業務用食器の大売り出し。この機会をお見逃しなく

カク仲まつり

2020

良い物をお値打ち価格で。くうかん陶四季

９／９（水）～１０／９（金）まで
ご好評をいただいております秋のカク仲まつりを今年も開催します。
年末に向けての器のご購入に、このお値打ちな機会をぜひご利用下さい。

まつり期間中だけの特典！
\29,999 までのお買上げで、総額よりさらに 10%OFF!
\30,000 以上のお買上げで、
総額よりさらに 15%OFF!!

珍味・小鉢・小皿 \180+税 \250+税 小鉢・中鉢・長皿 \380+税
手わざの器・大きめ皿鉢 \700+税 盛皿・盛鉢 \1,500+税

新型コロナウィルス感染予防の為、マスク着用でのご来店並びに出入り口に設置の消毒液にて手指の消毒をお願いいたします。

新アイテム入荷 プロステージ（2 階大展示場）

定番落ちが超特価・アウトレット

紺吹黒唐津もあります
\1,320+税

トルコ

高級前菜皿がこの価格で

明るい色合い。お刺身にぴったり

在庫限り商品につき
売り切れの際はご容赦下さい
高級茶碗蒸しもこの価格

雰囲気のある黒の釉薬

織部

熔岩流

大胆な呉須散しが料理に迫力を演出

呉須散し八角皿

市松模様が格好いい

20.8x2cm

砂目市松正角皿
18x18x3.2cm
上代 2,400 円の品

\

1,320

上代 2,200 円の品

\

1,210

25x3cm
+税

上代 3,500 円の品

呉須唐津布目小鉢

プラチナタコ唐草変形付出皿

\

1,980

織部面取 8 寸鉢

虹彩切立鉢（小）
16x4.2cm
上代 3,200 円の品

\

15.3x12x6.1cm

荒々しく削いだ仕上げが◎

様々な光の反射をみせる人気の釉薬
+税

黄釉雪割向付（強化） 60%OFF

黒ラスター丸浅鉢（小）

15.5x4.7cm

14x4cm

上代 1,700 円の品

\680+税

上代 1,500 円の品

丈夫で軽い”カルテック”の丼

60%OFF

\600+税

漬物などに。人気のすり鉢風柄

60%OFF

珱珞紋むし碗
8.5x8.6cm
上代 2,200 円の品

\880+税

国産高品質プレートが超特価

大サイズもあります
19x5cm \2,090+税

プラチナの装飾が高級感を＋

上代 3,600 円の品

\1,400+税

定食の小鉢などに

+税

グリーン釉錆絵もあります
\1,815+税

32x12x2cm

60%OFF

石庭 8.0 皿

1,760

24.3x4cm
+税

上代 4,000 円の品

上代 650 円の品

\

2,200

60%OFF

\260+税

わらしべ 4.5 丼
13.5x8.2cm
上代 1,800 円の品

60%OFF

\720+税

鉄赤摺目紋 二重小鉢
10.8x4.1cm
上代 320 円の品

60%OFF

\128+税

オリーブ 9”ﾐｰﾄ皿
24x2.4cm
上代 1,400 円の品

85%OFF

\200+税

株式会社 カク仲

+税

くうかん 陶四季

〒509-5171

印象に残る雰囲気のある高台皿

高級感を感じさせる染付柄とかたち

黒土粉引菊彫四つ足高台皿

雲鶴三つ足小鉢

16.8x4cm
上代 2,900 円の品

\

1,595

10.5x6cm
+税

岐阜県土岐市泉北山町 2-3

TEL:0572-55-1200

虹彩
\1,485+税

上代 2,800 円の品

\

1,540

ネイビー
色と形が人気の小皿

ゴールド

八角豆皿
8.3x1.6cm
+税

上代 500 円の品

\

275

+税

業界最大級のショールームにて
手に取ってお選び下さい。

ご不要になった器、処分いたします。
（陶器・磁器製品に限ります）
ご来店時にお持下さい。

URL:http://www.kakunaka.co.jp

中央自動車道 土岐 IC より約 5 分 土岐美濃焼卸商業団地内
詳しくは上記ＵＲＬまたは QR コードよりホームページをご覧下さい

セール情報を
お知らせします

くうかん陶四季 プロステージ

和食屋さんにおすすめ

プロステージ（ショールーム）

会席料理に高級感のある刺身皿

寿司皿におすすめのフラットな皿

くうかん陶四季（1F 店舗）

会席に高級感を演出する金、銀の小付

アウトレット

三品盛に。渋い色合いが格好いい細長皿

焼肉屋さんにおすすめ
雰囲気◎の炭化黒。肉の赤が映えます

人気の溶岩流は肉の赤も映える色です

お肉の他、刺身系メニューに

御影石のようなの高級感のある黒

織部
銀巻・金巻
炭化金彩

熔岩流変形尺一寸皿●

染付菊唐草輪花 6 寸向付●

柚子黒菊型たわみ小付●

線彫細長皿●

33x13.6x1.5cm

19x4cm

11.2x9.7x6.2cm

31.4x5.5x2cm

上代 3,700 円の品

\2,035+税

上代 3,300 円の品

高級刺身皿がこの価格で

\1,815+税

上代 2,100 円の品

\1,155+税

定食におすすめ茶碗蒸し

雰囲気もあり価格もお値打ち

上代 2,400 円の品

炭化石面前菜皿●

\1,320+税

花弁がかわいらしいアクセントに

21.3x1.5cm
上代 2,100 円の品

\1,155+税

肉の盛皿・盛り合わせに

熔岩流折紙 8.0 皿●

熔岩流ロクロ目両上り向付●

御影黒削ぎ前菜皿●

24x3.3cm

25x13x4.5cm

24x20x5cm

上代 3,000 円の品

\1,650+税

お肉の他、刺身系メニューに

\1,045+税

上代 1,900 円の品

吹き付けたような光沢のある黒

\1,155+税

上代 2,100 円の品

キムチなどにおすすめの小鉢

織部
天竜磁

青白磁

トルコマット

染付輪花向付●

熔岩流千筋向付●

八角彫むし碗●

花小付●

16.8x5cm

黒備前ひねり 8.0 皿●

御影黒正角前菜皿●

16x4.5cm

7x7cm

7x4cm

黒ラスターなぶり皿●

火色くくり手 4.0 鉢●

24.5x3cm

15x3.5cm

22.6x15.5x6.5cm

12.8x4.8cm

特価 680 円の品

上代 360 円の品

特価 1,000 円の品

\700+税

高級前菜皿がお値打ち価格に

特価 500 円の品

\380+税

特価 500 円の品

荒々しい土物風仕上げが焼物にあう

\380+税

特価 200 円の品

定食などにベーシックな焼物皿

\180+税

定食の小鉢などにおすすめ

特価 1,000 円の品

\700+税

\500+税

特価 680 円の品

\500+税

\144+税

そば・うどん・ラーメン屋さんにおすすめ
非対称の変形丼がうどんの雰囲気◎ 土物の素朴な風合いが田舎風うどんに

自慢のラーメンに迫力のあるタコ唐草

定番柄のラーメン丼がこの価格で

深口丼も
あります

ラスター市松青６寸角皿●

焼〆灰散しちぎり長角向付●

青白磁つゆ草焼物皿●

17.6x17.9x2.5cm

18.4x15.7x3.8cm

22x14.5x3.3cm

上代 2,600 円の品

上代 2,000 円の品

\1,040+税

\800+税

上代 1,800 円の品

\720+税

南蛮花ごよみ小付●
9.5x5.7cm
上代 400 円の品

\160+税

居酒屋さんにおすすめ
イチオシの一品を人気作家の盛皿で

古代呉須荒引 6.0 丼●

泥クシ彫 5.5 高浜丼●

古染タコ唐草浅口めん丼●

北京 21cm 高台ラーメン丼●

17x16.5x9cm

17x8.7cm

21.5x8.2cm

21x8.5cm （中国製）

上代 1,800 円の品

お造り・煮物などを迫力のある盛付けに

料理を格好よく演出する黒光りの器

揚物・焼物・串などいろいろ使える

\990+税

印象に残る柄が人気のそば丼

上代 2,000 円の品

\1,100+税

いろいろ使いやすいサイズの丼
つきやすい使いやすい

上代 2,500 円の品

\1,375+税

うどんの他、和風ラーメンにも
つきやすい使いやすい

\484+税

上代 880 円の品

厚手の高級丼がこの価格で
つきやすい使いやすい

紫釉線彫十字鉢●

粉引錆千筋変形片口鉢●

黒ラスターロクロ目向付●

黒釉一珍半月皿●

このみ十草 6.5 反丼●

藍草紋さぬき丼●

貫入駒筋京型 6.5 丼●

20.2x17.6x9.1cm

18.2x4.5cm

21x13x2.7cm

藍草紋お好み丼大●

25.5x24.3x7.5cm

19.4x8cm

16.1x8.2cm

18.5x8.7cm

18.7x9cm

上代 7,500 円の品

上代 3,900 円の品

上代 2,700 円の品

\4,125+税

岩のような厚い渕が料理を力強く演出

\2,145+税

煮つけからパスタまで色々いけます

\1,485+税

揚物・焼物・串に。料理を引立てる色合い

上代 590 円の品

\325+税

今人気のやちむん風の取皿

特価５00 円の品

\380+税

窯変紺楕円盛鉢●

砂目オリベ 7.0 焼物皿●

風 5.0 皿●

23.9x22.5x6.2cm

27.2x20.1x5.2cm

21.8x13.5x3.2cm

16x2.4cm

特価 1,000 円の品

\700+税

高く上がった渕が盛付けに迫力を演出

特価 1,000 円の品

\700+税

特価 500 円の品

\380+税

揚物などおつまみ色々に使えます。 揚物・焼物に。隅切で雰囲気のある器

特価 300 円の品

\250+税

おつまみ三品盛に

20,31,35cm もあります

桜うのふ隅切角皿●

そば刷毛三品盛皿●

18x17x6.7cm

17.7x16.3x4.4cm

19.3x3.5cm

33x10.6x3cm

上代 850 円の品

上代 850 円の品

上代 1,450 円の品

\580+税

\340+税

\340+税

上代 900 円の品

\360+税

チラシ掲載商品はほんの一例です。この他にもたくさんの商品を取り揃えております。

20,31cm もあります

鎌倉彫ブラックフラット皿小●

26x1.2cm

25.7x1.3cm

\1,925+税

人気のアースカラー。ワンプレートに

藍流水くし目角浅皿●

フリットなどに合いそうなマット黒

鎌倉彫レッドフラット皿小●
上代 3,500 円の品

白粉引四つ足瓦皿●

特価 500 円の品

\380+税

上代 3,300 円の品

\1,320+税

洋食・カフェにおすすめ
フラット・大胆な赤・肉料理におすすめ

唐津流し岩渕浅鉢（大）●

\380+税

特価 500 円の品

16,21cm、他カラーもあります

上代 3,000 円の品

\1,650+税

スタッキングで収納に便利

他カラーもあります

雰囲気のある色合いがおすすめ

18,24cm もあります

料理とコーディネイトしやすい色です

25cm もあります

グレージュ 28cm プレート●

グレージュ２０cm ボール●

28.5x2cm

20x5cm

上代 4,500 円の品

\2,475+税

カフェごはんにぴったりなお茶碗

16,18cm 丼もあります

上代 2,600 円の品

\1,430+税

オーブン・直火対応

小、中サイズもあります

淡アンバー26cm プレート●

淡アンバーｽﾀｯｸｺｰﾋｰｶｯﾌﾟ●

チタンマットライス丼●

ブラウンタパス皿大●

25.9x3.2cm

11.3x8.2x6.9cm

12.5x6.5cm

14.3x3.2cm

上代 2,600 円の品

\1,430+税

上代 1,000 円の品

\550+税

上代 520 円の品

\286+税

上代 1,400 円の品

\770+税

