ニッポンスーベニア

ニッポンスーベニアは、日本の伝統工芸品や民芸品による優れた商品を
あらためて見直し、メイドインジャパンに重きを置き、弊社独自の感性で
セレクト及び、 その技 術力を生かしてリデザインしたオリジナル商材を
製作・普及していく試みです。

富士山 ぐい呑み
\700（本体価格）＋税
磁器 / φ 75 × H65mm
水 (501046532000 JAN:4573237027332)
赤 (501046533000 JAN:4573237027349)
黒 (501046534000 JAN:4573237027356)

※電子レンジ、食洗機使用可
食洗機は食器同士の干渉による欠けや割れ
に気をつけてご使用ください。
※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。

水

赤

黒

白磁豆皿
\500（本体価格）＋税
磁器
平丸：φ 90 × H15mm
(501047104000 JAN:4573237027363)
縁丸：φ 87 × H17mm
(501047105000 JAN:4573237027370)
平四角：□ 80 × H15mm
(501047106000 JAN:4573237027387)
縁四角：□ 78 × H17mm
(501047107000 JAN:4573237027394)
八角：φ 83 × H18mm
(501047108000 JAN:4573237027400)
浮彫円：φ 88 × H18mm
(501047109000 JAN:4573237027417)
浮彫楕円：W95 × D82 × H18mm
(501047110000 JAN:4573237027424)
雲：W95 × D75 × H17mm
(501047111000 JAN:4573237027431)
梅：W88 × D85 × H18mm
(501047112000 JAN:4573237027448)

※電子レンジ、食洗機使用可
※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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ニッポンスーベニア

ニッポンスーベニアは、日本の伝統工芸品や民芸品による優れた商品を
あらためて見直し、メイドインジャパンに重きを置き、弊社独自の感性で
セレクト及び、 その技 術力を生かしてリデザインしたオリジナル商材を
製作・普及していく試みです。

HASHIOKI 5 客用木箱
\800（本体価格）＋税
(801000029000 JAN:4573237007952)
（※箱単体価格・箸置きは別売りです。）

ORITSURU HASHIOKI
各 \600（本体価格）＋税
磁器（瀬戸焼）/ W60 × D50 × H30mm
white (501029284000 JAN:4573237002216)
black (501029285000 JAN:4573237002223)
red (501029286000 JAN:4573237002230)
pink (501029287000 JAN:4573237002247)
blue (5010292880000 JAN:4573237002254)
light blue (501029289000 JAN:4573237002261)
green (501029290000 JAN:4573237002278)
yellow (501029291000 JAN:4573237002285)
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ロット 5

ORIGAME HASHIOKI
各 \600（本体価格）＋税
磁器（瀬戸焼）/ W35 × D50 × H18mm
white (501032391000 JAN:4573237002353)
black (501032392000 JAN:4573237002360)
red (501032393000 JAN:4573237002377)
pink (501032394000 JAN:4573237002384)
blue (501032395000 JAN:4573237002391)
light blue (501032396000 JAN:4573237002407)
green (501032397000 JAN:4573237002414)
yellow (501032398000 JAN:4573237002421)
ロット 5

折り紙の鶴や亀の形をした、カラフルな瀬戸焼
の箸置きです。瀬戸焼は愛知県瀬戸市一帯で
一千年以上にわたり伝承されてきました。
焼き物が一般に「せともの」と呼ばれる程、
日本の代表的な窯業地域として広く知られて
います。
※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。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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ORITSURU KOBACHI
\1,800（本体価格）＋税
磁器（瀬戸焼）/ W130 × D110 × H85mm
white (501041962000 JAN:4573237015346)
red (501041963000 JAN:4573237015353)
※電子レンジ・食洗機使用可。
オーブン使用不可

red

white

鳩 箸置
各 \600（本体価格）＋税
磁器（瀬戸焼）/ W56 × D25 × H25mm
紅 (501036176000 JAN:4573237003220)
白 (501036177000 JAN:4573237003237)
ロット 5
紅

白

ENOGU HASHIOKI
磁器（美濃焼）/ W17 × D53 × H14mm
white (501038198000 JAN:4573237003664)

\400（本体価格）＋税
gold (501038199000 JAN:4573237003671)
silver (501038200000 JAN:4573237003688)

各 \600（本体価格）＋税
ロット 5
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富士山 茶碗
各 \2,500（本体価格）＋税
磁器（瀬戸焼）/ φ 124 × H73mm
青富士 (501033893000 JAN:4573237002438)
赤富士 (501033894000 JAN:4573237002445)

富士山茶碗 木箱（1 個～ 2 個セット用）
\800（本体価格）＋税
(801000037000 JAN:4573237008003)
（※箱単体価格・茶碗は別売りです。）

富士山 猪口 L
各 \850（本体価格）＋税
磁器（瀬戸焼）/ W60 × D57 × H42mm
青富士 (501035629000 JAN:4573237003107)
赤富士 (501035630000 JAN:4573237003114)

富士山 歯ブラシスタンド
\600（本体価格）＋税
磁器 / φ 48 × H40mm（開口部：φ 15mm）
青富士 (501045244000 JAN:4573237024348)
赤富士 (501045245000 JAN:4573237024355)
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印判茶碗
各 \1,500（本体価格）＋税

茶碗

磁器（瀬戸焼）/ φ 100 × H60mm
富士 赤 (501033895000 JAN:4573237002452)
富士 白 (501033896000 JAN:4573237002469)

印判茶碗 木箱（2 個セット用）
\800（本体価格）＋税
(801000034000 JAN:4573237007983)

富士 赤

富士 白

（※箱単体価格・茶碗は別売りです。）

猪口

印判蕎麦猪口
各 \1,200（本体価格）＋税
磁器（瀬戸焼）/ φ 84 × H68mm
富士 赤 (501033899000 JAN:4573237002490)
富士 白 (501033900000 JAN:4573237002506)

印判蕎麦猪口 木箱（2 個セット用）
\800（本体価格）＋税

富士 赤

富士 白

(801000035000 JAN:4573237007990)
（※箱単体価格・猪口は別売りです。
）

BIRTHDAY DARUMA
\2,000（本体価格）＋税
紙、土（土台）/ W97 × D90 × H120mm
(501021444000 JAN:4571279295009)

キャンドルやストロベリーをまとったバースデーケーキの
ような達 磨です。誕 生日のプレゼントとしてはもちろん、
パーティーのデコレーションとしても活躍するアイテムです。

BRIDARUMA
各 \1,900（本体価格）＋税
紙、土（土台）/ W97 × D90 × H120mm
花婿 (501021443000 JAN:4571279295016)
花嫁 (501021442000 JAN:4571279295023)

専用木箱（2 個セット用）
\700（本体価格）＋税
(801000025000 JAN:4571279295030)

ブライダル＋達磨＝ブライだるま。晴れの日に贈る、おめで
たい達磨です。マット仕上げなのでメッセージを書き込む
ことができます。ペアで結婚祝いとしても、単品で引出物と
してもおすすめです。
花婿

MANEKINEKO
各 \2,300（本体価格）＋税
紙、土（土台）/ W80 × D85 × H140mm
LOVE MANEKINEKO white (501027373000 JAN:4571279280203)
AMOUR MANEKINEKO black (501027374000 JAN:4571279280210)

素朴な絵付けの描線が愛らしい、張子のまねき猫です。白猫には
"Love"、黒猫には "Amour"と恋の成就を祈願するメッセージ
が添えられています。

love(white)

※手工芸品のため、色味や柄行など絵付けに個体差がござい
ます。 また、製品の特性上、地塗りの表面に凹凸が生じる場合
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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amour(black)

花嫁

