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M 4000

M
枯山水

BLACK

4000

2,/0*34
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MEDIUM
⻑⾓

W280 x D100 x H4薄
Black/Gold

細⻑で薄型ミディアム
サイズ、初期に制作し
た⼤きくも⼩さくもな
いサイズを表現。豹
柄っぽい模様をメイン
にその他模様を時折気
分で映します。カラー
は2⾊展開。

MEDIUM
Zen-Garden(枯⼭⽔)

⻑⾓
W280 x D100 x H4薄

Black

薄型ミディアムの枯⼭
⽔模様、⿊のみ。強度
を保ちながら浅く枯⼭
⽔模様を⼊れることに
成功し、定番としまし
た。⼈の⾻格から織り
なすカーブで⼀点づつ
『禅』を表現していま
す。



W 5000

W
枯山水

BLACK

5000

WIDE
⻑⾓ 幅広

W300 x D130 x H4薄
Black/Gold

新作、ワイド薄型。Mより幅を持
たせることにより、より使いやす
い⼤きさにしました。豹柄っぽい
模様をメインにその他模様を時折
気分で映します。カラーは2⾊展
開。

WIDE
Zen-Garden(枯⼭⽔)

⻑⾓ 幅広
W300 x D130 x H4薄

Black

ワイドの薄型の枯⼭⽔模様、⿊の
み。強度を保ちながら浅く枯⼭⽔
模様を⼊れることに成功し、定番
としました。⼈の⾻格から織りな
すカーブで⼀点づつ『禅』を表現
しています。新作



W+ 6000

W+
枯山水

BLACK

6000

WIDEPLUS
Zen-Garden(枯⼭⽔)

ワイドプラス
W315 x D130 x H6

Black

ワイドよりも少し⻑く厚く、枯⼭
⽔模様で⿊のみ。厚みがある分
しっかりと枯⼭⽔模様を3種の太さ
の線で⼊魂描き⼊れしました。⼈
の⾻格から織りなすカーブで⼀点
づつ『禅』を表現しています。

WIDEPLUS
ワイドプラス

W315 x D130 x H6
Black/Gold

ワイドより約2センチ⻑、2ミリ厚
みを持たせた分、重厚感と安⼼感
があり⼈気です。豹柄っぽい模様
をメインにその他模様を時折気分
で映します。カラーは2⾊展開。



L 6000

L
枯山水

BLACK

6000

LARGE
⻑⾓ ⻑

W375 x D120 x H6
Black/Gold

⻑さがダイナミックな盛り付けを
演じてくれます、重厚感と安⼼
感、所持欲満たす⼤きさがあり⼈
気です。豹柄っぽい模様をメイン
にその他模様を時折気分で映しま
す。カラーは2⾊展開。

LARGE
Zen-Garden(枯⼭⽔)

⻑⾓ ⻑
W375 x D120 x H6

Black

⻑い存在感、ダイナミックにジビ
エ料理を豪快に並べ盛り付けはい
かがでしょうか、枯⼭⽔模様で⿊
のみ。厚みがある分しっかりと枯
⼭⽔模様を3種の太さの線で⼊魂描
き⼊れしました。⼈の⾻格から織
りなすカーブで⼀点づつ『禅』を
表現しています。



F 4000

FAN
扇

W235 x D164 x H4薄
Black/Gold

薄型。扇⼦型で和のイ
メージですが洋菓⼦の
丸い⼩さなタルトとも
相性抜群です。豹柄っ
ぽい模様をメインにそ
の他模様を時折気分で
映します。カラーは2⾊
展開。



6 6000

7 6000

縁起の良い⻲甲、薄型。さまざま
な使い⽅が出来るのも魅⼒です。
豹柄っぽい模様をメインにその他
模様を時折気分で映します。カ
ラーは2⾊展開。サイズは現在１つ

のみ。

HEXAGON
六⾓形

W245 x D210 x H4薄
Black/Gold

HEPTAGON
七⾓形

W200 x D210 x H4薄
Black/Gold

薄型の七⾓形、盆栽や苔⽟や花瓶
の台などさまざまな使い⽅が出来
るのも魅⼒です。豹柄っぽい模様
をメインにその他模様を時折気分
で映します。カラーは2⾊展開。サ
イズは現在１つのみ。



8 6000

9 6000

OCTAGON
⼋⾓形

W200 x D210 x H4薄
Black/Gold

薄型の縁起ものの⼋⾓形、ご飯で
⼟⼿を作りカレーライスなど、フ
チがなくてもさまざまな使い⽅が
出来るのも魅⼒です。豹柄っぽい
模様をメインにその他模様を時折
気分で映します。カラーは2⾊展
開。サイズは現在１つのみ。

NONAGON
九⾓形

W210 x D210 x H4薄
Black/Gold

薄型の九⾓形にチャレンジ、多⾓
形制作にハマっています。さまざ
まな使い⽅が出来るのも魅⼒で
す。豹柄っぽい模様をメインにそ
の他模様を時折気分で映します。
カラーは2⾊展開。サイズは現在１
つのみ。



C 6000

TC 6000

CURL
Lベース

巻き ⻑⾓ ⻑
W300 x D120 x H80

厚10mm
Black/Gold

カール。波をイメージ。重⼒と乾
燥収縮時に戻らないようギリギリ
の厚みで⾼さを出しました。迫⼒
ある演出でお料理をお楽しみくだ
さい。波のスジや豹柄っぽい模様
をメインにその他模様を時折気分
で映します。カラーは2⾊展開。

TRIANGLE CURL
巻き 三⾓

W300 x 〜H 100
厚10mm

Black/Gold

三⾓波をイメージ。重⼒と乾燥収
縮時に戻らないようギリギリの厚
みで⾼さを出しました。天ぷら盛
合わせ等迫⼒ある演出でお料理を
お楽しみください。波のスジや豹
柄っぽい模様をメインにその他模
様を時折気分で映します。カラー
は2⾊展開。



APPETIZER 4500

アペタイザー
⾓フチあり

W230 x H 15mm
Black/Gold

オードブル⽫サイズ。ワンプレー
トで使うも良し、メインにも。
盛合わせ、サンドイッチなどなど
オールマイティかも。豹柄っぽい
模様をメインにその他模様を時折
気分で映します。カラーは2⾊展
開。



変な皿17 4000

変な皿20 5000

へんなさら17
丸

W160 x H60mm
Black/Gold

あっと驚くデザイン、⼿曲げで制
作。柵の厚いお造りや彩り豊かな
⾷材と相性抜群。あっと驚く演出
でお料理をお楽しみください。
サイズはアバウトです。
カラーは2⾊展開。

へんなさら20
丸

W190 x H60mm
Black/Gold

あっと驚くデザイン、⼿曲げで制
作。柵の厚いお造りや彩り豊かな
⾷材と相性抜群。あっと驚く演出
でお料理をお楽しみください。
サイズはアバウトです。
カラーは2⾊展開。



変な皿ミニ 2500

へんなさら20
丸

W120 x H30mm
Black/Gold

あっと驚くデザイン、⼿曲げで制
作。⼩さめに作りました。柵の厚
いお造りや彩り豊かな⾷材と相性
抜群。あっと驚く演出でお料理を
お楽しみください。
サイズはアバウト100〜120mmで
す。
カラーは2⾊展開。


