- 窯変転写絵付 窯変（ようへん）転写絵付とは、窯の炎により生ずるやきもの独自の
風合い、その不確定な風合いを、安定して表わすため新たに生み出した
私たち独自の絵付け技法です。
-About crystallized decalThe white porcelain is bare simple material color.
However, these colors are induced by firing.
This is our original newly developed coloring technique with decal.
Let us introduce this technique as the significance of design uncertainty.

Ink Blue

※窯の火や日々の季節の変化によって多少の個体差が生じる場合が
ございますので予めご了承ください。
Please note that there is a little difference in each item
due to the condition of kiln and season.
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＊掲載内容は 2022 年 6 月現在のものです。
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Tableware collection
-Crystallized decal 2022- 窯変転写絵付 -

Pots
ポッツ

①

④

②

⑤

③

⑥

色とりどりのふっくらとした愛らしいフォルム。
濃淡のある色味が焼成により溶け、
混じりあうことで深みのある表情を生み出します。
やきものの魅力を身近に感じられる器です。
The cute chubby forms with various colors.
The shade of colors were created by firing in our kiln,
mixed together and make this depth of expression.
The art of pottery stay close to you in your daily life.

①お気に入りの花を飾って《フラワーベース》として
As a vase for your favorite flower.
72

②やさしい光を演出する《キャンドルホルダー》
A candleholder for your relaxing time in gentle light.

52

58

③ギフトにもうれしい《オリジナルBOX 》
It comes with original gift box.

いれものミニ

pot
80×75×h90 / 口径 72×66 / 250cc

55

いれもの

65

75

90

80

pot mini
58×55×h65 / 口径 52×48 / 100cc

④カトラリーを入れて《キャニスター》に
As a holder for your cutlery.
⑤清潔な磁器素材は《化粧小物入れ》としても最適
Porcelain is hygienic enough to keep your cosmetic.

color

クリームホワイト

紺 / インクブルー

ライトグレー / グレー

紺 / ライトグレー

緑 / ひわ

紺/飴

クリームホワイト

紺 / インクブルー

飴 / うす飴

飴 / オレンジ

黄色 / ライトグレー

薄水色 / 水色

07-060-101

07-060-141

07-060-142

07-060-143

07-060-144

07-060-145

07-070-101

07-070-141

07-070-142

07-070-143

07-070-144

07-070-145

¥1,750

¥2,300

¥2,300

¥2,300

¥2,300

¥2,300

¥1,100

¥1,600

¥1,600

¥1,600

¥1,600

¥1,600

Creamy White
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⑥のみものを入れて《カップ》として
As a cup with drinks.

color mini

Navy Blue＆Ink Blue

Light Gray＆Gray

Navy Blue＆Light Gray

＊焼成によって色味や模様に一つ一つ違いがでます。Each colors and patterns have diﬀerent nuance by ﬁring process.

Green＆Light Green

＊楕円形になっています。＊The rim is oval shape.

Navy Blue＆Brown

Creamy White

Navy Blue＆Ink Blue

Brown ＆Light Brown

Brown ＆Orange

Yellow＆Light Gray

Pale Blue＆Aqua Blue
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plue white

製品仕様 : 白磁 / white porcelain

plue white

inkblue

凛とした白磁の佇まいと
シャープなラインが特徴の
ディナーウェアライン。
白磁の艶やかな白は料理を
引き立てます。

プルーインクブルー

The subtle texture and sharp
lines are beautiful character of
these dinnerware series.
07-004-101

27cm ディナープレート
27cm dinner plate
Φ270×h21 ￥3,600

07-006-101

24cm ミートプレート
24cm meat plate
Φ240×h19 ￥2,600

07-010-101

21cm サラダプレート
21cm salad plate
Φ210×h18 ￥2,200

07-013-101

18cm デザートプレート
18cm dessert plate
Φ180×h15 ￥1,600

The whiteness of porcelain help

07-016-101

15cm パンプレート

deliver elevated styles of food.

15cm bread plate
Φ155×h14 ￥1,200

艶やかな白磁に深みのある青のグラデーション。
その色合いが水に落ちたインクのようであったことからインクブルーと名付けました。
濃淡を織り込んだ顔料が焼成により溶け、結合し、得も言われぬ風合いを生み出します。
インクブルーの器に注がれた珈琲は至福のひと時を演出します。
Glossy porcelain white and dark blue gradient color.
The shades of blue is similar to the ink just has been dropped into water, so we named the series

ink blue

07-035-101

.

The pigment sheet has thin layer part and thick part. These difference create a peculiar texture after being fired.
The coffee in this

plue inkblue

ink blue

cups accentuate your fabulous coffee break.

Gift plue inkblue

製品仕様 : 窯変転写 / glaze decal

23cm パスタボウル
23cm pasta bowl
Φ230×h43 ￥2,700

07-041-101

15cm シリアルボウル
15cm cereal bowl
Φ155×h52 ￥1,500

07-069-101

マグカップ

220cc mug cup
110×84×h90 220cc ￥1,500

07-067-101

コーヒーカップ

150cc coﬀee cup
110×80×h65 150 ㏄ ￥1,300

07-073-101

コーヒーソーサー

14cm coﬀee soucer
Φ145×h22 ￥1,100

07-052-101

コーヒーポット

550cc coﬀee pot
210×110×h125 550cc ￥4,000

製品仕様 : 窯変転写 / glaze decal

07-126-103
07-069-141

07-067-141

マグカップ (L3)

220cc mugcup
110×84×h90 220 ㏄ ¥2,000

コーヒーカップ (L2)

150cc coﬀee cup
110×80×h65 150 ㏄ ¥1,700

ペアマグカップ

07-052-141

pair 220cc mugcup
マグカップ（inkblue)×2

コーヒーポット

550cc coﬀee pot
210×110×h125 550 ㏄ ¥5,800

195×115×h100 ¥4,000

07-126-104

ペアカップ＆ソーサー
07-069-142

07-067-142

マグカップ (S5)

220cc mugcup
110×84×h90 220 ㏄ ¥2,000

Gift plue white

コーヒーカップ (S3)

150cc coﬀee cup
110×80×h65 150 ㏄ ¥1,700

コーヒーソーサー
coﬀee soucer
Φ145×h22 ¥1,400

160×160×h110 ¥5,600

製品仕様 : 白磁 / white porcelain

07-126-105

ペアカップ＆ソーサー

pair cup&soucer
カップ（white)×2 / ソーサー(white)×2
160×160×h110 ¥4,800
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pair cup&soucer
カップ（inkblue)×2
ソーサー(white)×2

07-073-141

07-126-101

ペアマグカップ

pair 220cc mugcup
マグカップ (white)×2
195×115×h100 ¥3,000

07-126-102

ペアパスタボウル

pair 23cm pastabowl
パスタボウル (white)×2
240×240×h75 ¥5,400
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Gift

かさね茶器
casane te for Green tea

07-126-141

07-126-142

07-126-143

pair teacup&soucer
煎茶 & 茶たく (11cm 小皿 )× 各 2
220×125×h90 ¥4,000

11cmplate 4pcs set
11cm 小皿４枚組
250×125×h45 ¥5,200

tea set
煎茶＆11cm 小皿＆14cm 菓子皿 × 各２/ 土瓶 ×1
300×215×h90 ¥11,600

組煎茶碗

小皿 4 枚組

茶器セット

淡呉須
Light Blue

07-017-141

07-088-141

07-053-141

14cmplate
Φ140×h15 ¥1,800

11cmplate
Φ115×h15 ¥1,300

320cc teapot-dobin140×120×h71 320cc ¥4,000

菓子皿

茶たく ( 小皿 )

土瓶

飴
Ame Brown

07-017-142

07-088-142

07-053-142

14cmplate
Φ140×h15 ¥1,800

11cmplate
Φ115×h15 ¥1,300

320cc teapot-dobin140×120×h71 320cc ¥4,000

菓子皿

茶たく ( 小皿 )

土瓶

浅黄
Moon Yellow

日本茶の水色 (すいしょく) が引き立つシンプルな白磁の煎茶碗。
飴色、呉須色、黄色など色が重なり生まれた濃淡が全面に映える器たち。
穏やかに日本茶を味わう茶のうつわです。
crystallized decal

07-017-144

07-088-144

07-053-144

14cmplate
Φ140×h15 ¥1,800

11cmplate
Φ115×h15 ¥1,300

320cc teapot-dobin140×120×h71 320cc ¥4,000

菓子皿

Light Blue

Ame Brown

Moon Yellow

Sumi Gray

白磁 white porcelain

茶たく ( 小皿 )

土瓶

of four heavenly hues on white porcelain

On pure white porcelain, the glaze and crystallized decal are melt together.
This is the tea ware that have Japanese tradition scent with modern technique.

薄墨
Sumi Gray

07-084-101

07-017-145

07-088-145

07-053-145

120cc teacup-senchaΦ85×h55 120cc ¥700

14cmplate
Φ140×h15 ¥1,800

11cmplate
Φ115×h15 ¥1,300

320cc teapot-dobin140×120×h71 320cc ¥4,000

煎茶碗
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菓子皿

茶たく ( 小皿 )

土瓶
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