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‐colors‐本体→白磁　釉薬銅版（glaze decal）→白/緑/銀灰

‐製品 products‐＊品番末尾　128→白、129→銀灰、130→緑

pair tumbler  
package:

pair cup  

 

package:

et  

＊色の組合せはご要望に応じ対応致します。

 gift

ペアタンブラー/pair tumbler ペアロック/pair cup

ぐい呑六個組/
shotglass6pcs

(tumbler/タンブラー）
 65-092-130
 65φ×ｈ105　200ｃｃ  
 ￥2,500（税別）

(8oldglass/エイトオールド）
 65-093-130
 80φ×ｈ80　200ｃｃ  
 ￥2,000（税別）

(6oldglass/シックスオールド）
 65-082-130
 70φ×ｈ70　150ｃｃ  
 ￥2,000（税別）

(shotglass/ショットグラス）
 65-084-130
 40φ×ｈ65　45ｃｃ  
 ￥1,250（税別）

(teapot/土瓶）
 65-052-132
 132×100×ｈ180
  750ｃｃ  
 ￥5,000
        （税別）



sake set  

 

 

tea set  

＊色の組合せはご要望に応じ対応致します。

 gift

‐製品 products‐＊品番末尾　132→朱赤、133→磁白、134→紫淡

‐colors‐本体→白磁　釉薬銅版（glaze decal）→磁白/朱赤/紫淡

(tumbler/タンブラー）
65-092-132

65φ×ｈ105　200ｃｃ  
￥2,500（税別）

(8oldglass/エイトオールド）
65-093-132

80φ×ｈ80　200ｃｃ  
￥2,000（税別）

(6oldglass/シックスオールド）
65-082-132

70φ×ｈ70　150ｃｃ  
￥2,000（税別）

(shotglass/ショットグラス）
65-084-132

40φ×ｈ65　45ｃｃ  
￥1,250（税別）

(teapot/土瓶）
65-052-132
132×100×ｈ180　
750ｃｃ  
￥5,000（税別）

(sake bottle/酒器）
　　　　65-063-132
  55φ×ｈ150　200ｃｃ  
               ￥2,500（税別）

(lid/
おつまみ重箱 蓋）
65-047-132
120φ×ｈ10　  
￥1,250（税別）

(lunch box/
       おつまみ重箱 ）
65-047-132
120φ×ｈ48　  
￥3,000（税別）

酒器セット/sake set
ぐい呑六個組/
shotglass6pcs

お重二個組/
pair lunchbox

茶器セット
/tea set



‐製品 products‐＊品番末尾　132→朱赤、133→磁白、134→紫淡

‐colors‐本体→白磁　釉薬銅版（glaze decal）→磁白/紫淡

酒器セット/sake set ぐい呑六個組 / shotglass6pcs お重二個組 / pair lid bowl ペアタンブラー / pair tumbler

kikyoh

contents:8oldglass×2

pair cup  

‐製品 products‐＊品番末尾　141→磁白、142→紫淡

(tumbler/タンブラー）
65-092-142

65φ×ｈ105　200ｃｃ  
￥2,500（税別）

(8oldglass/エイトオールド）
65-093-142

80φ×ｈ80　200ｃｃ  
￥2,000（税別）

(6oldglass/シックスオールド）
65-082-142

70φ×ｈ70　150ｃｃ  
￥2,000（税別）

(shotglass/ショットグラス）
65-084-142

40φ×ｈ65　45ｃｃ  
￥1,250（税別）

(sake bottle/酒器）
　　　　65-063-142
  55φ×ｈ150　200ｃｃ  
               ￥2,500（税別）

(lid/
おつまみ重箱 蓋）
65-047-142
120φ×ｈ10　  
￥1,250（税別）

(lunch box/
       おつまみ重箱 ）
65-047-142
120φ×ｈ48　  
￥3,000（税別）

sake set  

 

 

 

＊色の組合せはご要望に応じ対応致します。

 gift



box image

lunch box/
/red  

lid/
/red  

/ /

 
 

 

＊色の組合せはご要望に応じ対応致します。

 

‐colors‐本体→白磁　釉薬銅版（glaze decal）→磁白/朱赤

‐製品 products‐＊品番末尾　133→磁白、134→銀灰、135→朱赤、136→淡飴、137→淡織部‐製品 products‐＊品番末尾　133→磁白、135→朱赤

 

‐colors‐本体→白磁　釉薬銅版（glaze decal）→磁白/銀灰/朱赤/淡飴/淡織部

pair cup

 

 

  

               pair mugcup

(tumbler/タンブラー）
 67-092-135
 65φ×ｈ105　200ｃｃ  
 ￥2,500（税別）

(8oldglass/エイトオールド）
 67-093-135
 80φ×ｈ80　200ｃｃ  
 ￥2,000（税別）

(6oldglass/シックスオールド）
 67-082-135
 70φ×ｈ70　150ｃｃ  
 ￥2,000（税別）

(shotglass/ショットグラス）
 67-084-135
 40φ×ｈ65　45ｃｃ  
 ￥1,250（税別）

(sake bottle/酒器）
 67-063-135
 55φ×ｈ150　200ｃｃ  
 ￥2,500（税別）

(teapot/土瓶）
 67-052-135
 132×100×ｈ180
  750ｃｃ  
 ￥5,000
        （税別）

 
 



Natural stripe design is based on the fresh bamboo forest. Lifestyle is changed by continouus circle design to delightful.Traditional pattern “Kooci” is made by modern line design. Motif of cute dot pattern is chinese bellflower.

■ glazes cup200cc クリアボックス入
￥2,000（税別）  80φ×ｈ80

■ glazes ぐい呑45cc+五勺木枡 クリアボックス入
￥2,200（税別）  40φ×ｈ65

-sasasa Green- 

cup200 65-093-130P
65-130-130P

-sasasa White- 

cup200 65-093-128P
65-130-128P

-sasasa Gray- 

cup200 65-093-129P
65-130-129P

-kooci White- 

cup200 67-093-133P
67-130-133P

-suuun Red- 

cup200 65-093-132P
65-130-132P

-suuun White- 

cup200 65-093-133P
65-130-133P

-suuun Purple- 

cup200 65-093-134P
65-130-134P

-kikyoh Purple- 

cup200 65-093-142P
65-130-142P

-kikyoh White- 

cup200 65-093-141P
65-130-141P

-kooci Red- 

cup200 67-093-135P
67-130-135P

-kooci Red- 

cup200 67-093-135P
67-130-135P

-suuun Red- 

cup200 65-093-132P
65-130-132P

glazes



small bowl (kikko)
   34-026-125    

  

34-026-123    

    small bowl (uroko)
    34-026-122    

  

small bowl (karakusa)
34-026-121    

  

gaku glazed mini bowl

janome soba cup

    
    
    

       

    
    
    

       

    
    
    

       

    
    
    

       





■マグカップ / mugcup

■飯碗 / rice bowl

■取皿 / 15cm plate

■盛皿 / 25cm plate

■壁掛時計 / wall clock

＊色の組合せはご要望に応じ対応致します。

‐製品 products‐

 gift

‐colors‐本体→白磁　釉薬銅版（glaze decal）→green/white/purple/blue/orange

 

 

 


