
TOP画面の
「食器をさがす」をクリック！

Re-OGISOの取り扱いについて
Re-OGISOを安全に使用していただく為に

直火でのご使用は
お避けください。
但し、オーブン・電子レンジの�
使用は可能です。

落下の衝撃や
急激な熱変動を
お避けください。
Re-OGISOは、一般家庭で
使われている陶器に比べて
強度はありますが、破損する
場合があります。

欠けたりヒビが入ったものは
使用しないでください。
破損には、過度の衝撃や熱変動が加
わり即座に割れる場合と、微細なキズ
が使用中に進行し思わぬ時に割れる
場合がありますのでご注意ください。

その他注意していただくこと。
ナイフ・フォークやスプーンを長期間、
又は頻繁に使用しますと食器の表面
が黒ずんで除去しにくくなる事がありま
す。ナイフ等の刃で強く擦ると表面にキ
ズを付け、メタルマークが取れなくなるこ
とがありますのでご注意下さい。

食器を直接火に
かけないでください

衝撃をお避けください

ヒビ・かけたものは
使用しないでください

金属との摩擦を
お避けください

Re-OGISOの扱いにご注意ください
水をためたシンク（水槽）への投げ入れや、食器洗浄機出口からシン
クへの落下投入は破損の原因になります。

●けがや事故防止のためのご注意
◎電子レンジには使用しないでください。
◎�焼けこげや割れの原因となりますので、直火や電熱調理器にか
けたり、火のそばに置かないでください。
◎オーブン及びグリルには使用しないでください。
◎強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりします。
◎�ひび割れの原因になりますので、ホットプレートや湯煎などで保
温しないでください。
◎�衛生的に安全にご使用いただくために、欠けたり、ひびが入った
り、洗っても取れない汚れのひどいものは使用しないでください。
◎�割れや表面劣化の原因になりますので、高温の食用油や薬品
を入れないでください。
◎商品を本来の目的以外に使用しないでください。

●製品劣化防止のためのお願い
【洗浄について】
◎�食品の色が食器に移行しますので、長時間放置しないで、十分
に洗浄してください。
◎�たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので、使用しないでくだ�
さい。
◎�洗剤及び漂白剤等の取扱説明書をご確認のうえ、適切に洗浄
を行ってください。
◎�自動洗浄機をご使用の場合は、洗剤の濃度、温度及び時間に
注意してください。
◎�洗浄後、また漂白後のすすぎは十分に行ってください。洗剤や
漂白剤が残ると樹脂の劣化を早めることがあります。
◎�食器カゴなどの金属部分に強く触れると、落ちない汚れがつきま

すのでご注意ください。
【消毒保管庫について】
◎�熱風保管庫を使用する場合は、庫内温度が85〜90℃に上昇
後、温度を保持して30分程度としてください。
◎�熱風保管庫は設定温度と庫内温度との違いに注意してくださ
い。特に熱風吹き出し口付近は、高温になりやすいので食器を
置くことを避けてください。
◎�無理な状態で積み重ねたり、荷重のかかる状態で食器を置く
と、変形することがあります。
◎�煮沸消毒や生蒸気が直接あたる消毒をすると製品の劣化が早
まります。
◎�変形や変色の原因になりますので、直射日光及び高温高湿の
場所を避けて保管してください。

定期的に漂白剤をご使用ください
Re-OGISOの表面は硬いガラス質の被膜で覆われていますので、
少量の洗剤できれいに洗浄できますが、目に見えない油分等の汚れ
が残っている場合があります。定期的に漂白剤をご使用ください。

現品サイズの確認をしてください
カタログ記載のサイズ・重量等の数値は、当社製品の標準値です。
製造の特性上、焼成による収縮があり実寸と多少異なる場合があ
ります。自動供給装置付き食器洗浄機をご使用の場合など、あらか
じめ現品サイズをご確認の上ご使用ください。

使用上の注意

樹脂製品の取り扱いについて 材質の安全性を示す書類等が必要な場合は、別途ご連絡ください。

検索方法いろいろ！

欲しい食器が探しやすい

商品検索機能です

Re-OGISO製造・販売元

Re-OGISOカタログ
tough&economy�/�ecology�/�various�items

株式会社 おぎそ
給食用高強度磁器食器総販売

〒509-5401  岐阜県土岐市駄知町1468

0572-59-8639Tel

Fax

e-mail

URL

0572-59-4546
staff@k-ogiso.co.jp
http://www.k-ogiso.co.jp/

磁器食器資料集（用語集）

ご希望の方は、ホームページを

ご覧ください。

エコマーク
認 定 商 品

●取扱店

●�受注生産につき、納期に２週間前後かかります。

●�受注生産につき、原則、返品はお受け致しかねます。

●�印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。

●�カタログに掲載の商品価格には、消費税が含まれておりません。

●�商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。

●�陶磁器の特性上、寸法に若干の誤差が生じることがございます。

商品検索 サンプル
依頼

カタログ
ダウンロード

まめ知識

無料の

サンプル依頼が
出来ます！
（法人様限定）

商品の指定後、

お申し込みいただくと

無料サンプルを

お届けします

サンプル依頼一覧
お選びいただいた
サンプルを確認できます。

Click here

　　　　　　　　　で
欲しい製品がすぐに見つかる！
Web検索機能

アクセスはこちらから

便利！

株式会社おぎそ 検索

ジャンル
から

絵柄
から

形状
から

STEP1

STEP2

STEP3
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サンプル無料にて承ります

業界一の強度を誇る、
割れにくい丈夫な高強度磁器食器

病院・高齢者施設向け vol.5

和・洋 シーンで選べる豊富な形状と、
食事に彩りを添える多様なデザイン

環境にやさしい、
エコマーク認定のリサイクル食器

株式会社おぎそ
広域認定制度を取得しています
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Recycle

Hard Light

※強度は生地の厚みの2乗に比例する為、生地が薄いと
   （軽くすると）割れやすくなる事が、推測されます。

※曲げ強度は、使用している素材（土）の強さを測る試験です。

曲げ強度測定法 業界最高峰の強度数値

強化磁器の強度はメーカーによって違います。

強化磁器は、製品曲げ強度150MPa以上とされています。（セラミックス協会規格参照）
Re-OGISOは、それを遙かに上回る230MPaです。
これは、使用している素材の強さが通常の強化磁器とまったく違うという事です。

■ Re-OGISOと通常の強化磁器との強度の違い

エコマーク認定のリサイクル食器です。

(財)日本環境協会 エコマーク事務局が創設した「エコマークアワード」は、
エコマーク商品をはじめとする環境配慮型商品（以下、エコマーク商品等）の製造、
販売あるいは普及啓発を通じて、エコマーク事業の目的である

「消費者の環境を意識した商品選択、企業の環境改善努力による、
持続可能な社会の形成」に向けて積極的に活動している企業・団体等の
特に優れた取り組みを表彰いたします。
それらの優れた取り組みを広く公表するとともに、
エコマーク商品等のより一層の普及拡大を通じて、
持続可能な社会の実現に寄与することを目的とします。

■ エコマークアワード2010を受賞しました。

Re-OGISOはエコマークの認定を受けた地球にやさしい製品です。
学校給食用食器を中心に、破損食器を回収し原材料に18％配合することで、
高い強度を維持した、リサイクル製品が生まれています。

■ エコマーク認定 + 高強度な製品です。

■ 広域認定制度を取得しています。

225MPa

200MPa

150MPa

90MPa

50MPa

一般的な強度数値
強化磁器

陶器
（家庭用）

一般磁器
（ホテル・レストラン用）

230MPa
以上

おぎそ製
Re-OGISO

強

弱

力

Re-OGISOの商品特性
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学校給食の廃強化磁器食器回収事業と
リサイクル高強度磁器食器の製造・販売事業

伝統技術の応用部門

小木曽 順務 

この制度は、我が国の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献してきた「ものづくり」を

着実に継承し、さらに発展させていくため、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や、伝統的・文化的な

「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、「ものづくり」に携わっている各世代の人材のうち、

特に優秀と認められる人材等に対して内閣総理大臣賞等を授与するものです。 

「第三回ものづくり日本大賞」を受賞しました。

「資源循環技術・システム表彰」は廃棄物の発生抑制、再使用、再利用に寄与する優れた技術開発に対する

表彰制度です。「再資源化貢献企業表彰」の名称で昭和50年にスタートし、経済産業省と財団法人クリーン・

ジャパン・センターが共同で実施しています。平成22年度に、(株)おぎそは「学校給食の廃食器からの高強度磁器

食器開発とリサイクルシステムの構築」において経済産業省産業技術環境局長賞に選ばれました。

「資源循環技術・システム表彰」を受賞しました。

エコの証「グリーン購入大賞」を受賞しました。
2007年、強化磁器食器のリサイクルシステム「O-システム」とリサイクル高強度磁器食器の商品化が評価

され、グリーン購入ネットワークより「グリーン購入大賞」の栄誉を賜りました。リデュース、リユース、リサイクルを

事業の軸に据え、環境に優しい製品作りとサポート体制を確立しています。
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「Re-OGISO」軽さと使いやすさへのこだわり。
強化磁器の土は一般陶磁器に比べて土の強度が強い分、重くなります。
しかし「Re-OGISO」は通常の強化磁器に比べ、素材（土）の強度が強く、
また軽くするための形状にもこだわっているので、
通常の強化磁器よりも「軽くて強い食器」ができるのです。

「Re-OGISO」は強化磁器と同等の重さで強度は強く、

さらに軽量化された形状が特長です。

■土の重さと強度

（比重）

（強度）

強い弱い

重い

軽い
一般陶磁器

強化磁器 Re - OGISO

Re - OGISOの 断面図

底割れしにくい様に
肉厚をもたせています。

フチ強度を維持する為、
玉縁にも工夫しています。

Re-OGISOの断面図

一般磁器の断面図
底抜けしにくいように、
工夫しています。

重量を軽くする為、
通常より薄くしています。

奨 励 賞
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1お探しのジャンルをクリック

2 お探しの形状をクリック

3 サイズをクリック

※受注生産につき、約2週間でのお届けになります。
※法人でのお申し込みの場合、強化磁器のサンプル商品および送料は無料です。

※形状・デザイン・数量・時期によっては、一ヶ月以上かかる場合もございます。
※個人でのお申し込みの場合、サンプル商品および送料はすべて有料となります。

5サンプル依頼をクリック

4 柄をクリック

6送付先情報を入力

＜例＞
ジャンルから選ぶ場合

おぎそのウェブサイトから、商品検索やサンプル依頼ができます。
ホームページでは全形状、全デザインが閲覧できますので、ぜひご利用ください。

無料サンプルのお申し込み方法
※サンプルは強化磁器に限り無料となります。
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5 6

淡い色の器を組み合わせて、落ち着いた朝食和膳に
W199×D135×H26
リム付長角皿
2970-0000  P.46

φ80×H84/220ml
ガラスコップ
OGGK-03  P.57

φ73×67×H30/40cc
二方切千代口
2049-2720  P.37
2049-6050  P.13

22.5cm 四角箸
OGH-10  P.61

W457×D318×H20
耐熱 ABSトレー
OGTD-07  P.64

φ130×H66(91)/350cc
少々丼
2014-4010（身）
2015-4010（蓋）  P.19

W199×D135×H26
リム付長角皿
2970-0000  P.46

W440×D330×H20
FRPトレー
OGTD-09  P.64

φ106×H45/210cc
なぶり小鉢
2960-2740  P.41

身：φ103×H67/300ml
蓋：φ95×H32
汁椀
OGMS-001
OGMS-001F  P.63   

φ68×H86/200cc
長湯呑
2059-6060  P.15

φ75×H65/150cc
AD カップ
1971-4130  P.53

φ110×H52/300cc
ブイヨンカップ
1961-4170  P.56

φ164×H18
17cm パン皿
1601-0000  P.45

洋朝食

和朝食

松花堂

蓋を開けると一手間かけた上質感が漂う和の演出 

φ125×H57/180cc
菊割小鉢
2048-2740  P.38

φ120×H54/220cc
玉縁茶碗
2009-4020  P.29

φ98×H27/110cc
小皿
1009-4220  P.23

φ90×H52/150cc
ろくべい小鉢
2959-2750  P.37

φ68×H82/170cc
ろくべい湯呑
2062-6020  P.12

φ146×55(82)/500cc
煮物碗
2020-4190（身）
2022-4190（蓋）

身：φ112×H71/370ml
蓋：φ100×H36
汁椀
OGMS-009（身）
OGMS-009F（蓋）  P.63

鰆のみぞれ
餡かけご膳

22.5cmPBT 樹脂箸
OGH-8-緑  P.62

W390×D270×H17
耐熱 FRPトレー
OGTD-10   P.64

MENU3MENU 1

MENU2 MENU4

いつもと雰囲気を変えた松花堂弁当で特別な日にさわやかに1日をスタートさせる、見た目も鮮やかな洋朝食

φ100×H38/200cc
花びら小鉢
2961-2780  P.41

W112×D112×H15
四角皿
2051-6220 P.39

φ112×H59/260cc
十二角茶碗
1976-4200  P.27

身：φ92×H61/220ml
蓋：φ82×H35
汁椀
OGMS-011（身）
OGMS-011F（蓋）  P.63

φ113×H40/190cc
そぎ入り丸小鉢
2969-2200  P.43

W110×D110×H35/220cc
花四角小鉢
2050-2740  P.40

W260×D260×H65
松花堂
OGSB-01  P.61

洋朝食 セット合計: ¥9,190 松花堂 セット合計: ¥10,400

鰆のみぞれ餡かけご膳 セット合計: ¥14,920和朝食 セット合計: ¥15,680

カタログ未掲載です。
お問い合わせください。



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。7 8

1976-4410
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

1976-4420
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

2087-4410（身）
13㎝蓋物� ￥1,740
2017-4410（蓋）
13㎝蓋物� ￥1,420�
身 φ132 × H62（86）・440cc
蓋 φ118 × H35

2087-4420（身）
13㎝蓋物� ￥1,740
2017-4420（蓋）
13㎝蓋物� ￥1,420�
身 φ132 × H62（86）・440cc
蓋 φ118 × H35

2063-4410（身）
十二角むし碗�￥1,420
2064-4410（蓋）
十二角むし碗�￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2063-4420（身）
十二角むし碗�￥1,420
2064-4420（蓋）
十二角むし碗�￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2973-4410（身）
むし碗� ￥990
2974-4410（蓋）
むし碗� ￥820�
身 φ68 × H60（70）・145cc
蓋 φ76 × H20

2973-4420（身）
むし碗� ￥990
2974-4420（蓋）
むし碗� ￥820�
身 φ68 × H60（70）・145cc
蓋 φ76 × H20

2083-4410
四ツ山角小鉢�￥1,450�
W98 × D98× H43・180cc

2083-4420
四ツ山角小鉢�￥1,450�
W98 × D98× H43・180cc

2093-4410
八角3.5寸皿� ￥1,130�
W112 × D112× H22・110cc

2093-4420
八角3.5寸皿� ￥1,130�
W112 × D112× H22・110cc

2967-4410
正角小鉢� ￥1,600�
W112 × D112× H37・245cc

2967-4420
正角小鉢� ￥1,600�
W112 × D112× H37・245cc

OP-567�
174×36
￥330

OP-567�
174×36
￥330

1046-4410
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

1046-4420
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

OP-563�
107×24
￥200

OP-563�
107×24
￥200

1009-4410
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

1009-4420
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

1148-4410
皿� ￥1,460�
φ172 × H25・330cc

1148-4420
皿� ￥1,460�
φ172 × H25・330cc

OP-382�
179×30
￥370

OP-382�
179×30
￥370

1083-4410
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

1083-4420
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

OP-568�
149×32
￥330

OP-568�
149×32
￥330

OP-542�
210×147×47
￥350

OP-542�
210×147×47
￥350

2970-4410
リム付長角皿� ￥2,420�
w199 × D135 × H26

2970-4420
リム付長角皿� ￥2,420�
w199 × D135 × H26

1956-4410
カップ（スタック不可）�￥1,330�
φ83 × H70・200cc

1956-4420
カップ（スタック不可）�￥1,330�
φ83 × H70・200cc

OP-512�
88×10
￥200

OP-512�
88×10
￥200

OP-7510�
122×122×36
￥280

OP-7510�
122×122×36
￥280

椿/萩

椿 萩Ts u b a k i H a g i



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。9 10

1976-4430
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

1976-4440
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

2087-4430（身）
13㎝蓋物� ￥1,740
2017-4430（蓋）
13㎝蓋物� ￥1,420�
身 φ132 × H62（86）・440cc
蓋 φ118 × H35

2087-4440（身）
13㎝蓋物� ￥1,740
2017-4440（蓋）
13㎝蓋物� ￥1,420�
身 φ132 × H62（86）・440cc
蓋 φ118 × H35

2063-4430（身）
十二角むし碗�￥1,420
2064-4430（蓋）
十二角むし碗�￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2063-4440（身）
十二角むし碗�￥1,420
2064-4440（蓋）
十二角むし碗�￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2973-4430（身）
むし碗� ￥990
2974-4430（蓋）
むし碗� ￥820�
身 φ68 × H60（70）・145cc
蓋 φ76 × H20

2973-4440（身）
むし碗� ￥990
2974-4440（蓋）
むし碗� ￥820�
身 φ68 × H60（70）・145cc
蓋 φ76 × H20

2083-4430
四ツ山角小鉢� ￥1,450�
W98 × D98 × H43・180cc

2083-4440
四ツ山角小鉢� ￥1,450�
W98 × D98 × H43・180cc

2093-4430
八角3.5寸皿� ￥1,130�
W112 × D112 × H22・110cc

2093-4440
八角3.5寸皿� ￥1,130�
W112 × D112 × H22・110cc

2967-4430
正角小鉢� ￥1,600�
W112 × D112 × H37・245cc

2967-4440
正角小鉢� ￥1,600�
W112 × D112 × H37・245cc

OP-567�
174×36
￥330

OP-567�
174×36
￥330

1046-4430
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

1046-4440
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

OP-563�
107×24
￥200

OP-563�
107×24
￥200

1009-4430
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

1009-4440
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

1148-4430
皿� ￥1,460�
φ172 × H25・330cc

1148-4440
皿� ￥1,460�
φ172 × H25・330cc

OP-382�
179×30
￥370

OP-382�
179×30
￥370

1083-4430
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

1083-4440
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

OP-568�
149×32
￥330

OP-568�
149×32
￥330

OP-542�
210×147×47
￥350

OP-542�
210×147×47
￥350

2970-4430
リム付長角皿� ￥2,420�
w199 × D135 × H26

2970-4440
リム付長角皿� ￥2,420�
w199 × D135 × H26

1956-4430
カップ（スタック不可）�￥1,330�
φ83 × H70・200cc

1956-4440
カップ（スタック不可）�￥1,330�
φ83 × H70・200cc

OP-512�
88×10
￥200

OP-512�
88×10
￥200

OP-7510�
122×122×36
￥280

OP-7510�
122×122×36
￥280

撫子/月草

撫子 月草N a d e s h i ko Ts u k i k u s a



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。※「なつめ」「わら」は釉薬と筆で加飾しているため、製品に色ムラが生じます。あらかじめご了承ください。 11 12

2002-6010
京型丸碗� ￥1,260
φ115 × H54・230cc

2075-6010
ろくべい茶碗� ￥1,390
φ122 × H57・320cc

2061-6010
たたき飯碗� ￥1,470
φ123 × H54・330cc

2003-6010
夏目4.0寸丼� ￥2,520
φ126 × H79・450cc

2066-6010
夏目4.5寸丼� ￥2,940
φ139 × H90・750cc

2004-6010
夏目5.0寸丼� ￥3,210
φ155 × H98・950cc

2010-6010（身）
多用碗� ￥1,680
2011-6010（蓋）
多用碗� ￥1,160
身 φ121 × H60（85）・350cc
蓋 φ107 × H33

2020-6010（身）
煮物碗� ￥1,890
2022-6010（蓋）
煮物碗� ￥1,420
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2021-6010（身）
大丼� ￥2,210
2022-6010（蓋）
大丼� ￥1,420
身 φ149 × H74（103）・650cc
蓋 φ136 × H36

2029-6010（身）
蕎麦千代口� ￥1,320
2068-6010（蓋）
蕎麦千代口� ￥1,110
身 φ87 × H73（87）・280cc
蓋 φ91 × H17

2038-6010
角小鉢� ￥1,160�
W85 × D85 × H45・160cc

2071-6010
6寸皿� ￥2,520�
φ195 × H28

2069-6010
7寸皿� ￥2,940�
φ220 × H28

2085-6010
隅切角皿� ￥1,950
W165 × D125 × H25

2055-6010
角皿� ￥1,950
W165 × D125 × H22

2056-6010
角皿� ￥2,210
W182 × D129 × H24

2062-6010
ろくべい湯呑� ￥1,260�
φ68 × H82・170cc

2059-6010
長湯呑� ￥1,260
φ68 × H86・220cc

2070-6010
ろくべい湯呑� ￥1,420�
φ75 × H87・240cc

2060-6010
湯呑� ￥1,050�
φ88 × H58・180cc

2002-6020
京型丸碗� ￥1,260
φ115 × H54・230cc

2075-6020
ろくべい茶碗� ￥1,390�
φ122 × H57・320cc

2061-6020
たたき飯碗� ￥1,470�
φ123 × H54・330cc

2003-6020
夏目4.0寸丼� ￥2,520�
φ126 × H79・450cc

2066-6020
夏目4.5寸丼� ￥2,940�
φ139 × H90・750cc

2004-6020
夏目5.0寸丼� ￥3,210�
φ155 × H98・950cc

2010-6020（身）
多用碗� ￥1,680
2011-6020（蓋）
多用碗� ￥1,160�
身 φ121 × H60（85）・350cc
蓋 φ107 × H33

2020-6020（身）
煮物碗� ￥1,890
2022-6020（蓋）
煮物碗� ￥1,420�
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2025-6020（身）
むし碗� ￥1,180
2026-6020（蓋）
むし碗� ￥950�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2038-6020
角小鉢� ￥1,160�
W85 × D85 × H45・160cc

2033-6020
三ツ山小鉢� ￥1,210�
φ110 × H50・230cc

2071-6020
6寸皿� ￥2,520�
φ195 × H28

2055-6020
角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H22

2056-6020
角皿� ￥2,210�
W182 × D129 × H24

2057-6020
角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H22

2062-6020
ろくべい湯呑� ￥1,260�
φ68 × H82・170cc

2059-6020
長湯呑� ￥1,260�
φ68 × H86・220cc

2070-6020
ろくべい湯呑� ￥1,420�
φ75 × H87・240cc

2060-6020
湯呑� ￥1,050�
φ88 × H58・180cc

2025-6020
コップ� ￥1,180�
φ75 × H65・160cc

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-542�
210×147×47
￥350

2001-6010
ろくべい茶碗� ￥1,260
φ110 × H54・230cc

2057-6010
角皿� ￥2,420
W200 × D135 × H22

OP-542�
210×147×47
￥350

2001-6020
ろくべい茶碗� ￥1,260�
φ110 × H54・230cc

2029-6020（身）
蕎麦千代口� ￥1,320
2068-6020（蓋）
蕎麦千代口� ￥1,110�
身 φ87 × H73（87）・280cc
蓋 φ91 × H17

OP-548�
170×130×37
￥300

2085-6020
隅切角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H25

OP-540�
110×28
￥200

OP-540�
110×28
￥200

なつめ/わら

なつめ わらN a t s u m e Wa r a



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。13 14

2001-6050
ろくべい茶碗� ￥1,260�
φ110 × H54・230cc

2075-6050
ろくべい茶碗� ￥1,390�
φ122 × H57・320cc

2061-6050
たたき飯碗� ￥1,470�
φ123 × H54・330cc

2003-6050
夏目4.0寸丼� ￥2,520�
φ126 × H79・450cc

2066-6050
夏目4.5寸丼� ￥2,940�
φ139 × H90・750cc

2004-6050
夏目5.0寸丼� ￥3,210�
φ155 × H98・950cc

2010-6050（身）
多用碗� ￥1,680
2011-6050（蓋）
多用碗� ￥1,160�
身 φ121 × H60（85）・350cc
蓋 φ107 × H33

2014-6050（身）
少々丼� ￥1,580
2015-6050（蓋）
少々丼� ￥1,160�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2020-6050（身）
煮物碗� ￥1,890
2022-6050（蓋）
煮物碗� ￥1,420�
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2023-6050（身）
むし碗� ￥1,110
2024-6050（蓋）
むし碗� ￥950�
身 φ72 × H63（80）・160cc
蓋 φ80 × H26

2049-6050
二方切千代口� ￥1,050�
φ73 × 67 × H30・40cc

2047-6050
菊割小付� ￥1,210�
φ88 × H39・70cc

2067-6050
八角小鉢� ￥1,210�
φ91 × H41・160cc

2085-6050
隅切角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H25

2055-6050
角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H22

2056-6050
角皿� ￥2,210�
W182 × D129 × H24

2057-6050
角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H22

2059-6050
長湯呑� ￥1,260�
φ68 × H86・220cc

2062-6050
ろくべい湯呑� ￥1,260�
φ68 × H82・170cc

2070-6050
ろくべい湯呑� ￥1,420�
φ75 × H87・240cc

2060-6050
湯呑� ￥1,050�
φ88 × H58・180cc

2033-6050
三ツ山小鉢� ￥1,210�
φ110 × H50・230cc

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-542�
210×147×47
￥350

2075-4210
ろくべい茶碗� ￥1,630
φ122 × H57・320cc

2061-4210
たたき飯碗� ￥1,580
φ123 × H54・330cc

2010-4210（身）
多用碗� ￥1,740
2011-4210（蓋）
多用碗� ￥1,320
身 φ121 × H60（85）・350cc
蓋 φ107 × H33

2014-4210（身）
少々丼� ￥1,630
2015-4210（蓋）
少々丼� ￥1,420
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2020-4210（身）
煮物碗� ￥2,050
2022-4210（蓋）
煮物碗� ￥1,580
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2023-4210（身）
むし碗� ￥1,370
2024-4210（蓋）
むし碗� ￥1,160
身 φ72 × H63（80）・160cc
蓋 φ80 × H26

2029-4210（身）
むし碗� ￥1,530
2030-4210（蓋）
むし碗� ￥1,210
身 φ87 × H73（87）・280cc
蓋 φ96 × H26

2085-4210
隅切角皿� ￥2,000
W165 × D125 × H25

2055-4210
角皿� ￥2,000
W165 × D125 × H22

2056-4210
角皿� ￥2,260
W182 × D129 × H24

2086-4210
隅切角皿� ￥2,470
W200 × D135 × H25

2057-4210
角皿� ￥2,470
W200 × D135 × H22

2062-4210
ろくべい湯呑� ￥1,420
φ68 × H82・170cc

2059-4210
長湯呑� ￥1,420
φ68 × H86・220cc

2060-4210
湯呑� ￥1,160
φ88 × H58・180cc

2033-4210
三ツ山小鉢� ￥1,440
φ110 × H50・230cc

OP-540�
110×28
￥200

2001-4210
ろくべい茶碗� ￥1,470
φ110 × H54・230cc

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-542�
210×147×47
￥350

OP-542�
210×147×47
￥350

OP-7512�
98×28
￥230

OP-540�
110×28
￥200

おぼろ/みのり

おぼろ O b o ro みのり M i n o r i



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。※「たこ唐草」は筆で加飾しているため、製品ごとに風合いが異なります。あらかじめご了承ください。 15 16

2001-6060
ろくべい茶碗� ￥1,260�
φ110 × H54・230cc

2075-6060
ろくべい茶碗� ￥1,390�
φ122 × H57・320cc

2061-6060
たたき飯碗� ￥1,470�
φ123 × H54・330cc

2014-6060（身）
少々丼� ￥1,580
2015-6060（蓋）
少々丼� ￥1,160�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2023-6060（身）
むし碗� ￥1,110
2024-6060（蓋）
むし碗� ￥950�
身 φ72 × H63（80）・160cc
蓋 φ80 × H26

2025-6060（身）
むし碗� ￥1,180
2026-6060（蓋）
むし碗� ￥950�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2059-6060
長湯呑� ￥1,260�
φ68 × H86・220cc

2060-6060
湯呑� ￥1,050�
φ88 × H58・180cc

2025-6060
コップ� ￥1,180�
φ75 × H65・160cc

2001-6030
ろくべい茶碗� ￥1,260�
φ110 × H54・230cc

2002-6030
京型丸碗� ￥1,260�
φ115 × H54・230cc

2016-6030（身）
小丼� ￥1,740
2017-6030（蓋）
小丼� ￥1,320�
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

2059-6030
長湯呑� ￥1,260�
φ68 × H86・220cc

2014-4180（身）
少々丼� ￥1,630
2015-4180（蓋）
少々丼� ￥1,420
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2016-4180（身）
小丼� ￥1,790
2017-4180（蓋）
小丼� ￥1,470
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

1931-4180
隅切角小鉢� ￥1,630
W96 × D96 × H50・230cc

2033-4180
三ツ山小鉢� ￥1,440
φ110 × H50・230cc

1137-4180
深皿� ￥1,670
φ178 × H35・480cc

2085-4180
隅切角皿� ￥2,000
W165 × D125 × H25

2059-4180
長湯呑� ￥1,420
φ68 × H86・220cc

OP-7520�
188×38
￥360

OP-548�
170×130×37
￥300

2014-4190（身）
少々丼� ￥1,630
2015-4190（蓋）
少々丼� ￥1,420�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2063-4190（身）
十二角むし碗� ￥1,470
2064-4190（蓋）
十二角むし碗� ￥1,210�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2040-4190
3寸皿� ￥1,000�
φ103 × H19

1137-4190
深皿� ￥1,670�
φ178 × H35・480cc

1136-4190
深鉢� ￥2,000�
φ183 × H46・680cc

2059-4190
長湯呑� ￥1,420�
φ68 × H86・220cc

2037-4190
四ツ山角小鉢� ￥1,670�
W110 × D110 × H47・270cc

2033-4190
三ツ山小鉢� ￥1,440�
φ110 × H50・230cc

OP-7520�
188×38
￥360

OP-7520�
188×38
￥360

OP-540�
110×28
￥200

OP-540�
110×28
￥200

OP-541�
112×112×30
￥200

たこ唐草/ときわ/呉須間取/花いかだ

たこ唐草 Ta ko ka r a k u s a

ときわ To k i w a

呉須間取 G o s u m a d o r i

花いかだ H a n a i ka d a



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。17 18

2001-4090
ろくべい茶碗� ￥1,420�
φ110 × H54・230cc

1976-4090
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

2075-4090
ろくべい茶碗� ￥1,580�
φ122 × H57・320cc

1982-4090
深口3.8寸丼� ￥1,580�
φ122 × H63・360cc

2005-4090（身）
ミニ丼� ￥1,530
2006-4090（蓋）
ミニ丼� ￥1,240�
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2013-4090（蓋）
多用碗� ￥1,260�
身 φ122 × H53（74）・185cc
蓋 φ105 × H33

2012-4090（身）
多用碗� ￥1,680

2014-4090（身）
少々丼� ￥1,580
2015-4090（蓋）
少々丼� ￥1,370�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2016-4090（身）
小丼� ￥1,740
2017-4090（蓋）
小丼� ￥1,420�
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

2018-4090（身）
中丼� ￥2,000
2019-4090（蓋）
中丼� ￥1,530�
身 φ143 × H71（97）・500cc
蓋 φ127 × H35

2023-4090（身）
むし碗� ￥1,320
2024-4090（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ72 × H63（80）・160cc
蓋 φ80 × H26

2025-4090（身）
むし碗� ￥1,280
2026-4090（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2063-4090（身）
十二角むし碗�￥1,420
2064-4090（蓋）
十二角むし碗�￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2029-4090（身）
むし碗� ￥1,470
2030-4090（蓋）
むし碗� ￥1,160�
身 φ87 × H73（87）・280cc
蓋 φ96 × H26

2038-4090
角小鉢� ￥1,390�
W85 × D85 × H45・160cc

2036-4090
四ツ山角小鉢�￥1,210�
W88 × D88 × H38・120cc

1931-4090
隅切角小鉢� ￥1,580�
W96 × D96 × H50・230cc

2039-4090
角小鉢� ￥1,570�
W97 × D97 × H50・250cc

2083-4090
四ツ山角小鉢�￥1,450�
W98 × D98× H43・180cc

2080-4090
六ツ山小鉢� ￥1,510�
φ108 × H53・210cc

2037-4090
四ツ山角小鉢�￥1,620�
W110 × D110 × H47・270cc

1009-4090
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

2040-4090
3寸皿� ￥950�
φ103 × H19

1147-4090
小皿� ￥1,080�
φ132 × H28・210cc

OP-549�
140×32
￥230

2084-4090
八角4.5寸皿�￥1,730�
φ150 × H27・270cc

1035-4090
皿� ￥1,400�
φ165 × H28・350cc

OP-567�
174×36
￥330

2092-4090
八角5.5寸皿� ￥2,080�
φ170 × H27・390cc

1148-4090
皿� ￥1,460�
φ172 × H25・330cc

OP-382�
179×30
￥370

OP-7520�
188×38
￥360

OP-543�
190×45
￥330

1070-4090
皿� ￥1,570�
φ183 × H27・410cc

OP-538�
140×28
￥200

1089-4090
深皿� ￥1,130�
φ134 × H34・250cc

1011-4090
深皿� ￥1,130�
φ139 × H32・260cc

OP-568�
149×32
￥330

1083-4090
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

OP-568�
149×32
￥330

1013-4090
深皿� ￥1,380�
φ159 × H39・410cc

1068-4090
深皿� ￥1,530�
φ162 × H34・360cc

1143-4090
深皿� ￥1,530�
φ166 × H40・450cc

OP-567�
174×36
￥330

1090-4090
深皿� ￥1,530�
φ167 × H33・400cc

OP-567�
174×36
￥330

1137-4090
深皿� ￥1,620�
φ178 × H35・480cc

OP-7520�
188×38
￥360

1094-4090
深皿� ￥1,840�
φ197 × H39・700cc

1924-4090
深皿� ￥2,280�
φ220 × H39・820cc

1027-4090
深皿� ￥1,680�
φ185 × H42・590cc

OP-7500�
193×35
￥380

OP-383�
157×30
￥320

1031-4090
煮物鉢� ￥1,480�
φ150 × H46・450cc

OP-567�
174×36
￥330

1046-4090
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

2091-4090
八角煮物鉢� ￥2,380�
φ169 × H41・470cc

2055-4090
角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H22

OP-548�
170×130×37
￥300

1720-4090
角皿� ￥1,950�
W172 × D109 × H31・ 310cc

2056-4090
角皿� ￥2,210�
W182 × D129 × H24

2057-4090
角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H22

OP-542�
210×147×47
￥350

2062-4090
ろくべい湯呑�￥1,370�
φ68 × H82・170cc

2060-4090
湯呑� ￥1,110�
φ88 × H58・180cc

2025-4090
コップ� ￥1,280�
φ75 × H65・160cc

1956-4090
カップ（スタック不可）�￥1,330�
φ83 × H70・200cc

OP-512�
88×10
￥200

OP-540�
110×28
￥200

1016-4090
皿� ￥1,460�
φ178 × H26・390cc

1964-4090
丸小鉢� ￥1,290�
φ105 × H35 ・180cc

OP-540�
110×28
￥200

OP-564�
90×90×28
￥220

OP-541�
112×112×30
￥200

OP-540�
110×28
￥200

OP-563�
107×24
￥200

OP-7501�
163×35
￥340

風花草

風花草 Fu ka s o u



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。19 20

2002-4010
京型丸碗� ￥1,530�
φ115 × H54・230cc

2009-4010
玉縁茶碗� ￥1,420�
φ120 × H54・220cc

2005-4010（身）
ミニ丼� ￥1,510
2006-4010（蓋）
ミニ丼� ￥1,210�
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2010-4010（身）
多用碗� ￥1,680
2011-4010（蓋）
多用碗� ￥1,260�
身 φ121 × H60（85）・350cc
蓋 φ107 × H33

2014-4010（身）
少々丼� ￥1,580
2015-4010（蓋）
少々丼� ￥1,370�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2016-4010（身）
小丼� ￥1,740
2017-4010（蓋）
小丼� ￥1,420�
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

2018-4010（身）
中丼� ￥2,000
2019-4010（蓋）
中丼� ￥1,530�
身 φ143 × H71（97）・500cc
蓋 φ127 × H35

2020-4010（身）
煮物碗� ￥1,790
2022-4010（蓋）
煮物碗� ￥1,530�
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2021-4010（身）
大丼� ￥2,210
2022-4010（蓋）
大丼� ￥1,530�
身 φ149 × H74（103）・650cc
蓋 φ136 × H36

2023-4010（身）
むし碗� ￥1,260
2024-4010（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ72 × H63（80）・160cc
蓋 φ80 × H26

2063-4010（身）
十二角むし碗� ￥1,420
2064-4010（蓋）
十二角むし碗� ￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2025-4010（身）
むし碗� ￥1,280
2026-4010（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2038-4010
角小鉢� ￥1,390�
W85 × D85 × H45・160cc

2039-4010
角小鉢� ￥1,570�
W97 × D97 × H50・250cc

2083-4010
四ツ山角小鉢�￥1,450�
W98 × D98× H43・180cc

OP-540�
110×28
￥200

2080-4010
六ツ山小鉢� ￥1,510�
φ108 × H53・210cc

2033-4010
三ツ山小鉢� ￥1,390�
φ110 × H50・230cc

2034-4010
三ツ山小鉢� ￥1,620�
φ120 × H55・310cc

OP-563�
107×24
￥200

1009-4010
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

2040-4010
3寸皿� ￥950�
φ103 × H19

2042-4010
4寸皿� ￥1,160�
φ137 × H23

2043-4010
5寸皿� ￥1,390�
φ167 × H27

1011-4010
深皿� ￥1,130�
φ139 × H32・260cc

1083-4010
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

1143-4010
深皿� ￥1,530�
φ166 × H40・450cc

OP-567�
174×36
￥330

1027-4010
深皿� ￥1,680�
φ185 × H42・590cc

OP-7500�
193×35
￥380

2055-4010
角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H22

OP-548�
170×130×37
￥300

2056-4010
角皿� ￥2,210�
W182 × D129 × H24

2057-4010
角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H22

OP-542�
210×147×47
￥350

2062-4010
ろくべい湯呑� ￥1,370�
φ68 × H82・170cc

2059-4010
長湯呑� ￥1,370�
φ68 × H86・220cc

2070-4010
ろくべい湯呑� ￥1,530�
φ75 × H87・240cc

2060-4010
湯呑� ￥1,110�
φ88 × H58・180cc

2025-4010
コップ� ￥1,280�
φ75 × H65・160cc

OP-568�
149×32
￥330

OP-568�
149×32
￥330

OP-549�
140×140×32
￥230

つゆ草

つゆ草 Ts u y u k u s a



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。21 22

2001-4240
ろくべい茶碗� ￥1,420�
φ110 × H54・230cc

2009-4240
玉縁茶碗� ￥1,420�
φ120 × H54・220cc

2002-4240
京型丸碗� ￥1,530�
φ115 × H54・230cc

1976-4240
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

2014-4240（身）
少々丼� ￥1,580
2015-4240（蓋）
少々丼� ￥1,370�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2063-4240（身）
十二角むし碗� ￥1,420
2064-4240（蓋）
十二角むし碗� ￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

OP-540�
110×28
￥200

OP-563�
107×24
￥200

1009-4240
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

1147-4240
小皿� ￥1,080�
φ132 × H28・210cc

OP-549�
140×32
￥230

2084-4240
八角4.5寸皿� ￥1,730�
φ150 × H27・270cc

1035-4240
皿� ￥1,400�
φ165 × H28・350cc

2092-4240
八角5.5寸皿� ￥2,080�
φ170 × H27・390cc

1148-4240
皿� ￥1,460�
φ172 × H25・330cc

OP-382�
179×30
￥370

OP-543�
190×45
￥330

1070-4240
皿� ￥1,570�
φ183 × H27・410cc

1140-4240
皿� ￥1,730�
φ193 × H29・460cc

1080-4240
皿� ￥1,950�
φ198 × H26・255cc

OP-538�
140×28
￥200

1089-4240
深皿� ￥1,130�
φ134 × H34・250cc

1083-4240
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

1072-4240
深皿� ￥1,380�
φ147 × H35・330cc

OP-562�
150×31
￥230

1143-4240
深皿� ￥1,530�
φ166 × H40・450cc

OP-567�
174×36
￥330

1090-4240
深皿� ￥1,530�
φ167 × H33・400cc

OP-567�
174×36
￥330

1137-4240
深皿� ￥1,620�
φ178 × H35・480cc

1027-4240
深皿� ￥1,680�
φ185 × H42・590cc

OP-7500�
193×35
￥380

1924-4240
深皿� ￥2,280�
φ220 × H39・820cc

2082-4240
八角煮物鉢� ￥1,900�
φ150 × H43・370cc

1046-4240
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

2091-4240
八角煮物鉢� ￥2,380�
φ169 × H41・470cc

OP-548�
170×130×37
￥300

2085-4240
隅切角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H25

1720-4240
角皿� ￥1,950�
W172 × D109 × H31・ 310cc

OP-542�
210×147×47
￥350

2086-4240
隅切角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H25

2062-4240
ろくべい湯呑� ￥1,370�
φ68 × H82・170cc

2005-4240（身）
ミニ丼� ￥1,530
2006-4240（蓋）
ミニ丼� ￥1,240�
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

OP-567�
174×36
￥330

OP-568�
149×32
￥330

OP-7520�
188×38
￥360

OP-567�
174×36
￥330

OP-540�
110×28
￥200

OP-564�
90×90×28
￥220

2036-4240
四ツ山角小鉢� ￥1,210�
W88 × D88 × H38・120cc

1931-4240
隅切角小鉢� ￥1,580�
W96 × D96 × H50・230cc

1964-4240
丸小鉢� ￥1,290�
φ105 × H35 ・180cc

OP-541�
112×112×30
￥200

2037-4240
四ツ山角小鉢� ￥1,620�
W110 × D110 × H47・270cc

色十草

色十草 I r o t o k u s a



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。23 24

2001-4220
ろくべい茶碗� ￥1,420�
φ110 × H54・230cc

1976-4220
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

2009-4220
玉縁茶碗� ￥1,420�
φ120 × H54・220cc

2075-4220
ろくべい茶碗� ￥1,580�
φ122 × H57・320cc

1982-4220
深口3.8寸丼� ￥1,580�
φ122 × H63・360cc

2005-4220（身）
ミニ丼� ￥1,530
2006-4220（蓋）
ミニ丼� ￥1,240�
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2063-4220（身）
十二角むし碗� ￥1,420
2064-4220（蓋）
十二角むし碗� ￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

OP-563�
107×24
￥200

1009-4220
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

2040-4220
3寸皿� ￥950�
φ103 × H19

1147-4220
小皿� ￥1,080�
φ132 × H28・210cc

OP-549�
140×32
￥230

2042-4220
4寸皿� ￥1,160�
φ137 × H23

2084-4220
八角4.5寸皿� ￥1,730�
φ150 × H27・270cc

2043-4220
5寸皿� ￥1,390�
φ167 × H27

2092-4220
八角5.5寸皿� ￥2,080�
φ170 × H27・390cc

1016-4220
皿� ￥1,460�
φ178 × H26・390cc

OP-538�
140×28
￥200

1089-4220
深皿� ￥1,130�
φ134 × H34・250cc

1011-4220
深皿� ￥1,130�
φ139 × H32・260cc

1083-4220
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

1068-4220
深皿� ￥1,530�
φ162 × H34・360cc

1143-4220
深皿� ￥1,530�
φ166 × H40・450cc

OP-567�
174×36
￥330

1090-4220
深皿� ￥1,530�
φ167 × H33・400cc

OP-567�
174×36
￥330

1137-4220
深皿� ￥1,620�
φ178 × H35・480cc

OP-7520�
188×38
￥360

1094-4220
深皿� ￥1,840�
φ197 × H39・700cc

1924-4220
深皿� ￥2,280�
φ220 × H39・820cc

2082-4220
八角煮物鉢� ￥1,900�
φ150 × H43・370cc

OP-383�
157×30
￥320

1031-4220
煮物鉢� ￥1,480�
φ150 × H46・450cc

OP-567�
174×36
￥330

1046-4220
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

1135-4220
煮物鉢� ￥1,830�
φ170 × H46・580cc

OP-382�
179×30
￥370

OP-548�
170×130×37
￥300

2085-4220
隅切角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H25

OP-542�
210×147×47
￥350

2086-4220
隅切角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H25

2062-4220
ろくべい湯呑� ￥1,370�
φ68 × H82・170cc

2060-4220
湯呑� ￥1,110�
φ88 × H58・180cc

OP-7520�
188×38
￥360

OP-568�
149×32
￥330

OP-568�
149×32
￥330

OP-540�
110×28
￥200

OP-564�
90×90×28
￥220

2036-4220
四ツ山角小鉢� ￥1,210�
W88 × D88 × H38・120cc

1931-4220
隅切角小鉢� ￥1,580�
W96 × D96 × H50・230cc

1978-4220
丸小鉢� ￥1,400�
φ100 × H49・240cc

2033-4220
三ツ山小鉢� ￥1,390�
φ110 × H50・230cc

2034-4220
三ツ山小鉢� ￥1,620�
φ120 × H55・310cc

OP-549�
140×140×32
￥230

春秋もみじ

春秋もみじ Sy u n j y u  m o m i j i



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。25 26

2002-4050
京型丸碗� ￥1,530�
φ115 × H54・230cc

2061-4050
たたき飯碗� ￥1,530�
φ123 × H54・330cc

2016-4050（身）
小丼� ￥1,740
2017-4050（蓋）
小丼� ￥1,420�
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

2018-4050（身）
中丼� ￥2,000
2019-4050（蓋）
中丼� ￥1,530�
身 φ143 × H71（97）・500cc
蓋 φ127 × H35

2020-4050（身）
煮物碗� ￥2,000
2022-4050（蓋）
煮物碗� ￥1,530�
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2021-4050（身）
大丼� ￥2,210
2022-4050（蓋）
大丼� ￥1,530�
身 φ149 × H74（103）・650cc
蓋 φ136 × H36

2023-4050（身）
むし碗� ￥1,320
2024-4050（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ72 × H63（80）・160cc
蓋 φ80 × H26

2063-4050（身）
十二角むし碗� ￥1,420
2064-4050（蓋）
十二角むし碗� ￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2029-4050（身）
むし碗� ￥1,470
2030-4050（蓋）
むし碗� ￥1,160�
身 φ87 × H73（87）・280cc
蓋 φ96 × H26

2038-4050
角小鉢� ￥1,390�
W85 × D85 × H45・160cc

2040-4050
3寸皿� ￥950�
φ103 × H19

1070-4050
皿� ￥1,570�
φ183 × H27・410cc

OP-538�
140×28
￥200

1089-4050
深皿� ￥1,130�
φ134 × H34・250cc

1011-4050
深皿� ￥1,130�
φ139 × H32・260cc

1083-4050
深皿� ￥1,280�
φ140 × H40・300cc

1143-4050
深皿� ￥1,530�
φ166 × H40・450cc

OP-567�
174×36
￥330

1090-4050
深皿� ￥1,530�
φ167 × H33・400cc

OP-567�
174×36
￥330

1137-4050
深皿� ￥1,620�
φ178 × H35・480cc

OP-7520�
188×38
￥360

OP-567�
174×36
￥330

1046-4050
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

2055-4050
角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H22

OP-548�
170×130×37
￥300

2057-4050
角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H22

OP-542�
210×147×47
￥350

2060-4050
湯呑� ￥1,110�
φ88 × H58・180cc

2025-4050
コップ� ￥1,280�
φ75 × H65・160cc

1956-4050
カップ（スタック不可）� ￥1,330�
φ83 × H70・200cc

OP-512�
88×10
￥200

2042-4050
4寸皿� ￥1,160�
φ137 × H23

2043-4050
5寸皿� ￥1,390�
φ167 × H27

2039-4050
角小鉢� ￥1,570�
W97 × D97 × H50・250cc

2033-4050
三ツ山小鉢� ￥1,390�
φ110 × H50・230cc

2025-4050（身）
むし碗� ￥1,280
2026-4050（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

OP-543�
190×45
￥330

OP-568�
149×32
￥330

OP-568�
149×32
￥330

赤絵花唐草

赤絵花唐草 A ka e h a n a ka r a k u s a



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。27 28

2001-4200
ろくべい茶碗� ￥1,470�
φ110 × H54・230cc

1976-4200
十二角茶碗� ￥1,370�
φ112 × H59・260cc

2002-4200
京型丸碗� ￥1,580�
φ115 × H54・230cc

2075-4200
ろくべい茶碗� ￥1,630�
φ122 × H57・320cc

2005-4200（身）
ミニ丼� ￥1,580
2006-4200（蓋）
ミニ丼� ￥1,300�
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2014-4200（身）
少々丼� ￥1,630
2015-4200（蓋）
少々丼� ￥1,420�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2016-4200（身）
小丼� ￥1,790
2017-4200（蓋）
小丼� ￥1,470�
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

2020-4200（身）
煮物碗� ￥2,050
2022-4200（蓋）
煮物碗� ￥1,580�
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2025-4200（身）
むし碗� ￥1,330
2026-4200（蓋）
むし碗� ￥1,160�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2063-4200（身）
十二角むし碗� ￥1,470
2064-4200（蓋）
十二角むし碗� ￥1,210�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

OP-540�
110×28
￥200

OP-563�
107×24
￥200

1009-4200
小皿� ￥960�
φ98 × H27・110cc

2040-4200
3寸皿� ￥1,000�
φ103 × H19

2043-4200
5寸皿� ￥1,440�
φ167 × H27

1148-4200
皿� ￥1,510�
φ172 × H25・330cc

OP-382�
179×30
￥370

1080-4200
皿� ￥2,000�
φ198 × H26・255cc

1072-4200
深皿� ￥1,430�
φ147 × H35・330cc

OP-562�
150×31
￥230

1013-4200
深皿� ￥1,430�
φ159 × H39・410cc

OP-7501�
163×35
￥340

1068-4200
深皿� ￥1,580�
φ162 × H34・360cc

1027-4200
深皿� ￥1,730�
φ185 × H42・590cc

OP-7500�
193×35
￥380

1924-4200
深皿� ￥2,480�
φ220 × H39・820cc

OP-383�
157×30
￥320

1031-4200
煮物鉢� ￥1,530�
φ150 × H46・450cc

OP-548�
170×130×37
￥300

2085-4200
隅切角皿� ￥2,000�
W165 × D125 × H25

2055-4200
角皿� ￥2,000�
W165 × D125 × H22

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-542�
210×147×47
￥350

2086-4200
隅切角皿� ￥2,470�
W200 × D135 × H25

2025-4200
コップ� ￥1,330�
φ75 × H65・160cc

OP-540�
110×28
￥200

2039-4200
角小鉢� ￥1,620�
W97 × D97 × H50・250cc

1978-4200
丸小鉢� ￥1,450�
φ100 × H49・240cc

1964-4200
丸小鉢� ￥1,340�
φ105 × H35 ・180cc

2033-4200
三ツ山小鉢� ￥1,440�
φ110 × H50・230cc

OP-541�
112×112×30
￥200

2037-4200
四ツ山角小鉢� ￥1,670�
W110 × D110 × H47・270cc

2034-4200
三ツ山小鉢� ￥1,670�
φ120 × H55・310cc

OP-549�
140×140×32
￥230

染牡丹

染牡丹 S o m e b o t a n



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。29 30

2009-4020
玉縁茶碗� ￥1,420
φ120 × H54・220cc

2005-4020（身）
ミニ丼� ￥1,510
2006-4020（蓋）
ミニ丼� ￥1,210
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2010-4020（身）
多用碗� ￥1,680
2011-4020（蓋）
多用碗� ￥1,260
身 φ121 × H60（85）・350cc
蓋 φ107 × H33

2016-4020（身）
小丼� ￥1,740
2017-4020（蓋）
小丼� ￥1,420
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

2020-4010（身）
煮物碗� ￥1,790
2022-4020（蓋）
煮物碗� ￥1,530
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2038-4020
角小鉢� ￥1,390
W85 × D85 × H45・160cc

2083-4020
四ツ山角小鉢� ￥1,450
W98 × D98 × H43・180cc

1009-4020
小皿� ￥910
φ98 × H27・110cc

2033-4020
三ツ山小鉢� ￥1,390
φ110 × H50・230cc

2040-4020
3寸皿� ￥950
φ103 × H19

2043-4020
5寸皿� ￥1,390
φ167 × H27

1011-4020
深皿� ￥1,130
φ139 × H32・260cc

1143-4020
深皿� ￥1,530
φ166 × H40・450cc

2055-4020
角皿� ￥1,950
W165 × D125 × H22

2056-4020
角皿� ￥2,210
W182 × D129 × H24

2062-4020
ろくべい湯呑� ￥1,370
φ68 × H82・170cc

2059-4020
長湯呑� ￥1,370
φ68 × H86・220cc

2070-4020
ろくべい湯呑� ￥1,530
φ75 × H87・240cc

2060-4020
湯呑� ￥1,110
φ88 × H58・180cc

2002-4040
京型丸碗� ￥1,530
φ115 × H54・230cc

2009-4040
玉縁茶碗� ￥1,420
φ120 × H54・220cc

2007-4040（身）
ろくべい汁碗� ￥1,580
2008-4040（蓋）
ろくべい汁碗� ￥1,260
身 φ110 × H67（94）・240cc
蓋 φ98 × H35

2005-4040（身）
ミニ丼� ￥1,510
2006-4040（蓋）
ミニ丼� ￥1,210
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2014-4040（身）
少々丼� ￥1,580
2015-4040（蓋）
少々丼� ￥1,370
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2020-4010（身）
煮物碗� ￥1,790
2022-4040（蓋）
煮物碗� ￥1,530
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2021-4040（身）
大丼� ￥2,210
2022-4040（蓋）
大丼� ￥1,530
身 φ149 × H74（103）・650cc
蓋 φ136 × H36

2038-4040
角小鉢� ￥1,390
W85 × D85 × H45・160cc

2083-4040
四ツ山角小鉢� ￥1,450
W98 × D98 × H43・180cc

2040-4040
3寸皿� ￥950
φ103 × H19

2069-4040
7寸皿� ￥2,940
φ220 × H28

1011-4040
深皿� ￥1,130
φ139 × H32・260cc

1094-4040
深皿� ￥1,840
φ197 × H39・700cc

2055-4040
角皿� ￥1,950
W165 × D125 × H22

2057-4040
角皿� ￥2,420
W200 × D135 × H22

2062-4040
ろくべい湯呑� ￥1,370
φ68 × H82・170cc

2070-4040
ろくべい湯呑� ￥1,530
φ75 × H87・240cc

2033-4040
三ツ山小鉢� ￥1,390
φ110 × H50・230cc

OP-540�
110×28
￥200

2080-4020
六ツ山小鉢� ￥1,510
φ108 × H53・210cc

2034-4020
三ツ山小鉢� ￥1,620
φ120 × H55・310cc

OP-549�
140×140×32
￥230

OP-563�
107×24
￥200

OP-568�
149×32
￥330

OP-567�
174×36
￥330

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-540�
110×28
￥200

2080-4040
六ツ山小鉢� ￥1,510
φ108 × H53・210cc

OP-568�
149×32
￥330

OP-548�
170×130×37
￥300

2034-4040
三ツ山小鉢� ￥1,620
φ120 × H55・310cc

OP-542�
210×147×47
￥350

OP-549�
140×140×32
￥230

さがの/はなごよみ

さがの はなごよみS a g a n o H a n a g o y o m i



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。31 32

2001-4230
ろくべい茶碗� ￥1,420�
φ110 × H54・230cc

2075-4230
ろくべい茶碗� ￥1,580�
φ122 × H57・320cc

1982-4230
深口3.8寸丼� ￥1,580�
φ122 × H63・360cc

2020-4230（身）
煮物碗� ￥2,000
2022-4230（蓋）
煮物碗� ￥1,530�
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2025-4230（身）
むし碗� ￥1,280
2026-4230（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2063-4230（身）
十二角むし碗� ￥1,420
2064-4230（蓋）
十二角むし碗� ￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

1009-4230
小皿� ￥910�
φ98 × H27・110cc

1147-4230
小皿� ￥1,080�
φ132 × H28・210cc

2084-4230
八角4.5寸皿� ￥1,730�
φ150 × H27・270cc

1035-4230
皿� ￥1,400�
φ165 × H28・350cc

2043-4230
5寸皿� ￥1,390�
φ167 × H27

2092-4230
八角5.5寸皿� ￥2,080�
φ170 × H27・390cc

1070-4230
皿� ￥1,570�
φ183 × H27・410cc

1140-4230
皿� ￥1,730�
φ193 × H29・460cc

1011-4230
深皿� ￥1,130�
φ139 × H32・260cc

1137-4230
深皿� ￥1,620�
φ178 × H35・480cc

1013-4230
深皿� ￥1,380�
φ159 × H39・410cc

1143-4230
深皿� ￥1,530�
φ166 × H40・450cc

1090-4230
深皿� ￥1,530�
φ167 × H33・400cc

1031-4230
煮物鉢� ￥1,480�
φ150 × H46・450cc

1046-4230
煮物鉢� ￥1,530�
φ163 × H48・510cc

2091-4230
八角煮物鉢� ￥2,380�
φ169 × H41・470cc

2085-4230
隅切角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H25

2086-4230
隅切角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H25

2062-4230
ろくべい湯呑� ￥1,370�
φ68 × H82・170cc

2033-4230
三ツ山小鉢� ￥1,390�
φ110 × H50・230cc

OP-543�
190×45
￥330

OP-568�
149×32
￥330

OP-7501�
163×35
￥340

OP-567�
174×36
￥330

OP-567�
174×36
￥330

OP-7520�
188×38
￥360

OP-383�
157×30
￥320

OP-567�
174×36
￥330

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-542�
210×147×47
￥350

OP-563�
107×24
￥200

OP-549�
140×32
￥230

OP-567�
174×36
￥330

2036-4230
四ツ山角小鉢� ￥1,210�
W88 × D88 × H38・120cc

1978-4230
丸小鉢� ￥1,400�
φ100 × H49・240cc

2034-4230
三ツ山小鉢� ￥1,620�
φ120 × H55・310cc

2059-4230
長湯呑� ￥1,280�
φ68 × H86・220cc

2061-4070
たたき飯碗� ￥1,530
φ123 × H54・330cc

2005-4070（身）
ミニ丼� ￥1,530
2006-4070（蓋）
ミニ丼� ￥1,240
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2014-4070（身）
少々丼� ￥1,580
2015-4070（蓋）
少々丼� ￥1,370
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2038-4070
角小鉢� ￥1,390
W85 × D85 × H45・160cc

2055-4070
角皿� ￥1,950
W165 × D125 × H22

2057-4070
角皿� ￥2,420
W200 × D135 × H22

2039-4070
角小鉢� ￥1,570
W97 × D97 × H50・250cc

2033-4070
三ツ山小鉢� ￥1,390
φ110 × H50・230cc

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-542�
210×147×47
￥350

OP-540�
110×28
￥200

OP-564�
90×90×28
￥220

OP-549�
140×140×32
￥230

赤絵小花/呉須絵波紋菊

赤絵小花 A ka e ko b a n a

呉須絵波紋菊 G o s u e h a m o n g i k u



33 34※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。

2005-4080（身）
ミニ丼� ￥1,530
2006-4080（蓋）
ミニ丼� ￥1,240
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2010-4080（身）
多用碗� ￥1,680
2011-4080（蓋）
多用碗� ￥1,260
身 φ121 × H60（85）・350cc
蓋 φ107 × H33

2025-4080（身）
むし碗� ￥1,280
2026-4080（蓋）
むし碗� ￥1,110
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2038-4080
角小鉢� ￥1,390
W85 × D85 × H45・160cc

2040-4080
3寸皿� ￥950
φ103 × H19

2042-4080
4寸皿� ￥1,160
φ137 × H23

2043-4080
5寸皿� ￥1,390
φ167 × H27

1089-4080
深皿� ￥1,130
φ134 × H34・250cc

1011-4080
深皿� ￥1,130
φ139 × H32・260cc

1143-4080
深皿� ￥1,530
φ166 × H40・450cc

1090-4080
深皿� ￥1,530
φ167 × H33・400cc

1137-4080
深皿� ￥1,620
φ178 × H35・480cc

1046-4080
煮物鉢� ￥1,530
φ163 × H48・510cc

1135-4080
煮物鉢� ￥1,830
φ170 × H46・580cc

1136-4080
深鉢� ￥1,950
φ183 × H46・680cc

2055-4080
角皿� ￥1,950
W165 × D125 × H22

2057-4080
角皿� ￥2,420
W200 × D135 × H22

2025-4080
コップ� ￥1,280
φ75 × H65・160cc

2039-4080
角小鉢� ￥1,570
W97 × D97 × H50・250cc

2036-4080
四ツ山角小鉢� ￥1,210
W88 × D88 × H38・120cc

2037-4080
四ツ山角小鉢� ￥1,620
W110 × D110 × H47・270cc

1035-4080
皿� ￥1,400
φ165 × H28・350cc

1016-4080
皿� ￥1,460
φ178 × H26・390cc

OP-567�
174×36
￥330

OP-7520�
188×38
￥360

OP-538�
140×28
￥200

OP-568�
149×32
￥330

OP-567�
174×36
￥330

OP-567�
174×36
￥330

OP-7520�
188×38
￥360

OP-567�
174×36
￥330

OP-382�
179×30
￥370

OP-7520�
188×38
￥360

OP-548�
170×130×37
￥300

OP-542�
210×147×47
￥350

1720-1050
角皿� ￥1,950
W172 × D109 × H31・ 310cc

2025-1050
コップ� ￥1,280
φ75 × H65・160cc

1984-1050
コップ� ￥1,330
φ88 × H65・220cc

1926-1050
スタックカップ� ￥1,330
φ73 × H71・200cc

1977-1050
スタックカップ� ￥1,230
φ78 × H67・210cc

1925-1050
カップ（スタック不可）� ￥1,400
φ79 × H83・280cc

1956-1050
カップ（スタック不可）� ￥1,330
φ83 × H70・200cc

1720-1060
角皿� ￥1,950
W172 × D109 × H31・ 310cc

2025-1060
コップ� ￥1,280
φ75 × H65・160cc

1984-1060
コップ� ￥1,330
φ88 × H65・220cc

1926-1060
スタックカップ� ￥1,330
φ73 × H71・200cc

1977-1060
スタックカップ� ￥1,230
φ78 × H67・210cc

1925-1060
カップ（スタック不可）� ￥1,400
φ79 × H83・280cc

1956-1060
カップ（スタック不可）� ￥1,330
φ83 × H70・200cc

OP-512�
88×10
￥200

OP-512�
88×10
￥200

OP-564�
90×90×28
￥220

OP-541�
112×112×30
￥200

赤絵つる草/花の冠

赤絵つる草 A ka e t s u r u k u s a

花の冠ブルー H a n a n o ka n m u r i - B l u e

花の冠ピンク H a n a n o ka n m u r i - P i n k



35 36※「チェリー」「アクア」「黄色」は色釉で加飾しているため、製品に色ムラが生じます。あらかじめご了承ください。 ※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。

2001-4060
ろくべい茶碗� ￥1,420�
φ110 × H54・230cc

1976-4060
十二角茶碗� ￥1,320�
φ112 × H59・260cc

2002-4060
京型丸碗� ￥1,530�
φ115 × H54・230cc

2061-4060
たたき飯碗� ￥1,530�
φ123 × H54・330cc

2005-4060（身）
ミニ丼� ￥1,530
2006-4060（蓋）
ミニ丼� ￥1,240�
身 φ119 × H58（79）・300cc
蓋 φ105 × H27

2014-4060（身）
少々丼� ￥1,580
2015-4060（蓋）
少々丼� ￥1,370�
身 φ130 × H66（91）・350cc
蓋 φ115 × H34

2016-4060（身）
小丼� ￥1,740
2017-4060（蓋）
小丼� ￥1,420�
身 φ136 × H66（92）・420cc
蓋 φ118 × H35

2020-4060（身）
煮物碗� ￥2,000
2022-4060（蓋）
煮物碗� ￥1,530�
身 φ146 × H55（82）・500cc
蓋 φ136 × H36

2025-4060（身）
むし碗� ￥1,280
2026-4060（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ75 × H65（83）・160cc
蓋 φ78 × H22

2023-4060（身）
むし碗� ￥1,320
2024-4060（蓋）
むし碗� ￥1,110�
身 φ72 × H63（80）・160cc
蓋 φ80 × H26

2063-4060（身）
十二角むし碗� ￥1,420
2064-4060（蓋）
十二角むし碗� ￥1,160�
身 φ76 × H65（80）・190cc
蓋 φ85 × H25

2038-4060
角小鉢� ￥1,390�
W85 × D85 × H45・160cc

2036-4060
四ツ山角小鉢� ￥1,210�
W88 × D88 × H38・120cc

2083-4060
四ツ山角小鉢� ￥1,450�
W98 × D98 × H43・180cc

OP-540�
110×28
￥200

2080-4060
六ツ山小鉢� ￥1,510�
φ108 × H53・210cc

2055-4060
角皿� ￥1,950�
W165 × D125 × H22

OP-548�
170×130×37
￥300

2056-4060
角皿� ￥2,210�
W182 × D129 × H24

2057-4060
角皿� ￥2,420�
W200 × D135 × H22

OP-542�
210×147×47
￥350

2060-4060
湯呑� ￥1,110�
φ88 × H58・180cc

2025-4060
コップ� ￥1,280�
φ75 × H65・160cc

1926-4060
スタックカップ� ￥1,330�
φ73 × H71・200cc

1977-4060
スタックカップ� ￥1,230�
φ78 × H67・210cc

1925-4060
カップ（スタック不可）� ￥1,400�
φ79 × H83・280cc

1956-4060
カップ（スタック不可）� ￥1,330�
φ83 × H70・200cc

OP-512�
88×10
￥200

2036-6210
四ツ山角小鉢� ￥1,050�
W88 × D88 × H38・120cc

2037-6210
四ツ山角小鉢� ￥1,530�
W110 × D110 × H47・270cc

2036-6220
四ツ山角小鉢� ￥1,050�
W88 × D88 × H38・120cc

2037-6220
四ツ山角小鉢� ￥1,530�
W110 × D110 × H47・270cc

2074-0212
八角小付� ￥1,110�
φ75 × H40・100cc

2049-0212
二方切千代口�￥1,050�
φ73 × 67 × H30・40cc

2038-0212
角小鉢� ￥1,160�
W85 × D85 × H45・160cc

2047-0212
菊割小付� ￥1,210�
φ88 × H39・70cc

1931-0212
隅切角小鉢� ￥1,470�
W96 × D96 × H50・230cc

OP-540�
110×28
￥200

OP-564�
90×90×28
￥220

2039-4060
角小鉢� ￥1,570�
W97 × D97 × H50・250cc

2033-4060
三ツ山小鉢� ￥1,390�
φ110 × H50・230cc

2037-4060
四ツ山角小鉢� ￥1,620�
W110 × D110 × H47・270cc

2034-4060
三ツ山小鉢� ￥1,620�
φ120 × H55・310cc

OP-541�
112×112×30
￥200

OP-549�
140×140×32
￥230

OP-564�
90×90×28
￥220

OP-564�
90×90×28
￥220

OP-541�
112×112×30
￥200

OP-541�
112×112×30
￥200

OP-7512�
98×28
￥230

うらら U r a r a

チェリー/アクア Ch e r r y/A q u a

黄色 K i i r o

うらら/チェリー/アクア/黄色



※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。37 38

2074-2750
八角小付� ￥1,110
φ75 × H40・100cc

2074-2720
八角小付� ￥1,110
φ75 × H40・100cc

2074-2740
八角小付� ￥1,110
φ75 × H40・100cc

2074-2780
八角小付� ￥1,110
φ75 × H40・100cc

2975-2750
深口丸小鉢� ￥1,330
φ91 × H52・195cc

2975-2720
深口丸小鉢� ￥1,330
φ91 × H52・195cc

2975-2740
深口丸小鉢� ￥1,330
φ91 × H52・195cc

2975-2780
深口丸小鉢� ￥1,330
φ91 × H52・195cc

2067-2750
八角小鉢� ￥1,210
φ91 × H41・160cc

2067-2720
八角小鉢� ￥1,210
φ91 × H41・160cc

2067-2740
八角小鉢� ￥1,210
φ91 × H41・160cc

2067-2780
八角小鉢� ￥1,210
φ91 × H41・160cc

2048-2750
菊割小鉢� ￥1,970
φ125 × H57・180cc

2048-2720
菊割小鉢� ￥1,970
φ125 × H57・180cc

2048-2740
菊割小鉢� ￥1,970
φ125 × H57・180cc

2047-2720
菊割小付� ￥1,210
φ88 × H39・70cc

2959-2720
ろくべい小鉢� ￥1,280
φ90 × H52・150cc

2958-2720
ろくべい小付� ￥1,110
φ90 × H38・100cc

1978-2720
丸小鉢� ￥1,290
φ100 × H49・240cc

2047-2750
菊割小付� ￥1,210
φ88 × H39・70cc

2959-2750
ろくべい小鉢� ￥1,280
φ90 × H52・150cc

2958-2750
ろくべい小付� ￥1,110
φ90 × H38・100cc

1978-2750
丸小鉢� ￥1,290
φ100 × H49・240cc

2049-2740
二方切千代口�￥1,050
φ73 × 67 × H30・40cc

2047-2740
菊割小付� ￥1,210
φ88 × H39・70cc

2959-2740
ろくべい小鉢� ￥1,280
φ90 × H52・150cc

2958-2740
ろくべい小付� ￥1,110
φ90 × H38・100cc

2959-2780
ろくべい小鉢� ￥1,280
φ90 × H52・150cc

2958-2780
ろくべい小付� ￥1,110
φ90 × H38・100cc

1978-2740
丸小鉢� ￥1,290
φ100 × H49・240cc

2049-2720
二方切千代口�￥1,050
φ73 × 67 × H30・40cc

2049-2750
二方切千代口�￥1,050
φ73 × 67 × H30・40cc

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

OP-7512�
98×28
￥230

ぼかし

ぼかしピンク

ぼかし紫

ぼかしオレンジ

ぼかし若草

B o ka s h i - P i n k

B o ka s h i - M u r a s a k i

B o ka s h i - O ra n g e

B o ka s h i -Wa ka k u s a



※「なつめ」「チェリー」「アクア」「黄色」は色釉で加飾しているため、製品に色ムラが生じます。あらかじめご了承ください。 39 40※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。

2052-6010
なつめ� ￥1,420

2052-6050
おぼろ� ￥1,420

2052-0212
黄色� ￥1,420

2052-2750
ぼかし紫� ￥1,420

2052-2720
ぼかしピンク� ￥1,420

2052-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,420

2052-6210
チェリー� ￥1,420

2052-6220
アクア� ￥1,420

2053-6010
なつめ� ￥1,420

2053-6050
おぼろ� ￥1,420

2053-2750
ぼかし紫� ￥1,420

2053-2720
ぼかしピンク� ￥1,420

2053-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,420

2053-6210
チェリー� ￥1,420

2051-2750
ぼかし紫� ￥1,420

2051-2720
ぼかしピンク� ￥1,420

2051-6210
チェリー� ￥1,420

2051-6220
アクア� ￥1,420

2051-6050
おぼろ� ￥1,420

2054-6050
おぼろ� ￥1,530

2054-0212
黄色� ￥1,530

2054-2750
ぼかし紫� ￥1,530

2054-2720
ぼかしピンク� ￥1,530

2054-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,530

2054-2780
ぼかし若草� ￥1,530

2093-4090
風花草� ￥1,130

2093-4240
色十草� ￥1,130

2054-6210
チェリー� ￥1,530

2050-2750
ぼかし紫� ￥1,530

2050-2720
ぼかしピンク� ￥1,530

2050-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,530

2050-6220
アクア� ￥1,530

松花堂

松花堂 S h o u ka d o u

菊形角皿
W113 × D113 × H20

注：OGSB-02、OGSB-03には使用できません。（P.61参照）
花丸皿
φ115 × H20

注：OGSB-02、OGSB-03には使用できません。（P.61参照）
四角皿
W112 × D112 × H15

OP-7510�
122×122×36
￥280

花四角小鉢
W110 × D110 × H34 ・ 200cc

菊形丸皿
φ115 × H20

OP-7510�
122×122×36
￥280

八角3.5寸皿
W112 × D112 × H22 ・ 110cc



※「チェリー」「アクア」「ビーンズ」「黄色」は色釉で加飾しているため、製品に色ムラが生じます。あらかじめご了承ください。 41 42※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。

2966-2750
ぼかし紫� ￥1,530

2966-2720
ぼかしピンク� ￥1,530

2966-2780
ぼかし若草� ￥1,530

2966-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,530

2966-2200
ふちサビ� ￥1,470

2967-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,530

2967-2750
ぼかし紫� ￥1,530

2967-2720
ぼかしピンク� ￥1,530

2967-2780
ぼかし若草� ￥1,530

2967-2200
ふちサビ� ￥1,470

2968-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,530

2968-2750
ぼかし紫� ￥1,530

2968-2720
ぼかしピンク� ￥1,530

2968-2780
ぼかし若草� ￥1,530

2968-2200
ふちサビ� ￥1,470

2961-0212
黄色� ￥1,320

2961-2750
ぼかし紫� ￥1,320

2961-2720
ぼかしピンク� ￥1,320

2961-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,320

2961-2780
ぼかし若草� ￥1,320

2960-2750
ぼかし紫� ￥1,320

2960-2780
ぼかし若草� ￥1,320

2960-2720
ぼかしピンク� ￥1,320

2960-4090
風花草� ￥1,470

2960-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,320

2032-2750
ぼかし紫� ￥1,210

2032-2720
ぼかしピンク� ￥1,210

2032-6210
チェリー� ￥1,210

2032-6220
アクア� ￥1,210

2032-6260
ビーンズ� ￥1,210

松花堂

松花堂 S h o u ka d o u

花びら小鉢
φ100 × H38 ・ 200cc

OP-540�
110×28
￥200

なぶり小鉢
φ106 × H45 ・ 210cc

四ツ山深小鉢
φ110 × H40 ・ 230cc

OP-7510�
122×122×36
￥280

正角隅切小鉢
W112 × D112 × H30 ・ 215cc

OP-7510�
122×122×36
￥280

正角小鉢
W112 × D112 × H37 ・ 245cc

ろくべい丸小鉢
φ112 × H37 ・ 200cc



※「なつめ」「わら」「チェリー」「アクア」は色釉で加飾しているため、製品に色ムラが生じます。あらかじめご了承ください。 43 44※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。

1901-6010
なつめ� ￥1,430

1901-6020
わら� ￥1,430

1901-6210
チェリー� ￥1,430

1901-6220
アクア� ￥1,430

1901-4040
はなごよみ� ￥1,430

1902-6210
チェリー� ￥1,830

1902-6020
わら� ￥1,830

1902-6220
アクア� ￥1,830

1902-4040
はなごよみ� ￥1,830

1902-6010
なつめ� ￥1,830

1903-6210
チェリー� ￥2,080

1903-6220
アクア� ￥2,080

1903-4010
つゆ草� ￥2,080

1903-4050
赤絵花唐草� ￥2,080

2065-4090
風花草� ￥1,950

2065-4080
赤絵つる草� ￥1,950

2065-4240
色十草� ￥1,950

2065-1050
花の冠�ブルー� ￥1,950

2065-1060
花の冠�ピンク� ￥1,950

1721-1050
花の冠�ブルー� ￥1,950

1721-1060
花の冠�ピンク� ￥1,950

1721-4240
色十草� ￥1,950

お客様の声から生まれた仕切皿です。
使いやすいサイズとして人気の高い長角皿にお客様のご要望により、仕切りがつきました。
仕切りは7：3と5：5の2種類。用途に合わせてお選びいただけます。

小振りのメイン料理にピッタリ。
ちょうど良い深さが便利。

大きさの違うお料理を盛りつける時は
7：3の仕切皿を。

二つのお総菜を一皿に
盛りつけたい場合は5：5を。

少し深めで汁気のある料理にも。 皿を増やさず品数が増やせます。 料理と調味料の組み合わせもOK。

長角皿（仕切りなし） 仕切り皿（5：5） 仕切り皿（7：3）

1721-4080
赤絵つる草　� ￥1,950

2081-4240
色十草� ￥1,240

2969-2740
ぼかしオレンジ� ￥1,530

2969-2750
ぼかし紫� ￥1,530

2969-2720
ぼかしピンク� ￥1,530

2969-2780
ぼかし若草� ￥1,530

2969-2200
ふちサビ� ￥1,470

2081-4090
風花草� ￥1,240

松花堂/スタック平皿/仕切り皿

松花堂

スタック平皿

仕切り皿

S h o u ka d o u

そぎ入り丸小鉢
φ113 × H40 ・ 190cc

角仕切皿（7：3）
W172 × D109 × H31 ・ 290cc

角仕切皿（5：5）
W172 × D109 × H31 ・ 270cc

φ121 × H40 ・ 210cc

OP-568�
149×32
￥330

φ140 × H40 ・ 380cc

OP-543
190×45
￥330φ165 × H40 ・ 460cc

OP-7510�
122×122×36
￥280

八角深皿
W112 × D112 × H40 ・ 130cc



2962-0000� ￥840
10cmスモール皿
φ103×H16／30cc

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。

2093-0000� ￥880
10cmスクエアプレート
φ112×H22／110cc

1610-0000� ￥790
7.5cm正角皿
76×76×H19

1724-0000� ￥3,150
四ツ仕切皿
220×203×H16／200cc

2970-0000� ￥1,890
リム付長角皿
199×135×H26／120cc

1605-0000� ￥2,050
27cmディナー皿
φ266×H27

1617-0000� ￥3,780
26cm正角皿
259×259×H28

2091-0000� ￥1,880
17cmスクエアボール
φ169×H41／470cc

1615-0000� ￥2,050
20cm正角皿
203×203×H21

1604-0000� ￥1,530
24cmミート皿
φ238×H27

1616-0000� ￥3,100
23cm正角皿
235×235×H22

とっても軽量で、しかも高い強度をもった高強度磁器食器のシリーズ。 

豊富な形状のラインナップからお選びいただくことができるようになりました。 

割れにくく経済的なのでランニングコストの低減につながります。

Re-OGISO Light

1602-0000� ￥1,160
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-0000� ￥950
17cmパン皿
φ164×H18

1164-0000� ￥1,110
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1193-0000� ￥1,260
16cmハーフリムシリアルボール
φ159×H49／240cc

1194-0000� ￥1,110
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1603-0000� ￥1,210
21cmデザート皿
φ205×H19

1613-0000� ￥1,370
14cm正角皿
142×142×H17

1612-0000� ￥900
11cm正角皿
112×112×H15

1614-0000� ￥1,680
17cm正角皿
169×169×H18

2954-0000� ￥2,310
三ツ仕切皿
298×106×H25／100cc

2949-0000� ￥3,990
六ツ仕切皿
299×211×H24／230cc

1192-0000� ￥1,320
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

2084-0000� ￥1,430
15cmスクエアプレート
φ150×H27／270cc

2092-0000� ￥1,680
17cmスクエアプレート
φ170×H27／390cc

2081-0000� ￥960
10cmスクエアボール
φ112×H32／130cc

2082-0000� ￥1,480
15cmスクエアボール
φ150×H43／370cc

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。 4645 印がついている物は専用フタがあります。　　 印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。



Dinner plate
ディナープレート

Dinner plate
ディナープレート

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

Harb ハーブ

Sensaika 茜彩花

Soup plate
スーププレート

Soup plate
スーププレート

水や風の穏やかな流れをシンプルに表現。

優しくてナチュラルな印象はどんなシーンにもマッチします。

Fleuve Blue

Fleuve Green

フルーヴ ブルー

フルーヴ グリーン

Fleuve フルーヴ 

Natural Design

1604-4310� ￥2,260
24cmミート皿
φ238×H27

1605-4310� ￥2,840
27cmディナー皿
φ266×H27

1603-4310� ￥1,740
21cmデザート皿
φ205×H19

1602-4310� ￥1,420
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-4310� ￥1,210
17cmパン皿
φ164×H18

1192-4310� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1164-4310� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1193-4310� ￥1,470
16cmハーフリムシリアルボール
φ159×H49／240cc

1194-4310� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1961-4310� ￥2,310
ブイヨンカップ
φ110×H152／300cc

1601-4310� ￥1,210
ソーサー
φ164×H18

1971-4310� ￥1,470
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-4310� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1970-4310� ￥1,530
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-4310� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1963-4310� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-4310� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1971-4300� ￥1,470
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-4300� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1961-4300� ￥2,310
ブイヨンカップ
φ110×H152／300cc

1601-4300� ￥1,210
ソーサー
φ164×H18

1970-4300� ￥1,530
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-4300� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1192-4300� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1164-4300� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1193-4300� ￥1,470
16cmハーフリムシリアルボール
φ159×H49／240cc

1963-4300� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-4300� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1194-4300� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1604-4300� ￥2,260
24cmミート皿
φ238×H27

1605-4300� ￥2,840
27cmディナー皿
φ266×H27

1603-4300� ￥1,740
21cmデザート皿
φ205×H19

1602-4300� ￥1,420
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-4300� ￥1,210
17cmパン皿
φ164×H18

1605-8120� ￥2,970
27cmディナー皿
φ266×H27

1604-8120� ￥2,370
24cmミート皿
φ238×H27

1603-8120� ￥1,740
21cmデザート皿
φ205×H19

1602-8120� ￥1,420
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-8120� ￥1,210
17cmパン皿
φ164×H18

1192-8120� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1193-8120� ￥1,470
16cmハーフシリアルボール
φ159×H49／240cc

1164-8120� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1194-8120� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1011-8120� ￥1,110
14cmベリー皿
φ139×H19／255cc

1605-8130� ￥2,970
27cmディナー皿
φ266×H27

1604-8130� ￥2,370
24cmミート皿
φ238×H27

1603-8130� ￥1,740
21cmデザート皿
φ205×H19

1602-8130� ￥1,420
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-8130� ￥1,210
17cmパン皿
φ164×H18

1192-8130� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1193-8130� ￥1,470
16cmハーフシリアルボール
φ159×H49／240cc

1164-8130� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1194-8130� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1011-8130� ￥1,110
14cmベリー皿
φ139×H19／255cc

1963-8130� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

5502-8130� ￥1,300
ソーサー
φ154×H18

1963-8120� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

5502-8120� ￥1,300
ソーサー
φ154×H18

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。 4847 印がついている物は専用フタがあります。　　 印がついている物はお取り寄せのフタがあります。お問い合わせください。



ドットをモチーフにした

明るくておしゃれなデザインが

モダンでカジュアルな食空間を演出。

Natura l  Design / F leuve

Fleuve Yellow

Fleuve Gray

フルーヴ イエロー

フルーヴ グレー ポルカ

Polka

1192-8140� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1193-8140� ￥1,470
16cmハーフシリアルボール
φ159×H49／240cc

1164-8140� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1194-8140� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1011-8140� ￥1,110
14cmベリー皿
φ139×H19／255cc

1605-8140� ￥2,970
27cmディナー皿
φ266×H27

1604-8140� ￥2,370
24cmミート皿
φ238×H27

1603-8140� ￥1,740
21cmデザート皿
φ205×H19

1602-8140� ￥1,420
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-8140� ￥1,210
17cmパン皿
φ164×H18

1963-8140� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

5502-8140� ￥1,300
ソーサー
φ154×H18

1605-8150� ￥2,970
27cmディナー皿
φ266×H27

1604-8150� ￥2,370
24cmミート皿
φ238×H27

1603-8150� ￥1,740
21cmデザート皿
φ205×H19

1602-8150� ￥1,420
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-8150� ￥1,210
17cmパン皿
φ164×H18

1192-8150� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1193-8150� ￥1,470
16cmハーフシリアルボール
φ159×H49／240cc

1164-8150� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1194-8150� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1011-8150� ￥1,110
14cmベリー皿
φ139×H19／255cc

1963-8150� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

5502-8150� ￥1,300
ソーサー
φ154×H18

1605-8160� ￥2,970
27cmディナー皿
φ266×H27

1604-8160� ￥2,370
24cmミート皿
φ238×H27

1603-8160� ￥1,740
21cmデザート皿
φ205×H19

1602-8160� ￥1,420
18cmデザート皿
φ178×H18

1601-8160� ￥1,210
17cmパン皿
φ164×H18

1192-8160� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1193-8160� ￥1,470
16cmハーフシリアルボール
φ159×H49／240cc

1164-8160� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1194-8160� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1011-8160� ￥1,110
14cmベリー皿
φ139×H19／255cc

1963-8160� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

5502-8160� ￥1,300
ソーサー
φ154×H18

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。49 50



White ホワイト

従来の強化磁器をより強度を増した素材で作った

高強度磁器食器のシリーズです。Re-OGISO

Dinner plate
ディナープレート

Soup plate
スーププレート

Stack
スタック

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

1944-0000� ￥2,050
26cmディナー皿
φ262×H27／140cc

1973-0000� ￥1,510
23cmスープ皿
φ230×H42／430cc

1948-0000� ￥2,050
26cmハーフリムディナー皿
φ257×H32／380cc

1949-0000� ￥1,530
23cmハーフリムミート皿
φ240×H24／250cc

1950-0000� ￥1,210
20cmハーフリムデザート皿
φ198×H23／110cc

1952-0000� ￥1,510
23cmハーフリムスープ皿
φ235×H44／500cc

1953-0000� ￥1,370
20cmハーフリムスープ皿
φ200×H37／320cc

1192-0000� ￥1,320
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1945-0000� ￥1,530
23cmミート皿
φ234×H24／100cc

1946-0000� ￥1,210
20cmデザート皿
φ198×H21／90cc

1954-0000� ￥1,320
19cmスープ皿
φ190×H40／470cc

4728-0000� ￥1,880
スタックボール
φ158×H65／760cc

4729-0000� ￥1,460
スタックボール
φ135×H60／500cc

4730-0000� ￥1,350
スタックボール
φ116×H54／320cc

4731-0000� ￥1,260
スタックボール
φ106×H45／220cc

4732-0000� ￥1,090
スタックボール
φ83×H40／110cc

4733-0000� ￥1,840
スタックオニオン
132×149×H57／520cc

4734-0000� ￥1,410
スタックオニオン
117×135×H54／385cc

4735-0000� ￥1,260
スタックオニオン
104×118×H49／260cc

4736-0000� ￥1,580
スタックグラタン
150×166×H40／450cc

4737-0000� ￥1,470
スタックグラタン
137×150×H36／310cc

4738-0000� ￥1,370
スタックグラタン
120×134×H35／240cc

1967-0000� ￥1,050
デミタスカップ
φ62×H52／100cc

1968-0000� ￥910
ソーサー
φ128×H17

1971-0000� ￥1,120
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-0000� ￥1,000
ソーサー
φ139×H22

1970-0000� ￥1,210
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-0000� ￥1,000
ソーサー
φ139×H22

4758-0000� ￥1,260
テールコーヒー
φ86×H66／190cc

1972-000� ￥1,000
ソーサー
φ139×H22

1928-0000� ￥1,160
コーヒーカップ
φ76×H65／190cc

1972-0000� ￥1,000
ソーサー
φ139×H22

1966-0000� ￥1,210
ティーカップ
φ90×H56／200cc

1972-0000� ￥1,000
ソーサー
φ139×H22

4752-0000� ￥1,260
スタックカプチーノ
φ87×H58／250cc

1972-0000� ￥1,000
ソーサー
φ139×H22

4747-0000� ￥1,740
ブイヨン
φ103×H56／320cc

1929-0000� ￥950
ソーサー
φ153×H19

4756-0000� ￥1,740
スタックブイヨン
φ100×H53／310cc

1929-0000� ￥950
ソーサー
φ153×H19

1961-0000� ￥2,000
ブイヨンカップ
φ110×H52／300cc

1951-0000� ￥950
ソーサー
φ167×H19

1947-0000� ￥950
16cmパン皿
φ166×H19／50cc

1951-0000� ￥950
17cmハーフリムパン皿
φ167×H19／80cc

1939-0000� ￥1,260
16cmシリアルボール
φ165×H48／500cc

1164-0000� ￥1,110
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1193-0000� ￥1,260
16cmハーフリムシリアルボール
φ159×H49／240cc

1011-0000� ￥930
14cmベリー皿
φ139×H32／255cc

1194-0000� ￥1,110
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1963-0000� ￥1,160
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-0000� ￥1,000
ソーサー
φ139×H22

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物は専用フタがあります。51 52



Grape ColorKrone クローネ 染 ぶどう

Dinner plate
ディナープレート

Dinner plate
ディナープレート

Soup plate
スーププレート

Soup plate
スーププレート

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

1944-4130� ￥2,840
26cmディナー皿
φ262×H27／140cc

1945-4130� ￥2,260
23cmミート皿
φ234×H24／100cc

1946-4130� ￥1,740
20cmデザート皿
φ198×H21／90cc

1973-4130� ￥2,210
23cmスープ皿
φ230×H42／430cc

1954-4130� ￥1,790
19cmスープ皿
φ190×H40／470cc

1948-4130� ￥2,840
26cmハーフリムディナー皿
φ257×H32／380cc

1949-4130� ￥2,260
23cmハーフリムミート皿
φ240×H24／250cc

1950-4130� ￥1,740
20cmハーフリムデザート皿
φ198×H23／110cc

1952-4130� ￥2,210
23cmハーフリムスープ皿
φ235×H44／500cc

1953-4130� ￥1,790
20cmハーフリムスープ皿
φ200×H37／320cc

1192-4130� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1193-4130� ￥1,470
16cmハーフリムシリアルボール
φ159×H49／240cc

1194-4130� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1164-4130� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1011-4130� ￥1,130
14cmベリー皿
φ139×H32／255cc

1951-4130� ￥1,210
17cmハーフリムパン皿
φ167×H19／80cc

1947-4130� ￥1,210
16cmパン皿
φ166×H19／50cc

1939-4130� ￥1,470
16cmシリアルボール
φ165×H48／500cc

1967-4130� ￥1,370
デミタスカップ
φ62×H52／100cc

1968-4130� ￥1,160
ソーサー
φ128×H17

1971-4130� ￥1,530
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-4130� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1970-4130� ￥1,530
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-4130� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1928-4130� ￥1,450
コーヒーカップ
φ76×H65／190cc

1972-4130� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1966-4130� ￥1,580
ティーカップ
φ90×H56／200cc

1972-4130� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1963-4130� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-4130� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1961-4130� ￥2,310
ブイヨンカップ
φ110×H52／300cc

1951-4130� ￥1,210
ソーサー
φ167×H19

1967-4160� ￥1,370
デミタスカップ
φ62×H52／100cc

1968-4160� ￥1,160
ソーサー
φ128×H17

1971-4160� ￥1,530
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-4160� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1970-4160� ￥1,530
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-4160� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1948-4160� ￥2,840
26cmハーフリムディナー皿
φ257×H32／380cc

1949-4160� ￥2,260
23cmハーフリムミート皿
φ240×H24／250cc

1950-4160� ￥1,740
20cmハーフリムデザート皿
φ198×H23／110cc

1952-4160� ￥2,210
23cmハーフリムスープ皿
φ235×H44／500cc

1953-4160� ￥1,790
20cmハーフリムスープ皿
φ200×H37／320cc

1192-4160� ￥1,790
19cmハーフリムスープ皿
φ193×H41／330cc

1928-4160� ￥1,450
コーヒーカップ
φ76×H65／190cc

1972-4160� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1961-4160� ￥2,310
ブイヨンカップ
φ110×H52／300cc

1951-4160� ￥1,210
ソーサー
φ167×H19

1966-4160� ￥1,580
ティーカップ
φ90×H56／200cc

1972-4160� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1963-4160� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-4160� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1194-4160� ￥1,320
14cmハーフリムベリー皿
φ142×H36／120cc

1193-4160� ￥1,470
16cmハーフリムシリアルボール
φ159×H49／240cc

1164-4160� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1951-4160� ￥1,210
17cmハーフリムパン皿
φ167×H19／80cc

1939-4160� ￥1,470
16cmシリアルボール
φ165×H48／500cc

1011-4160� ￥1,130
14cmベリー皿
φ139×H32／255cc

Re-OGISO

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物は専用フタがあります。53 54



Palacio blue Palacio redパラシオ ブルー パラシオ レッド

Dinner plate
ディナープレート

Soup plate
スーププレート

Soup plate
スーププレート

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

Cup & Saucer
カップ＆ソーサー

Rosa ローザ

Dinner plate
ディナープレート

Soup plate
スーププレート

1944-4140� ￥2,840
26cmディナー皿
φ262×H27／140cc

1945-4140� ￥2,260
23cmミート皿
φ234×H24／100cc

1946-4140� ￥1,740
20cmデザート皿
φ198×H21／90cc

1947-4140� ￥1,210
16cmパン皿
φ166×H19／50cc

1954-4140� ￥1,790
19cmスープ皿
φ190×H40／470cc

1939-4140� ￥1,470
16cmシリアルボール
φ165×H48／500cc

1973-4140� ￥2,210
23cmスープ皿
φ230×H42／430cc

1164-4140� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1011-4140� ￥1,130
14cmベリー皿
φ139×H32／255cc

1967-4140� ￥1,370
デミタスカップ
φ62×H52／100cc

1968-4140� ￥1,160
ソーサー
φ128×H17

1971-4140� ￥1,530
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-4140� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1970-4140� ￥1,530
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-4140� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1928-4140� ￥1,450
コーヒーカップ
φ76×H65／190cc

1972-4140� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1966-4140� ￥1,580
ティーカップ
φ90×H56／200cc

1972-4140� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1963-4140� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-4140� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1961-4140� ￥2,310
ブイヨンカップ
φ110×H52／300cc

1951-4140� ￥1,210
ソーサー
φ167×H19

1954-4170� ￥1,790
19cmスープ皿
φ190×H40／470cc

1967-4170� ￥1,370
デミタスカップ
φ62×H52／100cc

1968-4170� ￥1,160
ソーサー
φ128×H17

1971-4170� ￥1,530
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-4170� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1970-4170� ￥1,530
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-4170� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1928-4170� ￥1,450
コーヒーカップ
φ76×H65／190cc

1972-4170� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1966-4170� ￥1,580
ティーカップ
φ90×H56／200cc

1972-4170� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1944-4170� ￥2,840
26cmディナー皿
φ262×H27／140cc

1945-4170� ￥2,260
23cmミート皿
φ234×H24／100cc

1946-4170� ￥1,740
20cmデザート皿
φ198×H21／90cc

1973-4170� ￥2,210
23cmスープ皿
φ230×H42／430cc

1963-4170� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-4170� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1961-4170� ￥2,310
ブイヨンカップ
φ110×H52／300cc

1951-4170� ￥1,210
ソーサー
φ167×H19

1164-4170� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1011-4170� ￥1,130
14cmベリー皿
φ139×H32／255cc

1947-4170� ￥1,210
16cmパン皿
φ166×H19／50cc

1939-4170� ￥1,470
16cmシリアルボール
φ165×H48／500cc

1945-4150� ￥2,260
23cmミート皿
φ234×H24／100cc

1946-4150� ￥1,740
20cmデザート皿
φ198×H21／90cc

1947-4150� ￥1,210
16cmパン皿
φ166×H19／50cc

1973-4150� ￥2,210
23cmスープ皿
φ230×H42／430cc

1954-4150� ￥1,790
19cmスープ皿
φ190×H40／470cc

1939-4150� ￥1,470
16cmシリアルボール
φ165×H48／500cc

1164-4150� ￥1,370
15cmベリー皿
φ150×H32／280cc

1011-4150� ￥1,130
14cmベリー皿
φ139×H32／255cc

1967-4150� ￥1,370
デミタスカップ
φ62×H52／100cc

1968-4150� ￥1,160
ソーサー
φ128×H17

1971-4150� ￥1,530
ADカップ
φ75×H65／150cc

1972-4150� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1970-4150� ￥1,530
シリンダーカップ
φ80×H61／180cc

1972-4150� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1944-4150� ￥2,840
26cmディナー皿
φ262×H27／140cc

1928-4150� ￥1,450
コーヒーカップ
φ76×H65／190cc

1972-4150� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1966-4150� ￥1,580
ティーカップ
φ90×H56／200cc

1972-4150� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

1961-4150� ￥2,310
ブイヨンカップ
φ110×H52／300cc

1951-4150� ￥1,210
ソーサー
φ167×H19

1963-4150� ￥1,470
スタックカップ
φ83×H60／200cc

1972-4150� ￥1,370
ソーサー
φ139×H22

Re-OGISO

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。印がついている物は専用フタがあります。55 56



ガラスボール PCボール

PCタンブラー

ガラスコップ

【ポリカーボネート（PC）の取扱い注意点】
◎ アルカリに侵されますので、洗剤、漂白剤をご使用の場合は長時間の浸潰を避け、すすぎを十分に行ってください。
　（劣化の目安は、表面が凹凸してざらついている、汚れが落ちにくくなる、また縁部などが欠けたりしやすくなった、などです）
◎白濁やひび割れの原因となりますので、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
◎その他お取り扱いについては最終ページをごらんください。

【全面物理強化ガラスの取扱い注意点】
◎ 耐熱温度差120℃です。急激な温度変化を与えないでください。製品の状態（使用、未使用）に

より異なる場合があります。傷に弱いので、傷がつくような取扱いをしないでください。破損した
場合、細かい破片が激しく飛び散る可能性があります。表面に曇り（細かい傷の集まり）が生じて
いる製品を使用しないでください。直火、オーブンは使用できません。研磨剤入りのスポンジ、
金属製たわし、クレンザー等を使用しないでください。

OGP-101� ￥410
φ69×H74／200ml

OGP-102� ￥550
φ77×H89／255ml

OGP-103� ￥550
φ77×H89／255ml

OGP-104� ￥550
φ77×H89／255ml

Glass Ware Crystal
〈材質：全面物理強化ガラス〉 〈材質：ポリカーボネート〉

OGG-001� ￥400
φ100×H41／165ml

OGG-011� ￥220
φ75×H34／60ml

OGG-002� ￥440
φ120×H52／350ml

OGG-012� ￥250
φ90×H40／130ml

OGG-003� ￥620
φ155×H66／680ml

OGG-013� ￥300
φ105×H47／240ml

OGG-004� ￥850
φ180×H75／1150ml

OGG-016� ￥820
φ170×H75／1100ml

OGG-015� ￥490
φ140×H64／620ml

OGG-014� ￥370
φ120×H54／330ml

OGP-004� ￥960
φ168×H73／850ml

OGP-002� ￥510
φ110×H42／190ml

OGP-003� ￥570
φ115×H44／230ml

OGP-001� ￥450
φ75×H35／75ml

OGP-001P� ￥450
φ75×H35／75ml

OGP-002P� ￥510
φ110×H42／190ml

OGP-003P� ￥570
φ115×H44／230ml

OGP-001G� ￥450
φ75×H35／75ml

OGP-002G� ￥510
φ110×H42／190ml

OGP-003G� ￥570
φ115×H44／230ml

OGP-014� ￥770
φ120×H60／405ml

OGP-015� ￥760
φ130×H45／415ml

OGP-012� ￥630
φ105×H55／310ml

OGP-011� ￥600
φ83×H50／155ml

OGP-016� ￥1,240
φ163×H62／760ml

OGP-013� ￥650
φ114×H34／225ml

OGP-021P� ￥650
φ100×H40／160ml

OGP-017� ￥1,530
φ199×H63／1125ml

OGP-021� ￥650
φ100×H40／160ml

OGP-021BK�￥650
φ100×H40／160ml

OGGK-04� ￥460
φ86×H90／250ml

OGGK-01� ￥310
φ69×H72／130ml

OGGK-05� ￥490
φ79×H85／200ml

OGGK-02� ￥370
φ75×H78／160ml

OGGK-06� ￥540
φ86×H92／275ml

OGGK-03� ￥420
φ80×H84／220ml

Re-OGISO

※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。57 58



下記からサイズをお選びいただけます。

サイズ

ユニバーサル食器
自分ですくえる食器

「こんな食器があったらいいのにな…」という
お声から開発しました。
自分ですくって食べることを諦めていませんか？
食べたいものを上手くすくえず、悩んでいませんか？
お皿からこぼれ落ちてしまうこと、多くありませんか？
今お使いの食器に、まずはおひとつからでもお試しください。
きっとあなたの食卓に、笑顔が生まれます。

リッセ

スプーン・フォーク

年を重ねると、手や指の細かな動きがしにくく
なり、細いスプーンやフォークを持つことが
難しくなる、というお声を聞くことがあります。
せっかく食べやすいように食事形態や食器などを
工夫しても、スプーンが通常のタイプと変わらな
ければ、口に運びづらく、食べこぼしにつながる
こともあるかもしれません。
いつまでも食事を美味しく楽しく感じていただき
たい。"持ちやすいスプーン・フォーク"を使って、
より快適に食事できるように…と願いを込めて
作りました。もちろん使い勝手だけでなく、衛生面
や重さも考慮し、オールステンレスで中は空洞
の設計になっています。

小さめサイズの口先は、大
きく口が開きにくい方でも使
いやすく、さらに深すぎない
ことでひとくち量を抑え誤
嚥の危険性を減らし、咀嚼
や嚥下が苦手な方にも使っ
ていただけます。

リッセスプーン・フォークともにオール
ステンレスで衛生的なうえに、中が空
洞になっているため見た目より軽く持
ちやすくなっています。

指先で持つ際も、手のひらで
握り込む際も、手にフィットして
持ちやすくなっています。

〈材質：18-8 ステンレス〉

いつまでも食事を美味しく、楽しく…

　　　そんな思いを形にしたカトラリー

ひとくち量を
おさえる
サイズと深さ

中が空洞

安心感のある
幅広設計

下記からデザインをお選びいただけます。

Universal Tableware

デザインバリエーション

なつめ わら

ぼかしピンク ぼかしオレンジ ぼかし若草

リッセスプーン�
UD-02� ￥1,100
全長140mm　口幅29mm

リッセフォーク�
UD-03� ￥1,100
全長140mm　口幅23mm

一般スタックボール品 おぎそ従来品 ユニバーサル食器

丸みを帯びた返しで
汚れが溜まりにくい

ポイント❶

なめらかなRで
すくいやすい

ポイント❷

14.5cmUDスタック皿� ￥1,980�
1714-6010　なつめ�
1714-6020　わら�
1714-2720　ぼかしピンク�
1714-2740　ぼかしオレンジ�
1714-2780　ぼかし若草�
φ145×H42／470cc

9cmUDスタック皿� ￥1,330�
1711-6010　なつめ�
1711-6020　わら�
1711-2720　ぼかしピンク�
1711-2740　ぼかしオレンジ�
1711-2780　ぼかし若草�
φ90×H45／170cc

11.5cmUDスタック皿� ￥1,480�
1712-6010　なつめ�
1712-6020　わら�
1712-2720　ぼかしピンク�
1712-2740　ぼかしオレンジ�
1712-2780　ぼかし若草�
φ115×H42／290cc

12.5cmUDスタック皿� ￥1,630�
1713-6010　なつめ�
1713-6020　わら�
1713-2720　ぼかしピンク�
1713-2740　ぼかしオレンジ�
1713-2780　ぼかし若草�
φ125×H42／350cc

17cmUDスタック皿� ￥2,280�
1715-6010　なつめ�
1715-6020　わら�
1715-2720　ぼかしピンク�
1715-2740　ぼかしオレンジ�
1715-2780　ぼかし若草�
φ170×H42／670cc
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松 花 堂

箸

※ＡＢＳは耐熱温度60℃です（熱風消毒保管庫には使用できません）
※松花堂専用の小鉢はｐ.39〜ｐ.43に掲載しています。
※耐熱の松花堂をご希望の方は、別途ご相談ください。

◎耐熱温度は100℃で、食器洗浄機・消毒保管庫は対応しています。
◎一般の木製箸よりも耐久性能が高く、業務用としてホテルや旅館等で使われています。
　（木製積層強化箸：熱硬化性液状樹脂を減圧・加圧を繰り返しながら浸透させ熱風で乾燥した後、
　熱圧プレスで加圧することにより耐久性能が高まっています。）

8.5 寸木目松花堂

〈日本製〉

積み重ね
できます

積み重ね
できます

製品特徴

製品特徴

製品特徴

２１cm強化ポリアミド樹脂箸

22.5ｃｍＰＢＴ樹脂箸

スリムレンゲ

ステンレスカトラリー

レンゲ

◎PA（ポリアミド）樹脂をガラス繊維で強化してあり、折れにくく曲がりにくくなっています。
◎箸の先端にはシボ加工を施しているので、滑り止め効果があります。
◎耐熱温度は200℃で、食器洗浄機・消毒保管庫は対応しています。
◎吸水性が他の樹脂箸に比べて高いので早めに洗浄をしてください。
　又、熱いうちの衝撃や急激な温度変化を与えないでください。

◎表面硬度が高いので、傷が付きにくい丈夫な箸です。
◎耐熱温度は140℃で、食器洗浄機・消毒保管庫は対応しています。
◎アルカリに侵されますので、洗剤、漂白剤をご使用の場合は長時間の浸漬を避け、すすぎを十分に行ってください。

（162 × 38mm）材質：メラミン

材質：18-0 ステンレス

（169 × 42mm）材質：メラミン

木製耐熱箸

OGH-8-黒� ￥240
22.5cm

OGH-9-橙� ￥240
21cm

OGH-8-朱� ￥240
22.5cm

OGH-9-茶� ￥240
21cm

OGH-8-緑� ￥240
22.5cm

OGH-9-緑� ￥240
21cm

OGH-9-あずき� ￥240
21cm

２２.5ｃｍ四角箸�
OGH-10� ￥870
22.5cm
材質：耐熱木

ヒメスプーン�
OGST-14� ￥130
115mm

コーヒースプーン�
OGST-15� ￥140
132mm

スリムデザートスプーン�
OGST-17� ￥210
175mm

デザートスプーン�
OGST-18� ￥220
175mm

デザートフォーク�
OGST-19� ￥220
182mm

23ｃｍ先細箸�
OGH-11� ￥1,420
23cm
材質：耐熱木

23.5ｃｍ天丸先角箸�
OGH-12� ￥1,420
23.5cm
材質：耐熱木

OGSB-01
「黒渕朱」�セット品�￥2,300
260×260×Ｈ65

OGSB-01-SK
「黒渕朱」（仕切のみ）�￥400
234×234×Ｈ40

OGSB-02���������スタック可
「黒渕朱」�セット品�￥2,600
265×265×H63

OGSB-02-SK���
仕切のみ� ￥400
（上辺）238×238×H35
（下辺）208×208×H35

OGSB-03���������スタック可
「溜」�セット品� ￥2,750
265×265×H63

OGSB-02-SK���
仕切のみ� ￥400
（上辺）238×238×H35
（下辺）208×208×H35

OGR-01
白� ￥130

OGR-04
白� ￥130

OGR-02
朱� ￥130

OGR-05
朱� ￥130

OGR-03
黒� ￥130

OGR-06
黒� ￥130

ケーキフォーク�
OGST-16� ￥150
137mm

61 62※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。



汁 椀
〈材質：メラミン〉

多用鉢
〈材質：メラミン〉

【メラミン樹脂の取扱い注意点】
◎ ひび割れの原因となりますので、熱いうちの衝撃や急激な温度変化は避けてください。
◎ 光沢低下、黄ばみの原因になりますので、塩素系漂白剤は使用しないでください。
◎ その他お取り扱いについては最終ページをごらんください。

【メラミン樹脂の取扱い注意点】
◎ ひび割れの原因となりますので、熱いうちの衝撃や急激な温度変化は避けてください。
◎ 光沢低下、黄ばみの原因になりますので、塩素系漂白剤は使用しないでください。
◎ その他お取り扱いについては最終ページをごらんください。

超耐熱ＡＢＳトレー 【ノンスリップ加工】

耐熱ＡＢＳトレー 【ノンスリップ加工】

ＦＲＰトレー

耐熱ＦＲＰトレー 【ノンスリップ加工】

◎耐熱温度は120℃で、食器洗浄機・消毒保管庫は使用可能ですが、
　熱風温度により変形する場合がございます。

◎耐熱温度は100℃で、食器洗浄機は使用可能ですが、
　熱風温度により変形する場合がございます。

◎耐熱温度は120℃で、食器洗浄機・消毒保管庫は使用可能ですが、
　熱風温度により変形する場合がございます。

◎耐熱温度は140℃で、食器洗浄機・消毒保管庫は
　使用可能ですが、熱風温度により変形する場合がございます。

OGMS-007� ￥560
身�φ106×H69／330ml

OGMS-007F� ￥440
蓋�φ98×H34

OGMS-010� ￥660
身�φ112×H71／370ml

OGMS-010F� ￥470
蓋�φ100×H36

OGMS-011� ￥550
身�φ92×H61／220ml

OGMS-011F� ￥440
蓋�φ82×H35

OGMS-014� ￥550
身�φ102×H69／290ml

OGMS-014F� ￥410
蓋�φ94×H39

OGMS-005� ￥620
身�φ108×H68／330ml

OGMS-005F� ￥470
蓋�φ96×H34

OGMS-004� ￥620
身�φ108×H68／330ml

OGMS-004F� ￥470
蓋�φ96×H34

OGMS-009� ￥660
身�φ112×H71／370ml

OGMS-009F� ￥470
蓋�φ100×H36

OGMS-006� ￥560
身�φ106×H69／330ml

OGMS-006F� ￥440
蓋�φ98×H34

OGMS-001� ￥580
身�φ103×H67／300ml

OGMS-001F� ￥470
蓋�φ95×H32

OGMS-008� ￥600
身�φ122×H64／370ml

OGMS-008F� ￥490
蓋�φ110×H39

OGMD-01� ￥1,090
φ150×H86／870cc
溜

OGMD-02� ￥1,120
φ163×H74／700cc
溜

OGMD-03� ￥1,270
φ152×H76／720cc
おぐら

OGMD-04� ￥1,380
φ165×H78／860cc
よもぎ

OGTD-03� ￥3,960
420×310×H19
溜

OGTD-04� ￥3,960
420×310×H19
黒

OGTD-05� ￥3,030
395×285×H20
黒

OGTD-06� ￥3,600
426×303×H20
黒

OGTD-07� ￥4,240
457×318×H20
黒

OGTD-08� ￥2,090
440×330×H20
パステルイエロー

OGTD-09� ￥2,090
440×330×H20
アッシュグレー

OGTD-10� ￥3,080
390×270×H17
溜

63 64※表示価格は、税抜単価になります。 ※単位はmmになります。



＜PP蓋一覧＞

子ども用食器

さふぁり シリーズ

※その他形状につきましては、別途お問い合わせください。

カップコップ主菜皿

副菜皿

副菜皿主菜皿小皿

仕切皿主菜皿

両手
カップ

茶碗
汁碗

166F-E
口 径 166mm
高 さ 40mm
容 量 470㏄
さふぁり ¥1,400

133F-E
口 径 133mm
高 さ 35mm
容 量 250㏄
さふぁり ¥1,030

172A-E
口 径 172mm
高 さ 25mm
容 量 330㏄
さふぁり ¥1,310

132A-E
口 径 132mm
高 さ 28mm
容 量 210㏄
さふぁり ¥1,020

98A-E
口 径 98mm
高 さ 27mm
容 量 110㏄
さふぁり ¥860

水切付

128BY-E
口 径 127mm
高 さ 56mm
容 量 390㏄
さふぁり ¥1,230

水切付

120B-E
口 径 124mm
高 さ 53mm
容 量 320㏄
さふぁり ¥1,180

水切付

115B-E
口 径 115mm
高 さ 46mm
容 量 230㏄
さふぁり ¥1,130

水切付

105B-E
口 径 106mm
高 さ 49mm
容 量 190㏄
さふぁり ¥1,080

スタック可

145US-E
口 径 145mm
高 さ 42mm
容 量 470㏄
さふぁり ¥1,950

スタック可

125US-E
口 径 125mm
高 さ 42mm
容 量 350㏄
さふぁり ¥1,630

水切付

220SD
口 径 216mm
高 さ 27mm
さふぁり ¥2,870

スタック可

75S-E
口 径 74mm
高 さ 66mm
容 量 170㏄
さふぁり ¥1,200

スタック可

78S-E
口 径 78mm
高 さ 67mm
容 量 210㏄
さふぁり ¥1,230

85S-E
口 径 84mm
高 さ 54mm
容 量 180㏄
さふぁり ¥1,480

水切付

172T
口径 170×108mm
高 さ 31mm
さふぁり ¥2,000

仕切皿

副菜皿

ひよこのもり シリーズ フルーツべあ シリーズ でい シリーズ

デザインバリエーション

80 g
ごはん

保育園・幼稚園で
使われている

全国の

120 g
ごはん

150 g
ごはん

200 g
ごはん

【ポリプロピレン（PP）の取扱い注意点】◎食品の色が移行しやすいため、ご使用後は長時間放置しないで、十分に洗浄してください。◎光沢低下、黄ばみの原因になります
ので、塩素系漂白剤は使用しないでください。◎変形の原因となりますので、傾斜をつけて置いたり、無理な状態で積み重ねたりしないでください。◎その他お取り扱いについ
ては最終ページをごらんください。※強化磁器は、プラスチックと違い、歪み等により若干の寸法誤差ができますので必ずしもきれいにはまらない場合がございます。 
※今御使用のプラスチック蓋にあう形状をお探しの場合は、別途ご連絡下さい。

PP
蓋専用形状
寸法・価格

PP
蓋専用形状
寸法・価格

商品名 商品名品番
コード

品番
コード

食器
寸法

食器
寸法

¥330
174×36
OP-567

¥380
193×35
OP-7500

煮物鉢

カップ

角皿

三ツ山小鉢

小皿

15cm
ベリー皿

六ツ山小鉢

隅切角皿

皿

スタック
カップ

隅切角皿

四ツ山角小鉢

深皿

17cm
ハーフリム

パン皿

リム付長角皿

煮物鉢

なぶり小鉢

角皿

丸小鉢

ろくべい茶碗

皿

スタック平皿

四ツ山角小鉢

小皿

14cm
ハーフリム
ベリー皿

深皿

1135

1956

2057

2034

1147

1164

2080

2085

1148

1963

2086

2037

1089

1951

2970

1031

2960

2055

1964

2001

1070

1903

2036

1009

1194

1072

φ170×H46
580cc

φ83×H70
200cc

200×135×H22

φ120×H55
310cc

φ132×H28
210cc

φ150×H32
280cc

φ108×H53
210cc

165×125×H25

φ172×H25
330cc

φ83×H60
200cc

200×135×H25

110×110×H47
270cc

φ134×H34
250cc

φ167×H19
80cc

199×135×H26

φ150×H46
450cc

φ106×H45
210cc

165×125×H22

φ105×H35
180cc

φ110×H54
230cc

φ183×H27
410cc

φ165×H40 
460cc

88×88×H38
120cc

φ98×H27
110cc

φ142×H36
120cc

φ147×H35
330cc

¥200
140×28
OP-538

¥370
179×30
OP-382

¥200
88×10
OP-512

¥320
157×30
OP-383

¥200
110×28
OP-540

¥200
112×112×30
OP-541

¥300
170×130×37
OP-548

¥330
190×45
OP-543

OP-542

¥350
210×147×47

¥230
140×32
OP-549

¥200
107×24
OP-563

¥230
150×31
OP-562

¥220
90×90×28
OP-564

¥330
149×32
OP-568

¥280
122×122×36
OP-7510

¥340
163×35
OP-7501

深皿

深皿
14cm ベリー皿

17cm
パン皿

スタック平皿

深皿

深皿

16cm
シリアルボール

皿

深皿

煮物鉢

16cm
パン皿

花四角小鉢

正角小鉢

深皿

16cm
ハーフリム

シリアルボール

正角隅切小鉢

八角3.5寸皿
10cm

スクエアプレート

八角深皿
10cm

スクエアボール

深口丸小鉢

二方切千代口

ろくべい小付

ろくべい小鉢

深皿

深鉢

皿

18cm
デザート皿

1027

1011

1601

1902

1083

1143

1939

1035

1090

1046

1947

2050

2967

1013

1193

2966

2093

2081

2975

2049

2958

2959

1137

1136

1016

1602

φ185×H42
590cc

φ139×H32
260cc

φ164×H18

φ140×H40
380cc

φ140×H40
300cc

φ166×H40
450cc

φ165×H48
500cc

φ165×H28
350cc

φ167×H33
400cc

φ163×H48
510cc

φ166×H19
50cc

110×110×H34
200cc

112×112×H37
245cc

φ159×H39
410cc

φ159×H49
240cc

112×112×H30
215cc

112×112×H22
110cc

112×112×H40
130cc

φ91×H52
195cc

φ73×67×H30
40cc

φ90×H38
100cc

φ90×H52
150cc

φ178×H35
480cc

φ183×H46
680cc

φ178×H26
390cc

φ178×H18

¥360
188×38
OP-7520

¥230
98×28
OP-7512
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TOP画面の
「食器をさがす」をクリック！

Re-OGISOの取り扱いについて
Re-OGISOを安全に使用していただく為に

直火でのご使用は
お避けください。
但し、オーブン・電子レンジの�
使用は可能です。

落下の衝撃や
急激な熱変動を
お避けください。
Re-OGISOは、一般家庭で
使われている陶器に比べて
強度はありますが、破損する
場合があります。

欠けたりヒビが入ったものは
使用しないでください。
破損には、過度の衝撃や熱変動が加
わり即座に割れる場合と、微細なキズ
が使用中に進行し思わぬ時に割れる
場合がありますのでご注意ください。

その他注意していただくこと。
ナイフ・フォークやスプーンを長期間、
又は頻繁に使用しますと食器の表面
が黒ずんで除去しにくくなる事がありま
す。ナイフ等の刃で強く擦ると表面にキ
ズを付け、メタルマークが取れなくなるこ
とがありますのでご注意下さい。

食器を直接火に
かけないでください

衝撃をお避けください

ヒビ・かけたものは
使用しないでください

金属との摩擦を
お避けください

Re-OGISOの扱いにご注意ください
水をためたシンク（水槽）への投げ入れや、食器洗浄機出口からシン
クへの落下投入は破損の原因になります。

●けがや事故防止のためのご注意
◎電子レンジには使用しないでください。
◎�焼けこげや割れの原因となりますので、直火や電熱調理器にか
けたり、火のそばに置かないでください。
◎オーブン及びグリルには使用しないでください。
◎強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりします。
◎�ひび割れの原因になりますので、ホットプレートや湯煎などで保
温しないでください。
◎�衛生的に安全にご使用いただくために、欠けたり、ひびが入った
り、洗っても取れない汚れのひどいものは使用しないでください。
◎�割れや表面劣化の原因になりますので、高温の食用油や薬品
を入れないでください。
◎商品を本来の目的以外に使用しないでください。

●製品劣化防止のためのお願い
【洗浄について】
◎�食品の色が食器に移行しますので、長時間放置しないで、十分
に洗浄してください。
◎�たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので、使用しないでくだ�
さい。
◎�洗剤及び漂白剤等の取扱説明書をご確認のうえ、適切に洗浄
を行ってください。
◎�自動洗浄機をご使用の場合は、洗剤の濃度、温度及び時間に
注意してください。
◎�洗浄後、また漂白後のすすぎは十分に行ってください。洗剤や
漂白剤が残ると樹脂の劣化を早めることがあります。
◎�食器カゴなどの金属部分に強く触れると、落ちない汚れがつきま

すのでご注意ください。
【消毒保管庫について】
◎�熱風保管庫を使用する場合は、庫内温度が85〜90℃に上昇
後、温度を保持して30分程度としてください。
◎�熱風保管庫は設定温度と庫内温度との違いに注意してくださ
い。特に熱風吹き出し口付近は、高温になりやすいので食器を
置くことを避けてください。
◎�無理な状態で積み重ねたり、荷重のかかる状態で食器を置く
と、変形することがあります。
◎�煮沸消毒や生蒸気が直接あたる消毒をすると製品の劣化が早
まります。
◎�変形や変色の原因になりますので、直射日光及び高温高湿の
場所を避けて保管してください。

定期的に漂白剤をご使用ください
Re-OGISOの表面は硬いガラス質の被膜で覆われていますので、
少量の洗剤できれいに洗浄できますが、目に見えない油分等の汚れ
が残っている場合があります。定期的に漂白剤をご使用ください。

現品サイズの確認をしてください
カタログ記載のサイズ・重量等の数値は、当社製品の標準値です。
製造の特性上、焼成による収縮があり実寸と多少異なる場合があ
ります。自動供給装置付き食器洗浄機をご使用の場合など、あらか
じめ現品サイズをご確認の上ご使用ください。

使用上の注意

樹脂製品の取り扱いについて 材質の安全性を示す書類等が必要な場合は、別途ご連絡ください。

検索方法いろいろ！

欲しい食器が探しやすい

商品検索機能です

Re-OGISO製造・販売元

Re-OGISOカタログ
tough&economy�/�ecology�/�various�items

株式会社 おぎそ
給食用高強度磁器食器総販売

〒509-5401  岐阜県土岐市駄知町1468

0572-59-8639Tel

Fax

e-mail

URL

0572-59-4546
staff@k-ogiso.co.jp
http://www.k-ogiso.co.jp/

磁器食器資料集（用語集）

ご希望の方は、ホームページを

ご覧ください。

エコマーク
認 定 商 品

●取扱店

●�受注生産につき、納期に２週間前後かかります。

●�受注生産につき、原則、返品はお受け致しかねます。

●�印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。

●�カタログに掲載の商品価格には、消費税が含まれておりません。

●�商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。

●�陶磁器の特性上、寸法に若干の誤差が生じることがございます。

商品検索 サンプル
依頼

カタログ
ダウンロード

まめ知識

無料の

サンプル依頼が
出来ます！
（法人様限定）

商品の指定後、

お申し込みいただくと

無料サンプルを

お届けします

サンプル依頼一覧
お選びいただいた
サンプルを確認できます。

Click here

　　　　　　　　　で
欲しい製品がすぐに見つかる！
Web検索機能

アクセスはこちらから

便利！

株式会社おぎそ 検索

ジャンル
から

絵柄
から

形状
から

STEP1

STEP2

STEP3

お
ぎ
そ
の

高
強
度
磁
器

Re

サンプル無料にて承ります

業界一の強度を誇る、
割れにくい丈夫な高強度磁器食器

病院・高齢者施設向け vol.5

和・洋 シーンで選べる豊富な形状と、
食事に彩りを添える多様なデザイン

環境にやさしい、
エコマーク認定のリサイクル食器

株式会社おぎそ
広域認定制度を取得しています

R
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G
ISO

お
ぎ
そ
の
強
化
磁
器
特
集

株
式
会
社
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