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｢ステンレス洋食器の先駆け｣
燕市の金属洋食器産業は大正 12 年（1923）に始まり、大正、昭和、平成の 3 時代にわ
たって歴史を積み重ねて今日に至っています。今や燕市基幹産業としてその位置が確
立されている金属洋食器産業も、大正時代以来、幾多の先人達の努力によってその基
盤が築かれ、変遷を経て発展を続けてきました。当社も燕市金属洋食器産業の開始以
来、最古の老舗メーカーのひとつとしてその歴史と共に歩き、金属加工の経験を積み
重ねてきました。当社の初代社長は生産技術の研究改善に熱心に努力した人であり、
業界に数々の業績を残しました。金属洋食器の初期はその製品のほとんどが黄銅材（真
鍮）によって生産されていましたが、黄銅材は価格変動が激しい上、錆びやすいなど
の欠点があり、洋食器の素材としては使いにくいものでした。そこで彼は価格相場の
比較的安定したステンレス素材に着目し、昭和 10 年（1935）頃より他社に先駆けてス
テンレス洋食器生産の技術開発に努め、数々の困難と失敗を克服しつつ昭和 12 年
（1937）、業界で初めて加工の難しいステンレス洋食器の生産に成功しました。今日ス
テンレスは素材としていろいろな分野に利用されるようになりましたが、その普及拡
大の原点となったステンレス洋食器の開発でした。燕市洋食器産業の歴史において当
社はステンレス洋食器の先駆けのメーカーとして地場産業発展のため多大な貢献があ
ったものと自負し、誇りとしています。当社ではさらに品質向上、デザイン、更なる
新しいもの作りを心がけ、アルファクトが皆様に愛され、信頼されるブランドとして
発展するように努めてまいります。
｢洋白銀器｣
洋白はニッケルと銅に亜鉛を加えた合金で、比重と色合いが銀に近いことから洋銀と
も呼ばれ、銀の代用として古くからカトラリーの素材として使われてきました。一般
にはこの洋白に銀めっきを施して洋白銀器（E.P.N.S.)と呼んでいます。洋白材も用途
によって色々種類があります。アルファクトでは最もカトラリーに適した一級品を選
んで使用していますので錆や腐食に強いことが特長です。アルファクトでは洋白銀器
として高級品にふさわしい重量感のある豪華なデザインを各種取り揃えてあります。
｢ステンレス｣
ステンレススチールは美観と耐食性に優れた素材です。手入れが容易で清潔であるこ
とを要求されるカトラリーの素材として理想的であるため、現在ではステンレスが最
も多用されています。ステンレスはクロームとニッケルの含有率によって何種類かに
分けられます。一般には 18％クローム 8％ニッケルを含んだ通称 18-8 ステンレスが使
われます。アルファクトでは 18-8 ステンレスのほかにさらに高級な 10％ニッケルを
含んだ 18-10 ステンレスも使用しています。良いステンレスはほとんど磁石に付きま
せん。18-8 ステンレスの場合は強く加工された部分がわずかに磁石に付くことがあり
ます。
「ナイフ」
ナイフ用のステンレスは硬度を出すためにカーボンを含んだものが使われます。これ
は磁石には付きますが、耐食性とともに切れ味の良さが必要なためです。ステンレス
に限らず金属は研磨の程度によって耐食性が左右されます。カトラリーは磨きの良さ
で選ぶことが大きなポイントです。アルファクトでは特に研磨には留意して丁寧な仕
上げを行っています。
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Charles

№8900 ”シャルル“18-10 ステンレス/ミラー仕上
技術の粋を集めて作り上げた最高級のカトラリー。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\53,000)
（208935）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2410 ㌘> ※JAN（4995133289353）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\40,000)
（208925）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×260×40 ㍉>
※重量<1875 ㌘> ※JAN（4995133289254）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\11,500)
（208909）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<505 ㌘> ※JAN（4995133289094）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\6,250)
（208905）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<395 ㌘> ※JAN（4995133289056）
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （208942） （4995133289421）
(本体価格\63,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （208930） （4995133289308）
(本体価格\48,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （208902）（499513328025）
(本体価格 \5,300)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本

4

Charles Plain

№38900 “シャルル・プレーン”18-10 ステンレス/ミラー仕上
技術の粋を集めて作り上げた最高級のカトラリー。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\51,000)
（238935）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2410 ㌘> ※JAN（4995133389350）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\39,000)
（238925）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×260×40 ㍉>
※重量<1875 ㌘> ※JAN（4995133389251）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\11,000)
（238909）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<505 ㌘> ※JAN（4995133389091）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\6,000)
（238905）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<395 ㌘> ※JAN（4995133389053）

■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （238942） （4995133389428） (本体価格\61,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （238930）（4995133389305）
(本体価格\47,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （238902）（4995133389022）
(本体価格 \5,200)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
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Francia

№1800 “フランシア”18-10 ステンレス/ミラー仕上
繊細優美なロココ調の唐草模様。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\40,000)
（201835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾋﾒﾌｫｰｸ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2500 ㌘> ※JAN（4995133218353）

ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\31,000)
（201825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｸﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×260×40 ㍉>
※重量<1950 ㌘> ※JAN（4995133218254）

ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\8,500)
（201810）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<525 ㌘> ※JAN（4995133218100）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,800)
（201805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<410 ㌘> ※JAN（4995133218056）
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （201842） （4995133218421）
(本体価格\48,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （201830）（4995133218308）
(本体価格\37,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （201802） （4995133218025）
(本体価格 \4,500)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
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Marian

№6800 “マリアン”18-10 ステンレス/ミラー仕上
優美なフォルムとなめらかな仕上げ。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\37,000)
（206835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾋﾒﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2400 ㌘> ※JAN（4995133268358）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\29,000)
（206825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×265×38 ㍉>
※重量<1700 ㌘> ※JAN（4995133268259）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\7,600)
（206809）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<5005 ㌘> ※JAN（4995133268099）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,500)
（206805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<395 ㌘> ※JAN（4995133268051）
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （206842） （4995133268426） (本体価格\45,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （206830） （4995133268303） (本体価格\35,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （206802） （4995133268020） (本体価格 \4,400)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
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Social

№7800 “ソシアル”18-10 ステンレス/ミラー仕上
クォリティーを語る格調高いデザイン。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\36,000)
（207835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾋﾒﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2350 ㌘> ※JAN（4995133278358）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\28,000)
（207825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×265×38 ㍉>
※重量<1680 ㌘> ※JAN（4995133278258）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\7,400)
（207810）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<510 ㌘> ※ JAN（4995133278104）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,400)
（207805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<395 ㌘> ※JAN（4995133278050）
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （207842） （49951332788425） (本体価格\43,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （207830） （4995133278302） (本体価格\34,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （207802） （4995133278029） (本体価格 \4,100)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本

8

Biwa

№8700 “琵琶”18-10 ステンレス/ミラー仕上
多彩な食卓に美しく調和する新感覚洋食器。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\34,500)
（308735）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2140 ㌘> ※JAN（4995133387356）

ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\26,000)
（308725）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×265×38 ㍉>
※重量<1795 ㌘> ※JAN（4995133387257）

ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc (本体価格\8,300)
（208710）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<505 ㌘> ※JAN（4995133287106）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,800)
（208705）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<400 ㌘> ※JAN（4995133287052）

9

Genne

№5800 “ジェンヌ”18-10 ステンレス/ミラー仕上げ
毎日の食卓にしゃれたシンプルデザイン。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\28,000)
（205835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×50 ㍉>
※重量<1990 ㌘> ※JAN（4995133258359）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc 【６客用】 (本体価格\25,500)
（205830）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×270×40 ㍉>
※重量<1660 ㌘> ※JAN（4995133258304）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\21,000)
（205825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1480 ㌘> ※JAN（4995133258250）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\6,200)
（305810）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<487 ㌘> ※JAN（4995133358103）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\3,600)
（305805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<402 ㌘> ※JAN（4995133358059）
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Park Avenue

№2100 “パークアベニュー”18-10 ステンレス/ミラー仕上
独特なロングプロポーションの美。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\30,000)
（302135）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ
ｹｰｷﾌｫｰｸ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×50 ㍉>
※重量<2000 ㌘> ※JAN（4995133321350）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc 【６客用】 (本体価格\27,000)
（302130）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×270×40 ㍉>
※重量<1670 ㌘> ※JAN（4995133321305）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\22,500)
（302125）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1450 ㌘> ※JAN（4995133321251）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\7,000)
（302110）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<485 ㌘> ※JAN（4995133321107）
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,000
（302105）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<400 ㌘> ※JAN（4995133321053）
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Ruban

№21500 “ルバン”18-8 ステンレス/ミラー仕上
お洒落で可愛いリボン模様。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\37,000)
（221535）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2350 ㌘> ※JAN（4995133215352）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\29,000)
（221525）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×260×40 ㍉>
※重量<1850 ㌘> ※JAN（4995133215253）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\7,900)
（221512）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<540 ㌘> ※JAN（4995133215123）
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,700)
（221505）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<410 ㌘> ※JAN（4995133215055）
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （221542） （4995133215420） (本体価格\44,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （221530） （4995133215307） (本体価格\35,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （221502） （4995133215024） (本体価格 \4,000)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本

12

Saga

№2200 “嵯峨”18-8 ステンレス/ミラー仕上
竹をイメージした和風カトラリー。美しいスリムライン。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\28,000)
（202225）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×265×38 ㍉>
※重量<1650 ㌘> ※JAN（4995133222251）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc (本体価格\7,600)
（202210）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 238×180×32 ㍉>
※重量<480 ㌘> ※JAN（4995133222107）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,400)
（202205）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 238×180×32 ㍉>
※重量<400 ㌘> ※JAN（4995133222053）

ｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,500)
（202206）
※ｹｰｷﾌｫｰｸ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 238×180×32 ㍉>
※重量<380 ㌘> ※JAN（4995133222060）

13

Pearl Line

№9000 “パールライン”18-8 ステンレス/ミラー仕上
繊細で上品なパールラインの縁取り。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\37,000)
（209035）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ
ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2350 ㌘> ※JAN（4995133290359）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\29,000)
（209025）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×260×40 ㍉>
※重量<1850 ㌘> ※JAN（4995133290250）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\8,000)
（209009）
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ミリ>
※重量<540 ㌘> ※JAN（4995133290090）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5pc
(本体価格\4,600)
（209005）
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ミリ>
※重量<410 ㌘> ※JAN（4995133290052）

■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （209042） （4995133290427） (本体価格\44,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （209030） （4995133290304） (本体価格\35,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （209002） （4995133290021） (本体価格 \3,900)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本

14

Noble Birth

№9800 “ノーブルバース”18-8 ステンレス/ミラー仕上
洗練されたシンプル・エレガンスの極み。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\34,000)
（209835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ
ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×50 ㍉>
※重量<2224 ㌘> ※JAN（4995133298355）

ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\26,000)
（209825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1713 ㌘> ※JAN（4995133298256）

ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc (本体価格\7,000)
（209810）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<497 ㌘> ※JAN（4995133298102）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,000)
（209805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<407 ㌘> ※JAN（4995133298058）

15

Lorraine

№3800 “ロレーヌ”18-8 ステンレス/ミラー仕上
特別な日の食卓に映える格調高いデザイン。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\30,000)
（203835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×50 ㍉>
※重量<2304 ㌘> ※JAN（4995133238351）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc 【６客用】 (本体価格\28,500)
（203825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×270×40 ㍉>
※重量<1945 ㌘> ※JAN（4995133238306）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\23,500)
（203825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1743 ㌘> ※JAN（4995133238252）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\6,000)
（203810）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<527 ㌘> ※JAN（4995133238108）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\3,500)
（203805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<422 ㌘> ※JAN（4995133238054）
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Bloom

№4800 “ブルーム”18-8 ステンレス/ミラー仕上
満ち足りた毎日の食卓にエレガントな輝き。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\29,500)
（204837）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×50 ㍉>
※重量<2299 ㌘> ※JAN（4995133248374）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc 【６客用】 (本体価格\28,000)
（304825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×270×40 ㍉>
※重量<1940 ㌘> ※JAN（4995133348302）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\23,000)
（304825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1738 ㌘> ※JAN（4995133348251）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\5,900)
（204810）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<532 ㌘> ※JAN（4995133248107）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\3,450)
（204805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<427 ㌘> ※JAN（4995133248053）
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Chantilly
№8600 “シャンティー”18-10 ステンレス/ハンドルつや消し仕上げ
独特なロングプロポーションの美。
シンプルなデザインに、より映えるつや消し仕上げの格調高いシリーズ。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc 【６客用】 (本体価格\27,000)
（208630）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×270×40 ㍉>
※重量<1670 ㌘> ※JAN（4995133286307）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\22,500)
（208625）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1450 ㌘> ※JAN（4995133286253）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\7,000)
（208610）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<485 ㌘> ※JAN（4995133286109）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,000
（208605）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<400 ㌘> ※JAN（4995133286055）
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Celeste

№7300 “セレスト”18-8 ステンレス/ハンドルつや消し仕上げ
刃先が丸くて安全な、可愛いシェイプのカトラリー。
ほどよい重さと、持ち易い幅広ハンドル。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\16,000)
（307325）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(共柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1650 ㌘> ※JAN（4995133373250）

ﾁｬｲﾙﾄﾞｾｯﾄ 6pc
(本体価格\5,300)
（207306）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ
ﾁｬｲﾙﾄﾞｽﾌﾟｰﾝ
ﾁｬｲﾙﾄﾞﾌｫｰｸ 各 2 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 235×178×30 ㍉>
※重量<500 ㌘> ※JAN（4995133278069）

ﾁｬｲﾙﾄﾞｾｯﾄ 3pc
(本体価格\3,400)
（207303）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ
ﾁｬｲﾙﾄﾞｽﾌﾟｰﾝ
ﾁｬｲﾙﾄﾞﾌｫｰｸ 各 1 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 235×178×30 ㍉>
※重量<380 ㌘> ※JAN（4995133278038）
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和
№8000 “鎚目”18-10 ステンレス/ミラー仕上
和菓子に映える粋な鎚目打出し文様。
姫ｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,200)
（208005）
※姫ｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<255 ㌘>
※JAN（4995133280053）

姫ﾌｫｰｸｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,200)
（208045）
※姫ﾌｫｰｸ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<240 ㌘>
※JAN（4995133280459）

姫ﾅｲﾌｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,200)
（208015）
※姫ﾅｲﾌ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<245 ㌘>
※JAN（4995133280152）

姫ｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc (本体価格\7,200)
（208010）
※姫ｽﾌﾟｰﾝ、姫ﾋﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<376 ㌘>
※JAN（4995133280107）
姫ｽﾌﾟｰﾝ、ﾅｲﾌｾｯﾄ 10pc
（208011）
※姫ｽﾌﾟｰﾝ、姫ﾅｲﾌ 各 5 本
※JAN（4995133280114）
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(本体価格\7,200)

和＜金彩＞
№48000 “鎚目”18-10 ステンレス/ゴールトアクセント
和菓子に映える粋な鎚目打出し金彩文様。

（金彩）姫ｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,700)
（248005）
※姫ｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<255 ㌘>
※JAN（4995133480057）

（金彩）姫ﾌｫｰｸｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,700)
（248045）
※姫ﾌｫｰｸ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<240 ㌘>
※JAN（4995133480453）

（金彩）姫ﾅｲﾌｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,700)
（248015）
※姫ﾅｲﾌ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<245 ㌘>
※JAN（4995133480156）

（金彩）姫ｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc (本体価格\8,200)
（248010）
※姫ｽﾌﾟｰﾝ、姫ﾋﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ <約 193×158×40 ㍉>
※重量<376 ㌘>
※JAN（4995133480101）
（金彩）姫ｽﾌﾟｰﾝ、ﾅｲﾌｾｯﾄ 10pc
（248011）
※姫ｽﾌﾟｰﾝ、姫ﾅｲﾌ 各 5 本
※JAN（4995133280118）
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(本体価格\8,200)

Dechees

№43800 “デューチェス”18-8 ステンレス/ゴールドアクセント
特別な日の食卓に映える格調高いデザイン。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 40pc
(本体価格\44,000)
（343840）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾋﾒﾌｫｰｸ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ/ｸﾞﾚﾋﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ｼｭｶﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ 各1 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×310×100 ㍉>
※重量<3150 ㌘> ※JAN（4995133338402）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\36,000)
（343835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×50 ㍉>
※重量<2330 ㌘> ※JAN（4995133338358）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\28,000)
（343825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×265×40 ㍉>
※重量<1770 ㌘> ※JAN（49951333382519
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\4,100)
（243805）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 195×160×34 ㍉>
※重量<300 ㌘> ※JAN（4995133238054）
ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc
(本体価格\3,800)
（243802）
※ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 255×150×30 ㍉>
※重量<390 ㌘> ※JAN（4995133238023）
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Francia

№41800 “フランシア”18-10 ステンレス/ゴールドアクセント
繊細にして優美なロココ調の唐草模様。
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 35pc
(本体価格\50,000)
（241835）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 360×290×55 ㍉>
※重量<2500 ㌘> ※JAN（4995133418357）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\39,000)
（241825）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 400×260×40 ㍉>
※重量<1950 ㌘> ※JAN（4995133418258）
ﾃｨｰｹｰｷﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc
(本体価格\11,000)
（241809）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<525 ㌘> ※JAN（4995133418098）

ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\6,000)
（241805）
※ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 238×180×32 ㍉>
※重量<410 ㌘> ※JAN（4995133418050）

■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 42pc （241842） （4995133418425） (本体価格\60,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ
/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾌﾞｲﾖﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
■ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 30pc （241830） （4995133418302） (本体価格\46,000)
ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各 6 本
■ｻｰﾋﾞｽｾｯﾄ 2pc （209002） （4995133418029） (本体価格 \5,100)
ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
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Marian

№ 1 8 0 0 0 “ マ リ ア ン ” 洋白銀器 Ｅ．Ｐ．Ｎ．Ｓ．/３．８ミクロン銀仕上
さりげなくディリーに使いたい洋白銀器。
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 6pc
(本体価格\11,200)
（218006）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 200×160×40 ㍉>
※重量<427 ㌘> ※JAN（4995133180063）

ｺｰﾋｰﾋﾒﾌｫｰｸｾｯﾄ 12pc
(本体価格\21,000)）
（218012）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 305×160×40 ㍉>
※重量<676 ㌘> ※JAN（4995133180124）

ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 24pc
(本体価格\78,000)
（218024）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 各6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×287×55 ㍉>
※重量<2261 ㌘> ※JAN（4995133180247）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 32pc
(本体価格\110,000)
（218032）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各6 本
ｼｭｶﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ 各1 本
※ﾚｻﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄｹｰｽ<約 395×295×60 ㍉>
※重量<3190 ㌘> ※JAN（4995133180322）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 52pc
(本体価格\166,000)
（218052）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ｽｰﾌﾟｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾒﾛﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
ｼｭｶﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ/ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
※ﾚｻﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄｹｰｽ<約 468×315×60 ㍉>
※重量<4417 ㌘> ※JAN（4995133180520）
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Charules

№ 2 8 0 0 0 “ シ ャ ル ル ” 洋白銀器 Ｅ．Ｐ．Ｎ．Ｓ．/３．８ミクロン銀仕上
本物だけがもつ絶妙な重量感とバランス。.
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 6pc
(本体価格\11,800)
（228006）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 200×160×40 ㍉>
※重量<431 ㌘> ※JAN（4995133280060）
ｺｰﾋｰﾋﾒﾌｫｰｸｾｯﾄ 12pc
(本体価格\22,600)
（228012）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ
各6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 305×160×40 ㍉>
※重量<673 ㌘> ※JAN（4995133280121）

ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 24pc
(本体価格\88,000)
（228024）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄)/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 各6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×287×55 ㍉>
※重量<2322 ㌘> ※JAN（4995133280244）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 32pc
(本体価格\117,000)
（228032）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各6 本
ｼｭｶﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ 各1 本
※ﾚｻﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄｹｰｽ<約 395×295×60 ㍉>
※重量<3280 ㌘> ※JAN（4995133280329）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 52pc
(本体価格\177,000)
（228052）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ｽｰﾌﾟｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾒﾛﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
ｼｭｶﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ/ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
※ﾚｻﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄｹｰｽ<約 468×315×60 ㍉>
※重量<4448 ㌘> ※JAN（4995133280527）
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Fleur

№ 3 8 0 0 0 “ フ ル ー ル ” 洋白銀器 Ｅ．Ｐ．Ｎ．Ｓ．/３．８ミクロン銀仕上
洗練されたシンプルエレガンスの極み。
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 6pc
(本体価格\12,000)
（238006）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 200×160×40 ㍉>
※重量<426 ㌘> ※JAN（4995133380067）

ｺｰﾋｰﾋﾒﾌｫｰｸｾｯﾄ 12pc
(本体価格\23,000)
（238012）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各 6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 305×160×40 ㍉>
※重量<673 ㌘> ※JAN（4995133380128）

ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 24pc
(本体価格\90,000)
（238024）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 各6 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 405×287×55 ㍉>
※重量<2336 ㌘> ※JAN（4995133380241）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 32pc
(本体価格\120,000)
（238032）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ 各6 本
ｼｭｶﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ 各1 本
※ﾚｻﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄｹｰｽﾞ<約 452×345×85 ㍉>
※重量<3285 ㌘> ※JAN（4995133380326）
ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 52pc
(本体価格\182,000)
(238052)
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ(最中柄) /ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ/ｽｰﾌﾟｽﾌﾟｰﾝ
ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ/ｹｰｷﾌｫｰｸ/ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ/ﾒﾛﾝｽﾌﾟｰﾝ 各 6 本
ｼｭｶﾞｰﾚｰﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ/ｻｰﾋﾞｽｽﾌﾟｰﾝ/ｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｸ 各 1 本
※ﾚｻﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄｹｰｽﾞ<約 500×350×100 ㍉>
※重量<4508 ㌘> ※JAN（4995133380524）
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Alsace

№ 1 1 0 0 “ ア ル ザ ス ” 1 8 - 8 ス テ ン レ ス /天然木（積層強化木）
木の温もりが優しい自然派のカトラリー。
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ 5pc
(本体価格\8,200)
（201115）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<402 ㌘> ※JAN（4995133211156）

ﾋﾒﾌｫｰｸｾｯﾄ 5pc
(本体価格\8,200)
（201116）
※ﾋﾒﾌｫｰｸ 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<377 ㌘> ※JAN（4995133211163）

ｺｰﾋｰﾋﾒﾌｫｰｸｾｯﾄ 10pc (本体価格\15,500)
（201110）
※ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各 5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 225×170×40 ㍉>
※重量<482 ㌘> ※JAN（4995133211101）

ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ 25pc
(本体価格\48,000)
（201125）
※ﾃﾞｨﾅｰﾅｲﾌ/ﾃﾞｨﾅｰﾌｫｰｸ/ﾃﾞｨﾅｰｽﾌﾟｰﾝ
ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ/ﾋﾒﾌｫｰｸ 各5 本
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 390×255×40 ㍉>
※重量<1348 ㌘> ※JAN（499513211255）
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甦る伝説
勇気と奇跡をもたらすというエクスカリバーの剣。
今そのスピリッツが蘇生する。
重厚で華麗な逸品を手にする時、美しき伝説が甦る。
アルファクト｢エクスカリバー｣シリーズミニチュアソード／レターオープナー
24K 金仕上／ステンレスブレード

ＥＸ-１０１
ＥＸ-１０２
ＥＸ-１０３
ＥＸ-１０４
ＥＸ-１０５

レピア
クレイモア
サラバンド
スタームーン
クラシック

(4995133201010)
(4995133201027)
(4995133201034)
(4995133201041)
(4995133201058)

<ｴｸｽｶﾘﾊﾞｰ>ｼﾘｰｽﾞ
(本体価格\5,000)
ﾐﾆﾁｭｱｿｰﾄﾞ/ﾚﾀｰｵｰﾌﾟﾅｰ
24K 金仕上/ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾚｰﾄﾞ
※全長<218 ㍉>
※ｹｰｽｻｲｽﾞ<約 255×90×40 ㍉>
※重量<250 ㌘>
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※ローマ字：筆記体 商品に入る範囲で 1～12 文字

※ローマ字：ブロック体 商品に入る範囲で 1～12 文字

※ローマ字：オールドイングリッシュ体 商品に入る範囲で 1～12 文字

※漢字・ひらがな（名字、名前）商品に入る範囲で 2～6 文字
明朝体:
楷書体:
南行書体:

鈴木花子
鈴木花子
鈴木花子

丸ゴシック体:
ゴシック体:

鈴木花子
鈴木花子

※年月日（商品に入る範囲内）
5.25 2016.5.25 5 月 25 日
※価格 1 本に付き （本体価格 350 円）
ハンドルの表か裏の 1 箇所 1 行です。
※指定ロゴ等の彫り込みも承ります。
指定ロゴデーター作成料 （本体価格 \5,000）
※商品のデザインにより彫刻できる範囲が制限されることがあります。
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※表示価格には消費税は含まれておりません。
※商品の色は印刷等の為、実物とは違う場合があります。
※製品は改良の為、予告なく仕様の一部を変更することがあります。
※カタログの無断転記転写を禁じます。記載内容 2019 年 2 月 1 日現在

株式会社

㈱荒 澤 製 作 所

〒959-1262 新潟県燕市水道町 1-2-5 ℡0256-63-2229 / Fax0256-62-6891

http://www.alfact.co.jp/
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info@alfact.co.jp

