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MJ42G-01-01 富士雅桜 屏風時計（小）

￥5,000（＋税）
箱寸／170×180×60mm（梱36）
品寸／161×335×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-235

MJ42G-01-02 富士雅桜 屏風時計（中）

￥6,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8W-105

MJ42G-01-03 富士雅桜 屏風時計（大）

￥10,000（＋税）
箱寸／255×240×60mm（梱20）
品寸／225×470×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8W-107

MJ42G-01-04 富士雅桜 木製屏風時計

￥20,000（＋税）
箱寸／235×315×60mm（梱14）
品寸／220×600×40mm　〈MDF〉　ウ　日本製

9W-255

匠シリーズ 海外ビジネスを成功に導き
日本文化を世界に発信する

富士雅桜　− Fuji miyabi sakura −

−MADE IN JAPAN−

Mt.Fuji,Japan's tallest mountain,has long been a beloved symbol in 
Japanese culture.Today, we are pleased to announce that Mt.Fuji has 
been officially recognized as a World Cultural Heritage site in order to 
preserve its culture and beauty for future generations.
Since ancient times Mt.Fuji has been a beloved object of worship and 
beauty for many japanese people.Now it is becoming  famous to 
nonjapanese people as well.lts beautiful peak has been an inspiration 
to countless generations of artists.Mt.Fuji can be seen or spoken of in 
everything from japan's oldest collections of poems and writings,to 
world-famous ukiyo-e paintings; even the designs for japan's paper 
money.
Mt.Fuji continues to attract admirers with its majesty.Works of art that 
use it as a motif are thought to bring good luck,and are often given as 
presents.

World Cultural Heritage  Mt. Fuji

We send Japanese cluture to the world.
MIYABI

www.maejyu.com

このシリーズには富士山を紹介する英文しおり（裏面和文）
が入っております。

シルクスクリーンできれいな仕上がり。
短期間での納品が可能です。
ロゴ・マーク・指定文字を入れる場合は
データ支給にて承ります。

名入れ
イメージ
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高辻 学
Manabu Takatsuji

マジシャン
1997、1998 年と若くして山中漆器蒔絵展最高
賞、石川県知事賞を連続受賞。現在は山中漆
器の蒔絵師としてトップに君臨しています。
特にスクリーン技術はすばらしくパット印刷
にいたるまであらゆる機械を操るマジシャン
です。

MJ42G-02-01 富士雅桜 名刺入

￥2,500（＋税）
箱寸／120×85×40mm（梱50）
品寸／110×75×35mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-322

MJ42G-02-02 富士雅桜 ミニコンパクト

￥2,000（＋税）
箱寸／80×80×17mm（梱100）
品寸／70×70×8mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3L-734

MJ42G-02-03 富士雅桜 手鏡・スタンド付

￥3,000（＋税）
箱寸／265×143×18mm（梱50）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5L-212

MJ42G-02-04 富士雅桜 アクセサリーBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-425

MJ42G-02-05 富士雅桜 匠宝石箱

￥5,000（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-422

MJ42G-02-07 富士雅桜 リモコンBOX

￥4,000（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-421

日本最高峰の山であり、

日本文化の象徴として古くから

親しまれている富士山と日本を代表する

美しい桜のコラボレーション。

そのマッチングが最もすばらしい

シリーズです。

世界文化遺産
富士山

日本最高峰である富士山は、2013年に
世界文化遺産として登録されました。
人々を魅了し続ける壮大な富士山をモ
チーフとした作品は、縁起が良いもの
とされ、贈り物にもよく使われています。

MJ42G-02-08 富士雅桜 パネルピクチャー

￥4,500（＋税）
箱寸／180×172×38mm（梱36）
品寸／355×160×10mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-610

MJ42G-02-06 富士雅桜 ペンケース

￥3,500（＋税）
箱寸／220×90×40mm（梱50）
品寸／210×85×33mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-402
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MJ42G-03-04 みやび アクセサリーBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-317

MJ42G-03-05 みやび 匠宝石箱

￥5,000（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-337

MJ42G-03-07 みやび ペンBOX

￥2,800（＋税）
箱寸／220×80×40mm（梱50）
品寸／205×68×32mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-367

MJ42G-03-08 みやび 葉書入

￥3,500（＋税）
箱寸／225×163×55mm（梱30）
品寸／215×153×45mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-527

MJ42G-03-02 みやび リモコンBOX

￥4,000（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-407

MJ42G-03-01 みやび 屏風時計（大）

￥10,000（＋税）
箱寸／255×240×60mm（梱20）
品寸／225×470×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8W-108

みやび  − miyabi −

MJ42G-03-06 みやび 屏風時計（中）　

￥6,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-107

秋草の定番であるきく、ききょう、
おみなえしなどの多彩な花を
カラフルな色使いで明るく仕上げました。
特に盛絵を織り交ぜ 10 回近く重ねた
山中漆器のスクリーン技術は
さすがに美しい逸品です。

秋草コレクション

MJ42G-03-03 パネルピクチャー みやび

￥4,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱36）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-368

MJ42G-03-07 MJ42G-03-08
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光琳梅  − kourinbai −

MJ42G-04-06 光琳梅 木製屏風時計

￥20,000（＋税）
箱寸／235×315×60mm（梱14）
品寸／220×600×40mm　〈MDF〉　ウ　日本製

9W-263

MJ42G-04-03 光琳梅 名刺入れ

￥2,500（＋税）
箱寸／120×85×40mm（梱50）
品寸／110×75×35mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-343

MJ42G-04-07 光琳梅 電波時計付キーBOX

￥12,000（＋税）
箱寸／310×240×100mm（梱12）
品寸／296×220×95mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

9W-264

MJ42G-04-04 光琳梅 アクセサリーBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-365

MJ42G-04-02 光琳梅 リモコンBOX

￥4,000（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-408

MJ42G-04-05 光琳梅 匠宝石箱

￥5,000（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-415

扉を開けると
キー BOX に

なっています。

電 波

光
琳
梅

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

尾
形
光
琳
の
光
琳
梅
を
、

山
中
漆
器
の
高
蒔
絵
で

き
ら
び
や
か
な
箔
の
上
に

再
現
致
し
ま
し
た
。

忠
実
な
デ
ザ
イ
ン
、
色
の
使
い
方
は

最
高
級
な
ス
ク
リ
ー
ン
技
術
が

駆
使
さ
れ
て
い
ま
す
。

MJ42G-04-01 光琳梅 屏風時計（中）

￥6,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-205
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MJ42G-05-09 かりん アクセサリーBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-354

MJ42G-05-08 かりん リモコンBOX

￥4,000（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-409

MJ42G-05-10 かりん 匠宝石箱

￥5,000（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-416

かりん  − karin −

やさしい色を使ったグラデーションの美しさと
スワロフスキーの輝きのハーモニーは心なごむ逸品です。

MJ42G-05-01 かりん 屏風時計（中）

￥6,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-225

MJ42G-05-03 かりん 八角小箱

￥2,000（＋税）
箱寸／120×120×48mm（梱50）
品寸／112×112×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-364

MJ42G-05-02 かりん 印鑑入れ

￥2,000（＋税）
箱寸／105×88×33mm（梱36）
品寸／95×77×25mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-314

MJ42G-05-05 かりん ピクチャー

￥2,200（＋税）
箱寸／160×160×23mm（梱50）
品寸／150×150×20mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-604

MJ42G-05-06 かりん ダブルピクチャー

￥3,500（＋税）
箱寸／175×165×38mm（梱30）
品寸／285×155×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-355

MJ42G-05-04　かりん 手鏡・スタンド付
￥3,000（＋税）	 	 5L-210
箱寸／265×143×18mm（梱50）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

MJ42G-05-07 パネルピクチャー かりん

￥4,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱36）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-367
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金華  − kinka −

MJ42G-06-04 金華 八角小箱

￥2,000（＋税）
箱寸／120×120×48mm（梱50）
品寸／112×112×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-381

MJ42G-06-06 金華 アクセサリーBOX　

￥3,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-401

MJ42G-06-05 金華 手鏡・ スタンド付　

￥3,000（＋税）
箱寸／265×143×18mm（梱50）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5L-211

MJ42G-06-07 金華 葉書入

￥3,500（＋税）
箱寸／225×163×55mm（梱30）
品寸／215×153×45mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-541

MJ42G-06-01 金華 屏風時計（小）

￥5,000（＋税）
箱寸／170×180×60mm（梱36）
品寸／161×335×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-303

MJ42G-06-02 金華 パネルピクチャー

￥4,500（＋税）
箱寸／180×172×38mm（梱36）
品寸／355×160×10mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-611

MJ42G-06-03 金華 名刺入れ

￥2,500（＋税）
箱寸／120×85×40mm（梱50）
品寸／110×75×35mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-318

古くから伝わる伝統的な技、
表面を大きく盛り上げ七宝風な仕上げに美しさと豪華さが表現されています。

6MIYABI  Gift Collection
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MJ42G-07-02 さくら 菓子器

￥3,500（＋税）
箱寸／203×203×100mm（梱24）
品寸／192×192×90mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6M-602

MJ42G-07-03 さくら 5.0 花重

￥4,000（＋税）
箱寸／160×160×105mm（梱30）
品寸／150×150×100mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6R-522

MJ42G-07-04 さくら 菓子鉢

￥4,000（＋税）
箱寸／250×250×55mm（梱24）
品寸／240×240×48mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

7M-702

MJ42G-07-01 さくら 9.0 盛鉢

￥5,000（＋税）
箱寸／285×285×45mm（梱24）
品寸／270×270×40mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

7M-832

MJ42G-07-05 さくら コーヒートレー

￥5,000（＋税）
箱寸／455×205×51mm（梱24）
品寸／192×442×46mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7M-102

このページの
さくらシリーズは

このような箱に
入っています。

煌
び
や
か
な
箔
の
輝
き
と

蒔
絵
の
美
し
さ
は
卓
上
の
逸
品
。

伝
統
的
な
日
本
の
花
〝
さ
く
ら
〞
を
モ
チ
ー
フ
に
、

漆
器
の
中
に
手
描
き
箔
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。

煌
び
や
か
な
箔
の
輝
き
と
伝
統
的
な
蒔
絵
技
法
と
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
完
成
さ
せ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
技
術
で

こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
世
界
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。

宮崎 義光
Yoshimitsu Miyazaki

独創のパイオニア
金沢箔と蒔絵をコラボし、商品化した技術は
山中漆器に新たな 1 ページを記しました。手
書きで貼ったり、スクリーン技術で箔を貼っ
たりと自由に箔を操る達人です。また蒔絵の
デザインは繊細で、まるで漆絵を思わせる風
情をかもし出す独創のパイオニアです。
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春の「さくら」と秋の「あきくさ」を
対照的にデザインしました。
インテリア小物を中心に金沢の箔と
山中漆器の蒔絵技術がコラボした逸品です。

MJ42G-08-11

MJ42G-08-12

ペアセットでも
ご使用いただけます。

ペアセットでも
ご使用いただけます。

MJ42G-08-04
MJ42G-08-03

はなの 名刺入れ
さくら 名刺入れ

￥2,500（＋税）
箱寸／120×85×40mm（梱50）
品寸／110×75×35mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-305
4V-308

MJ42G-08-06
MJ42G-08-05

はなの 手鏡・スタンド付
さくら 手鏡・スタンド付

￥3,000（＋税）
箱寸／265×143×18mm（梱50）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5L-515
5L-516

MJ42G-08-02
MJ42G-08-01

はなの ミニコンパクト
さくら  ミニコンパクト

￥2,000（＋税）
箱寸／80×80×17mm（梱100）
品寸／70×70×8mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3L-732
3L-733

MJ42G-08-08
MJ42G-08-07

はなの 小物入れ
さくら 小物入れ

￥2,500（＋税）
箱寸／110×110×80mm（梱50）
品寸／100×100×70mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

4V-306
4V-309

MJ42G-08-12
MJ42G-08-11

はなの アクセサリーBOX
さくら アクセサリーBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-335
6V-628MJ42G-08-10

MJ42G-08-09
はなの 漆芸ルーペ
さくら 漆芸ルーペ

￥2,500（＋税）
箱寸／133×103×25mm（梱50）
品寸／123×93×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4L-521
4L-522

さくら  − sakura − あきくさ  − akikusa −

MJ42G-08-09

MJ42G-08-10

レンズ倍率は
２倍です。

MJ42G-08-05

MJ42G-08-06

MJ42G-08-02

MJ42G-08-01

MJ42G-08-07

MJ42G-08-08

MJ42G-08-03

MJ42G-08-04
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匠シリーズ

MJ42G-09-07
MJ42G-09-06
MJ42G-09-05
MJ42G-09-04

MJ42G-09-02

HG ボールペン 日の出鶴
HG ボールペン 桜富士
HG ボールペン 京雅
HG ボールペン 秋草

HG ボールペン 波

￥4,000（＋税）
箱寸／175×55×23mm（梱50）
品寸／142mm　〈アルミ〉　日本製

7L-216
7L-215

7L-212

7L-218
7L-217

MJ42G-09-03

MJ42G-09-01

HG ボールペン 桜

HG ボールペン 赤富士

7L-214

7L-211

MJ42G-09-01

MJ42G-09-02

MJ42G-09-03

MJ42G-09-05

MJ42G-09-04

MJ42G-09-06

MJ42G-09-07

ハイグレード（HG）ボールペン
−MADE IN JAPAN−

セラミック水性ボールペン
だから書き味なめらか！だから文字がキレイ！
女性にもフィットし、エレガントな装い。

塚田 秀郎
Hideo Tsukada

異次元のスペシャリスト
カリスマ蒔絵師
父から受け継いだ蒔絵師の道。叔父に日展作
家 塚田外志男氏を持つという素晴らしい環境
の中で、独自の技術を生み出し新しいスク
リーンの世界を完成させました。
特に繊細な構図と盛りの技術は JAPAN を強
くイメージさせ、日本のみならず海外の人た
ちにも感動を与えます。

蒔
絵
職
人
の
技
が
光
る
。

最
高
級
の
ス
ク
リ
ー
ン
技
術
を
駆
使
し
た
日
本
の
伝
統
美
と
の
調
和
は

こ
の
上
な
い
美
し
さ
と
、
か
わ
い
ら
し
さ
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

HG ボールペン 日の出鶴 桐箱入
HG ボールペン 桜富士 桐箱入
HG ボールペン 京雅 桐箱入
HG ボールペン 秋草 桐箱入

HG ボールペン 波 桐箱入

￥5,000（＋税）
箱寸／180×68×40mm（梱50）
品寸／142mm　〈アルミ〉　日本製

7L-230
7L-229

7L-227

7L-232
7L-231

HG ボールペン 桜 桐箱入

HG ボールペン 赤富士 桐箱入

7L-228

7L-226

MJ42G-09-15
MJ42G-09-14
MJ42G-09-13
MJ42G-09-12

MJ42G-09-10
MJ42G-09-11

MJ42G-09-09

HG ペアセット 赤富士

￥10,000（＋税）
箱寸／177×100×25mm（梱20）
品寸／万年筆137mm　〈アルミ〉　日本製
　　　ボールペン142mm　〈アルミ〉　日本製

8L-901MJ42G-09-08

名入れ
イメージ
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エッチング加工ツメヤスリはヤスリ掛けがなめらかで、形よく仕上がります。
切ったツメが飛び散らず、ツメが切りやすい側面Ｕカットのストッパーケース付き。
足の親指での使用には、この Lサイズが最適です。

この製品は日本のトップメーカー
「貝印株式会社」製造のつめきりに
最高のスクリーン技術を施しました。
その美しさと盛蒔絵の質感は
感動そのものです。

すこし小さめの、このＭサイズは使いやすく、持ち運び、旅行にも便利です。
小さくても切れ味は最高です。

MJ42G-10-01 蒔絵爪切りL 赤富士

￥3,000（＋税）
箱寸／145×67×30mm（梱100）
品寸／105×23×23mm　〈ステンレス〉　日本製

5L-601
MJ42G-10-02 蒔絵爪切りL 波 5L-602
MJ42G-10-03 蒔絵爪切りL 風神雷神 5L-603
MJ42G-10-04 蒔絵爪切りL 富士雅桜 5L-604

MJ42G-10-05 蒔絵爪切りM 赤富士

￥2,500（＋税）
箱寸／145×67×30mm（梱100）
品寸／92×20×23mm　〈ステンレス〉　日本製

4L-621
MJ42G-10-06 蒔絵爪切りM 富士雅桜 4L-622
MJ42G-10-07 蒔絵爪切りM 桜 4L-623
MJ42G-10-08 蒔絵爪切りM 秋草 4L-624
MJ42G-10-09 蒔絵爪切りM かりん 4L-625
MJ42G-10-10 蒔絵爪切りM 舞桜 4L-626

NAIL CLIPPERS　− 蒔絵爪切り −

MJ42G-10-03

MJ42G-10-01 MJ42G-10-02

MJ42G-10-04

MJ42G-10-05

MJ42G-10-06

MJ42G-10-07

MJ42G-10-08

MJ42G-10-09

MJ42G-10-10

−MADE IN JAPAN−

名入れ
イメージ
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MJ42G-11-01 漆芸万年筆 富士に桜

￥35,000（＋税）
箱寸／180×68×40mm（梱2）
品寸／137mm　〈アルミ〉　日本製

9L-101
MJ42G-11-02 漆芸万年筆 山水 9L-102
MJ42G-11-03 漆芸万年筆 双鶴 9L-103
MJ42G-11-04 漆芸万年筆 春秋 9L-104
MJ42G-11-05 漆芸万年筆 扇面 9L-105

MJ42G-11-06 Men's 腕時計 富士に桜

￥50,000（＋税）
箱寸／270×55×30mm（梱2）
品寸／250×42×12mm　〈真鍮〉　日本製

9W-271

MJ42G-11-07 Men's 腕時計 扇面

￥50,000（＋税）
箱寸／270×55×30mm（梱2）
品寸／250×42×12mm　〈真鍮〉　日本製

9W-272

MJ42G-11-08 Men's 腕時計 山水

￥50,000（＋税）
箱寸／270×55×30mm（梱2）
品寸／250×42×12mm　〈真鍮〉　日本製

9W-273

MJ42G-11-09 Lady's 腕時計 双鶴

￥48,000（＋税）
箱寸／270×55×30mm（梱2）
品寸／230×32×12mm　〈真鍮〉　日本製

9W-276

MJ42G-11-10 Lady's 腕時計 春秋

￥48,000（＋税）
箱寸／270×55×30mm（梱2）
品寸／230×32×12mm　〈真鍮〉　日本製

9W-277

MJ42G-11-11 Lady's 腕時計 富士に桜

￥48,000（＋税）
箱寸／270×55×30mm（梱2）
品寸／230×32×12mm　〈真鍮〉　日本製

9W-278

WRISTWATCH
− 腕時計 −

FOUNTAIN PEN　− 漆芸万年筆 −

MJ42G-11-01 MJ42G-11-02 MJ42G-11-03

MJ42G-11-04 MJ42G-11-05

西 村  学
Manabu Nishimura

　京都に生まれ、その后蒔絵師、𠮷田利昭先
生の指導の許、伝統工芸、蒔絵の技術デザイ
ンの修業をし、現在、茶道具の蒔絵を仕事の
中心としています。茶道の永い歴史のお道具
に現代の感覚のデザインを取入れ時代に即し
た工芸の創造に取組んでいます。

平成三年―
　創作蒔絵展にて加賀市長賞受賞
　作品　合子　葡萄蒔絵
　加賀市永久保存となる
平成八年―
　社団法人日本工芸会伝統工芸展石川支部展
　に入選
　作品　干菓子盆　きらめき
　 兼六園茶会工芸作品公募展金沢商工会議所

会頭賞受賞
　作品　高棗　蔦蒔絵
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MJ42G-12-01 漆芸万年筆 蘭

￥5,000（＋税）
箱寸／180×68×40mm（梱50）
品寸／137mm　〈アルミ〉　日本製

7L-111
MJ42G-12-02 漆芸万年筆 バラ 7L-112
MJ42G-12-03 漆芸万年筆 鶴 7L-113
MJ42G-12-04 漆芸万年筆 富士桜 7L-114
MJ42G-12-05 漆芸万年筆 桜川 7L-115

MJ42G-12-06 HG 万年筆 赤富士

￥6,000（＋税）
箱寸／180×68×40mm（梱50）
品寸／137mm　〈アルミ〉　日本製

8L-921
MJ42G-12-07 HG 万年筆 波 8L-922
MJ42G-12-08 HG 万年筆 桜 8L-923

MJ42G-12-09 HG 万年筆 秋草

￥6,000（＋税）
箱寸／180×68×40mm（梱50）
品寸／137mm　〈アルミ〉　日本製

8L-924
MJ42G-12-10 HG 万年筆 京雅 8L-925
MJ42G-12-11 HG 万年筆 富士桜 8L-926
MJ42G-12-12 HG 万年筆 日の出鶴 8L-927

FOUNTAIN PEN　− 漆芸万年筆 −

MJ42G-12-01 MJ42G-12-02 MJ42G-12-03 MJ42G-12-04 MJ42G-12-05

HG FOUNTAIN PEN　− ハイグレード漆芸万年筆 −

MJ42G-12-06 MJ42G-12-07 MJ42G-12-08

MJ42G-12-09 MJ42G-12-10 MJ42G-12-11 MJ42G-12-12
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晴れやかな日本の春
-美しい日本-

ジュエリーの輝きをイメージし、
日本の花 “ さくら ” をモチーフに
最高の盛蒔絵で仕上げました。

輝桜  − kizakura −

MJ42G-13-03 輝桜 アクセサリーBOX

￥3,000（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-318

MJ42G-13-06 輝桜 匠宝石箱

￥4,500（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-423

MJ42G-13-08 輝桜 ピクチャー

￥2,000（＋税）
箱寸／175×175×25mm（梱80）
品寸／165×160×23mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-638

MJ42G-13-01 輝桜 屏風時計（小）

￥4,000（＋税）
箱寸／170×180×60mm（梱36）
品寸／161×335×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-208

MJ42G-13-02 輝桜 手鏡・スタンド付

￥2,500（＋税）
箱寸／265×143×18mm（梱50）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4L-237

MJ42G-13-04 輝桜 名刺入

￥2,000（＋税）
箱寸／120×85×40mm（梱50）
品寸／110×75×35mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-332

MJ42G-13-05 輝桜 ペンケース

￥3,000（＋税）
箱寸／220×90×40mm（梱50）
品寸／210×85×33mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-401

MJ42G-13-07 輝桜 パネルピクチャー

￥3,000（＋税）
箱寸／180×172×38mm（梱36）
品寸／355×160×10mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-368

MJ42G-13-09 輝桜 ダブルピクチャー

￥3,000（＋税）
箱寸／180×170×40mm（梱36）
品寸／295×160×15mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-611
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美しい日本の伝統美、  
そして究極の盛蒔絵

京雅  − kyomiyabi −

MJ42G-14-03 京雅 アクセサリーBOX　

￥3,000（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-315

MJ42G-14-05 京雅 匠宝石箱

￥4,500（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-425

MJ42G-14-07 京雅 ピクチャー

￥2,000（＋税）
箱寸／175×175×25mm（梱80）
品寸／165×160×23mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-639

MJ42G-14-01 京雅 屏風時計（中）

￥5,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-285

MJ42G-14-02 京雅 手鏡・ スタンド付　

￥2,500（＋税）
箱寸／265×143×18mm（梱50）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4L-215

MJ42G-14-04 京雅 リモコンBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-265

MJ42G-14-06 京雅 パネルピクチャー

￥3,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱36）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-355

MJ42G-14-08 京雅 ダブルピクチャー

￥3,000（＋税）
箱寸／180×170×40mm（梱36）
品寸／295×160×15mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-612
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扉を開けると
キー BOX に

なっています。

電 波

MJ42G-15-06 初音  電波時計付キーBOX

￥10,000（＋税）
箱寸／310×240×100mm（梱12）
品寸／296×220×95mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8W-043

MJ42G-15-05 初音  屏風時計（中）

￥5,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-223

MJ42G-15-03 初音  リモコンBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-342

MJ42G-15-01 初音  アクセサリーBOX

￥3,000（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-333

MJ42G-15-02 初音  匠宝石箱

￥4,500（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-403

初音の調度
初音の調度とは徳川三代将軍家光の長女千代姫が、数え歳三歳で尾張徳
川家二代の光友に嫁いだ際に携えてきた婚礼調度の一群をさす物です。
その豪華さは一日中見ていても見飽きることがないと称えられている。
初音の調度とは源氏物語の初音の帖に題材をとった蒔絵調度品である。
この初音シリーズはこれらを元に現代風に仕上げたシリーズです。

MJ42G-15-04 パネルピクチャー 初音

￥3,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱36）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-364
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MJ42G-16-06 雅桜 リモコンBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-332

雅鶴  − miyabizuru −

MJ42G-16-03 雅鶴 屏風時計（中）

￥5,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-310

MJ42G-16-02 雅鶴 リモコンBOX

￥3,500（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-370

MJ42G-16-04 雅鶴 木製屏風時計

￥15,000（＋税）
箱寸／235×315×60mm（梱14）
品寸／220×600×40mm　〈MDF〉　ウ　日本製

9W-260

MJ42G-16-01 雅鶴 アクセサリーＢＯＸ

￥3,000（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-314

MJ42G-16-07 雅桜 屏風時計（中）

￥5,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-302

MJ42G-16-05 雅桜 アクセサリーBOX

￥3,000（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-332

MJ42G-16-08 雅桜 木製屏風時計

￥15,000（＋税）
箱寸／235×315×60mm（梱14）
品寸／220×600×40mm　〈MDF〉　ウ　日本製

9W-262

雅桜  − miyabizakura −
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白 富 士
雪化粧が雅やかな白富士

富士山―日本が誇る世界遺産Japan - Style
Japanese Excellent Gift Goods

赤 富 士
奇跡と言われる光景、赤富士

世界遺産にも登録された富士山、夕日を帯びて艶やかに光る赤富士、
雪景色が端麗な白富士など、多岐に渡る富士の表情をお楽しみください。

MJ42G-17-05 屏風時計 白富士（G）（中）

￥6,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-224

MJ42G-17-06 パネル時計 紅富士（G）

￥4,000（＋税）
箱寸／195×270×60mm（梱30）
品寸／185×260×45mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-276

MJ42G-17-04 屏風時計 赤富士（B）（中）

￥5,000（＋税）
箱寸／210×200×63mm（梱30）
品寸／190×395×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-275

MJ42G-17-02 屏風時計（小） 黒富士

￥4,000（＋税）
箱寸／170×180×60mm（梱36）
品寸／161×335×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6W-215

MJ42G-17-01 パネル時計 赤富士（B）

￥3,500（＋税）
箱寸／195×270×60mm（梱30）
品寸／185×260×45mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6W-207

MJ42G-17-03 漆芸時計 三保の松原と富士山（B）

￥4,000（＋税）
箱寸／350×180×60mm（梱24）
品寸／48×163×336mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-204
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MJ42G-18-03 匠宝石箱 白富士（G）

￥5,000（＋税）
箱寸／205×140×80mm（梱30）
品寸／193×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-312

MJ42G-18-02 アクセサリーBOX 白富士（G）

￥3,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-302

MJ42G-18-01 名刺入れ 白富士（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／120×85×40mm（梱50）
品寸／110×75×35mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-342

MJ42G-18-06 アクセサリーBOX 黒富士

￥3,000（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱30）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-328

MJ42G-18-05 小箱 黒富士

￥2,500（＋税）
箱寸／115×115×60mm（梱40）
品寸／105×105×52mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

4V-313

MJ42G-18-04 名刺入れ 黒富士

￥2,000（＋税）
箱寸／120×85×40mm（梱50）
品寸／110×75×35mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-331

MJ42G-18-07 宝石箱 三保の松原と富士山（B）

￥4,000（＋税）
箱寸／140×140×90mm（梱30）
品寸／125×125×75mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-404

MJ42G-18-08 アドレス帳 三保の松原と富士山（B）英文

￥2,000（＋税）
箱寸／200×150×20mm（梱50）
品寸／180×130×15mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-437

MJ42G-18-09 葉書入れ 三保の松原と富士山（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／220×155×55mm（梱50）
品寸／209×144×44mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-325

三保の松原と富士山　− miho no matsubara to fujisan −

黒富士　− kurofuji −

白富士　− shirofuji −
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MJ42G-19-01

MJ42G-19-02

MJ42G-19-03

MJ42G-19-04

MJ42G-19-05

MJ42G-19-06

USB MEMORY
− 漆芸 USB メモリー −

木地は国産、欅材使用、拭き漆仕上げ。

MJ42G-19-03
MJ42G-19-02
MJ42G-19-01

USBメモリー 4GB 風神雷神
USBメモリー 4GB 波
USBメモリー 4GB 赤富士

￥5,000（＋税）
箱寸／120×87×40mm（梱20）
品寸／75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加

7L-922
7L-921

7L-923

MJ42G-19-06
MJ42G-19-05
MJ42G-19-04

木製 USBメモリー4GB 風神雷神
木製 USBメモリー4GB 波
木製 USBメモリー4GB 赤富士

￥8,000（＋税）
箱寸／120×87×40mm（梱20）
品寸／76×20×10mm　〈天然木〉　漆　日本製

8G-132
8G-131

8G-133

MJ42G-19-07 ステーショナリー2 点セット 赤富士（B）

￥3,500（＋税）
箱寸／185×205×25mm（梱50）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 ボールペン133mm　〈ア〉　ウ　輸加

6V-371

MJ42G-19-08 ステーショナリー2 点セット 風神雷神（G）

￥6,000（＋税）
箱寸／185×205×25mm（梱50）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 ボールペン133mm　〈ア〉　ウ　輸加

8V-311

MJ42G-19-09 MJ42G-19-10 MJ42G-19-11

CARD CASE　− 漆芸カードケース −　　

フタの開閉に磁石を使用
しているため、クレジット
カード等の磁気カードは
使用しないで下さい。

MJ42G-19-11
MJ42G-19-10
MJ42G-19-09

カードケース 風神雷神（B）
カードケース 波（B）
カードケース 赤富士（B）

￥2,000（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×60×15mm　〈PU〉　輸加

3V-342
3V-341

3V-343

名入れ
イメージ

赤富士　波　風神雷神

日本のおみやげ　記念品Japan - Style
Japanese Excellent Gift Goods 世界経済のグローバル化にともない、

世界ビジネスのさまざまなシーンを結び、
国際交流の記念品として大きな役割をはたします。
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マウスパッドは最終クリアーコーティング仕上げにより蒔絵を保護し、
なめらかで輝きのある表面を作り上げています。

コースターとしても
実用的で美しい
仕上がりです。

海外では飾皿として使われ
喜ばれています。

（すべてにスタンド付）

MOUSE PAD　− 漆芸マウスパッド −

MJ42G-20-01 MJ42G-20-03 MJ42G-20-05

MJ42G-20-02 MJ42G-20-04 MJ42G-20-06

MJ42G-20-07 マウスパッド 赤富士（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-717

MJ42G-20-08 マウスパッド 波（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-718

MJ42G-20-09 マウスパッド 風神雷神（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-719

MJ42G-20-02
MJ42G-20-01

マウスパッド 赤富士（R）
マウスパッド 赤富士（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-711
2V-714 MJ42G-20-04

MJ42G-20-03
マウスパッド 波（R）
マウスパッド 波（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-712
2V-715 MJ42G-20-06

MJ42G-20-05
マウスパッド 風神雷神（R）
マウスパッド 風神雷神（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-713
2V-716

名入れ
イメージ

MJ42G-20-10

MJ42G-20-11

MJ42G-20-12

COASTER　− 漆芸コースター −

MJ42G-20-11
MJ42G-20-12

MJ42G-20-10
パネルマット・スタンド付 波（B）
パネルマット・スタンド付 風神雷神 （B）

パネルマット・スタンド付 赤富士（B）

￥1,000（＋税）	
箱寸／118×118×10mm（梱100）
品寸／105×105×3mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1V-426
1V-427
1V-428 MJ42G-20-13 コースター3P

￥2,500（＋税）
箱寸／115×115×20mm（梱50）
品寸／105×105×3mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4P-210
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MJ42G-21-01 ステーショナリーセットH 波（B）

￥4,000（＋税）
箱寸／172×172×30mm（梱30）
品寸／カードケース95×60×15mm　〈PU〉　輸加
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

7V-531

MJ42G-21-03 ステーショナリーセットJ 赤富士（B）

￥6,500（＋税）
箱寸／172×172×30mm（梱30）
品寸／カードケース95×60×15mm　〈PU〉　輸加
　　　LEDルーペ80×45×12mm　〈Ａ〉　輸加
　　　ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

8V-516

MJ42G-21-02 ステーショナリーセットI 風神雷神（B）

￥4,500（＋税）
箱寸／172×172×30mm（梱30）
品寸／LEDルーペ80×45×12mm　〈Ａ〉　輸加
　　　ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

7V-532

MJ42G-21-05 ステーショナリーセットK 風神雷神（B）桐箱入

￥7,000（＋税）
箱寸／185×185×40mm（梱30）
品寸／USB メモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
　　　ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

8V-517

MJ42G-21-06 ステーショナリーセットL 赤富士（B）桐箱入

￥9,000（＋税）
箱寸／185×185×40mm（梱30）
品寸／USB メモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
　　　ボールペン133mm　〈ア〉　輸加
	 カードケース95×60×15mm　〈PU〉　輸加

8V-518

MJ42G-21-04 ステーショナリーセットM 波（B）桐箱入

￥9,500（＋税）
箱寸／185×185×40mm（梱30）
品寸／USB メモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
　　　LEDルーペ80×45×12mm　〈Ａ〉　輸加
　　　ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

8V-519

MJ42G-21-01〜03 MJ42G-21-04〜06

このような箱に
入っています。STATIONERY SET

− 漆芸ステーショナリーセット −

デスク周りの素敵なアイテムをおしゃれなパッケージに収納した大人のステー
ショナリーギフトです。マウスパッド各色、USB メモリー、木製 USB メモリー、
USB メモリーケース、ボールペン、額立、カードケース、LED ルーペでご希望
の セ ッ ト が 組 め ま す。 予 算 に 応 じ た お 好 き な セ ッ ト の 組 み 合 わ せ が 自 由 自 在。
すぐ使える自家需品として記念品や海外土産品として活躍しています。
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MJ42G-22-01 ステーショナリーセット N 赤富士（B）

￥9,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 LEDスライドルーペ95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

8V-522

MJ42G-22-03 ステーショナリーセット P 風神雷神 （B）

￥11,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加
	 LEDスライドルーペ95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

9V-607

MJ42G-22-05 ステーショナリーセット R 波 （B）

￥11,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加
	 LEDルーペ80×45×12mm　〈Ａ〉　ウ　輸加

9V-608

MJ42G-22-08 ステーショナリー3 点セット 波（B）

￥7,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 額立て120×85mm　〈Ａ〉　日本製

8V-322

MJ42G-22-02 ステーショナリーセットB 波（B）

￥8,500（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 カードケース95×60×15mm　〈PU〉　輸加

8V-511

MJ42G-22-04 ステーショナリーセットE 赤富士（B）

￥10,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加
	 カードケース95×60×15mm　〈PU〉　輸加

8V-514

MJ42G-22-09 ステーショナリー4 点セット 風神雷神（B）

￥9,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加
	 額立て120×85mm　〈Ａ〉　日本製
	

8V-363

MJ42G-22-06 ステーショナリーセットF 風神雷神（G）

￥11,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

8V-515

MJ42G-22-07 ステーショナリー5 点セット 赤富士（B）

￥10,000（＋税）
箱寸／190×190×25mm（梱20）
品寸／マウスパッド175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 USBメモリー4GB	75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加
	 額立て120×85mm　〈Ａ〉　日本製
	 ミラー&ルーペ70×70×13mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8V-500
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MJ42G-23-01 MJ42G-23-04MJ42G-23-02 MJ42G-23-05MJ42G-23-03 MJ42G-23-06

BALL-POINT　− 漆芸ボールペン −

MJ42G-23-03
MJ42G-23-02
MJ42G-23-01

漆芸ボールペン 風神雷神（B）
漆芸ボールペン 波（B）
漆芸ボールペン 赤富士（B）

￥2,000（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

3L-752
3L-751

3L-753 MJ42G-23-06
MJ42G-23-05
MJ42G-23-04

漆芸ボールペン 風神雷神（G）
漆芸ボールペン 波（G）
漆芸ボールペン 赤富士（G）

￥3,500（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

6L-232
6L-231

6L-233

桐箱入

MJ42G-23-07 MJ42G-23-08 MJ42G-23-09

MJ42G-23-09
MJ42G-23-08
MJ42G-23-07

漆芸ボールペン 風神雷神（B）桐箱入
漆芸ボールペン 波（B）桐箱入
漆芸ボールペン 赤富士（B）桐箱入

￥2,500（＋税）
箱寸／160×33×30mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

4L-612
4L-611

4L-613

MJ42G-23-16
MJ42G-23-15
MJ42G-23-14

木製ロイヤルボールペン 富士桜
木製ロイヤルボールペン 風神雷神
木製ロイヤルボールペン 波

￥4,000（＋税）
箱寸／175×55×23mm（梱50）
品寸／145mm　〈天然木〉　輸加

6G-803
6G-802

6G-804

MJ42G-23-13 木製ロイヤルボールペン 赤富士 6G-801

MJ42G-23-12
MJ42G-23-11
MJ42G-23-10

漆芸ボールペン  鶴（ハーフ）
漆芸ボールペン  春秋（ハーフ）
漆芸ボールペン  赤富士（ハーフ）

￥1,500（＋税）
箱寸／165×44×20mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

3L-202
3L-201

3L-203

MJ42G-23-13 MJ42G-23-14 MJ42G-23-15 MJ42G-23-16

MJ42G-23-10 MJ42G-23-11 MJ42G-23-12

名入れ
イメージ
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MJ42G-24-15
MJ42G-24-14
MJ42G-24-13

漆芸ボールペン  鶴（B）
漆芸ボールペン  鳳凰（B）
漆芸ボールペン  龍（B）

￥2,000（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

3L-760
3L-759

3L-761

MJ42G-24-12
MJ42G-24-11

漆芸ボールペン  かりん（B）
漆芸ボールペン  春秋（B）

3L-643
3L-758

MJ42G-24-10 漆芸ボールペン  桜川（B） 3L-757

￥2,000（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

MJ42G-24-03
MJ42G-24-02
MJ42G-24-01

漆芸ボールペン  富士桜（B）
漆芸ボールペン  紅富士（B）
漆芸ボールペン  黒富士（B）

3L-756
3L-755
3L-754

MJ42G-24-01

MJ42G-24-10

MJ42G-24-02

MJ42G-24-11

MJ42G-24-03

MJ42G-24-12 MJ42G-24-13 MJ42G-24-14 MJ42G-24-15

BALL-POINT　− 漆芸ボールペン −

￥3,000（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

MJ42G-24-09
MJ42G-24-08

漆芸ボールペン  写楽（G）
漆芸ボールペン  歌麿（G）

5L-510
5L-511

MJ42G-24-04 MJ42G-24-05 MJ42G-24-06 MJ42G-24-07

￥3,500（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

MJ42G-24-07
MJ42G-24-06
MJ42G-24-05

漆芸ボールペン  かりん（G）
漆芸ボールペン  光琳梅（G）
漆芸ボールペン  扇春秋（G）

6L-209
6L-208
6L-207

MJ42G-24-04 漆芸ボールペン  白富士（G） 6L-234

MJ42G-24-08 MJ42G-24-09
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MJ42G-25-04

MJ42G-25-05

MJ42G-25-10

MJ42G-25-06

MJ42G-25-07

MJ42G-25-11

MJ42G-25-08

MJ42G-25-09

MJ42G-25-12

LED SLIDE LOUPE　− 漆芸 LED スライドルーペ −

LED LOUPE　− 漆芸 LED ルーペ −

レンズを引き出すと
ライトがつきます。 巾着袋付

MJ42G-25-09
MJ42G-25-08
MJ42G-25-07
MJ42G-25-06
MJ42G-25-05
MJ42G-25-04

漆芸 LED ルーペ 風神雷神（R）
漆芸 LED ルーペ 風神雷神（B）
漆芸 LED ルーペ 波（R）
漆芸 LED ルーペ 波（B）
漆芸 LED ルーペ 赤富士（R）
漆芸 LED ルーペ 赤富士（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／100×65×30mm（梱100）
品寸／80×45×12mm　〈Ａ〉　ウ　輸加

4L-223
4L-225
4L-222
4L-224
4L-221

4L-226

MJ42G-25-12
MJ42G-25-11
MJ42G-25-10

漆芸 LED ルーペ 風神雷神（G）
漆芸 LED ルーペ 波（G）
漆芸 LED ルーペ 赤富士（G）

￥3,000（＋税）
箱寸／100×65×30mm（梱100）
品寸／80×45×12mm　〈Ａ〉　ウ　輸加

4L-228
4L-227

4L-229

MJ42G-25-01
MJ42G-25-02
MJ42G-25-03

LEDスライドルーペ  赤富士（B）
LEDスライドルーペ  波（B）
LEDスライドルーペ  風神雷神（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

4L-857
4L-858
4L-859

MJ42G-25-01 MJ42G-25-02 MJ42G-25-03

レンズを引き出すと
ライトがつきます。

名入れ
イメージ

PANEL MUSIC BOX　− 漆芸パネルオルゴール −　　

裏面

曲名
「世界に一つだけの花」

MJ42G-25-13 MJ42G-25-14 MJ42G-25-15

MJ42G-25-15
MJ42G-25-14
MJ42G-25-13

パネルオルゴール 風神雷神（B）
パネルオルゴール 波（B）
パネルオルゴール 赤富士（B）

￥2,300（＋税）
箱寸／115×115×50mm（梱50）
品寸／105×105×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-272
4V-271

4V-273
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LOUPE　− 漆芸ルーペ −

MJ42G-26-07 パネルピクチャー 赤富士
￥3,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱30）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-361

MJ42G-26-01 漆芸ルーペ 赤富士（B） 3L-506
MJ42G-26-02 漆芸ルーペ 波（B） 3L-507
MJ42G-26-03 漆芸ルーペ 風神雷神 （B）
￥2,000（＋税）
箱寸／133×103×25mm（梱50）
品寸／123×93×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3L-508

MJ42G-26-08 パネルピクチャー 波

￥3,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱30）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-362

MJ42G-26-09 パネルピクチャー 風神雷神

￥3,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱30）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-363

PANEL PICTURE　− パネルピクチャー −

MJ42G-26-04 漆芸ルーペ・BPセット 赤富士（B）

￥4,000（＋税）
箱寸／175×160×25mm（梱30）
品寸／漆芸ルーペ	123×93×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

7L-516

MJ42G-26-05 漆芸ルーペ・BPセット 波（B）

￥4,000（＋税）
箱寸／175×160×25mm（梱30）
品寸／漆芸ルーペ	123×93×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

7L-517

MJ42G-26-06 漆芸ルーペ・BPセット 風神雷神 （B）

￥4,000（＋税）
箱寸／175×160×25mm（梱30）
品寸／漆芸ルーペ	123×93×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
	 ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

7L-518

MJ42G-26-01

MJ42G-26-03

MJ42G-26-02

レンズ倍率は
２倍です。

デザインの巧みさ、
仕上がりの美しさ
ペーパーウエイトとして、
また卓上のインテリアとしても
活躍しています。

美しい盛蒔絵が施されたルーペは、海外のプレゼントや記念品に喜ばれます。
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飾り板 マウスパット ランチョンマット 花 台

飾り板、マウスパッド、ランチョンマット、花台としてご利用いただけ
ます。蒔絵の上からコーティングしていますので少々のことで絵が傷つ
くことはございません。

蒔絵の美しさ、盛絵の力強さ、煌びやかな
箔の輝きは日本を代表する漆器の逸品です。
海外では飾皿として使われ喜ばれています。
又、コースターとしても実用的で使い方
色々です。（すべてにスタンド付）

MJ42G-27-07

MJ42G-27-12 MJ42G-27-13 MJ42G-27-14 MJ42G-27-15 MJ42G-27-16

MJ42G-27-08 MJ42G-27-09 MJ42G-27-11MJ42G-27-10

MULTI PAD　− 漆芸マルチパッド −

MOUSE PAD　− 漆芸マウスパッド −

PANEL MAT　− 漆芸パネルマット −

MJ42G-27-07 マウスパッド 日本橋（B） 2V-721

MJ42G-27-09
MJ42G-27-08

マウスパッド 金閣寺（R）
マウスパッド 富士桜（R）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-723
2V-724

MJ42G-27-12 パネルマット・スタンド付 みやび野 1V-429

MJ42G-27-14
MJ42G-27-13

パネルマット・スタンド付 富士桜
パネルマット・スタンド付 雅鶴

￥1,000（＋税）
箱寸／118×118×10mm（梱100）
品寸／105×105×3mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1V-430
1V-431

MJ42G-27-11 マウスパッド みやび（G）
￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-709
MJ42G-27-10 マウスパッド かりん（G） 4V-701

MJ42G-27-16 パネルマット・スタンド付 白富士

￥1,500（＋税）
箱寸／118×118×10mm（梱100）
品寸／105×105×3mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-751
MJ42G-27-15 パネルマット・スタンド付 みやび 2V-750

MJ42G-27-01 MJ42G-27-03

MJ42G-27-05

MJ42G-27-04

MJ42G-27-06

MJ42G-27-02

MJ42G-27-02
MJ42G-27-01

マルチパッド 宝扇（B）
マルチパッド 富士桜（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／182×252×8mm（梱50）
品寸／180×250×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-501
4V-505 MJ42G-27-04

MJ42G-27-03
マルチパッド 宝扇（R）
マルチパッド 富士桜（R）

￥2,500（＋税）
箱寸／182×252×8mm（梱50）
品寸／180×250×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-502
4V-506

MJ42G-27-06
MJ42G-27-05

マルチパッド宝扇（G）
マルチパッド 富士桜（G）

￥3,000（＋税）
箱寸／182×252×8mm（梱50）
品寸／180×250×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-503
5V-504
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MOUSE PAD　− 漆芸マウスパッド −

MJ42G-28-02 マウスパッド 黒富士（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-726

MJ42G-28-01 マウスパッド 三保の松原と富士山（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-725

MJ42G-28-05 ステーショナリー
２点セット黒富士（B）

￥3,500（＋税）
箱寸／185×205×25mm（梱50）
品寸／マウスパッド175×175×4mm		〈Ａ〉		ウ		日本製

ボールペン133mm		〈ア〉		輸加

6V-375

MJ42G-28-06 ステーショナリー
２点セット 紅富士（R）

￥3,500（＋税）
箱寸／185×205×25mm（梱50）
品寸／マウスパッド175×175×4mm		〈Ａ〉		ウ		日本製

ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

6V-631

MJ42G-28-07 ステーショナリー
２点セット 富士桜（R）

￥3,500（＋税）
箱寸／185×205×25mm（梱50）
品寸／マウスパッド175×175×4mm		〈Ａ〉		ウ		日本製

ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

6V-376

MJ42G-28-08 ステーショナリー
２点セット 白富士（G）

￥6,000（＋税）
箱寸／185×205×25mm（梱50）
品寸／マウスパッド175×175×4mm		〈Ａ〉		ウ		日本製

ボールペン133mm　〈ア〉　輸加

8V-531

MJ42G-28-04 マウスパッド 白富士（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-711

MJ42G-28-03 マウスパッド 紅富士（R）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-727

STATIONERY SET　− 漆芸ステーショナリーセット −

MJ42G-28-15 LEDスライドルーペ  富士桜（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

4L-867

MJ42G-28-16 LEDスライドルーペ  三保の松原と富士山（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

4L-864

MJ42G-28-14 LEDスライドルーペ  紅富士（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

4L-856

MJ42G-28-13 LEDスライドルーペ  黒富士（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

4L-855

MJ42G-28-09 カードケース 黒富士（B）
￥2,000（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×60×15mm　〈PU〉　輸加

3V-345

MJ42G-28-12 カードケース 三保の松原と富士山（B）
￥2,000（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×60×15mm　〈PU〉　輸加

3V-348

MJ42G-28-11 カードケース 富士桜（B）
￥2,000（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×60×15mm　〈PU〉　輸加

3V-339

MJ42G-28-10 カードケース 紅富士（B）
￥2,000（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×60×15mm　〈PU〉　輸加

3V-346

レンズを引き出
すとライトがつ
きます。

CARD CASE　− 漆芸カードケース −

LED LOUPE　− 漆芸 LED スライドルーペ −

フタの開閉に磁石を使用しているため、クレジットカード等の
磁気カードは使用しないで下さい。

マウスパッドは最終クリアーコーティング仕上げにより蒔絵を保護し、
なめらかで輝きのある表面を作り上げています。
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MJ42G-29-09

MJ42G-29-05

MJ42G-29-01

MJ42G-29-04

MJ42G-29-02

MJ42G-29-03

MJ42G-29-08

MJ42G-29-06

MJ42G-29-07

MJ42G-29-12

MJ42G-29-15

MJ42G-29-11

MJ42G-29-10 MJ42G-29-13

MJ42G-29-14

MJ42G-29-16

USB MEMORY　− 漆芸 USB メモリー −

CARD CASE　− 漆芸カードケース −

LED LOUPE　− 漆芸 LED ルーペ −

フタの開閉に磁石を使用
しているため、クレジッ
トカード等の磁気カード
は使用しないで下さい。

MJ42G-29-07
MJ42G-29-06

MJ42G-29-08

MJ42G-29-05

カードケース 雅鶴
カードケース 金閣寺

カードケース 光琳梅

カードケース 日本橋

￥2,000（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×60×15mm　〈PU〉　輸加

3V-351
3V-338

3V-352

3V-337

MJ42G-29-03
MJ42G-29-02

MJ42G-29-04

MJ42G-29-01

USBメモリー4GB 富士桜
USBメモリー4GB 金閣寺

USBメモリー4GB 雅鶴

USBメモリー4GB 日本橋

￥5,000（＋税）
箱寸／120×87×40mm（梱20）
品寸／75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加

7L-918
7L-919

7L-926

7L-920

MJ42G-29-11
MJ42G-29-10
MJ42G-29-09

LED ルーペ 金閣寺（R）
LED ルーペ 二羽鶴（R）
LED ルーペ 富士桜（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／100×65×30mm（梱100）
品寸／80×45×12mm　〈Ａ〉　ウ　輸加

4L-217

4L-220
4L-219

MJ42G-29-14
MJ42G-29-13
MJ42G-29-12

LED ルーペ 桜川（G）
LED ルーペ 白富士（G）
LED ルーペ かりん（G）

￥3,000（＋税）
箱寸／100×65×30mm（梱100）
品寸／80×45×12mm　〈Ａ〉　ウ　輸加

5L-204
5L-205

5L-203

MJ42G-29-16
MJ42G-29-15

LEDスライドルーペ 光琳梅
LEDスライドルーペ 雅鶴

￥2,500（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

4L-862
4L-863

レンズを引き出すと
ライトがつきます。

巾着袋付
レンズを引き出すと
ライトがつきます。
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大切な人に想いを届ける
アクセサリーケース

鏡付の小さなアクセサリーケース。
大切なものを優しくしまっておける素敵な小物入れ。内側はフェルト敷きがあります
ので、柔らかく保護します。自分使いでも、海外の方への贈り物にも人気です。

丸くて、小さなアクセサリーケース。
大切なものを優しく、しまっておける素敵な小物入れ。底にフェルト敷きがあります
ので柔らかく保護します。自分使いでも、海外の方への贈り物にも人気です。

￥2,500（＋税）
箱寸／90×90×70mm（梱50）
品寸／80×80×65mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

MJ42G-30-05　姫小箱 （鏡付） はなの 4R-601
MJ42G-30-06　姫小箱 （鏡付） さくら 4R-603
MJ42G-30-07　姫小箱 （鏡付） かりん 4R-602
MJ42G-30-08　姫小箱 （鏡付） 桜川 4R-604

￥2,500（＋税）
箱寸／97×97×53mm（梱50）
品寸／φ88×47mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

MJ42G-30-13　3.0 アクセサリーケース はなの 4V-371
MJ42G-30-14　3.0 アクセサリーケース さくら 4V-373
MJ42G-30-15　3.0 アクセサリーケース かりん 4V-372
MJ42G-30-16　3.0 アクセサリーケース 桜川 4V-374

￥2,000（＋税）
箱寸／90×90×70mm（梱50）
品寸／80×80×65mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

MJ42G-30-03　姫小箱 （鏡付） 赤富士 3R-760
MJ42G-30-04　姫小箱 （鏡付） 波 3R-761

￥2,000（＋税）
箱寸／97×97×53mm（梱50）
品寸／φ88×47mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

MJ42G-30-11　3.0 アクセサリーケース 赤富士 3V-491
MJ42G-30-12　3.0 アクセサリーケース 波 3V-492

￥1,600（＋税）
箱寸／90×90×70mm（梱50）
品寸／80×80×65mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

MJ42G-30-01　姫小箱 （鏡付） みやび野 3R-770
MJ42G-30-02　姫小箱 （鏡付） さくら野 3R-780

￥1,600（＋税）
箱寸／97×97×53mm（梱50）
品寸／φ88×47mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

MJ42G-30-09　3.0 アクセサリーケース みやび野 2V-490
MJ42G-30-10　3.0 アクセサリーケース さくら野 3V-495

ACCESSORY CASE　− 漆芸アクセサリーケース −

MJ42G-30-01

MJ42G-30-09

MJ42G-30-13

MJ42G-30-11

MJ42G-30-15

MJ42G-30-05

MJ42G-30-03

MJ42G-30-07

MJ42G-30-02

MJ42G-30-10

MJ42G-30-14

MJ42G-30-12

MJ42G-30-16

MJ42G-30-06

MJ42G-30-04

MJ42G-30-08
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箱寸／80×80×17mm（梱100）
品寸／70×70×8mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

箱寸／75×75×10mm（梱100）　　品寸／68×65×10mm　〈PU〉　輸加

箱寸／72×72×15mm（梱100）　　品寸／63×60×10mm　〈PU〉　輸加

伝統工芸で培われた「塗りの技術」
「蒔絵の技術」「箔の輝き」は
日本が世界に誇る匠の技です。
お出かけに便利なポケットサイズの
コンパクトミラー

（拡大鏡付）です。

可愛い蒔絵・美しい蒔絵
普段使いに楽しい自家需アイテム
ソフトタッチの可愛い
コンパクトミラー（拡大鏡付）です。

MJ42G-31-09　みやび野 ミニコンパクト
￥1,200（＋税）	 2L-708

MJ42G-31-11　輝桜 ミニコンパクト
￥1,500（＋税）	 2L-774

MJ42G-31-15　かりん ミニコンパクト
￥2,000（＋税）	 3L-714

MJ42G-31-12　春秋 R ミニコンパクト
￥1,200（＋税）	 2L-773

MJ42G-31-13　さくら野 ミニコンパクト
￥1,200（＋税）	 2L-730

MJ42G-31-16　白富士 ミニコンパクト
￥2,000（＋税）	 3L-720

MJ42G-31-14　舞桜 ミニコンパクト
￥2,000（＋税）	 3L-735

MJ42G-31-10　富士桜 ミニコンパクト
￥1,500（＋税）	 2L-771

MJ42G-31-08　ソフトコンパクト S 京雅
￥1,500（＋税）	 2L-768

MJ42G-31-05　ソフトコンパクト S 宝扇
￥1,500（＋税）	 2L-765

MJ42G-31-02　ソフトコンパクト R 桜川
￥1,300（＋税）	 2L-762

MJ42G-31-07　ソフトコンパクト S 富士雅桜
￥1,500（＋税）	 2L-767

MJ42G-31-04　ソフトコンパクト R さくら野
￥1,300（＋税）	 2L-764

MJ42G-31-01　ソフトコンパクト R かりん
￥1,300（＋税）	 2L-761

MJ42G-31-06　ソフトコンパクト S 富士桜
￥1,500（＋税）	 2L-766

MJ42G-31-03　ソフトコンパクト R 輝桜
￥1,300（＋税）	 2L-763

COMPACT CASE　− 漆芸コンパクトケース −

SOFT COMPACT MIRROR　− 漆芸ソフトコンパクトミラー −

丸と角 あなたの好みで選べる８アイテム
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箱寸／148×100×60mm（梱50）
品寸／134×90×53　〈Ａ〉　ウ　日本製

鏡付の小さな可愛いケース
盛り蒔絵の技が冴える、日本の美しさがきわだつ。

MJ42G-32-01　プチアクセサリーBOX 富士桜
￥2,500（＋税）	 4V-345

MJ42G-32-02　プチアクセサリーBOX 雅鶴
￥2,500（＋税）	 4V-346

MJ42G-32-03　プチアクセサリーBOX 京雅
￥2,500（＋税）	 4V-347

MJ42G-32-04　プチアクセサリーBOX 雅桜
￥2,500（＋税）	 4V-348

MJ42G-32-05　プチアクセサリーBOX さくら
￥3,000（＋税）	 5V-390

MJ42G-32-06　プチアクセサリーBOX はなの
￥3,000（＋税）	 5V-391

MJ42G-32-07　プチアクセサリーBOX 富士雅桜
￥3,000（＋税）	 5V-392

MJ42G-32-08　プチアクセサリーBOX かりん
￥3,000（＋税）	 5V-393

MJ42G-32-09　プチアクセサリーBOX みやび
￥3,000（＋税）	 5V-394

PETIT ACCESSORY BOX　− 漆芸プチアクセサリー BOX −

用途・好みに合わせて選ばれた９アイテム

箱寸／265×143×18mm（梱50）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

お部屋に飾れるようにスタンドが付いています。
伝統的なデザインを中心に幅広い絵柄が揃っています。
日常的に使える素敵なアイテムを揃えました。

MJ42G-32-10　みやび野 手鏡・スタンド付
￥2,000（＋税）	 	 3L-801

MJ42G-32-11　雅桜 手鏡・スタンド付
￥2,500（＋税）	 	 4L-212

MJ42G-32-13　白富士 手鏡・スタンド付
￥3,000（＋税）	 5L-802

HAND MIRROR　− 漆芸手鏡 −

MJ42G-32-14 みやび 手鏡・スタンド付

￥3,000（＋税） 5L-207

MJ42G-32-12 初音 手鏡・スタンド付

￥2,500（＋税） 4L-207

MJ42G-32-15 光琳梅 手鏡・スタンド付

￥3,000（＋税） 5L-518
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MJ42G-33-10
MJ42G-33-09

漆芸バレッタ長角（小）舞桜（G） 桐箱入り
漆芸バレッタ長角（小）かりん（G） 桐箱入り

￥3,500（＋税）
箱寸／153×80×45mm（梱100）
品寸／105×28×22mm　〈ア〉　ウ　日本製

6X-102
6X-101

MJ42G-33-12
MJ42G-33-11

漆芸バレッタ長角（小） 舞桜（ I ）
漆芸バレッタ長角（小） かりん（ I ）

￥2,500（＋税）
箱寸／140×70×35mm（梱100）
品寸／105×28×22mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-107
4X-106

MJ42G-33-14
MJ42G-33-13

漆芸バレッタ長角（小） 舞桜（B）
漆芸バレッタ長角（小） かりん（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／140×70×35mm（梱100）
品寸／105×28×22mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-109
4X-108

MJ42G-33-09

MJ42G-33-10

MJ42G-33-11

MJ42G-33-13

MJ42G-33-12

MJ42G-33-14

MJ42G-33-08
MJ42G-33-07

漆芸バレッタ小判 金閣寺（R）
漆芸バレッタ小判 初音（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／140×70×35mm（梱100）
品寸／105×35×20mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-105
4X-104

MJ42G-33-03
MJ42G-33-02
MJ42G-33-01

漆芸バレッタ長角（大） 京雅（R）
漆芸バレッタ長角（大） 京雅（B）
漆芸バレッタ長角（大）  ぼたん （B）

￥2,500（＋税）
箱寸／140×70×35mm（梱100）
品寸／105×35×22mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-113
4X-112
4X-111

VALLETTA　− 漆芸バレッタ −

MJ42G-33-01

MJ42G-33-04

MJ42G-33-06

MJ42G-33-05

MJ42G-33-02 MJ42G-33-08

MJ42G-33-07

MJ42G-33-03

MJ42G-33-06
MJ42G-33-05
MJ42G-33-04

漆芸バレッタ長角（小） 華雅（B）
漆芸バレッタ長角（小） ききょう（R）
漆芸バレッタ長角（小）鉄仙（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／140×70×35mm（梱100）
品寸／105×28×22mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-116
4X-115
4X-114

−MADE IN JAPAN−

盛り蒔絵の豪華さ、美しさ、そして箔の持つ輝きは  
日本の伝統美そのものです。
全世界へ発信します。
キラキラしたバレッタもいいけど私にはシックなテイストも好き。
そんな女性にこそ楽しんで頂きたいシリーズです。
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MJ42G-34-06
MJ42G-34-05
MJ42G-34-04

漆芸バレッタ長角（大） 風神雷神（B）
漆芸バレッタ長角（大） 波（B）
漆芸バレッタ長角（大） 赤富士（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／140×70×35mm（梱100）
品寸／105×35×22mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-103
4X-102
4X-101

MJ42G-34-03
MJ42G-34-02
MJ42G-34-01

漆芸扇子 風神雷神
漆芸扇子 波
漆芸扇子 赤富士

￥3,500（＋税）
箱寸／235×40×18mm（梱100）
品寸／405×225×18mm　〈竹・紙〉　輸加

6L-680
6L-679
6L-678

MJ42G-34-05

MJ42G-34-06

MJ42G-34-04

MJ42G-34-07 MJ42G-34-08 MJ42G-34-09

HAIRPIN　− 漆芸かんざし −

JAPANESE FAN　− 漆芸扇子 −

MJ42G-34-09
MJ42G-34-08
MJ42G-34-07

漆芸かんざし 風神雷神（B）
漆芸かんざし 波（B）
漆芸かんざし 赤富士（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／145×100×25mm（梱100）
品寸／132×93×20mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-133
4X-132
4X-131

MJ42G-34-13
MJ42G-34-12
MJ42G-34-11
MJ42G-34-10

漆芸かんざし 京雅（B）
漆芸かんざし 京雅（R）
漆芸かんざし 華雅（B）
漆芸かんざし ぼたん（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／145×100×25mm（梱100）
品寸／132×93×20mm　〈ア〉　ウ　日本製

4X-137
4X-136
4X-135
4X-134

MJ42G-34-11 MJ42G-34-12 MJ42G-34-13MJ42G-34-10

扇紙の折り山には
カラフルな蒔絵に切り箔をほどこした
高級感あふれる仕上げになっております。

扇子は日本では涼をとるだけでなく、装飾品として、
又末広がりの縁起物として活躍する工芸品です。

MJ42G-34-01

MJ42G-34-02

MJ42G-34-03
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レンズを引き出すと
ライトがつきます。

MJ42G-35-02 マウスパッド 兼六園（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-731

MJ42G-35-01 マウスパッド 兼六園（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-728

MJ42G-35-11 カードケース 兼六園（B） 3V-357
MJ42G-35-12 カードケース 石川門（B）

￥2,000（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×60×15mm　〈PU〉　輸加

3V-358

MJ42G-35-05 USBメモリー4GB 兼六園（B） 7L-928
MJ42G-35-06 USBメモリー4GB 石川門（B）

￥5,000（＋税）
箱寸／120×87×40mm（梱20）
品寸／75×20×6mm　〈Ａ〉　輸加

7L-929

MJ42G-35-13 LEDスライドルーペ 兼六園（B） 4L-866
MJ42G-35-14 LEDスライドルーペ 石川門（B）

￥2,500（＋税）
箱寸／130×95×20mm（梱100）
品寸／95×55×7mm　〈Ａ〉　輸加

4L-865

MJ42G-35-07 漆芸ボールペン  兼六園（B）

￥2,000（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

3L-767

MJ42G-35-09 漆芸ボールペン  石川門（B）

￥2,000（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

3L-768

MJ42G-35-08 漆芸ボールペン  兼六園（G）

￥3,500（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

6L-235

MJ42G-35-10 漆芸ボールペン  石川門（G）

￥3,500（＋税）
箱寸／170×56×25mm（梱100）
品寸／133mm　〈ア〉　輸加

6L-236

MJ42G-35-04 マウスパッド 石川門（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-732

MJ42G-35-03 マウスパッド 石川門（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-729

MJ42G-35-07

MJ42G-35-11

MJ42G-35-05

MJ42G-35-06

MJ42G-35-13

MJ42G-35-12 MJ42G-35-14

MJ42G-35-08 MJ42G-35-09 MJ42G-35-10

ことじ灯籠・金沢城

古都金沢
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MJ42G-36-04 桜づくし7.0 桜鉢ペア

￥4,000（＋税）
箱寸／215×215×50mm（梱30）
品寸／207×207×38mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

7M-651

MJ42G-36-06

MJ42G-36-07

MJ42G-36-05 桜づくし 風雅鉢 サーバー付

￥4,000（＋税）
箱寸／245×245×90mm（梱24）
品寸／鉢238×238×73mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製
	 サーバー250mm　〈ア〉　日本製

6M-781

MJ42G-36-03 桜づくし10.0 さくら鉢

￥3,500（＋税）
箱寸／305×305×40mm（梱24）
品寸／295×295×35mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

5M-741

MJ42G-36-01 桜づくし 10.0 丸盆

￥3,500（＋税）
箱寸／310×310×28mm（梱32）
品寸／φ298×18mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4M-131

MJ42G-36-02 桜づくし 汁椀ペア 木箱入

￥2,500（＋税）
箱寸／250×128×85mm（梱32）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　ウ　日本製

4T-321

MJ42G-36-07
MJ42G-36-06

桜づくし 5.0 三段重 溜
桜づくし 5.0 三段重 朱

￥4,000（＋税）
箱寸／160×160×160mm（梱24）
品寸／150×150×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-601
7R-602

桜づくし − sakurazukushi −

桜をモチーフに使いやすい漆器として、

特に普段使いの食器にこだわって作られたシリーズです。

蒔絵については様々なスクリーン技術を用いて、

多様なレイアウトを可能にしました。

かわいくて美しい桜のデザインは食卓の演出として

なくてはならない逸品です。
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さくら野
つくる人、つかう人。贈る人と贈られる人。
いろいろなきもちが出会い、ふれあい、結ばれる。
そうした考えを基本に、「さくら」を創作しました。
蒔絵師の感性と、愛すべき
日本の和の香気が調和し、使い、使われて、
求められる世界をお届けいたします。

MJ42G-37-01 さくら野 ダブルピクチャー　赤

￥2,500（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱30）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-612

MJ42G-37-02 さくら野 ミニ宝石箱　赤

￥3,000（＋税）
箱寸／140×85×75mm（梱40）
品寸／130×75×68mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-338

MJ42G-37-03 さくら野 プチピクチャー　赤

￥1,000（＋税）
箱寸／130×102×20mm（梱100）
品寸／120×93×15mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1V-620

MJ42G-37-04

MJ42G-37-05

MJ42G-37-04 さくら野 姫手鏡　赤

￥1,000（＋税）
箱寸／130×80×17mm（梱100）
品寸／121×73×6mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1L-810
MJ42G-37-05 さくら野 姫手鏡　黒 1L-830 MJ42G-37-06 さくら野 印鑑ケース　赤

￥1,300（＋税）
箱寸／105×90×30mm（梱80）
品寸／95×80×25mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-330

MJ42G-37-07 さくら野 ピクチャー 赤

￥1,500（＋税）
箱寸／178×170×30mm（梱48）
品寸／167×23×161mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-307

MJ42G-37-08 さくら野 名刺入れ　赤

￥1,200（＋税）
箱寸／115×83×37mm（梱80）
品寸／110×74×32mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-334
MJ42G-37-09 さくら野 名刺入れ　黒 2V-335

MJ42G-37-08

MJ42G-37-09

MJ42G-37-10 さくら野 雅印鑑ケース　赤

￥1,800（＋税）
箱寸／178×85×40mm（梱40）
品寸／167×75×30mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-308

MJ42G-37-11 さくら野 ミニリモコンラック　赤

￥1,600（＋税）
箱寸／155×95×120mm（梱48）
品寸／150×90×115mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-721

MJ42G-37-12 さくら野 手鏡（スタンド付）　赤

￥2,000（＋税）
箱寸／265×143×18mm（梱40）
品寸／256×129×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3L-802

MJ42G-37-13 さくら野 アクセサリーBOX　赤

￥2,500（＋税）
箱寸／180×125×60mm（梱40）
品寸／165×115×53mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-380

標準サイズＬ判が入れられます。

標準サイズＬ判が入れられます。

手のひらにおさまる小さな手鏡
持ち運びやすい大きさです。
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上品な漆調の作り

みやび野

蒔絵技術を施したあでやかな商品です。
格調高く、繊細で優美な和の落ち着いた
たたずまいを楽しめます。

MJ42G-38-03 みやび野 プチピクチャー

￥1,000（＋税）
箱寸／130×102×20mm（梱100）
品寸／120×93×15mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1V-604

MJ42G-38-02 みやび野 ミニ宝石箱

￥3,000（＋税）
箱寸／140×85×75mm（梱40）
品寸／130×75×68mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-360

MJ42G-38-01 みやび野 ダブルピクチャー

￥2,500（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱30）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-611

MJ42G-38-04 みやび野 小判小物入れ

￥1,000（＋税）
箱寸／105×75×28mm（梱100）
品寸／95×63×23mm　〈U〉　ウ　日本製

1V-605

MJ42G-38-06 みやび野 名刺入れ

￥1,200（＋税）
箱寸／115×83×37mm（梱80）
品寸／110×74×32mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-302

MJ42G-38-05 みやび野 姫手鏡

￥1,000（＋税）
箱寸／130×80×17mm（梱100）
品寸／121×73×6mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1L-709

MJ42G-38-11 みやび野 合せ鏡（スタンド付）

￥2,000（＋税）
箱寸／208×175×23mm（梱40）
品寸／200×165×18mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3L-730

MJ42G-38-12 みやび野 プチアクセサリーBOX

￥2,000（＋税）
箱寸／145×100×60mm（梱40）
品寸／134×89×52mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-497

MJ42G-38-13 みやび野 携帯＆ペンスタンド

￥2,500（＋税）
箱寸／155×110×65mm（梱40）
品寸／142×60×99mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4L-869

MJ42G-38-08 みやび野 ペンBOX

￥1,500（＋税）
箱寸／215×78×37mm（梱60）
品寸／204×68×32mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-303

MJ42G-38-09 みやび野 はがき入

￥1,500（＋税）
箱寸／208×133×30mm（梱60）
品寸／198×122×27mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-304

MJ42G-38-10 みやび野 リモコンラック

￥1,600（＋税）
箱寸／155×95×120mm（梱48）
品寸／150×90×115mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-607

MJ42G-38-07 みやび野 ピクチャー

￥1,500（＋税）
箱寸／178×170×30mm（梱48）
品寸／167×23×161mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-308

標準サイズＬ判が入れられます。

標準サイズＬ判が入れられます。
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MJ42G-39-02 J-Story 木質汁椀ペア 漆

￥2,500（＋税）
箱寸／240×120×80mm（梱40）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

4T-351

MJ42G-39-03 J-Story 木質筋入汁椀 ペア 漆

￥3,000（＋税）
箱寸／240×120×75mm（梱40）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

5T-341

MJ42G-39-04 J-Story 多用椀 ペア 漆

￥3,500（＋税）
箱寸／280×140×95mm（梱24）
品寸／φ131×86mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

6T-591

MJ42G-39-01 J-Story 7.5 梅型鉢 漆 溜

￥3,500（＋税）
箱寸／235×235×45mm（梱32）
品寸／φ225×40　〈木質〉　漆　日本製

6M-811

MJ42G-39-06 J-Story 木質 梅皿ペア 漆

￥3,500（＋税）
箱寸／220×220×35mm（梱40）
品寸／φ210×15mm　〈木質〉　漆　日本製

5P-551

MJ42G-39-05 J-Story 8.0 風雅鉢 漆 銀朱

￥4,000（＋税）
箱寸／250×250×80mm（梱24）
品寸／238×238×74　〈Ｆ〉　漆　日本製

6M-791

MJ42G-39-07 J-Story 7.0 桜鉢ペア 漆

￥4,000（＋税）
箱寸／215×215×50mm（梱36）
品寸／φ207×38mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

7M-601

MJ42G-39-09 J-Story ボールペア 漆

￥4,000（＋税）
箱寸／180×180×98mm（梱36）
品寸／φ170×75mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

5M-815

MJ42G-39-08 J-Story 木質 フリーカップペア 漆

￥3,500（＋税）
箱寸／200×110×98mm（梱40）
品寸／φ88×89mm　〈木質〉　漆　日本製

5T-901

MJ42G-39-10 J-Story 五彩汁椀揃 漆

￥6,000（＋税）
箱寸／245×120×120mm（梱20）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

7T-311

-漆の美-
「ウルシ」のつややかな色合いと風合い

日本古来よりの伝統がつくる、ぬくもりとやさしさ。

使い易く、日常の器として、安心してお使いいただけます。

彩りある豊かな食卓をおたのしみ下さい。
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朱と溜の深み、
　　手になじむ質感。
漆器は日本を代表する伝統工芸品。

普段づかいの器に、こだわりのある品を、

漆の風合いを心やさしく贈ります。

MJ42G-40-06 J-Story 木質 7.0 菊深鉢 漆 溜

￥5,000（＋税）
箱寸／220×220×87mm（梱20）
品寸／φ210×80mm　〈木質〉　漆　日本製

7M-781

MJ42G-40-03 J-Story 木質 5.0 菊ボールペア 漆

￥3,500（＋税）
箱寸／145×145×80mm（梱40）
品寸／φ136×58mm　〈木質〉　漆　日本製

6M-606

MJ42G-40-05 J-Story 木質 8.0 菊鉢 漆 溜 

￥3,500（＋税）
箱寸／250×250×45mm（梱36）
品寸／φ240×41mm　〈木質〉　漆　日本製

6M-831

MJ42G-40-02 J-Story 木質 4.0 菊小鉢ペア 漆

￥2,500（＋税）
箱寸／248×125×40mm（梱40）
品寸／φ112×36mm　〈木質〉　漆　日本製

4M-753

MJ42G-40-04 J-Story 木質 7.0 菊皿ペア 漆

￥3,500（＋税）
箱寸／220×220×35mm（梱40）
品寸／φ210×20mm　〈木質〉　漆　日本製

5P-600

MJ42G-40-01 J-Story 木質 6.0 菊皿ペア 漆

￥3,000（＋税）
箱寸／198×198×25mm（梱40）
品寸／φ188×14mm　〈木質〉　漆　日本製

5P-605
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塗り重ねた光沢に、
優雅な職人芸が息づく。
漆器はジャパンとも言われ、優雅でしっとりとした感覚で

高く評価されております。

MJ42G-41-07 雅木質 漆 夫婦椀 コマ帯

￥3,600（＋税）
箱寸／240×120×75mm（梱40）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

6T-204

MJ42G-41-04 木質 漆 夫婦椀 白檀 市松

￥3,800（＋税）
箱寸／240×120×80mm（梱40）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

5T-515

MJ42G-41-01 八角皿（小）ペア 漆 白檀 市松

￥5,000（＋税）
箱寸／195×195×22mm（梱40）
品寸／185×185×10mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

7P-603

MJ42G-41-08 雅木質 漆 カップペア コマ帯

￥4,000（＋税）
箱寸／200×110×98mm（梱40）
品寸／φ87×88mm　〈木質〉　漆　日本製

6K-101

MJ42G-41-05 木質 漆 カップペア 白檀 市松

￥4,000（＋税）
箱寸／200×110×98mm（梱40）
品寸／φ88×89mm　〈木質〉　漆　日本製

6K-103

MJ42G-41-02 八角プレート（大） 漆 白檀 市松 あかね

￥5,000（＋税）
箱寸／260×260×20mm（梱24）
品寸／250×250×12mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

7M-186

MJ42G-41-09 木質 漆 7.0 皿ペア コマ帯

￥4,000（＋税）
箱寸／220×220×38mm（梱40）
品寸／φ210×23mm　〈木質〉　漆　日本製

7P-560

MJ42G-41-06 渕太丸皿ペア 漆 白檀 市松

￥4,000（＋税）
箱寸／210×210×26mm（梱40）
品寸／φ198×11mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

6P-608

MJ42G-41-03 八角プレート（大） 漆 白檀 市松

￥5,000（＋税）
箱寸／260×260×20mm（梱24）
品寸／250×250×12mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

7M-187

古くから、色合いを重ねてデザイン化されたものを独
コマ
楽模様と呼んでいます。

独楽は「よくまわる」ことから「仕事・お金がまわる」と言われ、縁起がよく、贈り物やハレの席に最適の商品です。

銀蒔絵や箔の上に漆をぬり、その透けぐあいが落ちついた雰囲気を醸し出し、
現代の生活スタイルに合った商品になっております。

コマ帯

白檀塗り
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MJ42G-42-06 雅木質 漆 百合型筋入夫婦椀 花菱

￥3,800（＋税）
箱寸／240×120×75mm（梱40）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

6T-202

MJ42G-42-03 8.0 漆丸盆 赤 さくら

￥3,000（＋税）
箱寸／250×250×25mm（梱40）
品寸／φ239×16mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

5M-126

MJ42G-42-01 7.0 漆丸盆 赤 うさぎ

￥2,500（＋税）
箱寸／220×220×20mm（梱40）
品寸／φ212×13mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

4M-116

MJ42G-42-05 雅木質 漆 ひさご夫婦椀 ひさご春秋

￥3,800（＋税）
箱寸／210×110×80mm（梱40）
品寸／φ100×74mm　〈木質〉　漆　日本製

6T-201

MJ42G-42-07 雅木質 漆 百合型夫婦椀 手描き春秋

￥3,800（＋税）
箱寸／240×120×75mm（梱40）
品寸／φ112×70mm　〈木質〉　漆　日本製

6T-203

MJ42G-42-04 8.0 漆丸盆 黒 松竹梅

￥3,000（＋税）
箱寸／250×250×25mm（梱40）
品寸／φ239×16mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

5M-127

MJ42G-42-02 7.0 漆丸盆 黒 吉祥鶴

￥2,500（＋税）
箱寸／220×220×20mm（梱40）
品寸／φ212×13mm　〈Ｆ〉　漆　日本製

4M-117

MJ42G-42-08 木質 漆 夫婦椀 さくら 

￥3,500（＋税）
箱寸／240×120×80mm（梱40）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

6T-205

MJ42G-42-09 J-Story ぼかし塗 木質 漆 汁椀 ペア

￥3,500（＋税）
箱寸／240×120×80mm（梱40）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　漆　日本製

6T-326

MJ42G-42-10 J-Story ぼかし塗 雅木質 漆 カップペア

￥4,000（＋税）
箱寸／200×110×98mm（梱40）
品寸／φ87×88mm　〈木質〉　漆　日本製

7K-005

普段使いの器に
こだわりのある品を
心優しく贈ります。

お茶やお菓子をのせて、
おもてなしに、

一服のひとときに、
小さくて　

かわいいサイズの　
お盆は最適です。

古来よりの伝統がつくる
近代山中漆器。
成型・塗り・加飾に
手づくり感のある
ぬくもりとやさしさを贈ります。
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MJ42G-43-12
MJ42G-43-11

漆磨カップ 二重ストレート かがやき 白檀 赤
漆磨カップ 二重ストレート かがやき 白檀 黒

￥12,000（＋税）
箱寸／80×135×74mm（梱30）
品寸／φ70×121mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-508
8K-507

MJ42G-43-06
MJ42G-43-05

漆磨カップ 二重ストレート かがやき 赤
漆磨カップ 二重ストレート かがやき 黒

￥11,000（＋税）
箱寸／80×135×74mm（梱30）
品寸／φ70×121mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-524
8K-523

MJ42G-43-10
MJ42G-43-09

漆磨二重 ダルマカップ かがやき 白檀 赤
漆磨二重 ダルマカップ かがやき 白檀 黒

￥10,000（＋税）
箱寸／85×95×82mm（梱30）
品寸／φ74×85mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-506
8K-505

MJ42G-43-04
MJ42G-43-03

漆磨二重 ダルマカップ かがやき 赤
漆磨二重 ダルマカップ かがやき 黒

￥9,000（＋税）
箱寸／85×95×82mm（梱30）
品寸／φ74×85mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-522
8K-521

MJ42G-43-08
MJ42G-43-07

漆磨二重ぐい吞み かがやき 白檀 赤
漆磨二重ぐい吞み かがやき 白檀 黒

￥9,000（＋税）
箱寸／70×70×56mm（梱30）
品寸／φ62×50mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-510
8K-509

MJ42G-43-02
MJ42G-43-01

漆磨二重ぐい吞み かがやき 赤
漆磨二重ぐい吞み かがやき 黒

￥8,000（＋税）
箱寸／70×70×56mm（梱30）
品寸／φ62×50mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-526
8K-525

MJ42G-43-01

MJ42G-43-07

MJ42G-43-03

MJ42G-43-09

MJ42G-43-05

MJ42G-43-11

MJ42G-43-02

MJ42G-43-08

MJ42G-43-04

MJ42G-43-10

MJ42G-43-06

MJ42G-43-12

このような箱に
入っています。

山中漆器の塗り・蒔絵の技術と
　　　燕三条の研磨技術のマリアージュ
　洗練された職人の技が飲み物を美味しくする
　　　　　　　魔法のようなぐい飲み・カップ
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MJ42G-44-14
MJ42G-44-13

漆磨二重ストレートカップ 白檀 赤
漆磨二重ストレートカップ 白檀 黒

￥10,000（＋税）
箱寸／80×135×74mm（梱30）
品寸／φ70×121mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-518
8K-517

MJ42G-44-08
MJ42G-44-07

漆磨二重ロック ダルマカップ 白檀 赤
漆磨二重ロック ダルマカップ 白檀 黒

￥8,000（＋税）
箱寸／85×95×82mm（梱30）
品寸／φ74×85mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-516
8K-515

MJ42G-44-12
MJ42G-44-11

漆磨カップ シングル L 白檀 赤
漆磨カップ シングル L 白檀 黒

￥8,000（＋税）
箱寸／100×165×95mm（梱50）
品寸／φ80×150mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-514
8K-513

MJ42G-44-06
MJ42G-44-05

漆磨二重ぐい吞み 白檀 赤
漆磨二重ぐい吞み 白檀 黒

￥8,000（＋税）
箱寸／70×70×56mm（梱30）
品寸／φ62×50mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-520
8K-519

MJ42G-44-10
MJ42G-44-09

漆磨カップ シングル S 白檀 赤
漆磨カップ シングル S 白檀 黒

￥7,500（＋税）
箱寸／75×130×70mm（梱50）
品寸／φ63×115mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-512
8K-511

MJ42G-44-03 漆磨カップ シングル L 手描き 富士に鶴

￥11,000（＋税）
箱寸／100×165×95mm（梱30）
品寸／φ80×150mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-501

MJ42G-44-01 漆磨二重ぐい吞み 手描き 富士に鶴

￥10,000（＋税）
箱寸／70×70×56mm（梱30）
品寸／φ62×50mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-504

MJ42G-44-04 漆磨カップ 二重ストレート 手描き 富士に鶴

￥13,000（＋税）
箱寸／80×135×74mm（梱30）
品寸／φ70×121mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-502

MJ42G-44-02 漆磨二重 ダルマカップ 手描き 富士に鶴

￥11,000（＋税）
箱寸／85×95×82mm（梱30）
品寸／φ74×85mm　〈ステンレス〉　漆　日本製

8K-503

MJ42G-44-05

MJ42G-44-09 MJ42G-44-13
MJ42G-44-11

MJ42G-44-07MJ42G-44-06

MJ42G-44-10 MJ42G-44-14MJ42G-44-12

MJ42G-44-08
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MJ42G-45-01 フリーカップペア 光輝

￥3,000（＋税）
箱寸／200×110×98mm（梱32）
品寸／φ88×89mm　〈木質〉　ウ　日本製

5K-142

MJ42G-45-03
MJ42G-45-02

フリースタンド 光輝 洗朱
フリースタンド 光輝 黒

￥2,500（＋税）
箱寸／95×105×60mm（梱30）
品寸／85×93×55mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

4V-527
4V-526

MJ42G-45-05
MJ42G-45-04

プチアクセサリーBOX 光輝 洗朱
プチアクセサリーBOX 光輝 黒

￥2,500（＋税）
箱寸／145×100×60mm（梱36）
品寸／135×90×52mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-350
4V-349

MJ42G-45-09
MJ42G-45-08

リモコンBOX 光輝 洗朱
リモコンBOX 光輝 黒

￥3,500（＋税）
箱寸／210×120×156mm（梱24）
品寸／200×110×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-331
6V-330

MJ42G-45-13
MJ42G-45-12

8.0 盛鉢 光輝 洗朱
8.0 盛鉢 光輝 黒

￥3,000（＋税）
箱寸／240×240×60mm（梱32）
品寸／φ234×56mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5M-769
5M-768

MJ42G-45-07
MJ42G-45-06

回転リモコンラック 光輝 洗朱
回転リモコンラック 光輝 黒

￥1,800（＋税）
箱寸／115×170×100mm（梱40）
品寸／110×110×162mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-719
3V-718

MJ42G-45-11
MJ42G-45-10

9.0 丸盆 光輝 洗朱
9.0 丸盆 光輝 黒

￥2,500（＋税）
箱寸／275×275×25mm（梱36）
品寸／φ270×20mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4M-133
4M-132

Kouk i  −光輝−

MJ42G-45-02

MJ42G-45-04

MJ42G-45-05MJ42G-45-03

MJ42G-45-06

MJ42G-45-10 MJ42G-45-12
MJ42G-45-13MJ42G-45-11

MJ42G-45-08

MJ42G-45-09MJ42G-45-07

紋入可能
P45 の商品は
菊紋入れを承ります。
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MJ42G-46-01 J-Zone 風雅 汁椀ペア

￥2,500（＋税）
箱寸／270×135×80mm（梱40）
品寸／φ125×75mm　〈PET〉　ウ　日本製

3T-318

MJ42G-46-02 J-Zone 風雅 フリーカップペア

￥3,000（＋税）
箱寸／200×110×98mm（梱32）
品寸／φ88×89mm　〈木質〉　ウ　日本製

5K-138

MJ42G-46-05 J-Zone 風雅 5.0 三段重

￥4,000（＋税）
箱寸／160×160×170mm（梱20）
品寸／150×150×158mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-358

MJ42G-46-06 J-Zone 風雅 8.0オードブル

￥5,000（＋税）
箱寸／255×255×120mm（梱16）
品寸／242×242×113mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-848

MJ42G-46-04 J-Zone 風雅 8.0 鉢

￥3,800（＋税）
箱寸／250×250×80mm（梱20）
品寸／238×238×74mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6M-608

MJ42G-46-03 J-Zone 風雅 コーヒートレー

￥3,500（＋税）
箱寸／455×205×50mm（梱24）
品寸／442×192×46mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6M-128

池田 晃
Akira Ikeda

GOD HAND を持つ鉄人
手描きのスペシャリスト
50 年間筆一本で作り上げた作風は、今日の山中漆器の原点
となる歴史を刻んできました。
コツコツと少しづつ鍛え上げた実力は、他に類を見ないオ
リジナリティとして今も輝き続けています。
現在 77 歳、長男和人氏が継いでいるが、生涯現役として
ポジティブに新作に挑戦しています。

Fuga  −風雅−
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MJ42G-47-03 ミニリモコンラック 翔鶴

￥1,500（＋税）
箱寸／155×95×120mm（梱48）
品寸／150×90×115mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-340

MJ42G-47-06リモコンラック 翔鶴

￥2,500（＋税）
箱寸／210×117×163mm（梱20）
品寸／200×110×152mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-060

MJ42G-47-01 丸花生（小） 板台付 翔鶴

￥4,000（＋税）
箱寸／270×90×80mm（梱30）
品寸／花生φ60×255mm　板台254×60×8mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-110

MJ42G-47-07 10.0 丸盆 翔鶴

￥3,000（＋税）
箱寸／310×310×20mm（梱30）
品寸／φ297×17mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

5M-120

MJ42G-47-09 11.5 多用文庫 翔鶴

￥5,000（＋税）
箱寸／360×270×95mm（梱16）
品寸／343×255×86mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-310

MJ42G-47-11 屏風時計（大） 翔鶴

￥6,000（＋税）
箱寸／255×240×60mm（梱24）
品寸／470×40×225mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7W-280

MJ42G-47-12 電波時計付キーBOX 翔鶴

￥10,000（＋税）
箱寸／310×240×100m（梱12）
品寸／296×220×95mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
※ムーブメント中国製

8W-008

MJ42G-47-02 丸花生（大） 板台付 翔鶴

￥5,000（＋税）
箱寸／275×110×85mm（梱30）
品寸／花生φ75×255mm　板台254×60×8mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-110

MJ42G-47-10 パネルピクチャー 翔鶴

￥3,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱36）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-360

MJ42G-47-04 角朱肉入れ 翔鶴

￥3,500（＋税）
箱寸／115×115×45mm（梱40）
品寸／98×98×36mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

4V-390

MJ42G-47-05 長角印鑑セット 翔鶴

￥4,000（＋税）
箱寸／165×95×45mm（梱40）
品寸／150×80×36mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

5V-520

MJ42G-47-08 6.5 三段重 翔鶴

￥5,000（＋税）
箱寸／210×210×190mm（梱12）
品寸／198×198×184mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-790

日展作家『塚田外志男』。

伝統に裏打ちされた、確かな技を礎に

新たな魅力を現代の漆器に生み出します。

扉を開けると
キー BOX に

なっています。

電 波

翔鶴 − shoukaku −

塚田 外志男
Toshio Tsukata

日展作家
昭和 12 年 3 月 31 日　石川県山中町に生まれる。
石川県工業試験場に在任中、工業デザイン、日本画を学び、
のち、父塚田 正に山中蒔絵の手ほどきを受ける。昭和 50
年　有限会社　塚田工芸を設立。山中漆器蒔絵業の経営に
乗りだす。昭和 28 年　石川県現代美術展に初入賞。以来
20 数回入賞。その間、蒔絵業界展には県知事賞、永久保存
作品に選ばれるなど、数多く受賞。

紋入可能
P47 の商品は
菊紋入れを承ります。
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MJ42G-48-02
MJ42G-48-01

マウスパッド 二人静（R）
マウスパッド 二人静（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-730
2V-731

MJ42G-48-05
MJ42G-48-04

マウスパッド 連獅子（R）
マウスパッド 連獅子（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-732
2V-733

MJ42G-48-08
MJ42G-48-07

マウスパッド 写楽（R）
マウスパッド 写楽（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-734
2V-735

MJ42G-48-11
MJ42G-48-10

マウスパッド 歌麿（R）
マウスパッド 歌麿（B）

￥1,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2V-736
2V-737

MJ42G-48-14
MJ42G-48-13

パネルピクチャー 連獅子（G）
パネルピクチャー 二人静（G）

￥4,000（＋税）
箱寸／178×173×35mm（梱30）
品寸／295×160×12mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-385
6V-386 MJ42G-48-16

MJ42G-48-15
ツインピクチャー 連獅子（G）
ツインピクチャー 二人静（G）

￥3,000（＋税）
箱寸／140×190×17mm（梱30）
品寸／265×180×5mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5V-604
5V-605

MJ42G-48-03 マウスパッド 二人静（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-702

MJ42G-48-06 マウスパッド 連獅子（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-703

MJ42G-48-09 マウスパッド 写楽（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-704

MJ42G-48-12 マウスパッド 歌麿（G）

￥2,500（＋税）
箱寸／176×176×8mm（梱100）
品寸／175×175×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4V-705

MOUSE PAD　− マウスパッド −

PANEL PICTURE　− パネルピクチャー − TWIN PICTURE　− ツインピクチャー −

MJ42G-48-13

MJ42G-48-14

MJ42G-48-01

MJ42G-48-04

MJ42G-48-07

MJ42G-48-10

MJ42G-48-02

MJ42G-48-05

MJ42G-48-08

MJ42G-48-11

MJ42G-48-03

MJ42G-48-06

MJ42G-48-09

MJ42G-48-12

写真は左右の矢印方向から
入れてください。

MJ42G-48-15 MJ42G-48-16
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MJ42G-49-01 J-Story 3.8 汁椀ペア 桐箱

￥2,500（＋税）
箱寸／180×132×132mm（梱32）
品寸／φ114×68mm　〈木質〉　ウ　日本製

4T-703

MJ42G-49-04 J-Story 8.0 盛鉢 桐箱

￥3,000（＋税）
箱寸／252×252×76mm（梱24）
品寸／φ234×56mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5M-610

MJ42G-49-08 J-Story おめでたレンジ椀ペアセット

￥2,500（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱40）
品寸／椀φ114×68mm　〈PBT-A〉　ウ　日本製
　　　箸置70×40×22mm　〈ア〉　箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製

4T-163

MJ42G-49-07 J-Story 花びら皿ペア 箸付

￥2,500（＋税）
箱寸／235×160×20mm（梱40）
品寸／皿160×100×15mm　〈Ｆ〉　ウ
　　　箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製

4P-535

MJ42G-49-06 J-Story 花小鉢三個組

￥2,500（＋税）
箱寸／125×148×120mm（梱32）
品寸／梅小鉢φ111×37mm　片口小鉢113×102×48mm

菊小鉢φ112×36mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

4M-781

MJ42G-49-10 J-Story はなびら銘々皿揃 アイボリー

￥3,500（＋税）
箱寸／270×135×30mm（梱32）
品寸／160×100×15mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6P-611
6P-612

MJ42G-49-03 J-Story 3.8 汁椀揃 桐箱

￥5,000（＋税）
箱寸／240×133×133mm（梱20）
品寸／φ114×68mm　〈木質〉　ウ　日本製

7T-105

MJ42G-49-02 J-Story お好み椀ペア 桐箱

￥3,500（＋税）
箱寸／210×152×154mm（梱24）
品寸／φ137×88mm　〈木質〉　ウ　日本製

5T-405

MJ42G-49-05 J-Story 多用皿三枚組 桐箱

￥3,800（＋税）
箱寸／202×202×50mm（梱36）
品寸／梅皿φ180×13mm　桜皿φ182×22mm

菊皿φ186×13mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6P-603

日本を代表する
工芸品の漆器。
普段使いの器に、こだわりのある品を
心優しく贈ります。上品に優雅に
パッケージにもこだわった新しい
デザインのシリーズです。
大切な方への贈り物に最適です。

MJ42G-49-09 J-Story はなびら銘々皿揃 赤

MJ42G-49-09

MJ42G-49-10

MJ42G-49-12 J-Story 六角入子重 黒

￥3,500（＋税）
箱寸／185×165×85mm（梱32）
品寸／174×154×123mm（収納時高さ74mm）　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6R-511MJ42G-49-11 J-Story 六角入子重 赤
6R-512

MJ42G-49-11 MJ42G-49-12
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MJ42G-50-09

MJ42G-50-05 MJ42G-50-07

MJ42G-50-10

MJ42G-50-06 MJ42G-50-08

二人の思いを包み込み固く結ばれし “ 愛の絆 ”。贈る人の喜びを形に致しました。

～ kizuna ～ ひとえ〈絆〉

￥3,500（＋税）
箱寸／435×345×45mm（梱14）
品寸／330×420×35mm　

〈Ａ〉　ウ　日本製

MJ42G-50-10
MJ42G-50-09

ひとえ 14.0 小判パーティー盛皿 黒
ひとえ 14.0 小判パーティー盛皿 洗朱 6P-567

6P-565

MJ42G-50-01 絆 汁椀ペア ひとえ

￥2,500（＋税）
箱寸／255×120×125mm（梱30）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　ウ　日本製

4T-180

MJ42G-50-02 絆 筋入 お好み椀ペア ひとえ

￥3,000（＋税）
箱寸／290×178×125mm（梱24）
品寸／φ135×80mm　〈PBT-A〉　ウ　日本製

5T-440

MJ42G-50-03 絆 9.0 盛鉢 ひとえ

￥3,000（＋税）
箱寸／305×305×70mm（梱16）
品寸／φ270×52mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5M-760

￥5,000（＋税）
箱寸／232×130×130mm（梱20）
品寸／φ110×72mm　〈木質〉　ウ　日本製

MJ42G-50-11 ひとえ 汁椀揃 木箱入 7T-335

MJ42G-50-04 ひとえ 10.0 丸盆 洗朱

￥3,000（＋税）
箱寸／310×310×30mm（梱32）
品寸／φ298×22mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

4M-136

ひ
と
つ
の
花
、

　
　
―
― 
「
ひ
と
え
」。

蒔絵師の手で
ひとつひとつ描かれた
手描きならではの魅力。
普段使いできる
シンプルなデザイン。
優しさと可愛らしさが
引き立ちます。

松永 眞也
Shinya Matsunaga

手描きのスペシャリスト
山中漆器の蒔絵師として、また手描きのスペシャリストと
して数十年というキャリアの持ち主で、大胆なタッチと繊
細な曲線は松永氏ならではのオリジナリティーである。さ
くらをはじめかわいい花を描くのが得意である。

￥3,000（＋税）
箱寸／250×250×80mm（梱24）
品寸／238×238×74mm　

〈Ｆ〉　ウ　日本製

MJ42G-50-08
MJ42G-50-07

ひとえ 8.0 風雅鉢 黒
ひとえ 8.0 風雅鉢 洗朱 5M-876

5M-875
￥2,500（＋税）
箱寸／290×290×55mm（梱24）
品寸／φ275×48mm　

〈Ａ〉　ウ　日本製

MJ42G-50-06
MJ42G-50-05

ひとえ 9.0 波紋盛鉢 黒
ひとえ 9.0 波紋盛鉢 洗朱 4M-723

4M-724
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MJ42G-51-01 食べ易いスプーンペア 六瓢

￥700（＋税）	
箱寸／76×250×24mm（梱100）
品寸／195×33×16mm　〈ア〉　日本製

1J-831

MJ42G-51-06 食べ易いスプーンペア 吉祥鶴

￥700（＋税）	　箱寸／76×250×24mm（梱100） 1J-826

MJ42G-51-09 木製 夫婦箸 吉祥鶴

￥1,000（＋税）　箱寸／76×250×24mm（梱100）1J-620

MJ42G-51-08
MJ42G-51-07

食彩セット 黒 吉祥鶴
食彩セット 赤 吉祥鶴

￥800（＋税）	　箱寸／76×250×24mm（梱100）
1J-828
1J-827

品寸
スプーン　195×33×16mm　〈ア〉　日本製
箸　225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製

MJ42G-51-14
MJ42G-51-13

食彩セット 黒 
食彩セット 赤 

￥600（＋税）	
箱寸／76×250×24mm（梱100）
品寸／箸225mm　〈木製〉　漆　輸入品
　　　スプーン195×33×16mm　〈ア〉　日本製

1J-835
1J-834

MJ42G-51-18
MJ42G-51-17

食彩セット 黒 さくら
食彩セット 赤 さくら

￥800（＋税）
箱寸／76×250×24mm（梱100）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製
　　　スプーン195×33×16mm　〈ア〉　日本製

1J-837
1J-836

MJ42G-51-16
MJ42G-51-15

食べ易いスプーン二本組 黒 さくら
食べ易いスプーン二本組 赤 さくら

￥700（＋税）	
箱寸／76×250×24mm（梱100）
品寸／195×33×16mm　〈ア〉　日本製

1J-833
1J-832

MJ42G-51-20
MJ42G-51-19

食彩・箸置セット 黒 さくら
食彩・箸置セット 赤 さくら

￥1,000（＋税）
箱寸／76×250×24mm（梱80）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製
　　　スプーン195×33×16mm　〈ア〉　日本製
　　　箸置Φ60×9mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1J-839
1J-838

MJ42G-51-02 食彩セット 赤 六瓢 2J-862
MJ42G-51-03 食彩セット 黒 六瓢

￥1,500（＋税）
箱寸／76×250×24mm（梱100）
品寸／箸（赤）205mm　箸（黒）225mm　〈木製〉　漆　日本製
　　　スプーン195×33×16mm　〈ア〉　日本製

2J-863

MJ42G-51-10 箸・箸置セット 赤 吉祥鶴 2J-136
MJ42G-51-11 箸・箸置セット 黒 吉祥鶴

￥1,300（＋税）　箱寸／66×240×38mm（梱60）
2J-137 MJ42G-51-12 箸・箸置ペア 吉祥鶴

￥2,500（＋税）　箱寸／124×240×38mm（梱50）
4J-644

MJ42G-51-04 箸・箸置セット 赤 六瓢 3J-121
MJ42G-51-05 箸・箸置セット 黒 六瓢

￥2,000（＋税）
箱寸／65×243×18mm（梱50）
品寸／箸（赤）205mm　箸（黒）225mm　〈木製〉　漆　日本製
　　　箸置30×58×10mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

3J-122

六瓢箪
む びょう たん

｜無病息災｜
吉
祥
模
様
の
六
つ
の
瓢
箪
は

「
六
瓢=

無
病
」
に
つ
な
が
り

「
健
康
長
寿
」「
家
庭
円
満
」
を
表
す

古
来
よ
り
の
吉
祥
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

MJ42G-51-13 MJ42G-51-14 MJ42G-51-15 MJ42G-51-16 MJ42G-51-17 MJ42G-51-18 MJ42G-51-19 MJ42G-51-20

品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製　　箸置60×50×30mm　〈陶器〉　日本製

海外でも人気の長寿を象徴する
吉祥鶴の箸と箸置き。
敬老の贈り物、縁起物として、
お祝いやお土産に最適です。
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MJ42G-52-16 茶筒  黒 丸うさぎ

￥1,400（＋税）
2L-115

MJ42G-52-13 桜箸・花びら小鉢ペア

￥1,000（＋税）
箱寸／243×66×25mm（梱100）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製
　　　小鉢75×53×15mm　〈ア〉　日本製

1J-740

MJ42G-52-14 鯛箸置・箸ペア

￥1,000（＋税）
箱寸／243×66×25mm（梱100）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製
　　　箸置70×40×22mm　〈ア〉　日本製

1J-741

箱寸／100×100×95mm（梱50）
品寸／Φ87×90mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
中蓋〈PP〉、パッキン〈シリコーン〉

MJ42G-52-01 姫フォークペア うさぎ

￥370（＋税）
袋寸／163×54×6mm（梱200）　OPP袋入
品寸／130×12×5mm　〈ア〉　日本製

1J-801

MJ42G-52-05 姫フォーク 5 本組 うさぎ 黒

￥900（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／130×12×5mm　〈ア〉　日本製

1J-812

MJ42G-52-09 姫フォーク 5 本組 うさぎ 赤

￥900（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／130×12×5mm　〈ア〉　日本製

1J-811

MJ42G-52-07 姫フォーク 5 本組 桜 黒

￥900（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／130×12×5mm　〈ア〉　日本製

1J-814

MJ42G-52-11 姫フォーク 5 本組 桜 赤

￥900（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／130×12×5mm　〈ア〉　日本製

1J-813

MJ42G-52-06 コーヒースプーン 5 本組 うさぎ 黒

￥1,000（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／135×24×10mm　〈ア〉　日本製

1J-816

MJ42G-52-10 コーヒースプーン 5 本組 うさぎ 赤

￥1,000（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／135×24×10mm　〈ア〉　日本製

1J-815

MJ42G-52-08 コーヒースプーン 5 本組 桜 黒

￥1,000（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／135×24×10mm　〈ア〉　日本製

1J-818

MJ42G-52-12 コーヒースプーン 5 本組 桜 赤

￥1,000（＋税）
袋寸／155×155×16mm（梱100）　OPP袋入
品寸／135×24×10mm　〈ア〉　日本製

1J-817

MJ42G-52-03 姫フォークペア 桜

￥370（＋税）
袋寸／163×54×6mm（梱200）　OPP袋入
品寸／130×12×5mm　〈ア〉　日本製

1J-802

MJ42G-52-02 コーヒースプーンペア うさぎ

￥400（＋税）
袋寸／163×54×10mm（梱200）　OPP袋入
品寸／135×24×10mm　〈ア〉　日本製

1J-803

MJ42G-52-04 コーヒースプーンペア 桜

￥400（＋税）
袋寸／163×54×10mm（梱200）　OPP袋入
品寸／135×24×10mm　〈ア〉　日本製

1J-804

和風小物
うるおいのある生活のために。

MIYABI

MJ42G-52-15 茶筒 赤 さくら

￥1,400（＋税）
2L-114

MJ42G-52-17 茶筒 黒 みやび野

￥1,400（＋税）
2L-116

密閉性が高いシリコーン
パッキン付の中蓋により、
使いやすくなりました。

食材の風味を逃
が さ ず、 湿 気 に
も安心してお使
いいただけます。

52MIYABI  Gift Collection

Novelty goods



￥1,600（＋税）
箱寸／97×97×50mm（梱50）
品寸／φ88×47mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

MJ42G-53-07 3.0アクセサリーケース 市松 黒 2V-484

MJ42G-53-06 3.0アクセサリーケース 春秋 銀朱 2V-482

MJ42G-53-05 3.0アクセサリーケース 金魚 赤 2V-483

MJ42G-53-04 3.0アクセサリーケース 飛翔 黒 2V-489

MJ42G-53-03 3.0アクセサリーケース コマ帯 銀朱 2V-488

MJ42G-53-02 3.0アクセサリーケース 群鶴 黒 2V-487

MJ42G-53-08 3.0アクセサリーケース 秋草 アイボリー 2V-485

MJ42G-53-09 3.0アクセサリーケース 桜 洗朱 2V-481

MJ42G-53-01 3.0アクセサリーケース 雪輪 黒 2V-486

MJ42G-53-02 MJ42G-53-04

MJ42G-53-07

MJ42G-53-03

MJ42G-53-06 MJ42G-53-08 MJ42G-53-09

MJ42G-53-05

MJ42G-53-01

MJ42G-53-16 竹型 花生 板台付 椿

￥4,000（＋税）
箱寸／280×100×80mm（梱24）
品寸／花生φ60×260mm　板台254×60×8mm

〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-042

MJ42G-53-17 竹型 花生 板台付 笹

￥4,000（＋税）
箱寸／280×100×80mm（梱24）
品寸／花生φ60×260mm　板台254×60×8mm

〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-025

MJ42G-53-15 丸花生 （大） 板台付 二羽鶴

￥5,000（＋税）
箱寸／275×110×85mm（梱20）
品寸／花生φ75×255mm　板台254×60×8mm

〈Ａ〉　ウ　日本製

7V-001

MJ42G-53-13 丸花生 （小） 板台付 観抄花

￥4,000（＋税）
箱寸／270×90×80mm（梱24）
品寸／花生φ60×255mm　板台254×60×8mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6V-000

MJ42G-53-14 丸花生 （大） 板台付 観抄花

￥5,000（＋税）
箱寸／275×110×85mm（梱20）
品寸／花生φ75×255mm　板台254×60×8mm　〈Ａ〉　ウ　日本
製

7V-000

MJ42G-53-12 みやび野 印鑑ケース プラス

￥3,000（＋税）
箱寸／117×148×32mm（梱50）
品寸／印鑑ケース95×80×26mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
　　　ペン136mm　〈ア〉　輸加

5V-331

MJ42G-53-10 みやび野 ピクチャークオーツ

￥3,500（＋税）
箱寸／185×175×65mm（梱36）
品寸／295×161×40mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6W-067

MJ42G-53-11 みやび野 八角ルーペ プラス

￥3,500（＋税）
箱寸／148×135×25mm（梱50）
品寸／ルーペ95×95×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
　　　レンズ　〈ガラス〉　輸入品　（倍率2倍）
　　　ペン136mm　〈ア〉　輸加

6L-170

大切な人に想いを届ける
アクセサリーケース

丸くて、小さなアクセサリーケース。

大切なものを優しくしまっておける

素敵な小物入れ。

内側は特殊加工のフェルト敷きが

ありますので柔らかく保護します。

海外の方への贈り物にも人気です。
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シールのまま
レンジ
OK!

MJ42G-54-06 シール付レンジ汁椀ペア 花あそび

￥1,200（＋税）
箱寸／255×130×75mm（梱40）
品寸／汁椀φ108×73mm　〈PET〉　ウ　日本製
　　　シール110×120×20mm　〈PP〉　日本製
　　　箸225mm　〈天然木〉　輸入品

1T-326
レンジ 食洗機

椀のみ 椀のみ

シールのまま
レンジ
OK! MJ42G-54-09MJ42G-54-10

レンジ 食洗機

椀のみ 椀のみ

MJ42G-54-08 レンジむつみ椀セット 丸うさぎ

￥1,800（＋税）
箱寸／260×190×100mm（梱24）
品寸／椀φ110×68mm　〈PBT-A〉　ウ　日本製

飯碗φ120×60mm　〈磁〉　日本製

2T-412
MJ42G-54-07 レンジむつみ椀セット さくら

￥1,800（＋税）
箱寸／260×190×100mm（梱24）
品寸／椀φ110×68mm　〈PBT-A〉　ウ　日本製

飯碗φ120×60mm　〈磁〉　日本製

2T-413
レンジ 食洗機

椀のみ 椀のみ

MJ42G-54-11 レンジ汁椀 5 客 花あそび

￥2,500（＋税）
箱寸／255×120×128mm（梱20）
品寸／φ108×73mm　〈PET〉　ウ　日本製

3T-346

MJ42G-54-12 多用椀５客 花うさぎ 箸付

￥3,500（＋税）
箱寸／270×142×142mm（梱20）
品寸／椀φ130×80mm　〈PBT-A〉　ウ　日本製
　　　箸225mm　〈竹〉　輸入品
※箸を変更する場合があります。御注意下さい。

5T-518

MJ42G-54-10
MJ42G-54-09

レンジ椀 3P 花あそび 黒 シール付
レンジ椀 3P 花あそび 赤 シール付

￥2,000（＋税）
箱寸／160×160×115mm（梱32）
品寸／椀小φ108×73mm　椀中φ133×73mm

椀大φ146×73mm　〈PET〉　ウ　日本製
シール　〈PP〉　日本製

3T-370
3T-371

レンジ 食洗機 レンジ 食洗機

椀のみ 椀のみ

レンジ 食洗機

椀のみ 椀のみ

心に残る大切な日の為に、
心を込めて贈ります。

ノベルティグッズ
− novelty goods −

MJ42G-54-01 小判木目盆 2 枚組 さくら

￥1,200（＋税）
箱寸／265×180×40mm（梱60）
品寸／250×166×16mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2M-150

MJ42G-54-02 ティッシュBOX ルビー丸うさぎ

￥1,000（＋税）
箱寸／268×140×78mm（梱40）
品寸／265×131×64mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1V-376

MJ42G-54-03 鏡付ティッシュBOX ルビー丸うさぎ

￥2,000（＋税）
箱寸／280×150×100mm（梱30）
品寸／256×135×83mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3V-305

MJ42G-54-05 9.0 丸盆 みやび野

￥1,200（＋税）
箱寸／280×280×25mm（梱48）
品寸／φ270×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2M-113

レンジ
OK!

MJ42G-54-04 8.5 レンジトレー 花あそび

￥1,200（＋税）
箱寸／280×280×25mm（梱48）
品寸／φ255×20mm　〈PET〉　ウ　日本製

1M-203
レンジ 食洗機
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MJ42G-55-12 桜銘々皿揃 フォーク付

￥1,300（＋税）
箱寸／285×145×43mm（梱60）
品寸／皿φ133×13mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

フォーク130×12×5mm　〈ア〉　日本製

2P-610

MJ42G-55-11 9.0 丸盆 桜 赤

￥1,000（＋税）
箱寸／280×280×25mm（梱48）
品寸／φ270×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

1M-126

MJ42G-55-04 木製 手彫箸五膳 桐箱入 

￥1,500（＋税）
箱寸／125×265×25mm（梱60）
品寸／225mm　〈漆〉　輸入品

2J-107

MJ42G-55-07 木製 カフェボールペア

￥2,500（＋税）
箱寸／241×125×81mm（梱40）
品寸／φ110×66mm　〈ウ〉　輸入品

3T-214

MJ42G-55-01 花皿・箸ペア 菊

￥1,200（＋税）
箱寸／255×175×27mm（梱60）
品寸／箸225mm　〈竹製〉　ポリウレタン　輸入品
　　　皿φ104×15mm　〈PBT-A〉　ウ　日本製

2J-138

MJ42G-55-02 花皿・箸ペア 梅

￥1,200（＋税）
箱寸／255×175×27mm（梱60）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリウレタン　輸入品
　　　皿φ107×10mm　〈ア〉　日本製

2J-139

MJ42G-55-03 花皿・箸ペア 桜

￥1,400（＋税）
箱寸／255×175×27mm（梱60）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリウレタン　輸入品
　　　皿φ98×20mm　〈PBT-A〉　ウ　日本製

2J-140

MJ42G-55-13 桜 2 点セット

￥2,000（＋税）
箱寸／220×220×72mm（梱36）
品寸／鉢φ207×64mm
　　　茶托φ115×17mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3M-907

MJ42G-55-08 箸・箸置セット 赤 おぼろ桜 木箱入 3J-116
MJ42G-55-09 箸・箸置セット 黒 おぼろ桜 木箱入

￥2,000（＋税）
箱寸／81×270×22mm（梱50）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製
　　　箸置38×38×6mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

3J-117 MJ42G-55-10 箸・箸置ペア おぼろ桜 木箱入

￥4,000（＋税）
箱寸／129×270×22mm（梱50）
品寸／箸225mm　〈木製〉　ポリエステル　日本製
　　　箸置38×38×6mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6J-730

MJ42G-55-06 木製 カフェトレー1P ブラウン

￥1,600（＋税）　OPP袋入（梱60）
品寸／220×120×15mm　〈ウ〉　輸入品

2J-118
MJ42G-55-05 木製 カフェトレー1P ナチュラル 2J-117

MJ42G-55-05

MJ42G-55-06
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MJ42G-56-01 にっぽんの木 欅 タンブラー 菊紋

￥5,000（＋税）
箱寸／97×97×90mm（梱30）
品寸／φ87×85mm　〈天然木〉　ウ　日本製

7B-194

MJ42G-56-03 にっぽんの木 欅 タンブラー 桜

￥5,000（＋税）
箱寸／97×97×90mm（梱30）
品寸／φ87×85mm　〈天然木〉　ウ　日本製

7B-192

MJ42G-56-05 にっぽんの木 欅 コースター トンボ

￥4,000（＋税）
箱寸／110×110×15mm（梱40）
品寸／φ100×9mm　〈天然木〉　ウ　日本製

7P-913

MJ42G-56-11 にっぽんの木 欅 プレート（大） トンボ

￥12,000（＋税）
箱寸／240×240×25mm（梱30）
品寸／φ230×19mm　〈天然木〉　ウ　日本製

8M-133

MJ42G-56-12 にっぽんの木 欅 プレート（大） 桜

￥12,000（＋税）
箱寸／240×240×25mm（梱30）
品寸／φ230×19mm　〈天然木〉　ウ　日本製

8M-134

MJ42G-56-13 にっぽんの木 欅 プレート（大） 波千鳥

￥12,000（＋税）
箱寸／240×240×25mm（梱30）
品寸／φ230×19mm　〈天然木〉　ウ　日本製

8M-135

MJ42G-56-08 にっぽんの木 欅 プレート（小） トンボ

￥9,500（＋税）
箱寸／210×210×25mm（梱30）
品寸／φ200×18mm　〈天然木〉　ウ　日本製

8M-130

MJ42G-56-09 にっぽんの木 欅 プレート（小） 桜

￥9,500（＋税）
箱寸／210×210×25mm（梱30）
品寸／φ200×18mm　〈天然木〉　ウ　日本製

8M-131

MJ42G-56-10 にっぽんの木 欅 プレート（小） 波千鳥

￥9,500（＋税）
箱寸／210×210×25mm（梱30）
品寸／φ200×18mm　〈天然木〉　ウ　日本製

8M-132

MJ42G-56-06 にっぽんの木 欅 コースター 桜

￥4,000（＋税）
箱寸／110×110×15mm（梱40）
品寸／φ100×9mm　〈天然木〉　ウ　日本製

7P-914

MJ42G-56-07 にっぽんの木 欅 コースター 波千鳥

￥4,000（＋税）
箱寸／110×110×15mm（梱40）
品寸／φ100×9mm　〈天然木〉　ウ　日本製

7P-915

MJ42G-56-02 にっぽんの木 欅 タンブラー トンボ

￥5,000（＋税）
箱寸／97×97×90mm（梱30）
品寸／φ87×85mm　〈天然木〉　ウ　日本製

7B-191

MJ42G-56-04 にっぽんの木 欅 タンブラー 波千鳥

￥5,000（＋税）
箱寸／97×97×90mm（梱30）
品寸／φ87×85mm　〈天然木〉　ウ　日本製

7B-193

天
然
木
に
レ
ー
ザ
ー
に
よ
る
加
工
で

い
ろ
ん
な
模
様
を
施
し

可
愛
い
器
に
仕
上
げ
て
あ
り
ま
す
。
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MJ42G-57-01 木製 そろばん箸置き揃 （N）

￥2,500（＋税）
箱寸／60×105×20mm（梱50）
品寸／20×53×12mm　〈天然木〉　ウ　日本製

4G-101

MJ42G-57-02 木製 そろばん箸置き揃 （C）

￥2,500（＋税）
箱寸／60×105×20mm（梱50）
品寸／20×53×12mm　〈天然木〉　ウ　日本製

4G-102

お箸は、人と人との繋がりを
「橋（箸）渡す」として縁起の良いものです。
職人の手による素晴らしいお箸を
大切な方への贈り物としていかがですか。

にっぽんのはし

このような箱に
入っています。

MJ42G-57-03
木製 夫婦箸 ふくろう

￥2,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大230mm　小210mm
〈天然木〉　ウ　日本製

3J-111 MJ42G-57-04
木製 夫婦箸 天丸 月うさぎ

￥2,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小210mm
〈天然木〉　ア　日本製

3J-110

MJ42G-57-06
木製 塗分箸 ペア さかな

￥2,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小205mm
〈鉄木〉　漆　日本製

4J-605 MJ42G-57-07
木製 塗分箸 ペア コマ帯

￥2,500（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小205mm
〈鉄木〉　漆　日本製

4J-617 MJ42G-57-08
木製 塗分箸 ペア 春秋

￥2,500（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小205mm
〈鉄木〉　漆　日本製

4J-620MJ42G-57-05
木製 夫婦箸 宴

￥2,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／225mm　〈天然木〉　漆　日本製

3J-112 MJ42G-57-09
木製 塗分箸 ペア 花菱

￥2,500（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小205mm
〈鉄木〉　漆　日本製

4J-619

食洗機
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MJ42G-58-01
木製 手彫箸 ペア 麻の葉

￥2,500（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小205mm
〈鉄木〉　漆　日本製

5J-419 MJ42G-58-02
木製 塗分箸 ペア 日月

￥2,500（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小205mm
〈鉄木〉　漆　日本製

5J-420 MJ42G-58-03
木製 夫婦箸 八角 拭漆

￥3,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／230mm　〈天然木〉　漆　日本製

5J-431 MJ42G-58-04
木製 手彫箸ペア 点心

￥3,000（＋税）
箱寸／80×270×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小205mm
〈鉄木〉　漆　日本製

5J-417 MJ42G-58-05
木製 夫婦箸 花火

￥3,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／225mm
〈天然木〉　ウ　日本製

5J-430

MJ42G-58-06
木製 夫婦箸 白檀 舞桜

￥3,500（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大230mm　小210mm
〈天然木〉　ウ　日本製

6J-716 MJ42G-58-07
木製 夫婦箸 月に桜

￥3,500（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大230mm　小210mm
〈天然木〉　漆　日本製

6J-717 MJ42G-58-09
木製 夫婦箸 富士山

￥5,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／230mm　〈天然木〉　ア　日本製

7J-119 MJ42G-58-10
木製 夫婦箸 孔雀染

￥5,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大225mm　小210mm
〈天然木〉　ア　日本製

7J-122MJ42G-58-08
木製 夫婦箸 屋久島

￥4,000（＋税）
箱寸／70×245×20mm（梱60）
品寸／大230mm　小210mm
〈天然木〉　漆　日本製

7J-121食洗機
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※イメージの汁椀・小物は商品には含まれていません。
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MJ42G-59-07 木製 8.0 浅盆 宮常喜八彫 欅

￥6,000（＋税）
箱寸／245×245×30mm（梱40）
品寸／φ235×25mm　〈欅〉　漆　日本製

7A-308

MJ42G-59-01 木製 9.0 浅盆 京風ひさご彫 欅

￥9,000（＋税）
箱寸／280×280×35mm（梱28）
品寸／φ265×23mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-320

MJ42G-59-03 木製 7.0 盛鉢 京風ひさご彫 欅

￥9,000（＋税）
箱寸／215×215×80mm（梱28）
品寸／φ205×73mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-212

MJ42G-59-05 木製 10.0 深盆 宮常喜八彫 欅

￥12,000（＋税）
箱寸／310×310×50mm（梱32）
品寸／φ292×45mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-422

MJ42G-59-09 木製 7.0 盛鉢 宮常喜八彫 欅

￥7,000（＋税）
箱寸／215×215×80mm（梱28）
品寸／φ200×73mm　〈欅〉　漆　日本製

7A-202

MJ42G-59-08 木製 9.0 浅盆 宮常喜八彫 欅

￥8,000（＋税）
箱寸／280×280×40mm（梱32）
品寸／φ267×30mm　〈欅〉　漆　日本製

7A-318

MJ42G-59-02 木製 10.0 浅盆 京風ひさご彫 欅

￥12,000（＋税）
箱寸／310×310×35mm（梱24）
品寸／φ295×30mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-344

MJ42G-59-04 木製 8.0 盛鉢 京風ひさご彫 欅

￥12,000（＋税）
箱寸／245×245×80mm（梱24）
品寸／φ235×75mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-250

MJ42G-59-06 木製 11.0 深盆 宮常喜八彫 欅

￥14,000（＋税）
箱寸／340×340×50mm（梱18）
品寸／φ325×45mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-462

MJ42G-59-10 木製 8.0 盛鉢 宮常喜八彫 欅

￥10,000（＋税）
箱寸／245×245×80mm（梱24）
品寸／φ233×73mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-243

MJ42G-59-11 木製 6.0 菓子器 宮常喜八彫 欅

￥13,000（＋税）
箱寸／185×185×85mm（梱24）
品寸／φ175×88mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-602

二代目  宮常
Miyatsune

テーブルウェアフェスティバル 優秀賞
テーブルウェアフェスティバル 2点同時 優良賞受賞
全国漆器展 農林水産大臣賞受賞

昭和39年 山中温泉大内町に生まれる
 高校卒業後 父常吉に師事
平成18年 山中漆器 木地 新作発表会
 石川県知事賞受賞
平成21年 伝統工芸師認定
平成22年 宮常を継承
平成23年 山中漆器 木地 新作発表会
 石川県知事賞受賞
 加賀市永久保存となる
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新ひさご彫 中央にビリ筋、側面には瓢箪の彫。
素朴で伝統の味わいを出した逸品です。

MJ42G-60-01 木製 9.0 浅盆 新ひさご彫 欅

￥8,000（＋税）
箱寸／280×280×35mm（梱32）
品寸／φ265×23mm　〈欅〉　漆　日本製

7A-317

MJ42G-60-06 木製 8.0 浅盆 宮常彫

￥6,000（＋税）
箱寸／245×245×30mm（梱40）
品寸／φ235×25mm　〈欅〉　漆　日本

8A-350

MJ42G-60-03 木製 7.0 盛鉢 新ひさご彫 欅

￥7,000（＋税）
箱寸／215×215×80mm（梱28）
品寸／φ205×73mm　〈欅〉　漆　日本製

7A-207

MJ42G-60-08 木製 7.0 盛鉢 宮常彫

￥7,000（＋税）
箱寸／215×215×80mm（梱28）
品寸／φ200×73mm　〈欅〉　漆　日本

7A-285

MJ42G-60-02 木製 10.0 浅盆 新ひさご彫 欅

￥10,000（＋税）
箱寸／310×310×35mm（梱32）
品寸／φ295×30mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-342

MJ42G-60-07 木製 9.0 浅盆 宮常彫

￥8,000（＋税）
箱寸／280×280×40mm（梱32）
品寸／φ267×30mm　〈欅〉　漆　日本

7A-390

MJ42G-60-04 木製 8.0 盛鉢 新ひさご彫 欅

￥10,000（＋税）
箱寸／245×245×80mm（梱24）
品寸／φ235×75mm　〈欅〉　漆　日本製

8A-248

MJ42G-60-09 木製 8.0 盛鉢 宮常彫

￥10,000（＋税）
箱寸／245×245×80mm（梱24）
品寸／φ233×73mm　〈欅〉　漆　日本

8A-287

MJ42G-60-05 木製 花生 彩光

￥14,000（＋税）
箱寸／180×180×210mm（梱12）
品寸／φ170×195mm　〈欅〉　漆　日本

8A-710

MJ42G-60-11 木製 11.0 深盆 宮常彫

￥14,000（＋税）
箱寸／340×340×50mm（梱18）
品寸／φ325×45mm　〈欅〉　漆　日本

8A-370

MJ42G-60-10 木製 10.0 深盆 宮常彫

￥12,000（＋税）
箱寸／310×310×50mm（梱32）
品寸／φ292×45mm　〈欅〉　漆　日本

8A-371

P60 の商品は
菊紋入れを承ります。

紋入可能
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Miyatsune Natural
環境に優しいナチュラルコート

耐 汚 染 性・ 撥 水 性 に 優 れ て い る の で 洗 う 時 に 節
水・ 少 な い 洗 剤 で も 簡 単 に 洗 え ま す。 耐 熱 性・
耐候性に優れているので扱いが簡単長持ちです。
アレルギーなどの心配も御座いません。

MJ42G-61-04 木製 汁椀ペア マロン 水目桜 Nコート

￥10,000（＋税）
箱寸／245×125×80mm（梱50）
品寸／φ115×70mm　〈水目桜〉　Nコート　日本製

9A-230

MJ42G-61-01 木製 4.0 汁椀 5 客 渕布曙内黒 水目桜 宮常作

￥100,000（＋税）
箱寸／250×135×135mm（梱10）
品寸／φ123×77mm　〈水目桜〉　漆　日本製

9A-920

MJ42G-61-02 木製 4.2 千鳥椀睦揃 がんこ塗 水目桜 宮常作

￥20,000（＋税）
箱寸／270×135×85mm（梱20）
品寸／φ128×74mm　〈水目桜〉　漆　日本製

9A-226

MJ42G-61-03 木製 3.8 汁椀睦揃 がんこ塗 水目桜 宮常作

￥20,000（＋税）
箱寸／240×125×85mm（梱20）
品寸／φ114×77mm　〈水目桜〉　漆　日本製

9A-227

環境に
大変優しい
塗りのお椀

使う
ことによって
環境に優しい
生活に

自宅に
居ても

出来る ECO
活動に参加

木地師と塗り師の
   コラボレーション

二代目  宮常
Miyatsune

伝統工芸士  亀田 泉
Izumi Kameda

平成3年 通商産業大臣認定資格
 伝統工芸士認定
平成4年 第27回全国漆器展
 商工中金理事長賞受賞
平成6年 第18回全国伝統的工芸品展
 中小企業庁長官賞受賞
平成7年 第29回全国漆器展
 通産大臣賞受賞
 工業技術院賞受賞
その他 山中漆器新作展 等各種入選

木地師

塗り師

宮常が木地を仕上げ、亀田氏が、繰り返し何度も
漆だけを塗り込んで仕上げたがんこ塗り昔ながらの製法で仕上げました。

テーブルウェアフェスティバル 優秀賞
テーブルウェアフェスティバル 2点同時 優良賞受賞
全国漆器展 農林水産大臣賞受賞

昭和39年 山中温泉大内町に生まれる
 高校卒業後 父常吉に師事
平成18年 山中漆器 木地 新作発表会
 石川県知事賞受賞
平成21年 伝統工芸師認定
平成22年 宮常を継承
平成23年 山中漆器 木地 新作発表会
 石川県知事賞受賞
 加賀市永久保存となる

※このページの商品は塗り直しが可能です。
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ぐい呑みシリーズ

MJ42G-62-06 木製 夫婦汁椀 丸 桜 宮常作

￥8,000（＋税）
箱寸／250×130×75mm（梱50）
品寸／φ115×67mm　〈桜〉　漆　日本製

8A-521

MJ42G-62-05 木製 汁椀睦揃 羽反型 桜 宮常作

￥8,000（＋税）
箱寸／250×130×80mm（梱50）
品寸／φ114×72mm　〈桜〉　漆　日本製

8A-525

MJ42G-62-03 木製 3.8 汁椀睦揃 桜 宮常作

￥10,000（＋税）
箱寸／250×130×80mm（梱50）
品寸／φ114×72mm　〈桜〉　漆　日本製

8A-515

MJ42G-62-02 木製 4.0 飯椀睦揃 桜 宮常作

￥10,000（＋税）
箱寸／250×130×75mm（梱50）
品寸／φ120×66mm　〈桜〉　漆　日本製

8A-516

MJ42G-62-01 木製 夫婦汁椀 羽反型 溜 桜 宮常作

￥13,000（＋税）
箱寸／250×130×80mm（梱30）
品寸／φ114×72mm　〈桜〉　漆　日本製

9A-211

MJ42G-62-04 木製 汁椀睦揃 雅 桜 宮常作

￥8,000（＋税）
箱寸／250×130×75mm（梱50）
品寸／φ115×67mm　〈桜〉　漆　日本製

8A-523

MJ42G-62-08
MJ42G-62-07

雅ぐい呑み 楽 （BW）
雅ぐい呑み 楽 （N）

￥3,500（＋税）
箱寸／80×80×60mm（梱50）
品寸／φ68×50mm　〈水目桜〉　（N）：ウ　（BW）：漆　日本製

6G-201
6G-204 MJ42G-62-10

MJ42G-62-09
雅ぐい呑み 宴 （BW）
雅ぐい呑み 宴 （N）

￥3,500（＋税）
箱寸／80×80×60mm（梱50）
品寸／φ68×50mm　〈水目桜〉　（N）：ウ　（BW）：漆　日本製

6G-202
6G-205 MJ42G-62-12

MJ42G-62-11
雅ぐい呑み 遊 （BW）
雅ぐい呑み 遊 （N）

￥3,500（＋税）
箱寸／80×80×60mm（梱50）
品寸／φ68×50mm　〈水目桜〉　（N）：ウ　（BW）：漆　日本製

6G-203
6G-206

MJ42G-62-07 MJ42G-62-08 MJ42G-62-09 MJ42G-62-10 MJ42G-62-11 MJ42G-62-12
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MJ42G-63-01 MORI  ぐい吞み（拭漆）

￥3,800（＋税）
箱寸／70×70×50mm（梱30）
品寸／φ62×50mm　〈天然木〉　漆　日本製

6G-210

MJ42G-63-04 MORI  焼酎カップ 小（拭漆）

￥4,500（＋税）
箱寸／90×90×85mm（梱30）
品寸／φ80×75mm　〈天然木〉　漆　日本製

6K-138

MJ42G-63-07 MORI  焼酎カップ（拭漆）

￥5,000（＋税）
箱寸／105×105×90mm（梱30）
品寸／φ95×83mm　〈天然木〉　漆　日本製

7K-513

MJ42G-63-08 MORI  焼酎カップ（黒スリ）

￥5,000（＋税）
箱寸／105×105×90mm（梱30）
品寸／φ95×83mm　〈天然木〉　漆　日本製

7K-514

MJ42G-63-09 MORI  焼酎カップ（赤スリ）

￥5,000（＋税）
箱寸／105×105×90mm（梱30）
品寸／φ95×83mm　〈天然木〉　漆　日本製

7K-515

MJ42G-63-05 MORI  焼酎カップ 小（黒スリ）

￥4,500（＋税）
箱寸／90×90×85mm（梱30）
品寸／φ80×75mm　〈天然木〉　漆　日本製

6K-139

MJ42G-63-06 MORI  焼酎カップ 小（赤スリ）

￥4,500（＋税）
箱寸／90×90×85mm（梱30）
品寸／φ80×75mm　〈天然木〉　漆　日本製

6K-140

MJ42G-63-02 MORI  ぐい吞み（黒スリ）

￥3,800（＋税）
箱寸／70×70×50mm（梱30）
品寸／φ62×50mm　〈天然木〉　漆　日本製

6G-211

MJ42G-63-03 MORI  ぐい吞み（赤スリ）

￥3,800（＋税）
箱寸／70×70×50mm（梱30）
品寸／φ62×50mm　〈天然木〉　漆　日本製

6G-212

久津見 龍也伝統工芸士

昭和38年、加賀市山中温泉（旧江沼郡）大内町生まれ
昭和56年、高校を卒業後、父 信一氏に師事し
山中漆器の原点である轆

ろく

轤
ろ

挽きの修業に励む
平成22年、伝統工芸士となり後継者の育成にも取り組む

Personal Brand 〜翔龍〜
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MJ42G-64-01 MORI  フリーカップ（拭漆）

￥4,500（＋税）
箱寸／85×85×90mm（梱30）
品寸／φ80×86mm　〈天然木〉　漆　日本製

7K-510

MJ42G-64-04 MORI  そば猪口（拭漆）

￥4,300（＋税）
箱寸／90×90×80mm（梱30）
品寸／φ82×71mm　〈天然木〉　漆　日本製

6K-135

MJ42G-64-07 MORI  ボール（拭漆）

￥5,000（＋税）
箱寸／125×125×80mm（梱30）
品寸／φ115×73mm　〈天然木〉　漆　日本製

7M-961

MJ42G-64-08 MORI  ボール（黒スリ）

￥5,000（＋税）
箱寸／125×125×80mm（梱30）
品寸／φ115×73mm　〈天然木〉　漆　日本製

7M-962

MJ42G-64-09 MORI  ボール（赤スリ）

￥5,000（＋税）
箱寸／125×125×80mm（梱30）
品寸／φ115×73mm　〈天然木〉　漆　日本製

7M-963

MJ42G-64-05 MORI  そば猪口（黒スリ）

￥4,300（＋税）
箱寸／90×90×80mm（梱30）
品寸／φ82×71mm　〈天然木〉　漆　日本製

6K-136

MJ42G-64-06 MORI  そば猪口（赤スリ）

￥4,300（＋税）
箱寸／90×90×80mm（梱30）
品寸／φ82×71mm　〈天然木〉　漆　日本製

6K-137

MJ42G-64-02 MORI  フリーカップ（黒スリ）

￥4,500（＋税）
箱寸／85×85×90mm（梱30）
品寸／φ80×86mm　〈天然木〉　漆　日本製

7K-511

MJ42G-64-03 MORI  フリーカップ（赤スリ）

￥4,500（＋税）
箱寸／85×85×90mm（梱30）
品寸／φ80×86mm　〈天然木〉　漆　日本製

7K-512

Personal Brand 〜翔龍〜
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MJ42G-65-03 にっぽんの木 3.6 欅椀ペア 利休

￥7,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ106×72mm　〈欅〉　漆　日本製

7B-171

MJ42G-65-04 にっぽんの木 3.6 欅椀ペア 羽反

￥7,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ106×72mm　〈欅〉　漆　日本製

7B-172

MJ42G-65-06 にっぽんの木 欅ボールペア

￥7,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ108×65mm　〈欅〉　漆　日本製

8B-109

MJ42G-65-05 にっぽんの木 欅カップペア

￥7,000（＋税）
箱寸／210×115×100mm（梱50）
品寸／φ87×85mm　〈欅〉　漆　日本製

7B-120

MJ42G-65-01 にっぽんの木 3.8 欅椀ペア やわらぎ

￥7,500（＋税）
箱寸／120×120×110mm（梱50）
品寸／φ100×52mm　〈欅〉　漆　日本製

8B-130

MJ42G-65-02 にっぽんの木 桜夫婦汁椀 さざ波 手塗

￥12,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ115×72mm　〈桜〉　漆　日本製

9A-240

にっぽんの木シリーズ
日本原産の木で作った椀・カップ・ボールたち

※このページの商品は塗り直しが可能です。
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※塗りの回数を増やしたため、価格変更になりました。

MJ42G-66-03 木製 一段弁当 大 ナチュラル

￥4,500（＋税）
OPP袋入（梱48）
品寸／200×116×60mm　〈杉〉　ウ　輸入品
　　　ゴムバンド付

6C-413

MJ42G-66-01 木製 一段弁当 小 ナチュラル

￥4,500（＋税）
OPP袋入（梱48）
品寸／180×100×60mm　〈杉〉　ウ　輸入品
　　　ゴムバンド付

6C-411

MJ42G-66-04 木製 二段入子弁当 ナチュラル

￥5,000（＋税）
OPP袋入（梱48）
品寸／190×100×55mm　〈杉〉　ウ　輸入品
　　　190×100×98mm（使用時）
　　　ゴムバンド付

7C-401

MJ42G-66-02 木製 一段弁当 豆型 ナチュラル

￥4,500（＋税）
OPP袋入（梱48）
品寸／170×90×55mm　〈杉〉　ウ　輸入品
　　　ゴムバンド付

6C-412

わっぱ弁当
昔ながらの木製のお弁当箱
ランチタイムがなごみます
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MJ42G-67-01 木製 筋入汁椀ペア

￥2,500（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ113×70mm　〈天然木〉　漆　輸入品

4E-141

MJ42G-67-04 木製 汁椀ペア たて彫（輸加）

￥3,500（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ107×76mm　〈天然木〉　漆　輸加

5H-101

MJ42G-67-02 木製 汁椀ペア 親子筋

￥3,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ108×72mm　〈天然木〉　外ウ　内漆　輸入品

4E-142

MJ42G-67-05 木製 渕布乱筋汁椀ペア（輸加）

￥4,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ112×68mm　〈天然木〉　漆　輸加

6H-102

MJ42G-67-03 木製 夫婦汁椀 都（輸加）

￥3,500（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ115×70mm　〈天然木〉　漆　輸加

6H-121

MJ42G-67-06 木製 ナタ目汁椀ペア 刷毛目（輸加）

￥4,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ110×70mm　〈天然木〉　漆　輸加

6H-103

木製汁椀ギフト
大切な人へ木の温もりが
伝わるおくりもの
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MJ42G-68-02 木製 茶漬椀ペア 都

￥4,000（＋税）
箱寸／270×145×90mm（梱50）
品寸／φ122×82mm　〈天然木〉　漆　輸入品

5E-144

MJ42G-68-03 木製 ナタ目丼ペア 刷毛目（輸加）

￥5,000（＋税）
箱寸／270×145×90mm（梱50）
品寸／φ127×80mm　〈天然木〉　漆　輸加

7H-106

MJ42G-68-01 木製 3.6 夫婦汁椀 手塗 （MR 漆）

￥6,000（＋税）
箱寸／240×125×80mm（梱50）
品寸／φ110×67mm　〈天然木〉　漆　輸加

7H-116

MJ42G-68-04 木製 茶漬椀ペア 雅（輸加）

￥5,000（＋税）
箱寸／270×145×90mm（梱50）
品寸／φ125×80mm　〈天然木〉　漆　輸加

7H-107

食洗機

木製汁椀等の食品検査結果比較

検査日時：平成 19 年８月 30 日
検査場所：財団法人 石川県予防医学協会
依頼者名：株式会社  まえじゅう漆器

品　名 材　質 塗　料 原産国 塗　装
加工地

検査項目（検査方法：昭和34年厚生省告示第370号）
塗装方法

重金属（溶出４％酢酸） 過マンガン酸カリウム消費量（溶出 水）

汁椀　内朱 欅 外スリ内朱漆 日　本 日　本 検出せず（１μg/ml.以下） 0.9μg/ml. 手　塗

汁椀　総黒Ａ 天然木 黒漆 中　国 日　本 検出せず（１μg/ml.以下） 0.9μg/ml. スプレー

汁椀　黒帯 天然木 生漆 中　国 中　国 検出せず（１μg/ml.以下） 0.9μg/ml. ふき漆

汁椀　刷毛目根来 天然木 漆 中　国 中　国 検出せず（１μg/ml.以下） 0.7μg/ml. ふき漆

汁椀　総黒Ｂ 天然木 黒漆 中　国 中　国 検出せず（１μg/ml.以下） 0.2μg/ml. スプレー

ボール　ブラウン 天然木 ウレタン塗装 中　国 中　国 検出せず（１μg/ml.以下） 0.9μg/ml. スプレー

フリーカップ 欅 すぐろ目漆 日　本 日　本 検出せず（１μg/ml.以下） 0.2μg/ml. ふき漆

汁椀　マロン 水目桜 無機系塗料 日　本 日　本 検出せず（１μg/ml.以下） 0.9μg/ml. 手　塗

※検出されなければ良い ※30ppm以下なら良い

安全性に対する
こだわり

弊社の木製汁椀等は、財団法人  石川県予防医学協会において、
昭和34年厚生省告示第370号による食品検査に合格しており
ますので安心してご使用いただけます。SAFETY
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MJ42G-69-11 うさぎ唐草 屠蘇器

￥5,000（＋税）
箱寸／195×375×103mm（梱12）
品寸／屠蘇台330×172×25mm
　　　銚子150×85×167mm
　　　盃小φ78mm　盃中φ90mm
　　　盃大φ105mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7L-014MJ42G-69-10
MJ42G-69-09

うさぎ唐草 雑煮椀 黒内朱
うさぎ唐草 雑煮椀 総朱

￥1,800（＋税）
箱寸／145×145×90mm（梱60）
品寸／φ135mm×110mm　〈耐熱A〉　ウ　日本製

3T-212
3T-211

MJ42G-69-07 うさぎ唐草 7.0 二段オードブル 総朱

￥6,000（＋税）
箱寸／225×225×150mm（梱12）
品寸／210×210×135mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8R-331

MJ42G-69-02 うさぎ唐草 6.5 三段重 総朱

￥6,000（＋税）
箱寸／215×215×220mm（梱18）
品寸／195×195×210mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8R-313

MJ42G-69-01 うさぎ唐草 5.0 三段重 総朱

￥4,000（＋税）
箱寸／165×165×155mm（梱24）
品寸／150×150×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-625

MJ42G-69-04 うさぎ唐草 6.5 三段重 黒内朱

￥6,000（＋税）
箱寸／215×215×220mm（梱18）
品寸／195×195×210mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8R-314

MJ42G-69-03 うさぎ唐草 5.0 三段重 黒内朱

￥4,000（＋税）
箱寸／165×165×155mm（梱24）
品寸／150×150×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-626

MJ42G-69-08 うさぎ唐草 7.0 二段オードブル 黒内朱

￥6,000（＋税）
箱寸／225×225×150mm（梱12）
品寸／210×210×135mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

8R-332

MJ42G-69-05 うさぎ唐草 6.0 行楽オードブル 総朱

￥5,000（＋税）
箱寸／195×195×150mm（梱18）
品寸／180×180×125mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
　　　シール　〈PE〉

7R-809

MJ42G-69-06 うさぎ唐草 6.0 行楽オードブル 黒内朱

￥5,000（＋税）
箱寸／195×195×150mm（梱18）
品寸／180×180×125mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
　　　シール　〈PE〉

7R-810

上段

上段 上段

うさぎ唐草 usag i k a r aku s a

撮影協力：
山中温泉  胡蝶

上段

下段

下段

MJ42G-69-09

MJ42G-69-10

食洗機
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松竹梅 shouch i kuba i

おめでたいデザインで知られている松竹梅を
加賀盛り蒔絵で豪華に仕上げました。
屠蘇器、重箱を中心に迎春を強く
イメージした松竹梅シリーズです。

MJ42G-70-07 松竹梅 屠蘇器

￥12,000（＋税）
箱寸／410×235×120mm（梱12）
品寸／屠蘇台397×226×30mm
	 盃小φ78mm　盃中φ90mm　盃大φ110mm
	 盃台130×130×52mm　〈Ｆ〉　ウ
	 銚子150×85×167mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

9L-003

MJ42G-70-03 松竹梅 5.0 都三段重（B）

￥4,000（＋税）
箱寸／160×160×160mm（梱20）
品寸／150×150×150mm　〈フタF・オヤA〉　ウ　日本製

7R-617

MJ42G-70-04 松竹梅 6.0 都三段重（B）

￥5,000（＋税）
箱寸／190×190×190mm（梱12）
品寸／180×180×180mm　〈フタF・オヤA〉　ウ　日本製

7R-615

MJ42G-70-05 松竹梅 5.0 都三段重（R）

￥4,000（＋税）
箱寸／160×160×160mm（梱20）
品寸／150×150×150mm　〈フタF・オヤA〉　ウ　日本製

7R-618

MJ42G-70-06 松竹梅 6.0 都三段重（R）

￥5,000（＋税）
箱寸／190×190×190mm（梱12）
品寸／180×180×180mm　〈フタF・オヤA〉　ウ　日本製

7R-616

撮影協力：山中温泉  胡蝶

MJ42G-70-10 兼六 5.0 三段重（R）

￥3,500（＋税）
箱寸／160×160×160mm（梱20）
品寸／150×150×150mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6R-771

MJ42G-70-08 兼六 10.0 丸盆

￥3,500（＋税）
箱寸／310×310×30mm（梱30）
品寸／φ298×22mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5M-111

MJ42G-70-09 兼六 5.0 梅二段重

￥3,800（＋税）
箱寸／160×160×105mm（梱30）
品寸／150×150×100mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6R-521

兼 六  − kenroku −

MJ42G-70-02
MJ42G-70-01

松竹梅 雑煮椀 黒
松竹梅 雑煮椀 朱

￥3,800（＋税）
箱寸／148×148×83mm（梱40）
品寸／φ135mm×100mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

4T-516
4T-517

MJ42G-70-01

MJ42G-70-02

70MIYABI  Gift Collection

New Year



MJ42G-71-13MJ42G-71-10

MJ42G-71-03

MJ42G-71-14

MJ42G-71-04

MJ42G-71-11

MJ42G-71-05 6.5 三段重 光輪松

￥5,000（＋税）
箱寸／210×210×190mm（梱12）
品寸／198×198×184mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-603

MJ42G-71-06 屠蘇器 光輪松

￥5,000（＋税）
箱寸／195×375×103mm（梱12）
品寸／屠蘇台365×174×20mm
	 盃小φ78mm　盃中φ90mm　盃大φ105mm
	 銚子150×85×167mm
	 角重90×90×72mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7L-013

MJ42G-71-07 雑煮椀 金雲

￥2,500（＋税）
箱寸／140×140×90mm（梱40）
品寸／φ135×95mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3T-409

MJ42G-71-08 5.5 胴張三段重 金雲（シール付）

￥4,000（＋税）
箱寸／170×170×185mm（梱16）
品寸／165×165×170mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

6R-759

MJ42G-71-09 屠蘇器 金雲

￥5,000（＋税）
箱寸／195×375×103mm（梱12）
品寸／屠蘇台365×174×20mm
	 盃小φ78mm　盃中φ90mm　盃大φ105mm
	 銚子150×85×167mm　
	 角重90×90×72mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7L-009

MJ42G-71-12 屠蘇器 松

￥4,000（＋税）
箱寸／195×375×103mm（梱12）
品寸／屠蘇台330×172×25mm
	 盃小φ78mm　盃中φ90mm　盃大φ105mm
	 銚子150×85×167mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6L-041

MJ42G-71-04
MJ42G-71-03

4.5 雑煮椀 光輪松 黒内朱
4.5 雑煮椀 光輪松 総朱

￥2,500（＋税）
箱寸／140×140×90mm（梱40）
品寸／φ135×115mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

3T-417
3T-418

MJ42G-71-14
MJ42G-71-13

大名雑煮椀 飛翔 赤渕金
大名雑煮椀 飛翔 溜渕金

￥2,500（＋税）
箱寸／140×140×90mm（梱40）
品寸／φ135×115mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

3T-404
3T-405MJ42G-71-11

MJ42G-71-10
4.5 雑煮椀 結び 黒内赤
4.5 雑煮椀 結び 総洗朱

￥2,500（＋税）
箱寸／140×140×90mm（梱40）
品寸／φ135×115mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

3T-419
3T-420

迎春　− geishun −

MJ42G-71-01

MJ42G-71-02 京雅 胴張屠蘇器

￥14,000（＋税）
箱寸／410×235×120mm（梱12）
品寸／屠蘇台367×226×30mm
	 盃小φ78mm　盃中φ90mm
	 盃大φ110mm
	 盃台130×130×52mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製
	 銚子150×85×167mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

9L-006

MJ42G-71-01 京雅 胴張オードブル

￥5,000（＋税）
箱寸／250×250×125mm（梱12）
品寸／240×240×110mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-816

MJ42G-71-02

上段
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MJ42G-72-09 加賀箔 小吸椀揃 五草花 

￥3,000（＋税）
箱寸／258×193×80mm（梱30）
品寸／φ90×92mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5T-115

加賀箔  − kagahaku −

MJ42G-72-10 加賀箔 5.0 椿皿揃 五草花 

￥3,500（＋税）
箱寸／160×160×105mm（梱36）
品寸／φ150×25mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6P-542

MJ42G-72-03 みやび 5.0 花重

￥4,000（＋税）
箱寸／160×160×105mm（梱30）
品寸／150×150×100mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6R-507

MJ42G-72-04 みやび 10.0 丸盆

￥5,000（＋税）
箱寸／310×310×30mm（梱30）
品寸／φ298×22mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7M-127

MJ42G-72-05 みやび 胴張オードブル（中子付）

￥6,000（＋税）
箱寸／250×250×125mm（梱12）
品寸／240×240×110mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-707

MJ42G-72-06 宝扇 梅二段重
￥4,000（＋税）
箱寸／160×160×105mm（梱30）
品寸／150×150×100mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

7R-836

MJ42G-72-08 宝扇 胴張オードブル（中子付）
￥6,000（＋税）
箱寸／250×250×125mm（梱12）
品寸／240×240×110mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7R-837

MJ42G-72-07 宝扇 9.0 丸盆
￥4,000（＋税）
箱寸／275×275×23mm（梱30）
品寸／φ270×20mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7M-106

宝扇  − housen −

みやび  − miyabi −

宝 を 呼 び 込 む 扇 と 、 幸 せ を 運 ぶ 鶴 が 描 か れ た 加 賀 箔 と 盛 り 蒔 絵 。
豪 華 絢 爛 、 雅 や か で 、 高 級 感 漂 う シ リ ー ズ で す 。

秋草の定番であるきく、ききょう、おみなえしなどの多彩な花を
カラフルな色使いで明るく仕上げました。

MJ42G-72-01 盃ペア 六瓢

￥3,500（＋税）
箱寸／90×180×50mm（梱36）
品寸／φ79×43mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6L-161

MJ42G-72-02 盃ペア 鶴亀

￥3,500（＋税）
箱寸／90×180×50mm（梱36）
品寸／φ79×43mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製

6L-160

上段

上段
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MJ42G-73-03MJ42G-73-01 MJ42G-73-02

MJ42G-73-02
MJ42G-73-01

4.0 桜二段小重 黒 舞桜（シール付）
4.0 桜二段小重 ピンク 舞桜（シール付）

￥1,500（＋税）
箱寸／125×125×110mm（梱48）
品寸／120×120×105mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

2R-510
2R-511

MJ42G-73-04

MJ42G-73-04
MJ42G-73-03

4.0 桜二段小重 赤 四季の詩（シール付）
4.0 桜二段小重 黒 四季の詩（シール付）

￥1,500（＋税）
箱寸／125×125×110mm（梱48）
品寸／120×120×105mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

2R-507
2R-508

MJ42G-73-05 6.5 角三段重 松
￥2,500（＋税）
箱寸／210×210×193mm（梱16）
品寸／195×195×178mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3R-781

MJ42G-73-06 5.0 角三段重 鉄仙花（シール付）

￥3,500（＋税）
箱寸／160×160×180mm（梱18）
品寸／150×150×172mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

6R-789

MJ42G-73-07 5.0 角三段重 華の舞 赤（シール付）

￥3,500（＋税）
箱寸／160×160×180mm（梱18）
品寸／150×150×172mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

5R-804

MJ42G-73-08 6.5 角三段重 華の舞 赤（シール付）

￥6,000（＋税）
箱寸／215×215×220mm（梱12）
品寸／195×195×210mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

7R-774

MJ42G-73-11 7.0 角二段オードブル華の舞 赤（シール付）
￥6,000（＋税）
箱寸／225×225×160mm（梱12）
品寸／210×210×145mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

8R-706

MJ42G-73-09 5.0 角三段重 華の舞 黒（シール付）

￥3,500（＋税）
箱寸／160×160×180mm（梱18）
品寸／150×150×172mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

5R-803

MJ42G-73-10 6.5 角三段重 華の舞 黒（シール付）

￥6,000（＋税）
箱寸／215×215×220mm（梱12）
品寸／195×195×210mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

7R-773

MJ42G-73-12 7.0 角二段オードブル華の舞 黒（シール付）
￥6,000（＋税）
箱寸／225×225×160mm（梱12）
品寸／210×210×145mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

8R-705

上段 上段
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MJ42G-74-09 兼六 8.0 雅オードブル（シール付）
￥5,000（＋税）
箱寸／255×255×130mm（梱12）
品寸／245×245×120mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

7R-821

MJ42G-74-08 8.0 雅オードブル 松（シール付）
￥4,000（＋税）
箱寸／260×260×130mm（梱12）
品寸／245×245×120mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

7R-808

MJ42G-74-07
MJ42G-74-06

7.5 桜オードブル 黒 舞桜（シール付）
7.5 桜オードブル ピンク 舞桜（シール付）

￥3,500（＋税）
箱寸／240×240×130mm（梱16）
品寸／230×225×120mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

6R-510
5R-748

MJ42G-74-06MJ42G-74-04

MJ42G-74-07MJ42G-74-05

MJ42G-74-02 7.5 梅型オードブル 花うさぎ（シール付）
￥3,000（＋税）
箱寸／240×240×130mm（梱16）
品寸／227×225×120mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

5R-772

MJ42G-74-01 7.5くつわ二段オードブル 金雲（シール付）
￥3,500（＋税）
箱寸／235×235×130mm（梱16）
品寸／220×220×120mm　〈A・シールPE〉　ウ　日本製

6R-509

MJ42G-74-03 6.0 行楽オードブル 溜うさぎ（シール付）
￥3,500（＋税）
箱寸／195×195×150mm（梱16）
品寸／180×180×125mm
〈A・シールPE・中子PS〉　ウ　日本製

5R-709

上段

上段 上段

上段

上段

■盛りつけに便利な中子 9 個付き。
■料理が混ざらずにきれいに盛り付けできます。
■下段は十字仕切りで、シールフタ付き。

上段

下段

MJ42G-74-05
MJ42G-74-04

ひとえ 6.5 二段オードブル 黒（シール付）
ひとえ 6.5 二段オードブル 洗朱（シール付）

￥2,500（＋税）
箱寸／210×210×120mm（梱16）
品寸／197×195×112mm　〈Ａ〉　ウ　日本製
　　　シール　〈PE〉　日本製

4R-780
4R-781
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楕円プレースマット L 
品寸／455×360×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱30）

長角プレースマット L 
品寸／455×315×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱30）

MJ42G-75-01 L
L

L
L
L
L

7Y-201
MJ42G-75-02 7Y-202

￥4,000（＋税）
￥4,000（＋税）
￥2,500（＋税）
￥2,500（＋税）
￥2,800（＋税）
￥2,800（＋税）

MJ42G-75-05 5Y-104
MJ42G-75-06 5Y-105

MJ42G-75-04 5Y-110
MJ42G-75-03 5Y-103

MJ42G-75-13 L
L

L
L
L
L

7Y-205
MJ42G-75-14 7Y-206

￥4,000（＋税）
￥4,000（＋税）
￥2,500（＋税）
￥2,500（＋税）
￥2,800（＋税）
￥2,800（＋税）

MJ42G-75-17 5Y-108
MJ42G-75-18 5Y-109

MJ42G-75-16 5Y-107
MJ42G-75-15 5Y-106

MJ42G-75-07 S
S

S
S
S
S

7Y-203
MJ42G-75-08 7Y-204

￥3,200（＋税）
￥3,200（＋税）
￥1,800（＋税）
￥1,800（＋税）
￥2,000（＋税）
￥2,000（＋税）

MJ42G-75-11 4Y-103
MJ42G-75-12 4Y-104

MJ42G-75-10 4Y-125
MJ42G-75-09 4Y-102

MJ42G-75-19 S
S

S
S
S
S

7Y-207
MJ42G-75-20 7Y-208

￥3,200（＋税）
￥3,200（＋税）
￥1,800（＋税）
￥1,800（＋税）
￥2,000（＋税）
￥2,000（＋税）

MJ42G-75-23 4Y-128
MJ42G-75-24 4Y-129

MJ42G-75-22 4Y-127
MJ42G-75-21 4Y-126

楕円プレースマット S
品寸／370×290×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱50）

長角プレースマット S
品寸／350×260×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱50）

MJ42G-75-01・07

MJ42G-75-13・19

MJ42G-75-04・10

MJ42G-75-16・22

MJ42G-75-02・08

MJ42G-75-14・20

MJ42G-75-05・11

MJ42G-75-17・23

MJ42G-75-03・09

MJ42G-75-15・21

MJ42G-75-06・12

MJ42G-75-18・24

テーブルトップコレクション　− table-top	collection −
テーブルトップコレクションは、それぞれのアイテムを長くご愛用いただく為に、ベーシックなフォルムでデザイン統一がなされています。カラーバリエーションも、
和と洋のイメージから選びぬかれたカラーリングで色揃えされています。個性豊かにテーブルをコーディネートする方々にお贈りする素敵なコレクションです。

ゴールド（洋金箔）
シルバー（洋銀箔）

クリスマスレッド
クリスマスグリーン

マーブルブラック
マーブルレッド

ゴールド（洋金箔）
シルバー（洋銀箔）

クリスマスレッド
クリスマスグリーン

マーブルブラック
マーブルレッド

ラ ッ ク ヌ ー ボ ー（LAQUE-NOUVEAU） の 名 称 は、「 漆 器 ＝
LACQUER-WARE」 と「 新 し い ＝ NOUVEAU」 の 意 と し て、 そ
の 名 の ご と く “ 食 卓 へ 新 し い 漆 器 の ご 提 案 ” を コ ン セ プ ト に 誕
生 し ま し た。 半 世 紀 に わ た り、 ヨ ー ロ ッ パ、 ア メ リ カ 等 世 界 各
地 に 日 本 の 伝 統 的 な 漆 器 の 魅 力 を 紹 介 し 続 け、 後 に 西 洋 の 人 々
に受け入れられ、日常生活に定着する漆器を提供。” 漆器（Japan）
の国際化 ” のリーダーシップを担うようになりました。

ラックヌーボーは、
「食べる」「語り合う」「出会う」
「くつろぐ」「祝う」人生のテーマを
「食卓」で創造します。

Table top
Designed for
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半月プレースマット L 
品寸／392×348×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱30）

MJ42G-76-01 L
L

L
L
L
L

7Y-209
MJ42G-76-02 7Y-210

￥4,000（＋税）
￥4,000（＋税）
￥2,500（＋税）
￥2,500（＋税）
￥2,800（＋税）
￥2,800（＋税）

MJ42G-76-05 4Y-106
MJ42G-76-06 4Y-107

MJ42G-76-04 4Y-124
MJ42G-76-03 4Y-105

MJ42G-76-07 S
S

S
S
S
S

7Y-211
MJ42G-76-08 7Y-212

￥3,200（＋税）
￥3,200（＋税）
￥1,800（＋税）
￥1,800（＋税）
￥2,000（＋税）
￥2,000（＋税）

MJ42G-76-11 3Y-203
MJ42G-76-12 3Y-204

MJ42G-76-10 3Y-202
MJ42G-76-09 3Y-201

半月プレースマット S
品寸／356×315×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱50）

MJ42G-76-01・07

MJ42G-76-04・10

MJ42G-76-02・08

MJ42G-76-05・11

MJ42G-76-03・09

MJ42G-76-06・12

ゴールド（洋金箔）
シルバー（洋銀箔）

クリスマスレッド
クリスマスグリーン

マーブルブラック
マーブルレッド

MJ42G-76-13・16 MJ42G-76-14・17 MJ42G-76-15・18

MJ42G-76-21・24MJ42G-76-20・23MJ42G-76-19・22

楕円プレースマット L 

￥2,800（＋税）
品寸／455×360×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱30）

楕円プレースマット S

￥2,000（＋税）
品寸／370×290×4mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱50）

MJ42G-76-16 S
S
S

4Y-108
MJ42G-76-17 4Y-109
MJ42G-76-18 4Y-110

ジェムストーンレッド
ジェムストーンブルー
ジェムストーングリーン

MJ42G-76-13 L
L
L

5Y-114
MJ42G-76-14 5Y-115
MJ42G-76-15 5Y-116 S

S
S

MJ42G-76-23 4Y-112
MJ42G-76-24 4Y-113

MJ42G-76-22 4Y-111
パールブルー
パールホワイト

パールピンク

L
L
L

MJ42G-76-20 5Y-118
MJ42G-76-21 5Y-119

MJ42G-76-19 5Y-117
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丸コースター
品寸／φ110×3mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱200）

角コースター
品寸／105×105×3mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱200）

丸チャージャープレート
品寸／φ330×28mm
〈Ｆ〉　ウ　日本製　（梱24）

正角チャージャープレート
品寸／320×320×20mm
〈ABS〉　ウ　日本製　（梱24）

MJ42G-77-01

MJ42G-77-07

MJ42G-77-13

MJ42G-77-19

MJ42G-77-04

MJ42G-77-10

MJ42G-77-16

MJ42G-77-22

MJ42G-77-02

MJ42G-77-08

MJ42G-77-14

MJ42G-77-20

MJ42G-77-05

MJ42G-77-11

MJ42G-77-17

MJ42G-77-23

MJ42G-77-03

MJ42G-77-09

MJ42G-77-15

MJ42G-77-21

MJ42G-77-06

MJ42G-77-12

MJ42G-77-18

MJ42G-77-24

ゴールド（洋金箔）
シルバー（洋銀箔）
マーブルレッド

MJ42G-77-01 1Y-501
MJ42G-77-02 1Y-502

￥800（＋税）
￥800（＋税）
￥400（＋税）MJ42G-77-03 1Y-503

クリスマスレッド
クリスマスグリーン

マーブルブラック ￥400（＋税）
￥400（＋税）
￥400（＋税）

MJ42G-77-05 1Y-505
MJ42G-77-06 1Y-506

MJ42G-77-04 1Y-504

ゴールド（洋金箔）
シルバー（洋銀箔）
マーブルレッド

MJ42G-77-07 1Y-507
MJ42G-77-08 1Y-508

￥800（＋税）
￥800（＋税）
￥400（＋税）MJ42G-77-09 1Y-509

クリスマスレッド
クリスマスグリーン

マーブルブラック ￥400（＋税）
￥400（＋税）
￥400（＋税）

MJ42G-77-11 1Y-511
MJ42G-77-12 1Y-512

MJ42G-77-10 1Y-510

ゴールド（洋金箔）
シルバー（洋銀箔）
マーブルレッド

MJ42G-77-13 6Y-101
MJ42G-77-14 6Y-102

￥3,500（＋税）
￥3,500（＋税）
￥2,500（＋税）MJ42G-77-15 4Y-114

クリスマスレッド
クリスマスグリーン

マーブルブラック ￥2,500（＋税）
￥2,800（＋税）
￥2,800（＋税）

MJ42G-77-17 4Y-116
MJ42G-77-18 4Y-117

MJ42G-77-16 4Y-115

ゴールド（洋金箔）
シルバー（洋銀箔）
マーブルレッド

MJ42G-77-19 6Y-103
MJ42G-77-20 6Y-104

￥3,500（＋税）
￥3,500（＋税）
￥2,500（＋税）MJ42G-77-21 4Y-118

クリスマスレッド
クリスマスグリーン

マーブルブラック ￥2,500（＋税）
￥2,800（＋税）
￥2,800（＋税）

MJ42G-77-23 4Y-120
MJ42G-77-24 4Y-121

MJ42G-77-22 4Y-119
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MJ42G-78-05
コースターセット ビーダーマイヤースタイル

￥4,000（＋税）
品寸／コースター入れφ120×48mm
　　　コースターφ110×10mm　〈Ｕ〉　ウ　日本製　（梱40）

7Y-401

MJ42G-78-03
楕円プレースマット Ｌ ビーダーマイヤースタイル

￥3,000（＋税）
品寸／455×360×4mm　〈ABS〉　ウ　日本製
（梱30）

5Y-120

MJ42G-78-01
長角プレースマット Ｌ ビーダーマイヤースタイル

￥3,000（＋税）
品寸／455×315×4mm　〈ABS〉　ウ　日本製
（梱30）

5Y-121

MJ42G-78-06
コースター（単品） ビーダーマイヤースタイル

￥600（＋税）　（梱120） 1Y-513

MJ42G-78-04
楕円プレースマット S ビーダーマイヤースタイル

￥2,000（＋税）
品寸／370×290×4mm　〈ABS〉　ウ　日本製
（梱50）

3Y-205

MJ42G-78-02
長角プレースマット S ビーダーマイヤースタイル

￥2,000（＋税）
品寸／350×260×4mm　〈ABS〉　ウ　日本製
（梱50）

3Y-206

MJ42G-78-07
ウエストボックス 大 べっ甲

￥8,000（＋税）
品寸／250×250×280mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製
（梱4）

8Y-001

MJ42G-78-08
ウエストボックス 小 べっ甲

￥5,000（＋税）
品寸／200×200×250mm　〈Ｆ〉　ウ　日本製
（梱6）

7Y-124
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MJ42G-79-02
MJ42G-79-01

角コースター ハート B
角コースター ハート P

￥1,200（＋税）
（梱200）
品寸／105×105×3mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2P-201
2P-202

MJ42G-79-05 長角プレースマット S ローズピンク

￥4,200（＋税）
（梱50）
品寸／350×260×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7M-182

MJ42G-79-08 長角プレースマット S ローズグリーン

￥4,200（＋税）
（梱50）
品寸／350×260×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7M-185

MJ42G-79-06 長角プレースマット S ローズブルー

￥4,200（＋税）
（梱50）
品寸／350×260×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7M-183

MJ42G-79-07 長角プレースマット S ローズパープル

￥4,200（＋税）
（梱50）
品寸／350×260×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

7M-184

MJ42G-79-04
MJ42G-79-03

角コースター ハート G
角コースター ハート Pu

￥1,200（＋税）
（梱200）
品寸／105×105×3mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

2P-203
2P-204

MJ42G-79-01 MJ42G-79-02 MJ42G-79-03 MJ42G-79-04
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MJ42G-80-02
MJ42G-80-01

半月プレースマット S 乾漆（R）
半月プレースマット S 乾漆（B）

￥2,000（＋税）
（梱50）
品寸／356×315×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3M-106
3M-107

MJ42G-80-08
MJ42G-80-07

半月プレースマット S 麻の葉（S）
半月プレースマット S 麻の葉（G）

￥3,500（＋税）
（梱50）
品寸／356×315×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6M-150
6M-151

MJ42G-80-04
MJ42G-80-03

半月プレースマット S 麻の葉 Sライン
半月プレースマット S 麻の葉 Gライン

￥3,000（＋税）
（梱50）
品寸／356×315×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

5M-121
5M-122

MJ42G-80-10
MJ42G-80-09

半月プレースマット S 乾漆（S）
半月プレースマット S 乾漆（G）

￥3,500（＋税）
（梱50）
品寸／356×315×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

6M-152
6M-153

MJ42G-80-06
MJ42G-80-05

半月プレースマット S 麻の葉（R）
半月プレースマット S 麻の葉（B）

￥2,000（＋税）
（梱50）
品寸／356×315×4mm　〈Ａ〉　ウ　日本製

3M-108
3M-109

MJ42G-80-01

MJ42G-80-07

MJ42G-80-03

MJ42G-80-09

MJ42G-80-05

MJ42G-80-02

MJ42G-80-08

MJ42G-80-04

MJ42G-80-10

MJ42G-80-06
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アクリル系樹脂
ウレタン
漆
カシュー
無機系塗料
ポリエステル
メッキ
ラッカー

素材から最終加工まで国内でしたもの
素材を輸入し国内で加工したもの
素材から最終加工まで海外でしたもの

■塗
ア
ウ
漆
カ
ナ
ポ
メ
ラ

■生産地
日本製
輸加
輸入品

■材質
〈Ａ〉
〈ＡＳ〉
〈Ｆ〉
〈Ｍ〉
〈ＭＤＦ〉
〈Ｎ〉
〈ＰＥ〉
〈ＰＥＴ〉
〈ＰBＴ－Ａ〉
〈ＰＰ〉
〈ＰＳ〉
〈ＰU〉
〈Ｓ〉
〈Ｕ〉
〈ア〉
〈アグリ〉
〈麻〉
〈磁〉
〈ス〉
〈耐熱Ａ〉
〈竹〉
〈陶〉
〈ポリ〉
〈メタ〉
〈綿〉
〈レ〉
〈ゴ〉
〈木質〉
〈合〉
〈天然木〉
〈アルミ〉

ＡＢＳ樹脂
アクリルスチロール
フェノール樹脂
メラミン樹脂
木材繊維と樹脂の成型品
ナイロン樹脂
ポリエチレン
ポリエチレンテレフタレート
ポリブチレンテレフタレート－アロイ樹脂
ポリプロピレン樹脂
ポリスチレン
ポリウレタン樹脂
スチロール樹脂
ユリア樹脂
アクリル樹脂
アグリウッド樹脂
麻製品
磁器
ステンレス
耐熱ＡＢＳ樹脂
竹製品
陶器
不飽和ポリエステル樹脂
メタクリル樹脂
綿製品
レーヨン
生ゴム
木粉と合成樹脂の成型品
合板
木製品
アルミニウム
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MIYABIG i f t  C o l l e c t i o n

※カタログ掲載商品について、品質改良のため価格・
外観・仕様等を予告なく変更することがありますの
で、あらかじめご了承ください。
※商品の色調は印刷の都合上、実際のものとは多少異
なる場合があります。


