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おいしすぎる珈琲牛乳の素

720ml  ￥2,100 ＋税

コーヒー（希釈用）（ニカラグア、エルサルバドル他 産）、砂糖（甜菜糖）

ロット：12 (501055786000  JAN:4573237036204)

コダワリ

●丹念に焙煎した最高品質の珈琲豆を名水の地・京都にて丁寧
にネルドリップ抽出

●体を温めたりビフィズス菌を増やすといわれる甜菜糖使用で
おなかにやさしい

ノミカタ

●珈琲牛乳の素1：牛乳4の割合で混ぜ合わせる

　（作りたい量の1/5の抽出液をコップに入れ4倍の牛乳を注ぐ）

※開封後は冷蔵庫で保存し出来るだけ早くお飲みください。

※キャップの内側で糖分が固まる場合がございます。開栓しにくい
場合はゴムやシリコン製のグリップなどをご使用ください。その際
キャップの縁や切れ端で手指を傷つけないようご注意ください。

苦味よりもコクと甘みをバランスよく配合した深煎りのブレンド。

香りの余韻が長く、ミルクとの相性もバツグンです。

イタリア語で「本物」を意味する“Genuino”（ジュヌイーノ）ブレンドを、

カップの上に乗せてお湯を注ぐだけの簡単便利なスタイルで。

牛乳を混ぜるだけでおいしい！

こだわり原料で抽出したカフェオレの素

スペシャルティコーヒードリップバッグ
ジュヌイーノブレンド 10g（1杯分）

中挽きコーヒー粉（ニカラグア、エルサルバドル産）

(501055785000  JAN:4573237036198)

￥210 ＋税

エスプレッソのような深い味わいを手軽にオフィスや旅先で

① ② ③ ④

簡単4STEP

ソーメニーイヤーズ コーヒーロースターズ



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

MOON RIVER MUG
\1,250（本体価格）＋税

磁器 / W115 × D75 ×H95mm
cream/l.grey/sabi/navy (501055435000  JAN:4573237036310)
emerald/l.emerald/l.grey (501055436000  JAN:4573237036327)
pink/pink grey/l.grey (501055437000  JAN:4573237036334)

TENMOKU unofu COFFEE SAUCER
\1,000（本体価格）＋税

陶器 / 約φ145 ×H20mm
(501055934000  JAN:4573237036211)

TENMOKU unofu COFFEE CUP 
\1,500（本体価格）＋税

陶器 / 約 W115×D80×H75mm
(501055935000  JAN:4573237036228)

TENMOKU unofu CHAWAN 
\1,500（本体価格）＋税

陶器 / 約φ120 ×H65mm
(501055936000  JAN:4573237036235)

TENMOKU unofu MACCHAWAN 
\2,000（本体価格）＋税

陶器 / 約φ125 ×H85mm
(501055937000  JAN:4573237036242)

TENMOKU unofu NODATEWAN 
\1,500（本体価格）＋税

陶器 / 約φ100 ×H65mm
(501055938000  JAN:4573237036259)

※食洗機・電子レンジ使用不可
※写真は仕上りの一例です。
釉薬のかかり方や色味には個体差がございます。

cr/lgy/sabi/nv em/lem/lgy pk/pkgy/lgy

saucer / cup  ※別売り

NEW COLOR

chawan

macchawan

nodatewan
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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

cutting board Mcutting board L

RYUKYU WOODEN CUTTING BOARD M
\5,000（本体価格）＋税

沖縄県産天然木（琉球松）、

真鍮（ロゴプレート）、アイアン（ハンドル）

約 W300×D150×H22mm
(501052408000  JAN:4573237035535)

RYUKYU WOODEN CUTTING BOARD L
\7,000（本体価格）＋税

沖縄県産天然木（琉球松）、

真鍮（ロゴプレート）、アイアン（ハンドル）

約 W400×D200×H22mm
(501052409000  JAN:4573237035542)

※食洗機・漂白剤使用不可
※天然素材のため個体差がございます。
※風合いを生かすため表面処理を施しておりません。
使用後は食器用の中性洗剤などで洗浄後、直射
日光の当たらない風通しの良い場所でよく乾燥
してください。

※天日干しやドライヤーのご使用は、急な温度 ･
湿度変化により、反りやひび割れの原因となる
場合がございますのでお避けください。

KIBASHI
\1,500（本体価格）＋税

天然木（ウレタン塗装）

約 240mm
ひば (501055170000  JAN:4573237036143)
鉄木 (501055171000  JAN:4573237036150)
桜 (501055172000  JAN:4573237036167)
ひのき (501055173000  JAN:4573237036174)
紅檀 (501055174000  JAN:4573237036181)

※天然素材のため個体差がございます。
※食洗機・電子レンジ使用不可
※たわしや研磨剤のご使用はお避けください。
※中性洗剤などで洗浄後、よく乾燥してください。
※変質を防ぐため長時間水につけたままにしない
でください。

鉄木

ひのき

紅檀

ひば

桜
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kh× br

bl× rd

rd× bk

nv× rd

tricolore

be× rd

gn× be

bk× rd

rd× bl

black

PARACODE KEY HOLDER 
\700（本体価格）＋税

約 W30×H125×D10mm（Wリング除く）

black (501053400000  JAN:4573237035894)
beige× red (501053401000  JAN:4573237035900)
khaki× brown (501053402000  JAN:4573237035917)
green× beige (501053403000  JAN:4573237035924)
navy× red (501053404000  JAN:4573237035931)
blue× red (501053405000  JAN:4573237035948)
black× red (501053406000  JAN:4573237035955)
tricolore (501053407000  JAN:4573237035962)
red× black (501053408000  JAN:4573237035979)
red× blue (501053409000  JAN:4573237035986)

PARACODE MONKEY KNOT KEY RING 
\700（本体価格）＋税

約 W40×H90×D40mm（Wリング除く）

black (501053390000  JAN:4573237035795)
beige× red (501053391000  JAN:4573237035801)
khaki× brown (501053392000  JAN:4573237035818)
green× beige (501053393000  JAN:4573237035825)
navy× red (501053394000  JAN:4573237035832)
blue× red (501053395000  JAN:4573237035849)
black× red (501053396000  JAN:4573237035856)
tricolore (501053397000  JAN:4573237035863)
red× black (501053398000  JAN:4573237035870)
red× blue (501053399000  JAN:4573237035887)

kh× br

bl× rd

rd× bk

nv× rd

tricolore

be× rd

gn× be

bk× rd

rd× bl

black
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MULTI TOOL CARD 
\700（本体価格）＋税

ステンレス、PVC（ケース）

本体：45× 70mm, ケース：56× 80mm
(501053410000  JAN:4573237035993)

SMY GLASS DOME with stand S \6,500（本体価格）＋税

ガラス、マンゴーウッド / ドーム：約φ150×H180mm, ベース：約φ190×H110mm
natural (501053938000  JAN:4573237036044)
black (501053939000  JAN:4573237036051)

GLASS DOME with stand L \8,000（本体価格）＋税

ガラス、マンゴーウッド / ドーム：約φ190×H230mm, ベース：約φ 250×H140mm
natural (501053940000  JAN:4573237036068)
black (501053941000  JAN:4573237036075)

GLASS DOME S \6,500（本体価格）＋税

ガラス、マンゴーウッド / ドーム：約φ150×H230mm, ベース：約φ180×H20mm
natural (501053934000  JAN:4573237036006)
black (501053935000  JAN:4573237036013)

GLASS DOME L \8,000（本体価格）＋税

ガラス、マンゴーウッド / ドーム：約φ195×H330mm, ベース：約φ 230×H20mm
natural (501053936000  JAN:4573237036020)
black (501053937000  JAN:4573237036037)

natural

natural

black

black
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circle green

triangle yellow

hexagon pink

rectangle grey

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

GEOMETRIC TRAY CIRCLE
\1,000（本体価格）＋税

アイアン / φ102×H20mm
green (501052392000  JAN:4573237035375)
yellow (501052393000  JAN:4573237035382)
grey (501052394000  JAN:4573237035399)
pink (501052395000  JAN:4573237035405)

GEOMETRIC TRAY TRIANGLE 
\1,200（本体価格）＋税

アイアン / W145×D120×H20mm
green (501052396000  JAN:4573237035412)
yellow (501052397000  JAN:4573237035429)
grey (501052398000  JAN:4573237035436)
pink (501052399000  JAN:4573237035443)

GEOMETRIC TRAY HEXAGON 
\1,200（本体価格）＋税

アイアン / W140×D120×H20mm
green (501052400000  JAN:4573237035450)
yellow (501052401000  JAN:4573237035467)
grey (501052402000  JAN:4573237035474)
pink (501052403000  JAN:4573237035481)

GEOMETRIC TRAY RECTANGLE
\1,000（本体価格）＋税

アイアン / W140×D70×H10mm
green (501052404000  JAN:4573237035498)
yellow (501052405000  JAN:4573237035504)
grey (501052406000  JAN:4573237035511)
pink (501052407000  JAN:4573237035528)

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)

pentagon

pentagon

arrowrectangle

cube

cube

triangle

triangle
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MARBLE HOBO  \2,250（本体価格）＋税

W300 × H380mm× マチ 70mm、ショルダー 1000mm
コットン

grey× pink (501052415000  JAN:4573237035603)
pink× blue (501052416000  JAN:4573237035610)
red×maroon (501052417000  JAN:4573237035627)
green× orange (501052418000  JAN:4573237035634)
red× blue× green (501052419000  JAN:4573237035641)

red× blue× green

red× blue× greengreen× orangered×maroon

pink× bluegrey× pink

green× orangered×maroon

MARBLE TOTE  \1,800（本体価格）＋税

W360 × H300mm× マチ 100mm、持ち手 640mm
コットン

grey× pink (501052410000  JAN:4573237035559)
pink× blue (501052411000  JAN:4573237035566)
red×maroon (501052412000  JAN:4573237035573)
green× orange (501052413000  JAN:4573237035580)
red× blue× green (501052414000  JAN:4573237035597)

pink× bluegrey× pink
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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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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

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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