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片口 W14.0×D11.0×H7.0
ぐい呑 φ5.7×H4.0 50ml、木樹成・漆 ［越前］化粧箱
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和洋問わず、
ハレの日の器をより身近にお楽しみいただけます。

EZ2601 酒器セット さくら白檀
11,000円（税込）
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う る わ し 、ふる さ と

う る お し 、こころ

にっぽ ん 、ジャパン

※仕切り、小鉢は付属していません。

Sustainable Kogei

KC1W 一段重 変り根来 白
KC1R 一段重 変り根来 赤
3,850円（税込）

工芸のふるさと日本。

W23.0×D15.6×H5.6、木・ウレタン ［紀州］紙箱

その土地の風土や歴史に育まれ、大切に受け継がれてきた「ぬりもの」。
おおらかで繊細な美しさと、心に伝わるどこか懐かしくも優しいぬくもりは、
暮らしに豊かな潤いを与えてくれます。

O P T I O N
KC5 仕切り 6マス
1,100円（税込）

W21.8×D14.5×H4.0、木・ウレタン ［紀州］PP袋
●サイズ表示／W：幅、D：奥行き、H：高さ、φ：直径（単位：cm）※手づくりのため実際の寸法と異なることがあります。
● 材質／繊維板：中質繊維板、木樹成：木粉と樹脂の成型品、樹：合成樹脂製品、ウ漆：ウレタン樹脂塗料と漆の混合塗装
● 包装／木箱、化粧箱、紙箱、PP袋
● 諸事情により予告なく価格を変更又は販売を中止する場合があります。
● 生産状況により長期欠品する場合があります。

東日本 大 震 災からの復 興を願い、

● 印刷の関係で実物と色が異なることがあります。

私たちも事 業を通じて応 援しています。

●このカタログの有効期限は、2022年6月までです。
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YR3R 小鉢 赤
YR3W 小鉢 白
YR3B 小鉢 黒
550円（税込）

KC2R 二段重 変り根来 赤
KC2W 二段重 変り根来 白
5,500円（税込）

W23.0×D15.6×H10.4、木・ウレタン ［紀州］化粧箱

W6.9×D6.9×H3.4、樹・ウレタン ［山中］PP袋
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￥ 1 , 320（ ￥1,200）〜
YJ1302 菊皿 溜
YJ1301 菊皿 朱
1,650円（税込）

φ21.0×H2.0、木樹成・漆 ［山中］紙箱

AY9312 丸盆 春慶てまり詩
3,300円（税込）

φ30.0×H1.7、樹・カシュー ［会津］化粧箱

OA1007 丸盆 小田原欅 7寸
3,300円（税込）

φ21.0×H2.0、木・漆 ［小田原］化粧箱

会津塗

OA1006 丸盆 小田原欅 8寸
4,400円（税込）

多彩な加飾技法で魅了し、

φ23.8×H2.0、木・漆 ［小田原］化粧箱

新たな表現で時代に応えながら

OA1005 丸盆 小田原欅 9寸
5,500円（税込）

実用的で華麗なぬりものを生み続ける。

φ26.5×H2.3、木・漆 ［小田原］化粧箱

OA1004 丸盆 小田原欅 尺
7,700円（税込）

φ29.8×H2.3、木・漆 ［小田原］化粧箱

YJ1306 菊皿ペア 溜・朱
3,300円（税込）

φ21.0×H2.0、木樹成・漆 ［山中］紙箱

※フォークは付属していません。

AY9313 ひまわり鉢 春慶てまり詩
3,300円（税込）

OR4101 フォトフレーム 寄木
4,400円（税込）

φ21.0×H6.6、木樹成・ウレタン ［会津］化粧箱

W15.0×D20.0×H1.0、繊維板・ウレタン ［箱根］化粧箱

AY2204 マグカップ 若冲桜 レンジ対応
AY2205 マグカップ 若冲菊 レンジ対応
1,320円（税込）

φ9.5×H8.2 210ml、樹・ウレタン ［会津］化粧箱
英文栞付

金沢箔

KN2601 盃紅白ペア 千羽鶴蒔絵
3,850円（税込）

φ5.5×H6.5 50ml、ガラス・ウレタン ［紀州］木箱

ほんのりと立ち上がる清々しい杉の香りで、
樽酒のような風味を楽しむことができます。

VH9725 手鏡 かづき
2,750円（税込）

W13.0×D26.0×H0.7、樹・ウレタン ［金沢］化粧箱
英文栞付

VH9724 ツインフォトフレーム かづき
3,300円（税込）
※内面

W32.5×D2.0×H17.5、樹・ウレタン ［金沢］化粧箱
英文栞付

VH9723 宝石箱 かづき
3,850円（税込）

W16.5×D11.5×H5.2、樹・ウレタン ［金沢］化粧箱
英文栞付
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※絵は付属していません。

FO5572 酒器セット 秋田杉
4,400円（税込）

徳利 W6.0×D6.0×H10.5 150ml
ぐい呑 φ4.3×H5.8 35ml、木・ウレタン ［大館］化粧箱
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￥ 4 , 950（ ￥4,500）

￥ 5 , 500（ ￥5,000）
EC2105 夫婦椀 駒型 食洗機対応
4,950円（税込）

φ10.7×H7.8、木樹成・漆 ［越前］木箱

FTA1001 丸盆 白兎貝入 朱
5,500円（税込）

EZ3401 小箱 満月に桜 螺鈿
5,500円（税込）

EC2680 蒔絵がらす盃ペア 桜・紫陽花
5,500円（税込）

VH9720 屏風時計 かづき
5,500円（税込）

φ21.0×H1.6、木・カシュー ［高岡］化粧箱

WJ4032 輪島うるし夫婦箸 金桜ふぶき
4,950円（税込）

W10.5×D10.5×H5.0、木樹成・ウレタン ［越前］化粧箱

箱寸 W6.5×D26.8×H2.2、木・漆 ［輪島］木箱
英文栞付

EC2107 ツ
 ボミ椀ペア ピンクベージュ×ベージュ
食洗機対応
EC2108 ツ
 ボミ椀ペア ミントベージュ×ベージュ
食洗機対応
4,950円（税込）

φ10.8×H7.3、木樹成・漆 ［越前］木箱

φ5.0×H7.5 70ml、ガラス・漆 ［越前］木箱 英文栞付

W39.5×D4.0×H19.0、樹・ウレタン ［金沢］化粧箱
英文栞付

※スプーンは付属していません。

EC2230 タワミカップペア 食洗機対応
4,950円（税込）

φ10.4×H7.2、木樹成・漆 ［越前］木箱

※内面

VH2901 二段重 月夜
4,950円（税込）

W12.0×D12.0×H12.5、樹・ウレタン ［金沢］化粧箱
英文栞付

※スプーンは付属していません。
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AY9021 フォトスタンド 市松
5,500円（税込）

AY9011 フリーボックス 椿
5,500円（税込）

W20.5×D6.0×H16.7、繊維板・カシュー ［会津］化粧箱
英文栞付

W14.1×D10.6×H4.4、繊維板・カシュー ［会津］化粧箱
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￥ 6 , 050（ ￥5,500）〜

BUNACO
貝象嵌

ブナ材を薄くテープ状にしたものを巻き重ね、
独自製法で成型するエコでユニークな木工品。

木の表面を細かく彫り、
そこへ貝を嵌め込む加飾技法。
木肌と貝のコントラストが美しい。

XA1001 福梅盆 摺り縁朱
6,600円（税込）

φ30.0×H2.0、木・漆 ［山中］化粧箱

※菓子ようじは付属していません。

UB9251 盛鉢 ブナコ ダークブラウン
5,500円（税込）

W21.0×D21.0×H5.0、木・ウレタン ［青森］化粧箱

BG1103 もてなし盆 飛騨春慶
5,500円（税込）

W32.5×D20.0×H1.3、木・漆 ［岐阜］化粧箱

FU2337 夫婦箸セット 貝象嵌 ひょうたん
FU2336 夫婦箸セット 貝象嵌 さくら
6,600円（税込）

UB9231 もてなし盆 ブナコ ダークブラウン
6,600円（税込）
W36.5×D23.0×H2.0、木・ウレタン ［青森］化粧箱

箱寸 W7.0×D27.5×H1.7、木・ウレタン ［岩手］化粧箱

会津桐工芸
会津藩の保護・奨励の下、漆と並んで
大切に育まれてきた長い歴史を今に伝える。

FEC2102 夫婦椀 市松
5,500円（税込）

EC2109 夫婦椀 瓢型 刷毛目 食洗機対応
5,500円（税込）

φ10.5×H7.2、木樹成・漆 ［越前］木箱

φ10.5×H7.2、木樹成・漆 ［越前］木箱

AY9033 マルチボックス 野の花 溜
6,050円（税込）

AY9631 二つ引タンス 桐 胡蝶蘭
6,600円（税込）

W25.0×D9.5×H1.4、繊維板・カシュー ［会津］化粧箱

XA1302 オーバル皿 黒摺り
XA1303 オーバル皿 朱摺り
5,500円（税込）

W18.1×D18.6×H17.3、木・蝋引き ［会津］化粧箱

※内面

AI9101 フリーケース 初音
6,600円（税込）

W32.0×D20.0×H2.0、木・漆 ［山中］化粧箱

W21.5×D9.5×H5.4、繊維板・カシュー ［会津］化粧箱
英文栞付

※フォークは付属していません。
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OP6003 箸二膳揃 けずり箸
6,820円（税込）

箱寸 W7.0×D27.2×H2.0、木・漆 ［東京］木箱

EY9827 船型鉢 根来
6,600円（税込）

W24.0×D15.5×H5.7、木樹成・漆 ［越前］化粧箱

BG1601 菓子器 角つまみ 飛騨春慶
6,600円（税込）

OR1101 トレー 寄木
7,700円（税込）

XA9112R 丸盆 木地呂金線
9,350円（税込）

W34.7×D21.0×H2.0、繊維板・ウレタン ［箱根］化粧箱

φ30.0×H2.0、木・漆 ［山中］化粧箱

EY9832 サーバーセット 根来
4,400円（税込）

W17.0×D17.0×H8.3、木・漆 ［岐阜］化粧箱

W20.5×D6.0、樹・漆 ［越前］化粧箱

樺細工
山桜の樹皮を用いて作られる、
自然美と
手仕事が織りなす唯一無二の存在。
FB2501 茶筒 総桜皮 中長
8,800円（税込）

φ7.0×H11.0 80g、木 ［秋田］化粧箱

AS1101 四方盆 円窓 朱摺り
7,150円（税込）

W28.9×D28.9×H1.9、木・漆 ［会津］化粧箱

EC2104 夫婦椀 月にさくら
8,800円（税込）

AL6303 盃 松竹梅
9,900円（税込）

φ10.8×H7.5、木樹成・漆 ［越前］木箱

SG1302 ビーンズ銘々皿揃
7,700円（税込）

W17.0×D12.2×H1.5、木・ウレタン ［香川］化粧箱

WJ4033 輪島うるし夫婦箸 光琳松
9,900円（税込）

XA1301 平皿 木地呂筋挽
7,700円（税込）

箱寸 W7.0×D27.2×H2.2、木・漆 ［輪島］木箱
英文栞付

φ24.0×H2.0、木・漆 ［山中］化粧箱

XA1511 盛鉢 木地呂筋挽
8,800円（税込）

φ22.5×H4.0、木・漆 ［山中］化粧箱
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φ6.7×H2.8 20ml、木・漆 ［会津］化粧箱

※フォークは付属していません。

EU1007 丸盆 プラチナ牡丹彫丸紋 溜
9,900円（税込）

φ30.5×H2.0、木・漆 ［越前］化粧箱 英文栞付
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￥ 11 , 000 （ ￥10,000）

￥ 12 , 100（ ￥11,000）〜

十遍摺り
下地処理後、通常3回ほどで仕上げる摺り漆の工程を
10回繰り返すことで艶やかな深みと強度を増した逸品。

F351 丸盆 象谷縁後藤塗
12,100円（税込）

F176 夫婦汁椀 春秋
16,500円（税込）

φ32.8×H3.3、木・漆 ［香川］化粧箱

YR2216 プレーンカップペア 十遍摺り
11,000円（税込）

φ11.0×H7.0、木・漆 ［山中］木箱

YR2106 夫婦汁椀 十遍摺り
11,000円（税込）

φ8.4×H11.8 250ml、木・漆 ［山中］化粧箱

φ11.5×H7.0、木・漆 ［山中］化粧箱

EK2103 夫婦吸物椀 日月
13,200円（税込）

WJ4034 輪島うるし夫婦箸 こぼれ梅
14,850円（税込）

φ12.2×H10.0、木樹成・漆 ［越前］化粧箱

箱寸 W7.0×D27.2×H2.2、木・漆 ［輪島］木箱
英文栞付

YB1501 盛鉢 朱摺り
11,000円（税込）

φ27.0×H5.7、木・漆 ［山中］化粧箱

FT9967 茶筒茶箕揃 桜皮 桜模様
13,200円（税込）

φ8.2×H11.8 200g、木 ［秋田］木箱

BG5101 隅切三段小重 飛騨春慶
11,000円（税込）

EE2102 夫婦椀 日月 木地呂 食洗機対応
11,000円（税込）

W13.8×D13.8×H15.3、木・漆 ［岐阜］化粧箱

φ11.3×H6.9、木・漆 ［越前］化粧箱

川連漆器

AY9039 屏風時計 野の花 溜
11,000円（税込）

AY9635 文庫ペントレー付A4 桐 胡蝶蘭
11,000円（税込）

W61.0×D3.7×H22.0、繊維板・カシュー ［会津］
化粧箱

W26.6×D35.0×H7.2、木・蝋引き ［会津］化粧箱
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潤沢なふっくらとした厚めの上塗りが特徴。生活に根ざした実用的な漆器づくりを主とする。

FG9905 茶托揃 溜
15,400円（税込）

FG1308 銘々皿揃 溜
15,400円（税込）

φ12.6×H2.0、木・漆 ［川連］化粧箱

φ13.5×H2.3、木・漆 ［川連］化粧箱
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WR4110 飾皿 富士桜 皿立付
38,500円（税込）

φ21.3×H3.8、木・漆 ［輪島］化粧箱 英文栞付

BG2902 三段重 飛騨春慶
18,700円（税込）

W17.4×D17.4×H16.0、木・漆 ［岐阜］化粧箱

※小鉢はオプションです。

WR2602 夫婦汁椀 風花
33,000円（税込）

φ11.0×H7.0、木・漆 ［輪島］化粧箱

O P T I O N

W16.0×D8.0×H4.2、
木・ガラスコーティング ［岐阜］
PP袋

WR3712 花器 鶴首型 曙華翔
38,500円（税込）

φ27.4×H8.5、木・漆 ［輪島］木箱 英文栞付

芸術の域まで昇華された、

W8.0×D8.0×H4.2、木・ガラスコーティング ［岐阜］
PP袋

BO4 長角枡小鉢 角錐台
2,200円（税込）

妥協を許さぬ堅牢優美な漆工芸。

BO3 正角枡小鉢 角錐台
1,650円（税込）

WR2603 夫婦汁椀 ぼかし
44,000円（税込）

φ11.8×H7.5、木・漆 ［輪島］化粧箱

TA3413 小箱 光琳梅貝入
22,000円（税込）

W11.0×D11.0×H5.5、木・カシュー ［高岡］化粧箱

EM4101 飾皿 沈金写し赤富士 皿立付
36,300円（税込）

VH3301 手許箱 花見鳥 B5
33,000円（税込）

φ30.0×H4.4、木・漆 ［越前］化粧箱 英文栞付

W21.7×D29.4×H6.6、繊維板・ウレタン ［金沢］化粧箱
英文栞付

WC9948 扇型飾皿 赤富士 皿立付
55,000円（税込）

WR3702 花器 曙華翔
55,000円（税込）

W39.5×D1.8×H22.0、木・漆 ［輪島］化粧箱
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φ13.7×H13.7、木・漆 ［輪島］木箱 英文栞付

15

日本のいいもん「ぬりもん」の、をりふしのおくりもの
最新情報はこちらから▶
http://nurimon.jp
ぬりもん

検索

http://www.sofuejapan.co.jp

