
（株）名古屋三越 栄店 ６階 リビング売場　様

商品リスト
商品名 定価

【イロトリドリ】【掛分マグ】  イエロー 1,200
【イロトリドリ】【掛分マグ】  レッド 1,200
【イロトリドリ】【掛分マグ】  グリーン 1,200
【イロトリドリ】【掛分マグ】  ブルー 1,200
【イロトリドリ】【角皿】  青磁 600
【イロトリドリ】【角皿】  水色 600
【イロトリドリ】【角皿】  紺色 600
【イロトリドリ】【桃皿】  桃色 600
【イロトリドリ】【桃皿】  朱色 600
【イロトリドリ】【桃皿】  黄色 600
【イロトリドリ】【桃皿】  青磁 600
【イロトリドリ】【桃皿】  水色 600
【イロトリドリ】【桃皿】  紺色 600
【ボーダーボーダー】【ボウルM】  太1-真ん中 800
【ボーダーボーダー】【ボウルM】  細3 800
【ボーダーボーダー】【ボウルM】  太2 800
【ボーダーボーダー】【ボウルM】  細2 800
【ボーダーボーダー】【ボウルM】  太1-下 800
【ボーダーボーダー】【ボウルS】  太1-真ん中 600
【ボーダーボーダー】【ボウルS】  細3 600
【ボーダーボーダー】【ボウルS】  太2 600
【ボーダーボーダー】【ボウルS】  細2 600
【ボーダーボーダー】【ボウルS】  太1-下 600
【イロトリドリ】【ボウルM】  ホワイト 800
【イロトリドリ】【ボウルM】  イエロー 800
【イロトリドリ】【ボウルM】  レッド 800
【イロトリドリ】【ボウルM】  グレー 800
【イロトリドリ】【ボウルM】  スカイブルー 800
【イロトリドリ】【ボウルM】  ダークブルー 800
【イロトリドリ】【ボウルM】  ブルーグリーン 800
【イロトリドリ】【ボウルS】  ホワイト 600
【イロトリドリ】【ボウルS】  イエロー 600
【イロトリドリ】【ボウルS】  レッド 600
【イロトリドリ】【ボウルS】  グレー 600
【イロトリドリ】【ボウルS】  スカイブルー 600
【イロトリドリ】【ボウルS】  ダークブルー 600
【イロトリドリ】【ボウルS】  ブルーグリーン 600
【ボーダーボーダー】【どんぶり】  1本 1,400
【ボーダーボーダー】【どんぶり】  2本 1,400
【ボーダーボーダー】【どんぶり】  3本 1,400
【ボーダーボーダー】【どんぶり】  5本 1,400
【カレー・パスタ皿】  リンドリン　ブルー 1,500
【カレー・パスタ皿】  リンドリン　グリーン 1,500
【カレー・パスタ皿】  ティーズ 1,500
【カレー・パスタ皿】  ウッズ 1,500
【カレー・パスタ皿】  フルージュ 1,500
【カレー・パスタ皿】  フラバー　ホワイト 1,500
【cocomarine】【ボウルM】  魚の群れ 800
【cocomarine】【ボウルM】  海の中 800
【cocomarine】【ボウルM】  大型生物 800
【cocomarine】【ボウルM】  サンゴ 800
【cocomarine】【ボウルS】  魚の群れ 600
【cocomarine】【ボウルS】  海の中 600
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【cocomarine】【ボウルS】  大型生物 600
【cocomarine】【ボウルS】  サンゴ 600
【cocomarine】【カップ】  魚の群れ 800
【cocomarine】【カップ】  大型生物 800
【cocomarine】【お茶わん】  魚の群れ 800
【cocomarine】【お茶わん】  大型生物 800
【cocomarine】【小皿】  魚の群れ1 800
【cocomarine】【小皿】  クマノミ 800
【cocomarine】【小皿】  魚の群れ2 800
【cocomarine】【小皿】  イソギンチャク 800
【cocomarine】【小皿】  その他の生き物 800
【cocomarine】【小皿】  ウツボ 800
【cocomarine】【小皿】  ジンベイザメ 800
【cocomarine】【小皿】  マンタ 800
【cocomarine】【マグ】  魚の群れ 1,200
【cocomarine】【マグ】  大型生物 1,200
【cocomarine】【正角皿M】  魚の群れ 1,200
【cocomarine】【正角皿M】  海の中 1,200
【cocomarine】【正角皿M】  ジンベイザメ 1,200
【cocomarine】【正角皿M】  マンタ 1,200
【cocomarine×Janke】【豆皿】  白くじら 500
【cocomarine×Janke】【豆皿】  色くじら 500
【cocomarine×Janke】【豆皿】  白タツノオトシゴ 500
【cocomarine×Janke】【豆皿】  色タツノオトシゴ 500
【cocomarine×Janke】【豆皿】  白スターフィッシュ 500
【cocomarine×Janke】【豆皿】  色スターフィッシュ 500
【cocomarine×Janke】【豆皿】  白チョウチンアンコウ 500
【cocomarine×Janke】【豆皿】  色チョウチンアンコウ 500
【Janke】【豆皿】  白バク 500
【Janke】【豆皿】  色バク 500
【Janke】【豆皿】  白ツバメ 500
【Janke】【豆皿】  色ツバメ 500
【Janke】【豆皿】  白アルパカ 500
【Janke】【豆皿】  縞アルパカ 500
【粉引釉】【六方押小鉢】十草 900
【粉引釉】【六方押小鉢】亀甲 900
【粉引釉】【六方押小鉢】羽根 900
【粉引釉】【六方押小鉢】円 900
【粉引釉】【六方押小鉢】花 900
【粉引釉】【六方押取皿】十草 900
【粉引釉】【六方押取皿】亀甲 900
【粉引釉】【六方押取皿】羽根 900
【粉引釉】【六方押取皿】円 900
【粉引釉】【六方押取皿】花 900
【波佐見焼】【natural69】【KRANZ】【ボウルM】 1,400
【波佐見焼】【natural69】【KRANZ】【プレートL】 2,500
【波佐見焼】【natural69】【KRANZ】【プレートLL】 4,800
【波佐見焼】【natural69】【KRANZ】【プレートM】 1,500
【波佐見焼】【natural69】【KRANZ】【プレートS】 900
【豆皿】  働くナマケモノ 500
【豆皿】  誓い合うペンギン 500
【豆皿】  民族的ハリネズミ 500
【豆皿】  星を読むシロクマ 500
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【豆皿】  踊り子ブタ 500
【swatch】【ボウル】  パレット 800
【swatch】【ボウル】  ポロック 800
【swatch】【ボウル】  クロッキー 800
【swatch】【ボウル】  スティッキー 800
【swatch】【ボウル】  ジップ 800
【swatch】【ボウル】  タイル 800
【swatch】【長角皿】  パレット 1,000
【swatch】【長角皿】  ポロック 1,000
【swatch】【長角皿】  クロッキー 1,000
【swatch】【長角皿】  スティッキー 1,000
【swatch】【長角皿】  ジップ 1,000
【swatch】【長角皿】  タイル 1,000
【swatch】【カップ】  パレット 800
【swatch】【カップ】  ポロック 800
【swatch】【カップ】  クロッキー 800
【swatch】【カップ】  スティッキー 800
【swatch】【カップ】  ジップ 800
【swatch】【カップ】  タイル 800
【swatch】【お茶わん】  パレット 800
【swatch】【お茶わん】  ポロック 800
【swatch】【お茶わん】  クロッキー 800
【swatch】【お茶わん】  スティッキー 800
【swatch】【お茶わん】  ジップ 800
【swatch】【お茶わん】  タイル 800
【swatch】【小皿】  パレット 800
【swatch】【小皿】  ポロック 800
【swatch】【小皿】  クロッキー 800
【swatch】【小皿】  スティッキー 800
【swatch】【小皿】  ジップ 800
【swatch】【小皿】  タイル 800
【swatch】【正角皿M】  パレット 1,200
【swatch】【正角皿M】  ポロック 1,200
【swatch】【正角皿M】  クロッキー 1,200
【swatch】【正角皿M】  スティッキー 1,200
【swatch】【正角皿M】  ジップ 1,200
【swatch】【正角皿M】  タイル 1,200
【ZUPA】ボウルS 1,000
【ZUPA】カップ 800
【ZUPA】お茶わん 800
【ZUPA】正角皿M 1,200
【ZUPA】【正角皿S】青 1,000
【ZUPA】【正角皿S】茶 1,000
【ZUPA】【正角皿S】ストーンウェア 1,000
【natural69】【ZUPA white】【取皿】ヒツジ 1,000
【natural69】【ZUPA white】【取皿】バク 1,000
【natural69】【ZUPA white】【取皿】キリン 1,000
【natural69】【ZUPA white】【取皿】シマウマ 1,000
【natural69】【ZUPA white】【取皿】サル 1,000


