
box size（ 約）18 15 h9㎝ ＊中国製

Point 02
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 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。

Point 02
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。

AQ-1124

AQUA ペアショートグラス

2,500 yen［税抜］

グラス
（2）
φ7.5 h11.5㎝（230ml）

box size（ 約）16.5 12.5 h8.5㎝ ＊中国製
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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。
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SCANDINAVIA DREAM
あたたかな毎日に感じる、
北欧の草原
北欧風の絵が印象的な、デイリーユースにぴったり
な食器のセット。おしゃれでかわいらしい、どこか
あたたかみのあるデザインが毎日の食卓を華やかに
彩ってくれます。

HS-1281

SCANDINAVIA DREAM
カレー＆パスタ プレート

3,000 yen［税抜］

プレート
（5）
φ22.2 h3.9㎝

box size（ 約）25.1 25 h10㎝ ＊日本製

HS-1294

SCANDINAVIA DREAM
トリオボウル(スプーン付)

3,000 yen［税抜］

ボウル（3）
φ12.3 h7.2㎝
木スプーン
（3）15.9㎝

box size（ 約）26.5 13.5 h11㎝ ＊中国製

HS-1295

SCANDINAVIA DREAM
オードブルセット

3,000 yen［税抜］

プレート
（4）15.5 15.5 h2㎝

box size（ 約）16.8 16.8 h8.2㎝ ＊中国製
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PIGLET

手にするたびに笑顔になれるキュートなデザイン
指先にしっとりと馴染むブタのハンドルは、
カップを手に持つたびに笑顔がこぼれる魅力的な造形。

DS-5012

ピグレット ペアマグ

3,000 yen［税抜］

マグカップ（2）
φ7.8 h9.8㎝（420ml）

box size（ 約）20.8 10.1 h10.8cm ＊中国製

WEEKEND

カップの裏にもこだわりが

楽しさを形にしたような金のデザイン

２匹のブタが幸せを運びます

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 。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。

DS-5026

ウィークエンド プレートセット

3,000 yen［税抜］

プレート
（4）
φ16 h2㎝

box size（ 約）17.1 17.1 h5.8cm ＊日本製

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。

DS-5024

ジェノバ プレートセット

3,000 yen［税抜］

プレート
（2）23.4 20.5 h3.2cm
木フォーク
（2）18cm

box size（ 約）22 22 h5.5cm ＊中国製

FORTUNATE PIG
世界中で愛されている幸せの子ブタ

さまざまな国で愛されている幸せの子ブタをモチーフにしたアイテムは、
毎日の生活にハッピーな気分をあたえてくれるラッキーグッズ。

DS-5028

フォーチュネイトピッグ トレー付ペアマグ

3,300 yen［税抜］

プレート
（1）23.3 7.3 h2.1cm
マグカップ（2）
φ9.1 h9.4㎝（460ml）
シリコン蓋（2）
φ11cm

box size（ 約）24.1 17.9 h12.3cm ＊中国製
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BASIS

近ごろ、気分はナチュラル志向
ナチュラルなカラーに浮かび上がるレリーフが、ほっこり
あたたかい気持ちにさせてくれるボウルセット。

BS-1327

ベイシス ボウルセット

3,000 yen［税抜］

ボウル（5）
φ10.6 h7.7㎝

box size（ 約）24 16 h12.2cm ＊中国製

こちらの BOX デザイン
になります。

北欧
心も身体も
健康でいられる暮らしを

HERBE

見ているだけで元気になれそうなポップカラー。
ほっこりやわらかなフォルム。サラダやシリアルの

眺めてワクワク、使ってハッピー

器に最適なボウルセットで 健やかな朝を演出します。

ボタニカル柄がお洒落なティーセット。

NE-1286

幸運を呼ぶという縁起の良いブタのモチーフが
アクセントになってかわいい。

北欧 サラダ＆シリアルボウルセット

2,500 yen［税抜］

ボウル(2)φ14 h7cm 木スプーン(2)15.9cm
box size（ 約）19.4 15.2 h11.2cm ＊中国製

EL-1303

エルブ ティーセット

3,000 yen［税抜］

ポット
（1）
φ7.7 h11.7㎝（350ml）
カップ（2）
φ7.5 h6.5㎝（200ml）

こちらの BOX デザイン
になります。
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box size（ 約）18.8 17 h9.5㎝ ＊中国製
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LOVE KITCHEN COOKER

レンジでお料理セット

LOVE KITCHEN COOKER

モデルノ ヘルシー鍋

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。

気がつけば毎日大活躍な鍋

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。

「蒸す」「煮る」「炊く」の 3 役をこなし

MO10-1

さらに「オーブン」調理にも対応する便利な鍋です。

モデルノ ヘルシー鍋

いろいろな使い方ができるので、料理のレパートリーも広がりそう。
飽きのこないシンプルなデザインは手入れもしやすく

3,000 yen［税抜］

鍋（1）
φ20.3 h13.6㎝ すのこ
（1）
φ16㎝
box size（ 約）22.3 21.7 h11㎝

＊鍋本体：日本製／蓋・すのこ：中国製

そのままテーブルでお使いいただけます。

直火・電子レンジ・オーブンOK

オーブン

蒸す

OK

LO1-D

レンジでお料理D

2,500 yen［税抜］

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

煮る

マロンさんの
オリジナルレシピ付き！

電子レンジ・オーブンOK

炊く
R
MA

ON’ S PRODUC

E

らくらくレンジ調理器

LOVE KITCHEN COOKER

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！

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」。

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。

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。

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。

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！

MR-1271

マロン マジックパック ファミリーセット

3,000 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

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。

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

3,000 yen［税抜］

両手パック
（1）
φ15.3 h8.5㎝ パック
（小）
（ 2）
φ9.5 h6㎝

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！

MR-1272

MZ-1217

鍋（1）
φ17.4 h12.5㎝

box size（ 約）20.5 20 h12㎝ ＊日本製

2,500 yen［税抜］

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

直火・電子レンジ・オーブンOK

Produced by
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

33

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。

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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Color Them e 3

WEDDING

Earth natural
with

自然を感じて過ごすことが好き、自然素材や肌になじむものが好き、
アースカラーでコーディネートするウエディングはいかがでしょう？
素材にこだわったタオルやメイク用品をラインナップ、幅広い年代の方に喜んでもらえる贈り物です。
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母から受け継いだガウン
パーティではドレスの上に
サラッとはおるのも素敵

Be atural, e appy....

ウェルカムスペース
木の板を DIY したウェルカムボード

グリーンの草花やモスをたっぷり使って

素材を活かしたシンプルなアイテム

自生しているかのようにナチュラルに
コーディネート
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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。

優れた吸水性と安全性が
今治タオルの証

2015-220

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。

SG-1345

今治織匠 至極タオル
フェイスタオルセットA（木箱入）

3,000 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

このシリーズはこちらの BOX デザインになります。

SG-1346

SG-1347

今治織匠 至極タオル
フェイスタオルセットB（木箱入）

今治織匠 至極タオル
フェイスタオルセットC（木箱入）

3,000 yen［税抜］

3,000 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㎝

box size（ 約）29.7 15.5 h8.7㎝ ＊日本製

box size（ 約）29.7 15.5 h8.7㎝ ＊日本製

SG-1348

今治織匠 至極タオル
バスタオル
（木箱入）

3,500 yen［税抜］

バスタオル（1）約116.5 62㎝

box size（ 約）29.7 15.5 h8.7㎝ ＊日本製

SG-1342

今治織匠 至極タオル
タオルセットA（木箱入）

5,000 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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SG-1343

今治織匠 至極タオル
タオルセットB（木箱入）

5,000 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

SG-1344

今治織匠 至極タオル
タオルセットC（木箱入）

5,000 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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Natural Style

可愛いテディベアがデザインされたマグカップ。
両手で包んで飲みたくなる大きめサイズは、
たっぷりとお茶を楽しみたい時にぴったり。

HM-1356

hug me しあわせの時間 E

2015-220
＜タオル＞

3,000 yen［税抜］

マグカップ（1）
φ8.8 h10.8㎝（530ml）
フェイスタオル（1）約73.5 33.5cm

box size（ 約）25.5 15.6 h10.5㎝ ＊日本製

HM-1357

hug me しあわせの時間 F

3,000 yen［税抜］

マグカップ（1）
φ8.8 h10.8㎝（530ml）
フェイスタオル（1）約73.5 33.5cm

box size（ 約）25.5 15.6 h10.5㎝ ＊日本製

Modern Style
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。

HM-1349

hug me しあわせの時間 A

3,000 yen［税抜］

3,000 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

HM-1351

hug me しあわせの時間 C

3,000 yen［税抜］

box size（ 約）25.5 15.6 h10.5㎝

HM-1355

保湿・保冷力に優れた
真空断熱構造

hug me しあわせの時間 D

3,000 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

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㎝

保湿・保冷力に優れた
真空断熱構造

hug me しあわせの時間 B

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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HM-1350

box size（ 約）25.5 15.6 h10.5㎝
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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！

Cay e " sual " . It s a eal uxury .

LT-1358

LOVE TRAVEL
ポーチセット

3,000 yen［税抜］

トラベルポーチ
（1）34 25 h7.5cm（開閉部ファスナー式）
コスメ＆ブラシポーチ
（1）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㎝
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＊中国製

※こちらの商品に、内容物は含まれません。
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SALON de Dolce

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
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
ンドとして再評価され、世界に発信しています。
2015-1702
＜タオル＞

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
「サロン・ド・ドルチェ」やさしいアイテムを揃えています。

やさしい肌触りがうれしい、癒しの今治タオル
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。
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。

SD-1206

SALON de Dolce
今治タオル2枚セット

3,000 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

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。

SD-1299

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

3,000 yen［税抜］

フェイスブラシ（1）約16㎝
フェイスタオル（1）84 32.5cm

box size（ 約）13.4 19.8 h7.3㎝ ＊日本製
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SALON de Dolce

Makeup Brush Set

ブラシで目醒める、メイクアップの喜び

熊野伝統の

世界に誇る基本の３本セット。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。
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。

熊
野

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。

SD-1226

SALON de Dolce
熊野 侑昂堂の化粧筆セット

3,000 yen［税抜］

筆

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㎝

リップブラシ

box size（ 約）16.9 10.1 h2.9㎝ ＊日本製

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。

神話

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。

2015-1702
＜タオル＞

SD-1225

SALON de Dolce
熊野筆 フェイスブラシ

息をのむほどなめらかな、穂先に宿る伝統の技

5,000 yen［税抜］

フェイスブラシ（1）約18㎝

触れるとまるで吸いつくようになめらかな肌触り

box size（ 約）19.3 6.1 h3㎝ ＊日本製

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

フェイスブラシ（1）約16㎝
フェイスタオル（1）約84 32.5㎝

その仕上がりに、きっと肌が驚きます

box size（ 約）13.4 19.8 h7.3㎝ ＊日本製

Make Box

Point 01
SD-1276

SD-1277

SD-1276・SD-1277・SD-1278
SALON de Dolce お化粧箱

3,000 yen［税抜］

お化粧箱（1）21.9 15.9 h12.5㎝

box size（ 約）22 16 h12.7㎝ ＊日本製

SD-1278

京友禅の柄をモチーフに、
布を染めるのと同じ技法で
染め上げた、手染め友禅和紙
を贅沢に使用したお化粧箱。

Point 02
トレーは左右にスライド
できます。

SALON de Dolce
熊野 侑昂堂の化粧筆
フェイスブラシ&今治タオル

3,000 yen［税抜］

艶やかさ、そして透明感あふれる肌へと導く「熊野の筆」

女性スタッフがアイディアを出し合い、
使い勝手にこだわった和のお化粧箱です。

SD-1227

IN FO R M AT IO N
ボディメイキング＆リラクゼーションサロン

Point 03
蓋の内側にはミラー加工が
施されています。

SALON de Dolce
サロン・ド・ドルチェ

自然の力で、自分本来の美しさと出逢う
森の中の癒し空間

Point 04
使い勝手にこだわり、お化粧
時にはお化粧筆が立てられる
よう、筆立ても付いています。

「サロン・ド・ドルチェ」は岐阜県多治見市にある複合施設アルティスト
ビラージュ内のボディメイキング & リラクゼーションサロン。
「美」と「健
康」の両側からお客様のカラダをサポートします。大理石のベッドで行
う施術はこの上ない癒しを与えてくれます。

※こちらの商品にお化粧筆は含まれません。
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HOMME

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！

お洒落なメンズゲストにセレクトしたい

こだわりのデイリーユース

3つのストレス０
ゼロ

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。

HO-1322

HOMME 3in1 Wash

ゼロ

3,300 yen［税抜］

ジャムレーベルウォッシュ
（1）
（ 250ml ）
box size（ 約）5.4 20.6 h5.2㎝ ＊日本製

3 「 環 境ストレス0 」
99％以上生分解され、環境汚染を起こしません。

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。

HO-1323

HOMME Organic Oil

5,000 yen［税抜］

ジャムレーベルオイル（1）
（ 100ml ）

box size（ 約）17.5 4.5 h4.5㎝ ＊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。

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。

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

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

Free Cup
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
陶器がメタリックにも見える絶妙な風合いに。
長く愛用していただけるフリーカップです。

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

HO-1232

② 生体に調和し自己免疫力をサポートできる商品

HOMME 俺のカップ

を多くの人に伝えていきたいと考えております。

カップ（1）
φ8.7 h13.5㎝（330ml）

③ 環境に対して社会貢献できる商品

2,500 yen［税抜］

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。
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こちらの BOX デザインになります。
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Color Them e 4

WEDDING

Monotone chic
with

スタイリッシュで洗練されたモノが好き、落ち着いた大人の空間が好き、そんなあなたへ。
モノトーンでコーディネートするモードなウエディングはいかがですか？
色味を抑えてデザインで遊ぶ。機能美にこだわるという感度の高さ。
おしゃれな男性の友人や上司にもぴったりなギフトをラインナップ。
余計なものをそぎ落としてシンプルに暮らす、シックなインテリアに馴染むセレクション。
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こだわりのお酒とアペリティフで
おもてなしする大人のパーティー。
色味を抑えたシックなアレンジを
合わせて。

お気に入りのペーパーで、一つひとつ
心を込めてラッピング。ありがとうの
メッセージを添えて。
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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。

FE-1076

Forever R&B ペアグラス

Point 01

3,000 yen［税抜］

「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。

グラス
（2）
φ7.8 h9㎝（250ml）

box size（ 約）17.2 10.5 h8.8㎝ ＊中国製

Point 02

Point 03
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。

「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。

FE-1075

Forever プラチナ ペアグラス

3,000 yen［税抜］

グラス
（2）
φ7.8 h9㎝（250ml）
box size（ 約）17.2 10.5 h8.8㎝ ＊中国製

PAIR FREE CUP
美しいフォルムを描くペアカップ

やわらかな曲線は手に心地よく、飲み口のプラチナラインが
上質感を演出。個性的だけれどシンプルなので、シチュエーション
を選ばずに使えるのも嬉しい。

KIRAMEKI
KR-1339

煌-kiramekiペアロックグラス

JH-202

J-HEART STYLE
ペアフリーカップ

3,000 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

2,500 yen［税抜］

カップ（2）
φ8.4 h11.3㎝（320ml）

box size（ 約）18.7 12.4 h9.1㎝ ＊日本製

Point 03
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BA-1340

バロン
二重構造コールドカップ

3,000 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

GR-1338

グラシア
真空アイスタンブラーEX

3,000 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㎝
box size（ 約）19 16.5 h10.6㎝ ＊中国製
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HUG ME

HM-1354
hug me

真空ペアステンレスマグ

3,000 yen［税抜］

真空二重構造マグカップ（2）
φ9.5 h9.6㎝（430ml）
box size（ 約）22 11 h10.5㎝ ＊中国製

GRACIA

GR-1352
グラシア

真空ペアステンレスタンブラー

3,000 yen［税抜］

真空二重構造タンブラー（2）
φ7.4 h13.5㎝（350ml）
box size（ 約）16 14.5 h8㎝ ＊中国製

NS-1304

真空ステンレスタンブラー ドリッパー付

3,000 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）19.1 15.4 h8.6㎝
＊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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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”。

BA-1231

バロン 真空デュアルカップ

3,000 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
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。

シルバーでスマートに

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。

BA-1268

バロン ペアデュアルカップ

3,000 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

MG-2001

Metallic Glass 001

3,000 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

MG-2002

Metallic Glass 002

3,000 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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L`HAY LES
ROSES
Lʼ HAY LES 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

RS1-6

ライレローズ ブランチセット

RS1-10

ライレローズ カレー&パスタ5

2,500 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

RS1-12

ライレローズ カレー&パスタ6

3,000 yen［税抜］

3,000 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

プレート
（6）
φ21.2 h4.2㎝
（A〜Fまでの6枚セットです）

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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ZEN STUDIO.

STYLISH & MODERN
BRIDAL GIFT COLLECTION

DAILY MODERN

Life is Art

日常で活きるモダンテイスト

テーブルウエアに必要なものは何か

炊きたてのごはんを丼に

実用性か、それともインテリア性か

盛って、自家製の浅漬けを
小皿に添える。シンプルな

求めるポイントは千差万別

ものこそ丁寧に。毎日愛用

ZEN STUDIO. の作品は明確に示している

するものだからこそ、飽き

「それは、使い手に委ねる」と

のこないデザインを。

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

HIBIKI

ZS-1069

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。
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。

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。

HI-1341
響-hibiki-

CRAFT DESIGN

2,500 yen［税抜］

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

「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。

CZ-1108

ペアスウィングカップ

クラフトデザイン ロックセット

3,000 yen［税抜］

2,500 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㎝

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㎝

box size（ 約）19 16.5 h10.6㎝ ＊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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ZEN STUDIO ロックなペア丼セット

box size（ 約）22 18 h13.2㎝ ＊中国製
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ZEN STUDIO.

ZEN STUDIO.

ZEN STUDIO.

SILVER DAMASK

AMULET

大人の心を揺さぶるラグジュアリーな輝き

美しく誇り高きオーラを放つ その輝きに魅せられて

ヨーロッパの貴族たちが好んだダマスク柄をモチーフに

アミュレットとは「お守り」という意味

クラシックな雰囲気をシルバーでスタイリッシュな装いに。

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。

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”

【恋人たちの石】と呼ばれるムーンストーン。

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

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

愛されてきたラピスラズリをイメージしたカップ。

照らしてくれるパワーストーンをイメージ。

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。

その情緒的なたたずまいに気持ちがほろりと和らぎます。

DM-1315

シルバーダマスク ペアC/S

3,500 yen［税抜］

カップ（2）
φ8.6 h6.6㎝（260ml）
ソーサー（2）
φ15.5 h2.2㎝

DM-1314

シルバーダマスク ペアマグ

3,000 yen［税抜］

マグカップ(2)φ8 h10.1㎝（400ml）
box size（ 約）20 9 h11.2㎝ ＊中国製

box size（ 約）26.5 16.3 h9.8㎝ ＊中国製

AM-1298
このシリーズは、
こちらのデザインの BOX に
お入れします。

AM-1297

Amulet ムーンストーン ペアカップ

Amulet ラピスラズリ ペアカップ

3,000 yen［税抜］

3,000 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。
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Modern Stylish Wedding

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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Col or Them e 5

WEDDING

Colorful modern
with

日本の文化が好き、伝統的なモノが好き、そんなあなたへ。
和心を現代に昇華するモダンジャパニーズウエディングはいかがですか？
世代を超えて長く愛用していただける贈り物。
変わらずに受け継がれるもの、そして時代と共に変化しながら継承されていくもの。
作り手の息遣いを感じる和食器は、日本人の食卓に命を吹き込んでくれます。
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日本の伝統を敬いながら、現代の
感 性で コーディネートするモダン
ジャパニーズウエディング。着 物
スタイルもテーブルコーディネートも
カラフルな色遊びを楽しんで。

ナフキンに組紐をアレンジ。水引の
形に結うとおめでたく縁起のいい
アレンジになります。
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-SEASON’S FLOWERS-

SF-1310

Season's flowers-四季の花- 茶器

3,000 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
※この商品の湯吞は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

SF-1311

Season's flowers-四季の花- 組お茶漬け碗

3,000 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

SF-1312

Season's flowers-四季の花- 銘々皿揃

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

3,000 yen［税抜］

SF-1313

Season's flowers-四季の花- 箸置

取皿（5）
φ13.8 h1.6㎝

2,500 yen［税抜］

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。

箸置（5）
φ6 h1.1㎝

box size（ 約）18.3 15 h3㎝ ＊中国製
※この商品は、
電子レンジでの温め直しが可能です。

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。

DEUX MERCI

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。
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このシリーズは、こちらの BOX デザインになります。
（DEUXMERCI メッセージカード入り）
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INDIGO
―インディゴ―

HASSHU

日本の藍で大胆に描いた器

清冽なる美しさが息づく器たち

北欧の柄を日本古来の藍色で大胆に描く。

日本人が思わずほっと寛ぐ和の色、和の柄、和の素材。

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。

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。

シンプルに盛り付けても絵になる粋な器です。

それぞれに趣の違う八つの小鉢は、まるでアートのよう！

涼やかに、清らかに、瑞々しく。

IN-1290

IN-1291

3,000 yen［税抜］

3,000 yen［税抜］

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

box size（ 約）25.2 25 h9.8cm ＊日本製

Indigo −インディゴ−
取分けセット
プレート(大)(1)φ24.3 h3cm
プレート(小)(5)φ16.3 h2cm

SE25-2

手造り 八趣揃（木箱入）

3,000 yen［税抜］
（ Hand made）

※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。

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。

小鉢（8）約φ8.8 h3㎝

box size（ 約）30.5 30.5 h5㎝ ＊中国製

box size（ 約）27.6 27.5 h8cm ＊日本製
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UMEHANA

KOIKI

素朴だけれど斬新、梅の花が咲く大皿
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

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。

色合いも魅力のひとつ。

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。

KI-1063

KOIKI 小粋なカップセット

UH-1091

UMEHANA パスタ&カレー

3,000 yen［税抜］

3,000 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

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。

77

78

舞子

放浪の天才画家
山下清の風呂敷ギフト

京都の舞子さんの着物柄を和小物に
桜ちりめん、かのこ友禅、都友禅、小春。初々しくて

山下 清

愛らしい、古くからある着物の柄を現代風にアレンジ
してデザインしました。

「裸の大将」「放浪画家」などと世の人々から親しまれた山下清。
大正に生まれ、戦前・戦後・そして高度成長期という慌しい時代を一気に駆け抜け
山下清は四九歳で生涯を閉じました。
まるで大好きな花火のように、一瞬のきらめきを放って消えていったようです。
しかしその一瞬のきらめきは花火と同様に人々の心に永遠に刻まれています。

桜島

山下清

長岡の花火

日本の自然色、“うぐいす色 ” と “さくら色” が織りなす豊かな色彩をまとった美濃焼の器。
手作業で丁寧に吹き付けられたグラデーションが器のやさしい表情を浮かび上がらせます。

美濃焼

日用品として親しまれてきた伝統の美濃焼がまたひとつ、お洒落に魅了します。

長岡の花火

桜島
二種類の風呂敷からお選び頂けます

YM-1212

山下清（長岡の花火） 美濃焼 組飯碗

YM-1213

山下清（桜島） 美濃焼 組飯碗

3,000 yen［税抜］

碗（2）
φ12 h7.2㎝ 風呂敷（1）約53 53㎝
box size（ 約）13.3 13.3 h11㎝ ＊日本製

YM-1214

山下清（長岡の花火） 美濃焼 ペアカップ

YM-1215

山下清（桜島） 美濃焼 ペアカップ

3,000 yen［税抜］

カップ（2）
φ8.6 h10.6㎝（330ml）風呂敷（1）約53 53㎝
box size（ 約）18.8 11.5 h10.3㎝ ＊日本製

Kiyoshi
Yamashita
山下 清

1922年 3月10日 東京市浅草区田中町に生まれる。
1928年 浅草の石浜小学校に入学する。

1934年 千葉県の養護施設「八幡学園」に入園する。
1940年 11月18日、突然、放浪の旅に出る。
1954年 鹿児島にて放浪生活を終える。

MA-1269

MA-1230

舞子 箸置セット

舞子 ペアカップ

3,000 yen［税抜］

3,000 yen［税抜］

箸置（5）約6 4 h1㎝

カップ（2）
φ8.3 h11.2㎝（320ml）

box size（ 約）25.6 9 h3.5㎝ ＊日本製

box size（ 約）19.3 13.1 h9.9㎝ ＊日本製

※この商品にお箸は含まれません。

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。

1961年 ヨーロッパ 9 カ国を訪問する。
※このページの掲載商品は手作りのため、柄・サイズが異なる場合があり、
また、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。
風呂敷を添えた納品形態となります。
（ 風呂敷包みはイメージです。）
※風呂敷のみ山下清プロデュースとなります。
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1971年 7月12日 他界（享年49 歳）

※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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RASHI no FUDE

とは？

デザイン × 書家

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。

羅紫のふで

四季の彩りが美しい小碗揃。「どんな時もみんなが

「ゆっくりお茶を楽しめるように」
との「優しさ

笑顔でいられるように」と

」を込めて

「想い

」を込めて。

Seihou
Eida

RASHI no FUDE
文字と「想い

蓋付のお湯呑は

」を融合したデザイン書家

榮田 清峰

6 歳より書道を習い、現在デザイン書家

として活動。主に店舗・商品名など商業

このたびはご結婚おめでとうございます。

用の筆文字やインテリア書、年賀状デザ

インを制作。漢字の由来で書と絵をデザ

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

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

私自身も幸せをいただき感謝の気持ちでいっぱいです。

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。

ご結婚されるみなさまの Happy を心から願っております。

JACA日本書道作家協会 正会員

ES-1194

羅紫のふで 優 蓋付組湯呑

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

3,000 yen［税抜］

蓋付湯呑（2）
φ7.1 h11㎝（280ml）

「笑」愛嬌のあるかわい

box size（ 約）19.3 12.5 h9.3㎝ ＊日本製

」を込めて

い笑顔。「どんな時もみ

「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

んなが笑顔でいられる
よ う に」と「笑」を 表
現しています。

アラを付けて踊る様子
を表現しています。

ES-1193

羅紫のふで 笑 四季彩小碗揃

3,000 yen［税抜］
碗（4）
φ12.1 h6.4㎝

湯のみの裏にも美しい絵柄が

box size（ 約）14.5 18 h13.6㎝ ＊日本製

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。

ES-1195

羅紫のふで 愛 花器

5,000 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
イメージを表現しました。

「感 謝」両 親 や 友 達 な ど へ、
優しく穏やかな気持ちを持っ

「幸福」幸は笑顔の雰囲気、福

て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。

ES-1196

羅紫のふで 幸福 紅白片口六寸鉢

5,000 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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ES-1192

羅紫のふで 感謝 ペアカップ

3,000 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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Special
Contents
ARTISTE
VILLAGE

ARTISTE
VILLAGE
from OKUTAJIMI

C h ez Br ou sse
C af e d e D ol c e
S al on d e Dol c e
N at u r e d e D ol c e
G al er i e
A t el i er

緑豊かな森の向こうは
アーティストたちの村

陶磁器の街、岐阜県多治見市の大きな森の中に
そっとある小さな村

それが「アルティスト ビラージュ」です
緑の香り、鳥のさえずり、川のせせらぎ
滝壺に落ちる水しぶき…

人里はなれた美しい自然の中で

才気あふれるアーティストたちの共演がはじまっています
Galerie

83

84

ARTISTE
VILLAGE
from OKUTAJIMI

JR 多治見駅

十九田町

クーヘン工房」
「ボディメイキング＆リラクゼーションサロン」からなるアーティス
ティックな複合施設。オリジナリティあふれる多様な世界観が、ひとつの森の

不動明王の滝

中でフュージョンしてゆく新しい感動体験がそこに…。奥多治見の老舗料亭を

そばには、江戸時代より霊験あら
たかな滝として知られる不動明王
の滝があります。約10メートルの
高さから落ちてくる水は、岐阜県
の名水に指定されており、工房の
アーティストたちは、この清水を
使用して作陶を行っています。

空間に、それぞれのアーティスト、美味しい料理、素晴らしい芸術があります。

http://www.artiste-village.com/

3

多治見
インターチェンジ

248
19

Fu d o
W at e rf all

アルティストビラージュは、
「レストラン」
「カフェ」
「ギャラリー」
「アトリエ」
「バウム

リノベーションし、趣ある日本建築を活かしながら生まれ変わったそれぞれの

Chez Brousse・Cafe de Dolce
Salon de Dolce・ Nature de Dolce
Galerie・ Atelier
音羽町

緑深い古里の森に佇む創りびと憩いの隠れ家

住吉町
5 丁目
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ARTISTE
VILLAGE

虎渓山町

3 名の陶芸作家がアトリエを構えて
常駐しており、なかなか見る機会の
ない作陶風景をご覧になれます。
ろくろ挽き、タタラづくり、磁器や
精炻器などそれぞれの個性あふ
れる作品づくりにふれられます。

3

from OKUTAJIMI

Ate l i e r

オートバックス

スプリングフィールド GC

2

C hez Brou sse
1

4

1

G al e r i e

ギャラリーでは、幅広いジャンルで作
品の常設展示を楽しめるほか、自然豊
かな環境で、心静かにアートにふれる
感動の体験が待っています。

French Restaurant

「シェ・ブラウゼ」は、四季を感じることのできるレス
トランです。古き良き和テイストが 残された落ち着く
空間で、旬の食材を使用した体にやさしい創作フレンチ
料理が楽しめます。森の中のレストランとして眺めも
素晴らしく、非日常的なヒーリングのひとときをお約束
します。

Sa l on d e
D o l ce
5

4

Beauty Salon

自然の力で、自分本来の美しさと出逢う、森の
中の癒し空間。
「美」と「健康」の両側からお客
様の身体をサポートする、ボディメイキング＆
リラクゼーションサロン。大理石のベッドで行
う施術は、この上ない癒しを体感できます。

5

6

大理石ベッドを使用した施術室

C a f e d e Dolce
Bakery Cafe

2

「パンが美味しい」ベーカリーカフェ。四季の景色
を楽しみながらモーニング・ランチ・ティータイム
が楽しめます。三段プレートで楽しめる本格的
なアフタヌーンティーセットは女性の心をくす
ぐる逸品。お料理とドリンクのマリアージュも
お楽しみください。

N a t u re d e
D ol c e

Baumkuchen Factory

6
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素材にこだわり乳化剤や膨張剤など余計な添加
物を使用せず、材料の持つ自然の力・美味しさを
素直に引き出した、完全無添加のバウムクーヘン
を店内で焼き上げています。気軽にバウムクーヘン
を楽しめるイートインメニューもご用意しています。
天然素材だからこそ味わえる豊かな香りとコクが
お楽しみいただけます。
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AKANE ADACHI

AR-1248

Artiste Village
free feel cup(やまぶき・炭)

5,000 yen［税抜］

カップ（2）約φ9 h6.5㎝（260ml）
box size（ 約）20.4 10.8 h9.8㎝ ＊日本製

AR-1249

Artiste Village
free feel cup(小花・葉)

5,000 yen［税抜］

カップ（2）約φ9 h6.5㎝（260ml）
box size（ 約）20.4 10.8 h9.8㎝ ＊日本製

AR-1242

Artiste Village
Blue drops bowl

5,000 yen［税抜］

煮物鉢（1）約φ19.5 h5.7㎝

box size（ 約）27.1 27 h8.3㎝ ＊日本製

ARTISTE VILLAGE

��

AR-1245・AR-1246・AR-1247
Artiste Village Café bowl

Ceramic Artist

5,000 yen［税抜］

ボウル（1）約φ13.3 h6.8㎝

box size（ 約）15.5 15.5 h10.9㎝ ＊日本製

伝統のフォームを使って創る自分スタイル

Akane
Adachi
安達 あかね

1980 年生まれ。千葉県旭市出身。東京家政大学美術

専攻卒業、多治見市陶磁器意匠研究所修了、岐阜県現代

陶芸美術館に勤めながら作陶活動を行う。結婚、出産
を機に自宅で作陶できる環境を整える。2011年、多治見

駅の商店街にある友人のカフェに、自身の精炻器を提供

していたところメーカーの目にとまり、アルティスト
ビラージュに参加。趣味は一眼カメラ。

―安達さんの作る焼物は何と言うのですか？

精炻器もそうですが、もともとあった素材や技術を活かして自分

安達：美濃地方にもともとあったもので「精炻器」
（せいせっき）

なりに創作するのが好きなんです。基本は守り、見せ方を変え

と言います。昭和初期に開発され、美濃のアール・デコとして

るとでもいいましょうか。

一世を風靡したそうですが、高度経済成長の大量生産の流れに

―どのような作陶をめざしていますか？

勝てずに衰退してしまいました。なにしろ手間がかかる焼物な

安達：精炻器に関しては、“使ってもらえる器” です。生活の中

ので。それを復活させようという動きが数年前に起こりまして、

に自然にとけ込む心地よいデザインをめざしています。だから

縁があって私のライフワークになっています。

私も、無になって呼吸をするように作っています
（笑）
。一方で、

―そのような「精炻器」に惹かれた理由は？その魅力とは？

アーティストとしての作陶でめざしているのはまた別のもので、

安達：
「色」ですね。色のある土に化粧土を掛けて生まれるベー

そちらは苦しんでいます。思い通りに焼き上がらないと悔しい

ジュ色の器肌が、ほかにない爽やかさで、懐かしさも感じます。

んですよ。

ただ、手間はかかるし小難しいし、始めた当初はなぜこんなもの

―やさしい作風ですが、安達さんの穏やかな性格からでしょうか？

に手を出してしまったんだろうと思った時期もありましたが、

安達：そうでもないんですよ
（笑）
。どちらかと言えばもっとできる、

幸い性に合ってたみたいですね
（笑）
。

もっとできると自分を追い込むタイプかな。大学時代、研究室に

―ぷっくりと盛り上がったこのデザインはどのように作られますか？

こもって釉薬の研究に没頭していた過去も鑑みると、とことん

安達：イッチンという昔ながらの陶芸技法で、大きなスポイトを

納得したい質かもしれません。人からは、喜怒哀楽が顔に出る

使って描きます。本来は絵や文字を描くようですが、私はライン

からわかりやすいと言われます
（笑）
。“さっぱりしているから B 型

を引いて模様づくりに使います。

でしょ” とか！そこは違うんですよ。

AR-1245
Blue drops Café bowl

AR-1246
Yellow drops Café bowl

AR-1243

Artiste Village
フリーカップ「感謝と誠実」

3,000 yen［税抜］

カップ（2）約φ7.5 h10.7㎝（280ml）

box size（ 約）17.5 17.5 h9.5㎝ ＊日本製

AR-1247
Yellow leaves Café bowl

AR-1244

Artiste Village
フリーカップ「あふれる気持ち、
しずくに込めて」

5,000 yen［税抜］

小碗（2）約φ9.8 h6.5㎝（340ml）

box size（ 約）15.1 15.1 h12.4㎝ ＊日本製

安達あかねの作品は、全てアルティスト
ビラージュロゴ入り木箱に入ります。

※ゲストに御利益がありますようにと、名水にも指定された不動明王の滝の水を使って商品を作っています。滝の水は江戸時代に目を患った人を治したと言い伝えられ、最近では事故防止にも力があると言われています。
※このページの掲載商品はアーティスト作品のため、大量生産できません。必ず在庫確認をお願い致します。
また、
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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KOUJIRO SHIBATA
ARTISTE VILLAGE

��
Ceramic Artist

自由を楽しむ人生から生まれる、自然体の器

Koujiro
Shibata
柴田

光次郎

1957年に名古屋市に生まれる。スポーツクラブに勤務。
水泳 、トライアスロン、カヌーなどアスリートとしても
活動。1996 年に陶芸と巡り合い、やきものの世界へ

転身。陶芸グループ「楽のある会」に参加。2000年に

岐阜県土岐市に「陶房楽」築 窯。グループ展、クラフ
ト展、イベント出展など人生として作陶に取り組む。

─柴田さんの焼物には独特の雰囲気がありますね ?

生きてきましたが 結局は好き放題だったなと。それが作品

柴 田 : そうですね、つるりとした綺麗なものより、いびつで

にどう表れるかはわかりませんが、自分の思うまま楽しんで

ゴツゴツした手づくりっぽい味わいが好きなので。だから、

作っていけたらいいなと思っています。

ろくろで美しく形成しても最後には削ったり、ひねったり。

─スポーツインストラクターだったそうですが、どのように

綺麗なままでは終わらないよね ( 笑 )。

陶芸の道へ ?

─
「手びねり」ってことですか ?

柴田 : 日体大を卒業してスポーツクラブに就職しました。そこ

柴田 : 手びねりもそうだし、普通にろくろでも。でもやっぱり

で 指導しながら自分も選手として頑張っていたのですが、

タタラが面白いな。タタラっていうのは粘土を板状にして

あるとき怪我して ...。通っていた病院で知り合った人に誘

形を作るんだけど、よくあるのは平皿。でも自分はタタラ

われるまま陶芸教室へ行ったんです。それですぐにはまって

を叩いて立体的にしたり、あえてまるっこくしたり、人が

しまいました。数年通い、本気でやろうと決心してインスト

あまりやらないことに挑戦しています。

ラクターをやめ、釉薬の会社に転職しました。勤めながら

─なるほど。だからどれも自由な作風で型に収まっていな

自分の工房を持ち、独学でここまできました。まさに体育会

いのですね。

系です。

柴田 : 自由でありたいとは思っています。土ものの良さっ

─ほのぼのと落ち着いて見えますが、自由でストイック

て、形も色もいろいろ変化させられるところにもあると思う。

なんですね。

いちばん魅力を感じるのは、土味と釉薬での変化。焼く

柴田 : 人からはやさしそうと思 わ れているようで すが、かみ

温度やタイミングによって発色が変わるところにとても面白み

さん には 頑 固者と言われますね。子どもたちと一緒に作陶

を感じます。

することもありますよ。子どもの作品ってのびのびしていい

─作品ではなくご自身は ? どういうタイプの人ですか ?

ですよ。お、これいいな ! なんて本気でうらやましかったり

柴田 : やはり自由、なんですかね(笑 )。年 齢も5 0を過ぎて

します ( 笑 )。

思うの は 、人生、自由にきたなぁということです。まじめに

AR-1199

陶房楽 高台ペアカップ

3,000 yen［税抜］

カップ（2）約φ9.5 h7㎝（230ml）

box size（ 約）11 15 h10㎝ ＊日本製

AR-1236

陶房楽 ペアカップ A

3,000 yen［税抜］

カップ（2）約φ9 h8.5㎝（270ml）

box size（ 約）20.4 10.8 h9.6㎝ ＊日本製

AR-1241

陶房楽 二客ぐい呑み C

3,000 yen［税抜］

カップ（2）約φ7.5 h5.8㎝（150ml）

box size（ 約）20.4 10.8 h9.6㎝ ＊日本製

※ゲストに御利益がありますようにと、名水にも指定された不動明王の滝の水を使って商品を作っています。滝の水は江戸時代に目を患った人を治したと言い伝えられ、最近では事故防止にも力があると言われています。
※このページの掲載商品はアーティスト作品のため、大量生産できません。必ず在庫確認をお願い致します。
また、
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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AR-1328

陶房楽 ロックカップ

2,500 yen［税抜］

カップ（1）約φ9.5 h8.4㎝（360ml）

box size（ 約）11.5 11.5 h10.6㎝ ＊日本製

柴田光次郎の作品は、
こちらのデザインの木箱に
入ります。

※ゲストに御利益がありますようにと、名水にも指定された不動明王の滝の水を使って商品を作っています。滝の水は江戸時代に目を患った人を治したと言い伝えられ、最近では事故防止にも力があると言われています。
※このページの掲載商品はアーティスト作品のため、大量生産できません。必ず在庫確認をお願い致します。
また、
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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WEDDING
GIFT
シートを活用して、おふたりらしい「贈り分けギフト」
を選んでね。

名
や商品
ページ数 をチェック！
か
る
誰に贈
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HappyFuture

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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