
TOAST は 2007 年のブランド創立以来、「iF DESIGN AWARD」や「グッド

デザイン賞」など、数々のデザイン賞を受賞しています。

近年は、欧州最大級のインテリア・デザイン見本市「メゾン・エ・オブジェ」

への出展や、ロンドンやパリの有名セレクトショップでの取り扱いが始まる

など、世界規模で注目されているブランドです。

プロダクトデザインのアイデアは全て日常生活の中から生まれており、

実用的でありながら、暮らしにスパイスを与えるオブジェとしての要素も

備えています。

トースト

MU

MU コレクションは、2012 年にデザインにされた TOAST を代表する

シリーズです。木目の細かい凹凸は職人の手作業により再現されており、

暖かみを感じられるテクスチャーになっています。手作業のため、1点 1点の

模様が若干異なります。

MU TEA CUP 2PCS
\2,500（本体価格）＋税

磁器 / φ 80×H80mm, 220ml（2 個セット）

cloud (501043518000  JAN:4573237019528)

MU LID MUG
\3,000（本体価格）＋税

磁器 / W123×D90×H95mm, 400ml
seaside (501043519000  JAN:4573237019535)

tea cup cloud lid mug seaside
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H.A.N.D

"Have a nice day" の頭文字を冠した H.A.N.D シリーズ。

新しいコーヒーのスタイルを提案する、カッパー（銅）カラーのドリップ

コーヒーコレクションです。

Designed by Milk Design

H.A.N.D COFFEE CARAFE SET
\6,500（本体価格）＋税

ステンレス、耐熱ガラス / W102×D87×H185mm, 300ml
(501045069000  JAN:4573237024072)

H.A.N.D COFFEE DRIPPER SET
\2,700（本体価格）＋税

ステンレス、コポリエステル / W114×D99×H66mm
(501045070000  JAN:4573237024089)

H.A.N.D KETTLE
\9,000（本体価格）＋税

ステンレス、ビーチ材 / W206×D99×H166mm, 800ml
stainless steel (501045071000  JAN:4573237024096)

H.A.N.D MUG
\1,800（本体価格）＋税

磁器 / W115×D84×H100mm, 300ml
midnight grey (501045072000  JAN:4573237024102)
lotus root pink (501045073000  JAN:4573237024119)
smoky blue (501045074000 JAN:4573237024126)

carafe setkettle

mug bluemug grey mug pink

dripper set
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LID MUG
各 \3,000（本体価格）＋税

磁器（p. pink, p. blue）、陶磁器（e. grey）

W123×D90×H95mm, 400ml

pale pink  (501041544000  JAN:4573237011768)
pale blue  (501041545000  JAN:4573237011775)
earth grey  (501041546000  JAN:4573237011782)

MINI CUP 80ml 2PCS
各 \2,900（本体価格）＋税

磁器 / φ60×H63mm, 80ml （2 個セット）

pale blue  (501041542000  JAN:4573237011744)
pale pink  (501041543000  JAN:4573237011751)
white  (501041540000  JAN:4573237011720)
grey  (501041541000  JAN:4573237011737)

p. blue p. pink

lid mug

TOASTは 2007 年のブランド創立以来、「iF DESIGN AWARD」や「グッド

デザイン賞」など、数々のデザイン賞を受賞しています。

近年は、欧州最大級のインテリア・デザイン見本市「メゾン・エ・オブジェ」

への出展や、ロンドンやパリの有名セレクトショップでの取り扱いが始まる

など、世界規模で注目されているブランドです。

プロダクトデザインのアイデアは全て日常生活の中から生まれており、

実用的でありながら、暮らしにスパイスを与えるオブジェとしての要素も

備えています。

MU
MU コレクションは、2012 年にデザインにされた TOAST を代表する

シリーズです。木目の細かい凹凸は職人の手作業により再現されており、

暖かみを感じられるテクスチャーになっています。手作業のため、1 点 1 点の

模様が若干異なります。

トースト

p. blue p. pink

white grey

mini cup

e. grey

※電子レンジ、食洗機使用可。

漂白剤・研磨剤使用不可。

手作業による仕上げのため、柄行には個体差

がございます。

※掲載の価格は 2016 年 9 月 1 日よりの新価格です。

DIS
CONTIN

UED
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COFFEE CUP & SAUCER
各 \3,000（本体価格）＋税

磁器 / φ145×H61mm, 180ml

white  (501041553000  JAN:4573237011850)
grey  (501041554000  JAN:4573237011867)

ESPRESSO CUP & SAUCER
各 \3,500（本体価格）＋税

磁器 / φ125×H68mm, 80ml

white  (501041555000  JAN:4573237011874)
grey  (501041556000  JAN:4573237011881)

ESPRESSO CUPS 2PCS
各 \2,300（本体価格）＋税

磁器 / φ58×H68mm, 80ml （2 個セット）

white  (501041557000  JAN:4573237011898)
grey  (501041558000  JAN:4573237011904)

grey

coffee C&S

white

white

grey

espresso C&S

white grey

espresso cup

oakgreywhite

water cup

oakgreywhite

tea cup

WATER CUP 2PCS
各 \2,700（本体価格）＋税

陶器 / φ69×H130mm, 270ml （2 個セット）

white  (501041547000  JAN:4573237011799)
grey  (501041548000  JAN:4573237011805)
oak  (501041549000  JAN:4573237011812)

TEA CUP 2PCS
各 \2,500（本体価格）＋税

陶器 / φ80×H80mm, 220ml （2 個セット）

white  (501041550000  JAN:4573237011829)
grey  (501041551000  JAN:4573237011836)
oak  (501041552000  JAN:4573237011843)

※電子レンジ、食洗機使用可。

漂白剤・研磨剤使用不可。

手作業による仕上げのため、

柄行には個体差がございます。

※Oak（オーク）カラーは、より

木材に近い質感を表現する

ために、表面に凹凸の出る

釉薬を施しております。

材質上、摩擦によりテーブル

が傷つく場合がございます

ので、コースター等をご使用

ください。

※掲載の価格は 2016 年 9 月 1 日よりの新価格です。
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WEAVER TEA JAR
\3,500（本体価格）＋税

陶器（テラコッタ）、ステンレス（18-8）

φ66×H93mm

copper  (501041559000  JAN:4573237011911)

WEAVER TEA INFUSER
陶磁器、ステンレス（18-8）

W137×D37×H46mm

copper  (501041560000  JAN:4573237011928)

\3,500（本体価格）＋税

stainless steel  (501041561000  JAN:4573237011935)

\3,000（本体価格）＋税

※電子レンジ使用不可。

食洗機使用可。

copper s. steel

infuserjar

BALANCE SALT & PEPPER
\3,000（本体価格）＋税

磁器

salt : W65×D50×H30mm
pepper : W90×D55×H28mm
shaker : W115×D70×H23mm

(501041564000  JAN:4573237011966)

PEBBLE TRIVET
各 \2,500（本体価格）＋税

シリコン、磁石

W195×D190×H9mm

black  (501041562000  JAN:4573237011942)
white  (501041563000  JAN:4573237011959)

※耐熱温度 200℃。

手作業による仕上げのため、柄行には個体差が

ございます。

copper

black

white

WEAVER

※掲載の価格は 2016 年 9 月 1 日よりの新価格です。
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