
〒111-0035　東京都台東区西浅草3-7-7 サンスタレ西浅草 1F

TEL.03-6231-7851　FAX.03-6802-8081

http://www.maru-katsu.co.jp

E-mail:cobono@maru-katsu.co.jp

株式会社 丸勝　本社

〒509-6361　岐阜県瑞浪市陶町猿爪694-30 

TEL.0572-65-3659　FAX.0572-65-3948

〈営業時間〉 10：00～19：00

〈最寄り駅〉 つくばエクスプレス 浅草駅より徒歩6分
銀座線 田原町駅より徒歩12分
日比谷線 入谷駅より徒歩11分

〒460-8430　名古屋市中区栄3丁目16-1 松坂屋名古屋店南館２階

TEL.052-265-5757

E-mail:cobono.2@maru-katsu.co.jp

〈営業時間〉 10:00～20:00（元旦を除き休まず営業）

〈最寄り駅〉 地下鉄名城線矢場町駅 地下通路直結 
地下鉄栄駅より徒歩5分

co-bo-no  松坂屋名古屋店

コ-ボ-ノ

株式会社 丸勝　東京営業本部

〒110-0005　東京都台東区上野7-11-10 上野第9秦ビル3Ｆ・4F

TEL.03-6379-9699　FAX.03-6379-9698

E-mail:formmail@maru-katsu.co.jp

お客様の店舗独自の
オリジナル食器をお作りいたします。

〈 商品情報表示について 〉
● サイズはD＝直径、L＝長径、S＝短径、H＝高さを表します。
● 商品のサイズは厳密に測っておりますが、生産工程・焼成温度の変化・原型元型の摩擦
等によって多少の変化が生じる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

● アイコンは商品の特性を表しています。
◎ オリジナルマーク
◆ シンボルマークやロゴタイプなどの原稿は清刷などの完全なもの
をご用意ください。

◆ 指定色、マークなどのサイズと位置を対象となる食器に正確に指
示してください。

　※焼成したものと若干の差異が生じますことをご了承ください。
◆ 原稿が当社に到着後、最短で約20日後の納品が可能です。

◎ オリジナルデザイン
◆ ご希望のデザインなどについては、当社でご相談を承ります。
◆ 納期や費用などは数量や色数によって異なります。お気軽におた
ずねください。

◎ オリジナルシェープ
◆ 食器の形状についてオリジナルをご希望の際もお気軽にご相談く
ださい。

My days to be in tableware and a story of co-bo-no.

カフェが好き。雑貨が好き。うつわにときめく全ての人に、シックでおしゃれなco-bo-noのうつわを。

レンジ○ …電子レンジ・食洗機をご使用できます。

レンジ×

食洗機○

食洗機× …電子レンジ・食洗機の使用は避けてください。

貫　入 …釉薬に入る細かいヒビのことを貫入といいます。貫入は模様として入れて
いる場合と、経年貫入といって使用しているうちに自然に入るものがありま
す。いずれも素地が割れているわけではありませんので、ご使用には差し支
えありません。釉薬の味わいとしてお愉しみください。

ピンホール …釉薬の表面にある小さな穴のことをピンホールといいます。素地に残って
いた空気や有機物が、焼成後に小さな穴として残ったものです。素地に穴
があいているわけではありませんので、ご使用には差し支えありません。陶
器特有の現象として基本的には良品として扱っています。

鉄　粉 …陶器を焼く際に、陶土にもともと含まれている鉄分が黒点となって表面に
出てきたものが鉄粉です。また、窯内に浮遊した鉄粉が付着することもあり
ます。陶器特有の現象として基本的には良品として扱っています。また、あら
かじめ釉薬に鉄粉を混ぜこむことで意匠として愉しむこともあります。

手造り …ろくろを使ったり、タタラ作りといって板状の粘土から手びねりで成形して
いるものです。ガラスでは鉄製パイプの先に、熔けたガラスを巻き取って空
気を吹き込んで成形したり、ヘラを用いて手作業で伸ばすなどいずれも人
の手を使って成形するため、いびつな形のところがあったり、大きさに個体
差があります。大量生産では味わえない、職人による手造りの味わいとして
お愉しみください。

手描き …1つ1つ手描きで柄を描いたり、釉薬を手作業でかけたり吹き付けたりして
います。このため、一つ一つの柄の大きさや位置、釉薬のかかり方や色の濃
さに個体差が出ます。大量生産では味わえない、職人の手仕事ならではの
魅力としてお愉しみください。

イングレーズ …通常より高温焼成（約1250℃）することによって、釉薬の中に絵の具が溶け
込みガラス質でコーティングされる絵付け技法です。絵柄が傷や摩耗によっ
て落ちることなく、艶があり柔らかく優雅な仕上がりとなるのが特徴です。

色むら …釉薬が流れた跡、釉薬の溜まりなどにより色むらが生じます。また、窯の中の
位置によって熱の伝わり方が均一ではないため、一つ一つ光沢などの質感
が異なったり、焦げ目ができて色の個体差が生じることもあります。手塗りや
吹き付けで絵付けを行う場合にも色むらが生じます。このような器ごとの個
体差は古くから器の景色として愉しまれおり、基本的には良品として扱って
います。 やきもの独特の味わいのある表情をお愉しみください。

陶　器

〈 ご使用上の注意 〉
● 　　　　　　は土が粗く吸水性があり、汚れや匂いが染み込みやすい
ため、使用前に米や片栗粉などでんぷん質のあるもので土の粗い
目をふさぐ「目止め」をすることや、水に浸してから使うことをお勧
めします。使用後はなるべく早く洗浄し、よく乾燥させてください。
シミ・カビ・臭いの発生を防ぎます。

● 陶磁器は強い衝撃や急激な温度変化で破損することがあります。
取り扱いには充分ご注意ください。

● カケていたり、ヒビの入った食器はケガをする恐れがありますので
使用しないでください。

● テーブル・食器棚などでは、食器を引きずると傷をつけることがあ
りますのでご注意ください。

● 洗浄は中性洗剤をやわらかいスポンジなどにつけて洗ってくださ
い。クレンザーやスコッチタイプのたわし（研磨材付）で強くこする
と表面に傷がつくことがあります。

● 食器洗浄機は機器の定められた方法でご使用ください。使用中に
食器どうしがあたり破損することがありますので入れ方にご注意く
ださい。

co-bo-no  合羽橋店

〈 カタログについて 〉
● このカタログの有効期限は令和6年1月末日までです。
● 予告なく価格及び仕様が変わることがありますのであらかじめご了承ください。
● 撮影・印刷の条件による商品の色違いはご容赦ください。
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ピアンタ

テーブルにナチュラルなアクセント
木の幹をイメージしたスクエアなプレートと、愛らしい葉を象ったPIANTA。

シックなブラック、ベーシックなマスタード、可憐なパープルの3色展開。

co054-018 
36cmプレート パープル  ¥2,970（税込）
L36×S12.3×H2cm

co054-028 
30cmプレート パープル  ¥2,035（税込）
L30.5×S9.3×H1.9cm

co054-038 
24cmプレート パープル  ¥2,035（税込）
L24.4×S14.2×H1.9cm

co054-014 
36cmプレート マスタード  ¥2,970（税込）
L36×S12.3×H2cm

co054-024 
30cmプレート マスタード  ¥2,035（税込）
L30.5×S9.3×H1.9cm

co054-034 
24cmプレート マスタード  ¥2,035（税込）
L24.4×S14.2×H1.9cm

co054-012 
36cmプレート ブラック  ¥2,970（税込）
L36×S12.3×H2cm

co054-022 
30cmプレート ブラック  ¥2,035（税込）
L30.5×S9.3×H1.9cm

co054-032 
24cmプレート ブラック  ¥2,035（税込）
L24.4×S14.2×H1.9cm

co054-042 
リーフプレート 
どんぐり ブラック 
 ¥1,265（税込）
L14.3×S8.2×H2.2cm

co054-062 
リーフプレート 
さくら ブラック  
¥1,265（税込）
L11.4×S10×H1.8cm

co054-044 
リーフプレート 
どんぐり マスタード  
¥1,265（税込）
L14.3×S8.2×H2.2cm

co054-064 
リーフプレート 
さくら マスタード  
¥1,265（税込）
L11.4×S10×H1.8cm

co054-048 
リーフプレート 
どんぐり パープル  
¥1,265（税込）
L14.3×S8.2×H2.2cm

co054-068 
リーフプレート 
さくら パープル  
¥1,265（税込）
L11.4×S10×H1.8cm

My days to be in tableware and a story of co-bo-no.

いつからだろう、うつわの魅力に惹かれるようになったのは。

うつわは容れ物としてだけでなく、色とりどりに変わる私のこころに呼応する。

ぬくもりのある手ざわり、素朴で不規則なカタチ。懐かしい色、うっとりする色。

さまざまな個性で、私に寄り添い、そこにある時間までも豊かに彩る。

co-bo-noのうつわは、私の日々を物語にしてくれる。

食洗機○レンジ○ 色むら 磁　器

co054-052 
リーフプレート 
ぶどう ブラック  
¥1,265（税込）
L11×S10.7cm×H2cm

co054-054 
リーフプレート 
ぶどう マスタード  
¥1,265（税込）
L11×S10.7cm×H2cm

co054-058 
リーフプレート 
ぶどう パープル  
¥1,265（税込）
L11×S10.7cm×H2cm



目の覚めるような鮮やかなスカイブルーと、憂いを秘めた紫色。

どちらも、陶器ならではの釉薬の妙「貫入」が入ることで、

寂のある表情が生まれています。

料理を盛れば、まるでアート！

料理人のイマジネーションをかき立てるうつわです。

それは美しい、色の誘惑

co022-039 co022-089

co022-029  
ボウル M グレー  ¥1,650（税込）
D12×H6.6cm

co022-019 
10cmプレート グレー  ¥803（税込）
D9.7×H2.2cm

co022-039 
26cmフラットプレート グレー  
¥4,620（税込）
D26.5×H1cm

co022-089
21cmフラットプレート グレー  
¥3,520（税込）
D21×H1cm

co022-079
レスト グレー  
¥638（税込）
L9.2×S2.1×H0.9cm

co022-069  
箸置き グレー  
¥605（税込）
L3.9×S3.9×H1.1cm

co022-099  
長角プレート グレー  ¥2,530（税込）
L30.4×S10×H1cm

co022-059 
カップ グレー  ¥924（税込）
D6.3×H6.4cm  110cc 

co022-049  
ボウル L グレー  ¥2,640（税込）
D13.2×H9cm  700cc 

co022-038 co022-088

co022-028  
ボウル M 紫  ¥1,650（税込）
D12×H6.6cm

co022-018 
10cmプレート 紫  ¥803（税込）
D9.7×H2.2cm

co022-038 
26cmフラットプレート 紫  
¥4,620（税込）
D26.5×H1cm

co022-088
21cmフラットプレート 紫  
¥3,520（税込）
D21×H1cm

co022-078 
レスト 紫  
¥638（税込）
L9.2×S2.1×H0.9cm

co022-068  
箸置き 紫  
¥605（税込）
L3.9×S3.9×H1.1cm

co022-098 
長角プレート 紫  ¥2,530（税込）
L30.4×S10×H1cm

co022-058 
カップ 紫  ¥924（税込）
D6.3×H6.4cm  110cc 

co022-048  
ボウル L 紫  ¥2,640（税込）
D13.2×H9cm  700cc

co022-035 co022-085

co022-025  
ボウル M 青  ¥1,650（税込）
D12×H6.6cm

co022-015 
10cmプレート 青  ¥803（税込）
D9.7×H2.2cm

co022-035 
26cmフラットプレート 青  
¥4,620（税込）
D26.5×H1cm

co022-085
21cmフラットプレート 青  
¥3,520（税込）
D21×H1cm

co022-075 
レスト 青  
¥638（税込）
L9.2×S2.1×H0.9cm

co022-065  
箸置き 青  
¥605（税込）
L3.9×S3.9×H1.1cm

co022-095  
長角プレート 青  ¥2,530（税込）
L30.4×S10×H1cm

co022-055 
カップ 青  ¥924（税込）
D6.3×H6.4cm  110cc 

co022-045  
ボウル L 青  ¥2,640（税込）
D13.2×H9cm  700cc

co022-034 co022-084

co022-024  
ボウル M 水色  ¥1,650（税込）
D12×H6.6cm

co022-014 
10cmプレート 水色  ¥803（税込）
D9.7×H2.2cm

co022-034 
26cmフラットプレート 水色  
¥4,620（税込）
D26.5×H1cm

co022-084
21cmフラットプレート 水色  
¥3,520（税込）
D21×H1cm

co022-074  
レスト 水色  
¥638（税込）
L9.2×S2.1×H0.9cm

co022-064  
箸置き 水色  
¥605（税込）
L3.9×S3.9×H1.1cm

co022-094  
長角プレート 水色  ¥2,530（税込）
L30.4×S10×H1cm

co022-054  
カップ 水色  ¥924（税込）
D6.3×H6.4cm  110cc 

co022-044  
ボウル L 水色  ¥2,640（税込）
D13.2×H9cm  700cc
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クラルテ

食洗機× 貫　入レンジ○ 色むら 陶　器



放射状に広がるストライプ模様。

すっきりとしたメンズライクなデザインは

和食、洋食、中華…どんなお料理とも相性良し。

ほどよい深みがあり、

使い勝手に優れたオールマイティなうつわです。

スタイリッシュ＆ハンサム

05 06

ロゼット

co043-014
28.5cmプレート イエロー  ¥3,630（税込）
D28.7×H3.1cm

co043-044
15cmプレート イエロー  ¥1,210（税込）
D15.9×H3cm

co043-024
25cmボウル イエロー  ¥3,300（税込）
D25.2×H6.6cm

co043-034
21.5cmパスタボウル イエロー  ¥2,420（税込）
D21.8×H4.8cm

co043-015
28.5cmプレート ターコイズブルー  ¥3,630（税込）
D28.7×H3.1cm

co043-045
15cmプレート ターコイズブルー ¥1,210（税込）
D15.9×H3cm

co043-025
25cmボウル ターコイズブルー  ¥3,300（税込）
D25.2×H6.6cm

co043-035
21.5cmパスタボウル ターコイズブルー  ¥2,420（税込）
D21.8×H4.8cm

co043-018
28.5cmプレート パープル  ¥3,630（税込）
D28.7×H3.1cm

co043-048
15cmプレート パープル  ¥1,210（税込）
D15.9×H3cm

co043-028
25cmボウル パープル  ¥3,300（税込）
D25.2×H6.6cm

co043-038
21.5cmパスタボウル パープル  ¥2,420（税込）
D21.8×H4.8cm

ジョワ

co048-031
ボウル ホワイト  ¥1,210（税込）
D14.6×H3.8cm

co048-032
ボウル チャコールグレー  ¥1,210（税込）
D14.6×H3.8cm

co048-033
ボウル マスタード  ¥1,210（税込）
D14.6×H3.8cm

co048-021
プレート 小 ホワイト  ¥1,320（税込）
D16.5×H2cm

co048-022
プレート 小 チャコールグレー  ¥1,320（税込）
D16.5×H2cm

co048-023
プレート 小 マスタード  ¥1,320（税込）
D16.5×H2cm

co048-011
プレート 大 ホワイト  ¥3,740（税込）
D25.5×H2.9cm

co048-012
プレート 大 チャコールグレー  ¥3,740（税込）
D25.5×H2.9cm

co048-013
プレート 大 マスタード  ¥3,740（税込）
D25.5×H2.9cm

エスニックテイストの個性的なダイカットと、

モダンなカラー展開で魅せるJOIEシリーズ。

遊びのあるデザインは、アジアン料理のにぎやかなテーブルにも、

洗練された大人のテーブルにもマッチ。

魅惑のエスニック＆モダン

食洗機○レンジ○

磁　器食洗機○レンジ○

色むら 磁　器
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コルザダンテル
ホワイト、グリーン、イエローの

「菜の花（COLZA）」をイメージした明るいトーンのうつわシリーズ。

色自体が強すぎず、お料理映え◎。

オーバル皿はミニマル＆スリムなデザインが新鮮。

料理と色のおいしい関係

co045-011
オーバルプレート 大 ホワイト  ¥3,850（税込）
L31.5×S14.2×H3.2cm

co045-014
オーバルプレート 大 グリーン  ¥3,850（税込）
L31.5×S14.2×H3.2cm

co045-016
オーバルプレート 大 イエロー  ¥3,850（税込）
L31.5×S14.2×H3.2cm

co045-021
オーバルプレート 小 ホワイト  ¥2,200（税込）
L24×S13.8×H3.2cm

co045-024
オーバルプレート 小 グリーン  ¥2,200（税込）
L24×S13.8×H3.2cm

co045-026
オーバルプレート 小 イエロー  ¥2,200（税込）
L24×S13.8×H3.2cm

co045-041
カフェプレート ホワイト  ¥1,430（税込）
D15×H2cm

co045-044
カフェプレート グリーン  ¥1,430（税込）
D15×H2cm

co045-046
カフェプレート イエロー  ¥1,430（税込）
D15×H2cm

co045-031
ラテカップ ホワイト  ¥1,980（税込）
L11.8×S9×H7cm  200cc

co045-034
ラテカップ グリーン  ¥1,980（税込）
L11.8×S9×H7cm  200cc

co045-036
ラテカップ イエロー  ¥1,980（税込）
L11.8×S9×H7cm  200cc

co053-034
プレート 小 アイボリー  ¥1,320（税込）
D14.2×H1.4cm

co053-024
プレート 中 アイボリー  ¥2,200（税込）
D21.3×H2.6cm

co053-014
プレート 大 アイボリー  ¥3,410（税込）
D26.3×H3.5cm

co053-038
プレート 小 パープル  ¥1,320（税込）
D14.2×H1.4cm

co053-028
プレート 中 パープル  ¥2,200（税込）
D21.3×H2.6cm

co053-039
プレート 小 グレー  ¥1,320（税込）
D14.2×H1.4cm

co053-029
プレート 中 グレー  ¥2,200（税込）
D21.3×H2.6cm

co053-018
プレート 大 パープル  ¥3,410（税込）
D26.3×H3.5cm

co053-019
プレート 大 グレー  ¥3,410（税込）
D26.3×H3.5cm

フランス語でレースを意味するダンテル。

うつわをレース刺繍で縁取りしたような、繊細で美しい小花模様が印象的。

波打つようなフォルムでエレガントさが際立ちます。

レースを纏った夢見るうつわ

色むら 磁　器食洗機○レンジ○ 色むら 磁　器食洗機○レンジ○



まず目を惹くのは、深い森を思わせる色合い。

釉薬が醸し出す絶妙な3色を、

シャープなフォルムに落とし込むことで、

はっとするほどモダンなうつわになりました。

森を纏った洗練ルックス
まと

209015135
レリーフ
ディナープレート 茶  
¥6,380（税込）
L33×S28×H2.7cm

陶器ならではの重厚感と、窯変による

深い色合いで魅了するRENAISSANCE。

鮮やかさを抑えたニュアンスカラーは、

料理の色を引き立てる天才。

敢えてモダンなコーディネートがおすすめ。

アンティーク×モダンで遊ぶ
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ルネッサンス

色むら 鉄　粉 陶　器食洗機○レンジ○

フォレ

co051-048
ボウル パープル  
¥2,200（税込）
D16.7×H5.1cm

co051-038
プレート 小 パープル  
¥1,430（税込）
D17×H1.8cm

co051-028
プレート 中 パープル  
¥2,310（税込）
D21×H2.3cm

co051-018 co051-028 co051-038

co051-045
ボウル ネイビー  
¥2,200（税込）
D16.7×H5.1cm

co051-035
プレート 小 ネイビー  
¥1,430（税込）
D17×H1.8cm

co051-025
プレート 中 ネイビー  
¥2,310（税込）
D21×H2.3cm

co051-015 co051-025 co051-035

co051-049
ボウル グレー  
¥2,200（税込）
D16.7×H5.1cm

co051-039
プレート 小 グレー  
¥1,430（税込）
D17×H1.8cm

co051-029
プレート 中 グレー  
¥2,310（税込）
D21×H2.3cm

co051-019 co051-029 co051-039

co051-041
ボウル ホワイト  
¥2,200（税込）
D16.7×H5.1cm

co051-031
プレート 小 ホワイト  
¥1,430（税込）
D17×H1.8cm

co051-021 
プレート 中 ホワイト  
¥2,310（税込）
D21×H2.3cm

co016-018 
27cmプレート 茶  
¥4,730（税込）
D27×H2.1cm

co016-028 
24cmプレート 茶  
¥3,410（税込）
D24.3×H2cm

co016-038
21cmプレート 茶  
¥2,750（税込）
D21.1×H1.9cm

co016-078 
パスタボウル 茶  
¥3,520（税込）
D23×H4.5cm

209035135
レリーフカップ 茶  
¥1,980（税込）
L10.8×S7.5×H7cm  110cc

209045135
レリーフソーサー 茶  
¥1,650（税込）
L16×S13×H1.5cm

co016-058 
コーヒーカップ 茶  
¥1,760（税込）
L10.4×S8×H6.7cm  190cc

co016-068 
コーヒーソーサー 茶  
¥1,430（税込）
D14.6×H2.8cm

co016-048 
15cmボウル 茶  
¥1,980（税込）
D15.6×H5.2cm

209014135
レリーフ
ディナープレート 緑  
¥6,380（税込）
L33×S28×H2.7cm

co016-014 
27cmプレート 緑  
¥4,730（税込）
D27×H2.1cm

co016-024 
24cmプレート 緑  
¥3,410（税込）
D24.3×H2cm

co016-034 
21cmプレート 緑  
¥2,750（税込）
D21.1×H1.9cm

co016-074 
パスタボウル 緑  
¥3,520（税込）
D23×H4.5cm

209034135
レリーフカップ 緑  
¥1,980（税込）
L10.8×S7.5×H7cm  110cc

209044135
レリーフソーサー 緑  
¥1,650（税込）
L16×S13×H1.5cm

co016-054 
コーヒーカップ 緑  
¥1,760（税込）
L10.4×S8×H6.7cm  190cc

co016-064 
コーヒーソーサー 緑  
¥1,430（税込）
D14.6×H2.8cm

co016-044 
15cmボウル 緑  
¥1,980（税込）
D15.6×H5.2cm

209011135 
レリーフ
ディナープレート 白  
¥6,380（税込）
L33×S28×H2.7cm

co016-011 
27cmプレート 白  
¥4,730（税込）
D27×H2.1cm

co016-021 
24cmプレート 白  
¥3,410（税込）
D24.3×H2cm

co016-031 
21cmプレート 白  
¥2,750（税込）
D21.1×H1.9cm

co016-071 
パスタボウル 白  
¥3,520（税込）
D23×H4.5cm

209031135 
レリーフカップ 白  
¥1,980（税込）
L10.8×S7.5×H7cm  110cc

209041135
レリーフソーサー 白  
¥1,650（税込）
L16×S13×H1.5cm

co016-051 
コーヒーカップ 白  
¥1,760（税込）
L10.4×S8×H6.7cm  190cc

co016-061 
コーヒーソーサー 白  
¥1,430（税込）
D14.6×H2.8cm

co016-041 
15cmボウル 白  
¥1,980（税込）
D15.6×H5.2cm

co051-011 co051-021 co051-031

色むら 磁　器食洗機○レンジ○

co051-018
プレート 大 パープル  
¥3,190（税込）
D24.8×H2.9cm

co051-015
プレート 大 ネイビー  
¥3,190（税込）
D24.8×H2.9cm

co051-019
プレート 大 グレー  
¥3,190（税込）
D24.8×H2.9cm

co051-011 
プレート 大 ホワイト  
¥3,190（税込）
D24.8×H2.9cm
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ぺルル
細かな"ひび”を味わう貫入模様。淡いブルーにほのかな翳りを生み出します。

光の当たり具合や、料理の色と反応して表情を変えるところが魅力。

使い込むほどに変化していくのも貫入ならではの味わい。

物語を紡ぐように長く付きあいたくなるうつわです。

かげ

co032-014 co032-024

co032-011 co032-021 co032-061

co031-021 co031-051co031-011

刷毛目が映えるシンプルな器
筆跡を味わう「刷毛目」模様は、起源を辿ると土器にもみられる伝統の加飾法。

シンプルな器に淡い色で描き、モダンに昇華させました。

ざらりとした手ざわりも個性となって、より印象深いうつわとして仕上がっています。
物語を紡ぐニュアンスブルー

co031-031 
サービングボウル 
ライトパープル  
¥3,850（税込）
D24.5×H6.3cm

co031-041 
パスタボウル 
ライトパープル  
¥2,750（税込）
D20.5×H4.6cm

co031-035 
サービングボウル 
ブルー  
¥3,850（税込）
D24.5×H6.3cm

co031-045 
パスタボウル 
ブルー  
¥2,750（税込）
D20.5×H4.6cm

co032-011 
28cmプレート ホワイト  ¥3,630（税込）
D28.5×H2.5cm

co032-021 
24cmプレート ホワイト  ¥2,750（税込）
D24.5×H2.4cm

co032-061 
16cmプレート ホワイト  ¥1,056（税込）
D15.8×H2cm

co032-031 
パスタボウル ホワイト  ¥2,420（税込）
D20.5×H4.6cm

co032-041 
6インチボウル ホワイト  ¥1,540（税込）
D15.4×H6.8cm

co032-051 
ベリーボウル ホワイト  ¥1,210（税込）
D12.5×H5.8cm

co032-034 
パスタボウル オリーブグレー  
¥2,420（税込）
D20.5×H4.6cm

co032-044 
6インチボウル オリーブグレー  
¥1,540（税込）
D15.4×H6.8cm

co032-054 
ベリーボウル オリーブグレー  
¥1,210（税込）
D12.5×H5.8cm

co031-011 
28cmプレート ライトパープル  
¥3,630（税込）
D28.5×H2.5cm

co031-021 
24cmプレート ライトパープル  
¥2,750（税込）
D24.5×H2.4cm

co031-051 
16cmプレート ライトパープル  
¥1,210（税込）
D15.8×H2cm

co031-025 co031-055co031-015

co031-015 
28cmプレート ブルー  
¥3,630（税込）
D28.5×H2.5cm

co031-025 
24cmプレート ブルー  
¥2,750（税込）
D24.5×H2.4cm

co031-055
16cmプレート ブルー  
¥1,210（税込）
D15.8×H2cm

co032-064

co032-014 
28cmプレート オリーブグレー  ¥3,630（税込）
D28.5×H2.5cm

co032-024 
24cmプレート オリーブグレー  ¥2,750（税込）
D24.5×H2.4cm

co032-064
16cmプレート オリーブグレー  ¥1,056（税込）
D15.8×H2cm

クレイズ

貫　入 色むら 磁　器食洗機×レンジ○ 色むら 手描き 磁　器食洗機○レンジ○
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バイカラー

co056-014 
15cmプレート グリーン  ¥1,100（税込）
D14.6×H2cm

co056-054 
深ボウル グリーン  ¥1,100（税込）
D11.7×H6.8cm

co056-044 
浅ボウル グリーン  ¥1,650（税込）
D13×H5.1cm

co056-064 
ダイヤマグ グリーン  ¥1,430（税込）
L12×S9×H9.8cm  350cc

co056-074 
丸マグ グリーン  ¥1,210（税込）
L11.4×S8.3×H6.9cm  240cc

co056-024 
10cmプレート グリーン  ¥836（税込）
D10.5×H1.7cm

co056-034 
ミニプレート グリーン  ¥792（税込）
D8.8×H1.7cm

co056-015 
15cmプレート キャメル  ¥1,100（税込）
D14.6×H2cm

co056-055 
深ボウル キャメル  ¥1,100（税込）
D11.7×H6.8cm

co056-045 
浅ボウル キャメル  ¥1,650（税込）
D13×H5.1cm

co056-065 
ダイヤマグ キャメル  ¥1,430（税込）
L12×S9×H9.8cm  350cc

co056-075 
丸マグ キャメル  ¥1,210（税込）
L11.4×S8.3×H6.9cm  240cc

co056-025 
10cmプレート キャメル  ¥836（税込）
D10.5×H1.7cm

co056-035 
ミニプレート キャメル  ¥792（税込）
D8.8×H1.7cm

濃淡2色の釉薬をかけ分けたバイカラーのうつわ。

今トレンドのレトロ気分に浸りたい時にぴったりな

“映える”デザインです。

懐かしさとぬくもりのバイカラー

色むら 陶　器食洗機○レンジ○
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プランツリー ほっと一息したい日に
手描きの素朴なタッチのボタニカル柄と、ほっこりとした佇まい。

陶器ならではの持ち味が引き立つうつわです。

co059-011 
プレート 大 アイボリー  
¥2,530（税込）
L17.5×S17.5×H2.4cm

co059-021 
プレート 小 アイボリー  
¥1,540（税込）
L14.7×S14.7×H2.2cm

co059-031 
ライスボウル 大 アイボリー  
¥1,540（税込）
D12.1×H7cm

co059-041 
ライスボウル 小 アイボリー 
 ¥1,430（税込）
D11.1×H6.1cm

co059-051 
スープカップ アイボリー  
¥1,760（税込）
L14.5×S11.8×H6.4cm  390cc 

co059-061 
マグカップ アイボリー  
¥1,430（税込）
L11.1×S8.5×H8.4cm  250cc

co059-071 
ポット アイボリー  
¥3,410（税込）
L16.8×S13.3×H8.2cm  340cc

co059-014 
プレート 大 グリーン  
¥2,530（税込）
L17.5×S17.5×H2.4cm

co059-024 
プレート 小 グリーン  
¥1,540（税込）
L14.7×S14.7×H2.2cm

co059-034 
ライスボウル 大 グリーン  
¥1,540（税込）
D12.1×H7cm

co059-044 
ライスボウル 小 グリーン  
¥1,430（税込）
D11.1×H6.1cm

co059-054 
スープカップ グリーン  
¥1,760（税込）
L14.5×S11.8×H6.4cm  390cc

co059-064 
マグカップ グリーン  
¥1,430（税込）
L11.1×S8.5×H8.4cm  250cc

co059-074 
ポット グリーン  
¥3,410（税込）
L16.8×S13.3×H8.2cm  340cc

co059-018 
プレート 大 アメ  
¥2,530（税込）
L17.5×S17.5×H2.4cm

co059-028 
プレート 小 アメ  
¥1,540（税込）
L14.7×S14.7×H2.2cm

co059-038 
ライスボウル 大 アメ  
¥1,540（税込）
D12.1×H7cm

co059-048 
ライスボウル 小 アメ  
¥1,430（税込）
D11.1×H6.1cm

co059-058 
スープカップ アメ  
¥1,760（税込）
L14.5×S11.8×H6.4cm  390cc

co059-068 
マグカップ アメ  
¥1,430（税込）
L11.1×S8.5×H8.4cm  250cc

co059-078 
ポット アメ  
¥3,410（税込）
L16.8×S13.3×H8.2cm  340cc

※茶こし付き
色むら ピンホール 手描き 陶　器食洗機○レンジ○ 鉄　粉

アイボリー
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イノセンス

co055-011 
オーブンボウル 白  ¥2,310（税込）
L15.7×S12.8×H5.5cm

co055-021 
蓋プレート 白  ¥1,210（税込）
D12.8×H1.4cm

co055-031 
オーブンディッシュ 白  ¥2,420（税込）
L19.3×S16.7×H3.2cm

co055-041 
深ボウル 白  ¥1,980（税込）
D13.2×H7.6cm

co055-051 
浅ボウル 大 白  ¥1,430（税込）
D11.7×H4.2cm

co055-061 
浅ボウル 小 白  ¥1,100（税込）
D9.4×H3.6cm

co055-071 
スタックマグ 白  ¥2,090（税込）
L11.7×S9.2×H8cm  340cc

co055-081 
丸マグ 白  ¥1,430（税込）
L10.2×S7.9×H6.4cm  190cc

co055-012 
オーブンボウル 黒  ¥2,310（税込）
L15.7×S12.8×H5.5cm

co055-022 
蓋プレート 黒  ¥1,210（税込）
D12.8×H1.4cm

co055-032 
オーブンディッシュ 黒  ¥2,420（税込）
L19.3×S16.7×H3.2cm

co055-042 
深ボウル 黒  ¥1,980（税込）
D13.2×H7.6cm

co055-052 
浅ボウル 大 黒  ¥1,430（税込）
D11.7×H4.2cm

co055-062 
浅ボウル 小 黒  ¥1,100（税込）
D9.4×H3.6cm

co055-072 
スタックマグ 黒  ¥2,090（税込）
L11.7×S9.2×H8cm  340cc

co055-082 
丸マグ 黒  ¥1,430（税込）
L10.2×S7.9×H6.4cm  190cc

丸みのあるデザインがポイントのべーシックなうつわ。

オーブン料理に使える耐熱皿から、ボウル、マグなどラインナップも充実。

シンプルやさしいモノトーン

※オーブン対応

ピンホール食洗機○レンジ○ 鉄　粉
白

陶　器
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co061-022co061-012

co061-022 
プレート 小 ローズ  
¥2,090（税込）
D17.5×H2.3cm

co061-012 
プレート 大 ローズ  
¥2,860（税込）
D23.4×H2.7cm

co061-025co061-015

co061-025 
プレート 小 ブルーグレー  
¥2,090（税込）
D17.5×H2.3cm

co061-015 
プレート 大 ブルーグレー  
¥2,860（税込）
D23.4×H2.7cm

co061-028co061-018

co061-028 
プレート 小 ベージュ  
¥2,090（税込）
D17.5×H2.3cm

co061-018 
プレート 大 ベージュ  
¥2,860（税込）
D23.4×H2.7cm

co060-015 
プレート 大 ブルー  ¥2,750（税込）
D22.6×H3.7cm

co060-025 
プレート 中 ブルー  ¥1,540（税込）
D15.7×H2cm

co060-035 
プレート 小 ブルー  ¥693（税込）
D9.5×H1.4cm

イタリア語で空を意味する「CIEL」は、

澄み切った青空や淡い雲の色をイメージしたうつわ。

やわらかく入ったラインのレリーフが

釉薬の透明感を引き立てます。

テーブルに“ソライロ”の美しさ
ジョリー シエル

ガーリーなデザインをニュアンスのあるカラーで仕上げた

クラシカルテイストなうつわ。

ワンランク上のスイーツタイムを演出します。

とっておきのスイーツタイムに

co060-045 
スクエアボウル 大 
ブルー  
¥2,860（税込）
L19.8×S19.8×H4.4cm

co060-055 
スクエアボウル 小 
ブルー  
¥1,760（税込）
L14.2×S14.2×H4.4cm

co060-011 
プレート 大 ホワイト  ¥2,750（税込）
D22.6×H3.7cm

co060-021 
プレート 中 ホワイト  ¥1,540（税込）
D15.7×H2cm

co060-031 
プレート 小 ホワイト  ¥693（税込）
D9.5×H1.4cm

co060-041 
スクエアボウル 大 
ホワイト  
¥2,860（税込）
L19.8×S19.8×H4.4cm

co061-032 
高台デザートプレート 
ローズ  
¥2,750（税込）
D15.9×H5.3cm

co061-035 
高台デザートプレート 
ブルーグレー  
¥2,750（税込）
D15.9×H5.3cm

co061-038 
高台デザートプレート 
ベージュ  
¥2,750（税込）
D15.9×H5.3cm

co060-051 
スクエアボウル 小 
ホワイト  
¥1,760（税込）
L14.2×S14.2×H4.4cm

色むら 磁　器食洗機○レンジ○ 食洗機○レンジ○ 色むら 陶　器ピンホール

食洗機×レンジ× 貫　入 色むら 陶　器
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co020-071co020-051co020-041

co020-011 
マグカップ 白  
¥1,210（税込）
L11.9×S9.6×H9.1cm  320cc

co020-021 
ボウル 白  
¥1,320（税込）
L15.6×S15.6×H5.8cm

co020-031 
オーバルプレート 白  
¥1,980（税込）
L24.6×S17×H4.4cm

co020-061 
ロングオーバル 白  
¥2,420（税込）
L30.8×S18×H2.8cm

co020-071 
プレート S 白  ¥990（税込）
L11.5×H2.3cm

co020-051 
プレート M 白  ¥1,760（税込）
L19.5×S19.5×H2.5cm

co020-041 
プレート L 白  ¥2,640（税込）
L24.6×S24.6×H2.7cm

co020-077co020-057co020-047

co020-067 
ロングオーバル グレー  
¥2,420（税込）
L30.8×S18×H2.8cm

co020-077 
プレート S グレー  ¥990（税込）
L11.5×H2.3cm

co020-057 
プレート M グレー  ¥1,760（税込）
L19.5×S19.5×H2.5cm

co020-047 
プレート L グレー  ¥2,640（税込）
L24.6×S24.6×H2.7cm

co020-074co020-054co020-044

co020-064 
ロングオーバル からし  
¥2,420（税込）
L30.8×S18×H2.8cm

co020-074 
プレート S からし  ¥990（税込）
L11.5×H2.3cm

co020-054 
プレート M からし  ¥1,760（税込）
L19.5×S19.5×H2.5cm

co020-044 
プレート L からし  ¥2,640（税込）
L24.6×S24.6×H2.7cm

co020-017 
マグカップ グレー  
¥1,210（税込）
L11.9×S9.6×H9.1cm  320cc

co020-027 
ボウル グレー  
¥1,320（税込）
L15.6×S15.6×H5.8cm

co020-037 
オーバルプレート グレー  
¥1,980（税込）
L24.6×S17×H4.4cm

co020-014 
マグカップ からし  
¥1,210（税込）
L11.9×S9.6×H9.1cm  320cc

co020-024 
ボウル からし  
¥1,320（税込）
L15.6×S15.6×H5.8cm

co020-034 
オーバルプレート からし  
¥1,980（税込）
L24.6×S17×H4.4cm

カリン

花をかたどった愛らしいデザインと、

料理が引き立つパステルカラーがキュートなうつわ。

ふだんの食卓に、フェミニンな華やぎをプラスするうつわです。

テーブルに咲くパステルフラワー
ラフィネ

ラフィネとは「洗練された」という意味のフランス語。

釉薬の窯変を活かした深みのある色使いで、ヨーロピアンヴィンテージをイメージ。

それでいて、現代のシーンにマッチするモダンさも。

自由な発想でコーディネートを楽しんで。

ヴィンテージなセンスを遊ぶ

co062-011 
オーバルボウル ホワイト  
¥3,520（税込）　
D24.9×H13.9cm

co062-021 
プチカップ ホワイト  
¥1,210（税込）
D6.6×H3.8cm

co062-013 
オーバルボウル ピンク  
¥3,520（税込）
D24.9×H13.9cm

co062-023 
プチカップ ピンク  
¥1,210（税込）
D6.6×H3.8cm

co062-015 
オーバルボウル ブルー  
¥3,520（税込）
D24.9×H13.9cm

co062-025 
プチカップ ブルー  
¥1,210（税込）
D6.6×H3.8cm

色むら 磁　器食洗機○レンジ○ ピンホール 陶　器色むら食洗機○レンジ○
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co038-045 
ボウル 紺  
¥1,540（税込）
L16.4×S13.8×H5.3cm

co038-025 
プレート S 紺  
¥1,430（税込）
L12.9×S10.7×H1.8cm

co038-015 
プレート M 紺  
¥2,970（税込）
L18.8×S16.1×H2.2cm

co038-041 
ボウル 白  
¥1,540（税込）
L16.4×S13.8×H5.3cm

co038-021 
プレート S 白  
¥1,430（税込）
L12.9×S10.7×H1.8cm

co038-011 
プレート M 白  
¥2,970（税込）
L18.8×S16.1×H2.2cm

co050-019 co050-029

co050-019 
プレート 大 グレー  
¥3,960（税込）
D24.7×H2.9cm

co050-029 
プレート 小 グレー  
¥1,870（税込）
D19.6×H3cm

ソレイユ（soleil）とは、フランス語で「太陽」や「ひまわり」を意味する言葉。その名前にふさわしい主役級のうつわ。

花びらを象ったデザインながらも、甘すぎないダークでマットな大人カラーが魅力。

テーブルに、あでやかな華やぎを

ソレイユ

ブーケ

丸みを帯びた花形フォルムでありながら、

甘さを抑えた大人テイストのうつわ。

ベーシックな色展開で飽きがこず、

ふだんのテーブルをさり気なくセンスアップしてくれます。

“ふだん”に映えるハンサムBOUQUET

co050-015 co050-025

co050-015 
プレート 大 ブルー  
¥3,960（税込）
D24.7×H2.9cm

co050-025 
プレート 小 ブルー  
¥1,870（税込）
D19.6×H3cm

co050-014 co050-024

co050-014 
プレート 大 ライトブラウン  
¥3,960（税込）
D24.7×H2.9cm

co050-024 
プレート 小 ライトブラウン  
¥1,870（税込）
D19.6×H3cm

  

co050-011 co050-021

co050-011 
プレート 大 ホワイト  
¥3,960（税込）
D24.7×H2.9cm

co050-021 
プレート 小 ホワイト  
¥1,870（税込）
D19.6×H3cm

co050-031 
ボウル 大 ホワイト  
¥3,190（税込）
D22×H4cm

co050-041 
ボウル 小 ホワイト  
¥1,386（税込）
D16×H5cm

co050-034 
ボウル 大 ライトブラウン  
¥3,190（税込）
D22×H4cm

co050-044 
ボウル 小 ライトブラウン  
¥1,386（税込）
D16×H5cm

co050-054 
マグ ライトブラウン  
¥1,188（税込）
D9.7×H7.3cm  340cc

co050-055 
マグ ブルー  
¥1,188（税込）
D9.7×H7.3cm  340cc

co050-059 
マグ グレー  
¥1,188（税込）
D9.7×H7.3cm  340cc

co050-035 
ボウル 大 ブルー  
¥3,190（税込）
D22×H4cm

co050-045 
ボウル 小 ブルー  
¥1,386（税込）
D16×H5cm

co050-039 
ボウル 大 グレー  
¥3,190（税込）
D22×H4cm

co050-049 
ボウル 小 グレー  
¥1,386（税込）
D16×H5cm

色むら ピンホール 陶　器食洗機○レンジ○

色むら 陶　器食洗機○レンジ○ 鉄　粉
ホワイト

ピンホール
ホワイト
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ポリゴン

フルレット

「ポリゴン」とは多角形のこと。四角でもない、丸でもない幾何学模様は、

クラシカルな印象をもちながらも新鮮。

モダンなテーブルにも自然になじむ多面性が魅力。彩度を抑えたカラー展開がシックです。
魅惑の造形美、絵になる多角形

co029-033  
ボウル 大 ワインレッド  
¥2,420（税込）
L16.9×S16.7×H10.5cm  1,100cc

co029-043  
ボウル 小 ワインレッド  
¥990（税込）
L11.2×S10.8×H6.8cm

co029-053  
デザートカップ ワインレッド  
¥1,045（税込）
D10.3×H7.3cm

co029-063 
カップ ワインレッド  
¥770（税込）
L9×S8.8×H7.7cm  200cc

co029-013 
プレート 大 
ワインレッド  
¥2,090（税込）
L21×S20.5×H2.7cm

co029-023  
プレート 小 
ワインレッド  
¥770（税込）
L13.4×S13.2×H2cm

co029-039  
ボウル 大 グレー  
¥2,420（税込）
L16.9×S16.7×H10.5cm  1,100cc

co029-049  
ボウル 小 グレー  
¥990（税込）
L11.2×S10.8×H6.8cm

co029-059  
デザートカップ グレー  
¥1,045（税込）
D10.3×H7.3cm

co029-069 
カップ グレー  
¥770（税込）
L9×S8.8×H7.7cm  200cc

co029-019  
プレート 大 
グレー  
¥2,090（税込）
L21×S20.5×H2.7cm

co029-029 
プレート 小 
グレー  
¥770（税込）
L13.4×S13.2×H2cm

co029-031  
ボウル 大 ホワイト  
¥2,420（税込）
L16.9×S16.7×H10.5cm  1,100cc

co029-041  
ボウル 小 ホワイト  
¥990（税込）
L11.2×S10.8×H6.8cm

co029-051  
デザートカップ ホワイト  
¥1,045（税込）
D10.3×H7.3cm

co029-061 
カップ ホワイト  
¥770（税込）
L9×S8.8×H7.7cm  200cc

co029-011  
プレート 大 
ホワイト  
¥2,090（税込）
L21×S20.5×H2.7cm

co029-021  
プレート 小 
ホワイト  
¥770（税込）
L13.4×S13.2×H2cm

裏面レリーフ

co052-018
プレート 大 アメ  ¥1,760（税込）
D22×H2.2cm

co052-028
プレート 小 アメ  ¥990（税込）
D16.2×H2.1cm

co052-038
ボウル アメ  ¥880（税込）
D11.5×H7cm

co052-048
カップ アメ  ¥1,210（税込）
L13.5×S10.5×H6.4cm  250cc

co052-051
レスト ホワイト  ¥385（税込）
L4.8×S4.5×H1.2cm

co052-059
レスト グレー  ¥385（税込）
L4.8×S4.5×H1.2cm

co052-058
レスト アメ  ¥385（税込）
L4.8×S4.5×H1.2cm

co052-019
プレート 大 グレー  ¥1,760（税込）
D22×H2.2cm

co052-029
プレート 小 グレー  ¥990（税込）
D16.2×H2.1cm

co052-039
ボウル グレー  ¥880（税込）
D11.5×H7cm

co052-049
カップ グレー  ¥1,210（税込）
L13.5×S10.5×H6.4cm  250cc

co052-011
プレート 大 ホワイト  ¥1,760（税込）
D22×H2.2cm

co052-021
プレート 小 ホワイト  ¥990（税込）
D16.2×H2.1cm

co052-031
ボウル ホワイト  ¥880（税込）
D11.5×H7cm

co052-041
カップ ホワイト  ¥1,210（税込）
L13.5×S10.5×H6.4cm  250cc

重なり合う花びらを立体的に表現したレリーフ模様が目を惹くうつわ。

可憐なアジサイたちは、どこかノスタルジックで素敵。

お気に入りのスイーツをのせれば、とっておきのカフェタイムに。

ノスタルジーを誘う
可憐な花模様

色むら 陶　器食洗機○レンジ○ 鉄　粉
ホワイト・グレー

色むら 陶　器食洗機○レンジ○ 鉄　粉
ホワイト・グレー
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カラーリーフ

葡萄や花模様を、陰影豊かな浮彫で表現した

クラシックな佇まい。

個性的でありながら、意外にも

スナックやスイーツ、ライトミールまで

オールマイティに合わせやすいのが魅力です。

クラシックな印象派

プラント

うつわ全体に大輪のダリアを描いたデザイン。

濃淡のある色合いと貫入の効果で、おもてなしに相応しい上質感が魅力です。

ピンク、ウルトラマリンブルー、スカイブルーの三色展開。

凛と咲く大輪のダリア
ダリア

テーブルを彩るリーフのうつわ
リーフ型のうつわ。定番のグリーンではなく、

ネイビーやイエローなど、彩度の高い色展開で、食卓を明るく演出します。

葉っぱの縁をかたどったフリルがキュートなアクセントになっています。

co030-043  
プレート 大 イエロー  ¥2,200（税込）
L24.8×S19.7×H2.6cm

co030-053
プレート 中 イエロー  ¥660（税込）
L15.7×S12.5×H2cm

co030-063
プレート 小 イエロー  ¥440（税込）
L11.2×S8.9×H1.6cm

co030-013  
ボウル 大 イエロー  ¥1,320（税込）
L15.3×S12.6×H4.5cm

co030-023  
ボウル 中 イエロー  ¥528（税込）
L10.4×S8.7×H4.2cm

co030-033  
ボウル 小 イエロー  ¥385（税込）
L8.2×S6.8×H3.2cm

co030-049  
プレート 大 グレー  ¥2,200（税込）
L24.8×S19.7×H2.6cm

co030-059
プレート 中 グレー  ¥660（税込）
L15.7×S12.5×H2cm

co030-069
プレート 小 グレー  ¥440（税込）
L11.2×S8.9×H1.6cm

co030-019  
ボウル 大 グレー  ¥1,320（税込）
L15.3×S12.6×H4.5cm

co030-029  
ボウル 中 グレー  ¥528（税込）
L10.4×S8.7×H4.2cm

co030-039  
ボウル 小 グレー  ¥385（税込）
L8.2×S6.8×H3.2cm

co030-045  
プレート 大 ネイビー  ¥2,200（税込）
L24.8×S19.7×H2.6cm

co030-055
プレート 中 ネイビー  ¥660（税込）
L15.7×S12.5×H2cm

co030-065
プレート 小 ネイビー  ¥440（税込）
L11.2×S8.9×H1.6cm

co030-015  
ボウル 大 ネイビー  ¥1,320（税込）
L15.3×S12.6×H4.5cm

co030-025  
ボウル 中 ネイビー  ¥528（税込）
L10.4×S8.7×H4.2cm

co030-035  
ボウル 小 ネイビー  ¥385（税込）
L8.2×S6.8×H3.2cm

co039-013 
プレート 大 ワイン  ¥2,640（税込）
L22×S21×H2.5cm

co039-023 
プレート 小 ワイン  ¥2,090（税込）
L17.8×S16.7×H2.4cm

co039-015 
プレート 大 トルコ  ¥2,640（税込）
L22×S21×H2.5cm

co039-025 
プレート 小 トルコ  ¥2,090（税込）
L17.8×S16.7×H2.4cm

co039-018 
プレート 大 アメ  ¥2,640（税込）
L22×S21×H2.5cm

co039-028 
プレート 小 アメ  ¥2,090（税込）
L17.8×S16.7×H2.4cm

co044-013
プレート 大 ピンク  
¥5,060（税込）
D23.9×H2.4cm

co044-023
プレート 小 ピンク  
¥2,860（税込）
D17.5×H2.3cm

co044-017
プレート 大 スカイブルー  
¥5,060（税込）
D23.9×H2.4cm

co044-015
プレート 大 
ウルトラマリンブルー  
¥5,060（税込）
D23.9×H2.4cm

co044-025
プレート 小 
ウルトラマリンブルー  
¥2,860（税込）
D17.5×H2.3cm

貫　入 色むら 磁　器食洗機×レンジ○

色むら 磁　器食洗機○レンジ○

陶　器色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉
イエロー・グレー

co044-027
プレート 小 スカイブルー  
¥2,860（税込）
D17.5×H2.3cm
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co063-013 co063-023 co063-033

ノーブル

“レトロかわいい”お気に入り
リムの部分にクレマチスの花を描いた「NOBLE」と、

エッジ部分の２本のラインがアクセントになった「パラレル」。

どちらもレトロ感がとてもキュート。

特別感のあるうつわを敢えて

カジュアル使いするのがトレンドです。

co063-014 co063-024 co063-034

co063-015 co063-025 co063-035

co063-043 co063-053 co063-063

パラレル

co063-044 co063-054 co063-064

co063-045 co063-055 co063-065

磁　器食洗機○レンジ○ 磁　器食洗機○レンジ○

co063-033 
プレート 小 レッド  ¥1,870（税込）
D19.1×H2cm

co063-023 
プレート 中 レッド  ¥2,750（税込）
D23.5×H2.6cm

co063-013 
プレート 大 レッド  ¥4,400（税込）
D27.3×H2.8cm

co063-034 
プレート 小 アプリコット  ¥1,870（税込）
D19.1×H2cm

co063-024 
プレート 中 アプリコット  ¥2,750（税込）
D23.5×H2.6cm

co063-014 
プレート 大 アプリコット  ¥4,400（税込）
D27.3×H2.8cm

co063-035 
プレート 小 ブルー  ¥1,870（税込）
D19.1×H2cm

co063-025 
プレート 中 ブルー  ¥2,750（税込）
D23.5×H2.6cm

co063-015 
プレート 大 ブルー  ¥4,400（税込）
D27.3×H2.8cm

co063-063 
プレート 小 レッド  ¥1,650（税込）
D19.1×H2cm

co063-053 
プレート 中 レッド  ¥2,310（税込）
D23.5×H2.6cm

co063-043 
プレート 大 レッド  ¥3,740（税込）
D27.3×H2.8cm

co063-064 
プレート 小 アプリコット  ¥1,650（税込）
D19.1×H2cm

co063-054 
プレート 中 アプリコット  ¥2,310（税込）
D23.5×H2.6cm

co063-044 
プレート 大 アプリコット  ¥3,740（税込）
D27.3×H2.8cm

co063-065 
プレート 小 ブルー  ¥1,650（税込）
D19.1×H2cm

co063-055 
プレート 中 ブルー  ¥2,310（税込）
D23.5×H2.6cm

co063-045 
プレート 大 ブルー  ¥3,740（税込）
D27.3×H2.8cm
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レモンに似た果実シトロンを、

やわらかな水彩タッチで描いたうつわ。

柑橘類らしい凜とした香りと甘酸っぱさが

イメージの中で広がって、

料理をひときわ爽やかに演出します。

柑橘の、香り心地を味わう うつわ

シトロン

co023-031 
15cmプレート リーフ  
¥1,210（税込）
D15.1×H1.8cm

co023-041  
23cmプレート リーフ  
¥2,750（税込）
D23.5×H2.3cm

co023-061  
楕円プレート リーフ  
¥2,750（税込）
L24×S17×H4.5cm

co023-051  
23cmボウル リーフ  
¥3,300（税込）
D22.8×H6.2cm

co023-011  
16cmボウル リーフ  
¥1,650（税込）
D16.1×H4.3cm

co023-091  
12cmボウル リーフ  
¥1,540（税込）
D12×H5.1cm

co023-021 
マグカップ リーフ  
¥2,090（税込）
D8.5×H9.5cm  385cc

co023-071 
コーヒーカップ リーフ  
¥1,760（税込）
D8.5×H6cm  220cc

co023-081  
コーヒーソーサー リーフ  
¥1,210（税込）
D12×H1cm

co034-043  
マグカップ イエロー  ¥2,200（税込）
L13.5×S8.2×H9cm  210cc

co034-033  
ボウル イエロー  ¥1,980（税込）
L13×S10.5×H5.5cm

co034-023  
プレート 小 イエロー  ¥2,200（税込）
L19.8×S16.1×H2.3cm

co034-013  
プレート 大 イエロー  ¥4,620（税込）
L27.5×S22.5×H2.8cm

co034-053  
カップ イエロー  ¥1,980（税込）
L12.8×S8.3×H5.6cm  160cc

co034-063  
ソーサー イエロー  ¥1,320（税込）
L15×S12.5×H2.9cm

co034-044  
マグカップ グリーン  ¥2,200（税込）
L13.5×S8.2×H9cm  210cc

co034-034  
ボウル グリーン  ¥1,980（税込）
L13×S10.5×H5.5cm

co034-024  
プレート 小 グリーン  ¥2,200（税込）
L19.8×S16.1×H2.3cm

co034-014  
プレート 大 グリーン  ¥4,620（税込）
L27.5×S22.5×H2.8cm

co034-054  
カップ グリーン  ¥1,980（税込）
L12.8×S8.3×H5.6cm  160cc

co034-064  
ソーサー グリーン  ¥1,320（税込）
L15×S12.5×H2.9cm

co023-037  
15cmプレート ドロップ  
¥1,210（税込）
D15.1×H1.8cm

co023-047  
23cmプレート ドロップ  
¥2,750（税込）
D23.5×H2.3cm

co023-027  
マグカップ ドロップ  
¥2,090（税込）
D8.5×H9.5cm  385cc

co023-017  
16cmボウル ドロップ  
¥1,650（税込）
D16.1×H4.3cm

co023-097  
12cmボウル ドロップ  
¥1,540（税込）
D12×H5.1cm

co023-035 
15cmプレート ウェーブ  
¥1,210（税込）
D15.1×H1.8cm

co023-045 
23cmプレート ウェーブ  
¥2,750（税込）
D23.5×H2.3cm

co023-025  
マグカップ ウェーブ  
¥2,090（税込）
D8.5×H9.5cm  385cc

co023-015  
16cmボウル ウェーブ  
¥1,650（税込）
D16.1×H4.3cm

co023-095  
12cmボウル ウェーブ  
¥1,540（税込）
D12×H5.1cm

co023-033 
15cmプレート チューリップ  
¥1,210（税込）
D15.1×H1.8cm

co023-043 
23cmプレート チューリップ  
¥2,750（税込）
D23.5×H2.3cm

co023-023  
マグカップ チューリップ  
¥2,090（税込）
D8.5×H9.5cm  385cc

co023-013  
16cmボウル チューリップ  
¥1,650（税込）
D16.1×H4.3cm

co023-093  
12cmボウル チューリップ  
¥1,540（税込）
D12×H5.1cm

ネイビーブルー

つややかな白磁に、濃紺の水彩画調に描いた柄が好コントラストなうつわシリーズ。

リーフやドロップ、チューリップなど、ナチュラルテイストなモチーフが愛らしい。

カフェ風ランチに、お似合いです

イングレーズ 磁　器食洗機○レンジ○

磁　器食洗機○レンジ○
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食洗機×レンジ× ガラス

花をかたどったエレガントなガラスウェア。

花びらのようなフリルが可憐です。

口線にゴールドをあしらったタイプは、

ワンランク上の華やかな席によく映えます。

涼やかに咲くクリアフラワー

アルカド

水面に浮かぶ泡をイメージした

幻想的な彩色が特徴のMOUSSE。

盛り付けた料理もいっしょに浮かんでいるよう。

一点使いで存在感を楽しんだり、

シリーズでセッティングしたり

コーディネートの楽しみが広がります。

ふわり、水面に浮かぶ

ムース

食洗機×レンジ× ガラス

やわらかに広がる

ハスの葉をイメージしたうつわ。

エッジのゴールドラインが、高貴でモダン。

カフェタイムをスタイリッシュに

演出します。

波打つ葉のクールモダン

ロータス

クロス

co024-045  
23cm深プレート ブルー  
¥1,760（税込）
D23.2×H4.4cm

co603-011
29cmプレート  ¥3,410（税込）
D28.2×H3.7cmco603-021

23cmプレート  
¥2,750（税込）
D22.7×H2.5cm

co603-031  
15cmプレート  
¥1,650（税込）
D15.8×H1.5cm

co603-041 
12cmプレート  ¥1,430（税込）
D11.8×H1.3cm

co602-001 
アルカド ボウル 20cm  ¥2,090（税込）
D20×H8cm

co602-002 
アルカド ボウル 18cm  ¥1,870（税込）
D18×H7.5cm

co602-003 
アルカド ボウル 15cm  ¥1,320（税込）
D15×H6.6cm

co602-004 
アルカド ボウル 10cm  ¥803（税込）
D10×H4.2cm

co602-026 
アルカド ボウル 20cm 
ゴールドライン  ¥2,860（税込）
D20×H8cm

co602-027 
アルカド ボウル 18cm 
ゴールドライン  ¥2,530（税込）
D18×H7.5cm

co602-028 
アルカド ボウル 15cm 
ゴールドライン  ¥1,870（税込）
D15×H6.6cm

co602-029 
アルカド ボウル 10cm 
ゴールドライン  ¥1,210（税込）
D10×H4.2cm

co049-011  
26cmクーププレート  ¥5,610（税込）
D25.9×H5.1cm

co049-031  
24cmボウル  ¥3,080（税込）
D23.9×H3.6cm

co049-021
26cmフラットプレート  ¥4,950（税込）
D26.4×H2.2cm

淡い水彩タッチのクロス模様でモード感漂うCROSSシリーズ。

ファッション感覚で様々な料理とのコーディネートを試してみたくなるデザインです。

高温で焼き上げて発色させるイングレーズ加工により、彩色の美しさが褪せにくいのも特徴。
着こなすように楽しもう

co024-035  
16cmプレート ブルー  ¥935（税込）
D16.2×H2cm

co024-025  
19cmプレート ブルー  ¥1,210（税込）
D19.5×H2.2cm

co024-015  
26cmプレート ブルー  ¥2,200（税込）
D26×H2.5cm

co024-015 co024-025 co024-035

co024-065  
コーヒーソーサー  ブルー  
¥1,056（税込）
D16.5×H2.4cm

co024-055  
コーヒーカップ  ブルー  
¥1,155（税込）
D8.9×H6.6cm  220cc

co024-042  
23cm深プレート グレー  
¥1,760（税込）
D23.2×H4.4cm

co024-032  
16cmプレート グレー  ¥935（税込）
D16.2×H2cm

co024-022  
19cmプレート グレー ¥1,210（税込）
D19.5×H2.2cm

co024-012  
26cmプレート グレー  ¥2,200（税込）
D26×H2.5cm

co024-012 co024-022 co024-032

co024-062  
コーヒーソーサー グレー  
¥1,056（税込）
D16.5×H2.4cm

co024-052  
コーヒーカップ グレー  
¥1,155（税込）
D8.9×H6.6cm  220cc

磁　器イングレーズ食洗機○レンジ○

磁　器イングレーズ食洗機○レンジ○
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うつわ全面に野の花をあしらった「フルール」。

イギリスのアンティークコレクションをイメージした

可憐な花模様が、

くつろぎのティータイムをやさしく彩ります。

花に包まれて、
とっておきのティータイム

フルール

アフタヌーンティーシーンではおなじみのケーキスタンドを、

敢えてリュクスな大人のアペリティフに使うのもおすすめ。

リム部分の装飾やクラシカルテイストなフォルムなど、

こだわりを細部に効かせました。

ほんのりビターな大人の時間に

パティスリー

co019-065

co019-015
ティーポット 水色  ¥4,180（税込）
L20×S12×H11cm  500cc

co019-025 
ティーカップ 水色  ¥1,650（税込）
L12.8×S10.4×H4.8cm  120cc

co019-035 
ソーサー 水色  ¥1,430（税込）
L14.8×S14.8×H2cm

co019-063

co019-013
ティーポット 紫  ¥4,180（税込）
L20×S12×H11cm  500cc

co019-023 
ティーカップ 紫  ¥1,650（税込）
L12.8×S10.4×H4.8cm  120cc

co019-033 
ソーサー 紫  ¥1,430（税込）
L14.8×S14.8×H2cm

co019-062

co019-012 
ティーポット 紺  ¥4,180（税込）
L20×S12×H11cm  500cc

co019-022 
ティーカップ 紺  ¥1,650（税込）
L12.8×S10.4×H4.8cm  120cc

co019-032 
ソーサー 紺  ¥1,430（税込）
L14.8×S14.8×H2cm

co019-061

co019-045

co019-043

co019-042

co019-041

co019-011 
ティーポット 白  ¥4,180（税込）
L20×S12×H11cm  500cc

co019-021 
ティーカップ 白  ¥1,650（税込）
L12.8×S10.4×H4.8cm  120cc

co019-071 
ケーキスタンド 白  ¥8,800（税込）
L25.7×S24.6×H22cm

co019-072 
ケーキスタンド 紺  ¥8,800（税込）
L25.7×S24.6×H22cm

co019-073 
ケーキスタンド 紫  ¥8,800（税込）
L25.7×S24.6×H22cm

co019-075
ケーキスタンド 水色  ¥8,800（税込）
L25.7×S24.6×H22cm

co019-031 
ソーサー 白  ¥1,430（税込）
L14.8×S14.8×H2cm

co014-034 
ボウル 瑠璃  
¥1,320（税込）
D11.7×H6.4cm

co014-014 
カップ 瑠璃  
¥1,320（税込）
D9.6×H5.8cm  250cc

co014-024 
ソーサー 瑠璃  
¥946（税込）
D14.5×H2cm co019-051 

ミニプレート 白  
¥1,056（税込）
L11×S11×H1.6cm

co019-052 
ミニプレート 紺  
¥1,056（税込）
L11×S11×H1.6cm

co019-053 
ミニプレート 紫  
¥1,056（税込）
L11×S11×H1.6cm

co019-055 
ミニプレート 水色  
¥1,056（税込）
L11×S11×H1.6cm

co014-013 
カップ えんじ  
¥1,320（税込）
D9.6×H5.8cm  250cc

co014-023 
ソーサー えんじ  
¥946（税込）
D14.5×H2cm

co014-015 
カップ 水色  
¥1,320（税込）
D9.6×H5.8cm  250cc

co014-025 
ソーサー 水色  
¥946（税込）
D14.5×H2cm

co014-018 
カップ 紫  
¥1,320（税込）
D9.6×H5.8cm  250cc

co014-028 
ソーサー 紫  
¥946（税込）
D14.5×H2cm

co014-019 
カップ グレー  
¥1,320（税込）
D9.6×H5.8cm  250cc

co014-029 
ソーサー グレー 
 ¥946（税込）
D14.5×H2cm

※ケーキスタンドは組立式です。
　亜鉛合金（金メッキ）

co014-043 
ポット えんじ  ¥4,290（税込）
L18.7×S10.9×H11.2cm  520cc

co014-033 
ボウル えんじ  
¥1,320（税込）
D11.7×H6.4cm

co014-035 
ボウル 水色  
¥1,320（税込）
D11.7×H6.4cm

co014-038 
ボウル 紫  
¥1,320（税込）
D11.7×H6.4cm

co014-039 
ボウル グレー  
¥1,320（税込）
D11.7×H6.4cm

co014-044 
ポット 瑠璃  ¥4,290（税込）
L18.7×S10.9×H11.2cm  520cc

co014-045 
ポット 水色  ¥4,290（税込）
L18.7×S10.9×H11.2cm  520cc

co014-048 
ポット 紫  ¥4,290（税込）
L18.7×S10.9×H11.2cm  520cc

co014-049 
ポット グレー  ¥4,290（税込）
L18.7×S10.9×H11.2cm  520cc

陶　器鉄　粉食洗機○レンジ○ 色むら 磁　器食洗機○レンジ○

co019-065  
プレート L 水色  
¥4,290（税込）
L25.7×S24.6×H2.5cm

co019-045 
ケーキプレート 水色  
¥2,420（税込）
L18.4×S17.5×H1.6cm

co019-063  
プレート L 紫  
¥4,290（税込）
L25.7×S24.6×H2.5cm

co019-043 
ケーキプレート 紫  
¥2,420（税込）
L18.4×S17.5×H1.6cm

co019-062  
プレート L 紺  
¥4,290（税込）
L25.7×S24.6×H2.5cm

co019-042 
ケーキプレート 紺  
¥2,420（税込）
L18.4×S17.5×H1.6cm

co019-061  
プレート L 白  
¥4,290（税込）
L25.7×S24.6×H2.5cm

co019-041 
ケーキプレート 白  
¥2,420（税込）
L18.4×S17.5×H1.6cm
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陶器らしい、まろやかさのある白と黒のうつわ。

ぬくもりのある佇まいは、

どんな料理も美味しく演出してくれます。

エッジ部分に効かせたグレーのラインが、

デザインのアクセントになっています。

軽量タイプで扱いやすいのも魅力です。

ベーシックを極めた
ホワイト&ブラック

ブランノワール

co012-065 co012-195

co012-155 
24cmスープ皿 青  
¥1,760（税込）
D24.2×H4.2cm

co012-185 
16cmボウル 青  
¥1,540（税込）
D15.8×H6.4cm

co012-225 
両手スープ 青  
¥1,760（税込）
L16×S11.3×H5.6cm  330cc

co012-125 スタックコーヒーカップ 青  ¥1,012（税込）
D7.6×H6.7cm  200cc

co012-145 コーヒーソーサー 青  ¥715（税込）
D15.7×H2cm

co012-135 コーヒーカップ 青  ¥990（税込）
D7.9×H6.9cm  190cc

co012-145 コーヒーソーサー 青  ¥715（税込）
D15.7×H2cm

co012-165 ティーカップ 青  ¥1,078（税込）
D8.9×H6.6cm  220cc

co012-065 21cm深皿 青  ¥1,430（税込）
D21.3×H4.2cm

co012-075 16cm深皿 青  ¥1,210（税込）
D16×H5.1cm

co012-085 14cm深皿 青  ¥1,023（税込）
D14.6×H3.6cm

co012-195 31cmプラター 青  ¥5,280（税込）
L31.8×S22.8×H4.4cm

co012-205 26cmプラター 青  ¥3,630（税込）
L26×S18.9×H3.6cm

co012-215 20cmプラター 青  ¥2,530（税込）
L20.1×S13.3×H2.6cm

co012-175 ティーソーサー 青  ¥715（税込）
D16.5×H2.4cm

co012-124 スタックコーヒーカップ 緑  ¥1,012（税込）
D7.6×H6.7cm  200cc

co012-144 コーヒーソーサー 緑  ¥715（税込）
D15.7×H2cm

co012-134 コーヒーカップ 緑  ¥990（税込）
D7.9×H6.9cm  190cc

co012-144 コーヒーソーサー 緑  ¥715（税込）
D15.7×H2cm

co012-164 ティーカップ 緑  ¥1,078（税込）
D8.9×H6.6cm  220cc

co012-174 ティーソーサー 緑  ¥715（税込）
D16.5×H2.4cm

co012-064 co012-194

co012-154 
24cmスープ皿 緑  
¥1,760（税込）
D24.2×H4.2cm

co012-245 
19cm切立ボウル 青  
¥2,090（税込）
D19.3×H10.1cm  1,000cc

co012-244 
19cm切立ボウル 緑  
¥2,090（税込）
D19.3×H10.1cm  1,000cc

co012-234 
19cm丸ボウル  緑  
¥1,980（税込）
D19×H9.8cm  1,300cc

co036-041  
ボウル ホワイト  
¥1,870（税込）
D15.3×H5cm

co036-031  
パスタボウル ホワイト  
¥3,080（税込）
D22.5×H3.5cm

co036-021 
プレート S ホワイト  
¥1,430（税込）
D17.5×H1.6cm

co036-011  
プレート L ホワイト  
¥3,300（税込）
D24.5×H2.8cm

co036-042  
ボウル ブラック  
¥1,870（税込）
D15.3×H5cm

co036-032  
パスタボウル ブラック  
¥3,080（税込）
D22.5×H3.5cm

co036-022  
プレート S ブラック  
¥1,430（税込）
D17.5×H1.6cm

co036-012    
プレート L ブラック  
¥3,300（税込）
D24.5×H2.8cm

co012-235 
19cm丸ボウル  青  
¥1,980（税込）
D19×H9.8cm  1,300cc

co012-184 
16cmボウル 緑  
¥1,540（税込）
D15.8×H6.4cm

co012-224 
両手スープ 緑  
¥1,760（税込）
L16×S11.3×H5.6cm  330cc

co012-064 21cm深皿 緑  ¥1,430（税込）
D21.3×H4.2cm

co012-074 16cm深皿 緑  ¥1,210（税込）
D16×H5.1cm

co012-084 14cm深皿 緑  ¥1,023（税込）
D14.6×H3.6cm

co012-194 31cmプラター 緑  ¥5,280（税込）
L31.8×S22.8×H4.4cm

co012-204 26cmプラター 緑  ¥3,630（税込）
L26×S18.9×H3.6cm

co012-214 20cmプラター 緑  ¥2,530（税込）
L20.1×S13.3×H2.6cm

co012-014 28cm大皿 緑  ¥2,530（税込）
D28×H3.4cm

co012-024 24cm大皿 緑  ¥1,870（税込）
D24.4×H3.2cm

co012-034 21cm中皿 緑  ¥1,320（税込）
D21.6×H2.7cm

co012-044 17cm中皿 緑  ¥1,100（税込）
D17.2×H2.3cm

co012-054 12cm小皿 緑  ¥836（税込）
D12×H2.1cmco012-014 co012-024

co012-015 28cm大皿 青  ¥2,530（税込）
D28×H3.4cm

co012-025 24cm大皿 青  ¥1,870（税込）
D24.4×H3.2cm

co012-035 21cm中皿 青  ¥1,320（税込）
D21.6×H2.7cm

co012-045 17cm中皿 青  ¥1,100（税込）
D17.2×H2.3cm

co012-055 12cm小皿 青  ¥836（税込）
D12×H2.1cmco012-015 co012-025

太めのラインと、肉厚なフォルムが

特徴の「Ligne（リーニュ）」。

アメリカンダイナーで定番の

テーブルウェアをイメージしました。

カジュアルな料理に似合う

シンプルなデザイン。

豊富なサイズ展開をご用意しました。

オールドテイストが魅力の
ダイナーズウェア

リーニュ

色むら 手描き 陶　器食洗機○レンジ○ 手描き 磁　器食洗機○レンジ○
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手になじむ程よい厚みと

メンズライクなサイズ感が特徴のシャルマン。

飴釉の味わい引き立つブラウンと、

知的クールな紺色の2色展開。

日常使いにぴったりな

スタンダードなシリーズです。

カフェタイムのスタメン候補

シャルマン

ストライプ柄のベースに、

濃淡のあるニュアンスカラーを配色することで、

こなれたカジュアル感をアップさせた

男前なカップシリーズです。

男前な“こなれ感”が魅力

co006-015 
スタックマグ 紺  ¥1,210（税込）
Ｄ8.4×Ｈ8.6cm  340cc

co006-025 
スタックコーヒー 紺  ¥1,023（税込）
Ｄ8.4×Ｈ6.8cm  240cc

co006-035 
ポット 紺  ¥3,300（税込）
L17.8×S11×H11.5cm  500cc

co006-045 
長方形プレート 紺  ¥1,540（税込）
L25.5×S15.9×H3.2cm

co006-065 
プレート 紺  ¥1,980（税込）
L22×S22×H2.5cm

co006-018 
スタックマグ アメ  ¥1,210（税込）
Ｄ8.4×Ｈ8.6cm  340cc

co006-028 
スタックコーヒー アメ  ¥1,023（税込）
Ｄ8.4×Ｈ6.8cm  240cc

co006-038 
ポット アメ  ¥3,300（税込）
L17.8×S11×H11.5cm  500cc

co006-048 
長方形プレート アメ  ¥1,540（税込）
L25.5×S15.9×H3.2cm

co006-068 
プレート アメ  ¥1,980（税込）
L22×S22×H2.5cm

co058-012 
プレート ブラック  
¥1,100（税込）
D15.6×H2.2cm

co058-019 
プレート グレー  
¥1,100（税込）
D15.6×H2.2cm

co058-022 
スープカップ ブラック  
¥1,980（税込）
L14.3×S11.4×H6.5cm  380cc

co058-029 
スープカップ グレー  
¥1,980（税込）
L14.3×S11.4×H6.5cm  380cc

co058-032 
マグカップ ブラック  
¥1,980（税込）
L11.5×S9×H10.1cm  320cc

co058-039 
マグカップ グレー  
¥1,980（税込）
L11.5×S9×H10.1cm  320cc

存在感のあるマーブル模様が印象的なシリーズ。

装飾をそぎ落としたミニマムな佇まいは

洗練された大人テイスト。

メンズユースにおすすめの

ハンサム･クールなうつわです。

洗練･モダンな大人のマーブル

マーブル

co057-039 
削りマグカップ グレー  
¥1,100（税込）
L12×S8.7×H8.8cm  310cc

co057-035 
削りマグカップ 紺  
¥1,100（税込）
L12×S8.7×H8.8cm  310cc

co057-038 
削りマグカップ アメ  
¥1,100（税込）
L12×S8.7×H8.8cm  310cc

co057-029 
削りタンブラー 小 グレー 
 ¥1,100（税込）
D8.5×H10.5cm  310cc

co057-025 
削りタンブラー 小 紺  
¥1,100（税込）
D8.5×H10.5cm  310cc

co057-028 
削りタンブラー 小 アメ  
¥1,100（税込）
D8.5×H10.5cm  310cc

co057-019 
削りタンブラー 大 グレー  
¥1,650（税込）
D9×H13.1cm  440cc

co057-015 
削りタンブラー 大 紺  
¥1,650（税込）
D9×H13.1cm  440cc

co057-018 
削りタンブラー 大 アメ  
¥1,650（税込）
D9×H13.1cm  440cc

バーティカル

色むら 陶　器食洗機○レンジ○

色むら 陶　器食洗機○レンジ○

陶　器色むら食洗機○レンジ○ 鉄　粉
マグ・コーヒー
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温冷どちらもOKな耐熱性グラスが、

端正なルックスで飲み物の色や清涼感をオシャレに楽しめます。

二重構造になっているタイプは、

グラス表面に結露がしにくく、使い心地も快適です。

クールビューティーな高機能グラス

耐熱ガラス

マグカップ

co004-211 
カラー
スリムマグ L 
白マット  ¥1,210（税込）
D8.8×H9.1cm  280cc

co004-311 
カラー
カフェスタックマグ 
白マット  ¥990（税込）
D8.3×H6.3cm  270cc

co004-212 
カラー
スリムマグ L 
黒マット  ¥1,210（税込）
D8.8×H9.1cm  280cc

co004-312 
カラー
カフェスタックマグ 
黒マット  ¥990（税込）
D8.3×H6.3cm  270cc

co004-215 
カラー
スリムマグ L 
濃紺  ¥1,210（税込）
D8.8×H9.1cm  280cc

co004-315 
カラー
カフェスタックマグ 
濃紺  ¥990（税込）
D8.3×H6.3cm  270cc

co004-218 
カラー
スリムマグ L 
アメ釉  ¥1,210（税込）
D8.8×H9.1cm  280cc

co004-318 
カラー
カフェスタックマグ 
アメ釉  ¥990（税込）
D8.3×H6.3cm  270cc

co004-511
ヴィンテージ
スタックマグ L 
ホワイト  ¥1,980（税込）
D8.2×H9.1cm  330cc

co004-521
ヴィンテージ
スタックマグ S 
ホワイト  ¥1,650（税込）
D8.6×H6.3cm  270cc

分厚く安定感のある手ざわりと洗練されたフォルム。

センスある大人にこそ使って欲しい、アーバンテイストなマグカップ。

スタッキングタイプは、ルックスの良さを活かして“見せる”収納を。

大人のスタイリッシュモダン

co004-512
ヴィンテージ
スタックマグ L 
ブラック  ¥1,980（税込）
D8.2×H9.1cm  330cc

co004-522
ヴィンテージ
スタックマグ S 
ブラック  ¥1,650（税込）
D8.6×H6.3cm  270cc

co004-514
ヴィンテージ
スタックマグ L 
モスグリーン  ¥1,980（税込）
D8.2×H9.1cm  330cc

co004-524
ヴィンテージ
スタックマグ S 
モスグリーン  ¥1,650（税込）
D8.6×H6.3cm  270cc

co004-518
ヴィンテージ
スタックマグ L 
ブラウン  ¥1,980（税込）
D8.2×H9.1cm  330cc

co004-528
ヴィンテージ
スタックマグ S 
ブラウン  ¥1,650（税込）
D8.6×H6.3cm  270cc

co004-519
ヴィンテージ
スタックマグ L 
グレー  ¥1,980（税込）
D8.2×H9.1cm  330cc

co004-529
ヴィンテージ
スタックマグ S 
グレー  ¥1,650（税込）
D8.6×H6.3cm  270cc

co604-031 
耐熱ガラス 
UDマグ  
¥1,320（税込）
L11.5×S7.4×H10.3cm 
440cc

co604-051 
耐熱ガラス 
タンブラー大  
¥1,430（税込）
D8.5×H10.4cm  390cc

co604-041 
耐熱ガラス 
タンブラー小  
¥1,320（税込）
D8.5×H8.8cm  280cc

co604-011 
耐熱ガラス 
ストレートマグ  
¥990（税込）
L11.9×S8.5×H10.3cm 
500cc

co604-021 
耐熱ガラス 
ラッパマグ  
¥1,320（税込）
L12.4×S9.4×H9.8cm 
470cc

シーンに合わせて選べる多彩なカトラリーが揃いました。

カトラリー

白

白

赤

黄

水色

白

赤

黄

水色

黄茶

白 黄茶紺 グレー

紺

グレー

陶器ならではの滑らかな手ざわりが魅力です。

co704-011  白
co704-015  紺
co704-018  黄茶
co704-019  グレー
L18×S4cm

¥1,430（税込）
¥1,430（税込）
¥1,430（税込）
¥1,430（税込）

スプーン

co704-031  白
¥495（税込）
co704-033  赤
¥495（税込）
co704-034  黄
¥495（税込）
co704-035  水色
¥495（税込）
L8×S1.5×H1cm

トライアングル

co704-041  白
¥495（税込）
co704-043  赤
¥495（税込）
co704-044  黄
¥495（税込）
co704-045  水色
¥495（税込）
D5×H0.7cm

トライアングル

co704-021  白
co704-025  紺
co704-028  黄茶
co704-029  グレー
D8.1×S5.8cm

¥638（税込）
¥638（税込）
¥638（税込）
¥638（税込）

レスト

co703-011  ディナースプーン
co703-012  ディナーフォーク
co703-013  ティースプーン
co703-014  ケーキフォーク

18.6cm

19.1cm

12.9cm

13.6cm

¥924（税込）
¥924（税込）
¥660（税込）
¥660（税込）

hana

co703-011 co703-012co703-013 co703-014

テーブルセッティングをおしゃれに仕上げるデザイン。

co702-014  メープル
co702-015  ビーチ
23.5cm

¥1,430（税込）
¥1,430（税込）

サーバーフォーク

co702-011  メープル
co702-012  ビーチ
23.5cm

¥1,430（税込）
¥1,430（税込）

サーバースプーン

co702-020  メープル
co702-021  ビーチ
18cm

¥627（税込）
¥627（税込）

フォーク M

co702-017  メープル
co702-018  ビーチ
17cm

¥627（税込）
¥627（税込）

スプーン M

co702-032  メープル
co702-033  ビーチ
8.2cm

¥660（税込）
¥660（税込）

コーヒーメジャースプーン

co702-026  メープル
co702-027  ビーチ
12.8cm

¥583（税込）
¥583（税込）

デミタススプーン

co702-029  メープル
co702-030  ビーチ
20cm

¥583（税込）
¥583（税込）

コーヒーマドラー

co702-040 co702-042 co702-044 co702-046

co702-048 co702-049 co702-050 co702-052

co702-011 co702-012 co702-014 co702-015

co702-023 co702-024 co702-035 co702-036

co702-017 co702-018

co702-029 co702-030 co702-032 co702-033

co702-026 co702-027

co702-020 co702-021

ぬくもりあるやさしいデザイン。
使いやすく､お手入れしやすいバリエーションがラインナップ。

レンジ× ステンレス食洗機○

レンジ× 陶　器

レンジ× 陶　器食洗機×

陶　器

色むら食洗機○レンジ○

鉄　粉ピンホール

食洗機×レンジ× ガラス

食洗機○
黄茶のみ×

貫　入
黄茶

貫　入
黄茶

レンジ× 陶　器食洗機× 貫　入
白・赤

co702-054 co702-055 co702-057 co702-059

co702-054  プチスパチュラ L
co702-055  プチスパチュラ M
co702-057  シュガースプーン
co702-059  スパイススプーン

12cm

9.5cm

9.7cm

6.6cm

¥627（税込）
¥561（税込）
¥594（税込）
¥495（税込）

ナチュレ

co702-048  フォークマドラー L
co702-049  フォークマドラー S
co702-050  スープスプーン
co702-052  ジャムスプーン

19cm

13cm

19cm

17cm

¥693（税込）
¥561（税込）
¥957（税込）
¥759（税込）

ナチュレ

ナチュレ

co702-035  メープル
co702-036  ビーチ
16.5cm

¥583（税込）
¥583（税込）

バターナイフ

co702-023  メープル
co702-024  ビーチ
17cm

¥825（税込）
¥825（税込）

レンゲ

co702-040  テーブルスプーン
co702-042  テーブルフォーク
co702-044  デザートスプーン
co702-046  デザートフォーク

17cm

17cm

13cm

13cm

¥924（税込）
¥924（税込）
¥759（税込）
¥759（税込）


