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アイコン Icon description

I N D E X
■ 常滑焼・名工選

■ 新製品

■ コラム「ていねいなくらし」

■ くらしの陶器

■ 常滑焼急須コーディネーターのおすすめ

陶茶こし
Ceramic half-ball strainer  陶瓷半球过滤器

セラメッシュ
Ceramic flat strainer　陶瓷平滤网

さわやかアミ
Stainless steel mesh strainer　不锈钢网状滤茶网

帯アミ
Stainless steel belt strainer　不锈钢皮带滤茶网

カップアミ
Basket shape strainer　篮子形状过滤器

木箱入
Basket shape strainer　篮子形状过滤器

木箱入ヒモ付
Wooden box with braids　帯縄的木箱

オビXアミ
Removable stainless steel belt strainer　
可拆卸不锈钢皮带滤茶网

图标
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ご用命の際は次のことにご留意ください。

Please take note of the following before purchasing:

购买时请注意以下事项。

● ご注文は品番にてご指定ください。 全品、固定品番です。（平成24年度より）

● 容量表記が号数からmℓになりました。（平成24年度より） 

　号数→mℓへの変換は左記の換算表をご参照ください。

● このカタログの単価は2020ー2021年の参考上代です。

● 特別刻(しるし彫入)など、別途ご相談ください。 

● 「木箱入」「化粧箱入」など、箱種の明記のない品は並箱入となります。 

● 箱種変更は、実費追加となります。

● 箱のみのご注文は運賃立替払いにてお願いします。

● 陶磁器は生産工程・焼成温度の変化等の原因により、

　色・形・サイズに多少の違いが生じる場合がございます。

　また、印刷の都合上カタログと実際の商品では多少の色の違いが生じます。

　予めご了承いただきますよう、お願いします。

● 産地表示のない商品は日本製です。

●  Specify the item number when ordering. Each item has its own unique number.
   (Since FY2012)
●  The volume display has changed from size code to milliliters (ml). (Since FY2012) 
   Refer to the Size Code → ml Conversion Table (left).
●  Per-item prices in this catalog are 2020~2021 nominal retail reference prices.
●  Contact us regarding special impressions (engraving), etc. 
●  Items with no particular mention of box type, e.g. “in wooden box” or “in gift box”,  
   come in a regular box. 
●  Changes to box type will incur an extra charge (actual cost of box).
●  For box-only orders, freight charges must be paid in advance.
●  Slight variations in the color, shape, and size of ceramic ware may occur due to 
   changes in production processes and firing temperatures, etc.
   Also, due to printing considerations, actual items may also differ slightly from how 
   they appear in the catalog. Please be aware of this before purchasing.
●  Items without an indication of origin are made in Japan.

● 用商品编号指定要订购的商品。全部商品都有固定的商品编号。（自2012年度起）
● 标注容量的单位从号数改为ml。（自2012年度起） 
　将号数转换成ml时可参照左侧的换算表。
● 本商品目录的单价为从2020到2021年的参考零售价。
● 如需特别雕刻（刻印）等，请另行提出要求。 
● 如果未注明“木盒”“精美礼盒”等盒子种类，商品将统一使用普通包装盒。 
● 变更盒子种类另外收取费用。
● 如果只订购盒子，邮费由顾客垫付。
● 陶瓷器的颜色、形状、尺寸会因生产工序或烧制温度变化等原因而产生些许不同。
　而且商品目录上的商品颜色会因印刷方面的原因而与实际商品产生些许色差。敬请谅解。
● 未注明产地的商品为日本制造。

20 号 ＝ 360㎖
25 号 ＝ 450㎖
30 号 ＝ 540㎖

40 号 ＝ 720㎖
50 号 ＝ 900㎖
80 号 ＝ 1,440㎖

10 号 ＝ 180㎖
15 号 ＝ 270㎖
18 号 ＝ 320㎖

急須容量換算表 Kyusu volume conversion table 茶壶容量换算表

急須 3-529（P4）　湯呑 4-137（P4）　湯冷し 8-119（P6）
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常滑焼・名工選

5-109  16,000円 
木箱入ヒモ付／270㎖／
陶茶こし 

3-529  14,000円 
木箱入ヒモ付／280㎖／
陶茶こし 

0-125  14,000円 
木箱入ヒモ付／240㎖／
陶茶こし 

0-126  15,000円 
木箱入ヒモ付／220㎖／
陶茶こし 

3-529

5-109
0-125

0-126
4-317（セット）

4-317  42,000円（セット）
木箱入／急須280㎖／陶茶こし  ／
湯呑φ6.2×H5.3cm

第42回伝統工芸陶芸部会展

で、村越風月さんの「梨皮窯

変茶注」は日本工芸会賞を受

賞し、図録の表紙を飾った。こ

れは急須の世界では一つの

事件である。雑器である急須

が陶芸部会展で受賞するこ

と自体が稀なうえに、その顔ま

で務めたからだ。受賞作の黒

く窯変した胴にすっと一刷毛したよう

に見える赤は、本朱泥。その土づくり

の技法は、三代山田常山氏（人間国

宝）から受け継いだものだ。塗り火鉢

を生産する風月窯の三代目として生

まれた村越さんは、今も“親方”と呼

ぶ常山氏のもとで、一から急須づくり

を学んだ。修行時代は、陶芸作家の

暮らしぶりから、山へ入り古窯跡の土

を“てのひらで見る”感覚までを知る、

貴重な経験の積み重ね。培った土づ

くりと職人として積み上げた技、窯の

炎を操り生み出す風合いのすべて

が、三代風月として手掛ける作品に

息づいている。「筆先に力を入れる

ごとく」との教えを今も守って仕上げ

た胴は驚くほど軽く、薄く、手口のバラ

ンスが絶妙。わざわざ施したろくろ目

は、ごまかしの効かない見事な同心

円を描き出し、目の肥えた玄人を唸ら

せる。道具である急須の「用と美」を

追求し、常滑焼急須の芸術性を世に

知らしめる名人の技だ。

日本工芸会 正会員
日本煎茶工芸協会 正会員
■日本伝統工芸展入選多数
■日本煎茶工芸展受賞多数
■日本陶芸展入選
■長三賞陶芸展 受賞・
　入選多数

風
月

至
高
の
技
を
受
け
継
ぎ
道
具
の
美
を
追
求
。

日本工芸会員賞受賞作と
同型の作品。

F U G E T S U

English translation refers to P62 中文翻译请参照 62页　

 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器



5

常滑焼・名工選

■陶芸ビエンナーレ 入選
■日本クラフト展 入選
■朝日陶芸展 入選
■長三賞陶業展 長三金賞
■長三賞陶芸展 受賞・入選

8-111  53,000円 
木箱入ヒモ付／240㎖／
セラメッシュ 

7-108  56,000円 
木箱入ヒモ付／210㎖／
セラメッシュ 

9-101  49,000円 
木箱入ヒモ付／240㎖／
セラメッシュ 

5-269  56,000円 
木箱入ヒモ付／270㎖／
セラメッシュ 

0-129  60,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／
セラメッシュ 

5-269

7-108
8-111

9-101

0-129

1-177  19,000円 
木箱入ヒモ付／280㎖／
スッキリアミ（セラメッシュ） 1-176  21,000円 

木箱入ヒモ付／250㎖／
スッキリアミ（セラメッシュ）

7-116  15,000円 
木箱入ヒモ付／290㎖／
スッキリアミ（セラメッシュ）

3-544  17,000円 
木箱入ヒモ付／360㎖／
スッキリアミ（セラメッシュ）

0-144  17,000円 
木箱入ヒモ付／260㎖／
スッキリアミ（セラメッシュ）

3-544

7-116

1-1761-177

0-144

日本工芸会 正会員・
日本煎茶工芸協会 正会員
■日本伝統工芸展 入選多数
■日本煎茶工芸展 黄檗賞
■日本陶芸展 入選
■長三賞陶芸展 長三大賞

舜
園

玲
光

S H U N E N

R E I K O

 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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常滑焼・名工選

9-146  20,000円
270㎖／陶茶こし 

1-241  28,000円 
木箱入ヒモ付／160㎖／
陶茶こし 

1-243  24,000円 
木箱入ヒモ付／230㎖／
陶茶こし 

9-146

1-241

1-243

1-183  15,000円 
木箱入ヒモ付／240㎖／胴アケ 

8-119  3,500円
120㎖

8-123  4,200円
270㎖

8-117  25,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／陶茶こし 

8-121  3,500円（1客）
40㎖／φ5.5×H4.6cm

8-125  30,000円（セット） 
木箱入／急須300㎖・12.5×14×10／
湯呑40㎖・φ5.5×H4.6cm／陶茶こし 

1-180  25,000円 
木箱入ヒモ付／180㎖／陶茶こし 

0-238  10,000円  木箱入ヒモ付／50㎖

1-181  25,000円 
木箱入ヒモ付／320㎖／陶茶こし 

0-241  5,500円
180㎖

0-239  14,000円 
木箱入ヒモ付／110㎖／胴アケ 

0-236  25,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／陶茶こし 

1-179  25,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／陶茶こし 

1-182  25,000円 
木箱入ヒモ付／160㎖／胴アケ 

常滑陶芸作家協会会員
■日展 入選
■第34回日本現代
  工芸美術展 審査員
■朝日陶芸展知事賞 受賞
■ ’78展 ’78賞 受賞

「芸と業」の接点を
  極める職人道。

8-117

8-123

0-238

8-119

8-121（1客）8-125（セット）

1-183

1-182

0-239

絞出し

1-180

1-181

0-236

1-179

0-241

雪
堂

仁

S E T S U D O

J I N

 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器  胴アケ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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常滑焼・名工選

3-561

3-562

7-110

0-127

7-110  12,000円 
化粧箱入／230㎖／細（ささめ）

3-561  15,000円 
木箱入ヒモ付／270㎖／細（ささめ）

2-156  20,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／
細（ささめ）

3-562  18,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／細（ささめ）

0-127  23,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／細（ささめ）

2-172  40,000円（セット）
木箱入／急須270㎖／細（ささめ）  ／
湯呑70㎖

「特別なおもてなしに使いたい、とっ

ておき」として、大人の女性が手に入

れたくなる急須をてのひらから生み

出す青峰の都築隆夫さん。繊細で優

美な作風は、「急須は、されど雑器」

というモットーから培われたものだ。

急須は雑器、“されど”お茶は喉を潤

すだけでなく生活を潤すものという哲

学が、青峰の茶器でお茶を淹れる時

間を特別

にする。さ

らに作品

に魅力を加えているのは、一つひと

つの加飾が描き出すストーリーだ。

たとえば、印花の萩と象嵌の月で表

現するのは、明け方に恋人のもとか

ら帰る光源氏が、ふと振り返った時に

目に映った西に傾く月の景色。そう聞

けば、雅びな物語が今にも動き出す

よう。「創作の源は、女性への憧れ。

人は、柔らかくて、ぬくたいものをかま

いたいでしょ」との思いから生まれた

滑らかなフォルムや肌は、女性的で柔

らか。筆や稲穂を束ねたほうき状の

道具でさらりと叩いたノタ

打ちの手法は、他に見な

い繊細であたたかいテク

スチャーを生み出し、日本

伝統工芸展初出展・初入

選作を生んだ。本物のモ

ミジの上にノタ打ちして焼

き上げた急須も、「モミジ

の青峰」と呼ばれるほど

のヒット作に。すべての作品に、都築

さんの粋な美意識が貫かれている。
グループ「職人」
日本工芸会 正会員
■伝統産業優秀技術者 県知事表彰
■日本伝統工芸展 入賞
■陶磁器デザインコンペ 入選
■長三賞陶芸展 長三金賞

 

青
峰

2-172

2-156

葉や花などを型押しする印花の道具は、
すべて手づくり。

優
美
な
加
飾
が
雅
び
な
物
語
を
描
き
出
す
。

S E I H O

 細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网

English translation refers to P62 中文翻译请参照 62页　
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常滑焼・名工選

香
臣

1-103  11,000円
280㎖／セラメッシュ 

1-102  12,000円
290㎖／セラメッシュ 

2-121  27,000円 
木箱入ヒモ付／210㎖／セラメッシュ 

2-124  30,000円 
木箱入ヒモ付／230㎖／セラメッシュ 

2-122  29,000円 
木箱入ヒモ付／220㎖／セラメッシュ 

2-125  31,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／セラメッシュ 

2-123  28,000円 
木箱入ヒモ付／200㎖／セラメッシュ 

2-126  32,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／セラメッシュ 

1-106  11,000円
280㎖／セラメッシュ 

1-104  11,000円
270㎖／セラメッシュ 

1-101  12,000円
290㎖／セラメッシュ 

1-105  11,000円
250㎖／セラメッシュ 

■産地振興陶業展中日賞 受賞
■とこなめ焼振興展
  内閣総理大臣賞 受賞
■中部経済産業賞 受賞
■愛知県知事賞長三賞陶芸展　
　奨励賞 入選

1-101

2-125 2-126

2-124

2-121

2-1222-123

1-104

1-102

1-105

1-103 1-106

修
三

■東海伝統工芸展 入選
■第一美術展 入選
■新構造展 入選
■長三賞陶芸展 入選

0-228

0-230

9-177

9-178

9-179

0-232

0-232  12,000円
化粧箱入／220㎖／陶茶こし 

棗形 0-228  12,000円
化粧箱入／220㎖／陶茶こし 

珠形 9-179  12,000円
化粧箱入／260㎖／陶茶こし 

福形 9-177  12,000円
化粧箱入／220㎖／陶茶こし 

平丸

9-178  12,000円
化粧箱入／260㎖／陶茶こし 

丸形0-230  12,000円
化粧箱入／220㎖／陶茶こし 

丸形

飛び鉋 無地

S Y U Z O

K O S H I N

 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器  セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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常滑焼・名工選

0-123

6-125

0-121

0-120

7-112

0-122

4-115

0-123  22,000円 
木箱入ヒモ付／290㎖／陶茶こし 

0-121  18,000円 
木箱入ヒモ付／190㎖／陶茶こし 

0-122  45,000円 
木箱入ヒモ付／160㎖／陶茶こし 

後手茶注

0-120  50,000円 
木箱入ヒモ付／φ7.5×H9cm

印籠茶入

6-125  25,000円 
木箱入ヒモ付／200㎖／陶茶こし 

4-115  15,000円 
木箱入ヒモ付／280㎖／陶茶こし 

2-164  23,000円 
木箱入ヒモ付／240㎖／陶茶こし 

1-216  20,000円 
木箱入ヒモ付／100㎖／胴アケ 

宝瓶

7-112  25,000円 
木箱入ヒモ付／310㎖／陶茶こし 

桜柄

1-216

■日本煎茶工芸展 入選
■長三賞陶芸展 入選・入賞

1-171  16,000円
180㎖／陶茶こし 

1-170  16,000円
180㎖／陶茶こし 

1-172  16,000円
250㎖／陶茶こし 

7-117  14,000円
化粧箱入／300㎖／陶茶こし 

3-545  15,000円 
木箱入／250㎖／陶茶こし 

1-170

3-545

1-172

7-117

1-171

9-109

9-109  13,000円 
木箱入／290㎖／陶茶こし 

9-159  6,500円
180㎖

9-161  7,000円
180㎖

■伝統産業優秀技術者 県知事表彰
■長三賞陶業展 長三賞
■産地振興陶業 経済産業大臣賞

弘
二

益
規
Y O S H I K I

K O J I

2-164

 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器  胴アケ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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常滑焼・名工選

玉
光

0-105

1-142  6,500円
320㎖／セラメッシュ 

1-137  14,000円
化粧箱入／170㎖／セラメッシュ 

1-141  6,000円
190㎖／セラメッシュ 

1-135  12,000円
化粧箱入／160㎖／セラメッシュ 

1-138  14,000円
化粧箱入／170㎖／セラメッシュ 

1-136  12,000円
化粧箱入／160㎖／セラメッシュ 

伝統工芸士
日本伝統工芸士会展 入選
■長三賞陶業展 長三賞　
■産地振興陶業展 
　陶磁器組合理事長賞

0-105  14,000円
360㎖／セラメッシュ 

銀箔紫

1-1351-138 1-141

1-1361-137 1-142

石
龍

1-226  21,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／
セラメッシュ 

1-228  21,000円 
木箱入ヒモ付／150㎖／
セラメッシュ 

2-112  17,000円 
木箱入ヒモ付／140㎖／
セラメッシュ 

1-227  12,000円 
木箱入ヒモ付／230㎖／
セラメッシュ 

■韓国陶磁器EXPO 出展
■長三賞陶業展長三賞 受賞
■第10回テーブルウェア大賞 入選
■長三賞陶業展 入選5回
■常滑焼振興展とこなめ焼卸団地（協） 
  理事長賞 受賞

1-226

1-2271-228

G Y O K K O

S E K I R Y U

2-112

 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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常滑焼・名工選

昭
萠

8-126  12,000円
260㎖／細（ささめ）

8-128  2,500円（1客）
50㎖

8-129  20,000円（セット） 
木箱入／8-126の急須と8-128の
湯呑2客セット

1-178  11,000円
化粧箱入／230㎖／細（ささめ）

8-131  2,300円（1客）
30㎖

8-135  20,000円（セット） 
木箱入／8-130の急須と8-131の
湯呑2客のセット

8-126

8-130

8-131（1客）8-128（1客）

8-135（セット）8-129（セット）

8-130  12,000円
100㎖／細（ささめ）

平形急須

■第39回～第42回
　長三賞陶業展 入選
■第61回 常滑焼振興展
  内閣総理大臣賞 受賞

1-178

0-158  18,000円
化粧箱入／240㎖／セラメッシュ 

2-117  15,000円 
木箱入ヒモ付／280㎖／セラメッシュ 

0-155  13,000円
化粧箱入／240㎖／セラメッシュ 

2-118  16,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／セラメッシュ 

0-159  11,000円
化粧箱入／200㎖／セラメッシュ 

2-119  16,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／セラメッシュ 

2-120  18,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／セラメッシュ 

0-158

金色木葉

2-119

嵯峨野

2-117

丸鶴

2-118

青粒

2-120

金桜

0-155

金窓絵

0-159

小窓梅

■日本煎茶工芸展 入選
■日本クラフト展 入選
■朝日現代クラフト展 入選
■北海道陶芸展 知事賞
■常滑市より文化振興表彰 S Y O H O

淳
蔵
J Y U N Z O  

 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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使 用 例

ディフューザー ドリンクホルダー香炉

新製品

2-108  4,500円
φ16×H10.5cm／蓋黄盛

もりまさ

正
2-109  4,500円
φ16×H10.5cm／蓋白盛

もりまさ

正

2-101  3,000円
φ16×H10.5cm／リーフ盛

もりまさ

正
2-102  3,000円
φ16×H10.5cm／虹盛

もりまさ

正
2-103  3,000円
φ16×H10.5cm／シャボン盛

もりまさ

正

2-174  12,000円
急須290㎖／湯呑230㎖／希少種子島茶「松寿」70g／
宇宙の種水500㎖／カラビナ付ペットボトルホルダー

一
いっしん

心

ロケットコラボセット

宇宙のディフューザーホルダー　

ディフューザーホルダー

北 極 星を中 心に北の夜 空を巡り輝く、北 斗 七 星と
カシオペアをあしらった『 宇 宙のディフューザーホル
ダー 』。ＩＳＳ国 際 宇 宙ステーションでの宇 宙 飛 行
士の生活を支える水、種子島の天然水でつくられた

「宇宙の種水」とのコラボレーションで生まれた
新企画商品です。この『 宇宙のディフューザー
ホルダー 』は、水との親 和 性が高い常 滑 焼
の特性を活かし、多くの機能を合わせ持ち
ます。インテリアとして、ペットボトル加湿器
のホルダーとして、５００ml用のペットボ
トルがすっぽり入るデザイン。そのほか
にも、香炉・茶香炉、アロマポット、ドリンクホル
ダーなど、あなたのライフスタイルに合わせていろいろ
なシーンでご使用いただけます。
※ディフューザー・アタッチメント、および「宇宙の種水」は別売りです。

“Space Diffuser Holder”
The “Space Diffuser Holder” features the Seven Stars of the 
Big Dipper and Cassiopeia constellations, with the North Star 
at the center, that shine bright in the northern night skies. 
This special new item has been created in collaboration with 
“Uchu no Tanemizu - Space Water,” the natural mineral water 
from Tanegashima Island that is supporting the lives of the 
astronauts in the International Space Station (ISS). The “Space 
Diffuser Holder” has many functions that take advantage of 
Tokoname-ware’s characteristic affinity with water. It has been 
designed as a perfect fit for a 500 ml PET bottle of water, 
making it perfect as a holder for PET bottle humidifiers, as well 
as interior décor. It can also be used in a variety of scenes to 
match your lifestyle, such as an incense burner, tea incense 
burner, aromatherapy pot, or a drink holder.
※Diffuser attachment and “Uchu no Tanemizu - Space Water” 
are sold separately.

宇宙扩散器
“宇宙扩散器支架”上的北斗七星和仙后座围绕着北极星在北方的
夜空中熠熠生辉。这是与“宇宙种水”共同打造的全新策划商品。
后者是为 ISS 国际空间站宇航员生活提供支持的用水，采用种子
岛天然水制造而成。这款“宇宙扩散器支架”充分体现出常滑烧
的特点，与水具有较强的亲和性，同时还拥有多种功能。其作为
室内装饰品和塑料瓶加湿器的支架，可刚好放入 500ml 塑料瓶。
而且还可以根据您的生活方式用于各种场合，例如：香炉、茶香炉、
香薰炉、饮料架等。
※扩散器配件与“宇宙种水”分开销售。
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■第39回～第42回
  長三賞陶業展 入選
■第61回 常滑焼振興展
  内閣総理大臣賞 受賞

前川淳蔵

新製品

2-163  3,500円
φ9×H9cm淳

じゅんぞう

蔵

「焔」オリジナル企画商品

淳
じゅんぞう

蔵
2-173  3,500円
φ9×H9cm

ティーポット・レスト
現 代の住 空 間に溶け込むテーブルウェアを模 索する常 滑
焼作家、前川淳蔵氏と共同開発した「焔」オリジナル商品。
洗浄した急須を胴と蓋を一緒に乾燥させる器として、30号
(540ml )までの大振りの急須まで対応可能。後ろ手のポット
でも使用可能です。常滑焼急須は蓋合わせがしっかりして
おり、胴と蓋の取替えが基本効きません。とくに業務用に複数
の急須を使う現場では、胴と蓋を一体で乾燥、保管するのに
このティーポット・レストはたいへん重宝します。しかも、急須を
洗った後の乾燥の「器」としてただ「置く」だけではなく、オー
ナメントとして置いた姿が美しいフォルムを作り出します。

【特徴】
・蓋と急須を一緒に置ける。
・場所を取らないシンプルでオシャレなデザイン。
・ティーポット・レスト本体は施釉されているので、合成洗剤でも洗浄可能です。
・煮沸消毒もできて衛生的。食洗器にも対応。
・急須を伏せ置きするよりも、急須の茶漉しや急須の中が衛生的に乾燥できる。
・急須の置き方もさまざま、後ろ手急須にも対応。
・乾燥させたあとは、そのまま急須の飾り置き台にもなります。
・茶寮やレストランの業務用の備品として、
 同じ急須の蓋と本体を間違えずに洗って保管もできます。

“HOMURA” Special Original Product  Teapot Rest
This or ig ina l  product,  “HOMURA,” has been developed jo int ly 
with Junzo Maekawa, a Tokoname-ware creator who is exploring 
tableware that b lends into modern l iv ing spaces. Used to dry 
kyusu teapots, keeping body and lid together, after they have been 
washed, it accommodates large teapots up to #30 (540 ml) size. 
It can even be used for teapots that have the handle at the back. 
Because the body and lid of individual Tokoname-ware kyusu are 
such a perfect fit, the lids and bodies can basically not be replaced. 
This teapot rest is particularly useful in commercial situations, where 
multiple kyusu are in use, because the body and lid of each kyusu 
can be dried and stored together. As well as its practical application 
as a “container” that simply “sits” there to dry kyusu after washing, 
the beautiful form of the teapot rest makes it perfect as an ornament 
that adorns the space.

[Features]
・ Kyusu body and lid can be kept together.
・ Simple and sophisticated design that does not take up space.
・ Teapot rest itself is glazed, so can be washed with synthetic detergents.
・ Can be sterilized in boiling water, making it hygienic. Dishwasher safe.
・ Kyusu strainer and interior can be dried more hygienically than when placing the kyusu
  upside-down on the drying surface.
・ Kyusu can be placed in various configurations. Also accommodates ushirode kyusu
  (kyusu with curved closed handles on the opposite side to the spout).
・ After the kyusu has dried, it can be kept in the teapot rest as a decorative ornament.
・ Suitable for commercial use such as for cafés and restaurants, because many kyusu and
  their lids can be washed and stored without being mixed up.

“焰”原创策划商品  茶壶晾干器
常滑烧作家前川淳藏氏一直在摸索如何让餐具融入现代住宅空间，而这便
是我们与其联合开发的“焰”系列原创商品。该商品可同时放入清洗干净
的茶壶壶身和壶盖将其晾干，最大可放入 30 号（540ml）茶壶。壶把位
于后方的茶壶也可以使用该商品。常滑烧茶壶的壶盖严丝合缝，壶身与壶
盖基本上不能替换使用。这款茶壶晾干器可同时放入壶身和壶盖将其一起
晾干并保管，特别适合使用多套茶壶的商用场合。而且其不仅可作为清洗
茶壶后的晾干“器”来“放置”茶壶，还拥有媲美装饰品的优美外观。

【特点】
・可同时放入壶盖和茶壶。
・造型简洁，不占空间，设计时尚。
・茶壶晾干器主体已上釉，可以用合成洗涤剂清洗。
・可煮沸消毒，干净卫生。可放入洗碗机中清洗。
・与将茶壶倒扣晾干的方式相比，茶壶的茶叶篦子和茶壶内部能以更加卫生的方式晾干。
・可采用各种方式放置茶壶，壶把位于后方的茶壶也可以使用该商品
・晾干后可直接作为茶壶的展示台。
・作为茶馆、餐厅的商用备品，清洗及保管茶壶时，不会将同一茶壶的壶盖和壶身弄错。

商標登録出願済  Trademark registration applied  

J U N Z O  M A E K A W A
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Cuteシリーズ

1-236  6,000円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

1-232  6,000円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

1-237  6,000円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

1-230  6,000円
200㎖／帯アミ 昭

しょうほう

萠

2-115  9,200円
210㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

1-238  6,000円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

2-113  7,400円
260㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

2-116  9,200円
210㎖／セラメッシュ 

昭
しょうほう

萠 1-223  6,000円
φ9.5×H12cm山

やまだ

田

1-239  1,800円
40㎖／φ5.5×H4.5cm
足跡付

昭
しょうほう

萠

お茶のシーンにちょっとやさしい気持ちになれる、かわいい生き
ものやモチーフたちのシリーズです。
Cute Series
A series that features cute creatures and motifs to bring a gentle 
feel ing to tea occasions.
Cute 系列
该系列采用了可爱的动物形象或图案，让人们喝茶时略感温和。

1-232

2-115

2-116

1-230

2-113

1-239 1-236

1-237

1-238

1-238 1-237

2-116

2-115

1-236

1-232

2-113

1-230

 帯アミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网

 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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2 , 5 0 0円 10 , 0 0 0円〜

コーヒー焙煎キット

おうちカフェシリーズ
新井尋

ひ ろ し

詞×「焔
ほむら

」

“おうちカフェ”で自分らしいリラックスタイムを。
常滑焼のコーヒーウェアです。
Home Café Series
Make your relaxation time in your own style with “Home Café.” 
Tokoname Ceramic Coffee Ware.
家中咖啡馆系列
“家中咖啡馆”是常滑烧的咖啡器具，为您带来符合自己风格的休闲时光。

ほうじ器でお手軽にコーヒー豆の焙煎を。ガスコンロで弱火で15分程度、ほうじ器
をよく振りながら焙煎するだけ。豆がぱちぱちはぜ始めたら部屋中にコーヒーの
良い香り。浅煎りから深入りまで好みで焙煎可能です。

1-164 10,000円
360㎖／セラメッシュ 

0-255  2,500円
210㎖

1-167  2,700円
290㎖

1-163  10,000円
360㎖／セラメッシュ 

0-258  3,000円（ソーサー）
φ15.5cm

0-259  7,000円（セット）
220㎖／0-256のカップと
0-258のソーサーのセット

0-254  2,500円
200㎖

1-165  2,700円
230㎖

0-256  4,000円（カップ）
220㎖

1-169  3,900円
260㎖

0-253  2,500円
200㎖

1-168  2,700円
300㎖

1-166  2,700円
240㎖

0-257  3,900円
280㎖

0-272  4,000円
常滑焼ほうじ器（7553）飛散防止安全アミ1個／ブラジル産
生豆200ｇ／総重量660ｇ／箱21×15×H9cm

Coffee Roasting Kit
Roast your own coffee beans easily with this roaster. Simply lace the roaster on top of 
a gas burner on a low flame for about 15 minutes, shaking them well. When the beans 
start to make a cracking noise, the beautiful aroma of coffee will fill the room. You can 
roast the beans to your own preference, from light to dark roast.

咖啡烘焙套装
使用烘焙机轻松烘焙咖啡豆。只需用煤气炉小火加热，并将烘焙机充分混匀，烘焙 15 分钟左
右即可。咖啡豆噼噼啪啪作响后，房间内咖啡香气四溢。可根据喜好从浅烘到深烘自行选择。

 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网



スタイリッシュな北龍窯の急須は
誰にでも喜ばれます。

5-116

急須ギフト 化粧箱入り
ギフトに最適な化粧箱入。ご予算や目的に合わせて。
「もらってうれしい常滑焼」です。

5-113  3,100円
化粧箱入／320㎖／
さわやかアミ 

一
いっしん

心

5-116  5,300円
化粧箱入／360㎖／
セラメッシュ 

北
ほくりゅう

龍
5-117  5,300円
化粧箱入／360㎖／
セラメッシュ 

北
ほくりゅう

龍

0-249  7,600円
化粧箱入／300㎖／
セラメッシュ 

朋
ともひろ

大
0-242  8,100円
化粧箱入／250㎖／
細（ささめ）

徳
とくた

太

5-119  6,100円
化粧箱入／230㎖／
セラメッシュ 

光
こうしょう

松

9-121  7,700円
化粧箱入／270㎖／
細（ささめ）

徳
とくた

太

9-123  8,100円
化粧箱入／270㎖／
細（ささめ）

徳
とくた

太

6-128  6,600円
化粧箱入／300㎖／
細（ささめ）

豊
ゆたか

9-122  7,700円
化粧箱入／270㎖／
細（ささめ）

徳
とくた

太

0-243  9,100円
化粧箱入／230㎖／
細（ささめ）

徳
とくた

太

7-127  3,300円
化粧箱入／320㎖／
さわやかアミ 

一
いっしん

心

9-127  14,000円
化粧箱入／180㎖／
細（ささめ）

青
せいほう

峰

9-126  12,000円
化粧箱入／250㎖／
細（ささめ）

青
せいほう

峰
1-153  14,000円
化粧箱入／230㎖／
細（ささめ）

青
せいほう

峰

1-154  15,000円
化粧箱入／300㎖／
細（ささめ）

青
せいほう

峰

3 , 10 0円 15 , 0 0 0円〜

Kyusu Gift in Gift Box
Packaged in a gift box for a perfect present. Choose the one that best 
meets your budget and purpose. I t  is  the “Tokoname-ware, the g i f t 
everyone loves to receive.”
茶壶礼品 配精美礼盒
根据您的预算和目的，搭配最适合送礼的精美礼盒，是“能让收礼人欣然笑纳的
常滑烧”。

16

 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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格調高い白木箱が急須の美しさをさらに引き立てます。

急須ギフト 木箱入り
木箱入の高級感とお得感を兼ね備えたギフト。今も昔も「もらってうれしい常滑焼」です。

23 , 0 0 0円5 , 0 0 0円 〜

8-151  5,000円 
木箱入／350㎖／帯アミ 春

しゅんじゅう

秋

0-127  23,000円 
木箱入ヒモ付／300㎖／細（ささめ）青

せいほう

峰

7-132  6,300円 
木箱入／280㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 8-153  8,000円 
木箱入／300㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

8-152  6,000円 
木箱入／270㎖／セラメッシュ 

北
ほくりゅう

龍

2-144  23,000円 
木箱入ヒモ付／240㎖／セラメッシュ 

北
ほくりゅう

龍

2-117  15,000円 
木箱入ヒモ付／280㎖／セラメッシュ 

昭
しょうほう

萠

2-118  16,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／セラメッシュ 

昭
しょうほう

萠 2-119  16,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／セラメッシュ 

昭
しょうほう

萠

2-120  18,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／セラメッシュ 

昭
しょうほう

萠

0-127

2-157  18,000円 
木箱入ヒモ付／400㎖／細（ささめ）青

せいほう

峰

2-117

2-120

2-118

2-119

Kyusu Gift in Wooden Box　
A gift that offers both affordabil i ty and the sense of luxury that comes from the wooden box. 
It is the “Tokoname-ware, the gift that everyone loves to receive,” both then and now.

茶壶礼品 配木盒　
礼品装入木盒，让人觉得高级且物有所值，长久以来都是“能让收礼人欣然笑纳的常滑烧”。

フタの裏

 帯アミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网 セラメッシュ／ 細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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中国茶ギフトセット

常滑焼 玉光窯の小急須（3-587）／安渓鉄観音10ｇ（中国福建省）、凍頂烏龍
茶10ｇ（台湾）、貴妃茶10ｇ（台湾）／総重量270ｇ／箱20×12.3×H8.6cm

中国茶保健茶套装
保健茶茯茶富含矿物质，为中国游牧民族的健康提供支持。由甘草、灵芝花、
茉莉花、菊花、罗汉果花等混合而成，是对肝脏具有药效的养肝茶。本商品是
保健茶礼品。

Chinese Tea Variety Set
This set includes the top three Chinese teas, namely Jasmine tea (Mòlìhuāchá), 
Pu'er, which is a black fermented tea, and Keemun Chinese black tea.
中国茶多品种套装
这是茉莉花茶“茉莉茶王”、发酵黑茶普洱茶、中国红茶祁门三种顶级茶的套装。

ご自身に合わせたオリジナルブレンドの作れるセット。菊の花はアレルギー
にも効果あり。ハマナスは美容やストレス緩和に良いとも。お花の開くのを
眺めながら味と香りをお楽しみいただけます。

中国青茶の代表、烏龍茶。高級有名ブランド３種の飲み比べセットです。

中国の遊牧民の健康を支える、ミネラルたっぷりの健康茶フー茶。甘草
や霊芝花、茉莉花、菊花、羅漢果花などをブレンド、肝臓に薬効のある養
肝茶。健康茶のギフトです。

ジャスミン茶『茉莉茶王』、黒発酵茶のプーアール、中国紅茶のキーマン
と、最高峰を揃えたセットです。

常滑焼 玉光窯の小急須（3-586）／プーアール茶20ｇ（中国雲南省）、茉莉茶王１０ｇ
（中国福建省）、キーマン紅茶１０ｇ（中国）／総重量260ｇ／箱20×12.3×H8.6cm

常滑焼 盛正窯のポット(3-649)／フー茶50ｇ（中国湖南省）、養肝茶（ブレン
ド）１０ｇ（中国）/ 総重量580ｇ／箱22.5×13.5×H9cm

常滑焼 雲仙窯の松風宝瓶（9-1048）／白牡丹10ｇ（中国福建省）、菊花茶１０ｇ（中
国）、ハマナス茶１０ｇ（中国）、クコの実25g（中国）／総重量510ｇ／箱21×15×H9cm

hyokochakan.jp

高級烏龍茶飲み比べセット 0-268  6,500円

中国茶オリジナルブレンドセット 0-270  5,000円 中国茶健康茶セット 0-271  5,500円

中国茶バラエティーセット 0-269  6,500円

日本でも広まってきた中国茶から、人気の品種をギフトセットにしまし
た。高級中国茶茶芸師の漂香茶館による間違えのないセレクト。常
滑焼茶器と合わせてお茶のお味がさらに引き立ちます。

Chinese Tea Gift Sets
Gift  sets contain ing a select ion of popular Chinese teas that have 
become increasingly well known in Japan. These excel lent selections 
have been put together by masters of premium Chinese teas from 
Hyoko Chakan tea shop.  Combine them wi th Tokoname-ware tea 
utensi ls to make the tea taste even better.

Premium Oolong Tea Tasting Set
Oolong Tea,  the Leading Chinese Qingcha Tea.  An assortment of 
three varieties of famous premium brand oolong teas.

Chinese Tea Original Blend Set
A set for making your own original blend. The chrysanthemum flower 
is effect ive against al lergies. The ramanas rose has beauty benefits 
and is said to help ease stress. Enjoy the aroma and f lavor of the tea 
as you watch the f lowers bloom.

Chinese Healthy Tea Set
F u z h u a n  t e a  i s  r i c h  i n  m i n e r a l s  t h a t  s u p p o r t  t h e  h e a l t h  o f 
Ch ina ’s  nomad ic  t r ibes .  Th is  l i ve r-de tox  tea  i s  a  tea  b lend  tha t 
inc ludes  l i co r ice ,  the  f lowers  o f  the  l i ngzh i  mushroom,  jasmine , 
chrysanthemum, and monk fruit, which has medicinal benefits for the 
l iver. Give the gift of healthy tea.

中国茶礼品套装
中国茶在日本逐渐得到推广，我们从中选择最受欢迎的品种，搭配成礼品套装。
这是中国茶高级茶艺师飘香茶馆的强烈推荐，不会有错。在常滑烧茶器的烘托下
更能突出茶的口味。

高级乌龙茶品尝对比套装
乌龙茶是中国青茶的代表。这是三种著名高级品牌的品尝对比套装。

中国茶原创混茶套装
这是可根据自身喜好制作原创混茶的套装。菊花有改善过敏症状的功效。玫瑰可
以美容，缓解压力。您可以边欣赏花朵绽放边品尝口味和香气。

日本茶と中国茶

中
国
茶
，好
喝
又
养
生（
中
国
茶
は
美
味
し
く
て
健
康
に
も
良
い
）

日本茶も中国茶も、元々は同じツバキ科の茶の木の葉から
作られますが、日本茶は『蒸し製法』中国茶は『釜炒り製
法』と加熱処理　で大きく違いが生じます。また中国茶には
発酵茶の種類が多く、日本茶とは違った独特の香りと味わ
いを楽しめます。

Japanese Tea and Chinese Tea
J a p a n e s e  t e a  a n d  C h i n e s e  t e a  a re 
both made from the leaves of the same 
tea bushes of the Theaceae plant family, but they differ 
g reat l y  in  the  way that  the  leaves are  heat- t reated a f te r 
p ick ing.  Spec i f ica l l y,  Japanese tea  i s  s teamed,  whereas 
Chinese tea is roasted in a pan. Chinese tea also has many 
varieties of fermented tea. Enjoy unique aromas and f lavors 
that are different from Japanese tea.

日本茶与中国茶
日本茶和中国茶原本都是采自同属山茶科的茶树树叶，两者加热处理
的方法大相径庭，日本茶采用“蒸制法”，而中国茶则采用“炒制法”。
而且中国茶中有很多发酵茶，可以品尝到与日本茶完全不同的独特
香气和口味。
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平急須 30,0 0 0円5 , 0 0 0円 〜

急須に美味しくお茶を淹れる性能を求めるならば、昨今の一押しは平急須。急須の底面が広けれ
ば広いほど、茶葉が広がりやすく、お茶の成分が十分引き出されると言われております。お客様からの
ご要望にお応えして、「焔」はさらに今回も平急須を充実させました。

同じ茶葉で、これほどお味が変わるとは...

1-139  5,000円
140㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光 1-140  5,500円
140㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光 0-274  7,000円
170㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

1-224  7,000円
150㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

2-112  17,000円 
木箱入ヒモ付／140㎖／
セラメッシュ 

石
せきりゅう

龍0-273  8,400円
230㎖／細（ささめ）徳

とくた

太 9-160  13,000円
250㎖／陶茶こし 弘

こうじ

二8-130  12,000円
100㎖／細（ささめ）淳

じゅんぞう

蔵

1-139

2-130  7,800円
160㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大
2-131  7,800円
160㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大
2-132  7,800円
160㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大

2-124  30,000円 
木箱入ヒモ付／230㎖／
セラメッシュ 

香
こうしん

臣
2-123  28,000円 
木箱入ヒモ付／200㎖／
セラメッシュ 

香
こうしん

臣
2-122  29,000円 
木箱入ヒモ付／220㎖／
セラメッシュ 

香
こうしん

臣
2-121  27,000円 
木箱入ヒモ付／210㎖／
セラメッシュ 

香
こうしん

臣

Hira-Kyusu (Flat Japanese Teapot)
How can the tea taste so different, even with the same tea leaves?
For  a  kyusu that  brews de l ic ious tea,  the best  recommendat ion these days is  the Hi ra-kyusu,  or  f la t 
Japanese teapot. The theory is that the wider the base of the teapot, the more the tea leaves are spread 
out, al lowing the components of the tea to be extracted more ful ly. In response to customers’ requests, 
“HOMURA” has enhanced its range of hira-kyusu.

平茶壶
没想到同一种茶叶味道差别竟如此之大！
如果您对茶壶沏出好茶的性能要求很高，那么我们现在向您强烈推荐平茶壶。据说茶壶底面越大，茶叶越容易泡开，越容易泡
出茶叶成分。我们应顾客要求，本次在“焰”系列中增加了平茶壶。

 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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軽量急須

8-158  11,000円
200㎖／セラメッシュ 

8-160  12,500円
200㎖／セラメッシュ 

9-134  13,000円
200㎖／セラメッシュ 

1-129  13,000円
170㎖／セラメッシ 

4-135  13,000円
270㎖／セラメッシュ 

3-485  8,000円
340㎖／細（ささめ）

3-488  11,000円
250㎖／細（ささめ）

3-493  13,000円
390㎖／細（ささめ）

体感できる驚きの軽さ！ 昭龍「昭龍天目」、そして友仙
原材料から吟味し、卓越したろくろ技術で、同じ大きさの急須と比べて2〜3割も軽く作られて
います。従来品と比べて強度にも遜色はありません。茶道で、道具は軽く持てといい習わされます
が、最初から軽ければ…。昭龍窯は今回全て「昭龍天目」で揃えました。人気沸騰のブランド
です。また、友仙窯も軽い急須の代表格。ロングセラーです。

伝統工芸士
■伝統産業優秀技術者 
　県知事表彰
■長三賞陶業展 受賞・入選
■産地振興展 経済産業大臣賞
■2017年 瑞宝単光章受章

江戸末期に美濃赤坂に
興った「温古焼」から数
えて四代、百五十年も
の歴史を持つ窯元。練
込や孔雀手等の加飾技
法、さらには日根野作三
との共同作業により近
代常滑焼急須の礎とも
言えるデザインを生み出
した名窯。

軽量急須の断面。この薄さがすべて手作業です。

Cross-section of a l ightweight kyusu. This thin 
walls are crafted entirely by hand.
轻量茶壶的剖面。如此之薄的厚度都是手工制作。

13 , 0 0 0円8 , 0 0 0円 〜

Lightweight Kyusu
A l ightness that you can feel! Shoryu’s “Shoryu Tenmoku,” and Yusen.
The culminat ion of a r igorous select ion of raw mater ia ls and outstanding pottery wheel  sk i l ls ,  these 
kyusu are 20-30% l ighter than other kyusu of the same size. I t  is also just as strong as conventional 
kyusu. In the Japanese tea ceremony, we are taught to hold the tea utensi ls l ight ly,  but what i f  the 
utensils themselves were l ighter in the f irst place? Shoryu Pottery now offers al l of its teapots as “Shoryu 
Tenmoku.” This brand is experiencing a wave of popular i ty. Yusen Pottery is also very famous for i ts 
l ightweight kyusu. A popular long-sel l ing product.
轻量茶壶
重量轻得令人惊叹，可亲身感受到！昭龙“昭龙天目”以及友仙。
我们在原材料上反复斟酌，并凭借卓越的旋坯技术，可将同样大小的茶壶的重量减少两到三成。而且强度与传统茶壶相比
并不逊色。学习茶道时师傅要求我们举重若轻，但如果本来就轻，学习起来就更方便了。本次昭龙窑烧制的全是“昭龙天
目”，是非常受欢迎的品牌。而且友仙窑烧制的茶壶也是轻茶壶的代表之作。两者都是长期畅销商品。

友仙

昭龍
昭龍天目

Y
U
S
EN

SH
O
RY
U

 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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9-121  7,700円
化粧箱入／270㎖／
細（ささめ）

9-122  7,700円
化粧箱入／270㎖／
細（ささめ）

0-243  9,100円
化粧箱入／230㎖／
細（ささめ）

1-212  1,600円（1客）
20㎖

1-214  1,800円（1客）
70㎖

0-250  1,800円
220㎖

1-215  6,700円
300㎖／細（ささめ）

2-168  
19,000円（セット）
木箱入／急須250㎖／
細（ささめ）  ／煎茶碗65㎖

常滑焼の急須職人といえば、修行先

の窯元で土づくりから学び、作品を

流通に乗せられるレベルになるには

十年を要する。そんなこれまでのセオ

リーを覆し、藤田徳太さんは常滑焼

急須の世界に颯爽と現れた。急須の

作り手としてはちょっと異例なキャリア

の持ち主だ。常滑市立陶芸研究所

で技術を学んだ後、名鉄常滑駅前

のモニュメントなどを手掛けた陶芸

家、荒木俊雄氏に弟子入り。オブジェ

で日展に8回入選するなど、名だたる

陶芸展で入賞を重ねてきた。独立後

は、食器作家や陶芸教室の講師とし

て活動し、本格的に急須の世界へ飛

び込んだのは

5年前。二つと

ない独創性が

認められる現

代アートから、同じ大きさ同じ質の量

産が前提の急須への転向は難しい。

しかし、徳太さんは果敢に挑み、「作

り手が当たり前のように生み出す急

須のちょっとした一つひとつが、実は

すごい技術。スタートの遅い僕は、

本当にまだまだ」と、謙虚に学び続け

る。そんな彼を、「急須職人の素質

を持って生まれた若手作家」

と、見込む声は着実に高まっ

ている。炭化の手法で燻され

た急須の肌に釉薬が鈍く輝

く独特の作風は、まるで鋳物

のような質感で異彩を放つ。

常滑焼の未来を背負う期待

のホープだ。

■日展 8回入選
■日本現代工芸美術展 11回入選
■FUJI国際ビエンナーレ 大賞
■朝日陶芸展 入選
■長三賞陶芸展 ５回入選
■日本陶芸展 11回入選

德
太

現
代
ア
ー
ト
界
出
身
、期
待
の
新
鋭
。

T O K U TA

 細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网

English translation refers to P62 中文翻译请参照 62页　

inside

inside
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ていねいなくらし 

お茶とともに健康に暮らす

一日の始まりは元気にいきま
しょう。少し熱めの煎茶ならカテ
キンとカフェインの渋味が脳を
活性化！スッキリとした目覚めを
手伝います。二日酔いの方には
もっとカフェイン多めの上級煎
茶を熱めで頂くと効果大です。

新しい命の芽吹く季節。桃や端午の節句、春祭りなど
ハレの行事には、玉露や抹茶、新茶など、いつもより少し
高価なお茶を淹れて、特別を楽しんではいかがでしょう。

収穫を祝う感謝の秋。暑さから解放され、体に疲労が出
やすい季節には、少し熱めの番茶、ほうじ茶や深蒸し茶
が日常茶飯に淹れやすく、お勧めのお茶の種類です。

熱中症予防に、子供でもさっと飲める麦茶やほうじ茶、
緑茶の冷茶を。カフェインが少ないので寝る前でもOK。
濃い緑色が目にも涼やかな、深蒸しの冷茶もお勧めです。

寒い体を芯から温める、熱めの温度で淹れた深蒸し茶
や煎茶、ほうじ茶などがお勧め。こたつに入り、家族や友
と心を通わす「お茶の時間」を大切にしたいですね。

フッ素を最も多く含む番茶は虫
歯予防、口臭予防にも。ほうじ
茶、玄米茶も食事によく合います。
寿司など、生ものを食べた後は
80度位の熱めで淹れた粉茶が
お勧め。濃厚な味が生臭みを
洗い、生ものの味を引き立てます。

Bancha (coarse tea),  which has 
the h ighest  f lour ine  content  o f 
the various types of tea, helps to 
fight teeth decay and bad breath. 
Hoj icha (roasted green tea) and 
genmaicha (green tea with roasted 
r i ce  g ra i ns )  bo th  go  we l l  w i t h 
meals. A cup of hot (around 80°C) 
konacha (powdered green tea) is 
recommended after a meal of raw 
seafood such as sushi .  I ts  r ich 
taste accentuates the flavor of the 
raw seafood and washes away the 
fishy smell.

番茶含有大量氟元素，可预防蛀牙和
口臭。焙茶、玄米茶则与饭食非常相
配。 吃 完 寿 司 等 生 食 后， 建 议 用 80
度左右的热水冲泡茶叶末来饮用。其
浓郁的茶味可去除腥味，使生食味道
更加鲜美。

At  n igh t  t ime ,  when  you  wan t 
t o  r e l a x  w i t h  y o u r  f a m i l y,  a 
l e s s  s t i m u l a t i n g  t e a ,  s u c h  a s 
bancha, hoj icha, or genmaicha, 
is recommended. You could also 
indulge yourself with a high-quality 
gyokuro tea. The L-theanine found 
in gyokuro tea steeped in warm 
water, around 40°C, has the effect 
of alleviating tiredness.

夜晚与家人共度的休息时光，建议饮
用刺激性较小的番茶、焙茶或玄米茶
等。另外也可以品尝玉露来褒奖自己。
用 40 度左右水泡出的低温玉露富含
茶氨酸，该成分具有缓解疲劳的功效。

Star t  your  day  w i th  spark  and 
v i t a l i t y.  S l i g h t l y  h o t  s e n c h a 
(med ium-grade green lea f  tea ) 
contains bitterness components of 
catechin and caffeine that activate 
your brain! They wil l help you to 
wake up refreshed. A slightly hot 
cup of high-grade sencha with a 
relatively high caffeine content is 
highly effective for hangovers.

让我们精神奕奕地开始每一天。稍烫
的煎茶中富含儿茶酚和咖啡因，其涩
味可以使大脑活化！帮助我们精神地
睁开双眼。宿醉的人趁热喝下富含更
多咖啡因的极品煎茶效果更好。

家族とゆっくり憩いたい夜の時
間には、刺激の少ない番茶や
ほうじ茶、玄米茶などがお勧め
です。また自分へのご褒美の玉
露も素敵。40度前後の低温で
淹れた玉露のテアニンには疲
労感を和らげる効果があります。

お茶はその色や香りの爽やかさは癒しをもたらし、カテキ
ンなどのお茶の独特の苦みや渋み成分が人の健康を
優しく気づかい支える効果があります。

朝

春 夏

冬

昼
夜

Live a healthy lifestyle with tea
The color and refreshing aroma of tea have a soothing quality. Tea’s 
unique bitterness and astringency components, such as catechin, 
have benefits that gently care for and support our health.

The season when new l i fe begins to sprout.  Why not 
enjoy a sl ightly more expensive tea, such as gyokuro, 
matcha, or shincha (f irst tea of the season), for special 
occas ions  such as  the  G i r l s ’  Fest i va l  in  March,  the 
Boys’ Festival in May, and spring festivals.

Cold mugicha (roasted barley tea), hojicha, and ryokucha 
(green tea) are good for preventing heat stress. They are 
easy to drink even for children. They do not contain much 
caffeine, so are okay to drink even before bedtime. Cold 
fukamushicha (deep-steamed tea) is also recommended, 
with its dark green color, looks cool to the eye.

A season to celebrate and be thankful for the harvest. 
In  au tumn,  when you a re  f i na l l y  f ree  o f  the  heat  o f 
summer but are st i l l  susceptible to t iredness, bancha, 
ho j icha,  and fukamush icha drunk at  a  re la t i ve ly  hot 
temperature are recommended. They are also easy to 
include in your dai ly routine.

We recommend fukamush icha,  sencha,  and ho j icha 
drunk piping hot to warm your cold body from its core. 
Treasure  that  “ tea  t ime”  when you snugg le  in to  the 
kotatsu ( low table with a heating element underneath, 
covered by a blanket)  and bond with your fami ly and 
fr iends over a cup of hot tea.

饮茶的健康生活
茶的颜色及清新的香气让人感到治愈，儿茶酚等茶独有的苦涩成分则具有
促进人体健康的功效。

春季是孕育新生命的季节。在女孩节、端午节、春日祭等春季节
日里，建议泡上一杯玉露、抹茶或新茶等比平时更加高挡的茶，
庆祝一下这个特别的日子。

夏季可喝些孩子也能畅饮的麦茶、焙茶、绿茶等凉茶来防止中暑。
咖啡因含量较少，可睡前饮用。深绿色给眼睛也带来一丝清凉，
另外还建议饮用深蒸凉茶。

秋季是庆祝收获感恩收获的季节。人们刚刚摆脱酷暑，身体容易
疲劳，推荐稍烫的番茶、焙茶、深蒸茶，这些都非常适合日常用
餐时饮用。

建议饮用用稍烫热水泡出的深蒸茶、煎茶、焙茶等，由内而外温
暖寒冷的身体。大家都想珍惜“饮茶时间”，围坐在暖炉边与家
人朋友谈心吧。

Daily Routine – Life with Tea – 日常茶饭 —有茶的生活—

Night

Day

Morning
清晨

Summer
夏天

Spring
春天

Winter
冬天

夜晚

白天

四 季を楽しみながら

日常 茶 飯  －お 茶のあるくらし－

秋
Autumn
秋天

Enjoy the four seasons with your tea 享受四季
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本格的に深い旨味、
甘味を味わいたい。
おもてなしにも

毎日の
リラックスタイムに。
日常使いに。

旨味甘味を
気軽に味わいたい。
来客時にも。

日常的に。毎日の健康に。
好みで色々な茶葉や味を

愉しむかたへ。

常滑焼急須の特徴は、胴の中に釉薬を掛け
ないところ。これと焼成温度（1120〜1140度

前後）とが相まって、焼成生地の表面に極めて微細な凹凸が生じ
ます。ここにお茶のえぐみや雑味が吸着されて、まろやかでおいしい
お茶の味になるとされています。

茶葉の形状にあった急須を選ぶと、お茶をさらに美味しく淹れられます。皆さまの急須選びのご参考に。
Using a kyusu that is best suited to the shape of the tea leaves 

can further heighten the flavor of the tea. Refer to the following when choosing your kyusu.
根据茶叶形状选择茶壶，可泡出更加好喝的茶。以下仅供各位挑选茶壶时参考。

常滑焼急須は蓋合わせがぴったり。お茶を
しっかり蒸らせます。注ぐ際にも、蓋穴に指をあ

てて水量を調整できるほどの精巧さです。急須一つ一つが胴と蓋
を合わせて窯入れをするので、まるでオシドリの夫婦のようです。

常滑焼の急須で淹れると断然おいしい

玉露・かぶせ茶 煎茶上級煎茶 深蒸し茶・番茶
ほうじ茶・玄米茶など

適した茶こし
陶製茶こし・細・セラメッシュ

お湯の温度
低温 40 － 50 度

適した茶こし
陶製茶こし・細・セラメッシュ

お湯の温度
中低温 60 － 70 度

適した茶こし
陶製茶こし・細・セラメッシュ

お湯の温度
低温 50 － 60 度

適した茶こし
さわやかアミ・帯アミ・カップアミ
ステンレスアミ系の目の細かいもの

お湯の温度
深蒸し茶　高温 70 － 90 度

番茶、玄米茶、ほうじ茶も熱湯でＯＫ

Making Tea with a Kyusu – A Time for Relaxing – 用茶壶饮上一壶好茶 —悠闲时光—

Tea made with a Tokoname-ware kyusu is definitely delicious 用常滑烧茶壶泡出的茶肯定好喝

Choose the best kyusu for the type of tea 选择适合泡茶的茶壶

お茶に合った急須を選ぶ

土と焼成温度 蓋がぴったり

Clay and firing temperature
One characteristic of Tokoname-ware kyusu is that glaze is not applied 
to the inside of the pot. This, along with the firing temperature (around 
1120–1140°C), generates very fine bumps and grooves on the surface of 
the fired pot. This uneven surface absorbs the harshness and impurities 
of the tea, resulting in the mellow, delicious taste of tea.

Perfectly fitting lid
The body and l id of a Tokoname-ware kyusu f it each other perfectly. 
This ensures that the tea leaves are steamed properly. The f it is so 
precise that you can control the volume of the tea pour by covering 
the hole in the l id wi th your f inger.  The body and l id of  each and 
every kyusu teapot are f ired together in the ki ln. They f it as perfectly 
together as a pair of lovebirds.

土质与烧制温度
壶身内部没有上釉是常滑烧茶壶的一大特点。这与烧制温度（1120 ～ 1140
度左右）相辅相成，在烧制坯料的表面产生极细微的凹凸。据说这些凹凸会吸附
茶的苦涩和异味，使茶味更加醇厚。

壶盖严丝合缝
常滑烧茶壶的壶盖严丝合缝，可将茶叶充分泡开。壶盖上还有盖孔的精巧设计，
倒茶时手指按住盖孔便可调节倒水量。每个茶壶都是将壶身和壶盖一起放入窑中
烧制的，仿佛一对形影不离的夫妻。

To enjoy genuinely deep umami and 
sweetness. To treat your guests.
Gyokuro and kabusecha tea
Water temperature ／
Low, 40 to 50°C

To enjoy umami and sweetness in 
a casual way. For when you have 
visitors.
High-grade Sencha
Water temperature
Low, 50 to 60°C ／ Low, 40 to 50°C

For everyday relaxation t ime. For 
daily use.
Sencha
Water temperature ／
Low-medium, 60 to 70°C

For daily use. For everyday health. 
Fo r  peop le  who want  to  en joy  a 
variety of leaves and flavors to suit 
their mood.
Fukamushicha, bancha,
hojicha, genmaicha, etc.
Water temperature ／
Low, 40 to 50°C

希 望 品 尝 到 有 深 度 的 真 正 美 味 和 甘 甜。
还可招待客人
玉露、冠茶
合适的茶滤／陶制茶滤、细孔、陶瓷滤
网　水温／低温 40-50 度

希望轻松愉快地品尝美味和甘甜。还可
招待访客。
极品煎茶
合适的茶滤／陶制茶滤、细孔、陶瓷滤
网　水温／低温 50-60 度

每天休息时间。日常使用。
煎茶
合适的茶滤／陶制茶滤、细孔、陶瓷滤
网　水温／中低温 60-70 度 日常。每日健康。为喜欢品尝各种茶叶

或口味的顾客设计。
深蒸茶、番茶、焙茶、玄米茶等
合适的茶滤／简易滤网、带状滤网、杯
状滤网、细网眼的不锈钢滤网类
水温／深蒸茶 高温 70-90 度

急 須でお 茶を －ゆとりの時 間－

〈参考例〉 〈参考例〉 〈参考例〉 〈参考例〉

 帯アミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网

 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器  セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网

 カップアミ  Basket shape strainer 篮子形状过滤器
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ていねいなくらし 

大切な人との別れの時には、心をほぐし、悲しみを和らげてくれる甘
みのあるお茶はいかがでしょう。大勢の集まる場では、熱めのお湯で
もさっとお出しできる番茶やほうじ茶などが便利。暑い時期には作り
置きして冷やしておいても、味が変わらず美味しいのも利点です。

O n  s p e c i a l  o c c a s i o n s  s u c h  a s  w e d d i n g s  a n d  c e l e b r a t i o n s , 
you want to t reat  your guests wi th a tea that  creates a formal 
atmosphere to suit the occasion. Choose high grade teas such as 
matcha, gyokuro, and kabusecha. If you also have the tea utensi ls 
to match, i t  wi l l  add sophist icat ion and splendor to your joyous 
celebration.

A s  t h e  s a y i n g  g o e s ,  “ H o w  d e l i g h t f u l  t o  h a v e  f r i e n d s  c o m e 
from afar.”  Those t imes of  conversat ion with our guests are an 
enjoyable del ight. For very special  guests, serve a premium tea 
such as gyokuro or high-grade Sencha. For close fr iends, another 
good idea might be to select the tea and kyusu teapot to match 
the sweets you are going to serve or the season.

We recommend teas with a sweetness that will soothe people’s hearts 
and ease their sadness as they bid farewell to someone special. On 
occasion where many people gather, bancha and hojicha are good 
choices because they can be made quickly with hot water. Another 
advantage of these two teas during hot weather is that they can be 
made in advanced and chilled without affecting their taste.

When you need to concentrate, we recommend a tea of sencha 
g r a d e  o r  a b o v e  t h a t  i s  r i c h  i n  c a f f e i n e  a n d  c a t e c h i n .  T h e 
bitterness of catechin and astringency of caffeine wil l  refresh your 
mouth and sharpen your brain. A cup of relat ively hot, del icious 
tea wil l  calm and relax your mind, so you can gain better results 
in business negotiations and meetings.

在结婚典礼、庆祝会等喜庆场合招待客人时，若希望营造最符合当时场景的
氛围，建议选择抹茶、玉露、冠茶等上等茶。配套使用相应茶器，能够为喜
庆锦上添花，使其更具格调。

俗话说“有朋自远方来，不亦乐乎”，与远道而来的客人畅谈令人愉悦。如果
是贵客，更要奉上玉露、极品煎茶等上等茶。如果是亲密无间的朋友，还可
以根据茶点、季节选择合适的茶和茶壶。

与重要的人分别时，建议使用口味甘甜的茶，助人解开心结、缓和悲伤。如
果有很多人聚会，从方便角度出发，建议使用番茶、焙茶等可以用热水很快
泡开的茶。在炎热季节事先泡好放凉不会影响口味也是一大优点。

需要集中精力时，建议提供富含咖啡因、儿茶酚等成分的煎茶以上级别的茶。
儿茶酚的苦味和咖啡因的涩味在口中刺激味觉，可以让头脑冷静。稍烫的好
茶可以让人沉着冷静，放松心情，商业谈判及会议应该也会出成果。

Celebrations
庆祝

Visitor
访客

Mournful 
occasions
哀悼慶

び

来
客

お
悔
み

商
談

抹茶 番茶 ほうじ茶玉露

玉露 上級煎茶 煎茶

結婚式やお目出度い祝賀会などハレの時には、おもてなしもその場
にふさわしいフォーマルな演出をしたいもの。そんなシーンには、抹茶
や玉露、かぶせ茶など上質なお茶をチョイス。茶器もそれらに合うも
のを揃えてもてなせば、慶びに格式と華やぎを添え、美しく映えます。

「遠方より来たる、また喜ばしからずや」といわれるように、お越しくだ
さったお客様との歓談は、喜ばしく楽しいひととき。賓客であれば玉
露や上級煎茶など上質なお茶を。親しい間柄ならばお出しするお
茶菓子や、季節に合わせてお茶と急須を選ぶのもよいでしょう。

集中したい時はカフェインやカテキンを多く含む煎茶以上のクラスの
お茶がお勧め。カテキンの苦みとカフェインの渋みで口の中からシャ
キッとし、頭も冴えます。少し熱めに美味しく淹れたお茶は、落ち着き
や気持ちの余裕をもたらし、商談や会議の成果もあがるはずです。

抹茶・玉露
かぶせ茶など

煎茶玉露・上級煎茶
場合によりお好きな茶

番茶・ほうじ茶
玄米茶など

Matcha, gyokuro, 
kabusecha, etc.
抹茶、玉露、

冠茶等

Sencha
煎茶Gyokuro, high-grade 

Sencha, or your favorite tea 
depending on the situation
玉露、极品煎茶、有时
可以是访客喜爱的茶

Bancha, hojicha, 
genmaicha, etc.
番茶、焙茶、

玄米茶等

おもてなしのシーンをサポートするお 茶

Business 
meetings
商业谈判

Tea for hospitality occasions 用来招待客人的茶
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燻し焼きをした朱泥の表面を薄く研ぐと、黒
い地肌の下から朱色が鮮やかに現れます。
赤と黒のコントラストが美しい、常滑焼なら
ではの加飾技法。

Scraping the surface of shudei (reddish-
brown clay) thinly after it has been 
smoke-fired, a bright vermilion color 
appears from beneath the blackened 
surface. With a beautiful contrast of 
vermilion and black, this decorating 
technique is unique to Tokoname ware.

Ibushi, or smoking, is a technique that 
has existed since the early days of 
wood-fired kilns. In recent years, ibushi 
can be controlled even with electric or 
gas kilns. Today, applied techniques 
such as han-ibushi, or “semi-smoking,” 
are also used for decoration.

The yakishime, or firing-up technique, 
in which an unglazed piece is fired up 
at high temperatures, is customarily 
called mayake in Tokoname. The flame 
makes beautiful pottery with a woven 
texture.

In Tokoname, a pottery production area 
facing the sea, seaweed is wrapped 
around the clay and fired to create a 
natural landscape on the stoneware. 
This is a decoration technique that takes 
advantage of the area, Tokoname.

Most of the etsuke, or painting, on 
Tokoname-ware is a technique known as 
nota-e, in which colored nota (slurry) is 
used to paint the vessel. Combinations 
of nota-e and carving techniques are 
used to create three-dimensional relief-
like expressions.

The rotation of the potter’s wheel is used 
to form horizontal striped patterns in the 
vessel. Fine stripes, wide stripes, and 
stripes of all sizes give a sense of the 
movement of the potter’s wheel.

Using a chisel on the clay rotating on 
the pottery wheel, fine scrapings are 
made on the surface. This decorative 
technique is often used on unglazed 
ceramics to give them a sense of 
movement.

Hori, or carving, is the most important 
decoration technique of Tokoname-
ware kyusu. Engraving knives are used 
to carve various shapes into semi-
dried clay. India ink can be added to 
the carved areas after firing to make the 
decoration stand out even more.

Small patterns in wooden molds are 
pressed into the clay before it is dried. 
These rhythmical decorations have been 
loved by tea ceremony masters since 
olden times.

Nerikomi is a kneading technique with 
which several colors of pottery clay are 
combined to create beautiful marble 
patterns. Adding cuts into this nerikomi 
c lay a lso makes other interest ing 
patterns.

The zogan, or inlay technique is particularly 
suitable for decorating Tokoname-ware 
vessels. It involves a clay of a different 
color to the main color being inlaid into 
the vessel. Zogan is used in combination 
with other techniques including kakiotoshi 
(scraping) and inka (stamped flowers).

There are various theories about the 
origin of this term, but the lines formed 
when turning the potter’s wheel, or rokuro 
in Japanese, are called rokurome. These 
lines need to be formed in a single stroke, 
or they will not be beautiful rokurome. 
This is a highly advanced technique.

将熏烧过的红泥表面磨薄，露出黑色坯面
下的鲜红。这是常滑烧特有的装饰方法，
红与黑的鲜明对比非常优美。

以前在柴窑上采用的“熏制”手法近年来
在电窑、气窑中也能得到很好的控制。如
今还采用了“半熏制”等活学活用的装饰。

常滑烧习惯上将以无釉状态猛火烧制的
器皿，即确实“烧透”的器皿称为“真烧”。
用该手法烧制而成的陶制品气势雄浑，火
焰织造的图案秀美。

靠近大海的陶制品产地在制作常滑烧时，
通过将海藻涂在坯料上烧制，在陶制品上
展现自然景色。这是一种充分发挥地理优
势的装饰方法。

常滑烧的彩绘基本上采用泥绘方式，用上
色的泥浆在陶器上作画。将泥绘与雕刻搭
配使用，可展现出浮雕般的立体感。

利用转台的旋转，在器皿上形成水平条纹
图案。无论是细条纹还是粗条纹，都能让
人感受到转台的跃动。

用凿子抵在转台上旋转的坯料上抖动，精
细地切削表面。这种装饰具有跃动感，多
使用在无釉器皿上。

雕刻才是装饰常滑烧茶壶的画笔。用刻刀
在尚未干透的坯料上雕刻出各种图案。烧
制结束后上色，可更加凸显装饰效果。

在坯料晾干前用木制模具将小花纹印在
坯料上。这种充满韵律的装饰自古以来便
受到好茶者的喜爱。

将多种颜色的陶土揉搓在一起产生大理
石纹路的揉搓技法。揉搓后再割开，可产
生千变万化的纹理。

这种嵌入颜色与胎土不同的彩色土的装
饰技法非常适合常滑烧的陶器。还可以搭
配使用“刮落”“印花”等其他技法。

术语有多种叫法，根据旋转转台（坯料）
可直接称为旋坯纹。若不能用手一次性将
坯料旋好，便无法得到优美的旋坯纹。这
是一种非常高超的技巧。

海に面した焼物産地、常滑では海藻を生
地に巻きつけて焼成することによって、自
然な景色を焼物に現します。地の利を生か
した加飾技法です。

タガネを轆轤で回転する生地に当てて震
わせ、表面を細かく削ります。躍動感のあ
る、無釉の器によく使われる加飾です。

用語に諸説あるものの、ロクロ挽きそのま
まをロクロ目と呼びます。そもそも手技一回
で挽き上げできなければ、美しいロクロ目と
なりません。高度な技です。

轆轤目（筋引）Rokurome (Sujibiki)
旋坯纹（筋引）

常滑焼の炻器にふさわしいといえる、胎土
と異なる色土をはめ込んで装飾する技法。
「掻き落とし」「印花」など他の技法とも組
み合わせて用いられます。

象嵌 Zogan
象嵌

数色の陶土の練り合わせでマーブル模様
が生じる練込技法。練込にカットを入れると
さらに見応えのある模様が生じます。

練込カット Nerikomi Cutting
揉搓切割朱出し Shudashi

朱出 トビカンナ Tobikanna
飞刨藻掛け Mogake

藻挂

常滑の場合、絵付けは色付けしたノタ(泥
漿)で炻器に描かれるノタ絵がほとんどです。
ノタ絵と彫りを組み合わせて、レリーフのよ
うな立体表現も可能です。

絵付け Etsuke
彩绘

彫りこそ、常滑焼急須の加飾の筆頭。乾き
切らない生地に印刀で様々に彫りを入れ
ていきます。焼成後にスミを入れると加飾
がさらに際立ちます。

彫り Hori
雕刻

薪窯の昔からある「燻し」は近年、電気窯
やガス窯でもコントロール可能になりました。
今では「半燻し」などの応用的な加飾も行
われています。

燻し Ibushi
熏制

ロクロの回転を利用して、器に水平のスト
ライプ模様を入れます。細かいストライプ、
大柄なストライプと、どれもロクロの躍動が
感じられます。

千段 Sendan
千段

木型の小さな文様を乾燥前の生地に押し
付けます。リズミカルな加飾で、古くから茶
人に愛されている柄です。

印花 Inka
印花

無釉で高火度での焼成、まさに「焼き〆」た
器を、常滑では「真焼」とも呼び習わしてき
ました。焼き上がりの雄渾さと炎の織りなし
た景色が美しい焼物です。

焼〆（真焼） Yakishime (Mayake)
烧透（真烧）

常 滑 焼の美しい 加 飾
The beautiful decoration styles of Tokoname-ware 常滑烧的美丽装饰
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For Gyokuro and Kabusecha
The highest grade of tea leaves, gyokuro and kabusecha, are prepared 
with an emphasis on umami and aroma. A Tokoname-ware kyusu, which 
is unglazed inside the pot, is the best choice to better extract the appeal of 
these tea leaves. A smaller teapot is the best size.

1-212  1,600円（1客）
20㎖徳

とくた

太 1-214  1,800円（1客）
70㎖徳

とくた

太1-235  1,600円（1客）
40㎖昭

しょうほう

萠

0-101  4,600円
100㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

4-269  4,500円
100㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光 8-198  4,500円
130㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

3-586  4,000円
140㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光 3-587  4,000円
140㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

3-595  4,500円
140㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

0-102  4,600円
100㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

0-215  4,300円
180㎖／セラメッシュ 春

しゅんじゅう

秋

8-196  4,200円
200㎖／セラメッシュ 春

しゅんじゅう

秋 0-143  4,300円
210㎖／セラメッシュ 宝

ほうりゅう

龍

3-591  4,600円
100㎖／細（ささめ）高

たかすけ

資 3-593  4,600円
140㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

陶茶こし  

セラメッシュ／細（ささめ） 

玉露・かぶせ茶用
旨味と香りを大切に、最高級のお茶に仕立てられた玉露、そして
かぶせ茶の魅力を引き出すのは、やはり胴内が無釉の常滑焼急
須。小ぶりがちょうど良い大きさです。

1 , 6 0 0円 4 , 6 0 0円〜

玉露、冠茶用
能够确保美味和香气，展现顶级茶玉露及冠茶魅力的还要属壶身内部无釉的常滑烧
茶壶。小号茶壶大小正合适。

推荐的茶滤
为突出茶香，建议使用陶制茶滤。半球形陶茶滤上的数百个滤孔由工匠凭借精湛的技艺精心打造。用
模具或精巧金属模具机械打造的细孔及陶瓷滤网采用了新陶瓷的技术。无论哪种茶滤都很少出现被
茶叶堵塞的情况，出水顺畅感得到公认。

椿彫

Recommended tea strainers
To extract the tea aroma, a ceramic strainer is 
recommended. See the craftsmanship of hundreds 
of holes carefully made in the dome-shaped ceramic 
strainer. Sasame (fine) and Ceramesh, which are 
machine-punched using precise metallic molds, apply 
the technology of new ceramics. Both types have less 
clogging of the tea leaves and have a good reputation 
for the quality of their pour.

お茶の香りのためには、陶製の茶こしを。ドーム型をした陶茶こ
しは、数百もの穴を一つ一つていねいに空ける職人技。かたや
精巧な金型で機械打ちした、細(ささめ)、セラメッシュは、ニュー
セラミックを応用した技術です。どちらも茶葉の目詰まりが少な
く、茶切れの良さにも定評があります。

おすすめの茶こし

insideinsideinside

 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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0-225  5,600円
250㎖／セラメッシュ 光

こうしょう

松

9-211  5,100円
180㎖／セラメッシュ 源

げんぞう

三

4-282  10,000円
160㎖／陶茶こし 益

よしき

規

9-212  5,700円
210㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠0-156  5,600円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

0-157  5,500円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

2-107  5,600円
260㎖／セラメッシュ 陶

とうせん

仙

2-113  7,400円
260㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠 2-115  9,200円
210㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠 2-116  9,200円
210㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

2-161  7,000円
240㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大

2-143  8,100円
160㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

2-162  7,000円
240㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大 2-145  7,100円
160㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍1-232  6,000円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

5-208  4,700円
140㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光3-598  4,700円
180㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

急須 0-102 
湯呑 1-212

4 , 7 0 0円 10 , 0 0 0円〜

玉露・かぶせ茶用

葡萄柄

 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器
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1-208  6,500円
260㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 7-153  6,500円
300㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

1-155  6,300円
190㎖／セラメッシュ 憲

けんじ

児

0-131  5,700円
240㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍6-157  5,600円
270㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

1-225  5,600円
260㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍2-151  4,500円
190㎖／セラメッシュ  春

しゅんじゅう

秋

1-199  6,000円
280㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大

1-200  6,000円
260㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大

9-166  5,600円
240㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

6-153  5,600円
220㎖／セラメッシュ 光

こうしょう

松

1-123  6,500円
320㎖／セラメッシュ 光

こうしょう

松

1-231  6,000円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠 1-233  6,000円
200㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

6-216  5,500円
270㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

棚切

4 , 5 0 0円 6 , 5 0 0円〜

2-151

For High-Grade Sencha
If you want to carefully prepare a cup of Japanese tea with tea leaves that have been so 
lovingly produced, a Tokoname-ware kyusu is again the best choice. The perfectly fitting 
body and lid will keep the aroma of the tea from escaping. The unglazed inside of the pot 
makes the tea flavor perfect. There are pots of many different sizes available to suit the 
number of people you will be serving.

上級煎茶用
丹精込めて作られた日本茶をていねいに入れるには、やはり常滑焼急須を。
フタと胴の合わせがピッタリで、お茶の香りを逃しません。無釉の胴内がお茶
のお味を調えます。お出しする人数に合わせて、容量も種類豊富です。

极品煎茶用
想要泡出精心制作的日本茶的精华，还要使用常滑烧茶壶。壶盖与壶身严丝合缝，牢牢锁住
茶香。无釉的壶身内部可以使茶味更加协调。茶壶容量种类丰富，可根据喝茶人数选择。

推荐的茶滤
为突出茶香，建议使用陶制茶滤。半球形陶茶滤上的数百个滤孔由工匠凭借精湛的技艺精心打造。
用模具或精巧金属模具机械打造的细孔及陶瓷滤网采用了新陶瓷的技术。无论哪种茶滤都很少
出现被茶叶堵塞的情况，出水顺畅感得到公认。

 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网

陶茶こし  

セラメッシュ／細（ささめ） 

Recommended tea strainers
To extract the tea aroma, a ceramic strainer is 
recommended. See the craftsmanship of hundreds 
of holes carefully made in the dome-shaped ceramic 
strainer. Sasame (fine) and Ceramesh, which are 
machine-punched using precise metallic molds, apply 
the technology of new ceramics. Both types have less 
clogging of the tea leaves and have a good reputation 
for the quality of their pour.

お茶の香りのためには、陶製の茶こしを。ドーム型をした陶茶こ
しは、数百もの穴を一つ一つていねいに空ける職人技。かたや
精巧な金型で機械打ちした、細(ささめ)、セラメッシュは、ニュー
セラミックを応用した技術です。どちらも茶葉の目詰まりが少な
く、茶切れの良さにも定評があります。

おすすめの茶こし
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上級煎茶用

6-176  10,000円
250㎖／細（ささめ）淳

じゅんぞう

蔵

7-155  12,000円
270㎖／陶茶こし 弘

こうじ

二 9-146  20,000円
270㎖／陶茶こし 雪

せつどう

堂0-107  14,000円
260㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

9-152  7,000円
250㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 9-153  7,000円
300㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

1-204  6,900円
270㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 1-205  6,900円
150㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

1-206  6,700円
270㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

7-154  6,500円
250㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

1-156  7,000円
190㎖／セラメッシュ 憲

けんじ

児

1-207  6,700円
280㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

1-201  7,000円
310㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大

0-164  7,000円
340㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

1-215  6,700円
300㎖／細（ささめ）徳

とくた

太1-209  6,700円
240㎖／細（ささめ）徳

とくた

太

6 , 5 0 0円 2 0 , 0 0 0円〜 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器  セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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For Sencha
For the Japanese tea you drink every day, a Tokoname-ware kyusu is still the best 
choice. They are so much easier to use. The way the tea pours out of the spout 
and the balance of the handle are unrivalled. This is the kyusu that you will want 
to keep forever.

煎茶用
平日饮用的日本茶还要用常滑烧来沏。使用手感大不相同。无论是壶口出水的顺畅感，
还是壶把整体的协调性，都是其他茶壶无法随意效仿的。真是令人爱不释手的一款茶壶。

1-193  3,000円
380㎖／セラメッシュ 一

いっしん

心

3-427  4,100円
280㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光 3-428  4,400円
250㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

5-131  2,800円
360㎖／セラメッシュ 盛

もりまさ

正

2-166  2,800円
300㎖／セラメッシュ 盛

もりまさ

正5-130  2,600円
360㎖／セラメッシュ 一

いっしん

心

9-138  3,100円
320㎖／セラメッシュ 一

いっしん

心

6-145  3,000円
360㎖／セラメッシュ 一

いっしん

心

4-177  2,600円
270㎖／セラメッシュ 一

いっしん

心

6-146  2,800円
270㎖／セラメッシュ 一

いっしん

心

6-147  2,700円
340㎖／セラメッシュ 盛

もりまさ

正

9-137  3,000円
380㎖／セラメッシュ 一

いっしん

心

春
しゅんじゅう

秋 1-127  4,400円
320㎖／セラメッシュ 

陶
とうせい

聖 1-119  4,000円
200㎖／セラメッシュ 盛

もりまさ

正 2-153  3,100円
290㎖／セラメッシュ 

煎茶用
普段の日本茶にもやはり常滑焼。使い勝手が違います。注ぎ口の
茶湯切れの良さ、持ち手のバランスの良さと、他の追随を許しませ
ん。まさに手放せなくなる急須です。

2 , 6 0 0円 4 , 4 0 0円〜

春
しゅんじゅう

秋 2-150  4,200円
220㎖／セラメッシュ 

Recommended tea strainers
To extract the tea aroma, a ceramic strainer is 
recommended. See the craftsmanship of hundreds 
of holes carefully made in the dome-shaped ceramic 
strainer. Sasame (fine) and Ceramesh, which are 
machine-punched using precise metallic molds, apply 
the technology of new ceramics. Both types have less 
clogging of the tea leaves and have a good reputation 
for the quality of their pour.

お茶の香りのためには、陶製の茶こしを。ドーム型をした陶茶こ
しは、数百もの穴を一つ一つていねいに空ける職人技。かたや
精巧な金型で機械打ちした、細(ささめ)、セラメッシュは、ニュー
セラミックを応用した技術です。どちらも茶葉の目詰まりが少な
く、茶切れの良さにも定評があります。

おすすめの茶こし

推荐的茶滤
为突出茶香，建议使用陶制茶滤。半球形陶茶滤上的数百个滤孔由工匠凭借精湛的技艺精心打造。用
模具或精巧金属模具机械打造的细孔及陶瓷滤网采用了新陶瓷的技术。无论哪种茶滤都很少出现被
茶叶堵塞的情况，出水顺畅感得到公认。

陶茶こし  

セラメッシュ／細（ささめ） 

 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网



常滑焼急須コーディネーターのおすすめ

煎茶用

7-139  4,400円
360㎖／セラメッシュ 光

こうふう

風 4-184  4,500円
320㎖／セラメッシュ 宝

ほうりゅう

龍 9-142  4,500円
320㎖／セラメッシュ 宝

ほうりゅう

龍

0-213  4,600円
400㎖／セラメッシュ 春

しゅんじゅう

秋 4-141  4,900円
280㎖／セラメッシュ 陶

とうせん

仙

2-105  5,400円
260㎖／セラメッシュ 陶

とうせん

仙

北
ほくりゅう

龍 6-152  5,000円
290㎖／セラメッシュ 

春
しゅんじゅう

秋 2-147  4,500円
380㎖／セラメッシュ 

宝
ほうりゅう

龍 4-187  5,000円
320㎖／セラメッシュ 光

こうふう

風 0-216  5,000円
330㎖／セラメッシュ 

玉
ぎょっこう

光 4-144  5,300円
230㎖／セラメッシュ 

7-152  5,300円
280㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 7-159  5,300円
260㎖／セラメッシュ 光

こうしょう

松6-156  5,300円
300㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

7-161  5,300円
350㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 0-132  5,500円
240㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍

4-236  5,300円
230㎖／細（ささめ）高

たかすけ

資

4-238  5,300円
290㎖／細（ささめ）高

たかすけ

資

北
ほくりゅう

龍 4-146  5,300円
280㎖／セラメッシュ 

4 , 4 0 0円 5 , 5 0 0円〜

4-144
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 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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3-406  5,600円
300㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

4-150  6,000円
320㎖／細（ささめ） 豊

ゆたか

5-153  5,600円
320㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍4-155  5,600円
340㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 石
せきりゅう

龍 5-150  5,600円
320㎖／セラメッシュ 

3-457  6,200円
300㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

9-164  5,500円
310㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍 0-161  5,600円
270㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

7-165  5,600円
360㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

9-170  5,800円
320㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍

3-422  6,300円
300㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光 4-188  6,300円
280㎖／セラメッシュ 源

げんぞう

三

2-106  5,600円
320㎖／セラメッシュ 陶

とうせん

仙

昭
しょうほう

萠 9-143  5,700円
300㎖／セラメッシュ 

2-165  5,500円
270㎖／セラメッシュ 

光
こうしょう

松 3-401  5,500円
270㎖／セラメッシュ 

光
こうしょう

松0-134  5,500円
290㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 0-136  5,500円
230㎖／セラメッシュ 

北
ほくりゅう

龍

9-145  5,800円
300㎖／セラメッシュ 昭

しょうほう

萠

5 , 5 0 0円 6 , 3 0 0円〜

2-136

煎茶用

 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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3-404  7,000円
300㎖／セラメッシュ 玉

ぎょくりゅう

龍

0-106  6,700円
260㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光0-103  6,700円
270㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光 0-160  7,000円
280㎖／セラメッシュ 石

せきりゅう

龍0-104  6,700円
270㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

3-454  6,400円
280㎖／セラメッシュ 光

こうしょう

松9-173  6,300円
360㎖／セラメッシュ 玉

ぎょっこう

光

1-202  7,000円
280㎖／セラメッシュ 朋

ともひろ

大

1-210  7,600円
290㎖／細（ささめ）徳

とくた

太玉
ぎょくりゅう

龍 2-140  7,200円
200㎖／セラメッシュ 

玉
ぎょくりゅう

龍 2-135  7,200円
240㎖／セラメッシュ 

玉
ぎょくりゅう

龍 2-134  6,600円
240㎖／セラメッシュ 

玉
ぎょくりゅう

龍 2-136  8,000円
240㎖／セラメッシュ 

玉
ぎょくりゅう

龍 2-137  6,600円
200㎖／セラメッシュ 

玉
ぎょくりゅう

龍 2-138  7,000円
200㎖／セラメッシュ 

玉
ぎょくりゅう

龍 2-139  8,000円
200㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 2-141  8,100円
230㎖／セラメッシュ 北

ほくりゅう

龍 2-142  8,100円
160㎖／セラメッシュ 

昭
しょうほう

萠 2-114  8,000円
250㎖／セラメッシュ 

6 , 3 0 0円 8 , 10 0円〜

2-114

33

煎茶用

藻掛け

藻掛け

 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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1-212 1,600円（1客）
20㎖徳

とくた

太

2-155  4,800円（1客）
20㎖青

せいほう

峰 8-206  5,200円（セット）
湯呑大200㎖  小150㎖豊

ゆたか 8-208  5,200円（セット）
湯呑大240㎖  小180㎖豊

ゆたか

1-214 1,800円（1客）
70㎖徳

とくた

太1-235 1,600円（1客）
40㎖昭

しょうほう

萠

1-197 1,000円（1客）
120㎖一

いっしん

心
1-198 1,300円（1客）
120㎖一

いっしん

心
1-157 1,400円（1客）
110㎖憲

けんじ

児

1-158 1,800円（1客）
110㎖ 憲

けんじ

児 1-213 1,800円（1客）
90㎖徳

とくた

太

0-253  2,500円（1客）
200㎖尋

ひろし

詞
0-254  2,500円（1客）
200㎖尋

ひろし

詞
0-255  2,500円（1客）
210㎖尋

ひろし

詞

煎茶碗・湯呑
常滑焼の湯呑は、他産地にはない特色がいくつかあります。まず、
釉薬をかけない、無釉のものがメイン。加飾も絵付けのみならず、窯
変、印花、彫り、カットなどあらゆる技法が用いられます。すべて常滑
の手仕事です。

1 , 0 0 0円 5 , 2 0 0円〜

8-206

Sencha bowls and cups
Tokoname-ware cups have several characteristics not found in cups 
from other production regions. Firstly, most Tokoname-ware cups are 
unglazed. In terms of decoration, as well as ezuke (painting), a variety 
of techniques is used, such as yohen (color changes during firing), inka 
(stamped flowers), hori (carving), and cutting. All of these cups are 
crafted by hand in Tokoname.

煎茶碗、茶杯
常滑烧茶杯与其他产地的茶杯相比有以下几个特点。首先是不上釉，以无釉为主。
装饰手法不仅限于彩绘，还用到了窑变、印花、雕刻、切割等所有技法。全部都是
常滑烧的手工作业。

inside

insideinside

inside



35

常滑焼急須コーディネーターのおすすめ

8-208  5,200円（セット）
湯呑大240㎖  小180㎖

6-147  2,700円
340㎖／セラメッシュ  

5-131  2,800円
360㎖／セラメッシュ  

6-179  2,000円
360㎖／さわやかアミ 

6-194  3,000円
320㎖／帯アミ 

6-186  2,800円
280㎖／さわやかアミ 

2-108  4,500円
φ16×H10.5cm／蓋黄

5-260  3,000円
φ13×H11cm

石膏型に液状の粘土を流し込み、急

須の胴、手、口、蓋、つまみの五つを

成形する泥漿鋳込み。ろくろによる手

びき急須とは成形方法が異なるもの

の、それらの部品を組み合わせて完

成させる高度な技術とノウハウが必

要な点では変わらない。その泥漿鋳

込みの質の高さで厚い信頼を得る窯

が、盛正だ。「職人一人ひとりが丹精

込めて手作業し、次の工程へと送り

出す。だから、急須がい

い顔をしていて可愛いで

しょう」と、窯主の磯村義

則さんは目を細める。鋳

込み成形の窯に生まれ、手びき急須

の修行を積んでから、盛正を立ち上

げた磯村さん。両方の工程を理解し

ているから、泥漿の配合を決め、天候

に合わせて水肥を施し、腕の立つ職

人たちの先頭に立つことができる。た

だし、あくまでも、「うちの窯の主役は

職人さん」と、一歩下がる。たとえば、

星空のグラデーションが美しい「宇宙

のディフューザー」は、釉薬の吹付け

作業だけでも30年の経

験を持つベテラン職人の

技ありきの商品だ。同様

に、鋳込み作業、茶こし

づくり、蓋ずりなど、一つひ

とつの工程がこの窯のメ

インステージ。月間6,000

個、約30種類もの品が、

職人の手から手へ大事

につながれ、世に送り出されている。

■第41回長三賞陶芸展　
　審査員特別賞

 

盛
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MOR IMA SA

 帯アミ  stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网 さわやかアミ  stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网 セラメッシュ  ceramic flat strainer 陶瓷平滤网

English translation refers to P63
中文翻译请参照 63 页　



36

常滑焼急須コーディネーターのおすすめ

ステンレスアミの王 道 、適 切なアミ目の大きさで、細かい茶
葉でもスムーズに淹れられます。特に「さわやか」タイプは、
丸いアミの端を内側に曲げて、指などが直接当たらないよ
う配慮されています。

3-193  2,000円
280㎖／平アミ  

3-195  2,000円
360㎖／さわやかアミ  

3-196  2,000円
320㎖／さわやかアミ  

3-201  2,100円
320㎖／さわやかアミ  

3-202  2,100円
280㎖／平アミ  

3-203  2,100円
280㎖／平アミ  

3-206  2,100円
360㎖／さわやかアミ  

7-173  2,100円
360㎖／さわやかアミ  

3-242  2,100円
320㎖／さわやかアミ  

さわやかアミ  深蒸し茶・番茶・
ほうじ茶用
ほっと一息、お茶をいただくリラックス・タイムのために、急須もストレ
スフリーのものを選びましょう。それはもちろん常滑焼。常滑焼の急
須は、茶葉の細かさに合わせて、最適な茶こしをセレクトできます。
特に目の細かいステンレスのタイプは「さわやかアミ」「帯アミ」と大き
く二つに分かれ、どちらも四十年以上の実績、支持をうけています。

1-194  2,100円
320㎖／さわやかアミ  

1-196  2,300円
390㎖／さわやかアミ  

6-179  2,000円
360㎖／さわやかアミ  

3-244  2,200円
360㎖／さわやかアミ  

2 , 0 0 0円 2 , 3 0 0円〜

9-185

For Fukamushicha, Bancha, Hojicha, etc.
For those relaxation t imes when you want to take a breather and 
enjoy a cup of tea, you wil l want to choose a kyusu that is stress-
free. That is, of course, Tokoname-yaki. With Tokoname-yaki kyusu, 
you can choose the tea strainer that is most suited to the fineness of 
the tea leaves. Stainless steel strainers with particularly fine mesh are 
divided into two types, namely, the “Sawayaka strainer” and the “Band 
strainer.” Both of these have been in use for more than forty years and 
have good reputations.

Sawayaka strainer
The classic stainless steel strainer. The appropriate 
size mesh ensures a smooth tea-making experience 
even with the finest tea leaves. In particular, with 
the “Sawayaka strainer,” the edges of the round 
mesh are bent inward to ensure that they are not touched directly by the fingers.

深蒸茶、番茶、焙茶用
如果您想要小憩片刻，饮一壶好茶享受休闲时光，请选择可缓解压力的茶壶。那么
就必然要选常滑烧。常滑烧茶壶可根据茶叶大小选择最合适的茶滤。滤孔特别小的
不锈钢茶滤可大致分为“简易滤网”“带状滤网”两类，都有四十年以上的使用业绩，
并得到茶友广泛支持。

简易滤网
不锈钢滤网的关键是哪怕使用细小的茶叶也能凭借大小适中的网眼顺利泡出好茶。特别是“简易”
型还将圆形滤网的一端弯向内侧，以防手指等直接碰到

 さわやかアミ／平アミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网



9-181  2,300円
380㎖／さわやかアミ  

9-183  2,300円
270㎖／さわやかアミ  
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3-585  2,500円
180㎖／さわやかアミ  

3-584  2,400円
《無地》180㎖／さわやかアミ  

9-186  2,500円
270㎖／さわやかアミ  

7-177  2,700円
320㎖／さわやかアミ  

5-168  2,500円
360㎖／さわやかアミ  

6-185  2,700円
270㎖／さわやかアミ  

0-170  2,700円
290㎖／さわやかアミ  

9-185  2,400円
270㎖／さわやかアミ  

1-189  2,500円
270㎖／さわやかアミ  

5-202  2,300円
360㎖／さわやかアミ  

3-252  2,300円
360㎖／さわやかアミ  

5-170  2,300円
270㎖／さわやかアミ  

5-203  2,300円
360㎖／さわやかアミ  

0-167  2,400円
290㎖／さわやかアミ  

0-168  2,400円
290㎖／さわやかアミ  

0-169  2,400円
290㎖／さわやかアミ  

茶みで軽くすくえば茶葉ひとり分です。「茶み（P56）」に掲載。

2 , 3 0 0円 2 , 70 0円〜

 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网

深蒸し茶・番茶・ほうじ茶用

ダイヤつまみ急須
Diamond shape Tsumami Kyusu  钻石形壶盖把手



0-171  3,000円
320㎖／さわやかアミ  

6-186  2,800円
280㎖／さわやかアミ  

常滑焼急須コーディネーターのおすすめ
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8-180  3,100円
360㎖／さわやかアミ  

3-272  3,800円
280㎖／さわやかアミ  

3-273  3,800円
280㎖／さわやかアミ  

3-274  3,900円
270㎖／さわやかアミ  

3-235  4,300円
360㎖／さわやかアミ  

3-239  3,900円
280㎖／さわやかアミ  

3-240  4,100円
270㎖／さわやかアミ  

3-232  3,400円
320㎖／さわやかアミ  

6-180  3.200円
380㎖／さわやかアミ  

0-276  3,600円
290㎖／さわやかアミ  

2-169  3,600円
500㎖／さわやかアミ  

2-154  3,000円
290㎖／さわやかアミ  

1-191  3,000円
290㎖／さわやかアミ  

1-190  3,000円
280㎖／さわやかアミ  

0-233  3,000円
360㎖／さわやかアミ  

1-192  2,800円
280㎖／さわやかアミ  

1-195  2,800円
420㎖／さわやかアミ  

2 , 8 0 0円 4 , 3 0 0円〜

0-276

深蒸し茶・番茶・ほうじ茶用

 

 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网
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3-3  2,700円
360㎖／帯アミ  

3-1  2,800円
360㎖／パノラマ  

3-4  2,700円
340㎖／帯アミ  

6-189  2,800円
320㎖／帯アミ  

3-7  3,000円
320㎖／帯アミ  

3-13  3,000円
280㎖／帯アミ  

6-193  3,100円
340㎖／帯アミ  

6-194  3,000円
320㎖／帯アミ  

9-194  3,100円
380㎖／帯アミ  

5-184  3,200円
300㎖／帯アミ  

6-192  3,500円
360㎖／帯アミ  

9-189  3,200円
450㎖／帯アミ  

2-110  3,700円
280㎖／帯アミ  

2-111  3,700円
270㎖／帯アミ  

2-104  3,600円
540㎖／帯アミ  

6-204  3,700円
230㎖／帯アミ  

8-195  3,800円
200㎖／帯アミ  

3-29  3,700円
300㎖／帯アミ  

2 , 7 0 0円 3 , 8 0 0円〜

茶 湯の注ぎ出しが最 速 。急 須 胴 内をぐるりと囲むアミで、
どんなお茶にも対 応 。目詰まりしにくく、気 軽にお使いいた
だけます。ステンレス・メッシュ系の中でも根 強い人 気を誇
るアミです。

帯アミ  

Band strainer
This offers the fastest pour. Because the mesh 
band goes r ight around the ins ide wal l  of  the 
kyusu, any type of tea leaves can be used. I t 
does not clog easily, making it very easy to use. 
This strainer enjoys particularly deep-rooted popularity among stainless steel 
strainers.
带状滤网
倒茶时出水速度最快。这种滤网在壶身内部围成一圈，所有茶都可以泡。网眼不易堵塞，可放
心使用。在不锈钢滤网类中深受好评，恒久不变。

 帯アミ／パノラマアミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网

深蒸し茶・番茶・ほうじ茶用

鶴彫
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3-63  4,500円
320㎖／パノラマ  

7-193  4,500円
250㎖／帯アミ  

1-126  4,300円
290㎖／帯アミ  

1-121  4,000円
300㎖／帯アミ  

4-249  3,900円
340㎖／帯アミ  

1-125  4,400円
310㎖／帯アミ  

7-189  4,100円
360㎖／帯アミ  

9-196  4,200円
340㎖／帯アミ  

0-212  4,300円
330㎖／帯アミ  

3-54  4,300円
320㎖／帯アミ  

3-55  4,300円
320㎖／パノラマ  

9-197  4,300円
270㎖／帯アミ  

8-197  4,200円
200㎖／帯アミ  

2-148  4,600円
330㎖／帯アミ  

2-129  4,300円
220㎖／帯アミ  

2-128  4,400円
330㎖／帯アミ  

2-127  4,500円
330㎖／帯アミ  

2-149  4,300円
220㎖／帯アミ  

3-48  4,000円
360㎖／帯アミ  

3 , 9 0 0円 4 , 6 0 0円〜

2-146  4,400円
250㎖／帯アミ  

深蒸し茶・番茶・ほうじ茶用

 帯アミ／パノラマアミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网

桜桃柄
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常滑焼急須コーディネーターのおすすめ

3-66  4,700円
360㎖／帯アミ  

3-78  6,100円
320㎖／帯アミ  

7-190  5,700円
270㎖／帯アミ  

7-191  5,700円
300㎖／帯アミ  

3-80  5,000円
300㎖／帯アミ  

0-130  4,900円
350㎖／帯アミ  

3-85  5,600円
320㎖／帯アミ  

8-187  5,900円
430㎖／帯アミ  

1-173  5,000円
240㎖／帯アミ  

1-203  6,300円
270㎖／帯アミ  

1-175  5,700円
310㎖／帯アミ  

6-199  5,700円
210㎖／帯アミ  

6-208  5,600円
270㎖／帯アミ  

1-230  6,000円
200㎖／帯アミ  

1-124  4,700円
530㎖／帯アミ  

8-189  4,600円
270㎖／帯アミ  

3-588  5,000円
180㎖／帯アミ  

4 , 6 0 0円 6 , 3 0 0円〜

2-149

深蒸し茶・番茶・ほうじ茶用

 帯アミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网
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常滑焼急須コーディネーターのおすすめ

3-91  3,000円
360㎖／オビXアミ（大）

3-97  3,800円
320㎖／オビXアミ（大）

4-289  2,900円
360㎖／オビXアミ（小）

4-290  3,000円
360㎖／オビXアミ（大）

4-291  2,900円
360㎖／オビXアミ（小）

4-295  3,900円
280㎖／オビXアミ（小）

1. 両端のつまみを持って、内側に丸めます。
2. 注ぎ口の内側にアミの中心を合わせます。
3. 急須内部の湾曲に沿って、隙間が空かないようにはめ込みます。

1. 茶殻を捨ててから、両端のつまみを持ちます。
2. 手前に引きながらゆっくりと、ていねいに外に引き上げます。

O
オ  ビ  ッ  ク  ス

BIXアミ急須
取外し可能な帯アミ、OBIX (オビックス)を装着し
た急 須です。帯アミの外周をポリエチレンで囲む
ことで脱着を実現。201 1年の発表以来、着実な
支持を受けています。
※電子レンジ、オーブン、食器乾燥洗浄機は使用できません。

［実用新案登録済］ 食品衛生試験適合／
日本製（網）18-8ステンレス／（枠）ポリエチレン

ハンドカップ急須
カップアミに取っ手をつけた「ハンドカップ急須」。
手を汚さずに茶ガラをポイっと捨てられます。息の長
い人気シリーズ。定番を今年も揃えました。

ハンドカップアミ

3-315  2,200円
280㎖／ハンドカップ  

3-316  2,200円
280㎖／ハンドカップ  

3-317  2,200円
360㎖／ハンドカップ  

3-322  3,000円
360㎖／ハンドカップ  

7-183  2,600円
360㎖／ハンドカップ  

7-185  2,700円
360㎖／ハンドカップ  

7-186  2,700円
360㎖／ハンドカップ  

1-240  2,600円
350㎖／ハンドカップ  

2 , 9 0 0円 3 , 9 0 0円〜

2 , 2 0 0円 3 , 0 0 0円〜

Kyusu with OBIX strainer
These kyusu are f i tted with OBIX, a removable band 
strainer. The polyethylene frame that covers the outside 
edges of the mesh band is what makes it removable. 
Since the f i rst  launch in 2011, i t  has steadi ly  been 
gaining popularity.
※Cannot be used in microwave ovens,  convect ion 
ovens, or dishwasher/dryers.
[Utility model registration obtained] Complies with food 
sanitation tests / Made in Japan. Mesh: 18-8 stainless 
steel; Frame: polyethylene

Kyusu with Handled Cup Strainer
The Hand Cup Kyusu has a cup strainer with a handle. 
This makes it possible to discard used tea leaves without 
get your hands messy. This range has remained popular 
for a very long time. The classic models have appeared in 
the range again this year.

How to fit
1. Take hold of the tabs at both ends and bend inwards into a curve.
2. Fit the center of the strainer against the inside of the spout.
3. Fit against the curve of the inside wall of the kyusu, ensuring that 

there are no gaps.

How to remove
1. Discard used tea leaves, then take hold of the 

tabs on both ends.
2. Pulling gently and slowly toward you, carefully 

pull the strainer up out of the teapot.

OBIX滤网茶壶
这款茶壶使用了可拆卸带状滤网 OBIX。在带状滤网外周用塑料围
上，从而可以拆装。自 2011 年问世以来取得了稳定支持。※不可
使用微波炉、烤箱、洗碗烘干机。

［已注册实用新型］ 符合食品卫生试验 / 日本制造（网）18-8 不锈
钢 /（框）聚乙烯

手杯茶壶
“手杯茶壶”在杯状滤网上装有把手，倒茶叶渣时不会弄脏手，是长
期人气系列。今年也有该固定商品。

安装方法
1.抓住两端把手，弯向内侧。　2.将滤网中心对准壶口内侧。
3.沿茶壶内部的弧度塞入，避免出现空隙。

拆卸方法
1.将茶叶渣倒掉后，抓住两端把手。
2.向面前拉的同时，慢慢小心向外拉出。

取り付け方 はずし方

 ハンドカップアミ  Basket shape strainer 篮子形状过滤器

 オビXアミ  Removable stainless steel belt strainer 可拆卸不锈钢皮带滤茶网
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カップアミ急須
取り外し可能なカップアミは茶殻を捨てるのに便利。細かいメッシュの
ステンレスアミなので、日本茶のみならず、紅茶・中国茶など世界のお
茶から、ハーブティー、柿茶、蕎麦茶などの「茶外茶」まで幅広くご利
用できます。

3-279  2,000円
360㎖／カップアミ 

3-286  2,500円
360㎖／カップアミ 

3-287  2,400円
320㎖／カップアミ 

3-291  2,700円
320㎖／カップアミ 

3-295  2,700円
320㎖／カップアミ 

3-297  2,900円
360㎖／カップアミ 

8-182  2,900円
360㎖／カップアミ 

0-262  3,100円
270㎖／フッ素アミ  

0-263  2,800円
330㎖／フッ素アミ  

0-264  3,200円
360㎖／フッ素アミ  

フッ素アミ急須
フッ素コーティングを施したステンレスアミを装着し
た急須です。フッ素樹脂は耐熱性・耐薬品性・難
燃性・非粘着性にすぐれ、調理器具にも多用され
ています。急須においても、茶葉の目詰まりを防ぎ、
洗浄が簡単です。

3-300  4,200円
320㎖／カップアミ 

9-192  3,100円
280㎖／カップアミ 

9-193  3,300円
290㎖／カップアミ 

2 , 8 0 0円 3 , 2 0 0円〜

2 , 0 0 0円 4 , 2 0 0円〜

氟滤网茶壶
这款茶壶装有施以氟涂层的不锈钢滤网。氟树脂的耐热性、耐药性、
难燃性、非粘性优秀，常用于烹调器具。用在茶壶上可防止茶叶堵
塞网眼，清洗简单。

杯状滤网茶壶
可拆卸式杯状滤网方便倒茶叶渣。采用网眼细
密的不锈钢滤网，运用广泛，不仅可以泡日本
茶，还可以泡红茶、中国茶等全世界各种茶，
甚至是香草茶、柿子茶、荞麦茶等“茶外茶”。

Kyusu with Fluorine-Coated Strainer
This kyusu teapot features an attached stainless steel 
strainer that has been coated with fluorine. Fluorine resin 
is highly resistant to heat, chemicals, and flame, and 
is non-adhesive, so is often used for cooking utensils. 
In kyusu as well, this strainer prevents clogging of tea 
leaves and is easy to wash.

Kyusu with Cup Strainer
A removable cup-shaped strainer is convenient for discarding used tea 
leaves. The fine mesh of this stainless steel strainer can be used widely 
not  just  for  Japanese tea,  but  a lso 
for black tea, Chinese teas and other 
teas of the world, as well as for “non-
tea teas” such as herb tea, persimmon 
tea, and soba tea.

 カップアミ  Basket shape strainer 篮子形状过滤器

 フッ素アミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网

カップアミ

臼形木葉
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冷茶器
暑い夏に冷 茶はいかが？爽やかな翠 色に気 分も涼
やか。水分補給や各種ビタミン摂取にも適し、夏バテ
でお疲れの体にやさしく染み渡ります。冷茶器を使う
と氷が溶けるのが分かりやすく、見た目にとても涼や
かです。

8-191  2,100円
380㎖／さわやかアミ  

2-175  4,000円
100㎖

4-202  2,100円
380㎖／さわやかアミ  

3-150  2,100円
380㎖／さわやかアミ  

0-151  2,700円
300㎖／クリーン茶こし  

0-152  2,700円
300㎖／クリーン茶こし  

0-153  2,700円
300㎖／クリーン茶こし  

1-128  2,700円
300㎖／クリーン茶こし  

0-154  2,700円
300㎖／クリーン茶こし  

1. 氷出し冷茶
氷を急須に入れる氷温法。玉露や高級煎茶に向いた、贅沢な淹
れ方です。
❶ 急須に茶葉を大さじ山盛り1杯（10g）入れ、水を茶葉が浸るくらいに注ぎます。
❷ 次に茶葉の上に氷を数個のせてしばらく溶けるのを待ちます。
❸ 氷が溶けてきたら、グラスに注ぎます。
じっくり抽出されるので、濃厚な旨みの冷茶が楽しめます。4〜5煎目まで飲
むことができます。

2. 水出し冷茶
感動の美味しさに出会える水抽出法。
❶ 急 須に茶 葉を大さじ山 盛り1 杯

（10g）入れ、次に水を200CC注い
で５分待ちます。

❷ お茶が抽出されたのを見計らって、
氷を入れた小さめのグラスに注いで
いただきます。

3. 急冷緑茶
カテキンで身体をシャキッとさせる
なら急冷法。
❶ 急須で通常の湯温でお茶を淹れ、

山盛りの氷に注いで急冷させます。
さっぱりとした口当たり。味がしっかり濃く出る深
蒸し煎茶や香ばしい玄米茶がおすすめです。

〜 冷茶の淹れ方 How to Make Cold Tea  凉茶的泡法 〜

2 , 10 0円 4 , 0 0 0円〜

Cold Tea Maker
Do you like to drink cold tea in the heat of summer? Its fresh 
green color will leave you feeling cool and refreshed. Cold 
tea is also good for hydration and vitamin intake, gently 
penetrating throughout your body that has been drained by 
the summer heat. Using a cold tea pot, you can watch the 
ice melting, a cooling balm for the eyes.

Cold tea made with ice
Ice-melting method, in which ice is placed in the kyusu. This is a luxurious 
way of making cold tea that is suited to gyokuro and high-grade sencha.
❶ Place a tablespoonful of tea leaves (10 g) into the kyusu, then pour just 

enough cold water into the pot to cover the leaves.
❷ Add several ice cubes on top of the leaves and wait for them to melt.
❸ Once the ice cubes have melted, pour the tea into a glass.
Because the tea is infused slowly and thoroughly, it produces a cold tea 
with rich umami. This tea can be enjoyed for up to 4-5 pours.

Cold tea made with water
Cold water-infusion method for a 
wonderfully delicious taste.
❶ Place a tablespoonful of tea leaves (10 

g) into the kyusu, pour in 200 ml of 
cold water and wait for five minutes.

❷ Once the tea has been infused, pour 
it into a small glass over ice.

Rapid-chill green tea
A rapid-chill method that is perfect to 
wake your body up with catechins.
❶ Make a pot of tea in a kyusu with hot 

water as usual, then pour the tea over 
a large pile of ice to chill it rapidly.

Refreshing mouthfeel. This method 
is perfect for richly flavored tea such 
as fukamushi-sencha, as well as for 
fragrant roasted genmaicha.

凉茶器
炎热的夏季来杯凉茶如何？清爽的翠绿色给心情也带来一丝凉意。适用
于补充水分和各种维生素，渗透到身体中，驱散夏季的萎靡不振。使用
凉茶壶，可清晰地看见冰块慢慢融化，视觉上让人感到凉爽。

冰泡凉茶
这是将冰块放入茶壶的冰温法，是一种适用于玉露及极品煎茶的奢侈泡法。
❶ 向茶壶里加入一大勺（10g）茶叶，先加水直至漫过茶叶。
❷  然后在茶叶上放上几块冰，稍等片刻待冰块融化。
❸ 冰块融化后，将茶倒入玻璃杯。
茶味慢慢泡出，可品尝到口味浓郁的凉茶。可反复泡 4 ～ 5 次

水泡凉茶
这种水泡法能泡出让您感动的美味。
❶ 向茶壶里加入一大勺（10g）茶叶，然

后倒入 200CC 凉水，等待 5 分钟。
❷  估计茶叶泡开后，将茶倒入装有冰块的

小玻璃杯中。

急冷绿茶
若想用儿茶酚刺激身体，建议采用急冷法。
❶ 用茶壶以正常水温泡茶，然后将茶倒入
装满冰块的杯中使其快速降温。
口感非常清爽。建议用这种方法泡口味浓
郁的深蒸煎茶或香气四溢的玄米茶。

 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网  クリーン茶こし  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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すり鉢状のクシ目

3-149  2,100円
360㎖／さわやかアミ  

フタなし急須
一度使うと手放せない、急須の別次元。深蒸茶、粉茶など
を素早く入れるのに適しています。蓋無しでも茶葉があふれ
ず、しかも洗いやすい構造。来客の多い場所に最適。構造
上、湯冷しとしても使えるので「フタ無し急須＋レギュラーの
急須」で、さらにシーンが広がります。

ガッテン急須
TVでも話題になった、カテキンたっぷりの健康深蒸茶を作る
なら「ガッテン急須」がベスト。従来はすり鉢、ロート、手付アミ
など、いくつも道具が必要だったものが、この急須ならばオール
インワンで淹茶可能です。しかも洗い易い形状で後片付けも
簡単。手軽に健康・長生きすなわち「ガッテン急須」です。

3-148  2,100円
360㎖／さわやかアミ  

4-199  2,500円
360㎖／さわやかアミ  ／すりこぎ付

6-133  5,000円
化粧箱入／急須360㎖／さわやかアミ  ／湯呑120㎖／すりこぎ付

煎茶・緑茶を急須に
大さじ1杯（4～6g）入れます。

※内側にクシ目が入り、すり鉢状になっています。
※山椒（サンショウ）のすりこぎ、使い方の栞つき。

お茶の葉にお湯を含ませます。 1分くらいを目安に葉をすります。
（する量はお好みで）

お湯を注いだら
すぐに湯呑みに注いでできあがり。

2-171  2,100円
330㎖／さわやかアミ  

2 , 5 0 0円 5 , 0 0 0円〜

2 , 10 0円

Lidless Kyusu
Use it once and you will never go back. There is a whole new 
dimension in kyusu. Perfect for quickly making tea such as 
fukamushi-cha and kona-cha. Even without a lid, the tea leaves 
will not spill out. The construction also makes it easy to wash. 
Perfect for serving large numbers of guests. Because of its 
construction, this kyusu can also be used as a pitcher to cool 
down boiling water, opening up more scenarios by using the 
lidless kyusu and regular kyusu together.

Gatten Kyusu
To make healthy fukamushi-cha that is rich in catechins, 
the “Gatten Kyusu,” which has even been featured 
on television, is the best choice. Traditionally, various 
utensils such as a mortar, funnel, and handled strainer 
are needed, but this kyusu is an all-in-one utensil that 
makes the task of making tea a breeze. It is also a very 
easy shape to wash and store after use. “Gatten Kyusu” 
makes it easy to live a long, healthy life.

※The inside surface of the kyusu has 
comb-like striations that give it the 
appearance of a mortar.

※The pestle is made from the wood of 
the Sansho (Japanese pepper) tree. 
An instruction guide is included.

Place one tablespoon (4-6 grams) of 
sencha or ryokucha tea leaves in the 
kyusu.

Soak the tea leaves in a small amount of 
hot water. Rub the soaked leaves with the pestle 

for about one minute.
(Rub to your own preference)

Pour hot water over the leaves and 
immediately pour the tea into a cup.

无盖茶壶
这一款开辟了茶壶的另次元，使用一次便让人爱不释手。适合用于速泡深蒸
茶、茶叶末等。虽然没有壶盖，但茶叶不会溢出，而且结构便于清洗。适用
于访客较多的场合。从结构上来看还可作为凉水壶，凭借“无盖茶壶＋标准
茶壶”的设计可用于更多场合。

多合一茶壶
“多合一茶壶”在电视上曾受到热议，最
适合用于泡制富含儿茶酚的健康深蒸茶。
以往泡制这种茶需要研钵、漏斗、带把
滤网等多种道具，但是若使用这款茶壶，
只需一把便可泡出好茶。而且茶壶形状
方便清洗，收拾起来很简单。这便是使
用简便、健康长寿的“多合一茶壶”。

※内侧有梳痕，呈研钵状。
※附赠花椒研磨棒和使用说明书。

向茶壶里加入一大勺（4 ～ 6g）煎茶或绿茶。

用热水浸泡茶叶。

用大约 1 分钟时间捣碎茶叶。
（可根据喜好决定捣碎程度）

倒入热水后
立即倒入茶杯便泡好了。

 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网
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3-616  2,000円
300㎖／カップアミ 

3-639  2,400円
430㎖／カップアミ 

3-617  2,000円
300㎖／カップアミ 

3-619  2,300円
380㎖／カップアミ 

3-620  2,300円
400㎖／カップアミ 

3-625  2,400円
420㎖／カップアミ 

3-626  2,400円
400㎖／カップアミ 

1-118  3,000円
500㎖／さわやかアミ  

1-117  3,000円
500㎖／さわやかアミ  

6-222  5,800円
270㎖／セラメッシュ  

1-164  10,000円
270㎖／セラメッシュ  

7-201  5,700円
200㎖／細（ささめ）  

2-156  20,000円 
木箱入ヒモ付／250㎖／細（ささめ）  

3-174  5,600円
270㎖／セラメッシュ  

1-163  10,000円
270㎖／セラメッシュ  

手挽きポット
職人の手造り、一つひとつロクロで挽い
たポット。実用的で日々の暮らしになじむ
品々です。ギフトにも最適。日本茶だけで
なく、紅茶、中国茶にもぜひどうぞ。

土瓶
大 人 数でも無 理なく注ぎ分けのできる、
たっぷりサイズ。重さを感じさせない注ぎ
心地の良さが、常滑焼の魅力です。

ポット各種
ポットも当然、常滑焼。紅茶や中国茶も美味しく淹れることができ
ます。ロングセラーが勢揃い。安心して人にお勧めできます。さわ
やかアミ、帯アミ、カップアミと全てのアミ種が揃っています。

3-346  3,500円
1,080㎖／平アミ  

3-349  3,300円
720㎖／さわやかアミ  

2 , 0 0 0円 3 , 0 0 0円〜

3 , 3 0 0円 3 , 5 0 0円〜

5 , 6 0 0円 2 0 , 0 0 0円〜

Pots
Any pots you choose should, of course, 
also be Tokoname-ware. These pots can 
also be used to make delicious black tea 
and Chinese tea. All of the most popular 
long-selling items are available. You can 
recommend them to others with peace of 
mind. All types of strainer are available, 
inc lud ing  Sawayaka s t ra ine r,  Band 
strainer, Cup strainer, and Ceramesh.

Hand-thrown pots
Each and every one of these pots has been 
lovingly thrown by hand by an artisan on a 
potter’s wheel. They are practical and suitable 
for daily use. They also make the perfect gift. 
Try them not only with Japanese tea, but also 
with black tea and Chinese tea.

Dobin (Clay Pots)
Large enough to serve large groups of people 
with ease. The lightness of feeling in your hands 
as you pour are another point of appeal of 
Tokoname-ware.

各种水壶
水壶当然要选常滑烧。可以用来泡红茶或中国
茶。长期畅销商品云集。可放心推荐给亲朋好
友。滤网种类齐全，有简易滤网、带状滤网、
杯状滤网等。

手工水壶
这是由工匠手工制造，逐一在转台上诞生的水壶，都
是些日常生活中实用的常用物品，适合送礼。不仅可
泡制日本茶，红茶、中国茶也可以使用。

陶制水壶
容量充足，即便人数众多，也足够使用。倒茶时轻便
而感受不到重量是常滑烧的一大魅力。

 カップアミ  Basket shape strainer 篮子形状过滤器

 さわやかアミ／平アミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网

 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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九十九夜急須（大振り）
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八
　 　　は  ち  じ  ゅ  う  は  ち  や

十八夜急須・九
　　　つ  　 く  　 も

十九急須
常滑焼クラフト系急須の名作。注ぎやすく、洗いやすく、乾かしや
すいと三拍子揃ったロングセラー。茶こしの両面を手洗いできる
「クリーン茶こし」が最大の特長です。八十八、九十九はそれぞ
れ茶こしの穴の数。ロングセラーのためバリエーションも多数。

クリーン茶こし  

3-134  3,900円
180㎖／クリーン茶こし  

3-135  4,200円
180㎖／クリーン茶こし  

3-136  4,100円
300㎖／クリーン茶こし  

6-211  4,100円
180㎖／クリーン茶こし  

0-150  4,200円
180㎖／クリーン茶こし  
※小ぶり、亀つまみ

左手急須
左 利きの方のご要 望にも対 応 。世 界の急 須 産
地 、常 滑の強みです。幅のある価 格 帯でご用
意。マイ急須はもとより、心のこもった贈り物にも。

4-207  3,800円
250㎖／さわやかアミ  

4-208  9,800円
280㎖／セラメッシュ  

8-193  3,700円
330㎖／さわやかアミ  

8-192  3,300円
330㎖／帯アミ 

3-166  2,200円
360㎖／さわやかアミ  

2 , 2 0 0円 9 , 8 0 0円〜

3 , 9 0 0円 4 , 2 0 0円〜

Left-handed Kyusu
Meeting the request of left-handed customers. The 
strength of Tokoname, the world’s leading kyusu 
production region. Available in a wide range of price. 
Perfect for your own personal kyusu, as well as for a 
heartfelt gift for someone special.

Hachijyu-Hachiya Kyusu / Tsukumo Kyusu
Classic kyusu of the Tokoname-yaki craft. Longtime seller with the three 
benefits of easy pouring, easy washing, and easy drying. There greatest 
feature is their “Clean Tea Strainer,” which can be washed on both 
sides. Hachijyu-Hachi (88) and Tsukumo (99) are the number of punch-
holes in each strainer. Because they are such a long-selling product, 
they come in a large number of variations.

左手茶壶
供左撇子客户使用。全球茶壶产地，常滑之优势。商
品有各种档次，适应各种价格需求。不仅可作为个人
茶壶使用，还可以用作馈赠之物，心意满满。

八十八夜茶壶、九十九茶壶
常滑烧工艺品茶壶的名作。具有易倾倒、易清洗、易干燥三大特点的长期畅销商品。
茶滤两面可手动清洗的“清洁茶滤”是最大特点。八十八、九十九分别是指茶滤的孔数。
作为长期畅销商品，种类也非常丰富。

 帯アミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网

Hachijyu-Hachiya Kyusu
八十八夜茶壶

New Hachijyu-Hachiya
新八十八夜

Hachijyu-Hachiya / Kame-Tsumami
八十八夜・龟形壶盖把手

Tsukumoya Kyusu (Large)
九十九夜茶壶（大型）

 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网 クリーン茶こし／セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网
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業務用・多人数用大型急須
茶葉の細かい深蒸し茶にも対応、実用的な大型急須です。旅館や食堂な
どの業務用、多人数が集まる会社や集会所、お寺などでお茶を入れるのに
適しています。取り回しにもバランスよく、注ぐのもスムーズ、素晴らしい使い心
地です。常滑焼ならではの各種アミ種を取り揃えています。

3-332  3,700円
540㎖／さわやかアミ  

5-210  3,800円
540㎖／帯アミ  

6-219  3,400円
540㎖／さわやかアミ  

0-166  3,400円
550㎖／さわやかアミ  

0-234  3,600円
540㎖／帯アミ  

8-199  3,900円
540㎖／帯アミ  

4-304  4,500円
500㎖／セラメッシュ  

3-344  5,500円
720㎖／帯アミ  

0-109 0-113

0-1140-115

0-109  12,000円
900㎖／セラメッシュ  

0-113  9,000円
900㎖／セラメッシュ  

0-114  10,000円
900㎖／セラメッシュ  

0-115  10,000円
900㎖／セラメッシュ  

窯変 黒泥

朱泥大理石風

半升入る大型急須は玉光の十八番
This large kyusu with a 900-ml capacity is Gyokko’s specialty

半升容量的大型茶壶是玉光的得意之作

玉光作 特大急須
コレクション

セラメッシュ  帯アミ  さわやかアミ  

3 , 4 0 0円 12 , 0 0 0円〜

Large kyusu for commercial use and for serving large numbers
Suitable even for the fine leaves of fukamushi-cha, these large kyusu 
are very practical. Perfect for commercial use such as ryokan inns and 
restaurants, and for occasions where large numbers of people gather, 
such as company offices, community halls, and temples. Well-balanced, 
smooth pouring, and wonderfully pleasant to use. They are equipped 
with various types of mesh strainer, a unique feature of Tokoname-ware.

商用 /多人用大型茶壶
这款大型茶壶实用性很强，可用于泡制茶叶较为细碎的深蒸茶。适用于旅馆、食堂等
商业用途，或者在有很多人聚集的公司、会场、寺院等提供茶水。使用方便，出水顺畅，
非常好用。另外还配备常滑烧特有的各种滤网。

Gyokko Special Large Kyusu Collection
玉光作 特大茶壶收藏品

 帯アミ  Stainless steel belt strainer 不锈钢皮带滤茶网

 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网 セラメッシュ  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网



49

7548  4,600円
1,600㎖／12入

0-260  4,000円
1,100㎖／12入

ほうじ器
ほうじ茶や、コーヒー、ゴマ、お米な
ど、焙 煎のための専 用 具 。素 焼 製
がポイントで、焙じたお茶はびっくり
するほど香りが立ちます。持ち手が
中空で熱くなりにくく、煎ったものを
手軽に取り出せます。

直火の耐熱土瓶
●直火ができる 
　都市ガス、プロパンガスなどの火で直接沸かしても割れません。
　※IHには対応していません。

●煎治薬にも最適
　金属イオンが発生せず、良質な煎治薬を煮出すことができます。

●沸くのが早い
　遠赤外線の発熱作用により熱の伝わりが良いので、
　ステンレス製のやかんより早く沸騰します。

●保温力に優れている
　つち焼土瓶で蓄熱力が優れいているため、冷めにくい。

●見栄えが良い
　お茶などを沸かして、そのまま食卓で使えます。

8-211  5,000円
1,800㎖／12入

8-210  5,000円
1,800㎖／12入

7539  4,100円
1,100㎖／12入

7547  4,300円
1,500㎖／12入

7541  4,100円
1,100㎖／12入

7542  4,500円
1,450㎖／12入

7540  4,500円
1,450㎖／12入

7553  2,300円
φ14×L23×H9.5cm

4 , 0 0 0円 5 , 0 0 0円〜

2 , 3 0 0円
Roaster
Utensil used exclusively to roast hojicha, coffee 
beans,  sesame seeds,  r ice,  etc.  Unglazed 
ceramic is the main feature of this product. 
You wi l l  be amazed by the beaut i fu l  aroma 
generated from tea roasted in this utensil. The 
hollow handle stays cool for longer, allowing 
easy removal of the roasted items.

Dobin (clay pot) that is heat resistant even on 
open flames
● Can be used on open flames /
   This pot will not break even when used over an open
   flame such as a town gas or propane gas burner.
   ※Not suitable for use on IH elements.
● Perfect for infused medicine /
   Because no metallic ions are generated, it can be 
   used to make good-quality medicinal infusions.
● Quick boiling /
   The heat generation effect of far-infrared radiation 
  achieves good thermal conduction, so it can boil 
  water faster than a stainless steel kettle.
● Excellent insulation /
   The ceramic clay pot has excellent insulation, 
   staying warmer for longer.
● Looks good /
   Make the tea and take the pot directly to the dining table.

烘焙机
用于烘焙焙茶、咖啡、芝麻、大米等的专用器具。要点
在于素烧制，烘焙过后茶香四溢。壶把中空，不易受热，
烘焙过后也可轻易取出。

直接加热的耐热陶制水壶
● 可直接加热 /
　 用城市燃气、丙烷气等直接烧水也不会　　　

破裂。
　 ※不可用于 IH。

● 最适合煎药 /
　 不产生金属离子，可煎出好药。

● 沸腾快 /
　 远红外线发热作用产生的热传导效果

好，比不锈钢水壶更快沸腾。

● 保温效果优秀
　 陶制水壶的蓄热能力优秀，水不容易凉。

● 外观漂亮
　 茶煮好后可直接端上餐桌。
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200㎖
100㎖

1 , 3 0 0円 1 , 8 0 0円〜

50

8-201  1,500円
280㎖

0-250  1,800円
220㎖

湯冷まし
湯冷しで湯温を調整して「苦味」「渋味」「うま味」「甘味」の、四
つのお茶の味のバランスを取りましょう。例えば、煎茶一煎目の適温
は70℃前後と言われます。そこで沸騰したお湯を湯冷ましに入れる
と湯温がまずは10℃下がり、1分ほどでさらに10℃下がります。これ
を急須に移せばさらに10℃と、適温にまで自在にコントロールできま
す。こんな風に例えば、玉露のような上質なお茶を、一煎目は濃厚
なうま味と甘味を、二煎目以降はさわやかな苦味と渋味を味わえた
らすてきでしょう。
さらに湯冷ましは、小振りの片口といった形状ですので、湯を冷ます
だけでなく、ドレッシングポットや、タレの調合、赤ちゃんの湯冷ましを
作るなど、クッキングのシーンにも大変便利です。

3-686  1,500円
320㎖

3-687  1,600円
320㎖

3-662  1,500円
280㎖

0-110  1,600円
280㎖／内側メモリ付

0-111  1,300円
280㎖

0-112  1,800円
280㎖／内側メモリ付

0-149  1,600円
280㎖

1-114  1,500円
260㎖

1-115  1,500円
260㎖

1-116  1,600円
260㎖

美味しいお茶を淹れるための器

0-266

Cooling pitcher    An utensil used to make delicious tea
Use a cooling pitcher to adjust the water temperature to obtain the best balance 
of the four f lavors of tea, namely its “bitterness,” ”astringency,” ”umami,” and 
”sweetness.” For example, it is often said that the best temperature for the first pour 
of Sencha is around 70°C. When you pour boiling water into a cooling pitcher, the 
temperature will immediately drop by 10°C. It will then fall by another 10°C after 
about a minute. When the water is then poured into the kyusu, its temperature will 
fall by a further 10°C. In this way, you can control the water temperature freely to 
obtain the best temperature for the tea. Wouldn’t it be lovely to enjoy a cup of high-
quality tea such as gyokuro, savoring its rich umami and sweetness in the first pour, 
and its fresh bitterness and astringency in the second and subsequent pours?
As well as being used for cooling down hot water, this cooling pitcher’s small lipped 
spout makes it very convenient for a variety of other uses, such as a dressing pot, 
for blending sauces, cooling water for baby, and various cooking situations.

凉水壶　泡出好茶的器具
建议使用凉水壶调节水温，使“苦味”“涩味”“美味”“甘甜”四种茶味相互调和。
例如，煎茶第一泡的最佳温度据说在 70℃前后。因此将沸腾过的开水倒入凉水壶后，
水温首先下降 10℃，经过大约 1 分钟后又下降 10℃。这时将水倒入茶壶中又会下降
10℃，从而可随意控制到适当温度。采用这种方式，例如，泡制玉露这类上等茶时，
第一泡可品尝到醇厚的美味和甘甜，第二泡后可品尝到清爽的苦味和涩味，这种体会
该是多么美妙。
而且凉水壶采用小型单口的形状，不仅可以将热水放凉，烹饪美食时也非常方便，例
如可作为调料瓶，用于调配酱料，或者用作小朋友的凉水壶等。



1 , 8 0 0円 4 , 6 0 0円〜
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3-665  1,800円
250㎖

3-667  2,000円
280㎖

4-311  2,000円
330㎖

3-682  4,600円
280㎖／金桜・持手蝶透し

0-266  3,900円
350㎖

4-313  3,500円
350㎖

7-202  2,000円
450㎖

0-226  4,600円
280㎖／昭龍天目  

2-170  2,100円
400㎖

2-175  4,000円
100㎖

1-211  2,000円
240㎖

9-222  2,100円
280㎖

9-224  2,500円
280㎖

3-690  2,500円
280㎖

3-691  2,500円
350㎖

3-692  2,500円
350㎖

3-674  2,500円
280㎖

3-677  2,200円
270㎖

3-665

湯冷まし
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8-203  13,000円 
木箱入／急須270㎖／細（ささめ）  ／
湯呑大240㎖  小180㎖

 豊
ゆたか1-162  13,000円 

木箱入／急須190㎖／セラメッシュ  ／
湯呑110㎖

憲
けんじ

児

茶の間揃
  そろえ

・茶器揃
  そろえ

急須に合った湯呑を探すのは、案外大変。
上質な急須に合わせた湯呑とのセットで、ワンランク上のおもてなしを。

（急須と湯呑二つで「茶の間揃」、急須と湯呑五つで「茶器揃」です）

9-227  14,000円 
木箱入／急須400㎖／セラメッシュ  ／
湯呑110㎖

一
いっしん

心
9-226  13,000円 
木箱入／急須400㎖／さわやかアミ  ／
湯呑110㎖

一
いっしん

心

1-161  11,000円
化粧箱入／急須190㎖／セラメッシュ  ／
湯呑110㎖

憲
けんじ

児

11 , 0 0 0円 14 , 0 0 0円〜

Tea Set (Chanoma-Zoroe / Chaki-Zoroe)
Finding tea cups to match your kyusu is no easy task. With a tea set that includes a 
high quality kyusu and tea cups, you can offer hospitality to your guests that is a cut 
above the usual. (The “Chanoma-Zoroe” includes a kyusu and two cups, while the 
“Chaki-Zoroe” includes a kyusu and five cups.)

茶之间套装、茶器套装
寻找合适的茶杯与茶壶配套是非常苦难的。使用与高级茶壶配套的茶杯，能够使招待客人更
上一个档次。（“茶之间套装”包括茶壶和两个茶杯，“茶器套装”包括茶壶和五个茶杯）
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2-172  40,000円 
木箱入／急須270㎖／セラメッシュ  ／
煎茶碗70㎖

青
せいほう

峰

6-234  24,000円 
木箱入／急須270㎖／陶茶こし  ／
湯呑大220㎖  小170㎖

弘
こうじ

二

2-168  19,000円 
木箱入／急須250㎖／細（ささめ）  ／
煎茶碗65㎖

徳
とくた

太

1-234  22,000円 
木箱入／急須200㎖／セラメッシュ  ／
煎茶碗40㎖

昭
しょうほう

萠

2-167  18,000円 
木箱入／急須200㎖／セラメッシュ  ／
煎茶碗40㎖

昭
しょうほう

萠

18 , 0 0 0円 4 0 , 0 0 0円〜 さわやかアミ  Stainless steel mesh strainer 不锈钢网状滤茶网

 セラメッシュ／細（ささめ）  Ceramic flat strainer 陶瓷平滤网 陶茶こし  Ceramic half-ball strainer 陶瓷半球过滤器

茶の間揃・茶器揃

1-234



1 , 10 0円 2 , 70 0円〜
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フリーカップ・
マグカップ
常滑焼のカップは機能的です。無釉の場合は
特にビールなど炭酸入り飲み物の泡立ちがきめ
細かくなりより美味しく頂けます。セットにまとめて
贈答用でもどうぞ。炭酸入りに限らず、無釉の肌
理（きめ）は水の味を調えると言われています。

9-234  2,200円
200㎖／φ9×H8.5cm

3-793  2,200円
200㎖／φ8×H12cm

3-794  2,200円
200㎖／φ8×H12cm

3-799  2,500円
220㎖／φ8.5×H12.5cm

3-800  2,500円
220㎖／φ8.5×H12.5cm

3-807  2,500円
360㎖／φ8.5×H12.5cm

0-219  2,600円
300㎖／φ9.5×H11.5cm

0-220  2,200円
270㎖／φ9×H9cm

1-219  2,600円
220㎖／φ9×H11.5cm

1-220  2,200円
270㎖／φ9×H9cm

0-172  1,100円
230㎖／φ8.5×H9cm

0-173  1,100円
230㎖／φ8.5×H9cm

0-174  1,100円
230㎖／φ8.5×H9cm

1-167  2,700円
290㎖／φ9×H9cm

1-165  2,700円
230㎖／φ9.5×H8.5cm

1-168  2,700円
300㎖／φ9.5×H9cm

1-166  2,700円
240㎖／φ9×H9cm

1-168

3-793・3-794

Free-use Cups and Mugs
Tokoname-ware cups are highly functional. 
Pouring carbonated drinks, such as beer in 
particular, into an unglazed cup generates a 
very fine foam, making the drink taste even 
better. Buy a set of them as a gift. As well as 
carbonated drinks, the unglazed surface is 
also said to even make water taste better.

单个茶杯、马克杯
常滑烧茶杯拥有很多功能。无釉杯可以使碳酸饮料
特别是啤酒的气泡更加细致绵密，喝起来更加美味。
可成套购买用来赠予亲朋好友。不仅对碳酸饮料有
用，据说无釉杯的纹理还可以调和水的口味。
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ボウフラ（電熱用）
電熱コンロで加熱可能な横手注器です。古くからこのような器
は「ボウフラ」呼び慣わされ、淹茶の湯沸しに使われてきました。
煮出すタイプのお茶にもどうぞ。
※ガスコンロの使用不可。火気に十分ご注意ください。

4-366  6,000円
180㎖／φ7×H10cm

1-160  2,800円
230㎖／φ7.5×H8cm

1-159  2,800円
230㎖／φ7×H8cm

0-175  1,300円
230㎖／φ8.5×11.5×H9cm

0-176  1,300円
230㎖／φ8.5×11.5×H9cm

0-177  1,300円
230㎖／φ8.5×11.5×H9cm

2-133  9,000円
320㎖／セラメッシュ／
11.5×16×H13cm

2-160  9,000円
270㎖／セラメッシュ／
13.5×18×H10cm

2-158  9,200円
300㎖／セラメッシュ／
13×18×H11cm

2-159  9,200円
230㎖／セラメッシュ／
11×16×H11cm

0-258  3,000円
φ15.5cm

0-259  7,000円
0-256のカップと
0-258のソーサーのセット

0-256  4,000円
220㎖／11.5×H7cm

1-169  3,900円
260㎖／11.5×H9.5cm

0-257  3,900円
280㎖／10.5×H9cm

1 , 3 0 0円 7, 0 0 0円〜

9 , 0 0 0円 9 , 2 0 0円〜

0-175・0-177

Cups with Handle
带把水杯

Bofura Teapot 
(for use on electric heating elements)
A side-handled teapot that can be heated on an 
electric heating element. This type of pot has been 
called “Bofura” and used to boil water for making 
tea since olden times. It can also be used for teas 
that are simmered to extract the flavor.
※Cannot be used on gas burners. Exercise caution 
around fire.is also said to even make water taste better.

保富良（电热用）
可以用电热炉加热的壶把位于侧方的
烧水壶。这种器具自古以来就被习惯
称为“保富良”，一直用于烧水泡茶。
煮茶可选用这款商品。
※不可使用煤气炉。严禁用火。
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抹茶々碗
六 古 窯の焼き物 産 地ならではの、つくり手の
思いが伝わる茶碗です。

茶筅 茶み

建水
湯こぼしばかりでなく、花いけや小物入れにも。

3-759  4,500円
化粧箱入／φ13.5×H8cm

1-151  5,200円
化粧箱入／φ13.5×H8cm

3-760  5,000円
化粧箱入／φ13×H7cm

1-152  5,200円
化粧箱入／φ12.5×H8.5cm

5-240  3,500円
φ16×H9cm

5-231  3,700円
化粧箱入／φ13.5×H7.5cm

1-150  5,200円
化粧箱入／φ13.5×H8cm

1-149  5,200円
化粧箱入／φ13.5×H8cm

5-232  5,000円
化粧箱入／φ13×H8cm

9-232  3,500円
φ16×H8.5cm

9107  
2,300円
茶筅（常穂）

9108  
2,500円
茶筅（数穂）

9109  
2,600円
茶筅（８０本立）

9110  
2,700円
茶筅（１００本立）

9100  
220円
6×4cm

5-235  
1,000円
8.6×3.9cm

5-233  
700円
7×3cm

5-234  
1,000円
7×3cm

3 , 7 0 0円 5 , 2 0 0円〜

3-754  3,700円
化粧箱入／φ13.5×H8cm

Matcha Tea Bowls
Tea bowls that convey the heart of their creators, 
unique to the six traditional old kilns.

Chasen Tea Whisks
The chasen tea whisk is an essential item for preparing 
matcha. A range of classic items are available.

Kensui wastewater container
Can be used not only to discard cold tea, but also as a 
flower vase or to store small items.

Chami Tea Scoop
One light scoop per person. Making tea will be even 
more fun.

抹茶茶碗
这款茶碗传达出六古窑陶瓷器产地独有的作者思想。

茶筅
茶筅是抹茶不可缺少的道具。固定商品。

建水
不仅可用于盛倒掉的水，还可以用来插花或装小物件。

茶箕
浅浅一勺就是一人分。泡茶更有乐趣。

お抹茶には欠かせない茶筅。定番を揃えました。 軽くすくって一人分。淹茶がさらに楽しくなります。
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茶香炉
緑茶をアロマオイルのように焚いた香りはとても心
地よく、身体も心もリラックス。さらにはお部屋の
消臭にも効果があるため、おもてなしのインテリア
にもぴったりです。また茶香炉本体の明り採りに
工夫があり、お部屋の照明を暗くするとローソク
の灯で幻想的な空間を演出します。
※使用上の注意を守って、安全にお使いください。

9-241  3,500円
φ12×H11.5cm

9-240  2,000円
10×12.5×H11cm

5-265  3,900円
φ10×H12cm

7-228  4,300円
φ10×H10.5cm

5-264  3,900円
φ11×H12cm

1-221  4,000円
φ8.5×H10cm

1-222  4,000円
φ8.5×H10cm

1-223  6,000円
φ9.5×H12cm

1-229  3,500円
φ12×H12.5cm

5-260  3,000円
φ13×H11cm

2-103  3,000円
φ16×H10.5cm

2-102  3,000円
φ16×H10.5cm

2-101  3,000円
φ16×H10.5cm

7-227  2,800円
φ14.5×H11cm

6-249  4,200円
φ11×H11cm

4-368  4,200円
φ11×H9cm

3-824  2,800円
φ13.5×H10.5cm

3-829  4,200円
φ11×H11cm

5-261  3,700円
10×10×H12cm

補充用ろうそく
8240  500円
ロウソク10ヶ入／φ4cm

2 , 0 0 0円 6 , 0 0 0円〜

1-229

Chakoro Tea Incense Burner Pot
The aroma of  tea leaves burned l ike aroma oi ls  is  very 
comfort ing,  re lax ing both body and mind. I t  a lso has a 
deodorizing effect, making this burner pot a perfect interior 
decor item when entertaining guests. The chakoro itself casts 
an interesting light, creating a magical atmosphere with the 
candle’s flame when the room’s lights are turned down.
※Exercise caution when using this product and use it safely.

茶香炉
像精油一样烤绿茶，散发出的清香令人心旷神怡，身心得到放松。而且
对房间还有除臭效果，可作为招待客人的室内装饰。另外茶香炉主体充
分考虑到光照，将房间里的照明调暗后，可以作为烛台营造出奇幻空间。
※请遵守使用注意事项，确保安全使用。
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すりゴマ、とろろ汁、すり味噌で御付け.. .  すり鉢の料理はい
わば、自然で健康的な日本食の基本。すり鉢ですった香り
や美味しさは、忙しい現代に「ひと手間かける」ことの大切さ
を思い出させてくれます。
ヤマセは常滑に四代続く、すり鉢製造のエキスパート。明治
末よりこのかた、食を楽しむお手伝い「丁寧な暮らし」のお
手伝いができればと、一つひとつ丁寧なモノ作りを心がけて
います。

すり鉢は石臼の子孫で、日本人の工夫のたまも
の。上下の石を擦り合わせる仕組みの石臼が、時
代が下って、木製の杵で叩いてつぶす木臼へと移
り変わる中で「する」機能に特化すべく考案された
ものがすり鉢だそうです。
ちなみに、ヤマセのすり鉢はすり棒でするのに最適
な重量で設計されており、すり鉢の櫛目は最適な
エッジが立つよう、一つ一つ手作業で埋め込まれ
ていきます。

〜 すり鉢のはなし The Tale of the Mortar Bowl　研钵的故事　〜

5 5 0円 53 , 0 0 0円〜

7141
7142
7143
7144
7145

2,000円
3,300円
5,300円
7,900円

19,500円
53,000円

10号／φ31×H13cm

11号／φ33×H14cm

12号／φ37×H15cm

13号／φ40×H16cm

15号／φ46×H20cm

18号／φ59×H23cm

7146
7147
7148
7149
7150
7151

550円
750円

1,100円
1,400円
1,700円

5号／φ16×H7cm

6号／φ19×H8cm

7号／φ22×H9cm

8号／φ25×H10cm

9号／φ28×H12cm

Yamase Mortar Bowl
Ground roasted sesame seeds, grated yam soup, and 
soup made with pounded miso...Recipes that call for 
the use of a mortar are, in a sense, the foundation 
of natural and healthy Japanese cuisine. The aromas 
and flavors created in a mortar bowl remind us of the 
importance of “putting in that little bit of extra effort” 
amid the busyness of  modern l i fe .  Yamase is  an 
expert in the production of mortar bowls, having been 
in the business in Tokoname for four generations. 
S ince the end o f  the Mei j i  e ra  in  the ear ly  19th 
century, it has been making each and every one of its 
products with special care, with the desire to help its 
customers to enjoy their food and a “genteel lifestyle.”

The mortar is  a descendent of  the mi l lstone and 
the fruit of Japanese ingenuity. Millstones originally 
worked by rubbing an upper and lower stone together 
to gr ind th ings between them. As t ime went  by, 
they changed to wooden mortars, with a wooden 
pestle used for pounding and crushing. During this 
t rans i t ion,  a focus was p laced on the “gr ind ing” 
function and the mortar bowl was born. Incidentally, 
Yamase mortar bowls are designed with the most 
appropriate weight to grind objects with the pestle. 
The striations on the bowl’s surface are carved by 
hand to give them the perfect edge.

YAMASE 研钵
芝麻粉、山药泥、磨酱的味噌汤…… 研钵料理即自然健康的日本料理的基础。
用研钵研磨出的香气与美味让忙碌的现代人想起“稍微费些工夫”的重要性。
YAMASE 在常滑已延续四代，是制造研钵的专家。这位先生从明治末期开
始就希望为享受美食提供帮助，实现“精致生活”，认真制作每个作品。

研钵源自石臼，是日本人心血的结晶。石
臼的原理是利用上下石块的摩擦来磨碎物
体，随着时代发展，开始转变为用木杵捣
碎物体的木臼，而在此过程中又出现了专
门“磨碎”物体的工具，这便是研钵。顺
便说一句，YAMASE 的研钵经过反复设
计，已达到用研杵捣碎物体的最佳重量，
而研钵的梳痕也全都是手工作业打造，其
边缘已达到最佳形态。
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石風一輪挿し
本物の石かと我が目をうたがう、土から作られ
た一輪挿し。花も器も引き立て合います。常滑
に四半世紀続くロングデザイン。日本の匠技とし
て海外にも喜ばれるミニ花器です。 5-248  1,000円

5.5×7.5×H9cm

5-249  1,100円
9.5×11×H6.5cm

5-250  1,200円
7×10.5×H8cm

5-251  2,100円
13×15.5×H9.5cm

5-252  1,400円
13×13×H13cm

5-253  1,400円
7×11×11cm

5-251 5-252
5-253

5-248 5-249 5-250

ミニ丸壷 蓋付・アメ釉

国産・常滑のミニガメは安心・安全の器。
待望の一升サイズ登場しました！

7212
7213
7214
7215
7216

1,000円
1,200円
1,400円
1,800円
2,300円

0.1号 180㎖／φ8×H8.5cm

0.2号 360㎖／φ9×H10cm

0.3号 540㎖／φ10×H11.5cm

0.5号 900㎖／φ13×H13.5cm

0.8号 1,440㎖／φ14×H15.5cm
0-261 4,300円 
1号 1,800㎖／φ16×H18cm

耐酸性にすぐれており、梅干しを保
存してもです。

0.5号

1 , 0 0 0円 4 , 3 0 0円〜

1 , 0 0 0円 2 , 10 0円〜

※掲載の壷はミニシリーズです。
必ずサイズをご確認ください。

Mini Round Pot with Lid / 
Brown Glaze
Tokoname mini pots are made in Japan 
and are safe and reliable. Finally, the 
1,800-ml size has arrived!
※ The pots in this catalogue are the 
mini-pot range.
※ Please be sure to check the s ize 
before purchasing.

Stone-like Single-flower Vase
These single-flower vases look just l ike 
real stone, but are actually made of clay. 
The flower and the vase highlight each 
other’s charms. This long-running design 
has continued for a quarter of a century 
in Tokoname. These mini  vases are a 
source of delight overseas as an example 
of Japanese craftsmanship.

These pots have excellent 
acid resistance, so can be 
used  to  s to re  umebosh i 
p ickled plums, which are 
h igh ly  ac id ic ,  sa fe ly  and 
with peace of mind.

迷你圆壶 带壶盖及糖果釉
日本产常滑迷你瓶是令人安全放心的器具。
期盼已久的一升器具隆重登场！
※图片中的壶是迷你系列。
※请务必确认尺寸。

石风小花瓶
陶制小花瓶让人误以为是真石头。花与器具相得
益彰。常滑长达四个半世纪的长期受欢迎的设计。
作为日本工匠技术在海外受到欢迎的迷你花瓶。

具有良好的耐酸性，可安全放心
地保存酸性较强的梅干。
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背面貯金箱
（右手・左手）

招き猫
常滑の招き猫はスタイルに特徴があり「常
滑系」とも言われます。白は「招福」黒は

「除難」赤は「疫除」金は「招財」の願い
です。右手上げは「銭を招き」左手上げは
「客を招く」と言い伝えられます。

8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409

4号

5号

6号

7号

8号

10号

13号

15号

2,600円
3,100円
4,200円
5,600円
7,400円

12,300円
24,100円
42,000円

白小判付招猫（右手）
貯金箱／梅月作

8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427

5号

6号

7号

8号

10号

13号

15号

4,000円
5,300円
7,300円
9,400円

15,700円
30,800円
54,100円

黒小判付招猫（右手）
貯金箱／梅月作

8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437

5号

6号

7号

8号

10号

13号

15号

4,000円
5,300円
7,300円
9,400円

15,700円
30,800円
54,100円

黒小判付招猫（左手）
貯金箱／梅月作

8460
8461
8462
8463

5号

6号

8号

10号

4,000円
5,300円
9,400円

15,700円

赤小判付招猫（右手）
貯金箱／梅月作

8439
8440
8441
8442

5号

6号

8号

10号

4,000円
5,300円
9,400円

15,700円

赤小判付招猫（左手）
貯金箱／梅月作

8471
8472
8473
8474

5号

6号

8号

10号

6,100円
9,100円

17,000円
28,000円

金小判付招猫（右手）
貯金箱／梅月作

8481
8482
8483
8484

5号

6号

8号

10号

6,100円
9,100円

17,000円
28,000円

金小判付招猫（左手）
貯金箱／梅月作

8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419

4号

5号

6号

7号

8号

10号

13号

15号

2,600円
3,100円
4,200円
5,600円
7,400円

12,300円
24,100円
42,000円

白小判付招猫（左手）
貯金箱／梅月作

招猫用座布団
 5号 9010 1,000円
12×12cm
 6号 9011 1,800円
17×15cm
 7号 9012 1,800円
17×15cm
 8号 9013 2,000円
19×17cm
10号 9014 2,600円
26×23cm
13号 9015 4,200円
33×26cm
15号 9016 4,900円
36×33cm

白三匹猫
貯金箱／梅月作

 6号 8450 7,500円
H19cm（12入）
 7号 8451 9,000円
H23cm（8入）
8号  8452 12,000円
H26cm（8入）
10号 8453 18,000円
H3cm（4入）

4号〜6号
箱に「福」の字ナシ

4号〜7号
手描きのヒゲ

8号〜15号
テグスの植え込みヒゲ

13号〜15号
手の長い招き猫

（小判付招き猫共通）

4号＝H13㎝（60入）
5号＝H16㎝（36入）
6号＝H19㎝（24入）
7号＝H23㎝（18入）
8号＝H25㎝（12入）
10号＝H33㎝（6入）
13号＝H43㎝（2入）
15号＝H48㎝（2入）

■サイズ別特徴 ■号数仕様

2 , 6 0 0円 5 4 , 10 0円〜

招财猫
常滑招财猫外观上很有特点，被称为“常滑系”。白色

“招福”，黑色“消灾”，红色“祛病”，金色“招财”。
据说是右手“招财”，左手“揽客”。



61

くらしの陶器

あると便利な付属品

木箱
化粧箱

9104  3,500円
（上代295円×12ヶ入）
1パック100枚入

お茶パックシート

9117 5号（小）2,100円

土瓶つるシート
1シート12ヶ入

9118 6号（大）2,400円

9116 1ロット 25,200円
（上代280円×90ヶ入）

便利茶こしロット（G）台紙付

G55 φ55㎜
G58 φ58㎜
G60 φ60㎜
G62 φ62㎜
G64 φ64㎜

G66 φ66㎜
G68 φ68㎜
G70 φ70㎜
G72 φ72㎜

9サイズ上代各240円（10ヶ入）

9115 1ロット 28,800円
（上代240円×120ヶ入）

便利茶こしロット（H）台紙ナシ

N51 φ51㎜
N53 φ53㎜
N55 φ55㎜
N58 φ58㎜
N60 φ60㎜
N62 φ62㎜

N64 φ64㎜
N66 φ66㎜
N68 φ68㎜
N70 φ70㎜
N72 φ72㎜
N74 φ74㎜

12サイズ 上代各240円（10ヶ入）

オビXアミ取り替え用
3-614（小）400円
幅4.2×長さ23.8cm

3-615（大）450円
幅4.9×長さ24.6cm

ソーラー回転台
5-276  1,200円
10×10×H4cm／ソーラー回転台

急須1ヶ入用青貼箱（化粧箱）

9021（大）600円
内寸15×15×深さ9.5cm

9022（小）600円
内寸13.5×13.5×深さ9.5cm

茶缶1ヶ入用化粧箱

9023 茶缶1ヶ入り 650円
内寸22.5×13.5×深さ9cm

茶缶2ヶ入用化粧箱

9024 茶缶2ヶ入り 700円
内寸26.5×13.5×深さ9cm

急須1ヶ入用ヒモ付木箱
9031（大）2,500円
内寸15×15×深さ9.5cm

9032（小）2,500円
内寸13.5×13.5×深さ9.5cm

急須1ヶ入用ヒモナシ木箱
9005（大）1,000円
内寸15×15×深さ8.5cm

9006（小）1,000円
内寸13.5×13.5×深さ8.5cm

クラフト箱

6-270  200円（20号用）
15.5×14×深さ9cm

6-271  200円（15～18号用）
14×13.5×深さ8.5cm

回転ディスプレイで商品の訴求
力アップ！室内の照明だけで回
り続けます。電池いらずで省エ
ネに貢献。

取り付け方、外し方については、「OBIXアミ
急須（P42）」のセクションをご覧ください。

急須にセットすればOK！ 
お掃除らくらく、土瓶やポッ
トにもご利用ください。
単品でのご注文にも対
応！ 必要なサイズをお選
びいただけます。

便利茶こし



Inheriting supreme techniques and
pursuing the beauty of utensils.
“Rihi Yohen Chachu,” created by Fugetsu Murakoshi, 
received the Japan Kogei Association Award at the 
42nd Exhibition of Japanese Traditional Ceramic Art, 
and adorned the front page of the Exhibition catalogue. 
This was a major event in the world of kyusu teapots. 
This is because it is very rare for a kyusu, which is a 
miscellaneous receptacle for everyday use, to receive an 
award at this exhibition, let alone become the face of the 
exhibition. The single stroke of red that can be seen on 
the body of the award-winning kyusu, which has turned 
black in the kiln, is honshudei vermilion clay. Murakoshi’s 
technique of clay preparation was passed down to him by 
Jozan Yamada III (a Living National Treasure). Murakoshi, 
who was born as the third generation of Fugetsu Pottery, 
which produces coated hibachi braziers, learned how to 
create kyusu from scratch under Jozan, whom Murakoshi 
still calls “master” today. His apprenticeship under Jozan 
was a time of accumulating precious experiences, from 
experiencing the lifestyle of the ceramic artist to gaining 
a sense of “seeing with the palm of one’s hand” the clay 
found at the ruins of an old kiln in the mountains. His skills 
in preparing the raw clay, his artisanal techniques, and 
the textures he creates by controlling the fire in the kiln 
are all given life in the works he has created as the third-
generation master of Fugetsu. The body of the kyusu he 
created, even today heeding his master’s lesson to “apply 
pressure as one would to the tip of a calligraphy brush,” 
is amazingly light and thin and the spout and handle are 
exquisitely balanced. The rokurome, or potter’s wheel 
lines he deliberately made form wonderful concentric 
circles that al low no mistakes, drawing sighs of 
appreciation even from the most discerning experts. With 
his masterful techniques, he has pursued “practicality and 
beauty” in the tool that is a kyusu, and made the world 
aware of the artistic nature of Tokoname-ware kyusu.

传承高超技艺，追求道具之美。
村越风月先生的作品“梨皮窑变茶注”在第42届传统工艺

陶艺分会展上荣获日本工艺会奖，并荣登图鉴封面。这在

茶壶界是一件大事。因为茶壶被归类为杂器，在陶艺分会

展上获奖这件事本身就很少见，更何况还能担当其门面。

获奖作品窑变为黑色的壶身上的那一抹红晕是本色红泥

的杰作。该制陶技法传承于三代山田常山氏（人间国宝）。

村越先生是制造漆器火盆的风月窑的第三代传人，他一开

始便跟随常山氏学习制造茶壶，至今仍然将常山氏尊称为

“老师”。他在修行时代便熟知陶艺作家的生活状态，还曾

遁入深山将古窑遗迹的陶土“放在手心仔细观摩”，积累了

宝贵经验。日积月累的制陶技术、身为工匠掌握的技巧、通

过控制炉窑火焰产生的风格，这一切凝结成三代风月亲手

制作的作品。他如今仍在遵守“犹如笔尖注入力量”的教

导，所制造的壶身轻薄得令人惊异，而壶把壶嘴的整体协

调性令人拍案叫绝。特意留下的旋坯纹则绘出没有任何瑕

疵的同心圆，让眼力刁钻的行家也赞不绝口。该作品追求

茶壶作为道具的“实用与美观”，向世人展示出常滑烧茶壶

的艺术性，不愧出自名家之手。

Full member of Japan Kogei Association
Full member of the Japan Sencha Kogei Association
■ Accepted many times for the Exhibition of Japanese
 Traditional Kogei
■ Awarded many times for the Exhibition of Japanese
  Sencha Kogei
■ Accepted for the Japan Ceramic Art Exhibition
■ Accepted for and awarded many times at Choza Award 
 Ceramic Exhibition

日本工艺会 正式会员

日本煎茶工艺协会 正式会员

■日本传统工艺展 多次入选

■日本煎茶工艺展 多次获奖

■日本陶艺展 入选

■长三奖陶艺展 获奖及　多次入选

風月
F U G E T S U （P4）

Graceful decoration creates 
an elegant story.
Takao Tsuzuki of Seiho Ceramic Studio uses the palms 
of his hands to create kyusu that mature women want 
to obtain for “use on very special occasions.” His 
delicate and graceful touch has been cultivated from 
his motto, “Kyusu, more than just an everyday utensil.” 
With the philosophy that, although a kyusu may be an 
everyday utensil, tea is something that enriches our 
lives, not just our throats, Seiho’s tea utensils make tea 
time special. What adds even more charm to Seiho’s 
pieces is the story that is created by each decoration*. 
For example, the inka (stamped flower) design of 
Japanese clover and the zogan (inlay) of the moon 
express the scene, described in an ancient Japanese 
story, of the moon leaning toward the west that Hikaru 
Genji saw when he looked back on his journey home 
from his lover’s place before dawn. Once you hear 
this, that elegant story almost seems to leap from the 
kyusu. “The source of my creativity is my aspiration 
towards women. People want to hold something soft 
and warm, don’t they?” The smooth form and surface 
of the ceramics Tsuzuki creates with this mindset are 
feminine and soft. His notauchi technique of softly 
stroking the surface with brushes and a broom-like tool 
made from a bundle of rice ears creates a delicate and 
warm texture seen nowhere else, resulting in his very 
first submission being accepted for the Exhibition of 
Japanese Traditional Kogei. His kyusu with notauchi 
applied on top of real momiji maple leaves before firing 
became a huge hit, to the extent that his studio came 
to be called “Momiji Seiho.” Tsuzuki’s sophisticated 
aesthetic penetrates all of his works.

优美装饰描绘出优雅故事。
诞生于青峰都筑隆夫先生掌心的茶壶引得成年女性争相购

买，她们“将其好好珍藏，想要用来招待特殊客人”。其

细腻优美的作品风格是在“茶壶虽是杂器”的宗旨下形成

的。茶壶虽是杂器，“但”茶不仅能润喉，还能滋润生

活。这番蕴含哲理的话使得用青峰茶器泡茶时所渲染的氛

围更加别具一格。而一个个装饰※描绘的故事则为作品更

加增添魅力。例如，印花的胡枝子和象嵌的月亮所展现的

是光源氏拂晓时分从恋人处归来，回头一撇间映入眼帘的

明月西斜的景色。听到此处，一个优雅的故事仿佛即将娓

娓道来。“创作之源来自对女性的向往。只要是人，大概

都想照料温暖柔软的事物吧。”在这种愿望下诞生的柔滑

外观和肌理仿佛女性一般柔嫩。使用将毛笔、稻穗绑成扫

帚状的道具轻轻敲击，通过这种涂泥手法产生其他作品上

看不到的细腻温和的质感，在日本传统工艺展上首次展出

且首次入选的作品就此问世。在真枫叶上涂泥后烧制而成

的茶壶是一件成功作品，被誉为“枫叶之青峰”。所有作

品自始至终都贯穿着都筑先生纯粹的审美观。

“Artisans” Group
Full member of Japan Kogei Association
■Outstanding Skilled Expert in Traditional Industry
 commendation by the Prefectural Governor
■ Awarded at the Exhibition of Japanese Traditional
 Kogei
■ Finalist in Ceramic Design Competition
■Choza Golden Award at Choza Award Ceramic
 Exhibition

小组“工匠”

日本工艺会 正式会员

■传统产业优秀技术人员 县知事表彰

■日本传统工艺展 获奖

■陶瓷器设计大赛 入选

■长三奖陶艺展 长三金奖 

青峰
S E I H O （P7）

Fresh new hope from 
the world of modern art.
The typical Tokoname-ware kyusu artisan starts training 
at a pottery studio by learning how to prepare the 
raw clay. It can take ten years for their work to reach 
a marketable standard. Tokuta Fujii has completely 
overturned that conventional wisdom, cutting a dashing 
figure as he burst onto the Tokoname-ware kyusu 
scene. He has a somewhat unusual career for a maker 
of kyusu. After learning his craft at the Tokoname 
Municipal Ceramics Research Institute, he became 
an apprentice of the ceramic artist, Toshio Araki, the 
creator of the monument in front of Meitetsu Tokoname 
Railway station and other works. His Tokoname-ware 
objets d’art were accepted for the Nitten exhibition eight 
times and he has won awards at multiple prestigious 
ceramic art exhibitions. After setting up on his own, he 
worked as a tableware creator and ceramics teacher, 
before taking the plunge into the world of kyusu in 
earnest five years ago. The transition from the world of 
modern art, where an artist is recognized for creating 
original, one-of-a-kind works, to kyusu, the premise of 
which is mass production of the same size and quality, 
is not easy. Tokuta took on this challenge with great 
daring, however, and continues to learn his craft humbly, 
saying, “Each little technique used in the production of 
kyusu, which their makers create as a matter of course, 
are truly amazing. I came to this field very late, and I 
am still very much a beginner.” There is now a steadily 
growing number of voices heralding this young man 
as “a young creator who was born with the qualities 
of a kyusu artisan.” His unique touch, which results in 
brightly shining glaze on the surface of the kyusu from 
smoking with the tanka technique, stands out from the 
crowd with a quality that is reminiscent of metal casting. 
He is the great hope that will take Tokoname-yaki into 
the future.

现代艺术界出身，备受期待的新星。
常滑烧的茶壶匠在接受修行的炉窑从制陶开始学起，通常

想达到作品能在市场上流通的水平则需要十年。而藤田德

太先生颠覆了这个传统，在常滑烧茶壶的世界闪耀登场。

他身为茶壶匠，经历与常人略有不同。他在常滑市立陶艺

研究所学成技术后，拜在了在名铁常滑站前经营纪念品等

商品的陶艺家荒木俊雄氏门下。然后凭借常滑烧作品在日

本美术展览会上8次入选，在著名陶艺展上接二连三地获

奖。自立门户后，他曾作为餐具作家及陶艺教室讲师开展

活动，正式迈入茶壶行业则是在5年前。现代艺术注重的是

独一无二的独创性，而制造茶壶则是以相同大小相同品质

的量产为前提，由现代艺术转行制作茶壶非常困难。但是

德太先生却勇于挑战，不断谦虚地学习，他认为制壶匠随

随便便制造的茶壶的每个细节实际上都蕴含着了不起的技

术，而自己从事该行业时间尚短，要走的路还十分漫长。越

来越多的人开始看好他，认为他作为年轻作家，天生拥有

茶壶匠的素质。用碳化手法熏制而成的茶壶肌理上隐隐闪

烁着釉面的光泽，这种独特的作品风格凭借铸造件般的质

感大放异彩。他是肩负常滑烧未来的明日之星。

■ Accepted eight times for Nitten exhibition
■ Accepted 11 times for Japan Contemporary Art and
 Crafts Exhibition
■Grand Prix, Fuji International Biennale
■ Accepted for Asahi Ceramic Art Exhibition
■ Accepted three times for Choza Award Ceramic 
 Exhibition

■日本美术展览会 8次入选

■日本现代工艺美术展 11次入选

■FUJI国际双年展 大奖

■朝日陶艺展 入选

■长三奖陶艺展 ５次入选

■日本陶艺展 入选

德太
T O K U TA （P21）

Translation of interview articles and career of potters / 翻译采访文章和名工介绍
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（P35）

From hand to hand, quality 
created by a relay of techniques.
Deisho-ikomi (slurry casting) is a method of kyusu 
production in which clay is poured into plaster molds to 
form the five parts of the kyusu - body, handle, spout, 
lid, and lid grip. Although the method in which the 
kyusu is formed differs from hand-made kyusu thrown 
on a potter’s wheel, it does not differ in the respect 
that advanced techniques and expertise are needed 
to fit those parts together to create the final product. 
Morimasa is a pottery that is held in high regard for 
the exceptional quality of its deisho-ikomi pieces. 
“Every one of our artisans puts their heart and soul into 
performing their handiwork before passing the piece 
onto the next process. That is why our kyusu look so 
cute.” So says Yoshinori Isomura, the master of the 
kiln, with a smile. Born into a cast pottery family, he 
also trained in hand-thrown kyusu before setting up his 
own pottery, Morimasa. Because he understands both 
processes, he is able to decide on the slurry blend, 
apply liquid manure if the weather demands it, and 
lead his team of skilled artisans. However, he always 
takes a step back, saying, “The stars at our pottery 
are the artisans.” For example, the “Space Diffuser 
Holder,” with its appearance of a beautiful ombré starry 
sky, is the work of a veteran artisan who has thirty 
years’ experience in the task of spraying glaze alone. 
In the same way, each individual process, including 
the casting, the production of the tea strainer, and the 
lid fitting, is itself the main stage of this pottery. Every 
month, 6,000 pieces of about 30 different types are 
passed carefully from one artisan’s hands to the next, 
before being sent out into the world.

从手手相传、技术接力中诞生的品质。
灌浆成型手法是向石膏模具内浇筑液状粘土，分别成型茶

壶壶身、壶把、壶嘴、壶盖、壶盖把手五个部分。成型方法与

使用转台的拉坯茶壶大不相同，但是将这些部件组合制成

茶壶需要高超的技术和技巧，这一点没有改变。盛正窑凭借

其灌浆成型的高品质得到广泛信任。“每位工匠都十分认真

地开展手工作业，然后再将半成品送至下道工序。所以茶壶

才如此漂亮如此可爱。”窑主矶村义则先生微笑说道。矶村

先生出生在灌浆成型窑，然后学习如何制造拉坯茶壶，最终

创立了盛正。由于熟知两种工艺，所以他懂得如何确定泥浆

配比，可根据天气情况施以液体肥料，从而走在了技艺娴熟

的工匠们的前面。但是他却谦虚地表示：“我们窑的主角还

是工匠。”例如，“宇宙扩散器”这款商品拥有美丽的渐变星

空，光是其釉面的吹塑作业就离不开拥有30年经验的资深

工匠的技术。同理，灌浆作业、茶滤制造、壶盖打磨等各道

工序都是该窑大显身手之处。每月6,000个、大约30种商品

在工匠间小心谨慎地手手相传最终问世。

■Winner of Jury's Special Prize, 
 41st Choza Award Ceramic Exhibition

■第41届长三奖陶艺展 审查员特别奖

盛正
M O R I M A S A

舜園 SHUNEN （P5）

■ Accepted for Ceramic Art Biennale
■ Accepted for Japan Crafts Exhibition
■ Accepted for Asahi Ceramic Art Exhibition
■Winner of Choza Golden Award at 
 Choza Award Ceramic Exhibition
■ Accepted for and awarded at 
 Choza Award Ceramic Exhibition
■陶艺双年展 入选
■日本工艺品展 入选
■朝日陶艺展 入选

■长三奖陶业展 长三金奖
■长三奖陶艺展 获奖及入选 

玲光 REIKO （P5）

Full member of Japan Kogei Association and Japan 
Sencha Kogei Association
■ Accepted many times for Exhibition of 
 Japanese Traditional Kogei
■Winner of Obaku Award, Exhibition of 
 Japanese Sencha Kogei
■ Accepted for Japan Ceramic Art Exhibition
■Winner of Choza Grand Prix Award at 
 Choza Award Ceramic Exhibition
日本工艺会 正式会员、
日本煎茶工艺协会 正式会员
■日本传统工艺展 多次入选

■日本煎茶工艺展 黄檗奖
■日本陶艺展 入选
■长三奖陶艺展 长三大奖

雪堂 SETSUDO （P6）

Craftmanship that delves into the 
connections between “art and industry.”
找准“艺与业”接点的工匠之道。

修三 SYUZO （P8）

■ Accepted for Tokai Traditional Kogei Exhibition
■ Accepted for Daiichi Exhibition
■ Accepted for Shinkozo Exhibition
■ Accepted for Choza Award Ceramic Exhibition
■东海传统工艺展 入选
■第一美术展 入选

■新结构展 入选
■长三奖陶艺展 入选

香臣 KOSHIN （P8）

■Winner of the Chunichi Prize, Production Region
 Promotion Ceramics Industry Exhibition
■Winner of the Prime Minister’s Prize, 
 Tokoname Ware Promotion Exhibition
■Winner of the Chubu Economy and 
 Industry Award
■Winner of Aichi Prefectural Governor’s Prize
 and Encouragement Award at 
 Choza Award Ceramic Exhibition
■产地振兴陶业展中日奖 获奖
■常滑烧振兴展 内阁总理大臣奖 获奖

益規 YOSHIKI （P9）

■ Accepted for Exhibition of Japanese Sencha Kogei
■ Accepted for and awarded at Choza Award 
    Ceramic Exhibition
■日本煎茶工艺展 入选　■长三奖陶艺展 入选及获奖

弘二 KOJI （P9）

■Outstanding Skilled Expert in Traditional Industry
commendation by the Prefectural Governor

■Choza Award at Choza Award Ceramic Exhibition
■Winner of Minister of Economic, 
 Trade and Industry Prize, 
 Ceramic Production Region Promotion Exhibition
■传统产业优秀技术人员 
县知事表彰

■长三奖陶业展 长三奖
■产地振兴陶业 经济产业大臣奖　　　　　

友仙 YUSEN （P20）

A pottery that traces its roots back four generations 
and 150 years to “Onko kiln,” which flourished in Mino-
Akasaka at the end of the Edo Period (1603 – 1868). 
This great pottery’s designs, along with those created in 
collaboration with the late eminent ceramics designer, 
Sakuzo Hineno, could be described as the foundation 
of modern Tokoname-ware kyusu, with decoration 
techniques such as nerikomi (kneading in) and kujaku-te.

从江户末期兴盛于美浓赤坂的“温古烧”开始算起，历经四
代，拥有一百五十年悠久历史的炉窑。诞生揉搓、孔雀壶把
等装饰技法，又与日根野作三联合创造出可谓近代常滑烧茶
壶基础的设计的名窑。

昭龍 SYORYU （P20）

Master of Traditional Crafts
■Outstanding Skilled Expert in Traditional Industry
    commendation by the Prefectural Governor
■ Accepted for and awarded at 
    Choza Award Ceramic Exhibition
■Winner of Minister of Economic, 
    Trade and Industry Prize, 
    Ceramic Production Region Promotion Exhibition
■ Awarded The Order of the Sacred Treasure, 
    Silver Rays 2017
传统工艺士
■传统产业优秀技术人员 县知事表彰
■长三奖陶业展 获奖及入选
■产地振兴展 经济产业大臣奖
■2017年 瑞宝单光章 获章

昭萠 SYOHO （P11）

■ Accepted for Exhibition of 
 Japanese Sencha Kogei
■ Accepted for Japan Crafts Exhibition
■ Accepted for Asahi Modern Craft Exhibition
■Winner of Prefectural Governor’s Prize at
 Hokkaido Ceramics Exhibition
■Cultural Promotion commendation from 
 the City of Tokoname
■日本煎茶工艺展 入选
■日本工艺品展 入选
■朝日现代工艺品展 入选
■北海道陶艺展 知事奖
■常滑市授予文化振兴表彰

淳蔵 JYUNZO （P11）

■ Accepted for the 39th to 42nd Choza Award 
 Ceramic Exhibition
■Winner of the Prime Minister’s Prize,
 61st Tokoname Ware Promotion Exhibition
■第 39 届～第 42 届 长三奖陶业展 入选
■第 61 届 常滑烧振兴展 内阁总理大臣奖 获奖

石龍 SEKIRYU （P10）

■ Exhibited at Korea Ceramic Expo
■Choza Award at Choza Award Ceramic Exhibition
■ Accepted for the 10th Tableware Awards
■ Accepted five times for Choza Award 
 Ceramic Exhibition
■Winner of Tokoname Ceramall President’s Prize,
 Tokoname Ware Promotion Exhibition
■韩国陶磁器EXPO 出展
■长三奖陶业展长三奖 获奖
■第10届餐具大奖 入选
■长三奖陶业展 5次入选
■常滑烧振兴展常滑烧卸团地（协） 理事长奖 获奖

玉光 GYOKKO （P10）

Master of Traditional Crafts
■ Accepted for Exhibition of 
    Japanese Traditional Artisans
■Choza Award at Choza Award Ceramic Exhibition
■Winner of the Pottery Manufacturers’ Co-operative
    Association President’s Prize, Production Region
    Promotion Ceramics Industry Exhibition
传统工艺士
日本传统工艺士会展 入选
■长三奖陶业展 长三奖　
■产地振兴陶业展 陶磁器组合理事长奖

仁 JIN （P6）

Member of Tokoname Ceramic Art Association
■ Accepted for Nitten (Japan Fine Arts Exhibition)
■Member of jury for the 34th Japan 
    Contemporary Art and Crafts Exhibition
■Winner of the Prefectural Governor’s Award of
    Asahi Ceramic Art Exhibition
■Winner of the ’78 Award at ’78 Exhibition
常滑陶艺作家协会会员
■第34届日本现代工艺美术展 
　审查员

■日本美术展览会 入选
■朝日陶艺展知事奖 获奖
■’78展 ’78奖 获奖
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