
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№37-01
原産国：中国 材質：ボーンチャイナ

品番：37095
JAN:4560136878400

品番：37094
JAN:4560136878394

品番：37096
JAN:4560136878417

品番：37097
JAN:4560136878424

品番：37132
JAN:4560136879216

品番：37131
JAN:4560136879209

品番：37222
JAN:4560136883145

品番：37274
JAN:4560136884289

※電子レンジ対応
φ8.5/Ｈ11(取っ手含むＷ11.5)
容量300ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37137
JAN:4560136881608

品番：37136
JAN:4560136881592

品番：37134
JAN:4560136881578

品番：37133
JAN:4560136881561

品番：37469
JAN:4560136887006

品番：37470
JAN:4560136887013

品番：37473
JAN:4560136887044

品番：37472
JAN:4560136887037



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№37-02
原産国：中国 材質：ボーンチャイナ

※電子レンジ対応

φ8.5/Ｈ11(取っ手含むＷ11.5) 容量300ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37588
JAN:4560136888195

品番：37672
JAN:4560136889031

品番：37674
JAN:4560136889055

品番：37677
JAN:4560136889086

品番：37676
JAN:4560136889079

品番：37660
JAN:4560136888911

※電子レンジ対応

φ8.5/Ｈ10(取っ手含むＷ11.5) 容量400ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37693
JAN:4560136889246

品番：37694
JAN:4560136889253

BOX

品番：37667*
JAN:4560136888980

品番：37668*
JAN:4560136888997

※電子レンジ対応

φ8.5/Ｈ8(取っ手含むＷ11.5) 容量300ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37697
JAN:4560136889284

品番：37698
JAN:4560136889291

品番：37699
JAN:4560136889307

品番：37714
JAN:4560136889451

品番：37715
JAN:4560136889468



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№37-03
原産国：中国 材質：ボーンチャイナ

※電子レンジ対応

φ8.5/Ｈ8(取っ手含むＷ11.5) 容量300ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37712
JAN:4560136889437

品番：37713
JAN:4560136889444

品番：37700
JAN:4560136889314

品番：37716
JAN:4560136889475

品番：37717
JAN:4560136889482

品番：37718
JAN:4560136889499

37700 BOX

37712～37713 BOX

37716～37718 BOX

品番：37663
JAN:4560136888942

品番：37664
JAN:4560136888959

品番：37666
JAN:4560136888973

37663～37664 BOX

37666 BOX



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№37-04
原産国：中国 材質：ボーンチャイナ

※電子レンジ対応

φ8.5/Ｈ8(取っ手含むＷ11.5) 容量300ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37705
JAN:4560136889369

37705～37711 BOX

品番：37706
JAN:4560136889376

品番：37707
JAN:4560136889383

品番：37708
JAN:4560136889390

品番：37709
JAN:4560136889406

品番：37710
JAN:4560136889413

品番：37711
JAN:4560136889420

品番：37643
JAN:4560136888744

品番：37645*
JAN:4560136888768

品番：37647
JAN:4560136888782

品番：37644*
JAN:4560136888751

品番：37646
JAN:4560136888775

品番：37642
JAN:4560136888737

37642～37645 BOX



2022年09月01日カタログ№37-05
原産国：中国
材 質：ニューボーンチャイナ

スパイラルマグカップ

φ9/Ｈ11 (取っ手含むＷ13)容量300ml
各本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37593*
JAN:4560136888249

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：37595*
JAN:4560136888263

品番：37597*
JAN:4560136888287

品番：37599*
JAN:4560136888300

品番：37601*
JAN:4560136888324

品番：37602*
JAN:4560136888331

品番：37603*
JAN:4560136888348

品番：37605*
JAN:4560136888362

品番:37569* JAN:4560136888003品番:37568* JAN:4560136887990

品番:37565* JAN:4560136887969 品番:37566* JAN:4560136887976

材 質 ｶｯﾌﾟ･ｽﾌﾟｰﾝ：ニューボーンチャイナ

ｺｰｽﾀｰ ：紙・コルク
ﾏｸﾞ：φ8.5/Ｈ10(取っ手含むＷ11.5)容量320ml
ｺｰｽﾀｰ：10×10 ｽﾌﾟｰﾝ：Ｌ12.5

各本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数36

電子レンジ対応

ギフトＢＯＸ入り

Ｗ13/Ｄ10/Ｈ10

電子レンジ対応



2022年09月01日カタログ№37-06
原産国：中国 材質：ニューボーンチャイナ

※本体価格は税抜き表示となっております。

品番：37631
JAN:4560136888621

品番：37632
JAN:4560136888638

品番：37633
JAN:4560136888645

品番：37634
JAN:4560136888652

品番：37635
JAN:4560136888669

品番：37636
JAN:4560136888676

品番：37638
JAN:4560136888690

品番：37639
JAN:4560136888706

ギフトＢＯＸ入りマグカップ

φ9/Ｈ9(取っ手含むＷ12) 容量300ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37654
JAN:4560136888850

品番：37655
JAN:4560136888867



2022年09月01日カタログ№37-07
原産国：中国 材質：ニューボーンチャイナ

※本体価格は税抜き表示となっております。

ギフトＢＯＸ入りマグカップ

φ9/Ｈ9(取っ手含むＷ12) 容量300ml

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37658
JAN:4560136888898

品番：37657
JAN:4560136888881

品番：37670
JAN:4560136889017

品番：37685
JAN:4560136889161

品番：37682
JAN:4560136889130

品番：37684*
JAN:4560136889154

品番：37690
JAN:4560136889215

品番：37688
JAN:4560136889192

品番：37689
JAN:4560136889208

品番：37719
JAN:4560136889505



2022年09月01日カタログ№37-08
原産国：中国
材 質：ボーンチャイナ

品番：37099
JAN：4560136878448

品番：37100
JAN:4560136878455

品番：37101
JAN:4560136878462

品番：37102
JAN:4560136878479

※電子レンジ対応

カップφ10/Ｈ7(取っ手含むＷ12.5)

ソーサーφ15

容量240ml

各本体価格￥2,500

ｶｰﾄﾝ入数24

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：37650
JAN:4560136888812

品番：37436
JAN:4560136886672

品番：37541
JAN:4560136887921

品番：37590*
JAN:4560136888218

品番：37543
JAN:4560136887945

品番：37564
JAN:4560136887952

品番：37586
JAN:4560136888171

品番：37591
JAN:4560136888225

品番：37408
JAN:4560136885873

＊電子レンジ対応

オーバル型ティーポット

材質：ボーンチャイナ
Ｗ22/Ｄ10.5/Ｈ15.5
容量580ml
各本体価格￥4,300
ｶｰﾄﾝ入数12



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№37-09

原産国：中国 材質：ボーンチャイナ

品番：37139
JAN:4560136881622

品番：37138
JAN:4560136881615

※電子レンジ対応

カップφ10.5/Ｈ6.5

(取っ手含むＷ13.5)

ソーサーφ15 容量250ml

各本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ数24品番：37141
JAN:4560136881646

品番：37142
JAN:4560136881653

※電子レンジ対応
カップφ8.5/Ｈ6.8(取っ手含むＷ11.5)

ソーサーφ15.5 容量270ml

各本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：37678 JAN：4560136889093 品番：37679 JAN:4560136889109

品番：37680 JAN:4560136889116 品番：37681 JAN:4560136889123

品番：37691 JAN:4560136889222

品番：37695 JAN:4560136889260 品番：37696 JAN:4560136889277 品番：37704 JAN:4560136889352

BOX



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

37701～37703 BOX

品番：37701
JAN:4560136889321

品番：37702
JAN:4560136889338

品番：37703
JAN:4560136889345

※電子レンジ対応
カップφ8.5/Ｈ6(取っ手含むＷ11.5)
ソーサーφ15 容量250ml
各本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数24

2022年09月01日カタログ№37-10

原産国：中国 材質：ボーンチャイナ

品番：99995
JAN:4562133545040

Ｗ7/Ｄ12/Ｈ7.5
本体価格￥480 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：6

品番：11001
JAN:4580135300542

Ｗ6/Ｄ8.5/Ｈ10
本体価格￥350
ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：6

品番：11002
JAN:4580135300559

Ｗ8.5/Ｄ9/Ｈ10
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数96  
出荷単位：6

品番：11003
JAN:4580135300566

Ｗ6/Ｄ8.5/Ｈ15
本体価格￥450 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：6

スタンド
～写真や絵ハガキなどのイーゼルとしても～

原産国：中国 材質:ステンレス


