
強化軽量シリーズ

強化軽量シリーズ

8-1181-7 H-67-18
陶アンパンマン 小鉢
¥400（8φ×3.5）　梱120(5×24)

8-1181-8 H-67-19
陶アンパンマン 小皿
¥400（11.5φ）　梱120(5×24)

8-1181-9 H-67-20
陶アンパンマン ケーキ皿
¥550（15.5φ）　梱100(5×20)

8-1181-10 H-67-21
陶アンパンマン フルーツ皿
¥550（15φ×4）　梱80(5×16)

8-1181-11 H-67-22
陶アンパンマン カレー皿
¥800（18×13×4）　梱48(3×16)

8-1181-12 H-67-23
陶アンパンマン 茶碗
¥500（10.5φ×4.5）　梱120(5×24)

8-1181-13 H-67-24
陶アンパンマン ラーメン丼
¥800（14.5φ×6）　梱48(3×16)

8-1181-14 H-67-25
陶アンパンマン ランチ皿
¥1,500（23×18.5×3）　梱36(3×12)

8-1181-15 H-67-26
陶アンパンマン マグ
¥650（7.5φ×6）　梱72(3×24)

8-1181-16 H-67-27
陶アンパンマン ブリオン
¥800（9.5φ×5）　梱54(3×18)

8-1181-17 H-67-28
陶アンパンマン レンゲ
¥350（14）　梱200(5×40)

8-1181-18 H-67-29
シリコンアンパンマン ランチマット
¥1,500（36×23）　梱60

8-1181-26 H-67-37
陶ミッフィー 小皿
¥400 （11.5φ）　梱120(5×24)

8-1181-27 H-67-38
陶ミッフィー ケーキ皿
¥550 （15.5φ）　梱100(5×20)

8-1181-28 H-67-39
陶ミッフィー フルーツ皿
¥550 （15φ×4）　梱80(5×16)

8-1181-29 H-67-40
陶ミッフィー カレー皿
¥800 （18×13×4）　梱48(3×16)

8-1181-30 H-67-41
陶ミッフィー 茶碗
¥500 （10.5φ×4.5）　梱120(5×24)

8-1181-31 H-67-42
陶ミッフィー ラーメン丼
¥800 （14.5φ×6）　梱48(3×16)

8-1181-32 H-67-43
陶ミッフィー ランチ皿
¥1,500（23×18.5×3）　梱36(3×12)

8-1181-33 H-67-44
陶ミッフィー マグ
¥650 （7.5φ×6）　梱72(3×24)

8-1181-34 H-67-45
陶ミッフィー ブリオン
¥800 （9.5φ×5）　梱54(3×18)

8-1181-35 H-67-46
陶ミッフィー レンゲ
¥350 （14）　梱200(5×40)

8-1181-36 H-67-47
シリコンミッフィー ランチマット
¥1,500（36×23）　梱60

8-1181-1 H-67-12
陶 アンパンマン強化軽量 小皿
¥850

（13φ×3）　梱60

8-1181-2 H-67-13
陶 アンパンマン強化軽量 丸皿
¥1,300

（16φ×3.5）　梱48

8-1181-3 H-67-14
陶 アンパンマン強化軽量 茶碗
¥900

（10φ×4.5）　梱60

8-1181-4 H-67-15
陶 アンパンマン強化軽量 湯呑
¥800

（7φ×6）　梱60

8-1181-5 H-67-16
陶 アンパンマン強化軽量 マグカップ
¥1,100

（7φ×6）　梱60

8-1181-6 H-67-17
陶 アンパンマン強化軽量 ブリオン
¥1,300

（9φ×5）　梱48

8-1181-19 H-67-30
陶ミッフィー強化軽量 小皿
¥850

（13φ×3）　梱60

8-1181-20 H-67-31
陶ミッフィー強化軽量 丸皿
¥1,300

（16φ×3.5）　梱48

8-1181-21 H-67-32
陶ミッフィー強化軽量 茶碗
¥900

（10φ×4.5）　梱60

8-1181-22 H-67-33
陶ミッフィー強化軽量 湯呑
¥800

（7φ×6）　梱60

8-1181-23 H-67-34
陶ミッフィー強化軽量 マグカップ
¥1,100

（7φ×6）　梱60

8-1181-24 H-67-35
陶ミッフィー強化軽量 ブリオン
¥1,300

（9φ×5）　梱48

一般磁器の約2倍の強度があり、従来の強化磁器よりも軽い素材でできております。

一般磁器の約2倍の強度があり、従来の強化磁器よりも軽い素材でできております。

8-1181-25 H-67-36
ミッフィー 小鉢

¥400 （8φ×3.5）　梱120(5×24)

陶

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

8-1181-43 H-67-54
陶ミッフィー 箸置き スタンダード
¥400（3×4×1） 梱200(5×40)

7-939-44 H-67-55
陶ミッフィー 箸置き スリープ
¥400（3×4×1） 梱200(5×40)

8-1181-45 H-67-56
陶ミッフィー 箸置き サプライズ
¥400（3×4×1） 梱200(5×40)

8-1181-46 H-67-57
陶ミッフィー 箸置き クライ
¥400（3×4×1） 梱200(5×40)

8-1181-37 H-67-48
ステンレス ミッフィー ステンレスフォーク イエロー
¥400（14）　梱600(12×50)

8-1181-38 H-67-49
ステンレス ミッフィー ステンレススプーン イエロー
¥400（14）　梱600(12×50)

8-1181-39 H-67-50
ステンレス ミッフィー ステンレスフォーク オレンジ
¥400（14）　梱600(12×50)

8-1181-40 H-67-51
ステンレス ミッフィー ステンレススプーン オレンジ
¥400（14）　梱600(12×50)

8-1181-41 H-67-52
ステンレス ミッフィー ステンレスフォーク グリーン
¥400（14）　梱600(12×50)

8-1181-42 H-67-53
ステンレス ミッフィー ステンレススプーン グリーン
¥400（14）　梱600(12×50)
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8-1182-7 H-67-64
くまのプーさん 小鉢

¥400（8φ×3.5）　梱120(5×24)

8-1182-8 H-67-65
陶陶 くまのプーさん 小皿
¥400（11.5φ）　梱120(5×24)

8-1182-9 H-67-66
陶くまのプーさん ケーキ皿
¥550（15.5φ）　梱100(5×20)

8-1182-10 H-67-67
陶くまのプーさん フルーツ皿
¥550（15φ×4）　梱80(5×16)

8-1182-11 H-67-68
陶くまのプーさん カレー皿
¥800（18×13×4）　梱48(3×16)

8-1182-12 H-67-69
陶くまのプーさん 茶碗
¥500（10.5φ×4.5）　梱120(5×24)

8-1182-13 H-67-70
陶くまのプーさん ラーメン丼
¥800（14.5φ×6）　梱48(3×16)

8-1182-14 H-67-71
陶くまのプーさん ランチ皿
¥1,500（23×18.5×3）　梱36(3×12)

8-1182-15 H-67-72
陶くまのプーさん マグ
¥650（7.5φ×6）　梱72(3×24)

8-1182-16 H-67-73
陶くまのプーさん ブリオン
¥800（9.5φ×5）　梱54(3×18)

8-1182-17 H-67-74
陶くまのプーさん レンゲ
¥350（14）　梱200(5×40)

8-1182-18 H-67-75
陶ミッキー&フレンズ 小鉢
¥400（8φ×3.5）　梱120(5×24)

8-1182-19 H-67-76
陶ミッキー&フレンズ 小皿
¥400（11.5φ）　梱120(5×24)

8-1182-20 H-67-77
陶ミッキー&フレンズ ケーキ皿
¥550（15.5φ）　梱100(5×20)

8-1182-21 H-67-78
陶ミッキー&フレンズ フルーツ皿
¥550（15φ×4）　梱80(5×16)

8-1182-22 H-67-79
陶ミッキー&フレンズ カレー皿
¥800（18×13×4）　梱48(3×16)

8-1182-23 H-67-80
ミッキー&フレンズ 茶碗

¥500（10.5φ×4.5）　梱120(5×24)

8-1182-24 H-67-81
陶陶 ミッキー&フレンズ ラーメン丼
¥800（14.5φ×6）　梱48(3×16)

8-1182-25 H-67-82
陶ミッキー&フレンズ ランチ皿
¥1,500（23×18.5×3）　梱36(3×12)

8-1182-26 H-67-83
陶ミッキー&フレンズ マグ
¥650（7.5φ×6）　梱72(3×24)

8-1182-27 H-67-84
陶ミッキー&フレンズ ブリオン
¥800（9.5φ×5）　梱54(3×18)

8-1182-28 H-67-85
陶ミッキー&フレンズ レンゲ
¥350（14）　梱200(5×40)

8-1182-34 H-67-91
ガラス タンブラーペアセット ミッキー&ミニー
¥2,100（7.5×6.5×10.3・195cc）　梱20

8-1182-35 H-67-92
ガラス タンブラーペアセット プー&ピグレット
¥2,100（7.5×6.5×10.3・195cc）　梱20

8-1182-36 H-67-93
ガラス ボールペアセット ミッキー&ミニー
¥2,100（11.4×11.4×7）　梱20

8-1182-37 H-67-94
ガラス ボールペアセット プー&ピグレット
¥2,100（11.4×11.4×7）　梱20

8-1182-29 H-67-86
ガラス LoveLoveミッキータンブラー
¥700（8.4φ×8.8・240cc）　梱36

8-1182-30 H-67-87
ガラス LoveLoveミニータンブラー
¥700（8.4φ×8.8・240cc）　梱36

8-1182-31 H-67-88
ガラス LoveLoveプー&ピグレット
¥700（8.4φ×8.8・240cc）　梱36

8-1182-32 H-67-89
ガラス アイコンタンブラー ミッキー
¥560（6.5φ×11・250cc）　梱36

8-1182-33 H-67-90
ガラス アイコンタンブラー ミニー
¥560（6.5φ×11・250cc）　梱36

8-1182-1 H-67-58
陶くまのプーさん強化軽量 小皿
¥850

（13φ×3）　梱60

8-1182-2 H-67-59
陶くまのプーさん強化軽量 丸皿
¥1,300

（16φ×3.5）　梱48

8-1182-3 H-67-60
陶くまのプーさん強化軽量 茶碗
¥900

（10φ×4.5）　梱60

8-1182-4 H-67-61
陶くまのプーさん強化軽量 湯呑
¥800

（7φ×6）　梱60

8-1182-5 H-67-62
陶くまのプーさん強化軽量 マグカップ
¥1,100

（7φ×6）　梱60

8-1182-6 H-67-63
陶くまのプーさん強化軽量 ブリオン
¥1,300

（9φ×5）　梱48

強化軽量シリーズ
一般磁器の約2倍の強度があり、従来の強化磁器よりも軽い素材でできております。

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。
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＊Based on the "Winnie the Pooh"works
　by A.A.Milne and E.H.Shepard

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

キャラクター食器 キャラクター食器1181 1182ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




