
１つ１つ手づくりです

厳選した唐木を削り出し、薄く仕上げた逸品です
特色ある各シリーズが揃い、お気に入りの品が見つかります

淡色のビルマツゲを使い
ナチュラル ・シンプルさを表現したシリーズです

名前 サイズ 材質

N 01　　ナチュラルSスプーン cm ツゲ

N 02　　ナチュラルMスプーン cm ツゲ

N 03　　ナチュラルLスプーン cm ツゲ

N 04　　ナチュラルパフェスプーン cm ツゲ

N 06　　ナチュラル鍋スプーン cm ツゲ

N 25　　ナチュラルシュガースプーン cm ツゲ

N 26　　ナチュラルシンプルフォーク cm ツゲ

名前 サイズ 材質

G155 三角スプーン cm ツゲ

G157 三角ﾖｰｸﾞﾙﾄｽﾌﾟｰﾝ cm ツゲ

G158 三角フォーク cm ツゲ

G136 三角和のスプーン cm ツゲ

G137 三角和のフォーク cm ツゲ

U155 三角スプーン cm ＡＷ

U157 三角ﾖｰｸﾞﾙﾄｽﾌﾟｰﾝ cm ＡＷ

U158 三角フォーク cm ＡＷ

U136 三角和のスプーン cm ＡＷ

U137 三角和のフォーク cm ＡＷ

注： AW＝アジアウォールナット

¥260

¥260
¥380
¥490
¥490
¥700

13

16

18～20

22

20

13 ¥260
13

¥600
¥600

¥600

¥300
¥300
¥300

¥600
¥300
¥300
¥300

14

14

14

18

18

14

14

14

18

18

ナチュラルシリーズ

N06

うどん等にピッタリの

鍋スプーン

可愛いデザイン

N26

N25

N01       N03       N06 
N02         N04               N25 N26

カトラリーや器など 食品や口に触れるものは

安全で美しい木目を活かす 透明ポリウレタン塗装を施しています

ベーシックシリーズ
持ちやすい三角柄
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ツゲ製

名前 材質：ツゲ サイズ

G111 ヒメ　コーヒースプーン cm
G112 ヒメ　フォーク<受注生産＞ cm
G121 M　コーヒースプーン cm
G122 M　フォーク cm
G124 M　ヨーグルトスプーン cm
G125 M　シュガースプーン cm
G131 マドラー　＜受注生産＞ cm
G132 シュガースプーン cm

アジアウォールナット製

名前 材質：アジアウォールナット サイズ 価格

U121 M　コーヒースプーン 13 cm
U122 M　フォーク 13 cm
U124 M　ヨーグルトスプーン cm
U125 M　シュガースプーン 13 cm
U131 マドラー　＜受注生産＞ 15 cm
U132 シュガースプーン 8 cm

チーク製

名前 材質：チーク サイズ

MT121 M　コーヒースプーン cm
MT122 M　フォーク cm
MT124 M　ヨーグルトスプーン 13 cm

¥240

¥240

¥240

¥240

¥240

13

¥280

¥240

¥240

価格

11

11

13

13

8

¥240

¥240

¥240

¥240

¥240

¥280

世界三大銘木のチークは、ミャンマーが世界一の産地です。

¥24013

¥24013

¥240

価格

13

13

15

ベーシックシリーズ シンプルながら使いやすさを追求したロングセラーシリーズ

ツゲとアジアウォールナットの2種類にチークが加わりました

MT121   MT122   MT124

U121 U122 U124 U131 U125 U132

使いやすくシャープな形

シンプルな形

MT121 Ｍスプーン

ヨーグルトやアイスがすくいやすい形

MT124 Mヨーグルトスプーン
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指かけがあるので塗りやすく、この凹みは市販のマーガリンケース

の穴にピッタリです。ケースに入れたまま冷蔵庫に入ります

名前 サイズ 材質 価格

N 52 新バターナイフ cm
U 52 新バターナイフ cm

ジャムナイフは、おもて面で瓶からすくい N 53 新ジャムナイフ cm

取り、うら面で塗る２つの機能を実現できる U 53 新ジャムナイフ cm

曲線を、手作りで削り出したオリジナル
デザインです 注： AW＝アジアウォールナット

サイズ 材質 価格

G133 バターナイフ cm ※在庫限り
U133 バターナイフ cm ※在庫限り
B133 バターナイフ cm 本黒檀 ※在庫限り
G134 ジャムナイフ cm ※在庫限り
U134 ジャムナイフ cm ※在庫限り

16
16
16

16
16

16 ¥300

16 ¥300

¥300

16

ツゲ

AW

ツゲ

AW

¥300

16

¥1,500

¥300

¥300

ツゲ

AW

¥300

¥300AW

ツゲ

バターナイフ・ジャムナイフ

ベーシックシリーズ

N52     U52     N53     U53

G133   U133    B133    G134     U134

P8



アジアウォールナットは
マメ科の一種で
水にも沈むほど重い
木材です（部位によって
浮く場合もあります）

黒クルミに似ていますが
ウォールナットと別種です

手触りが滑らかで
落ち着いた色調なので
カトラリーとして
お勧めです

重厚なアジアウォールナット
名前 サイズ 材質 価格

Ｕ140 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 右カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 AW ¥600

Ｕ144 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 左カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 AW ¥600

Ｕ148 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 蓮華 cm17 AW ¥650

Ｕ149 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ スープスプーン cm18 AW ¥650

Ｕ150 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌスプーン cm18 AW ¥600

Ｕ151 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌフォーク cm18 AW ¥600

Ｕ165 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍスプーン cm16 AW ¥450

Ｕ166 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍフォーク cm16 AW ¥450

Ｕ190 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓスプーン cm13 AW ¥300

Ｕ191 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓフォーク cm
注 AW＝アジアウォールナット

ナチュラルなツゲ

滑らかな手触りと優しい色調が
まさにナチュラル
持ちやすいデザインと併せて
安心感をお届けします

ナチュラルな雰囲気の
ツゲ製カトラリー

名前 材質

13 AW ¥300

ｻｲｽﾞ 価格

G140 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 右カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 ツゲ ¥600

G144 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 左カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 ツゲ ¥600

G148 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 蓮華 cm17 ツゲ ¥650

G149 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ スープスプーン cm18 ツゲ ¥650

G150 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌスプーン cm ¥60018 ツゲ

G151 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌフォーク cm18 ツゲ ¥600

G165 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Mスプーン cm ツゲ ¥45016

G166 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Mフォーク cm16 ツゲ ¥450

G190 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓスプーン cm13 ツゲ ¥300

G191 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓフォーク cm13 ツゲ ¥300

ユニバーサルシリーズ
柄を太くし、持ちやすいユニバーサルシリーズを

ツゲ・ウォールナットの材質で展開します。

G144     G140    G148   G149      G150     G151 G165 G166   G190   G191

僕のスプーンシリーズ
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子供用スプーンを自然素材で作りました
離乳食用の器も併せて用意しました

サイズ 材質 価格

C001 　僕のスプーン cm
C002 　僕のフォーク cm
C003 　ママのスプーン cm
I 008 　にぎにぎスプーン cm
I 009 　にぎにぎフォーク cm
C010 　私のスプーン cm
C011 　私のフォーク cm
C013 　子供スプーン cm
C014 　子供フォーク cm
C015 　子供スープスプーン cm
C018 　お兄ちゃんのスプーン cm
C019 　お兄ちゃんのフォーク cm
I 016 　ベビースプーン cm
C030 　白蝶貝スプーンＬ(無塗装・純天然) cm
C032 　白蝶貝スプーンＳ(無塗装・純天然) cm
I 020 　にぎにぎスプーン Ｍ cm
I 021 　にぎにぎフォーク Ｍ cm

　

返しがあり、離乳食に使いやすい
優しい木の器

サイズ 材質

K64 思いやりの器 直径12.5ｃｍ ツゲ

K62 僕の器 直径 10 ｃｍ ツゲ

K68 初めての器　Ｍ 直径 8 ｃｍ ツゲ

K66 初めての器　S 直径 7.5 ｃｍ ツゲ

K67 初めての器　SS 直径  7  ｃｍ ツゲ

¥2,000

¥1,200

¥1,000

¥900

¥800

¥330

11 ツゲ ¥330

11 ツゲ

16 ツゲ ¥350

12 赤木 ¥300

12 赤木

12 ツゲ ¥280

12 ツゲ ¥280

¥300

11 ツゲ ¥280

11 ツゲ ¥280

9 ツゲ ¥340

¥450

15 赤木 ¥450

14 ツゲ ¥350

14 ツゲ ¥350

赤木 ¥340

6.5 白蝶貝 ¥400

11
白蝶貝 ¥1,0007.5

15 赤木

K62

僕のスプーンシリーズ

離乳食用のママのスプーン

ママが赤ちゃんを抱いたままでも

使いやすい角度です

南洋真珠が採れる、白蝶貝を磨いてスプーンにしました。

調味匙としても重宝します。

なお、この２品は天然貝を磨いた無塗装です。

C003

出産・誕生祝いなど、

お好きなカトラリーと器で

箱入りセットにできます

離乳食や流動食、シリアルなども

すくいやすいカーブをつけた

人に優しい器（K62）

若い女性に人気のにぎにぎスプーン・

フォークを、可愛らしいデザインを

そのままに、大きめサイズを作りました。

I 020 と I 021 （写真下）

C001  C002      I008   I009                C013  C014 I016                       I020    I021
C003

C010  C011 C015 C018  C019

C030

C032
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＜※受注生産＞

B154 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ LLスープスプーン cm ※受注生産

B155 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ LL 4歯フォーク cm ※受注生産

B156 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌナイフ cm ※受注生産

B152 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌスプーン cm ※受注生産

B153 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌ３歯フォーク cm ※受注生産

B167 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍスプーン cm ※受注生産

B168 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍフォーク cm ※受注生産 B169 ケーキナイフ
B192 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓスプーン cm ※受注生産 切れ味とすくいやすさでデザートスプーンを
B193 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓフォーク cm ※受注生産 進化させました
B169 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍケーキナイフ cm ※受注生産

B186 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓ和のナイフ cm ※受注生産

B52 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ バターナイフ cm ※受注生産

B53 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ジャムナイフ cm ※受注生産

H113 カトラリーレスト　アワビ cm ※受注生産

B152　Lスプーン
先端の口当たりは感激ものです

B192,B193 Sスプーンとフォーク B186 和のナイフ

黒檀

チーク

16
7

¥3,000

¥3,000

¥2,800

¥2,800

¥2,800

¥2,200

¥2,200

¥1,800

¥1,800

¥2,200

¥1,200

¥2,200

¥2,200

¥1,000

黒檀

黒檀

18
18
16
16
13

黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

13
16
11
16

20
20
18 黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

プレミアム黒檀シリーズ
最高級の黒檀（エボニー）を手で

削り出し、4回塗装で仕上げました。

吸い付くような口当たりなど

本物の質感をお楽しみください。
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