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納 納期をご確認ください。 ■ヤマコー㈱JANコード：４９８８４８４　　■カタログの内容は２０２１年３月２０日まで有効。
■掲載内容は２０２０年１月時点のものです。商品の仕様等変更になる場合がございます。
■木製品は食器洗浄機使用不可。　

ウッドペーパー／カッティングボード／ビーチの器／カトラリー＆キッチンツール
バターケース／箸＆箸箱／ぐいのみ／うすかわ／たけかわ／バンブーボックス
茶こし／卓上ほうき／い草の鍋敷き／棕櫚
ひのきの温泉ボール／森の温泉バッグ／紙ごと

～ナチュラリスト～ P11-P18Naturalist

日本の弁当箱／エゾ松・わっぱ弁当箱／na-mo弁当箱／わっぱ弁当／弁当太郎
白松わっぱ弁当箱／くりぬき弁当箱／ECOデリ／箸／どんぶりスプーン
おにぎり器／物相型／いろはサンド／押寿司器

～ 弁当箱～ P3-P10Bentobako

ぽッ・かん／四季の花ごよみ／はないろこまち おもてなし箸
縁起桝／福桝／祝桝／張り子の招き猫飾り／風水だるまさん／御木幽石のお祝儀袋
ちりめんマグネット／はんなり巾着／本水牛角ふくろうストラップ／信玄袋／足袋ソックス
茶せん／茶器茶喜／写人／靴べら／孫の手

～雑貨～ P47-P62Zakka

岡山デニム／ゴブラン織り／椿柄シリーズ／柿渋染バッグ／パッチワークデニムバッグ／藍渋染バッグ
印伝調＆コルクレザーバッグ／山葡萄バッグ／国産山葡萄バッグ

～ バッグ～ P79-P96Bag

P97-P98主な商品パッケージ一覧

酒器ギフト／モダン酒托／ほたる／サラダボウルギフト／木曽ろくろ

～ギフト～ P69-P74Gift

湯桶／風呂椅子／湯浴セット／ちゃぷちゃぷキッズ／浴場小物／洗濯板

～バスグッズ～ P75-P78Bath

へちまたわし／蒟蒻のきもち／mori no kaori／はなもく

～環境配慮グッズ～ P19-P20Eco-Friendry

ディッシュスタンド／福額／花景色／たまのお散歩／四季彩布
大和絵手ぬぐい／天然木のタペストリー棒＆手ぬぐい販売額縁
竹のファブリックハンガー＆のれん棒／Inishie／ミニ家具

～インテリア～ P63-P68Interior

On The Table ～テーブルウェア～ P21-P32
HomeCafe／Soma／亀甲丸プレート／はらぺこキッズ
アニマルカトラリー／YOUBI Premium Novelty goods
寿司箸置／ちょいと箸休め／盛塩小皿／にゃんこ皿／SOGI／浮絵小皿／かや生地ふきん

～ キッチン～ P33-P46Kitchen
しゃもじ／菜箸／玉杓子／バンブーターナー／スリムターナー／オロシ金竹ベラ
にっこりシリーズ／すりこぎ／鰹節削箱／フィンガートング／たまごのからざ取り／ごますりくん
押し蓋／おとし蓋／アクとり落し蓋／巻きすだれ／巻き寿司セット／盆ざる／豆腐作り器
ちいさなまな板／カッティングボード／カッティングプレート／まな板
おひつ／飯台／米びつ／ベジタブルストッカー／味噌桶／漬物樽／はい帳／そば打ち



※塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用して下さい。
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※PP袋入りのものを単箱入りに変更できます。別途見積り致します。
※食器洗浄機不可。

日本の弁当箱
䠊䠋䠅䠇䠄䠄 小判　　䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約16×10×H6.2㎝/容量：約500ml
材質：杉/塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

䠊䠋䠅䠇䠅䠋 丸型　　䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ14.5×H6.2㎝/容量：約630ml

日本の弁当箱　網代
䠊䠋䠅䠇䠆䠈 小判　　䠇㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約16.3×10×H6㎝/容量：約490ml
材質：杉/塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

䠊䠋䠅䠇䠇䠅 丸型　　䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ14.5×H6㎝/容量：約600ml
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Bentobako

Made in Japan
日本の弁当箱シリーズ
J A PANE S E  B ENTOBAKO  S E R I E S



※塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用して下さい。
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※PP袋入りのものを単箱入りに変更できます。別途見積り致します。
※食器洗浄機不可。
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日本の弁当箱　ひょうたん
䠉䠋䠂䠆䠃䠊䚭䚭䠉㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×8.5×H6㎝/容量：約550ml/材質：杉
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

フタに厚みがあり、
やわらかでやさしい印象の
お弁当箱です。

日本の弁当箱　五角
䠉䠋䠂䠆䠅䠄䚭䚭䠉㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
最長約13×H6㎝/容量：約500ml/材質：杉
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

日本の弁当箱　おにぎり
䠉䠋䠂䠆䠄䠇䚭䚭䠇㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約11×H6㎝/容量：約340ml/材質：杉
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

撮影協力／廣瀬裕子

日本の弁当箱　ぬくもり小判
䠉䠋䠂䠆䠈䠅䚭䚭䠉㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約16.2×10×H6㎝/容量：約500ml/材質：杉
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

日本の弁当箱　ひのきわっぱ
䠉䠋䠂䠆䠉䠂䚭䚭䠉㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約16.2×10×H6㎝/容量：約500ml/材質：ひのき
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

日本の弁当箱　ひのきわっぱ丸型
䠉䠋䠂䠆䠊䠉䚭䚭䠉㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ14.3×H6㎝/容量：約600ml/材質：ひのき
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

日本の弁当箱　ひのきミニハート
䠉䠋䠂䠆䠋䠆䚭䚭䠉㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
最長約6.5×H3.8㎝/容量：約50ml/材質：ひのき
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/箱入

日本の弁当箱　小判　ミニ
䠉䠋䠄䠉䠋䠇䚭䚭䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約16.3×10×H5㎝/容量：約400ml/材質：杉
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

日本の弁当箱　ハート形
䠉䠋䠂䠆䠇䠈䚭䚭䠋㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
最長約16×H6㎝/容量：約600ml/材質：杉
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

日本の弁当箱　梅
䠉䠋䠂䠆䠆䠋䚭䚭䠉㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約12.5×H6㎝/容量：約500ml/材質：杉
塗装：ウレタン/生産国：日本/仕切なし/PP袋入

New

内側イメージ

内側イメージ



※天然木を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
　　また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※PP袋入りのものを単箱入りに変更できます。別途見積り致します。
※食器洗浄機不可。

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

納
䠊䠃䠈䠃䠋䠆

na-mo ひのきとすぎわっぱ弁当箱 TEXTILE　䠃䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ14×Ｈ6㎝/容量：約400ml/仕切なし
材質：（身）ひのき・（蓋）杉/塗装：特殊シリコーン加工/生産国：日本/箱入
※食器洗浄機不可

納
䠊䠃䠈䠃䠊䠉

na-mo ひのき曲げわっぱ弁当箱　䠋㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ14×Ｈ6㎝/容量：約400ml
仕切なし/材質：ひのき/塗装：特殊シリコーン加工/生産国：日本/箱入
※食器洗浄機不可
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材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：中国※食器洗浄機不可/ゴムバンド付/PP袋入※ヘッダーなし

わっぱ弁当シリーズ
WAPPA  B ENTO  S E R I E S

Made in Japan

エゾ松・わっぱ弁当箱

䐖䠊䠋䠆䠋䠂䠃  小  䠃䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻  
約11.4×8.3×H5.3㎝//仕切なし/容量：約250ml

納

䐗䠊䠋䠆䠊䠋䠇  大  䠃䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻  
約17.2×12×H5.5㎝//仕切付/容量：約530ml

材質：エゾ松/塗装：ウレタン
生産国：日本（北海道産）/不織布・箱入
※食器洗浄機不可

日本の弁当箱　長角
䠊䠂䠃䠊䠇䠇 一段 箱入　䠊㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×9×H6㎝/容量：約640ml
材質：杉/塗装：ウレタン/生産国：日本
ゴムバンド付/仕切付/箱入
※食器洗浄機不可

䠊䠂䠃䠊䠉䠋㻃㛏ぽロング 箱入　䠋㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20×8.5×H6㎝/容量：約640ml
※食器洗浄機不可

䠊䠂䠃䠊䠈䠄䚭ṹ㻃⟵ථ䚭䠃䠆㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約16×8.5×H10㎝/容量：約930ml
※食器洗浄機不可

①

②
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䠊䠂䠃䠊䠄䠆

曲げわっぱ弁当箱 スリム
䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（身の外寸）約19×8×H5㎝/容量：約500ml/仕切付

䠊䠂䠃䠊䠅䠃

曲げわっぱ弁当箱 エンジョイ
䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（身の外寸）約16×10×H5㎝/容量：約500ml/仕切付

䠊䠂䠃䠊䠆䠊 
曲げわっぱ弁当箱 ファミリー
䠅㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（身の外寸）約21×15×H5.5㎝/容量：約1100ml/仕切付

冷めても
おいしい！
内側無塗装

お手入れ
しやすい！
全面塗装



※天然木を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※PP袋入りのものを単箱入りに変更できます。別途見積り致します。
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䠊䠋䠃䠄䠉䠈

弁当太郎 二段（バンド付）
䠆㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（上段）約18×9×Ｈ5㎝
（下段）約19×10×Ｈ5㎝
容量：（上段）約420ml（下段）約600ml
仕切付/材質：天然木/塗装：ウレタン
生産国：中国/仕切なし
※食器洗浄機不可/PP袋入

᧖ߩ㘑วߪᱷ߅ޔߒᚻߦ߁ࠃߔ߿ߒࠇޕߚߒ߹ߍ
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K U R I N U K I  B E N T O B A K O߈ߧࠅߊᑯᒰ▫

くりぬき弁当箱　　䠅㻏䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䠊䠊䠉䠄䠄䠆 スクエア  容量：約500ml　　　　　　　　䠊䠊䠉䠄䠅䠃㻃オーバル 容量：約410ml　　　　　　䚭䠊䠊䠉䠄䠆䠊㻃ビーンズ  容量：約430ml
約18.2×10.4×H5.5㎝/材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：中国/仕切なし/食器洗浄機不可 /PP袋入

䠊䠂䠅䠋䠉䠄

白松わっぱ弁当箱  スクエア　䠅㻏䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約18.4×12.4×H5.8㎝/容量：約600ml/材質：松/塗装：ウレタン/生産国：中国
ゴムバンド付/仕切付/※食器洗浄機不可/貼箱入/箱サイズ：約19×13×H6㎝

䠊䠂䠅䠋䠋䠈

白松わっぱ弁当箱  まめ 2段　䠆㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×9×H9㎝/容量：（上段）約350ml（下段）約450ml
材質：松/塗装：ウレタン/生産国：中国/ゴムバンド付
仕切付/※食器洗浄機不可/貼箱入
箱サイズ：約17.8×10×H9.5㎝

䠊䠂䠅䠋䠊䠋

白松わっぱ弁当箱  スリム　䠅㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約18×8×H6㎝/容量：約400ml
材質：松/塗装：ウレタン/生産国：中国/ゴムバンド付
仕切付/※食器洗浄機不可/貼箱入
箱サイズ：約18.8×9×H6.3㎝

䠊䠂䠅䠉䠊䠃

白松わっぱ弁当箱  まめ　䠅㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×9×H5.4㎝/容量：約400ml/材質：松/塗装：ウレタン/生産国：中国
ゴムバンド付/仕切付/※食器洗浄機不可/貼箱入/箱サイズ：約17.8×10×H5.8㎝

䠊䠂䠄䠄䠋䠈

白松わっぱ弁当箱  花　䠅㻏䠃䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約12.5×H5㎝/容量：約360ml
材質：松/塗装：ウレタン/生産国：中国/ゴムバンド付
仕切なし/※食器洗浄機不可/貼箱入
箱サイズ：約13.6×13.6×H5.3㎝

白松わっぱ弁当箱

䠊䠃䠂䠋䠋䠆  
曲げわっぱ弁当箱 古代色　䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（身の外寸）約16×10×H5㎝/容量：約500ml/仕切なし
（塗装：日本）（全面ウレタン塗装）/PP袋入
※食器洗浄機不可

お手入れ
しやすい！
全面塗装

お手入れ
しやすい！
全面塗装



7
※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

桜　良縁八角箸
䐖䠉䠋䠅䠃䠈䠉䚭約L21㎝　䠃㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭　
䐗䠉䠋䠅䠃䠇䠂䚭約L23㎝　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐘䠉䠋䠅䠃䠆䠅䚭約L27㎝　䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
材質：国産桜材
塗装：ウレタン
生産国：日本
※食器洗浄機には対応しておりません。
PP袋入

New
New

New

SAKURA RYOEN HAKKAKUBASHIѢԀಉ

Made in Japan

䠊䠋䠃䠅䠉䠇

ECOデリ  小判型内フタ付Ｓ
䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約14×9.5×Ｈ4.5㎝／容量：約280ml
材質：（内フタ）ポリエチレン/仕切付

䠊䠋䠃䠆䠃䠄

ECOデリ  小判型Ｓ　䠃㻏䠊䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約15×10×Ｈ3.5㎝/容量：約300ml
内フタなし/仕切付

䠊䠋䠃䠆䠄䠋

ECOデリ  丸型内フタ付
䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ12.5×H6.5㎝/容量：約400ml
材質：（内フタ）ポリエチレン/仕切付

䠊䠋䠃䠆䠂䠇

ECOデリ  深型（Ｓ）パッキン付
䠆㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×11×H5.5㎝/容量：約620ml
材質：（パッキン）シリコンゴム/仕切付

䠊䠋䠃䠅䠊䠄

ECOデリ  小判型内フタ付Ｌ
䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約15×10.5×Ｈ6㎝/容量：約440ml
材質：（内フタ）ポリエチレン/仕切付

䠊䠋䠃䠅䠋䠋

ECOデリ  角型　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約14×11.5×Ｈ4㎝/容量：約400ml/仕切付

※電子レンジ、オーブン、
　食器洗浄機では
　ご使用できません。
※アルマイト検査により
　僅かなキズが
　発生する場合があります。

ޕߔߢ▰߅ߩⷺ⦟ߩ✼ޔߚߒ↪ࠍ᪉᧚ߒ⟥
ޕߔ߹ࠇ༑߽߫ߦ‛ࠅ⿅ޕߦᏨߩߒߥߡ߽߅߿߅

末広がりの八

PP袋入

①

②

③
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実のなるお箸　                　䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠉䠅䠋䠉䠇  みかん　䐗䠊䠉䠅䠋䠊䠄 㻃䛕䜐
䐘䠊䠉䠅䠋䠋䠋 㻃䜈䜈䚭䚭䚭㻃䐙䠊䠉䠆䠂䠂䠄  かき
䐚䠊䠉䠆䠂䠃䠋  うめ
約L22.5㎝/材質：天然木/塗：漆/生産国：中国
※食器洗浄機には対応しておりません。
PP袋入

彩手木 素材箸
䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭

䐛䠊䠅䠅䠋䠇䠇  栗　
䐜䠊䠅䠅䠋䠈䠄  紫檀
䐝䠊䠅䠅䠋䠉䠋  柿　
䐞䠊䠅䠅䠋䠊䠈  黒檀
䐟䠊䠅䠅䠋䠋䠅  鉄刀木
約L22.5㎝
材質：天然木/塗：漆
生産国：中国
※食器洗浄機には対応しておりません。
PP袋入

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

natural wood

ナチュラルウッド 栗
䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭

䐤䠊䠊䠉䠃䠊䠉  三角　
䐥䠊䠊䠉䠃䠋䠆  楕円
䐦䠊䠊䠉䠄䠂䠂  六角
約L23㎝
材質：天然木
塗：アクリルウレタン
生産国：日本
※食器洗浄機には
対応しておりません。
PETケース入り

ナチュラルウッド けやき
䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭

䐡䠊䠊䠉䠃䠇䠈  三角　
䐢䠊䠊䠉䠃䠈䠅  楕円
䐣䠊䠊䠉䠃䠉䠂  六角
約L23㎝
材質：天然木
塗：アクリルウレタン
生産国：日本
※食器洗浄機には
対応しておりません。
PETケース入り

natural wood

けやき
natural wood

栗Made in Japan Made in Japan

しっかり
手にフィット

ぽってり
かわいい

手になじんで
持ちやすい

三角 楕円 六角

しっかり
手にフィット

ぽってり
かわいい

手になじんで
持ちやすい

三角 楕円 六角

① ② ③ ④ ⑤

※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

䐠䠊䠉䠃䠉䠊䠂  
どんぶりスプーン　
䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3.5×L19.5㎝
材質：天然木/塗：漆
生産国：中国
※食器洗浄機には
対応しておりません。
PP袋入

⑪
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

物相型 MO S S O G ATA

いろはサンド I R OH A S A N D

おにぎり器 ON I G I R I K I

③ ④ ⑤ ⑥

②
①

幕の内 MAKUNOU CH I

䐖䠊䠄䠇䠃䠆䠃  
幕の内6ツ穴　䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約23×5.7×H3.7㎝
（円柱部分）約Φ3×H3.5㎝
材質：ひのき・朴/生産国：日本
PP袋入

䐗䠊䠄䠇䠃䠇䠊  
おにぎり器２ツ穴　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約17.3×7.5×H4.5㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

Made in Japan

Made in Japan Made in Japan

Made in Japan

ひのき物相型　　   　　　　   䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐙䠊䠈䠇䠈䠊䠂㻃㻃うさぎ 　　䐚䠊䠈䠇䠈䠋䠉㻃㻃花
䐛䠊䠈䠇䠉䠄䠉㻃㻃くるま
（本体）約9×7.5×H3㎝/材質：ひのき/生産国：日本/PP袋入

䐘䠊䠈䠇䠉䠂䠅  
ひのき物相型 3ツ型　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約20.3×7.5×H3㎝
材質：ひのき/生産国：日本/PP袋入

䠊䠇䠈䠉䠊䠉  
いろはサンド　䠄㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（内寸）約10.4×11.6×H6.5㎝、
（外寸）約14.7×13.4×総高9.2㎝（底板付）
本体約400g/材質：ひのき/生産国：日本/PP袋入

New

㗅⇟ౕߦ᧚ࠍߡࠇ

ߡߒߢ࠲ࡈ ߡߖࠊวߦ࠱ࡒ
ಾߌߛࠆ㧋

1

2 3

ߦࡦ࠲ࡦࠞ
ߥࠇ߈

࠴࠶ࠖ࠙࠼ࡦࠨ
㧋ߔ߹ࠇ߇

Ꮢ⽼
㘩ߩ
ࡦࡄ
ߢ

◲න
ߦ
߹ࠇ
㧋ߔ

ߦ߅
ۯߔ߹ࠇ߽ߕࠄ߉
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押寿司器 O S H I Z U S H I K I

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

ひのき押寿司器　
䐖䠉䠋䠄䠆䠆䠅㻃㻃16切　  　　䠃䠂㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約53×6×H6.3㎝
䐗䠉䠋䠄䠆䠇䠂㻃㻃10切　   　　䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭䚼外寸】約35×6×H6.4㎝
䐘䠉䠋䠄䠆䠈䠉㻃㻃五ツ切 大　䠃㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭䚼外寸】約21×7.5×H5.5㎝
䐙䠉䠋䠄䠆䠉䠆㻃㻃六ツ切 小　䠃㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭䚼外寸】約21×7.5×H5.8㎝
䐚䠊䠂䠅䠈䠊䠄㻃㻃十字切（約0.5合） 䠃㻏䠂䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約10.5×10.5×H6㎝
䐛䠊䠂䠅䠈䠋䠋㻃㻃縦切（約1合）　     䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約17.8×10.3×H6.6㎝
䐜䠊䠄䠇䠃䠅䠆㻃㻃五ツ切（約0.3合）   䠃㻏䠂䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約20.5×7×H3.5㎝
䐝䠊䠃䠉䠊䠈䠅㻃㻃六ツ切（約1.1合）   䠃㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約24.2×10.2×H6㎝
䐞䠊䠄䠇䠃䠂䠅㻃㻃中（約1合）  　　 䠃㻏䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約18×10.5×H7㎝
䐟䠊䠄䠇䠃䠃䠂㻃㻃大（約1.2合）㻃㻃㻃㻃㻃㻃㻃䠃㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約24×10.5×H7㎝
䐠䠊䠄䠇䠃䠄䠉㻃㻃特大（約2合）㻃㻃㻃㻃㻃㻃䠃㻏䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚼外寸】約24×15×H7㎝
材質：ひのき・スプルース/生産国：日本/①・②はハトロン紙、③～⑪はPP袋入

⑧

Made in Japan

New
New

New

New
Ԙޯԟߩຠߪᐪৼߩಾࠅㄟ࠼ࠗࠟߺઃޔߢߩߥ
ޕߔ߹ࠇࠄߌಽࠅಾߊߥߣߎࠆߔࠇ፣ߚ߆

① 䚼内寸】約50×3×H3.5㎝（底板付）

②䚼内寸】約32×3×H3.5㎝（底板付）

④䚼内寸】約18×4.3×H3㎝（底板付）

⑤ 䚼内寸】約7.3×7.3×H3.5㎝（底板付）

③䚼内寸】約18×4.3×H3㎝（底板付）

䚼内寸】約14.8×7.4×H3.8㎝（底板付）⑥

⑦ 䚼内寸】約18×4.5×H2.6㎝（底板付）

⑨䚼内寸】約14.3×7.4×H4.5㎝（底板付） ⑩䚼内寸】約21×7.3×H4.2㎝（底板付） ⑪䚼内寸】約21×12×H4.2㎝（底板付）

䚼内寸】約21.3×7.3×H3.5㎝（底板付）



11

Naturalist

ほっこりとした自然のぬくもりを運んでくれるナチュラルでかわいいシリーズです。
日々の暮らしがちょっと楽しくなるアイテムを揃えました。

お花や木葉など、かわいいモチーフのウッドペーパーが、
おもてなしのティータイムを楽しく演出します。

Naturalist  ウッドペーパーセット（5客用）  䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠊䠇䠆䠅䠇  このは  （懐敷）約14.5×8.5㎝
䐗䠊䠊䠇䠆䠆䠄  ひょうたん  （懐敷）約11.5×8㎝
䐘䠊䠊䠇䠆䠇䠋  もみじ  （懐敷）約11×11㎝
䐙䠊䠋䠅䠋䠅䠇  まつ（懐敷）約12.5×8㎝
䐚䠊䠋䠅䠋䠆䠄  さくら（懐敷）約11×11㎝
䐛䠊䠋䠅䠋䠄䠊  うめ（懐敷）約11×11㎝  
（黒文字楊枝）約0.6×L9㎝
（懐敷）厚さ約0.6㎜
材質：（懐敷）杉・（楊枝）黒文字
生産国：（懐敷）日本・（楊枝）中国
セット内容：杉懐敷5枚
黒文字楊枝5本
PP袋入

①このは ②ひょうたん ③もみじ

④まつ ⑤さくら ⑥うめ

【セット内容】

Made in Japan

※素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承下さい。



䐙

䐚

䐛

䐝

䐞

䐜

12
※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

䐖
材質：ビーチ/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
※食器洗浄機不可/パッケージ：ラベルのみ

䐗

䐘

䐚䠊䠋䠈䠆䠉䠋

スクエアプレート 2ツ仕切り　
䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×12×H1.5㎝/スタッキング可

䐛䠊䠋䠈䠆䠊䠈

スクエアプレート 3ツ仕切り　
䠃㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×18×H1.5㎝/スタッキング可

䐜䠊䠋䠈䠆䠋䠅

スクエアプレート 4ツ仕切り　
䠄㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約12×12×H2㎝/スタッキング可

䐝䠊䠋䠈䠆䠆䠊

長角プレート 2ツ仕切り　
䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7.5×15.5×H2㎝/スタッキング可

䐞䠊䠋䠈䠆䠇䠇

長角プレート 3ツ仕切り　
䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7.5×23×H2㎝/スタッキング可

䐙䠊䠋䠈䠆䠈䠄

スクエアプレート　
䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約10×10×H1.5㎝/スタッキング可

䐘䠊䠂䠅䠆䠋䠃

チーズボード　䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約26×13×H1㎝/材質：ブナ/※タグのみ

䐖䠊䠋䠈䠆䠅䠃

ミニサービングプレート　䠃㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.5×14.5×H1.5㎝/※裏面はフラットです。

䐗䠊䠋䠆䠈䠃䠃

サービングボード　䠅㻏䠇䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約13×30×H1.5㎝/※裏面はフラットです。

ビーチ材は硬く粘りがあり、とても丈夫な素材です。
あたたかみのある食器とカトラリーが、
食卓をほっこりとやさしい雰囲気にしてくれます。
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

䠊䠊䠋䠊䠊䠆

フォーク　
䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2.4×L18㎝

䠊䠊䠋䠊䠋䠃

レンゲスプーン　
䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3.8×L16㎝

䠊䠊䠋䠋䠂䠉

スープスプーン
䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4.3×L17.8㎝

䠊䠊䠋䠋䠃䠆

ミニ玉杓子　
䠇䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L20.5㎝

䠊䠊䠋䠊䠇䠅

デザートスプーン
䠅䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3.3×L16㎝

䠊䠊䠋䠊䠉䠉

スプーン　
䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3.2×L18㎝

䠊䠊䠋䠊䠈䠂

デザートフォーク
䠅䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2.1×L16.5㎝

䠊䠋䠈䠋䠃䠄

バターナイフ　
䠉䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2.7×L17.5㎝
生産国：ベトナム

䠉䠋䠂䠉䠈䠂

マルチスプーン　䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3.5×L19㎝/材質：ブナ
塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
※食器洗浄機不可/PP袋入

先が平らで、
器にふれる面積が広く、
すくいやすい！
すべての年齢の方に
ストレス無くお使い
いただけます。

森のカトラリー
Forest of cutlery

材質：ビーチ/塗装：ウレタン/生産国：中国/※食器洗浄機不可/PP袋入
パッケージなしも承ります

Gift

材質：桑・天然木/塗装：ウレタン/生産国：中国
※食器洗浄機不可/PP袋入

パッケージなしも承ります

䠊䠂䠃䠋䠂䠋

小枝コーヒースプーン　
䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2.3×L13.5㎝

䠊䠂䠃䠋䠃䠈

小枝煮豆スプーン
䠋䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4×L17㎝

䠊䠂䠃䠋䠅䠂

小枝おかゆスプーン　
䠋䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4×L19.5㎝

䠊䠂䠃䠋䠄䠅

小枝カレースプーン　
䠋䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3.5×L21㎝

䠊䠂䠃䠊䠋䠅

小枝マドラー
䠇䠉䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L18.5㎝



Olive
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材質：ビーチ/塗装：ウレタン
生産国：ベトナム/※食器洗浄機不可
タグのみ

䠊䠋䠄䠅䠇䠊

取り分けスプーン（小）
䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L17㎝

䠊䠋䠄䠅䠋䠈

チャーハンターナー　
䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L30㎝

䠊䠋䠄䠅䠊䠋

ターナー（大）　
䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L30㎝

䠊䠋䠄䠅䠉䠄

ターナー（穴有）　
䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L30㎝

䠊䠋䠄䠅䠈䠇

ターナー（小）　
䠊䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L23㎝

䠊䠋䠄䠅䠆䠃

取り分けスプーン（大）
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L22.5㎝

森のカトラリー
Forest of cutlery

材質：オリーブ/塗装：ウレタン/生産国：中国/※食器洗浄機不可/PP袋入
パッケージなしも承ります

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

New

New

䠉䠋䠄䠉䠊䠊

シェアスプーン
䠃㻏䠋䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7×L26.5㎝

䠉䠋䠅䠃䠉䠆

オリーブ　スプーンS
䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2.7×L12.2㎝

䠉䠋䠅䠃䠊䠃

オリーブ　スープスプーン
䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4×L15.5㎝

䠉䠋䠅䠃䠋䠊

オリーブ　カレースプーン
䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3.4×L17.5㎝

䠉䠋䠅䠄䠄䠊

オリーブ　フォークS
䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2×L12.4㎝

䠉䠋䠅䠄䠃䠃

オリーブ　サラダフォーク
䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2.6×L18㎝

䠉䠋䠅䠄䠂䠆

オリーブ　バターナイフ
䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約2.7×L17.5㎝
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※素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承下さい。

①

②
③

④

⑤

Naturalist  素材箸　      䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠊䠇䠅䠅䠈 栗　　䐗䠊䠊䠇䠅䠆䠅 紫檀
䐘䠊䠊䠇䠅䠇䠂 柿　　　　䐙䠊䠊䠇䠅䠈䠉 黒檀
䐚䠊䠊䠇䠅䠉䠆 鉄刀木
約L22.5㎝/材質：天然木/塗装：漆/生産国：中国
※食器洗浄機不可
PP袋入

Naturalist  箸　　  䠉䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐞䠊䠋䠉䠄䠃䠈 小　約L18㎝　　
䐟䠊䠋䠉䠄䠄䠅 中　約L21㎝　　
䐠䠊䠋䠉䠄䠅䠂 大　約L23㎝
材質：ビーチ/塗装：ウレタン/生産国：日本
※食器洗浄機対応/PP袋入

Naturalist  くりぬき箸箱
䐛䠊䠋䠄䠊䠃䠇 小　䠄㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約21.2×3.7×H2㎝　　
䐜䠊䠋䠄䠊䠂䠊 中　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約24×3.7×H2㎝　
䐝䠊䠋䠄䠉䠋䠄 大　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約26×3.7×H2㎝/材質：ビーチ/塗装：ウレタン
生産国：ベトナム※食器洗浄機不可/PP袋入

䠊䠄䠄䠂䠊䠋

Naturalist  バターケース　䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約18.2×10.4×H5.5㎝/材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：中国
※食器洗浄機不可/PP袋入

P13に掲載の
896912
バターナイフが
ぴったり納まります。

Naturalist ぐいのみ2点セット
䠊䠃䠆䠃䠋䠂

䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ4.3×5.6㎝
材質：ひのき/塗装：ウレタン
生産国：日本/PP袋入

Made in Japan

⑥

⑨

⑩

⑦

⑪

⑧
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䠊䠊䠇䠆䠊䠂  
Naturalist  バンブーボックス　
䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約14×20×H8.5㎝
材質：竹/生産国：ベトナム
PPフィルム巻

䠊䠊䠇䠆䠈䠈  
Naturalist  うすかわ　
䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（うすかわ）約12×L42㎝・（紐）約L53㎝
材質：（うすかわ）しな・（紐）松/生産国：日本
セット内容：（うすかわ）10枚・（紐）10本
PP袋入

䠊䠊䠇䠆䠉䠅  
Naturalist  たけかわ（紐付き）
䠈䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（たけかわ）約12～14×L53㎝・（紐）約L52㎝
材質：（たけかわ・紐）竹皮/生産国：台湾または中国
セット内容：（たけかわ）10枚・（紐）10本
PP袋入

Made in Japan

①

②

䠊䠊䠇䠆䠄䠊  
Naturalist  茶こし　
䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ6×7×L16㎝
材質：竹/生産国：中国
タグのみ

Naturalist  い草の鍋敷き
䐖䠊䠊䠇䠆䠋䠉  小　䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ18㎝
䐗䠊䠊䠇䠇䠂䠅㻃㻃大　䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ21㎝
材質：い草/生産国：ベトナム/タグのみ

䠊䠊䠇䠇䠃䠂  
Naturalist  卓上ほうき　䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20×L28.5㎝/材質：い草/生産国：ベトナム/タグのみ

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。※素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
　　また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承下さい。

ᚭȱɟɧĽtivspĽ

納

納

納

䐖䠊䠂䠂䠊䠆䠃䚭棕櫚ほうき  大　　䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
全長約80㎝・柄の長さ約60㎝
材質：（ほうき）棕櫚（柄）竹/生産国：中国/PP袋入

䐗䠊䠂䠂䠊䠅䠆䚭棕櫚ほうき  中　　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
全長約24㎝・柄の長さ約11㎝
材質：（ほうき）棕櫚（柄）竹/生産国：中国/PP袋入

䐘䠊䠂䠃䠃䠉䠈

棕櫚ブラシ　　䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L14㎝×Φ3.5㎝（Φは持ち手部分）
材質：（ブラシ）棕櫚（留め金具）ステンレス
生産国：中国/PP袋入

①

② ③

たたみなどデリケートな場所のお掃除や、ペット用品のお手入れにもお使いいただけます。
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※天然素材を使用した製品の為、寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。

䠊䠊䠇䠇䠅䠆  
Naturalist
ひのきの温泉ボール 10個入り
䠃㻏䠃䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（ひのきボール）約Φ3.5㎝
材質：ひのき/生産国：日本/無塗装/ネット入

䠊䠋䠄䠉䠆䠉  
Naturalist
ひのきの温泉たまご４個入り
䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（温泉たまご）約4.2×5㎝
材質：ひのき/生産国：日本/無塗装/ネット入

䠊䠋䠄䠉䠇䠆  
Naturalist
ひのきの温泉ボール（大玉）５個入り
䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（ひのきボール）約Φ4.4㎝
材質：ひのき/生産国：日本/無塗装/ネット入

᷷ᴰ࡞ࡏ
Made in Japan

お湯に浮かべると、ひのきの香りがやさしく広がります。

枕元にそのまま置いて、アロマボールとしてもお楽しみいいただけます。

߹߹ߚࠇߦ࠻࠶ࡀ
ۯߨߡߞ

䠊䠊䠇䠇䠄䠉  
Naturalist　森の温泉バッグ　䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約14×23×2㎝/材質：（中身）ひのき・朴の木・ひば・その他ブレンドチップ・（袋）不織布
生産国：日本/PP袋入

ᧁࠣࠬࡃߩ ߢ࠭࠶
ߩ߈߅ߡߞߣ
ࡃ 㧋ࠍࡓࠗࠬ࠲
※P75～
　木のバスグッズも
　ご覧ください。
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※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。
※食用インキを使用しておりませんので直接お料理を盛り付ける時は必ず印刷部分を避けてご使用ください。

紙ごと  波の音            䠄䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠋䠋䠂䠃䠄 もも   䐗䠊䠋䠋䠂䠄䠋 みどり　
䐘䠊䠋䠋䠂䠅䠈 きい   䐙䠊䠋䠋䠂䠆䠅 しろ
約29.7×20.8㎝×5枚
材質：紙/生産国：日本/PP袋入

紙ごと  石庭                䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐚䠊䠋䠋䠂䠇䠂 もも  䐛䠊䠋䠋䠂䠈䠉 まろん　
約29.7×20.8㎝×5枚
材質：紙/生産国：日本/PP袋入

紙ごと                            䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐜䠊䠋䠋䠂䠉䠆 紺　       䐝䠊䠋䠋䠂䠊䠃 はな
䐞䠊䠋䠋䠂䠋䠊 うりうり  䐟䠊䠋䠋䠃䠂䠆 わん　
約29.7×20.8㎝×5枚
材質：紙/生産国：日本/PP袋入

Ფᣣߩ
߭ߣߞ߶ ߈ߣߣ
ࠖ࠹ ࠗ࠲ ߦࡓ

ߩߡߨ߹ࠍ㆐߅
ࠖ࠹ࡄࡓࡎ ߦ

ዊ‛ߦࠅߊߠ

Made in Japan

① 

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩

②

③ ④



䐖䠉䠋䠂䠊䠇䠄

天然へちま（S）
䠃㻏䠂䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約12㎝×Φ約8.5㎝
材質：へちま（富山県産）
生産国：日本/PP 袋入

䐗䠉䠋䠂䠊䠈䠋

天然へちま（L）　䠄㻏䠃䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約35㎝×Φ約8.5㎝
材質：へちま（富山県産）
生産国：日本/PP 袋入

Made in Japan

Made in Japan

※ご使用後は陰干しして下さい。　※天然素材を使用しているため、一つ一つサイズ等が若干異なります。　※肌に合わない場合は使用を中止してください。

蒟蒻の

きもち
100% natural materials

こんにゃく

䠉䠋䠃䠋䠄䠉

蒟蒻（こんにゃく）のきもち　            䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
本体約 Φ7×H2.2㎝/材質：こんにゃくマンナン、水酸化カルシウム
生産国：日本/PP袋入

※ぬるま湯でやわらかくしてからご使用ください。※万が一お肌に合わない場合は、すぐにご使用をお控えください。※本品は食用ではありません。
※スポンジの成分が分解されるため、酵素配合入浴剤、洗浄剤と一緒に使用しないでください。※約1ヶ月がお取り替えの目安です。
※本品を廃棄する場合、可燃ゴミとして捨ててください。

Eco - Friendly  Goods

ᣇޯߒࠄߒߐ߿ߦޕߊߒࠄ⑳ޯ
環境にやさしいモノには、天然素材の力を活かした先人の知恵がありました。
地球温暖化やマイクロプラスチック問題など、深刻な環境問題が叫ばれる昨今、
小さなエコを毎日続けていくことが、環境保全につながると考えています。

お好みの幅にカットして、様々な用途にお使いいただけます。

①

お肌にやさしい
こんにゃくの
スポンジ
安心・安全。
お肌にやさしい、
弱アルカリ性の
こんにゃくスポンジ。

アトピー肌など、敏感肌の方々に刺激なく汚れを落としていただくために、
研究を重ねたどり着いたのは、お肌に近いph・弱アルカリ性であること
でした。穏やかな弱アルカリ性のこんにゃくスポンジが、
お肌をやさしくいたわりながら、優れた洗浄力で
しっかりと洗い上げます。

パッケージ
イメージ

へちまたわし　䠃㻏䠃䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐘䠉䠋䠂䠊䠉䠈㻃パプリカ染
䐙䠉䠋䠂䠊䠊䠅㻃ローズマリー染
䐚䠉䠋䠂䠊䠋䠂㻃パセリ染
䐛䠉䠋䠂䠋䠂䠈㻃ラベンダー染
約12㎝×Φ約8.5㎝/材質：へちま（富山県産）・
ひも（布）/生産国：日本/PP 袋入
※天然の色素を使用しているため、
　色は自然に薄くなっていきます。

へちまたわし
地球にやさしい

Hechima-tawashi

②

③ ④ ⑤

⑥

19



Made in Japan

Made in Japan

※天然素材を使用しているため、一つ一つサイズ等が若干異なります。
※肌に合わない場合は使用を中止してください。
※本品を廃棄する場合、可燃ゴミとしてお出しください。

※天然素材を使用しているため、一つ一つサイズ等が若干異なります。　※肌に合わない場合は使用を中止してください。

ޕ࠭࠶ࠣࡑࡠࠕߩࠅ㚅ߩ߈ߩ߭ߥ߆߿ࠊߐ
ࠍᨋᶎ᳇ಽߦ᳇シߢኅᐸߏ
ޕߔ߹ߌߛߚߺߒᭉ߅

䠊䠊䠇䠇䠄䠉  
Naturalist
森の温泉バッグ　䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約14×23×2㎝/材質：（中身）ひのき・朴の木・ひば・
その他ブレンドチップ/（袋）不織布/生産国：日本/PP袋入

䠉䠋䠄䠊䠃䠊  
ひのき リラックス アロマミスト 100㎖
䠄㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ4.4×H14.3㎝/材質：ヒノキオイル、
無水エタノール、精製水/生産国：日本

䠉䠋䠄䠊䠂䠃 
ひのき リラックスバス 1個入り
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約12×H15×マチ巾最大約4㎝/16g×1入
材質：ひのき、不織布/生産国：日本

mori no kaori ߩ㚅ࠅ
森
林
浴
気
分
を
楽
し
め
る
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ア
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マ
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ノ
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ル
の
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な
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ミ
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ト
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す
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納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

納

䠉䠋䠄䠊䠆䠋

はなもく　ブーツキーパー　ロング　2本入　䠅㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L40×10㎝/材質：ひのき、和紙（ポリエステル、パルプ）不織布
本体×2/60g×2/ヒノキオイル含有ひのきチップ/生産国：日本/PP 袋入

䠉䠋䠄䠊䠅䠄

はなもく　ブーツキーパー　2本入　䠅㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L27×10㎝/材質：ひのき、和紙（ポリエステル、パルプ）不織布
本体×2/25g×2/ヒノキオイル含有ひのきチップ/生産国：日本/PP 袋入

䠉䠋䠄䠊䠇䠈

はなもく　アロマサシェ　3枚入　䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約15×10×2㎝/材質：ひのき、和紙（ポリエステル、パルプ）不織布
本体×3/10g×3/ヒノキオイル含有ひのきチップ
生産国：日本/PP 袋入

䠉䠋䠄䠊䠈䠅

はなもく　アロマシート　２枚入　䠄㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30×19×3㎝/材質：ひのき、和紙（ポリエステル、パルプ）不織布
本体×2/25g×2/ヒノキオイル含有ひのきチップ
生産国：日本/PP 袋入

࿖↢↥߇⾆㊀ߩ߈ߩ߭ߥᧁᲫ㧒߽ࠎߊ㧓ࠍ↪ޔߚߒ
ⅣႺߒߐ߿ߦᶖ⥇ޕ࠭࠶ࠣࡑࡠࠕ
ๆࡆ㒐ࠞ⩶᛫⯻㒐ޔߪߦ㧓ࠎߊᧁᲫ㧒߽ߩ߈ߩ߭ Ḩ↪ޔ
㚅ߪߦࠅᄤὼࠬࠢ࠶ߩ↪ޕߔ߹ߡࠇߐߣࠆ߇
ޕߦ࠷ࡉߩࠅߦ᳇߅ޕߦᨉరޔߒ߈ᒁ߿ߔࠎߚ
ޕ߆ࠎߖ߹ࠇࠅขࠍࠅ㚅ߩ߈ߩ߭ߥ߆߿ࠊߐߦߒࠄߊ
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ＴＲＡＹ

③

④

①

②

食器が
滑らな

い

ノンス
リップ

加工！

材質：パルプ・樹脂/食洗機対応/生産国：韓国
ノンスリップ加工※オーブン・電子レンジ不可

天然素材の紙に特殊なプレス加工
をして作られた丈夫なトレイです。
食洗機にも対応、繰り返し使える
エコロジーなアイテムです。

食洗機
対応

䠊䠅䠃䠅䠈䠆

くりぬきＢＯＷＬ（小）　䠄㻏䠋䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20×12×H4.4㎝

䠊䠅䠃䠅䠉䠃

くりぬきＢＯＷＬ（中）　䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約25×13.5×H4.4㎝

䠊䠅䠃䠅䠊䠊

くりぬきＢＯＷＬ（大）　䠅㻏䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30×15×H4.4㎝

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、
　天然素材を使用しているため、木目や色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。 納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

䐖䠊䠋䠊䠄䠈䠊

トレイ（小）　䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約36.7×26.7×H1.8㎝

納 䐘䠊䠃䠃䠅䠊䠂

丸トレイ（小）　䠄㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ31.8×H1.8㎝

納 䐙䠊䠃䠃䠅䠉䠅

丸トレイ（大）　䠅㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ36.2×H2.2㎝

納䐗䠊䠋䠊䠄䠇䠃

トレイ（大）　䠆㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約42.5×32.6×H2㎝

納

ＢＯＷＬ
材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：中国　※材質の特性上、節や黒いスジが入ることがあります。
※予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。

ゆるやかな曲線が美しい天然木のボウル。
底面のカーブがすくいやすく使いやすさも両立したくりぬきの器です。

パッケージ：シールのみ

On  The  Table
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天然木ラウンドプレート ブラウン
䠊䠊䠆䠆䠊䠅  Φ18㎝　䠃㻏䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ18×H4㎝
䠊䠊䠆䠆䠋䠂  Φ24㎝　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ24×H4㎝
䠊䠊䠆䠇䠂䠈  Φ27㎝　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ27×H4㎝

天然木ラウンドプレート ナチュラル
䠊䠊䠆䠆䠇䠄  Φ18㎝　䠃㻏䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ18×H4㎝
䠊䠊䠆䠆䠈䠋  Φ24㎝　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ24×H4㎝
䠊䠊䠆䠆䠉䠈  Φ27㎝　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ27×H4㎝

天然木サラダボウル ナチュラル
䠊䠉䠅䠅䠅䠅䚭Φ15㎝　䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ15×H6.3㎝
䠊䠊䠆䠇䠃䠅䚭Φ18㎝　䠃㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ18×H6.5㎝
䠊䠉䠅䠅䠃䠋䚭Φ24㎝　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ24×H8㎝

天然木サラダボウル ブラウン
䠊䠉䠅䠅䠄䠈䚭Φ15㎝　䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ15×H6.3㎝
䠊䠊䠆䠇䠄䠂䚭Φ18㎝　䠃㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ18×H6.5㎝
䠊䠉䠅䠅䠂䠄䚭Φ24㎝　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ24×H8㎝

天然木クラフトカップ（Ｓ）　　　䠃㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠊䠆䠇䠅䠉䚭ナチュラル　䐗䠊䠊䠆䠇䠆䠆䚭ブラウン
約Φ6.4×H4.2㎝

木製カフェトレイ オーバル
䠅㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭

䐜䠊䠊䠆䠇䠋䠋䚭ブラウン
䐝䠊䠊䠆䠈䠂䠇䚭ナチュラル　
約30×20×H2.7㎝

木製カトラリーサーバー　　 䠄㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐠䠊䠊䠆䠈䠅䠈䚭ブラウン
䐡䠊䠊䠆䠈䠆䠅䚭ナチュラル　
約26.4×8.1×H4.6㎝

木製カトラリースタンド　　䠃㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐢䠊䠊䠆䠈䠇䠂䚭ブラウン
䐣䠊䠊䠆䠈䠈䠉䚭ナチュラル　
約8×8×H13㎝

木製トング　　  䠃㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐤䠊䠊䠆䠈䠉䠆䚭ブラウン
䐥䠊䠊䠆䠈䠊䠃䚭ナチュラル　
約3.7×L24.5㎝

木製カフェトレイ                                    䠅㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐞䠊䠊䠆䠈䠃䠄䚭ブラウン　䐟䠊䠊䠆䠈䠄䠋䚭ナチュラル　
約30×20×H2㎝

天然木クラフトカップ（Ｍ）　　　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐘䠊䠊䠆䠇䠇䠃䚭ナチュラル　䐙䠊䠊䠆䠇䠈䠊䚭ブラウン
約Φ7×H5.1㎝

天然木クラフトカップ（Ｌ）　　　䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐚䠊䠊䠆䠇䠉䠇䚭ナチュラル　䐛䠊䠊䠆䠇䠊䠄䚭ブラウン
約Φ8.2×H6㎝

⑫

⑦

⑧

⑬

⑭

※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※輸入品の為、納期がかかる場合がございます。
※水等を貯めておくと水漏れする場合がございます。

④

②

⑤ ⑥

①

③

⑪

材質：天然木 / 塗装：ウレタン / 生産国：ベトナム
※食器洗浄機の使用はできません。

⑮ ⑯

⑨

⑩
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dish

材質：カヤウッド/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム 䕋䠊䠃䠋䠄䠋䠆

ディッシュ（L）　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ28～32×H2㎝

納

䕋䠊䠃䠋䠄䠊䠉

ディッシュ（M）
䠄㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ23～27×H2㎝

納

↲ਣ࠻ࡊ

職人が1点ずつ
丁寧に手彫り
しています。

①

②

亀甲丸プレート
䐖䠊䠆䠄䠂䠊䠉 㻃ᑚ䟺18㎝）  䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ18×H1.9㎝
䐗䠊䠆䠄䠂䠋䠆 㻃ኬ䟺21㎝）  䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ21×H1.9㎝
材質：ラバーウッド/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム/包装なし
※天然木を使用しておりますのでサイズは若干前後します。

䕋䠊䠃䠋䠃䠋䠇

ディッシュ（S）　䠃㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ18～22×H2㎝

納

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用
　しているため、サイズや木目、色合いや風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
※樹皮付の商品につき取扱いにはご注意ください。樹皮部分にも塗装はしておりますが、
　剥がれる場合もございます。天然素材を使用した商品の良さとしてご理解ください。
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※素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承下さい。

䠊䠋䠋䠉䠃䠇

木製キッズトレイ　くま
䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約24.5㎝×19.5㎝×H2.1㎝

䠊䠋䠋䠈䠈䠃

木製キッズボウル　小
䠄㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ9.5㎝×H4.5㎝

䠊䠋䠋䠈䠉䠊

木製キッズボウル　大
䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ11.5㎝×H4.5㎝

䠊䠋䠋䠈䠊䠇

木製キッズトレイ  丸型（S）
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ12㎝×H2㎝

䠊䠋䠋䠈䠋䠄

木製キッズトレイ  丸型（L）
䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ14.5㎝×H2㎝

䠊䠋䠋䠉䠅䠋

木製キッズトレイ　角型（S）
䠄㻏䠊䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約21㎝×15㎝×H2㎝

䠊䠋䠋䠉䠄䠄

木製キッズトレイ　角型（L）
䠅㻏䠉䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約26.5㎝×19㎝×H2㎝

䠊䠂䠅䠇䠋䠂

キッズ　くりぬき弁当箱
䠆㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約14㎝×9.5㎝×H5.5㎝
容量：約350mlゴムバンド付
※PP袋入

䠊䠂䠅䠇䠊䠅

キッズスプーン
䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約L12㎝×2.7㎝
※PP袋入

䠊䠂䠅䠇䠉䠈

キッズおはし
䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約L18㎝/生産国：日本製
スベリ止め加工
※PP袋入

䠊䠋䠋䠉䠂䠊

木製キッズトレイ　うさぎ
䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約20㎝×22㎝×H2.1㎝

䠊䠋䠅䠋䠃䠃

Naturalist  キッズセット䠃䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（お椀）約Φ10×H4.6㎝/（汁碗）約Φ10.3×H5.6㎝
（平皿）約Φ15.2×H3㎝/（スプーン・フォーク）約L13㎝
材質：ひのき/塗装：ウレタン/生産国：日本※食器洗浄機不可
（スプーン&フォーク）PP袋入/（お椀・汁碗・平皿）箱入
セット内容：お椀・汁碗・平皿・スプーン&フォーク各1

材質：ブナ/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム※キッズおはしのみ日本製
※食器洗浄機不可/シールのみ

使用イメージ

お子様用
おふろグッズも
ございます。

（P7７をご覧下さい）

軽くて丈夫、落としてもわれにくい木の器は、
お子さまの初めて使う食器としておすすめです。
ご出産祝いやお食い初めのお祝いにも喜ばれます。
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アニマルトング　　　　　　　　　　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐙䠊䠂䠃䠄䠋䠋㻃トラ　䐚䠊䠂䠃䠅䠂䠇㻃ブチ
約14×3㎝/材質：ビーチ・金具部分：ステンレス/生産国：インドネシア
塗装：ウレタン/PP袋入

④

⑤

アニマル豆皿　　　　　　　　　　　　　　　　　䠉䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐟䠊䠂䠃䠅䠃䠄㻃トラ　䐠䠊䠂䠃䠅䠉䠆㻃ブチ
約7×9.2㎝/材質：ビーチ/生産国：インドネシア/塗装：ウレタン/PP袋入

⑩ ⑪
アニマルプチ豆皿　　　　　　　　　　　　　　　 䠈䠅䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐡䠊䠂䠃䠅䠄䠋㻃トラ　䐢䠊䠂䠃䠅䠊䠃㻃ブチ
約7×7.5㎝/材質：ビーチ/生産国：インドネシア/塗装：ウレタン/PP袋入

アニマル計量さじ
䐣䠊䠅䠋䠈䠊䠃㻃大
䠇䠅䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約5.4×8.3㎝/計量約15g

䐤䠊䠅䠋䠈䠋䠊㻃小
䠆䠉䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4.2×6.6㎝/計量約5g

材質：メープル
生産国：インドネシア
塗装：ウレタン/PP袋入

⑫ ⑬

アニマル箸置き　　　　　　　                  䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐜䠊䠂䠃䠅䠅䠈㻃トラ　約3.3×3.5㎝
䐝䠊䠂䠃䠅䠋䠊㻃ブチ　約3.3×3.5㎝
䐞䠊䠂䠃䠆䠂䠆㻃にくきゅう　約4×3.5㎝
材質：ビーチ/生産国：インドネシア/塗装：ウレタン/PP袋入

⑦ ⑨
⑧

アニマルスプーン　　　　            䠇䠅䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠂䠃䠄䠊䠄㻃トラ     䐗䠊䠂䠃䠅䠇䠂㻃ブチ
䐘䠊䠂䠃䠅䠈䠉㻃にくきゅう
約12.5×2.2㎝/材質：ビーチ
生産国：インドネシア/塗装：ウレタン/PP袋入

① ② ③

アニマル
カトラリ

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
※食器洗浄機使用不可。

⑥

⑥䠊䠂䠃䠅䠆䠅䚭木製パントング　　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20.5×4.5㎝/材質：メープル・金具部分：ステンレス/生産国：インドネシア
塗装：ウレタン/PP袋入

レーザー名入れできます！（別途見積り）

販促好適品

⑭

⑮

計量約15g
計量約5g
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※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

䠊䠂䠂䠋䠉䠃

ひのき うちわ　䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ19㎝/（板厚）約1～2mm/材質：ひのき
塗装：無塗装/生産国：日本/PP袋入

䠊䠂䠂䠋䠈䠆

ひのき 扇子（6枚板）　䠃㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（開いた時）約L19㎝×最大幅32㎝/（閉じた時）約L19㎝×幅9.5㎝
（板厚）約1～2mm/材質：ひのき/塗装：無塗装/生産国：日本/PP袋入

・定規
・ブックマーカー
・かたちパズル
・ピンバッジ

・ネームホルダー
・ヘアゴム
・クラフトトレイキット
・腕時計＆
  スマホスタンド

߹߹ߚ㐿ߢౕ⇐
࿕ቯޕߔ߹߈ߢ

Made in Japan

Made in Japan

⸥ᔨຠߡߞ⾃ޔߦߤߥ࠻ࡦࡊߩ࠻ࡦࡌࠗ߿༑߫ߡߊࠊ߆ࠆࠇታ↪ᕈࠆߩᧁޕߔߢࠖ࠹࡞ࡌࡁߩ
ᕈ⊛߅ߩࡊ࠶ࠕࠫࡔࠗޔ߇࠭࠶ࠣߥࠫࡠࠦࠛߢᚻવޕߔ߹ߒߚࠍ
㧒ࠩฬߔ߹ߒ⥌ࠇ㧒ㅜⓍ㧓ޕ⚦߅ߪวߖࠊਅޕߐ㧓

Naturalist  ひのきのプチツリー
䐖䠊䠂䠈䠋䠊䠂  小　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約7×H11㎝
䐗䠊䠂䠈䠋䠋䠉㻃㻃大　䠃㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約9.7×H19.2㎝
材質：ひのき/無塗装/生産国：日本/PP袋入

①

②

高さ
約19.2㎝

YOUBI Premium Novelty goods
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※商品詳細はお気軽にお問い合わせください。

【簡単組立式】
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※ロットにより、下記セット以外の別注も承ります。
　 詳しい内容はお問合せください。

寿司箸置 単品（PP袋入）　
䠆䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
材質：陶器
生産国：日本（美濃焼）

寿司箸置 3個セット（箱パッケージ）   䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠉䠈䠂䠈䠊  にぎり　
䐗䠊䠉䠈䠂䠉䠇  軍艦
䐘䠊䠊䠃䠉䠅䠆  巻き寿司
（パッケージサイズ）約12×7×H5㎝/クリアケース入

䐙䠊䠊䠃䠉䠆䠃  
寿司箸置 5個セット（箱パッケージ）　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（パッケージサイズ）約17×8×H6㎝/クリアケース入

④

③
②①

䕋䠊䠊䠃䠈䠂䠆　大とろ
　  約5×3×H2㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠃䠃　まぐろ
　  約5.1×2.2×H1.8㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠄䠊　いか
　  約5.1×2.2×H1.8㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠅䠇　えび
　  約5.9×2.8×H1.9㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠆䠄　しゃこ
　  約5.9×2.8×H1.9㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠇䠋　あなご
　  約5×3×H2㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠈䠈　たまご
　  約5.3×2.8×H1.8㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠉䠅　うずら
　  約4.3×2.3×H2.1㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠋䠉　いくら
　  約4.7×2.7×H2.1㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠈䠊䠂　うに
　  約4.6×2.6×H2.1㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠉䠂䠅　鉄火
　  約5×3×H2.3㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠉䠃䠂　かっぱ
　  約5×3×H2.3㎝　　　　

䕋䠊䠊䠃䠉䠄䠉　お新香
　  約5×3×H2.3㎝　　　　

䕋䠊䠃䠄䠅䠋䠆　さけ
　  約5×3×H2㎝　　　　

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また窯の火加減や釉薬の反応により、写真と商品の色が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

Made in Japan
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⑨ ⑩⑧⑦ ⑪

⑤

④

⑥

材質：陶器
生産国：日本(美濃焼)

箸置 5個セット   　　　　　　 䠄㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠂䠇䠄䠆䠄㻃友禅　　䐗䠊䠂䠇䠄䠈䠈㻃麻の葉
䐘䠊䠂䠇䠄䠇䠋㻃青海波　䐙䠊䠂䠇䠄䠊䠂㻃小紋
䐚䠊䠂䠇䠄䠉䠅㻃重ね桜　䐛䠊䠂䠇䠄䠋䠉㻃とりどり
（本体）約3×1.8×H1.3㎝/（箱）約11.5×4.3×H1.9㎝/貼箱入

箸置 10個セット（かごなし） 　䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐜䠊䠂䠇䠂䠇䠃㻃友禅　䐝䠊䠂䠇䠂䠈䠊㻃青海波　䐞䠊䠂䠇䠂䠉䠇㻃麻の葉　䐟䠊䠂䠇䠂䠊䠄㻃重ね桜　䐠䠊䠂䠇䠂䠋䠋小紋
（本体）約3×1.8×H1.3㎝/PP袋入

①

③

②

Made in Japan

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、柄の出方や柄行がひとつひとつ異なります。ご了承ください。
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※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、柄の出方や柄行がひとつひとつ異なります。ご了承ください。

⑨

⑩ ⑪ ⑫

⑦ ⑧

Made in Japan

材質：陶器
生産国：日本(美濃焼)
PP袋入

③

④ ⑤ ⑥

① ②

プチ風水･盛塩小皿（角型）
䠆䠅䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭

䐖䠊䠊䠊䠈䠉䠄㻃モダン
䐗䠊䠊䠊䠈䠊䠋㻃花ロマン　
䐘䠊䠊䠊䠈䠋䠈㻃小紋
䐙䠊䠊䠊䠉䠂䠄㻃なすび　 
䐚䠊䠊䠊䠉䠃䠋㻃麻の葉
䐛䠊䠊䠊䠉䠄䠈㻃さくら　　
サイズ：約5.5×5.5×H1㎝

プチ風水･盛塩小皿（花型）
䠆䠅䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭

䐜䠊䠊䠊䠉䠅䠅㻃つる唐草
䐝䠊䠊䠊䠉䠆䠂㻃友禅　
䐞䠊䠊䠊䠉䠇䠉㻃唐草
䐟䠊䠊䠊䠉䠈䠆㻃うずうず　 
䐠䠊䠊䠊䠉䠉䠃㻃重ね桜
䐡䠊䠊䠊䠉䠊䠊㻃吉野桜　　
サイズ：約Φ6.2×H1.3㎝
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※一つ一つ手作りのため、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、盛塩の小皿は柄の出方や柄行がひとつひとつ異なります。ご了承ください。

にゃんこ皿　10枚セット 　                       䠆㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
①䠊䠂䠃䠋䠇䠆䚭もも　　②䠊䠂䠃䠋䠈䠃䚭ちゃちゃ　　③䠊䠂䠃䠋䠉䠊䚭そら　　
④䠊䠂䠃䠋䠊䠇䚭きい　　⑤䠊䠂䠃䠋䠋䠄䚭あおば
約Φ6×H1.3㎝/材質：陶器/生産国：日本（美濃焼）/䝕䝇䜵䞀䜼䛰䛝

にゃんこ皿

䠊䠂䠃䠋䠆䠉

にゃんこ皿セット　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ6×H1.3㎝/（箱）約6.8×26×H2.8㎝
材質：陶器/生産国：日本（美濃焼）/㈖⟵ථ

① 䐖䠊䠊䠋䠃䠋䠊

ちょいと箸休め 小皿セット 角型   　 
䠄㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
サイズ：（本体）約5.5×5.5×H1㎝
　　　 （箱）約6.7×25.8×H2.8㎝/貼箱入

䐗䠊䠊䠋䠄䠂䠆

ちょいと箸休め 小皿セット 花型   　 
䠄㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
サイズ：（本体）約Φ6.2×H1.3㎝
　　      （箱）約7.3×32.8×H3㎝/貼箱入

②

① ②

③ ④ ⑤

Made in Japan

Made in Japan

材質：陶器
生産国：日本(美濃焼)

小紋 麻の葉 さくら 吉野桜モダン 花ロマン つる唐草 友禅 うずうず 重ね桜

※お好みの柄のセットアップ承ります。別 注
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シックな色みと削ぎ目の模様が印象的な器 
SOG I（ソギ）。ご飯を入れたり、シリアル
ボウルやスープカップとして…
和洋様々なシーンでお楽しみいただけます。

※イメージ

削ぎ目　姫抹茶碗　　䠃㻏䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠉䠋䠄䠋䠉䠋 シルバー　　䐗䠉䠋䠄䠋䠊䠈 ゆず赤
䐘䠉䠋䠄䠋䠈䠄 ゆず白
約Φ9.5×H5.5㎝/容量：約200㎖/重さ約130g/材質：陶器（美濃焼）
生産国：日本/紙巻

削ぎ目　抹茶碗　　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐙䠉䠋䠅䠂䠂䠈 シルバー　　䐚䠉䠋䠅䠂䠃䠅 ゆず赤
䐛䠉䠋䠄䠋䠋䠅 ゆず白
約Φ11×H7.5㎝/容量：約410㎖/重さ約300g/材質：陶器（美濃焼）
生産国：日本/紙巻

削ぎ目　湯のみ　　䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐜䠉䠋䠅䠂䠋䠋 シルバー　　䐝䠉䠋䠅䠃䠂䠇 ゆず赤
䐞䠉䠋䠅䠂䠊䠄 ゆず白
約Φ7.5×H8㎝/容量：約220㎖/重さ約150g/材質：陶器（美濃焼）
生産国：日本/紙巻

カフェトレイ　　䠃㻏䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐢䠉䠋䠅䠂䠆䠆 ディープブラウン
䐣䠉䠋䠅䠂䠅䠉 ブラウン
䐤䠉䠋䠅䠂䠄䠂 ナチュラル
約22×12×H1.5㎝、Φ約8.5㎝
材質：ビーチ
生産国：中国
PP袋入

削ぎ目　マグカップ　　䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐟䠉䠋䠅䠂䠈䠊 シルバー　　䐠䠉䠋䠅䠂䠉䠇 ゆず赤
䐡䠉䠋䠅䠂䠇䠃 ゆず白
約13.5×10×H11㎝/容量：約500㎖/重さ約310g/材質：陶器（美濃焼）
生産国：日本/紙巻

䐖

䐗

䐘
䐙 䐛

䐚

䐜

䐝

䐞

䐟 䐡

䐠

䐢
䐣

䐤

※手作り品の為、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

※電子レンジ使用可。　※直火使用不可。
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Made in Japan

※こちらの緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

䕋䠊䠊䠆䠋䠂䠄㻃㻃富士山 䕋䠊䠊䠆䠋䠃䠋㻃㻃桜うさぎ 䕋䠊䠊䠆䠋䠄䠈  ふくろう

䕋䠊䠊䠆䠋䠅䠅  かめ 䕋䠊䠊䠆䠋䠆䠂  椿ねこ

かや生地ふきん　　　     䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭　　
約30×30㎝/材質：レーヨン100％/生産国：中国/PP袋入

浮絵小皿 小粋な醤油皿 U K I E  K O Z A R A

浮絵小皿10枚セット 　                       䠅㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ8.2×H1.8㎝/材質：陶器/生産国：日本（美濃焼）/䝕䝇䜵䞀䜼䛰䛝

䕋䠊䠋䠊䠃䠋䠂㻃ᐣኃᒜ 䕋䠊䠋䠊䠄䠂䠈㻃㪁 䕋䠊䠋䠊䠄䠃䠅㻃䛻䛕䜓䛌 䕋䠊䠋䠊䠄䠄䠂㻃䛳䛙

䕋䠊䠋䠊䠃䠊䠅

浮絵小皿４枚セット　䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ8.2×H1.8㎝/（箱）約17.5×17.5×H2.3㎝
材質：陶器/生産国：日本（美濃焼）/㈖⟵ථ
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䠊䠉䠆䠄䠅䠃  
檜しゃもじ（ミニ）　
䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約5.5×L16㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠅䠂䠋  
しゃもじ48㎝　
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L48㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠄䠋䠅  
しゃもじ35㎝　
䠉䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L35㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠄䠆䠊  
檜しゃもじ（小）　
䠅䠈䠂䟺⛧ᢜ䟻
約6×L19㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠄䠇䠇  
檜しゃもじ（大）　
䠆䠅䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7×L22.5㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠄䠈䠄  
檜しゃもじ（特大）　
䠈䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約8.3×L29㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠄䠉䠋  
檜レードルターナー　
䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.5×L26㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠄䠊䠈  
檜へら　
䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7.5×L26㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

ひのき製で強度も
十分な、使いやすい
大しゃもじです

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

キッチンツール
K I T C H E N  T O O L Made in Japan

安心・安全な国産の木の
キッチンツール。
丁寧な仕上げによる、
使いやすさが特徴です。
無塗装仕上げで手馴染みよく、
やさしい肌触り。
使うほどに変わる風合いに
愛着の湧く逸品です。

Kitchen
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䠊䠉䠆䠅䠄䠅  
檜菜箸（角）　
䠇䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L29㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠊䠉䠉䠋䠊  
ひのき菜箸（丸）　
䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L33.2㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠅䠆䠉  
並玉杓子（小）　
䠃㻏䠃䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ7.8×L25.5㎝
材質：天然木/生産国：日本
PP袋入

䠊䠉䠆䠅䠅䠂  
並玉杓子（大）　
䠃㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ9.7×L29.5㎝
材質：天然木/生産国：日本
PP袋入

䠊䠊䠈䠊䠆䠇  
オロシ金竹ベラ　
䠄䠋䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約3×L13.5㎝
材質：竹/生産国：中国
PP袋入

䠊䠂䠋䠋䠋䠊

木曽ひのき取り箸
䠈䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L33㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

ౕ᧚ߊߊߦߒ߷ߎࠍ

⺞ℂࡓࠬߔ߿ߒᒻ
ߩ

ޕ࠽࠲

䠊䠂䠆䠊䠈䠅 
スリムターナー　
䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4.5×L29.7㎝
材質：竹（炭化竹）
塗装：ウレタン
生産国：中国/タグのみ

䠊䠂䠆䠊䠉䠂  
スリム返しターナー　
䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4.5×L29.7㎝
材質：竹（炭化竹）
塗装：ウレタン
生産国：中国/タグのみ

䠊䠅䠃䠇䠈䠄

左利き用
バンブーターナー
䠃㻏䠄䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.5×L30㎝
材質：竹/塗装：ウレタン
生産国：日本/䝃䜴䛴䜅

ⷺᐲ߇ઃߢߩࠆߡ
߽ߡ⟎ޔߊߔ߿ߗᷙ
ᳪᷡߕࠇẖߔߢ㧋䠊䠅䠂䠊䠋䠅

左利き用
バンブーターナー ひねり
䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.2×L29.5㎝
材質：竹/塗装：ウレタン
生産国：日本/䝃䜴䛴䜅

Made in Japan

バンブーターナー
B A N B O O  T U R N E R

丈夫で扱いやすい、竹製のキッチンツール
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

࠭ࠪࠅߎߞߦ

■材質：竹/塗装：ウレタン
■生産国：中国
■企画デザイン：日本

䠊䠊䠇䠇䠇䠊  
にっこりターナー
（大人用）　
䠅䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.5×L30㎝/タグのみ

䠊䠊䠇䠇䠉䠄  
にっこり返しターナー
（大人用）　
䠅䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.5×L30㎝/タグのみ

䠊䠊䠇䠇䠈䠇  
にっこりターナー
（こども用）　
䠅䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約5.8×L23㎝/タグのみ

䠊䠊䠇䠇䠊䠋  
にっこり返しターナー
（こども用）　
䠅䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.5×L23㎝/タグのみ

䠊䠊䠇䠈䠄䠈  
にっこりスープスプーン
䠇䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4×L15.5㎝/PP袋入

䠊䠊䠇䠈䠅䠅  
にっこりカレースプーン
䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4×L20㎝/PP袋入

䠊䠊䠇䠈䠆䠂  
にっこり
取り分けスプーン
䠇䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L22㎝/PP袋入

䠊䠊䠇䠈䠇䠉  
にっこり
取り分けフォーク
䠇䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L22㎝/PP袋入

䠊䠊䠇䠈䠈䠆  
にっこり
ケーキサーバー　
䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6×L23㎝/PP袋入

䕋䠊䠋䠊䠊䠄䠆

ターナー（ハート型穴有）
䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.4×L30㎝
材質：ビーチ/塗装：ウレタン
生産国：ベトナム
※食器洗浄機不可/䝃䜴䛴䜅

䠊䠊䠇䠈䠉䠃  
にっこりサラダサーバー　
䠊䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4.5×L21㎝/PP袋入
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

ベトベトしない！熱くない！
取り分けやすい！

䠊䠊䠆䠊䠇䠊  
フィンガートング
䠇䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約4×L18.5㎝/材質：竹
生産国：中国/タグのみ

䠊䠊䠆䠊䠈䠇  
たまごのからざ取り　䠄䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約1×L20㎝/材質：竹/生産国：中国/PP袋入

䐖䠊䠉䠅䠇䠈䠄  
鰹節削箱（単箱入）　䠉㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約10×25×H11㎝/材質：ホワイトアッシュ
塗装：（外側）ウレタン/生産国：日本/貼箱入

䐗䠊䠉䠆䠊䠂䠆 
ケヤキ風鰹節削箱（単箱入）　䠊㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約10×25×H11㎝/材質：ホワイトアッシュ
塗装：（外側）ウレタン/生産国：日本/貼箱入

䠊䠃䠈䠊䠋䠉 
ごますりくん ひのきすりこぎ　䠃㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（すり鉢） 約Φ8.5×H4㎝/（すりこぎ） 約L10㎝
材質：（すりばち）陶器・（すりこぎ）ひのき
生産国：日本/PPケース入

䠊䠇䠈䠂䠈䠂  
ごますりくん　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（すり鉢） 約Φ8.5×H4㎝/（すりこぎ） 約L10㎝
材質：（すりばち）陶器・（すりこぎ）さんしょ
生産国：日本/PPケース入

すりこぎ　
䐖䠊䠄䠇䠊䠋䠋䚭12㎝　䠇䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約12×Φ2.7㎝
䐗䠊䠄䠈䠆䠄䠃䚭18㎝　䠇䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約18×Φ3㎝䚭
䐘䠊䠃䠅䠉䠋䠉䚭24㎝    䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約24×Φ3㎝
材質：ひのき/生産国：日本
PP袋入

①

③

②

朴すりこぎ　
䐙䠉䠋䠃䠆䠆䠈䚭12㎝　　䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約12×Φ2.4㎝
䐚䠉䠋䠃䠆䠇䠅䚭18㎝　　䠇䠅䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約18×Φ2.8㎝
䐛䠉䠋䠃䠆䠈䠂䚭24㎝　　䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約24×Φ3.2㎝
䐜䠉䠋䠃䠆䠉䠉䚭29㎝　　䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約29×Φ3.2㎝
䐝䠉䠋䠃䠆䠊䠆䚭35㎝　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約35×Φ3.6㎝
䐞䠉䠋䠃䠆䠋䠃䚭44㎝　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約44×Φ3.8㎝
材質：朴/生産国：日本
PP袋入

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

ޕߔߢ࠻ࠬࡌ߇ߐ㐳ߩࠄߊ㧜ߩᓘ⋤ߩ㋬ࠅߔ

サイズ選べる国産すりこぎ

Made in Japan

Made in Japan Made in Japan

Made in Japan

Made in Japan

サッとすくえて快適！ すくった後はかき混ぜ棒として

① ②
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Made in Japan

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

おとし蓋　
䠊䠄䠇䠇䠋䠄㻃㻃Φ14       䠈䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ14㎝
䠊䠄䠇䠈䠂䠊㻃㻃Φ16　   䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ16㎝
䠊䠄䠇䠈䠃䠇㻃㻃Φ18      䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ18㎝
䠊䠄䠇䠈䠄䠄㻃㻃Φ20㻃㻃㻃㻃㻃䠋䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ20㎝
䠊䠄䠇䠈䠅䠋㻃㻃Φ22㻃㻃䠃㻏䠃䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ22㎝
䠊䠄䠇䠈䠆䠈㻃㻃Φ24㻃㻃䠃㻏䠆䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ24㎝
材質：さわら又はひのき/生産国：日本
PP袋入

漬物用押し蓋　
䠊䠄䠇䠈䠇䠅㻃㻃Φ16       䠊䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ16㎝/PP袋入
䠊䠄䠇䠈䠈䠂㻃㻃Φ18　   䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ18㎝/PP袋入
䠊䠄䠇䠈䠉䠉㻃㻃Φ21   䠃㻏䠂䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ21㎝/PP袋入
䠊䠄䠇䠈䠊䠆㻃㻃Φ24㻃㻃䠃㻏䠄䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ24㎝/PP袋入
䠊䠄䠇䠈䠋䠃㻃㻃Φ27㻃㻃䠃㻏䠇䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ27㎝/シュリンクパック
䠊䠄䠇䠉䠂䠉㻃㻃Φ30㻃㻃䠃㻏䠈䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ30㎝/シュリンクパック
材質：さわら又はひのき/生産国：日本

※漬物樽もございます（P44掲載）

押し蓋 O S H I B U T A

Made in Japan

おとし蓋 O T O S H I B U T A

主婦のアイデア

ߢ᳓ߣ࠶ࠨߪࠢࠕߚߞขޔߺㄟ߃ᛴࠍࠢࠕ߇Ḵߩ߽ߟߊ
ᵞᵹߦࠄߐޕߔ߹ߖᾚ᳝ޔߊߔ߿ࠅࠊ߹߇ᢱℂߩ㓝ߚࠇ
ዊౕࠎ߳ߚߡߒߣଢޕߔߢ

アクとり落し蓋 A K U T O R I  O T O S H I B U T A

アクとり落し蓋　
䠊䠅䠊䠈䠅䠋㻃㻃Φ16 䠊䠄䠂ළ㻃䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ16㎝
䠊䠅䠊䠈䠆䠈㻃㻃Φ18 䠋䠂䠂ළ㻃䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ18㎝
䠊䠅䠊䠈䠇䠅㻃㻃Φ20 䠃㻏䠂䠂䠂ළ㻃䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ20㎝
材質：天然木/生産国：中国
PP袋入

斜めに置くと 水はけが早い水ですぐ流せる

アクも取れる煮汁がまわりやすい

さわら アクとり落し蓋　
䠉䠋䠃䠊䠇䠋㻃㻃Φ14㎝　䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約 Φ14×H4.5㎝
䠉䠋䠃䠊䠈䠈㻃㻃Φ16㎝　䠃㻏䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約 Φ16×H4.5㎝
䠉䠋䠃䠊䠉䠅㻃㻃Φ18㎝　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約 Φ18×H4.5㎝
䠉䠋䠃䠊䠊䠂㻃㻃Φ20㎝　䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約 Φ20×H4.5㎝
材質：さわら/生産国：日本/PP袋入

アクのよく取れる
丁寧な仕上がり

アクのよく取れる
丁寧な仕上がり

ᾚ‛ߊߒ߅ࠍޕ⬄ߒߣ߅ࠆᾚࠍࠇߕߊ㒐ޔ߉
ᾚ᳝ࠍⴕߢ߹⧌ߡߖࠄᷰ߈ࠍᨴߺㄟ߹ޕߔ߹ߖ
ᚻᜬߩߜ㍿ࠅࠃ৻࿁ࠅዊ߅ࠍ࠭ࠗࠨߐㆬ߮ޕߐߛߊ

ᄤὼᧁߩߪ⬄ߒㅢ᳇ޔߊࠃ߇シߡߊ
ᛒߊߔ߿ဋ╬ߦ㊀ޕߔ߹ࠇࠄߌ߆߇ߒ
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①

②

M A K I S U D A R E巻きすだれ

䐘䠊䠄䠉䠂䠆䠈  
巻き寿司セット　
䠃㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（木枠）約26×7.5×H5.5㎝
（巻きす）約24×21㎝
材質：ひのき・スプルース・竹
生産国：（本体）日本・
（巻きす）中国
約350g/箱入

巻き寿司セット M A K I Z U S H I  S E T

盆ざる （丸型）　
䐙䠊䠃䠉䠈䠅䠆㻃㻃7寸   　   䠈䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ21㎝
䐚䠊䠃䠉䠈䠆䠃㻃㻃9寸  　    䠉䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ27㎝
䐛䠊䠃䠉䠈䠇䠊㻃㻃尺１　㻃㻃䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ33㎝
䐜䠊䠃䠉䠈䠉䠄㻃㻃尺５㻃㻃䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約 Φ45㎝
材質：竹/生産国：中国/タグのみ

B O N Z A R U盆ざる

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

巻きすだれ　
䐖䠊䠂䠈䠈䠉䠈䚭並
䠄䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約24×21㎝䚭

䐗䠊䠂䠈䠈䠊䠅䚭太
䠅䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約27×27㎝䚭
材質：竹/生産国：中国
PP袋入

䐝䠊䠃䠃䠇䠋䠇  
豆腐作り器　　䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×12.3×H10㎝/材質：ひのき
生産国：日本／セット内容：豆腐型１
天然にがり8袋（16丁分）
こし布・仕上げ布（ともに約37×34㎝）各１
※作り方説明書・レシピ付き/PP袋入

䐞䠊䠃䠈䠊䠊䠂

豆腐作り器（にがりなし）　 䠄㻏䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×12.3×H10㎝/材質：ひのき
生産国：日本/セット内容：豆腐型１
こし布・仕上げ布（ともに約37×34㎝）各１
※作り方説明書・レシピ付き/PP袋入

③

④～⑦

⑧

⑨

豆腐作り器 T O F U T S U K U R I K I

Made in Japan
作りたての豆腐の味は格別です！

豆乳には女性に嬉しい栄養素が豊富
に含まれているといわれています。
手作り豆腐で、おいしく健康的に。

Ꮞ߈ኼมޔࠎࠈߜ߽ߪᐢߡߍ㊁⩿ࠍᐓ߽ߦߩߔଢޕߔߢ

߇ኼม߈Ꮞ߽ߢೋᔃ⠪ޔߊߥ߽ߣߎࠆነ ࠅߚߒߺߪ߇ౕ
ᚻߦ߅ޕߔ߹ࠇᑯᒰ߅߿ࠅޔࠖ࠹ࡄࡓࡎߩߤߥ
ᕺᣇᏎޕߔߢࠅߚߞ߽߯ߦ߈

ᚻᏎ߈ኼม߅߿㍿ࠍౕߩਗޔࠅߚߴ⭋㤈ޕ̖ࠅߚߞ⋓ࠍ
ߣࠅߚߒᐓࠅߚߞᵞࠍ⪀㊁߿࠷࡞ࡈ
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

①

②

①

②

③

④

ฬ⣁ᓎߩࡦ࠴࠶ࠠ

ち まい 板さな な Made in Japan

ちいさなまな板
䐖䠊䠆䠃䠈䠋䠃䚭䛸䛴䛓䟺㻶䟻      㻔㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐗䠊䠋䠋䠋䠇䠃䚭䛕䜑䜅䟺㻶䟻      㻔㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐘䠊䠋䠋䠋䠈䠊䚭䛸䛴䛓䟺㻯䟻      㻔㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐙䠊䠋䠋䠋䠉䠇䚭䛕䜑䜅䟺㻯䟻      㻔㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（S）約7.5×15×H1.6㎝/（L）約7.5×20×H1.6㎝
材質：ひのき・くるみ/生産国：日本/PP袋入

ちࡕࡔ まい 板さな な

ちいさなまな板　メモリー
䐖䠊䠂䠇䠆䠉䠃䚭䛸䛴䛓     １㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐗䠊䠂䠇䠆䠊䠊䚭䛕䜑䜅      䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7.5×20×H1.6㎝
材質：ひのき・くるみ/生産国：日本/PP袋入

Made in Japan

２枚重ねて、にんにくなど臭いの

強い食材を潰すのに。

お子様とのクッキングに。
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※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

䐗䠊䠊䠂䠉䠅䠉 
Beansカッティングプレート（小）
䠋㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×22×板厚2.5㎝/材質：桜/生産国：日本
オリーブオイル仕上/シュリンクパック

䐘䠊䠊䠂䠉䠆䠆 
Beansカッティングプレート（大）
㻔㻔㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約42×24.5×板厚2.5㎝/材質：桜/生産国：日本
オリーブオイル仕上/シュリンクパック

䐖䠊䠊䠂䠉䠇䠃 
Beansカッティングプレートスタンド
䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約15×H9×板厚2.3㎝/材質：桜/生産国：日本
オリーブオイル仕上/シュリンクパック

③

①

②

Stand Image

䐖䠊䠊䠇䠄䠄䠂  
桜のミニカッティング
ボード（小）　
䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約10.6×28.2×H1.5㎝
材質：桜/生産国：日本/PP袋入

䐘䠉䠋䠃䠂䠈䠆

カッティングボード
スマート
䠇㻏䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約31.5×22×H1.6㎝
材質：米つが/生産国：日本
表面オイル仕上/不織布入

䐗䠊䠊䠇䠄䠅䠉  
桜のミニカッティング
ボード（大）　
䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約15×33×H1.5㎝
材質：桜/生産国：日本/PP袋入

䐙䠊䠂䠆䠊䠋䠆

カッティングボード
䠄㻏䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約13×30×H1.5㎝
材質：ビーチ/塗装：ウレタン
生産国：ベトナム/タグのみ

ミニカッティングボード
M I N I  C U T T I N G  B O A R D

①

②

䐘䠊䠊䠂䠉䠉䠇  
手付カッティングプレート　䠃䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約42×18×H7（板厚1.5）㎝/ハンドル 約L16×太さ2.5㎝
材質：桜/生産国：日本/オリーブオイル仕上/シュリンクパック

ᚻઃ߈

䐖䠊䠊䠂䠉䠈䠊  
手付カッティングプレート
パレット型　
䠃䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約47×17×H7（板厚1.6）㎝
ハンドル 約L16×太さ2.5㎝
材質：桜/生産国：日本
オリーブオイル仕上
シュリンクパック

カッティングプレート
C U T T I N G  P L A T E

Made in Japan

Made in Japan

③

①

④

③

䐗䠊䠊䠂䠉䠊䠄  
手付カッティングプレートスタンド　䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約11×H7.8×（板厚2.3）㎝
材質：桜/生産国：日本/オリーブオイル仕上/PP袋入

②

Stand Image

貴重な国産桜材を使用。
適度な硬さがあり、
刃あたりのよいのが特長です。
扱いやすく、耐久性にも
優れています。

Made in Japan

③804894のみ
ベトナム製

先の細い形状が食材を移す
時にこぼしにくい！
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

⑥

⑤

④

①

②

③

⑦

⑧

⑨

檜･まな板
䐙䠊䠄䠉䠅䠃䠄  小       䠇㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約36×21×H2.8～3㎝
䐚䠊䠄䠉䠅䠄䠋㻃㻃中　   䠉㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約42×26×H2.8～3㎝
䐛䠊䠄䠉䠅䠅䠈㻃㻃大      䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約48×28×H2.8～3㎝
材質：ひのき/生産国：日本
シュリンクパック

Made in Japan

ひのき 清潔・浮かせ両面まな板
䐖䠊䠃䠉䠊䠉䠂  小       䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約33.5×21×H3㎝
䐗䠊䠃䠉䠊䠊䠉㻃㻃中　   䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約41×24×H3㎝
䐘䠊䠃䠉䠊䠋䠆㻃㻃大      䠆㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約48×26×H3㎝
材質：ひのき/生産国：日本
ボール箱入

Made in Japan

薄口まな板（反り防止加工）
䐜䠉䠋䠂䠈䠆䠉㻃 小       䠄㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約36×21×H1.4㎝
䐝䠉䠋䠂䠈䠇䠆㻃㻃中　   䠄㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約39×23×H1.4㎝
䐞䠉䠋䠂䠈䠈䠃㻃㻃大      䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約45×26×H1.4㎝
材質：スプルース/生産国：日本
シュリンクパック

Made in Japan

※シンクのタイプにより使用できないものもあります。
（大） サイズはシンクに渡しての使用も可能です。

自立するので収納にも便利。

まな板が浮いているので、清潔に両面使いしていただけます。

反り
防止
加工

41



※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
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④

⑤

⑥

①

②

③

木曽檜カッティングボード
䐖䠉䠋䠂䠈䠉䠊㻃㻃小       　䠅㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約30×14.5×H1.8㎝
䐗䠉䠋䠂䠈䠊䠇㻃㻃中　   　䠅㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約31×17.5×H1.8㎝
䐘䠉䠋䠂䠈䠋䠄㻃㻃大      䚭䠇㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約36.8×18.3×H1.8㎝
材質：ひのき/生産国：日本
シュリンクパック

Made in Japan

木曽檜　板目一枚板
䐜䠉䠋䠂䠉䠂䠊㻃㻃小       　䠆㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約36×18×H3㎝
䐝䠉䠋䠂䠉䠃䠇㻃㻃中　   　䠋㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約42×21×H3㎝
䐞䠉䠋䠂䠉䠄䠄㻃㻃大      䠃䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約48×24×H3㎝
材質：ひのき/生産国：日本
シュリンクパック

Made in Japan

木曽檜　柾目まな板（はぎ合せ）
䐙䠉䠋䠂䠉䠅䠋㻃㻃小       　䠈㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約36×18×H3㎝
䐚䠉䠋䠂䠉䠆䠈㻃㻃中　   　䠊㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約42×21×H3㎝
䐛䠉䠋䠂䠉䠇䠅㻃㻃大      䠃䠂㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約48×24×H3㎝
材質：ひのき/生産国：日本
シュリンクパック

Made in Japan

軽くて使いやすいサイズ
のカッティングボード。
手軽に最高級材の良さを
お楽しみいただけます。

木
曽
檜

樹齢300年以上の貴重な木曽桧の官材を使用。
きめ細かく光沢のある美しい木目には品格があり、
それは厳しい環境で生きぬいてきた証です。
軽くて丈夫、抗菌性にも優れた檜の最高級品です。

樹齢300年以上の貴重な木曽桧の官材を使用。
きめ細かく光沢のある美しい木目には品格があり、
それは厳しい環境で生きぬいてきた証です。
軽くて丈夫、抗菌性にも優れた檜の最高級品です。

⑦

⑧

⑨

樹齢300年以上の貴重な木曽桧の官材を使用。
きめ細かく光沢のある美しい木目には品格があり、
それは厳しい環境で生きぬいてきた証です。
軽くて丈夫、抗菌性にも優れた檜の最高級品です。

樹齢300年以上の貴重な木曽桧の官材を使用。
きめ細かく光沢のある美しい木目には品格があり、
それは厳しい環境で生きぬいてきた証です。
軽くて丈夫、抗菌性にも優れた檜の最高級品です。
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䠊䠂䠋䠄䠋䠇

桐・米びつ　　　䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約32.5×22.5×H20㎝/約1㎏/容量：約6㎏（適正 約5㎏）
材質：（本体）天然木/生産国：（本体）日本
箱入

Made in Japan

おひつ O H I T S U

米びつ K O M E B I T S U

S A W A R A  E D O B I T S U

࿖↥�ᬛ㨭ᳯᚭ߮ߟ

࿖↥�ᬛ㨭㘵บ

椹･飯台（銅タガ）
䐖䠊䠊䠈䠋䠊䠄  約7合　䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ36×H9㎝

䐗䠊䠊䠈䠋䠉䠇  約5合　䠉㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ33×H9㎝

材質：椹/生産国：日本/シュリンクパック

䐘䠊䠉䠅䠇䠇䠇  約3合　䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ30×H9㎝䚭

①

②

②

③

①

③

䐗䠊䠉䠅䠇䠄䠆

椹･江戸びつ 約５合用
䠃䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（身 外寸）約Φ21×H14㎝
（蓋 外寸）約Φ24×H4.5㎝
（総高）約15㎝
材質：椹/生産国：日本
シュリンクパック

䐖䠊䠉䠅䠇䠅䠃

椹･江戸びつ 約７合用
䠃䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（身 外寸）約Φ24×H15.5㎝
（蓋 外寸）約Φ26.5×H4.5㎝
（総高）約16.5㎝
材質：椹/生産国：日本
シュリンクパック

࿖↥߈ߩ߭ޓᦛߟ߭߅߬ߞࠊߍ
H I N O K I  M A G E W A P P A  O H I T S U

䐘䠊䠃䠋䠈䠋䠂

国産ひのき曲げわっぱおひつ（約3.5～4合）
䠃䠋㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（外寸）約Φ23×H11.5㎝（内寸）約Φ20×9㎝
容量：約2,000ml/塗装：特殊シリコーン加工
材質：ひのき/生産国：日本/ハトロン紙巻き

納

Made in Japan

Made in Japan

Made in Japan

※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
   また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

※イメージ
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①
②

※押し蓋のみもございます
   （P37掲載）

䐖䠊䠃䠂䠇䠉䠆  
ひのきはい帳（縦型）　䠄䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約31.5×29×H45㎝
材質：ひのき・ステンレス製網/生産国：日本
単箱入

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

味噌桶 M I S O O K E

䐗䠊䠊䠂䠊䠅䠈  
ひのきはい帳（横型）　䠄䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約49.5×29×H38.5㎝
材質：ひのき・ステンレス製網/生産国：日本
単箱入

䠊䠋䠋䠉䠊䠆

手作り味噌用熟成桶 約1.5㎏用
䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
外寸：約Φ20×12.5㎝/内寸：約Φ17×9.5㎝
容量：約2000ml（味噌で約1.5㎏）
しゃもじ：約L16㎝/材質：（味噌桶）さわら
（しゃもじ）ひのき/生産国：日本/シュリンクパック

ベジタブルストッカー
V E G E T A B L E  S T O C K E R

Made in Japan

②
①

䠊䠂䠅䠃䠋䠆

ベジタブル
ストッカー
䠋㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
身約Φ31×H31㎝
容量：約14L
材質：椹（サワラ）
生産国：日本
シュリンクパック

Made in Japan

漬物樽　
䐖䠊䠋䠄䠆䠂䠄  ６㎏用
䠇㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
身約Φ25.5×H22.8㎝

䐗䠊䠋䠄䠆䠃䠋  ８㎏用
䠈㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
身約Φ27×H25.5㎝
材質：さわら・ひのき/生産国：日本
ビニール袋3枚/押蓋×1枚付
シュリンクパック

ひのきはい帳 H I N O K I H A I C H O

漬物樽
T S U K E M O N O D A R U

㊁⩿ࠅ߲ߞߚࠍ▤ޔࠆ߈ߢ
ᧁޕࠞ࠶࠻ࠬߩ
ㅢ᳇ᕈ߇㜞ޔߚ

㊁⩿ߩഠൻߩේ࿃ࠆߥߣ
ޔߊߊߦࠅ߹ḳ߇ࠬࠟࡦ࠴ࠛ

㞲ᐲࠍޕߔ߹ߜ

通気性の高い構造のため、水漏れす
る可能性があります。必要に応じて、
付属のビニール袋をご使用ください。

ᢱℂߩ৻ᤨ▤એᄖ߽ߦ
ޔ

㘩ེ߿⺞ᢱߦߤߥࠇ

ߔ߹ߌߛߚ߅߽
ޕ

Made in Japan

Made in Japan
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①

Made in Japan

③

蕎麦 S O B A

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

䐘䠊䠇䠄䠋䠆䠋  
のし板（棒付）大　䠄䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約90×85×H8（天板板厚H2.5）㎝/（めん棒）約Φ3×L85㎝
材質：（のし板）桐・（めん棒）天然木
生産国：日本/約8.1kg/箱入

䠊䠇䠇䠂䠋䠆 
TS-136 手打ち名人セット　                                                  䠈䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（のし板）約80×70×H8㎝/（単箱）約84×77×H22㎝
セット内容：のし板･めん棒･こね鉢･ふるい･こま板･麺切り庖丁･麺切りまな板
                     卓上ほうき･手打ち名人解説DVD･説明書 各1
材質：（のし板）桐・（めん棒・ふるい・こま板・麺切りまな板）天然木・（こね鉢）ABS樹脂・
           （ふるい・麺切り庖丁）ステンレス（卓上ほうき）い草/企画デザイン：日本/名入箱入

䠊䠇䠇䠃䠇䠇 
TS-130 麺打ちセット　                                                      䠄䠆㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（のし板）約60×60×H2.4㎝/（単箱）約65×62.5×H17㎝
セット内容：のし板･めん棒･こね鉢･こま板･麺切り庖丁･手打ち名人解説DVD･説明書 各1
材質：（のし板）桐・（めん棒・こま板）天然木・（こね鉢）ABS樹脂・（麺切り庖丁）ステンレス
企画デザイン：日本/名入箱入

䠊䠈䠂䠋䠂䠈 
麺打ちセット（B）　　　　　　　　　　                䠄䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（のし板）約60×60×H2.4㎝/（単箱）約65×62.5×H17㎝
セット内容：のし板･めん棒･こね鉢･こま板･麺切り庖丁･説明書 各1
材質：（のし板）桐・（めん棒・こま板）天然木・（こね鉢）ABS樹脂・
　　  （麺切り庖丁）ステンレス/企画デザイン：日本/名入箱入

②

中と大は、裏側で
麺棒の収納ができます。

䐖䠊䠇䠄䠋䠈䠅  
のし板（棒付･脚無）小　   䠃䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約60×60×H2.4㎝・（めん棒）約Φ3×L60㎝
材質：（のし板）桐・（めん棒）天然木
生産国：日本/約3.3kg/箱入

䐗䠊䠇䠄䠋䠇䠈  
のし板（棒付）中　䠃䠊㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約80×70×H8（天板板厚 H2.5)㎝・
（めん棒）約Φ3×L75㎝/材質：（のし板）桐・
（めん棒）天然木/生産国：日本/約5.1kg/箱入

Made in Japan

Made in Japan

丁寧な蕎麦打ちの
解説ＤＶＤです。 

䠊䠇䠈䠂䠄䠄

手打ち名人DVD　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
※約25分/PP袋入

※イメージ
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

䠊䠇䠆䠅䠆䠋

こね鉢  Φ31
䠆㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ31.1×H8.3㎝/約 1kg
材質：ABS樹脂/塗装：ウレタン
生産国：日本/ボール箱入

䠊䠇䠈䠂䠅䠋

こね鉢  Φ36
䠇㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ36×H9.6㎝/約1.5kg
材質：ABS樹脂/塗装：ウレタン
生産国：日本/ボール箱入

䠊䠇䠇䠆䠄䠃  
こま板（縦型大）　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約25×19×H3.4㎝
材質：天然木/生産国：中国/PP袋入

䠊䠄䠆䠆䠇䠊  
こま板（小）　䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約21.5×16×H3.4㎝
材質：天然木/生産国：中国/PP袋入

൮ৼߩᒰࠆߚㇱಽߪߦ
ޔࠍ᧚࡞ࡊࠗࡔ
ᢳߡߌߟࠍ
ᯏ⢻ᕈࡊ࠶ࠕࠍ
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䠊䠇䠆䠅䠅䠄  
麺切り庖丁　䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（全長）約25㎝/（刃渡り）約24㎝
材質：特殊ステンレス刃物鋼
生産国：中国/箱入

䠊䠇䠆䠅䠈䠅  
卓上ほうき　　䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20×L28.5㎝/材質：い草
生産国：ベトナム/タグのみ

䠊䠇䠈䠂䠃䠇  
麺切りまな板　䠉㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約70×30×H1.5㎝/約1.5kg
材質：天然木/生産国：日本/PP袋入

Made in Japan

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

Made in Japan

めん棒
䐖䠊䠄䠇䠋䠇䠂  90㎝      䠄㻏䠃䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ3×L90㎝
䐗䠊䠄䠇䠋䠆䠅  75㎝      䠃㻏䠈䠄䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ3×L75㎝
䐘䠊䠄䠇䠋䠅䠈  60㎝      䠃㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ3×L60㎝
䐙䠊䠄䠇䠋䠄䠋  48㎝          䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ3×L48㎝
䐚䠊䠄䠇䠋䠃䠄  45㎝          䠊䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ3×L45㎝
䐛䠊䠄䠇䠋䠂䠇  36㎝          䠇䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ3×L36㎝
材質：朴/生産国：日本/PP袋入

④

⑤

⑥

③

②

①
Made in Japan

䠊䠋䠋䠊䠄䠃  
ひのき小口寄木まな板　䠊䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（外寸）約72×37.4㎝
（まな板部）約70×33×H3㎝/約4.5kg
材質：（まな板部）ひのき（ガード部）さくら
塗装：無塗装/生産国：日本/耐水性マルカ
UVボンド使用

納 Made in Japan

表面木目
イメージ
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Zakka

①

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

② ③

④ ⑤ ⑥

ぽッ・かん　藍市松
䐖䠉䠋䠃䠋䠅䠆 藍市松（L）
䚭䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐙䠉䠋䠄䠂䠆䠉 藍市松（S）
䚭䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　金流
䐜䠉䠋䠃䠋䠈䠇 金流（L）
䚭䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐠䠉䠋䠄䠂䠉䠊 金流（S）
䚭䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　銀流
䐝䠉䠋䠃䠋䠉䠄 銀流（L）
䚭䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐡䠉䠋䠄䠂䠊䠇 銀流（S）
䚭䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　金彩　
䐞䠉䠋䠃䠋䠊䠋 金彩（L）
䚭䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐢䠉䠋䠄䠂䠋䠄 金彩（S）
䚭䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　銀彩
䐟䠉䠋䠃䠋䠋䠈 銀彩（L）
䚭䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐣䠉䠋䠄䠃䠂䠊 銀彩（S）
䚭䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　花雪輪
䐗䠉䠋䠃䠋䠆䠃㻃ⰴ雪輪（L）
䚭䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐚䠉䠋䠄䠂䠇䠆㻃ⰴ雪輪（S）
䚭䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　菊唐草
䐘䠉䠋䠃䠋䠇䠊 菊唐草（L）
䚭䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐛䠉䠋䠄䠂䠈䠃 菊唐草（S）
䚭䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

༹
ࠅ
Ƥ
ƫ
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ూ

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Made in Japan

※食品を保管される場合は、
清潔な布等で内部をよく拭いてから
ご使用ください。
アルコール消毒をしていただきますと、
より清潔にお使いいただけます。

New New New

NewNew New New

■ぽッ・かん（L）
約Φ7.5×H14.2㎝/重量：約100g
材質：（表面）紙（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入
茶葉約200g入ります。

■ぽッ・かん（S）
約Φ7.5×H8㎝/重量：約75g
材質：（表面）紙（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入
茶葉約100g入ります。
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⑮ ⑯

⑳

⑰

㉑

⑱

㉒

① ② ③

④ ⑤ ⑥

ぽッ・かん　絢爛（S）　　　　　　　　　  　䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐙䠊䠂䠂䠋䠅䠅㻃市松　䐚䠊䠂䠂䠋䠇䠉㻃波　䐛䠊䠂䠂䠋䠆䠂㻃花
約Φ7.5×H8㎝/重量：約75g/材質：（表面）紙（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入/茶葉約100g入ります。

ぽッ・かん　絢爛（L）　　　　　　　　　         　䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠂䠂䠊䠉䠄㻃市松　䐗䠊䠂䠂䠊䠋䠈㻃波　䐘䠊䠂䠂䠊䠊䠋㻃花
約Φ7.5×H14.2㎝/重量：約100g/材質：（表面）紙（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入/茶葉約200g入ります。

光沢イメージ

絢爛ぽッ・かん

※ご使用前にアルコール等で内側を拭いてからご使用ください。　※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

ぽッ･かん 紙ごと
䐖䠊䠋䠋䠋䠊䠄㻃はな（Ｓ）    䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭䐗䠊䠋䠋䠋䠋䠋㻃はな （Ｌ）   䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（S）約Φ7.5×H8㎝/（L)約Φ7.5×H14.2㎝/材質：（表面）和紙・（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入

①

②

Made in Japan

New New New New

⑲

㉓ ㉔ ㉕ ㉖

■ぽッ・かん（L）
約Φ7.5×H14.2㎝/重量：約100g
材質：（表面）紙（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入/茶葉約200g入ります。

■ぽッ・かん（S）
約Φ7.5×H8㎝/重量：約75g
材質：（表面）紙（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入/茶葉約100g入ります。

■ぽッ・かん（ミニ）
約Φ6×H7㎝/重量：約47g
材質：（表面）紙（本体・蓋・中蓋）ブリキ
生産国：日本/PP袋入/茶葉約50g入ります。

ぽッ・かん　ねこ
䐤䠉䠋䠄䠂䠂䠋㻃ねこ（L） 䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐨䠉䠋䠄䠃䠃䠇㻃ねこ（S） 䠉䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䞙䠉䠋䠄䠇䠋䠉㻃ねこ（ミニ） 䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　うさぎ
䐥䠉䠋䠄䠂䠃䠈㻃うさぎ（L） 䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐩䠉䠋䠄䠃䠄䠄㻃うさぎ（S） 䠉䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䞚䠉䠋䠄䠈䠂䠅㻃うさぎ（ミニ） 䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　花うさぎ
䐦䠉䠋䠄䠂䠄䠅㻃花うさぎ（L） 䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䞗䠉䠋䠄䠃䠅䠋㻃花うさぎ（S） 䠉䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䞛䠉䠋䠄䠈䠃䠂㻃花うさぎ（ミニ） 䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

ぽッ・かん　干支
䐧䠉䠋䠄䠂䠅䠂㻃干支（L） 䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䞘䠉䠋䠄䠃䠆䠈㻃干支（S） 䠉䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䞜䠉䠋䠄䠈䠄䠉㻃干支（ミニ） 䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻



ぽッ・かん（L）

ぽッ・かん（S）
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②
③

①

※ご使用前にアルコール等で内側を拭いてからご使用ください。　※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

青海波

市松

矢絣桜

梅鉢

①⑬ ②⑭ ③⑮ ④⑯ ⑤⑰

⑥⑱ ⑦⑲ ⑧⑳ ⑨㉑ ⑩㉒

⑪㉓ ⑫㉔

ぽッ・かん（S）　780円䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠋䠆䠋䠊䠉  青海波（赤）　䐗䠊䠋䠆䠋䠋䠆  青海波（緑）
䐘䠊䠋䠇䠂䠃䠆  桜（緑）　　　䐙䠊䠋䠇䠂䠄䠃  桜（桃）　　　䐚䠊䠋䠇䠂䠅䠊  桜（赤）
䐛䠊䠋䠇䠂䠆䠇  矢絣（緑）　　䐜䠊䠋䠇䠂䠈䠋  矢絣（赤）
䐝䠊䠋䠇䠂䠉䠈  市松（赤）　　䐞䠊䠋䠇䠂䠊䠅  市松（青）　　䐟䠊䠋䠇䠂䠋䠂  市松（緑）
䐠䠊䠋䠇䠃䠈䠊  梅鉢（青）　　䐡䠊䠋䠇䠃䠊䠄㻃㻃梅鉢（緑）

ぽッ・かん（L）　850円䟺⛧ᢜ䟻
䐢䠊䠋䠇䠃䠋䠋  青海波（赤）　䐣䠊䠋䠇䠄䠂䠇  青海波（緑）
䐤䠊䠋䠇䠄䠄䠋  桜（緑）　　　䐥䠊䠋䠇䠄䠅䠈  桜（桃）　　　䐦䠊䠋䠇䠄䠆䠅  桜（赤）
䐧䠊䠋䠇䠄䠇䠂  矢絣（緑）　　䐨䠊䠋䠇䠄䠉䠆  矢絣（赤）
䐩䠊䠋䠇䠄䠊䠃  市松（赤）　　䞗䠊䠋䠇䠄䠋䠊  市松（青）　　䞘䠊䠋䠇䠅䠂䠆  市松（緑）
䞙䠊䠋䠇䠅䠉䠅  梅鉢（青）　䚭㻃䞚䠊䠋䠇䠅䠋䠉㻃㻃梅鉢（緑）

※食品を保管される
場合は、清潔な布等で
内部をよく拭いてから
ご使用ください。
アルコール消毒をして
いただきますと、
より清潔にお使い
いただけます。

■サイズ
（S）約Φ7.5×H8㎝
（L)約Φ7.5×H14.2㎝
■材質
（表面）紙
（本体・蓋・中蓋）ブリキ
■生産国：日本
※PP袋入

Made in Japan

ぽッ･かん  MULTICAN
䐖䠊䠆䠄䠂䠇䠈㻃大　䠇䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ7.5×H14.2㎝/約500ml
䐗䠊䠆䠄䠂䠈䠅㻃中　䠆䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ7.5×H8㎝/約280ml
䐘䠊䠆䠄䠂䠉䠂㻃小　䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ5.8×H7㎝/約130ml
材質：（本体・蓋）ブリキ、（中蓋）樹脂
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Made in Japan

はいからさん（Ｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠉䠇䠊䠈䠅㻃花文様　䐗䠊䠉䠇䠊䠉䠂㻃水玉格子　䐘䠊䠉䠇䠊䠊䠉㻃菱つなぎ　
䐙䠊䠉䠇䠊䠋䠆㻃ダイヤ　 䐚䠊䠉䠇䠋䠂䠂㻃縞　　

①

③
②

⑤

④

⑧
⑦

⑥

⑩
⑨

はいからさん（Ｓ）　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　 䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐠䠊䠊䠂䠊䠉䠆㻃唐花　䐡䠊䠊䠂䠊䠊䠃㻃モダン青海波　䐢䠊䠊䠂䠊䠋䠊㻃夏花　
䐣䠊䠊䠉䠄䠇䠇㻃版　　䐤䠊䠊䠉䠄䠈䠄㻃四季青海波

はいからさん（Ｌ）　　　   　　　　　　　　　　　　   　　　 䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐥䠊䠊䠂䠋䠄䠊㻃唐花　䐦䠊䠊䠂䠋䠅䠇㻃モダン青海波　䐧䠊䠊䠂䠋䠆䠄㻃夏花　
䐨䠊䠊䠉䠄䠉䠋㻃版　　䐩䠊䠊䠉䠄䠊䠈㻃四季青海波　　

⑫

⑰

⑭

⑬

⑲
⑱

⑯

⑳

⑮

⑪

はいからさん（Ｌ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐛䠊䠉䠇䠋䠃䠉㻃花文様　䐜䠊䠉䠇䠋䠄䠆㻃水玉格子　䐝䠊䠉䠇䠋䠅䠃㻃菱つなぎ　
䐞䠊䠉䠇䠋䠆䠊㻃ダイヤ　 䐟䠊䠉䠇䠋䠇䠇㻃縞

※職人による手刷り

　和紙を使用しているため、

　納期を３週間ほど

　頂く場合がございます。

　ご了承下さい。

※職人による手刷り

　和紙を使用しているため、

　納期を３週間ほど

　頂く場合がございます。

　ご了承下さい。

※ご使用前にアルコール等で内側を拭いてからご使用ください。　※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

③
④

①

②

※食品を保管される場合は、清潔な布等で
内部をよく拭いてからご使用ください。
アルコール消毒をしていただきますと、
より清潔にお使いいただけます。

ぽッ･かん（Ｌ）　　　　　　　    䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐘䠊䠆䠉䠊䠅䠋㻃花唐草　䐙䠊䠆䠉䠊䠈䠂㻃桜梅文

ぽッ･かん（Ｓ）　　　　　　    　䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠆䠉䠉䠊䠇㻃花唐草　䐗䠊䠆䠉䠊䠃䠇㻃桜梅文
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Ｓ

Ｌ

ミニ

⑦

⑧
⑨

ぽッ･かん（ミニ）　　　   　　　　　　䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐞䠊䠋䠈䠅䠃䠊㻃レッド　　䐟䠊䠋䠈䠅䠄䠇㻃オレンジ
䐠䠊䠋䠈䠅䠅䠄㻃ナチュラル　䐡䠊䠋䠈䠅䠆䠋㻃グリーン　
約Φ6×H7㎝

ぽッ･かん（Ｓ）　　　   　　　　　　　  䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠃䠅䠄䠊䠇㻃レッド　　    䐗䠊䠃䠅䠄䠈䠃㻃オレンジ　
䐘䠊䠃䠅䠃䠊䠈㻃ナチュラル　䐙䠊䠃䠅䠄䠆䠉㻃グリーン　
約Φ7.5×H8㎝

ぽッ･かん（Ｌ）　　　　   　　　　　　   䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐚䠊䠃䠅䠄䠋䠄㻃レッド　　　䐛䠊䠃䠅䠄䠉䠊㻃オレンジ　
䐜䠊䠃䠅䠃䠋䠅㻃ナチュラル　䐝䠊䠃䠅䠄䠇䠆㻃グリーン　
約Φ7.5×H14.2㎝

ぽッ･かん  和ノイロ（Ｓ）　䠉䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠋䠇䠈䠆䠋㻃もも　䐗䠊䠋䠇䠈䠇䠈㻃きなり　䐘䠊䠋䠇䠈䠈䠅㻃まっちゃ
約Φ7.5×H8㎝

ぽッ･かん 和ノイロ（ミニ）　 䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐜䠊䠋䠈䠄䠊䠊㻃もも　䐝䠊䠋䠈䠄䠋䠇㻃きなり　䐞䠊䠋䠈䠅䠂䠃㻃まっちゃ
約Φ5.8×H7㎝/※別売りの箱はございません。

ぽッ･かん  和ノイロ（Ｌ）　䠊䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐙䠊䠋䠇䠈䠉䠂㻃もも　䐚䠊䠋䠇䠈䠊䠉㻃きなり　䐛䠊䠋䠇䠈䠋䠆㻃まっちゃ
約Φ7.5×H14.2㎝

⑤

⑥

①

②

③

④

⑦
⑧

■材質
（表面）和紙/（本体・蓋・中蓋）ブリキ
■生産国：日本/※PP袋入

⑨

⑩

⑪

⑫

⑤
⑥

①

②

③

④

Made in Japan

※食品を保管される場合は、清潔な布等で内部をよく拭いてからご使用ください。
アルコール消毒をしていただきますと、より清潔にお使いいただけます。

※ご使用前にアルコール等で内側を拭いてからご使用ください。　※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

箱別売り

䠊䠂䠇䠃䠉䠆  
ぽッ・かん（S）用箱　䠃䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約8×8×H9.2㎝

䠊䠂䠇䠃䠊䠃  
ぽッ・かん（L）用箱　䠃䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約8×8×H15.5㎝

Made in Japan

ころ
んと
かわいいミニサイズ♬
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※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。
　　ご了承下さい。
※食用インキを使用しておりませんので直接お料理を盛り付ける時は
　　必ず印刷部分を避けてご使用ください。

■８８７５４５ つるづくし おもてなしセット・・・・１，２８０円（税抜）
    （テーブルマット大/横長/鶴型各５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴1ケ）

■大：約２６.４×３９㎝
   横長：約１３．５×３９㎝
   鶴型：約２１．５×Ｈ９．５㎝
   水引祝鶴：約１０．５×１７㎝

■８８７５１４ 花雅 おもてなしセット 南天・・・・・・９８０円（税抜）
（テーブルマット（約２６×３８.５㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴（約１０.５×１７㎝）１ケ）

■８８７５２１ 花雅 おもてなしセット 梅・・・・・・・・９８０円（税抜）
（テーブルマット（約２６×３８.５㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴（約１０.５×１７㎝）１ケ）

■８８７５５２ 四季 おもてなしセット 南天・・・・・・９８０円（税抜）
（テーブルマット（約２６.４×３９㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴（約１０.５×１７㎝）１ケ）

■８８７５６９ 四季 おもてなしセット 梅・・・・・・・・９８０円（税抜）
（テーブルマット（約２６.４×３９㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴（約１０.５×１７㎝）１ケ）

■８８７５０７ 花友禅 おもてなしセット 手まり・・・・９８０円（税抜）
（テーブルマット（約２６×３９㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴（約１０.５×１７㎝）１ケ）

b
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※PP袋入

Made in Japan



53

■８８７６４４ 半月宴 おもてなしセット 祝いづる  ９８０円（税抜）
   （テーブルマット（約３３．５×３７㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴１ケ）

■８８７６３７ 半月四季 おもてなしセット うめ　 ９８０円（税抜）
   （テーブルマット（約３３．５×３７㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴１ケ）

■８８７６２０ 半月枯淡 おもてなしセット まつ　 ９８０円（税抜）
   （テーブルマット（約３３．５×３７㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴１ケ）

■８８７６１３ 半月四季 おもてなしセット なんてん飾り  ９８０円（税抜）
   （テーブルマット（約３３．５×３７㎝）５枚/箸（約Ｌ２４㎝）５膳/水引祝鶴１ケ）

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。　※食用インキを使用しておりませんので直接お料理を盛り付ける時は必ず印刷部分を避けてご使用ください。

水引祝鶴 約10.5×17㎝/PP袋入

花ごよみ
おふたりさまセット
䠇䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐖䠊䠋䠊䠅䠊䠃 桜づくし　
䐗䠊䠋䠊䠅䠋䠊 朝顔づくし　
䐘䠊䠋䠊䠆䠂䠆 紅葉づくし
䐙䠊䠋䠊䠆䠃䠃 椿づくし
テーブルマット大（約26×38.5㎝）2枚
テーブルマット横長（約13.5×39㎝）2枚
箸（約L24㎝）2膳
材質：（箸）柳・（マット・箸袋）紙

① ②

③ ④

Made in Japan

Made in Japan

四季の花ごよみ  水引祝鶴

四季の花ごよみ  おふたりさま
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四季の花ごよみ  おふたりさま

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。　※食用インキを使用しておりませんので直接お料理を盛り付ける時は必ず印刷部分を避けてご使用ください。

④ ⑤ ⑥

① ② ③

おふたりさまセット　　䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐙䠊䠋䠉䠃䠂䠂 桜づくし　　䐚䠊䠋䠉䠃䠃䠉 朝顔づくし　䐛䠊䠋䠉䠃䠄䠆 紅葉づくし
テーブルマット大（約26×38.5㎝）/横長（約13.5×39㎝）/箸（約L24㎝）2膳
材質：（箸）杉・（マット・箸袋）紙/生産国：（マット・箸袋）日本・（箸）中国

おふたりさまセット　　䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠋䠉䠂䠉䠂 桜　䐗䠊䠋䠉䠂䠊䠉 朝顔　䐘䠊䠋䠉䠂䠋䠆 紅葉
テーブルマット大（約26×38.5㎝）4枚/箸（約L24㎝）2膳
材質：（箸）杉・（マット・箸袋）紙/生産国：（マット・箸袋）日本・（箸）中国

PP袋入
Made in Japan

䐖䠊䠃䠆䠄䠊䠄  
はないろこまち おもてなし箸 　
䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
サイズ：箸 約Ｌ22.5㎝
材質：竹・紙/塗装：ウレタン/生産国：（箸）中国/（箸袋）日本
※箸袋の柄は選べません

䐗䠊䠃䠆䠄䠋䠋  
はないろこまち おもてなし箸5膳セット 　
䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
サイズ：箸 約Ｌ22.5㎝
材質：竹・紙/塗装：ウレタン/生産国：（箸）中国/（箸袋）日本
※箸袋はアソートです（箸袋の柄は選べません）

箸袋 全18柄
（※柄は選べません。また柄が一部変更
　  になる場合もございます。）

䐖
䐗



Made in Japan

■使用上のご注意
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。　
※食用インキを使用しておりませんので直接お料理を盛り付ける時は必ず印刷部分を
　避けてご使用ください。

お友達や大切な方へのおもてなしに。

華やかに楽しく、食卓を演出します。

四季の花ごよみ
くらしを彩るテーブルマット １０枚入

beautiful

wear

of

four seasons 
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※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。　※食用インキを使用しておりませんので直接お料理を盛り付ける時は必ず印刷部分を避けてご使用ください。

四季の花ごよみ　おぼろ　　䠆䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐚䠊䠂䠃䠆䠃䠃㻃春　䐛䠊䠂䠃䠆䠄䠊㻃夏
䐜䠊䠂䠃䠆䠅䠇㻃秋　䐝䠊䠂䠃䠆䠆䠄㻃冬
テーブルマット（約25.5×38.5㎝）10枚入
材質：紙/生産国：日本/PP袋入

四季の花ごよみ　市松　　䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠂䠃䠆䠇䠋㻃あずき　䐗䠊䠂䠃䠆䠈䠈㻃藍
䐘䠊䠂䠃䠆䠉䠅㻃抹茶　　䐙䠊䠂䠃䠆䠊䠂㻃からし
テーブルマット（約25.5×38.5㎝）10枚入
材質：紙/生産国：日本/PP袋入

①

③② ④

和
洋
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々
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を
華
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か
に
楽
し
く
演
出
し
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す
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⑤

⑦

⑥

⑧
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①

③

⑥

②

④ ⑤

①

オリジナルの
焼印も承ります。
（別途見積）

⑨

③

⑥

②
④

⑤

⑧
⑦

ひのき福桝　䠇䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠊䠆䠂䠇䠈㻃㻃Good Luck  
䐗䠊䠊䠆䠂䠄䠇㻃㻃KOTOBUKI　       
䐘䠊䠊䠆䠂䠂䠃㻃㻃FUKU            
䐙䠊䠊䠅䠋䠋䠊㻃㻃KOTOHOGI         
䐚䠊䠊䠅䠋䠉䠆㻃㻃IWAI              
䐛䠊䠊䠆䠂䠃䠊㻃㻃FUKUJYU  
䐜䠊䠊䠆䠂䠆䠋㻃㻃SIFUKU         
䐝䠊䠊䠆䠂䠅䠄㻃㻃SHOFUKU䚭㻃㻃㻃㻃㻃
䐞䠊䠊䠅䠋䠊䠃㻃㻃Fuji　
約8.3×8.3×H5.6㎝（1合）
材質：ひのき
生産国：日本
包装なし

ひのき縁起桝　䠇䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠅䠊䠈䠊䠆  招福助  
䐗䠊䠅䠊䠅䠉䠂  開運瓢箪　       
䐘䠊䠅䠊䠈䠋䠃  招福猫            
䐙䠊䠅䠊䠅䠊䠉  めで鯛        
䐚䠊䠅䠊䠈䠉䠉  必勝合格だるま             
䐛䠊䠅䠊䠅䠋䠆  寿富士　
約8.3×8.3×H5.6㎝（1合）
材質：ひのき/生産国：日本
包装なし

ひのき福桝
H I N O K I  F U K U M A S U

ひのき縁起桝
H I N O K I  E N G I M A S U

招福助 開運瓢箪 招福猫

寿富士 めで鯛 必勝合格だるま

※焼印は1点1点手で押ししております。
　焼き色の濃さや多少のムラがございますが、焼印ならではの味の一つです。ご了承ください。

※のし風帯に
　名入れできます。
　（帯代別途請求）

別注対応

Made in Japan

Made in Japan

䐗䠊䠇䠆䠇䠊䠇䚭祝桝5合䟺䝕䝇䜳䟻　䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約14.3×14.3×H7.3㎝/約900ml

䐖䠊䠇䠆䠇䠋䠄䚭祝桝1升䟺䝕䝇䜳䟻　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約17×17×H9.3㎝/約1.8L

䐘䠊䠇䠆䠇䠉䠊䚭祝桝1合䟺䝕䝇䜳䟻　䚭㻃䠇䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約8.3×8.3×H5.6㎝/約170ml

䐙䠊䠅䠅䠆䠊䠃

ひのき 口薄枡 無塗装䟺䝕䝇䜳䟻　䠇䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.8×6.8×H4.3㎝/約150ml

䐚䠊䠅䠅䠆䠋䠊

ひのき 口薄枡 塗装付䟺䝕䝇䜳䟻　䠋䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約6.8×6.8×H4.3㎝/約150ml/塗装：ウレタン

材質：ひのき/生産国：日本/PP包装

ひのき祝桝
H I N O K I  I W A I M A S U

Made in Japan

※天然素材を使用した製品の為、色・木目・寸法等に若干のばらつきがございます。
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。
※まれに水分がにじみ出る場合がございます。

②

③

①

④⑤
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䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

サイズ：約4×4×H5.8㎝
クリアケース入

まめまねき

䕋䠊䠋䠇䠋䠋䠃 ミケ
䕋䠊䠋䠈䠂䠂䠆  ブチ

䕋䠊䠋䠈䠂䠃䠃  チャトラ 䕋䠊䠋䠈䠂䠅䠇  シロ

䕋䠊䠋䠈䠂䠄䠊  クロ 䕋䠊䠋䠈䠂䠆䠄  キン

材質：紙／生産国：ベトナム

䠊䠋䠇䠋䠊䠆  
はりこーシカ 招き猫（柄） 　
䠅㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

はりこーシカ サイズ：招き猫 約7.8×7.3×H11.5㎝・ 座布団 約10×10×H1.5㎝／箱入

䠊䠋䠇䠋䠉䠉  
はりこーシカ 招き猫（白） 　
䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

座布団と一番大きな招き猫は
マグネットでくっつくように
なっています。

マトリョーシカのように
入れ子になっています。

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

䠊䠅䠂䠆䠋䠉

風水だるま豪華セット
䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ4×H4.5㎝
（箱）約36×6×H4.8㎝
生産国：ベトナム/材質：紙
セット内容：風水だるまさん7色
PP袋入/箱入り

仕事・勝負・成功運ＵＰ！（ツキを呼び寄せるよ！）

金運・財運ＵＰ！（商売繁盛、社交運を呼び込むよ！）

恋愛・出会い運ＵＰ！（愛を深めるパワーがあるよ！）

健康・美容運ＵＰ！（疲れを癒すパワーがあるよ！）

貯蓄・秘密運ＵＰ！（金運、幸運を貯めこみたい！）

赤

黄

ピンク

緑

黒

名誉運、援助運ＵＰ！（向上心をアップさせたい！）

スタート運・浄化運ＵＰ！（新しい事を始める時に！）

紫

白

【だるまさんの目の入れ方】
地域や宗派によって違いますが普通はだるまの左目（向かって右）を
入れます。
お願いする時に片目を入れ、願いが叶った時にもう片方の目を
入れます。

⑥黒
貯蓄・秘密運

②赤
仕事運・勝負運・

成功運

⑤ 紫
名誉運・援助運

⑦ 緑
健康運・
美容運

④ピンク
恋愛運
出会い運

③黄
金運・財運

①白
スタート運
浄化運

生産国：ベトナム
材質：紙

風水だるまさん
䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭

䐖䠊䠇䠂䠆䠄䠈㻃白
䐗䠊䠇䠂䠆䠃䠋㻃赤　
䐘䠊䠇䠂䠆䠅䠅㻃黄
䐙䠊䠇䠂䠆䠆䠂㻃ピンク　 
䐚䠊䠇䠂䠆䠇䠉㻃紫
䐛䠊䠇䠂䠆䠈䠆㻃黒　
䐜䠊䠇䠂䠆䠉䠃㻃緑　　　
約Φ4×H4.5㎝
PP袋入
色別にご利益を書いた
かわいいしおり入。

※一つ一つ手作りのため、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。

箱ごとディスプレイしていただけます！



58

【短冊内容】
・あなたのうれしいは
  私のうれしい。
・御祝
・おめでとう こころから。

【短冊内容】
・御出産御祝
・御祝
・おめでとう
  こころから。

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。　※一つ一つ手作りのため、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。

䕋䠊䠋䠉䠄䠊䠇 おめでとう

䕋䠊䠋䠉䠄䠇䠆 お祝 猫

【短冊内容】
・御出産御祝
・御祝
・おめでとう
  こころから。

【短冊内容】
・御結婚御祝
・寿
・おめでとう 
  こころから。

【短冊内容】
・御結婚御祝
・寿
・おめでとう
  こころから。

䕋䠊䠋䠉䠅䠃䠇 結婚祝  花 䕋䠊䠋䠉䠅䠄䠄 結婚祝  リボン 䕋䠊䠋䠉䠅䠅䠋 結婚祝 梅

䕋䠊䠋䠉䠄䠈䠃 ご結婚お祝 䕋䠊䠋䠉䠄䠉䠊 ご出産お祝

䕋䠊䠋䠉䠄䠋䠄 出産祝  ハート 䕋䠊䠋䠉䠅䠂䠊 出産祝  虹

金 封
䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
サイズ：約10.4×18.3㎝
材質：紙/生産国：日本
セット内容：本体1・封筒1・短冊3枚/フック穴付PP袋入

かわいらしい墨彩画の作品で知られる日本の書家、
和体書デザイナーの御木幽石（みき ゆうせき）。
彼のほのぼのと心温まる作品でお祝儀袋を作りました。
祝福の気持ちが一層伝わりそうですね。

祝儀封筒
䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
サイズ：約9.2×18㎝
材質：紙/生産国：日本
セット内容：同柄3枚（中紙付）/フック穴付PP袋入

御木幽石のお祝儀袋 Made in Japan
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䐖 䐗 䐘 䐙

䐚 䐛 䐜 䐝

䐞 䐟

ちりめんマグネット　䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠋䠊䠈䠂䠄㻃㻃招き猫（白）          䐗䠊䠋䠊䠈䠃䠋㻃㻃招き猫（黒）  約W4×6㎝ 
䐘䠊䠋䠊䠇䠊䠋㻃㻃うさぎ（白）           䐙䠊䠋䠊䠇䠋䠈㻃㻃うさぎ（黒）  約W4.5×6㎝
䐚䠊䠋䠊䠉䠈䠅㻃㻃富士山（青）        䐛䠊䠋䠊䠉䠉䠂㻃㻃富士山（ピンク）  約W5.5×4㎝
䐜䠊䠋䠊䠉䠊䠉㻃㻃椿（赤）　               䐝䠊䠋䠊䠉䠋䠆㻃㻃椿（白）  約Φ5㎝
䐞䠊䠋䠊䠊䠂䠂㻃㻃さくら（ピンク）   䐟䠊䠋䠊䠊䠃䠉㻃㻃さくら（白）  約Φ6㎝
材質：レーヨン・磁石・他/生産国：日本/㻳㻳⾼ථ㻃

マグネット裏側
磁石 約Φ2㎝

※緑色上代の商品は掛率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

Made in Japan

䐖 䐗

䐘

はんなり巾着　䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠋䠊䠈䠄䠈㻃㻃友禅調　䐗䠊䠋䠊䠈䠅䠅㻃㻃亀甲あわせ　䐘䠊䠋䠊䠈䠆䠂㻃㻃小桜ちらし
䐙䠊䠋䠊䠈䠇䠉㻃㻃富士山 　䐚䠊䠋䠊䠈䠈䠆㻃㻃行儀菊
サイズ：約15×23㎝/材質：綿100％/生産国：日本/㻳㻳⾼ථ㻃

Made in Japan

䐚䐙

本水牛角ふくろうストラップ

企画：日本
生産国：ベトナム
PP袋入

①

本水牛角 ふくろうストラップ　䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐖䠊䠉䠂䠉䠃䠆㻃前向き 黒水牛　䐗䠊䠉䠂䠉䠅䠊㻃前向き 白水牛　䐘䠊䠉䠂䠉䠄䠃㻃横向き 黒水牛　䐙䠊䠉䠂䠉䠆䠇㻃横向き 白水牛
（ふくろう）約2.8×1.8×D1.2㎝/（全長）約10.5㎝/※天然素材を使用しているためサイズ・色にバラつきが生じます。

④② ③
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※緑色上代の商品は掛率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

③ ⑤④

厄除け粋柄  信玄袋　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠈䠈䠈䠅䠄㻃兎   䐗䠊䠈䠈䠈䠆䠋㻃鯉   䐘䠊䠈䠈䠈䠇䠈㻃鯰   䐙䠊䠊䠇䠉䠇䠈㻃招き猫   䐚䠊䠊䠇䠉䠉䠂㻃富士山
約18×H25×マチ3㎝/材質：綿100％/生産国：日本/PP袋入

① ②

Made in Japan

⑥䠊䠊䠇䠋䠊䠇 渦巻メダカ ⑦䠊䠊䠇䠋䠋䠄 暫く ⑧䠊䠊䠈䠂䠂䠇 大当り ⑨䠊䠊䠈䠂䠄䠋 唐獅子 ⑩䠊䠊䠈䠂䠅䠈㻃富士山

⑪䠊䠋䠈䠊䠊䠄 大漁

①䠊䠋䠈䠊䠄䠂 寿司 ②䠊䠋䠈䠊䠆䠆 鯉の滝登り ③䠊䠋䠈䠊䠇䠃 将棋

⑫䠉䠋䠂䠉䠋䠃 必勝だるま ⑬䠉䠋䠂䠊䠂䠉 虎 ⑭䠉䠋䠂䠊䠃䠆 雷雲 ⑮䠉䠋䠂䠊䠄䠃 草履人力車

④䠉䠋䠂䠊䠅䠊 蹄鉄と馬 ⑤䠉䠋䠂䠊䠆䠇 草履鯛焼き

小粋なMen’s  足袋ソックス　䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠋䠈䠊䠄䠂㻃寿司　䐗䠊䠋䠈䠊䠆䠆㻃鯉の滝登り　䐘䠊䠋䠈䠊䠇䠃㻃将棋　䐙䠉䠋䠂䠊䠅䠊㻃蹄鉄と馬　䐚䠉䠋䠂䠊䠆䠇㻃草履鯛焼き
䐛䠊䠊䠇䠋䠊䠇㻃渦巻メダカ　䐜䠊䠊䠇䠋䠋䠄㻃暫く　䐝䠊䠊䠈䠂䠂䠇㻃大当り　䐞䠊䠊䠈䠂䠄䠋㻃唐獅子    䐟䠊䠊䠈䠂䠅䠈㻃富士山　䐠䠊䠋䠈䠊䠊䠄㻃大漁
䐡䠉䠋䠂䠉䠋䠃㻃必勝だるま　䐢䠉䠋䠂䠊䠂䠉㻃虎　　䐣䠉䠋䠂䠊䠃䠆㻃雷雲　　䐤䠉䠋䠂䠊䠄䠃㻃草履人力車  
サイズ：約25～28㎝/①～⑤クルー丈/⑥～⑮メンズ スニーカー丈/材質：綿・ポリエステル・ポリウレタン/生産国：中国/フック式ヘッダー付
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企画：日本

【セット内容】
・抹茶碗1
・棗1
・ケース付茶せん1
・茶さじ1

・敷き布1
・布巾1
・竹製ケース1

②

③①

茶せん
䐖䠊䠋䠉䠃䠉䠋䚭100本立　䠅㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ6×H10.5㎝
䐗䠊䠋䠉䠃䠊䠈䚭60本立　   䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ6×H10.5㎝
䐘䠊䠋䠉䠃䠋䠅䚭ミニ　         䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約Φ4.5×H8.2㎝
材質：竹/生産国：中国/プラケース入

① ②

③

䠉䠋䠄䠊䠋䠆

写人 メタリックスケッチセット 桐箱入り
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（木箱）約20.9×15.4×H3㎝/材質：（木箱）桐
生産国：日本
セット内容：顔彩6色･水筆ペン1･彩色筆1･
絵の具拭き取り布1
PP袋入

䠉䠋䠄䠊䠊䠉

写人 彩画スケッチセット 桐箱入り
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（木箱）約20.9×15.4×H3㎝/材質：（木箱）桐
生産国：日本
セット内容：顔彩6色･水筆ペン1･彩色筆1･
絵の具拭き取り布1
PP袋入

䠉䠋䠄䠊䠉䠂

写人 墨絵スケッチセット 桐箱入り
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（木箱）約20.9×15.4×H3㎝/材質：（木箱）桐
生産国：日本
セット内容：顔彩6色･水筆ペン1･彩色筆1･
絵の具拭き取り布1
PP袋入

Made in Japan

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。
　また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

の
き
靴
べ
ら

m
ad

e in japan

HINOKI
SHOE
HORN

䐖䠉䠋䠄䠃䠇䠅

国産ひのき靴べら　50cm
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約L50×4㎝・（箱）約52×5×H1.5㎝/生産国：日本/貼箱入

䐗䠉䠋䠄䠃䠈䠂

国産ひのき靴べら　70cm
䠄㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約L70×4㎝・（箱）約72×5×H1.5㎝/生産国：日本/貼箱入

ࠩ
ߢ

ฬߢࠇ
ޕߔ߹߈

㧒ㅜ
Ⓧࠅ㧓

New

New New New

茶器茶喜お抹茶セット　  　　  䠉㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠂䠈䠃䠊䠊㻃織部碗　　䐗䠊䠂䠈䠃䠈䠆㻃白志野碗　　䐘䠊䠂䠈䠃䠉䠃㻃黒天目碗 
（抹茶碗）約Φ9.3×H6.3㎝/（竹製ケース）約14×20×H8.5㎝/材質：（抹茶碗）陶器・（竹製ケース）竹/生産国：（抹茶碗）日本/単箱入Made in Japan

Made in Japan 写人 s y a j i n

ઃዻߩ᳓╩ࠄ߇ߥߒ߆߷ߢ
ᚻᣧߊឬ↹ޕߔ߹߈ߢ

旅先で手早くはがき絵や
水墨画が楽しめる

パッケージイメージ
（貼箱入）

శᴛߒ⟥ߩ
ߔߢࠞࠢ࠶࠲ࡔ
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䠊䠋䠃䠆䠊䠃

孫の手（30㎝）　䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約2.5×30㎝/（箱）約5×31×H3㎝

䠊䠋䠃䠆䠉䠆

孫の手（45㎝）　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約2.5×45㎝/（箱）約5×46×H3㎝
※破損したものは使用しないで下さい。

使用イメージ

䠊䠋䠃䠅䠃䠅

スタンド　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約15×10×H17㎝

③ ①②

④

䐖䠊䠋䠃䠅䠄䠂　靴べら（45㎝）
䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約４×45㎝・（箱）約5×47×H2㎝

䐗䠊䠋䠃䠅䠅䠉　靴べら（60㎝）
䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約４×60㎝・（箱）約5×62×H2㎝

䐘䠊䠋䠃䠅䠆䠆　靴べら（70㎝）
䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約４×70㎝・（箱）約5×72×H2㎝

䐙䠊䠂䠈䠈䠋䠂　携帯靴べら（15㎝）
䠉䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約３×15㎝/PP袋入

材質：ブナ
生産国：ベトナム
ウレタン塗装
貼箱入

※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
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ࠩ
ߢ

ฬߢࠇ
ޕߔ߹߈

㧒ㅜ
Ⓧࠅ㧓

䠉䠋䠄䠉䠉䠃

モダン　靴べら　スタンド付
䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（靴べら）約L38×3.6㎝
（スタンド）約16×6×3.5㎝
（箱サイズ）約40×13.2×H4.2㎝
箱入重さ約400g
材質：ブナ
塗装：ウレタン
生産国：ベトナム
貼箱入

材質：ブナ
生産国：ベトナム
ウレタン塗装
貼箱入

まご

New

使用イメージ

New
䠉䠋䠄䠉䠇䠉

モダン　靴べら
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L38×3.6㎝
箱入重さ約100g
材質：ブナ
生産国：ベトナム
塗装：ウレタン
貼箱入



※一つ一つ手作りのため、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。また、盛塩の小皿は柄の出方や柄行がひとつひとつ異なります。ご了承ください。

摺漆ディッシュスタンド　
䐖䠊䠃䠆䠆䠈䠈㻃㻃（Ｓ）　䠃㻏䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約8.5×10×H8㎝
䐗䠊䠃䠆䠆䠉䠅㻃㻃（Ｍ）　䠃㻏䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約11.5×14×H11㎝
䐘䠊䠃䠆䠆䠊䠂㻃㻃（Ｌ）　䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約15×18×H14㎝
材質：天然木/塗装：漆/生産国：中国/箱入

S U R I U R U S H I  D I S H  S T A N D ③

②①※使用イメージ

䕋䠊䠊䠂䠉䠋䠋　春 䕋䠊䠊䠂䠊䠂䠇　夏

䕋䠊䠊䠂䠊䠄䠋　冬䕋䠊䠊䠂䠊䠃䠄　秋
䠊䠊䠃䠆䠈䠊  
タペストリー棒　䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L56㎝/材質：樹脂/生産国：日本
PP袋入

花景色 小風呂敷　
䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭　　
約50×50㎝/材質：綿100％/生産国：日本
PP袋入

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。 ※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

福額　䠆㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠋䠃䠄䠂䠉㻃㻃ふくろう
䐗䠊䠋䠃䠃䠊䠆㻃㻃おひな様
䐘䠊䠋䠃䠄䠅䠊㻃㻃こいのぼり
（本体）約12×12㎝/（ディッシュスタンド）約8.5×10×H8㎝
（箱）約13.5×13.5×H6.5㎝
生産国：（本体）日本/（ディッシュスタンド）中国
貼箱入

Made in Japan

③① ②

日本製（美濃焼）
Made in Japan

Heartful  Interior  Selection
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䕋䠊䠊䠇䠊䠇䠇䚭お正月 䕋䠊䠊䠇䠊䠈䠄　梅 䕋䠊䠊䠇䠊䠉䠋　菜の花

䕋䠊䠊䠇䠊䠊䠈　桜 䕋䠊䠊䠇䠊䠋䠅　花菖蒲 䕋䠊䠊䠇䠋䠂䠋　紫陽花

䕋䠊䠊䠇䠋䠃䠈　天の川 䕋䠊䠊䠇䠋䠄䠅　向日葵 䕋䠊䠊䠇䠋䠅䠂　秋桜

䕋䠊䠊䠇䠋䠆䠉　彼岸花 䕋䠊䠊䠇䠋䠇䠆　紅葉 䕋䠊䠊䠇䠋䠈䠃　椿

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。　※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

たまのお散歩 小風呂敷　
䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭　　
約50×50㎝/材質：綿100％/生産国：日本
PP袋入

䠊䠊䠃䠆䠈䠊  
タペストリー棒　䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L56㎝
材質：樹脂/生産国：日本/PP袋入

Made in Japan
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※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

四季彩布 てぬぐい　
䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭　　
サイズ：約35×90㎝
材質：綿100％
生産国：日本
PP袋入

䕋䠊䠉䠇䠆䠈䠉 初日の出 䕋䠊䠉䠇䠆䠉䠆 梅と鶯

䕋䠊䠉䠇䠆䠊䠃 ひな祭り 䕋䠊䠉䠇䠆䠋䠊 月と桜 䕋䠊䠉䠇䠇䠂䠆 鯉のぼり 䕋䠊䠉䠇䠇䠄䠊 七夕

䕋䠊䠉䠇䠇䠅䠇 花火 䕋䠊䠉䠇䠇䠆䠄 月見 䕋䠊䠉䠇䠇䠇䠋 柿 䕋䠊䠉䠇䠇䠈䠈 紅葉 䕋䠊䠉䠇䠇䠉䠅 クリスマス

䕋䠊䠉䠇䠇䠃䠃 紫陽花

Made in Japan
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※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。
※商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

䠊䠋䠄䠆䠄䠈  
天然木のタペストリー棒　
䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約縦41㎝×Φ1.2㎝
材質：天然木
生産国：中国
PP袋入
＜セット内容＞
・タペ棒２本（紐付き１本・紐なし１本）
・クリップ４ヶ（予備＋１ヶ）
・タペ棒の使い方（ラベル裏面）

大和絵てぬぐい　䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約縦90㎝×横35㎝
材質：綿100％/生産国：日本/PP袋入

䕋䠊䠋䠄䠈䠋䠅 甲冑 䕋䠊䠋䠄䠉䠂䠋 月光忍者

＜使用例＞

超簡単
クリップで
留めるだけ♪

䠊䠋䠂䠋䠋䠈

手ぬぐい販売額縁（ブラウン）
䠃䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約92×36.5×1.5㎝
材質：木・アクリル
生産国：日本/箱入

䠊䠋䠃䠂䠂䠋

手ぬぐい販売額縁（ナチュラル）
䠃䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約92×36.5×1.5㎝
材質：木・アクリル
生産国：日本/箱入

Yamatoe
Tenugui

使
用
イ
メ
ー
ジ

Made in Japan

Made in Japan Made in Japan

bamboo fabric hanger竹のファブリックハンガー

䠊䠄䠋䠇䠄䠃

竹のファブリックハンガー（小）　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約L52㎝（吊り幅 約40㎝）/生産国：ベトナム/材質：竹/箱入/ ※布は商品に含まれません。

数量
限定

䠊䠆䠈䠇䠇䠋　竹 のれん棒
䠆䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭約L103㎝
生産国：ベトナム/PP袋入

数量
限定
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目・重量・サイズ等、若干のばらつきがでる事があります。 　※仕様・サイズ等が改良などにより変更になる場合があります。

①

②

いにしえより伝わる漆の美をくらしの中に。
どこか懐かしく親しみのあるフォルムや色が
お部屋を華やかに彩ります。

※裏側 イメージ

Inishie　カフェテーブル
䐖䠉䠋䠄䠈䠈䠇䚭黒 青海波　䠄䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭䚭䚭䚭䐗䠉䠋䠄䠈䠉䠄䚭赤 松柄　䠄䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約Φ60×H25.5（脚折り畳み時 約H6.5）㎝、（天板の厚み：約1.5㎝）/材質：MDF/重量：約6.5kg
耐荷重：約30kg/生産国：日本/ボール箱入

䠉䠋䠅䠃䠅䠈

Inishie　パンバスケット　　䠆㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約32.8×17.6×H12.2㎝/重さ約200g/生産国：日本/材質：桧材
塗装：ウレタン/ボール箱入

䠉䠋䠅䠃䠃䠄

Inishie　ミラースタンド　小箱付　　䠃䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約W7.8×D25.7×H57㎝/生産国：日本/材質：MDF、桧材、ガラス
塗装：ウレタン/ボール箱入

䠉䠋䠅䠃䠄䠋

Inishie　こばこ　　䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約W10.7×D22.7×H22.7㎝/生産国：日本/材質：MDF、桧材
塗装：ウレタン/ボール箱入
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※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

見た目もサイズもかわいい
国産の小さな家具

05

06

07
08

HP 持ち手付　木箱（無塗装）

01　558544　　H300　6,400円   約40×35×H30cm
02　558551　　H200　4,950円   約40×35×H20cm
03　558568　　H150　 4,100円   約40×35×H15cm
04　558575　　H100　3,400円   約40×35×H10cm
包装なし

※写真は（558070）３個使用

09. HP ４面体DP BOX
（無塗装）30cm １個
558070    　　2,500円
約30×30×H30cm/包装なし
   

10. HP ミニネストディスプレイセット（無塗装）
558537    　　   　　　　　　 　　  10,500円
大：約60×15×H20cm
中：約53×15×H15cm
小：約45×15×H10cm　包装なし
   

ひと際目をひく、
樽型のBOX。
専用のスタンドを
ご用意しました。

HP バーレル単品 （無塗装）

　　558162　　中　    　　 7,300円
約50×40×H19.5cm/内寸約45×35×H18.5cm
   12　557882　　小　    　　 6,950円
約40×30×H15cm/内寸約35.2×27.5×H13.6cm
包装なし
   

11　557875　　大　   　　  9,200円
約60×47×H23.5cm/内寸約55.2×45×H22.3cm
   

ひっくり返せば箱としても使用
できます。

06　558117　　30cm　 3,400円
約30×30×H30cm
   07　558124　　20cm　 2,500円
約20×20×H20cm
   08　558131　　15cm　 1,900円
約15×15×H15cm/包装なし
   

HP ５面体DP BOX （無塗装）

05　558100　　40cm　 5,200円
約40×40×H40cm

HP バーレル用スタンド （無塗装）

　　558179　　中用　   　  4,000円
約48×37×H15cm
   14　558063　　小用　   　  2,400円
約37×27×H10cm
包装なし
   ※簡単に分解できるので、収納にも便利です。

13　558056　　大用　   　  4,700円
約58×44×H20cm
  

01

02

03

04

14

11

12
13

䠊䠄䠄䠂䠋䠈

ひのきミニデスク　䠃䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約45×30×H30.5㎝
材質：ひのき/塗装：オイル仕上げ/生産国：日本/箱入
※椅子や踏み台として使用しないでください。
※耐荷重：20kg

䠊䠄䠄䠃䠊䠊

ひのき椅子型飾り台　䠃䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約22×25×H40㎝
材質：ひのき/塗装：オイル仕上げ/生産国：日本/箱入
※椅子や踏み台として使用しないでください。
※写真の陶額はイメージです。付属しません。
※耐荷重：20kg

Made in Japan

飾りながら収納できる
インテリア＆ディスプレイ BOX Made in Japan
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Happy  Gift  Selection

※木製の性質上、まれに水が漏れる事があります。
※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
   また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

－ 木の匠 日本の酒器シリーズ －

䠊䠊䠊䠋䠂䠂  
粋・ひのきグラス　
䠄㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ6.5×H10㎝/容量：約180ml
（箱）約7×11×H6.5㎝
材質：ひのき/塗装：ウレタン/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納 䠊䠊䠊䠋䠃䠉  
粋・ひのきグラス2Pセット　
䠆㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ6.5×H10㎝/容量：約180ml
（箱）約16.5×13.5×H7.3㎝
材質：ひのき/塗装：ウレタン/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納

䠊䠊䠊䠋䠄䠆  
粋・ひのきビールグラス　
䠄㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ6.5×H10㎝/容量：約160ml
（箱）約7×11×H6.5㎝
材質：ひのき/塗装：ウレタン/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納

Made in Japan

䠊䠋䠂䠋䠈䠇  
粋・ひのきビールグラス2Pセット　
䠆㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ6.5×H10㎝/容量：約160ml
（箱）約13.5×11×H6.5㎝
材質：ひのき/塗装：ウレタン/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、
   係までお問い合わせ下さい。
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※木製の性質上、まれに水が漏れる事があります。
※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
   また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

䠊䠊䠊䠋䠅䠃  
粋・丸ぐいのみ3点セット　
䠅㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（とっくり）約Φ6.5×H14㎝/容量：約120ml
（ぐいのみ）約Φ4.3×H5.6㎝/容量：約45ml
（箱）約19×16×H7㎝
材質：ひのき/塗装：（外）ウレタン・（内・裏）無塗装
生産国：日本/貼箱入/※食器洗浄機不可

納 䠊䠋䠄䠆䠉䠃 
丸ぐいのみ2点セット
䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ4.3×H5.6㎝
（箱）約10.3×5.8×H5㎝
材質：ひのき/塗装：外側のみウレタン
生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納

䠊䠋䠄䠆䠈䠆 
丸ぐいのみ5点セット　䠄㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ4.3×H5.6㎝/（箱）約26.2×6.3×H4.8㎝
材質：ひのき/塗装：外側のみウレタン/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納

䠊䠊䠊䠋䠆䠊 
粋・丸ぐいのみ7点セット　
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（とっくり）約Φ6.5×H14㎝
（ぐいのみ）約Φ4.3×H5.6㎝
（箱）約32×19×H7㎝
材質：ひのき
塗装：（外）ウレタン・（内・裏）無塗装
生産国：日本
貼箱入
※食器洗浄機不可

納

䠊䠋䠄䠊䠄䠄

粋・ひのき角ぐいのみ3点セット
䠇㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（とっくり）約7×7×H10㎝/容量：約150ml
（ぐいのみ）約4.5×4.5×H4.8㎝/容量：約50ml
（箱）約18.2×15.2×H6.8㎝
材質：ひのき/塗装：ウレタン/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納 䠊䠋䠄䠆䠇䠉 
角ぐいのみ2点セット
䠄㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約4.5×4.5×H4.8㎝
（箱）約10×5.6×H4.5㎝
材質：ひのき/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納

䠊䠋䠄䠆䠆䠂 
角ぐいのみ5点セット　     䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約4.5×4.5×H4.8㎝/（箱）約24.5×6×H4.5㎝
材質：ひのき/生産国：日本
貼箱入/※食器洗浄機不可

納

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、
   係までお問い合わせ下さい。
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②

個性派揃いの酒器シリーズ

䠊䠋䠄䠇䠋䠆 
陶器酒器　鉄灰 ３点セット
䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（とっくり）約Φ6×H14.4㎝
（ぐいのみ）約Φ5.6×H2.8㎝
（箱）約16.2×19×H6.5㎝
材質：陶器/生産国：中国
貼箱入

䠊䠂䠅䠄䠉䠋

虎木酒器 ３点セット　䠅㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（とっくり）約Φ6.5×H14㎝
（ぐいのみ）約Φ4.3×H5.6㎝
（箱）約16×19×H7㎝/とっくり容量：約130ml
材質：松/塗装部：ウレタン/生産国：ベトナム
企画デザイン：日本/※食器洗浄機不可/貼箱入

納
日
本
の
技
術
を
、

異
国
の
地
で
再
現

䠊䠋䠈䠋䠊䠃  
木曽の縁起瓢箪　䠈㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ5.7×H13㎝/約70ml
材質：ひのき/生産国：日本
塗装：（外）ウレタン・（内）無塗装/貼箱入
※食器洗浄機不可

納

Made in Japan

䐖䠉䠋䠃䠂䠋䠇

モダン酒托　ウォールナット　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7.2×7.2×H1.2㎝・（センターのΦ）約3.8㎝
材質：ウォールナット/生産国：日本/PP袋入り

䐗䠉䠋䠃䠃䠂䠃

モダン酒托　メープル　䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約7.2×7.2×H1.2㎝・（センターのΦ）約3.8㎝
材質：メープル/生産国：日本/PP袋入り

使用イメージ

※手作り品の為、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
   また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

①

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、
   係までお問い合わせ下さい。
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䐘䠊䠂䠃䠈䠂䠄

ほたる ぐいのみ 5点セット　䠄㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ5.9×H4.1㎝/（箱）約31.6×6.6×H4.5㎝
材質：陶器/生産国：中国/セット日本/貼箱入

䐗䠊䠂䠃䠇䠋䠈 
ほたる ぐいのみ 2点セット　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ5.9×H4.1㎝/（箱）約13.1×6.6×H4.5㎝
材質：陶器/生産国：中国/セット日本/貼箱入

䐖䠊䠂䠃䠇䠊䠋

ほたる 酒器 3点セット　䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（とっくり）約6.2×5.1×H14㎝/約200㎖/（ぐいのみ）約Φ5.9×H4.1㎝
（箱）約16×19×H7㎝/材質：陶器/生産国：中国/セット日本/貼箱入

䐙䠊䠂䠃䠈䠅䠅 
ほたる片口 酒器 3点セット　䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（片口）約Φ15×8.2×H6.2㎝//約200㎖/（ぐいのみ）約Φ6.2×H3.9㎝
（箱）約19×15.8×H8.8㎝/材質：陶器/生産国：中国/セット日本/貼箱入 䐛䠊䠂䠃䠈䠄䠈 

ほたる丸型 ぐいのみ 5点セット　䠄㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ6.2×H3.9㎝/（箱）約34×7.3×H4.5㎝
材質：陶器/生産国：中国/セット日本/貼箱入

䐚䠊䠂䠃䠈䠃䠋 
ほたる丸型 ぐいのみ 2点セット
䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ6.2×H3.9㎝/（箱）約14×7.3×H4.5㎝
材質：陶器/生産国：中国/セット日本/貼箱入

①

②

③

⑤

⑥

④

※手作り品の為、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

ホテルやレストランで使用されているプロユースの酒器を、ご家庭でのくつろぎの時間にお楽しみください。
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※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※水等を長時間貯めておくと水漏れする場合がございます。

䠊䠉䠊䠉䠄䠉  
フリーカップセット（ナチュラル）　䠅㻏䠇䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ8.2×H6㎝/材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：フリーカップ2/箱入り/箱サイズ：約19×9.5×H6.5㎝
※食器洗浄機不可

䠊䠉䠊䠉䠆䠃  
サラダボウル＆トング30㎝セット（ブラウン）　䠉㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（サラダボウル）約Φ30×H10.3㎝・（トング）約3.7×L30㎝
材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：サラダボウル1・トング1/箱入り/箱サイズ：約31×31×H11㎝
※食器洗浄機不可

䠊䠊䠆䠋䠉䠃  
サラダボウル＆トング24㎝セット（ブラウン）　䠇㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（サラダボウル）約Φ24×H8㎝・（トング）約3.7×L24.5㎝
材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：サラダボウル1・トング1/箱入り/箱サイズ：約26×26×H9.5㎝
※食器洗浄機不可

䠊䠉䠊䠉䠅䠆  
フリーカップセット（ブラウン）　䠅㻏䠇䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ8.2×H6㎝/材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：フリーカップ2/箱入り/箱サイズ：約19×9.5×H6.5㎝
※食器洗浄機不可

䠊䠊䠆䠋䠈䠆  
サラダボウル＆トング24㎝セット（ナチュラル）　䠇㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（サラダボウル）約Φ24×H8㎝・（トング）約3.7×L24.5㎝
材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：サラダボウル1・トング1/箱入り/箱サイズ：約26×26×H9.5㎝
※食器洗浄機不可

䠊䠂䠇䠆䠈䠆  
サラダボウル＆トング30㎝セット（ナチュラル）　䠉㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（サラダボウル）約Φ30×H10.3㎝・（トング）約3.7×L30㎝
材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：サラダボウル1・トング1/箱入り/箱サイズ：約31×31×H11㎝
※食器洗浄機不可

䠊䠂䠇䠆䠇䠉  
ペアサラダボウルセット（ナチュラル）　䠅㻏䠉䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ15×H6.3㎝/材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：サラダボウル2/箱入り/箱サイズ：約33×17×H7.5㎝
※食器洗浄機不可

䠊䠉䠊䠉䠃䠂  
ペアサラダボウルセット（ブラウン）　䠅㻏䠉䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ15×H6.3㎝/材質：天然木/塗装：ウレタン/生産国：ベトナム
セット内容：サラダボウル2/箱入り/箱サイズ：約33×17×H7.5㎝
※食器洗浄機不可

73



KISO ROKURO
Made in Japan

䐡䠈䠃䠃䠃䠂䠄  
ケヤキ  仁取盆  7寸　䠆㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ20.5㎝/（箱）約21.7×21.7×H2.7㎝

䐢䠈䠃䠃䠃䠃䠋 
ケヤキ  仁取盆  8寸　䠇㻏䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ23.5㎝/（箱）約24.7×24.7×H2.7㎝

䐣䠈䠃䠃䠃䠄䠈  
ケヤキ  仁取盆  9寸　䠈㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ26.5㎝/（箱）約27.7×27.7×H3㎝

䐤䠈䠃䠃䠃䠅䠅  
ケヤキ  仁取盆  尺0　䠋㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ29.5㎝/（箱）約30.7×30.7×H3.2㎝

材質：ケヤキ/生産国：日本/箱入り

※手作り品の為、商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状はカタログと多少異なる場合がございます。ご了承ください。

䐜䠈䠃䠃䠃䠈䠆 
ケヤキ  茶ビツ  尺0　䠉䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ30×H13㎝/（箱）約33×33×H14㎝

受注生産

䐝䠈䠃䠃䠃䠇䠉  
ケヤキ  茶ビツ  尺1　䠊䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ34.5×H13㎝/（箱）約36×36×H14㎝

材質：ケヤキ/生産国：日本/箱入り

受注生産

䐖䠈䠃䠃䠂䠃䠂  
栃  茶ビツ  9寸　䠅䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ27×H12㎝/（箱）約29×29×H13.3㎝

受注生産 䐗䠈䠃䠃䠂䠄䠉 
栃  茶ビツ  尺0　䠆䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ30×H12㎝/（箱）約32×32×H13.3㎝

受注生産

䐘䠈䠃䠃䠂䠅䠆  
栃  茶ビツ  尺1　䠆䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ33×H12㎝/（箱）約35×35×H13.3㎝

材質：栃/生産国：日本/箱入り

受注生産

④～⑥

⑦ ⑧

⑨～⑪

⑫～⑮

①～③

䐙䠈䠃䠃䠄䠆䠋  
栃  丸盆  9寸　䠃䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ27×H4.5㎝/（箱）約29×29×H5㎝

䐚䠈䠃䠃䠄䠇䠈  
栃  丸盆  尺0　㻔䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ30×H4.5㎝/（箱）約32×32×H5㎝

䐛䠈䠃䠃䠄䠈䠅  
栃  丸盆  尺1　㻔䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約Φ33×H4.5㎝/（箱）約35×35×H5㎝

材質：栃/生産国：日本/箱入り

䐞䠈䠃䠃䠃䠊䠊  
ケヤキ  長手盆  尺2　䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約24.4×35×H1.8㎝/（箱）約26×36.5×H2.5㎝

䐠䠈䠃䠃䠄䠂䠃  
ケヤキ  長手盆  尺4　䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約28.5×42.2×H1.8㎝/（箱）約30×43.7×H2.5㎝

材質：ケヤキ/生産国：日本/箱入り

䐟䠈䠃䠃䠃䠋䠇 
ケヤキ  長手盆  尺3　䠇㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約27×38×H1.8㎝/（箱）約28×39.3×H2.5㎝
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䠊䠅䠊䠄䠉䠃  
天然木湯桶（口薄）　
䠄㻏䠈䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ22×H10㎝
材質：（本体）天然木/無塗装
　　  （タガ）ポリプロピレン
生産国：中国/シュリンクパック

䠃䠄䠆䠈䠄䠈  
天然木湯桶（口厚）　
䠄㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ22×H10㎝
材質：（本体）天然木/無塗装
　　  （タガ）ポリプロピレン
生産国：中国/シュリンクパック

ޔߊシߢဳ⭯
ᣧੇߊ ޕߔ߹߈

ญ⭯ޔߪᜬߔ߿ߜᒻ⁁ߢ
߽ࠬߦ⋠ߚ ޕߔߢ⽎ශߥ࠻ࡑ

䠊䠊䠇䠅䠂䠇  
ミニ湯桶　
䠆㻏䠅䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ18×H8.6㎝
材質：（本体）さわら/無塗装/（タガ）銅
生産国：日本/ハトロン紙巻

Made in Japan

䠊䠂䠈䠃䠋䠇  
ひのき薄型湯桶　
䠉㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ22.5×H11.5㎝
材質：（本体）ひのき/無塗装/（タガ）銅
生産国：日本/ハトロン紙巻

Made in Japan

䠊䠄䠆䠈䠅䠄  
ひのき湯桶（銅タガ/丸型）　
䠇㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ22.5×H11.5㎝
材質：（本体）ひのき/無塗装
           （タガ）銅
生産国：日本/シュリンクパック

Made in Japan

䠊䠄䠈䠉䠆䠄  
さわら湯桶（銅タガ/丸型）　
䠆㻏䠅䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ22.5×H11.5㎝
材質：（本体）さわら/無塗装
           （タガ）銅
生産国：日本/シュリンクパック

Made in Japan

※乾燥は自然乾燥でお願い致します。また湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。
※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

䠊䠅䠊䠄䠊䠊  
天然木片手湯桶　
䠅㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ14.5×H23㎝（桶高H11㎝）
材質：（本体）天然木/無塗装
　　  （タガ）ポリプロピレン
生産国：中国/シュリンクパック

Relax  Bath  Time  Goods

ᧁߩᄤὼᚑಽߪߦ࠾ࡗߩ᛫⩶㒐⯻㚅ࠬࠢ࠶ࠆࠃߦࠅലᨐޔߤߥఝߚࠇᯏ⢻ޕߔ߹ࠅ߇

䠊䠊䠇䠄䠋䠋  
浅型湯桶　䠆㻏䠊䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約Φ22.5×H8.6㎝
材質：（本体）さわら/無塗装/（タガ）銅
生産国：日本/ハトロン紙巻

Made in Japan

ᵻဳߢߩߥ ᚻߢᜬޔߊߔ߿ߜ
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※乾燥は自然乾燥でお願い致します。また湿気の多い場所や湿った状態のままにして
　　おきますとカビ発生の原因となります。
※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

※パッケージなし

䠊䠋䠈䠄䠉䠃 
からだおもいの風呂椅子　
䠃䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約31.5×26.5×H30㎝
材質：ひのき（無塗装）
生産国：日本/箱入 Made in Japan

䠊䠄䠈䠉䠅䠇  
ひのき風呂椅子（中）　
䠆㻏䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約25.5×16.5×H15.5㎝
材質：ひのき（無塗装）/生産国：日本

Made in Japan

䠊䠄䠆䠈䠄䠇  
ひのき風呂椅子（大）　
䠈㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30.5×18×H19㎝
材質：ひのき（無塗装）/生産国：日本

Made in Japan

䠊䠄䠈䠋䠋䠇  
ひのき風呂椅子（大高）　
䠉㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30.5×18×H23㎝
材質：ひのき（無塗装）/生産国：日本

Made in Japan

納䠊䠂䠈䠅䠊䠈

木曽檜風呂椅子
䠄䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
座面約33×24×H36㎝
材質：ひのき（無塗装）
生産国：日本
シュリンクパック

納䠊䠂䠈䠅䠋䠅

木曽檜風呂椅子　台形
䠄䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
座面約33×24×H36㎝
材質：ひのき（無塗装）
生産国：日本
シュリンクパック

木曽檜 風呂椅子
K I S O H I N O K I  F U R O I S U

Made in Japan

䠊䠊䠇䠇䠆䠃 
ひのき 湯浴の椅子　
䠈㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約26×17×H21㎝
材質：ひのき（無塗装）/生産国：日本/箱入

Made in Japan

納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

䠊䠅䠊䠄䠋䠇  
天然木風呂椅子（中）　
䠅㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約26×15.5×H18㎝
材質：天然木（無塗装）/生産国：中国

䠊䠇䠈䠅䠇䠂  
天然木風呂椅子（大）　
䠇㻏䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30.5×18×H23㎝
材質：天然木（無塗装）/生産国：中国

䠊䠅䠊䠄䠈䠆  
天然木風呂椅子（小）　
䠄㻏䠋䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約24×14×H17㎝
材質：天然木（無塗装）/生産国：中国
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樹齢 300 年以上の木曽檜の官材を使用した最高級品。
極めて細かな木目は、厳しい環境で育ったことの証です。
丈夫で抗菌作用もあり、長くご愛用いただけます。
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䠊䠇䠋䠆䠉䠆  
お風呂小町  宴セット（化粧箱入）　  䠈㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（湯桶）約Φ22×H10㎝/（風呂椅子）約24×14×H17㎝
材質：（湯桶・風呂椅子）天然木・（ひのきの温泉ボール）ひのき
生産国：（湯桶・風呂椅子）中国・（ひのきの温泉ボール）日本
セット内容：天然木湯桶1/天然木風呂椅子1
ひのきの温泉ボール10個/箱入

䠊䠅䠈䠋䠊䠉  
湯浴セット　䠃䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（湯桶）約Φ18×H8.6㎝
（風呂椅子）約26×17×H21㎝
材質：（湯桶）さわら・（風呂椅子）ひのき
生産国：日本
セット内容：ミニ湯桶1・風呂椅子1/箱入

䠊䠃䠋䠆䠋䠄 
ちゃぷちゃぷキッズ ひのきおふろセット
䠃䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（ミニ湯桶）約Φ18×H8.6㎝・（風呂椅子）約24×14×H17㎝
（卵形温泉ボール）約4.2×5㎝・（箱）約34×25×H17.5㎝
材質：（ミニ湯桶）ひのき科さわら・（風呂椅子）
ひのき・（卵形温泉ボール）ひのき/生産国：日本
セット内容：ミニ湯桶1・風呂椅子1・卵型温泉ボール4個/箱入

おふろ
だいすき!

湯浴セット Y U A M I  S E T

風呂椅子に湯桶が収納できます。

䠊䠇䠈䠆䠈䠈  
ひのき石けん箱（小）
䠋䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約12.5×8.5×H3.5㎝
材質：ひのき（無塗装）/生産国：日本
シュリンクパック

䠊䠄䠊䠊䠋䠂

お風呂小町  豪華セット（化粧箱入）　䠃䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（湯桶）約Φ22.5×H11.5㎝・（風呂椅子）約24×14×H17㎝（箱）約34×14×H17㎝
材質：（湯桶・風呂椅子）ひのき・（ひのきの温泉たまご）ひのき・
　　  （へちまボディブラシ）へちま
生産国：（湯桶・風呂椅子）日本・（ひのきの温泉たまご）日本・
　　　  （へちまボディブラシ）日本富山県産
セット内容：ひのき湯桶1・ひのき風呂椅子1・ひのきの温泉たまご4個入り・
　　　　　へちまボディブラシ1/箱入

Made in Japan

Made in Japan

ᶎ႐ዊ‛ Y O K U J Y O K O M O N O

Made in Japan

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。 納 ※この商品は、納品までに少しお時間をいただく場合がございますので、係までお問い合わせ下さい。

木育にぴったりなおふろセット
小さな頃からやさしい木肌
に触れることで、お子さまの
豊かな情緒を育みます。

䠊䠇䠈䠆䠇䠋  
ひのき湯かき棒　䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20×10.5（先端部）×L61（全長）㎝
材質：ひのき（無塗装）/生産国：日本
PP袋入
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洗濯板 S E N TA K U I TA

コンパクトサイズなので
かさばらず旅のお供にも
お勧めです！

①

②

③

䠊䠇䠃䠊䠊䠃  
やさしい洗濯板
䠄㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約10.5×28×H1.5㎝
材質：桜/生産国：日本
PP袋入

【ボックス価格】
䠃䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻※携帯洗濯板のみ
★ギフトボックスのご要望も承ります。
　（ある程度のロットが必要となります）

䠊䠉䠅䠄䠋䠈

携帯洗濯板
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約9×19.5×H1.5㎝
材質：桜
生産国：日本
PP袋入

䠊䠇䠃䠊䠉䠆

携帯洗濯板（収納袋付）   䠄㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
（本体）約9×19.5×H1.5㎝
（ナイロン袋）約12.5×22㎝
材質：桜/生産国：日本/PP袋入    

Made in Japan

䠉䠋䠃䠂䠉䠃  
モダン洗濯板　䠅㻏䠄䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻㻃㻃約20×11.6×H1.6㎝
材質：（洗濯板）米つが（ひも）革製
生産国：日本/PP袋入

洗濯板
䐖䠊䠄䠉䠉䠈䠅㻃㻃小（片面）　䠃㻏䠆䠆䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約14×32×H1.6㎝
䐗䠊䠄䠉䠉䠉䠂㻃㻃中（両面）　䠄㻏䠃䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約19.5×40×H1.6㎝
䐘䠊䠈䠋䠆䠊䠂㻃㻃大（両面）　䠄㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約22×50×H1.6㎝
材質：天然木（インドネシア産）/生産国：日本
シュリンクパック

※焼き印は
  イメージです。

※天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

特殊な溝の構造により、
汚れが良く落ちます。

Made in Japan

Made in Japan
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Natural  Bag  Collection

岡山デニム  マーガレット（2FPポシェット）
䠃㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐜䠊䠂䠄䠉䠊䠆㻃ブルー/ブルー（DJ-111mbb）
䐝䠊䠂䠃䠃䠆䠇㻃ブルー（DJ-111mb）
䐞䠊䠂䠃䠃䠅䠊㻃ネイビー（DJ-111mn）
約20.5×H22.5×底マチ3㎝・（ショルダー）約138㎝
重さ約80g/ファスナー開閉式
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム
（裏生地）綿100%・（ショルダー）アクリル蝋引き
前面：ファスナーポケット/PP袋入

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。インディゴ染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、
　染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

岡山デニム  マーガレット（ボディーバッグ）
䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐚䠊䠂䠅䠄䠋䠅㻃ブルー（DJ-15mb）
䐛䠊䠃䠂䠅䠊䠅㻃ネイビー（DJ-15mn）
約25×H24×最大巾6㎝・（上部）約3.8㎝
（ショルダー）約巾2.5㎝（約125～63㎝）
重さ約260g/メインマグホック開閉式
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム・（裏生地）綿100%
（ホック）スチール・（ショルダー）ポリプロピレン
前面：ファスナーポケット/背面：ファスナーポケット
内部：オープンポケット2/PP袋入

⑦ ⑨

①

⑧

③

⑤ ⑥

④

②

岡山デニム
Okayama denim 生産国：日本

Made in Japan

岡山デニム マーガレット（鈴付き小銭入れ）　䠆䠈䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐘䠊䠂䠄䠉䠈䠂㻃ブルー（DJ-77mb）　　䐙䠊䠂䠄䠉䠉䠉㻃ネイビー（DJ-77mn）
約10.5×H6×底マチ3㎝/重さ約12g/ファスナー開閉式
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム/PP袋入

岡山デニム  マーガレット（ブルトン）　䠆㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠂䠃䠂䠈䠂㻃ブルー（DJB-2mb）　　䐗䠊䠂䠃䠂䠆䠈㻃ネイビー（DJB-2mn）　　
約58～56㎝（サイズ調整式）/重さ約90g/材質：（本体表）綿100%インディゴデニム
（裏地）芯ポリエステル
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岡山デニム  ボディーショルダー
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐖䠊䠆䠅䠈䠊䠊㻃ブルー（DJ-20Hrb）
䐗䠊䠆䠅䠈䠋䠇㻃ネイビー（DJ-20Hrn）
約26×H21～24×最大巾9+2㎝・
（ショルダー）約巾3㎝（約125～63㎝）/重さ約340g
メインファスナー開閉式
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム/（裏生地）綿100%
（ホック）スチール・（ショルダー）ポリプロピレン
前面：ファスナーポケット/背面：マグホック開閉ポケット
内部：オープンポケット2、ファスナーポケット1
長さ調整式/PP袋入

① ②

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。インディゴ染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、
　染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

岡山デニム  マーガレット（Peaceトート［アオリ手提げ］）
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐜䠊䠂䠅䠄䠊䠈㻃ブルー（DJ-16mb）
䐝䠊䠃䠂䠅䠋䠂㻃ネイビー（DJ-16mn）
約36.5×H20×最大巾18㎝
（底巾）約13㎝・（持ち手上がり）約巾5×14㎝/重さ約300g
メインファスナー開閉式
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム
（裏生地）綿100%・（ホック）スチール
（ショルダー）ポリプロピレン・前後：オープンポケット
内部：オープンポケット1/PP袋入

⑦ ⑧

⑤ ⑥

岡山デニム  oneショルダートート
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐚䠊䠂䠃䠉䠈䠅㻃ブルー（DJ-18mb）
䐛䠊䠂䠃䠉䠇䠈㻃ネイビー（DJ-18mn）
約38×H25×底マチ25㎝・（持ち手上がり）約23㎝/重さ約310g
メインマグホック開閉式
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム
（裏生地）綿100%・（ホック）スチール
（持ち手）綿100%インディゴデニム
内側：ファスナーポケット1・オープンポケット1/PP袋入

岡山デニム  マーガレット（ショルダー）
䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐘䠊䠂䠄䠋䠋䠋㻃ブルー/ブルー（DJ-13mbb）
䐙䠊䠂䠃䠂䠊䠆㻃ネイビー（DJ-13mn）
約28×H22×底マチ11㎝・（ショルダー）約115～63㎝/重さ約300g
ファスナー開閉式
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム/（裏生地）綿100%
（ホック）スチール・（ショルダー）ポリプロピレン
前面：ファスナーポケット
背面：マグネット開閉オープンポケット
両サイド：オープンポケット
内部：ファスナーポケット1・オープンポケット2/PP袋入

③ ④
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※緑色上代の商品は掛け率が異なります。商品はPP袋入です。 ※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、
　染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

岡山デニム  マーガレットリュック　䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠉䠋䠅䠆䠈䠆 ブルーブルー（DJ-19mb）
䐗䠉䠋䠅䠆䠉䠃 ネイビー（DJ-19mn）
約25×H30×マチ巾13㎝・（持ち手上がり）約6.5㎝
（ショルダー）約巾3×50～98㎝（調整可）/重さ約370g
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム・（胴背・底付属）ポリウレタン合皮
（裏生地）綿100%・（ホック・金具）スチール・（ショルダー）ポリプロピレン
本体：ファスナー開閉式・前面：ファスナーポケット・内側：ファスナーポケット1
オープンポケット1/PP袋入

岡山デニム  R&Cトートバッグ　䠆㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐘䠉䠋䠅䠆䠊䠊 ブルーブルー（DJ-21mb）
䐙䠉䠋䠅䠆䠋䠇 ネイビー（DJ-21mn）
約32×H29×マチ巾10㎝・（持ち手上がり）約14㎝/重さ約225g
材質：（本体表）綿100%インディゴデニム・（裏生地）綿100%
本体：開閉オープン・前面：オープンポケット2
内側：ファスナーポケット1・オープンポケット1/PP袋入

ゴブラン織り  達磨リュック　䠃䠃㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐚䠉䠋䠅䠇䠂䠃 撫子（GO-15f）
䐛䠉䠋䠅䠇䠃䠊 蘭（GO-15ra）
約26×H31×マチ巾12㎝・（ショルダー）約55～105㎝・（持ち手上がり）5㎝・重さ約430g
材質：（本体表）ゴブラン織り［レーヨン・ポリエステル］・（裏生地）綿100%
（ショルダー）ポリプロピレン・（金具・ホック）スチール・（付属）合成皮革
本体：メインWファスナー開閉式・前面：上部全全・背面：段Openポケット1
内部：メイン/ファスナーポケット1・前面上部：ポケット/ファスナーポケット1
PP袋入

ゴブラン織り  たっぷりショルダー　䠉㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐜䠉䠋䠅䠇䠄䠇 撫子（GO-16f）
䐝䠉䠋䠅䠇䠅䠄 蘭（GO-16ra）
約28×H21×マチ巾11㎝・（ショルダー）63×115㎝（長さ調整式）
重さ：（撫子）約340g・（蘭）約360g
材質：（本体表）ゴブラン織り［レーヨン75％・ポリエステル25％］・（裏生地）綿100%
（ショルダー）ポリプロピレン・（金具・ホック）スチール
本体：ファスナー開閉式・前面：ファスナーポケット
背面：マグネット開閉オープンポケット・両サイド：オープンポケット
内部：ファスナーポケット1・オープンポケット2/PP袋入

ゴブラン織り  ボディーショルダー　䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐞䠉䠋䠅䠇䠆䠋 撫子（GO-17f）
䐟䠉䠋䠅䠇䠇䠈 蘭（GO-17ra）
約26×H21～24×マチ巾9+2㎝・（ショルダー）約30×115～63㎝（長さ調整可）/重さ約320g
材質：（本体表）ゴブラン織り［レーヨン75％・ポリエステル25％］・
（無地）［ナイロン60％・コットン40％］・（裏生地）綿100%
（ショルダー）ポリプロピレン・（金具・ホック）スチール
本体：メインファスナー開閉式・前面：ファスナーポケット
背面：マグホック開閉ポケット1・内部：オープンポケット2・ファスナーポケット1/PP袋入

ゴブラン織り  マカロン　ツーウェー Wポシェット　䠈㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐠䠉䠋䠅䠇䠈䠅 撫子（GO-19f）
䐡䠉䠋䠅䠇䠉䠂 蘭（GO-19f）
約25×H19×最大マチ幅4㎝×2ボディー・（ショルダー）約115㎝/重さ約270g
材質：（本体表）ボディー［ナイロン60％・コットン40％］
フラップ柄ゴブラン織り［レーヨン75％・ポリエステル25％］・（裏生地）綿100%
（ショルダー）ウレタン合成皮革・（金具・ホック）スチール
本体：フラップ開閉式・マグホック開閉式・2body
背面：ファスナーポケット1・内部：オープンポケット1・2way：ショルダー切り替え/PP袋入

New

New

New New New New

New

New
New

New New New①

⑤

⑨ ⑩
⑪ ⑫

⑦
⑧

②

③ ④

⑥
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※緑色上代の商品は掛け率が異なります。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、
　染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

① ② ③

䐖䠊䠆䠄䠄䠊䠇

柿渋染  ２F軽量ポシェット 柿椿（KS-111kt）
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20.5×H22.5×マチ3㎝・（ショルダー）約138㎝
重さ約70g/ファスナー開閉式
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル蝋引き・
（金具）スチール
外側：前面ファスナーポケット1

䐗䠊䠆䠄䠄䠋䠄

藍/柿渋染  ２F軽量ポシェット 椿（IZ-111t）
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20.5×H22.5×マチ3㎝・（ショルダー）約138㎝
重さ約70g/ファスナー開閉式
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル蝋引き・
（金具）スチール
外側：前面ファスナーポケット1

䐘䠊䠆䠄䠅䠋䠃

墨/備長炭染  ２F軽量ポシェット 椿（AS-111t）
䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約20.5×H22.5×マチ3㎝・（ショルダー）約138㎝
重さ約70g/ファスナー開閉式
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル蝋引き・
（金具）スチール
外側：前面ファスナーポケット1

TSUBAKI
-つばき柄シリーズ-

⑨⑧

⑤

⑥

⑦

柿渋染  ポシェット　　　　　   䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-76）䚭
䐚䠊䠈䠇䠇䠉䠆㻃柿渋柄　䐛䠊䠇䠂䠇䠉䠂㻃墨柄　䐜䠊䠇䠂䠇䠊䠉㻃弁柄
約15×H18×底マチ2㎝・（ショルダー）約120㎝/重さ約45g /ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル蝋引き・（付属パーツ）天然木

柿渋染  手描き2Fポシェット　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-111）䚭
䐝䠊䠆䠋䠂䠂䠂㻃柿渋柄　　䐞䠊䠆䠋䠂䠃䠉㻃弁柄
䐟䠊䠆䠋䠂䠄䠆㻃墨柄
約20.5×H22.5×底マチ3㎝・（ショルダー）約138㎝/重さ約70g
ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル蝋引き
外側：前面ファスナーポケット1

䐙䠊䠅䠊䠉䠇䠄

柿渋染 手描きかぶせポシェット　䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約22×H24×底マチ6㎝・（調整可ショルダー）最大 約135㎝
重さ約180g/フラップ（マグネット）開閉/（KS-86）
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮/外側：背面ファスナーポケット1/内側：オープンポケット1

生産国：日本
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④

Made in Japan

生産国：日本Made in Japan



83

生産国：日本

①

䐖䠊䠆䠆䠃䠅䠇

柿渋染 手描き前ポケットポシェット　
䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-97T）
約22×H23.5×底マチ5㎝・（調整可ショルダー）最大 約135㎝
重さ約170g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（本体開口部・ショルダー）合皮
外側：前面オープンポケット1・背面ファスナーポケット1
内側：オープンポケット1

䐗䠊䠇䠄䠂䠇䠇

柿渋染  SFPショルダー 手描き
䠆㻏䠅䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約22×H23×底マチ7㎝・（調整可ショルダー）約65～118㎝
重さ約200g/ファスナー（×1）・マグネット（×1）開閉/（KS-163T）
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・（金具）スチール
外側：ファスナーポケット1/内側：オープンポケット1・
携帯ポケット1

②

䐘䠊䠆䠆䠃䠄䠊

柿渋染  手描きアウトポケットショルダー
䠇㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-87T）
約25×H26.5×底マチ6㎝・（調整可ショルダー）約65～118㎝
重さ約280g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・（金具）スチール
外側：ファスナーポケット3・オープンポケット1
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

③

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、
　 染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

④

䐙䠊䠆䠆䠃䠂䠆

柿渋染 手描きアウトポケットアオリ手提げ　
䠉㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-96T）
約28.5×H25（持ち手H15）×底マチ8㎝/重さ約345g
材質：（本体）綿・（金具）スチール・（本体開口部）合皮・
　　  （付属パーツ）天然木
外側：ファスナーポケット3・オープンポケット1
内側：仕切りファスナーポケット1・オープンポケット1・
携帯ポケット1

⑦

䐜䠊䠇䠃䠄䠉䠂

柿渋染  手描きWアウトポケットショルダー　
䠇㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-161T）
約27×H22×底マチ5.5㎝・（調整可ショルダー）約65～118㎝
重さ約280g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（本体開口部）合皮・（ショルダー）アクリル・（金具）スチール
外側：フラップマグネットポケット1・ファスナーポケット3
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

䐚䠊䠆䠃䠆䠈䠄

柿渋染 ミニトート　䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-92）
約26×H20.5（持ち手H11）×底マチ9.5㎝/重さ約285g
マグネット開閉
材質：（本体）綿・（持ち手）アクリル
外側：前面オープンポケット1
内側：ファスナーポケット1・オープンポケット1・携帯ポケット1
※ポケット部分の生地は柄の出方や柄行が一つ一つ異なります

⑤

䐛䠊䠈䠆䠊䠇䠂

柿渋染  やまぼうし　
䠉㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-177T）
約26×H25×底マチ12㎝・（調整可ショルダー）約63～120㎝
重さ約320g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・（金具）スチール
外側：ファスナーポケット1・
マグネット開閉ファスナーポケット1・
背面マグネット開閉ポケット1
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

⑥

柿渋染  パンジー　
䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐝䠊䠊䠂䠋䠋䠉㻃リバティー（KS-173Hr）
䐞䠊䠇䠉䠊䠅䠊㻃手描き（KS-173T）　
約25×H26.5×底マチ5㎝・（調整可ショルダー）約65～118㎝/重さ約300g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（本体開口部）合皮・（ショルダー）アクリル・（金具）スチール
外側：フラップマグネットポケット1・（前面・背面）ファスナーポケット各1
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

⑧
⑨
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※緑色上代の商品は掛け率が異なります。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、
　 染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

①

䐖䠊䠈䠋䠈䠊䠊㻃柿渋染  NEWリュック　　　　 䠃䠃㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-169TW）
䐗䠊䠉䠊䠅䠊䠅㻃柿渋染  華更紗  達磨リュック　䠃䠃㻏䠆䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-169RW）　 
約25×H31（持ち手立ち上がりH5）×底マチ10.5㎝・
（調整可ショルダー）約55～105㎝
重さ約430g/ファスナー開閉
材質：（本体前面）綿・（本体背面）合皮・（ショルダー）アクリル・
（金具）スチール
外側：（前面上部・下部）ファスナーポケット各1・
（背面）マジックテープ式オープンポケット1
内側：（本体）ファスナーポケット1・（前面上部）ファスナーポケット1

ＩＮＳＩＤＥ

柿渋染  スマホボディーバッグ　
䠉㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐘䠊䠊䠂䠋䠉䠅㻃華（KS-196H）　䐙䠊䠊䠂䠋䠊䠂㻃リバティー（KS-196Hr）　
約26×H24×底マチ（本体）9＋（前面ファスナーP）2.5㎝＋スマホP
（調整可ショルダー）約63～123㎝/重さ約320g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（付属パーツ）合皮・（ショルダー）アクリル・（金具）スチール
外側：（前面）ファスナーポケット2・スマートフォンポケット1・（背面）段ポケット1
内側：オープンポケット1・スマートフォンポケット1

④

䐛䠊䠉䠃䠂䠃䠊 
柿渋染  クラム（ツーウェーアオリバッグ）　
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-181R）
約27×H22（持ち手H11）×底マチ13㎝・（ショルダー）約115㎝/重さ約300g
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮・（金具）スチール
外側：背面ファスナーポケット1
内側：仕切りファスナーポケット1・オープンポケット1・携帯ポケット1

䐝䠊䠉䠃䠂䠄䠇 
柿渋染  マロン（アオリ手提げ）
䠉㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-182R）
約30×H21（持ち手H11）×底マチ16㎝
重さ約300g
材質：（本体）綿・（金具）スチール・
（チャーム）天然木
外側：背面ファスナーポケット1
内側：仕切りファスナーポケット1・
オープンポケット1・携帯ポケット1

䐜䠊䠉䠃䠂䠆䠋 
柿渋染  クレープ（SFPショルダー）
䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-184R）
約25×H24×底マチ6㎝
（調整可ショルダー）約63～125㎝
重さ約250g/マグネット開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・
　　（金具）スチール
外側：前面ファスナーポケット1・
　　 背面ファスナーポケット1
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

䐟䠊䠉䠃䠂䠈䠅 
柿渋染  ビスケット（舟底ショルダー）　
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-186R）
約27×H24×底マチ12㎝
（調整可ショルダー）約63～125㎝
重さ約300g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・
　　   （金具）スチール
外側：（前面）ファスナーポケット1
　　  （背面）マグネットポケット1
内側：ファスナーポケット1・
　　  オープンポケット1・携帯ポケット1

䐞䠊䠉䠃䠂䠅䠄

柿渋染  ポシェット
䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-183R）
約23×H24×底マチ5㎝
（調整可ショルダー）約63～125㎝
重さ約200g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・
　　（金具）スチール
外側：背面ファスナーポケット1
内側：オープンポケット1

⑤ ⑥

⑩

⑧

⑦

⑨

フラップ裏にはオシャレな古布調
きもの柄をあしらいました。

２ＷＡＹ

ショルダーを二重にすれば
手提げにもなります。

チャームイメージ

２ＷＡＹ

ショルダーを
取り外せば
手提げにも
なります。

䐚䠊䠉䠃䠂䠂䠃  
柿渋染  マカロン（ツーウェーWポシェット）　
䠇㻏䠉䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（KS-180R）
約25×H19×底マチ8㎝・（ショルダー）約115㎝/重さ約280g
フラップ（マグネット）開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮・（金具）スチール（付属パーツ）天然木
外側：背面ファスナーポケット1/内側：オープンポケット1

生産国：日本
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⑩⑧

⑮

生産国：日本

柿渋染  角ポーチ　　　䠈䠇䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐛䠊䠊䠃䠋䠈䠅㻃カラー猫（KS-79ns）　䐜䠊䠊䠃䠋䠉䠂㻃ふくろう（KS-79f）　䐝䠊䠊䠃䠋䠊䠉㻃椿（KS-79t）　䐞䠊䠊䠃䠋䠋䠆㻃リバティー（KS-79Hr）　
䐟䠊䠊䠄䠂䠂䠉㻃リバティー紅殻（KS-79bHr）　
約10.5×18×底マチ3㎝/重さ約25g//（差し色：弁柄・墨・柿渋）/ファスナー開閉/材質：（本体）綿

柿渋染  アーチポーチ　   䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐠䠊䠊䠄䠂䠃䠆㻃カラー猫（KS-703ns）　䐡䠊䠊䠄䠂䠄䠃㻃ふくろう（KS-703f）　䐢䠊䠊䠄䠂䠅䠊㻃椿（KS-703t）　䐣䠊䠊䠄䠂䠆䠇㻃リバティー（KS-703Hr）　
䐤䠊䠊䠄䠂䠇䠄㻃リバティー紅殻（KS-703bHr）　
約12.5×16.5×底マチ5㎝/重さ約35g/（差し色：弁柄・墨・柿渋）/ファスナー開閉材質：（本体）綿・（付属パーツ）天然木

柿渋染  鈴付き小銭入れ　䠆䠊䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠊䠃䠋䠃䠊㻃カラー猫（KS-77ns）　䐗䠊䠊䠃䠋䠄䠇㻃ふくろう（KS-77f）　䐘䠊䠊䠃䠋䠅䠄㻃椿（KS-77t）　䐙䠊䠊䠃䠋䠆䠋㻃リバティー（KS-77Hr）
䐚䠊䠊䠃䠋䠇䠈㻃リバティー紅殻（KS-77bHr）　
約6×10.5×底マチ3㎝/重さ約13g/（差し色：弁柄・墨・柿渋）/ファスナー開閉/材質：（本体）綿

⑬

④ ⑤② ③①

⑨⑥ ⑦

⑭⑪ ⑫

䞛䞗 䞙

䞚

柿渋染  ミニポシェット　　  䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐥䠊䠉䠇䠅䠂䠈㻃猫（KS-76n）　䐦䠊䠉䠇䠅䠃䠅㻃ふくろう（KS-76f）　䐧䠊䠉䠇䠅䠄䠂㻃椿（KS-76t）
䐨䠊䠉䠇䠅䠅䠉㻃カラー猫（KS-76ns）　
約15×H18.5㎝/重さ約45g/（差し色：弁柄・墨・柿渋）/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮・（付属パーツ）天然木

⑯ ⑰ ⑱ ⑲

䞘 䞜

柿渋染  前ポケットポシェット　
䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐩䠊䠉䠇䠄䠋䠂㻃椿（KS-97t）　　
約22×H23.5×底マチ6㎝
（調整可ショルダー）最大 約135㎝
重さ約180g
（差し色：弁柄・墨・柿渋）/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮・
（金具）スチール
外側：ファスナーポケット1・オープンポケット1
内側：オープンポケット1

⑳

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、
　 染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

柿渋染  2Fポシェット　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䞗䠊䠉䠇䠅䠆䠆㻃猫（KS-111n）　　䞘䠊䠉䠇䠅䠉䠇㻃カラー猫（KS-111ns）　　䞙䠊䠉䠇䠅䠇䠃㻃ふくろう（KS-111f）　　䞚䠊䠉䠇䠅䠈䠊㻃椿（KS-111t）
䞛䠊䠊䠄䠂䠈䠋㻃リバティー（KS-111Hr）　　䞜䠊䠊䠄䠂䠉䠈㻃リバティー紅殻（KS-111bHr）　
約20.5×H22.5×底マチ3㎝/（調整可ショルダー）最大 約138㎝/重さ約70g/（差し色：弁柄・墨・柿渋）/ファスナー開閉/材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル蝋引き/外側：ファスナーポケット1
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⑨

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、 染め傷のように見える
　　場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※職人の手作りのため、生地の色の出方、サイズ等によりカタログのイメージと異なる場合がございます。
※強い摩擦により色落ちや色移りの場合があります。　　※洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

ࠣ࠶ࡃࡓ࠾࠺ࠢࡢ࠴࠶ࡄ Patchwork denim bag

生産国：日本

Made in Japan

生産国：日本

Made in Japanᩑᷦᨴ ࠣ࠶ࡃࠖ࠺ࡏ�࠳࡞࡚ࠪ Shoulder bag &
Body bag

① ③

④
⑥

⑦ ⑧

⑤

②

パッチワークデニム  2WAYミドル　䠋㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐙䠉䠋䠃䠈䠂䠈㻃紺（0400-508）　䐚䠉䠋䠃䠈䠃䠅㻃赤（0400-509）
䐛䠉䠋䠃䠈䠄䠂㻃ポップ市松（0400-510）
約22×H23×底マチ8㎝・（ショルダー）約68～132㎝/重さ約440g
材質：（表）綿100％・（裏）綿100％/PP袋入

パッチワークデニム 2ファスナーポシェットロング　䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠉䠋䠃䠉䠂䠇㻃紺（0400-517）　䐗䠉䠋䠃䠉䠃䠄㻃赤（0400-518）
䐘䠉䠋䠃䠉䠄䠋㻃ポップ市松（0400-519）
約18×H24×底マチ2㎝・（ショルダー）約140㎝/重さ約132g
材質：（表）綿100％・（裏）綿100％/PP袋入

䠉䠋䠅䠆䠆䠂

柿渋染  ポケット付 ショルダー　䠃䠃㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約W19×H24×D4㎝・（ショルダー）約70～130㎝/重さ約500g
ファスナー開閉式
材質：綿、一部牛革、（ショルダー部）アクリル/PP袋入

䠉䠋䠅䠆䠇䠉

柿渋染  ボディバッグ　䠃䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約W22×H27×D7㎝・（ショルダー）約70～130㎝/重さ約500g
ファスナー開閉式
材質：綿、一部牛革、（ショルダー部）アクリル/PP袋入

パッチワークデニム  リュック
䠋㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻

䐜䠉䠋䠃䠈䠈䠊㻃紺（0400-514）
䐝䠉䠋䠃䠈䠉䠇㻃赤（0400-515）
䐞䠉䠋䠃䠈䠊䠄㻃ポップ市松（0400-516）
約24×H30×底マチ8㎝・
（ショルダー）約56～105㎝/重さ約500g
材質：（表）綿100％・（裏）綿100％
PP袋入

New New
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２ＷＡＹ
ショルダーにも
手提げにもなります。

２ＷＡＹ
ショルダーを取り外せば
手提げにもなります。

䐖䠊䠉䠃䠃䠋䠅  
藍渋染  マカロン（ツーウェーWポシェット）
䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-16）
約25×H19×底マチ8㎝・（ショルダー）約115㎝
重さ約280g/フラップ（マグネット）開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮・（金具）スチール・
　　　（付属パーツ）天然木
外側：背面ファスナーポケット1/内側：オープンポケット1

䐘䠊䠉䠃䠄䠂䠋 
藍渋染  クラム（ツーウェーアオリバッグ）
䠉㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-17）
約27×H22（持ち手H11）×底マチ13㎝
（ショルダー）約115㎝/重さ約300g
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮
　  　（金具）スチール
外側：背面ファスナーポケット1
内側：仕切りファスナーポケット1
　　  オープンポケット1・携帯ポケット1

䐙䠊䠉䠃䠄䠅䠂 
藍渋染  クレープ（SFPショルダー）
䠇㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-20）
約25×H24×底マチ6㎝・
（調整可ショルダー）約63～125㎝
重さ約250g/マグネット開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・
　　（金具）スチール
外側：前面ファスナーポケット1・
背面ファスナーポケット1
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

䐜䠊䠉䠃䠄䠇䠆 
藍渋染  ビスケット（舟底ショルダー）　
䠉㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-22）
約27×H24×底マチ12㎝
（調整可ショルダー）約63～125㎝
重さ約300g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・
　　（金具）スチール
外側：（前面）ファスナーポケット1
　　  （背面）マグネットポケット1
内側：ファスナーポケット1・
　　オープンポケット1・携帯ポケット1

䐛䠊䠉䠃䠄䠄䠅

藍渋染  ポシェット
䠆㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-19）
約23×H24×底マチ5㎝・
（調整可ショルダー）約63～125㎝
重さ約200g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・
　　（ショルダー）アクリル・
　　（金具）スチール
外側：背面ファスナーポケット1
内側：オープンポケット1

䐚䠊䠇䠄䠇䠉䠆

藍渋  SFPショルダー
䠆㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-13）
約22×H23×底マチ7㎝
（調整可ショルダー）約65～118㎝
重さ約200g
ファスナー（×1）・マグネット（×1）開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル

（金具）スチール
外側：ファスナーポケット1
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、 染め傷のように見える
　　場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※渦柄の手描きは、染めの時期や天候により柄の出方が異なります。（柄がはっきり出たり、ぼかしになったりします。）一つとして同じ染柄が出来ない為、写真と現物とが異なります。
※藍渋は堅牢度が低く、着用中の摩擦、水濡れ等により色落ちする場合があります。白物との組み合わせはなるべくお避けください。

チャームイメージ

フラップ裏には
オシャレな古布調
のぼり柄をあしらいました。

䐗䠊䠉䠃䠄䠃䠈 
藍渋染  マロン（アオリ手提げ）
䠉㻏䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-18）
約30×H21（持ち手H11）×底マチ16㎝
重さ約300g
材質：（本体）綿・（金具）スチール・
　　  （チャーム）天然木
外側：背面ファスナーポケット1
内側：仕切りファスナーポケット1・
　　   オープンポケット1・携帯ポケット1

生産国：日本

Made in Japan

①

②

④

⑥ ⑦

⑤

③
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⑦

生産国：日本

⑨

䐡䠊䠆䠇䠇䠇䠄

藍渋  手描きアウトポケットショルダー
䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-7）
約25×H26.5×底マチ6㎝・
（調整可ショルダー）約65～118㎝/重さ約280g
ファスナー開閉式
材質：（本体）綿・（ショルダー）アクリル・
（本体開口部）合皮・（金具）スチール
外側：オープンポケット1・ファスナーポケット3
内側：オープンポケット1・携帯ポケット1

䐠䠊䠂䠋䠆䠋䠅

藍渋染  多機能ポケットショルダー
䠊㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-33Hr）
約24×H26.5×底マチ9㎝+ポケット部2.5㎝・
（調整可ショルダー）約65～118㎝/重さ約320g
材質：（本体）綿100％藍/柿渋染め・
（裏生地）綿100%・（ショルダー）アクリル
（金具・ホック）スチール・（付属）ウレタン合成皮革
前面：ファスナーポケット2/ミニフラップポケット1
本体：ファスナー開閉式
背面：オープンポケット/マグネットホック付き
内部：オープンポケット×2

藍渋  2Pポシェット　䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-111）䚭
䐛䠊䠆䠉䠃䠂䠇㻃青海波　䐜䠊䠆䠉䠃䠃䠄㻃糸巻き　䐝䠊䠊䠄䠊䠂䠋㻃䛻䛕䜓䛌　䐞䠊䠊䠄䠊䠄䠅㻃リバティー 
約21×H23×底マチ3㎝（ショルダー）約138㎝/重さ約70g/ファスナー開閉/材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮/外側：ファスナーポケット1

⑥

藍渋染  ペンケース　䠈䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
䐖䠊䠊䠊䠂䠉䠊㻃糸巻き　䐗䠊䠊䠊䠂䠊䠇㻃うずうず　䐘䠊䠊䠊䠂䠋䠄㻃青海波　
約7×18×底マチ2㎝/重さ約30g/ファスナー開閉/材質：綿/（IZ-101）

①

② ③

藍渋染  アーチポーチ　䠃㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
䐙䠊䠊䠊䠃䠂䠊㻃糸巻き　䐚䠊䠊䠊䠃䠄䠄㻃青海波　
 約12×16×底マチ5㎝/重さ約35g/ファスナー開閉/材質：綿/（IZ-102）

⑤④

䐟䠊䠉䠂䠄䠊䠊

藍渋  手描き前Pポシェット　
䠆㻏䠄䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻（IZ-5）
約22×H23×底マチ5.5㎝
（調整可ショルダー）約135㎝
重さ約180g/ファスナー開閉
材質：（本体）綿・（ショルダー）合皮
　　  （金具）スチール
外側：オープンポケット1・
　　  ファスナーポケット1
内側：オープンポケット1

⑩

⑫
⑪

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが営業担当におたずねください。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、 染め傷のように見える
　　場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※渦柄の手描きは、染めの時期や天候により柄の出方が異なります。（柄がはっきり出たり、ぼかしになったりします。）一つとして同じ染柄が出来ない為、写真と現物とが異なります。
※藍渋は堅牢度が低く、着用中の摩擦、水濡れ等により色落ちする場合があります。白物との組み合わせはなるべくお避けください。

Made in Japan

⑧



生産国：日本

Made in Japan

䠉䠋䠄䠇䠉䠅

コルク/帆布クラッチ　　䠃䠂㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H25㎝/重さ約350g/PP袋入

䠉䠋䠄䠇䠇䠋

印伝調/帆布クラッチ　　䠃䠂㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×H25㎝/重さ約400g/PP袋入

䠉䠋䠄䠇䠊䠂

コルク/帆布3wayクラッチ　　䠃䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H38㎝/重さ約500g/PP袋入

䠉䠋䠄䠇䠈䠈

印伝調/帆布3wayクラッチ　　䠃䠄㻏䠇䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H38㎝/重さ約500g/PP袋入

䠉䠋䠄䠇䠅䠇

コルク
2ファスナー
ポシェット 小
䠅㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約21×H24㎝/重さ約100g/PP袋入

䠉䠋䠄䠇䠆䠄

コルク
タブレットタイプ
ポシェット
䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約22×H30㎝/重さ約150g/PP袋入

※緑色上代の商品は掛け率が異なります。お手数ですが担当営業におたずねください。商品はPP袋入です。
※季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料の為、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、 
　染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
※職人の手作りのため、生地の色の出方、サイズ等によりカタログのイメージと異なる場合がございます。　　※強い摩擦により色落ちや色移りの場合があります。　　※水洗い不可。

3way
クラッチ、ショルダー、
手提げバッグとしても
お使いいただけます。

3way

クラッチ、ショルダー、
手提げバッグとしても
お使いいただけます。

&
コルクレザー
印伝調
INDEN taste bag & Cork leather bag

手提げイメージ

New New

New New

New New

クラッチイメージ
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※絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。　　　
※山葡萄をデザインした木のキーホルダー付。　　　※天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。　　　※貼箱入です。

New

New
New

New

内布･かぶせ付／沢皮䠉䠋䠅䠅䠆䠃

山葡萄籠 レザーコンビ ござ目編み S-5　　䠃䠅䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約24×H23（持ち手H12）×底マチ10.5㎝/重さ約500g/材質：（レザー部）牛革
内布・かぶせ付/オープンポケット2/不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮䠉䠋䠅䠅䠇䠊

山葡萄籠 レザーコンビ ござ目編み S-2　　䠃䠄䠋㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約31×H17.5（持ち手H11.5）×底マチ9㎝/重さ約500g/材質：（レザー部）牛革
内布・かぶせ付/オープンポケット2/不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮䠉䠋䠅䠅䠈䠇

山葡萄籠 レザーコンビ ござ目編み S-23　　䠃䠂䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H14.5（持ち手H11）×底マチ11.5㎝/重さ約400g/材質：（レザー部）牛革
内布・かぶせ付/オープンポケット2/不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮䠉䠋䠅䠅䠅䠆

山葡萄籠 レザーコンビ ござ目編み S-14　　䠃䠆䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H24（持ち手H12.5）×底マチ10㎝/重さ約600g/材質：（レザー部）牛革
内布・かぶせ付/オープンポケット2/不織布入/※内布は取り外しできません。

New New New

䠊䠇䠉䠊䠋䠂

山葡萄バッグ  連続枡網代編み 6mm KH-5
䠇䠈㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約26×H24（持ち手H12）×最大腹マチ11㎝
重さ約400g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
貼箱入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮 䠊䠇䠉䠊䠊䠅

山葡萄バッグ  うろこ編み K-4
䠈䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約31×H24（持ち手H12）×最大腹マチ12㎝
重さ約500g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
貼箱入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮 䠊䠇䠈䠋䠋䠄

山葡萄バッグ  六つ目編み K-4
䠉䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約31×H24（持ち手H12）×最大腹マチ12㎝
重さ約600g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
貼箱入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮



編み
目イメージ

編
み目
イメージ【6mm】 

編み
目イメージ

編み
目イメージ

編み
目イメージ

※山葡萄をデザインした木のキーホルダー付。　　※天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。　　※貼箱入です。
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䠉䠋䠅䠅䠉䠄

山葡萄バッグ　網代/八ツ目被せ編み
䠊䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H25.5（持ち手H12）×底マチ10㎝/重さ約600g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮䠉䠋䠅䠅䠊䠋

山葡萄バッグ　網代編み　極み3mm
䠋䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約28×H21.5（持ち手H10）×底マチ10㎝/重さ約400g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮 䠉䠋䠅䠅䠃䠂

山葡萄バッグ　削皮/小菊編み
䠋䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約29.5×H23（持ち手H12）×底マチ12㎝/重さ約500g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入
※内布は取り外しできません。

䠉䠋䠄䠇䠃䠃

山葡萄バッグrokkaku削皮/リング 小舟　　䠊䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30×H23（持ち手H12.5）×底マチ14㎝/重さ約700g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮

内布･かぶせ付／削皮

内布･かぶせ付／削皮䠉䠋䠄䠆䠊䠃

山葡萄バッグrokkaku削皮/台形 YBK09　　䠊䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約35×H20（持ち手H12）×底マチ13㎝/重さ約700g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入/※内布は取り外しできません。

編み
目イメージ

【６mm】

内布･かぶせ付／沢皮䠉䠋䠄䠆䠋䠊

山葡萄バッグmidare沢皮/台形 YBS09　　䠇䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×H20（持ち手H11.5）×底マチ12㎝/重さ約500g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入/※内布は取り外しできません。

編み
目イメージ

【６mm】

New

New New

NewNew

New

New

䠉䠋䠅䠅䠋䠈

山葡萄バッグ　マルシェ　　䠉䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約41.5×H25（持ち手H25）×底マチ6㎝/重さ約500g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮



※山葡萄をデザインした木のキーホルダー付。　　※天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。　　※貼箱入です。

䠉䠋䠃䠊䠂䠆

山葡萄バッグミニトート  網代編　　䠉䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H15（持ち手H11）×底マチ10.5㎝/内布・ファスナー付/オープンポケット1
不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･ファスナー付／沢皮

編み
目イメージ

䠉䠋䠃䠊䠃䠃

山葡萄バッグミニトート  六つ目編　　䠉䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H15（持ち手H11）×底マチ10.5㎝/内布・ファスナー付/オープンポケット1
不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･ファスナー付／沢皮 䠉䠋䠃䠊䠄䠊

山葡萄バッグミニトート  花編　　䠃䠃䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H15（持ち手H11）×底マチ10.5㎝/内布・ファスナー付/オープンポケット1
不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･ファスナー付／沢皮

編み
目イメージ 編み

目イメージ

䠉䠋䠄䠃䠉䠉

山葡萄クラッチバッグ 連続枡網代編　　䠇䠋㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約28×15.5×H3.8㎝/ファスナー開閉/内側仕切5/不織布入

沢皮

編み
目イメージ約28㎝

䠉䠋䠃䠊䠅䠇

山葡萄バッグミニトート極  連続枡網代編　　䠃䠅䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H15（持ち手H11）×底マチ10.5㎝/内布・ファスナー付/オープンポケット1
不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･ファスナー付／沢皮 䠉䠋䠃䠊䠆䠄

山葡萄バッグミニトート極  網代編 市松　　䠃䠅䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H15（持ち手H11）×底マチ10.5㎝/内布・ファスナー付/オープンポケット1
不織布入/※内布は取り外しできません。

内布･ファスナー付／沢皮

編み
目イメージ

【極上の極細】

編み
目イメージ

【極上の極細】

New New

New New

New New

92
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内布･かぶせ付／削皮䠉䠋䠄䠇䠄䠊

山葡萄バッグajiro削皮/K12　　䠇䠋㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約37×H24（持ち手H12.5）×底マチ14㎝/重さ約700g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/不織布のみ/※内布は取り外しできません。

䠉䠋䠄䠇䠂䠆

山葡萄バッグrokkaku沢皮/リング SR-4　　䠃䠃䠊㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×H23（持ち手H12.5）×底マチ13㎝/重さ約900g
内布・かぶせ付/オープンポケット2/貼箱入/※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮

編み
目イメージ

【６mm】

編み
目イメージ

【６mm】

New
New

⑧

⑩
⑪

⑨

䐞䠉䠋䠃䠃䠇䠈

山葡萄バッグ  沢皮 網代編 6mm-7
䠇䠉㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約36.5×H22（持ち手H13）×底マチ8㎝/重さ約520g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮 䐟䠉䠋䠃䠃䠈䠅

山葡萄バッグ  沢皮 網代編 6mm-11
䠇䠋㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約32.5×H22（持ち手H12）×底マチ10㎝/重さ約510g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮 䐠䠉䠋䠃䠃䠉䠂

山葡萄バッグ  沢皮 網代編 6mm-14
䠇䠋㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×H24.5（持ち手H13）×底マチ9㎝/重さ約520g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮

⑥

⑦

沢皮 柔らかくしなやか

䐜䠉䠋䠃䠃䠅䠄

山葡萄バッグ  沢皮 網代編 6mm-2
䠇䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約29×H18（持ち手H11.5）×底マチ8㎝/重さ約370g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮䐛䠉䠋䠃䠃䠄䠇

山葡萄バッグ 沢皮 網代編 6mm 小籠
䠄䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約26×H12（持ち手H10.5）×底マチ8㎝
不織布入/※内布なし

沢皮 䐝䠉䠋䠃䠃䠆䠋

山葡萄バッグ  沢皮 網代編 6mm-5
䠇䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H23（持ち手H11.5）×底マチ10㎝/重さ約460g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮

※絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。　　　
※山葡萄をデザインした木のキーホルダー付。　　　※天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。　　　※貼箱入です。



94
※絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。　　　
※山葡萄をデザインした木のキーホルダー付。　　　※天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。　　　※貼箱入です。

②③

①

山葡萄バッグ  内布・かぶせ付（沢皮）
䐖䠊䠃䠊䠋䠈䠋  小  䠇䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約28×H22（持ち手H11）×底マチ9㎝
重さ約410g

䐗䠊䠃䠊䠋䠉䠈 㻃୯   䠇䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約31×H23.5（持ち手H12.5）×底マチ12㎝
重さ約500g

䐘䠊䠃䠊䠋䠊䠅㻃 大   䠈䠂㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約34×H26（持ち手H13）×底マチ13㎝
重さ約650g
※オープンポケット2（内布は取り外しできません。）　

内布･かぶせ付／沢皮 柔らかくしなやか

生産国：中国／企画デザイン：日本

䠉䠋䠃䠃䠊䠉

山葡萄バッグ  ござめ編（削皮）-3
䠇䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約29×H21.5（持ち手H11.5）×底マチ15㎝/重さ約350g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮

䠉䠋䠃䠄䠃䠉

山葡萄バッグ  ござめ編（削皮）-13
䠈䠄㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約41×H29（持ち手H13）×底マチ8㎝/重さ約630g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮

䠉䠋䠃䠃䠋䠆

山葡萄バッグ  ござめ編（削皮）-5
䠇䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約23×H23（持ち手H11.5）×底マチ10㎝/重さ約380g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮 䠉䠋䠃䠄䠂䠂

山葡萄バッグ  ござめ編（削皮）-11
䠇䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×H22（持ち手H12）×底マチ10㎝/重さ約480g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮

ござめ編
イメージ

削皮 堅くしっかり

山葡萄バッグ（削皮）
䐖䠊䠃䠈䠉䠉䠆  小   䠅䠆㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約28×H22（持ち手H11）×底マチ9㎝
䐗䠊䠃䠈䠉䠊䠃 㻃୯   䠅䠉㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約31×H23.5（持ち手H12.5）×底マチ12㎝
䐘䠊䠃䠈䠉䠋䠊  大   䠆䠄㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭約34×H26（持ち手H13）×底マチ13㎝䚭

削皮

①

②

③

①

②

③



編み
目イメージ
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䠊䠊䠈䠂䠈䠉

山葡萄バッグ  石畳編  中
䠊䠃㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約32×H24（持ち手H11.5）×底マチ11㎝
重さ約720g/※巾着付（取り外し可能）

巾着付／削皮

䠊䠊䠂䠆䠈䠃

山葡萄バッグ  削り  丸（中/削皮）
䠆䠃㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約32×H24（持ち手H12）×底マチ13㎝/重さ約560g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮 内布･かぶせ付／削皮䠊䠊䠂䠆䠇䠆

山葡萄バッグ  半月口（削皮）
䠅䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×H26.5（持ち手H11）×底マチ11㎝
重さ約468g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮䠊䠊䠂䠆䠉䠊

山葡萄バッグ（大）みだれ花模様  横長（削皮）
䠆䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約35×H22（持ち手H12）×底マチ11㎝/重さ約580g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮䠊䠉䠋䠋䠂䠊

山葡萄バッグ  小舟  花編（削皮）
䠈䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30×H19.5（持ち手H12）×底マチ12㎝
重さ約690g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

※六角編の特性上、
　サイズ・シルエット
　に多少の誤差が
　ございます。

削皮 堅くしっかり

※絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。　　　
※山葡萄をデザインした木のキーホルダー付。　　　※天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。　　　※貼箱入です。

䠉䠋䠃䠄䠄䠆

山葡萄バッグ  六角編 6mm（削皮）
䠋䠈㻏䠊䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約32×H23（持ち手H12）×底マチ13㎝/重さ約775g
内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／削皮

䠉䠋䠃䠄䠇䠇

山葡萄バッグ  極み 網代-5（S-5）
䠃䠄䠊㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約23×H23（持ち手H11.5）×最大腹マチ10㎝
重さ約450g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮 䠉䠋䠃䠄䠈䠄

山葡萄バッグ  極み 連続枡網代-4（S-4 ）
䠃䠉䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約31×H24（持ち手H12）×最大腹マチ11.5㎝
重さ約525g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮䠉䠋䠃䠄䠆䠊

山葡萄バッグ  極み 網代-4（S-4）
䠃䠉䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻䚭
約31×H24（持ち手H12）×最大腹マチ11.5㎝
重さ約446g/内布・かぶせ付/オープンポケット2
※内布は取り外しできません。

内布･かぶせ付／沢皮

【然】編み目原寸
極細・約３mm～

繊
細
で
軽
や
か
、
究
極
の
細
編
み
。

約８mm 原寸（参考）
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材質：山葡萄蔓/生産国：日本/内布・かぶせ付
（内側）オープンポケット2
※内布は取り外しできません。/不織布入

日本製 山葡萄バッグ  網代編 6㎜
䐚䠊䠋䠉䠊䠃䠂  中   䠃䠆䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30×H24（持ち手H13）×底マチ12㎝/重さ約500g

䐛䠊䠋䠉䠊䠄䠉  大   䠃䠈䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H26（持ち手H12）×底マチ13㎝/重さ約650g　

内布･かぶせ付 /沢皮

日本製 山葡萄バッグ
葡萄の実　横長
䐖䠉䠋䠅䠆䠂䠄䚭䠃䠆䠅㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約26×H20（持ち手H11）×底マチ11㎝
重さ約400g

内布･かぶせ付 /沢皮

日本製 山葡萄バッグ  キャラメル
䐗䠉䠋䠅䠆䠅䠅䚭䠃䠆䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約24×H24（持ち手H11）×底マチ11㎝
重さ約500g

内布･かぶせ付 /沢皮

日本製 山葡萄バッグ  みだれ編
䐜䠊䠋䠉䠊䠅䠆  中   䠃䠆䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約31×H24（持ち手H11）×底マチ13㎝/重さ約580g

䐝䠊䠋䠉䠊䠆䠃  大   䠃䠈䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H26（持ち手H12）×底マチ15㎝/重さ約660g

内布･かぶせ付 /沢皮

日本製 山葡萄バッグ　葡萄の実
䐘䠉䠋䠅䠆䠃䠋  中　　䠃䠇䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約33×H22（持ち手H12）×底マチ10㎝/重さ約600g

䐙䠉䠋䠅䠆䠄䠈  縦長   䠃䠇䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約30×H24（持ち手H12）×底マチ10㎝/重さ約500g

内布･かぶせ付 /沢皮

日本製 山葡萄バッグ  連続桝網代
䐞䠊䠋䠉䠊䠇䠊  中   䠃䠆䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約31×H24（持ち手H8）×底マチ12㎝/重さ約500g

䐟䠊䠋䠉䠊䠈䠇  大   䠃䠈䠇㻏䠂䠂䠂ළ䟺⛧ᢜ䟻
約34×H26（持ち手H12）×底マチ13㎝/重さ約650g　

内布･かぶせ付 /沢皮

『日本製 大町』の
レザータグ付き。

※絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。　　　※山葡萄をデザインした木のキーホルダー付。　　　
※天然素材、手作り品のため一点一点色合いや形状、風合い、寸法がカタログと多少異なる場合がございます。ご了承下さい。

納期確認商品

Made in Japan

沢皮

大
変
貴
重
な
国
産
材
の
沢
皮
を
使
用
し
、

熟
練
の
匠
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

大
胆
で
個
性
的
な
山
葡
萄
バ
ッ
グ
で
す
。

内
布
や
か
ぶ
せ
布
に
は
柿
渋
染
生
地
を

使
用
し
た
大
変
贅
沢
な
仕
上
が
り
で
す
。

使
い
込
む
ほ
ど
に
増
す
風
合
い
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

Made inJapan
～国産山葡萄バッグ～

䐖

䐘

䐙

䐚

䐞

䐟

䐛

䐗

䐜

年間生産
限定5個

年間生産
限定5個
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PP袋入・シュリンクパック

箱入・貼箱入

てまひま工房 vol.8
主な商品パッケージ一覧
パッケージの形態一覧です。ご不明な点や詳細はお気軽にお問い合わせください。
※形状の似ているものは代表的なイメージを掲載しています。
※イメージの掲載のないものはお問い合わせください。
※掲載内容は2020年1月時点のものです。仕様等変更になる場合がございます。

日本の弁当箱P3

森のカトラリーP13 Naturalist うすかわP16

エゾ松・わっぱ弁当箱
（不織布・箱入）

P5日本の弁当箱

白松弁当箱

P5

P6

押し蓋、落し蓋P37

ぽッ・かんP47 ちりめん
マグネット

P59風水だるまさん
（色別ご利益
 しおり入り）

P57

盛塩小皿P29

キッチン
ツール

P33

寿司箸置（単品）P27紙ごとP18

日本の弁当箱P4 Naturalist ウッドペーパーP11実のなる木箸

Naturalist 素材箸

P8

P15

桜のミニカッティング
ボード

P40 椹･飯台P43

押寿司器P10

P36 すりこぎ

ヘッダーなしヘッダーあり
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日本の弁当箱

わっぱ弁当シリーズ

くらしのThe標塾

箱入・貼箱入

シール・ラベルのみ

ゴムバンド（弁当箱用）

タグのみハトロン紙

寿司箸置 セット ごますりくん

Naturalist キッズセットP24 ちょいと箸休めP28 小皿ギフトセットP30 SOGI（箱入のみのパッケージ）P31

巻き寿司セットP38 福額P63モダン 靴べらP62

檜 日本の酒器シリーズ
※しおり（取扱い説明書）付き

P69 P73 山葡萄バッグP90 椹 ワインクーラー
椹 冷酒クーラー

was

風水だるま豪華セットP57

Naturalist プレートP12押寿司器（16切、10切）P10

natural wood 箸P8 P36P27

Home CafeP21

P5

P5

Naturalist 卓上ほうき

Naturalist ターナー

P16

P14

ペットケース・クリアケース入



YOUBI means things to use are Beautiful.

ht tps://yamaco.jp/


