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引出物、引菓子、縁起物を合わせて3点。奇数は割り切れない数字から、結婚式の良き日に縁起のいい贈り物となります。

【基本の 3 点セット】

【送迎時】
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Notice ご注 意 事 項
引出物（P.01~92）
送 料について

合計

¥15,000（税抜）以上

引菓子・縁起物・プチギフト
（P.93~145、P.S01~S15）
合計

¥10,000（税抜）以上

のご注文から送料無料でお受けいたします。

名 入 れ・ネーム入 り

ネーム入り商品はお名前の校正が必要ですので、
ご使用日の

3 週間前

大 切なあの 方 の 笑 顔 が 見 たいから。

注 文 期日

心を伝えるギフトセレクション。

その他商品のご注文期日について

2 週間前

ブライダル ギフト セレクション

までにご注文ください。

※プレートにお入れするお名前を、
ご注文の際にご指定ください。
（例）Taro&Junko、和也&愛子 etc.
※一部、注文期日が例外のものがありますので、各商品の注意事項を
今一度ご確認ください。

※期日を過ぎてのご注文の際は、お問い合わせください。 ※ご注文後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。

ご使用日の

2

総合版・サンベール vol.2

※上記未満でご注文の際は、別途送料が必要となります。
※北海道・沖縄・離島へのお届けの場合は別途お見積りしますので、お問い合わせください。

名入れ商品は納期に時間を要しますので、
各商品の注文期限をご確認ください。
専用申込用紙がありますので、詳しくは
P.3をご確認ください。

Catalogue

vol.

までにご注文ください。

※上記期日を過ぎてのご注文は、商品が揃わない場合がございますので、お問い合わせください。

ピクトマークについて

受注生産のため、納品日の40・30日前までに
ご注文ください。
（変更・キャンセル不可）
納期に1ケ月以上かかる場合がございますので、
在庫確認の上ご注文ください。
それぞれの商品の専用BOX・ラッピングになります。

こもった贈り物を届けたいものです。
「サンベール」では、作り手たちのこだわりがつまったものばかりが

ご注文はそれぞれの数量単位になります。

YAMAHIオリジナルアイテムです。
手づくりのため、形や仕様・サイズが変わる場合があります。
YAMAHIオリジナルセットです。

★プチギフトのご注文については、必要個数より多少余裕を
もったご注文をお勧めいたします。

インスタグラムでも、
チェックしてくださいね！

そんな記念すべき日だからこそ、大切な方には気持ちの

数量限定商品です。なくなり次第終了しますので、
必ず在庫確認の上、
ご注文ください。

サイズ表記について
W（横）
×D（奥行き・幅・厚さ）
×H（高さ）／φ
（直径）
を表します。

航空便不可商品です。

@y am ahi ̲ w e d d i n g

結婚、それはふたりが新しく旅立つ晴れの門出。

期間限定商品です。販売期間にご注意ください。

「あれっ？足りない！」
とならないために

後日、
プレゼントを
いただいたお友達に

ご両親や
ご兄弟に

アイテムをセレクトしています。大好きなあの方の顔を
思い浮かべながら選ぶひと品、ひと品。
きっとおふたりの真心がまっすぐに届くはずです。

お子様に

◎一部の商品は、製造工程に手作り・手描きの作業が含まれておりますので、色・模様・形状・重量が多少異なることがあります。
◎カタログ掲載商品は豊富に準備しておりますが、万一品切れおよび 販売終了の際はご容赦ください。
◎製品改良のため、
予告なく仕様の一部を変更する場合がありますのでご容赦ください。
◎カタログ掲載商品の色・素材感につきましては、若干実物と印刷の差が生じる場合があります。予めご了承ください。
◎カタログ掲載写真には、商品以外の雑貨や食品等が撮影されている場合があります。ご注文の際は、
セット内容を今一度ご確認ください。
◎食品につきましては、
特定原材料7品目
（卵・乳・小麦・えび・かに・落花生・そば）
を記載しております。

※税率に関しては、納品時に定められた消費税率が適用されます。

ラインアップ。感謝の気持ちや喜びがしっかり伝わる

Sunveil Press

大切な人やお世話になった方々へ贈るギフトの選び方をご紹介！

Sunveil Gift Selection

食品ギフト

1

B&W 贅沢コットン リフレッシュセット
P.11 ¥3,300（税込）

P.55

¥5,500（税込）

金椿 大鉢
P.36 ¥5,500（税込）

我が家で手軽に
本格イタリアン

3

エキストラバージンオリーブオイルA P.89

¥3,240（税込）

素材にこだわった
和食ギフト

B&W ネクタイケース＆
シューケアキット
P.13

こしひかりセットA

2

P.91

八千代切子 オンザロック
（扇柄）
P.54 ¥17,600（税込）

B&W 真空二重構造
タンブラーペア
（木箱）
P.14

祝言 銀彩正角小皿揃
P.33 ¥5,500（税込）

¥3,300（税込）
ねぶたタンブラーペア
P.51 ¥3,850（税込）

メタルグラスペアセット
P.28 ¥3,300（税込）

熊野筆 パウダー＆チークブラシ
P.39 ¥3,850（税込）

有田焼に職人が手書きした
『名前入り』。

李荘窯 名入れ 飯碗・湯呑 P.88

¥6,600（税込）

純銅アイスクリームスプーン
P.56 ¥3,300（税込）

ペアで使える飯碗・湯呑セット

花鶴木箱 今治タオル紅白FT1・BT1
P.35 ¥5,500（税込）

¥3,850（税込）

Trend Item

No.

軽くてコンパクトで割れ物ではない商品。
持ち帰りやすい軽量ギフトがオススメです。

至福タオル BT2・FT2セット
P.61 ¥11,000（税込）

リップル ペアマグカフェセット
P.69 ¥3,300（税込）

熊野筆 ハートのチークブラシ
P.39 ¥3,300（税込）

ご両親は披露宴の主催でもありますので、
通
常は引出物・引菓子・縁起物は用意しません。
その代わりに、
これまでの感謝の気持ちと
「こ
れからもよろしくお願いします」
という想いを
込めて、特別感ある贈り物を。花束贈呈の際
などに記念となるアイテムをお贈りください。

Trend Item

No.

B&W Zoo サーモボトル
＆FT1（しろくま）
P.27 ¥3,300（税込）

遠方からの方に

ご両親へ

食品ギフトを記念品として贈る方が最近増え
てきました。
ご親族のみの食事会や食器等は
充分にお持ちの方などにオススメです。
こだわりのオリーブオイルや紅白うどん、
こし
ひかりなど、
さまざまなタイプをご用意してい
ます。
柳宗理 ティースプーン/ヒメフォーク10ｃｐｓ

サンベールでは無料のラッピングも
ご用意しております。
詳しくはP.92へ。

それぞれのスタイルやシーンに合ったギフトを贈ってみませんか？

Trend Item

No.

熨斗・包装について

ご友人、
同僚、上司、
ご親戚などが集まる結婚式の良き日に、
おふたりから感謝の気持ちを贈り物に込めて。

¥3,240（税込）

織部流し梅紋 湯呑
P.87 ¥5,500（税込）

総皮茶筒大（桜）
茶箕付セット
P.52 ¥13,200（税込）

花かいろう 睦揃

P.86

Special
Item

博多献上柄 ペンケース＆印鑑ケース
P.87 ¥4,180（税込）

¥5,500（税込）

大切な方に特別な想いを込めて、
名入れアイテム
日常使いするアイテムにゲストのお名前をお入れするので、
より愛着がわく逸品に
なります。

熊野筆

李荘窯 飯碗・湯呑

40

日前
迄にご注文
ください。
Blossom Garden
タオルセット
P.7

¥3,300（税込）

1
select

02

イチオリ ガーゼケット
ほのか（濃桃）
P.58 ¥5,280（税込）

2
select

3
select

4
select

5
select

6

#

#

#

#

#

女性のご友人へ
3,300円(税込)〜

男性のご友人へ
3,300円(税込)〜

上司の方へ
3,850円(税込)〜

ご親戚の方へ
5,500円(税込)〜

主賓の方へ
11,000円(税込)〜

おじいちゃん、
おばあちゃんへ
4,400円(税込)〜

ユーモアや個性が光る、
こだわりのセレクション。

ビジネスシーンや自宅で
使える、洗練された実用品。

高品質なものや、
ファミリー
で使えるアイテムを。

伝統を誇る日本製や、
厳選した高級感のある逸品。

ハートの熊野筆や明るく鮮やかなカラーの
ギフトなど、可愛くて華やかなアイテムが
女性の心をくすぐります。

実用的＆機能的でスタイリッシュ、
そして
遊び心満点のアイテムがおすすめ。

出張や旅行で活躍するアイテムや、
趣味に合わせた贈り物で気を利かせて。

定番のタオルや器も、長く愛用できる
Made in Japanの上質なものを贈って。

2人の門出を祝い励まし、
これからも
お世話になる方にふさわしいのは、
格式の高さと上質感。

李荘窯 名入れ 飯碗・湯呑
P.88

select

#

日常が華やかになる、
ときめきアイテムたち。

熊野筆名入れ
P.39

大好きな思いを伝える、
体にも心にも優しいギフト。

いつまでも元気でいてほしいから。
ほころぶ笑顔を浮かべながら、
とっておきのセレクトで。

【名入れのご注文方法】

【お願い】
名入れ商品は受注生産と
なります。
ご注文後の変更・
キャンセルはお受けできま
せん。
予めご了承ください。
※期限後のご注文に対し、
ご希望の納期に間に合わ
ない場合は、
個別にご連絡
致します。

会場ご担当者様にご注文後、専用用紙をダウンロードいただき、入力したエクセルデータ
をメールでお送りください。名入れ商品は受注生産となりますので、各商品の注文期限をご
確認ください。
また、
ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

①
「名入れ専用注文用紙」
(エクセルシート)を用意しています。
下記にアクセスし、
ダウンロードしてください。
【名入れ注文用紙

ＵＲＬ】

http://www.yamahi.com/index.html#name

②ご注文用紙に入力したら、
パスワードをかけて保存します。
※注文用紙（エクセルデータ）
にパスワードの設定方法を記載しています。

③メールは2通に分けて送信します。
1通目がエクセルシート添付、
2通目がパスワードです。
【送信メールアドレス】

info@yamahi.com

③‐1：エクセルデータ送信：
件名に
「挙式日／式場名／○○家・○○家 名入れデータ」
と入力、
エクセルデータを添付ください。
③‐2：パスワード送信：件名に
「挙式日／式場名／○○家・○○家 名入れデータ パスワード連絡」
とご入力、
本文にパスワードを記載ください。
※エクセルデータとパスワードは同じメールに添付・記載しないでください。
個人情報保護のため、
ご理解・ご協力をお願いいたします。

03

ふた つ でひとつ 、ここから始まる新しいストーリー 。

新 郎・新 婦 が 向き合う紙 管 の B O Xと
煌 めくオーガンジー 袋 のラッピング 。

ミスター＆ミセス

※P.5の商品は、
こちらの専用BOXを
オーガンジーの袋に入れてお届けします。
表面

中面

P.5の商品は、
ラッピングの中に
挙式日・名前入りのメッセージ
カードをお入れします。

きらめく透 明なグラスが 、

笑 顔を素 敵 に彩る魔 法 のアイテム。

ふたりのピュアな心を映し出します 。

向き合った新郎新婦の幸せなデザインの、
ブライダルにふさわしい木箱入りの
今治産フェイスタオルギフトセット。
「 Just Married」
と
「Special Thanks」の
メッセージでおふたりの良き日の想いをお届けします。巻紙のキリヌキ部分から
見えるタオルは、米国の「サンフォーキン綿」パイルを使用。光沢が良く肌触り
がソフトで、毛羽落ちが少なく吸水性も大変優れています。

ミスターアンドミセス

Mr.＆Mrs. 今治タオルペアセット
1-1-0001
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル
（33×84cm、
綿100%）
×2
◎木箱サイズ／23.5×26.5×6cm ◎重量／560ｇ ◎愛媛・今治

04

耐熱ガラスの二重構造グラスは可愛いデザインで、ふだん使いにもぴったり。
保温保冷に優れていて、
ドリンクはもちろん、
ミニパフェやゼリーを入れても
GOOD！

ミスターアンドミセス

Mr.＆Mrs. 耐熱ガラスペア
1-1-0002
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／二重構造グラス(φ8×9cm、
230ml、
耐熱ガラス)×2、
紙管(φ9.7×16cm)×2
◎ラッピングサイズ／約11×25×25cm ◎重量／375g

フェイスブラシは筆職人が厳選した極上の山羊毛を使用。
シャドウブラシと
リップブラシはベルベットのようななめらかな肌触りが特徴です。高級綿を
使用したフェイスタオルは繊維が長く、肌ざわりがしなやか。綿花に油分が
あるため、
シルクのような美しい艶があるのが特徴です。
ミスターアンドミセス

Mr.＆Mrs. メイクセット
1-1-0003
¥3,520（本体価格￥3,200）
◎セット内容・材質／フェイスブラシ(長さ15.5cm、
山羊毛・木・アルミ)×1、
シャドウ
ブラシ(長さ15.8cm、
タクロン・木・アルミ)×1、
リップブラシ(長さ15cm、
タクロン・
木・アルミ)×1、
フェイスタオル(33×83cm、
綿100%)×1
◎ラッピングサイズ／約 11×25×25cm ◎重量／200g
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鮮やかな色に包まれて、幸せの時間が上品に花開く。

リバティ柄 の 可 愛 いタオルと
フローラル の 香りで 心 地よい 時 間を。

蓋をあけるとそこに広がるのは素敵な別世界。

まるでお花畑ごと贈り物にしたような可憐さと品の良さが、

日々を素敵に生きる女性に似合う“Blossom Garden”シリーズ。

ブロッサムガーデン

毎日を笑顔で過ごしてほしい女友達へ届けたい、愛らしいギフトセレクションです。

スーピマ・コットンを使用したふんわりソフトなフェイスタオルはリバティプリント
がポイント。5つの保湿成分を配合したハンドクリームはさらりとした使い心地
です。
ブロッサム

ガーデン

Blossom Garden タオルセット
1-1-0004
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(34×80cm、
綿100%)×2、
ハンドクリーム(11g)×1、
造花×1
◎箱サイズ／17.8×17.8×12.5cm
◎重量／380g ◎タオル:ベトナム
※ハンドクリームの種類は予告なく変更になる場合があります。

色とりどりの 花々が 祝 福してくれるようなギフトボックスに喜びを乗 せ て。

〈Blossom GardenオリジナルBOX〉
※P.7の商品は、
こちらの箱に入れてお届けします。

蓋を開けると、
お花畑の中にミニブーケが !
中蓋の下に商品が入っています。

BOXの表面には透明
の柄が入っています。
表面

ミニブーケが付いています。
中面

P.7の商品は、箱の中に挙式日・名前入りのメッセージカードをお入れ
します。
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華やかな模様が可愛いリバティ柄のふんわりタオルと、マットホワイト
の冷たいものは冷たく、温かいものは温かく保つ真空二重構造タン
ブラーのセットです。

フェイスケアの時間を楽しく彩るフェミニンセット。
タオル、
フェイス
ブラシに、スクエア型のハンドミラーをギフトにしました。毎日愛用
するものだからこそ、ステキなアイテムをそばに置きたい。
そんな女性に喜ばれる贈り物です。

Blossom Garden タオル＆タンブラーセット
1-1-0005
¥3,300（本体価格￥3,000）

Blossom Garden フェミニンセット
1-1-0006 ¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／フェイスタオル
（34×80cm、
綿100%）
×1、
真空二重構造タンブラー(φ7.5×13.6cm、
350ml、
18-8ステンレス)×1、
グラスカード
（開いた状態：16.5×13.5cm、
紙）
×1、
造花×1
◎箱サイズ／17.8×17.8×12.5cm ◎重量／450g
◎タオル:ベトナム

◎セット内容・材質／フェイスタオル(34×80cm、
綿100%)×1、
フェイスブラシ(長さ15.5cm、
山羊毛・アルミ・木)×1、
ハンドミラー(9.4×16.9×0.5cm、
ABS・ガラス)×1、
造花×1
◎箱サイズ／17.8×17.8×12.5cm ◎重量／370g
◎タオル：ベトナム
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冷 たい 飲 み 物 で 変 化 するカップ 。

Mi rro r
Gla s s

Shukuhai

− ミラーグラス −

− 青い鳥 −

通常時は青い鳥が2羽います

冷たい飲み物で模様が浮き出てきます

約17℃以下の
ドリンクで！

鮮やかなクジャクに
変身！

青い鳥が…

変化の様子はこちらから
ご覧いただけます。

※冬期など室温が低いと模様がでてくることがあります。予めご了承ください。

一口ビールサイズの上品な薄手のカップと、
タオル生地のハンカチのセット
です。ハンカチには1875年創業の英国ブランド
「LIBERTY」の代表的な
花柄生地をあしらい、銀糸のラインをほどこした、上品なハンカチです。
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美しく輝く、洗 練され たグラス。

冷感で模様が浮き出てくるカップと、
リバティプリントがポイントのスーピマ・
コットンを使用したふんわりソフトなフェイスタオルをセットにしました。

Shukuhai 青い鳥カップ1P＆ハンカチ
1-1-0081
¥3,300（本体価格￥3,000）

Shukuhai 青い鳥カップ1P＆FT1
1-1-0082
¥ 3,850（本体価格￥3,500）

◎セット内容・材質／フリーカップ
（φ7.2×11.2cm、
270ml、
磁器)×1、
ハンカチ
（25×25cm、
綿100％）
×1
◎箱サイズ／10.8×18.8×8.5cm
◎重量／225g

◎セット内容・材質／フリーカップ
（φ7.2×11.2cm、
270ml、
磁器)×1、
フェイスタオル
（34×80cm、
綿100％）
×1
◎箱サイズ／17×17×9cm
◎重量／295g

上品な形状で薄手に作られた飲みやすい口元が特徴のカップに、青い鳥と
冷感で変化する模様を施した楽しいカップです。お家時間が増えた今だ
から家でのひと時に使っていただきたい逸品です。

Shukuhai 青い鳥カップペア
1-1-0083
¥ 5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／フリーカップ
（φ7.2×11.2cm、
270ml、
磁器)×2
◎木箱サイズ／17×13.1×8.7cm
◎重量／410g

特殊なミラー加工で、内側に鮮やかに美しく浮かび上がる模様。飲み物の色で外側の印象も変化します。窓辺のような光に当たる場所では、反射してテーブルに映り込み、
風情を感じながら愉しむことができます。

これまでの感謝や心に満ちた喜び。
ダリアの花言葉が示すように、
この日を
共に迎えることができた喜びやゲストへの感謝の気持ちを届けます。

グラスの中に、美しく輝くクローバー。
四ツ葉のクローバーの数は全部で
7つ。
ゲストの方々に、幸せを運んでくれるアイテムです。

グラスの底には地球。
そして地球を照らすかのように、
オリオン座や夏の大
三角形と天の川、
北斗七星や土星など無数の星たちが神秘的に輝きます。

ダリア グラスペア
1-2-0096
¥3,300（本体価格￥3,000）

クローバー グラスペア
1-2-0097
¥3,300（本体価格￥3,000）

宇宙 グラスペア
1-2-0098
¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／グラス(φ8.5×9cm、260ml、
ソーダガラス)×2
◎箱サイズ／9.2×18×9.7cm
◎重量／550g

◎セット内容・材質／グラス(φ8.5×9cm、260ml、
ソーダガラス)×2
◎箱サイズ／9.2×18×9.7cm
◎重量／550g

◎セット内容・材質／グラス(φ8.5×9cm、260ml、
ソーダガラス)×2
◎箱サイズ／9.2×18×9.7cm
◎重量／550g

そ ら

※数量限定商品です。
なくなり次第、終了となりますので、
ご注文の際は在庫確認の上、
ご注文ください。
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サンベールのオリジナルブランドB&Wは、
シンプルで使いやすいアイテムシリーズ。
飽きのこない、スタイリッシュなギフトセットです。

ブラック＆ホワイト

ブラック＆ホワイト

B&W 贅沢コットン タオルセットFT2
1-1-0009
¥2,750（本体価格￥2,500）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(綿100%)×2、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／425g

B&W 贅沢コットン リフレッシュセット
1-1-0010
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(綿100%)×2、
フェイシャルソープ(90ｇ、
石鹸
素地・オレンジ油・ユーカリ葉油)×1、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／515g ◎ソープ：日本

B&W 贅沢コットン タオルセットFT1・BT1
1-1-0011
¥3,850（本体価格￥3,500）
◎セット内容・材質／バスタオル(綿100%)×1、
フェイスタオル(綿100%)×1、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／565g

シンプルで、
シックなアイテム。
だからいつもそばに置きたい。

〈タオルサイズ〉

シルクのような美しい 艶と、ずっと肌 に触 れ ていたい ふんわり感 。

【アイアンカゴ】

インテリアで人気、
マットな質感のブラックのアイアンカゴ。
洗面所の空間をオシャレに演出します。

むねんし

雄大な大地で採れる貴重な高級綿を用い、糸に撚りをかけない「無撚糸」
で作られたこのタオル。繊維が長く、

【フェイシャルソープ】

肌ざわりがしなやかで、綿花に油分があるためシルクのような美しい艶があるのが特徴です。
ふわふわ感が抜群

で、繊維と繊維の間に隙間があるため水分をよく吸い込みます。低温釜焚きで熟成させたフェイシャルソープと
いっしょにアイアンのカゴに詰め合わせた、肌にやさしいセットです。
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フェイスタオル
(33×84cm)

バスタオル
(60×120cm)

40℃の低温釜炊きで30日以上熟成する枠練という手法
で丁寧に作りました。
原料のオイルは、
一番搾りのオリーブ
オイルとココナッツオイルを使用。保湿のあるクリーミーな
泡が立ちます。
ダブル洗顔で軽いメイク落としも出来ます。

B&W 贅沢コットン ボリュームセット
（木箱）
1-1-0012
¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／バスタオル(綿100%)×1、
フェイスタオル(綿100%)×2、
フェイシャルソープ(90ｇ、
石鹸素地・オレンジ油・ユーカリ葉油)×1
◎木箱サイズ／21.9×35.8×10.6cm ◎重量／885g ◎ソープ：日本
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貴重な繊維で作られたふわふわのタオルと、真空二重構造タンブラーのセット。
タンブラーは保温、保冷に優れていて、
シンプルで飽きのこないデザインも魅力。
ブラック＆ホワイト

B&W 贅沢コットン タンブラーセットBK
1-1-0013
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、
綿100%)×1 、
真空二重構造タンブラー(φ7.5×13.6ｃｍ、
350ml、
18-8ステンレス)×1 、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／510g

持ち運びしやすいネクタイケース兼ウォッチケースと真空二重構造タンブラー、
どちらもシックな黒でカッコ良さが光ります。

柔らか い 肌 触りが 魅 力のタオルと結 露しにくいタンブラーを、
シンプ ルシックなアイアンカゴ に入 れ て。

B&W 贅沢コットンFT2 タンブラーセットBK
1-1-0014
¥ 4,400（本体価格￥4,000）

B&W ネクタイケース＆タンブラー
1-1-0023
¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、
綿100%)×2 、
真空二重構造タンブラー(φ7.5×13.6ｃｍ、
350ml、
18-8ステンレス)×1 、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／590g

◎セット内容・材質／真空二重構造タンブラー(φ7.5×13.6ｃｍ、350ml、18-8
ステンレス)×1、
ネクタイケース(φ8×10.4ｃｍ、
ポリエステル・ポリウレタン※クッ
ション付)×1 ◎箱サイズ／17×17×9cm ◎重量／355g

コンパクトでバッグにも入れておきやすいシューケアキットは、気が付いたときに
すぐにお手入れができて便利です。

B&W シューケアキット＆タンブラー
1-1-0024
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／真空二重構造タンブラー(φ7.5×13.6ｃｍ、350ml、18-8
ステンレス)、
シューケアキット：ポーチ(15.5×18.5cm、
ポリウレタン・紐：牛革)、靴
クリーム(φ6.5×1.5cm、
17.5ml、
油性クリーム
〈無色〉
)、
スポンジ(10.6cm、
木・ウレ
タン)、
ブラシ(13.3cm、
木・ポリプロピレン)、
布(24×15cm、
ポリエステル) ×各1
◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／365g
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貴重な繊維で作られたふわふわのタオルと、付属のクッションを使えばウォッチケースとしても使用できる、
しっかりした素材のネクタイケースのセットです。

貴重な繊維で作られたふわふわのタオルと、
コンパクトでバッグにも入れておきやすいポーチ入りシューケア
キットは、出張や旅行先などでも大活躍です。

B&W 贅沢コットンFT1＆ネクタイケース
1-1-0016 ¥3,080（本体価格￥2,800）

B&W 贅沢コットンFT1＆シューケアキットBK
1-1-0015 ¥ 3,080（本体価格￥2,800）

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、
綿100%) 、
ネクタイケース(φ8×10.4ｃｍ、
ポリエステル・ポリウレタン
※クッション付)
◎箱サイズ／17×17×9cm ◎重量／305g

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、
綿100 %) 、
シューケアキット：ポーチ(15.5×18.5cm、
ポリウレタン・紐：牛革)、
靴クリーム(φ6.5×1.5cm、
17.5ml、
油性クリーム
〈無色〉
)、
スポンジ(10.6cm、
木・ウレタン)、
ブラシ(13.3cm、
木・ポリプロピレン)、
布(24×15cm、
ポリエステル)×各1
◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／290ｇ

付属のクッションを使えばウォッチケースとしても使用できる、
しっかりした素材の
ネクタイケースとポーチ入りシューケアキットは、
出張や旅行先などでも大活躍です。

B&W ネクタイケース＆シューケアキット
1-1-0008
¥3,850（本体価格￥3,500）
◎セット内容・材質／ネクタイケース(φ8×10.4ｃｍ、
ポリエステル・ポリウレタン※クッ
ション付)、
シューケアキット：ポーチ(15.5×18.5cm、
ポリウレタン・紐：牛革)、靴
クリーム(φ6.5×1.5cm、
17.5ml、
油性クリーム
〈無色〉
)、
スポンジ(10.6cm、
木・ウレ
タン)、
ブラシ(13.3cm、
木・ポリプロピレン)、
布(24×15cm、
ポリエステル) ×各1
◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／325g
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手もとに すっとなじむ ペアカップ 。
リラックスしたい 時 間 に、い つもそば に。

ふくよか な泡と、心 地よいのどごしと、豊 か な時 間と。

冷たいものは冷たく、温かいものは温かく。好きな飲み物のおいしさを保つ
真空二重構造タンブラーです。
ビール好きにおすすめです。

黒と白の洗練されたカップは、二重構造なので保温・保冷に優れ、
さりげない存在感と安定感のある形状が魅力です。

普段使いしやすい二重構造のカップに、氷の代用品として便利なステンレス
キューブをセットにしました。木箱に入れてお届けします。

〈断面〉
〈断面〉

ステンレスキューブは、
冷凍庫で凍らせれば
氷の代 用 品として使
え、飲み物が薄まらな
いのが特徴です。

二重構造
真空二重構造

B&W 真空二重構造タンブラーペア（木箱）
1-1-0017
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／真空二重構造タンブラー(φ7.5×13.6ｃｍ、
350ml、
18-8ステンレス)×2
◎木箱サイズ／15.5×17.5×8.5cm ◎重量／520g
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B&W 二重構造カップペア（木箱）
1-1-0018
¥2,750（本体価格￥2,500）
◎セット内容・材質／二重構造カップ(φ7.8×9.2ｃｍ、
250ml、
18-8ステンレス)×2
◎木箱サイズ／10.8×18.5×8.7cm ◎重量／400g

サス

B&W 二重構造カップ＆SUSキューブペア(木箱)
1-1-0019
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／二重構造カップ(φ7.8×9.2ｃｍ、
250ml、
18-8ステンレス)×2、
ステンレスキューブ
（2.7×2.7×2.7cm、
18-8ステンレス・水・アルコール）
×2
◎木箱サイズ／10.8×18.5×8.7cm ◎重量／426g
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収 納スペースもオシャレな空 間 に。

おうち時 間をコーヒー でリラックス。

人気の二重構造のカップを4個セットにし、アイアンのカゴに詰めました。来客時はもちろん、家族で普段使いにもオススメです。
インテリアで人気のマットな質感のブラックのアイアンカゴは、
カップの収納はもちろん、様々なポイントの空間をオシャレに演出します。

350ｍｌとたっぷり入る真空タンブラーは、保温・保冷に優れ、ホットでもアイス
でも美味しさを保ちます。B&Wオリジナルのドリップコーヒーとセットにしました。

ドリップコーヒーにちょうど良いサイズの二重構造のカップを2個と
2種類のドリップコーヒーをアイアンのカゴに入れてお届けします。
B&Wオリジナル
〈 ドリ
ップコーヒー 〈

【スペシャルブレンド】
香り高 いブ ラジル 産
コーヒーをベースにした
酸味を抑えた深みのあ
る味わいです。

×5
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×5

×5

×5

B&W カゴ入り二重構造カップ4P
1-1-0020
¥5,500（本体価格￥5,000）

B&W カゴ入り二重構造カップ4P（BK）
1-1-0021
¥ 5,500（本体価格￥5,000）

B&W カゴ入り二重構造カップ4P（WH）
1-1-0022
¥ 5,500（本体価格￥5,000）

B&W カゴ入り 真空タンブラー＆コーヒーセット
1-1-0037
¥3,300（本体価格￥3,000）

B&W カゴ入り二重構造カップ2P＆コーヒーセット
1-1-0038
¥4,400（本体価格￥4,000）

◎セット内容・材質／二重構造カップ(φ7.8×9.2ｃｍ、
250ml、
18-8ステ
ンレス)×4、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／690g

◎セット内容・材質／二重構造カップ(φ7.8×9.2ｃｍ、
250ml、
18-8ステ
ンレス)×4、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／690g

◎セット内容・材質／二重構造カップ(φ7.8×9.2ｃｍ、
250ml、
18-8ステ
ンレス)×4、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／690g

◎セット内容・材質／真空二重構造タンブラー(φ7.5×13.6ｃｍ、350ml、18-8
ステンレス)×1、
ドリップコーヒー
（スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド）
×各5、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／540g

◎セット内容・材質／二重構造カップ(φ7.8×9.2ｃｍ、
250ml、
18-8ステンレス)×2、
ドリップコーヒー（スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド）×各5、アイアンカゴ
(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／600g

【ヨーロピアンブレンド】
深いコクと苦みのある、
しっかりした味わいです。
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ちょこっとお 出か けに便 利なコンパクト財 布 。

【コンパクト財布】
カード用ポケット×計4

※内側両面

ブラック＆ホワイト ズー

コインポケット

【カードケース】
カード用ポケット×計3
手に持ったイメージ

※両面（2）+真ん中
（1）
普段使いはもちろん、
シンプルなのでセカンド財布としても使いやすいコンパクト財布。
クジラの尾の引き
手がポイントで、
カードケースと取り外し可能なカラビナ付きで持ちやすく、
スキミング防止も付いてセキュ
リティも安心です。

B&W Zoo コンパクト財布(クジラ)
1-1-0078

¥7,040（本体価格￥6,400）

◎セット内容・材質／財布（10×11.5×1.5cm[引き手部分除く]、本革・ポリエステル・アルミ合金)×1、
カード
ケース
（9.1×7cm、
本革）
×1 ※スキミング防止シート使用 ※カラビナは取り外し可
◎箱サイズ／11.5×13.1×3.2cm ◎重量／136g

【長財布】

薄 いの が 嬉しい 長 財 布 。

カード用ポケット×計4
小物用ポケット×計4

※内側両面
コインポケット
フリースペース

【カードケース】
カード用ポケット×計3

※両面（2）+真ん中
（1）
領収書などを入れるのに便利なフリースペースや、小物用のポケットが付いた、お札を折らずに収納で
きる薄い長財布です。
カードが3枚入るカードケース付きなので、
カードだけ使いたい時は、
カードケース
だけスマートに持ち運び出来ます。

B&W Zoo 長財布(クジラ)
1-1-0079

¥8,800（本体価格￥8,000）

◎セット内容・材質／財布（10×18×2cm[引き手部分除く]、本革・ポリエステル・アルミ合金)×1、
カード
ケース
（9.1×7cm、
本革）
×1 ※スキミング防止シート使用 ※カラビナは取り外し可
◎箱サイズ／11.5×19×3.7cm ◎重量／195g

クジラみ たいなコインケース。

※スキミング防止シートについて： 財布とカードケースには、電波遮断シート
（RFIDをブロック
する素材）
を中間層に入れているので、外部からカード等のデータの読み取る電子すりから
クレジットカード、
キャッシュカード、SuicaやICOCAなどの交通系ICカード、運転免許証などの
貴重な情報を保護します。但し、100％とは言えませんのでご理解ください。

この
ペー
ジの
黒い
商品
化粧
は
箱に
います
入って
。

【コインケース】
※コイン約45枚収納可

クジラのようなカタチをした本革のコインケース。鍵や印鑑、アクセサリーケースとしても使えます。
クジラ
の尾っぽの引き手がポイントです。

あると便 利なセカンド財 布 。
遊 びゴコロのあるクジラの 尾 の引き手 が ポイントで す 。

B&W Zoo コインケース(クジラ)
1-1-0080

¥3,300（本体価格￥3,000）

◎内容・材質／コインケース
（3×10×4cm[引き手部分除く]、
本革・ポリエステル)×1
◎箱サイズ／8×11×4.2cm ◎重量／55g
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くまとクジラとしまうまの マグカップ 。
モノクロでスマ ートな雰 囲 気 に。

〈マグカップデザイン 〈
正面

裏面
アニマルのデザインが施されたマグカップ3個セット。普段使いしやすい大きめ
サイズで、
カフェラテやスープなどにオススメ。
インテリアにもなるマグカップです。

クー ルな動 物 たちと一 緒 に
感 謝 の 気 持ちを伝える。

アートのようなデ ザインの 大きなディナープレート。

B&W Zoo マグカップ3P
1-1-0074
¥2,970（本体価格￥2,700）
◎セット内容・材質／マグカップ
（φ8×11×H9.3cm、
磁器)×3
◎箱サイズ／11.5×24.5×10cm
◎重量／1，
025g ◎カップ：岐阜・美濃焼

高級綿を使用したフェイスタオルは、糸に撚りをかけない「無撚糸」で作られ、綿花に油分があるため美しい艶があり、肌触りがしなやかでふわふわ感が特徴です。普段使いしやすいサイズのマグカップは、310mlとたっぷりサイズなので、
スープなどにもおすすめです。水着素材を使用した立体ストレッチマスクは、吸水速乾性・通気に優れ、息が苦しくなりにくく快適な使い心地で、暑い季節に嬉しいUVカット、接触冷感も付いています。

普段使いしやすい大きめマグカップと、
ドリップコーヒーのセット。収納に便利
でオシャレなアイアンのカゴに入れてお届けします。

アニマルデザインが施された大きめのディナープレート。
それぞれにHAPPYの文字が隠れています。
ワンプレート
として使用する際にフラット面が嬉しいポイントです。

B&Wオリジナル
〈 ドリ
ップコーヒー 〈

ブラック＆ホワイト ズー
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B&W Zoo 贅沢コットンFT1＆マグ（くま）
1-1-0063
¥3,300（本体価格￥3,000）

B&W Zoo 贅沢コットンFT1＆マグ（シマウマ）
1-1-0064
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

B&W Zoo 贅沢コットンFT1＆マグ（クジラ）
1-1-0065
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、
綿100％)×1、
マグカップ(φ8×
11×H9. 3cm、
310ml、
磁器)×1、
コースター( 9×9cm、
紙製)×1、
ストレッチ
マスク(半分に折ったサイズ13.5×17.5cm[フリーサイズ]、
ポリエステル80％・
ポリウレタン20％)×1 ◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／約290ｇ
◎カップ：岐阜・美濃焼

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、
綿100％)×1、
マグカップ(φ8×
11×H9. 3cm、
310ml、
磁器)×1、
コースター( 9×9cm、
紙製)×1、
ストレッチ
マスク(半分に折ったサイズ13.5×17.5cm[フリーサイズ]、
ポリエステル80％・
ポリウレタン20％)×1 ◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／約290ｇ
◎カップ：岐阜・美濃焼

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、
綿100％)×1、
マグカップ(φ8×
11×H9. 3cm、
310ml、
磁器)×1、
コースター( 9×9cm、
紙製)×1、
ストレッチ
マスク(半分に折ったサイズ13.5×17.5cm[フリーサイズ]、
ポリエステル80％・
ポリウレタン20％)×1 ◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／約290ｇ
◎カップ：岐阜・美濃焼

×2

×2

B&W Zoo カフェセット(くま＆クジラ)
1-1-0066
¥2,750（本体価格￥2,500）
◎セット内容・材質／マグカップ(φ8×11×H９.３cm、
３1０ml、磁器)×2、
コース
ター(9×9cm、
紙製)×2、
ドリップコーヒー(スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレン
ド)×各2、
アイアンカゴ(17×23×11cm、
鉄)×1
◎箱サイズ／17.8×23.5×11.8cm ◎重量／930ｇ ◎カップ：岐阜・美濃焼

【スペシャルブレンド】 【ヨーロピアンブレンド】
香り高いブラジル産コー
ヒーをベースにした酸味
を抑えた深みのある味わ
いです。

深いコクと苦みのある、
しっかりした味わいです。

B&W Zoo HAPPYプレート3P
1-1-0073
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／ディナープレート
（φ24.6×2.6cm、
磁器)×3
◎箱サイズ／25.5×25.5×5.5cm
◎重量／1,778g ◎岐阜・美濃焼
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オシャレなあ の 人 に。
遊び 心 のある贈り物 で す 。

出 張 や 旅 行 の お 供 に。

マスク：水着素材を使用した立体ストレッチマスク。
吸水速乾性、
通気に優れ
息が苦しくなりにくく快適な使い心地です。
暑い季節に嬉しいUVカット、
接触
冷感も付いています。
マグカップ：普段使いしやすいサイズのマグカップ。
310mlとたっぷりサイズな
ので、
スープなどにもおすすめです。
タオル：レーザーカットされた、
愛嬌のある動物たちのシルエットから、
タオル地
がのぞき見えます。
高級綿糸を使用したふんわりタオル。
靴下：古くから靴下の産地で知られる奈良県で生産された、
抗菌防臭効果が
あり、
優れた吸水・吸汗性と速乾性を併せ持った糸を使用した靴下。
靴とズボ
ンの間からチラっと見えるアニマルがオシャレ。
ネクタイ：結婚式やパーティなとでオシャレに着飾る、
モノクロの遊び心のある
ネクタイ。
人とはちょっと違うセンスを表すのにおすすめのアイテムです！

抗菌防臭効果があり、優れた吸水・吸汗性と速乾性を併せ持った糸を使用した靴下と、吸水速
乾性、通気に優れた水着素材を使用した立体ストレッチマスク、半分柄の入ったオシャレネク
タイと、大きめサイズのマグカップ＆コースターに、
クマの巻紙を施した高級綿を使用したふんわ
りタオルを、
セットにしてお届けします。
マグカップ裏面

ブラック＆ホワイト ズー

B&W Zoo 贅沢コットンFT1＆くまづくし
1-1-0062
¥ 6,600（本体価格￥6,000）
◎セット内容・材質／ネクタイ(8.5×141×0.4cm、ポリエステル100％)×1、
フェイスタオル
(33×84cm、綿100％)×1、
マグカップ(φ8×11×H９.３cm、
３1０ml、磁器)×1、
コースター
(9×9cm、紙製)×1、ストレッチマスク(半折りサイズ13.5×17.5cm[フリーサイズ]、
ポリエステル
80％・ポリウレタン20％)×1、
靴下(25〜27cm[紳士用]、
綿・アクリル・ポリエステル・ナイロン・ポリウ
レタン)×1 ◎箱サイズ／15×26×9cm ◎重量／635ｇ

個性的な3種のオシャレなネクタイと、付属のクッションを使えばウォッチケースと
しても使用できる、
しっかりした素材のネクタイケースのセットです。出張や旅先
などでも大活躍です。

オシャレは 足 元 から。チラっと見えるアニマ ル がクール 。

B&W Zoo ネクタイ＆ケースset
1-1-0069 (柄)
¥4,950（本体価格￥4,500）
1-1-0070 (シマウマ模様) ¥4,950（本体価格￥4,500）
1-1-0071 (シマウマ顔) ¥4,950（本体価格￥4,500）
1-1-0069

1-1-0067

◎セット内容・材質／ネクタイ(8.5×141×0.4cm、
ポリエステル100％)×1、
ネクタイケース(φ8×10.4ｃｍ、
ポリエステル・ポリウレタン※クッション付)×1
◎箱サイズ／17×17×9cm ◎重量／275ｇ ◎ネクタイ：日本製

1-1-0070

1-1-0068
1-1-0075

B&W Zoo 贅沢コットンFT1＆シューケア
1-1-0067 (くま)
¥ 3,850（本体価格￥3,500）
1-1-0068 (ペンギン)
高級綿を使用した、糸に撚りをかけない「無撚糸」で作られ、綿花に油分
があるため美しい艶があり、肌触りがしなやかでふわふわ感が特徴の
フェイスタオルと、
フェイクレザーのポーチ入りで、気付いたときにさっと
お手入れができる便利なシューケアキット、古くから靴下の産地で知ら
れる奈良県で編み立てた、抗菌防臭効果があり、優れた吸水・吸汗性
と速乾性を併せ持った糸を使用した靴下とのセットです。
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¥ 3,850（本体価格￥3,500）

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、綿100％)×1、シューケアキット：ポーチ
(15.5×18.5cm、
ポリウレタン・紐：牛革)、靴クリーム(φ6.5×1.5cm、17.5ml、油性クリーム
〈無
色〉)、
スポンジ(10.6cm、木・ウレタン)、
ブラシ(13.3cm、木・ポリプロピレン)、布(24×15cm、
ポリ
エステル) ×各1、
靴下(紳士用25-27cm、
綿・アクリル・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン)×1
◎箱サイズ／15×26×8cm ◎重量／350ｇ ◎靴下：日本

1-1-0071

1-1-0076

1-1-0077

B&W Zoo ネクタイ
1-1-0075 (柄)
¥3,300（本体価格￥3,000）
1-1-0076 (シマウマ模様) ¥3,300（本体価格￥3,000）
1-1-0077 (シマウマ顔) ¥3,300（本体価格￥3,000）

ネクタイ裏面

◎内容・材質／ネクタイ
（8.5×141×0.4cm、
ポリエステル・ポリウレタン）
×1
◎箱サイズ／10.4×25.2×3cm
◎重量／120g ◎日本製
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思 わ ず にっこりしてしまう、デスクや自宅 で 大 活 躍 するリラックスグッズ 。
にぎにぎして可愛いフォルムに癒されるのはもちろん、
リストレストと
しても使用でき、
ぎゅーっと伸ばすとストレス発散にも最適なリラックス
グッズを実用的な今治タオルとセットにしました。

B&W Zoo ぷにくまの癒し
1-1-0035
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル黒(33×84cm、
綿100%)×1、
ぷにくま(φ7.5×15×H4.5ｃｍ、
TPR樹脂、
EVA樹脂)×1
◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／395g ◎タオル：愛媛・今治

リストレストとしても使用でき、手首
の疲れを優しく癒してくれます。

おしゃれ なグラスを片 手 に、
リラックスした 夜 のひとときをゆっくりと。
B&W Zoo ぷにパンダの癒し
1-1-0036
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル黒(33×84cm、
綿100%)×1、
ぷにくま(φ7.5×15×H4.5ｃｍ、
TPR樹脂、
EVA樹脂)×1
◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／395g ◎タオル：愛媛・今治

クー ルな動 物 たちのシル エットが 浮 か ぶ 、オリジナル パッケージ。

レーザーカットされた愛嬌ある動物たちの
シルエットから、
タオル地がのぞき見えます。
吸水性に優れた今治タオルと、ほどよい重さのロックグラスに、氷の
代わりに使える丸いステンレス製フローズンメタルのセット。お酒
好きな方へおすすめです。

肌触りが良く、毛羽落ちが少ない、吸水性に優れた今治タオル。
さまざまなシーンに使えるフェイスタオルを2枚セットにして、モノトーンの動物柄の巻紙で遊び心をプラス。
箱を開けた瞬間に笑みがこぼれる、スタイリッシュなギフトセットです。

ブラック＆ホワイト ズー

B&W Zoo シマウマ FT2
1-1-0025
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル黒・白(33×84cm、
綿100%)×各1
◎箱サイズ／15×26×8cm
◎重量／340g ◎愛媛・今治
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B&W Zoo ペンくま FT2
1-1-0026
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル黒・白(33×84cm、
綿100%)×各1
◎箱サイズ／15×26×8cm
◎重量／340g ◎愛媛・今治

B&W Zoo クジラ FT2
1-1-0027
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル黒・白(33×84cm、
綿100%)×各1
◎箱サイズ／15×26×8cm
◎重量／340g ◎愛媛・今治

B&W Zoo しろくまROCKグラスセット
1-1-0007
¥3,300（本体価格￥3,000）
フローズンメタルは冷凍
庫で凍らせれば氷の代
用品として使え、飲み物
が薄まらないのが特徴
です。

◎セット内容・材質／フェイスタオル黒(33×84cm、
綿100%)×1、
ロックグラス(φ7.5×8.7ｃｍ、
210ml、
ソーダガラス)×1、
フローズンメタル(φ4cm、18-8ステンレス・アルコール・水)×1、
しろくまコースター
（紙製）
×1 ◎箱サイズ／15×26×9cm ◎重量／600g
◎タオル：愛媛・今治、
ロックグラス：日本
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持ちや すく、飲 み や す い 、マットな質 感 が
スタイリッシュなモノトーンタンブラー 。

真空断熱二重構造で
保 温・保 冷 力 バツグン！

P.26の商品には、
しろくまコースターを
お入れします。

〈断面〉

断面：二層になっています。

真空二重構造ステンレスのポイント

★外気の温度に影響されにくい、
優れた保温・保冷性
★熱い飲み物でもしっかり持てる
★結露しにくいからコースターいらず
★ステンレス製なので丈夫で安心

動物柄パッケージの今治タオルに、結露しにくく耐熱・保温・保冷効果抜群の真空二重構造タンブラーを組み合わせました。大人気のアイテムをセットにした、年齢を問わず喜ばれるギフトです。

ブラック＆ホワイト ズー

26

B&W Zoo タンブラー＆FT1（ ペンギン）
1-1-0028
¥3,300（本体価格￥3,000）

B&W Zoo タンブラー＆FT1（しろくま）
1-1-0029
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

B&W Zoo タンブラー＆FT1（ パンダ）
1-1-0030
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／フェイスタオル白(33×84cm、
綿100%)×1、
真空二重構造タンブラー黒(φ7.5×13.6ｃｍ、
350ml、
18-8ステンレス)×1、
しろくまコースター(紙製)×1
◎箱サイズ／15×26×8cm ◎重量／395g ◎タオル：愛媛・今治

◎セット内容・材質／フェイスタオル黒(33×84cm、
綿100%)×1、
真空二重構造タンブラー黒(φ7.5×13.6ｃｍ、
350ml、
18-8ステンレス)×1、
しろくまコースター(紙製)×1
◎箱サイズ／15×26×8cm ◎重量／395g ◎タオル：愛媛・今治

◎セット内容・材質／フェイスタオル黒(33×84cm、
綿100%)×1、
真空二重構造タンブラー白(φ7.5×13.6ｃｍ、
350ml、
18-8ステンレス)×1、
しろくまコースター(紙製)×1
◎箱サイズ／15×26×8cm ◎重量／395g ◎タオル：愛媛・今治

二層になっています。

バッグ に入 れ て、デスクのそば に、飲 み たくなったらい つ でも。

飲み口が広く、氷も入れやすい真空二重構造ボトル。黒のマット感がスタイリッシュな、持ち歩くのにもぴったりの、たっぷりサイズ！
スポーツやアウトドア好きへ贈りたいセットです。

B&W Zoo サーモボトル＆FT1（しろくま）
1-1-0031
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル黒(33×84cm、
綿100%)×1 、
真空二重構造ボトル(φ7×15ｃｍ、
380ml、
ステンレス・PP・シリコーンゴム)×1
◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／490g ◎タオル：愛媛・今治

B&W Zoo サーモボトル＆FT1（ ペンギン）
1-1-0032
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル白(33×84cm、
綿100%)×1 、
真空二重構造ボトル(φ7×15ｃｍ、
380ml、
ステンレス・PP・シリコーンゴム)×1
◎箱サイズ／17×22.5×9cm ◎重量／490g ◎タオル：愛媛・今治
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Glass

プライベートタイムを、虹 色 のきらめきで 彩る。

グラスの 下 部をシル バ ーメタリックのグラデ ーションで 仕 上 げ た 、鏡 のような映り込 み を楽しめるクー ル で おしゃれ なグラスセット。

透 明グラスをベースに、全 体をラスター 加 工 で 仕 上 げ 、輝く虹 のようなきらめきをまといました 。

スタイリッシュなB A R にいるか のような大 人 の 雰 囲 気をお 楽しみ いただけます 。

光 の 具 合 や 見る角 度 、背 景 によって色 彩 の 印 象 が 変 わる、ロマンチックで 美しいグラスで す 。

メタルグラスペアセット
1-1-0033

ラスターグラスペア
1-1-0034

¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／グラス(口径5.5×φ8.2×11.5ｃｍ、
350ml、
ソーダガラス)×2、
コースター(9×9×0.5ｃｍ、
PVC)×2
◎箱サイズ／10.4×19.3×13.4cm ◎重量／約505g
※手造りのため、
形状や重さが多少異なります。
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グラデ ーションの 輝きが 、大 人 の 時 間を演 出 。

Glass

¥3,080（本体価格￥2,800）

◎セット内容・材質／グラス(口径5.5×φ8.2×11.5ｃｍ、
350ml、
ソーダガラス)×2
◎箱サイズ／10.4×19.3×13.4cm ◎重量／約465g
※手造りのため、
形状や重さが多少異なります。
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毎日使うもの だから、いいものを。

六角形のお箸
400年ともいわれる若狭塗の伝統技術と職人技により丁寧な手作業で作られた
お箸は、箸頭の角を落とした面取り仕上げで、手間の掛かった形状です。下地から
すべて天然の漆を使用し、一面ずつ交互に色の違う塗装を施しています。また
六角の形状は亀甲を表し、長命・長寿の象徴とされ、瓢箪と桜、
それぞれ縁起柄を
ワンポイント彫刻し、控えめながらアクセントのあるデザインになっています。

祝言 六角夫婦箸 桐箱
1-2-0004
¥5,500（本体価格￥5,000）
◎内容・材質／箸
〈大〉
(23.5cm、
天然木・漆塗装)×1、
箸
〈小〉
(21.5cm、
天然木・漆塗装)×1
◎桐箱サイズ／27.5×14×2cm ◎重量／140g ◎福井・若狭塗

職 人 による手 造り毛 筆を高 級 感 ある木 箱 に。

おふたりの
﹁いわいごと﹂を
大切な方々とともに︒

30日前
迄にご注文
ください。

いわいごと

土地や時期によって様々な﹁いわいごと﹂ があります︒ 結婚
もそのひとつ︒
おふた りにとっての特 別 な﹁いわいごと﹂を 大 切
な 方々と分かち 合ってほしい︒その思いを﹁ 祝 言 ﹂という 言 葉に
込めてかたちにした 祝 言 B O X ︒縁 起のいい紋 様と幸せを
結ぶ水引で︑ラッピングとはまた違う特別な 思いを伝えます︒

前 途 を 祝 して︑永 続 を 願 う日 本 を 象 徴 す る 美 ︒

さくら

いっせいに咲 き 誇る 姿は︑まさに成 功のシンボル︒

富士山

される︒永く愛されてきた日本の象徴︒

日本の霊峰といわれ神聖な 力が宿る山として縁起がよいと

種 子が多いことから子 孫 繁 栄の意 味が込められ︑

ひょうたん

6つのひょうたんは﹁ムビョウ﹂
で無 病 息 災の象 徴 ︒

末広がりを意味する扇形の波と︑水面近くを群れで飛び︑

波千鳥

難を避けるという千鳥を合わせた紋様︒
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南天

祝言シリーズは専用BOXに
なりますので、お熨斗の代わ
りにカード熨斗(お名前・メッ
セージ入り）
を中にお入れし
ます。

災い除けとして使用されてきた縁起紋様︒

中面

﹁ 難 を 転 ず る ﹂に 通 じ ることか ら ︑日 本では 古 く から

表面

約390年の伝統を誇る、筆の文化を継承する
「あかしや」の竹筆ペン。穂先は
筆職人による手作り毛筆で、
コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造られ
た1本。
インクは墨液を使用した純黒で、水に流れずいつまでも色褪せません。
ペン軸にはおめでたい金色の縁起紋入りで、焼き印の入った木箱に入れて贈
る高級感ある逸品です。

祝言 天然竹筆ペン 桐箱
1-2-0003
¥3,850（本体価格￥3,500）
◎内容・材質／竹筆ペン(17.2cm、
軸：竹・穂先：ポリエステル)×1、
カートリッジ×2
◎桐箱サイズ／19.8×6×3.2cm ◎重量／95g ◎奈良
※受注生産のため、
ご使用日の30日前までにご注文ください。
ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。

祝言シリーズは専用BOXになりますので、
お熨斗の代わりにカード熨斗(お名前・メッセージ入り）
を中にお入れします。
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さりげ ない 柄 のあしいらい で 、お 料 理を引き立 てる。

お料理を上品に引き立てる、シンプルなデザインの正角皿セット。天草陶石の
白さが際立つ薄手のお皿は、縁起のよい銀色の紋様があしらわれ、お祝いごと
にふさわしい逸品です。

祝言 銀彩正角小皿揃
1-2-0006
¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／正角小皿(11×11×0.9cm、
磁器)×5
◎箱サイズ／12.5×24×3cm ◎重量／510g ◎長崎・波佐見焼

五 つ の 縁 起 柄 で 、食 卓 に幸 せを運 ぶ 。

白と銀 の 調 和 が 、上 品な食 卓 に。

醤油皿や珍味の皿としてちょうどいい豆皿のセット。お祝いごとの定番柄である
「富士山」
「ひょうたん」
「 千鳥」
「 南天」
「さくら」
を、シルバーで上品に仕上げま
した。電子レンジで使えるのもポイントです。

お刺身やお寿司などに重宝する長角皿と、醤油や薬味などに使い勝手のよい
正角の豆皿をセットにしました。
「 波千鳥」、
「 富士山」、
「さくら」の縁起柄も喜ば
れます。

祝言 銀彩長角皿・豆皿ペア
1-2-0005
¥ 5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／長角皿
（11×22.5×1cm、
磁器）
×2、
豆皿
（7.5×7.5×0.9cm、
磁器）
×2
◎箱サイズ／12.5×24×5.2cm ◎重量／590g ◎長崎・波佐見焼
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表面

中面

祝言シリーズは専用BOXになりますので、
お熨斗の
代わりにカード熨斗(お名前・メッセージ入り）
を中に
お入れします。

祝言 銀彩豆皿揃
1-2-0007

¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／豆皿(φ8.5×1cm、
磁器)×5
◎箱サイズ／19×28×3cm
◎重量／460g ◎長崎・波佐見焼

祝言シリーズは専用BOXになりますので、
お熨斗の代わりにカード熨斗(お名前・メッセージ入り）
を中にお入れします。
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慶 事 にふさわしい 花と鶴 に、
感 謝 の 想 いを込 め て。

花鶴

熊野筆

感 謝 の 心を紡 いだ 、め でたい 紅 白の 贈り物 。

Ha n a t s u ru

上品な木箱に優雅でおめでたい
花と鶴のデザインを施した
サンベールオリジナルのシリーズ。
金色のゴムに、
あわじ結びの水引をあしらった
高級感ある贈り物に感謝の気持ちをのせて、
大切なゲストへ届けます。

今治
タオル
パイル 地 のタオルを起 毛させる特 殊 技 術 で あるシープ 加 工 で 、その 名 の 通り、風 合 い が 羊 毛 に似 た「 今 治タオル 」の セット。吸 水 性も抜 群 で 、細 い 繊 維 が 複 雑 に絡 み 合って
ふ わ ふ わした 感 触を醸し出します 。毛 羽 落ちが 少なく、洗 濯を重 ね ても風 合 い が 長 持ち。お め でたい 紅 白の 色 で お 届 けします 。

美しく舞う花 鶴 に、感 謝を乗 せ て贈る一 本 。

天然山羊毛100%を使用して作られたチークブラシ。粉含みが良く、ほどよい
弾力があり、艶のあるチークを簡単に入れることができます。毛先は滑らかで、
チクチクした刺激を与えない、上質の化粧筆です。

花鶴木箱 熊野筆 チークブラシ
1-1-0039 （白）¥ 3,850（本体価格￥3,500）
1-1-0040 （紅）¥ 3,850（本体価格￥3,500）
◎内容・材質／化粧筆(13cm、
山羊毛・アルミ・木)×1
◎木箱サイズ／18.2×7.4×2.7cm ◎重量／80g
◎広島・熊野筆
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花鶴木箱 今治タオル紅白 FT2
1-2-0008
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(34×75cm、
綿100％)×2
◎木箱サイズ／30×30×7cm
◎重量／740g ◎愛媛・今治

花鶴木箱 今治タオル紅白 FT1・BT1
1-2-0009
¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(34×75cm、
綿100％)×1、
バスタオル(60×120cm、
綿100％)×1
◎木箱サイズ／30×30×7cm
◎重量／840g ◎愛媛・今治

花鶴木箱 今治タオル紅白 FT3・BT1
1-2-0010
¥7,700（本体価格￥7,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(34×75cm、
綿100％)×3、
バスタオル(60×120cm、
綿100％)×1
◎木箱サイズ／35×35×7cm ※木箱サイズにご注意ください。
◎重量／1,100g ◎愛媛・今治

※花鶴シリーズ商品は専用BOXになりますので、
お熨斗の代わりにカード熨斗（お名前・メッセージ）
を中にお入れします。
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◎セット内容・材質／大鉢(24.5×23×7.5cm、
陶器)×1、
中鉢(17.2×17.7×6cm、
陶器)×1
◎木箱サイズ／26.5×26.5×11cm ◎重量／1,350g ◎岐阜・美濃焼
※手描きのため、
色彩・柄が一つひとつ異なります。

金椿 中鉢ペア
1-2-0013

匠 の 技 が 生 み 出 す ︑味 わい 深い 逸 品 ︒
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¥7,700（本体価格￥7,000）

金椿シリーズはすべて︑清風の匠︑田端繁道の手が生みだしたもの︒

◎内容・材質／大鉢(24.5×23×7.5cm、
陶器)×1
◎木箱サイズ ／26.5×26.5×11cm ◎重量／1,000g ◎岐阜・美濃焼
※手描きのため、
色彩・柄が一つひとつ異なります。

金椿 夫婦鉢
1-2-0012

伝統を守りながらも︑圧倒的な力強さと繊細さが調和しています︒

¥ 5,500（本体価格￥5,000）

軽量の生地により薄く作られた中鉢は︑

黒 土 に 凛 と 咲 く 幸 せの 椿 ︒

強い存在感を保ちながら︑軽く使いやすさも兼ね備えたこの大鉢には︑

シックな黒土に︑金と赤で大胆かつ上品に描かれた椿がモダン︒

金椿 大鉢
1-2-0011

普段使いしやすい大きさで重宝する逸品です︒

親 戚 に 贈 る

金 椿
匠の手仕事が叶える味わいと美しさがあります︒

きんつばき

¥4,950（本体価格￥4,500）

◎セット内容・材質／中鉢(17.2×17.7×6cm、
陶器)×2
◎木箱サイズ／19.8×19.7×10.5cm ◎重量／820g ◎岐阜・美濃焼
※手描きのため、
色彩・柄が一つひとつ異なります。
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職 人 の 思 いを一 本 一 本 に込 め て。

熊野筆

「紅差しの儀」
として
使用しても！

美容に欠かせないアイテムとして、

世界のメイクアップアーティストも愛用する熊野筆。
江戸時代からの伝統と情熱が受け継がれる、
肌触り抜群の逸品です。

熊野町の化粧筆生産量は

国内生産量の多くを占め、

世界でその品質が認められています。

母が仕上げる花嫁支度の一つに
「紅差しの儀」があります。
嫁ぐ娘の幸せを願う思いが筆先
から伝わります。

01

02

03

01

02

毛先が、ほんのりピンク色のハートの形をしたチークブラシ。山羊毛100%使用
で、肌触り抜群。頰に毛をねかせるようにハート型にチークを入れると、可愛い
メイクの完成です。

上質な山羊毛を使用しているブラシ。抜群の肌あたりを実現するこのブラシ
は、洗顔ブラシまたはチークブラシとしてご使用いただけます。

熊野筆 ハートのチークブラシ
1-2-0014
¥3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0015 （名入れ）¥3,850（本体価格￥3,500）

熊野筆 チーク＆洗顔ブラシ
1-2-0094
¥3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0095 （名入れ）¥3,850（本体価格￥3,500）

◎内容・材質／化粧筆(長さ11.5cm、
山羊毛・木・アルミ)×1
◎箱サイズ／6.5×17.5×3cm
◎重量／50g ◎広島・熊野筆

◎内容・材質／化粧筆(12cm、
山羊毛・ポリエステル毛・アルミ)×1
◎箱サイズ／6.5×17.5×3cm
◎重量／50g ◎広島・熊野筆
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40日前
迄にご注文
ください。

名入れで特別感ある贈り物に。

03

04

上質な山羊毛を使用した、
フラット型のブラシ。毛丈が長いので粉含みもよく、
肌あたりが滑らか。
フラット形状のため、
ムラなく自然な艶を出すことが可能。
またチークブラシとしてもほっぺたにブラシをのせてクルクル回すだけで自然な
チークを入れることができます。

上質の山羊毛で作られたチークブラシはふんわりとしたチークを入れることが
でき、
リップブラシはふんわりとしながらも腰があり先も良く効くため、
とても使い
やすい逸品。母が仕上げる花嫁支度「紅差しの儀」
として使用しても！

熊野筆 パウダー＆チークブラシ
1-2-0016
¥3,850（本体価格￥3,500）
1-2-0017 （名入れ）¥4,400（本体価格￥4,000）

熊野筆 hitosoroë
1-2-0018
¥5,500（本体価格￥5,000）
1-2-0019 （名入れ）¥6,600（本体価格￥6,000）

◎内容・材質／化粧筆(長さ12.5cm、
山羊毛・木・アルミ)×1
◎箱サイズ／6.5×17.5×3cm
◎重量／60g ◎広島・熊野筆

◎セット内容・材質／チークブラシ
（長さ15.5cm、山羊毛・木・アルミ）×1、
リップブラシ
（長さ14.5cm、
馬・合成繊維・木・アルミ）
×１
◎箱サイズ／8.8×20.5×2.5cm ◎重量／75g ◎広島・熊野筆
※名入れは、
チークブラシ・リップブラシ両方にお入れします。

ひとそろえ

※名入れの商品はすべて受注生産となりますので納品日の40日前までに
ご注文ください。
ご注文後の変更・キャンセルはお受けしかねます。
※ご注文の際にローマ字・ひらがなでお名前をご指定ください。
例）
Aiko、
かおり
※ローマ字の場合は筆記体で彫刻し、
頭文字が大文字になります。
※フォント・文字色の指定はできません。
※
「名入れ専用注文用紙」
にてお名前のご指示をいただきます。
会場担当者様にご注文後、
下記URLより用紙をダウンロードください。
http://www.yamahi.com/index.html#name
※ご記入後は、
メールにてinfo@yamahi.comまでお送りください。
※詳しくはP.3の名入れの説明をご覧ください。

熟練した職人の技により、毛先を一切カットすることなく整
えた、ハートの形の熊野筆の洗顔ブラシ。抜群の使用感で、
顔にもやさしい今治ハンドタオルとの嬉しいセットです。

女 性を美しくする、
広 島 発・世 界 的 ブランドの 熊 野 筆 。

人気のハートのチークブラシが便利な携帯用に。スライド式
のケースはオシャレなシャンパンゴールド。肌あたり抜群の
ハートの毛 先をねかせる感じでチークを入れると、笑 顔が
可愛らしく見えるメイクが完成します。

熊野筆 ハートの洗顔ブラシ＆
今治ハンドタオル（木箱）
1-1-0041 ¥3,300（本体価格￥3,000）

熊野筆 携帯用 ハートのチークブラシ
1-2-0020 ¥3,850（本体価格￥3,500）

◎セット内容・材質／洗顔ブラシ(長さ7cm、山羊毛・ポリエス
テル・アルミ)×1、
ハンドタオル(25×25cm、
綿100％) ×1
◎木箱サイズ／14.3×12.8×4.2cm ◎重量／110g
◎ブラシ：広島・熊野筆、
タオル：愛媛・今治

◎内容・材質／携帯化粧筆(φ2×12.2cm、山羊毛・アルミ)
×1 ※スライド式
◎箱サイズ／6.5×17.5×3cm
◎重量／56g ◎広島・熊野筆
〈収納時〉
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キャンドルを透 かした 柔らか な光と、
心 地よい 香りでリラックス。

クラシックで ありながらアバンギャルドな香りのブレンドアロマ 。

Fra g r a n c e
フレグランス

1-2-0025

シアバターと7種類の植物オイル、
オーガニック植物エキスを贅沢に配合したハンド
クリームと、布製品や室内空間などに幅広くお使いいただける、気になるにおいを消
臭、除菌しながら深みのあるブレンドアロマが香るファブリック&エアミストのギフト。
アンティークローズは、
カシスと新鮮なローズをミックスし、
ブラックペッパーやパチュ
リでアクセントをつけたクラシックで印象深い香り。ホワイトムスクは、ベルガモットとミ
ントの透明感に深みのあるムスクが溶け合う、
すっきりとした温かさと落ち着きを感じ
させる香りです。

ハロゲン電球の熱でキャンドルを溶かして香りを楽しむ電気スタンド。火を使わ
ず手軽に香りが楽しめ、ススや煙も出ないので、寝室でも安心してご利用いた
だけます。ストレスを軽減しリラックスできるユーカリとラベンダーの落ち着く香り
のキャンドルをセットにしました。

グランセンス ハンドクリーム＆ファブリックミストセット
1-2-0025 （ローズ）
¥3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0026 （ムスク）
¥3,300（本体価格￥3,000）

キャンドルウォーマー＆香るキャンドルセット
1-1-0090
¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／キャンドルウォーマー
（12.5×16×27cm、
アイアン、
コードの
長さ：1.5M）
×1、
ハロゲンランプ×2、
キャンドル
（φ5.2×6.2cm、
植物性原料ワッ
クス・ガラス）
×1
◎箱サイズ／14×14×24cm ◎重量／843g ◎キャンドル：ベトナム
※キャンドル燃焼時間：約12時間
※キャンドルの種類は予告なく変更になる場合があります。
ご容赦ください。

ころんとしたリンゴ のアロマ のオブジェ。

1-2-0026

◎セット内容・材質／ハンドクリーム
（2.5×4×12cm、
40g）
×1、
ファブリック&エアミスト
（φ6.4×18.3cm、
285ml）
×1
◎箱サイズ／15×19.2×6.6cm ◎重量／480g ◎日本

お 部 屋を優しく灯 す 、香りのランプ 。

1-2-0021

あなたなら何 に使う？
お 花 の 豆 皿 セット。

暮らしに光 の 花 が 咲く。

1-2-0022

花形の口部の凹みに茎が掛かり
生けやすい形状になっています。

お菓子のような箱に入っています。

静物画のように写実的な造形のアロマストーン。
中性的な佇まいの白いりんごは、
どのようなシーンにも馴染み、空間をさりげなく彩ってくれます。セットになった
柑橘系のアロマエッセンスをりんごのヘタ部分に数滴垂らして、香りをお楽し
みください。
アロマ ストーン

aroma stone りんごセット
1-2-0023
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／アロマストーン
（φ7×6cm、
石膏）
×1、
アロマエッセンス
（φ
2×6cm、
5ml、
精油）
×1
◎箱サイズ／11.5×8×6.5cm ◎重量／300g ◎長崎・波佐見焼、
アロマ：日本
※アロマエッセンスの種類は予告なく変更になる場合があります。
ご容赦ください。
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フランス・プロヴァンス地方で作られたフラワーインテリア。飾って楽しむのはもちろん、
火を灯せばフレグランス・オイルランプとしてお楽しみいただけます。

ボタン、
アネモネ、
アマリリス、
ダリアの４種の花形の豆皿セット。花のレリーフに釉
薬の濃淡のグラデーションと立体感が魅力のオシャレな器です。
お皿としてはもち
ろん、香立てや、指輪・ピアスなどのアクセサリートレーとしても使えます。

プロバンス

オイルランプ from Provence A
1-2-0021 （ラベンダー）
¥ 3,740（本体価格￥3,400）
1-2-0022 （ポム・パチュリ） ¥ 3,740（本体価格￥3,400）
◎内容・材質／オイルランプ
（8×3×16cm、
100ml、
ガラス・オイル・ドライフラワー）
×1
◎箱サイズ／8.5×5.5×17cm ◎重量／400g ◎フランス
※連続燃焼：約24時間
※輸入商材のため、
納期に3ヵ月以上かかる場合があります。
在庫を確認の上ご注文ください。
※この商品は、
飛行機で移動されるお客様はお持ち帰りいただけませんのでご注意ください。

形 さんご豆皿揃
1-2-0144

¥2,860（本体価格￥2,600）

◎セット内容・材質／ボタン豆皿（7.5×7.3×H1.4cm、陶器）×1、
アネモネ豆皿
（7.5×7.5×H1.4cm、陶器）×1、
アマリリス豆皿（7.7×7.5×H1.5cm、陶器）×
1、
ダリア豆皿
（7.4×7.4×H1.4cm、
陶器）
×1
◎箱サイズ／18×9×7cm ◎重量／約240g ◎愛知・瀬戸焼

自然の中の美しい光をイメージした津軽ビードロの花瓶。一輪でも数本の切り花でも生けや
すく、ハンドメイドならではの温かみのある風合いと豊かな色彩が、
日々の暮らしに潤いと癒し
をお届けします。

花ひかり 一輪挿し
1-2-0145 （フラワーピンク） ¥3,850（本体価格￥3,500）
1-2-0146 （フォレストグリーン）¥3,850（本体価格￥3,500）
◎内容・材質／一輪挿し
（口径φ4.7[最大φ8]×15cm、
ソーダガラス）
×1
◎箱サイズ／8.6×8.6×16cm ◎重量／300g
◎青森・津軽びいどろ

1-2-0145

1-2-0146
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四 万 十 川の 恵 み を受 けた 癒しのひ のきで 、心 身リラックス。

R e l ax
Time
リラックスタイム

今治ブランドのフェイスタオルと、3種のバスソルトをセットにしました。
それぞれ
産地が違うバスソルトは自然の素材から作られ、保湿成分やミネラルが豊富です。

今治タオルとバスソルト
1-1-0043
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×84cm、綿100%)×1、
アルグソルト
(190g、海塩・ラミナリアディキタータ・ラミナリアディキタータエキス・水・香料・青1）
×1、
マーメイドソルト(175g、
海塩）
×1、
ロックソルト(180g、
海塩）
×1
◎木箱サイズ／16×18.5×9cm ◎重量／900g
◎タオル:愛媛・今治、
アルグソルト:フランス、
マーメイドソルト:オーストラリア、
ロック
ソルト:パキスタン ※バスソルトの種類
（色）
は予告なく変更になる場合があります。

自然 素 材 の バスソルトで 一日の 疲 れ を取り、お 肌 にうるお いを。

光
つや 沢を
つや 与えて
の爪
に！

きめ 細 か な爪 み がきで 、指 先 美 人 に。

爪の表面を磨く

爪の長さを整えるファイル

ガラス製で丸洗いでき清潔

爪の表面を軽くこするだけで、短時間で滑らかにし光沢を出してツヤツヤに
してくれる爪みがきと、肌にもやさしい今治ハンドタオルとの嬉しいセットです。

クリスタル爪みがき＆今治ハンドタオル
1-1-0044
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／爪みがき(9×1.4×0.3cm、
ガラス)×1(ケース付き)、
ハンドタオル(25×25cm、
綿100％) ×1
◎木箱サイズ／14.3×12.8×4.2cm ◎重量／170g
◎タオル：愛媛・今治
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※写真はイメージです。

四万十川の恵みを受けたひのきの間伐材を使用した、香りの良いバスティーと
石けんに、人気の今治フェイスタオル、やわらかな綿のボディタオルを組み合
わせました。

古くから日本で愛され、
さまざまな効能があるとされるひのき。癒しの香りに包ま
れるバスティーや石けん、セントバッグのセットに、ふんわり今治タオルを添えて、
木箱に入れてお届けします。

肌がしっとりと潤い、ひのきの香りが立ち込めるバスタイム。
まるで、森林浴を
しているかのような、至福の時間です。セントバッグはタンスや靴箱に入れる
とフレッシュな森の香りが楽しめます。

ナチュラル バスセット
1-1-0045

今治タオルとひのきの香りセット
1-1-0046
¥3,520（本体価格￥3,200）

ひのきの時間セット
1-1-0047

¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／バスティー(25g、
桧)×1、
石けん(80g、
ヒノキオイル)×1、
フェイスタオル(33×84cm、
綿100％)×1、
ボディタオル(約30×95cm、
綿)×1
◎箱サイズ／16.3×22.3×9cm ◎重量／365g
◎バスティー・石けん：高知・四万十桧、
フェイスタオル：愛媛・今治

◎セット内容・材質／バスティー
（25g、
桧）
、
石鹸
（80ｇ、
ヒノキオイル）
、
セントバッグ
（7g×3袋、
桧）
、
フェイスタオル(33×84cm、
綿100％)×各1
◎木箱サイズ／23.5×26.5×6cm ◎重量／530g
◎高知・四万十桧、
タオル：愛媛・今治

¥3,740（本体価格￥3,400）

◎セット内容・材質／バスティー(25g、桧)、石鹸(80g、
ヒノキオイル)、
セントバッグ
( 7 g × 3 袋 、桧 ) 、アロマブロック( 4 . 5 × 8 . 5 × 1 . 6 c m 、桧 ) 、ツボ 押し
(8×12×3.5cm、
桧・桜)、
ボディタオル(約30×95cm、
綿)×各1
◎箱サイズ／19×19×10.8cm ◎重量／500g
◎バスティー・セントバッグ・石けん・アロマブロック・ツボ押し：高知・四万十桧
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for

Business

for

In t e r i o r

仕 事 でもプライベートでも、愛 用したいこの 1 本 。

Men

インテリア

Men

結晶の例
ヨーロッパで航海時の気象予報ツールとして使われていた
「ストームグラス」
をヒントにした楽しいアイテム。天気や気温などによって、液体内の結晶が
刻々と変化します。雲の形がポイントです。

ストームグラス クラウド オーバルスタンド
1-2-0027
¥ 2,750（本体価格￥2,500）

1 9 世 紀 初 頭 の 気 象 予 報ツールをモチーフにしたオブジェ。

何 度も見 たくなる
オ モシロ砂 時 計 。

米国で最も長い歴史を誇る筆記ブランド
「クロス」は、
1846年創業以来、世界の人に愛され続けています。
全筆記具製品には、
その使用年数にかかわらず機構
上の故障に関する保証が付いているので、一生ものと
してお使いいただけます。

◎内容・材質／本体(6×13.5×11cm、
ホウケイ酸ガラス・天然木〈ピーチ
材〉
、
混合液
〈水・エタノール・天然樟脳〉
)
◎箱サイズ／8×18.6×19.8cm ◎重量／370g
※この商品は、
飛行機で移動されるお客様はお持ち帰りいただけませんので
ご注意ください。

反転液晶で見やすい電波時計。

1-2-0029

1-2-0033

シンプルな流線形のシルエットの中に、
クラシカルな雰囲気が漂う太軸ボディの
ボールペン。CROSSの代名詞でもある、円すい形のエレガントなデザイン
「コニ
カルトップ」
を採用しています。

クロス カレイボールペン
1-2-0029 （ブルー）
¥3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0033 （マットブラック）¥3,300（本体価格￥3,000）
◎内容・材質／ボールペン(長さ13.8cm、
真鍮・メタル)×1 ※回転式
◎箱サイズ／6.5×17×4cm ◎重量／135g ※黒インク
※納期に1ヵ月以上かかる場合がありますので、
在庫をご確認の上ご注文ください。

黒インク。少し太めの筆跡です。

ポケットの中身を収 納 。

スマホやタブレット置き
にも便利です。

台にマグネットが付いて、紫色の砂鉄が下にくっつく様子が面白い1分計の砂
時計。何度もひっくり返したくなる、見ていて飽きないインテリアです。

マグネット砂時計1min.
1-2-0002
¥2,750（本体価格￥2,500）
◎内容・材質／本体(φ7.5×19.3cm、
ガラス・砂鉄)、
台(8×8×1. 5cm、
木・
マグネット) ◎箱サイズ／12.1×12.1×26.6cm ◎重量／300g
※手作りのため1分計には誤差があります。
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砂鉄が磁
石に
くっつい
て
ハリネズ
ミみたい
に!

反転液晶（文字が白色、背景が黒色）で、表示内容が見やすい置き掛け兼用の
電波時計。
シンプルなデザインなのでリビングやオフィスに最適です。

ブラックディスプレイ電波クロック
1-2-0132
¥ 5,500（本体価格￥5,000）

オーバーナイターとは携帯電話、時計、
メガネ、鍵、小銭など普段使いの小物を一
晩あずかってくれる便利な収納ケース。機能的に収納できるので、忙しい朝に探
す手間が省けて重宝します。

オーバーナイター
1-2-0140

¥4,400（本体価格￥4,000）

◎内容・材質／本体(12.5×24×7.5cm、
合成皮革
（PU)、
ポリエステルベルベット)
◎箱サイズ／13×25×8.5cm ◎重量／370g

◎内容・材質／本体(15×22.5×2.7cm、
ABS樹脂)、
単3乾電池×3
◎箱サイズ／16×25.5×3.2cm ◎重量／470g
※電波時計・日付表示・アラーム・スヌーズ・温度表示機能
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for

Care Item

Men

for

Golf

シューケアに必 要な一 式を、コンパクトにまとめた セット。

Men

遊 び 心 満 点 、ゴ ルフ好きなゲストに。

箱を開けたら芝にボールが！
様々なシューケアアイテムがコンパクトなボックスの中に。収納ポーチも付い
ているので、
出張先や旅行先でも大活躍。赤いステッチがオシャレなレザー
調のケースは、
マグネット式で小物入れにも使えます。

持ち手がゴルフボールの形をした、遊び心のあるマグカップ。
コースターや
箱にも芝生をイメージした、
ゴルフ好きの方にはたまらないギフトです。
コースターはマウスパットにも！

モデーロ

大 人 のカッコよさを極 める逸 品 ブラシ。

Modello シューシャインセット
1-2-0037
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

Golf Cupセット
1-1-0048

◎セット内容・材質／ケース(12×16×9.5cm、
ポリウレタン)、靴クリーム(φ
6.5×1.5cm、
17.5ml、
油性クリーム)×2(黒・無色)、
ブラシ(13.3cm、
木・ポリ
プロピレン)、
スポンジ(10.6cm、木・ウレタン)×2、靴べら(4×12×1cm、
スチールクロームメッキ・合皮)、
布(15×24cm、
ポリエステル)、袋(15×14.5cm、
不織布)
◎箱サイズ／12.5×16.5×10cm ◎重量／400g

◎セット内容・材質／カップ(φ7.7×11×9cm、240ml、磁器)×1、
コースター(10.2×17.3×0.5cm、
コルク・フェルト)×1
◎箱サイズ／11×18×12.5cm ◎重量／400g
◎カップ:長崎・波佐見焼

い つ でもケアは 怠らない 、素 敵な男 性 へ 。

¥3,300（本体価格￥3,000）

4 0 0 年 の 伝 統 の 技 、金 沢 箔 のゴ ルフボー ル 。

金箔を丁寧に表面コートした本物のゴルフボールとティーの豪華セット。
インパクトがあり、
ゴルフ好きの方にたいへん喜ばれるアイテムです。
スピーチのお礼としても◎。

ゴルフボール＆ティーセット
（トリプル）
1-2-0040
¥4,950（本体価格￥4,500）
◎セット内容・材質／ゴルフボール(φ4cm、
ポリブタジェンラバー樹脂)×3、
ティー
〈長〉(6cm、木製)×1、
ティー
〈短〉(4cm、木製)×1
◎桐箱サイズ／11×16.5×5.7cm ◎重量／255g ◎石川・金沢箔

男性の身だしなみに欠かせない、8種のアイテムをコンパクトなケースにまとめました。
鞄に、
出張にと持ち運びにも便利なセットです。

世界最古のイギリスのブラシメーカー
「KENT」。選び抜かれた馬毛と豚毛に静電気
除去繊維を混毛させ、洋服に付いた取れにくいホコリや花粉をしっかり落とします。

KENT 洋服ブラシ
（大）
1-2-0038

¥ 5,500（本体価格￥5,000）

◎内容・材質／洋服ブラシ(27.4×7.1×5.8cm、
天然木・豚毛・馬毛・銅イオン含浸
アクリル繊維)×1
◎箱サイズ／29.2×9×6.4cm ◎重量／279g ◎大阪
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この製品は英国の
G.B.ケント社とのラ
イセンス契約によっ
て、
イケモトが責任
をもって製造したも
のです。

メンズケア8点セット
1-2-0039

¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／ケース(13.2×9.7×4cm、
ポリウレタン)、
簡易ナイフ(10.5cm、
スチール・クロムメッキ)、
ニッパー型爪切り(10.3cm、
ステンレス)、
毛抜き(8cm、
ステンレス)、
折込やすり(13.7cm、
カーボン鋼)、
ヤスリ
(9cm、
スポンジ・サンドペーパー)、
ミニドライバー(6.7cm、
銅・クロムメッキ)、
ハサミ(9cm、
ステンレス)、
爪切り
(5.6cm、
カーボン鋼・クロムメッキ)×各1 ◎箱サイズ／13.7×10.1×4cm ◎重量／230g

日本の金箔生産量の98％以上を占める金沢。
匠の技を継承し、
金そのものの色合いだけでなく、
配合を変化させたり、
特殊加工を施したり、
貼り方を変えることで、
表現力は無限に広がります。

ゴルフボール＆ティーセット
（シングル）
1-2-0041
¥2,750（本体価格￥2,500）
◎セット内容・材質／ゴルフボール(φ4cm、
ポリブタジェンラバー樹脂)×1、
ティー
〈長〉(6cm、木製)×1、
ティー
〈短〉(4cm、木製)×1
◎桐箱サイズ／11×11.5×5.7cm ◎重量／140g ◎石川・金沢箔
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Tools

Tools
Point

G ood Tools!

を愉しむ
大人

プラネット2U ペアセット 金星＆地球

up

!

宇宙の惑星を
手のひらで愉しむ贅沢
Pi
ck
-

オフタイムを楽しく彩るアイテムコレクション。
趣味に寄り添うオトナのギフトをご紹介します。

Point

飲み頃温度をキープする真空断熱構造で、
コンビニやコーヒーショップのカップを
入れると、飲み物の温度が長持ちするタンブラーと、スリム＆コンパクトで手軽に
携帯できるポケットサイズのミニボトルのセットです。
デスクワーク・ドライブ・スポーツ
ジム・アウトドアなど様々なシーンで大活躍します。

p!
ck
-u

アウトドア&ドライブの
マストアイテム

カップ内部にも惑星のデザインが。手作業なので
同じ柄はなく、
すべてデザインが違います。
車のドリンク
ホルダーに！

Pi

Good Feeling アウトドアセット

金星と地球をモチーフにデザインされた惑星カップのセット。手のひ
らで小宇宙を楽しむことができ、箱にも宇宙をイメージしたデザイン
がほどこされ遊び心にあふれています。

コンビニカップを
そのままIN！

※ドリンクホルダーの大きさにより、
適合しない車種もあります。

真空二重構造なのでコンビニカップのまま、
飲み頃
温度をキープします。
もちろんタンブラーとしても
使え、
カップの結露も防ぎます！

プラネット2U ペアセット 金星＆地球
1-2-0044
¥3,300（本体価格￥3,000）

Point

◎セット内容・材質／惑星カップ
（φ9×7cm、
290ml、
陶器）
×2
◎箱サイズ／12×22×8cm ◎重量／505g ◎岐阜・美濃焼
※この商品は手作業のため、
色彩・柄などが一つひとつ異なります。

coconeco craft オーナメント

猫好きの硝子職人が作る
ネコのオーナメント

グッドフィーリング

Good Feelingアウトドアセット
1-2-0042 （WH）
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0043 （BK）
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0042〈WH〉

1-2-0043〈BK〉

◎セット内容・材質／真空二重構造タンブラー(φ8.5×12cm、
450ml、
ステンレス)×1、
真空二重構造ミニボトル(φ4.5×14.5ｃｍ、
120ml、
ステンレス・シリコン・PP)×1
◎箱サイズ／15.5×14.5×9.5cm ◎重量／470g

Point
Guiter Rockセット

大好きな曲を聴きながら
くつろぎのひととき

-u
ck

コースターはLP風の袋に入って、
ROCK気分はますますアップ。 ♪

♬

Pi
ck

-u
p!

Pi
ck

-u
p!

アウトドアライフの
ベストパートナー

Pi

LEDモバイルランタン＆サーモボトル

p!

Point

※折りたたみ時：
H12.5cm

ランタンはスライドさせる
たびにライトの色が切り
替わる2WAYタイプ。

飲み口が広く氷が入れやすい真空二重構造のサーモボトルと、アウトドアや防災
グッズとして便利なLEDモバイルランタンのセットです。屋外で大活躍。

ピック型のコースターと、エレキギター
（レスポール）型のスプーンが付いたロック
グラスのセット。ROCK好きに贈りたいギフトです。ステンレスキューブは冷凍庫
で冷やして氷の代わりに使える便利グッズ。

LEDモバイルランタン＆サーモボトル
1-1-0049
¥ 3,630（本体価格￥3,300）

Guiter Rockセット
1-1-0057

◎セット内容・材質／ランタン(φ8.5×25cm
［ハンドル含む］
、
ポリスチレン・鉄)×1、
真空二重構造ボトル(φ7×15ｃｍ、
380ml、
ステンレス・PP・シリコーンゴム)×1
◎箱サイズ／17.5×20×10.4cm ◎重量／680g
※ランタン：単3形電池3本使用
（別売）
※連続点灯時間
（アルカリ電池使用の場合）
：白色約96時間、
炎色約192時間
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1-2-0133〈ブチ茶〉

一つひとつ手づくりで作られ
ています。

猫顔シルエットのシンプルなオーナメント。手のひらに乗る可愛らしいサイズで、
ペーパー
ウエイトやリングホルダーとしてもお使い頂けます。
ネコ好きのあの人に・・・如何ですか。

coconeco craft オーナメント

¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／オールドグラス
（φ7.5×8.7cm、210ml、
ソーダガラス）×1、
ギタースプーン
（4×13cm、
ステンレス）
×1、
ピック型コースター
（9.4×10cm、
ステン
レス）
×1、
ステンレスキューブ
（2.7×2.7×2.7cm、
18-8ステンレス・水・アルコール）
×4
◎箱サイズ／10.8×18.8×8.5cm ◎重量／600g
◎オールドグラス・ギタースプーン・ピック型コースター:日本

1-2-0134〈白〉

1-2-0133 (ブチ茶)
1-2-0134 (白)

底面にcoconeco craft
のロゴマークの刻印入り。

¥3,850（本体価格￥3,500）
¥3,850（本体価格￥3,500）

◎内容・材質／オーナメント(約6×5.5×5.5cm)×1
◎箱サイズ／8.2×8.2×6.9cm ◎重量／約220g ◎青森・津軽びいどろ
※ガラス職人が一つひとつ手作りするため形状・色柄・重量等一つひとつ異なります。
※納期に1ヵ月以上かかる場合がありますので、
在庫をご確認の上ご注文ください。
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●秋田
・樺細工
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7
●千葉
・八千代切子

熟練の技と新しい感性で新しい価値を創
りだす
「八千代切子」。
（P.54）

8
●岐阜&新潟
・刃物

伝統技法により世界に類例を見ない秋田
角館の工芸品「樺細工」。
（P.52）

岐阜県関市と新潟県燕市は、
日本を代表する
刃物の産地。伝統の技を駆使して作られた
アイテムは、
使い心地も機能性も抜群。
（P.57）

3
●新潟
・柳宗理

9
●高知
・四万十ひのき

1974年から販売されている
「柳宗理デザ
イン」の握りやすいフォルムのカトラリー。
（P.55）

4
●新潟
・純銅

日本有数の金属加工の町、燕市で作られ
る
「純銅」の特性を最大限に活かしたプロ
ダクト。
（P.56）

5
●新潟
・メイド・イン・ツバメ

四万十川流域で育つ「四万十ひのき」は、
高い耐久性が特徴。
（P.53）

10
●愛知
・三河木綿

愛知県蒲郡市(三河地方)の小さな織物工
場から生まれ、長く愛されるモノづくりを目指
すタオルブランド
「イチオリ」。
（P.58）

11
●大阪
・泉州タオル

職人の技術や知識、経験を融合して生ま
れた
「メイド・イン・ツバメ」
の逸品。
（P.54）

約130年の歴史と伝統を誇るタオル産地、
大阪泉州で生産された
「泉州タオル」
（
。P.59）

6
●石川
・山中漆器

12
●愛媛
・今治タオル

国産木だけを使い、木取りから仕上げ挽き
までトータルで手掛ける丸物木地の「山中
漆器」。
（P.53）

伝統的な製造技術と最新技術を巧みに合
わせながら、使い心地を重視した「今治タ
オル」。
（P.60-61）

◉津軽びいどろ・青森

11
●
13
●

色を様々に組み合わせることで、
日本の四
季の移りゆく情景のように、無限の表情を
作り出す
「津軽びいどろ」。
（P.51）

Tsugaru Biidoro
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12
●
9
●

大 切 な あの 方に ︑日 本の 素 晴 らしい逸 品を ︒

17 ●
16
●

家族や友人︑仲間など ︑人とのつながりや

絆が見直されている今 ︑改めてここ日本の良さを感じ ︑

時代は変わっても守られ︑受け継がれてきた日 本の伝 統と 技を大 切なあの方へ︒

おふたりを支えてくれた人にこの国らしい贈 り物で感 謝を 伝えてみませんか︒

14
●

1
●青森
・津軽びいどろ

今 宵の一杯 ︒
ねぶたの情 景に
心あそばせる﹁ 津軽びいどろ ﹂︒

艶 や か な ね ぶ た の 色 彩 を 表 現 し た﹁ 津 軽 び い ど ろ ﹂︒
1
, 500度の灼熱の世界で生まれる優美なフォルムは︑津軽
の職人たちの巧みな技術と技法によって︑手づくりならでは
の柔らかな 形に仕 上げられています︒今 宵の一杯 ︑酔いしれる
ひとときに︑手もとを美しく彩ります︒

Japan
Made in

13
●奈良
・竹筆

日本の筆造りの起源でもあり、匠の技と心
を継承し、高い品質を守りぬいてきた奈良
の
「竹筆」。
（P.62）

14
●山口
・萩焼

焼きあがりの土の柔らかさと、
その吸水性
で深い味わいを積み上げていく、400年の
伝統を誇る
「萩焼」。
（P.63）

15
●岐阜
・美濃焼

1300年の伝統を継承する
「美濃焼」。陶
磁器生産量日本一を誇る。
（P.63）

16
●佐賀
・有田焼

400年の歴史を積み重ねてきた「有田焼」。
伝統を守りながら、進化を続ける。
（P.64）

17
●長崎
・波佐見焼

江戸時代より、暮らしの中の磁器碗として
広く愛され、
日本の食文化の発展に影響を
与えた
「波佐見焼」。
（P.65）

ねぶた酒器セット
1-2-0047

¥5,500（本体価格￥5,000）

透明感のあるガラスに、多彩な色が華やかに響きあう酒器のセット。愛でる楽しみ
だけでなく、手になじみやすい使いやすさも魅力です。盃は金箔入りです。
◎セット内容・材質／片口酒器（φ8.7×9.5×9.5cm、250ml、
ソーダガラス）×１ 、
盃
（φ7.4×4.7cm、
85ml、
ソーダガラス）
×2
◎箱サイズ／16×18.5×10.2cm ◎重量／650g ◎青森・津軽びいどろ

ねぶたタンブラーペア
1-2-0048
¥3,850（本体価格￥3,500）
お酒やお茶など、
いろんなシーンで使いやすいタンブラーのセット。入れる
ドリンクの色合いによって、色彩の雰囲気も変わり、丸みをおびたフォルム
が手に心地よくフィットします。
◎セット内容・材質／タンブラー
（φ8.4×11cm、
300ml、
ソーダガラス）
×2
◎箱サイズ／13.1×19.4×9.5cm ◎重量／800g ◎青森・津軽びいどろ

このページの商品は手づくりのため、
色彩・形状・重さなどが一つひとつ異なります。 納期に1ヵ月以上かかる場合がありますので、
在庫をご確認の上ご注文ください。
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◉ 山 中 漆 器・石 川

祝のための杯「祝杯」は名前の通り祝の席にふさわしい酒器。厳選した国産ミズメ桜の天然木を、底を厚めに残してくり抜き、下に重心を置いた心地
よい重量と安定感のある羽反型のカップは、小ぶりで持ちやすく、飲み口に向かって広がるデザインで口当たりの良さが特徴です。

祝杯 ナチュラル 金銀ペア
1-2-0051
¥11,000（本体価格￥10,000）
◎セット内容・材質／カップ(φ6.6×8.8cm、
100ml、
ミズメ桜・
ウレタン塗装・箔)×2 ◎箱サイズ／8×16×9cm
◎重量／177g ◎石川・山中漆器

祝杯 ナチュラル
1-2-0052 （金）¥5,500（本体価格￥5,000）
1-2-0053 （銀）¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／カップ(φ6.6×8.8cm、100ml、
ミズメ
桜・ウレタン塗装・箔)×1 ◎箱サイズ／8×8×9cm
◎重量／104g ◎石川・山中漆器

1-2-0052

Yamanaka Shikki

原 木 仕 入から 加 工 まで 全て を 担 う
正 真 正 銘の日 本メイド ︒

白鷺木工は三世代に渡り伝統工芸品の山中漆器を中心に
丸物木地をつくり続けています︒
ろくろ技術の高い山中温泉
には職人も多く在中しますが原木の加工から携わる職人は
希で︑
白鷺木工は原木の木取りから仕上げ挽きまでトータル
で手がけています︒

かくのだて

◉樺細工・秋田

美しい自 然 素 材と 匠の技が︑響き 合う︒

角館の樺細工は︑江戸時代中期︵1781〜88年︶
に︑角館を拝領
していた佐 竹 北 家 家 臣 団の一人 ︑藤 村 彦六定 継によって創 始されたと
言 わ れていま す︒蘇 生 と 再 生 を 繰 り 返 す 山 桜の 樹 皮 だけ を 使って
磨き 上げる伝 統は ︑環 境にも 優し く ︑世 界に類 例を 見 ない工 芸 品と
して︑また ︑自 然 素 材の美しさや 温かさが愛され ︑国 際 的に評 価され
ています︒

Kaba Zaiku

ろくろ作業風景。一つひとつ丁寧に仕
上げています。

1-2-0053

※こちらの商品は天然木を使用し、
手作業のため木目の模様・重さなどが一つひとつ異なります。※納期に1ヵ月以上かかる場合がありますので、
在庫をご確認の上ご注文ください。

◎ セット内 容・材 質 ／ 茶 筒 ( φ 8 . 3 × 9 . 5 c m 、桜 皮・ブリキ ) 、茶 箕
(7.4×3×0.7cm、
桜皮・天然木)
◎箱サイズ／21.5×14×9.5cm
◎重量／300g ◎秋田・角館(樺細工)

◎内容・材質／まな板(26×24×2cm、
桧・桜)×1
◎箱サイズ／27.3×29.5×4.5cm ◎重量／750g
◎高知・四万十ひのき

◉四万 十ひのき・高 知

四万十ひのきの一枚板で作った贅沢なまな板です。
ひのきの
油脂には抗菌・抗カビ・殺菌作用があり、水切れも早くすぐに
乾きやすいのが特徴。スタンド付きで、回転させると立てて収納
でき、水切りも早くなります。

Shimanto Hinoki

密閉性が抜群のブリキ缶に、抗菌性があり金属の熱電動を和らげる桜皮
をほどこした、平型タイプの茶筒と茶箕のセット。豊かな表情をもった桜皮
のアメ色は使い込むほどに深みを増し、美しい光沢を生み出します。

¥ 5,500（本体価格￥5,000）

し ま ん と

独特な艶と自然の風合いが魅力の樺細工に、桜柄をちりばめた華やかな
茶筒。樹皮本来の優れた防湿・防乾性で、
お茶入れとして最良の容器です。
◎セット内容・材質／総皮茶筒大(φ8×12cm、200g、天然木・桜皮・合板)、
茶箕(8.6×4×7cm、
天然木・桜皮)
◎桐箱サイズ／15×10.5×10.5cm ◎重量／260g
◎秋田・角館(樺細工)
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四万十ひのき 極め“一枚板”まな板
1-2-0054
¥4,950（本体価格￥4,500）

平型茶筒茶箕セット
1-2-0050

四 万 十ひの きで 仕 上 げ た ︑贅 沢 な一枚 ︒

清 流四万 十川 流 域で育った︑
四万 十ひのきの木 肌は 包 丁の刃と
相性が良く︑他の素材とは比較にならないほど包丁を長持ちさ
せるといわれています︒長 時 間 使 用しても 手が疲れにくく ︑厚み
わずか2㎝の軽さも魅力です︒

ちゃみ

総皮茶筒大（桜）茶箕付セット
1-2-0049
¥ 13,200（本体価格￥12,000）
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◉柳宗理・新潟

◎内容・材質／八千代切子(φ8.7×8cm、
280ml、
クリスタルガラス)×1
◎木箱サイズ／10.4×10.9×10.5cm ◎重量／330g
◎千葉・八千代切子

SORI YANAGI

内側の墨部分から金箔がのぞく、趣深い逸品。扇柄の華やかなデザ
インには存在感もあり、手もとに置くだけでテーブルシーンがぐっと華
やぎます。

機能性に︑
形状に︒
磨きをかけた﹃柳宗理デザインシリーズ﹄︒

◉ 八 千 代 切 子・千 葉

日本を代表する工業デザイナー柳宗理︒
その魅力は︑
美しいフォルムのみならず︑
使い勝
手や安全性にまでこだわった繊細なデザインです︒
グッドデザイン賞を受賞したティース
プーンは﹁あたたかみ﹂
のある艶消し仕上げで傷が目立ちにくい仕様に︒
握りやすいフォ
ルムとシンプルなデザインは飽きることなく長くご愛用いただけます︒
シンプルの中に︑
こ
だわりが凝縮された1本です︒

光 を 豊かに 受け 止め ながら ︑
き ら びやかに 輝 く 珠 玉のグラス︒

下総の国︑
千葉県八千代で生まれた八千代切子︒
この地に受け継がれる
熟 練の技と 新しい感 性が出 会い︑
これまでにない新たな 価 値を 作 り
出しています︒
水墨画では︑
すべての色を墨一色で表現することを﹁墨に
五彩あり﹂と言いますが︑
八千代切子・墨色は︑
深みをもった墨色に趣の
ある切子と金箔を加えることで︑
多種多様な輝きを楽しめる逸品です︒

Yachiyo Kiriko
八千代切子 オンザロック
（扇柄）
1-2-0055
¥17,600（本体価格￥16,000）

底にも切子が
施されています。

※こちらの商品は手作業のため、
カット模様・重さなどが一つひとつ異なります。
※納期に1ヵ月以上かかる場合がありますので、
在庫をご確認の上ご注文ください。

◉メイド・イン・ツバメ・新 潟

職 人の 技 術・知 識・経 験が 生ん だ ︑燕の 傑 作 ︒

W構造タンブラー 内面24金メッキ
1-2-0057 ¥6,600（本体価格￥6,000）
◎内容・材質／二重構造タンブラー
（φ7.5×12.5cm、
300ml、
18-8ステンレス
〈内面24金メッキ〉
）
×1
◎箱サイズ／13×7.5×7.5cm ◎重量／252g
◎新潟・燕
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新潟県燕市の金属技術の職人が誇る技術や知識︑経験を融合して
生まれた傑作︒氷を入れても結露ができにくい二重構造で︑温かさ・
冷たさが長持ち︒内面は 金メッキが施され︑殺菌・抗菌性にも優れ
ています︒金属臭がなく口当たりも良く︑
お酒本来の芳醇な味わい
が堪能できます︒

Made in Tsubame

24

『柳宗理デザインシリーズ』
は、柳宗理氏にデザインを依頼し
て、1974年に#1250ステンレスカトラリーから販売が始まりま
した。握りやすいフォルムと安定感のあるシンプルなデザイン
は温かみがあり、飽きずに長くご愛用いただけます。
すべての
工程を、
新潟県燕市で行っています。

Ｗ構造タンブラー2pc 内面24金メッキ
1-2-0058 ¥13,200（本体価格￥12,000）

柳宗理 ティースプーン／ヒメフォーク10pcs
1-2-0086
¥5,500（本体価格￥5,000）

柳宗理 ティースプーン5本セット
1-2-0087
¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／二重構造タンブラー
（φ7.5×
12.5cm、
300ml、
18-8ステンレス
〈内面24金メッキ〉
）
×2
◎箱サイズ／15×13×7.5cm ◎重量／508g
◎新潟・燕

◎セット内容・材質／ティースプーン(長さ14cm、
18-8ステンレス)×5 、
ヒメフォーク(長さ14cm、
18-8ステンレス)×5
◎箱サイズ／15.2×18.7×3.5cm ◎重量／282g ◎新潟・燕

◎セット内容・材質／ティースプーン(長さ14cm、
18-8ステンレス)×5
◎箱サイズ／18.7×14.8×3.1cm
◎重量／184g ◎新潟・燕
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◉ 刃 物・岐 阜 ＆ 新 潟

◎セット内容・材質／アイスクリームスプーン
（11.4cm、
純銅）
×2
（銀メッキ・金メッキ）◎木箱サイズ／15.8×8.5×2.3cm
◎重量／90g ◎新潟・燕

Hamono

指 先で実 感 ︒切れ味の心 地よさ︒

身だしなみにはよい道具を使いたい︒そんな大人のこだわりに応
えるギフトです︒関の先端加工技術で作り上げた爪ヤスリと︑
新潟
の熟練工が丹念に刃付けしたニッパー爪切りがセットに︒切れ味が
心地よく滑らかな仕上がりを︑
ぜひその指先でお楽しみください︒

体 温が伝わ り︑アイスがすくいや すい純 銅スプーン︒

◉ 純 銅・新 潟

銅の熱伝導率の良さをいかした︑
アイスクリームスプーン︒
しっくり
と手になじみ︑体温がよりスプーンに伝わりやすいデザイン︒
カチ
カチに 凍った 硬いアイスクリームを 伝 わる 体 温で 溶かし ながら
すくい取ることができます︒

Jun Dou

純銅アイスクリームスプーン
（木箱）
1-1-0050
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

熱 伝 導 率に 優 れ た 純 銅マグで 格 別の一杯 を ︒

日本有数の金属加工の町︑新潟県燕市の﹁純銅﹂
マグカップ︒江戸
時代から伝わる鎚起銅器の風合いを残した鎚目入りで︑実に鉄
の5 倍 ︑
ステンレスの2 5 倍とされる冷たさを 長 時 間キープする
高い熱伝導率が特徴です︒また︑水に混ざるだけで発揮する殺菌
作 用で衛 生 的 ︒
これらの特 性によ り︑格 別の口 当たりや清 涼 感
を実現します︒

荒削り面と仕上げ面とを
使い分けてご使用頂けます。
純銅製ストレートマグ360ml
1-2-0061
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
熱伝導率を生かし、最後までキンキンの冷たさを感じられる純銅仕様のマグ
カップ。持ちやすく、抗菌作用のある純銅はアウトドア好きの方にもぴったり
です。
◎内容・材質／マグカップ(φ8×11.4×8cm、
360ml、
純銅)×1
◎箱サイズ／9.5×11×10cm ◎重量／140g ◎新潟・燕
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荒削り面

荒目で爪の角を
削り形を整える

仕上げ削り面
細目でなめらか
なラインに仕上
げる

〈爪ヤスリのご使用方法〉①荒削り面に爪を当て、本品を左右にスウィングさ
せて形を整えます。②仕上げ削り面に爪を当て、同様に左右にスウィングさせ
てなめらかなラインに仕上げます。③本品側面のふちに爪を引っ掛けるよう
にして本品をくるくると回すことで、爪の裏側までお手入れが可能です。④爪
が伸びたら側面にあるギザギザの面に爪を当て、本品を平行に動かして削る
ことで爪を短くすることができます。爪切りに比べ爪へのダメージが少なくて
すみます。

ニッパー爪切り

巻き爪でも切りやすい
「喰い切り刃」を採用し
たニッパー型爪切りで
す。足の親指のような厚
い爪でもカットできます。

爪やすり＆爪切り2PCセットB
1-2-0063 ¥11,000（本体価格￥10,000）
◎セット内容・材質／ニッパー爪切り(13.9×5.2×1.7cm、刃物用
特殊ステンレス鋼)×1、
爪ヤスリ(φ1.7×1.5cm、
ステンレス）
×1
◎箱サイズ／16.5×8×2.5cm ◎重量／178g
◎爪切り:新潟・燕、
爪ヤスリ：岐阜・関
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Osaka Senshu

毎日 使うタオルを ︑もっと 快 適に︒
日 本のタオル産 業 発 祥 地︑大 阪・泉 州のタオル︒

◉ 泉 州・大 阪

約 1 3 0 年 の 歴 史 と 伝 統 を 誇 る タオル 産 地 ︑大 阪 泉 州 地 域 で 生 産 さ れ る ︑
OUCHI TSUKAIは︑
日常で感じられる﹁快適さ﹂を追求したタオルです︒毛
羽立ちの少ない上質なコンパクトヤーンを使用し︑繰り返しの洗濯にもへたりにくい
耐久性のある糸を使用︒通常のバスタオルよりコンパクトな仕上がりにより毎日の洗
濯・収納も快適にお使いいただけます︒

◉三河 木 綿・愛 知

ふんわ り︑
しっとり︑
ガーゼケット︒
糸一本一本から 生み出される究 極の肌 触 りは ︑本 物の証 ︒

愛知県蒲郡市︵三河地方︶
にある︑小さな織物工場から生まれたブランド﹁イチオリ﹂︒
一本一本こ だわった 数 十 種 類の 糸 と 5 層のガーゼ生 地 を 複 雑に 織 り あげることで ︑
独特のふんわり感としっとり感を実現し︑高品質な肌触りをお楽しみいただけます︒

Mikawa Momen
地域ブランドである
「三河木綿」の5層織りガーゼケット。ハーフサイズ
でベビーはもちろんのこと、広さがあるので大人にも充分なサイズです。
睡眠時の安らぎとリラックスを感じていただける至福の肌ざわり。木箱
入りで、本物の上質素材を大切な方にお届けします。

5層を重ねて織りあげる 夏は涼しく冬は暖かい
太さの違う糸を組み合わせて、5層を同時
に点で結んで織りあげることによって、
より
ふんわりとした空気層を生み出し、ふくら
みが生まれます。

夏は通気性が良いのでむれずに涼しく、
冬は布団の中に肌掛けとしてお使いいた
だければ空気層があるので暖かい。
オー
ルシーズンでお使いいただけます。

あの優しい肌触りを
お布団に入った瞬間の
「気持ちいい」
あの
優しい肌触りをお届けしたいと追求。何度
も試織を重ね、
しっとりとして、使い込む程
によい肌触りにできました。

洗濯しても乾きやすい 安心・安全をお約束
ガーゼ特有の通気性があるので、洗濯後
の乾燥が早く、夏はもちろん、洗濯物が乾
きにくい梅雨や寒い季節もとても使いやす
くなっています。

糸を紡ぐところからはじまり、染め、織り、縫
製、検査、梱包まで、全て国内作業なので、
安心してお使いいただけます。

イチオリ ガーゼケット
（濃桃）
1-1-0051 ほのか
（濃青緑）
1-1-0052 せせらぎ
（淡オリーブ）
1-1-0053 こもれび
（淡茶）
1-1-0054 りきゅう
（パステルＢＤ）
1-1-0055 うたたね

¥ 5,280（本体価格￥4,800）

1-1-0051 ほのか
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1-1-0052 せせらぎ

1-1-0053 こもれび

1-1-0054 りきゅう

1-1-0055 うたたね

◎内容・材質／ガーゼケットハーフ(140×100cm、
綿100%)×1
◎木箱サイズ／26.5×23.5×6cm ◎重量／500g
◎愛知・三河木綿

OUCHI TSUKAI SBT2（ PC）
1-2-0135 ¥3,300（本体価格￥3,000）

OUCHI TSUKAI SBT2（ WG）
1-2-0136 ¥3,300（本体価格￥3,000）

OUCHI TSUKAI SBT3
1-2-0137 ¥4,950（本体価格￥4,500）

OUCHI TSUKAI SBT5
1-2-0138 ¥8,250（本体価格￥7,500）

◎セット内容・材質／スリムバスタオル(40×110cm、綿
100%)×2 ◎箱サイズ／28.5×28.5×7cm
◎重量／715g ◎大阪・泉州

◎セット内容・材質／スリムバスタオル(40×110cm、綿
100%)×2 ◎箱サイズ／28.5×28.5×7cm
◎重量／715g ◎大阪・泉州

◎セット内容・材質／スリムバスタオル(40×110cm、綿
100%)×3 ◎箱サイズ／28.5×28.5×7cm
◎重量／945g ◎大阪・泉州

◎セット内容・材質／スリムバスタオル(40×110cm、綿
100%)×5 ◎箱サイズ／29×37.5×7cm
◎重量／1，
465g ◎大阪・泉州
※箱サイズにご注意ください。

59

Imabari Towel
◉ 今 治タオル・愛 媛

◉ 今 治タオル・愛 媛

慶びの七宝 柄を 織 り 上げた︑品 格の一枚 ︒

Imabari Towel

タオルブランドとして︑世界にその名が知られている今治タオル︒吸水性の高さが特徴の一つで︑
おろしたての瞬間からしっかりと水を吸ってくれます︒
また︑
やわらかな肌ざわりで︑洗濯を
繰り返しても品質が長続き︒平安時代の女流歌人︑小野小町の美しさをイメージし︑伝統の
織技術を駆使して一つひとつ織り上げたこの今治小町は︑
フェルガナ盆地で栽培された高級
綿で︑
しなやかでふんわりとしたやわらかさと︑枯葉剤を使用せず手摘みで収穫しているた
め︑不純物が少ないのが特徴︒
ヘムの紗綾模様を地づり紋織で際立たせ︑
ジャガードで表現し
た七宝柄とともに高級感を演出しています︒

絹 のような光 沢となめらかさを持 つ 高 品 質 の 超 長 綿を
使 用し、ほっとするような肌 触りと、い つ でもおろした て
の 風 合 い で 、ゲストに至 福 のひとときを贈ります 。

“幸せを呼ぶ”ということから
縁起が良いとされる鈴。“たく
さんの 人 が 幸 せ になります
ように”という願いが込めら
れています。木箱の中に入っ
ているタグに付いています。
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今治小町 白無垢FT2
1-2-0066 ¥3,300（本体価格￥3,000）

今治小町 白無垢BT1・FT1
1-2-0067 ¥ 5,500（本体価格￥5,000）

今治小町 白無垢BT1・FT2・WT1
1-2-0068 ¥ 7,700（本体価格￥7,000）

今治小町 白無垢BT2・FT2
1-2-0069
¥ 11,000（本体価格￥10,000）

◎セット内容・材質／フェイスタオル(34×80cm、綿
100%)×2 ◎木箱サイズ／18.5×29×10cm
◎重量／520g ◎愛媛・今治

◎セット内容・材質／バスタオル
（60×120cm、綿100%）
×1、
フェイスタオル(34×80cm、
綿100%)×1
◎木箱サイズ／24.6×34.4×11cm
◎重量／810g ◎愛媛・今治

◎セット内容・材質／バスタオル
（60×120cm、
綿100%）
×1、
フェイスタオル(34×80cm、綿100%)×2、ハンド
タオル
（34×35cm、
綿100%）
×1 ◎木箱サイズ／24.6×
34.4×11cm ◎重量／980g ◎愛媛・今治

◎セット内容・材質／バスタオル
（60×120cm、
綿100%）
×2、
フェイスタオル(34×80cm、
綿100%)×2
◎木箱サイズ／30.6×41×12cm ※木箱サイズにご注意ください。
◎重量／1,460g ◎愛媛・今治

至福タオル FT2セット
1-2-0070

¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×80cm、
綿100%)×2
◎木箱サイズ／16×30×12cm ◎重量／580g ◎愛媛・今治

至福タオル
BT1・FT1セット
1-2-0071

至福タオル
BT2・FT2セット
1-2-0072

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×80cm、
綿100%)×1、
バスタオル( 6 0 × 1 2 0 c m 、綿 1 0 0 % ) × 1 ◎ 木 箱サイズ／
25×30×12cm
◎重量／920g ◎愛媛・今治

◎セット内容・材質／フェイスタオル(33×80cm、綿100%)×2、
バスタオル(60×120cm、
綿100%)×2
◎木箱サイズ／33×39×12cm ※木箱サイズにご注意ください。
◎重量／1,650g ◎愛媛・今治

¥5,500（本体価格￥5,000）

¥11,000（本体価格￥10,000）
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◉ 萩 焼・山 口

ピンクとイエローの縁取りに、爽やかな海を思わせるブルーとグリーン
のグラデーションが印象的な優しい色合いのペアカップです。
◎セット内容・材質／カップ(φ8.5×10cm、
280ml、
陶器)×2
◎木箱サイズ／19.5×13.5×9.7cm ◎重量／640g ◎山口・萩焼

◎セット内容・材質／竹筆ペン(17.2cm、軸:竹・穂先：
ポリエステル ) × 1 、カートリッジ × 2 、ペンケース
（20×4.7×0.8cm、
がま口：金属・帯地：布)×1
◎箱サイズ／22.4×11×2.7cm ◎重量／140g
◎奈良、
がま口：中国、
帯地：京都

〈秋鹿〉

〈鶴と亀〉

〈桜〉

椿

白磁 金銀フリーカップペア
1-2-0078 ¥3,300（本体価格￥3,000）

白磁 金銀冷酒カップペア
1-2-0079 ¥2,750（本体価格￥2,500）

極限まで薄く作りあげ、飲み口を本物の金・銀で焼き
付けたフリーカップ。
シンプルながら、
このうえないエレ
ガントさで、
どんな飲み物も似合います。

金銀でふちどられた、薄さが極立つ白カップ。場所を
取らない小ぶりなサイズ。
ひとくちビールや梅酒、
日本
酒はもちろん、薬用茶・健康ドリンクなど少量で使い
たいときにも重宝します。

◎セット内容・材質／カップ(φ9×9.5cm、
330ml、
磁器)×2
◎木箱サイズ／11.2×20.5×10.3cm
◎重量／440g ◎岐阜・美濃焼

◉ 美 濃 焼・岐 阜

伝統の製筆技術を生かした手造りの穂先、手に馴染
み模様が一本一本異なる天然竹軸の奈良筆。竹筆
ペンと美しく調和する、京都西陣に伝わる紋様のペン
ケースもセットにしました。

約300年の伝統を誇り、筆の持つ文化を継承する
「あかしや」の竹筆
ペン。穂先は筆職人による手造り毛筆。
コシの強い人造毛を使い、細筆
の工程で、一本ずつ丹念に仕上げました。
インクは墨液を使用した純
黒で、水に流れずいつまでも色褪せしません。

Mino Yaki

あかしや天然竹筆ペン
京帯地ペンケースセット 椿
1-2-0076 ¥ 5,500（本体価格￥5,000）

長い歴 史に磨かれた美 濃焼が毎日のテーブルシーンを彩る︒

岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市で作られる美濃焼は︑
日本で製
造される陶磁器のおよそ６割を占めているといわれています︒
その
スタイルには多様な色や形が存在し︑千三百年におよぶ長い歴史に
よって培われてきました︒
日本の焼き物の代表といっても過言では
ないほ ど ︑評 価の 高い美 濃 焼 ︒暮 らしの 随 所に 深 く 溶け 込んで ︑
日々のテーブルシーンを彩っています︒

あかしや天然竹筆ペン 桐箱
1-2-0073 ＜秋鹿＞ ¥ 3,520（本体価格￥3,200）
1-2-0074 ＜鶴と亀 ＞¥ 3,520（本体価格￥3,200）
1-2-0075 ＜桜＞
¥ 3,520（本体価格￥3,200）
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Hagi Yaki

ミント

30日前
迄にご注文
ください。

◎セット内容・材質／竹筆ペン(17.2cm、軸:竹・穂先：ポリエステル)×1、
カートリッジ×2
◎桐箱サイズ／19.8×6×3.2cm ◎重量／95g ◎奈良
※受注生産のため納品日の30日前までにご注文ください。
ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。

素朴であるがゆえの︑焼物 本来の味わい︒

萩焼の起源は︑
約四百年前までさかのぼります︒
萩焼の大きな特長は︑
焼きあがりの土の柔らかさと︑
その吸水性︒土をあまり焼きしめない
ので軽く ︑保 温 性をもちます︒
さらに︑吸 水 性によ り 長 年 使っていく
うちにお茶や煮汁などが浸透し︑使い込むほどに器の色合いが変わる
ことを﹁萩の七化け﹂と言い︑器の表情の変化も楽しめます︒

たかぶる書き 味︑美しい筆 運び︒

◉ 竹 筆・奈 良

嵯 峨 天 皇の時 代に遣 唐 使として中 国に渡った 弘 法 大 師が毛 筆の製 造を 修めて帰 り︑大 和の国の住 人に
伝 授したのが︑奈 良 筆の︑そして︑
日 本の筆 造 りの起 源 ︒奈 良 筆は ︑その歴 史と 伝 統に培われた 匠の技と
心を継承し︑高い品質を守りぬくことで︑書家や専門家を中心に今も高い評価を受けています︒

Take Fude

レモネード

Lemonade ＆ mint ペアカップ
1-2-0077
¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／カップ(φ5.5×8.5cm、
130ml、
磁器)×2
◎木箱サイズ／10.2×13.7×7cm ◎重量／220g
◎岐阜・美濃焼
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あおぎん

蒼銀 おもてなし長角皿
1-2-0081
¥ 5,500（本体価格￥5,000）

深みのある瑠璃の色釉に銀のラインが華やかさを添える大きめの長角
皿。
シンプルで高級感のある木箱入りで、有田焼らしい凛とした美しさ
とクオリティーの高さを感じる逸品です。
◎内容・材質／長角皿
（16×31.5×3cm、
陶磁器）
×1
◎木箱サイズ／18.1×33×4.6cm ◎重量／600g ◎佐賀・有田焼
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◉ 波 佐 見 焼・長 崎

◎セット内容・材質／反カップ(φ9.5×9.5cm、
280ml、
陶磁器)×2
◎木箱サイズ／11.5×21.6×10.7cm ◎重量／580g ◎佐賀・有田焼

Hasami Yaki

商売をしていた商人の掛け声から名づけられた「くらわんか」。
オシャレで可愛いデザインながらも、たっぷり入る容量のどんぶり
で、満足感を味わえます。

琉 璃 色の深い世 界に酔いしれる︒

蒼と赤の鮮やかな色釉が美しい、有田焼のペアカップ。
それぞれ、
シル
バーとゴールドのラインが高級感を醸し出します。
シンプルでオシャレな
木箱もポイントです。

江戸時代から続く︑暮らしの中の器 ︒

くらわんか丼ペア（藍花＆ボーダー）
1-2-0083
¥3,300（本体価格￥3,000）

熟 練した 技 術が求められ ︑触ってみると 絵 柄が盛 り 上がっており 立
体 感がある″一珍 〟は ︑伝 統 的 な 作 陶 技 法のひとつで 化 粧 土 を 細い
針 穴から 搾 り 出 し ながら 素 地に 模 様 を 描 く 技 法 ︒その一珍 を 使い︑
青の 深い世 界 を 追 求 して 生 ま れ た﹁ 琉 璃 文 様 ﹂は ︑江 戸 切 子に も
似た日本の意匠を感じさせ︑使うほどにその存在感に魅了されます︒

◉ 有 田 焼・佐 賀

蒼赤金銀反カップペア
1-2-0080
¥ 5,500（本体価格￥5,000）

約 4 0 0 年 前 ︑大 村 藩 主の 大 村 喜 前 公が︑朝 鮮の 陶 工 と と もに 波 佐 見の 地で
本 格 的 な 焼 物づく り をは じめたのが 波 佐 見 焼の 起 源 ︒町の あ ち らこ ち らに
残された 登 窯 跡が歴 史 を 物 語っており︑現 在 も その 時 代の 人々のさ まざ ま な
暮 らしにあわせて変 化し ︑良 質の日 用の 器が生み 出されていま す︒

伝統を守りながら︑進化を 続ける有 田焼 ︒

四 百 年 以 上 の 歴 史 を 積 み 重 ねて き た 有 田 焼 は ︑
歴史によって培われた﹁技術・デザイン・様式美﹂
により︑
世 界 中の 人々の 心 を 魅 了してき まし た ︒今 も なお
進化を続け︑現代の感性にも響く数々の作品が生み
出されています︒

Arita Yaki

あおあかきんぎんそり

◎セット内容・材質／丼(φ16.4×9cm、
550ml、
陶磁器)×2
◎箱サイズ／17.3×17.3×13cm ◎重量／950g ◎長崎・波佐見焼

る り

琉璃 アペリティフペア
1-2-0082

¥4,400（本体価格￥4,000）

白イッチンの手触りが心地よい食前酒カップ。
ドリンクはもちろん、
スティック
野菜などを盛り付けるなど、アイデア次第でテーブルが華やぎます。
◎セット内容・材質／食前酒カップ(φ6×8cm、
70ml、
磁器)×2
◎箱サイズ／9×14×6.5cm ◎重量／220g ◎長崎・波佐見焼
※この商品は手作業のため、
色合い・柄などが一つひとつ異なります。
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吟 醸 酒 の 魅 力を存 分 に引き出 す 、本 物を知る人 のため のグラス。

赤ワインの 芳 醇な香りが 、
ふ わり立ち上る。

最 後 の 一口まで 、
最 良 のコンディション。

ワイングラスによってワインの味が変化することに気づ
き、世界で初めてブドウ品種ごとのワイングラスを開発、
製造したリーデル社。
ワイングラスの名門として、世界中
で愛されています。

リーデル・オー 大吟醸オー／酒テイスター ペア
1-2-0084
¥ 5,500（本体価格￥5,000）

ヴィノム カベルネ／メルロ(ボルドー)(2個入)
1-2-0085
¥9,900（本体価格￥9,000）

リーデル・オー オー・ビアー(4個入)
1-1-0056
¥6,930（本体価格￥6,300）

お酒の銘柄に合わせてグラスの形を変えるリーデル社のグラス。
「 酒テイ
スターペア」は日本酒の中でも大吟醸や冷吟醸のためにデザインされた、
縦長のボウル形状がみずみずしくフルーティな味わいをもたらします。

フルボディで渋みがあり、濃厚な赤ワインに適したグラスのセット。ゆるや
かな形状の大きなボウルによって、複雑で芳醇な香りを解きほぐします。

縦長の形状と丸みをおびたラインによって濃密な泡が持続。
ビールの酸
化を防ぎ、最後の一口まで最良のコンディションでお楽しみいただけます。

◎セット内容・材質／ワイングラス(口径7.5×φ9.5×22.5cm、
610ｍｌ、
クリスタルガラス)×2
◎箱サイズ／11.6×22.7×27.5cm ◎重量／570g ◎ドイツ

◎セット内容・材質／ビールグラス(口径5.2×φ6×15cm、
245ｍｌ、
クリスタルガラス)×4
◎箱サイズ／13.4×13.4×16cm ◎重量／540g ◎ドイツ

◎セット内容・材質／大吟醸グラス(口径5.7×φ7.8×10.6cm、
375ｍｌ、
クリスタルガラス)×2
◎木箱サイズ／14×20×9.5cm ◎重量／576g ◎ドイツ
※予告なくパッケージの一部を変更する場合があります。
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MONO
CO LLECTI O N

カフェ気分になれる、ナチュラルプレート。

COLLE CT I O N

C a fe
Table Ware

1-2-0088 (グレー)

1-2-0131 (ホワイト)

やさしい風合いとナチュラルなあたたかさで、波紋のようなレリーフ
の中に生まれる釉薬のグラデーションが美しいマグカップと、天然
木で色合いや木目がひとつずつ異なるトレーのセットです。アカ
シアのトレーを上手に使っておうちでカフェ気分に。

キッチンやリビングに置いて、
いつも気軽に楽しめる、一人用のドリップコー
ヒーのセットです。
ステンレス製のスタンドやフィルターで、
お手入れも簡単。

ブリューコーヒー 一人用ドリッパーセット
1-2-0088 （グレー）
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0131 （ホワイト） ¥ 3,300（本体価格￥3,000）

リップル ペアマグカフェセット
1-2-0130
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／マグカップ(Φ8.4×12×9.6cm、
330ｍｌ、
磁
器)×2、
トレー(約15.4×22.6×2.5cm、
天然木：アカシア)×2
◎箱サイズ／16.5×23×12.3cm
◎重量／約1,020g ◎マグカップ：岐阜・美濃焼、
トレー：フィリピン

◎セット内容・材質／マグ(φ8×9cm、
陶器)×1、
ドリッパー(φ9×6cm、
陶 器 ) × 1 、フィルター ( φ 8 × 7 . 5 c m 、ステンレス) × 1 、スタンド
(11×9×13.5cm、
ステンレス)×1、
コースター(φ10cm、
シリコン)×1
◎箱サイズ／13.5×10×14cm ◎重量／1,050g

※アカシア製のトレーは、
天然素材で手造り工程が含まれるため、
木目・色味・形状・重さなどが一つひとつ異なります。

豊かな香りと味わいを堪能する、贅沢なひととき。

コーヒーの旨みを存分に味わう。

茶葉が踊る、心が躍るティーウェア。

異素材の組み合わせがかわいいセット。

盛皿やワンプレートとしてオシャレなセット。

コーヒーの旨みのひとつであるコーヒーオイルが抽出できるステンレスメッシュ
フィルターを使用。紙フィルターを使わないので省資源で、洗浄も簡単です。

透明なガラスの中に、
ステンレスの輝きが上品なポット。取り外し可能な細
かい編み目の茶こしは深さがあるので、少量でもしっかり味を引き出せます。

たっぷりサイズのスープカップとスプーン、便利なトレーが付いたカフェスタイ
ルのギフトです。朝食からスイーツまで幅広くお使いいただけます。

ご飯やサラダやお肉などワンプレートに盛り付けできる、
アカシアの木を使っ
たプレート。
ドレッシングポットも付いた嬉しいセットです。

ブリューコーヒー ドリップポット5CUPフィルター付
1-2-0089
¥4,400（本体価格￥4,000）

フィール ペアティーセット
1-2-0090
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

グレイズ ペアスープカフェセット
1-2-0139 ¥3,300（本体価格￥3,000）

グレイズ ペアブランチセット
1-2-0113 ¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／ポット(15×12.5×20cm、
820ml、
耐熱ガラス、
シリコン
ゴム)×1、
フィルター(φ12.5×14.5×8.5cm、
ステンレス）
×1
◎箱サイズ／16.5×16×22cm ◎重量／650g

◎セット内容・材質／ポット(10×13.5×12.5cm、
580ml、
耐熱ガラス)×1、
カップ(φ8×10×6.5cm、
150ml、
耐熱ガラス)×2、
ステンレス製茶こし×1
◎箱サイズ／12×24×14.5cm ◎重量／550g

◎セット内容・材質／トレー
（15.8×23.4×2.5cm、
アカシア）
×2、
スープマグ
（φ10.8×13.5×6.3cm、
350ml、
磁器）
×2、
スプーン
（長さ16cm、
天然木）
×2
◎箱サイズ／17.8×24×12.5cm ◎重量／約1，
000g
◎プレート：フィリピン

◎セット内容・材質／プレート
（20.5×26×2.5cm、
アカシア）
×2、
プチボウル
（10×7.5×4.5cm、
140ml、
磁器）
×2
◎箱サイズ／22.1×27.3×10.1cm ◎重量／950g
◎プレート：フィリピン

※アカシア製のトレーは、
天然素材で手造り工程が含まれるため、
木目・色味・形状・重さなどが一つひとつ異なります。
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パッと目を引く切子柄で、味わい深さが増す。

その一杯が満ち足りた時間をつくりだす。

CO LLECTI O N

目にも楽しい爽やかグラスで、
くつろぎの時間を。

Ba r

大胆かつ繊細なカットを施した新しい感覚の被せ切子グラス。
ぽってりとした
形で手にしっくり馴染みます。

Sa k e

水晶のようにきらめく透明感が素敵な、
重厚感ある風合いのオールドグラス。
洗練された一杯をじっくり味わいながら、
一日の終わりの静かなひとときを。

キリコ フリーグラスセット
1-2-0099
¥7,700（本体価格￥7,000）

Premium オールドグラス
（ペア）
1-2-0100
¥ 2,750（本体価格￥2,500）

◎セット内容・材質／フリーグラス(口径6.9×φ9×8.9cm、350ml、
クリスタ
ルガラス)×2 ◎箱サイズ／10.2×19.8×10cm ◎重量／662g

◎セット内容・材質／グラス(φ9×9cm、
265ml、
ソーダガラス)×2
◎木箱サイズ／10.6×20.3×10cm
◎重量／700g ◎日本

※手造りのため、色彩・柄・形状などが一つひとつ異なります。

津軽びいどろの情緒あふれる日本の冬の美しい風景の色合いを多彩な色粒
を散りばめてたイメージした色違いのグラスセット。焼酎などのお酒はもち
ろん、
ソーダや麦茶など日常使いにも丁度良いサイズ感です。

プ レ ミ ア ム

にほんの色グラスペア（ふうけい）冬の彩
1-2-0141
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フリーグラス(φ9×9cm、
260ml、
ソーダガラス)×2
◎箱サイズ／11.9×20.6×9.6cm ◎重量／600g ◎青森・津軽びいどろ
※手造りのため、色彩・柄・形状などが一つひとつ異なります。

手になじむデザインと透明感で、見た目もオシャレに、機能的に。

保温保冷に優れた耐熱の二重構造グラス。
外側はゴブレットのような形状で、
飲み物を入れたとき、
液体が宙に浮いているように見えるのもポイントです。

ニュイ ペアサーモグラス
（Ｎ）
1-2-0093
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／二重構造グラス(φ8.5×14cm、340ml、
耐熱ガラス）×2
◎箱サイズ／16×19×9.5cm ◎重量／450g

まあるい 底 で 、目と耳 で
楽しませ てくれる、愛らしいカップ 。

ゆらゆら揺れながらカランコロンと氷の音を奏で、
極上の酔いをもたらす薄造
りの波佐見焼ペアカップ。
女性にも持ちやすいくぼみがポイントで、
上品な白
磁の生地の金と銀に縁どられた飲み口が、
美しさを演出します。

手にしっくり馴染むテイストが魅力。
緑と黄の色ガラスの組合せが、
木漏
れ日のような穏やかな雰囲気を醸し出します。
口部には上品な金箔が施
されています。

金銀ゆらりカップペア
1-2-0102
¥ 3,520（本体価格￥3,200）

金彩ロックグラスペア 緑陽
1-2-0104
¥5,500（本体価格￥5,000）

◎セット内容・材質／ゆらりカップ
（8.5×8×6.5cm、
350ml、
磁器）
×2
◎木箱サイズ／13.5×23.5×10.5cm ◎重量／560g ◎長崎・波佐見焼

◎セット内容・材質／ロックグラス(φ9.5×9cm、
300ml、
ソーダガラス)×2
◎箱サイズ／11.1×22.7×10.6cm ◎重量／820g ◎青森・津軽びいどろ

※数量限定商品です。
なくなり次第、終了となりますので、
ご注文の際は
在庫確認の上、
ご注文ください。
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落ち着きのある色合いと煌びやかな金箔で
贅沢なひととき。

※手造りのため、
色彩・柄・形状が一つひとつ異なります。

職人の技が生む、ぬくもりのある手仕事の器。

90年以上続く
「桂山窯」
四代目の陶芸作家、
和田和文氏監修の手づくり
の器。
ぐい呑みとしてはもちろん、
粋な珍味小鉢としても使えます。

籠入り七客ぐい呑み珍味揃
1-2-0106
¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／ぐい呑み(φ6〜6.8×3.8cm、
約80ml、
陶器)×7、
竹籠(φ18.5×20.5×11cm、
竹)×1
◎箱サイズ／19×19×10.8cm ◎重量／540g
◎ぐい呑み：岐阜・美濃焼
※手造りのため、
色彩・柄・形状が一つひとつ異なります。
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CO L L E CTION

優しい色に秘められた気品ある美しさ。
日本の心を伝えます。

Ta ble
Wa re

鮮やかで高貴な雰囲気を醸し出す青色が食卓に映えて。

ボンボニエールは、皇室の慶事で引出物などとして配られてきた
菓子器。球体で、
まるで地球を思わせるような深い青色が印象
的な、
トルコ釉の器です。

トルコ釉 小皿付ボンボニエール
1-2-0109 ¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／ボンボニエール(φ9.5×9.5cm、
磁器)×1、小皿(φ9×1.5cm、
磁器)×4
◎箱サイズ／10.5×20.5×10.5cm ◎重量／650g
◎岐阜・美濃焼

可憐に、上品に。美しい白磁と花の饗宴。
花白磁 盛皿
1-2-0147

¥3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／大鉢(φ25×6cm、
磁器)×1
◎箱サイズ／27.5×27.5×7cm
◎重量／780g ◎岐阜・美濃焼

花白磁 銘々皿揃
1-2-0148
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／取皿(φ14．5×3cm、
磁器)×5
◎箱サイズ／16.3×16.8×8cm
◎重量／940g ◎岐阜・美濃焼

桜が舞う美しい大皿。
お祝いごとやパーティーなど、料理はもちろんお菓子を
のせても。
テーブルを華やかに演出します。

桜大皿
1-2-0107

¥4,950（本体価格￥4,500）

◎内容・材質／大皿(24.5×24.5×3.5cm、
磁器)×1
◎木箱サイズ／26.5×26.5×5cm
◎重量／900g ◎長崎・波佐見焼

食卓をパッと明るくしてくれる桜のデザイン。
お寿司や焼魚など使いやすい
長角皿を上品な木箱に入れてお届けします。

桜長角皿ペア
1-2-0108

¥ 3,850（本体価格￥3,500）

◎セット内容・材質／長角皿(13.5×25×1.5cm、
磁器)×2
◎木箱サイズ／14.7×27×5.5cm
◎重量／830g ◎長崎・波佐見焼

白地に浮き上がる大胆なレリーフが美しい逸品。普通の磁器より
も白く焼き上げることにより、上品な雰囲気が醸し出されています。
大鉢に取皿5枚も付いて、来客時のおもてなしに便利です。
はなうたげぞろえ

花白磁 華花宴揃
1-2-0112
¥5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／大鉢(φ25×6cm、
磁器)×1、
取皿(φ14.5×3cm、
磁器)×5
◎箱サイズ／27×27×12.5cm ◎重量／1,850g
◎岐阜・美濃焼

※このページの商品は、数量限定商品です。
なくなり次第、終了となりますので、
ご注文の際は在庫確認の上、
ご注文ください。
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Ta ble
Wa re

毎日使いたくなる、
おしゃれなペアプレート。

優しいアースカラーと人気キャラクターで、心豊かな食卓を。

蓋のつまみを押し込むことで密閉保存でき、本体はもちろん、
蓋をつけたまま電子レンジでの温めが可能。
そのまま食卓にも
出せる、可愛いデザインです。

リサ・ラーソン レンジ3点セット
1-2-0115
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／レンジパックM
（φ13×6cm、
450ml、
磁器）
×1、
レンジパックS
（φ9.5×6cm、
230ml、
磁器）
×2、
フタ
（ポリプ
ロピレン、
シリコン・熱可塑性エラストマー）
×3
◎箱サイズ／23×20.5×6.5cm ◎重量／1,000g
◎パック：日本

カレーやシチュー、パスタ、サラダなど、
さまざまな料理に使える
ちょうどよい深さのお皿セット。和・洋どちらにも合うナチュラル
なデザインです。

NEW ペアオーバルプレート
1-2-0001 ¥ 3,300（本体価格￥3,000）

マイキー、
ライオンとハリネズミ三兄弟。
リサの大人気の3つの
キャラクターが、優しいアースカラーのプレートになりました。食
卓と心を豊かにしてくれます。

◎セット内容・材質／楕円プレート(15.1×27.5×5cm、
磁器)×2
◎箱サイズ／16.3×29.3×7.5cm
◎重量／1,300g ◎岐阜・美濃焼

リサ・ラーソン ファイブプレートセット
1-2-0116
¥2,750（本体価格￥2,500）
◎セット内容・材質／プレート(φ13×2cm、
磁器)×5
◎箱サイズ／14.5×14×5cm ◎重量／700g
◎日本

並べるだけでテーブルが華やぐ器マジック。

テーブルを囲んで会話も弾む、楽しいひととき。

フタの裏の
つぶつぶは…

フタ：裏面

加熱されて食材から出
た旨味のある湯気を突
起に集めてまんべんな
く素材に戻す効果があ
ります。

底の凹凸は…

身：底面

加熱されて食材から
出た余分な水分や油
分が再び食材に付き、
味が落ちることを防ぎ
ます。

アースカラーの5色の
釉薬が魅力的なカップ。

直火・オーブン・電子レンジ・グリルでも使え、
フタをして
蒸し焼きにできるのも嬉しい。機能性抜群のおしゃれな
デザインで、食卓がセンスアップします。
ヒュッゲ

スタイル

Hygge Style グリルパン
（大）
グレージュ
1-2-0114
¥ 3,300（本体価格￥3,000）
◎内容・材質／グリルパン(17.5×26×5.5cm、
耐熱陶器)
直火
◎箱サイズ／20×27.5×7.5cm ◎重量／1,480g
◎岐阜・美濃焼 ※IH非対応
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風合いのあるカップなので、和洋問わずそば猪口やデザートな
ど様々なシーンでお使いいただけます。焼き場により色むらや
濃淡が出る特殊な釉薬を使用し、色のコントラストや焼き物の
特徴である窯変をマット仕上げで施しました。

グラデーションカラーズソバチョク５Pセット
1-2-0142
¥2,750（本体価格￥2,500）
◎セット内容・材質／カップ
（φ7.8ｘ6.2cm、
180ｍｌ、
磁器)×5
◎箱サイズ／14.3ｘ26.5ｘ8.5cm ◎重量／1,050g
◎岐阜・美濃焼

愛らしい小花を散りばめた小皿と、
すべて手作りの涼しげな
ガラス製の小鉢をセットにしました。木箱に入れてお届けします。
ソレ

SOLE デコールアシェット
1-2-0118 ¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／小皿(φ9.4×1.7cm、
磁器)×4、
小鉢(φ8.8〜9.2×3〜4cm、
ソーダガラス)×4
◎木箱サイズ／31.8×31.8×4.8cm ◎重量／1,148g
◎小皿：岐阜・美濃焼
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ディズニー

赤い糸で結ばれた、
ミッキーとミニーのラブプレート。

Love Of Destiny(運命の愛)をテーマにした、
ミッキーマウス
とミニーマウスのデザイン皿を上品な木箱に詰めました。5枚
並べると、運命の糸がミッキーとミニーの小指をつなぎます。

ミッキー／LOD 小鉢揃（木箱入）
1-2-0119
¥ 2,750（本体価格￥2,500）
◎セット内容・材質／小鉢(11×11×3.5cm、
磁器)×5
◎木箱サイズ／25.5×37×5.5cm ◎重量／1,340g
◎岐阜・美濃焼

食卓を楽しませてくれる、大人スタイルなミッキー。

笑顔のミッキーとミニーを描いた、ペアのステンレスタンブラーセット。
真空二重構造なので、ホットでもアイスでもドリンクを長く美味しく楽し
むことができます。

D-MF36 ペアサーモタンブラー（ミッキー＆ミニー）
1-2-0121
¥3,300（本体価格￥3,000）真空
◎セット内容・材質／真空二重構造タンブラー(φ7.5×13cm、340ml、
18-8ステンレス)×2
◎箱サイズ／16×15×8cm ◎重量／400g

実用的で可愛いレンジパック。

おいしく、気持ちよく、
ミッキー&ミニーといっしょに。

1-2-0122

パリ・ロンドンなど各地の名所や名物などが沢山つまったデザインが可愛い、調理した料理
を小分けして保存するのに便利なマルチストッカー。
フタのつまみをあげて電子レンジで温
めてそのまま食卓で食器として使用できます。

Let's Travel レンジパック３Pセット
1-2-0143

¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／ボウルL(φ16×H6cm、560ml、磁器)×1、
ボウルM(φ13.5×H6cm、
430ml、
磁器)×1、
ボウルS(φ10.5×H6cm、
210ml、
磁器)×1、
フタ
（ポリプロピレン・シリコン）
×3
◎箱サイズ／18×18×13.5cm ◎重量／1,500g
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1-2-0123

真空二重構造タンブラーは熱が伝わりにくいので、冷たいものも温かいもの
も飲みごろの温度をキープ。吸水性とやわらかな肌触りが魅力の今治タオル
にも、刺しゅうでミッキー&ミニーがデザインされています。

ミッキー&ミニー／サーモメタルタンブラー＆今治タオル
1-2-0122 （ブルー） ¥3,300（本体価格￥3,000）
1-2-0123 （ピンク）

¥3,300（本体価格￥3,000）真空

◎セット内容・材質／真空二重構造タンブラー(φ7.5×13cm、
340ml、
18-8ステ
ンレス)×1、
フェイスタオル(34×75cm、
綿100%)×1
◎箱サイズ／16×15×8cm ◎重量／300g
◎タオル：愛媛・今治
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使うほどに毎日の生活になじむシンプル＆シック。

2色のカップと今治のウォッシュタオルを同じテイストのカラーで揃えました。
タオルは表面がガーゼ地、裏面がパイル地で抜群の吸水・速乾性が自慢
です。
カップは和でも洋でも使えるシンプルなデザインです。

Sandアンジェ くつろぎペアカップ＆タオル（PG)
1-4-0003
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／カップ(φ8.5×7cm、
230ml、
陶器)×2、
ウォッシュタオル
(33×33cm、綿100％)×2 ◎引き出しBOXサイズ／19.9×19.3×7.6cm
◎重量／640g ◎岐阜・美濃焼、
タオル:愛媛・今治

Sandアンジェ くつろぎペアカップ＆タオル（MG)
1-4-0004
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／カップ(φ8.5×7cm、
230ml、
陶器)×2、
ウォッシュタオル
(33×33cm、綿100％)×2 ◎引き出しBOXサイズ／19.9×19.3×7.6cm
◎重量／640g ◎岐阜・美濃焼、
タオル:愛媛・今治

※1-4-0003/0004の商品は引き出し式BOXを透明フィルムで巻いた状態
でのお届けとなります。包装はできませんので、
ご了承ください。

フルーツの華やかな香りで心身ともにリラックス。

ハンドにもボディにも使えるクリームは、パッションフルーツをメインに甘い果実
を利かせた香りで男女問わずに好まれ、べたつかずスーッとお肌に馴染みます。
吸水・速乾性に優れた半面ガーゼ、半面パイルの今治タオルとセットにしてお
届けします。

細かい砂模様とビンテージ風の色合いがモダンな雰囲気を作り出し、
お家ごはんもカフェメニューのように演出します。
Sandアンジェ アロマリラックスSet（ピンク・パッション）
1-4-0005
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(87×33cm、綿100%)×1、
ボディ＆ハンド
クリーム
（50ｇ）
×1 ◎BOXサイズ／23×13×4.5cm ◎重量／220g
◎タオル:愛媛・今治、
クリーム：日本
表面

中面
P.78〜79の商品は、全
てこの熨 斗カードをお
付けし、商品横のオリジ
ナル包装やBOXでお届
けします。
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落ち着きのある質感と色味が魅力のおしゃれなプレートセット。
やや深めのオーバルデザインで、
さまざまな料理が映えます。

スープやコーヒーにちょうど良いフリーカップと、
カレーやパスタなど
何にでも合う万能皿。毎日の食卓がカフェスタイルに変身。

Sandアンジェ オーバルプレート
1-4-0001
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

Sandアンジェ カップ＆プレート
1-4-0002
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／オーバルプレート(13.5×30.8×6cm、
陶器)×2
◎箱サイズ／15×32×8.5cm ◎重量／1,250g
◎岐阜・美濃焼

◎セット内容・材質／カップ(φ8.5×7cm、
230ml、
陶器)×2、
プレート(φ20.8×4.3cm、
陶器)×2
◎箱サイズ／22×22×13.5cm ◎重量／1,550g ◎岐阜・美濃焼

※こちらの商品は専用包装紙でお届けします。

※こちらの商品は専用包装紙でお届けします。

Sandアンジェ アロマリラックスSet（ミント・パッション）
1-4-0006
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／フェイスタオル(87×33cm、
綿100%)×1、
ボディ＆ハンド
クリーム
（50ｇ）
×1 ◎BOXサイズ／23×13×4.5cm ◎重量／220g
◎タオル:愛媛・今治、
クリーム：日本

※1-4-0005/0006の商品は専用BOXでのお届けとなります。
包装はできませんので、
ご了承ください。
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上質で華があるという意味の京ことば「はんなり」。
京都の感性で作り集めた日本各地の伝統と技術
に培われた品を最上の贈り物として紹介します。

優しい色合いとブロンズのコントラストが際立つカップ。

マカロンのような色とコロンとした形がキュートな小鉢セット。
アイスやヨーグルト、
ドリンクを入れても良いマルチな形状のボウルです。
ポップな色彩と、可愛らしいデザインでありながら、
職人の技とこだわりが溢れる本格的な器たち。
日々の生活を鮮やかに彩ります。

kaguyahime マカロンボウル
1-4-0010
¥3,850（本体価格￥3,500）
◎セット内容・材質／ボウル(φ8.5×4.8cm、
磁器)×5
◎BOXサイズ／9.7×15.8×9.7cm ◎重量／600g
◎岐阜・美濃焼

人気の「波の華」の色違いバージョンが出来ました。

※こちらの商品はデザインBOXでお届けします。

小皿の上にのせてカップ＆ソーサーにしたり、全てバラバラにして大皿の上に
のせて使うのも可愛いアクセントになります。使い方もアイデア次第で様々に。

和モダンなセンス溢れる小皿のセット

P.80の商品は、
この専用デザイ
ンBOXに入れてお届けします。
5種類の違った釉薬が楽しめる小さな雲形のお皿5枚のセット。
ちょっとした取り皿として、
また昆布や梅干しなどを盛り付けたり、
チョコレートや和菓子、
アクセサリー置きとしても活躍しそう。
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さわやかな水色と白に上品にかかったブロンズのコントラストが
美しいカップ。女性の手にも持ちやすい形状で、
テーブルを華や
かにしてくれます。

爽やかなライトブルーとライトイエローにかかるブロンズは
くつろぎ時間を華やかにし、可愛らしさと上品さを兼ね備え
たペアカップです。

はんなり 雲形豆皿揃
1-4-0024
¥3,520（本体価格￥3,200）

はんなり 波の華ペアカップ
1-4-0025
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

はんなり 波の光ペアカップ
1-4-0026
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／小皿(7.5×9.7×1.9cm、
磁器)×5
◎箱サイズ／8.8×11×8.2cm ◎重量／500g
◎岐阜・美濃焼

◎セット内容・材質／カップ(約φ8.5×13.4cm、
370ml、
陶器)×2
◎箱サイズ／14.9×19×9.4cm ◎重量／500g
◎岐阜・美濃焼

◎セット内容・材質／カップ(約φ8.5×13.4cm、
370ml、
陶器)×2
◎箱サイズ／14.9×19×9.4cm ◎重量／500g
◎岐阜・美濃焼

※こちらの商品はデザインBOXでお届けします。

※こちらの商品はデザインBOXでお届けします。

※こちらの商品はデザインBOXでお届けします。

ようようか

kaguyahime 様々花小皿セット
1-4-0011
¥4,180（本体価格￥3,800）
表面
P.80〜81の商品は、
全てこの熨斗カード
をお付けし、商品横
のオリジナル包装や 中面
BOXでお届けします。

◎セット内容・材質／六角皿(8.3×9.2×1.8m、磁器)、八角皿
(8.4×8.4×1.8m、磁器)、輪花皿(8.4×8.4×1.8m、磁器)、八角鉢
(7.4×7.4×3.7m、磁器)、星型鉢(7.4×7.4×3.7m、磁器)、輪花鉢
(φ7.4×3.7m、
磁器)×各1
◎BOXサイズ／9.4×17.8×7.9cm ◎重量／450g ◎岐阜・美濃焼
※こちらの商品はデザインBOXでお届けします。
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〈風呂敷ラッピング〉

〈桐箱〉

萩

※この商品は、写真の桐箱の中にお熨
斗の代わりにお名前を記載したグリー
ティングカードを入れてお届けします。

焼

｢きらら坂」
の商品は、一つひとつ、商品と一緒に写った風呂敷にお包みしてお届けします。
風呂敷商品は、
このお熨斗をお付けします。

白とピンク色の控えめで上品な色合いの鉢は、少したわめた形
が使いやすく、お祝いの日に華やぎを添えてくれます。

きらら坂 萩焼 うす桜たわみペア鉢
1-4-0014
¥5,500（本体価格￥5,000）
陶器)×2、
◎セット内容・材質／鉢(18×17×5.5cm、
ポリエステル)×1
風呂敷(60×60cm、
◎箱サイズ／18×19×8.5cm ◎重量／850g
風呂敷：京都
◎山口・萩焼、

お祝いの席に、緋色の華やぎを添えて。

信楽焼
焼

ソメイヨシノの花びらを思わせる、やわらかく淡い色合いが印
デザートなど、大切な方との寛ぎのひと
象的。お茶やコーヒー、
ときに。

緋色とは焼成によって生じるほのかな赤色のこと。大きく浅い
緋色のお鉢は、和洋どちらの料理を盛っても抜群の存在感を
醸します。

きらら坂 萩焼 花景色マルチペアカップ
1-4-0015
¥3,300（本体価格￥3,000）

きらら坂 信楽焼 緋色大鉢
1-4-0012
¥5,500（本体価格￥5,000）

陶器)×2、
320ml、
◎セット内容・材質／カップ(φ9×9cm、
ポリエステル)×1
風呂敷(45×45cm、
◎箱サイズ／10.5×17.5×9.5cm ◎重量／600g
風呂敷：京都
◎山口・萩焼、

◎内容・材質／大鉢(φ25×5.5cm、
陶器)×1
◎桐箱サイズ／26.5×26.5×7.5cm ◎重量／1,000g
◎滋賀・信楽焼

信楽焼

信楽焼

信楽の緋色は特別な色。
お祝い事にふさわしい存在感を放ちます。

萩

ハレの日を彩る、美しい器たち。
素敵な風呂敷に包んで。

透き通るような海色のガラス釉が
おふたりの無垢な心を届けます。

手に持ちやすい形状はロックカップとして、焼酎やハイボール
におすすめ。透明感のあるブルーは氷の音が涼やかに聞こえ
ます。

スッキリとしたスタイルのビアカップ。無釉のカップはビールの
泡がきめ細かく立ち、美味しくいただけます。緋色に白のドット
柄が素敵。

きらら坂 信楽焼 緋色ビアペア
1-4-0013
¥ 3,850（本体価格￥3,500）

きらら坂 信楽 あおマルチカップペア
1-4-0016
¥3,300（本体価格￥3,000）
陶器)×2、
300ml、
◎セット内容・材質／カップ(φ9×8.5cm、
ポリエステル)×1
風呂敷(45×45cm、
◎箱サイズ／16.5×11×10.5cm ◎重量／520g
風呂敷：京都
◎滋賀・信楽焼、

◎セット内容・材質／カップ(φ10×9.5cm、260ml、陶器)×2、
風呂敷
（45×45cm、
ポリエステル）
×1
◎箱サイズ／16.5×11×10.5cm ◎重量／550g
◎滋賀・信楽焼、
風呂敷：京都
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可憐な白磁の皿に花びらと
ホタルが美しく映えて。

竹かご

こめこめ

ラ ッピ ン グ

Kome komeの商品は竹かごにリボン掛けした
状態でお届けします。

Kome komeの商品は、
お熨斗の代わりに
ご両家名入りのグリーティングカードをお付けします。

有田焼

空のようなブルーが爽やか。
マルチに使えるフリーカップ。

爽やかな一杯で、笑顔がもっと華やぐ。

藍色の花びらにホタルという透かし技法を入れた銘々皿セット。
縁取りのフリンジが花びらとあいまって可愛らしい雰囲気です。

きらら坂 有田焼 花ほたる銘々皿5枚
1-4-0017
¥ 5,500（本体価格￥5,000）
◎セット内容・材質／皿(φ14×2cm、
磁器)×5、
風呂敷(45×45cm、
ポリエステル)×1
◎箱サイズ／15×15×9cm ◎重量／840g
◎有田焼、
風呂敷：京都

瑠璃色と波紋模様が料理を引き立てる万能鉢。

白とブルーのコントラストは爽やかな空をイメージ。水割りやロックに用
いれば、涼やかな雰囲気が楽しめます。

毎日使ってほしい手頃なサイズのペアカップ。

萩

こめ

シンプルなデザインの磁器素材マグカップ。少し小ぶりで白と淡い
グリーンの配色はコーヒータイムをお洒落に演出。竹かごにリボン
をかけたギフトボックスも素敵です。
こめ

こめ

Kome kome 信楽 そらいろマルチカップペア
1-4-0022
¥3,300（本体価格￥3,000）

こめ

萩

焼

◎セット内容・材質／カップ(φ9×8.5cm、
300ml、
陶器)×2
◎竹かごサイズ／12×19×9.5cm ◎重量／500g ◎滋賀・信楽焼

Kome kome 杏マグカップペア
1-4-0023
¥3,300（本体価格￥3,000）
◎セット内容・材質／マグカップ(φ10×7.5cm、
250ml、
磁器)×2
◎竹かごサイズ／12×19×9.5cm ◎重量／520g ◎岐阜・美濃焼

焼
竹かご

ラ ッピ ン グ

今治タオルとカップを竹かごに
詰めてお洒落なGIFTセットに･･･。

アトリエ・アンの商品は竹かごにリボン掛けした
状態でお届けします。
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まるで静かな水面に落とした一滴が作る波紋のようなデザイン。
サラダや煮物を盛ったり、夏にはそうめん鉢にも。

萩の黒土と瑠璃色の釉薬から生まれた味わいのあるカップ。
世代や
性別を問わない人気商品で、
焼酎やお茶など普段使いに重宝します。

きらら坂 萩焼 るり色盛鉢
1-4-0018
¥5,500（本体価格￥5,000）

きらら坂 萩焼 るり色カップペア
1-4-0019
¥ 3,300（本体価格￥3,000）

◎セット内容・材質／鉢(φ23.5×6cm、
陶器)×1、
風呂敷(60×60cm、
ポリエステル)×1
◎箱サイズ／25×25×7cm ◎重量／850g
◎山口・萩焼、
風呂敷：京都

◎セット内容・材質／カップ(φ8.5×9cm、
240ml、
陶器)×2、
風呂敷(45×45cm、
ポリエステル)×1
◎箱サイズ／16×10.5×9.5cm ◎重量／500g
◎山口・萩焼、
風呂敷：京都

今治タオルブランドのプチタオルはバッグやポケットに。紺と白の爽やかな
可愛いペアカップはコーヒーや紅茶だけでなく、
デザートカップとしても重宝
します。竹かごにリボン掛けした姿でお届けします。
アトリエ・アン

ATELIER・AN カップ（紺白）
＆プチタオルペア
1-4-0027
¥3,300（本体価格￥3,000）
アトリエ・アンの商品は、
お熨斗の代わりに
ご両家名入りのグリーティングカードをお付けします。

◎セット内容・材質／カップ(φ8×6.5cm、180ml、磁器)×2 、
プチタオル
（25×25cm、
綿100％）
×2
◎竹かごサイズ／12×19×9.5cm ◎重量／400g
◎カップ：岐阜・美濃焼、
タオル：愛媛・今治
認定番号 : 第2013-007号
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両親・祖父母
向 け ギ フト

毎日の 食 卓 に、華 や かさと癒しを添えて。

丈 夫 でしなや か 。博 多 織 の 優 美さを身 につ けて。

いちば んの 幸 せを届 けたい

献上柄を織っている様子

鎌倉時代から続く、博多織の代表的な献上柄が用いられたペンケース
と印鑑ケースのセット。献上柄は仏具として使用する
「独鈷（どっこ）」
と
「華皿」
がモチーフで、織柄には子孫繁栄・家内安全の願いが込めら
れています。ペンケースはメガネケースとしてもお使いいただけます。

博多献上柄 ペンケース＆印鑑ケース
1-1-0058 ¥4,180（本体価格￥3,800）
◎セット内容・材質／ペンケース(9×18.5×2.5cm、
絹・レーヨン・真ちゅう
合金)×１、印鑑ケース(4.2×9×1.5cm、絹・レーヨン・鉄)×１
◎木箱サイズ／14.5×20×6cm ◎重量／204g ◎福岡・博多織

山茶花と木蓮の紅白の花がデザインされた湯呑と茶碗と箸置きに、
お箸とマットがペアで入った木箱入りのセットです。普段から使って
もらえる食器は、ふとした時に想いを馳せる贈り物に。

花かいろう 睦揃
1-2-0124

伝 統 が 生 んだ 、
独 創 的なデ ザインと技 。

軽くてふんわり。
素 材 に、縫 製 に自信 あり。

¥ 5,500（本体価格￥5,000）

◎セット内容・材質／湯呑(φ8.3×8cm、200ml、磁器)×2、茶碗(φ
11×6.6cm、
磁器)×2、
箸置き(4.5×4×1.4cm、
磁器)×2、
箸(21.5cm、
天然木)×2、
マット(28×20cm、PVC)×2 ◎木箱サイズ／20.8×27×
10.8cm ◎重量／1,300g ◎湯呑・茶碗・箸置き：岐阜・美濃焼

ひとり用の食卓セットは全て、
それぞれに山茶花・木蓮のデザインが施されています。湯呑と茶碗は内側にも花が描かれていて、若狭塗の天宝箸もとても印象的です。

※手造りのため、色彩・柄・形状が一つひとつ異なります。
全てが職人の手造りによる一点ものの湯呑。安土・桃山
時代に考案された、
当時の常識を破る創造的な口曲げ
造りで、
口元が丸くなって飲みやすい形状となっています。
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花かいろう 食卓セット
（山茶花）
1-1-0060
¥ 3,410（本体価格￥3,100）

花かいろう 食卓セット
（木蓮）
1-1-0061
¥ 3,410（本体価格￥3,100）

◎セット内容・材質／湯呑(φ8.3×8cm、
200ml、
磁器)、
茶碗(φ11×6.6cm、
磁器)、小皿(φ8.9×1.5cm、磁器)、箸置き(4.5×4×1.4cm、磁器)、箸
(21cm、天然木)×各1 ◎箱サイズ／13.5×22.7×8.8cm ◎重量／590g
◎湯呑・茶碗・小皿・箸置き：岐阜・美濃焼、箸：福井・若狭塗

◎セット内容・材質／湯呑(φ8.3×8cm、
200ml、
磁器)、
茶碗(φ11×6.6cm、
磁器)、小皿(φ8.9×1.5cm、磁器)、箸置き(4.5×4×1.4cm、磁器)、箸
(21cm、天然木)×各1 ◎箱サイズ／13.5×22.7×8.8cm ◎重量／590g
◎湯呑・茶碗・小皿・箸置き：岐阜・美濃焼、箸：福井・若狭塗

織部流し梅紋 湯呑
1-2-0125 ¥5,500（本体価格￥5,000）
◎内容・材質／湯呑(φ9.5×9.5cm、
350ml、
陶器)×1
◎木箱サイズ／12×13.5×11.5cm ◎重量／350g
◎岐阜・美濃焼

けいざんがま

桂山窯

桂山窯は初代和田桂次郎開窯以来、
4代目和田和文により、
90有余年、
恵ま
れた美濃の風土のもと、
食器、
工芸品、
茶道具等を伝承技法のもと制作さ
れています。伝統を大事にしながら、
現代に生を受ける作家として、
新しい
息吹を表現したい意欲作に溢れて
います。
この制作姿勢が愛陶家の
方々に伝わることを願っています。

千鳥の柄が上品なひざ掛け。軽くて暖かいアクリルの糸を
使用し、やわらかな肌ざわりが特徴です。素材選びから縫製
までこだわり、国内で丁寧に仕上げました。

和布小紋(千鳥)ひざ掛け
1-2-0126
¥4,400（本体価格￥4,000）
◎内容・材質／ひざ掛け(70×120cm、
ヨコ糸：アクリル
100%、
タテ糸：ポリエステル100%)×1
◎木箱サイズ／29×39×5.5cm ◎重量／660g ◎日本
※箱サイズにご注意ください。
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両親・祖父母向けギフト

SPECIAL
NAME
ITEMS

名入れ

40日前
迄にご注文
ください。
名入れで特別感ある贈り物に。

有 田 焼 に職 人 が 手 書きした
『 名 前 入り』アイテム

※名入れの商品はすべて受注生産となりますので納品日の40日前までにご注文
ください。
ご注文後の変更・キャンセルはお受けしかねます。
※ご注文の際に漢字・ひらがなでお名前をご指定ください。 例）
遼、
さくら
※お名前は5文字までです。※職人による手書きのため、
1つひとつ異なります。
※
「名入れ専用注文用紙」
にてお名前のご指示をいただきます。
会場担当者様にご注文後、
下記URLより用紙をダウンロードください。

ご 両 親 や おじいちゃん 、お ば あちゃん へ
お 世 話 になっている上 司 、大 切な友 人 へ
溢 れるほどの 大きな感 謝を
名 前を入 れ た 特 別なモノに込 め て。

< 遼・さくらの 場 合 >

りそうがま

李荘窯 名入れ 組湯呑
1-2-0127
¥6,600（本体価格￥6,000）
◎セット内容・材質／湯呑(φ7.5×8.5cm、
150ml、
磁器)×2
◎箱サイズ／10×16.8×8cm ◎重量／450g ◎佐賀・有田焼

http://www.yamahi.com/index.html#name
※ご記入後は、
メールにてinfo@yamahi.comまでお送りください。
※詳しくはP.3の名入れの説明をご覧ください。

< 遼・美 咲 の 場 合 >

李荘窯 名入れ 組飯碗
1-2-0128
¥ 7,700（本体価格￥7,000）
◎セット内容・材質／飯碗(φ13.5×6.5cm、
磁器)×2
◎箱サイズ／15×22.5×8cm ◎重量／484g ◎佐賀・有田焼

名入れ例：3文字「さくら」
の場合

正面
※お名前が、商品の底部と箱にも入ります。
※包装は、写真の状態でのお届けとなります。
お熨斗・メッセージカードは付きません。
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さ
ら

反対面

く

※お名前が3文字以上の場合、
内側と
正面・反対面に入ります。

<翔太の場合>

李荘窯 名入れ 飯碗・湯呑
1-2-0129
¥ 6,600（本体価格￥6,000）
◎セット内容・材質／飯碗(φ13.5×6.5cm、
磁器)×1、
湯呑(φ7.5×8.5cm、
150ml、
磁器)×1 ◎箱サイズ／15×29×7cm
◎重量／465g ◎佐賀・有田焼

りそうがま

李荘窯

昭和5年より初代
（寺内信一）
が自家窯で作陶を始め、
有田焼の陶祖李
三平の住居であったことから李荘工房の名で出発。
昭和33年より社名
を李荘窯業所と改め、
現在に至る。
食にテーマをもち、
本当にいいものを、
伝統の磁器にとどまらず必要に応じて土ものも使い分ける。本商品は、
2003年
「碗オブザイヤー」
グランプリ受賞など数々のプロジェクトを立ち
上げている四代当主・寺内信二氏による作品です。

若々しいグリーンフルーティな味わいのオリーブオイルは、
「マンサニージャ・カセ
レーニャ」単一品種のオイルで口の中で甘みが広がり、パンや野菜、果物との
相性が抜群。上質なデュラム小麦のセモリナを使用したハート型のマカロニと、
皮に沿ってたっぷり絞れるハンドジューサーも一緒にお楽しみいただけます。

オリーブの栽培やオイルの製法にこだわって作られた最高級のエキストラバー
ジンオリーブオイル。
これに大分県久住産のバジルをふんだんに使用したドレッ
シングと、ハート型のキュートなパスタ、
レモンやグレープフルーツなどを絞る際
に便利なハンドジューサーをセットにしました。

エキストラバージンオリーブオイルA
1-3-0001
¥3,240（本体価格￥3,000）☆

エキストラバージンオリーブオイルB
1-3-0002
¥5,400（本体価格￥5,000）☆

◎セット内容／有機栽培エキストラバージンオリーブオイル・シングル（180ml）×
1、
ハート型パスタ
（30ｇ）×1、木製ハンドジューサー
（φ4×15.5cm、天然木）×1
［小麦含む］◎木箱サイズ／20×14.5×6cm ◎オリーブオイル：原産／スペイン・
加工／日本、
パスタ：日本、
ハンドジューサー：台湾 ◎重量／680g

◎セット内容／有機栽培エキストラバージンオリーブオイル・プレミアム
（180ml）
×1、
バジルドレッシング
（200ml）
×1、
ハート型パスタ
（30ｇ）
×2、
木製ハンドジューサー
（φ4×15.5cm、
天然木）
×1
［小麦含む］◎木箱サイズ／26.4×19.6×6.4cm
◎オリーブオイル：原産／スペイン・加工／日本、
パスタ・ドレッシング：日本、
ハンド
ジューサー：台湾 ◎重量／1,280g
※予告なく、
ドレッシングの種類が変更になる場合があります。
ご容赦ください。
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お め でたい 紅 白の ハ ートのうどんとハ ートの お 餅 で
感 謝 の 気 持ちを伝える。

健康長寿として縁起物のうどんと、鰹の旨味をベースに焼あごの香ばしさを加
え醤油で味をととのえた焼きあご出汁、ハレの日の縁起物のお餅、
まろやかで上
品な甘みと酸味が特徴の紀州南高梅とかつお節などの充実のセット。詰め合
わせのボリュームもあり、
ご家族みなさまでお召し上がりいただけます。

うどんセットA
1-3-0008

¥ 3,240（本体価格￥3,000）☆

◎セット内容／ハートうどん赤・白(50g)×各2、
ハート餅赤・白×各2、焼あご入り
和風だし(6g)×4、本枯節かつおパック(2g)×4、紀州南高梅(はちみつ漬け)×4
［小麦含む］
◎木箱サイズ／26.4×19.6×6.4cm ◎重量／690g ◎日本
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和 の 神 髄を極 める米 、出 汁 、醤 油 の 美 食 セット。

おめでたい日にぴったりの金目鯛の生茶漬けと、紅白のうどん・お餅などをセット
にしました。新鮮な金目鯛の身を使用し、根昆布だしが旨味を引き出す御馳走
茶漬けや、鹿児島県産鰹節にさば節、椎茸などをブレンドした本格和風だしで
和食の魅力をじっくりお楽しみいただけます。

鯛茶漬け＆うどんセットA
1-3-0009
¥ 3,240（本体価格￥3,000）☆
◎セット内容／海鮮生茶漬け[塩焼き金目鯛]（国産金目鯛1切れ・極根昆布だし
15g・わかめ・白ごま・きざみ海苔）×2、
ハートうどん赤・白(50g)×各1、
ハート餅
赤・白×各1、
和風だし(6g)×2、
本枯節かつおパック(2g)×2
［小麦含む］
◎木箱サイズ／17.8×19.6×6cm ◎重量／470g ◎日本

新潟県産こしひかりと長崎県平戸産のあごだし、濃厚でうまみと甘味が際立つ
二段熟成さしみ醤油、それに紀州南高梅を詰め合わせたセットです。和食の
本物のおいしさをご家庭でお楽しみいただけます。

こしひかりセットA
1-3-0005

¥3,240（本体価格￥3,000）☆

◎セット内容／新潟県奥阿賀産こしひかり
（300ｇ）×2、
あごだし
（100ml）×1、
再仕込み醤油
［二段熟成さしみ醤油］
（100ml）
×1、
紀州南高梅
［はちみつ漬け］
×4
［小麦含む］
◎箱サイズ／22.2×22.2×6.5cm ◎重量／1,400g ◎日本

モチモチとした食感と甘味が特徴の新潟県奥阿賀産こしひかりに、あごだし、再仕込み
醤油、蛤の赤だし、茶漬けなどを合わせた贅沢なセットです。素材と味に妥協をしない
こだわりのギフトです。

こしひかりセットD
1-3-0007

¥5,400（本体価格￥5,000）☆

◎セット内容／新潟県奥阿賀産こしひかり
（300ｇ）×3、
あごだし
（100ml）×1、再仕込み
醤油
［二段熟成さしみ醤油］
（100ml）
×1、はまぐりの赤だし味噌汁
（はまぐり45ｇ・極赤だし
［生タイプ］
12ｇ・ねぎ・わかめ）
×3、
うめ茶漬け
（5ｇ）
×5、
さけ茶漬け
（5ｇ）
×5
［乳・小麦含む］
◎箱サイズ／29.7×34.5×6.3cm ◎重量／2,120g ◎日本
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How to Order Gift & Wrapping
引出物
サンベール
注文方法

①ゲスト毎に引出物を選びます。(SUNVEIL P.4〜91の税込￥2,750以上の引出物が対象です。)
②下記よりラッピングを選びます。
（一部専用ＢＯＸ・風呂敷包みなどがあります。

このマークが付いた商品は専用BOXでのお届けとなります。）

③お熨斗の表書き・下書き、内熨斗or外熨斗をご指示ください。

※ラッピング・お熨斗のお名前の変更は、
ご使用日の2週間前までにお願いいたします。
それ以降の変更はお受けできない場合がありますのでご了承ください。
※ラッピングは若干の仕様変更がある場合がございますのでご了承ください。

YAMAHIのラッピング

サンベール包装紙

商品テイストや贈る相手に合わせて選べる全8種類。 無料

※下記ラッピング8種類の
中からご指定がない場合は、
サンベール包装紙に
内熨斗となります。

※各会場ご指定の包装紙がある場合は、会場専用包装紙に内熨斗となります。会場ご担当者様へご確認ください。
※下記8種のラッピングは、内熨斗の場合のイメージとなります。外熨斗をご希望の場合は、
リボンとシールが付きません。

Wa

S akura

H ana

101

102

103

和

桜

W hite

はな

華

104

ホワイト

R ose

B lue

L eaf

B order

105 ローズ

106 ブルー

107 リーフ

108

お熨斗

表書き
（上欄）、下書き
（下欄）
の表記、
また内熨斗か外熨斗をご指示ください。

◎引出物の場合

◎内祝の場合

◎内熨斗の場合

ボーダー

無料

◎外熨斗の場合

表書き
（上欄）
：寿

下書き
（下欄）
：
ご両家名など

※お熨斗の表書き
（上欄）
・下書き
（下欄）
の入れ方は、
地域の習慣によって異なる
場合がありますので、
会場ご担当者様へお問い合わせください。
※お熨斗は、
着物
の帯締めをイメージした
『おふたりを強く、
そして永く結びつける縁起物』
という意味
が込められたYAMAHIオリジナルデザインです。
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※リボンとシールが
付きます。

※外熨斗の場合は、
リボンとシールが付きません。

1つひとつ丁寧に包んでいます。

