
514-1-312　3,100円
プラチナ刷毛 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251400131

514-2-312　5,000円
プラチナ刷毛 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251400231

514-3-312　7,500円
プラチナ刷毛 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251400331

514-4-312　3,150円
プラチナ刷毛 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251400431

514-5-312　5,000円
プラチナ刷毛 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251400531

514-6-312　7,500円
プラチナ刷毛 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251400631

514-7-312　10,000円
プラチナ刷毛 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251400731

514-8-312　 1,800円
チタンクリーム 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251400831

514-9-312　 2,850円
チタンクリーム 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251400931

514-10-312　4,600円
チタンクリーム 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251401031

514-11-312　1,900円
チタンクリーム 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251401131

514-12-312　2,850円
チタンクリーム 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251401231

514-13-312　3,800円
チタンクリーム 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251401331

514-14-312　6,000円
チタンクリーム 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251401431

514-15-312　1,800円
マットピンク 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251401531

514-16-312　2,850円
マットピンク 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251401631

514-17-312　4,600円
マットピンク 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251401731

514-18-312　1,900円
マットピンク 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251401831

514-19-312　2,850円
マットピンク 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251401931

514-20-312　3,800円
マットピンク 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251402031

514-21-312　6,000円
マットピンク 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251402131

514-22-312　2,600円
赤刷毛 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251402231

514-23-312　4,350円
赤刷毛 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251402331

514-24-312　5,800円
赤刷毛 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251402431

514-25-312　2,750円
赤刷毛 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251402531

514-26-312　4,400円
赤刷毛 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251402631

514-27-312　5,300円
赤刷毛 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251402731

514-28-312　7,750円
赤刷毛 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251402831
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515-1-312　1,900円
窯変うのふ 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251500131

515-2-312　3,000円
窯変うのふ 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251500231

515-3-312　4,850円
窯変うのふ 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251500331

515-4-312　2,000円
窯変うのふ 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251500431

515-5-312　3,350円
窯変うのふ 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251500531

515-6-312　4,350円
窯変うのふ 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251500631

515-7-312　6,750円
窯変うのふ 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251500731

515-8-312　 1,800円
チタングレー 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251500831

515-9-312　 2,850円
チタングレー 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251500931

515-10-312　4,600円
チタングレー 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251501031

515-11-312　1,900円
チタングレー 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251501131

515-12-312　2,850円
チタングレー 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251501231

515-13-312　3,800円
チタングレー 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251501331

515-14-312　6,000円
チタングレー 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251501431

515-15-312　1,900円
黒とばし 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251501531

515-16-312　3,000円
黒とばし 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251501631

515-17-312　4,850円
黒とばし 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251501731

515-18-312　2,000円
黒とばし 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251501831

515-19-312　3,350円
黒とばし 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251501931

515-20-312　4,350円
黒とばし 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251502031

515-21-312　6,750円
黒とばし 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251502131

515-22-312　2,600円
銀光 16cm フラットプレート

（16.3×1.4） 　　1251502231

515-23-312　4,350円
銀光 24cm フラットプレート

（24.3×1.5） 　　1251502331

515-24-312　5,800円
銀光 29cm フラットプレート

（29×1.5） 　　1251502431

515-25-312　2,750円
銀光 20cm リムステッププレート

（20×1.3） 　　1251502531

515-26-312　4,350円
銀光 25cm リムステッププレート

（25.5×1.7） 　　1251502631

515-27-312　5,800円
銀光 24cm ボウルプレート

（24.3×5.2） 　　1251502731

515-28-312　8,250円
銀光 28cm ボウルプレート

（28.2×6.2） 　　1251502831
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516-51-012� 1,140円17cm パン（ブルー）（17.3×1.9×14.3） 　　1251605101

516-52-012� 1,500円20cm デザート（ブルー）（20.3×2.2×16.9） 　　1251605201

516-53-012� 1,980円24cm ミート（ブルー）（24.3×2.5×22.2） 　　1251605301

516-54-012� 3,120円27cm ディナー（ブルー）（27.2×2.9×22.8） 　　1251605401

516-65-012� 1,980円24cm ミート（グリーン）（24.3×2.5×22.2） 　　1251606501

516-66-012� 3,120円27cm ディナー（グリーン）（27.2×2.9×22.8） 　　1251606601

516-63-012� 1,140円17cm パン（グリーン）（17.3×1.9×14.3） 　　1251606301

516-64-012� 1,500円20cm デザート（グリーン）（20.3×2.2×16.9） 　　1251606401

516-61-012� 1,980円24cm ミート（オーカー）（24.3×2.5×22.2） 　　1251606101

516-62-012� 3,120円27cm ディナー（オーカー）（27.2×2.9×22.8） 　　1251606201

516-59-012� 1,140円17cm パン（オーカー）（17.3×1.9×14.3） 　　1251605901

516-60-012� 1,500円20cm デザート（オーカー）（20.3×2.2×16.9） 　　1251606001

516-57-012� 1,980円24cm ミート（ブルーグレー）（24.3×2.5×22.2） 　　1251605701

516-58-012� 3,120円27cm ディナー（ブルーグレー）（27.2×2.9×22.8） 　　1251605801

516-55-012� 1,140円17cm パン（ブルーグレー）（17.3×1.9×14.3） 　　1251605501

516-56-012� 1,500円20cm デザート（ブルーグレー）（20.3×2.2×16.9） 　　1251605601

516-1-312　1,350円
チタンクリーム 18.5cm プレート

（18.8×1.7） 　　1251600131

516-2-312　1,850円
チタンクリーム 23cm プレート

（23.2×2.1） 　　1251600231

516-3-312　2,400円
チタンクリーム 28cm オーバルプレート

（28.3×22×2.2） 　　1251600331

516-4-312　2,750円
チタンクリーム 24cm オーバルボール

（24.3×19×5.2） 　　1251600431

516-5-312　1,350円
マットピンク 18.5cm プレート

（18.8×1.7） 　　1251600531

516-6-312　1,850円
マットピンク 23cm プレート

（23.2×2.1） 　　1251600631

516-7-312　2,400円
マットピンク 28cm オーバルプレート

（28.3×22×2.2） 　　1251600731

516-8-312　2,750円
マットピンク 24cm オーバルボール

（24.3×19×5.2） 　　1251600831

516-9-312　1,350円
チタングレー 18.5cm プレート

（18.8×1.7） 　　1251600931

516-10-312　1,850円
チタングレー 23cm プレート

（23.2×2.1） 　　1251601031

516-11-312　2,400円
チタングレー 28cm オーバルプレート

（28.3×22×2.2） 　　1251601131

516-12-312　2,750円
チタングレー 24cm オーバルボール

（24.3×19×5.2） 　　1251601231
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517-1-082� 1,000円カルマ 15.5cm プレート（15.5×1.8） 　　1251700108

517-2-082� 1,200円カルマ 18cm プレート（17.9×2） 　　1251700208

517-3-082� 1,300円カルマ 19cm プレート（19.4×2.1） 　　1251700308

517-4-082� 1,500円カルマ 21cm プレート（21.4×2.2） 　　1251700408

517-7-082� 3,100円カルマ 27.5cm プレート（27.6×3.1） 　　1251700708

517-8-082� 5,400円カルマ 30.5cm プレート（30.8×3.3） 　　1251700808

517-5-082� 2,000円カルマ 23.5cm プレート（23.4×2.5） 　　1251700508

517-6-082� 2,500円カルマ 25cm プレート（25.3×2.8） 　　1251700608

517-9-082　3,900円
カルマ 26cm 長角皿

（26×12.8×2.3） 　　1251700908

517-10-082　1,800円
カルマ 13cm スクエアープレート

（13×2） 　　1251701008

517-11-082　2,300円
カルマ 16cm スクエアープレート

（16.2×2.6） 　　1251701108

517-12-082　4,600円
カルマ 25cm スクエアープレート

（25.3×3.1） 　　1251701208

517-13-082　2,000円
カルマ 23cm 浅ボウル

（23.3×3.5） 　　1251701308

517-14-082　2,500円
カルマ 24.5cm 浅ボウル

（24.5×3..6） 　　1251701408

517-15-082　3,100円
カルマ 26cm 浅ボウル

（26×4） 　　1251701508

517-16-082　1,400円
カルマ 10.5cm
スクエアーボウル

（10.7×5） 　　1251701608

517-17-082　1,000円
カルマ 9cm マルチボール

（9.4×6.2） 　　1251701708

517-18-082　1,200円
カルマ 11cm ボール

（11×6.2） 　　1251701808

517-19-082　1,500円
カルマ 13.5cm ボール

（13.5×7.6） 　　1251701908

517-20-082　1,200円
カルマコーヒーカップ

（10.5×8.2×7.4） 　　1251702008

517-21-082　 900円
カルマソーサー

（13.5×2.2） 　　1251702108

517-22-082　1,300円
カルマスタックコーヒーカップ

（9.5×7.3×7） 　　1251702208

517-24-082　1,500円
カルマスタックマグカップ

（10.6×8.2×7.4） 　　1251702408

517-23-082　 900円
カルマソーサー

（13.5×2.2） 　　1251702308



518-1-632　570円
Ｐ型 14cm 皿（14.1×1.8） 　　1251800163

518-2-632　600円
Ｐ型 16cm 皿（16×2） 　　1251800263

518-3-632　740円
Ｐ型 17cm 皿（17.6×2.2） 　　1251800363

518-4-632　810円
Ｐ型 19cm 皿（19.2×2.3） 　　1251800463

518-5-632　1,250円
Ｐ型 22cm 皿

（22×2.3） 　　1251800563

518-6-632　1,980円
Ｐ型 25cm 皿

（25.1×2.4） 　　1251800663

518-7-632　1,210円
Ｐ型 17cm プラター

（17.2×11.5×1.8） 　　1251800763

518-8-632　1,350円
Ｐ型 21cm プラター

（21.4×13.8×2.2） 　　1251800863

518-9-632　1,620円
Ｐ型 24cm プラター

（23.7×15.3×2.4） 　　1251800963

518-10-632　490円
Ｌ型 12cm 皿（12.5×1.9） 　　1251801063

518-11-632　500円
Ｌ型 17cm 皿（16.9×2.2） 　　1251801163

518-12-632　620円
Ｌ型 19cm 皿（19.4×2.4） 　　1251801263

518-13-632　680円
Ｌ型 21cm 皿（21.5×2.5） 　　1251801363

518-14-632　1,050円
Ｌ型 23cm 皿

（22.8×3） 　　1251801463

518-15-632　1,550円
Ｌ型 26cm 皿

（25.7×3.1） 　　1251801563

518-16-632　450円
Ｓ型 11cm 深皿（10.8×3.1） 　　1251801663

518-17-632　500円
Ｓ型 14cm 深皿（14.7×3.3） 　　1251801763

518-18-632　710円
Ｓ型 17cm 深皿

（16.6×4.7） 　　1251801863

518-19-632　780円
Ｓ型 22cm 深皿

（21.6×4.6） 　　1251801963

518-20-632　1,250円
Ｓ型 25cm 深皿

（24.5×4.6） 　　1251802063

518-21-632　540円
Ｓ型 9cm ボール

（9.2×5.3・160cc） 　　1251802163

518-22-632　620円
Ｓ型 11cm ボール

（11.3×6.3・270cc） 　　1251802263

518-23-632　710円
Ｓ型 14cm ボール

（14×6.3・420cc） 　　1251802363

518-24-632　860円
Ｓ型 16cm ボール

（15.6×6.8・600cc） 　　1251802463

518-25-632　540円
Ｓ型 9cm 深ボール

（9.2×6.1・210cc） 　　1251802563

518-26-632　660円
Ｓ型 12cm 深ボール

（12.1×7・340cc） 　　1251802663

518-27-632　890円
Ｓ型 15cm 深ボール

（14.9×8.4・660cc） 　　1251802763

518-28-632　960円
Ｓ型 16cm 深ボール

（16.2×8.6・780cc） 　　1251802863

518-29-632　320円
Ｐ型 5cm ボール

（5×3.3） 　　1251802963

518-30-632　360円
Ｐ型 6cm ボール

（6.3×4） 　　1251803063

518-31-632　400円
Ｐ型 7cm ボール

（7.2×4.2） 　　1251803163

518-32-632　530円
Ｐ型 8cm ボール

（8.5×4.8） 　　1251803263

518-33-632　600円
Ｐ型 10cm ボール

（10.1×5） 　　1251803363

518-34-632　650円
Ｐ型 12cm ボール

（12×5.5） 　　1251803463

518-35-632　710円
Ｐ型 14cm ボール

（14×6.1） 　　1251803563

518-36-632　840円
Ｐ型 16cm ボール

（15.7×6.4） 　　1251803663
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519-1-082　700円
15.5cm クープ皿

（15.8×2） 　　1059800108

519-2-082　950円
19cm クープ皿

（19.3×2.5） 　　1059800208

519-3-082　1,300円
23cm クープ皿

（23.3×2.8） 　　1059800308

519-4-082　2,000円
25.5cm クープ皿

（25.8×3） 　　1059800408

519-5-082　2,300円
27.5cm クープ皿

（27.8×3.2） 　　1059800508

519-6-082　1,100円
12cm 角皿

（12×1.7） 　　1059800608

519-7-082　1,800円
16cm 角皿

（16×2.4） 　　1059800708

519-8-082　2,500円
19.5cm 角皿

（19.7×2.6） 　　1059800808

519-9-082　3,200円
23cm 角皿

（23.2×3） 　　1059800908

519-10-082　3,600円
25cm 角皿

（25×3.2） 　　1059801008

519-11-082　1,800円
23.5cm カヌーディッシュ

（23.5×13.6×3.8） 　　1059801108

519-12-082　2,600円
26cm カヌーディッシュ

（26.3×15.4×4.3） 　　1059801208

519-13-082　3,300円
29cm カヌーディッシュ

（29.2×16.8×4.6） 　　1059801308

519-14-082　3,800円
30.5cm カヌーディッシュ

（30.8×19.5×5.2） 　　1059801408

519-15-082　2,300円
22.5cm プラター

（22.5×13.3×2.4） 　　1059801508

519-16-082　3,000円
25cm プラター

（25×15×2.7） 　　1059801608

519-17-082　3,300円
28cm プラター

（28.2×17.2×2.8） 　　1059801708

519-18-082　3,900円
31cm プラター

（31.4×19.5×2.9） 　　1059801808

519-19-082　1,100円
10cm 深ボール

（10×4.3） 　　1059801908

519-20-082　1,800円
13.5cm 深ボール

（13.5×4.6） 　　1059802008

519-21-082　2,300円
16cm 深ボール

（16×5.6） 　　1059802108

519-22-082　2,600円
31cm 細長角皿

（31.2×10.6×2.2） 　　1059802208

519-23-082　2,200円
丸型 3 連菜

（30.4×9.6×2.3） 　　1059802308
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520-1-032　2,310円
ブロンズ炭型長角皿 小（19×12.7×1） 　　1054400103

520-4-032　3,520円
ブロンズ炭型長角皿 大（24.5×18.4×1） 　　1054400403

520-7-032　3,140円
ブロンズ炭型細長角皿（31.3×10×1） 　　1054400703

520-10-032　3,300円
ブロンズ 31cm パエリア（31.2×19.2×4.2） 　　1054401003

520-13-032　2,420円
ブロンズオーバルスリム皿（31.8×11.8×1.9） 　　1054401303

520-16-032　3,520円
ブロンズ楕円皿 大（32×16.5×4） 　　1054401603

520-2-032　2,180円
ブラック炭型長角皿 小（19×12.7×1） 　　1054400203

520-5-032　3,410円
ブラック炭型長角皿 大（24.5×18.4×1） 　　1054400503

520-8-032　3,030円
ブラック炭型細長角皿（31.3×10×1） 　　1054400803

520-11-032　3,200円
ブラック 31cm パエリア（31.2×19.2×4.2） 　　1054401103

520-14-032　2,310円
ブラックオーバルスリム皿（31.8×11.8×1.9） 　　1054401403

520-17-032　3,410円
ブラック楕円皿 大（32×16.5×4） 　　1054401703

520-3-032　2,180円
黒マット炭型長角皿 小（19×12.7×1） 　　1054400303

520-6-032　3,410円
黒マット炭型長角皿 大（24.5×18.4×1） 　　1054400603

520-9-032　3,030円
黒マット炭型細長角皿（31.3×10×1） 　　1054400903

520-12-032　3,200円
黒マット 31cm パエリア（31.2×19.2×4.2） 　　1054401203

520-15-032　2,310円
黒マットオーバルスリム皿（31.8×11.8×1.9） 　　1054401503

520-18-032　3,410円
黒マット楕円皿 大（32×16.5×4） 　　1054401803

Bronze · Black·
Black matte 
à la carte

洋陶
オープン

洋陶
オープン

520 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。



521-25-032　3,140円
ブロンズ長角皿 大（30×14.7×3.5） 　　1054502503

521-22-032　1,930円
ブロンズ長角皿 中（22×15.2×2.5） 　　1054502203

521-19-032　3,140円
ブロンズウエーブ（27.8×19.4×3.5） 　　1054501903

521-16-032　3,030円
ブロンズ正角皿（22×22×3） 　　1054501603

521-10-032　2,310円
ブロンズ楕円カレー皿 中（19.3×15×3.7） 　　1054501003

521-11-032　2,800円
ブロンズ楕円カレー皿 大（23×18.8×4.5） 　　1054501103

521-1-032　1,160円
ブロンズオーバルボール S（16×10×3.8） 　　1054500103

521-2-032　1,600円
ブロンズオーバルボール M（21.7×13.7×5） 　　1054500203

521-3-032　2,530円
ブロンズオーバルボール L（26.5×16.7×6） 　　1054500303

521-4-032　1,030円
ブラックオーバルボール S（16×10×3.8） 　　1054500403

521-5-032　1,450円
ブラックオーバルボール M（21.7×13.7×5） 　　1054500503

521-6-032　2,420円
ブラックオーバルボール L（26.5×16.7×6） 　　1054500603

521-7-032　1,030円
黒マットオーバルボール S（16×10×3.8） 　　1054500703

521-8-032　1,450円
黒マットオーバルボール M（21.7×13.7×5） 　　1054500803

521-9-032　2,420円
黒マットオーバルボール L（26.5×16.7×6） 　　1054500903

521-12-032　2,180円
ブラック楕円カレー皿 中（19.3×15×3.7） 　　1054501203

521-13-032　2,640円
ブラック楕円カレー皿 大（23×18.8×4.5） 　　1054501303

521-14-032　2,180円
黒マット楕円カレー皿 中（19.3×15×3.7） 　　1054501403

521-15-032　2,640円
黒マット楕円カレー皿 大（23×18.8×4.5） 　　1054501503

521-26-032　3,030円
ブラック長角皿 大（30×14.7×3.5） 　　1054502603

521-23-032　1,820円
ブラック長角皿 中（22×15.2×2.5） 　　1054502303

521-20-032　3,030円
ブラックウエーブ（27.8×19.4×3.5） 　　1054502003

521-17-032　2,920円
ブラック正角皿（22×22×3） 　　1054501703

521-27-032　3,030円
黒マット長角皿 大（30×14.7×3.5） 　　1054502703

521-24-032　1,820円
黒マット長角皿 中（22×15.2×2.5） 　　1054502403

521-21-032　3,030円
黒マットウエーブ（27.8×19.4×3.5） 　　1054502103

521-18-032　2,920円
黒マット正角皿（22×22×3） 　　1054501803

Bronze · Black·
Black matte 
à la carte

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

洋陶
オープン

洋陶
オープン

521洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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522-1-032　1,060円
ブロンズ 14cm ツイスト

（14×4.8×4.2） 　　1054600103

522-7-032　910円
ブロンズスクエアボール小

（9.2×9.2×4.7） 　　1054600703

522-13-032　1,090円
ブロンズ楕円取皿

（16×12×2.2） 　　1054601303

522-4-032　990円
ブロンズ 15cm シズク

（15.3×4.8×2.6） 　　1054600403

522-10-032　1,070円
ブロンズスクエアボール大

（10.9×10.9×6.6） 　　1054601003

522-16-032　1,650円
ブロンズしずくボール

（15.7×14.5×7.5） 　　1054601603

522-19-032　1,650円
ブロンズアイボール（18×12.8×7） 　　1054601903

522-20-032　1,520円
ブラックアイボール（18×12.8×7） 　　1054602003

522-21-032　1,520円
黒マットアイボール（18×12.8×7） 　　1054602103

522-2-032　940円
ブラック 14cm ツイスト

（14×4.8×4.2） 　　1054600203

522-8-032　800円
ブラックスクエアボール小

（9.2×9.2×4.7） 　　1054600803

522-14-032　970円
ブラック楕円取皿

（16×12×2.2） 　　1054601403

522-5-032　880円
ブラック 15cm シズク

（15.3×4.8×2.6） 　　1054600503

522-11-032　950円
ブラックスクエアボール大

（10.9×10.9×6.6） 　　1054601103

522-17-032　1,520円
ブラックしずくボール

（15.7×14.5×7.5） 　　1054601703

522-3-032　940円
黒マット 14cm ツイスト

（14×4.8×4.2） 　　1054600303

522-9-032　800円
黒マットスクエアボール小

（9.2×9.2×4.7） 　　1054600903

522-15-032　970円
黒マット楕円取皿

（16×12×2.2） 　　1054601503

522-6-032　880円
黒マット 15cm シズク

（15.3×4.8×2.6） 　　1054600603

522-12-032　950円
黒マットスクエアボール大

（10.9×10.9×6.6） 　　1054601203

522-18-032　1,520円
黒マットしずくボール

（15.7×14.5×7.5） 　　1054601803

522-23-032　1,570円
ブロンズ反型楕円鉢 大（20.3×16.5×5） 　　1054602303

522-22-032　1,270円
ブロンズ反型楕円鉢 中（17×14×4.8） 　　1054602203

522-25-032　1,450円
ブラック反型楕円鉢 大（20.3×16.5×5） 　　1054602503

522-24-032　1,160円
ブラック反型楕円鉢 中（17×14×4.8） 　　1054602403

522-27-032　1,450円
黒マット反型楕円鉢 大（20.3×16.5×5） 　　1054602703

522-26-032　1,160円
黒マット反型楕円鉢 中（17×14×4.8） 　　1054602603

Bronze · Black·
Black matte 
à la carte

※窯変の為、多少色が異なります。 ※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。

※窯変の為、多少色が異なります。
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522 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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523-1-032　800円
NB14cm ツイスト

（14×4.8×4.2） 　　1054700103

523-6-032　1,320円
NB しずくボール

（15.7×14.5×7.5） 　　1054700603

523-20-032　1,450円
NB 長角皿 中

（22×15.2×2.5） 　　1054702003

523-2-032　730円
NB15cm シズク

（15.3×4.8×2.6） 　　1054700203

523-7-032　1,320円
NB アイボール

（18×12.8×7） 　　1054700703

523-21-032　2,640円
NB 長角皿 大

（30×14.7×3.5） 　　1054702103

523-3-032　600円
NB スクエアボール小

（9.2×9.2×4.7） 　　1054700303

523-8-032　2,420円
NB 正角皿

（22×22×3） 　　1054700803

523-22-032　2,040円
NB オーバルスリム皿

（31.8×11.8×1.9） 　　1054702203

523-4-032　800円
NB スクエアボール大

（10.9×10.9×6.6） 　　1054700403

523-9-032　2,420円
NB ウエーブ

（27.8×19.4×3.5） 　　1054700903

523-23-032　2,920円
NB 楕円皿 大

（32×16.5×4） 　　1054702303

523-5-032　800円
NB 楕円取皿

（16×12×2.2） 　　1054700503

523-10-032　 970円
NB 反型楕円鉢 中（17×14×4.8） 　　1054701003

523-11-032　1,210円
NB 反型楕円鉢 大（20.3×16.5×5） 　　1054701103

523-17-032　3,030円
NB 炭型細長角皿（31.3×10×1） 　　1054701703

523-12-032　1,930円
NB 楕円カレー皿 中（19.3×15×3.7） 　　1054701203

523-13-032　2,420円
NB 楕円カレー皿 大（23×18.8×4.5） 　　1054701303

523-18-032　1,820円
NB 炭型長角皿 小（19×12.7×1） 　　1054701803

523-19-032　3,410円
NB 炭型長角皿 大（24.5×18.4×1） 　　1054701903

523-14-032　 880円
NB オーバルボール S（16×10×3.8） 　　1054701403

523-15-032　1,210円
NB オーバルボール M（21.7×13.7×5） 　　1054701503

523-16-032　2,180円
NB オーバルボール L（26.5×16.7×6） 　　1054701603

NB à la carte

洋陶
オープン

洋陶
オープン

523洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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スノートンオレンジ

スノートングリーン

洋陶
オープン

洋陶
オープン

524 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

524-8-012　1,860円
71/2″クープ（18.9×3.8） 　　1252400801

524-9-012　 1,860円
8″スープ（21.1×3.7） 　　1252400901

524-10-012　2,280円
9″スープ（23.2×4.3） 　　1252401001

524-13-012　1,500円
アメリカン碗

（11×8×8.1・265㏄） 　　1252401301

524-11-012　1,200円
コーヒー碗

（9.7×6.4×7.1・165㏄） 　　1252401101

524-17-012　1,140円
デミタス碗

（8.7×5.5×6.1・100㏄） 　　1252401701

524-15-012　1,200円
紅茶碗

（11.1×5.1×8.6・185㏄） 　　1252401501

524-12-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252401201

524-18-012　 820円
デミタス受皿

（13.5×2.2） 　　1252401801

524-1-012　990円
61/2″パン（16.4×1.6） 　　1252400101

524-2-012　1,320円
71/2″ケーキ（19.4×1.8） 　　1252400201

524-3-012　1,740円
9″ミート（23.5×2.1） 　　1252400301

524-4-012　3,120円
10″ディナー（26.2×2.6） 　　1252400401

524-5-012　990円
51/2″フルーツ（14.1×3.5） 　　1252400501

524-7-012　1,500円
61/2″オートミル（16.6×4.3） 　　1252400701

524-6-012　1,320円
6″オートミル（15.3×3.5） 　　1252400601
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524-19-012　1,200円
スタック兼用碗

（11×5.2×8.4・210㏄） 　　1252401901

524-21-012　1,980円
ブイヨン碗

（15.3×5.5×10.2・285㏄） 　　1252402101

524-23-012　1,620円
マグカップ

（12×10.3×9.6・205cc） 　　1252402301

524-58-012　1,860円
71/2″クープ（18.9×3.8） 　　1252405801

524-59-012　1,860円
8″スープ（21.1×3.7） 　　1252405901

524-60-012　2,280円
9″スープ（23.2×4.3） 　　1252406001

524-63-012　1,500円
アメリカン碗

（11×8×8.1・265㏄） 　　1252406301

524-61-012　1,200円
コーヒー碗

（9.7×6.4×7.1・165㏄） 　　1252406101

524-67-012　1,140円
デミタス碗

（8.7×5.5×6.1・100㏄） 　　1252406701

524-65-012　1,200円
紅茶碗

（11.1×5.1×8.6・185㏄） 　　1252406501

524-62-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252406201

524-68-012　 820円
デミタス受皿

（13.5×2.2） 　　1252406801

524-51-012　990円
61/2″パン（16.4×1.6） 　　1252405101

524-52-012　1,320円
71/2″ケーキ（19.4×1.8） 　　1252405201

524-53-012　1,740円
9″ミート（23.5×2.1） 　　1252405301

524-54-012　3,120円
10″ディナー（26.2×2.6） 　　1252405401

524-55-012　990円
51/2″フルーツ（14.1×3.5） 　　1252405501

524-57-012　1,500円
61/2″オートミル（16.6×4.3） 　　1252405701

524-56-012　1,320円
6″オートミル（15.3×3.5） 　　1252405601

524-69-012　1,200円
スタック兼用碗

（11×5.2×8.4・210㏄） 　　1252406901

524-71-012　1,980円
ブイヨン碗

（15.3×5.5×10.2・285㏄） 　　1252407101

524-73-012　1,620円
マグカップ

（12×10.3×9.6・205cc） 　　1252407301

524-14-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252401401

524-16-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252401601

524-20-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252402001

524-22-012　 990円
61/2″パン

（16.4×1.6） 　　1252402201

524-64-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252406401

524-66-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252406601

524-70-012　 880円
受皿

（14.7×2） 　　1252407001

524-72-012　 990円
61/2″パン

（16.4×1.6） 　　1252407201



スノートンブルー

スノートンボーダー
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525洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

525-51-302　900円
61/2 吋パン皿（16.4×1.6） 　　1057205130

525-52-302　1,200円
71/2 吋ケーキ（19.4×1.8） 　　1057205230

525-53-302　1,600円
9 吋ミート（23.5×2.1） 　　1057205330

525-54-302　2,800円
10 吋ディナー（26.2×2.6） 　　1057205430

525-55-302　900円
51/2 吋フルーツ

（14.1×3.7） 　　1057205530

525-56-302　1,700円
71/2 吋クープ（18.9×3.8） 　　1057205630

525-57-302　1,700円
8 吋スープ（21.1×3.7） 　　1057205730

525-58-302　2,100円
9 吋スープ（23.2×4.3） 　　1057205830

525-59-302　1,200円
6 吋オートミル

（15.3×3.5） 　　1057205930

525-60-302　1,400円
61/2 吋オートミル

（16.3×4.3） 　　1057206030

525-1-302　900円
61/2 吋パン皿（16.4×1.6） 　　955900130

525-2-302　1,200円
71/2 吋ケーキ（19.4×1.8） 　　955900230

525-3-302　1,600円
9 吋ミート（23.5×2.1） 　　955900330

525-4-302　2,800円
10 吋ディナー（26.2×2.6） 　　955900430

525-5-302　900円
51/2 吋フルーツ皿（14.1×3.7） 　　955900530

525-6-302　1,700円
71/2 吋クープ（18.8×3.8） 　　955900630

525-7-302　1,700円
8 吋スープ（21.1×3.7） 　　955900730

525-8-302　2,100円
9 吋スープ皿（23.2×4.3） 　　955900830

525-9-302　1,400円
61/2 吋オートミル

（16.3×4.3） 　　955900930

525-10-302　1,150円
コーヒー碗

（9.7×7.1×6.4・165cc） 　　955901030

525-11-302　 800円
受皿

（14.7×2） 　　955901130

525-12-302　1,400円
アメリカン碗

（11×8.1×8・265cc） 　　955901430

525-13-302　 800円
受皿

（14.7×2） 　　955901530

525-14-302　1,150円
紅茶碗

（11.1×8.6×5.1・185cc） 　　955901230

525-15-302　 800円
受皿

（14.7×2） 　　955901330

525-16-302　1,900円
ブイヨン碗

（15.3×10.2×5.5・285cc） 　　955901630
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526 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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カントリーサイド

526-1-082　800円
ダークブラウン 16cm パン

（16×1.7・内径 10.5） 　　852700608

526-2-082　950円
ダークブラウン 17.5cm ケーキ

（17.7×1.8・内径 11.8） 　　852700508

526-3-082　1,100円
ダークブラウン 20cm ケーキ

（19.8×2・内径 13） 　　852700408

526-4-082　1,500円
ダークブラウン 23cm ミート

（23.4×2.2・内径 16） 　　852700308

526-5-082　2,300円
ダークブラウン 25.5cm ディナー

（25.6×2.6・内径 17） 　　852700208

526-6-082　2,500円
ダークブラウン 27cm ディナー

（27.2×2.7・内径 19） 　　852700108

526-7-082　800円
ネイビーブルー 16cm パン

（16×1.7・内径 10.5） 　　852702408

526-8-082　950円
ネイビーブルー 17.5cm ケーキ

（17.7×1.8・内径 11.8） 　　852702308

526-9-082　1,100円
ネイビーブルー 20cm ケーキ

（19.8×2・内径 13） 　　852702208

526-10-082　1,500円
ネイビーブルー 23cm ミート

（23.4×2.2・内径 16） 　　852702108

526-11-082　2,300円
ネイビーブルー 25.5cm ディナー

（25.6×2.6・内径 17） 　　852702008

526-12-082　2,500円
ネイビーブルー 27cm ディナー

（27.2×2.7・内径 19） 　　852701908

526-13-082　3,200円
ダークブラウン 26.5cm プラター

（26.5×18.2×3.4） 　　852700908

526-14-082　3,600円
ダークブラウン 29cm プラター

（29×20.1×3.6） 　　852700808

526-15-082　4,800円
ダークブラウン 32.5cm プラター

（32.6×22.8×3.9） 　　852700708

526-16-082　3,200円
ネイビーブルー 26.5cm プラター

（26.5×18.2×3.4） 　　852702708

526-17-082　3,600円
ネイビーブルー 29cm プラター

（29×20.1×3.6） 　　852702608

526-18-082　4,800円
ネイビーブルー 32.5cm プラター

（32.6×22.8×3.9） 　　852702508

526-22-082　1,900円
ダークブラウン高台スタックコーヒー C/S
受皿（15.3×2.5） 　　852701308

526-23-082　1,200円
ダークブラウン高台スタックコーヒーカップ

（10.9×8.3×6・185cc） 　　852701408

526-24-082　1,700円
ダークブラウンコーヒー C/S
受皿（15.2×1.9） 　　852701508

526-25-082　1,000円
ダークブラウンコーヒーカップ

（10.7×8.4×6.7・170cc） 　　852701608

526-26-082　1,700円
ダークブラウンティー C/S
受皿（15.2×1.9） 　　852701708

526-27-082　1,000円
ダークブラウンティーカップ

（11.8×9.5×6.1・225cc） 　　852701808

526-19-082　650円
ダークブラウン
6cm ソースカップ

（6.2×3.6） 　　852701208

526-20-082　800円
ダークブラウン
7.5cm ソースカップ

（7.6×4.4） 　　852701108

526-21-082　1,000円
ダークブラウン
スタックスープボール

（10.3×6.3・260cc） 　　852701008

526-28-082　650円
ネイビーブルー
6cm ソースカップ

（6.2×3.6） 　　852703008

526-29-082　800円
ネイビーブルー
7.5cm ソースカップ

（7.6×4.4） 　　852702908

526-30-082　1,000円
ネイビーブルー
スタックスープボール

（10.3×6.3・260cc） 　　852702808

526-31-082　1,900円
ネイビーブルー高台スタックコーヒー C/S
受皿（15.3×2.5） 　　852703108

526-32-082　1,200円
ネイビーブルー高台スタックコーヒーカップ

（10.9×8.3×6・185cc） 　　852703208

526-33-082　1,700円
ネイビーブルーコーヒー C/S
受皿（15.2×1.9） 　　852703308

526-34-082　1,000円
ネイビーブルーコーヒーカップ

（10.7×8.4×6.7・170cc） 　　852703408

526-35-082　1,700円
ネイビーブルーティー C/S
受皿（15.2×1.9） 　　852703508

526-36-082　1,000円
ネイビーブルーティーカップ

（11.8×9.5×6.1・225cc） 　　852703608



DCインディゴブルー（強化）
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527洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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527-6-612　660円
メタ 10cm 深皿（9.8×2.1） 　　1157100661

527-7-612　690円
メタ 12cm 深皿（12.5×2.6） 　　1157100761

527-8-612　1,410円
メタ 20cm 深皿

（20.3×4.3） 　　1157100861

527-9-612　1,740円
メタ 23cm 深皿

（23.4×4.6） 　　1157100961

527-11-612　710円
14cm 深皿

（13.9×3.4） 　　1157101161

527-10-612　690円
12cm 深皿

（11.8×2） 　　1157101061

527-12-612　960円
オートミール

（16.5×4.8） 　　1157101261

527-13-612　1,190円
コーヒー碗

（7.6×6.5・190cc） 　　1157101361

527-14-612　1,850円
コーヒー碗皿
 1157101461

527-15-612　1,160円
紅茶碗

（8.9×5.7・230cc） 　　1157101561

527-16-612　1,820円
紅茶碗皿
 1157101661

527-17-612　1,320円
マグカップ碗

（8×7.8・260cc） 　　1157101761

527-18-612　1,980円
マグカップ碗皿
 1157101861

527-19-612　1,160円
スタックコーヒー碗

（7.5×6.6・190cc） 　　1157101961

527-20-612　1,820円
スタックコーヒー碗皿
 1157102061

527-21-612　1,180円
スタック兼用碗

（8.3×6・200cc） 　　1157102161

527-22-612　1,840円
スタック兼用碗皿
 1157102261

527-23-612　1,270円
スタックブリオン碗

（8.3×6・200cc） 　　1157102361

527-24-612　1,930円
スタックブリオン碗皿
 1157102461

527-1-612　760円
ワイドリム 15cm 皿

（15.2×1.5） 　　1157100161

527-2-612　790円
ワイドリム 17cm 皿

（17.2×1.8） 　　1157100261

527-3-612　1,050円
ワイドリム 20cm 皿

（19.9×2） 　　1157100361

527-4-612　1,500円
ワイドリム 24cm 皿

（23.9×1.9） 　　1157100461

527-5-612　2,100円
ワイドリム 27cm 皿

（27.1×2.3） 　　1157100561

ニ
ュ
ー
バ
ー
ジ
ョ
ン

527-51-252　1,900円
61/2 吋ミート

（17×2） 　　555000525

527-52-252　2,500円
71/2 吋ミート

（19.6×2.3） 　　555000425

527-53-252　3,600円
9 吋ミート

（23×2.7） 　　555000325

527-54-252　5,300円
10 吋ミート

（26×3.2） 　　555000225

527-55-252　3,750円
ブリオンカップ

（10.8×16×5.3・280cc） 　　555001225

527-56-252　1,900円
33/4 吋深皿ボール（タレ入）

（9.7×2.3） 　　555001325

527-57-252　1,900円
31/2 吋ボール

（9.1×4.2） 　　555001825

527-58-252　2,850円
41/2 吋ボール

（11.3×5） 　　555001725

527-59-252　4,350円
51/2 吋ボール

（14.2×5.8） 　　555001425

527-60-252　5,400円
61/2 吋ボール

（15.8×6.8） 　　555001525

527-61-252　4,000円
コーヒー C/S

（皿 14.7） 　　555000625

527-62-252　2,250円
コーヒーカップ

（8×6.5・180cc） 　　555000725

527-63-252　4,000円
ティー C/S

（皿 14.7） 　　555000825

527-64-252　2,250円
ティーカップ

（9.2×5.5・200cc） 　　555000925

527-65-252　1,900円
51/2 吋フルーツ

（14.7×3.5） 　　555002225

527-66-252　2,700円
61/2 吋オートミール

（17×4.3） 　　555002125

527-67-252　3,150円
71/2 吋クープ

（20×4.5） 　　555001925

527-68-252　4,200円
9 吋スープ

（23×4） 　　555002025

527-69-252　4,450円
アメリカン C/S

（皿 14.7） 　　555001025

527-70-252　2,700円
アメリカンカップ

（8.6×6.8・240cc） 　　555001125

白磁



528-11-082　4,400円
27cm ベーカー

（27×17.2×5.5） 　　1055401108

528-29-082　4,400円
27cm ベーカー

（27×17.2×5.5） 　　1055402908

528-12-082　850円
10cm ボール

（10.2×4.1） 　　1055401208

528-30-082　850円
10cm ボール

（10.2×4.1） 　　1055403108

528-1-082　1,100円
15cm パン

（15×2.5） 　　1055400108

528-19-082　1,100円
15cm パン

（15×2.5） 　　1055402008

528-2-082　1,200円
17.5cm パン

（17.8×2.4） 　　1055400208

528-20-082　1,200円
17.5cm パン

（17.8×2.4） 　　1055402108

528-3-082　1,300円
19.5cm ケーキ

（19.8×2.9） 　　1055400308

528-21-082　1,300円
19.5cm ケーキ

（19.8×2.9） 　　1055402208

528-4-082　1,800円
23cm ミート

（23.2×3） 　　1055400408

528-22-082　1,800円
23cm ミート

（23.2×3） 　　1055402308

528-5-082　2,600円
26cm ディナー

（26×3.2） 　　1055400508

528-23-082　2,600円
26cm ディナー

（26×3.2） 　　1055401908

528-6-082　2,600円
24cm プラター（24.1×18.5×3.4） 　　1055400608

528-7-082　3,600円
26cm プラター（26×20×3.5） 　　1055400708

528-24-082　2,600円
24cm プラター（24.1×18.5×3.4） 　　1055402508

528-25-082　3,600円
26cm プラター（26×20×3.5） 　　1055402608

528-8-082　4,900円
28.5cm プラター

（28.9×22.4×3.9） 　　1055400808

528-26-082　4,900円
28.5cm プラター

（28.9×22.4×3.9） 　　1055402408

528-9-082　 1,600円
20cm スープボール（20×5.3） 　　1055400908

528-10-082　2,600円
24cm スープボール（24×6） 　　1055401008

528-27-082　1,600円
20cm スープボール（20×5.3） 　　1055402708

528-28-082　2,600円
24cm スープボール（24×6） 　　1055402808

528-15-082　1,700円
ラテカップ（14.8×12×6.8・415cc） 　　1055401508

528-16-082　1,100円
ラテソーサー（17.5×2.5） 　　1055401608

528-33-082　1,700円
ラテカップ（14.8×12×6.8・415cc） 　　1055403308

528-34-082　1,100円
ラテソーサー（17.5×2.5） 　　1055403408

528-13-082　1,100円
13.5cm ボール

（13.7×5.5） 　　1055401308

528-31-082　1,100円
13.5cm ボール

（13.7×5.5） 　　1055403208

528-14-082　1,700円
17cm ボール

（17×6.3） 　　1055401408

528-32-082　1,700円
17cm ボール

（17×6.3） 　　1055403008

528-17-082　950円
コーヒーカップ（11×8.5×6.3・180cc） 　　1055401708

528-18-082　850円
コーヒーソーサー（14×2.5） 　　1055401808

528-35-082　950円
コーヒーカップ（11×8.5×6.3・180cc） 　　1055403508

528-36-082　850円
コーヒーソーサー（14×2.4） 　　1055403608

マンダリンオレンジ

ターコイズブルー
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528 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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529-51-762　1,500円
17cm プレート

（φ17.1×H2.2） 　　955400176

529-55-762　1,500円
14.5cm フルーツボール

（φ14.6×H3.4） 　　955400576

529-56-762　2,200円
22.5cm パスタボール

（φ22.6×H4.6） 　　955400676

529-58-762　1,200円
コーヒーカップ

（10.3×φ7.8×H6.8・200cc） 　　955400976

529-59-762　 950円
コーヒーソーサー

（φ15.2×H1.9） 　　955401076

529-57-762　2,700円
26cm リムスープボール

（φ26×H4.8） 　　955400776

529-60-762　1,500円
マグカップ

（12.2×φ9×H8・295cc） 　　955401176

529-52-762　1,800円
19.5cm ケーキプレート

（φ19.6×H2.3） 　　955400276

529-53-762　2,300円
24.5cm ミートプレート

（φ24.5×H3） 　　955400376

529-54-762　2,900円
27.5cm ディナープレート

（φ27.3×H3.2） 　　955400476

529-1-762　1,500円
17cm プレート

（φ17.1×H2.2） 　　955405176

529-5-762　1,500円
14.5cm フルーツボール

（φ14.6×H3.4） 　　955405576

529-6-762　2,200円
22.5cm パスタボール

（φ22.6×H4.6） 　　955405676

529-8-762　1,200円
コーヒーカップ

（10.3×φ7.8×H6.8・200cc） 　　955405976

529-9-762　 950円
コーヒーソーサー

（φ15.2×H1.9） 　　955406076

529-7-762　2,700円
26cm リムスープボール

（φ26×H4.8） 　　955405776

529-10-762　1,500円
マグカップ

（12.2×φ9×H8・295cc） 　　955406176

529-2-762　1,800円
19.5cm ケーキプレート

（φ19.6×H2.3） 　　955405276

529-3-762　2,300円
24.5cm ミートプレート

（φ24.5×H3） 　　955405376

529-4-762　2,900円
27.5cm ディナープレート

（φ27.3×H3.2） 　　955405476

洋陶
オープン

洋陶
オープン

529洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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530-8-302　1,300円
コーヒーカップ

（10.3×7.8×6.8） 　　955500830

530-9-302　1,000円
コーヒーソーサー

（15.2×1.9） 　　955500930

530-10-302　1,600円
マグカップ

（12.2×9×8） 　　955501030

530-5-302　1,500円
14.5cm フルーツボール

（14.6×3.4） 　　955500530

530-6-302　2,200円
22.5cm パスタボール

（22.6×4.6） 　　955500630

530-7-302　2,700円
26cm リムスープボール

（26×4.8） 　　955500730

530-18-302　1,300円
コーヒーカップ

（10.3×7.8×6.8） 　　955501830

530-19-302　1,000円
コーヒーソーサー

（15.2×1.9） 　　955501930

530-20-302　1,600円
マグカップ

（12.2×9×8） 　　955502030

530-15-302　1,500円
14.5cm フルーツボール

（14.6×3.4） 　　955501530

530-16-302　2,200円
22.5cm パスタボール

（22.6×4.6） 　　955501630

530-17-302　2,700円
26cm リムスープボール

（26×4.8） 　　955501730

530-27-302　1,500円
15.5cm 浅ボール

（15.5×4.7） 　　955502730

530-29-302　1,100円
コーヒーカップ（10.4×8×7.5・180cc） 　　955502930

530-30-302　 850円
コーヒーソーサー（14.9×2.6） 　　955503030

530-28-302　2,100円
21cm 浅ボール

（21×5） 　　955502830

530-37-302　1,700円
15.5cm 浅ボール

（15.4×4.7） 　　955503730

530-39-302　1,400円
コーヒーカップ（10.4×8×7.5・180cc） 　　955503930

530-40-302　1,000円
コーヒーソーサー（14.9×2.6） 　　955504030

530-38-302　2,400円
21cm 浅ボール

（20.8×5.2） 　　955503830

530-1-302� 1,500円17cm プレート（17.1×2.2） 　　955500130

530-2-302� 1,800円19.5cm ケーキプレート（19.6×2.3） 　　955500230

530-3-302� 2,300円24.5cm ミートプレート（24.5×3） 　　955500330

530-4-302� 2,900円27.5cm ディナープレート（27.3×3.2） 　　955500430

530-11-302� 1,500円17cm プレート（17.1×2.2） 　　955501130

530-13-302� 2,300円24.5cm ミートプレート（24.5×3） 　　955501330

530-12-302� 1,800円19.5cm ケーキプレート（19.6×2.3） 　　955501230

530-14-302� 2,900円27.5cm ディナープレート（27.3×3.2） 　　955501430

530-31-302� 1,100円17.5cm プレート（17.5×2.4） 　　955503130

530-34-302� 1,600円23.5cm プレート（23.5×3.2） 　　955503430

530-32-302� 1,300円19cm プレート（18.8×2.6） 　　955503230

530-35-302� 2,600円26cm プレート（25.8×3.4） 　　955503530

530-33-302� 1,400円21cm プレート（21×3.1） 　　955503330

530-36-302� 3,300円28cm プレート（28×3.5） 　　955503630

530-21-302� 900円17.5cm プレート（17.5×2.3） 　　955502130

530-23-302� 1,200円21cm プレート（21×2.9） 　　955502330

530-25-302� 2,300円26cm プレート（26×3.2） 　　955502530

530-22-302� 1,000円19cm プレート（19×2.5） 　　955502230

530-24-302� 1,400円23.5cm プレート（23.4×3） 　　955502430

530-26-302� 2,800円28cm プレート（28.2×3.5） 　　955502630
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531洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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531-3-632　1,980円
ワイドリム 24cm ブルー

（23.9×1.9） 　　1160600363

531-21-632　1,980円
ワイドリム 24cm ピンク

（23.9×1.9） 　　1160602163

531-4-632　2,650円
ワイドリム 27cm ブルー

（27.1×2.3） 　　1160600463

531-22-632　2,650円
ワイドリム 27cm ピンク

（27.1×2.3） 　　1160602263

531-1-632　1,050円
ワイドリム 17cm ブルー

（17.2×1.8） 　　1160600163

531-19-632　1,050円
ワイドリム 17cm ピンク

（17.2×1.8） 　　1160601963

531-2-632　1,380円
ワイドリム 20cm ブルー

（19.9×2） 　　1160600263

531-20-632　1,380円
ワイドリム 20cm ピンク

（19.9×2） 　　1160602063

531-5-632　1,050円
フラットメタ 16cm ブルー

（16.3×1.8） 　　1160600563

531-23-632　1,050円
フラットメタ 16cm ピンク

（16.3×1.8） 　　1160602363

531-9-632　1,210円
コーヒー碗 ブルー（7.6×6.5・190cc） 　　1160600963

531-10-632　 830円
受皿 ブルー（15.3×1.9） 　　1160601063

531-27-632　1,210円
コーヒー碗 ピンク（7.6×6.5・190cc） 　　1160602763

531-28-632　 830円
受皿 ピンク（15.3×1.9） 　　1160602863

531-11-632　1,450円
アメリカン碗 ブルー（8×7.8・260cc） 　　1160601163

531-12-632　 830円
受皿 ブルー（15.3×1.9） 　　1160601263

531-29-632　1,450円
アメリカン碗 ピンク（8×7.8・260cc） 　　1160602963

531-30-632　 830円
受皿 ピンク（15.3×1.9） 　　1160603063

531-13-632　1,270円
兼用碗 ブルー（8.9×5.7・230cc） 　　1160601363

531-14-632　 830円
受皿 ブルー（15.3×1.9） 　　1160601463

531-31-632　1,270円
兼用碗ピンク（8.9×5.7・230cc） 　　1160603163

531-32-632　 830円
受皿 ピンク（15.3×1.9） 　　1160603263

531-15-632　1,210円
スタックコーヒー碗 ブルー（7.5×6.6・190cc） 　　1160601563

531-16-632　 830円
受皿 ブルー（15.3×1.9） 　　1160601663

531-33-632　1,210円
スタックコーヒー碗 ピンク（7.5×6.6・190cc） 　　1160603363

531-34-632　 830円
受皿 ピンク（15.3×1.9） 　　1160603463

531-17-632　1,150円
スタック兼用碗 ブルー（8.3×6・200cc） 　　1160601763

531-18-632　 830円
受皿 ブルー（15.3×1.9） 　　1160601863

531-35-632　1,150円
スタック兼用碗 ピンク（8.3×6・200cc） 　　1160603563

531-36-632　 830円
受皿 ピンク（15.3×1.9） 　　1160603663

531-6-632　1,380円
フラットメタ 20cm ブルー

（20.5×1.7） 　　1160600663

531-24-632　1,380円
フラットメタ 20cm ピンク

（20.5×1.7） 　　1160602463

531-7-632　1,980円
フラットメタ 23cm ブルー

（22.7×1.8） 　　1160600763

531-25-632　1,980円
フラットメタ 23cm ピンク

（22.7×1.8） 　　1160602563

531-8-632　2,650円
フラットメタ 27cm ブルー

（26.9×2.8） 　　1160600863

531-26-632　2,650円
フラットメタ 27cm ピンク

（26.9×2.8） 　　1160602663

ブルー

ピンク



532 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

洋陶
オープン

洋陶
オープン

プ
ラ
チ
ナ
ポ
エ
ム　

  （
ベ
ト
ナ
ム
製
）

白磁

532-1-032� 1,100円B6117 プラチナポエム 16cm ミート（15.6×2.2） 　　956400103

532-2-032� 1,400円B7117 プラチナポエム 18cm ミート（17.8×2.2） 　　956400203

532-3-032� 1,700円B8117 プラチナポエム 20cm ミート（20.1×2.5） 　　956400303

532-4-032� 2,060円B9117 プラチナポエム 23cm ミート（22.6×2.7） 　　956400403

532-5-032� 2,800円B10117 プラチナポエム 26cm ディナー（26.3×3） 　　956400503

532-16-032　1,100円
S08217 プラチナポエムソーサー（15.2×2.3） 　　956401603

532-15-032　1,100円
C08217 プラチナポエムカップ（11.6×9.1×6.5・230cc） 　　956401503

532-17-032　1,160円
M08517 プラチナポエムマグ

（11.3×8.7×9.8・350cc） 　　956401703

532-6-032　1,650円
B7217 プラチナポエム
18cm クープ

（17.8×3.5） 　　956400603

532-10-032　850円
A45417 プラチナポエム
ライスボール M

（11.3×5.4） 　　956401003

532-7-032　2,050円
B8217 プラチナポエム
20cm パスタ

（20×3.8） 　　956400703

532-11-032　1,100円
A50417 プラチナポエム
ライスボール L

（12.5×5.8） 　　956401103

532-8-032　2,250円
B9217 プラチナポエム
23cm パスタ

（22.6×4） 　　956400803

532-12-032　2,150円
THD7417 プラチナポエム
18cm ボール

（17.2×7.1） 　　956401203

532-9-032　3,650円
W11217 プラチナポエム
27cm パスタ

（27.5×6） 　　956400903

532-13-032　2,670円
THD8417 プラチナポエム
20cm ボール

（20.2×7.6） 　　956401303

532-14-032　750円
TC9006 プラチナポエム
マルチボール

（7.5×6.3） 　　956401403

Poem Platinum
【プラチナポエム】



533洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

洋陶
オープン

洋陶
オープン

白磁

ポ
エ
ム　

  （
ベ
ト
ナ
ム
製
）

533-1-032� 750円B6117 ポエム 16cm ミート（15.6×2.2） 　　956500103

533-2-032� 1,050円B7117 ポエム 18cm ミート（17.8×2.2） 　　956500203

533-3-032� 1,280円B8117 ポエム 20cm ミート（20.1×2.5） 　　956500303

533-4-032� 1,580円B9117 ポエム 23cm ミート（22.6×2.7） 　　956500403

533-5-032� 2,180円B10117 ポエム 26cm ディナー（26.3×3） 　　956500503

533-16-032　850円
S08217 ポエムソーサー（15.2×2.3） 　　956501603

533-15-032　850円
C08217 ポエムカップ（11.6×9.1×6.5・230cc） 　　956501503

533-17-032　950円
M08517 ポエムマグ

（11.3×8.7×9.8・350cc） 　　956501703

533-6-032　1,100円
B7217 ポエム 18cm クープ

（17.8×3.5） 　　956500603

533-10-032　650円
A45417 ポエムライスボール M

（11.3×5.4） 　　956501003

533-7-032　1,400円
B8217 ポエム 20cm パスタ

（20×3.8） 　　956500703

533-11-032　800円
A50417 ポエムライスボール L

（12.5×5.8） 　　956501103

533-8-032　1,650円
B9217 ポエム 23cm パスタ

（22.6×4） 　　956500803

533-12-032　1,550円
THD7417 ポエム 18cm ボール

（17.2×7.1） 　　956501203

533-9-032　3,270円
W11217 ポエム 27cm パスタ

（27.5×6） 　　956500903

533-13-032　2,150円
THD8417 ポエム 20cm ボール

（20.2×7.6） 　　956501303

533-14-032　500円
TC9006 ポエムマルチボール

（7.5×6.3） 　　956501403

Poem
【ポエム】



Y・Sゴールド

マドリード（強化）

洋陶
オープン

洋陶
オープン

534 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

マ
ド
リ
ー
ド

Y
・S
ゴ
ー
ル
ド

534-51-612　1,430円
61/2 吋ミート（17×1.8） 　　554005461

534-52-612　1,760円
71/2 吋ミート（19.5×2.2） 　　554005361

534-53-612　2,450円
9 吋ミート（23×2.2） 　　554005261

534-54-612　3,600円
10 吋ミート（26×2.5） 　　554005161

534-55-612　1,430円
51/2 吋フルーツ

（14×3.8） 　　554006261

534-56-612　2,850円
コーヒー C/S

（15×2） 　　554005661

534-57-612　1,760円
コーヒー碗丈

（10.5×6.7・175cc） 　　554005761

534-58-612　3,100円
アメリカン C/S

（15×2） 　　554006061

534-59-612　2,000円
アメリカン碗丈

（10.7×7.2・205cc） 　　554006161

534-60-612　2,900円
紅茶 C/S

（15×2） 　　554005861

534-61-612　1,760円
紅茶碗丈

（11×5.5・210cc） 　　554005961

534-1-082　
2,180円
61/2 吋パン皿

（16×1.6） 　　955600108

534-2-082　
2,530円
71/2 吋ケーキ皿

（19×2.2） 　　955600208

534-3-082　
2,750円
8 吋ミート皿

（20.8×2.3） 　　955600308

534-7-082　2,180円
51/2 吋フルーツ皿

（14.2×3.2） 　　955600708

534-4-082　
3,100円
9 吋ミート皿

（23×2.3） 　　955600408

534-8-082　2,650円
71/2 吋クープ

（19.5×3.9） 　　955600808

534-5-082　
4,600円
10 吋ディナー皿

（26.3×2.4） 　　955600508

534-9-082　2,550円
61/2 吋オートミル

（16.5×5.1） 　　955600908

534-6-082　
7,700円
12 吋プレスプレート

（31×2.7） 　　955600608

534-10-082　3,100円
9 吋スープ皿

（23.2×3.8） 　　955601008

534-11-082　4,500円
コーヒー C/S（7.5×6.6・皿 15.6） 　　955601108

534-12-082　2,500円
コーヒー碗（200cc） 　　955601208

534-13-082　4,650円
紅茶 C/S（9.8×5.6・皿 15.6） 　　955601308

534-14-082　2,650円
紅茶碗（200cc） 　　955601408

534-15-082　4,200円
デミタス C/S（6.3×5.5・皿 12.1） 　　955601508

534-16-082　2,300円
デミタス碗（100cc） 　　955601608

534-17-082　2,900円
ブイヨン碗

（11×5.4・300cc） 　　955601708



ナポリ

オリーブライン（強化）

洋陶
オープン

洋陶
オープン

535洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

ナ
ポ
リ

オ
リ
ー
ブ
ラ
イ
ン

535-1-032　840円
ブルーパン皿

（17.3×2.1） 　　651300103

535-2-032　1,090円
ブルーケーキ皿

（19.7×2.3） 　　651300203

535-3-032　1,540円
ブルーミート皿

（24.5×2.7） 　　651300303

535-4-032　840円
ピンクパン皿

（17.3×2.1） 　　651300403

535-5-032　1,090円
ピンクケーキ皿

（19.7×2.3） 　　651300503

535-6-032　1,540円
ピンクミート皿

（24.5×2.7） 　　651300603

535-7-032　3,080円
ブルーリムスープ

（26.4×4.9） 　　651300703

535-8-032　2,370円
ブルーパスタボール

（24×4.8） 　　651300803

535-9-032　890円
ブルーフルーツ

（14.7×3.5） 　　651300903

535-10-032　3,080円
ピンクリムスープ

（26.4×4.9） 　　651301003

535-11-032　2,370円
ピンクパスタボール

（24×4.8） 　　651301103

535-12-032　890円
ピンクフルーツ

（14.7×3.5） 　　651301203

535-13-032　5,850円
ブルーリムプラター

（32×22.8×4.3） 　　651301303

535-14-032　5,850円
ピンクリムプラター

（32×22.8×4.3） 　　651301403

535-15-032　8,400円
ピンクピザプレート

（31.8×1.4） 　　651301603

535-51-612　1,100円
61/2 吋ミート

（16.6×1.7） 　　754405461

535-52-612　1,300円
71/2 吋ミート

（20.2×2） 　　754405361

535-53-612　1,750円
9 吋ミート

（23.5×2.5） 　　754405261

535-54-612　2,900円
10 吋ミート

（26.5×2.5） 　　754405161

535-55-612　2,500円
ブリオン

（11×5・300cc） 　　754406461

535-56-612　1,300円
61/2 吋オートミル

（16.6×4.8） 　　754405561

535-57-612　1,100円
51/2 吋フルーツ

（14.3×3.2） 　　754405661

535-58-612　1,600円
71/2 吋クープ

（19×3.5） 　　754405761

535-59-612　1,900円
9 吋スープ

（23×4） 　　754405861

535-60-612　2,400円
コーヒー C/S

（7.5×6.5） 　　754405961

535-61-612　1,400円
コーヒー碗

（180cc） 　　754406061

535-62-612　2,400円
紅茶 C/S

（9×5） 　　754406161

535-63-612　1,400円
紅茶碗

（200cc） 　　754406261

535-64-612　
1,650円
マグ

（8.2×7.6・210cc） 　　

754406361

535-65-612　
7,150円
ポット

（11×14.5・750cc） 　　

754406561

535-66-612　
3,500円
シュガー

（8×8.1・180cc） 　　

754406661

535-67-612　
2,600円
クリーマー

（5.5×6.3・100cc） 　　

754406761



フ
ィ
ノ 

ピ
ュ
ア
ホ
ワ
イ
ト

フ
ィ
ノ 

ク
リ
ス
タ
ル
ブ
ラ
ッ
ク

白磁

536-8-762　4,400円
35cm ナロープレート

（35×10.1×H1） 　　957001176

536-9-762　1,200円
12cm ボール

（φ12.2×H4.8） 　　957001276

536-1-762　1,000円
15.5cm プレート

（φ15.7×H1.8） 　　957000176

536-7-762　4,400円
25.5cm スクエアープレート

（φ25.5×H1） 　　957001076

536-4-762　1,700円
24cm プレート

（φ24.3×H2.7） 　　957000476

536-2-762　1,300円
19.5cm プレート

（φ19.8×H2.1） 　　957000276

536-5-762　2,800円
26cm プレート

（φ26.3×H2.9） 　　957000576

536-3-762　1,500円
22cm プレート

（φ22.5×H2.4） 　　957000376

536-6-762　3,500円
28cm プレート

（φ27.8×H3.6） 　　957000676

536-10-762　1,300円
14cm ボール

（φ14×H5.4） 　　957001376

536-11-762　1,300円
14.5cm 浅ボール

（φ14.5×H3.6） 　　957001476

536-12-762　2,500円
20cm 浅ボール

（φ20.3×H4.9） 　　957001576

536-13-762　2,800円
23.5cm 浅ボール

（φ23.6×H5.8） 　　957001676

536-14-762　900円
多用カップ

（φ9.3×H7・265cc） 　　957001776

536-58-762　4,800円
35cm ナロープレート

（35×10.1×H1） 　　957006176

536-59-762　1,300円
12cm ボール

（φ12.2×H4.7） 　　957006276

536-51-762　1,200円
15.5cm プレート

（φ15.5×H1.7） 　　957005176 536-57-762　4,800円
25.5cm スクエアープレート

（φ25.5×H1） 　　957006076

536-54-762　2,000円
24cm プレート

（φ24.3×H2.8） 　　957005476

536-52-762　1,400円
19.5cm プレート

（φ19.8×H2.1） 　　957005276

536-55-762　3,200円
26cm プレート

（φ26×H3.1） 　　957005576

536-53-762　1,600円
22cm プレート

（φ22.2×H2.5） 　　957005376

536-56-762　3,800円
28cm プレート

（φ28.2×H3.3） 　　957005676

536-60-762　1,400円
14cm ボール

（φ13.8×H5.5） 　　957006376

536-61-762　1,400円
14.5cm 浅ボール

（φ14.5×H3.6） 　　957006476

536-62-762　2,700円
20cm 浅ボール

（φ20.2×H5） 　　957006576

536-63-762　3,200円
23.5cm 浅ボール

（φ23.5×H5.7） 　　957006676

536-64-762　1,000円
多用カップ

（φ9.3×H7・265cc） 　　957006776

フィノ ピュアホワイト

フィノ クリスタルブラック

洋陶
オープン

洋陶
オープン

536 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）



537-56-762　3,300円
21cm スクエアープレート

（φ21×H2.5） 　　957100676

537-57-762　4,100円
23cm スクエアープレート

（φ23.5×H2.8） 　　957100776

537-58-762　4,400円
26cm スクエアープレート

（φ26×H3.1） 　　957100876

537-59-762　4,400円
29cm 長角プレート

（29.5×18.1×H2.6） 　　957100976

537-51-762　1,000円
15.5cm プレート

（φ15.5×H1.7） 　　957100176

537-60-762　2,100円
19cm 浅ボール

（φ18.8×H3.7） 　　957101076

537-61-762　3,000円
24cm 浅ボール

（φ24.2×H4.4） 　　957101176

537-62-762　900円
9cm ボール

（φ9×H4.4） 　　957101276

537-63-762　1,400円
12cm ボール

（φ12×H5.7） 　　957101376

537-64-762　2,100円
15cm ボール

（φ15×H7.3） 　　957101476

537-53-762　1,600円
23cm プレート

（φ23×H2.4） 　　957100376

537-52-762　1,300円
19.5cm プレート

（φ19.5×H2） 　　957100276

537-54-762　2,800円
25.5cm プレート

（φ25.3×H2.5） 　　957100476

537-55-762　3,500円
27.5cm プレート

（φ27.5×H2.6） 　　957100576

537-65-762　1,200円
コーヒーカップ

（11.3×φ9.1×H6・200cc） 　　957101576

537-66-762　 900円
コーヒーソーサー

（φ15.2×H2.1） 　　957101676

537-6-762　3,700円
21cm スクエアープレート

（φ21×H2.5） 　　957105676

537-7-762　4,400円
23cm スクエアープレート

（φ23.5×H2.8） 　　957105776

537-8-762　4,700円
26cm スクエアープレート

（φ26×H3.1） 　　957105876

537-9-762　4,700円
29cm 長角プレート

（29.5×18×H2.6） 　　957105976

537-1-762　1,200円
15.5cm プレート

（φ15.5×H1.7） 　　957105176

537-10-762　2,300円
19cm 浅ボール

（φ18.8×H3.7） 　　957106076

537-11-762　3,300円
24cm 浅ボール

（φ24.2×H4.4） 　　957106176

537-12-762　1,000円
9cm ボール

（φ9×H4.4） 　　957106276

537-13-762　1,600円
12cm ボール

（φ12×H5.7） 　　957106376

537-14-762　2,300円
15cm ボール

（φ15×H7.3） 　　957106476

537-3-762　1,800円
23cm プレート

（φ23×H2.4） 　　957105376

537-2-762　1,400円
19.5cm プレート

（φ19.5×H2） 　　957105276

537-4-762　3,200円
25.5cm プレート

（φ25.3×H2.5） 　　957105476

537-5-762　3,800円
27.5cm プレート

（φ27.5×H2.6） 　　957105576

537-15-762　1,300円
コーヒーカップ

（11.3×φ9.1×H6・200cc） 　　957106576

537-16-762　1,000円
コーヒーソーサー

（φ15.2×H2.1） 　　957106676

アルコ クリスタルブラック

アルコ ピュアホワイト

洋陶
オープン

洋陶
オープン

537洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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538 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

Ｇ
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 （
ベ
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白磁

538-5-032� 1,700円TA101S GIGA 10 吋プレート（25.5×2.7・内径 17） 　　956800503

538-6-032� 2,670円TA111 GIGA 11 吋プレート（27.8×3・内径 19） 　　956800603

538-7-032� 3,550円TA121 GIGA 12 吋プレート（30.5×3.3・内径 21） 　　956800703

538-15-032� 3,550円SQA123 GIGA 12 吋長角皿（31.6×22.3×2.5） 　　956801503

538-16-032� 7,260円SQA143 GIGA 14 吋長角皿（36.5×24.8×3） 　　956801603

538-17-032� 3,650円SQC113 GIGA 11 吋ナデ長角皿（27×18.2×2.8） 　　956801703

538-18-032� 4,950円SQC133 GIGA 13 吋ナデ長角皿（32.3×21.7×3.3） 　　956801803

538-1-032� 650円TA61 GIGA 6 吋プレート（16×1.7・内径 10.5） 　　956800103

538-2-032� 850円TA71 GIGA 7 吋プレート（18×1.8・内径 12.5） 　　956800203

538-3-032� 1,050円TA81 GIGA 8 吋プレート（20.4×1.8・内径 13.5） 　　956800303

538-4-032� 1,280円TA91 GIGA 9 吋プレート（23×2.3・内径 15） 　　956800403

538-11-032� 1,460円SQA71 GIGA スクエア 7 吋プレート（17.2×2.1・内径 10.5） 　　956801103

538-12-032� 1,700円SQA81 GIGA スクエア 8 吋プレート（20.6×2.2・内径 13） 　　956801203

538-13-032� 2,450円SQA91 GIGA スクエア 9 吋プレート（24.2×2.4・内径 15.5） 　　956801303

538-14-032� 2,950円SQA101 GIGA スクエア 10 吋プレート（27.8×2.7・内径 17.5） 　　956801403

538-8-032� 1,160円SQE61 GIGA ORI6 吋スクエア（15×2.2） 　　956800803

538-9-032� 1,760円SQE81 GIGA ORI8 吋スクエア（21×2.3） 　　956800903

538-10-032� 2,970円SQE101 GIGA ORI10 吋スクエア（27×3） 　　956801003

538-19-032� 1,650円TA93 GIGA 9 吋リムプラター（23.3×17.2×2） 　　956801903

538-20-032� 1,950円TA103 GIGA 10 吋リムプラター（26.5×19.5×2.3） 　　956802003

538-22-032� 4,850円TA143 GIGA 14 吋リムプラター（34.9×25.5×3） 　　956802203

538-23-032� 9,450円TA163 GIGA 16 吋リムプラター（40×28.5×3.5） 　　956802303

538-21-032� 2,860円TA123 GIGA 12 吋リムプラター（30.5×22.5×3） 　　956802103 538-24-032� 15,800円TA183 GIGA 18 吋リムプラター（45.3×32.3×4.3） 　　956802403

GIGA
【ギガ】



洋陶
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539洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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白磁

539-1-032　2,060円
GIGA レグタン 10″長角プレート

（26.5×10×2.3） 　　956900103

539-2-032　3,550円
GIGA レグタン 13″長角プレート

（34×10×2.3） 　　956900203

539-3-032　500円
GIGA 12cm ボール

（11.3×6.2） 　　956900303

539-18-032　400円
GIGA アミューズ

（10×5×3） 　　956901803

539-4-032　950円
GIGA 7″スープ

（18×3.3・内径 12.5） 　　956900403

539-6-032　1,400円
GIGA 9″スープ

（23.2×4.1・内径 16） 　　956900603

539-5-032　1,150円
GIGA 8″スープ

（20.5×3.7・内径 14） 　　956900503

539-7-032　1,000円
GIGA 両手スープ碗

（15×10.5×5.5・280cc） 　　956900703

539-24-032　650円
GIGA クリーマ小

（9×5.2×5.4・66cc） 　　956902403

539-28-032　2,800円
GIGA 546PL ポット

（21.6×11.5×12.5・760cc） 　　956902803

539-30-032　2,250円
GIGA 丸ポット

（16×10.5×13・500cc） 　　956903003

539-21-032　580円
GIGA 23/4 ラメキン

（6.8×3.9・80cc） 　　956902103

539-27-032　2,180円
GIGA グレビー LL

（25×11×13・500cc） 　　956902703

539-19-032　550円
GIGA 2 仕切ヤクミ皿

（10×8.2×2.5） 　　956901903

539-25-032　750円
GIGA クリーマ大

（12.4×7.1×8.5・210cc） 　　956902503

539-29-032　2,370円
GIGA 細ポット

（15×9×13・400cc） 　　956902903

539-31-032　2,670円
GIGA ホテルポット

（22.2×11.8×13.5・550cc） 　　956903103

539-22-032　580円
GIGA 3.0 ラメキン

（7.6×4.1・100cc） 　　956902203

539-20-032　850円
GIGA 3 仕切ヤクミ皿

（15.5×8.2×2.5） 　　956902003

539-26-032　2,180円
GIGA グレビー細型

（22.5×8×9.8・220cc） 　　956902603

539-23-032　650円
GIGA 3.5 ラメキン

（9×4.7・190cc） 　　956902303

539-9-032　660円
GIGA デミタスソーサー S

（11.1×1.5） 　　956900903

539-8-032　700円
GIGA デミタスカップ S

（7×5×5.6・80cc） 　　956900803

539-11-032　660円
GIGA デミタスソーサー M

（12.4×1.7） 　　956901103

539-10-032　700円
GIGA デミタスカップ M

（7.7×5.5×6.7・120cc） 　　956901003

539-13-032　660円
GIGA 丸デミタスソーサー

（12.2×1.6） 　　956901303

539-12-032　700円
GIGA 丸デミタスカップ

（9.2×7×4.5・110cc） 　　956901203

539-15-032　720円
GIGA コーヒーソーサー

（14.5×2.3） 　　956901503

539-14-032　770円
GIGA スタックコーヒーカップ

（11.4×8.4×6.7・220cc） 　　956901403

539-17-032　720円
GIGA コーヒーソーサー

（14.5×2.3） 　　956901703

539-16-032　770円
GIGA コーヒーカップ

（11.6×8.8×6.5・220cc） 　　956901603



540 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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540-7-612　1,850円
9″パスタプレート白磁

（22.8×4.7・270cc・内径 15） 　　956600761

540-8-612　2,250円
10″パスタプレート白磁

（26.1×5.7・450cc・内径 17.5） 　　956600861

540-9-612　4,550円
12″パスタプレート白磁

（30.6×6.7・670cc・内径 20） 　　956600961

540-10-612　3,050円
9 吋深型パスタ

（22.2×7.5・内径 14.5） 　　956601061

540-14-612　970円
6″スクエアボール白磁

（15.5×15×6.5・500cc） 　　956601461

540-13-612　1,030円
6″スーププレート白磁

（15.2×4.2・70cc・内径 9） 　　956601361

540-11-612　4,350円
10 吋深型パスタ

（26×8・内径 17） 　　956601161

540-15-612　1,210円
7″スクエアボール白磁

（17.2×16.5×7・625cc） 　　956601561

540-12-612　11,880円
12 吋深型パスタ

（30×9・内径 19.5） 　　956601261

540-16-612　1,760円
8″スクエアボール白磁

（19.5×19×7・875cc） 　　956601661

540-1-612� 880円6″プレート白磁（16×1.7・内径 10.5） 　　956600161 540-4-612� 1,630円9″プレート白磁（23.4×2.8・内径 15.5） 　　956600461

540-2-612� 1,150円7″プレート白磁（18×2・内径 12） 　　956600261 540-5-612� 2,250円10″プレート白磁（26.2×2.9・内径 17.5） 　　956600561

540-3-612� 1,380円8″プレート白磁（20.4×2.4・内径 13.5） 　　956600361 540-6-612� 4,550円12″プレート白磁（30.5×3.7・内径 21） 　　956600661

Chef 's style
【シェフズスタイル】



541洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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541-8-612　830円
エスプレッソカップ白磁

（8×5.9×6.4・100cc） 　　956700961

541-9-612　730円
エスプレッソソーサー白磁

（11.5×2.8） 　　956701061

541-16-612　820円
ダベカップ

（10×7.6×5.9・180cc） 　　956701761

541-17-612　820円
ダベソーサー

（15×2.3） 　　956701861

541-10-612　850円
カプチーノカップ白磁

（11×8.6×6.5・230cc） 　　956701161

541-11-612　780円
兼用ソーサー白磁

（14.1×2.1） 　　956701261

541-12-612　830円
スタックエスプレッソカップ白磁

（9.6×7×4.6・100cc） 　　956701361

541-13-612　780円
兼用エスプレッソソーサー白磁

（12.8×1.8） 　　956701461

541-14-612　930円
スタック兼用カップ白磁

（11.3×8.5×5.5・200cc） 　　956701561

541-15-612　780円
兼用ソーサー白磁

（14.1×2.1） 　　956701661

541-1-612　3,800円
14″オーバルプレート白磁（37×22.6×3.7） 　　956700161

541-3-612　8,700円
18″オーバルプレート白磁（48×22.9×3.6） 　　956700361

541-2-612　6,300円
16″オーバルプレート白磁（42.5×22.7×3.2） 　　956700261

541-4-612　10,650円
20″オーバルプレート白磁（51.9×22.4×3.1） 　　956700461

541-5-612　850円
ラッパマグ

（10.3×7.5×8.2・220cc） 　　956700561

541-7-612　930円
オーレカップ白磁

（14×11.5×7.6・420cc） 　　956700761

541-19-612　850円
ピッチャー大白磁

（8.5×5.7×8.5・110cc） 　　956702061

541-6-612　920円
マグ白磁

（12×8.5×8.8・300cc） 　　956700661

541-18-612　830円
ピッチャー小白磁

（5.7×4.4×5.6・45cc） 　　956701961

541-20-612　2,600円
ティーポット白磁

（18.8×9.5×1.3・500cc） 　　956702161



542-1-252　490円
プロバンスリム玉渕 17cm

（16.7×2.2） 　　1254200125

542-2-252　610円
プロバンスリム玉渕 19cm

（19×2.3） 　　1254200225

542-3-252　620円
プロバンスリム玉渕 21cm

（21×2） 　　1254200325

542-4-252　1,050円
プロバンスリム玉渕 24cm

（24.5×3） 　　1254200425

542-5-252　1,480円
プロバンスリム玉渕 26cm

（26.2×3） 　　1254200525

542-6-252　1,650円
プロバンスリム玉渕 28cm

（28×3.5） 　　1254200625

542-7-252　420円
プロバンスメタ玉渕 11cm 皿

（10.5×2.3） 　　1254200725

542-8-252　430円
プロバンスメタ玉渕 13cm 皿

（12.7×2.2） 　　1254200825

542-9-252　 460円
プロバンスメタ玉渕 15cm 皿

（14.9×2.3） 　　1254200925

542-10-252　490円
プロバンスメタ玉渕 16cm 皿

（16.5×2.2） 　　1254201025

542-11-252　610円
プロバンスメタ玉渕 19cm 皿

（19×2.4） 　　1254201125

542-12-252　620円
プロバンスメタ玉渕 21cm 皿

（21×2.4） 　　1254201225

542-13-252　1,050円
プロバンスメタ玉渕 24cm 皿

（24×2.6） 　　1254201325

542-14-252　1,480円
プロバンスメタ玉渕 26cm 皿

（26×2.8） 　　1254201425

542-15-252　1,650円
プロバンスメタ玉渕 28cm 皿

（28×3.4） 　　1254201525

542-16-252　430円
ナポリ 10cm 丸皿

（9.8×1.7） 　　1254201625

542-17-252　490円
ナポリ 12cm 丸皿

（12.5×2） 　　1254201725

542-18-252　500円
ナポリ 17cm 丸皿

（17×2.2） 　　1254201825

542-19-252　620円
ナポリ 19cm 丸皿

（19.5×2.4） 　　1254201925

542-20-252　680円
ナポリ 21cm 丸皿

（21.3×2.5） 　　1254202025

542-21-252　1,050円
ナポリ 24cm 丸皿

（26.3×3.1） 　　1254202125

542-22-252　1,550円
ナポリ 26cm 丸皿

（27.8×3.3） 　　1254202225

542-23-252　1,200円
プロバンスリム玉渕 8 プラター

（20.1×13.3×2.6） 　　1254202325

542-24-252　1,450円
プロバンスリム玉渕 9 プラター

（23.9×17.1×3.3） 　　1254202425

542-25-252　1,750円
プロバンスリム玉渕 10 プラター

（26×18.9×3.6） 　　1254202525

542-26-252　2,900円
プロバンスリム玉渕 12 プラター

（31.8×22.8×4.4） 　　1254202625

542-27-252　640円
プロバンスコーヒーカップ

（7.7×6.5・180cc） 　　1254202725

542-28-252　450円
プロバンス兼用受皿

（15×1.7） 　　1254202825

542-29-252　750円
プロバンスアメリカンカップ

（8.5×8.2・270cc） 　　1254202925

542-30-252　450円
プロバンス兼用受皿

（15×1.7） 　　1254203025

542-31-252　650円
プロバンスティーカップ

（8.5×5.7・180cc） 　　1254203125

542-32-252　450円
プロバンス兼用受皿

（15×1.7） 　　1254203225

542-33-252　640円
プロバンススタックコーヒーカップ

（7.6×7・200cc） 　　1254203325

542-34-252　450円
プロバンス兼用受皿

（15×1.7） 　　1254203425

542-35-252　650円
プロバンススタック兼用カップ

（8.5×5.8・220cc） 　　1254203525

542-36-252　450円
プロバンス兼用受皿

（15×1.7） 　　1254203625

洋陶
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542 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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543-1-032　860円
ボンチャイナ 16cm パン皿

（16×1.6） 　　1155100103

543-4-032　1,490円
ボンチャイナ 23cm ミート皿

（23.3×2.1） 　　1155100403

543-6-032　1,650円
ボンチャイナ 22cm 平型スープ皿

（21.8×4.4） 　　1155100703

543-9-032　1,270円
紺ラインボンチャイナ 16cm パン皿

（16×1.6） 　　1155101003

543-12-032　2,420円
紺ラインボンチャイナ 23cm ミート皿

（23.3×2.1） 　　1155101303

543-14-032　2,480円
紺ラインボンチャイナ 22cm 平型スープ皿

（21.8×4.4） 　　1155101603

543-2-032　990円
ボンチャイナ 19cm ケーキ皿

（19×1.8） 　　1155100203

543-5-032　1,820円
ボンチャイナ 25cm ディナー皿

（25.2×2.3） 　　1155100503

543-7-032　2,150円
ボンチャイナ 26cm 平型スープ皿

（25.8×5） 　　1155100803

543-10-032　1,490円
紺ラインボンチャイナ 19cm ケーキ皿

（19×1.8） 　　1155101103

543-13-032　2,860円
紺ラインボンチャイナ 25cm ディナー皿

（25.2×2.3） 　　1155101403

543-15-032　3,300円
紺ラインボンチャイナ 26cm 平型スープ皿

（25.8×5） 　　1155101703

543-3-032　1,210円
ボンチャイナ 21cm デザート皿

（21×1.8） 　　1155100303

543-8-032　3,250円
ボンチャイナ 29cm 平型スープ皿

（28.8×5） 　　1155100903

543-11-032　2,040円
紺ラインボンチャイナ 21cm デザート皿

（21×1.8） 　　1155101203

543-16-032　4,950円
紺ラインボンチャイナ 29cm 平型スープ皿

（28.8×5） 　　1155101803

洋陶
オープン
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543洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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544-1-412　 560円
楕円ボウル SSS/WH

（8.8×7.5×3） 　　748802411

544-2-412　1,000円
楕円ボウル SS/WH

（12.5×11.2×4） 　　748802511

544-3-412　1,200円
楕円ボウル S/WH

（16×14×5） 　　748802311

544-4-412　2,150円
楕円ボウル M/WH

（20.8×19.5×6.3） 　　748802211

544-5-412　3,400円
楕円ボウル L/WH

（24.8×23×7.5） 　　748802111

544-6-412　 600円
楕円ボウル SSS/BK

（8.8×7.5×3） 　　748803011

544-7-412　1,100円
楕円ボウル SS/BK

（12.5×11.2×4） 　　748803111

544-8-412　1,300円
楕円ボウル S/BK

（16×14×5） 　　748802811

544-9-412　2,450円
楕円ボウル M/BK

（20.8×19.5×6.3） 　　748802911

544-10-412　4,100円
楕円ボウル L/BK

（24.8×23×7.5） 　　748802611

544-11-412� 480円スクエアー 9 プレート /WH（9.2×9.2×1.2） 　　748800611

544-13-412� 1,250円スクエアー 17 プレート /WH（16.8×16.8×2） 　　748800511

544-16-412� 2,600円スクエアー 24 プレート /WH（23.8×23.8×2.5） 　　748800311

544-12-412� 680円スクエアー 13 プレート /WH（12.8×12.8×1.5） 　　748800711

544-15-412� 2,150円スクエアー 22 プレート /WH（21.8×21.8×2.5） 　　748800411

544-14-412� 2,000円スクエアー 19 プレート /WH（19×19×2） 　　1056400411

544-17-412� 3,600円スクエアー 27 プレート /WH（27.4×27.4×2.8） 　　748800211

544-18-412� 540円スクエアー 9 プレート /BK（9.2×9.2×1.2） 　　748801311

544-20-412� 1,400円スクエアー 17 プレート /BK（16.8×16.8×2） 　　748801211

544-23-412� 2,800円スクエアー 24 プレート /BK（23.8×23.8×2.5） 　　748801011

544-19-412� 770円スクエアー 13 プレート /BK（12.8×12.8×1.5） 　　748801411

544-22-412� 2,400円スクエアー 22 プレート /BK（21.8×21.8×2.5） 　　748801111

544-21-412� 2,200円スクエアー 19 プレート /BK（19×19×2） 　　1056401211

544-24-412� 4,000円スクエアー 27 プレート /BK（27.4×27.4×2.8） 　　748800911

544-27-412　2,800円
レシピスリム 33 長角プレート /WH

（33.2×12×2.3） 　　749101411

544-25-412　1,350円
レシピスリム 20 長角プレート /WH

（20.2×11×1.8） 　　749102111

544-26-412　2,000円
レシピワイド 27 長角プレート /WH

（27.5×14.5×2） 　　749101711

544-28-412　1,500円
レシピスリム 20 長角プレート /BK

（20.2×11×1.8） 　　749102211

544-29-412　2,200円
レシピワイド 27 長角プレート /BK

（27.5×14.5×2） 　　749101911
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545-4-412　2,300円
22 ベーカー皿

（22.3×16.2×4.8） 　　856303211

545-5-412　2,700円
26 ベーカー皿

（26×18.8×5.3） 　　748903211

545-6-412　1,200円
舟型深鉢 S/WH

（19×8.3×4.5） 　　748900611

545-7-412　1,800円
舟型深鉢 M/WH

（24×10.5×5.3） 　　748900711

545-8-412　3,200円
舟型深鉢 L/WH

（29.8×13.5×7） 　　748900811

545-9-412　 700円
スクエアー 9 ボウル

（9×9×3） 　　748901611

545-10-412　1,150円
スクエアー 11 ボウル

（11×11×4） 　　748901711

545-11-412　1,600円
スクエアー 13 ボウル

（13.2×13.2×5） 　　748901511

545-12-412　2,150円
スクエアー 15 ボウル

（15.3×15.3×6） 　　748901411

545-13-412　950円
エンボス角鉢 /S

（11.5×11.5×5.8） 　　748902911

545-14-412　1,500円
エンボス角鉢 /M

（14.8×14.8×6.8） 　　748903011

545-15-412　2,500円
エンボス角鉢 /L

（18.3×18.3×8.8） 　　748903111

545-16-412　1,250円
レシピアラカルトボウル /S

（12.3×7.2） 　　749101111

545-17-412　1,850円
レシピアラカルトボウル /M

（14.6×8.4） 　　749101011

545-18-412　3,000円
レシピアラカルトボウル /L

（17.6×10） 　　749100911

545-19-412　1,200円
スラッシュボウル /S

（12×7） 　　748903711

545-20-412　1,800円
スラッシュボウル /M

（15×8.8） 　　748903611

545-21-412　2,500円
スラッシュボウル /L

（18.8×10） 　　748903511

545-22-412　430円
ゆらぎボウル SSS/WH

（7.2×5.8×2.8） 　　749100311

545-23-412　600円
ゆらぎボウル SS/WH

（9.2×7.6×3.5） 　　749100411

545-24-412　1,000円
ゆらぎボウル S/WH

（11.8×10×4.8） 　　749100511

545-25-412　1,550円
ゆらぎボウル M/WH

（15.8×14×5.5） 　　749100211

545-26-412　2,000円
ゆらぎボウル L/WH

（21.5×18.5×7.5） 　　749100111

545-27-412　600円
片口鉢 SSS/WH

（9×5.8×3.5） 　　749000511

545-28-412　800円
片口鉢 SS/WH

（11.8×7.2×4.3） 　　749000411

545-29-412　1,000円
片口鉢 S/WH

（14.8×8.8×5.5） 　　749000311

545-30-412　1,300円
片口鉢 M/WH

（16.3×10.2×6.2） 　　749000211

545-31-412　1,600円
片口鉢 L/WH

（18.3×11.2×6.8） 　　749000111

545-32-412　660円
片口鉢 SSS/BK

（9×5.8×3.5） 　　749000811

545-33-412　800円
片口鉢 SSS/RD

（9×5.8×3.5） 　　749001111

545-34-412　720円
楕円ボウル SSS/RD

（8.8×7.5×3） 　　748803411

545-1-412　3,600円
アーバン 26.5 ピザプレート（26.5×1.5） 　　856303411

545-2-412　4,200円
アーバン 29 ピザプレート（29.2×1.5） 　　748903311

545-3-412　5,500円
アーバン 32 ピザプレート（31.8×1.8） 　　748903411
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546-1-412　700円
アーバン角鉢 1P/WH

（8.2×8.2×3.8） 　　749001211

546-16-412　1,800円
アーバン角皿 3P/WH

（30×10×1.8） 　　749003011

546-6-412　800円
アーバン角鉢 1P/BK

（8.2×8.2×3.8） 　　749002011

546-17-412　2,600円
アーバン角皿 4P/WH

（21.5×21.5×2） 　　749003111

546-3-412　1,800円
アーバン角鉢 3P/WH

（24.2×8.2×3.8） 　　749001411

546-8-412　2,000円
アーバン角鉢 3P/BK

（24.2×8.2×3.8） 　　749002211

546-2-412　1,250円
アーバン角鉢 2P/WH

（16×8.2×3.8） 　　749001311

546-18-412　1,250円
二つ仕切長角プレート

（18.2×9×2.6） 　　748902311

546-23-412　650円
フォーク L/BR

（18.5） 　　976840611

546-24-412　650円
フォーク L/WH

（18.5） 　　976840511

546-27-412　430円
フォーク S/BR

（12.5） 　　976830411

546-28-412　430円
フォーク S/WH

（12.5） 　　976830311

546-7-412　1,400円
アーバン角鉢 2P/BK

（16×8.2×3.8） 　　749002111

546-4-412　2,400円
アーバン角鉢 4P/WH

（16.2×16.2×3.8） 　　749001711

546-25-412　480円
フォーク M/BR

（15.5） 　　976830811

546-26-412　480円
フォーク M/WH

（15.5） 　　976830711

546-29-412　650円
ベビーフォーク /WH

（11.5） 　　1054240711

546-30-412　650円
ベビースプーン /WH

（11.5） 　　1054240811

546-9-412　2,800円
アーバン角鉢 4P/BK

（16.2×16.2×3.8） 　　749002311

546-5-412　3,500円
アーバン角鉢 6P/WH

（24×16.2×3.8） 　　749001811

546-14-412　 680円
アーバン角皿 1P/WH（10×10×1.8） 　　749002811

546-15-412　1,250円
アーバン角皿 2P/WH（20×10×1.8） 　　749002911

546-10-412　4,500円
アーバン角鉢 6P/BK

（24×16.2×3.8） 　　1254601041

546-12-412　1,300円
アーバン角型ボウル /M（12.2×12.2×4.5） 　　749004211

546-13-412　1,700円
アーバン角型ボウル /L（14.2×14.2×5.5） 　　749004011

546-11-412　 750円
アーバン角型ボウル /S（10×10×4） 　　749004111

546-20-412� 300円角型ミニプレート /WH（5.8×5.8×1.6） 　　748902411

546-21-412� 330円角型ミニプレート /BK（5.8×5.8×1.6） 　　748902511

546-22-412� 400円角型ミニプレート /RD（5.8×5.8×1.6） 　　748902611

546-19-412　1,600円
三つ仕切長角プレート

（25×9×2.6） 　　748902211

546-31-412　430円
スプーン S/BR

（12.5） 　　976830211

546-32-412　430円
スプーン S/WH

（12.5） 　　976830111

546-33-412　480円
スプーン M/BR

（15.5） 　　976830611

546-34-412　480円
スプーン M/WH

（15.5） 　　976830511

546-35-412　650円
スプーン L/BR

（18.5） 　　976840411

546-36-412　650円
スプーン L/WH

（18.5） 　　976840311

546-37-412　650円
レンゲ /BR

（16） 　　976840211

546-38-412　650円
レンゲ /WH

（16） 　　976840111

546-39-412　1,000円
マホガニー
耳付丸型コースター

（11×10×2） 　　1054310111

546-40-412　1,000円
マホガニー
角型コースター

（10×10×1） 　　1054310311

546-41-412　1,000円
ウイローウッド
耳付丸型コースター

（11×10×2） 　　1054320111

546-42-412　1,000円
ウイローウッド
角型コースター

（10×10×1） 　　1054320311

546-43-412　1,000円
ブラックウオールナット
耳付丸型コースター

（11×10×2） 　　1054330111

546-44-412　1,000円
ブラックウオールナット
角型コースター

（10×10×1） 　　1054330311



547-1-412　2,600円
マホガニー丸型 22cm トレー（22×2） 　　1054210111

547-2-412　3,600円
マホガニー丸型 28cm トレー（28×2） 　　1054210211

547-3-412　4,600円
マホガニー丸型 33cm トレー（33×2） 　　1054210311

547-4-412　2,600円
ウイローウッド丸型 22cm トレー（22×2） 　　1054220311

547-5-412　3,600円
ウイローウッド丸型 28cm トレー（28×2） 　　1054220211

547-6-412　4,600円
ウイローウッド丸型 33cm トレー（33×2） 　　1054220111

547-7-412　2,600円
ブラックウオールナット丸型 22cm トレー（22×2） 　　1054230311

547-8-412　3,600円
ブラックウオールナット丸型 28cm トレー（28×2） 　　1054230211

547-9-412　4,600円
ブラックウオールナット丸型 33cm トレー（33×2） 　　1054230111

547-10-412　1,600円
マホガニー角型 14cm トレー（14×14×1.2） 　　1054210511

547-11-412　2,400円
マホガニー角型 20cm トレー（20×20×1.5） 　　1054210411

547-12-412　3,500円
マホガニー角型 26cm トレー（26.5×26.5×2.5） 　　1054210611

547-13-412　1,600円
ウイローウッド角型 14cm トレー（14×14×1.2） 　　1054220511

547-14-412　2,400円
ウイローウッド角型 20cm トレー（20×20×1.5） 　　1054220411

547-15-412　3,500円
ウイローウッド角型 26cm トレー（26.5×26.5×2.5） 　　1054220611

547-16-412　1,600円
ブラックウオールナット角型 14cm トレー（14×14×1.2） 　　1054230511

547-17-412　2,400円
ブラックウオールナット角型 20cm トレー（20×20×1.5） 　　1054230411

547-18-412　3,500円
ブラックウオールナット角型 26cm トレー（26.5×26.5×2.5） 　　1054230611

547-19-412　2,000円
マホガニー長角 18cm トレー（18×14×1） 　　1054310411

547-20-412　3,000円
マホガニー長角 28cm トレー（28×18×1） 　　1054310511

547-21-412　4,300円
マホガニー長角 36cm トレー（36×28×1） 　　1054310611

547-22-412　2,000円
ウイローウッド長角 18cm トレー（18×14×1） 　　1054320411

547-23-412　3,000円
ウイローウッド長角 28cm トレー（28×18×1） 　　1054320511

547-24-412　4,300円
ウイローウッド長角 36cm トレー（36×28×1） 　　1054320611

547-25-412　2,000円
ブラックウオールナット長角 18cm トレー（18×14×1） 　　1054330411

547-26-412　3,000円
ブラックウオールナット長角 28cm トレー（28×18×1） 　　1054330511

547-27-412　4,300円
ブラックウオールナット長角 36cm トレー（36×28×1） 　　1054330611
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548-1-632　510円
WH エスプレッソカップ

（6.6×5.6・110cc） 　　752000163

548-2-632　330円
WH エスプレッソソーサー

（13.3×2） 　　752000263

548-3-632　690円
黒御影エスプレッソカップ

（6.6×5.6・110cc） 　　959400363

548-4-632　410円
黒御影エスプレッソソーサー

（13.3×2） 　　959400463

548-5-632　750円
R エスプレッソカップ

（6.6×5.6・110cc） 　　752000563

548-6-632　520円
R エスプレッソソーサー

（13.3×2） 　　752000663

548-7-632　710円
Y エスプレッソカップ

（6.6×5.6・110cc） 　　752000763

548-8-632　450円
Y エスプレッソソーサー

（13.3×2） 　　752000863

548-9-632　 710円
G エスプレッソカップ

（6.6×5.6・110cc） 　　752000963

548-10-632　450円
G エスプレッソソーサー

（13.3×2） 　　752001063

548-11-632　540円
WH コーヒーカップ

（7.9×6.9・190cc） 　　752001163

548-12-632　350円
WH 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752001263

548-13-632　770円
黒御影コーヒーカップ

（7.9×6.9・190cc） 　　959401363

548-14-632　410円
黒御影兼用ソーサー

（15.7×2） 　　959401463

548-15-632　860円
R コーヒーカップ

（7.9×6.9・190cc） 　　752001563

548-16-632　520円
R 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752001663

548-17-632　800円
Y コーヒーカップ

（7.9×6.9・190cc） 　　752001763

548-18-632　450円
Y 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752001863

548-19-632　800円
G コーヒーカップ

（7.9×6.9・190cc） 　　752001963

548-20-632　450円
G 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752002063

548-21-632　610円
WH 兼用カップ

（9.5×5.9・220cc） 　　752002163

548-22-632　350円
WH 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752002263

548-23-632　810円
黒御影兼用カップ

（9.5×5.9・220cc） 　　959402363

548-24-632　410円
黒御影兼用ソーサー

（15.7×2） 　　959402463

548-25-632　920円
R 兼用カップ

（9.5×5.9・220cc） 　　752002563

548-26-632　520円
R 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752002663

548-27-632　850円
Y 兼用カップ

（9.5×5.9・220cc） 　　752002763

548-28-632　450円
Y 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752002863

548-29-632　850円
G 兼用カップ

（9.5×5.9・220cc） 　　752002963

548-30-632　450円
G 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752003063

548-31-632　820円
WH スープカップ

（10.4×6・290cc） 　　752003163

548-32-632　350円
WH 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752003263

548-33-632　1,100円
黒御影スープカップ

（10.4×6・290cc） 　　959403363

548-34-632　 410円
黒御影兼用ソーサー

（15.7×2） 　　959403463

548-35-632　1,300円
R スープカップ

（10.4×6・290cc） 　　752003563

548-36-632　 520円
R 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752003663

548-37-632　1,160円
Y スープカップ

（10.4×6・290cc） 　　752003763

548-38-632　 450円
Y 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752003863

548-39-632　1,160円
G スープカップ

（10.4×6・290cc） 　　752003963

548-40-632　 450円
G 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752004063

548-41-632　650円
WH アメリカンカップ

（8.3×7.6・250cc） 　　752004163

548-42-632　350円
WH 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752004263

548-43-632　910円
黒御影アメリカンカップ

（8.3×7.6・250cc） 　　959404363

548-44-632　410円
黒御影兼用ソーサー

（15.7×2） 　　959404463

548-45-632　1,050円
R アメリカンカップ

（8.3×7.6・250cc） 　　752004563

548-46-632　 520円
R 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752004663

548-47-632　960円
Y アメリカンカップ

（8.3×7.6・250cc） 　　752004763

548-48-632　450円
Y 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752004863

548-49-632　960円
G アメリカンカップ

（8.3×7.6・250cc） 　　752004963

548-50-632　450円
G 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752005063
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549-19-632　620円
R10cm ボール

（9.4×3.9・110cc） 　　752102563

549-26-632　690円
R11cm 深ボール

（10.8×5.8・230cc） 　　752103463

549-23-632　1,400円
R19cm ボール

（19.5×7.5・1050cc） 　　752101763

549-30-632　1,250円
R16cm 深ボール

（16.5×8.6・880cc） 　　752103063

549-24-632　1,600円
R20cm ボール

（20.7×8.7・1350cc） 　　752101563

549-31-632　1,550円
R18cm 深ボール

（18×9.6・1100cc） 　　752102963

549-25-632　1,760円
R22cm ボール

（22×9・1500cc） 　　752101363

549-32-632　1,760円
R19cm 深ボール

（19.3×10.1・1300cc） 　　752102863

549-20-632　730円
R12cm ボール

（12.1×4.8・250cc） 　　752102363

549-27-632　800円
R12cm 深ボール

（12.2×6.4・340cc） 　　752103363

549-21-632　830円
R14cm ボール

（13.5×5.8・360cc） 　　752102163

549-28-632　900円
R14cm 深ボール

（13.6×7.5・500cc） 　　752103263

549-22-632　1,050円
R16cm ボール

（16×6.4・600cc） 　　752101963

549-29-632　1,050円
R15cm 深ボール

（14.6×8.2・600cc） 　　752103163

549-13-632　480円
R10cm 深皿

（9.8×2.7） 　　752101063

549-14-632　520円
R11cm 深皿

（11.1×2.7） 　　752100963

549-15-632　560円
R13cm 深皿

（12.8×3.2） 　　752100563

549-16-632　600円
R14cm 深皿

（14.6×3.6） 　　752100463

549-17-632　1,050円
R21cm 深皿

（21.3×4.2） 　　752100663

549-18-632　1,400円
R24cm 深皿

（24.1×4.7） 　　752100163

549-1-632　970円
WH ブイヨンカップ

（10.4×6・290cc） 　　752005163

549-2-632　350円
WH 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752005263

549-3-632　1,360円
黒御影ブイヨンカップ

（10.4×6・290cc） 　　959405363

549-4-632　 410円
黒御影兼用ソーサー

（15.7×2） 　　959405463

549-5-632　1,500円
R ブイヨンカップ

（10.4×6・290cc） 　　752005563

549-6-632　 520円
R 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752005663

549-7-632　1,420円
Y ブイヨンカップ

（10.4×6・290cc） 　　752005763

549-8-632　 450円
Y 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752005863

549-9-632　1,420円
G ブイヨンカップ

（10.4×6・290cc） 　　752005963

549-10-632　 450円
G 兼用ソーサー

（15.7×2） 　　752006063

549-11-632　1,030円
WH ジャンボカップ

（12.6×7.3・560cc） 　　752006163

549-12-632　 380円
WH ジャンボソーサー

（17.3×2.3） 　　752006263
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550-2-632　1,400円
26.5cm 皿（26.8×3.2） 　　751900263

550-1-632　1,520円
28cm 皿（28×3.4） 　　751900163

550-10-632　670円
21cm 深皿（21.3×4.2） 　　751901063

550-9-632　 990円
24cm 深皿（24.1×4.7） 　　751900963

550-17-632　1,210円
20cm ボール（20.7×8.7・1350cc） 　　751901763

550-16-632　1,380円
22cm ボール（21.8×9・1500cc） 　　751901663

550-24-632　1,210円
18cm 深ボール（18×9.6・1100cc） 　　751902463

550-23-632　1,380円
19cm 深ボール（19.3×10.1・1300cc） 　　751902363

550-31-632　3,600円
29cm プラター

（29.3×21×4.1） 　　959203163

550-30-632　4,600円
31cm プラター

（31.4×22.2×4.4） 　　751903063

550-33-632　2,200円
23cm プラター

（23.4×16.6×3.3） 　　751903263

550-34-632　1,800円
21cm プラター

（21×15.1×3.1） 　　751903363

550-32-632　3,000円
26cm プラター

（25.8×18.1×3.7） 　　751903163

550-12-632　410円
13cm 深皿（12.8×3.2） 　　751901263

550-11-632　430円
14cm 深皿（14.6×3.6） 　　751901163

550-19-632　 800円
16cm ボール（16×6.4・600cc） 　　751901963

550-18-632　1,060円
19cm ボール（19.5×7.5・1050cc） 　　751901863

550-26-632　780円
15cm 深ボール（14.6×8.2・600cc） 　　751902663

550-25-632　940円
16cm 深ボール（16.5×8.6・880cc） 　　751902563

550-14-632　380円
10cm 深皿（9.8×2.7） 　　751901463

550-13-632　400円
11cm 深皿（11.1×2.7） 　　751901363

550-21-632　590円
12cm ボール（12.1×4.8・250cc） 　　751902163

550-20-632　640円
14cm ボール（13.4×5.8・360cc） 　　751902063

550-28-632　590円
12cm 深ボール（12.2×6.4・340cc） 　　751902863

550-27-632　640円
14cm 深ボール（13.6×7.5・500cc） 　　751902763

550-4-632　600円
21cm 皿（21.6×2.7） 　　751900463

550-3-632　990円
24cm 皿（24.4×3.2） 　　751900363

550-6-632　460円
17cm 皿（17.2×2.3） 　　751900663

550-5-632　560円
19cm 皿（19.8×2.4） 　　751900563

550-8-632　400円
12cm 皿（12×2.1） 　　751900863

550-7-632　430円
14cm 皿（14.2×2.2） 　　751900763

550-15-632　560円
16cm 深鉢

（16×5.1） 　　751901563

550-22-632　540円
10cm ボール

（9.4×3.9・110cc） 　　751902263

550-29-632　540円
11cm 深ボール

（10.8×5.8・230cc） 　　751902963
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26.5cm 皿（26.8×3.2） 　　751800263

551-1-632　1,350円
28cm 皿（28×3.4） 　　751800163

551-10-632　580円
21cm 深皿（21.3×4.2） 　　751801063

551-9-632　 850円
24cm 深皿（24.1×4.7） 　　751800963

551-17-632　1,050円
20cm ボール（20.7×8.7・1350cc） 　　751801763

551-16-632　1,210円
22cm ボール（21.8×9・1500cc） 　　751801663

551-24-632　1,100円
18cm 深ボール（18×9.6・1100cc） 　　751802463

551-23-632　1,200円
19cm 深ボール（19.3×10.1・1300cc） 　　751802363

551-31-632　6,600円
36cm プラター（35.5×24.5×5） 　　751803163

551-30-632　7,700円
41cm プラター（40.5×28×5.5） 　　751803063

551-33-632　2,850円
29cm プラター（29.3×21×4.1） 　　1055903363

551-32-632　3,650円
31cm プラター（31.4×22.2×4.4） 　　751803263

551-35-632　1,780円
23cm プラター（23.4×16.6×3.3） 　　751803463

551-34-632　2,400円
26cm プラター（25.8×18.1×3.7） 　　751803363

551-12-632　350円
13cm 深皿（12.8×3.2） 　　751801263

551-11-632　380円
14cm 深皿（14.6×3.6） 　　751801163

551-19-632　720円
16cm ボール（16×6.4・600cc） 　　751801963

551-18-632　950円
19cm ボール（19.5×7.5・1050cc） 　　751801863

551-26-632　670円
15cm 深ボール（14.6×8.2・600cc） 　　751802663

551-25-632　830円
16cm 深ボール（16.5×8.6・880cc） 　　751802563

551-14-632　330円
10cm 深皿（9.8×2.7） 　　751801463

551-13-632　340円
11cm 深皿（11.1×2.7） 　　751801363

551-21-632　520円
12cm ボール（12.1×4.8・250cc） 　　751802163

551-20-632　560円
14cm ボール（13.4×5.8・360cc） 　　751802063

551-28-632　510円
12cm 深ボール（12.2×6.4・340cc） 　　751802863

551-27-632　560円
14cm 深ボール（13.6×7.5・500cc） 　　751802763

551-4-632　530円
21cm 皿（21.6×2.7） 　　751800463

551-3-632　850円
24cm 皿（24.4×3.2） 　　751800363

551-6-632　410円
17cm 皿（17.2×2.3） 　　751800663

551-5-632　500円
19cm 皿（19.8×2.4） 　　751800563

551-8-632　340円
12cm 皿（12×2.1） 　　751800863

551-7-632　380円
14cm 皿（14.2×2.2） 　　751800763

551-15-632　500円
16cm 深鉢

（16×5.1） 　　751801563

551-22-632　460円
10cm ボール

（9.4×3.9・110cc） 　　751802263

551-29-632　460円
11cm 深ボール

（10.8×5.8・230cc） 　　751802963

551-36-632　1,450円
21cm プラター

（21×15.1×3.1） 　　751803563



552-1-632　480円
14cm 皿 黒御影（14×1.7） 　　1156100163

552-2-632　490円
16cm 皿 黒御影（16×2.1） 　　1156100263

552-51-632　430円
14cm 皿（14×1.7） 　　1156105163

552-52-632　450円
16cm 皿（16×2.1） 　　1156105263

552-7-632　1,300円
17cm プラター 黒御影（17×11×1.8） 　　1156100763

552-8-632　1,500円
21cm プラター 黒御影（21.3×13.8×2.3） 　　1156100863

552-57-632　1,050円
17cm プラター（17×11×1.8） 　　1156105763

552-58-632　1,250円
21cm プラター（21.3×13.8×2.3） 　　1156105863

552-68-632　410円
コーヒー碗（8.1×6.2・190cc） 　　1156106863

552-69-632　350円
受皿（14.8×2） 　　1156106963

552-70-632　420円
兼用碗（8.1×7・215cc） 　　1156107063

552-71-632　350円
受皿（14.8×2） 　　1156107163

552-72-632　430円
アメリカン碗（8.3×8・250cc） 　　1156107263

552-73-632　350円
受皿（14.8×2） 　　1156107363

552-13-632　430円
8cm ボール 黒御影

（8.5×5・150cc） 　　1156101363

552-63-632　400円
8cm ボール

（8.5×5・150cc） 　　1156106363

552-3-632　620円
17cm 皿 黒御影（17.5×2） 　　1156100363

552-4-632　680円
19cm 皿 黒御影（19.4×2.4） 　　1156100463

552-53-632　550円
17cm 皿（17.5×2） 　　1156105363

552-54-632　600円
19cm 皿（19.4×2.4） 　　1156105463

552-9-632　 1,700円
24cm プラター 黒御影（23.7×15.2×2.5） 　　1156100963

552-10-632　2,200円
26cm プラター 黒御影（26.2×17×2.8） 　　1156101063

552-59-632　1,450円
24cm プラター（23.7×15.2×2.5） 　　1156105963

552-60-632　1,900円
26cm プラター（26.2×17×2.8） 　　1156106063

552-14-632　490円
10cm ボール 黒御影

（10.2×5.1・200cc） 　　1156101463

552-64-632　450円
10cm ボール

（10.2×5.1・200cc） 　　1156106463

552-5-632　990円
22cm 皿 黒御影（22×2.3） 　　1156100563

552-55-632　950円
22cm 皿（22×2.3） 　　1156105563

552-11-632　2,550円
30cm プラター 黒御影（29.8×19.2×3.1） 　　1156101163

552-61-632　2,100円
30cm プラター（29.8×19.2×3.1） 　　1156106163

552-15-632　530円
12cm ボール 黒御影

（12×5.6・340cc） 　　1156101563

552-65-632　490円
12cm ボール

（12×5.6・340cc） 　　1156106563

552-6-632　1,600円
25cm 皿 黒御影（25×2.3） 　　1156100663

552-56-632　1,500円
25cm 皿（25×2.3） 　　1156105663

552-12-632　2,900円
32cm プラター 黒御影（32×20.5×2.6） 　　1156101263

552-62-632　2,450円
32cm プラター（32×20.5×2.6） 　　1156106263

552-16-632　590円
14cm ボール 黒御影

（14×6.2・500cc） 　　1156101663

552-66-632　550円
14cm ボール

（14×6.2・500cc） 　　1156106663

552-74-632　480円
マグカップ

（8.4×8・300cc） 　　1156107463

552-17-632　690円
16cm ボール 黒御影

（15.8×6.4・600cc） 　　1156101763

552-67-632　650円
16cm ボール

（15.8×6.4・600cc） 　　1156106763

552-75-632　540円
シリアルカップ

（11.3×7・400cc） 　　1156107563
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553-9-632　 840円
16cm 焼鳥皿（白）（浜）

（16×10.5×1.5） 　　1056201063

553-12-632　1,740円
27cm 長角メタ（白）

（27.5×13.1×1.6） 　　549803363

553-15-632　4,440円
40cm ワイドメタ（白）

（40.5×17.5×2） 　　549803763

553-1-632　340円
7.5cm 正角メタ（白）

（7.5×7.5×1.1） 　　549800863

553-2-632　530円
11cm 正角メタ（白）

（11×11×1.5） 　　549801063

553-11-632　1,320円
23cm 長角メタ（白）（浜）

（22.9×10.9×1.7） 　　1056201163

553-14-632　2,640円
32cm 長角メタ（白）

（32.5×14×2.1） 　　1056201563

553-8-632　4,560円
30cm 正角メタ（白）（浜）

（30.4×30.4×3） 　　1056200963

553-7-632　2,910円
25cm 正角メタ（白）

（24.7×24.7×2.8） 　　549800263

553-10-632　1,200円
20cm 焼鳥皿（白）（浜）

（20×13×1.6） 　　1056201363

553-13-632　1,880円
31cm 長角メタ（白）（浜）

（31×10.5×1.7） 　　1056201263

553-4-632　820円
14.5cm 正角メタ（白）（浜）

（14.6×14.6×1.8） 　　1056200563

553-3-632　640円
12cm 正角メタ（白）（浜）

（12.5×12.5×1.7） 　　1056200463

553-6-632　1,680円
21cm 正角メタ（白）

（21.5×21.5×2.3） 　　549800363

553-5-632　1,060円
17cm 正角メタ（白）（浜）

（16.9×16.9×1.9） 　　1056200663

553-16-632　3,260円
38cm 長角メタ（白）（浜）

（38.5×13.3×1.8） 　　1056201663

553-17-632　10,560円
61cm 四方上り長盛皿

（61.7×17.8×3） 　　1056201863

553-18-632　940円
16cm 焼鳥皿（黒）

（16×10.5×1.5） 　　1056300963

553-21-632　2,200円
31cm 長角メタ（黒）

（31.2×11.1×1.7） 　　549804063

553-24-632　4,860円
40cm ワイドメタ（黒）

（40.3×17.2×2） 　　549804363

553-19-632　1,680円
22cm 長角メタ（黒）

（22.2×10.5×1.5） 　　1056301063

553-22-632　1,620円
20cm 焼鳥皿（黒）

（20.3×13×1.8） 　　549803163

553-20-632　1,920円
28cm 長角メタ（黒）

（28×13×1.8） 　　549803963

553-23-632　3,000円
32cm 長角メタ（黒）

（32.8×14×2.1） 　　549804163
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554-3-632　990円
22cm 平皿 黒御影（21.7×1.4） 　　1156300363

554-4-632　1,590円
25cm 平皿 黒御影（24.8×1.3） 　　1156300463

554-1-632　620円
17cm 平皿 黒御影（17×1.4） 　　1156300163

554-5-632　460円
17cm 皿 黒御影

（17×1.9） 　　1156300563

554-11-632　380円
11cm 深皿 黒御影（11.2×3.2） 　　1156301163

554-12-632　410円
14cm 深皿 黒御影（14.7×3.4） 　　1156301263

554-17-632　490円
9cm ボール 黒御影

（9.2×5.3・160cc） 　　1156301763

554-22-632　770円
コーヒー碗 黒御影（7.9×6.9・190cc） 　　1156302263

554-23-632　410円
兼用受皿 黒御影（15.7×2） 　　1156302363

554-30-632　760円
スタックコーヒー碗 黒御影（7.6×6.7・200cc） 　　1156303063

554-31-632　410円
兼用受皿 黒御影（15.7×2） 　　1156303163

554-6-632　580円
19cm 皿 黒御影

（19.7×1.9） 　　1156300663

554-13-632　1,050円
25cm 深皿 黒御影

（24.7×4.5） 　　1156301363

554-18-632　530円
11cm ボール 黒御影

（11.4×6.3・270cc） 　　1156301863

554-24-632　910円
アメリカン碗 黒御影（8.3×7.6・250cc） 　　1156302463

554-25-632　410円
兼用受皿 黒御影（15.7×2） 　　1156302563

554-32-632　790円
スタック兼用碗 黒御影（8.6×5.9・220cc） 　　1156303263

554-33-632　410円
兼用受皿 黒御影（15.7×2） 　　1156303363

554-7-632　620円
22cm 皿 黒御影

（21.4×2） 　　1156300763

554-14-632　1,430円
27cm 深皿 黒御影

（27.3×4） 　　1156301463

554-19-632　590円
14cm ボール 黒御影

（14×6.5・420cc） 　　1156301963

554-26-632　810円
兼用碗 黒御影（9.5×5.9・220cc） 　　1156302663

554-27-632　410円
兼用受皿 黒御影（15.7×2） 　　1156302763

554-34-632　1,100円
スープ碗 黒御影（10.4×6・290cc） 　　1156303463

554-35-632　 410円
兼用受皿 黒御影（15.7×2） 　　1156303563

554-8-632　960円
24cm 皿 黒御影

（23.8×2.2） 　　1156300863

554-15-632　610円
16cm 浅ボール 黒御影

（16.3×4.9） 　　1156301563

554-20-632　730円
フリーカップ 70 黒御影

（9×7・200cc） 　　1156302063

554-28-632　690円
エスプレッソ碗 黒御影（6.6×5.6・110cc） 　　1156302863

554-29-632　410円
エスプレッソ受皿 黒御影（13.3×2） 　　1156302963

554-36-632　1,360円
ブイヨン碗 黒御影（10.5×6・290cc） 　　1156303663

554-37-632　 410円
兼用受皿 黒御影（15.7×2） 　　1156303763

554-9-632　1,380円
27cm 皿 黒御影

（26.8×2.3） 　　1156300963

554-16-632　780円
21cm 浅ボール 黒御影

（21.4×4.8） 　　1156301663

554-21-632　1,000円
フリーカップ 90 黒御影

（9.2×9・280cc） 　　1156302163

554-10-632　1,490円
28cm 皿 黒御影

（28.4×2.8） 　　1156301063

554-2-632　690円
19cm 平皿 黒御影（18.8×1.5） 　　1156300263
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555-3-632　940円
22cm 平皿（21.7×1.4） 　　1156200363

555-4-632　1,490円
25cm 平皿（24.8×1.3） 　　1156200463

555-1-632　550円
17cm 平皿（17×1.4） 　　1156200163

555-5-632　420円
17cm 皿

（17×1.9） 　　1156200563

555-11-632　330円
11cm 深皿（11.2×3.2） 　　1156201163

555-12-632　380円
14cm 深皿（14.7×3.4） 　　1156201263

555-17-632　440円
9cm ボール

（9.2×5.3・160cc） 　　1156201763

555-22-632　540円
コーヒー碗（7.9×6.9・190cc） 　　1156202263

555-23-632　350円
兼用受皿（15.7×2） 　　1156202363

555-30-632　550円
スタックコーヒー碗（7.6×6.7・200cc） 　　1156203063

555-31-632　350円
兼用受皿（15.7×2） 　　1156203163

555-6-632　490円
19cm 皿

（19.7×1.9） 　　1156200663

555-13-632　950円
25cm 深皿

（24.7×4.5） 　　1156201363

555-18-632　460円
11cm ボール

（11.4×6.3・270cc） 　　1156201863

555-24-632　650円
アメリカン碗（8.3×7.6・250cc） 　　1156202463

555-25-632　350円
兼用受皿（15.7×2） 　　1156202563

555-32-632　580円
スタック兼用碗（8.6×5.9・220cc） 　　1156203263

555-33-632　350円
兼用受皿（15.7×2） 　　1156203363

555-7-632　530円
22cm 皿

（21.4×2） 　　1156200763

555-14-632　1,320円
27cm 深皿

（27.3×4） 　　1156201463

555-19-632　530円
14cm ボール

（14×6.5・420cc） 　　1156201963

555-26-632　610円
兼用碗（9.5×5.9・220cc） 　　1156202663

555-27-632　350円
兼用受皿（15.7×2） 　　1156202763

555-34-632　820円
スープ碗（10.4×6・290cc） 　　1156203463

555-35-632　350円
兼用受皿（15.7×2） 　　1156203563

555-8-632　830円
24cm 皿

（23.8×2.2） 　　1156200863

555-15-632　530円
16cm 浅ボール

（16.3×4.9） 　　1156201563

555-20-632　480円
フリーカップ 70

（9×7・200cc） 　　1156202063

555-28-632　510円
エスプレッソ碗（6.6×5.6・110cc） 　　1156202863

555-29-632　330円
エスプレッソ受皿（13.3×2） 　　1156202963

555-36-632　970円
ブイヨン碗（10.5×6・290cc） 　　1156203663

555-37-632　350円
兼用受皿（15.7×2） 　　1156203763

555-9-632　1,210円
27cm 皿

（26.8×2.3） 　　1156200963

555-16-632　690円
21cm 浅ボール

（21.4×4.8） 　　1156201663

555-21-632　700円
フリーカップ 90

（9.2×9・280cc） 　　1156202163

555-10-632　1,320円
28cm 皿

（28.4×2.8） 　　1156201063

555-2-632　610円
19cm 平皿（18.8×1.5） 　　1156200263
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556 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

556-1-082　375円
6.5 吋ミート

（17×2.2） 　　649800608

556-8-082　900円
9.5 吋パスタ

（25×5.1） 　　649800808

556-13-082　1,050円
20cm ボール

（20.1×8） 　　649801408

556-18-082　720円
15cm 深ボール

（14.8×8.5） 　　649802108

556-10-082　440円
11cm ボール

（11.2×6） 　　649801708

556-15-082　460円
9cm 深ボール

（9.4×6.2） 　　649802408

556-7-082　580円
8.5 吋パスタ

（22.2×4.2） 　　649800908

556-3-082　510円
8 吋ミート

（21.3×2.5） 　　649800408

556-2-082　460円
7.5 吋ミート

（19.5×2.4） 　　649800508

556-9-082　1,320円
11 吋パスタ

（28.6×4.4） 　　649800708

556-14-082　1,150円
21cm ボール

（21.6×8.9） 　　649801308

556-20-082　1,040円
18cm 深ボール

（18×9.2） 　　649801908

556-19-082　 770円
16cm 深ボール

（16.5×8.7） 　　649802008

556-5-082　1,150円
10 吋ミート

（26.3×3.1） 　　649800208

556-6-082　1,270円
11 吋ミート

（27.8×3.3） 　　649800108

556-4-082　790円
9 吋ミート

（23.2×3.1） 　　649800308

556-11-082　520円
14cm ボール

（14.2×6.7） 　　649801608

556-21-082　1,210円
19cm 深ボール

（18.6×10.2） 　　649801808

556-12-082　860円
19cm ボール

（18.8×7.3） 　　649801508

556-16-082　560円
12cm 深ボール

（12.2×7.3） 　　649802308

556-17-082　620円
13cm 深ボール

（13.7×7.8） 　　649802208

556-22-082　460円
浅ボール S

（13.3×4） 　　649802708

556-23-082　520円
浅ボール M

（14.6×4.3） 　　649802608

556-24-082　570円
浅ボール L

（16.3×4.5） 　　649802508

556-25-082　370円
5.5 吋フルーツ

（14.5×3.8） 　　649801208

556-26-082　570円
17cm 浅ボール

（17.5×4.7） 　　649801008

556-27-082　460円
6.5 ボール

（15.7×5.6） 　　649801108
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557洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

557-5-632　1,270円
10.5 吋ディナー皿

（27.5×3.9） 　　551800763

557-23-632　700円
アメリカンカップ

（9.8×6.7・260cc） 　　551801263

557-30-632　3,500円
ポット S

（9.9×12.1・440cc） 　　551801963

557-31-632　4,200円
ポット L

（11.2×15.2・700cc） 　　551802063

557-24-632　980円
コーヒー C/S（皿 16.5×2.4） 　　551801363

557-26-632　860円
デミタス C/S（皿 13.2×2） 　　551801563

557-28-632　1,700円
クリーマー（5.7×6.7・90cc） 　　551801763

557-25-632　630円
コーヒーカップのみ（8.9×6.6・220cc） 　　551801463

557-27-632　530円
デミタスカップのみ（7×5.6・90cc） 　　551801663

557-29-632　2,400円
シュガー（8.6×8.2・170cc） 　　551801863

557-1-632　1,270円
11 吋ディナー（ワイド）

（28×3.8） 　　551800263

557-6-632　780円
9.5 吋ミート皿

（24.6×3.3） 　　551800863

557-3-632　590円
8 吋ミート（ワイド）

（21.5×2.5） 　　551800463

557-8-632　500円
7.5 吋ミート皿

（19.1×2.5） 　　551801063

557-2-632　800円
9.5 吋ミート（ワイド）

（24.6×3.3） 　　551800363

557-7-632　530円
8 吋ミート皿

（21.3×2.6） 　　551800963

557-4-632　420円
6.5 吋パン皿（ワイド）

（17.3×2.3） 　　551800563

557-9-632　390円
6.5 吋ミート皿

（17.4×2.4） 　　551801163

557-18-632　810円
16cm ディープボール

（15.8×6.4・760cc） 　　551802163

557-19-632　590円
13cm ディープボール

（13.2×6.3・450cc） 　　551802263

557-20-632　440円
12cm ディープボール

（11.7×6.1・400cc） 　　551802363

557-21-632　410円
11cm ディープボール

（10.6×5.9・290cc） 　　551802463

557-22-632　380円
8cm ディープボール

（8.5×5.7・160cc） 　　551802563

557-14-632　720円
9 吋スープ皿（ワイド）

（24.5×4.5） 　　1059101463

557-15-632　530円
8 吋スープ皿（ワイド）

（21.8×3.8） 　　1059101563

557-16-632　370円
10cm ディッシュ

（10×2.7） 　　551802763

557-17-632　510円
フリーカップ

（7.6×10.5・250cc） 　　551802863

557-10-632　790円
9 吋スープ皿

（24.2×4.2） 　　551803163

557-11-632　580円
8 吋スープ皿

（21.8×3.6） 　　551803263

557-12-632　480円
オートミル

（17×5） 　　551803363

557-13-632　360円
フルーツ皿

（14.2×3.3） 　　551803463
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558-1-082　830円
61/2″パン

（16.5×1.8） 　　1255800108

558-2-082　1,050円
8″ケーキ

（20.4×2.2） 　　1255800208

558-3-082　1,530円
9″ミート

（24×2.5） 　　1255800308

558-4-082　1,900円
10″プレート

（25.6×2.5） 　　1255800408

558-5-082　2,500円
11″ディナー

（27.5×2.6） 　　1255800508

558-6-082　1,650円
9″プラター

（23.8×17×2.2） 　　1255800608

558-7-082　1,900円
10″プラター

（26.7×18.9×2.3） 　　1255800708

558-8-082　2,950円
12″プラター

（31.4×22.3×2.8） 　　1255800808

558-9-082　6,550円
14″プラター

（36.4×26×3.6） 　　1255800908

558-10-082　830円
51/2 フルーツ

（14.5×3） 　　1255801008

558-11-082　1,380円
71/2″スープ

（19.2×3.5） 　　1255801108

558-12-082　1,650円
9″スープ

（24×3.6） 　　1255801208

558-13-082　1,250円
61/2 オートミール

（17×5） 　　1255801308

558-14-082　1,650円
ライスボール

（11.8×5.5） 　　1255801408

558-15-082　1,130円
コーヒーカップ

（7.6×7.1） 　　1255801508

558-16-082　 770円
コーヒーティーソーサー

（15.1×2） 　　1255801608

558-17-082　1,130円
ティーカップ

（8.1×6.1） 　　1255801708

558-18-082　 770円
コーヒーティーソーサー

（15.1×2） 　　1255801808

558-19-082　1,230円
スタックカップ

（8.2×6） 　　1255801908

558-20-082　 770円
スタックカップソーサー

（15.1×1.8） 　　1255802008

洋陶
オープン

洋陶
オープン

558 洋陶オープン
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中国製

フレスコ

559-1-632　780円
16cm プレート

（16.5×1.9） 　　552200363

559-2-632　1,380円
21cm プレート

（21.2×2） 　　552200263

559-3-632　2,250円
27cm プレート

（26.8×2.8） 　　552200163

559-4-632　550円
20cm リムライス皿

（19.7×2.1） 　　1059600463

559-7-632　940円
オートミル（16.2×4.7） 　　552202663

559-5-632　2,090円
26cm 厚口カレー皿（26.2×18.8×5.5） 　　552203163

559-6-632　2,520円
ボートプレート（L）（36.5×16×4.5） 　　552202763

559-8-632　630円
コーヒーカップ（丈）

（8.2×6.6・200cc） 　　552201263

559-9-632　470円
14cm ソーサー

（13.9×2.1） 　　552201363

559-10-632　480円
デミタスカップ（丈）

（6.5×4.8・80cc） 　　552201463

559-11-632　450円
デミタスソーサー

（12×1.8） 　　552201563

コロラド

559-12-632　550円
スタッカブルデミタスカップ（丈）

（6.5×5・100cc） 　　552201063

559-13-632　450円
デミタスソーサー

（12×1.8） 　　552201163

559-14-632　640円
スタッカブルカップ（丈）

（8×6.2・200cc） 　　552200863

559-15-632　500円
15cm 中厚ソーサー

（14.8×2.2） 　　923800763

559-16-632　780円
スープカップ

（9.4×12.3×6・250cc） 　　552201663

559-17-632　540円
リム型ソーサー

（14.6×2.2） 　　552200963

中国製 中国製

中国製

中国製 中国製
中国製

中国製

中国製 中国製

559-51-302� 500円
559-52-302� 550円

15cm リムプレート（15×1.5） 　　853100530

17cm リムプレート（17×2） 　　853100430

559-55-302� 1,500円25.5cm リムプレート（25.7×2.5） 　　853100130

559-53-302� 650円19cm リムプレート（19.3×2.1） 　　853100330

559-54-302� 900円23cm リムプレート（23×2.3） 　　853100230

559-56-302� 1,000円15.5cm リムスクエアープレート（15.5×15.5×2） 　　853100730

559-57-302� 2,000円18.5cm リムスクエアープレート（18.5×18.5×2.3） 　　853100830

559-60-302� 3,100円27cm リムスクエアープレート（27.5×27.5×2.7） 　　853100630

559-58-302� 2,200円21.5cm リムスクエアープレート（21.5×21.5×2.5） 　　853100930

559-59-302� 2,600円24cm リムスクエアープレート（24×24×2.6） 　　853101030

559-61-302　900円
16.5cm リムフルーツボール

（16.5×3） 　　853101830

559-62-302　950円
17.5cm リムシリアルボール

（17.8×3.1） 　　853101730

559-63-302　1,100円
20.5cm リムスープボール

（20.8×3.8） 　　853101630

559-64-302　1,700円
25.5cm リムパスタボール

（25.5×4.7） 　　853101530

559-65-302　750円
6.5cm スクエアースタックボール

（6.6×3.3） 　　853102530

559-66-302　1,000円
9cm スクエアースタックボール

（9×3.9） 　　853102430

559-67-302　800円
コーヒーカップ

（8.7×6.3・185cc） 　　853102830

559-68-302　530円
兼用ソーサー

（14.5×1.8） 　　853102930

559-69-302　700円
エスプレッソカップ

（7.4×5.2・110cc） 　　853102630

559-70-302　480円
エスプレッソソーサー

（12.5×1.7） 　　853102730

559-71-302　900円
カプチーノカップ

（9.4×6.7・250cc） 　　853103030

559-72-302　530円
兼用ソーサー

（14.5×1.8） 　　853103130

559-73-302　420円
ミルクピッチャー 1 人用

（4.2×2.5×3.1・10cc） 　　1255907330

559-74-302　430円
ミルクピッチャー 2 人用

（5×3×5・30cc） 　　853103430

559-75-302　480円
ミルクピッチャー 3 人用

（5.8×3.4×6・50cc） 　　853103330

559-76-302　850円
ミルクピッチャー 5 人用

（7.8×4.8×8・135cc） 　　1255907630

559-77-302　400円
ナッツ小皿

（8.8×7.6×2.5） 　　853103530

559-78-302　800円
灰皿

（11.1×9.1×2） 　　853103630
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Western Tableware （Open Stock）
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560 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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560-12-602　2,200円
クリーマー（7.6×7.2・150cc） 　　552601260

560-15-602　2,300円
醤油差し（手ナシ）（230cc） 　　552601560

560-10-602　4,000円
ティーポット（400cc） 　　552601060

560-13-602　700円
楊枝立て（5.3×4.6） 　　552601360

560-16-602　2,400円
ソース差し（手付）（230cc） 　　552601660

560-11-602　2,300円
シュガーポット（9.6×8.3） 　　552601160

560-14-602　1,000円
辛子入れ（6×6.7） 　　552601460

560-20-602　1,500円
スティックシュガー入れ

（8.5×6.4×7.9） 　　552602060

560-2-602　2,000円
10 吋丸皿

（25.5×3.4） 　　552600260

560-23-602　1,300円
仕切皿

（13.4×8.2×2.2） 　　552602360

560-5-602　900円
7 1/2 吋丸皿

（19.1×2.8） 　　552600560

560-21-602　800円
ライスボール

（11.5×6.2） 　　552602160

560-3-602　1,200円
9 吋丸皿

（23×3.2） 　　552600360

560-26-602　400円
箸置

（5.6×1.8×1.3） 　　552602660

560-36-602　2,100円
24cm プラター（24×17.3×2.6） 　　552603760

560-43-602　1,500円
カスタートレー（21.2×9.1×1.4） 　　552604560

560-42-602　1,500円
6 1/2 吋切立ボール（17×4.9） 　　552604260

560-41-602　3,300円
ベーカー（25.8×18×4.7） 　　552603860

560-44-602　1,500円
グラタン（小）（15.4×10.3×3.4） 　　552604660

560-45-602　1,700円
グラタン（大）（20.3×13.4×4.4） 　　552604760

560-37-602　1,700円
21cm プラター（21.2×15×2.3） 　　552603660

560-38-602　6,200円
14 吋オーバル皿（36×16.4×3.1） 　　552604060

560-39-602　3,300円
12 吋オーバル皿（31.4×14×3） 　　552603960

560-40-602　1,700円
10 吋オーバル皿（26×11.4×2.3） 　　552604160

560-30-602　650円
3 1/2 吋ボール

（9.6×4） 　　552603060

560-33-602　3,700円
12 吋深プラター

（31.2×21.7×3.9） 　　552603560

560-19-602　750円
湯呑

（7.7×7.3・190cc） 　　552601960

560-1-602　4,200円
12 吋丸皿

（31.5×3.7） 　　552600160

560-22-602　800円
ブイヨンカップ

（10×6.1・260cc） 　　552602260

560-4-602　1,000円
8 吋丸皿

（21.3×3） 　　552600460

560-25-602　800円
9.5cm 深小皿（9.5×2.8） 　　552602560

560-24-602　650円
8cm 深小皿（8×2） 　　552602460

560-18-602　 900円
カプチーノ碗丈（9×6.5・260cc） 　　552601860

560-17-602　1,550円
カプチーノ C/S（皿 15×2.1） 　　552601760

560-27-602� 1,000円5 吋ボール（12.9×5.4） 　　552602760

560-28-602� 1,500円6 吋ボール（16×6） 　　552602860

560-29-602� 2,000円7 1/2 吋ボール（19×6.8） 　　552602960

560-31-602� 800円5 吋浅ボール（13.7×3.6） 　　552603160

560-32-602� 1,200円7 吋浅ボール（17.7×4.3） 　　552603260

560-34-602� 1,800円9 吋深プラター（23×16×2.9） 　　552603360

560-35-602� 2,500円10 吋深プラター（25.8×18×3.3） 　　552603460

560-8-602� 700円15cm 丸皿（15.1×2.3） 　　552600760

560-9-602� 750円6 1/2 吋丸皿（17×2.5） 　　552600660

560-6-602� 600円10cm 丸皿（10.3×2） 　　552600960

560-7-602� 650円13cm 丸皿（13×2.3） 　　552600860



561-1-052� 3,100円10 吋リムミート（25.4×2・内径 17.2） 　　552900205

561-2-052� 1,820円9 吋リムミート（23.5×2.4・内径 16.5） 　　552900305

561-3-052� 1,550円8 吋リムミート（20×1.7・内径 13.8） 　　552900405

561-4-052� 1,320円7 吋リムミート（18×1.8・内径 12.7） 　　552900505

561-5-052� 1,050円6 吋リムミート（16.3×1.6・内径 11） 　　552900605

561-6-052� 4,650円11 吋ディナー（28.2×2.9） 　　552900705

561-7-052� 3,100円10 吋ディナー（25.8×2.6） 　　552900805

561-8-052� 1,820円9 吋ミート（23×2.7） 　　552900905

561-9-052� 1,320円71/2 吋ミート（19.2×2.2） 　　552901005

561-10-052� 1,030円61/2 吋ミート（16.5×2.1） 　　552901105

561-15-052　970円
31/2 吋ボール

（8.8×4） 　　552902205

561-11-052　3,100円
71/2 吋ボール

（18.6×7.7） 　　552901805

561-13-052　1,820円
51/2 吋ボール

（13.9×5.6） 　　552902005

561-12-052　2,650円
61/2 吋ボール

（15.7×6.5） 　　552901905

561-14-052　1,320円
41/2 吋ボール

（11.5×5） 　　552902105

561-16-052　1,760円
71/2 吋クープ

（18.9×3.8） 　　552902305

561-17-052　2,200円
9 吋スープ

（23.2×3.5） 　　552902405

561-20-052　1,080円
スタックコーヒー碗

（7.9×6.6・200cc） 　　552901405

561-21-052　1,820円
ブイヨン碗

（10.9×5.2・290cc） 　　552901505

561-22-052　1,030円
51/2 吋フルーツ

（13.9×3.2） 　　552901605

561-23-052　1,380円
61/2 吋オートミル

（16.3×4） 　　552901705

561-18-052　2,000円
コーヒー C/S（碗 8.3×6・皿 14.9・180cc） 　　552901205

561-19-052　1,080円
コーヒー碗（8.3×6・180cc） 　　552901305

強化テクノライト

561-51-612� 1,270円
561-52-612� 1,160円
561-53-612� 800円

11 吋ミート（28.5×3.2） 　　650800161

10 吋ミート（26.5×3） 　　650800261

9.5 吋ミート（24.8×3） 　　650800361

561-54-612� 780円9 吋ミート（23×2.8） 　　650800461

561-55-612� 490円8 吋ミート（21.3×2.5） 　　650800561

561-56-612� 460円7.5 吋ミート（19.5×2.4） 　　650800661

561-57-612� 380円6 吋ミート（16.5×2） 　　650800761

561-59-612� 790円9.5 吋スープ（25×5.1） 　　650800961

561-58-612� 590円8.5 吋スープ（22.5×4） 　　650801061

561-60-612� 1,350円11 吋スープ（27.8×4.4） 　　650800861

561-66-612� 1,050円20cm ボール（20.8×8） 　　650802361

561-67-612� 1,150円21cm ボール（21.6×8.9） 　　650802261

561-68-612� 1,950円25cm ボール（25×9） 　　650802161

561-69-612� 530円14cm ボール（14×6.5） 　　650802561

561-70-612� 860円19cm ボール（19×7） 　　650802461

561-71-612� 440円11cm ボール（11.2×6） 　　650802661

561-72-612� 630円13cm 深ボール（13.7×7.8） 　　650803161

561-73-612� 760円15cm 深ボール（15×8.3） 　　650803061

561-74-612� 850円16cm 深ボール（16.5×8.7） 　　650802961

561-75-612� 1,050円18cm 深ボール（18×9.2） 　　650802861

561-76-612� 1,210円19cm 深ボール（18.8×10） 　　650802761

561-77-612� 560円12cm 深ボール（12.2×7.3） 　　650803261

561-78-612� 460円9cm 深ボール（9.5×6） 　　650803361

561-79-612� 850円コーヒー C/S（7.5×6.8） 　　650804661

561-80-612� 500円コーヒー碗（170cc） 　　650804761

561-61-612　500円
7.5 吋スープ

（19.5×4） 　　650801161

561-62-612　440円
6 吋オートミル

（16.1×4.9） 　　650801761

561-63-612　370円
5.5 吋フルーツ

（14.2×3.1） 　　650801861

561-64-612� 320円
561-65-612� 330円

10cm 深皿（10×2.5） 　　650802061

14cm 深皿（12.7×2.2） 　　650801961

リネア（ホワイト）
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562-1-612　530円
ワイドリム 15cm 皿

（15.2×1.5） 　　1160700161

562-10-612　470円
メタ 9cm 深皿（9.5×2.3） 　　1160701061

562-11-612　480円
メタ 12cm 深皿（12.5×2.6） 　　1160701161

562-20-612　740円
メタオートミール

（16.5×4.8） 　　1160702061

562-25-612　 820円
コーヒー碗（7.6×6.5・190cc） 　　1160702561

562-26-612　1,310円
コーヒー碗皿（15.3×1.9） 　　1160702661

562-6-612　560円
リム 17cm 皿（16.6×1.8） 　　1160700661

562-2-612　610円
ワイドリム 17cm 皿

（17.2×1.8） 　　1160700261

562-12-612　490円
メタ 14cm 深皿（13.9×3.2） 　　1160701261

562-13-612　880円
メタ 19cm 深皿（19.2×4） 　　1160701361

562-21-612　2,150円
20cm 舟型グラタン

（20.2×12.6×3.2） 　　1160702161

562-27-612　 820円
紅茶碗（8.9×5.7・230cc） 　　1160702761

562-28-612　1,310円
紅茶碗皿（15.3×1.9） 　　1160702861

562-7-612　740円
リム 20cm 皿（20×2） 　　1160700761

562-17-612　2,200円
27cm プラター（27×18.6×2.7） 　　1160701761

562-3-612　830円
ワイドリム 20cm 皿

（19.9×2） 　　1160700361

562-14-612　940円
メタ 20cm 深皿

（20.3×4.3） 　　1160701461

562-22-612　4,000円
25cm ベーカー

（25.3×17×5.1） 　　1160702261

562-29-612　 750円
デミタス碗（6.2×5.2・100cc） 　　1160702961

562-30-612　1,240円
デミタス碗皿（12.8×1.7） 　　1160703061

562-8-612　1,100円
リム 23cm 皿（23.4×2.2） 　　1160700861

562-18-612　4,000円
31cm プラター（30.5×20.7×3.1） 　　1160701861

562-4-612　1,200円
ワイドリム 24cm 皿

（23.9×1.9） 　　1160700461

562-15-612　1,100円
メタ 23cm 深皿

（23.4×4.6） 　　1160701561

562-23-612　950円
マグカップ

（8×7.8・260cc） 　　1160702361

562-31-612　
2,100円
クリーマー

（4.6×6.5・100cc） 　　1160703161

562-9-612　1,700円
リム 26cm 皿（26.2×2.5） 　　1160700961

562-19-612　5,600円
35cm プラター（35.4×24.1×3.1） 　　1160701961

562-5-612　1,800円
ワイドリム 27cm 皿

（27.1×2.3） 　　1160700561

562-16-612　1,100円
リム 23cm スープ皿

（23×4） 　　1160701661

562-24-612　1,580円
ブイヨン

（10.8×5.2・300cc） 　　1160702461

562-32-612　
2,900円
シュガー

（6.5×8.4・180cc） 　　1160703261

562-33-612　4,400円
ポット（小）（7.3×11.8・440cc） 　　1160703361

562-34-612　5,300円
ポット（大）（8.6×15・700cc） 　　1160703461
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563-53-252　510円
17cm 浅皿（17.1×15.4×2.2） 　　549600625

563-57-252　800円
22cm 深皿（22×19.5×4） 　　549602025

563-62-252　680円
17cm ボール（16.6×15.3×5.5） 　　549603325

563-54-252　450円
13cm 浅皿（12.8×11.7×2.4） 　　549600425

563-58-252　510円
17cm 深皿（17.3×15.4×3.3） 　　549602125

563-63-252　620円
14cm ボール（13.9×12.3×5） 　　549603425

563-59-252　450円
14cm 深皿（14.3×12.8×3.6） 　　549602225

563-64-252　570円
12cm ボール（11.6×10.3×4.4） 　　549603525

563-51-252　1,050円
25cm 浅皿（24.7×21.8×3.1） 　　549601025

563-55-252　1,650円
28cm 深皿（27.5×24.6×3.9） 　　549601825

563-60-252　1,820円
24cm ボール（24.4×21.6×7） 　　549603125

563-52-252　680円
21cm 浅皿（21.1×18.8×2.5） 　　549600825

563-56-252　1,020円
25cm 深皿（24.5×21.9×4.3） 　　549601925

563-61-252　1,280円
21cm ボール（20.6×17.3×6.3） 　　549603225

563-1-252　1,050円
22cm 浅皿（22×22×2.9） 　　549900262

563-2-252　680円
19cm 浅皿（18.6×18.6×2.7） 　　549900362

563-3-252　510円
15cm 浅皿（15.4×15.4×2.3） 　　549900462

563-4-252　450円
12cm 浅皿（11.6×11.6×2.4） 　　549900562

563-5-252　1,820円
22cm ボール（21.9×21.9×7.1） 　　549901162

563-6-252　1,280円
18cm ボール（17.7×17.7×6.5） 　　549901262

563-7-252　680円
16cm ボール（15.5×15.5×5.5） 　　549901362

563-8-252　620円
12cm ボール（12.4×12.4×5） 　　549901462

563-9-252　570円
10cm ボール（10.3×10.3×4.4） 　　549901562

563-10-252　1,650円
25cm 深皿（25×25×4） 　　549902562

563-11-252　1,020円
22cm 深皿（21.8×21.8×4.3） 　　549902462

563-12-252　800円
20cm 深皿（19.5×19.5×3.8） 　　549902362

563-13-252　510円
15cm 深皿（15.4×15.4×3.2） 　　549902762

563-14-252　450円
13cm 深皿（12.9×12.9×3.5） 　　549902662

スクエアーホワイト
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564-69-612� 1,200円紅茶碗（8.9×5.5・200cc） 　　754601961 564-73-612� 2,150円 564-77-612� 2,450円

564-51-612� 2,450円10 吋ミート（26.1×3.1） 　　754600161

564-52-612� 1,760円9 吋ミート（23.8×3.4） 　　754600261

564-53-612� 1,350円71/2 吋ミート（19.8×2.4） 　　754600361

564-54-612� 1,050円61/2 吋ミート（16.8×2.4） 　　754600461

564-66-612� 2,080円コーヒー C/S（15.3×1.9） 　　754601661

564-67-612� 1,200円コーヒー碗（7.6×6.5・190cc） 　　754601761

564-68-612� 2,080円紅茶 C/S（15.3×1.9） 　　754601861

564-70-612� 1,950円
564-71-612� 1,070円
564-72-612� 1,350円

デミタス C/S（12.8×1.7） 　　754602061

デミタス碗（6.2×5.2・100cc） 　　754602161

マグ（8×7.8・250cc） 　　754602261

ブリオン（10.9×6.3・300cc） 　　754602361

564-74-612� 5,800円
564-75-612� 4,700円
564-76-612� 3,300円

ポット（大）（19.2×10.9×15・750cc） 　　754602461

ポット（小）（7.3×11.8・600cc） 　　754602561

シュガー（7.9×8.4・200cc） 　　754602661

クリーマー（7.2×5.6×6.5・100cc） 　　754602761

564-55-612　1,450円
8 吋スープ

（20×3.7） 　　754600561

564-56-612　1,820円
9 吋スープ

（23.5×4.1） 　　754600661

564-57-612　1,330円
6 吋オートミル

（16.5×4.8） 　　754600761

564-58-612　940円
51/2 吋フルーツ（13.9×3） 　　754600861

564-59-612　920円
5 吋フルーツ（12.5×2.6） 　　754600961

564-60-612　920円
31/2 吋皿（10×2） 　　754601061

564-61-612　820円
31/2 吋深皿（9.5×2.3） 　　754601161

564-63-612　2,900円
10 吋プラター（21×18×2.7） 　　754601361

564-64-612　5,100円
12 吋プラター（30.5×20.7×3.1） 　　754601461

564-62-612　4,800円
91/2 吋ベーカー

（25.3×17×5.1） 　　754601261

564-65-612　2,670円
グラタン

（20.2×12.6×3.2） 　　754601561

564-6-062　2,100円
8 吋スープ（20.8×4.4） 　　961205606

564-7-062　1,320円
兼用碗（9.6×5.7・210cc） 　　961205906

564-8-062　2,200円
兼用 C/S（皿 15） 　　961206006

564-9-062　1,900円
ブイヨン碗（11.3×5.3・300cc） 　　961206106

564-5-062　1,300円
51/2 フルーツ（14.3×3.8） 　　1060605606

564-1-062　2,200円
9 吋ミート

（23.3×2.8） 　　961205206

564-2-062　1,600円
71/2 吋ケーキ

（19.5×2.2） 　　961205306

564-3-062　1,300円
61/2 吋パン

（16.8×1.8） 　　961205406

564-4-062　1,200円
6 吋プチケーキ

（14.5×2） 　　961205506

グレーブドウ
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565-1-612� 1,500円
565-2-612� 1,120円

9 吋ミート（23×2） 　　961505261

71/2 吋ミート（19.5×1.8） 　　961505361

565-3-612� 860円
565-4-612� 1,140円

6 吋ミート（16×1.5） 　　961505461

8 吋スープ（21×3.5） 　　961505661

565-5-612� 1,140円
565-6-612� 860円

6 吋オートミール（17×4.8） 　　961505861

51/2 吋フルーツ（14.5×3） 　　961505761

565-1-612

565-4-612

565-5-612

565-6-612

565-2-612

565-3-612

565-13-612

565-14-612

565-15-612

565-16-612

565-17-612

565-18-612

565-13-612� 1,380円
565-14-612� 1,080円

9 吋ミート（23×2） 　　554605261

71/2 吋ミート（19.5×1.8） 　　554605461

565-15-612� 820円
565-16-612� 1,120円

6 吋ミート（16×1.5） 　　554605561

8 吋スープ（21×3.5） 　　554605861

565-17-612� 1,120円
565-18-612� 820円

61/2 吋オートミル（17×4.8） 　　554606161

51/2 吋フルーツ（14.5×3） 　　554606061

565-7-612

565-8-612
565-9-612

565-10-612

565-11-612

565-12-612

565-7-612� 1,330円
565-8-612� 1,040円

9 吋ミート（23×2） 　　554705261

71/2 吋ミート（19.5×1.8） 　　554705461

565-9-612� 790円
565-10-612� 1,060円

6 吋ミート（16×1.5） 　　554705561

8 吋スープ（21.5×3.5） 　　554706161

565-11-612� 1,060円
565-12-612� 790円

61/2 吋オートミール（17×4.8） 　　554705861

51/2 吋フルーツ（14.5×3） 　　554706061

スイートフラワー

ラベンダー

プチフラワー

洋陶
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洋陶
オープン

565洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

ス
イ
ー
ト
フ
ラ
ワ
ー

ラ
ベ
ン
ダ
ー

プ
チ
フ
ラ
ワ
ー



洋陶
オープン

洋陶
オープン

566 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

566-6-062　7,040円
ポット

（14.5・670cc） 　　552300606

566-15-062　2,600円
23cm サラダボール

（23×6.2） 　　552301506

566-23-062　1,580円
71/2 吋クレセント

（19.5×10.5） 　　552302406

566-24-062　780円
51/2 吋フルーツ皿

（14.5×3.5） 　　552302506

566-25-062　1,230円
71/2 吋クープ

（19.1×4.2） 　　552302606

566-26-062　1,440円
9 吋スープ皿

（23×4.2） 　　552302706

566-16-062　3,620円
20cm ボール

（20×6.6） 　　552301606

566-17-062　2,480円
16cm ボール

（16×6.3） 　　552301706

566-18-062　1,170円
12cm ボール

（12×5.5） 　　552301806

566-19-062　1,640円
ブイヨン碗

（12.2×4.8） 　　552301906

566-10-062　1,130円
コーヒー碗丈（8×7・190cc） 　　552301006

566-9-062　 1,710円
コーヒー C/S（皿 15） 　　552300906

566-12-062　1,130円
紅茶碗丈（10×5.7・200cc） 　　552301206

566-11-062　1,710円
紅茶 C/S（皿 15） 　　552301106

566-14-062　1,190円
アメリカン碗丈（12×4.7・342cc） 　　552301406

566-13-062　1,770円
アメリカン C/S（皿 15） 　　552301306566-7-062　3,080円

シュガー
（9・170cc） 　　552300706

566-8-062　2,580円
クリーマー

（7.5・110cc） 　　552300806

566-1-062� 5,350円12 吋プレスプレート（31×3.8） 　　552300106

566-2-062� 2,600円10 吋ディナー皿（27.5×2.8） 　　552300206

566-3-062� 1,380円9 吋ミート皿（23×2.5） 　　552300306

566-4-062� 930円71/2 吋ケーキ皿（19.5×2.2） 　　552300406

566-5-062� 800円61/2 吋パン皿（16×1.8） 　　552300506

566-20-062� 7,150円15 吋プラター（38×25.8） 　　552302006 566-21-062� 3,550円12 吋プラター（31.5×21.3） 　　552302106 566-22-062� 2,230円10 吋プラター（26×17.8） 　　552302206
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567洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

567-9-602　1,500円
コーヒー C/S（皿 14.5×1.7） 　　551700960

567-10-602　 900円
コーヒーカップ（7.8×6.7・160cc） 　　551701060

567-11-602　1,550円
ティー C/S（皿 14.5×1.8） 　　551701160

567-12-602　 950円
ティーカップ（9×5.2・190cc） 　　551701260

567-13-602　1,700円
アメリカン C/S（皿 14.5×1.7） 　　551701360

567-14-602　1,100円
アメリカンカップ（8.7×7.5・230cc） 　　551701460

567-15-602　1,350円
デミタス C/S（皿 12.8×1.7） 　　551701560

567-16-602　 800円
デミタスカップ（6.7×5.6・100cc） 　　551701660

567-17-602　2,150円
両手スープ C/S（受皿 17×1.9） 　　551701760

567-18-602　1,500円
両手スープカップ（11.3×5.4・290cc） 　　551701860

567-19-602� 950円6 1/2 吋オートミル（16.3×4.5） 　　551701960

567-20-602� 600円5 1/2 吋フルーツ皿（14.2×3.7） 　　551702060

567-21-602� 1,200円9 吋スープ皿（23×4.3） 　　551702160

567-22-602� 1,000円7 1/2 吋クープ（19×4.5） 　　551702260

567-23-602� 2,550円10 吋プラター（26.3×18×2.2） 　　551702360

567-24-602� 3,650円12 吋プラター（31.9×19.8×2.3） 　　551702460

567-25-602� 6,600円14 吋プラター（36.5×23×2.5） 　　551702560

567-5-602� 650円17cm パン皿（17×1.9） 　　551700560

567-4-602� 750円20cm ケーキ皿（20×1.8） 　　551700460

567-3-602� 1,200円23cm ミート皿（22.9×2） 　　551700360

567-2-602� 1,900円26cm ディナー皿（26×2.5） 　　551700260

567-1-602� 4,100円31cm 大皿（31.3×3.5） 　　551700160

567-8-602� 4,600円ポット（550cc） 　　551700860

567-7-602� 2,000円クリーマー（160cc） 　　551700760

567-6-602� 2,400円シュガーポット（6.8×9.5・200cc） 　　551700660

567-51-062　1,950円
10 吋ディナー（26.5×2.8） 　　960905106

567-54-062　740円
61/2 吋パン（16.8×1.8） 　　960905406

567-52-062　1,400円
9 吋ミート（23.3×2.6） 　　960905206

567-55-062　580円
6 吋プチケーキ（14.5×2） 　　960905506

567-53-062　860円
71/2 吋ケーキ（19.5×2.2） 　　960905306

567-59-062　1,200円
コーヒー C/S（皿 15） 　　960905906

567-58-062　 720円
コーヒー碗（8×6.8・190cc） 　　960905806567-56-062　1,100円

8 吋スープ
（20.8×4.4） 　　960905606

567-57-062　740円
51/2 吋フルーツ

（14.3×3.8） 　　960905706

567-62-062　880円
マグ

（7.5×8.7・290cc） 　　960906206

567-63-062　1,180円
ブイヨン碗

（11.3×5.3・300cc） 　　960906306
567-61-062　1,350円
兼用 C/S（皿 15） 　　960906106

567-60-062　 810円
兼用碗（9.6×5.7・210cc） 　　960906006
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568-1-082　3,350円
12″プレート

（31×3.5・内径 20.7） 　　553400108

568-2-082　1,560円
103/4 ディナー

（27.5×3・内径 19） 　　553400208

568-3-082　990円
9″ミート

（23×2.5・内径 16.5） 　　553400308

568-4-082　780円
71/2 ケーキ

（19.5×2・内径 13.5） 　　553400408

568-5-082　590円
61/2 パン

（16.5×1.5・内径 11.5） 　　553400508

568-6-082� 3,350円10″サラダボール（26×5.5・内径 18.5） 　　553400608

568-7-082� 940円8″スープ（21.8×3.5・内径 15.3） 　　553400708

568-8-082� 610円51/2 フルーツ（14.8×3・内径 11） 　　553400808

568-9-082� 760円13cm ボール（12.6×4.9） 　　553400908

568-10-082� 900円コーヒー碗（8.8×6.6・240cc） 　　553401008

568-11-082� 1,380円コーヒー C/S（受皿 16.1×2） 　　553401108

568-12-082� 970円マグ（8.6×9.3・310cc） 　　553401208

568-51-612　3,400円
12 吋ミート（31×3） 　　552100161

568-52-612　1,250円
10 吋ミート（26.7×2.4） 　　552100261

568-53-612　760円
9 吋ミート（23×2.2） 　　552100361

568-54-612　630円
7.5 吋ミート（19.5×2） 　　552100461

568-55-612　470円
6.5 吋ミート（16.5×1.5） 　　552100561

568-56-612　1,130円
コーヒー C/S（8×7.7） 　　552100961

568-57-612　 740円
コーヒー碗丈（170cc） 　　552101061

568-58-612　1,400円
ブリオン（11.5×5.6） 　　552101261

568-59-612　1,000円
グラタン（21×13×3） 　　552101361

568-60-612　2,600円
9.5 吋ベーカー（24.5×18.3×5.3） 　　552101461

568-61-612　740円
7.5 吋クープ

（19.5×3.6） 　　552101561

568-62-612　800円
9 吋スープ

（23×4.4） 　　552101661

568-63-612　470円
5.5 吋フルーツ

（13.8×3.1） 　　552101761

568-64-612　560円
6.5 吋オートミール

（16.5×4.8） 　　552101861

568-65-612� 1,900円
568-66-612� 2,650円
568-67-612� 4,800円

10 吋プラター（26×17.8×3.3） 　　552101961

12 吋プラター（31×21.2×3.5） 　　552102061

14 吋プラター（36×23.6×3.8） 　　552102161

フルーツレリーフ
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568 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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569-1-302� 1,100円10 吋ディナー（26.2×2.8） 　　751600130

569-2-302� 780円9 吋ミート（23×2.3） 　　751600230

569-3-302� 480円7.5 吋ミート（19.3×2.2） 　　751600330

569-4-302� 360円6.7 吋パン皿（17.2×2） 　　751600430

569-5-302� 780円9 吋スープ（23.2×4.4） 　　751600530

569-6-302� 500円7.5 吋スープ（19.6×4.1） 　　751600630

569-12-302� 2,500円12 吋プラター（32×21.1×2.7） 　　751601230

569-13-302� 3,800円14 吋プラター（36.5×24×3.2） 　　751601330

569-17-302　600円
コーヒー碗（7.8×7・150cc） 　　751601730

569-18-302　300円
ソーサー（13.8×2.6） 　　751601830

569-7-302　1,180円
9 吋ボール

（23.5×6.7） 　　751600730

569-8-302　950円
7 吋ボール

（18.5×5.8） 　　751600830

569-14-302　1,400円
10 吋プラター

（26.8×17.8×2.7） 　　751601430

569-9-302　480円
オートミル

（16.3×5.2） 　　751600930

569-15-302　1,700円
グラタン

（21.5×11.2×3.5） 　　751601530

569-10-302　530円
5 吋ボール

（13.5×4.4） 　　751601030

569-16-302　2,600円
ベーカー

（25.5×18.5×5.5） 　　751601630

569-11-302　330円
5.5 吋フルーツ

（14.3×3.2） 　　751601130

569-56-612� 430円51/2 吋フルーツ（14.5×3） 　　553305961

569-57-612� 1,040円9 吋浅口ベーカー（23.7×21.7×4） 　　858306061

569-51-612� 850円9 吋ミート（23×2） 　　553305261

569-52-612� 650円71/2 吋ミート（19.5×1.8） 　　553305461

569-53-612� 430円61/2 吋ミート（16×1.5） 　　553305561

569-54-612� 670円8 吋スープ（21×3.5） 　　553305761

569-55-612� 650円61/2 吋オートミール（17×4.8） 　　553305861

569-51-612

569-52-612

569-53-612

569-54-612

569-55-612 569-56-612

569-57-612

ホワイトシェル

キャロルホワイト

569洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）

洋陶
オープン

洋陶
オープン

ホ
ワ
イ
ト
シ
ェ
ル

キ
ャ
ロ
ル
ホ
ワ
イ
ト



570-1-402　430円
リム形 6 吋プレート

（16×2） 　　961600440

570-2-402　640円
リム形 7 吋 1/2 プレート

（19.8×2.2） 　　961600340

570-3-402　870円
リム形 9 吋 1/2 プレート

（23.5×3） 　　961600240

570-4-402　1,520円
リム形 10 吋プレート

（26.3×2.8） 　　961600140

570-5-402　430円
丸形 6 吋プレート

（16.5×2） 　　961600840

570-6-402　640円
丸形 7 吋 1/2 プレート

（19.8×2.2） 　　961600740

570-7-402　870円
丸形 9 吋 1/2 プレート

（23.5×3） 　　1061100740

570-8-402　1,520円
丸形 10 吋プレート

（26×3） 　　961600540

570-9-402　430円
丸形 5 吋 1/2 フルーツ

（14.6×3） 　　961601340

570-10-402　430円
リム形 5 吋 1/2 フルーツ

（14.6×3） 　　961601240

570-11-402　640円
リム形 6 吋 1/2 オートミール

（17.5×5.2） 　　961601140

570-12-402　680円
リム形 8 吋スープ

（21×4） 　　961601040

570-13-402　680円
丸形 7 吋 1/2 クープ

（19.7×4） 　　961601540

570-14-402　680円
丸形 8 吋スープ

（21×4） 　　961601740

570-15-402　640円
丸形 6 吋 1/2 オートミール

（16.5×5） 　　961601640

570-16-402　1,120円
丸形 8 吋ボール

（21×6.3） 　　961601440

570-17-402　1,080円
反形 9 吋ベーカー

（23.5×21.8×4.5） 　　961601840

570-18-402　710円
八角シューマイ皿（中）

（19×19×4） 　　961602140

570-19-402　720円
八角シューマイ皿（大）

（20.3×20.3×4） 　　961602040

570-20-402　 790円
CR コーヒー碗（7.8×6.7・180cc） 　　961602240

570-21-402　1,360円
CR コーヒー碗皿（皿 15.5×1.8） 　　961602340

570-22-402　 800円
キャロルコーヒー碗（7.5×7・180cc） 　　961602440

570-23-402　1,370円
キャロルコーヒー碗皿（皿 15.5×2） 　　961602540
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570 洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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571-1-602　1,560円
玉渕 10 吋リムミート

（26.2×2.8） 　　555300160

571-7-602　1,560円
玉渕 10 吋メタ丸皿

（26.2×2.8） 　　555300760

571-9-602　830円
玉渕 8 吋メタ丸皿

（21×2.5） 　　555300960

571-8-602　990円
玉渕 9 吋メタ丸皿

（23.3×2.8） 　　555300860

571-10-602　770円
玉渕 7 1/2 吋メタ丸皿

（19.7×1.6） 　　555301060

571-11-602　610円
玉渕 6 1/2 吋メタ丸皿

（16.3×1.5） 　　555301160

571-2-602　990円
玉渕 9 吋リムミート

（23.3×2.4） 　　555300260 571-3-602　830円
玉渕 8 吋リムミート

（20.8×2.3） 　　555300360

571-4-602　770円
玉渕 7 1/2 吋リムミート

（19.3×2.1） 　　555300460

571-5-602　610円
玉渕 6 1/2 吋リムミート

（16.6×1.9） 　　555300560
571-6-602　830円
玉渕 7 1/2 吋クープ ･ スープ（19×3.5） 　　555300660

571-12-602　610円
玉渕 5 1/2 吋フルーツ（14.2×3.2） 　　555301260

571-16-602　1,220円
8 吋ベーカー（21.1×15.2×4.6） 　　555301660

571-13-602　820円
玉渕 6 1/2 吋オートミル（16.3×4.8） 　　555301360

571-17-602　1,460円
9 吋ベーカー（23.7×17×5.3） 　　555301760

571-18-602　2,480円
10 吋ベーカー（25.6×18.5×6.3） 　　555301860

571-23-602　1,240円
玉渕 8 吋リムプラター（20.9×14.6×2.3） 　　555302360

571-28-602　1,240円
玉渕 8 吋メタプラター（21×15.1×2） 　　555302860

571-14-602� 870円玉渕 8 吋スープ（20.8×3.6） 　　555301460

571-15-602� 1,040円玉渕 9 吋スープ（23.5×4.1） 　　555301560

571-19-602� 2,470円玉渕 12 吋リムプラター（31.5×22.8×3.3） 　　555301960

571-20-602� 4,900円玉渕 14 吋リムプラター（37.2×27.2×3.8） 　　555302060

571-21-602� 1,390円玉渕 9 吋リムプラター（23.4×16.7×2.4） 　　555302160

571-22-602� 1,680円玉渕 10 吋リムプラター（25.5×18.5×2.6） 　　555302260

571-24-602� 2,470円玉渕 12 吋メタプラター（31×22×3.2） 　　555302460

571-25-602� 4,900円玉渕 14 吋メタプラター（37.6×28.3×3.5） 　　555302560

571-26-602� 1,390円玉渕 9 吋メタプラター（23.5×17×2.3） 　　555302660

571-27-602� 1,680円玉渕 10 吋メタプラター（26.2×18.6×2.8） 　　555302760
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571洋陶オープン
Western Tableware （Open Stock）
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572-10-602　 850円
6.3 切立丼（19.5×6.6・900cc） 　　755301060

572-11-602　1,000円
6.8 切立丼（20.2×7.2・930cc） 　　755301160

572-14-602　1,400円
高浜切立 6.0 丼（17.9×7.8） 　　755301460

572-15-602　1,540円
高浜切立 6.3 丼（19×8） 　　755301560

572-22-602　 900円
6.0 丸高台皿（18.6×5.3） 　　755302260

572-23-602　1,200円
7.0 丸高台皿（22.2×6.3） 　　755302360

572-12-602　1,700円
高浜切立 6.5 丼（19.7×8.8） 　　755301260

572-13-602　2,030円
高浜切立 7.0 丼（21×9.1） 　　755301360

572-20-602　1,070円
丸 6.5 丼（19.2×6.7） 　　755302060

572-21-602　1,320円
丸 6.8 丼（20.8×6.5） 　　755302160

572-16-602　1,100円
6.5 反り高台丼（20×8.4） 　　755301660

572-17-602　1,200円
6.8 反り高台丼（21×8.3） 　　755301760

572-1-602� 1,230円玉渕 10 吋メタ丸皿（26.3×2.5） 　　755300160

572-2-602� 1,730円玉渕 11 吋メタ丸皿（28×3.2） 　　755300260

572-3-602� 3,020円玉渕 12 吋メタ丸皿（32×3.6） 　　755300360

572-4-602� 7,380円玉渕 14 吋メタ丸皿（36.3×4） 　　755300460

572-5-602� 750円玉渕 9 吋メタ丸皿（23.3×2.6） 　　755300560

572-6-602� 630円玉渕 8 吋メタ丸皿（21×2.3） 　　755300660

572-7-602� 580円玉渕 7 1/2 吋メタ丸皿（19.5×1.9） 　　755300760

572-8-602� 500円玉渕 6 3/4 吋メタ丸皿（17×1.9） 　　755300860

572-9-602� 450円玉渕 6 1/2 吋メタ丸皿（16.3×1.9） 　　755300960

572-18-602　1,040円
台湾ラーメン丼

（15.3×7.3） 　　755301860

572-26-602　550円
4.0 皿（リムなし）

（12.9×2.4） 　　755302660

572-39-602　410円
玉渕 5 吋取皿

（12.8×2.6） 　　755304060

572-31-602　450円
3.5 スープ碗

（10.5×5.2） 　　755303160

572-27-602　500円
3.5 皿（リムなし）

（11.3×2.1） 　　755302760

572-40-602　450円
玉渕 5 1/2 吋フルーツ皿

（14.2×3.2） 　　755304160

572-32-602　500円
4.0 スープ碗

（11.5×5.8） 　　755303260

572-29-602　560円
3.8 玉丼

（11.7×4.3） 　　755302960

572-42-602　1,270円
細リム 91/2 吋仕切ギョーザ

（24.5×17.5×2.2） 　　755304360

572-34-602　430円
9.5cm 深口皿

（9.9×2.5） 　　755303560

572-37-602　390円
玉渕 4.0 取皿

（12.8×2.2） 　　755303860

572-28-602　450円
3.0 皿（リムなし）

（9.9×2） 　　755302860

572-41-602　1,500円
細リム 10 吋仕切ギョーザ

（25.2×18.2×2.5） 　　755304260

572-33-602　480円
11cm 深口皿

（11×2.7） 　　755303460

572-36-602　530円
12.5cm 深口皿

（12.6×3.3） 　　755303760

572-30-602　560円
3.8 厚口南京丼

（11.5×5.5） 　　755303060

572-43-602　1,270円
玉渕 9 吋仕切ギョーザ

（22.7×16.5×2.4） 　　755304460

572-35-602　400円
8cm 深口皿

（7.9×2.5） 　　755303660

572-38-602　480円
玉渕 14cm 丸皿

（14.1×2.5） 　　755303960

572-24-602　850円
高浜八角シューマイ皿

（19×18.3×4.3） 　　755302460

572-19-602　570円
子供ラーメン丼

（16.3×6.3） 　　755301960

572-25-602　750円
低浜八角シューマイ皿

（19.3×18.8×3.6） 　　755302560

572-44-602　2,430円
小判 12 吋ランチ皿

（30.9×21.5×3.3） 　　755304560

572-45-602　7,440円
玉渕 34cm 盛り皿

（34.5×4） 　　755304660
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573-7-602　450円
玉渕 6 1/2 吋リムミート皿（16.5×1.7） 　　755200760

573-20-602　1,130円
玉渕 9 吋メタプラター（23.5×17×2.3） 　　755202060

573-21-602　1,380円
玉渕 10 吋メタプラター（26.2×18.6×2.8） 　　755202160

573-22-602　990円
玉渕 8 吋メタプラター（21×15.1×2） 　　755202260

573-24-602　660円
玉渕 8 吋スープ皿（20.6×3.5） 　　755202460

573-25-602　790円
玉渕 9 吋スープ皿（23.5×4） 　　755202560

573-26-602　1,380円
玉渕 24cm パスタボール（23.7×4.7） 　　755202660

573-36-602　1,730円
厚口 16cm ボール

（15.9×6.6） 　　755203660

573-44-602　1,890円
丸 10 吋ランチ皿

（25.5×3.1） 　　755204460

573-38-602　580円
厚口 9cm ボール

（9.2×4.4） 　　755203860

573-46-602　4,020円
角 13 吋ランチ皿

（28.6×21.8×2.6） 　　755204660

573-37-602　810円
厚口 11cm ボール

（11.1×4.9） 　　755203760

573-45-602　2,200円
角 11 吋ランチ皿

（27.2×22.5×2.5） 　　755204560

573-39-602　520円
厚口 8.5cm ボール

（8.6×4） 　　755203960

573-47-602　3,720円
12 吋仕切ベーカー

（30.7×18×4.6） 　　755204760

573-40-602　770円
正角 12cm リム付皿

（12×12×2） 　　755204060

573-48-602　1,020円
三ツ仕切タレ皿

（18.3×7.9×2.4） 　　755204860

573-27-602　630円
玉渕 7 1/2 クープスープ（19×3.5） 　　755202760

573-28-602　630円
玉渕 6 1/2 吋オートミル（16.2×4.8） 　　755202860

573-30-602　2,150円
玉渕 10 吋ベーカー（26.2×19×6） 　　755203060

573-29-602　1,250円
玉渕 9 吋ベーカー（23.7×17.5×5.5） 　　755202960

573-23-602　900円
玉渕 7 吋メタプラター（19×13.7×2） 　　755202360

573-1-602� 1,730円玉渕 11 吋リムミート皿（28×2.2） 　　755200160

573-2-602� 1,230円玉渕 10 吋リムミート皿（26.2×2.8） 　　755200260

573-3-602� 750円玉渕 9 吋リムミート皿（23.2×2.4） 　　755200360

573-4-602� 630円玉渕 8 吋リムミート皿（20.8×2.3） 　　755200460

573-5-602� 580円玉渕 7 1/2 吋リムミート皿（19.2×2） 　　755200560

573-6-602� 490円玉渕 7 吋リムミート皿（18.1×1.9） 　　755200660

573-8-602� 2,050円玉渕 12 吋リムプラター（31.5×22.8×3.3） 　　755200860

573-9-602� 4,000円玉渕 14 吋リムプラター（36×26×3.5） 　　755200960

573-10-602� 6,500円玉渕 16 吋リムプラター（42×30×4.5） 　　755201060

573-11-602� 990円玉渕 8 吋リムプラター（20.9×14.6×2.3） 　　755201160

573-12-602� 1,130円玉渕 9 吋リムプラター（23.4×16.7×2.4） 　　755201260

573-13-602� 1,380円玉渕 10 吋リムプラター（25.5×18.5×2.6） 　　755201360

573-14-602� 1,100円中厚 20cm 深口プラター（20×13.3×2.5） 　　755201460

573-15-602� 1,380円中厚 22.5cm 深口プラター（22.5×15.2×3） 　　755201560

573-16-602� 1,980円中厚 25.5cm 深口プラター（25.7×18.6×3.7） 　　755201660

573-17-602� 2,050円玉渕 12 吋メタプラター（31.3×22.2×3.2） 　　755201760

573-18-602� 4,000円玉渕 14 吋メタプラター（36.5×27.3×3.5） 　　755201860

573-19-602� 6,500円玉渕 16 吋メタプラター（42.3×30.2×4.5） 　　755201960

573-34-602� 810円丸 9 1/2 吋パスタ皿（24×3） 　　755203460

573-35-602� 1,840円10 1/2 吋パスタ皿（27.5×3.4） 　　755203560

573-41-602� 1,080円正角 15cm リム付皿（15.1×15.1×2.3） 　　755204160

573-42-602� 1,920円正角 21cm リム付皿（20.5×20.5×2.3） 　　755204260

573-43-602� 3,120円正角 27cm リム付皿（26.5×26.5×2.7） 　　755204360

573-31-602� 1,020円耳付 8 吋ベーカー（21.2×15.2×4.6） 　　755203160

573-32-602� 1,140円耳付 9 吋ベーカー（23.7×17×5.4） 　　755203260

573-33-602� 2,100円耳付 10 吋ベーカー（25.6×18.5×6） 　　755203360
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