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1. インスタ映えお弁当箱

●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。 ●印刷の関係で実物と色が異なることがあります。 ●このカタログの有効期限は、2023年6月までです。

詳しい内容は

右記QRコードから

アクセスして下さい。

FO2531 弁当箱 はんごう
7,700円（税込）
W17.0×D9.0×H5.5 500ml、木・ウレタン　［大館］
化粧箱

FO9109 弁当箱 小判 小
8,800円（税込）
W18.0×D11.0×H5.2 490ml、木・ウレタン　［大館］
化粧箱

FO9892 弁当箱 小判 中
9,900円（税込）
W19.0×D12.0×H6.0 640ml、木・ウレタン　［大館］
化粧箱

FO9881 弁当箱 ひな
9,900円（税込）
W13.0×D11.0×H9.5 上360／下360ml、木・ウレタン　

［大館］化粧箱

FO9891 弁当箱 梅花
11,000円（税込）
W12.5×D12.5×H9.5 上350／下450ml、木・ウレタン　

［大館］化粧箱

工芸のふるさと日本。

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。

ひとつひとつが職人によって丁寧に作られ、大切に長く使い続けることができ、

産地の活性化は、伝統工芸の後継者や材料となる森林などを

育てることにもつながります。

「地球・社会・人」に優しいぬりものの新たな魅力をお届けします。

循環型社会の実現をめざし、SDGsの達成に向け、

私たちも事業を通じた貢献に取り組んでいきます。

樹齢100年前後の秋田杉を使用

しなやかな造形は機能美にあふれる

昔と変わらない製法で

長く使い続けられる

for SUSTAINABILITY
「地球・社会・人」に優しいぬりもの

詳細はこちら
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3. 幸せ詰める

　  おもてなし

2. ポプラの樹の恵み 4. 未来につながる、

　  森のクラフト

KC1W 一段重 変り根来 白
KC1R 一段重 変り根来 赤
4,400円（税込）
W23.0×D15.6×H5.6、木・蓋：ウ漆 身：ウレタン　

［紀州］紙箱 KC5 仕切り 6マス
1,320円（税込）
W21.8×D14.5×H4.0、木・ウレタン　［紀州］PP袋

YR3R 小鉢 赤
YR3W 小鉢 白
YR3B 小鉢 黒
660円（税込）
W6.9×D6.9×H3.4、樹・ウレタン　［山中］PP袋

KC2R 二段重 変り根来 赤
KC2W 二段重 変り根来 白
6,600円（税込）
W23.0×D15.6×H10.4、木・蓋：ウ漆 身：ウレタン　

［紀州］化粧箱

XA1001 福梅盆 摺り縁朱
7,700円（税込）
φ30.0×H2.0、木・漆　［山中］化粧箱

XA1102 小判盆 摺り縁朱
13,200円（税込）
W48.0×D30.5×H2.0、木・漆　［山中］化粧箱

BG5101 隅切三段小重 飛騨春慶
11,000円（税込）
W13.8×D13.8×H15.3、木・漆

［岐阜］化粧箱

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

BO3 正角枡小鉢 角錐台
1,650円（税込）
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）
W16.0×D8.0×H4.2、木・ガラスコーティング

［岐阜］PP袋

早生樹のポプラの利用で

森林保全に貢献

世界遺産・熊野の森の

間伐ヒノキ材を活かしたプロダクト

飛騨の豊かな自然に育まれた

匠の里のクラフツマンシップ

詳細はこちら詳細はこちら

詳細はこちら
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8.Easy Care 

　 木なのに食洗機 OK

6. 岩手おんな職人の

　  輝く息吹

5. 古都の風情を宿す、

　  角館の手仕事

7.Handy

　この一皿で

　  おうち割烹

FB2501 茶筒 総桜皮 中長
9,900円（税込）
φ7.0×H11.0 80ｇ、木　［秋田］化粧箱

FT2512 総皮茶筒 茶箕なすび付
11,000円（税込）
φ8.0×H12.0 200ｇ、木　［秋田］木箱

FT9967 桜模様 総皮茶筒茶箕揃
13,200円（税込）
φ8.2×H11.8 200ｇ、木　［秋田］木箱

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）
箱寸W7.0×D27.5×H1.7、木・ウレタン　［岩手］化粧箱

YJ1302 菊皿 溜
YJ1301 菊皿 朱
1,870円（税込）
φ21.0×H2.0、木樹成・漆　［山中］紙箱

YU1914 具だくさん椀中 黒摺 食洗機対応
YU1913 具だくさん椀中 朱摺 食洗機対応
6,050円（税込）
φ12.0×H7.5、木・漆　［山中］紙箱

YU1916 具だくさん椀大 黒摺 食洗機対応
YU1915 具だくさん椀大 朱摺 食洗機対応
8,250円（税込）
φ12.7×H8.0、木・漆　［山中］紙箱

再生する山桜の樹皮を使う

世界でも類をみない樺細工

お試しに最適

気軽に普段使いできる漆器

新たな精製技術による漆を使用

家庭用食洗機対応の木椀

企画・デザイン・製作まで

女性達の手による華やかな象嵌（ぞうがん）装飾

詳細はこちら詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら
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12. 古きよき阿波の言伝

　   YUSANBAKO

11. 会津の桐の物語10. おぼんのすゝめ

9.Good th ings come in pai r s

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

詳細はこちら

FEC2102 夫婦椀 市松
6,050円（税込）
φ10.5×H7.2、木樹成・漆　［越前］木箱

EC2107 ツボミ椀ペア B/P 食洗機対応
EC2108 ツボミ椀ペア B/G 食洗機対応
6,050円（税込）
φ10.8×H7.3、木樹成・漆　［越前］木箱

EC2110 夫婦椀 流水に桜 食洗機対応
8,800円（税込）
φ10.5×H7.2、木樹成・漆　［越前］木箱

AY9635 
文庫ペントレー付内布貼A4 
桐胡蝶蘭
13,200円（税込）
W26.6×D35.0×H7.2、木・蝋引き　

［会津］化粧箱

AY2950 遊山箱 春慶三段重
16,500円（税込）
W14.0×D14.6×H15.5、木・漆（重箱）　

［岐阜・会津］化粧箱

XA9112R 
丸盆 木地呂金線
10,450円（税込）
φ30.0×H2.0、木・漆　
［山中］化粧箱

日常の美しい所作を生む身近な道具

古典モダンな緑起柄

刷毛目を残した手塗りの味わい

手仕事を印象付ける

枯淡な趣の独特のテクスチャー

歴史ある会津の豊かな

ものづくり文化を今に伝える

徳島伝承の遊山箱を

会津と飛騨の伝統の手わざでリデザイン

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら
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15. 感動いっぱい、

　  おひつライフ 

16. ぬくもりふわり、

　  トチの椀

13. 履きこなしたビンテージデニムのよう 14. ハツリの美、 

　  ミズメの椀

YK1707 
汁椀 ミズメハツリ
6,050円（税込）
φ12.0×H7.0、木・漆　［山中］化粧箱

YK1902 
ごはん椀 ミズメハツリ
7,700円（税込）
φ13.6×H6.7、木・漆　［山中］化粧箱

EY9316 汁椀 渕布刷毛曙
EY9315 汁椀 渕布刷毛根来
9,350円（税込）
φ11.5×H7.0、木・漆　［越前］化粧箱

EY9307 多用椀 渕布刷毛曙
EY9306 多用椀 渕布刷毛根来
14,300円（税込）
φ14.0×H9.5、木・漆　［越前］化粧箱

YB1901 
深椀 小 栃
7,700円（税込）
φ12.2×H8.3、木・漆　
［山中］化粧箱

FO2405 
おひつ 曲げわっぱ 二合
28,600円（税込）
φ19.0×H9.3、木　
［大館］化粧箱

高級材ミズメを活かした、

「木地の山中」ならではの技巧

丈夫でかっこいい

こだわりは漆本来の強さを引き出した

昔ながらの製法

秋田杉の調湿機能

移すひと手間で美味しいご飯に　　　　　　　

えっ！ 軽っ！

木椀の心まで染み渡る心地さ

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら
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18. 能登の里山が育む箸

19. 愛がつながる

　  幸せの橋渡し

20.これいいね、

　  こんなのあるんだ

17. 載せる、

　  運ぶ、

      魅せる

EU2806 隅切正角膳 タモ
7,150円（税込）
W31.0×D31.0×H1.5、木・ウレタン　［越前］紙箱

EU2807 隅切長角膳 タモ
8,250円（税込）
W45.0×D31.0×H1.5、木・ウレタン　［越前］紙箱

EU1005 丸盆脚付 タモ
9,350円（税込）
φ30.5×H6.8、木・ウレタン　［越前］化粧箱

OPN608 夫婦箸花唐草 銀×ピンク 
食洗機対応
2,750円（税込）
箱寸 W6.5×D26.5×H2.3、木・ポリエステルウレタン　［若狭］木箱

OPN606 夫婦箸 亀甲花唐草 金×銀
5,500円（税込）
箱寸 W6.5×D26.5×H2.3、木・持ち手：アクリル 喰先：漆　［若狭］木箱

WJ4033 輪島うるし夫婦箸 光琳松
12,100円（税込）
箱寸 W7.0×D27.2×H2.2、木・漆　［輪島］木箱　英文栞付

WJ4034 輪島うるし夫婦箸 こぼれ梅
17,600円（税込）
箱寸 W7.0×D27.2×H2.2、木・漆　［輪島］木箱　英文栞付

PCB101-240MC5 ゆらぎタンブラーS 
5色セット
3,960円（税込）
φ8.0×H9.5 240ml、樹脂　［山中］紙箱

PCB101-320MC5 ゆらぎタンブラーM 
5色セット
4,620円（税込）
φ8.4×H11.7 320ml、樹脂　［山中］紙箱

※盆と足のセットです。

料理が映えるフレーム効果

載せるだけでおしゃれで豊かに

石川県木・能登ヒバを使用

漆芸の地・輪島の技巧が詰まった箸

新素材樹脂

優れた耐久性、再生可能、ロングライフなタンブラー

この中に愛が隠れています

どこでしょう？

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら
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価格別セレクション

QES1707 プチ椀 かくれんぼ 溜
QES1706 プチ椀 かくれんぼ 朱
2,750円（税込）
φ9.1×H6.3、木樹成・漆　［越前］化粧箱

ED1801 吸物椀 菊割 古代根来
3,630円（税込）
φ10.2×H10.7、木樹成・漆　［越前］化粧箱

AY9312 丸盆 春慶てまり詩
3,850円（税込）
φ30.0×H1.7、樹・カシュー　［会津］化粧箱

AY9313 ひまわり鉢 春慶てまり詩
3,850円（税込）
φ21.0×H6.6、木樹成・ウレタン　
［会津］化粧箱

OR4101 フォトフレーム 寄木
5,280円（税込）
W15.0×D20.0×H1.0、繊維板・ウレタン　

［箱根］化粧箱

FG1703 背高椀 溜内黒
FG1704 背高椀 朱
5,500円（税込）
φ12.0×H7.0、木・漆　［川連］化粧箱

OA1005 丸盆 小田原欅 九寸
5,500円（税込）
φ26.5×H2.3、木・漆　
［小田原］化粧箱

EC2680 
蒔絵がら盃ペア 桜・紫陽花　
5,500円（税込）
φ5.0×H7.5 70ml、ガラス・漆
［越前］木箱  英文栞付

AY3421 
フリーボックス 金扇面
7,150円（税込）
W21.5×D10.6×H4.5、繊維板・カシュー  

［会津］木箱  英文栞付

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

XA1302 オーバル皿 黒摺
5,940円（税込）
W30.0×D21.0×H2.0、木・漆

［山中］化粧箱

XA1303 オーバル皿 朱摺
5,940円（税込）
W30.0×D21.0×H2.0、木・漆

［山中］化粧箱

BG1601 
菓子器 角つまみ 飛騨春慶
6,600円（税込）
W17.0×D17.0×H8.3、木・漆　［岐阜］化粧箱

UB9251 
盛鉢 ブナコ ダークブラウン
6,600円（税込）
W21.0×D21.0×H5.0、木・ウレタン　

［青森］化粧箱

UB9231 
もてなし盆 ダークブラウン
7,700円（税込）
W36.5×D23.0×H2.0、木・ウレタン　

［青森］化粧箱

OR1101 
トレー 寄木
8,800円（税込）
W34.7×D21.0×H2.0、繊維板・ウレタン　

［箱根］化粧箱

FG2101 
夫婦汁椀 ゆり型 溜
8,800円（税込）
φ11.0×H7.2、木・漆　［川連］化粧箱

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

YR2216 
プレーンカップペア 
十遍摺り
11,000円（税込）
φ8.4×H11.8 250ml、木・漆　［山中］化粧箱

YR2106 
夫婦椀 十遍摺 り
11,000円（税込）
φ11.5×H7.0、木・漆　［山中］化粧箱

EE2102 
夫婦椀 日月木地呂 
食洗機対応
13,200円（税込）
φ11.3×H6.9、木・漆　［越前］化粧箱

WR3703 
花器 鶴首 朱ぼかし風花
33,000円（税込）
φ8.5×H27.5、木・漆　［輪島］木箱  英文栞付

WR3712 
花器 鶴首 曙華翔
38,500円（税込）
φ8.5×H27.5、木・漆　［輪島］木箱  英文栞付

WR2602 
夫婦汁椀 風花
33,000円（税込）
φ11.0×H7.0、木・漆　［輪島］化粧箱

WR3702 
花器 丸 曙華翔
55,000円（税込）
φ13.5×H13.5、木・漆　［輪島］木箱  英文栞付

 P r e s en t  f o r . . . . . . .
VH9720 屏風時計 かづき
6,600円（税込）
W39.5×D4.0×H19.0、樹・ウレタン　

［金沢］化粧箱  英文栞付
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今の季節のおすすめはこちらから


