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メイド・イン・イングランドのテーブルウエア、
Stonecast。
手作業のラフな雰囲気と、食材や植物などにイン
スパイアされた自然なカラーリングが新鮮なコレク
ションです。
英国のホテル・レストラン向けのマーケットで高いシェ
アを誇るChurchillの地元、ストーク・オン・トレントで
製造され、世界のホテル・レストランをはじめ、毎日の
食事にこだわる人のテーブルで日々活躍しています。

Made in England

すべてのStoneca s tのアイテムは手作業でデコ
レーションされています。
まずは商品を回転させながらブラシでベースの
カラーを付け、スポンジでエッジにもブラウンを。
最後にブラシでそばかすのようなドットを加えて
完成。手間暇かけて、ユニークなピースが完成。
ひとつとして同じものはありません。

Decoration

LOTUS…
Stonecastの特徴的なトライアングルシェイプ。
食卓にリズムが生まれ、プロフェッショナルな雰囲
気がプラスされます。難しく考えず、真ん中に高さ
を出して盛り付けるようにすると、毎日の食事も
ちょっと特別な時間に。

TRACE…
まるで手で成形したような、少しゆがみのあるオー
ガニックなラウンド型。
モダンなデザインのテーブルマットやカトラリーなど
とのコーディネートにも柔らかさが加わります。

ROUND…
最もスタンダードなラウンドシェイプ。LOTUS、
TRACEと組み合わせても楽しいテーブルに。

Shape

Stonecastには、7色の魅力的なカラーが揃ってい
ます。
ちょっと難しそうに見える色も、驚くほど料理に
マッチし引き立ててくれます。
盛り付けるものや、手持ちのお皿に合わせてカ
ラーを選ぶのも楽しみのひとつ。

Colour

プロのヘビーユースに耐える堅牢さと機能性は
Stonecastならでは。

耐久性…
Churchillのスペシャルレシピによる陶土と、特別な
焼成のプロセスによって、陶器の温かみを備えなが
ら高い耐久性を実現。温度差による破損も少なく、
取扱いもラクです。

釉薬…
デコレーションの上に特殊な釉薬をかけて焼成す
ることで、耐久性も増し、シミや錆の付着も防ぎま
す。高台がなく、底まで釉薬がかかっているため、
テーブルも傷つけず、スタッキングの際のダメージ
も少なくなります。
※高台を作らない製法のため、裏面に数か所ピン
マークが発生します。（不良ではありません）

・食器洗い乾燥機、電子レンジ使用可

Functionality



Barley White バーレイホワイト
エッジのカラーとそばかすドットで、普通の白いプレートにはない温かみが

加わっています。言わずとしれた万能のホワイト、どんなお料理、テイストも

受け止め、Stonecastならではの質感でニュアンスを添えてくれます。

SWHSE V101
プレート２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SWHSE VP81
プレート２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SWHSTR101
ロータスプレートＬ

W29×D27×H3㎝
￥4 ,000

SWHSTR9_1
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

SWHSTR7_1
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

SWHSO P7_1
オーバルプレート
 
W19 .7×D16 .3×H3 .5cm
￥2 ,800

SWHSTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

SWHSTRB71
ロータスボウルＭ

W18 .5×D18×H7.5cm
￥3 ,000

SWHSTRB61
ロータスボウルＳ

W15 .5×D15 .5×H8㎝
￥2 ,000

SWHSCB201
カプチーノカップ
 
口径9 .8×H5 .5cm、240ml
￥2 ,000

SWHSCSS _1
ソーサー  

φ16×H1.8cm
￥800

SWHSVM121
マグ

口径8×H11cm、340ml
￥1,600

SWHSV WBL1  
ワイドリムボウルＬ

φ28×H5cm
￥4 ,000

SWHSV WBM1  
ワイドリムボウルＭ

φ24×H5cm
￥3 ,600  

SWHSOG111
トレースプレートＬＬ

W29 .1×D28 .3×H2 .5cm
￥4 ,500

SWHSOG101
トレースプレートＬ

W26 .5×D26 .3×H2 .3cm
￥3 ,300

SWHSOG8_1
トレースプレートＭ

W20 .9×D20 .6×H2cm
￥2 ,200

SWHSOG7_1
トレースプレートＳ

W18×D18×H2cm
￥1,700

SWHSOG B11
トレースボウル
 
W25 .6×D25 .4×H5 .2㎝
￥4 ,000

＊価格は上代（税抜き）です
＊Lot 6
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Peppercorn Gray ペッパーコーングレー 食材の色味を引き立てるグレーカラー。魚介類やパスタの
白や、ターメリックの黄色などをフレッシュに見せます。レ
ストランからのリクエストも多いカラーで、テーブル全体
が引き締まります。

SPGSE V101  
プレート  ２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SPGSE VP81  
プレート  ２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SPGSTR101
ロータスプレートＬ

W29×D27×H3㎝
￥4 ,000

SPGSTR9_1  
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

SPGSTR7_1
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

SPGSO P7_1
オーバルプレート

W19 .7×D16 .3×H3 .5cm
￥2 ,800

SPGSTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

SPGSTRB71
ロータスボウルＭ

W18 .5×D18×H7.5cm
￥3 ,000

SPGSTRB61
ロータスボウルＳ

W15 .5×D15 .5×H8cm
￥2 ,000

SPGSCB201  
カプチーノカップ

口径9.8×H5.5cm,240ml
￥2 ,000

SPGSCSS _1  
ソーサー  

φ16×H1.8cm
￥800

SPGSVM121  
マグ

口径8×H11㎝、340ml
￥1,600

SPGSOG111
トレースプレートＬＬ

W29.1×D28.3×H2.5cm
￥4 ,500

SPGSOG101
トレースプレートＬ

W26.5×D26.3×H2.3cm
￥3 ,300

SPGSOG８_1
トレースプレートＭ

W20 .9×D20 .6×H2cm
￥2 ,200

SPGSOG7_1
トレースプレートＳ

W18×D18×H2cm
￥1,700

SPGSOG B11
トレースボウル

W25 .6×D25 .4×H5 .2cm
￥4 ,000

SPGSV WBL1
ワイドリムボウルＬ

φ28×H5cm
￥4 ,000

SPGSV WBM1
ワイドリムボウルＭ

φ24×H5cm
￥3 ,600

＊価格は上代（税抜き）です
＊Lot 6
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SMSSE V101
プレート  ２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SMSSE VP81  
プレート  ２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SMSSTR9_1
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

SMSSTR7_1  
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

SMSSTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

SMSSTRB71  
ロータスボウルＭ

W18 .5×D18×H7.5cm
￥3 ,000

SMSSTRB61  
ロータスボウルＳ

W15 .5×D15 .5×H8㎝
￥2 ,000

Mustard Yellow マスタードイエロー 食器には珍しいイエローですが、落ち着いたマスタード色
は、ホワイト～ブルー系が多いお皿類のアクセントとして、
ぐっと上級者な感じにテーブルをまとめてくれます。
野菜の緑や赤が効いた炒め物などよく映えます。

SMSSO P7_1
オーバルプレート
 
W19 .7×D16 .3×H3 .5cm
￥2 ,800

SMSSV WBM1
ワイドリムボウルＭ

φ24×H5cm
￥3 ,600

SMSSV WBL1
ワイドリムボウルＬ

φ28×H5cm
￥4 ,000

SCFSE V101
プレート  ２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SCFSE VP81
プレート  ２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SCFSTR101  
ロータスプレートＬＬ

W29×D27×H3㎝
￥4 ,000

SCFSTR9_1
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

SCFSTR7_1
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

SCFSO P7_1
オーバルプレート
 
W19 .7×D16 .3×H3 .5cm
￥2 ,800

SCFSTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

SCFSV WBL1
ワイドリムボウルＬ

φ28×H5cm
￥4 ,000

SCFSV WBM1
ワイドリムボウルＭ

φ24×H5cm
￥3 ,600

SCFSTRB71
ロータスボウルＭ

W18 .5×D18×H7.5cm
￥3 ,000

SCFSTRB61  
ロータスボウルＳ

W15 .5×D15 .5×H8㎝
￥2 ,000

Cornflower Blue  コーンフラワーブルー 鮮やかなヤグルマギクのブルーは、意外に使えるカラー。
魚介類や野菜のフレッシュな感じ、パンケーキなどのブラ
ンチメニューにもぴったり。
揚げ物なども美味しく見せてくれます。 

＊価格は上代（税抜き）です
＊Lot 6

＊価格は上代（税抜き）です
＊Lot 6
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Nutmeg Cream ナツメグクリーム
新入りのナツメグクリームは優しいベージュ。ハンドペイン
トの刷毛目やエッジの仕上げが、背景、フレームとなってお
料理を引き立てます。グリーンの食材を利かせると立体的
な一皿に。
ホワイト、グレーと組み合わせるとモダンにまとまります。

SN MSE V101  
プレート  ２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SN MSE VP81  
プレート  ２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SN MSTR9_1  
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

SN MSTR7_1
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

SN MSO P7_1
オーバルプレート
 
W19 .7×D16 .3×H3 .5cm
￥2 ,800

SN MSOG111  
トレースプレートＬＬ

W29.1×D28.3×H2.5cm
￥4 ,500

SN MSOG101
トレースプレートＬ

W26.5×26.3×H2.3cm
￥3 ,300

SN MSOG8_1
トレースプレートＭ

W20.9×D20.6×H2cm
￥2 ,200

SN MSOG7_1
トレースプレートＳ

W18×D18×H2cm
￥1,700

SN MSOG B11
トレースボウル
 
W25 .6×D25 .4×H5 .2㎝
￥4 ,000

SN MSTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

＊価格は上代（税抜き）です
＊Lot 6

＊価格は上代（税抜き）です
＊Lot 6
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SSOSE V101  
プレート２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SSOSE VP81  
プレート  ２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SSOSTR101
ロータスプレートＬ

W29×D27×H3㎝
￥4 ,000

SSOSTR9_1
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

SSOSTR7_1
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

SSOSV WBL1
ワイドリムボウルＬ

φ28×H5cm
￥4 ,000

SSOSV WBM1
ワイドリムボウルＭ

φ24×H5cm
￥3 ,600

SSOSO P7_1
オーバルプレート
 
W19 .7×D16 .3×H3 .5cm
￥2 ,800

SSOSTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

SSOSTRB71
ロータスボウルＭ

W18 .5×D18×H7.5cm
￥3 ,000

SSOSTRB61  
ロータスボウルＳ

W15 .5×D15 .5×H8㎝
￥2 ,000

SSOSCB201  
カプチーノカップ
 
口径9 .8×H5 .5㎝、240ml
￥2 ,000

SSOSCSS _1
ソーサー  

φ16×H1.8㎝
￥800

SSOSV M121  
マグ

口径8×H11㎝、340ml
￥1,600

Spice Orange  スパイスオレンジ 深みのあるオレンジは、秋の味覚を思わせるカラーで、
肉料理や魚のグリルなど、ボリューム感のあるメニュー
にぴったり。
スパイスを利かせたエスニック風味のお料理にも。



Blueberr y  ブルーベリー ストーンキャストの新色、スモーキーなブルー。
素材の色味を引き立て、プロフェッショナルなプレゼンテーションに。
肉料理の赤にも、魚介やパスタの白にも、イタリアン系のお料理に
万能にマッチします。

SBBSE V101
プレート  ２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SBBSE VP81
プレート  ２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SBBSTR71
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

SBBSTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

SBBSTRB71
ロータスボウルＭ

W18 .5×D18×H7.5cm
￥3 ,000

SBBSTRB61
ロータスボウルＳ

W15 .5×D15 .5×H8㎝
￥2 ,000

SBBSTR101
ロータスボウルＬ

W29×D27×H3㎝
￥4 ,000

SBBSTR91
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

＊価格は上代（税抜き）です
＊Lot 6
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Duck Egg Blue ダックエッグブルー

SDESE V101  
プレート  ２６cm

φ26×H2 .2㎝
￥3 ,000

SDESE VP81  
プレート  ２２cm

φ22×H2 .2㎝
￥2 ,200

SDESTR101  
ロータスプレートＬ

W29×D27×H3㎝
￥4 ,000

SDESTR9_1  
ロータスプレートＭ

W24 .5×D23×H2 .8cm
￥2 ,800

SDESTR7_1
ロータスプレートＳ

W20 .5×D19×H2cm
￥2 ,000

S t o n e c a s tで一番人気のライトブルー。カジュアルにも
おもてなしにも使える品の良さがその理由かもしれません。
他の色のアイテムと組み合わせてもしっくりとまとまります。
緑の野菜と赤いトマトが入ったパスタや、お魚料理などは
ベストマッチ。

SDESOP7_1
オーバルプレート
 
W19 .7×D16 .3×H3 .5cm
￥2 ,800

SDESTRB91
ロータスボウルＬ

W24×D23 .5×H7cm
￥4 ,200

SDESTRB71  
ロータスボウルＭ

W18 .5×D18×H7.5cm
￥3 ,000

SDESTRB61  
ロータスボウルＳ

W15 .5×D15 .5×H8㎝
￥2 ,000

SDESCB201  
カプチーノカップ
 
口径9 .8×H5 .5㎝、240ml
￥2 ,000

SDESCSS _1
ソーサー  

φ16×H1.8㎝
￥800

SDESVM121
マグ

口径8×H11㎝、340ml
￥1,600

SDESV WBL1
ワイドリムボウルＬ

φ28×H5cm
￥4 ,000

SDESV WBM1
ワイドリムボウルＭ

φ24×H5cm
￥1,600

SDESOG111  
トレースプレートＬＬ

W29 .1×D28 .3×H2 .5cm
￥4 ,500

SDESOG101
トレースプレートＬ

W26 .5×D26 .3×H2 .3cm
￥3 ,300

SDESOG81
トレースプレートＭ

W20 .9×D20 .6×H2cm
￥2 ,200

SDESOG71
トレースプレートＳ

W18×D18×H2cm
￥1,700

SDESOG B11  
トレースボウル
 
W25 .6×D25 .4×H5 .2㎝
￥4 ,000
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List
ITEM NO. ITEM COLOUR PRICE JAN CODE

SSOSEV101 プレート26 スパイスオレンジ ¥3,000 5034414382655

SSOSEVP81 プレート22 スパイスオレンジ ¥2,200 5034414382648

SSOSTR101 ロータスプレートL スパイスオレンジ ¥4,000 5034414382617

SSOSTR91 ロータスプレートM スパイスオレンジ ¥2,800 5034414382600

SSOSTR71 ロータスプレートS スパイスオレンジ ¥2,000 5034414382594

SSOSOP71 オーバルプレート スパイスオレンジ ¥2,800 5034414382556

SSOSTRB91 ロータスボウルL スパイスオレンジ ¥4,200 5034414382525

SSOSTRB71 ロータスボウルM スパイスオレンジ ¥3,000 5034414382518

SSOSTRB61 ロータスボウルS スパイスオレンジ ¥2,000 5034414382501

SSOSCB201 カプチーノカップ スパイスオレンジ ¥2,000 5034414382433

SSOSCSS1 ソーサー スパイスオレンジ ¥800 5034414382419

SSOSVM121 マグ スパイスオレンジ ¥1,600 5034414382471

SSOSVWBL1 ワイドリムボウルL スパイスオレンジ ¥4,000 5034414393637

SSOSVWBM1 ワイドリムボウルM スパイスオレンジ ¥3,600 5034414393644

SMSSEV101 プレート26 マスタードイエロー ¥3,000 5034414393590

SMSSEVP81 プレート22 マスタードイエロー ¥2,200 5034414393583

SMSSTR91 ロータスプレートM マスタードイエロー ¥2,800 5034414393569

SMSSTR71 ロータスプレートS マスタードイエロー ¥2,000 5034414395983

SMSSOP71 オーバルプレート マスタードイエロー ¥2,800 5034414395976

SMSSTRB91 ロータスボウルL マスタードイエロー ¥4,200 5034414393514

SMSSTRB71 ロータスボウルM マスタードイエロー ¥3,000 5034414405675

SMSSTRB61 ロータスボウルS マスタードイエロー ¥2,000 5034414420043

SMSSVWBL1 ワイドリムボウルL マスタードイエロー ¥4,000 5034414400779

SMSSVWBM1 ワイドリムボウルM マスタードイエロー ¥3,600 5034414400755

SCFSEV101 プレート26 コーンフラワーブルー ¥3,000 5034414388510

SCFSEVP81 プレート22 コーンフラワーブルー ¥2,200 5034414388503

SCFSTR101 ロータスプレートL コーンフラワーブルー ¥4,000 5034414388473

SCFSTR91 ロータスプレートM コーンフラワーブルー ¥2,800 5034414388466

SCFSTR71 ロータスプレートS コーンフラワーブルー ¥2,000 5034414388459

SCFSOP71 オーバルプレート コーンフラワーブルー ¥2,800 5034414388411

SCFSTRB91 ロータスボウルL コーンフラワーブルー ¥4,200 5034414388381

SCFSTRB71 ロータスボウルM コーンフラワーブルー ¥3,000 5034414388374

SCFSTRB61 ロータスボウルS コーンフラワーブルー ¥2,000 5034414388367

SCFSVWBL1 ワイドリムボウルL コーンフラワーブルー ¥4,000 5034414393613

SCFSVWBM1 ワイドリムボウルM コーンフラワーブルー ¥3,600 5034414393620

SNMSEV101 プレート26 ナツメグクリーム ¥3,000 5034414403312

SNMSEVP81 プレート22 ナツメグクリーム ¥2,200 5034414403305

SNMSTR91 ロータスプレートM ナツメグクリーム ¥2,800 5034414403251

SNMSTR71 ロータスプレートS ナツメグクリーム ¥2,000 5034414403244

SNMSOP71 オーバルプレート ナツメグクリーム ¥2,800 5034414403275

SNMSTRB91 ロータスボウルL ナツメグクリーム ¥4,200 5034414403220

SNMSOG111 トレースプレートLL ナツメグクリーム ¥4,500 5034414403190

SNMSOG101 トレースプレートL ナツメグクリーム ¥3,300 5034414403183

SNMSOG81 トレースプレートM ナツメグクリーム ¥2,200 5034414403176

SNMSOG71 トレースプレートS ナツメグクリーム ¥1,700 5034414403169

SNMSOGB11 トレースボウル25 ナツメグクリーム ¥4,000 5034414403152

SBBSEV101 プレート26 ブルーベリー ¥3,000 5034414420333

SBBSEVP81 プレート22 ブルーベリー ¥2,200 5034414420289

SBBSTR101 ロータスプレートL ブルーベリー ¥4,000 5034414420371

SBBSTR91 ロータスプレートM ブルーベリー ¥2,800 5034414420340

SBBSTR71 ロータスプレートS ブルーベリー ¥2,000 5034414420357

SBBSTRB91 ロータスボウルL ブルーベリー ¥4,200 5034414420388

SBBSTRB71 ロータスボウルM ブルーベリー ¥3,000 5034414420395

SBBSTRB61 ロータスボウルS ブルーベリー ¥2,000 5034414420401

ITEM NO. ITEM COLOUR PRICE JAN CODE

SDESEV101 プレート26 ダックエッグブルー ¥3,000 5034414372304

SDESEVP81 プレート22 ダックエッグブルー ¥2,200 5034414372298

SDESTR101 ロータスプレートL ダックエッグブルー ¥4,000 5034414372267

SDESTR91 ロータスプレートM ダックエッグブルー ¥2,800 5034414372250

SDESTR71 ロータスプレートS ダックエッグブルー ¥2,000 5034414372243

SDESOP71 オーバルプレート ダックエッグブルー ¥2,800 5034414372205

SDESTRB91 ロータスボウルL ダックエッグブルー ¥4,200 5034414372175

SDESTRB71 ロータスボウルM ダックエッグブルー ¥3,000

5034414372151SDESTRB61 ロータスボウルS ダックエッグブルー ¥2,000

5034414372168

SDESCB201 カプチーノカップ ダックエッグブルー ¥2,000 5034414372366

SDESCSS1 ソーサー ダックエッグブルー ¥800 5034414372342

SDESOG111 トレースプレートLL ダックエッグブルー ¥4,500

5034414415216SDESOG101 トレースプレートL ダックエッグブルー ¥3,300

5034414415223

SDESOG81 トレースプレートM ダックエッグブルー ¥2,200

5034414415193SDESOG71 トレースプレートS ダックエッグブルー ¥1,700

5034414415209

SDESOGB11 トレースボウル25 ダックエッグブルー ¥4,000 5034414415186

SDESVM121 マグ ダックエッグブルー ¥1,600 5034414372106

SDESVWBL1 ワイドリムボウルL ダックエッグブルー ¥4,000 5034414393675

SDESVWBM1 ワイドリムボウルM ダックエッグブルー ¥3,600 5034414393682

SWHSEV101 プレート26 バーレイホワイト ¥3,000 5034414375084

SWHSEVP81 プレート22 バーレイホワイト ¥2,200 5034414375077

SWHSTR101 ロータスプレートL バーレイホワイト ¥4,000 5034414375046

SWHSTR91 ロータスプレートM バーレイホワイト ¥2,800

5034414375022SWHSTR71 ロータスプレートS バーレイホワイト ¥2,000

5034414375039

SWHSOP71 オーバルプレート バーレイホワイト ¥2,800 5034414374988

SWHSTRB91 ロータスボウルL バーレイホワイト ¥4,200 5034414374957

SWHSTRB71 ロータスボウルM バーレイホワイト ¥3,000 5034414374940

SWHSTRB61 ロータスボウルS バーレイホワイト ¥2,000 5034414374933

SWHSCB201 カプチーノカップ バーレイホワイト ¥2,000 5034414374810

SWHSCSS1 ソーサー バーレイホワイト ¥800 5034414374797

SWHSOG111 トレースプレートLL バーレイホワイト ¥4,500 5034414400489

SWHSOG101 トレースプレートL バーレイホワイト ¥3,300 5034414400502

SWHSOG81 トレースプレートM バーレイホワイト ¥2,200 5034414400526

SWHSOG71 トレースプレートS バーレイホワイト ¥1,700 5034414400540

SWHSOGB11 トレースボウル25 バーレイホワイト ¥4,000 5034414400564

SWHSVM121 マグ バーレイホワイト ¥1,600 5034414374889

SWHSVWBL1 ワイドリムボウルL バーレイホワイト ¥4,000 5034414393699

SWHSVWBM1 ワイドリムボウルM バーレイホワイト ¥3,600 5034414393705

SPGSEV101 プレート26 ペッパーコーングレー ¥3,000 5034414382976

SPGSEVP81 プレート22 ペッパーコーングレー ¥2,200 5034414383096

SPGSTR101 ロータスプレートL ペッパーコーングレー ¥4,000 5034414383065

SPGSTR91 ロータスプレートM ペッパーコーングレー ¥2,800 5034414383058

SPGSTR71 ロータスプレートS ペッパーコーングレー ¥2,000 5034414383041

SPGSOP71 オーバルプレート ペッパーコーングレー ¥2,800 5034414383003

SPGSTRB91 ロータスボウルL ペッパーコーングレー ¥4,200 5034414383195

SPGSTRB71 ロータスボウルM ペッパーコーングレー ¥3,000 5034414383188

SPGSTRB61 ロータスボウルS ペッパーコーングレー ¥2,000 5034414383171

SPGSCB201 カプチーノカップ ペッパーコーングレー ¥2,000 5034414383102

SPGSCSS1 ソーサー ペッパーコーングレー ¥800 5034414383225

SPGSOG111 トレースプレートLL ペッパーコーングレー ¥4,500 5034414400588

SPGSOG101 トレースプレートL ペッパーコーングレー ¥3,300 5034414400601

SPGSOG81 トレースプレートM ペッパーコーングレー ¥2,200 5034414400625

SPGSOG71 トレースプレートS ペッパーコーングレー ¥1,700 5034414400649

SPGSOGB11 トレースボウル25 ペッパーコーングレー ¥4,000 5034414400731

SPGSVM121 マグ ペッパーコーングレー ¥1,600 5034414383140

SPGSVWBL1 ワイドリムボウルL ペッパーコーングレー ¥4,000 5034414393651

SPGSVWBM1 ワイドリムボウルM ペッパーコーングレー ¥3,600 5034414393668
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