Tableware for Professional

Tableware for Professional

Cup & Saucer

カップ＆ソーサー

カップ＆ソーサー

コーヒー、紅茶だけでなく、スープやデザート
など楽しい器使いを。
スプーン付

R207-LH754-100
エスプレッソC/S

強化

7.2×10.2×H5㎝・95cc
皿φ11.7×H1.2㎝
スプーン12㎝(ステンレス製)
¥1,400（6/36）

＊ウニのビジソワーズ＆
ブロッコリーの ポタージュ
じゃがいもと玉ねぎ、ベーコ
ンでつくったビジソワーズに
ウ ニ と 生 ク リ ー ム を 加 え て、
クリーミーに仕上げたスープ
と、プロッコリーと玉ねぎを
ブイヨンでシンプルに煮込み、
生クリームを加えたグリーン
が鮮やかなポタージュ。

スプーン付

8.2×11.5×H8.2㎝・210cc
皿17.6×14.4×H2.7㎝ ¥1,580（4/36）

R207-LH754-200
コーヒーC/S

強化

強化

R208-LH612-200
バタフライコーヒーC/S

9.5×13.5×H7㎝・210cc
皿φ15.5×H1.6㎝
スプーン14.6㎝(ステンレス製)
¥2,000（4/24）

Cup & Saucer

Euro Café

ユーロカフェ

R208-188-27P
ロマンス デミタス碗
φ6.1×H5.6㎝・100cc ¥900
R208-188-02P
ロマンス デミタスソーサー
φ12×H1.6㎝ ¥600

R208-188-35P
エレガンス コーヒー碗
φ8.3×H7㎝・200cc ¥1,100
R208-188-19P
エレガンス コーヒーソーサー
φ14.8×H2.4㎝ ¥700

R208-188-27G
ロマンス デミタス碗
φ6.1×H5.6㎝・100cc ¥900
R208-188-02G
ロマンス デミタスソーサー
φ12×H1.6㎝ ¥600

R208-188-35G
エレガンス コーヒー碗
φ8.3×H7㎝・200cc ¥1,100
R208-188-19G
エレガンス コーヒーソーサー
φ14.8×H2.4㎝ ¥700

R208-188-05G
エレガンス 兼用碗
φ9.5×H5.9㎝ ¥1,100
R208-188-19G
エレガンス コーヒーソーサー
φ14.8×H2.4㎝ ¥700

ボーンチャイナ
R208-81-42P
シャンテ コーヒー碗
φ8.1×H6.9㎝・200cc ¥950
R208-81-04P
シャンテ 15㎝ソーサー
φ15×H1.6㎝ ¥850

ボーンチャイナ
R208-81-41P
シャンテ 兼用コーヒー碗
φ8.3×H6.7㎝・220cc ¥950
R208-81-04P
シャンテ 15㎝ソーサー
φ15×H1.6㎝ ¥850

ボーンチャイナ
R208-81-14P
シャンテ スタックコーヒー碗
φ8.3×H5.9㎝・200cc ¥1,000
R208-81-04P
シャンテ 15㎝ソーサー
φ15×H1.6㎝ ¥850

R208-188-05P
エレガンス 兼用碗

φ9.5×H5.9㎝・200cc ¥1,100

R208-188-19P
エレガンス コーヒーソーサー
φ14.8×H2.4㎝ ¥700

オリジナル食器の製作～「吹き付け加工」
「 ど こ の お 店 も 白 い 食 器 ば か り だ な ～」
「ずっと白い食器を使っているから、なん
だか飽きてきたな～」と感じてはいません
か？ 比較的小ロット（50個程度から）で

強化

R208-EC09
EpiコーヒーC/S

吹き付け加工によるオリジナル食器が作
れます。色絵の具を溶剤で溶かし、器にス

8.5×H7.2㎝・190cc
皿φ14.7×H2.3㎝ ¥940

プレーで吹き付け、乾燥後750℃で焼成
すれば完成です。色や数量、費用等につい
てはお問い合わせください。
15cm深ボールの色付け費用の一例 ¥500円
（生産ロット＝50個～）

も様々な器を
ニューを。
カラフルで、形
せて、ランチメ
の
に
ト
ー
レ
ーと一緒に
ワンプ
って、新メニュ
わ
だ
こ
も
に
使い方
プ！。
ジも更にアッ
お店のイメー

R208-LH1516-200
(在)ミランコーヒーC/S

強化

10×12.5×H6.4㎝・200cc
皿φ14.4×H1.7㎝ ¥1,250➡¥800
（4/36）

R207-94-10GR
15㎝深ボールGR
φ15×H9.2㎝ ¥1,500

す

ラー制作しま

オリジナルカ
207
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＊スモークサーモンと
カッテージチーズのピタパン
たっぷりのレタス類とともに脂の
のったスモークサーモンとカッ
テージチーズをピタパンにはさ
み、 タ ル タ ル ソ ー ス を か け、 ボ
リュームを出します。

R207-188-28GR
スープマグGR

φ8.8×H7.6㎝・240cc ¥900

R208-LH1557-200 強化
(在)CrackコーヒーC/S

R207-98-103GR
アイスクリームカップGR
8.8×H9.3㎝・180cc ¥1,000

8×10.5×H6.9㎝・230cc
皿14×14×H1.8㎝ ¥1,200➡¥800
（4/36）

ボーンチャイナ

R208-81-42G
シャンテ コーヒー碗
φ8.1×H6.9㎝・200cc ¥950
R208-81-04G
シャンテ 15㎝ソーサー
φ15×H1.6㎝ ¥850

ボーンチャイナ

R208-81-41G
シャンテ 兼用コーヒー碗
φ8.3×H6.7㎝・220cc ¥950
R208-81-04G
シャンテ 15㎝ソーサー
φ15×H1.6㎝ ¥850

※(在)と表示されているものは在庫限りで販売終了となります

ボーンチャイナ

R208-81-14G
シャンテ スタックコーヒー碗
φ8.3×H5.9㎝・200cc ¥1,000
R208-81-04G
シャンテ 15㎝ソーサー
φ15×H1.6㎝ ¥850
Moderno by Kirix
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Tableware for Professional

Cup & Saucer

Tableware for Professional

カップ＆ソーサー

カップ＆ソーサー

Cup & Saucer

コーヒー
カップを
のせて
使えます

Euro Café
ユーロカフェ

本場ヨーロッパのカフェでも
使用されている、真のくつろぎ
のための器をお届けします。

R209-188-21
マルチボーダーBR
カフェマグ

φ8.8×H8.8㎝・320cc ¥1,060

R209-188-22C
マルチボーダーBK コーヒー碗
φ9×H7㎝・250cc ¥900
R209-188-22S
マルチボーダーBK コーヒー受皿
φ13.7×H2.2㎝ ¥700

R210-EC01
ショコラ マグ

7.6×10.9×H9.8㎝・280cc ¥800（4/24）
R210-EC02
ショコラ オーバルプレート
25.2×16.1×H2.1㎝ ¥1,700（4/24）

R210-EC03
ショコラ コーヒーカップ
9×11.9×H6.7㎝・230cc ¥800（4/24）
R210-EC04
ショコラ コーヒーソーサー
14.3×H2.1㎝ ¥800（4/24）

プは
カッ す
の
ま
ト色 合い
レー よく
コ
に
チョ ヒー
コー

R209-188-20
マルチボーダーBK
カフェマグ

φ8.8×H8.8㎝・320cc ¥1,060

R210-EC05
ショコラ エスプレッソC/S

6×8.4×H5.5㎝・100cc
皿φ11.7×H1.8㎝ ¥1,000（6/36）

R210-EC06
ショコラ トータルデミタスC/S

R210-EC07
ショコラ オーレC/S

5.1×7.5×H6.9㎝・90cc
皿φ11.2×H1.9㎝ ¥1,000（6/36）

11×15×H8㎝・410cc
皿φ16.3×H2.4㎝ ¥2,500（3/12）

《Chanter》
R209-138-10
イゾラカップWH

白磁

12×9.3×H5.8㎝・200cc ¥1,150
R209-138-11
イゾラソーサーWH
14.5×14.5×H1.8㎝ ¥1,150

《Etoile》

R209-138-10BR
イゾラカップBR

12×9.3×H5.8㎝・200cc ¥1,380

R209-138-11BR
イゾラソーサーBR
14.5×14.5×H1.8㎝ ¥1,380
ボーンチャイナ

R210-81-23
シャンテ ロングマグ
7×H9.5㎝・240cc ¥1,300
R210-81-44
兼用ソーサー
φ15×H1.8㎝ ¥650

R210-307-10
(在)カップ＆ソーサー

白磁

φ9.5×H7.8㎝・235cc
皿 φ15.8×H2㎝ ¥1,350➡¥900
（4/36）

白磁

R210-98-41
R210-EC08
26㎝トレー
プラスチック型カップ
7.8×H7.8㎝・210cc ¥600（6/48） 26×17.2×H2㎝ 4入 ¥1,200

強化

R209-EC15
epocカップ

《Rond》

《Linea》

φ5.7×H8.2㎝・100cc ¥500

強化

組合せ例

R209-EC16
epocソーサー

φ13.5×H4.2㎝ ¥500
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R210-RD-10
カップ&ソーサー

強化

8×H7.6㎝・180cc
ソーサー13.3×13.3×H1.7㎝
¥1,000（8/64）
※(在)と表示されているものは在庫限りで販売終了となります

R210-297-30
白 アメリカン碗

φ8.1×8.6㎝･210cc ¥550

R210-297-31
白 アメリカン 受皿
φ15×2.3㎝ ¥280
Moderno by Kirix
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Cup & Saucer

Tableware for Professional

カップ＆ソーサー

カップ＆ソーサー

Brunch Time

Brunch Time

サンドイッチやパンなどをのせてのブランチタイムを
お楽しみください。カップを使い分けてスープやカフェ
オレ、紅茶など、お好みでお使いください。

ブランチタイム

A

ブランチタイム

各トレーに適合するカップ
set

A B

に適合します。
強化

R212-81-25

R212-EC11
ディンプルマグ

V型マグ
9×10.5㎝･350cc ¥1,200（6入）

R211-033-80 パーマナンス スタックアメリカン碗

R211-033-23 パーマナンス ソーサー
15.3×1.9㎝ ¥410

188-24 カフェマグ

R212-188-24 カフェマグ
φ8.3×H7.8㎝・220cc ¥350
R212-59-41 アメリカンソーサー
φ16.4×H2.4㎝(内径6.0㎝) ¥350

8.5×H8.2㎝・260cc ¥600

★受皿=81-44兼用ソーサー

強化

10.9×8.2×7.6㎝・270cc ¥800

Cup & Saucer

R211-980050 プレミオ マグカップ

11×8.5×H8㎝・270cc ¥1,000

R211-950080 プレミオ ブランチプレート
25.1×17.3×H1.7㎝ ¥2,400

A

R211-980052
プレミオ コーヒーカップ
10.4×8×H7㎝・200cc ¥830

(リングφ7.5㎝)

B

set

R211-970052
パシオン コーヒーカップ
10.3×7.7×H6.9㎝・175cc ¥800

天然木

コーヒーと
サンドイッチ
をのせて

R212-56-16
長角盆（L）

R212-188-28 スープマグ

φ8.8×H7.6㎝・240cc ¥350

37.3×24.8×H1.8㎝
(内寸34.8×22㎝) ¥4,000

R212-20-93 コロラドソーサー

φ14.6×H2.2㎝(内径6.4㎝) ¥350

￥380

R211-48-29 コロラド スタッキングマグ
7.8×10.8×H9㎝・260cc ¥430
R211-59-37 ポルチェスープソーサー
15.8×H2㎝(内径5.7㎝) ¥480

R211-970050 パシオンマグカップ

12.1×9×H8㎝・300cc ¥1,000

R211-950081 パシオン ブランチプレート
25×17.8×H2㎝ ¥2,400

B

茶漉し付
7.5㎝

蓋が落ちにくいよう
形状から改良

R211-48-01
コロラド 反マグ

デザートにも

φ9×H8.7㎝・300cc ¥500

(リングφ7.5㎝)

白磁

C

各トレーに適合するカップ
set

C D

に適合します。

白磁

R212-293-62 Blancカップ
φ7.6×H5.3㎝¥340
R212-293-63 Blancソーサー
11.8×10.2×H1.5㎝ ¥340

蓋につまみのない
スタイリッシュな
フォルム

R212-293-60 Blanc ポット
19.5×10×H11㎝・500cc ¥2,700

強化

R211-A1534 テクノス反型アメリカンカップ
8.7×10.8×H8㎝・250cc ¥530
R211-A1044 テクノス反型アメリカンソーサー
φ14.7×1.7㎝ ¥400

R211-270059 モンターニュ スタックスープカップ

R211-370052
プラージュ コーヒーカップ
10.1×7.8×H6.3㎝・170cc ¥800

12.1×9.3×H6.3㎝・260cc ¥900

R211-950082 パーチェ ブランチプレート
25.3×19×H2㎝ ¥2,400

C

(リングφ5.5㎝)

強化

R212-74-07
角ポット

8.7×H11㎝・500cc ¥1,700

D

白磁
R211-EC08
プラスチック型カップ
7.8×H7.8㎝・210cc ¥600（6/48）
R211-98-41
26㎝トレー
26×17.2×H2㎝ 4入 ¥1,200
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set

R211-270050
モンターニュ スタックマグカップ
11.1×8×H8.8㎝・285cc ¥1,000

R212-48-02
コロラド ストレーナー付マグ
8×H10㎝・260cc ¥900

R212-48-01
コロラド 反マグカップ
φ9×H8.7㎝・300cc ¥500

R212-EC10
340ポット

7.5×14×H12㎝・340cc ¥900

●ミルク・シロップに
New

New

New

New

New

R211-48-04 コロラド マグカップ（小）

φ8.4×H7.6㎝・230cc ¥430

R211-98-41 26㎝トレー
26×17.2×H2㎝ 4入 ¥1,200
(リングφ5.5㎝)

D

5.5㎝

R211-370056
プラージュ 片手スープカップ
12.6×10×H5.3㎝・250cc ¥1,200

R212-48-43
コロラドクリーマー160
6.2×H8.5㎝・160cc ¥450

R212-20-225
ミルクジャグ30cc

R212-20-224
ミルクジャグ50cc

R212-20-223
ミルクジャグ90cc

R212-20-222
ミルクジャグ170cc

R212-20-221
ミルクジャグ290cc

¥280

¥300

¥500

¥700

¥1,000

3.6×4.0×H4.2㎝・30cc

4.4×5.0×H5.0㎝・50cc

5.7×8.2×H6.5㎝・90cc

6.8×10.3×H8.0㎝・170cc

8.0×11.3×H9.2㎝・290cc

Moderno by Kirix
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Tableware for Professional

Cup & Saucer

カップ＆ソーサー

カップ＆ソーサー

◆ Colum（コラム）●素材［白磁］
ニューボン
ネジ型

R213-187-18 兼用碗
9.8×12×H6㎝・210cc ¥450
R213-187-16 受皿
φ14.8×H2㎝ ¥370

コーヒー

NB

R214-138-36
茶托
9.5×H1.5㎝ ¥600

R214-138-35
煎茶碗

R213-187-31 コーヒー碗
8.2×H6.5㎝・210cc ¥530
R213-187-16 受皿
φ14.8×H2㎝ ¥370

Cup & Saucer

積み重ね出来ます。

8.5×H7㎝･170cc ¥800

R214-138-31

R214-138-37
フリーボックス
8.6×8.6×H5㎝ ¥900

コーヒーカップ

8.5×11.5×H7㎝･170cc ¥1,100

R214-138-32 コーヒーソーサー
16×H2.2㎝ ¥1,100

ホテル向け茶器セット（二人用）
138-33

138-38

積み重ね出来ます。

市販のペーパーフィルターを
利用出来ます。

トレー

24×24×H2㎝ ¥2,700

R213-187-25
ポット

10×17×H14.7㎝・500cc ¥2,000

R213-187-27
クリーマー

5.5×10×6.7㎝・130cc ¥900

R213-187-26
シュガー
φ8.5×H9㎝ ¥1,200

138-35

138-37

R214-138-33

ティーバッグなどを入れて

ドリッパーBK

11.2×13.9×H8.5㎝ ¥3,000

¥3,000

138-36

ヴィーナスライン

R214-138-34

ポット

10.7×18.5×H9.6㎝･450cc

NB

New

New

白磁

R213-282-05
ヴィーナスライン クリーマー
6.8×10×H5.5㎝・130cc ¥1,000

R213-282-06
ヴィーナスライン シュガー
φ8×H8㎝・180cc ¥1,400

R213-282-07
ヴィーナスライン ポット
11×17×H12.5㎝・510cc ¥2,100

New

白磁

R214-970451
イラーレ 6オンス カプチーノカップ
10.3×8.1×H7.5㎝･180cc ¥900
R214-970455
イラーレ 兼用ソーサー
φ14.7×H1.7㎝ ¥600

R214-970458
イラーレ 3オンス エスプレッソカップ
8.3×6.5×H6.3㎝･90cc ¥700
R214-700059
エスプレッソソーサー
φ12.8×H1.7㎝ ¥500

New

白磁

白磁

R214-970456
イラーレ 8オンス ラテカップ
11.2×9×H8.1㎝･250cc ¥1,000
R214-970457
イラーレ トレーソーサー
φ16×H1.8㎝ ¥700

R214-970454
イラーレ 14オンス ラテボール
14.7×11.8×H6.7㎝･420cc ¥1,000
R214-970459
イラーレ ラテボールソーサー
φ17.4×H2.4㎝ ¥700

K-123

クゥラン
マグネシウム磁器

New
強化

R214-EC09
EpiコーヒーC/S
R213-282-34A
兼用碗

9.5×H5.8㎝・200cc ¥600
R213-K-123
（在）NB角丸ソーサー
14.8×H2.4㎝ ¥250

R213-282-33
コーヒーカップ

7.6×H6.6㎝・190cc ¥670

R213-282-16
（在）ヴィーナスライン フリーカップ
φ8×H8.7㎝・250cc ¥150

R214-LH612-200
(在)バタフライコーヒーC/S

8.5×H7.2㎝・190cc
皿φ14.7×H2.3㎝ ¥940

8.2×11.5×H8.2㎝・210cc
皿17.6×14.4×H2.7㎝ ¥1,580（4/36）

R213-282-32
15㎝ソーサー
15×H2㎝ ¥350

MG

白磁

強化

カナリーライン

213
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R214-LH1516-200 ミランコーヒーC/S

NB

R213-191-08
カナリーライン クリーマー
6×w10.3×H6.7㎝・100cc ¥800

強化

10×12.5×H6.4㎝・200cc
皿φ14.4×H1.7㎝ ¥1,250➡¥800（4/36）

R213-191-09
カナリーライン シュガー
8×9×H9.8㎝・200cc ¥1,100

R213-191-10
カナリーライン ポット

10×20.5×H12.2㎝・450cc ¥1,800

強化

R214-49-266 シャルレコーヒーカップ
7.3×11×6.7㎝・150cc ¥500
R214-49-267 14㎝ソーサー
14×11×H1.7㎝ ¥400➡¥400

R214-W-97C 白磁 兼用碗
φ8.7×H5.9㎝・230cc ¥500
R214-W-97S 白磁 兼用受皿
φ15.5×H2.2㎝ ¥350

ボーンチャイナ

R214-81-42 シャンテ レギュラーコーヒー碗
8×H7㎝・200cc ¥850
R214-81-04 シャンテ 15㎝ソーサー
15×1.6㎝ ¥650

MG

R214-EC21
Courant コーヒー碗

R214-EC22
Courant コーヒー受皿
φ14.4×H1.5㎝ ¥1,200

φ9.2×H6.5㎝･220cc ¥1,500

New

ボーンチャイナ

R214-81-01 シャンテV型コーヒー碗
8.5×6.8㎝・200cc ¥750
R214-81-04 15㎝ソーサー
15×1.6㎝ ¥650

白磁

R214-188-53

ソレイユA型コーヒー碗

φ8.6×H7.2㎝･210cc ¥700

R214-188-40

15㎝ソーサー

φ15.2×H1.8㎝ ¥350

Moderno by Kirix
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カップ＆ソーサー

Cup & Saucer

カップ＆ソーサー

カップ＆ソーサー

コーヒー、紅茶、カプチーノ、デミタスコーヒーなど、
用途に合わせて、容量にあわせてお好みの形状をお選び
いただけます。

コーヒー

カップ

ブル
スタッカ

白磁
強化

R215-81-50
エレナコーヒー碗

ボーンチャイナ

φ7.8×7.2㎝・200cc ¥850

φ7.8×H7㎝・185cc ¥600

R215-81-51
エレナコーヒーソーサー
φ15×2㎝ ¥650

R215-A2343
テクノスミラノソーサー
14×H2㎝ ¥380

強化

R215-A2342
テクノスミラノコーヒーカップ
8×9.5×H7.6㎝・160cc ¥630
R215-A2343
テクノスミラノソーサー
14×H2㎝（内径4.8) ¥380

R215-EC12
NTコーヒー碗

強化

R215-A0518
テクノスレギュラーコーヒーカップ
7.8×9.8×H5.6㎝・160cc ¥420
R215-A3944
テクノスソーサー(A0518用)
φ15×H1.9㎝（内径4.3) ¥350

NB

R215-188-47
エリー（ウェーブ）170cc碗
φ7.2×H7.0㎝・170cc ¥380
R215-188-48
エリー（ウェーブ）13.8㎝ソーサー
φ13.8×H2.3㎝ ¥300

R215-188-49
シェル型コーヒー碗
φ8×H6.8㎝・190cc ¥700
R215-188-51
シェル型ソーサー
φ15.6×H2.0㎝ ¥300

白磁

R215-530052
リヴァージュコーヒーカップ
10.6×7.8×H6.8㎝・170cc ¥900
R215-530055
リヴァージュ兼用ソーサー
φ14.8×H1.8㎝ ¥650

R215-188-36
NBウェーブ コーヒー碗
φ8.3×H7㎝・190cc ¥830
R215-188-37
NBウェーブ 兼用受皿
φ14.5×H1.7㎝ ¥400

白磁

白磁

φ7.5×H6.9㎝・190cc ¥350

R215-188-17
14㎝ソーサー

φ13.9×H2.1㎝ ¥350

R215-K-116
白磁ロマンスコーヒー碗
φ8.5×H6.9㎝・220cc ¥500
R215-188-19
15㎝中厚ソーサー
φ14.8×H2.4㎝ ¥350

R215-188-35
エレガンス 厚口コーヒー碗
φ8×H7.1㎝・190cc ¥700
R215-188-17
14㎝ソーサー
φ13.9×H2.1㎝ ¥350

白磁

白磁

R215-48-07
コロラドコーヒーカップ

R215-710052
フォンテ コーヒーカップ

R215-188-17
14㎝ソーサー
13.9×H2.1㎝ ¥350

R215-700-055
マーレ ソーサー
15.2×H2.2㎝ ¥550

8.2×10.3×H6.6㎝・200cc ¥500

10.8×8.3×H6.2㎝・160cc ¥800

白磁

Moderno by Kirix

白磁

R215-710051
フォンテ カプチーノカップ
11.5×9×H6.7㎝・205cc ¥900
R215-700-055
マーレ ソーサー
15.2×H2.2㎝ ¥550

白磁

白磁

R215-59-34
ポルチェコーヒーカップ

R215-20-86
Lコーヒーカップ

R215-700-052
マーレコーヒーカップ

R215-188-17
14㎝ソーサー
13.9×H2.1㎝ ¥350

R215-188-17
14㎝ソーサー
13.9×H2.1㎝ ¥350

R215-700-055
マーレソーサー
15.2×H2.2㎝ ¥550

8.5×10.8×H6.5㎝・180cc ¥500

215

白磁

R215-188-03
ダルマ型コーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝・210cc ¥700
R215-188-19
15㎝中厚ソーサー
φ14.8×H2.2㎝ ¥350

8.2×11×H7.3㎝・200cc ¥500

8×10.6×H6.8㎝・185cc ¥800

白磁

R216-48-42
コロラド スタック130碗
φ7.2×H5㎝・130cc ¥400
R216-W-34S
コロラド デミタスソーサー
φ12.3×H1.8㎝ ¥250

R216-48-43 A
コロラド スタック200碗
φ7.6×H6.6㎝・200cc ¥450
R216-188-19
15㎝中厚ソーサー
φ14.8×H2.2㎝ ¥350

R216-188-34
エリー スタックコーヒー碗200
φ8.1×H6.2㎝・200cc ¥350
R216-188-17
14㎝ソーサー
φ13.9×H2.1㎝ ¥350

R216-188-33
エリー スタックコーヒー碗230
φ8.2×H7.3㎝・230cc ¥380
R216-188-19
15㎝中厚ソーサー
φ14.8×H2.2㎝ ¥350

ボーンチャイナ

R215-188-29
エリーコーヒー碗

Cup & Saucer

R216-81-14
シャンテ スタックコーヒー碗
8×H6㎝・200cc ¥800
R216-81-04
シャンテ 15㎝ソーサー
15×H1.6㎝ ¥650

白磁

R216-48-05
コロラド スタッカブルカップ
8×10.7×H6.2㎝・200cc ¥500
R216-188-19
15㎝中厚ソーサー
φ14.8×H2.2㎝ ¥350

強化

R216-A0492
テクノス スタックコーヒーカップ
7.5×9.8×H5.7㎝・170cc ¥500
R216-A0493
テクノス スタックコーヒーソーサー
13.5×H2㎝ ¥400

NPW

R216-T014
スタックコーヒー碗200
8.5×H5.8・200cc ¥850
R216-T013
16㎝ソーサー
16×H2.2㎝ (内径5.3㎝ ) ¥650

R216-188-25
エリー スタックコーヒー碗
φ8.2×H5.3㎝・180cc ¥350
R216-188-17A
14㎝ソーサーA
φ13.9×H2.1㎝ ¥350

強化

R216-A0490
テクノス スタックアメリカンカップ
8×10.7×H6.2㎝・200cc ¥520
R216-A1044
テクノス ソーサー(A0490用)
φ14.7×1.7㎝ ¥400

R216-EC13
スタックコーヒー碗
φ8×H5.6㎝・200cc ¥450
R216-EC14
スクエアソーサー

13.6×13.6×H1.4㎝(内径7.4㎝) ¥500

NB

R216-W-123C
NBスタックコーヒー碗250
φ8.5×H6.3㎝・250cc ¥380
R216-282-32
15㎝ソーサー
φ15×H2㎝ ¥350

強化

R216-033-76 C
パーマナンス スタックコーヒー碗
9.9×7.5×6.6㎝・190cc ¥680
R216-033-23
パーマナンス ソーサー
15.3×H1.9㎝ ¥410

NPW

R216-T015
スタックコーヒー碗250
9.2×H6.5・250cc ¥900
R216-T013
16㎝ソーサー
16×H2.2㎝ (内径5.3㎝ ) ¥650

強化

強化

R216-517-43
パールライン スタッキング兼用碗
φ8.2×5.8㎝・200cc ¥570
R216-517-29S
パールライン 受皿
皿φ14.8×2㎝ ¥400

R216-033-77
パーマナンススタック兼用碗
10.7×8.3×6㎝・200cc ¥680
R216-033-23 パーマナンスソーサー
15.3×1.9㎝ ¥410
Moderno by Kirix
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●名入れ

カップ＆ソーサー

Cup & Saucer

カップ＆ソーサー

New

ン・スープ
カ
リ
メ
紅茶・ア

コーヒー、紅茶、カプチーノ、デミタスコーヒーなど、
用途に合わせて、容量にあわせてお好みの形状をお選び
いただけます。

承ります。

Cup & Saucer

カップ＆ソーサー

①名入れの原稿について 清刷り（印刷物など）またはデータ（イ
ラストレーター5.5〜8.0で作成されたもの）でご提出をお願いし
ます（データはe-mailでお送りください）。色については色見本
をご用意いただくか、または大日本印刷のカラーチップ（DIC何
番）でご指定いただくようにお願いします。色合わせをして生産
いたしますが、若干の色違いはご容赦ください。
またシルクスクリーン印刷の技法上、細かなデザインは再現でき

ないことがあります。悪しからずご了承ください。
②納期は、受注後約3〜4週間程度です。お急ぎの場合は、ご相談く
ださい。
③お見積り致します。数量、色、ロゴのサイズをお決めいただいた
上でお申し付けください。
その他詳細は、担当者までお問い合わせください。

蓋付
スープ・

c
0c
26

New

白磁

R217-188-52
白磁フレーバーティー椀
φ9.8×H5.4㎝・190cc ¥700
R217-188-19
15㎝中厚ソーサー
φ14.8×H2.2㎝ ¥350

R217-W-61
ウェーブ白磁 兼用碗
φ8.9×H5.5㎝・190cc ¥400
R217-188-26
YA白磁ネジ ソーサー
φ14.7×H2㎝ ¥380

R217-188-50
シェル型兼用椀

φ9.5×H6.0㎝・190cc ¥500

R217-188-51
シェル型ソーサー
φ15.8×H2.8㎝ ¥300

白磁

白磁

R217-188-15
YA白磁ネジ兼用碗

R217-188-05
ロマンス型兼用カップ

R217-188-26
YA白磁ネジソーサー
φ14.7×H2㎝ ¥380

R217-188-19
15㎝中厚ソーサー
φ14.8×H2.4㎝ ¥350

9.5×12×H5.9㎝・200cc ¥600

ボーンチャイナ

R217-530053
リヴァージュティーカップ
12×9.2×H5.3㎝・180cc ¥900
R217-530055
リヴァージュ兼用ソーサー
φ14.8×H1.8㎝ ¥650

ボーンチャイナ

R218-81-03
シャンテ スタッキングスープカップ
9.5×H5㎝・280cc ¥900
R218-81-44
シャンテ 兼用ソーサー
φ15×H1.8㎝ ¥650

R218-81-12
シャンテ V型スープ碗
10×6㎝・240cc ¥1,000
R218-81-44
シャンテ 兼用ソーサー
φ15×H1.8㎝ ¥650

白磁

ボーンチャイナ

R217-81-43
シャンテ マルチコーヒー
9.5×5.1㎝・200cc ¥900
R217-81-04
シャンテ 15㎝ソーサー
15×1.6㎝ ¥650

9.5×12×H5.9㎝・200cc ¥550

強化

白磁

R217-700-051
マーレ カプチーノカップ

9.8×12.5×H5.8㎝・220cc ¥900

R217-700-055
マーレ ソーサー
15.2×H2.2㎝ ¥550

リム型受皿

φ9.4×12.3×H6㎝・250cc ¥650

R218-20-93
コロラドソーサー

φ14.6×H2.2㎝(内径6.4㎝) ¥380

R218-A1622
スタックスープカップ260
10×H5.5㎝・260cc ¥600
R218-A1623
15.5㎝ソーサー
15.5×H2.4㎝(内径5.2㎝) ¥400

強化

リム型受皿

R218-59-36
ポルチェスープカップ

R218-20-82
コロラド片手スープカップ
10×13×H5.5㎝・250cc ¥600
R218-20-93
コロラドソーサー
φ14.6×H2.2㎝(内径6.4㎝) ¥380

New

R218-48-03
コロラドスープカップ

強化

R218-A0717
テクノススタックスープカップ(S)
9.6×14×H5.5㎝・250cc ¥750
R218-A4187
15.4㎝ソーサー
15.4×H2.2㎝(内径6.0㎝) ¥450

R218-033-79
パーマナンススタック両手碗
8.3×13×6㎝・200cc ¥770
R218-033-23
パーマナンスソーサー
15.3×1.9㎝ ¥410

10.5×13×H5.9㎝・250cc ¥600

R218-59-37
ポルチェスープソーサー
15.8×H2㎝(内径5.7㎝) ¥500

Bone China

81-57
白磁
ボーンチャイナ

R217-59-38
ポルチェ 丸コーヒーカップ
9×11×H6.5㎝・220cc ¥600
R217-59-41
ポルチェ 丸アメリカンソーサー
16.4×H2.4㎝ ¥350

R217-81-41
シャンテ 兼用コーヒー碗
8×H6.5㎝・230cc ¥900
R217-81-04
シャンテ 15㎝ソーサー
15×1.6㎝ ¥650

R217-59-40
ポルチェ丸アメリカンカップ
9.8×12×H6.6㎝・250cc ¥660
R217-59-41
ポルチェ丸アメリカンソーサー
16.4×H2.4㎝(内径6.0㎝) ¥350

R217-188-28
スープマグ

φ8.8×H7.6㎝・240cc ¥350

R217-20-93
コロラドソーサー

φ14.6×H2.2㎝(内径6.4㎝) ¥350 ￥380

R218-81-57
両手スープ碗

11×15×H5㎝・260cc ¥1,200

R218-81-04
15㎝ソーサー
φ15×H2.0㎝ ¥650

《使用例》
R218-EC20
12㎝蓋

R218-710054
フォンテ両手スープカップ
15.6×10.4×H5.6㎝・270cc ¥1,300
R218-700-055
マーレソーサー
15.2×H2.2㎝ ¥550

強化

R218-A0730
テクノススタックスープカップ(L)
11.5×15.2×H5.8㎝・350cc ¥900
R218-A73SA
17㎝ソーサー
16.8×2.4㎝(内径7.2㎝) ¥500

強化

R218-A4186
片手スープカップ

10.5×13×H6.5㎝・390cc ¥600

R218-A4187
15.4㎝ソーサー
15.4×H2.2㎝ ¥450

Bone China
New
New

New

EC20

強化

EC19

R218-98-79 N型フタ物
9.5×7.5㎝・190cc ¥800
R218-A4187 15.4㎝ソーサー
φ15.4×H2.2㎝ ¥450

強化

R217-EC11
ディンプルマグ

R217-188-24
カフェマグ

φ8.3×H7.8㎝・220cc ¥350

8.5×H8.2㎝・260cc ¥600

R217-59-41
アメリカンソーサー

R217-188-60
ホテルマグ(小)

φ8.3×H8.0㎝・240cc ¥360
620-503-158

R217-188-46
ホテルマグ(大)

φ8.7×H8.8㎝・340cc ¥800

φ16.4×H2.4㎝(内径6.0㎝) ¥350

R217-N-118
(在)ブルー線アメリカンカップ
8.8×H6.3㎝・245cc ¥350
R217-W-97S
白磁兼用受皿
φ15.5×H2.2㎝ ¥350

R218-EC20 12㎝蓋
φ12×H4㎝ ¥1,000
R218-EC19 耳付スープ碗
11.2×14.4×H5.0㎝・290cc ¥2,000
R218-81-04 15㎝ソーサー
φ15×H2.0㎝ ¥650

強化

R218-98-57 9㎝蓋物
8.8×7㎝・220cc ¥800
R218-49-261 14㎝ウェーブ
14×11×H1.7㎝ ¥500

強化

R218-98-31 蓋物

11×H7.5㎝・260cc ¥900

R218-49-147 16㎝ウェーブ

16×13×H2.2㎝ ¥700

積重ね可

クリーム色

白磁

New

R218-98-122
白磁

R217-188-10
ランチスープ

7.7×7.4㎝・200cc ¥1,030

217
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R217-188-59
超厚スープ碗250

10.2×13.8×H6.2㎝・250cc

¥500

R217-2860-239
デュオ片手スープカップ
10.8×13×H6㎝・290cc ¥600

R217-710056
フォンテ片手スープカップ
12.9×10.4×H5.6㎝・270cc ¥1,100
※受皿：700-055

※(在)と表示されているものは在庫限りで販売終了となります

R217-N-147 スタックスープカップ

φ9.5×H5.5㎝・250cc ¥500

R217-W-48
φ15.8㎝ソーサー ¥350

R218-W-98 スープ碗

φ8×H6.7㎝・210cc ¥400

R218-W-98L 蓋
φ8.5 ¥380

八角蓋物

12.2×14.5×H9㎝・180cc ¥1,100

R218-49-160SS

折紙取皿

14×14×H2.8㎝ ¥600 ￥550

R218-98-55C 8㎝トリフ蓋
7.2×H3㎝ ¥400
R218-98-55 8㎝ライオントリフ
8×10.5×6㎝・140cc ¥600（6/48）
R218-188-17 14㎝ソーサー
13.9×H2.1㎝ ¥350

白磁

R218-98-56
11㎝ライオントリフ

11.5×13×8.3㎝・400cc
¥1,200（6/24）

R218-59-41

R218-98-56C
トリフ蓋
11.5×H2.5㎝ ¥550

アメリカンソーサー

φ16.4×H2.4㎝ ¥350

Moderno by Kirix
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カップ＆ソーサー

カップ＆ソーサー

Cup & Saucer

コーヒー、紅茶、カプチーノ、デミタスコー
ヒーなど、用途に合わせて、容量にあわせて
お好みの形状をお選びいただけます。

カップ＆ソーサー

様々な形状とデザインパターンからお
選びいただけます。

プレッソ

・エス
デミタス

Cup & Saucer

Cup & Saucer

カップ＆ソーサー

《Changpole》

強化

R219-A2344
テクノスミラノデミタスカップ
6.4×8.3×H6㎝・90cc ¥400
R219-A2345
テクノスミラノデミタスソーサー
12.2×H1.9㎝ ¥350

強化

R219-LH1516-90
ミランエスプレッソC/S

7.8×9.7×H4.6㎝・90cc
皿φ12×H1.5㎝ ¥1,000（6/36）

＊ふかひれスープ

NPW

強化

R219-LH1557-90
CrackエスプレッソC/S

5.5×7.2×H5.9㎝・90cc
皿9.6×9.6×H1.5㎝ ¥1,000（6/48）

φ5.7×H6.2㎝・80cc ¥300

φ5.7×H6.5㎝・75cc ¥300

R219-T011
スクエアADソーサー

R219-N-48
花形 AD皿

R219-N-46
シャンデリア AD皿
φ10×H1.5㎝ ¥250

強化

6.2×9.4×5.8㎝・90cc ¥450
R219-49-264
12㎝ウェーブソーサー
12×9.5×H1.5㎝ ¥400

白磁

R219-N-45
シャンデリア AD碗

10.3×7.7×H4.5㎝・100cc ¥800

12.4×12.4×H1.5㎝ (内径3.8㎝ ) ¥900

R219-49-262
シャルレデミカップ

白磁

R219-N-47
花形高台 AD碗

R219-T010
ADカップ

φ11×H1.5㎝ ¥250

白磁

R219-48-11
コロラドデミタスカップ
6.5×8.5×H4.8㎝・80cc ¥400
R219-48-10/12
コロラドデミタスソーサー
11.4×H1.7㎝ ¥300

白磁

NB

R219-MSP0517
マローネ ハンドルカップ
φ6.3×H6㎝・70cc ¥380
R219-W-80S
NBソーサー
φ12.6×H1.7㎝ ¥250

R219-188-43
高台ネジ型 AD碗

φ6.3×H7㎝・70cc ¥300

R219-188-44
高台ネジ型 AD皿
φ11.4×H2.4㎝ ¥250

白磁

R219-W-41
マンダレイ 切立デミタス碗
φ6.3×H6㎝・130cc ¥400
R219-W-41S
マンダレイ デミタスソーサー
φ12.2×H1.8㎝ ¥250

R219-N-51C
12角デミタス碗

白磁

6.8×H4.5㎝・70cc ¥300

R219-N-51S
12角デミタス皿
φ11×H1.5㎝ ¥250
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R219-W-34
コンテンポ スタックデミタス碗
φ6.1×H4.8㎝・90cc ¥400
R219-W-34S
コンテンポ デミタスソーサー
φ12.3×H1.8㎝ ¥250

白磁

R219-N-53
ロマンス高台 AD碗
φ7×H6.9㎝・120cc ¥300
R219-N-54S
ロマンス AD皿
φ11.8×H1.8㎝ ¥250

R219-48-09
コロラドスタッカブルデミタスカップ
6.5×8.9×H5㎝・100cc ¥400
R219-48-10/12
コロラドデミタスソーサー
11.4×H1.7㎝ ¥300

ストーン

R219-HRE-36C
(在)デミタスカップ
φ6.5×H5.8㎝･90cc ¥200（6入5）
R219-HRE-36S
(在)デミタスソーサー
φ12.5×H2㎝ ¥100

白磁

R219-710058
フォンテエスプレッソカップ
9×7.2×H5.3㎝・100cc ¥700
R219-710059
フォンテエスプレッソソーサー
φ12.8×H1.7㎝ ¥500

白磁

R219-188-01
ダルマ型デミタスカップ
6.8×9.2×H5.6㎝・100cc ¥400
R219-188-02
ダルマ型デミタスソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥300

R219-59-32
ポルチェ丸デミタスカップ(WH)
6.9×9.5×H5.6㎝・90cc ¥500
R219-59-33
ポルチェ丸デミタスソーサー(WH)
13.1×H2㎝ ¥300

R220-2131-224
エメラルド(G)フレーバーティーカップ
9.8×12.5×H5.4㎝･190cc ¥1,400
R220-2131-16
エメラルド(G)ソーサー φ15.3×H2.2㎝ ¥900

R220-2131-15
エメラルド(G)コーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,400
R220-2131-16
エメラルド(G)ソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥900

R220-3533-224
モリッツフルールフレーバーティーカップ
9.8×12.5×H5.4㎝･190cc ¥1,300
R220-3533-16
モリッツフルールソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R220-CP201
シャンポール ADカップ
φ6.5×H6㎝･130cc ¥900
R220-CP202
シャンポール ADソーサー
φ12.2×H1.7㎝ ¥600

R220-2130-224
エメラルド(R)フレーバーティーカップ
9.8×12.5×H5.4㎝･190cc ¥1,400
R220-2130-16
エメラルド(R)ソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥900

R220-3533-15
モリッツフルールコーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R220-3533-16
モリッツフルールソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R220-CP203
シャンポール コーヒーカップ
φ7.8×H5.5㎝･200cc ¥900
R220-CP204
シャンポール コーヒーソーサー
φ14.5×H2.3㎝ ¥700

R220-3844-15 ローレライコーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R220-3844-16 ローレライソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R220-3533-18
モリッツフルール兼用カップ
9.3×H5.9㎝･200cc ¥1,300
R220-3533-16
モリッツフルールソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

白磁

R219-188-27
(在)ロマンス型デミタスカップ
6.1×H5.6㎝・100cc ¥400
R219-188-02
ダルマ型デミタスソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥300

R220-3289-224R
ベイレントローズ(R)フレーバーティーカップ
9.8×12.5×H5.4㎝･190cc ¥1,300
R220-3289-16R
ペイレントローズ(R)ソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R220-3289-224B
ベイレントローズ(B)フレーバーティーカップ
9.8×12.5×H5.4㎝･190cc ¥1,300
R220-3289-16B
ペイレントローズ(B)ソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R220-3289-15R
ペイレントローズ(R)コーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R220-3289-16R
ペイレントローズ(R)ソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800
Moderno by Kirix
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Tableware for Professional

Cup & Saucer

Tableware for Professional

カップ＆ソーサー

カップ＆ソーサー

Cup & Saucer

※金・銀仕上げ製品は電子レンジで使用できません。洗浄の際、中性洗剤を使い軟らかい布で洗ってください。

Cup & Saucer

カップ＆ソーサー
R222-2035CDB
インペリアルゴールド
DBデミタスカップ

R222-2035CBL
インペリアルゴールド
RBデミタスカップ

R222-2035CG
インペリアルゴールド
Gデミタスカップ

R222-2035CM
インペリアルゴールド
Mデミタスカップ

R222-2035CY
インペリアルゴールド
Yデミタスカップ

R222-2035SDB
インペリアルゴールド
DBソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2035SBL
インペリアルゴール
RBソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2035SG
インペリアルゴールド
Gソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2035SM
インペリアルゴールド
Mソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2035SY
インペリアルゴールド
Yソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R221-3201-15
フィレンツェコーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R221-3201-16
フィレンツェソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R221-3286-18
ベネチアンローズ兼用カップ
9.3×H5.9㎝･200cc ¥1,300
R221-3286-16
ベネチアンローズソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R222-2094-224Ｃ
ウィーンデミタスカップ

R222-2391C
グリーンヒルデミタスカップ

R222-2786C
ブルーロマンデミタスカップ

R222-3533C
モリッツフルールデミタスカップ

R222-2212C
オルフェウス デミタスカップ

R222-2094-224Ｓ
ウィーンソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2391S
グリーンヒルソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2786S
ブルーロマンソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-3533S
モリッツフルールソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2212S
オルフェウス デミタスソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥700

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R221-3286-15
ベネチアンローズコーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R221-3286-16
ベネチアンローズソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R221-188-41
フルーツバスケット コーヒー碗
φ8.3×H5.4㎝･200cc ¥1,3000
R221-188-42
フルーツバスケット ソーサー
φ15.5×H2.2㎝ ¥800

R221-2212-224
オルフェウスフレーバーティーカップ
9.8×12.5×H5.4㎝･190cc ¥1,500
R221-2212-16
オルフェウスソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥1,000

R221-3201-224
フィレンツェフレーバーティーカップ
9.8×12.5×H5.4㎝･190cc ¥1,300
R221-3201-16
フィレンツェソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R221-2388-15A
グリーンローズコーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R221-2388-16
グリーンローズソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R221-3201-18
フィレンツェ兼用カップ
9.3×H5.9㎝･200cc ¥1,300
R221-3201-16
フィレンツェソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R221-2388-18
グリーンローズ兼用カップ
9.3×H5.9㎝･210cc ¥1,300
R221-2388-16
グリーンローズソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R222-2131CR
(在)エメラルドRデミタスカップ

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R222-2131CG
(在)エメラルドGデミタスカップ

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

R222-2131SR
(在)エメラルドRデミタスソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2131SG
(在)エメラルドGデミタスソーサー
φ12.6×H2㎝ ¥600

R222-2623-19
すみれ 兼用碗

R222-3235-19
Wグレープ 兼用碗

φ9.5×H6.0㎝･190cc ¥1,000

φ9.5×H6.0㎝･190cc ¥1,000

R222-2623-20
すみれ 受皿
φ15.6×H2.0㎝ ¥800

R222-3235-20
Wグレープ 受皿
φ15.6×H2.0㎝ ¥800

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥900

NB

R222-3237-18
シエナ 兼用碗

φ9.6×H5.9㎝･200cc ¥1,000

R222-3237-16
シエナ 受皿
φ15.5×H2.3㎝ ¥800

R222-3233-19
Wフルーツ小花 兼用碗
φ9.5×H6.0㎝･190cc ¥1,000
R222-3233-20
Wフルーツ小花 受皿
φ15.6×H2.0㎝ ¥800

6.8×9.2×H5.6㎝
100cc ¥1,100

R222-3368-18
ライプニング兼用カップ
9.3×12×H5.9㎝･200cc ¥1,000
R222-3368-16
ライプニングソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R222-3199-19
Wブルージェ 兼用碗
φ9.5×H6.0㎝･190cc ¥1,000
R222-3199-20
Wブルージェ 受皿
φ15.6×H2.0㎝ ¥800

クリーム色（碗のみ）

R221-2786-15
ブルーロマンコーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R221-2786-16
ブルーロマンソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800
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R221-3845-18
ロベルタポジ兼用カップ
9.3×12×H5.9㎝･200cc ¥1,300
R221-3845-16
ロベルタポジソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R221-2391-15
グリーンヒルコーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R221-2391-16
グリーンヒルソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R221-2391-18
グリーンヒル兼用カップ
9.3×H5.9㎝･210cc ¥1,300
R221-2391-16
グリーンヒルソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

NB

R222-3201-15B
フィレンツェ(B)コーヒーカップ
8.9×12×H7.1㎝･210cc ¥1,300
R222-3201-16B
フィレンツェ(B)ソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

R222-3201-18B
フィレンツェ(B) 兼用碗
φ9.3×H5.9㎝･200cc ¥1,300
R222-3201-16B
フィレンツェ(B)ソーサー
φ15.3×H2.2㎝ ¥800

※(在)と表示されているものは在庫限りで販売終了となります

R222-188-38
ベルリン 兼用碗

9.5×H5.8㎝･200cc ¥850

R222-188-39
ベルリン 受皿

φ15.4×H1.8㎝ ¥600

R222-2566-18
ジュリアーノ兼用カップ
9.5×12×H6㎝･200cc ¥850
R222-2566-16
ジュリアーノソーサー
φ15×2㎝ ¥600
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