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植木鉢  シリンダーポットＳ Cylinder Pot S   /  植木鉢  シリンダーポット L  Cylinder Pot L /  植木鉢  パラキートポット  Parakeet pot                   

          植木鉢　黒板ウエキバチ Kokubanuekibachi  /   黒板シリンダーポット KokubanCylinder Pot 　　           

マクラメハンギングセット　パラディスポットハンギングセット Paradis Pot Hanging Set   /　べルックスハンギングセット Velux Hanging Set                       

クウィルポットハンギングセット Kwilu Pot Hanging Set   /　パロットポットハンギングセット Parrot Pot  Hanging Set                            

   /　アリエルラインハンギングセット Ariel Line Hanging Set                         

　　植木鉢　アダラ Adare /　ポルックス Pollux /　べルックス Velux /　デネブ Deneb /　植木鉢カバー  パラディスポット Paradis Pot　　           

植木鉢   ルフトミドル Luft Middle  /   トレーネミドル Torene Middle  /   トレーネロング Torene Long                     

     　植木鉢カバー・植木鉢  アプリコット Apricot   /   ポリゴン polygon   /   シンブルＪthimble J     　                  

　　植木鉢カバー・植木鉢　ソギ Sogi  /   シノギポット Sinogi Pot  /   アリエルライン Ariel Line    /  スワン Swan                     

　　 植木鉢　稜 Ryou /　水笹 Mizuzasa /　掬 Sukui /   しおん Sion  /    雲井 Kumoi /　かりやす Kariyasu                            

　　植木鉢きんとうん・いち Kintoun1 /　きんとうん・に Kintoun2 /　香凛 Kourin                    

 プレート Plate /    木製スタンド  ウッドスタンド Wooden Stand                            

　　 　水生植物の鉢　陶箱 Toubako   /　植木鉢　コブネ Kobune                     

植木鉢カバー　バレル Barrel/　バレルロング Barrel  Long   /　ストラトス Stratus                     

植木鉢　シェーブプランター 10 号用 Shave Planter   /   植木鉢　プラート Purato   /   植木鉢　ティエリー Thierry　　           

　水鉢・植木鉢カバー　  シェル Shel   / 　ボウル Bowl   /   オリジナルプランター＆ＯＥＭ　　           

　　

　　

     

植木鉢　オウルポットミドル Oulu Pot Middle  /   オウルポットロング Oulu Pot Long 

/  オウルポットピース Oulu Pot Peace   /    オウルポットボウル Oulu Pot Bowl

植木鉢　コノハポットロング   Conoha Pot Long  /   ストークポット Stork Pot   /    パフィンポット Pu�n Pot   /    ツグミポット Tugumi Pot

 植木鉢　クウィルポットプラス Kwilu Pot Plus  /   パロットポットプラス Parrot Pot Plus    /   オキナポットプラス Okina Pot  Plus

  /   クウィルポットゴス Kwilu Pot Gosu  /   パロットポットゴス Parrot Pot Gosu   /   オキナポットゴス Okina Pot  Gosu

植木鉢　クウィルポット Kwilu Pot    /   ルリハポット Ruriha Po   /   パロットポット Parrot Pot    /   オキナポット Okina Pot   

Contents



　569-31　しろ
　569-32   くろがね
　569-33　てつあか

　

オウルポットミドルＳ （植木鉢・受皿セット ） 
2,200円
+消費税

入数：6

直径15.5×高さ11.5cm 重さ：0.9kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

Oulu Pot
569-31　しろ 569-32   くろがね 569-33　てつあか

　568-31　しろ
　568-32   くろがね
　568-33　てつあか

　

オウルポットミドルＳＳ （植木鉢・受皿セット ）
1,700円
+消費税

入数：6

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.6kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

568-31　しろ 568-32   くろがね 568-33　てつあか

　573-31　しろ
　573-32   くろがね
　573-33　てつあか

　

オウルポットロングＳ　（植木鉢・受皿セット ） 入数：6

直径14×高さ14cm 重さ：1.2kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

2,000円
+消費税

573-31　しろ 573-32   くろがね 573-33　てつあか



02 - 03

　570-31　しろ
　570-32   くろがね
　570-33　てつあか

　

オウルポットボウルＳ （植木鉢・受皿セット ）
2,600円
+消費税

入数：2

直径20×高さ12cm 重さ：1.7kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　570-01　しろ
　570-02   くろがね
　570-03　てつあか

　

オウルポットボウルＳ （植木鉢カバー ）
2,500円
+消費税

入数：2

直径20×高さ10.5cm 重さ：1.4kg 
底穴無　信楽焼

　572-31　しろ
　572-32   くろがね
　572-33　てつあか

　

オウルポットピース　（植木鉢・受皿セット ）
1,800円
+消費税

入数：6

直径14×高さ14cm 重さ：1.3kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

572-31　しろ 572-32   くろがね 572-33　てつあか

570-31　しろ 570-32   くろがね 570-03　てつあか



Conoha Pot

コノハポットロングＭ （植木鉢・受皿セット ） 入数：2
3,800円+消費税

直径15.5×高さ17cm 重さ：1.4kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　610-11　コゲ

610-11　コゲ

コノハポットロングＭ （植木鉢 ） 入数：2
3,400円+消費税

直径15.5×高さ15cm 重さ：1.25kg 
底穴有　信楽焼

　610-21　コゲ

　610-21　コゲ

コノハポットロングS （植木鉢・受皿セット ） 入数：2
3,000円+消費税

直径12×高さ13cm 重さ：0.9kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　611-11　コゲ

　611-11　コゲ

コノハポットロングS （植木鉢 ） 入数：2
2,700円+消費税

直径12×高さ12cm 重さ：0.7kg 
底穴有　信楽焼

　611-21　コゲ

Stork Pot

ストークポットＭ （植木鉢・受皿セット ） 入数：2
4,800円+消費税

直径18×高さ16.5cm 重さ：1.8kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　613-11　コゲ

　613-11　コゲ

ストークポットＭ （植木鉢 ） 入数：2
4,300円+消費税

直径18×高さ15.5cm 重さ：1.6kg

　613-21　コゲ

ストークポットＳ （植木鉢・受皿セット ） 入数：2
3,800円+消費税

直径13.5×高さ12.5cm 重さ：1.0kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　612-11　コゲ

ストークポットＳ （植木鉢 ） 入数：2
3,400円+消費税

直径13.5×高さ11.5cm 重さ：0.8kg
底穴有　信楽焼

　612-21　コゲ

底穴有　信楽焼

612-11　コゲ

シンプルな形に地層の
テクスチャーが映える
土の特徴を生かし職人が一つ一つ丁寧に作っています

同じ模様がない世界に一つの植木鉢
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Puffin Pot

パフィンポットミドルΦ155 （植木鉢・受皿セット ） 
入数：4

1,600円+消費税
直径15.5×高さ11.5cm 重さ：1.2kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　614-11　コゲ

パフィンポットミドルΦ155  （植木鉢 ） 入数：4
1,300円+消費税

直径15.5×高さ10.5cm 重さ：1.0kg 
底穴有　信楽焼

　614-21　コゲ

パフィンポットミドルΦ240（植木鉢・受皿セット ） 
入数：2

3,200円+消費税
直径24×高さ17.5cm 重さ：3.0kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　615-11　コゲ

パフィンポットミドルΦ240（植木鉢 ） 入数：2
2,300円+消費税

直径24×高さ16.5cm 重さ：2.6kg
底穴有　信楽焼

　615-21　コゲ

パフィンポットロングΦ295 （植木鉢・受皿セット ） 
入数：1

5,800円+消費税
直径29.5×高さ31cm 重さ：3.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　616-11　コゲ

616-11　コゲ

パフィンポットロングΦ295（植木鉢 ） 入数：1
4,800円+消費税

直径29.5×高さ29.5cm 重さ：3.0kg 
底穴有　信楽焼

　616-21　コゲ

Tugumi Pot

ツグミポット （植木鉢・受皿セット ） 入数：1

5,200円+消費税
直径30×高さ22cm 重さ：4.8kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　532-11　コゲ

ツグミポット （植木鉢 ） 入数：1
4,400円+消費税

直径30×高さ20cm 重さ：4.3kg 
底穴有　信楽焼

　532-21　コゲ

532-11　コゲ

　615-11　コゲ

614-11　コゲ



Kwilu Pot  PLUS

Pallot Pot  PLUS

558-99　※色はランダムになります

直径10×高さ11.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

パロットポット プラス 　アソート18個（植木鉢・受皿セット ）
17,640円+消費税

入数：1

　662-01　ライン/ホワイト
　662-02   ライン/アメ
　662-03　ライン/ターコイズ

パロットポット プラス 　 （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
980円
+消費税

入数：6

　662-04　バード/ホワイト
　662-05   バード/アメ
直径10×高さ11.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　662-06　バード/ターコイズ
　662-07   スクエアＤ/ホワイト
   662-08   スクエアＤ/アメ
   662-09   スクエアＤ/ターコイズ
 

　662-31　ライン/ホワイト
　662-32   ライン/アメ
　662-33　ライン/ターコイズ
　662-34　バード/ホワイト
　662-35　バード/アメ

クウィルポット プラス （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
1,100円
+消費税

入数：6

　662-36　バード/ターコイズ
　662-37   スクエアＤ/ホワイト
   662-38   スクエアＤ/アメ
   662-39   スクエアＤ/ターコイズ

562-99　※色はランダムになります

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.75kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

クウィルポット プラス アソート18個（植木鉢・受皿セット ）
19,800円+消費税

入数：1

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.75kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

662-31
ライン/ホワイト

662-32
ライン/アメ

662-33
ライン/ターコイズ

662-34
バード/ホワイト

662-35
バード/アメ

662-36
バード/ターコイズ

662-37
スクエアＤ/ホワイト

   662-38
スクエアＤ/アメ

662-39
スクエアＤ/ターコイズ

662-07
スクエアＤ/ホワイト

662-08
スクエアＤ/アメ

662-09.
スクエアＤ/ターコイズ

662-01
ライン/ホワイト

662-02
ライン/アメ

662-03
ライン/ターコイズ

662-04
バード/ホワイト

662-05
バード/アメ

662-06
バード/ターコイズ

Okina Pot  PLUS
552-99　※色はランダムになります

直径13.5×高さ11cm 重さ：0.7kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

オキナポット プラス  アソート18個（植木鉢・受皿セット ）
17,640円+消費税

入数：1

　552-61　ライン/ホワイト
　552-62   ライン/アメ
　552-63　ライン/ターコイズ

オキナポット プラス 　 （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
980円
+消費税

入数：6

　552-64　バード/ホワイト
　552-65   バード/アメ
直径13.5×高さ11cm 重さ：0.7kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　552-66　バード/ターコイズ
　552-67   スクエアＤ/ホワイト
   552-68   スクエアＤ/アメ
   552-69   スクエアＤ/ターコイズ
 

552-61
ライン/ホワイト

552-62
ライン/アメ

552-63
ライン/ターコイズ

552-64
バード/ホワイト

552-65
バード/アメ

552-66
バード/ターコイズ

552-67
スクエアＤ/ホワイト

   552-68
スクエアＤ/アメ

 552 -69
スクエアＤ/ターコイズ



06 - 07Kwilu Pot  Gosu

Pallot Pot  Gosu

658-90　※色はランダムになります

直径10×高さ11.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

パロットポット ゴス  アソート18個（植木鉢・受皿セット ）
17,640円+消費税

入数：1

　658-21　バード/ホワイト
　658-22   バード/イエロー
　658-23　バード/ターコイズ

パロットポット ゴス　 （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
980円
+消費税

入数：6

　658-24   ドット/ホワイト
　658-25   ドット/イエロー
直径10×高さ11.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　658-26　ドット/ターコイズ
　658-27   リーフ/ホワイト
   658-28   リーフ/イエロー
   658-29   リーフ/ターコイズ
 

　659-21　バード/ホワイト
　659-22   バード/イエロー
　659-23　バード/ターコイズ
　659-24　ドット/ホワイト
　659-25　ドット/イエロー

クウィルポット ゴス （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
1,100円
+消費税

入数：6

　659-26　ドット/ターコイズ
　659-27   リーフ/ホワイト
   659-28   リーフ/イエロー
   659-29   リーフ/ターコイズ

659-90　※色はランダムになります

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.75kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

クウィルポット ゴス アソート18個（植木鉢・受皿セット ）
19,800円+消費税

入数：1

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.75kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

659-21
バード/ホワイト

659-22
バード/イエロー

659-23
バード/ターコイズ

659-24
ドット/ホワイト

659-25
ドット/イエロー

659-26
ドット/ターコイズ

659-27
リーフ/ホワイト

   659-28
　リーフ/イエロー

659-29
リーフ/ターコイズ

658-27
リーフ/ホワイト

658-28
リーフ/イエロー

658-29
リーフ/ターコイズ

658-21
バード/ホワイト

658-22
バード/イエロー

658-23
バード/ターコイズ

658-24
ドット/ホワイト

   658-25
　ドット/イエロー

 658 -26
 ドット/ターコイズ

Okina Pot  Gosu
660-90　※色はランダムになります

直径13.5×高さ11cm 重さ：0.7kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

オキナポット ゴス  アソート18個（植木鉢・受皿セット ）
17,640円+消費税

入数：1

　660-21　バード/ホワイト
　660-22   バード/イエロー
　660-23　バード/ターコイズ

オキナポット ゴス 　 （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
980円
+消費税

入数：6

　660-24　ドット/ホワイト
　660-25   ドット/イエロー
直径13.5×高さ11cm 重さ：0.7kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

　660-26　ドット/ターコイズ
　660-27   リーフ/ホワイト
   660-28   リーフ/イエロー
   660-29   リーフ/ターコイズ 

660-21
バード/ホワイト

660-22
バード/イエロー

660-23
バード/ターコイズ

660-24
ドット/ホワイト

660-25
ドット/イエロー

660-26
ドット/ターコイズ

660-27
リーフ/ホワイト

660-28
リーフ/イエロー

 660 -29
リーフ/ターコイズ



554-90　※色はランダムになります

直径12.5×高さ9.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

ルリハポット アソート20個（植木鉢・受皿セット ）
17,000円+消費税

入数：1

Luriha Pot

554-03   イエロー 554-05　ピンク554-01　ブルー

　562-01　クリア
　562-03   ブルー
　562-06　ムラサキ
　562-07　ピンク
　562-10　グレー

クウィルポット （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
1,000円
+消費税

入数：6

　562-11　シロ/ブラウン
　562-13   ブラック/シロ
   562-16   ハケ/シロ
   562-17   ハケ/クロ
　562-18   ハケ/カラー

562-90　※色はランダムになります

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.75kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

クウィルポット アソート20個（植木鉢・受皿セット ）
20,000円+消費税

入数：1

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.75kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

Kwilu Pot

直径12.5×高さ9.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

ルリハポット　（植木鉢・受皿セット ）
850円+消費税

入数：6

   554-11　シロ/ブラウン
　554-13   ブラック/シロ
   554-16   ハケ/シロ
   554-17   ハケ/クロ
   554-18   ハケ/カラー

554-01　ブルー
554-03   イエロー
554-05　ピンク
554-06　ホワイト
554-07   クリア

562-01　クリア 562-03   ブルー 562-06　ムラサキ 562-07　ピンク 562-10　グレー

562-11　シロ/ブラウン    562-13   ブラック/シロ 562-17   ハケ/クロ  562-18   ハケ/カラー

554-11　シロ/ブラウン    554-13   ブラック/シロ 554-17    ハケ/クロ  554-18   ハケ/カラー

554-06　ホワイト 554-07   クリア

   562-16   ハケ/シロ

 554-16   ハケ/シロ



Pallot Pot

558-90　※色はランダムになります

直径10×高さ11.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

パロットポットS アソート20個（植木鉢・受皿セット ）
17,600円+消費税

入数：1

　558-01　クリア
　558-02   イエロー
　558-03　オリーブ

パロットポット （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
880円
+消費税

入数：6

　558-04　ピンク
　558-06   グレー
直径10×高さ11.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

558-01　クリア 558-02   イエロー 558-03　オリーブ 558-04　ピンク 558-06   グレー

直径13.5×高さ11cm 重さ：0.7kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

オキナポット　（植木鉢・受皿セット ）
880円+消費税

入数：6
552-01　ブルー
552-03   イエロー
552-05　ピンク
552-06　ホワイト
552-07   クリア

552-90　※色はランダムになります

直径13.5×高さ11cm 重さ：0.7kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

オキナポット アソート20個（植木鉢・受皿セット ）
17,600円+消費税

入数：1

08 - 09

Okina Pot  

　558-11　シロ/ブラウン
　558-13   ブラック/シロ
   558-16   ハケ/シロ
   558-17   ハケ/クロ
　558-18   ハケ/カラー

　558-11　
   シロ/ブラウン

558-13   
ブラック/シロ

552-03   イエロー 552-05　ピンク552-01　ブルー

   552-11　シロ/ブラウン
   552-13   ブラック/シロ
   552-16   ハケ/シロ
   552-17   ハケ/クロ
　552-18   ハケ/カラー

552-06　ホワイト 552-07   クリア

552-11　
シロ/ブラウン

552-13   
ブラック/シロ

558-16   
ハケ/シロ

558-17  
ハケ/クロ

558-18   
ハケ/カラー

552-17  
ハケ/クロ

552-16   
ハケ/シロ

552-18  
ハケ/カラー



564-90　※色はランダムになります

直径9.5×高さ16cm 重さ：0.8kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

シリンダポットS アソート20個（植木鉢・受皿セット ）
20,000円+消費税

入数：1
　564-11　クリア
　564-12   ブルー
　564-15   グレー
   554-16　シロ/ブラウン

シリンダポットS （植木鉢・受皿セット  ）色アソート不可
1,000円
+消費税

入数：6
   564-18   ブラック/シロ
   564-21   ハケ/シロ
   564-22   ハケ/クロ
　564-23　ハケ/カラー

直径9.5×高さ16cm 重さ：0.8kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

564-11 クリア 564-12  ブルー 564-15 グレー

　563-11　クリア
　563-12   ブルー
　563-13   グリーン
直径19.5×高さ40cm 重さ：5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼

シリンダポットL （植木鉢・受皿セット  ）
5,400円
+消費税

入数：1

　563-15   グレー
   563-16   スパッタ01
   563-17   スパッタ02 

563-11  クリア 563-12  ブルー 563-13  グリーン 563-15  グレー

Cylinder Pot S

Cylinder Pot L
SP

SP

564-21   
ハケ/シロ

564-18   
ブラック/シロ

564-16　
シロ/ブラウン

563-16  スパッタ01 563-17  スパッタ02

564-23  
ハケ/カラー

564-22   
ハケ/クロ

10 - 11
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Handmade Planter

601-91　※色はランダムになります
パラキート ポット ワイド  アソート12個（植木鉢・受皿セット ）

21,600円+消費税
入数：1

重さ：0.7kg (受皿含む)  底穴有　信楽焼
※手作りのため多少のサイズ・形の違いがあります。
　色・模様など1点づつ異なります。　　　　　　　

　601-13　かたち01/ブルードット 　Φ17×Ｈ9ｃm
　601-14   かたち01/グリーン 　Φ17×Ｈ9ｃm

パラキート ポット ワイド （植木鉢・受皿セット  ）
1,800円+消費税

入数：6

　601-15　かたち02/ブルー 　Φ18×Ｈ8.5ｃm
　601-16   かたち02/グリーン　Φ18×Ｈ8.5ｃm
重さ：0.7kg (受皿含む) 底穴有　信楽焼
※手作りのため多少のサイズ・形の違いがあります。
　色・模様など1点づつ異なります。　　　　　　　

　600-11　かたち01/グリーン　　 Φ12×Ｈ11ｃm
　600-12　かたち01/ブルー　 Φ12×Ｈ11ｃm

パラキート ポット ミドル （植木鉢・受皿セット  ）
1,800円+消費税

入数：6

　600-13　かたち02/グリーン　　 Φ13×Ｈ11ｃm
　600-14   かたち02/ブルードット　　 Φ13×Ｈ11ｃm
   600-15　かたち03/ブルードット　　 Φ11×Ｈ14ｃm
   600-16　かたち03/ブルー　　 Φ11×Ｈ14ｃm
　600-17　かたち04/ホワイト　　 Φ14×Ｈ12.5ｃm
　600-18　かたち04/グレー　　 Φ14×Ｈ12.5ｃm
 重さ：0.7kg (受皿含む)  底穴有　信楽焼
※手作りのため多少のサイズ・形の違いがあります。
　色・模様など1点づつ異なります。
　　　　　　

600-15　
かたち03/ブルードット　

600-16　
かたち03/ブルー　　

600-17　
かたち04/ホワイト

600-18　
かたち04/グレー　　

600-11　
かたち01/グリーン　

600-12　
かたち01/ブルー

600-13　
かたち02/グリーン　

600-14　
かたち02/ブルードット

600-91　※色はランダムになります
パラキート ポット ミドル  アソート12個（植木鉢・受皿セット ）

21,600円+消費税
入数：1

重さ：0.7kg (受皿含む)   底穴有　信楽焼
※手作りのため多少のサイズ・形の違いがあります。
　色・模様など1点づつ異なります。　　　　　　　

Paraket  Pot  Middle

601-13　かたち01/ブルードット 　 601-14   かたち01/グリーン 　

601-15　かたち02/ブルー 　 601-16   かたち02/グリーン



　565-11　グレー
　565-12   ブラウン

黒板ウエキバチ M （植木鉢・受皿セット  ）
4,800円+消費税

入数：1

　565-13　グリーン
　565-14   ブラック

直径29.5×高さ31cm 重さ：2.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼　　　　　　インテリア用

　566-11　グレー
　566-12   ブラウン

黒板ウエキバチ S （植木鉢・受皿セット  ）
1,200円+消費税

入数：6

　566-13　グリーン
　566-14   ブラック
直径14×高さ15cm 重さ：1kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼　　　　　　インテリア用

　567-11　グレー
　567-12   ブラウン

黒板ウエキバチ SS （植木鉢・受皿セット  ）
880円+消費税

入数：6

　567-13　グリーン
　567-14   ブラック

直径10×高さ11.5cm 重さ：0.5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼　　　　　　インテリア用

565-11　グレー 565-12   ブラウン 565-13　グリーン 565-14   ブラック

566-11　グレー 566-12   ブラウン 566-13　グリーン 566-14   ブラック

567-11　グレー 567-12   ブラウン 567-13　グリーン 567-14   ブラック

黒板ウエキバチ

Chalk Art Pot
チョークやペンでメッセージを
書くことができます！
プレゼントや看板に最適。



　563-51　グレー
　563-52   ブラウン

黒板シリンダポット L （植木鉢・受皿セット  ）
5,400円

+消費税

入数：1

　563-53　グリーン
　563-54   ブラック

直径19.5×高さ40cm 重さ：5kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼　　　　　　インテリア用

　564-51　グレー
　564-52   ブラウン

黒板シリンダポット S （植木鉢・受皿セット  ）
1,000円

+消費税

入数：6

　564-53　グリーン
　564-54   ブラック

直径9.5×高さ16cm 重さ：0.8kg (受皿含む)
底穴有　信楽焼　　　　　　インテリア用

564-51　グレー 564-52   ブラウン 564-53　グリーン 564-54   ブラック

563-51　グレー 563-52   ブラウン 563-53　グリーン 563-54   ブラック

黒板シリンダーポット

12 - 13



クリア

Paradis Pot

マクラメハンギングロープＬ
2,400円+消費税

入数：1

Velux

マクラメハンギングロープ L   813-26付

557-81   クリア
557-82   スターダスト
557-83   ターコイズ

パラディスポットマクラメハンギングセット 
3,800円+消費税

入数：1

本体サイズ：直径18×高さ14cm 
重さ：1.2kg(鉢のみ)　底穴なし　信楽焼　　

541-81   チタンホワイト
541-82   スターダスト
541-83   ターコイズ

ベルックス マクラメハンギングセット 
4,200円+消費税

入数：1

本体サイズ：直径23×高さ15.5cm 重さ：1.8kg(鉢のみ)　
底穴なし　信楽焼　　

マクラメハンギングロープ

マクラメハンギングロープS
1,400円+消費税

入数：1

557-81   クリア 557-82   スターダスト 557-83   ターコイズ

541-81  チタンホワイト 541-82   スターダスト 541-83   ターコイズ

813-26   ナチュラル

813-29   ナチュラル

本体サイズ：長さ 約105cm 　Φ20ｃｍ位までの植木鉢カバーにおススメ
バインダー紐、木製リング 天然素材のため屋内用　

本体サイズ：長さ 約 95cm  　Φ13ｃｍ位までの植木鉢カバーにおススメ　
バインダー紐、木製リング 天然素材のため屋内用　

マクラメハンギング
ロープＬ
813-26

マクラメハンギング
ロープＳ
813-29

マクラメハンギングロープＬL
3,400円+消費税

入数：1
813-25   ナチュラル

本体サイズ：長さ 約155cm   Φ24ｃｍ位までの植木鉢カバーにおススメ
麻縄、天然素材のため屋内用　

マクラメハンギング
ロープＬＬ
813-25
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直径10×高さ10.5cm 重さ：0.4kg(鉢のみ) 
底穴なし　信楽焼

パロットポット マクラメハンギングセット 
2,300円

+消費税

入数：4

Pallot Pot

マクラメハンギングロープ S 813-29付

　562-61　クリア
　562-63   ブルー
　562-66　ムラサキ
　562-67　ピンク

クウィルポット  マクラメハンギングセット 
2,400円

+消費税

入数：4

　562-70　グレー
　562-80　ハケ／シロ
　562-81　ハケ／クロ
　562-82　ハケ／カラー

直径13×高さ12.5cm 重さ：0.75kg 
底穴なし　信楽焼

Kwilu Pot

Ariel Line

H037-81   ホワイト
H037-82   マットホワイト

アリエルライン マクラメハンギングセット 
2,500円+消費税

入数：1

本体サイズ：直径15.5×高さ12cm 
重さ：0 .7kg 底穴なし　信楽焼　3号用の鉢カバー　　　

558-51　クリア
558-52   イエロー
558-53　オリーブ
558-54　ピンク

 　
　558-56   グレー
　558-80　ハケ／シロ
　558-81　ハケ／クロ
　558-82　ハケ／カラー

558-51　クリア 558-52   イエロー 558-53　オリーブ 558-54　ピンク

　558-56   グレー

マクラメハンギングロープ S 813-29付

H037-81   ホワイト

H037-82   マットホワイト

562-61　クリア 562-63   ブルー 562-66　ムラサキ 562-67　ピンク

562-70　グレー

マクラメハンギングロープ S 813-29付

568-80　
ハケ/シロ

568-81　
ハケ/クロ

568-82
ハケ/カラー

562-80　
ハケ/シロ

562-81　
ハケ/クロ

562-82
ハケ/カラー



548-21   チタンホワイト
548-22   グラファイト
548-23   ターコイズ
　　

アダラＭ （植木鉢 ） 
4,300円+消費税

入数：1

Adara  M

548-11   チタンホワイト
548-12   グラファイト
548-13   ターコイズ
　

アダラＭ （植木鉢・受皿セット ） 
4,800円+消費税

入数：1

本体サイズ：直径25.5×高さ23cm 
重さ：4.2kg　底穴あり　信楽焼　

547-21   チタンホワイト
547-22   グラファイト
547-23   ターコイズ

アダラＳ （植木鉢 ） 
1,100円+消費税

入数：6

本体サイズ：直径13.5×高さ11.5cm 
重さ：0.7kg　底穴あり　信楽焼　　

Adara  S

547-11   チタンホワイト
547-12   グラファイト
547-13   ターコイズ
　

アダラＳ （植木鉢・受皿セット ） 
1,430円+消費税

入数：6

本体サイズ：直径13.5×高さ12.5cm 
重さ：0.9kg　底穴あり　信楽焼　

537-21   チタンホワイト
537-22   グラファイト
537-23   ターコイズ
537-24   スパッタ01
537-25   スパッタ02

ポルックスＭ （植木鉢 ） 
1,800円+消費税

入数：4

Pollux

537-11   チタンホワイト
537-12   グラファイト
537-13   ターコイズ
537-14   スパッタ01
537-15   スパッタ02

ポルックスＭ （植木鉢・受皿セット ） 
2,300円+消費税

入数：4

本体サイズ：直径19.5×高さ19cm 
重さ：2.0kg　底穴あり　信楽焼

本体サイズ：直径25.5×高さ22cm 
重さ：3.8kg　底穴あり　信楽焼

本体サイズ：直径19.5×高さ18cm 
重さ：1.85kg　底穴あり　信楽焼　　

SP

SP

SP

SP

537-14   スパッタ01

537-15   スパッタ02
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  Deneb

549-21   チタンホワイト
549-22   グラファイト
549-23   ターコイズ

デネブ （植木鉢 ） 
1,100円+消費税

入数：6

549-11   チタンホワイト
549-12   グラファイト
549-13   ターコイズ
　　

デネブ （植木鉢・受皿セット ） 
1,430円+消費税

入数：6

541-21   チタンホワイト
541-22   グラファイト
541-23   ターコイズ
541-24   スパッタ01
541-25   スパッタ02

べルックス （植木鉢 ） 
1,800円+消費税

入数：4

本体サイズ：直径23×高さ15.5cm 
重さ：1.85kg　底穴あり　信楽焼　　

Velux

541-11   チタンホワイト
541-12   グラファイト
541-13   ターコイズ
541-14   スパッタ01
541-15   スパッタ02

べルックス （植木鉢・受皿セット ） 
2,200円+消費税

入数：4

541-12   グラファイト

557-01   クリア
557-02   スターダスト
557-03   ターコイズ
557-04   スパッタ01
557-05   スパッタ02

パラディスポット（植木鉢カバー・木製台付 ） 
2,300円+消費税

入数：4

 Paradis Pot

本体サイズ：直径23×高さ16.5cm 
重さ：2.0kg　底穴あり　信楽焼　　　　

本体サイズ：直径12.5×高さ11.5cm 
重さ：0.9kg　底穴あり　信楽焼　　

本体サイズ：直径12.5×高さ12.5cm 
重さ：1.1kg　底穴あり　信楽焼　　

本体サイズ：直径18×高さ14cm 
重さ：1.2kg(木製台含む)　底穴なし　信楽焼　　

SP

SP

SP

SP

SP

SP

557-05   スパッタ02

541-14   スパッタ01 541-15   スパッタ02

557-04   スパッタ01



550-14　クリア 550-15   イエロー 550-16　グレー

551-21   チタンホワイト
551-22   グラファイト
551-23   ターコイズ
551-27   スパッタ01
551-28   スパッタ02 

ルフト ミドルΦ155（植木鉢 ） 
1,000円+消費税

入数：6

本体サイズ：直径15.5×高さ10.5cm 
重さ：1.0kg　底穴あり　信楽焼　　

Luft Middle Φ155

本体サイズ：直径24×高さ16.5cm 
重さ：2.6kg　底穴あり　信楽焼　　

ルフト ミドルΦ240 （植木鉢 ） 
1,700円+消費税

入数：4
550-21   チタンホワイト
550-22   グラファイト
550-23   ターコイズ
550-24   クリア
550-25   イエロー
550-26   グレー
550-27   スパッタ01
550-28   スパッタ02 

Luft Middle Φ240

550-11   チタンホワイト
550-12   グラファイト
550-13   ターコイズ
550-14   クリア
550-15   イエロー
550-16   グレー
550-17   スパッタ01
550-18   スパッタ02 

ルフト ミドルΦ240 （植木鉢・受皿セット ） 
2,600円+消費税

入数：4

本体サイズ：直径24×高さ17.5cm 
重さ：3kg　底穴あり　信楽焼　　　　

SP

SP

551-11   チタンホワイト
551-12   グラファイト
551-13   ターコイズ
551-17   スパッタ01
551-18   スパッタ02 

ルフト ミドルΦ155（植木鉢・受皿セット ） 
1,300円+消費税

入数：6

本体サイズ：直径15.5×高さ11.5cm 
重さ：1.2kg　底穴あり　信楽焼　　　　

SP

SP

SP

SP

SP

SP

551-17   スパッタ01 551-18   スパッタ02

550-17   スパッタ01
550-28   スパッタ02 
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　560-11　クリア
　560-12   イエロー

ナナクサポット （植木鉢・受皿セット  ）
18,200円

+消費税

入数：1

　560-13　グレー

直径39×高さ44cm 重さ：12.5kg 
底穴あり　信楽焼

　560-01　クリア
　560-02   イエロー

ナナクサポット （植木鉢カバー ）
15,800円

+消費税

入数：1

　560-03　グレー

直径39×高さ44cm 重さ：12.5kg 
底穴なし　信楽焼

Nanakusa Pot

トレーネ ミドル （植木鉢 ） 
3,800円+消費税

入数：1

本体サイズ：直径24×高さ18.5cm 
重さ：2.5kg　底穴あり　信楽焼　　

トレーネ ミドル （植木鉢・受皿セット ） 
4,600円+消費税

入数：1

トレーネ ロング （植木鉢 ） 
6,600円+消費税

入数：1

535-23   ターコイズ

Torene Long

トレーネ ロング （植木鉢・受皿セット ） 
7,920円+消費税

入数：1

533-21   チタンホワイト
533-22   グラファイト
533-23   ターコイズ
533-24   クリア
533-25   イエロー
533-26   グレー
533-27   スパッタ01
533-28   スパッタ02 

本体サイズ：直径24×高さ20cm 
重さ：3.0kg　底穴あり　信楽焼　　　　

533-11   チタンホワイト
533-12   グラファイト
533-13   ターコイズ
533-14   クリア
533-15   イエロー
533-16   グレー
533-17   スパッタ01
533-18   スパッタ02

本体サイズ：直径25×高さ29cm 
重さ：4kg　底穴あり　信楽焼　　

535-21   チタンホワイト
535-22   グラファイト
535-23   ターコイズ

本体サイズ：直径25×高さ30.5cm 
重さ：5kg　底穴あり　信楽焼　　　　

535-11   チタンホワイト
535-12   グラファイト
535-13   ターコイズ

Torene Middle

533-14   クリア 533-15   イエロー 533-16   グレー

560-11   クリア 560-02   イエロー 560-13   グレー

533-17   スパッタ01

SP

SP

SP

SP

533-28   スパッタ02 



H524-01　マットホワイト  
H524-02   レイヤーブラック
H524-03   レイヤーイエロー

アプリコット （3号用 植木鉢カバー ） 入数：6

防水加工済

H524-11　マットホワイト  
H524-12   レイヤーブラック
H524-13   レイヤーイエロー

アプリコット （植木鉢・受皿セット ） 入数：6

防水加工済

H524-21　マットホワイト  
H524-22   レイヤーブラック
H524-23   レイヤーイエロー

アプリコット （植木鉢 ） 入数：6

1,400円+消費税

1,400円+消費税

1,750円+消費税

Apricot

本体サイズ：直径15×奥行13×高さ11cm 
重さ：0.7kg　底穴なし　信楽焼　

本体サイズ：直径15×奥行13×高さ11cm 
重さ：0.7kg　底穴あり　信楽焼　　

本体サイズ：直径15×奥行13×高さ12cm
重さ：0.9kg　底穴あり　信楽焼　　

H531-11　ホワイト  
H531-12   ライトブラウン
H531-13   グリーン

シンブル J （植木鉢・受皿セット ） 入数：6

防水加工済

Thimble   J

1,700円+消費税

本体サイズ：直径13×高さ11cm 
重さ：1.0kg　底穴あり　信楽焼　



20-21

H523-01　マットホワイト  
H523-02   レイヤーブラック
H523-03   レイヤーイエロー
　　

ポリゴンS （3号用 植木鉢カバー ） 入数：6

防水加工済

H523-11　マットホワイト  
H523-12   レイヤーブラック
H523-13   レイヤーイエロー
　

ポリゴンS （植木鉢・受皿セット ） 入数：6

防水加工済

H523-21　マットホワイト  
H523-22   レイヤーブラック
H523-23   レイヤーイエロー

ポリゴンS （植木鉢 ） 入数：6

Polygon

1,500円+消費税

1,500円+消費税

1,800円+消費税

本体サイズ：直径17.5×奥行14.5×高さ11cm
重さ：0.7kg　底穴なし　信楽焼

本体サイズ：直径17.5×奥行14.5×高さ11cm
重さ：0.7kg　底穴あり　信楽焼　　

本体サイズ：直径17.5×奥行14.5×高さ12cm
重さ：0.9kg　底穴あり　信楽焼　

H522-01　マットホワイト  
H522-02   レイヤーブラック

　　

ポリゴンL （ 植木鉢カバー ） 入数：2

防水加工済

H522-11　マットホワイト  
H522-12   レイヤーブラック

　

ポリゴンL （植木鉢・受皿セット ） 入数：2

防水加工済

H522-21　マットホワイト  
H522-22   レイヤーブラック

ポリゴンL （植木鉢 ） 入数：2

3,800円+消費税

3,800円+消費税

4,400円+消費税

本体サイズ：直径23.5×奥行18×高さ16cm
重さ：1.4kg　底穴なし　信楽焼

本体サイズ：直径23.5×奥行18×高さ16cm
重さ：1.4kg　底穴あり　信楽焼　　

本体サイズ：直径23.5×奥行18×高さ17.5cm
重さ：1.6kg　底穴あり　信楽焼　

H522-11　マットホワイト 

H522-12   レイヤーブラック



職人の手づくり植木鉢    マットなカラー

    H526-01　マットホワイト  
    H526-02   マットブラック
    H526-03   マットイエロー
本体サイズ：直径10.5×高さ9cm 
重さ：0.4kg　底穴なし　信楽焼　

ソギ （3号用 植木鉢カバー ） 
800円+消費税

入数：6

防水加工済

    H526-51　マットホワイト  
    H526-52   マットブラック
    H526-53   マットイエロー
本体サイズ：直径10.5×高さ13cm 
重さ：0.4kg　底穴なし　信楽焼　

ソギ （植木鉢カバー木製スタンド付 ） 
1,120円+消費税

入数：6

    H526-11　マットホワイト  
    H526-12   マットブラック
    H526-13   マットイエロー
本体サイズ：直径10.5×高さ10cm 
重さ：0.6kg　底穴あり　信楽焼　

ソギ （植木鉢・受皿セット ） 
1,050円+消費税

入数：6

防水加工済

    H526-21　マットホワイト  
    H526-22   マットブラック
    H526-23   マットイエロー
本体サイズ：直径10.5×高さ9cm 
重さ：0.4kg　底穴あり　信楽焼　

ソギ （植木鉢 ） 
800円+消費税

入数：6

Sogi

防水加工済

    559-01　クリア
    559-02   オリーブ
    559-03   スターダスト
直径10.5×高さ9.5cm 重さ：0.6kg (受皿含む)
底穴あり　信楽焼

シノギポット　（植木鉢・受皿セット  ）
980円+消費税

入数：6

Sinogi Pot     
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防水加工済

    H037-11　ホワイト
    H037-12　マットホワイト
本体サイズ：直径15.5×高さ12cm （口径9.3cm ）
重さ：0.9kg　底穴あり　

アリエルライン Mサイズ （植木鉢・受皿セット ） 入数：6

    H037-01　ホワイト
    H037-02　マットホワイト
サイズ：直径15.5×高さ12cm （口径9.3cm ）
重さ：0.7kg  底穴なし　

アリエルライン Mサイズ （植木鉢カバー ） 入数：6

防水加工済 3 号用の鉢カバー。

    H037-21　ホワイト
    H037-22　マットホワイト
サイズ：直径15.5×高さ12cm （口径9.3cm ）
重さ：0.7kg  底穴あり　

アリエルライン Mサイズ （植木鉢 ） 入数：6

    H037-51　ホワイト
    H037-52　マットホワイト
サイズ：直径15.5×高さ19cm （口径9.3cm ）
重さ：0.8kg  底穴なし　

アリエルライン Mサイズ （植木鉢カバー木製スタンド付 ）入数：6

防水加工済 3 号用の鉢カバー
木製スタンド付

1,150円+消費税

1,700円+消費税

1,150円+消費税

1,400円+消費税

   Ariel  Line

    H019-01　シーグラス
    H019-04　スターダスト
    H019-05　アンティークホワイト
サイズ：直径19.5×高さ18cm （内側：直径17×高さ16cm ）
重さ：1.85kg　底穴なし                    5号用の鉢カバー

スワン （植木鉢カバー ） 

防水加工済

入数：4

    H020-01　シーグラス
    H020-04　スターダスト
    H020-05　アンティークホワイト
サイズ：直径19.5×高さ19cm（受皿含む ）
重さ：2kg　底穴あり

スワン （植木鉢・受皿セット ）

防水加工済

入数：4

    H019-21　シーグラス
    H019-24　スターダスト
    H019-25　アンティークホワイト
サイズ：直径19.5×高さ18cm （内側：直径17×高さ16cm ）
重さ：1.85kg　底穴あり                    

スワン （植木鉢 ） 入数：4

1,890円+消費税 1,890円+消費税 2,400円+消費税

   Swan
H020-01　シーグラス



しおん

防水加工済

    343-01　びーどろ　
    343-08　きんちゃ
サイズ：幅16×奥行15.5×高さ2cm 重さ：0.6kg 底穴なし
信楽焼

稜 （りょう ）
1,470円+消費税

入数：4 （色組み合せ可 ）

防水加工済

    344-01　びーどろ　
    344-08　きんちゃ
サイズ：幅21.5×奥行9.5×高さ2.5cm 重さ：0.4kg 底穴なし
信楽焼

水笹 （みずざさ ）
1,550円+消費税

入数：4（色組み合せ可 ）

防水加工済

    345-01　びーどろ　
    345-08　きんちゃ
サイズ：幅20×奥行12×高さ2.5cm 重さ：0.6kg 底穴なし
信楽焼

掬 （すくい ）
1,470円+消費税

入数：4 （色組み合せ可 ）

防水加工済

    343-31　びーどろ　
    343-38　きんちゃ
サイズ：幅16×奥行15.5×高さ6cm 重さ：0.7kg 底穴なし
信楽焼

稜 （りょう ）木製台付
1,870円+消費税

入数：4 （色組み合せ可 ）

防水加工済

    344-31　びーどろ　
    344-38　きんちゃ
サイズ：幅21.5×奥行9.5×高さ6.5cm 重さ：0.5kg 底穴なし
信楽焼

水笹 （みずざさ ）木製台付
1,950円+消費税

入数：4 （色組み合せ可 ）

防水加工済

    345-31　びーどろ　
    345-38　きんちゃ
サイズ：幅20×奥行12×高さ6.5cm 重さ：0.7kg 底穴なし
信楽焼

掬 （すくい ）木製台付
1,870円+消費税

入数：4 （色組み合せ可 ）

稜

水笹

掬

343-31　びーどろ

344-38　きんちゃ

345-31　びーどろ

入数：4 （色組み合せ可 ）

入数：4 （色組み合せ可 ）



入数：4 （色組み合せ可 ）

入数：4 （色組み合せ可 ）

24-25
雲井ロング

雲井ミドル

かりやす

入数：4 （色組み合せ可 ）

入数：4 （色組み合せ可 ）

入数：4 （色組み合せ可 ）

入数：4 （色組み合せ可 ）

入数：4 （色組み合せ可 ）







防水加工済

    224-01　すすき
    224-02　黒陶
サイズ：幅59.5×奥行19.5×高さ13cm
重さ：3.8kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

コブネW595
13,800円+消費税

入数：1

防水加工済

    221-01　すすき
    221-02　黒陶
サイズ：幅40×奥行17×高さ10cm
重さ：1.8kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

コブネW400
4,380円+消費税

入数：4 （色組み合せ可 ）

221-01　すすき 221-02　黒陶

Toubako

防水加工済

    242-02　すみいろ
    242-03　くろがね
サイズ：幅48×奥行16×高さ19.5cm
重さ：7.3kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

陶箱 （w48×d16×h19.5 ）
11,500円+消費税

入数：1

防水加工済

    243-02　すみいろ
    243-03　くろがね
サイズ：幅48×奥行16×高さ9.5cm
重さ：3.5kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

陶箱 （w48×d16×h9.5 ）
9,240円+消費税

入数：1

  242-03　くろがね

 243-03　くろがね

くろがね

 224-01　すすき
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入数：4 （色組み合せ可 ）

防水加工済

    222-01　すすき
    222-02　黒陶
サイズ：幅26.5×奥行12×高さ8cm
重さ：0.8kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

コブネW265
2,750円+消費税

入数：8 （色組み合せ可 ）

防水加工済

    223-01　すすき
    223-02　黒陶
サイズ：幅18×奥行8×高さ4cmm
重さ：0.2kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

コブネW180
1,600円+消費税

Kobune

223-01　すすき

223-02　黒陶

222-01　すすき222-02　黒陶

防水加工済

    244-02　すみいろ
    244-03　くろがね

陶箱 （w17×d17×h19 ）
5,750円+消費税

入数：1

サイズ：幅17×奥行17×高さ19cm
重さ：3.1kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

防水加工済

    240-01　あじさい
    240-02　すみいろ

陶箱 （w22×d22×h14.5 ）
5,750円+消費税

入数：1

サイズ：幅22×奥行22×高さ14.5cm
重さ：3.8kg　底穴なし　信楽焼

穴開け加工可。ご注文の際にお申し付けください。

 240-01　あじさい

244-03　くろがね



Barrel

Barrel  Long
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Stratus Long

    452-01　ブラウンホワイト
    452-02　ブラウンゴールド
サイズ：直径47×高さ51cm（内側：直径37×高さ48.5cm ）
重さ：17.5kg　底穴なし　信楽焼

10号用の鉢カバーとしてお使い頂けます。

ストラトスロング10号用
30,800円+消費税

防水加工済

入数：1
    456-01　ブラウンホワイト
    456-02　ブラウンゴールド
サイズ：直径39×高さ44cm（内側：直径28.5×高さ42cm ）
重さ：12.5kg　底穴なし　信楽焼

8号用の鉢カバーとしてお使い頂けます。

ストラトスロング8号用
16,500円+消費税

防水加工済

入数：1

    453-01　ブラウンホワイト
    453-02　ブラウンゴールド
サイズ：直径49×高さ38cm（内側：直径34.5×高さ34.5cm ）
重さ：18.2kg　底穴なし　信楽焼

10号用の鉢カバーとしてお使い頂けます。

ストラトスミドル10号用
19,800円+消費税

防水加工済

入数：1

    457-01　ブラウンホワイト
    457-02　ブラウンゴールド
サイズ：直径39×高さ30cm（内側：直径25.5×高さ28.5cm ）
重さ：10.5kg　底穴なし　信楽焼

8号用の鉢カバーとしてお使い頂けます。 

ストラトスミドル8号用
11,000円+消費税

防水加工済

入数：1

Stratus Middle



Shave  Planter
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Purato

    260-01　ホワイト
    260-02　黒陶
    260-03　サンドウォッシュ
サイズ：直径46×高さ22cm
重さ：6.4kg　底穴あり　信楽焼

プラートφ460
（植木鉢 ）

9,200円+消費税
入数：2 （色組み合せ可 ）

    261-01　ホワイト
    261-02　黒陶
    261-03　サンドウォッシュ
サイズ：直径37×高さ17cm
重さ：4kg　底穴あり　信楽焼

プラートφ370
（植木鉢 ）

4,300円+消費税
入数：4 （色組み合せ可 ）

    262-01　ホワイト
    262-02　黒陶
    262-03　サンドウォッシュ
サイズ：直径30×高さ15cm
重さ：2.6kg　底穴あり　信楽焼

プラートφ300
（植木鉢 ）

2,750円+消費税
入数：6 （色組み合せ可 ）

    260-11　ホワイト
    260-12　黒陶
    260-13　サンドウォッシュ
サイズ：直径46×高さ22cm
重さ：7.4kg　底穴あり　信楽焼

プラートφ460
（植木鉢・受皿セット ）

10,580円+消費税
入数：2 （色組み合せ可 ）

    261-11　ホワイト
    261-12　黒陶
    261-13　サンドウォッシュ
サイズ：直径37×高さ17cm
重さ：4.6kg　底穴あり　信楽焼

プラートφ370
（植木鉢・受皿セット ）

5,330円+消費税
入数：4 （色組み合せ可 ）

    262-11　ホワイト
    262-12　黒陶
    262-13　サンドウォッシュ
サイズ：直径30×高さ15cm
重さ：3.0kg　底穴あり　信楽焼

プラートφ300
（植木鉢・受皿セット ）

3,550円+消費税
入数：6 （色組み合せ可 ）

260-13　サンドウォッシュ

261-11　ホワイト

262-12　黒陶

H101-01　スターダスト
H101-03　アンティークホワイト
H101-05　グレー
H101-06　ワインレッド

ティエリー丸型 （植木鉢・受皿セット ） 
1,260円+消費税

防水加工済

入数：8

H101-01　スターダスト H101-03　アンティークホワイト H101-05　グレー H101-06　ワインレッド

サイズ：直径14×高さ14cm （受皿含む ）
重さ：0.95kg　底穴あり

Thierry



Bowl

Shell

34 - 35   



1個から製作
オリジナルプランター
＆ＯＥＭ
オリジナルのデザイン・カラーでプランター・植木鉢・スイレン鉢・壺・
陶板などを製作いたします。ホテルやショッピングモールなどの公共施
設、マンションなどのエクステリアやエントランスのディスプレーに。
設計士やデザイナーのご注文に応じて製作いたします。
カラーや表面のテクスチャーなどは、プラスガーデン商品のラインナップ
からもお選びいただけます。納期は製作開始から約6週間～（納期はご注
文の形状やサイズによって異なります。）まずは、お問い合わせください。



2019 年 1月 1日



facebook と
インスタグラムで
最新情報を発信中！

2013年誕生以来、地元野菜が中心のランチやこだわりのワッフル、趣味の教室やコンサートなど、
多彩な行事で年々人気を集めております。どうぞお越しください。

『プラスガーデン』のショールームを兼ねた店舗を中心に、雑貨・ギャラリー・カフェを併設した
”かまーとの森”を、当社工場内で40年間稼働していたトンネル窯（総延長80ｍ）の跡に作りました。
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