
すべての人に “美味しい” を

手仕事の國 いわてから

家族みんなで使う やさしさたっぷりの器
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～てまるの想い～

食事の力

器の垣根をこえて

～てまるの特徴～

～てまるができるまで～

   あなたは食事の時間を楽しんでいますか？

食事は１日３度の元気の源です。料理を味わい、

くつろぎ、家族や友達と語らい…、身体だけで

なく心の栄養を補うことができます。

   てまるはすべての人にそんな “美味しい”

食事をしていただくために生まれました。

手になじむ

「すくいやすい」 「持ちやすい」 「やさしい口あたり」
器の形には以下のような特徴があります。（2014.8 現在）

丈夫さと普遍性

てまるの器は、用途に合わせたモニター調査を行い、専門家の意見を　　　   伺ったうえで商品化しています。

< 碗、皿 >
食卓に器を置いたままでも
すくいやすいよう、器の縁に
返しがあります。

「介護食器」「自助具」「こども用」
「おもてなし用」をお探しの方に

< スプーン >
持ちやすい太さと軽さ、薄く
仕上げた皿部分のやさしい
口当たりは木製ならではです。

< 汁椀 > 
片手でも持ち上げ口元まで
運べるよう、指がかりとなる
くぼみをつけました。

現代生活の中で美しく映える

  てまる は、お子様・障がいのある方・ご高齢

の方はもちろんのこと、料理の好きな方・器の

好きな方も一緒に使える器を目指しています。

  お揃いの器で料理を頂くこと、時を経ても同

じ器を使えること、食事中に器の不便さが気に

ならなことは、食事の楽しさの一つでもありま

す。専門の器はその機能ゆえ、時に食卓で器が

特化してしまうことがありますが、てまるでは

料理が美しく映える質感、一人ひとりになじむ

使い心地を大切に製作しています。

　器の丸みには、製作過程の職人の手の丸みがそのまま生

かされています。この自然な丸みにより、持った時の手触

りや すくう時の動作が、しっかりと使い手になじみます。

　てまるの器はろくろ成形によるシンメトリーの正円が基

本です。丈夫さと普遍性を大切にした、素材と手わざの理

にかなった方法で製作しています。

　住環境は新素材の開発により刻々と変化しています。そ

の中で美しく映える質感を作り出すため、職人が経験や技

を生かして、材質の見極めや組み合わせを工夫しています。

　今回はてまるの取り組みを、通所介護事業所を中心

に進める事にしました。 それは、自宅での日常生活の

延長線上に位置する空間として施設の時間を味わって

戴きたいと思ったからです。 老い行く時間の中で、ぬ

くもりや手触り、見た目、重さなどの大事な感覚をて

まるを通し感じて欲しいと思いました。 

　実際モニターを始めたところ、利用者の反応が驚く

ほど目に見えて活発となりました。 動作が変わり、表

情が変わり、言葉が増えてと、期待以上の効果があり

ました。 食べる姿勢が良くなる事はむせ込みの防止に

もなり、思わぬ方向にも効果を感じました。 

　食事風景の中に当たり前に添えら

れる器として、てまるが普及してく

れる事を私は心から願っています。 

　　　　　　ケアハウス巣子 施設長 　

　　　　　　　　　　　里見 きみこ

　てまるの食器は美しい食器であることはもちろん、

使いやすく機能的な食器でもあります。

　てまる碗は縁が内側に反っているので、さじやスプー

ンを使う時にこぼしにくくなっています。羽鉢やひし

鉢の縁のわずかな返しもすくいやすい構造になってい

ます。大きめのカレー皿は安定感があり、こぼすこと

なくパクパクとお腹いっぱい、おいしくいただけます。

木のスプーンは手に持った時の軽さやバランスがよく、

持ち手の握りや角度が障がいを考慮して作られますの

で口に運びやすくなっています。ちなみに口に入れた

時の木のなめらかさがなんとも言えない口当たりです。

　てまるの食器は高齢者や障がい者

の使いやすさも考えられていると思

います。

アクトパコおもちゃとリハビリ研究所代表
　　　　　　　   作業療法士　松田 均　　



No.1

〒020-0618 岩手県滝沢市岩手山 395-331
Tel＆Fax  019-688-1502　Mobile  080-6019-0698
E-mail  iwatesan-tourai-toujiki@y4.dion.ne.jp

工房紹介
　器は一つひとつ、手ろくろによる成形と手描きで製作しています。器に柔らかな風合いを醸しつ
つも、より強度を増すために、焼成時間を通常の約 1.5 倍、およそ 25 時間をかけて焼いています。
原土には世界有数の高品質を誇る九州原産の天草陶石を使用し、釉薬には地元岩手の天然木灰（主
にクヌギ・ナラ・ケヤキ）を使用しています。
　ユニバーサルデザインに興味があり、福祉食器の大きく変形した形を見て、「ろくろで作ること
ができるもっと自然で美しい福祉食器を作ろう」と考え、この「てまる」プロジェクトを始めました。

 磁器 カレー皿　

大　283 × 73 ㎜  ( 外径 ×高さ )
中　240 × 60 ㎜
小　200 × 52 ㎜

　内側のなだらかカーブと縁にある
小さな返しで、最後のひとさじまで
すくいやすい器です。
　カレーはもちろんのこと、「大」
はプレート料理や盛り皿として、
「中」はパスタやピラフに、「小」は
お子様用やおかず皿としておすすめ
です。

 磁器 てまる碗

大　155 × 67 ㎜
中　133 × 55 ㎜
小　105 × 43 ㎜

　てまる碗は「碗」と「鉢」を合わ
せた器です。 深さがありますが高台
が広いため安定感があり、内側のな
だらかなカーブとすぼまった縁が、
中身をすくいやすくしています。
　飯碗として白米・おかゆ・丼物な
どに、鉢としておかず・デザートな
どにお使いいただけます。「小」は
お子様の離乳食にもおすすめです。 

サイズ　外径×高さ

サイズ：中

サイズ；大

陶來 (てまるプロジェクト代表 )

大沢 和義



 磁器　羽鉢　

 磁器　ひし鉢　
154 × 53 ㎜

　おかず・デザート用の鉢です。
最後まで器を置いたまま片手でもす
くいやすいよう、器の縁に返しがあ
ります。
　豆腐料理や和え物、ゼリー、アイ
スクリーム等におすすめです。

（写真  左側 3枚）

（写真  右側 3枚）

材質
天草陶石・木、石灰、バリウム透明釉

製品・サイズ
・一つひとつ手作りで製作しています。そのため焼成具合により仕上がりの色具合が少しずつ異なります。  
  また、サイズや重さには多少の誤差が生じます。
・商品は仕様を変更する場合がございます。 最新の情報については、WEBをご確認いただくかお気軽にお
  問い合わせください。 
磁器の特徴
・透明感のある肌合いと、壊れにくい丈夫さが特徴です。
・磁器は長くお使いいただいても、色や質感の変化はほとんどありません。表面に茶渋等の汚れがつくこ
  とはございますので、お使いの都度よく洗い流して下さい。
・当工房の製品には、器の成形時に出る削り粉を出来るだけ無駄なく利用した再生粘土を利用しています。
  粘土は古いほど粘りが増し、成形に具合の良いものになります。しかし反面、鉄分を含んだチリ等が入
  り易くなり、それが焼き上がると黒や茶色の斑点（＝「鉄粉」てっぷん）となって表れることがあります。 
  製品の品質（強度・質感・鉄粉以外の肌の色合い等）には全く影響はありませんので、器の表情として  
  お楽しみください。

お手入れ方法やより長持ちさせる工夫
食洗器 ...○　　洗い方 ... 食器用洗剤 OK　　直火 ...×　　レンジ ...○
水気が残ったまま放置しておきますと水垢がつき落ちにくくなります。水気は残さぬ様ご注意ください。

165 × 50 ㎜



陶來 (てまるプロジェクト代表 )

大沢 和義 No.2

〒020-0618 岩手県滝沢市岩手山 395-331
Tel＆Fax  019-688-1502　Mobile  080-6019-0698
E-mail  iwatesann-tourai-toujiki@y4.dion.ne.jp

もっきりカップ　

中　65 × 90 ㎜  ( 外径 ×高さ )
小　65 × 75 ㎜

< 柄 >
くち呉須 ( ごす )　
くち染分 ( そめわけ )
面取（めんとり）

　「もっきり」とは、盛り切りに注
いだ冷酒のこと。冷酒カップをモデ
ルにした細身で逆台形の形は、自然
と手になじみ、持ちやすく滑りにく
いです。
　湯のみやフリーカップ、ビールグ
ラスとしてお使いください。飲み物
の他、スティックサラダにもおすす
めです。

サイズ　外径×高さ

工房紹介、磁器製品に関する詳細情報はNo.1 を御覧ください

写真 1
写真 2
写真 3

反りもっきりカップ　

中　75 × 85 ㎜ 
小　70 × 75 ㎜

　「もっきりカップ」の口の部分を
ラッパ状に反らせたカップです。更
に手になじみ滑りにくく、口が広
がっているので中の飲み物が飲みや
すいです。
　湯のみやフリーカップ、酒器とし
てお使いください。

3

2 サイズ：中

1

サイズ：中

サイズ：小サイズ：中



陶房金沢

金沢 英徳
〒028-3443 岩手県紫波郡紫波町上松本字境 46-2
Tel&Fax　019-673-6472
E-mail　h-kanazawa@k3.dion.ne.jp

工房紹介
　当工房では、てまる作品を粉引（こひき※）という技法で製作しております。陶土は信楽の赤土
と白土、地元で採取した粘土をブレンドして使用しています。独自にブレンドした化粧土（白土）
を生掛けし、釉薬には天然の木灰を用いることで、柔らかな風合いを醸し出しております。化粧土
の濃淡・流れによる変化・高台付近の指跡、土味（どみ・土の味わい）など、粉引作品ならではの
豊かな表情が特徴です。

※粉引…鉄分の多い土を白く見せるために刷毛などで白土を表面に施し、
　　　　透明釉を掛けて焼成する技法。李朝陶磁の装飾技法で知られる。

 粉引 カレー皿　

中　248 × 55 ㎜  ( 外径 ×高さ )
小　220 × 48 ㎜

　内側のなだらかカーブと縁にある
小さな返しで、最後のひとさじまで
すくいやすい器です。
　カレーはもちろんのこと、「中」
はパスタやピラフ、盛り皿に、「小」
はお子様用やおかず皿としておすす
めです。

 粉引 てまる碗

大　164 × 70 ㎜
中　144 × 65 ㎜
小　120 × 55 ㎜

　てまる碗は「碗」と「鉢」を合わ
せた器です。 深さがありますが高台
が広いため安定感があり、内側のな
だらかなカーブとすぼまった縁が、
中身をすくいやすくしています。
　飯碗として白米・おかゆ・丼物な
どに、鉢としておかず・デザートな
どにお使いいただけます。「小」は
お子様の離乳食にもおすすめです。 

サイズ：中

サイズ：中

サイズ：大



粉引　ひし鉢　

材質
信楽土・紫波町産粘土、カオリン等粘土質原料、楢灰、長石

製品・サイズ
・一つひとつ手作りで製作しています。そのため焼成具合により仕上がりの色具合が少しずつ異なります。    
  また、サイズや重さには多少の誤差が生じます。
・商品は仕様を変更する場合がございます。 最新の情報については、WEBをご確認いただくかお気軽にお  
  問い合わせください。

陶器の特徴
・磁器に比べて強度は劣りますが、柔らかな風合いが特徴です。
・陶器は色が変化します。( 経年変化 ) 陶器、特に粉引のような焼き物には長く使い続けて色合いの変化を
  楽しむ、という考え方がございます。 あまり神経質にならずに普段使いにご利用ください。
・黒い斑点は粘土に含まれる鉄粉です。焼成により強く出たり、大きさも大小様々です。一つひとつ表情
  が違うことをご了承ください。

お手入れ方法やより長持ちさせる工夫
食洗器 ...△ なるべく手洗いをおすすめします　　洗い方 ... 食器用洗剤 OK　　 直火 ...× 
レンジ ...○ ただし急激な温度変化を与えないようご注意ください
・陶器の縁 ( ふち ) は弱いです。洗うときは他の器とぶつからないようお気を付けください。重ねて収納
  する際は縁に強い力がかからないようにお願いします。
・陶器は吸水性があります。洗った後はよく乾かしてから収納してください。特に夏場はカビの原因にな
  りますのでご注意ください。 
・油分の多い料理にお使いになると油染みが残る場合があります。あらかじめ器に水を十分吸わせてから
  (30 分～ 1 時間 ) ご使用になると予防できます（ご使用後はよく乾かしてください）。また、初めてご使
  用になる際に米の研ぎ汁（米ぬかを水に入れても可）で 10 分程度煮沸しておくと、その後半年～ 1 年 
  は浸み込みを防止できます。

　おかず・デザート用の鉢です。
最後まで器を置いたまま片手でもす
くいやすいよう、器の縁に返しがあ
ります。
　豆腐料理や和え物、ゼリー、アイ
スクリーム等におすすめです。

サイズ：中



佐賀工芸

佐賀 義之
〒028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野 58-12-302
Tel&Fax　0194-77-3111
E-mail　zoukisaga@mx22.tiki.ne.jp

工房紹介
　主に県産材を使い、木工ろくろで一つひとつ手作業で仕上げております。

林業は多くの人の手が関わっています。

　　植林→間伐→伐採→搬出→運搬→製材

これらに携わる人たちの仕事を敬う気持ちを込め、仕事をしています。

また、お客様が手に取りやすい器を心がけ、製作に努めています。

 拭き漆　汁椀

中　113 × 67 ㎜  ( 外径 ×高さ )
小　100 × 60 ㎜

　片手でも楽に持てるように、裏側
に指がかりになるくぼみをつけまし
た。
　「中」（容量約 180ml）は普通サイ
ズ。お味噌汁やお吸い物に。「小」（約
130ml）は少量をお好みの方やお子
様におすすめです。また、小鉢やア
イスクリームカップとしてもお使い
いただけます。

 拭き漆 てまる椀

大　158 × 60 ㎜
中　135 × 50 ㎜
小　110 × 40 ㎜

　てまる椀は「椀」と「鉢」を合わ
せた器です。 深さがありますが高台
が広いため安定感があり、内側のな
だらかなカーブとすぼまった縁が、
中身をすくいやすくしています。
　飯椀として白米・おかゆ・丼物な
どに、鉢としておかず・デザートな
どにお使いいただけます。「小」は
お子様の離乳食にもおすすめです。 

サイズ：中

サイズ：中

サイズ：大



材質
木地：トチ　塗装：拭き漆

製品・サイズ
・一つひとつ手作りで製作しています。そのため、木地や塗り方により仕上がりの色具合が少しずつ異な
  ります。また、サイズや重さには多少の誤差が生じます。
・商品は仕様を変更する場合がございます。 最新の情報については、WEBをご確認いただくかお気軽に
  お問い合わせください。

拭き漆の器の特徴
・木の器は陶磁器に比べて熱が伝わりにくいため、中身の熱さ・冷たさを保ちながら、安心して器を手に
  とることができます。
・木地は主に県産材のトチの木を使っています。軽く温かみがあるのが特徴です。
・漆を塗って拭取る作業を繰り返す「拭き漆」という技法で、木目を生かして仕上げています。
・長くお使いいただくと、器の表面の艶が増します。（経年変化）

お手入れ方法やより長持ちさせる工夫
食洗器 ...△ 　　洗い方 ... やわらかいスポンジをお使い下さい　 　レンジ ...×　 　直火 ...× 
毎日、お使い頂くことが一番のお手入れです。優しく扱っていただければ、それだけ長持ちします。



浅野 奈生
〒028-7532　岩手県八幡平市小柳田 357
Tel&Fax　0195-72-3577　
E-mail　asanonao@gmail.com

工房紹介
　木地は軽くて温もりのあるトチ材を、木地師がロクロ挽きしたもの。漆を塗っては研ぎまた塗る
作業を５～６回繰り返し、仕上げには漆掻き職人の採取した岩手県浄法寺漆を使っています。
　自然の素材が作り出す表情を大切に漆器を作っています。漆のやわらかな肌合いは使い込むほど
に手になじみます。これからの暮らしを考え、手仕事で食卓を明るく豊かにしたいと思っています。

 漆 てまる椀

大　158 × 60 ㎜ （外径 ×高さ）
中　135 × 50 ㎜
小　110 × 40 ㎜

　てまる椀は「椀」と「鉢」を合わ
せた器です。 深さがありますが高台
が広いため安定感があり、内側のな
だらかなカーブとすぼまった縁が、
中身をすくいやすくしています。
　飯椀として白米・おかゆ・丼物な
どに、鉢としておかず・デザートな
どにお使いいただけます。「小」は
お子様の離乳食にもおすすめです。 サイズ：大

材質
木地：トチ　塗装：漆　朱×黒

製品・サイズ
・一つひとつ手作りで製作しています。そのため、木地や塗り方により仕上がりの色具合が少しずつ異な
  ります。また、サイズや重さには多少の誤差が生じます。
・商品は仕様を変更する場合がございます。 最新の情報については、WEBをご確認いただくかお気軽に
  お問い合わせください。

漆器の特徴
・木の器は陶磁器に比べて熱が伝わりにくいため、中身の熱さ・冷たさを保ちながら、安心して器を手に
  とることができます。
・木地（佐賀工芸参照）は主に県産材のトチを使っています。軽く温かみがあるのが特徴です。
・中塗りには鉄分を含む弁柄漆を塗り重ね、堅牢な塗膜に仕上げています。
・長くお使いいただくと、器の表面の艶が増します。（経年変化）

お手入れ方法やより長持ちさせる工夫
食洗器 ...× 　　洗い方 ... やわらかいスポンジをお使い下さい　 　レンジ ...×　 　直火 ...×
・ 漆器は湯水で洗うだけでも汚れ落ちのよいものです。柔らかい布で拭いてお使いください。 食器用洗剤で
  洗っても構いませんが、ナイロンたわしを使ったり堅いものと一緒に洗うと傷つくことがあります。また、
  長時間の浸け置きはご遠慮ください。
・なるべく直射日光をお避けください。 
・かぶれが心配な方は、1ヶ月ほど置いてからのこ使用をお薦めします。



東北巧芸舎

佐藤 勲
〒020-0612 岩手県滝沢市柳沢 1368-32
Tel&Fax　019-688-2968

工房紹介
　木と漆の自然素材にこだわった商品を提案しています。普段は木工ろくろによる椀等を製作して
いますが、ユニバーサルデザインも工芸の大切な分野だと考え、手の不自由なお客様の「握りやす
いスプーンも作ってほしい」という声から、てまるのスプーンを作り始めました。スプーンの使い
やすさは、すくい部の幅と深さと厚さが左右すると考えて、この 3点を吟味して作っております。
　普段の暮らしに役立つ道具作りを心がけ、修理やあつらえにも応じています。

スプーン

長　　　210 ㎜
短　　　160 ㎜
右向き　210 ㎜
左向き　210 ㎜

　持ち手は太く、口元は薄く。木な
らではの軽さと優しい口当たりが特
徴です。
　すくう部分（口に入れる皿の部分）
は、一般的なスプーンよりやや小さ
めとなっております。

サイズ：中

左向き　右向き　 短 　長

短

右向き

※ 「左向き」「右向き」は、ご使用になるお客様のスプーンの握り方に合わせてお選びください。また、
　 角度や太さの調整など、特注品のご相談もお受けしています。詳しくはお問い合わせください。

材質
木地：トチ　塗装：拭き漆

製品・サイズ
・一つひとつ手作りで製作しています。そのため、木地や塗り方により仕上がりの色具合が少しずつ異な
  ります。また、サイズや重さには多少の誤差が生じます。
・商品は仕様を変更する場合がございます。 最新の情報については、WEBをご確認いただくかお気軽に
  お問い合わせください。

拭き漆のスプーンの特徴
・漆を塗って拭取る作業を繰り返す「拭き漆」という技法で、木目を生かして仕上げています。
・木地は主に県産材のトチの木を使っています。軽く温かみがあるのが特徴です。
・長くお使いいただくと、器の表面の艶が増します。（経年変化）

お手入れ方法やより長持ちさせる工夫
食洗器 ...△ 　　洗い方 ... やわらかいスポンジをお使い下さい　 　レンジ ...×　 　直火 ...× 
・毎日、お使い頂くことが一番のお手入れです。優しく扱っていただければ、それだけ長持ちします。
・ 木製スプーンは金属製ほど強度がないので無理な使い方はお控え下さい。



ご購入・お問い合わせ

ご注文お受けします

http://temaru.jp/

一個からのオーダーメイド
一人ひとりの使いやすさのために、サイズ
変更などの特注品もお受けしています。 
 ※材料の性質上、出来かねることもございます。

- てまる - とは

【てまるプロジェクト  代表  大沢 和義 】
〒 020-0618  岩手県滝沢市岩手山395-331（磁器専門工房 陶來内）
Tel＆Fax：019-688-1502　 E-mail：info@temaru.jp

ギフト
」い祝暦還「」物出引「」トッセめ初い食お「」い祝産出「

など、ご要望に合わせてご用意いたします。

～納期や価格など詳細はお問い合わせください～

大量注文
施設や飲食店などで使用する業務用や、引出物などの
数が多いご注文もお受けしています。

アフターケア
も談相ごのどな」し直塗の漆「」ケカの器「

お受けしています。      ※修理の可・不可は
度合いに寄りますのでお問い合わせください。

　2008年、磁器工房の陶來が（地独）岩手県工業技術センターとユニ
バーサルデザイン食器を開発・商品化。 2010年、他の職人や販売店を
交えて「てまるプロジェクト」を発足。 介護や子どものための食器シ
リーズ「てまる」 るまて「 。表発を 」の名は、作り手や使い手、高齢者、
障がい者、子ども、家族…沢山の人の「手」が「輪（まる）」となって繋がり、
人と人、人と社会の結びになって欲しいという願いから命名。

　商品の「てまる碗（椀）」は、そんな願いを込めた「てまる」独自
の新しいジャンルの器です。主食を盛る “飯碗” の要素と、おかず
やデザートを盛る “鉢” の要素、その両方を兼ね備えています。安
定感や掬いやすさも特徴で、陶磁器でも漆器でも制作しています。磁器　てまる碗　大・中・小



平成27年9月現在

1.磁器 【大沢 和義】

番号 商品名 重量 価格 (税抜)

O-1  磁器 カレー皿　大 1000ｇ 7,700 円

O-2  磁器 カレー皿　中 750g 4,000 円

O-3  磁器 カレー皿　小 450g 2,900 円

O-4  磁器 てまる碗　大 400g 2,500 円

O-5  磁器 てまる碗　中 250g 1,900 円

O-6  磁器 てまる碗　小 150g 1,700 円

O-7  磁器 羽鉢 300g 2,000 円

O-8  磁器 ひし鉢 300g 2,000 円

O-9  もっきりカップ 中（柄3種） 130g 1,700 円

O-10  もっきりカップ 小（柄3種） 100g 1,500 円

O-11  反りもっきりカップ 中（無地） 130g 1,900 円

O-12  反りもっきりカップ 小（無地） 130g 1,700 円

2.陶器 【金沢 英徳】

番号 商品名 重量 価格 (税抜)

K-1  粉引 カレー皿　中 800g 4,000 円

K-2  粉引 カレー皿　小 600g 3,800 円

K-3  粉引 てまる碗　大 2,800 円

K-4  粉引 てまる碗　中 240g

300g

2,300 円

K-5  粉引 てまる碗　小 120g 2,000 円

K-6  粉引 ひし鉢　 300g 2,300 円

て ま る 価 格 表
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3.木の器（拭き漆）【佐賀 義之】

番号 商品名 重量 価格 (税抜)

S-1  拭き漆 汁椀　中 約70g　約180ml 4,500 円

S-2  拭き漆 汁椀　小 約60g　約130ml 3,800 円

S-3  拭き漆 てまる椀　大 約140g 5,000 円

S-4  拭き漆 てまる椀　中 約90g 3,800 円

S-5  拭き漆 てまる椀　小 約50g 3,000 円

4.木の器（漆） 【浅野 奈生】

番号 商品名 重量 価格 (税抜)

A-1 漆 てまる椀　大 約150g 9,500円

A-2 漆 てまる椀　中 約95g 6,500円

A-3 漆 てまる椀　小 約53g 5,000円

5.木のスプーン（拭き漆） 【佐藤 勲】

番号 商品名 規格寸法 重量 価格 (税抜)

T-1  スプーン　長  210 ㎜ 約10g 4,500円

T-2  スプーン　短  160 ㎜ 約12g  4,000円

T-3  スプーン　右向き  210 ㎜ 約20g 5,000円

T-4  スプーン　左向き  210 ㎜ 約20g 5,000円

※商品代金は上記の「価格＋消費税8%」です。
※てまるの器は一つひとつ手作りで制作しています。陶磁器は焼成具合により、木製品は木地や
　塗り方により、仕上がりの色具合が少しずつ異なります。また、サイズや重さに多少の誤差が
　生じます。
※商品は仕様を変更する場合がございます。最新の情報については、WEBをご確認いただくか
　お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ】
てまるプロジェクト  代表  大沢 和義 
〒 020-0618  岩手県滝沢市岩手山395-331（磁器専門工房 陶來内）
Tel＆Fax：019-688-1502　 E-mail：info@temaru.jp


	hyoshi1
	hyoshi2
	oosawa1
	oosawa2
	oosawa3
	kanazawa1
	kanazawa2
	saga1
	saga2
	asano1
	sato1
	hyoshi3
	H25年9月てまる価格表A5

