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NB

596-101-082　1,810円
950コーヒーC/S

（皿15×2） 　　964020108

596-102-082　 980円
950コーヒー碗

（8.3×6・195cc） 　　964020208

596-103-082　1,810円
951ティーC/S

（皿15×2） 　　964020308

596-104-082　 980円
951ティー碗

（9.4×5.5・220cc） 　　964020408

596-105-082　2,080円
953アメリカンC/S

（皿15×2） 　　964020508

596-106-082　1,250円
953アメリカン碗

（8.6×6.5・225cc） 　　964020608

596-107-082　1,680円
850コーヒーC/S

（皿15×2.2） 　　1064010708

596-108-082　 950円
850コーヒー碗

（7.5×7.1・200cc） 　　1064010808

596-109-082　1,680円
851ティーC/S

（皿15×2.2） 　　1064010908

596-110-082　 950円
851ティー碗

（9.4×5.8・225cc） 　　1064011008

596-111-082　2,050円
853アメリカンC/S

（皿15×2.2） 　　1064011108

596-112-082　1,100円
853アメリカン碗

（8.2×7.6・250cc） 　　1064011208

596-201-082　1,840円
795コーヒーC/S

（皿15×2） 　　561660708

596-202-082　1,050円
795碗

（7.7×6.6・190cc） 　　561660808

596-203-082　1,840円
796ティーC/S

（皿15×2） 　　561660908

596-204-082　1,050円
796碗

（8.7×6・220cc） 　　561661008

596-205-082　1,990円
798アメリカンC/S

（皿15×2） 　　561661108

596-206-082　1,200円
798碗

（7.9×7.6・230cc） 　　561661208

596-207-082　1,840円
790コーヒーC/S

（皿14.5×2） 　　561660108

596-208-082　1,050円
790碗

（7.3×6.6・190cc） 　　561660208

596-209-082　1,840円
791ティーC/S

（皿14.5×2） 　　561660308

596-210-082　1,050円
791碗

（8.4×6.1・220cc） 　　561660408

596-211-082　1,990円
793アメリカンC/S

（皿14.5×2） 　　561660508

596-212-082　1,200円
793碗

（7.7×7.3・230cc） 　　561660608

596-301-082　1,450円
9105コーヒーC/S

（皿15×2.1） 　　561730708

596-302-082　 800円
9105コーヒー碗

（7.7×6.5・170cc） 　　561730808

596-303-082　1,550円
9106ティーC/S

（皿15×2.1） 　　561730908

596-304-082　 900円
9106ティー碗

（10×5.5・250cc） 　　561731008

596-305-082　1,550円
9108カプチーノC/S

（皿15×2.1） 　　561731108

596-306-082　 900円
9108カプチーノ碗

（8.5×6.5・215cc） 　　561731208

596-307-082　1,710円
590コーヒーC/S

（皿14.8×2.1） 　　1164250708

596-308-082　 980円
590コーヒー碗

（7.2×7.2・170cc） 　　1164250808

596-309-082　1,710円
591ティーC/S

（皿14.8×2.1） 　　1164250908

596-310-082　 980円
591ティー碗

（9.2×5.2・200cc） 　　1164251008

596-311-082　1,930円
593アメリカンC/S

（皿14.8×2.1） 　　1164251108

596-312-082　1,200円
593アメリカン碗

（8.2×7.7・255cc） 　　1164251208

596-401-082　1,710円
550コーヒーC/S

（皿14.9×1.9） 　　1164240108

596-402-082　 980円
550コーヒー碗

（7.8×6.7・170cc） 　　1164240208

596-403-082　1,710円
551ティーC/S

（皿14.9×1.9） 　　1164240308

596-404-082　 980円
551ティー碗

（9×5.2・195cc） 　　1164240408

596-405-082　1,930円
553アメリカンC/S

（皿14.9×1.9） 　　1164240508

596-406-082　1,200円
553アメリカン碗

（8.8×7.5・245cc） 　　1164240608

596-407-082　1,940円
595コーヒーC/S

（皿14.5×2） 　　561650708

596-408-082　1,150円
595碗

（7.7×7.2・170cc） 　　561650808

596-409-082　1,940円
596ティーC/S

（皿14.5×2） 　　561650908

596-410-082　1,150円
596碗

（8.5×6・190cc） 　　561651008

596-411-082　2,140円
598アメリカンC/S

（皿14.5×2） 　　561651108

596-412-082　1,350円
598碗

（8.4×8.3・250cc） 　　561651208

高さ cm
容量 cc

碗皿
φ

高さ
cm

φ
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597-101-082　1,830円
900コーヒーC/S

（皿15×2） 　　561640108

597-102-082　1,000円
900コーヒー碗

（8×6.7・175cc） 　　561640208

597-103-082　2,080円
903アメリカンC/S

（皿15×2） 　　561640508

597-104-082　1,250円
903アメリカン碗

（8.1×7.3・205cc） 　　561640608

597-105-082　1,550円
620コーヒーC/S

（皿13.7×2.1） 　　757060708

597-106-082　 900円
620コーヒー碗

（8.3×6.3・180cc） 　　757060808

597-107-082　1,650円
623アメリカンC/S

（皿13.7×2・190cc） 　　757061108

597-108-082　1,000円
623アメリカン碗

（8.3×7.5・190cc） 　　757061208

597-109-082　1,850円
535コーヒーC/S

（皿14.7×1.7） 　　964110508

597-110-082　1,200円
535コーヒー碗

（7.6×8.2・185cc） 　　964110608

597-201-082　1,450円
9500スタックコーヒーC/S

（皿15×2.1） 　　1164320108

597-202-082　 800円
9500スタックコーヒー碗

（7.7×6.1・180cc） 　　1164320208

597-203-082　1,650円
9501スタックカプチーノC/S

（皿15×2.1） 　　1164320308

597-204-082　1,000円
9501スタックカプチーノ碗

（9×5.8・220cc） 　　1164320408

597-205-082　1,450円
9502スタックエスプレッソC/S

（皿15×2.1） 　　1164320508

597-206-082　 800円
9502スタックエスプレッソ碗

（6.7×4.8・100cc） 　　1164320608

597-207-062　1,300円
NB57コーヒーC/S

（皿14.8） 　　561750906

597-208-062　 780円
NB57コーヒー碗

（8×7・210cc） 　　561751006

597-209-062　1,300円
NB57ティーC/S

（皿14.8） 　　561751106

597-210-062　 780円
NB57ティー碗

（9×5・200cc） 　　561751206

597-211-262　1,250円
NB高台コーヒーC/S

（碗8.3×7・皿14.6・180cc） 　　860650326

597-212-262　 750円
NB高台コーヒー碗

（8.3×7・180cc） 　　860650426

597-301-472　1,400円
NBネジリコーヒーC/S

（碗8×6.5・皿14.3×2・200cc） 　　561750147

597-302-472　 840円
NBネジリ碗

（8×6.5・200cc） 　　561750247

597-303-472　1,400円
NBネジリ紅茶C/S

（碗9.3×5.5・皿14.3×2・220cc） 　　561750347

597-304-472　 840円
NBネジリ紅茶碗

（9.3×5.5・220cc） 　　561750447

597-305-062　1,300円
NBネジリコーヒーC/S

（皿14.9） 　　662630506

597-306-062　 780円
NBネジリコーヒー碗

（8.3×6.6・210cc） 　　662630606

597-307-632　1,230円
N187コーヒーC/S

（皿14.8×1.8） 　　662620963

597-308-632　 780円
N187コーヒー碗

（8.2×6.5・210cc） 　　662621063

597-309-062　1,350円
NBネジ兼用高台C/S

（皿15） 　　757260506

597-310-062　 820円
NBネジ兼用高台碗

（9.6×5.7・210cc） 　　757260606

597-311-522　1,350円
ミルキーボーン高台兼用C/S

（皿15×1.8） 　　561821152

597-312-522　 810円
ミルキーボーン碗

（9.5×6・200cc） 　　561821252

597-401-242　1,800円
HERCULEコーヒーC/S

（皿14.5） 　　757160724

597-402-242　1,100円
HERCULEコーヒーカップ

（7.8×6.3・170cc） 　　757160824

597-403-062　1,500円
NBフラワーティーC/S

（皿14.7） 　　561810706

597-404-062　 900円
NBフラワーティー碗

（10.5×4.1・180cc） 　　561810806

597-405-062　1,200円
Y81NBコーヒーC/S

（皿15.2） 　　662550106

597-406-062　 720円
Y81NBコーヒー碗

（7.6×6.7・190cc） 　　662550206

597-407-062　1,300円
NBスタックコーヒーC/S

（皿14.5） 　　1164351106

597-408-062　 780円
NBスタックコーヒー碗

（8.4×6.2・200cc） 　　1164351206

597-409-062　1,300円
NB丸反C/S

（皿14.7） 　　561820906

597-410-062　 780円
NB丸反碗

（9.5×5.6・190cc） 　　561821006

597-411-562　940円
NB高台コーヒーC/S

（皿15.8×2） 　　561841156

597-412-562　550円
NB高台コーヒー碗

（9.7×5.8・190cc） 　　561841256

597-111-082　1,950円
538アメリカンC/S

（皿14.7×1.7） 　　1259711108

597-112-082　1,300円
538アメリカン碗

（8.2×9.4・220cc） 　　1259711208
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598-101-082　1,780円
810コーヒーC/S

（皿15×2） 　　561710708

598-102-082　 950円
810コーヒー碗

（7.7×6.4・170cc） 　　561710808

598-103-082　1,780円
811ティーC/S

（皿15×2） 　　561710908

598-104-082　 950円
811ティー碗

（9×5.6・210cc） 　　561711008

598-105-082　1,930円
813アメリカンC/S

（皿15×2） 　　561711108

598-106-082　1,100円
813アメリカン碗

（8.5×7.2・235cc） 　　561711208

白磁

598-107-082　1,680円
800-1コーヒーC/S

（皿15×2） 　　662520708

598-108-082　 950円
800-1コーヒーカップ

（7×6.5・160cc） 　　662520808

白磁

598-109-082　1,680円
801-1ティーC/S

（皿15×2） 　　662520908

598-110-082　 950円
801-1ティーカップ

（8.9×5.2・205cc） 　　662521008

白磁

598-111-082　2,050円
803-1アメリカンC/S

（皿15×2） 　　662521108

598-112-082　1,100円
803-1アメリカンカップ

（7.5×7.1・200cc） 　　662521208

白磁

598-201-082　1,730円
8001カプチーノC/S

（皿14×2.2） 　　964240708

598-202-082　1,050円
8001カプチーノ碗

（8.7×6・160cc） 　　964240808

白磁

598-203-082　1,980円
8003ラテC/S

（皿14×2.2） 　　964240908

598-204-082　1,250円
8003ラテ碗

（9×6.6・210cc） 　　964241008

白磁

598-205-082　1,630円
8002エスプレッソC/S

（皿11.8×1.7） 　　964241108

598-206-082　 930円
8002エスプレッソ碗

（6.5×5.7・80cc） 　　964241208

白磁

598-207-082　1,550円
9100コーヒーC/S

（皿15.2×2.2） 　　662530708

598-208-082　 900円
9100コーヒー碗

（8.7×5.7・180cc） 　　662530808

白磁

598-209-082　1,650円
9101カプチーノC/S

（皿15.2×2.2） 　　662530908

598-210-082　1,000円
9101カプチーノ碗

（9.2×6.1・225cc） 　　662531008

白磁

598-211-082　1,450円
9102エスプレッソC/S

（皿12.8×1.7） 　　662531108

598-212-082　 800円
9102エスプレッソ碗

（7.2×4.6・95cc） 　　662531208

白磁

598-301-082　1,500円
3200コーヒーC/S

（皿14.8×1.8） 　　662530108

598-302-082　 850円
3200コーヒー碗

（8×7・195cc） 　　662530208

白磁

598-303-082　1,600円
3201カプチーノC/S

（皿14.8×1.8） 　　662530308

598-304-082　 950円
3201カプチーノ碗

（9.1×6.4・220cc） 　　662530408

白磁

598-305-082　1,200円
3202エスプレッソC/S

（皿13.3×1.1） 　　662530508

598-306-082　 750円
3202エスプレッソ碗

（7.7×5.8・100cc） 　　662530608

598-307-632　860円
ビストロ トール200カップ

（8.3×7.6･200cc） 　　1064230763

598-308-632　630円
ビストロ 13.5cmソーサー

（13.4×2.1）（内径5） 　　1064230863

中国製

598-309-632　1,000円
ビストロ トール280カップ

（9.1×8.5･280cc） 　　1064230963

598-310-632　 900円
ビストロ 14.5cmソーサー

（14.5×2.3）（内径5.5） 　　1064231063

中国製

598-311-632　800円
ビストロ トール120カップ

（7×6.5･120cc） 　　1064231163

598-312-632　550円
ビストロ 12cmソーサー

（12×1.8）（内径4.2） 　　1064231263

中国製

白磁

598-401-632　1,320円
エレガンス 厚口コーヒーC/S

（皿13.9×2.1） 　　860630563

598-402-632　 840円
エレガンス 厚口コーヒー碗

（8×7.1・190cc） 　　860630663

598-403-262　2,200円
サンサーラコーヒーC/S

（皿17×1.9） 　　1259840326

598-404-262　1,250円
サンサーラコーヒー碗

（10×12.5×5.8・240㏄） 　　1259840426

598-405-612　1,600円
フリーテッドコーヒーC/S

（8.5×7.3） 　　964420161

598-406-612　 990円
フリーテッドコーヒーCup

（220cc） 　　964420261

NB

598-407-082　1,710円
590兼用C/S

（皿14.8×2.1） 　　561810508

598-408-082　 980円
590兼用碗

（8.6×6・220cc） 　　561810608

598-409-632　1,370円
EC1314 スタックコーヒーC/S

（皿13.6×13.6×1.4） 　　860720763

598-410-632　 720円
EC1314 スタックコーヒー碗

（8×5.6・200cc） 　　860720863

中国製

598-411-612　1,600円
MS スタッグ兼用カップC/S

（15.3×1.9） 　　561820161

598-412-612　1,050円
MS カップ

（8.3×6.1・200cc） 　　561820261

高さ cm
容量 cc

碗皿
φ

高さ
cm

φ
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599-101-262　1,650円
SコーヒーC/S

（7.6×6.5・190cc） 　　860610126

599-102-262　1,050円
Sコーヒー碗

（7.6×6.5・190cc） 　　860610226

599-103-262　1,650円
S紅茶C/S

（8.8×5・200cc） 　　860610326

599-104-262　1,050円
S紅茶碗

（8.8×5・200cc） 　　860610426

599-105-262　2,000円
SアメリカンC/S

（8.3×7.5・250cc） 　　860720526

599-106-262　1,400円
Sアメリカン碗

（8.3×7.5・250cc） 　　860720626

白磁

599-111-082　1,780円
レゾンスタック兼用C/S

（皿14.5×1.7） 　　1064250508

599-112-082　 950円
レゾンスタック兼用碗

（11×8.4×5.2・210cc） 　　1064250608

白磁

599-109-082　1,780円
レゾン兼用C/S

（皿14.5×1.7） 　　1064250308

599-110-082　 950円
レゾン兼用碗

（11.5×9×5.7・210cc） 　　1064250408

白磁

599-107-082　1,780円
レゾンコーヒーC/S

（皿14.5×1.7） 　　1064250108

599-108-082　 950円
レゾンコーヒー碗

（10×7.7×6.7・185cc） 　　1064250208

白磁

599-201-082　1,730円
8300コーヒーC/S

（皿14.6×1.7） 　　964310908

599-202-082　 980円
8300コーヒー碗

（8×6.9・190cc） 　　964311008

白磁

599-203-082　2,000円
8301ティーC/S

（皿14.6×1.7） 　　964311108

599-204-082　1,250円
8301ティー碗

（11×5.5・240cc） 　　964311208

白磁

599-205-082　1,700円
8500コーヒーC/S

（皿14.3×1.8） 　　964310508

599-206-082　1,000円
8500コーヒー碗

（9.5×6.6・225cc） 　　964310608

白磁

599-207-082　1,800円
8501ティーC/S

（皿14.3×1.8） 　　964310708

599-208-082　1,100円
8501ティー碗

（11×6・250cc） 　　964310808

599-209-032　830円
セレナ コーヒー碗

（8.9×5.5・180cc） 　　964320703

599-210-032　570円
セレナ ソーサー

（11.4×2.5） 　　964320803

599-211-032　890円
セレナ カプチーノ碗

（9.8×5.8・250cc） 　　964320503

599-212-032　570円
セレナ ソーサー

（11.4×2.5） 　　964320603

599-301-632　930円
ビストロ スタック120C/S

（皿12×1.8） 　　1064251163

599-302-632　510円
ビストロ スタック碗120

（6.7×5.3･120cc） 　　1064251263

中国製

599-303-632　1,250円
ビストロ スタック190C/S

（皿13.4×2.1） 　　1064250763

599-304-632　 730円
ビストロ スタック碗190

（7.7×6.1･190cc） 　　1064250863

中国製

599-305-632　1,400円
ビストロ スタック220C/S

（皿14.5×2.3） 　　1064250963

599-306-632　 780円
ビストロ スタック碗220

（8.1×6.5･220cc） 　　1064251063

中国製

599-307-612　1,270円
スタックコーヒーC/SD.C

（8.3×6・190cc） 　　757150161

599-308-612　 780円
スタックコーヒー碗D.C

（15.3×1.9） 　　757150261

599-309-612　1,260円
スタック兼用C/SD.C

（8.3×6・200cc） 　　757150361

599-310-612　 770円
スタック兼用碗D.C

（15.3×1.9） 　　757150461

599-311-612　1,390円
スタックアメリカンC/SD.C

（8.2×6.2・270cc） 　　757150561

599-312-612　 900円
スタックアメリカン碗D.C

（15.3×1.9） 　　757150661

白磁

599-401-082　1,550円
9205スタックコーヒーC/S

（皿15.2×2.2） 　　561740508

599-402-082　 900円
9205スタックコーヒー碗

（7.7×5.9・170cc） 　　561740608

白磁

599-403-082　1,650円
9206スタックカプチーノC/S

（皿15.2×2.2） 　　561740708

599-404-082　1,000円
9206スタックカプチーノ碗

（8.6×5.6・230cc） 　　561740808

599-405-632　1,050円
エリー230スタックコーヒーC/S

（皿14.8×2.2） 　　860720963

599-406-632　 560円
エリー230スタックコーヒー碗

（8.2×7.3・230cc） 　　860721063

599-407-632　1,000円
エリー200スタックコーヒーC/S

（皿14.8×2.2） 　　860621163

599-408-632　 530円
エリー200スタックコーヒー碗

（8.1×6.2・200cc） 　　860621263

599-409-632　980円
エリー スタックコーヒーC/S

（皿13.9×2.1） 　　757350163

599-410-632　520円
エリー スタックコーヒー碗

（φ8.2×5.3・180cc） 　　757350263

白磁

599-411-632　1,300円
ロマンス兼用C/S

（皿14.8×2.2） 　　561831163

599-412-632　 820円
ロマンス兼用カップ

（9.5×12×5.9・190cc） 　　561831263
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600-101-612　1,500円
MSラッパ碗皿（大）

（皿14×2.5） 　　1164610561

600-102-612　 900円
MSラッパ碗（大）

（9×9・320cc） 　　1164610661

600-103-082　1,750円
190大マグC/S

（皿15.5×1.8） 　　561910308

600-104-082　1,200円
190碗

（9.6×8.6・280cc） 　　561910408

600-105-032　1,930円
白高台太手コーヒーC/S

（13.9×2.6） 　　964410903

600-106-032　1,260円
白高台太手コーヒー碗

（7.5×9・200cc） 　　964411003

600-107-082　1,750円
196コーヒーC/S

（皿15.3×2.2） 　　561910908

600-108-082　1,300円
196碗

（7.4×9.3・190cc） 　　561911008

600-109-062　1,600円
NB厚口高台コーヒーC/S

（皿16.4） 　　1164611106

600-110-062　 960円
NB厚口高台コーヒー碗

（7.7×9.5・210cc） 　　1164611206

白磁

600-111-632　1,320円
ソレイユA型コーヒー碗皿

（皿φ15.2×1.8/188-40） 　　964340963

600-112-632　 840円
ソレイユA型コーヒー碗

（φ8.6×7.2・210cc） 　　964341063

白磁

600-201-632　1,380円
ダルマ型コーヒー碗皿

（皿φ14.8×2.2） 　　964350363

600-202-632　 880円
ダルマ型コーヒー碗

（8.9×12×7.1・210cc） 　　964350463

白磁

600-203-632　1,450円
白磁フレーバーティー碗皿

（皿φ14.8×2.2/188-19） 　　964341163

600-204-632　 900円
白磁フレーバーティー碗

（φ9.8×5.4・190cc） 　　964341263

600-205-062　1,200円
HA34コーヒーC/S

（皿15.2） 　　860610906

600-206-062　 720円
HA34コーヒー碗

（7.8×7.3・180cc） 　　860611006

600-207-632　1,900円
シャンテ V型コーヒーC/S

（皿15×1.6） 　　1164620763

600-208-632　1,100円
シャンテ V型コーヒー碗

（8.5×6.8・200cc） 　　1164620863

BC

600-209-252　1,550円
siro小コーヒーC/S

（皿13.5×1.5） 　　964351125

600-210-252　 780円
siro小コーヒーカップ

（10×7.3×6.6・180cc） 　　964351225

600-211-032　1,320円
玉子コーヒーC/S

（皿15.8） 　　964350103

600-212-032　 770円
玉子コーヒー碗

（8.3×6.5・190cc） 　　964350203

600-301-612　1,250円
スタックエスプレッソC/SD.C

（12.8×1.7） 　　757361161

600-302-612　 760円
スタックエスプレッソ碗D.C

（6.3×4.8・100cc） 　　757361261

600-303-032　1,250円
白ナツメADC/S

（12.4） 　　964451103

600-304-032　 700円
白ナツメAD碗

（6.2×5.6・85cc） 　　964451203

600-305-632　2,000円
シャンテ 兼用コーヒーC/S

（皿15×1.6） 　　757340163

600-306-632　1,200円
シャンテ 兼用コーヒー碗

（8.6×6.5・250cc） 　　757340263

BC 白磁

600-307-632　730円
Lits コーヒー碗

（φ6.4×5.9・125cc） 　　1064340563

600-308-632　500円
Lits コーヒー受皿

（φ12.3×1.8・内径6.6） 　　1064340663

白磁

600-309-632　780円
Lits ティー碗

（φ7.8×5.4・180cc） 　　1064340763

600-310-632　550円
Lits ティー受皿

（φ14.6×2・内径7.7） 　　1064340863

白磁

600-311-082　1,560円
8202デミタスC/S

（11.9×2.2） 　　964251108

600-312-082　 880円
8202デミタス碗

（5.5×5.6・100cc） 　　964251208

NB

600-401-082　1,400円
622デミタスC/S

（皿12.7×1.7） 　　561950108

600-402-082　 800円
622デミタス碗

（6.3×5.7・100cc） 　　561950208

600-403-082　1,660円
952デミタスC/S

（皿12.8×1.7） 　　964440708

600-404-082　 880円
952デミタス碗

（6.9×5.3・120cc） 　　964440808

NB NB

600-405-082　1,480円
9107エスプレッソC/S

（皿12.7×1.7） 　　561941108

600-406-082　 800円
9107エスプレッソ碗

（6.5×5.3・105cc） 　　561941208

白磁

600-407-082　1,350円
9602エスプレッソC/S

（皿12.8×1.7） 　　964550508

600-408-082　 750円
9602エスプレッソ碗

（6.7×4.6・65cc） 　　964550608

白磁

600-409-082　1,400円
9207スタックデミタスC/S

（皿12.8×1.7） 　　561940708

600-410-082　 800円
9207スタックデミタス碗

（6.5×4.8・100cc） 　　561940808

600-411-632　1,000円
テクノスミラノデミタスC/S

（皿12.2×1.9） 　　561951163

600-412-632　 600円
テクノスミラノデミタス碗

（6.3×8.3・90cc） 　　561951263

中国製

高さ cm
容量 cc

碗皿
φ

高さ
cm

φ

中国製

中国製
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601-101-252　900円
siro厚口カフェカップ

（12×9.5×6.2・250cc） 　　964420325

601-102-252　850円
siroソーサー L

（15×2.7） 　　964420425

601-103-632　2,300円
シャンテ V型スープC/S

（皿15×1.8） 　　757340363

601-104-632　1,500円
シャンテ V型スープ碗

（10×6・240cc） 　　757340463

BC

601-105-252　800円
siroナツメ厚口コーヒーカップ

（11.5×8×6.7・230cc） 　　964420525

601-106-252　850円
siroソーサー L

（皿15×2.7） 　　964420651

601-107-612　1,300円
MS清流碗皿

（皿15.6×2.3） 　　1164540961

601-108-612　 700円
MS清流碗

（8×6.5・240cc） 　　1164541061

601-109-632　800円
テクノス片手スープカップA4186

（10.5×6.8・390cc） 　　662720363

601-110-632　600円
テクノス15.4cmソーサーA4187

（15.4×2.2） 　　662720463

中国製

601-111-632　810円
スタックスープカップ260A1622

（10×5.5・260cc） 　　757330563

601-112-632　560円
15.5cmソーサーA1623

（15.5×2.4・内径5.2） 　　757330663

中国製

601-201-082　2,480円
954ブイヨンC/S

（皿16×2.6） 　　964540508

601-202-082　1,650円
954ブイヨン碗

（11×5.3・310cc） 　　964540608

NB

601-203-632　960円
テクノススタック両手スープ碗（S）

（14×9.6×5.5・250cc） 　　561930963

601-204-632　500円
テクノスソーサーA1044

（14.7×1.7） 　　860741063

中国製
NB

601-205-082　2,050円
9109スープC/S

（皿15×2.1） 　　561930708

601-206-082　1,400円
9109スープ碗

（11×6・290cc） 　　561930808

601-207-612　1,200円
スタックブリオンD.Cカップ

（10×5.3・310cc） 　　757320161

601-208-632　760円
ビストロ250ccスープカップ（10×5.6･250cc） 　　1064431163

601-209-632　660円
ビストロ220ccスープカップ（9.5×5.3･220cc） 　　1064431263

601-210-632　730円
ビストロ16cmソーサー（16.1×2.4・内径6.2） 　　1064431363

中国製

601-211-202　1,250円
ベーシックスープカップ

（10.8×6.8・320cc） 　　1066050420

中国製

601-301-612　990円
MSポタリスープカップ

（10×6.2・320cc） 　　1164730461

601-302-632　660円
中厚丸スープカップ

（10.2×6.3・270cc） 　　1164730563

601-303-062　1,100円
NBスタックスープ碗

（10×5.5・260cc） 　　1164740206

601-304-632　620円
エリー（N-147）スタックスープカップ

（φ9.5×5.5・250cc） 　　757960463

NB

601-305-472　880円
NB片手スープ

（10.8×5.5・330cc） 　　562560547

601-306-062　1,200円
NBボール型スープ碗

（11.2×6.8・330cc） 　　1164730206

601-401-152　1,300円
ホーローデミタス碗皿

（受皿φ11.5） 　　964530415

601-402-152　 700円
ホーローデミタス碗

（7.5×4.7・130cc） 　　964530515

601-403-152　1,440円
ホーローPCコーヒー碗皿

（受皿φ14.5） 　　964530615

601-404-152　 780円
ホーローPCコーヒー碗

（9.5×5.8・240cc） 　　964530715

601-407-082　1,730円
9072ティーC/S

（皿14.7×2） 　　561860908

601-408-082　1,000円
9072碗

（8.6×5.1・185cc） 　　561861008

601-409-082　1,980円
9074アメリカンC/S

（皿14.7×2） 　　561860508

601-410-082　1,250円
9074碗

（8.3×8.1・250cc） 　　561860608

601-405-082　1,730円
9071コーヒーC/S

（皿14.7×2） 　　561860708

601-406-082　1,000円
9071碗

（7×6.5・165cc） 　　561860808

601-411-082　2,260円
イラーレ8オンスラテC/S ストームグレー

（皿14.7×1.7） 　　1260141108

601-412-082　1,430円
イラーレ8オンスラテカップ

（11.2×9×8.1・250cc） 　　1260141208

中国製
NB

NB
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602-101-762　1,500円
フィーヌ ストームグレー コーヒーカップ

（6×7.4・200cc） 　　1164830576

602-102-762　 950円
フィーヌ ストームグレー コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164830676

602-103-762　1,700円
フィーヌ ストームグレー マグカップ

（7.1×8.3・320cc） 　　1164830776

602-104-762　1,100円
フィーヌ ストームグレー マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164830876

602-105-252　 980円
ミストグレーナツメ厚口コーヒーカップ

（11.5×8×6.7・230cc） 　　1260210525

602-106-252　1,000円
ミストグレーソーサーL

（15×2.7） 　　1260210625

602-201-762　1,500円
シュプレム ストームグレー コーヒーカップ

（6.2×7.8・180cc） 　　1164830176

602-202-762　 950円
シュプレム ストームグレー コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164830276

602-203-762　1,700円
シュプレム ストームグレー マグカップ

（6.8×9.1・310cc） 　　1164830376

602-204-762　1,100円
シュプレム ストームグレー マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164830476

602-205-252　1,080円
ミストグレー厚口カフェカップ

（12×9.5×6.2・250cc） 　　1260220525

602-206-252　1,000円
ミストグレーソーサーL

（15×2.7） 　　1260220625

602-301-762　1,500円
シュプレム ディープブルー コーヒーカップ

（6.2×7.8・180cc） 　　1164820176

602-302-762　 950円
シュプレム ディープブルー コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164820276

602-303-762　1,700円
シュプレム ディープブルー マグカップ

（6.8×9.1・310cc） 　　1164820376

602-304-762　1,100円
シュプレム ディープブルー マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164820476

602-305-762　1,500円
フィーヌ ディープブルー コーヒーカップ

（6×7.4・200cc） 　　1164820576

602-306-762　 950円
フィーヌ ディープブルー コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164820676

602-307-762　1,700円
フィーヌ ディープブルー マグカップ

（7.1×8.3・320cc） 　　1164820776

602-308-762　1,100円
フィーヌ ディープブルー マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164820876

602-309-082　1,300円
カントリーサイド高台スタックコーヒーカップ（レイクブルー）

（8.3×6・185cc） 　　1260230908

602-310-082　 800円
カントリーサイドモア兼用ソーサー（レイクブルー）

（15.3×2.5） 　　1260231008

602-401-762　1,500円
シュプレム ガーネット コーヒーカップ

（6.2×7.8・180cc） 　　1164840176

602-402-762　 950円
シュプレム ガーネット コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164840276

602-403-762　1,700円
シュプレム ガーネット マグカップ

（6.8×9.1・310cc） 　　1164840376

602-404-762　1,100円
シュプレム ガーネット マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164840476

602-405-762　1,500円
フィーヌ ガーネット コーヒーカップ

（6×7.4・200cc） 　　1164840576

602-406-762　 950円
フィーヌ ガーネット コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164840676

602-407-762　1,700円
フィーヌ ガーネット マグカップ

（7.1×8.3・320cc） 　　1164840776

602-408-762　1,100円
フィーヌ ガーネット マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164840876

602-409-082　1,300円
カントリーサイド高台スタックコーヒーカップ（オークブラウン）

（8.3×6・185cc） 　　1260240908

602-410-082　 800円
カントリーサイドモア兼用ソーサー（オークブラウン）

（15.3×2.5） 　　1260241008

602-501-762　1,500円
シュプレム コーパル コーヒーカップ

（6.2×7.8・180cc） 　　1164850176

602-502-762　 950円
シュプレム コーパル コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164850276

602-503-762　1,700円
シュプレム コーパル マグカップ

（6.8×9.1・310cc） 　　1164850376

602-504-762　1,100円
シュプレム コーパル マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164850476

602-505-762　1,500円
フィーヌ コーパル コーヒーカップ

（6×7.4・200cc） 　　1164850576

602-506-762　 950円
フィーヌ コーパル コーヒー用ソーサー

（15.2×2.2） 　　1164850676

602-507-762　1,700円
フィーヌ コーパル マグカップ

（7.1×8.3・320cc） 　　1164850776

602-508-762　1,100円
フィーヌ コーパル マグ用ソーサー

（15.9×1.6） 　　1164850876

602-509-082　1,300円
カントリーサイド高台スタックコーヒーカップ（ハニーアンバー）

（8.3×6・185cc） 　　1260250908

602-510-082　 800円
カントリーサイドモア兼用ソーサー（ハニーアンバー）

（15.3×2.5） 　　1260251008

高さ cm
容量 cc

碗皿
φ

高さ
cm

φ
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NB

603-101-082　2,450円
595-31コーヒーC/S

（皿14.5×2） 　　562060708

603-102-082　1,400円
595-31碗

（7.7×7.2・170cc） 　　562060808

NB

603-103-082　2,450円
596-31ティーC/S

（皿14.5×2） 　　562060908

603-104-082　1,400円
596-31碗

（8.5×6・190cc） 　　562061008

NB

603-105-082　2,730円
598-31アメリカンC/S

（皿14.5×2） 　　562061108

603-106-082　1,680円
598-31アメリカン碗

（8.4×8.3・250cc） 　　562061208

NB

603-107-522　2,650円
ブルーターフ高台兼用C/S

（皿15×1.8） 　　562140952

603-108-522　1,730円
ブルーターフ高台兼用碗

（9.5×6・200cc） 　　562141052

NB

603-109-522　2,650円
ビアンカ高台兼用C/S

（皿15×1.8） 　　562140152

603-110-522　1,730円
ビアンカ高台兼用碗

（9.5×6・200cc） 　　562140252

603-201-522　2,400円
ピオニー高台兼用碗皿

（15.2） 　　662920552

603-202-522　1,560円
ピオニー高台兼用碗

（9.8×6.2・200cc） 　　662920652

NB

603-203-472　2,300円
グリーンハーブ兼用コーヒーC/S

（皿15.5×2.2） 　　757460347

603-204-472　1,380円
グリーンハーブ兼用コーヒー碗

（碗9.7×6・200cc） 　　757460447

603-205-472　2,300円
フルーツランド兼用コーヒーC/S

（皿15.5×2.2） 　　757460947

603-206-472　1,380円
フルーツランド兼用コーヒー碗

（碗9.7×6・200cc） 　　757461047

NB

603-207-262　1,800円
N.BシンホニーコーヒーC/S

（8.3×6・190cc） 　　860950126

NB

603-208-472　2,400円
フロ－レンスコ－ヒ－C/S

（皿14.8×1.8） 　　964620947

603-209-472　1,440円
フロ－レンスコ－ヒ－碗

（碗8.3×6.8・200cc） 　　964621047

NB

603-301-062　1,800円
エメラルドコートコーヒーC/S

（皿15.2） 　　662830706

603-302-062　1,080円
エメラルドコートコーヒー碗

（7.6×6.7・190cc） 　　662830806

NB

603-303-062　1,800円
ストラストグレーコーヒーC/S

（皿15.2） 　　964650306

603-304-062　1,080円
ストラストグレーコーヒー碗

（7.6×6.7・190cc） 　　964650406

603-305-522　2,400円
リベロ高台兼用碗皿

（15.2） 　　662860952

603-306-522　1,560円
リベロ高台兼用碗

（9.8×6.2・200cc） 　　662861052

NB

603-307-522　2,400円
トワイライト高台兼用碗皿

（15.2） 　　662911152

603-308-522　1,560円
トワイライト高台兼用碗

（9.8×6.2・200cc） 　　662911252

NB

603-309-632　2,200円
Wブルージェ 兼用碗皿

（皿φ15.6×2） 　　964621163

603-310-632　1,350円
Wブルージェ 兼用碗

（φ9.5×6・190cc） 　　964621263

NB

603-401-062　1,800円
ブラウンホテルコーヒーC/S

（皿15.2） 　　662840106

603-402-062　1,080円
ブラウンホテルコーヒー碗

（7.6×6.7・190cc） 　　662840206

603-403-522　2,400円
ニコル高台兼用碗皿

（15.2） 　　662930752

603-404-522　1,560円
ニコル高台兼用碗

（9.8×6.2・200cc） 　　662930852

NB NB

603-405-522　2,600円
エメラルド高台コーヒーC/S

（皿15×2） 　　562150352

603-406-522　1,690円
エメラルド高台コーヒー碗

（8.5×7・180cc） 　　562150452

NB

603-407-522　2,600円
サファイア高台コーヒーC/S

（皿15×2） 　　562150152

603-408-522　1,690円
サファイア高台コーヒー碗

（8.5×7・180cc） 　　562150252

NB

603-409-062　1,850円
ヒワ小花兼用高台C/S

（皿15） 　　860860906

603-410-062　1,110円
ヒワ小花兼用高台碗

（9.6×5.7・210cc） 　　860861006

NB

603-501-062　2,200円
I VYブルー兼用高台C/S

（皿15） 　　964640606

603-502-062　1,320円
I VYブルー兼用高台碗

（9.6×5.7・210cc） 　　964640706

NB

603-503-472　2,400円
トリノコ－ヒ－C/S

（皿14.8×1.8） 　　964610947

603-504-472　1,440円
トリノコ－ヒ－碗

（碗8.3×6.8・200cc） 　　964611047

603-505-412　1,880円
染花絵コーヒー碗皿

（皿15.5×2.5） 　　1260350541

603-506-412　1,130円
染花絵コーヒー碗

（12.2×9×7・230cc） 　　1260350641

603-507-472　2,400円
ブルーブーケ兼用C/S

（碗9.7×6・200cc・皿15.5×2.2） 　　964610647

603-508-252　1,700円
オリエントコーヒー碗皿

（皿15×2.2） 　　1260350825

603-509-252　1,000円
オリエントコーヒー碗

（7.6×7・160cc） 　　1260350925



碗皿
Cup and Saucer

604

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼

土鍋

耐熱

ガラス

漆器

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製日本製

日本製日本製日本製

604-101-522　2,650円
アルル高台兼用碗皿

（15.2） 　　662910352

604-102-522　1,730円
アルル高台兼用碗

（9.8×6.2・200cc） 　　662910452

NB NB

604-103-062　1,750円
新フラワーコーヒーC/S

（皿14.5） 　　860850906

604-104-062　1,050円
新フラワーコーヒー碗

（8×6.8・186cc） 　　860851006

604-105-062　1,750円
プチローズコーヒーC/S

（皿14.5） 　　757450506

604-106-062　1,050円
プチローズコーヒー碗

（8×6.8・186cc） 　　757450606

NB

604-107-062　1,850円
プチローズ兼用高台C/S

（皿15） 　　757450706

604-108-062　1,110円
プチローズ兼用高台碗

（9.6×5.7・210cc） 　　757450806

NB NB

604-109-062　1,750円
ニューアンシェーコーヒーC/S

（皿14.5） 　　860851106

604-110-062　1,050円
ニューアンシェーコーヒー碗

（8×6.8・186cc） 　　860851206

NB

604-201-062　1,700円
57フルフォードコーヒーC/S

（皿14.8） 　　562130906

604-202-062　1,020円
57フルフォードコーヒー碗

（8×7・210cc） 　　562131006

NB

604-203-062　1,700円
57フルフォードティーC/S

（皿14.8） 　　562131106

604-204-062　1,020円
57フルフォードティー碗

（9×5・200cc） 　　562131206

NB

604-205-062　1,700円
ネジフルフォードコーヒーC/S

（皿14.5） 　　964720506

604-206-062　1,020円
ネジフルフォードコーヒー碗

（8×6.8・186cc） 　　964720606

604-207-252　1,900円
間取桃花コーヒー碗皿

（皿15.5×2.5） 　　1260420725

604-208-252　1,180円
間取桃花コーヒー碗

（9×7・230cc） 　　1260420825

604-209-412　1,880円
花伊万里 コーヒーC/S

（皿15.5×2.5） 　　861150541

604-210-412　1,130円
花伊万里 コーヒー碗

（12.2×9×7・230cc） 　　861150641

604-301-412　1,880円
ぶどう コーヒーC/S

（皿15.5×2.5） 　　861150341

604-302-412　1,130円
ぶどう コーヒー碗

（12.2×9×7・230cc） 　　861150441

604-303-412　1,880円
菊唐草 コーヒーC/S

（皿15.5×2.5） 　　861150741

604-304-412　1,130円
菊唐草 コーヒー碗

（12.2×9×7・230cc） 　　861150841

陶

604-305-152　2,150円
菊型祥瑞コーヒー碗皿

（6.7×7.5） 　　663210315

604-306-152　1,150円
菊型祥瑞コーヒー碗

（6.7×6.7・180cc） 　　663210415

陶

604-307-472　2,100円
うのふ彫さざなみコ－ヒ－碗皿

（碗9×7.5・皿14.5×3・240cc） 　　1064950147

陶

604-308-512　1,870円
紫椿コーヒーC/S

（13.3×2.5） 　　663140851

604-309-512　1,100円
紫椿コーヒー碗

（9.5×7.3・270cc） 　　663140951

陶

604-401-512　1,950円
一文字さざ波コーヒーC/S

（14×2.5） 　　1064940151

604-402-512　1,100円
一文字さざ波コーヒー碗

（9.2×7.2・240cc） 　　1064940251

陶

604-403-512　1,950円
美濃萩さざ波コーヒーC/S

（14×2.5） 　　1064940351

604-404-512　1,100円
美濃萩さざ波コーヒー碗

（9.2×7.2・240cc） 　　1064940451

陶

604-405-512　1,950円
美濃萩コーヒー碗皿

（13.3×2.5） 　　757740951

604-406-512　1,100円
美濃萩コーヒー碗

（9.5×7.3・270cc） 　　757741051

604-407-242　1,800円
茶刷毛C/S

（皿15×13.3） 　　562450524

604-408-242　 900円
茶刷毛コーヒー碗

（9×7.3・200cc） 　　562450624

陶

604-409-242　1,800円
水玉土物コーヒー碗皿

（15×13.3） 　　757750124

604-410-242　 900円
水玉土物コーヒー碗

（9×7.3・200cc） 　　757750224

陶

陶

604-501-152　2,100円
さざ波コーヒーC/S呉須十草

（皿14×2） 　　562450715

604-502-152　1,050円
さざ波コーヒー呉須十草碗

（9×7.2・200cc） 　　562450815

604-503-012　1,380円
祥端コーヒーC/S

（皿15.5×11×1.5） 　　562260501

604-504-012　 700円
祥端コーヒー碗

（6.8×6.8・150cc） 　　562260601

604-505-152　1,400円
白伊賀縄手コーヒー碗皿

（φ9×6.6・210cc） 　　1260450515

604-506-152　 600円
白伊賀コーヒー受皿

（φ14×2） 　　1260450615

604-507-782　1,350円
森の湖コーヒー碗皿

（16×12.7×1.8） 　　1260450778

604-508-782　 680円
森の湖コーヒー碗

（8.5×7.8・190cc） 　　1260450878

604-509-782　1,200円
砂丘コーヒー碗皿

（皿14.2×10.5×2.3） 　　1260450978

604-510-782　 700円
砂丘コーヒー碗

（8.5×7.8・190cc） 　　1260451078

高さ cm
容量 cc

碗皿
φ

高さ
cm

φ
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605-101-572　1,400円
青地刷毛目桜軽C/S紫

（皿16×12.7） 　　861230957

605-102-572　 690円
青地刷毛目桜軽碗

（碗8.3×7.4・220cc） 　　861231057

605-103-572　1,400円
青地刷毛目桜軽C/Sピンク

（皿16×12.7） 　　861231157

605-104-572　 690円
青地刷毛目桜軽碗

（碗8.3×7.4・220cc） 　　861231257

605-105-012　1,380円
黒ハケメコーヒーC/S

（皿15.5×12.5） 　　562530301

605-106-012　 700円
黒ハケメコーヒー碗

（7×6.7・160cc） 　　562530401

605-107-012　1,380円
茶ハケメコーヒーC/S

（皿15.5×12.5） 　　562530501

605-108-012　 700円
茶ハケメコーヒー碗

（7×6.7・160cc） 　　562530601

605-109-162　1,330円
なまこコーヒ－C/S

（皿14×2.1） 　　965010416

605-110-162　 740円
なまこコーヒ－碗

（碗8.8×7.5・200cc） 　　965010516

605-201-152　1,550円
流砂丘アメリカンコーヒー碗皿

（皿14.5×11×2.5） 　　861230115

605-202-152　 900円
流砂丘アメリカンコーヒー碗

（9×7・270cc） 　　861230215

陶

605-203-602　1,270円
天正黒波渕反りコーヒーC/S

（皿16×12.7×1.6） 　　562530160

605-204-602　 600円
天正黒波渕反りコーヒーカップ

（8×7.5・150cc） 　　562530260

605-205-612　880円
黒猫 白楕円皿

（16×13.5×1.8） 　　964950861

605-206-612　820円
黒猫 白コーヒー碗

（8×7・210cc） 　　964950761

605-207-612　880円
黒猫 黒楕円皿

（16×13.5×1.8） 　　964950661

605-208-612　820円
黒猫 黒コーヒー碗

（8×7・210cc） 　　964950561

605-209-412　860円
渦紋黒 コーヒー碗皿

（皿15.5×2.3） 　　1260520941

605-210-412　440円
渦紋黒 コーヒー碗

（11.5×9.5×6.5・230cc） 　　1260521041

陶

605-301-412　860円
渦紋黄瀬戸 コーヒー碗皿

（皿15.5×2.3） 　　1260530141

605-302-412　440円
渦紋黄瀬戸 コーヒー碗

（11.5×9.5×6.5・230cc） 　　1260530241

605-303-412　860円
渦紋塗り分け コーヒー碗皿

（皿15.5×2.3） 　　1260530341

605-304-412　440円
渦紋塗り分け コーヒー碗

（11.5×9.5×6.5・230cc） 　　1260530441

陶 陶

605-305-162　920円
クロス塗分コーヒー碗皿

（皿13.7×10.9×2） 　　757840516

605-306-162　560円
クロス塗分コーヒー碗

（碗7.2×6.8・150cc） 　　757840616

陶

605-307-512　1,950円
窯変ゴスさざ波コーヒー碗皿

（14×2.5） 　　964921151

605-308-512　1,100円
窯変ゴスさざ波コーヒー碗

（9.2×7.2・240cc） 　　964921251

陶

605-309-512　1,950円
グリンうのふさざ波コーヒー碗皿

（14×2.5） 　　964930951

605-310-512　1,100円
グリンうのふさざ波コーヒー碗

（9.2×7.2・240cc） 　　964931051

605-401-402　800円
黒ポイントコーヒー碗皿

（皿13.5×2.8） 　　562540540

605-402-402　490円
黒ポイントコーヒー碗

（8.5×6.5・180cc） 　　562540640

605-403-402　800円
白ポイント コーヒー碗皿

（皿13.5×2.8） 　　757840940

605-404-402　490円
白ポイント コーヒー碗

（8.5×6.5・180cc） 　　757841040

605-405-082　1,300円
ストーリアコーヒーカップ（ホワイト）

（12×9×8・200cc） 　　1164740708

605-406-082　1,000円
ストーリアコーヒーソーサー（ホワイト）

（14.5×1.5） 　　1164740808

605-407-082　1,300円
ストーリアコーヒーカップ（ブラック）

（12×9×8・200cc） 　　1164740908

605-408-082　1,000円
ストーリアコーヒーソーサー（ブラック）

（14.5×1.5） 　　1164741008

605-409-242　1,800円
白釉流しネジリ土物コーヒー碗皿

（15×13.3） 　　757740724

605-410-242　 900円
白釉流しネジリ土物コーヒー碗

（9.5×7.5・200cc） 　　757740824

陶

605-501-242　1,800円
山茶花コーヒーC/S

（皿15×13.3） 　　562360224

605-502-242　 900円
山茶花コーヒー碗

（碗9×7.3・200cc） 　　562360324

605-503-242　1,800円
呉須丸紋コーヒーC/S

（15×13.3） 　　1064920524

605-504-242　 900円
呉須丸紋碗

（9×7.3・200cc） 　　1064920624

陶 陶

605-505-572　1,450円
青地ウズ軽C/S

（皿16×12.7） 　　861230557

605-506-572　 720円
青地ウズ軽碗

（碗8.3×7.4・220cc） 　　861230657

605-507-572　1,450円
黒結晶ウズ軽C/S

（皿16×12.7） 　　861230757

605-508-572　 720円
黒結晶ウズ軽碗

（碗8.3×7.4・220cc） 　　861230857

605-509-572　1,450円
白うのふウズ軽C/S

（皿16×12.7） 　　861230357

605-510-572　 720円
白うのふウズ軽碗

（碗8.3×7.4・220cc） 　　861230457
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陶

606-101-792　3,650円
粉引面取りコーヒーC/S

（皿14×2.2） 　　562411246

606-102-792　2,200円
粉引面取りコーヒー碗

（9.7×12.5×6） 　　562411346

陶

606-103-052　3,200円
黒十草コーヒー碗皿

（皿14×1.7） 　　1165220105

606-104-052　2,000円
黒十草コーヒー碗

（10.5×8.3×6.5・160cc） 　　1165220205

陶

606-105-052　3,200円
白十草コーヒー碗皿

（皿14×1.7） 　　1260610505

606-106-052　2,000円
白十草コーヒー碗

（10.5×8×6.5・160cc） 　　1260610605

陶

606-107-052　3,200円
黒水玉コーヒー碗皿

（皿14×1.7） 　　1260610705

606-108-052　2,000円
黒水玉コーヒー碗

（10.5×8×6.5・160cc） 　　1260610805

陶

606-109-512　3,120円
角型黒格子C/S

（12.9×2） 　　562320351

606-110-512　1,960円
角型黒格子碗

（9.4×7.2・280cc） 　　562320451

陶

606-201-512　3,120円
ルリ十草コーヒーC/S

（15.4×2） 　　562330151

606-202-512　1,960円
ルリ十草コーヒー碗

（9.8×7.1・300cc） 　　562330251

陶

606-203-782　2,750円
黒織部二色花コーヒーC/S

（皿15×2） 　　1165230578

606-204-782　1,650円
黒織部二色花コーヒー碗

（φ10×6.5） 　　1165230678

陶

606-205-782　2,750円
鉄赤一珍花コーヒーC/S

（皿15×2） 　　1165230778

606-206-782　1,650円
鉄赤一珍花コーヒー碗

（φ10×6.5） 　　1165230878

陶

606-207-782　2,750円
織部ぶどうC/S

（皿14.5） 　　861030778

606-208-782　1,600円
織部ぶどう碗

（12.2×9.5×6.5・200cc） 　　861030878

陶

606-209-782　2,700円
一珍すすきコーヒーC/S

（皿15×2） 　　1165250178

606-210-782　1,620円
一珍すすきコーヒー碗

（φ10×6.5） 　　1165250278

陶

606-301-782　2,700円
黄瀬戸花コーヒーC/S

（皿15×2） 　　1165250378

606-302-782　1,620円
黄瀬戸花コーヒー碗

（φ10×6.5） 　　1165250478

陶

606-303-782　2,700円
ぶどうコーヒーC/S

（皿15×2） 　　1165250578

606-304-782　1,620円
ぶどうコーヒー碗

（φ10×6.5） 　　1165250678

陶

606-305-742　2,650円
点彩渦コーヒーC/S（紺）

（皿15×2） 　　562240374

606-306-742　1,590円
点彩渦（紺）碗

（8×7・180cc） 　　757621074

陶

606-307-742　2,650円
点彩渦コーヒーC/S（赤）

（皿15×2） 　　562240474

606-308-742　1,590円
点彩渦（赤）碗

（8×7・180cc） 　　757621274

陶

606-309-512　2,500円
御本粉引コーヒーC/S

（14.8×2.2） 　　562420551

606-310-512　1,500円
御本粉引コーヒー碗

（7.4×7.4・240cc） 　　562420651

606-401-782　2,400円
織部市松碗皿

（皿13×12×2.3） 　　562360178

606-402-782　1,400円
織部市松碗

（8.6×8.2×6.7・200cc） 　　757660478

606-403-242　1,900円
黒油滴小コーヒーC/S

（皿14.5×2.7） 　　562460724

606-404-242　1,150円
黒油滴小コーヒー碗

（7×7.3・170cc） 　　562460824

606-405-242　1,900円
白ウズ小コーヒーC/S

（皿14.5×2.7） 　　562460924

606-406-242　1,150円
白ウズ小コーヒー碗

（7×7.3・170cc） 　　562461024

陶 陶

606-407-472　2,100円
南蛮山茶花コ－ヒ－碗皿

（碗9.5×7.4・皿14×13×2.5・240cc） 　　1165350847

606-408-472　2,100円
南蛮ぶどうコ－ヒ－碗皿

（碗9.5×7.4・皿14×13×2.5・240cc） 　　1165350747

高さ cm
容量 cc

碗皿
φ

高さ
cm

φ
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陶

607-101-782　2,280円
粉引ぶどうC/S

（皿14.5） 　　861040578

607-102-782　1,270円
粉引ぶどう碗

（12.2×9.5×6.5・200cc） 　　861040678

陶

607-103-472　2,100円
ヒワ流しさざなみコーヒーC/S

（碗9×7.5・240cc・皿14×14×3） 　　663121147

陶

607-104-472　2,100円
細十草彫さざなみコ－ヒ－碗皿

（碗9×7.5・240cc・皿14.5×3） 　　1064830947

陶

607-105-782　2,260円
織部 削りコーヒーC/S　

（皿14.4×2.4） 　　1165310778

607-106-782　1,470円
織部 削りコーヒー碗

（φ10×7.2） 　　1165310878

陶

607-107-782　2,260円
黄瀬戸 削りコーヒーC/S

（皿14.4×2.4） 　　1165310978

607-108-782　1,470円
黄瀬戸 削りコーヒー碗

（φ10×7.2） 　　1165311078

陶

607-201-262　2,350円
緑線コーヒーC/S

（碗9×7・皿13.2・200cc） 　　861210926

607-202-262　1,500円
緑線コーヒー碗

（9×7・200cc） 　　861211026

陶

607-203-412　2,100円
水玉赤ウス型コーヒーC/S

（皿14.8×2.7） 　　1165330141

607-204-412　1,050円
水玉赤ウス型コーヒー碗

（7.4×7・210cc） 　　1165330241

陶

607-205-412　2,100円
水玉青ウス型コーヒーC/S

（皿14.8×2.7） 　　1165330341

607-206-412　1,050円
水玉青ウス型コーヒー碗

（7.4×7・210cc） 　　1165330441

陶

607-207-742　2,200円
春うららカフェオーレC/S

（皿18.2×15×1.6） 　　757640574

607-208-742　1,200円
春うららカフェオーレカップ

（11.4×5・260cc） 　　757640674

陶

607-209-742　2,100円
春うららC/S

（皿14.2×2.3） 　　1064950774

607-210-742　1,150円
春うららコーヒー碗

（7.3×6.7・210cc） 　　1064950874

陶

607-301-412　2,100円
マット釉木の葉丸型コーヒーC/S

（皿13.2×2.5） 　　1165250941

607-302-412　1,050円
マット釉木の葉丸型コーヒー碗

（7.2×6.5・210cc） 　　1165251041

陶

607-303-472　2,400円
しろやま桜（青）コ－ヒ－C/S

（皿14×15×2.3） 　　1064940747

607-304-472　1,380円
しろやま桜（青）コ－ヒ－碗

（碗8.8×7・170cc） 　　1064940847

陶

607-305-472　2,400円
しろやま桜（赤）コ－ヒ－C/S

（皿14×15×2.3） 　　1064940547

607-306-472　1,380円
しろやま桜（赤）コ－ヒ－碗

（碗8.8×7・170cc） 　　1064940647

陶

607-307-472　2,400円
平安桜（青）コーヒーC/S

（皿14×15×2.3） 　　663060347

607-308-472　1,380円
平安桜（青）コーヒー碗

（8.8×7・170cc） 　　663060447

陶

607-309-522　2,400円
平安桜コーヒーC/S

（皿14×15×2.3） 　　562350552

607-310-522　1,380円
平安桜コーヒー碗

（8.5×7・170cc） 　　562350652

陶

607-401-412　2,000円
さくらんぼ赤丸型コーヒーC/S

（皿13.2×2.5） 　　1165350141

607-402-412　1,000円
さくらんぼ赤丸型コーヒー碗

（7.2×6.5・210cc） 　　1165350241

陶

607-403-412　2,000円
さくらんぼ青丸型コーヒーC/S

（皿13.2×2.5） 　　1165350341

607-404-412　1,000円
さくらんぼ青丸型コーヒー碗

（7.2×6.5・210cc） 　　1165350441

陶

607-405-512　1,950円
黒銀彩雲さざ波コーヒー碗皿

（14×2.5） 　　964920951

607-406-512　1,100円
黒銀彩雲さざ波コーヒー碗

（9.2×7.2・240cc） 　　964921051

陶

607-407-512　1,950円
黄がすみさざ波コーヒーC/S

（14×2.5） 　　1064950451

607-408-512　1,100円
黄がすみさざ波コーヒー碗

（9.2×7.2・240cc） 　　1064950551

607-409-242　1,800円
流星コーヒーC/S

（皿15×13.3） 　　562451124

607-410-242　 900円
流星コーヒー碗

（碗9×7.3・200cc） 　　562451224

陶
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陶

608-101-252　3,300円
三島くし目マグ

（9.8×8.5・310cc） 　　562720125

陶

608-102-792　2,730円
粉引 そぎマグ

（10×9・350cc） 　　861510346

陶

608-103-792　2,600円
粉引ソギ目 反マグ

（φ9.3×8・270cc） 　　965050346

608-104-472　2,150円
赤雅マグ

（8.5×8.3・280cc） 　　1260810447

608-105-472　2,150円
黒雅マグ

（8.5×8.3・280cc） 　　1260810547

陶

608-205-052　1,750円
削ぎマグ ホワイト

（12.3×9.7×9.3・340cc） 　　965610605

608-201-752　1,800円
ブリックマグ ピンク

（φ8.9×9.2・360cc） 　　1260820175

608-202-752　1,800円
ブリックマグ ブルー

（φ8.9×9.2・360cc） 　　1260820275

陶 陶 陶

608-203-742　1,800円
春うららマグ（青）

（8.6×8.5・240cc） 　　757940574

陶

608-204-052　1,750円
削ぎマグ トルコ

（12.3×9.7×9.3・340cc） 　　965610505

608-301-752　1,700円
サーカスマグ ピンク

（8.5×8.5・250cc） 　　1165430175

608-302-752　1,700円
サーカスマグ ブルー

（8.5×8.5・250cc） 　　1165430275

608-303-752　1,700円
花格子マグ ブルー

（8.5×8.5・250cc） 　　1165430375

608-304-752　1,700円
花格子マグ ピンク

（8.5×8.5・250cc） 　　1165430475

608-305-752　1,700円
リーフマグ グリン

（8.5×8.5・250cc） 　　1165420575

陶 陶 陶 陶 陶

608-401-152　1,600円
金彩マットカラーマグ NAVY

（φ7.7×9・300cc） 　　1260840115

608-402-152　1,600円
金彩マットカラーマグ RED

（φ7.7×9・300cc） 　　1260840215

陶

608-403-512　1,500円
黒十草小花マグ

（9.5×9・370cc） 　　757930651

608-404-752　1,500円
織部椿マグ

（φ9×8.9・300cc） 　　1260840475

608-405-752　1,500円
織部十草マグ

（φ9×8.9・300cc） 　　1260840575

陶 陶

608-501-752　1,700円
フラワーマグ ピンク

（8.5×8.5・250cc） 　　1165430575

陶 陶

608-502-512　1,380円
土物刷毛目マグ

（9×8.2・260cc） 　　562810151

陶

608-503-512　1,300円
黒砂丘十草面取マグ

（9.6×8.8・380cc） 　　663450651

陶

608-504-512　1,300円
黒銀彩雲面取マグ

（9.6×8.8・380cc） 　　663450551

陶

608-505-152　1,300円
均窯黒帯面取マグ

（9.5×8.8・300cc） 　　861620115

陶

608-601-262　1,500円
緑線マグ

（9.2×9・330cc） 　　861540126

608-602-162　1,300円
一珍波マグ

（8.5×10.5・370cc） 　　663520216

608-603-162　1,250円
茶丸紋軽量マグカップ

（8.5×9・300cc） 　　663610416

608-604-162　1,250円
オリベ丸紋軽量マグカップ

（8.5×9・300cc） 　　663610316

608-605-472　1,200円
赤黒ヌリ分け春秋マグ

（9×9・270cc） 　　1065360647

高さ cm
容量 cc

マグ/スープカップ φ
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609-101-302　2,000円
菊割十草（レッド）マグ

（9.2×8.8・350cc） 　　1065060430

609-102-302　2,000円
菊割十草（ヒワ）マグ

（9.2×8.8・350cc） 　　1065060330

609-103-302　2,000円
菊割十草（ブルー）マグ

（9.2×8.8・350cc） 　　1065060230

陶

609-104-742　1,500円
渕飾りマグ（ピンク）

（9.3×8.7・280cc） 　　861520474

609-105-162　1,300円
早雲マグカップ

（8.5×10.5・370cc） 　　965340216

609-106-512　1,200円
半菊ブルー杵マグ

（8.4×8.2・310cc） 　　1065350251

陶

609-201-412　1,000円
しずくマグピンク

（9×8.3・300cc） 　　1165530541

陶

609-202-412　1,000円
しずくマグトルコブルー

（9×8.3・300cc） 　　1165530441

陶

609-203-412　1,000円
しずくマグホワイト

（9×8.3・300cc） 　　1165530641

609-204-522　1,200円
土物サラサ赤マグ

（φ8.6×8.6・280cc） 　　1065150652

609-205-522　1,200円
土物サラサ青マグ

（φ8.6×8.6・280cc） 　　1065150552

陶 陶 陶

609-206-512　1,100円
均窯カスリマグ

（9.4×9・330cc） 　　562820151

陶

609-301-412　1,000円
キネ型十草マグピンク

（9.6×8.5・320cc） 　　1165520541

陶

609-302-412　1,000円
キネ型十草マグトルコブルー

（9.6×8.5・320cc） 　　1165520441

陶

609-303-412　1,000円
キネ型十草マグホワイト

（9.6×8.5・320cc） 　　1165520641

609-304-612　1,200円
掻き落しマグ ピンク

（8.6×9.3・360cc） 　　1165510561

609-305-612　1,200円
掻き落しマグ グレー

（8.6×9.3・360cc） 　　1165510661

609-306-512　1,050円
山城桜 マグ

（10×9.5・390cc） 　　757940651

609-401-512　1,180円
ダミブルー椿マグ

（8.8×9.5・370cc） 　　861330551

609-402-512　1,180円
ダミピンク椿マグ

（8.8×9.5・370cc） 　　861330651

陶 陶 陶

609-403-512　1,100円
ブルー花ロックマグ

（9.7×7.5・260cc） 　　663710151

陶

609-404-512　1,100円
ピンク花ロックマグ

（9.7×7.5・260cc） 　　663710251

609-405-472　1,100円
一珍色トクサマグ（青）

（8.5×9・300cc） 　　1065060547

609-406-472　1,100円
一珍色トクサマグ（赤）

（8.5×9・300cc） 　　1065060647

陶

609-501-472　1,100円
南蛮（うさぎ）駒型マグ

（7.5×7.5・240cc） 　　965360247

陶

609-502-472　1,100円
南蛮（山茶花）駒型マグ

（7.5×7.5・240cc） 　　965360347

陶

609-503-472　1,100円
南蛮（ふくろう）駒型マグ

（7.5×7.5・240cc） 　　965360447

陶

609-504-472　1,100円
南蛮（ぶどう）駒型マグ

（7.5×7.5・240cc） 　　965360547

陶

609-505-472　1,100円
南蛮（ねこ）駒型マグ

（7.5×7.5・240cc） 　　965360647

609-506-162　790円
白均窯かやめマグ

（8.8×9・260cc） 　　563050616

陶

609-601-572　900円
バラマグ青

（9.3×8.5・270cc） 　　758060357

陶

609-602-572　900円
バラマグ赤

（9.3×8.5・270cc） 　　758360557

陶

609-603-572　900円
マーガレットマグ 紫

（9.3×8.5・270cc） 　　861620657

陶

609-604-572　900円
マーガレットマグ オレンヂ

（9.3×8.5・270cc） 　　861620557

609-605-572　900円
ヒマワリマグ ブルー

（9.5×8.5） 　　1260960557

609-606-572　900円
ヒマワリマグ ピンク

（9.5×8.5） 　　1260960657

陶 陶
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日本製

陶

610-101-542　1,000円
白粉引マグ

（8.3×9.3・260cc） 　　965630354

陶

610-102-542　1,000円
ブルー呉須流しマグ

（8.3×9.3・260cc） 　　965630554

陶

610-103-542　1,000円
カイラギ ヒワマグ

（8.3×9.3・260cc） 　　965630454

陶

610-104-542　1,000円
ピンク志野たたきマグ

（8.3×9.3・260cc） 　　965630154

陶

610-105-542　1,000円
鼠志野たたきマグ

（8.3×9.3・260cc） 　　965630254

陶

610-106-602　980円
ゴス十草 タルマグ

（9×8.8・320cc） 　　757940160

陶

610-201-572　1,000円
白ドットマグ

（9×8.1・220cc） 　　965210557

陶

610-202-572　1,000円
黒ドットマグ

（9×8.1・220cc） 　　965210657

陶

610-203-572　1,000円
八重桜マグ ブルー

（9.2×8.2・250cc） 　　663530457

陶

610-204-572　1,000円
八重桜マグ ピンク

（9.2×8.2・250cc） 　　663530357

陶

610-205-572　1,020円
軽々柚子一珍花マグ ヒワ

（8.5×9.2・300cc） 　　861360557

陶

610-206-572　1,020円
軽々柚子一珍花マグ 赤

（8.5×9.2・300cc） 　　861360657

陶

610-301-572　1,000円
軽々柚子水玉トクサマグ 赤

（8.5×9.2・300cc） 　　965660557

陶

610-302-572　1,000円
軽々柚子水玉トクサマグ 青

（8.5×9.2・300cc） 　　965660657

610-303-012　900円
窯変十草茶なつめマグ

（8.8×8.8・270cc） 　　861610201

610-304-012　900円
窯変十草黒なつめマグ

（8.8×8.8・270cc） 　　758040501

610-305-472　1,050円
白マットはる風マグ

（9×8.8・280cc） 　　1261030547

610-306-472　1,050円
黒マットはる風マグ

（9×8.8・280cc） 　　1261030647

陶

610-401-602　860円
二色十草青マグ

（8.6×12×9.6・350cc） 　　1165660360

陶

610-402-602　860円
二色十草ピンクマグ

（8.6×12×9.6・350cc） 　　1165660460

陶

610-403-572　880円
うず唐草マグ 緑

（9.3×8・290cc） 　　861420357

陶

610-404-572　880円
うず唐草マグ 赤

（9.3×8・290cc） 　　861420457

陶

610-405-572　790円
一珍エスニックソギマグ

（8.6×8.2・270cc） 　　563010257

陶

610-406-572　790円
粉引彫トクサソギマグ

（8.6×8.2・270cc） 　　563010357

陶

610-501-572　880円
白粉引一珍トクサしずくマグ

（8.4×8・290cc） 　　965420157

陶

610-502-572　880円
黄粉引一珍トクサしずくマグ

（8.4×8・290cc） 　　965420257

陶

610-503-572　880円
3色水玉しずくマグ

（8.4×8.2・260cc） 　　861630157

陶

610-504-572　890円
青釉水玉トクサマグ

（8.5×8.8・290cc） 　　1165730657

陶

610-505-572　890円
白マット水玉トクサマグ

（8.5×8.8・290cc） 　　1165730557

陶

610-506-572　790円
さざ波マグ

（8×10・280cc） 　　562940457

610-601-152　1,100円
削ぎマグ 白

（9.3×8.1・240cc） 　　1165560315

610-602-152　1,100円
削ぎマグ アメ

（9.3×8.1・240cc） 　　1165560415

陶 陶

610-603-572　910円
二色十草マグ グリーン

（8.2×8.6・260cc） 　　1065540557

610-604-572　910円
二色十草マグ 黄

（8.2×8.6・260cc） 　　1065540657

610-605-612　990円
まがり十草マグ 赤

（8.1×8.6・270cc） 　　1166050261

610-606-612　990円
まがり十草マグ 青

（8.1×8.6・270cc） 　　1166050161

高さ cm
容量 cc

マグ/スープカップ φ
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611-101-012　890円
黒ハケメマグ

（8.7×9・280cc） 　　563040301

611-102-012　890円
茶ハケメマグ

（8.7×9・280cc） 　　563040401

陶

611-103-572　790円
二色トクサウス型小マグ

（7.2×7・200cc） 　　965260557

陶

611-104-572　790円
トルコウス型小マグ

（7.2×7・200cc） 　　965260457

陶

611-105-572　790円
3色水玉ウス型小マグ

（7.2×7・200cc） 　　965260657

陶

611-106-512　900円
灰釉ゴス削りマグ

（8.3×8.3・320cc） 　　563020651

611-201-572　840円
粉引角ちぎりソギマグ

（9.5×8.5・270cc） 　　563030257

611-202-572　840円
天正黒角ちぎりソギマグ

（9.5×8.5・270cc） 　　563030157

611-203-202　800円
ブルー花火マグ

（7.5×8・190cc） 　　563030320

611-204-202　800円
赤花火マグ

（7.5×8・190cc） 　　563030420

陶

611-205-572　840円
カスリ水玉キネ型マグ

（9×8.3・240cc） 　　562950157

陶

611-206-572　840円
赤絵風キネ型マグ

（9×8.3・240cc） 　　562950257

陶

611-301-602　810円
天正黒波渕マグ

（8.3×9・270cc） 　　861460260

陶

611-302-602　810円
粉引青釉波渕マグ

（9.7×9・270cc） 　　541900860

陶

611-303-542　800円
ぬりわけ（茶）土物軽量マグ

（8×9.2・350cc） 　　965740154

陶

611-304-542　800円
ぬりわけ（黒）土物軽量マグ

（8×9.2・350cc） 　　965740254

611-305-412　680円
銘陶の里マグ 黒

（8.7×9.2・300cc） 　　1166260241

611-306-412　680円
銘陶の里マグ 白

（8.7×9.2・300cc） 　　1166260141

611-401-012　980円
均窯スカイマグカップ

（9×7.5・250cc） 　　758160401

611-402-012　980円
均窯ヒワマグカップ

（9×7.5・250cc） 　　758160301

611-403-572　780円
青磁刷毛目マグ

（9.5×7.7・250cc） 　　663560657

611-404-572　640円
軽々ビードロオフケコーヒー碗

（8.3×7.3・230cc） 　　758160657

陶

611-405-542　780円
青磁軽量 土物マグ

（8×9.2・350cc） 　　1065810154

陶

611-406-542　780円
ビードロ軽量 土物マグ

（8×9.2・350cc） 　　1065810254

611-501-162　1,000円
赤柚木マグカップ

（7.7×7.8・250cc） 　　1165540616

陶

611-502-412　1,000円
うのふGRマグ

（10.5×7.8×8.3・280cc） 　　965440341

陶 陶

611-503-472　770円
均窯流しマグ

（7.7×8.2・280cc） 　　965410147

陶

611-504-472　770円
梅ちらしマグ

（7.7×8.2・280cc） 　　563020347

陶

611-505-512　770円
ヒスイマグ

（8×8・300cc） 　　563060451

611-506-152　900円
流砂丘ナツメ型マグ

（8.6×8.6・270cc） 　　861640515

611-601-352　1,400円
パシオン アスールマグカップ

（9.1×8・300cc） 　　1261160135

611-602-352　1,400円
パシオン セレステマグカップ

（9.1×8・300cc） 　　1261160235

611-603-522　720円
土物黒伊賀マグ

（φ9×9・290cc） 　　1065460652

611-604-522　720円
土物白釉マグ

（φ9×9・290cc） 　　1065910552

陶 陶

611-605-572　740円
トルコ波口マグ

（9.6×7.8・270cc） 　　1065160457

611-606-572　740円
チタン波口マグ

（9.6×7.8・270cc） 　　1065160357
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612-101-512　500円
湖南マグGスリット（2710-1）

（8×8・230cc） 　　861930251

中国製
陶

612-102-202　950円
白椿駒型マグ

（11×8×7.5・240cc） 　　758310320

陶

612-103-202　950円
朱椿駒型マグ

（11×8×7.5・240cc） 　　758310420

612-104-162　720円
民芸ルリ渕流タルマグ

（7.7×8.2・270cc） 　　1065750416

612-105-162　720円
民芸渋草タルマグ

（7.7×8.2・270cc） 　　1065820516

612-106-162　720円
民芸青なまこタルマグ

（7.7×8.2・270cc） 　　1065750316

陶

612-201-412　700円
八窯変マグ ミント

（9×8.4・300cc） 　　1165840641

陶

612-202-412　700円
八窯変マグ 黄

（9×8.4・300cc） 　　1165840341

陶

612-203-412　700円
八窯変マグ ピンク

（9×8.4・300cc） 　　1165840441

陶

612-204-412　700円
八窯変マグトルコブルー

（9×8.4・300cc） 　　1165840541

612-205-572　670円
染付格子花マグ

（7×8・230cc） 　　663760257

612-206-572　670円
染付山茶花マグ

（7×8・230cc） 　　663760357

612-301-472　1,100円
黒ストライプ切立マグ

（7.7×8.8・270cc） 　　861750447

612-302-472　1,100円
白ストライプ切立マグ

（7.7×8.8・270cc） 　　861750347

612-303-522　1,200円
もえぎ十草青 軽量マグ

（φ8.7×8.9・290cc） 　　1065740652

612-304-522　1,200円
もえぎ十草赤 軽量マグ

（φ8.7×8.9・290cc） 　　1065740552

陶 陶 陶

612-305-572　760円
黒一珍トクサマグ

（8.5×8.5・250cc） 　　563020557

陶

612-306-572　760円
白マット一珍トクサマグ

（8.5×8.5・250cc） 　　563020457

陶

612-401-572　880円
ハスイ十草マグ茶

（9.3×8.3・250cc） 　　1065350357

陶

612-402-572　880円
ハスイ十草マグ紺

（9.3×8.3・250cc） 　　1065350457

612-403-402　900円
軽量マロン形マグ ピンク

（9.5×8.5・300cc） 　　861760440

612-404-402　900円
軽量マロン形ブルーマグ

（9.5×8.5・300cc） 　　1065050640

612-405-152　1,000円
スタックCTマグ（アメ）

（8.2×9.2・340cc） 　　965220615

612-406-152　1,000円
スタックCTマグ（ルリ）

（8.2×9.2・340cc） 　　965220515

612-501-782　700円
ストライプマグ イエロー

（8×9.2・230cc） 　　1261250178

612-502-782　700円
ストライプマグ ピンク

（8×9.2・230cc） 　　1261250278

612-503-542　750円
ブルー 軽量ソギマグ

（9.2×9・400cc） 　　1261250354

612-504-542　750円
ピンク 軽量ソギマグ

（9.2×9・400cc） 　　1261250454

612-505-512　900円
アメ 八角マグ

（8.8×9.2・300cc） 　　1261250551

612-506-512　900円
オリベ 八角マグ

（8.8×9.2・300cc） 　　1261250651

612-601-152　1,100円
フルーティーマグ 赤

（8.7×8.5・260cc） 　　1261260115

612-602-152　1,100円
フルーティーマグ ネイビー

（8.7×8.5・260cc） 　　1261260215

612-603-152　1,100円
フルーティーマグ ピンク

（8.7×8.5・260cc） 　　1261260315

612-604-252　1,150円
プランタンマグ（ブルー）

（8.4×8.5・300cc） 　　563230525

612-605-252　1,150円
プランタンマグ（イエロー）

（8.4×8.5・300cc） 　　563230625

612-606-252　1,150円
プランタンマグ（ピンク）

（8.4×8.5・300cc） 　　1166440425

高さ cm
容量 cc

マグ/スープカップ φ
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613-101-512　1,650円
紅染 丸マグ（青）

（8.7×8.7・380cc） 　　758220251

613-102-512　1,650円
紅染 丸マグ（赤）

（8.7×8.7・380cc） 　　758220151

613-103-512　1,500円
なでしこ 丸マグ（青）

（8.7×8.7・380cc） 　　758220451

613-104-512　1,500円
なでしこ 丸マグ（赤）

（8.7×8.7・380cc） 　　758220351

613-105-152　1,500円
軽量腰丸マグ新四季友禅（黒）

（8.7×8.4・320cc） 　　965160215

613-106-152　1,500円
軽量腰丸マグ新四季友禅（赤）

（8.7×8.4・320cc） 　　965160115

613-201-152　1,400円
軽量反型マグ色唐草（赤）

（8.6×8.5・320cc） 　　965160415

613-202-152　1,400円
軽量反型マグ色唐草（紺）

（8.6×8.5・320cc） 　　965160315

613-203-152　1,400円
軽量TLマグ スカーレット（赤）

（9.2×8.2・300cc） 　　965160515

613-204-152　1,400円
軽量TLマグ スカーレット（青）

（9.2×8.2・300cc） 　　965160615

613-205-612　970円
レンコン軽量 茶マグ

（8.3×9.3・300cc） 　　965550461

613-206-612　970円
レンコン軽量 ブルーマグ

（8.3×9.3・300cc） 　　965550361

613-301-522　1,200円
若葉青 軽量マグ

（φ8.7×8.9・290cc） 　　1065620252

613-302-522　1,200円
若葉紫 軽量マグ

（φ8.7×8.9・290cc） 　　1065620152

陶 陶

613-303-612　990円
フルール軽量マグ青

（7.7×9・320cc） 　　1166020461

613-304-612　990円
フルール軽量マグ赤

（7.7×9・320cc） 　　1166020361

613-305-612　970円
小花唐草 軽量マグ 青

（7.9×9・320cc） 　　1065640661

613-306-612　970円
小花唐草 軽量マグ 赤

（7.9×9・320cc） 　　1065640561

613-401-522　1,000円
花刺しブルー 軽量マグ

（φ8.7×8.9・340cc） 　　1065260452

613-402-522　1,000円
花刺しブラウン 軽量マグ

（φ8.7×8.9・340cc） 　　1065260352

陶 陶

613-403-612　970円
菊唐草 軽量マグ 赤

（8×9・320cc） 　　1065710361

613-404-612　970円
菊唐草 軽量マグ 青

（8×9・320cc） 　　1065710461

613-405-612　970円
幸せふくろう軽々マグ ブラウン

（7.9×9・320㏄） 　　1261340561

613-406-612　970円
幸せふくろう軽々マグ ガーネット

（7.9×9・320㏄） 　　1261340661

613-501-572　970円
軽マグ小桜 赤

（8×8.8・320cc） 　　1166020257

613-502-572　970円
軽マグ小桜 青

（8×8.8・320cc） 　　1166020157

613-503-612　970円
なごみ唐草 軽量マグ 赤

（8×9・320cc） 　　1065710161

613-504-612　970円
なごみ唐草 軽量マグ 青

（8×9・320cc） 　　1065710261

613-505-572　830円
カスミ桜軽マグピンク

（8.1×9.1・300cc） 　　965710257

613-506-572　830円
カスミ桜軽マグブルー

（8.1×9.1・300cc） 　　965710157

613-601-402　930円
せせらぎ軽量マグ（青）

（8.5×9.2・355cc） 　　1261360140

613-602-402　930円
せせらぎ軽量マグ（赤）

（8.5×9.2・355cc） 　　1261360240

陶

613-603-572　800円
軽いマグ桜ブルー

（8.6×8.7・290cc） 　　965710457

陶

613-604-572　800円
軽いマグ桜ピンク

（8.6×8.7・290cc） 　　965710357

陶

613-605-572　820円
軽いマグ一珍トクサブルー

（8.6×8.7・290cc） 　　965730157

陶

613-606-572　820円
軽いマグ一珍トクサピンク

（8.6×8.7・290cc） 　　965730257
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614-101-152　1,650円
黒薔薇マグカップ

（8.8×7.8・280cc） 　　663430315

614-102-152　1,650円
赤薔薇マグカップ

（8.8×7.8・280cc） 　　663430215

陶

614-103-782　1,550円
5色ドットマグ青

（φ8.8×7.9・230cc） 　　1165920478

陶

614-104-782　1,550円
5色ドットマグ赤

（φ8.8×7.9・230cc） 　　1165920378

614-105-472　1,300円
スマイル（黒）マグ

（8.5×9・300cc） 　　1065260247

614-106-472　1,300円
スマイル（赤）マグ

（8.5×9・300cc） 　　1065260147

614-201-472　1,200円
レインボフラワーマグ（ピンク）

（8×8.7・300cc） 　　563120647

614-202-472　1,200円
レインボフラワーマグ（ブルー）

（8×8.7・300cc） 　　563120547

614-203-472　1,200円
カモミールマグ

（8×8.6・280cc） 　　1261420347

614-204-472　1,200円
ミントマグ

（8×8.6・280cc） 　　1261420447

614-205-062　1,100円
ピンクリボンマグ

（7.8×9・310cc） 　　965510406

614-206-062　1,100円
ブルーリボンマグ

（7.8×9・310cc） 　　965510306

614-301-522　1,000円
楽釉ナマコ 軽量マグ

（φ8.8×8.8・340cc） 　　1065810352

614-302-522　1,000円
楽釉白 軽量マグ

（φ8.8×8.8・340cc） 　　1065810452

614-303-522　1,000円
楽釉黒 軽量マグ

（8.7×8.7） 　　1166150452

陶 陶 陶

614-304-572　910円
ゴス唐草マグ

（8.2×8.6・260cc） 　　1166050657

614-305-572　930円
軽マグつるバラ 赤

（8×9） 　　1261430557

614-306-572　930円
軽マグつるバラ 青

（8×9） 　　1261430657

614-401-612　940円
吹き唐草 ピンクマグ

（8.2×8.7・270cc） 　　965550261

614-402-612　940円
吹き唐草 ブルーマグ

（8.2×8.7・270cc） 　　965550161

614-403-572　910円
ピンク唐草マグ

（8.2×8.6・260cc） 　　1166050557

614-404-152　850円
ナデ型マグ 黒彩文

（9.1×8・330cc） 　　1166150115

614-405-572　850円
みやま桜マグ ピンク

（8.5×9・300cc） 　　861730257

614-406-572　850円
みやま桜マグ 紫

（8.5×9・300cc） 　　861730157

614-501-152　840円
フォレストベアマグ

（φ7.7×9・300cc） 　　1261450115

614-502-152　840円
フォレストラビットマグ

（φ7.7×9・300cc） 　　1261450215

614-503-412　880円
野いちごマグ青

（9×8.5・300cc） 　　1166120241

614-504-412　880円
野いちごマグ赤

（9×8.5・300cc） 　　1166120141

614-505-572　750円
恋桜 軽マグ ピンク

（8.8×9・300cc） 　　663830257

614-506-572　750円
恋桜 軽マグ 青

（8.8×9・300cc） 　　663830357

614-601-572　750円
幸せふくろう丸コーヒー碗 赤

（8×7・220cc） 　　663840657

614-602-572　750円
幸せふくろう丸コーヒー碗 青

（8×7・220cc） 　　663840557

614-603-472　980円
アニマルネコマグ（白）

（7.8×9.2・260cc） 　　1261460347

614-604-472　980円
アニマルネコマグ（黒）

（7.8×9.2・260cc） 　　1261460447

614-605-472　1,150円
パンダ肉球マグ

（7.5×9・260cc） 　　1065630647

614-606-562　780円
歴代漫像首相マグ

（7.9×9・290cc） 　　1261460656

高さ cm
容量 cc

マグ/スープカップ φ
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615-101-542　1,400円
猫だるま 黒マグ

（9×9.2・330cc） 　　1261510154

615-102-542　1,400円
猫だるま 白マグ

（9×9.2・330cc） 　　1261510254

615-103-542　1,400円
猫だるま 赤マグ

（9×9.2・330cc） 　　1261510354

615-104-542　1,400円
福だるま 黒マグ

（9×9.2・330cc） 　　1261510454

615-105-542　1,400円
福だるま 白マグ

（9×9.2・330cc） 　　1261510554

615-106-472　1,400円
赤だるま マグ

（9×9.2・330cc） 　　1261510647

615-201-542　1,400円
招き猫 黒水晶マグ

（9×10・300cc） 　　1261520154

615-202-542　1,400円
招き猫 白唐津マグ

（9×10・300cc） 　　1261520254

615-203-542　1,400円
招き猫 ピンク唐津マグ

（9×10・300cc） 　　1261520354

615-204-472　1,150円
柚子市松ふくろうマグ（青）

（8.5×9・300cc） 　　1065250647

615-205-472　1,150円
柚子市松ふくろうマグ（赤）

（8.5×9・300cc） 　　1065250547

615-206-162　980円
ペアふくろうカヤメマグ

（9×7.7・200cc） 　　1261520616

陶

615-301-472　1,050円
ふくろうマグ（青）

（9.5×8.5・340cc） 　　563160447

陶

615-302-472　1,050円
ふくろうマグ（茶）

（9.5×8.5・340cc） 　　563160547

陶

615-303-472　1,050円
ふくろうマグ（ピンク）

（9.5×8.5・340cc） 　　1065210147

陶

615-304-472　1,050円
ふくろうマグ（白）

（9.5×8.5・340cc） 　　1065210247

615-305-572　850円
吹ふくろうマグ 青

（8.2×8.8・270cc） 　　663640657

615-306-572　850円
吹ふくろうマグ 赤

（8.2×8.8・270cc） 　　663640557

615-401-522　1,200円
ネコの散歩赤マグ

（φ8.8×9.2・300cc） 　　1065460252

615-402-522　1,200円
ネコの散歩青マグ

（φ8.8×9.2・300cc） 　　1065460152

陶

615-403-522　1,000円
MUMUピンク 軽量マグ

（φ8.7×8.9・340cc） 　　1065260552

615-404-522　1,000円
MUMUブルー 軽量マグ

（φ8.7×8.9・340cc） 　　1065260652

615-405-152　1,100円
塗り分けネコマグ 黒

（9×8.2・240cc） 　　1165610615

615-406-152　1,100円
塗り分けネコマグ 白

（9×8.2・240cc） 　　1165610515

陶 陶 陶 陶 陶

615-501-612　970円
黒猫 黒マグ

（8.4×9・350cc） 　　965560361

615-502-612　970円
黒猫 白マグ

（8.4×9・350cc） 　　965560461

615-503-612　970円
バラエティーキャット軽々マグ ガーネット

（7.9×9・320㏄） 　　1261550361

615-504-612　970円
バラエティーキャット軽々マグ ブラウン

（7.9×9・320㏄） 　　1261550461

615-505-572　820円
ネコ軽マグ ブルー

（8.8×8.8・310cc） 　　1166160157

615-506-572　820円
ネコ軽マグ ピンク

（8.8×8.8・310cc） 　　1166160257

陶

615-601-312　1,100円
粉引ふくろう 赤マグ

（9×8.5・270cc） 　　1261560131

陶

615-602-312　1,100円
粉引ふくろう 青マグ

（9×8.5・270cc） 　　1261560231

陶

615-603-312　1,100円
粉引うさぎ 赤マグ

（9×8.5・270cc） 　　1261560331

陶

615-604-312　1,100円
粉引うさぎ 青マグ

（9×8.5・270cc） 　　1261560431

陶

615-605-312　1,100円
粉引ねこ 赤マグ

（9×8.5・270cc） 　　1261560531

陶

615-606-312　1,100円
粉引ねこ 青マグ

（9×8.5・270cc） 　　1261560631
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616-101-402　900円
軽量マロン形マグ 青白磁

（9.5×8.5・300cc/10入） 　　861760340

616-102-352　1,400円
パシオン ロッサマグカップ

（9.1×8・300cc） 　　1261610235

616-103-352　1,400円
パシオン オランジュマグカップ

（9.1×8・300cc） 　　1261610335

616-104-152　840円
リーフマグ レンガ

（9.6×8.6・330cc） 　　758030615

616-105-512　680円
湖南マグ B-ダイヤ（2781-2）

（9.3×10.8・400cc） 　　861810451

中国製

616-106-512　680円
湖南マグ Y-ダイヤ（2781-1）

（9.3×10.8・400cc） 　　861810351

中国製

616-201-412　650円
ドットグリーンマグカップ

（φ8.5×9.1・300cc） 　　1261620141

616-202-412　650円
ドットピンクマグカップ

（φ8.5×9.1・300cc） 　　1261620241

616-203-402　750円
軽量 ハピネスマグ ヒワ

（8.3×8.5・290cc） 　　1166220140

616-204-402　750円
軽量 ハピネスマグ ピンク

（8.3×8.5・290cc） 　　1166220240

616-205-542　720円
フローラルガーデン（GR）軽量マグ

（7.8×9・340cc） 　　965730354

616-206-542　720円
フローラルガーデン（RD）軽量マグ

（7.8×9・340cc） 　　965730454

616-301-152　1,500円
三角マグ ネコ

（8.9×7.5・280cc） 　　562760415

616-302-542　720円
足あとネコ 軽量マグ

（7.8×9・340cc） 　　1065830254

616-303-542　720円
ネコランド 軽量マグ

（7.8×9・340cc） 　　1065830154

616-304-402　740円
黒マットドットマグ

（8.2×9.5・290cc） 　　1065160140

616-305-402　740円
白マットドットマグ

（8.2×9.5・290cc） 　　1065160240

616-306-512　630円
コーヒータイム（白）マグ

（7.8×8.5・300cc） 　　965750351

616-401-522　700円
黒釉 ソギマグ

（φ9.1×8.4・240cc） 　　1065250252

616-402-522　700円
白釉 ソギマグ

（φ9.1×8.4・240cc） 　　1065250352

616-403-162　660円
白ナマコかやめマグカップ小

（φ8.8×8.6・200cc） 　　1261640316

616-404-162　660円
白均窯かやめマグカップ小

（φ8.8×8.6・200cc） 　　1261640416

616-405-512　540円
湖南マグ オレンジホット（2719-1）

（8.5×10.3・280cc） 　　861830651

中国製

616-406-512　540円
湖南マグ 青ホット（2719-2）

（8.5×10.3・280cc） 　　861830551

中国製

616-501-572　690円
ナチュールマグ

（7.8×9・250cc） 　　563260357

616-502-572　690円
アラベスクマグ

（7.8×9・250cc） 　　663960257

616-503-572　580円
天正黒反コーヒー碗

（9×7.2・220cc） 　　563160157

陶

616-504-602　600円
粉引青釉反型コーヒー碗

（9×7.4・220cc） 　　541900660

616-505-522　560円
布目割格子マグ

（φ7.6×7.8・220cc） 　　1065760652

616-506-522　560円
布目ゴス格子マグ

（φ7.6×7.8・220cc） 　　1065760452

616-601-152　800円
ホーローLPマグカップ

（8.7×8.7・290cc） 　　965960615

616-602-522　560円
布目細十草マグ

（φ7.6×7.8・220cc） 　　1065760552

616-603-792　850円
電車マグ

（φ7.5×7.5・210cc） 　　965760246

616-604-152　650円
NBハーブマグ

（8.6×9・350cc） 　　563260115

616-605-152　1,000円
丸手付スープボール 白

（14.5×11.3×6.5・380cc） 　　562660415

616-606-152　1,000円
丸手付スープボール 黒

（14.5×11.3×6.5・380cc） 　　562660515

高さ cm
容量 cc

マグ/スープカップ φ
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陶

617-101-792　2,300円
粉引面取りスープカップ

（12.5×15×7・400cc） 　　757850646

陶

617-102-152　2,250円
藍釉スープ碗

（12.2×6.3・400cc） 　　1166320515

陶

617-103-472　1,350円
南蛮（ふくろう）丸型ス－プカップ

（9.8×7.2・300cc） 　　965840147

陶

617-104-472　1,350円
南蛮（ねこ）丸型ス－プカップ

（9.8×7.2・300cc） 　　965840247

陶

617-105-572　1,100円
白ドットスープ碗

（10.1×7.8・340cc） 　　965830257

617-201-312　1,000円
織部格子 カフェマグ

（13.5×10×7・260cc） 　　1261720131

617-202-312　1,000円
デニム カフェマグ

（13.5×10×7・260cc） 　　1261720231

617-203-312　1,000円
安南唐草 カフェマグ

（13.5×10×7・260cc） 　　1261720331

617-204-312　1,000円
粉引ライン カフェマグ

（13.5×10×7・260cc） 　　1261720431

陶

617-205-572　1,100円
黒ドットスープ碗

（10.1×7.8・340cc） 　　965830157

陶

617-301-572　930円
点抜スープマグ

（9.2×6.5・300cc） 　　562650557

陶

617-302-572　900円
荒粉引水玉マルチカップ

（10.5×6.7・300cc） 　　562650257

617-303-412　680円
パステルドット手付きスープ マロン

（15×10.5×7・350cc） 　　1065930441

陶 陶

617-304-412　680円
クラフトグレーススープ グリーン

（11.5×6.8・230cc） 　　1166360341

陶

617-305-412　680円
クラフトグレーススープ グレー

（11.5×6.8・230cc） 　　1166360441

617-401-612　1,020円
黒猫 黒片手スープ

（10.3×6.5・310cc） 　　965850661

617-402-612　1,020円
黒猫 白片手スープ

（10.3×6.5・310cc） 　　965850561

陶

617-403-412　680円
クラフトグレーススープ 市松

（11.5×6.8・230cc） 　　1166360241

陶

617-404-412　680円
クラフトグレーススープ 白

（11.5×6.8・230cc） 　　1166360141

陶

617-405-412　680円
クラフトグレーススープ 黒

（11.5×6.8・230cc） 　　1166360541

陶

617-501-542　900円
青磁 軽量片手スープ碗

（10.4×7・340cc） 　　1065920254

陶

617-502-542　900円
ビードロ 軽量片手スープ碗

（10.4×7・340cc） 　　1065920154

617-503-412　680円
渕流し 手付スープカップ

（14×11.7×7・400cc） 　　1261750341

617-504-412　680円
織部井 手付スープカップ

（14×11.7×7・400cc） 　　1261750441

617-505-412　680円
暖彩 黒吹き手付スープカップ

（14×11.7×7・400cc） 　　1261750541

陶 陶 陶

617-601-542　900円
フローラルガーデン（RD）軽量片手スープ碗

（10.4×7・340cc） 　　965840654

617-602-542　900円
フローラルガーデン（GR）軽量片手スープ碗

（10.4×7・340cc） 　　965840554

617-603-612　1,340円
MSポタリースープ グリーン

（10×6.2・320cc） 　　1261760361

617-604-612　1,340円
MSポタリースープ ネイビー

（10×6.2・320cc） 　　1261760461

617-605-612　1,340円
MSポタリースープ オレンジ

（10×6.2・320cc） 　　1261760561
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618-101-472　2,300円
レインボーフラワー蓋付マグ（P）（茶コシ付）

（7.8×9.5・300cc） 　　535920447

618-102-472　2,300円
レインボーフラワー蓋付マグ（B）（茶コシ付）

（7.8×9.5・300cc） 　　535920347

618-103-472　2,300円
ミント蓋付マグ（茶コシ付）

（7.8×9.5・300cc） 　　535920147

618-104-472　2,300円
カモミール蓋付マグ（茶コシ付）

（7.8×9.5・300cc） 　　535920247

618-105-472　2,300円
エロール蓋付マグ（茶コシ付）

（7.8×9.5・300cc） 　　1261810547

618-106-472　2,300円
グリーンハープ蓋付マグ（茶コシ付）

（7.8×9.5・300cc） 　　1261810647

618-201-512　2,300円
NP蓋付きマグカップ桜柄（茶コシ付）

（7.7×9・300cc） 　　1261820151

618-202-472　2,100円
夢風船蓋付マグ

（7.5×9.5・300cc） 　　862110547

618-203-472　2,100円
とうがらし蓋付マグ

（7.5×9.5・300cc） 　　862120547

618-204-472　2,100円
花ひらり蓋付マグ

（7.5×9.5・300cc） 　　862110647

618-205-062　2,200円
ピンク風船蓋付マグ（茶コシ付）

（8.5×10・260cc） 　　535930406

618-206-062　2,200円
グリーンリーフ蓋付マグ（茶コシ付）

（8.5×10・260cc） 　　535930106

618-301-062　2,200円
マロンサラサ蓋付マグ（茶コシ付）

（8.5×10・260cc） 　　535930206

618-302-062　2,200円
ブルー風船蓋付マグ（茶コシ付）

（8.5×10・260cc） 　　535930306

618-303-062　1,800円
Y241蓋付マグ（茶コシ付）

（8.5×10・260cc） 　　535960606

618-304-512　990円
親子ふくろう蓋付マグ（カゴアミ付）

（7.6×9.1・280cc） 　　636250451

中国製

618-305-612　990円
ハッピーキャット蓋付マグ

（7.6×9.1・280cc） 　　1166420161

中国製

618-306-202　1,200円
ベーシック蓋付マグ

（9×8） 　　1066130120

中国製

618-401-202　1,100円
ベーシックHR蓋付マグ/WH

（8.5×9・260cc） 　　1166410220

中国製

618-402-562　760円
蓋付マグ

（7.9×10.1・300cc） 　　1166410156

618-403-082　770円
ミルクマグ蓋付

（8.3×8・250cc） 　　1166410608

618-404-562　430円
白T-マグ（7.8×8.9） 　　862010656

618-405-562　350円
マグフタ（8×1） 　　862010756

618-406-012　1,620円
スノートンブルー マグカップ

（12×9.6×10.3・205cc） 　　1261840601

618-407-012　1,620円
スノートンボーダー マグカップ

（12×9.6×10.3・205cc） 　　1261840701

618-501-612　1,210円
MSスタックマグ ネイビー

（8.8×8.5・300cc） 　　1261850161

618-502-612　890円
MSスタックマグ ホワイト

（8.8×8.5・300cc） 　　1261850261

618-503-612　1,210円
MSスタックマグ グリーン

（8.8×8.5・300cc） 　　1261850361

618-504-612　1,210円
MSスタックマグ オレンジ

（8.8×8.5・300cc） 　　1261850461

618-505-562　950円
中マグ 艶黒

（7.9×9.1・300cc） 　　1166440356

618-506-562　900円
中マグ 乳白

（7.9×9.1・300cc） 　　1166540356

618-601-162　700円
内ブル－コーヒ－カップ

（8.4×6.7） 　　965440516

618-602-162　700円
内ピンクコーヒ－カップ

（8.4×6.7） 　　965440616

618-603-512　550円
クリームストーンコーヒーティーマグ（大）

（7.7×8.6・280cc） 　　563320451

618-604-512　550円
アメストーンコーヒーティーマグ（大）

（7.5×8.6・280cc） 　　563320551

618-605-512　500円
クリームコーヒーティーマグ（小）ストーン

（7.3×6.8・200cc） 　　563330151

618-606-512　500円
アメコーヒーティーマグ（小）ストーン

（7.3×6.8・200cc） 　　563330251

高さ cm
容量 cc

マグ/スープカップ φ



619マグ（洋）
Mug (Western-style)

和陶
オープン

洋陶
オープン

ビュッフェ

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

萬古焼
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スリ鉢

薬土瓶
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茶道具

インテリア
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花瓶

仏神具

傘立

日本製 日本製 日本製

日本製 日本製

619-101-062　1,100円
NB厚口マグ

（9×10・310cc） 　　1166510106

NB

619-102-062　1,100円
Y821マグ

（8.2×9.8・366cc） 　　563340206

619-103-062　1,000円
白磁切立マグ

（7.8×9・260cc） 　　563350306

619-104-562　980円
ヒューマンスタックマグ 乳白

（8.1×9・300cc） 　　1166540256

NB

619-105-062　940円
Y521マグ

（7.8×9・300cc） 　　563340506

NB

619-106-062　940円
Y121マグ

（8.5×9.4・300cc） 　　563340306

619-201-632　1,050円
ホテルマグ（大）

（φ8.7×8.8・340cc） 　　965950363

619-202-632　900円
ビストロ V型マグ300

（8.5×9.2･300cc） 　　1066050363

中国製
NB

619-203-062　900円
Y321マグ

（8.1×8.8・244cc） 　　563350206

619-204-202　850円
ベーシックＹＺ80マグ/ＷＨ

（8×9・300cc） 　　1166540120

中国製

619-205-252　950円
プランタンマグ（ホワイト）

（8.4×8.5・300cc） 　　563350625

619-206-062　980円
Y188マグ

（7.7×9・290cc） 　　563350406

619-301-032　900円
MO59マグ

（11.6×8.7×7.7・250cc） 　　1166460603

ベトナム製

619-302-032　900円
MO85マグ

（11.5×8.8×9.8・315cc） 　　1166460403

ベトナム製

619-303-032　800円
MO38マグ

（12.2×8.4×9.6・350cc） 　　1166460503

ベトナム製

619-304-632　680円
白 反型マグ

（8.1×8.6・210cc） 　　1166510663

619-305-152　600円
白スープマグカップ

（10.3×8.1・360cc） 　　1166550215

619-306-632　530円
厚口テーパーマグ（188-80）

（8.4×8･190cc） 　　1066160263

619-401-562　500円
大マグ

（8.2×9.3・360cc） 　　758630356

619-402-562　480円
FFマグ

（8.6×8.3・270cc） 　　1166540556

619-403-632　460円
スープマグ

（φ8.8×7.6・240cc） 　　965950563

619-404-562　450円
三角マグ ハート手

（7.8×9.6・240cc） 　　1166520456

619-405-562　450円
三角マグ 普通手

（7.8×9.6・240cc） 　　1166520556

619-406-152　450円
白ホテルマグ小

（8.3×8・240cc） 　　664050425

619-501-562　430円
白エイトマグ

（7.8×9・270cc） 　　563360256

中国製

619-502-762　420円
切立マグ大 NB

（7.9×9.1・320cc） 　　1261950276

619-503-562　400円
MHマグ

（7.2×7.8・210cc） 　　1261950356

中国製 中国製

619-504-762　390円
切立マグ小 NB

（7.1×8・230cc） 　　1261950476

NB NB

619-505-562　390円
シスマグ

（7.4×8・210cc） 　　563360356

619-506-252　400円
白切立小マグ

（7×8.1・240cc） 　　1166550625

中国製

619-601-762　400円
スープマグ NB

（8.9×8・300cc） 　　1166510476

NB

619-602-252　430円
白三角マグ

（8.5×8・240cc） 　　1166520125

619-603-562　380円
白腰丸マグ

（7.5×7.4・240cc） 　　563360556

619-604-572　390円
ホワイトネジリコーヒー碗

（7.2×7.1・180cc） 　　860661257

619-605-152　400円
白スタックコーヒーカップ

（8.4×5.6・180cc） 　　662760915

619-606-252　390円
白スタック型カップ

（11×8.5×5.5・190cc） 　　965960525
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