
RYUKYU WOODEN POT MAT
\2,000（本体価格）＋税

沖縄県産天然木（琉球松、いじゅ、赤木）

triangle: 約 W140×D125×H13mm
(501047791000  JAN:4573237032565)
pentagon: 約 W150×D140×H13mm
(501047792000  JAN:4573237032572)
cube: 約 W144×D124×H13mm
(501047793000  JAN:4573237032589)

RYUKYU WOODEN COASTER
\700（本体価格）＋税

沖縄県産天然木（琉球松、いじゅ、赤木）

triangle: 約 W93×D80×H10mm
(501047794000  JAN:4573237032596)
pentagon: 約 W95×D90×H10mm
(501047795000  JAN:4573237032602)
cube: 約 W80×D92×H10mm
(501047796000  JAN:4573237032619)

RYUKYU WOODEN FRAME 
\4,000（本体価格）＋税

沖縄県産天然木（琉球松、いじゅ、赤木）

約 W244×D17×H289mm（スタンド時 約 D195mm）

（内寸 約 137× 182mm）

rectangle (501047797000  JAN:4573237032626)
arrow (501047798000  JAN:4573237032633)

世界各国の伝統工芸をめぐる、文化と文化の結びつきや、独自性に

着目したブランドです。長きにわたり土地に根付いてきた伝統工芸が、

異文化と出会うことで生まれる新しい表現を生かした製品を展開して

います。

ソーメニーイヤーズ

pentagon

pentagon

arrowrectangle

cube

cube

triangle

triangle
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世界各国の伝統工芸をめぐる、文化と文化の結びつきや、独自性に

着目したブランドです。長きにわたり土地に根付いてきた伝統工芸が、

異文化と出会うことで生まれる新しい表現を生かした製品を展開して

います。

ソーメニーイヤーズ

bg/bl/nv

bl/bk/ir

nv/bl/em

em/gy/ir

ye/lpk/pk

lpk/lgn/ir

MOON RIVER MUG 
\1,250（本体価格）＋税

磁器 / W115×D75×H95mm
yellow/l.pink/pink (501046523000  JAN:4573237027240)
beige/blue/navy (501046524000  JAN:4573237027257)
navy/blue/emerald (501046525000  JAN:4573237027264)
l.pink/l.green/iron (501046526000  JAN: 4573237027271)
blue/black/iron (501046527000  JAN:4573237027288)
emerald/grey/iron (501046528000  JAN:4573237027295)

※電子レンジ、食洗機使用可
※手工芸品のため、色味や柄行に個体差がござ
います。製品の特性上、釉薬の凹凸や気泡
が生じる場合や、窯内の微細な成分が付着
する場合がございますが、あらかじめご了承
ください。
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light blue

coffee bk

brownblue

coffee bl

plate bk

bowl bk

bowl bl

plate bl

latte bk

latte bl

DIA ACCESSORY TRAY 
\900（本体価格）＋税

磁器 / W160×D110×H15mm
light blue (501046529000  JAN:4573237027301)
blue (501046530000  JAN:4573237027318)
brown (501046531000  JAN:4573237027325)

SPLASH MUG latte 
\1,500（本体価格）＋税

磁器 / W115×D85×H90mm
black (501047078000  JAN:4573237027523)
blue (501047079000  JAN:4573237027530)

SPLASH MUG coffee 
\1,350（本体価格）＋税

磁器 / W105×D80×H70mm
black (501047080000  JAN:4573237027547)
blue (501047081000  JAN:4573237027554)

SPLASH BOWL granola 
\1,400（本体価格）＋税

磁器 / φ135×H60mm
black (501047082000  JAN:4573237027561)
blue (501047083000  JAN:4573237027578)

SPLASH PLATE M 
\1,800（本体価格）＋税

磁器 / φ 200×H20mm
black (501047084000  JAN:4573237027585)
blue (501047085000  JAN:4573237027592)

※電子レンジ、食洗機使用可
※手工芸品のため、色味や柄行に個体差がござ
います。製品の特性上、釉薬の凹凸や気泡
が生じる場合や、窯内の微細な成分が付着
する場合がございますが、あらかじめご了承
ください。

※手工芸品のため、色味に個体差がございます。
製品の特性上、釉薬の凹凸や気泡が生じる
場合や、窯内の微細な成分が付着する場合が
ございますが、あらかじめご了承ください。

black blue
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copper black

bk/gd wh/cp

lgy/cp dgy/gdwh/gd

gold

dgy/cp bk/cplgy/gd

copper blackgold

NOMA LAMP 
\7,500（本体価格）＋税

スチール / φ195×H85mm（シェード部分）

電球種：E26/60W 電球別売

black / gold (601001006000  JAN:4573237021002)
white / copper (601001007000  JAN:4573237021019)
light grey / gold (601001008000  JAN:4573237021026)
dark grey /copper (601001009000  JAN:4573237021033)
black / copper (601001016000  JAN:4573237021101)
white /gold (601001017000  JAN:4573237021118)
light grey / copper (601001018000  JAN:4573237021125)
dark grey / gold (601001019000  JAN:4573237021132)

GENIAL LAMP 
\8,500（本体価格）＋税

スチール / φ 210×H130mm（シェード部分）

電球種：E26/60W 電球別売

gold (601001010000  JAN:4573237021040)
copper (601001011000  JAN:4573237021057)
black (601001012000  JAN:4573237021064)

LARGO LAMP 
\7,000（本体価格）＋税

スチール / φ130×H120mm（シェード部分）

電球種：E26/40W 電球別売

gold (601001013000  JAN:4573237021071)
copper (601001014000  JAN:4573237021088)
black (601001015000  JAN:4573237021095)
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世界各国の伝統工芸をめぐる、文化と文化の結びつきや、独自性に

着目したブランドです。長きにわたり土地に根付いてきた伝統工芸が、

異文化と出会うことで生まれる新しい表現を生かした製品を展開して

います。

ソーメニーイヤーズ

LAZULI

フランスにて 30 年以上作陶していた、陶芸家のフランソワ・ジャルロフが

ヨーロッパ、日本、中国などを旅して得た、西洋食器や天目茶碗などの

エッセンスを活かし、ベトナム北部の伝統的な陶芸村にて良質な土と釉薬を

用いて製作しています。

1300℃の高温で焼かれた磁器製のため、吸水性が低く丈夫です。また、手作業

にて個別に施釉されているため、各品とも釉薬の出方がユニークであり、

一点一点違った趣を楽しむことが出来ます。

LAZULI RICE BOWL S
\1,200（本体価格）＋税

磁器 / φ105×H65mm
(501036888000  JAN:4573237003503)

LAZULI RICE BOWL M
\1,250（本体価格）＋税

磁器 / φ118×H60mm
(501036889000  JAN:4573237003510)

LAZULI RICE BOWL L
\1,600（本体価格）＋税

磁器 / φ130×H70mm
(501036890000  JAN:4573237003527)

LAZULI MINI BOWL
\880（本体価格）＋税

磁器 / φ 60×H40mm
(501036891000  JAN:4573237003534)

LAZULI DINNER PLATE 22cm
\2,500（本体価格）＋税

磁器 / φ 220×H28mm
(501036892000  JAN:4573237003541)

LAZULI DINNER PLATE 19cm
\1,800（本体価格）＋税

磁器 / φ190×H28mm
(501036893000  JAN:4573237003558)

LAZULI MUSTARD JAR
\1,800（本体価格）＋税

磁器 / jar : φ 84×H80mm, spoon : 120mm
(501036894000  JAN:4573237003565)

LAZULI MUG CUP L
\1,500（本体価格）＋税

磁器 / W110×D80×H90mm
(501036895000  JAN:4573237003572)

LAZULI MUG CUP S
\1,200（本体価格）＋税

磁器 / W95×D65×H70mm
(501036896000  JAN:4573237003589)

LAZULI COFFEE C&S
\1,800（本体価格）＋税

磁器 / cup : W95×D80×H55mm
saucer : W105×D105×H10mm

(501036897000  JAN:4573237003596)

LAZULI DEMITASSE C&S
\1,500（本体価格）＋税

磁器 / cup : W78×D60×H45mm
saucer : W95×D95×H10mm

(501036898000  JAN:4573237003602)

rice bowl S

rice bowl M rice bowl L

dinner plate 22cm

mug cup Lmug cup Sdemitasse C&Scoffee C&S

dinner plate 19cmmini bowl

mustard jar

※電子レンジ・食洗機使用可。オーブン使用不可。
※手工芸品のため、色味に個体差がございます。製品の特性上、釉薬の凹凸や気泡が
生じる場合がございます。表記のサイズは目安のため、個体により若干のバラつきがござい
ますが、あらかじめご了承ください。
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※ IQ シリーズは、小物の収納やディスプレイ用途を想定して製造されています。
お手入れは洗剤を使わずに、柔らかい布などで乾拭きしてください。
手工芸品のため、若干の個体差がございます。製品の特性上、表面に凹凸や気泡が生じる
場合や、塗料の微細な成分が付着する場合がございますが、あらかじめご了承ください。

IQ

直線的な多面体で器を構成するという発想から「IQ」シリーズは生まれ

ました。鋭角に立ち上がる多角形・幾何学のエレメントは、まるで立体的な

パズルのようです。一点だけで強い存在感を放ち、ミニマルな空間を演出

するデザインが特徴です。

IQ TRAY S  \1,100（本体価格）＋税

アルミニウム / W95×D110×H42mm  
white (501041480000  JAN:4573237009284)
black (501041481000  JAN:4573237009291)
brown (501041482000  JAN:4573237009307)
beige (501041483000  JAN:4573237009314)
light blue (501041484000  JAN:4573237009321)
grey (501041485000  JAN:4573237009338)

IQ TRAY L  \2,100（本体価格）＋税

アルミニウム / W135×D155×H35mm
white (501041474000  JAN:4573237009222)
black (501041475000  JAN:4573237009239)
brown (501041476000  JAN:4573237009246)
beige (501041477000  JAN:4573237009253)
light blue (501041478000  JAN:4573237009260)
grey (501041479000  JAN:4573237009277)

IQ TRAY DOUBLE  \2,100（本体価格）＋税

アルミニウム / W190×D110×H42mm  
light blue (501041486000  JAN:4573237009345)

IQ TRAY TRIPLE  \2,500（本体価格）＋税

アルミニウム / W190×D190×H42mm  
grey (501041487000  JAN:4573237009352)

IQ VASE pentagon L
\3,500（本体価格）＋税

アルミニウム / W130×D140×H120mm, 
開口部φ 45mm
white (501041460000  JAN:4573237009086)
black (501041461000  JAN:4573237009093)

IQ VASE pentagon S
\2,500（本体価格）＋税

アルミニウム / W100×D110×H90mm, 開口部φ 30mm
white (501041462000  JAN:4573237009109)
black (501041463000  JAN:4573237009116)

IQ VASE polygon T L
\2,500（本体価格）＋税

アルミニウム / W80×D85×H145mm, 
開口部 35× 30mm
white (501041464000  JAN:4573237009123)
black (501041465000  JAN:4573237009130)

IQ VASE polygon T S
\1,500（本体価格）＋税

アルミニウム / W55×D60×H100mm, 
開口部 26× 22mm
white (501041466000  JAN:4573237009147)
black (501041467000  JAN:4573237009154)

IQ VASE dia T
\3,000（本体価格）＋税

アルミニウム / W100×D120×H175mm, 
開口部 35× 42mm
white (501041468000  JAN:4573237009161)
black (501041469000  JAN:4573237009178)

IQ VASE dia L
\3,000（本体価格）＋税

アルミニウム / W140×D160×H100mm, 
開口部φ 33mm  
white (501041470000  JAN:4573237009185)
black (501041471000  JAN:4573237009192)

IQ VASE dia S
\2,000（本体価格）＋税

アルミニウム / W110×D120×H70mm, 
開口部φ 33mm  
white (501041472000  JAN:4573237009208)
black (501041473000  JAN:4573237009215)

black

brown

beige grey

light blue grey

black

light blue

grey

white

white

light bluebeigebrown

tray S

tray L

double

diapentagon

polygon

triple

S bk

L bk

S bk

T bk

L bk

S wh

L wh

S wh

T S wh T S bk T L wh T L bk

T wh

L wh
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DROP

白地に映える鮮やかな瑠璃色のしずくを、手作業でひとつずつ丹念に

絵付けし、焼き上げたシリーズです。懐かしさとモダンな風合いが同居する

ドット柄は、どこか北欧陶器のような親しみやすさを感じさせます。

DROP CONE CUP  \900（本体価格）＋税

磁器 / φ 65×H55mm  (501041934000  JAN:4573237015063)

DROP CYLINDER CUP S  \1,100（本体価格）＋税

磁器 / φ 65×H70mm  (501041935000  JAN:4573237015070)

DROP CYLINDER CUP L  \1,300（本体価格）＋税

磁器 / φ 80×H70mm  (501041936000  JAN:4573237015087)

DROP MUG CUP  \1,800（本体価格）＋税

磁器 / φ 95×H70mm（取っ手を除く）

(501041937000  JAN:4573237015094)

DROP DISH S  \1,200（本体価格）＋税

磁器 / φ 95×H20mm  (501041940000  JAN:4573237015124)

DROP DISH M  \1,500（本体価格）＋税

磁器 / φ125×H30mm  (501041941000  JAN:4573237015131)

DROP DISH L  \1,800（本体価格）＋税

磁器 / φ165×H30mm  (501041942000  JAN:4573237015148)

DROP RICE BOWL  \1,800（本体価格）＋税

磁器 / φ110×H60mm  (501041938000  JAN:4573237015100)

DROP NOODLE BOWL  \2,700（本体価格）＋税

磁器 / φ160×H80mm  (501041939000  JAN:4573237015117)

DROP ROUND PLATE  \2,700（本体価格）＋税

磁器 / φ 225×H30mm  (501041943000  JAN:4573237015155)

※電子レンジ・食洗機使用可。オーブン使用不可。
手工芸品のため、若干の個体差がございます。
製品の特性上、釉薬の凹凸や気泡が生じる
場合や、窯内の微細な成分が付着する場合が
ございますが、あらかじめご了承ください。
施釉の仕様により裏印が色落ちすることが
ございますが、水洗いすると落ち着きます。
使い始めは色移りにご注意ください。

MS

S

L

L

dish

cylinder

cone cup

noodle bowlrice bowl round plate

mug

HAVN

デンマーク・コペンハーゲンの都市・ニューハウン（NYHAVN）に因んだ、

北欧のアンティーク陶器を思わせるシリーズです。

海を渡り、北欧の“港”（HAVN）に運ばれてきた荷物のように、エキゾチック

で洗練された雰囲気をかもし出しています。

HAVN LONG VASE  \3,500（本体価格）＋税

陶磁器 / φ120×H200mm

white (501041907000  JAN:4573237014790)
black (501041908000  JAN:4573237014806)
blue (501041909000  JAN:4573237014813)

HAVN LOWER VASE  \2,100（本体価格）＋税

陶磁器 / φ100×H100mm  

white (501041931000  JAN:4573237015032)
black (501041932000  JAN:4573237015049)
blue (501041933000  JAN:4573237015056)

※手工芸品のため、若干の個体差がございます。
製品の特性上、釉薬の凹凸や気泡が生じる
場合や、窯内の微細な成分が付着する場合が
ございますが、あらかじめご了承ください。

blue

blue

black

black

white

white

long vase

lower vase
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HAVN CUP L  \1,500（本体価格）＋税

陶磁器 / φ 95×H100mm

white (501041922000  JAN:4573237014943)
black (501041923000  JAN:4573237014950)
blue (501041924000  JAN:4573237014967)

HAVN CUP S  \1,200（本体価格）＋税

陶磁器 / φ75×H95mm  

white (501041925000  JAN:4573237014974)
black (501041926000  JAN:4573237014981)
blue (501041927000  JAN:4573237014998)

HAVN JUG  \2,100（本体価格）＋税

陶磁器 / W110×D80×H120mm  

white (501041928000  JAN:4573237015001)
black (501041929000  JAN:4573237015018)
blue (501041930000  JAN:4573237015025)

HAVN BOWL L  \2,100（本体価格）＋税

陶磁器 / φ120×H70mm  

white (501041910000  JAN:4573237014820)
black (501041911000  JAN:4573237014837)
blue (501041912000  JAN:4573237014844)

HAVN BOWL M  \1,400（本体価格）＋税

陶磁器 / φ 90×H60mm  

white (501041913000  JAN:4573237014851)
black (501041914000  JAN:4573237014868)
blue (501041915000  JAN:4573237014875)

HAVN PLATE L  \3,000（本体価格）＋税

陶磁器 / φ 220×H40mm

white (501041916000  JAN:4573237014882)
black (501041917000  JAN:4573237014899)
blue (501041918000  JAN:4573237014905)

HAVN PLATE M  \2,100（本体価格）＋税

陶磁器 / φ160×H35mm

white (501041919000  JAN:4573237014912)
black (501041920000  JAN:4573237014929)
blue (501041921000  JAN:4573237014936)

blue

blue

blue

black

black

black

white

white

white

white

white

white

black

black

white

blue

blue

white

cup L

cup S

bowl M

jug

plate L

plate M

white black blue

bowl L

※電子レンジ・食洗機使用可。オーブン使用不可。
手工芸品のため、若干の個体差がございます。
製品の特性上、釉薬の凹凸や気泡が生じる
場合や、窯内の微細な成分が付着する場合が
ございますが、あらかじめご了承ください。
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