
































































TU306  tumbler-5
88×75・360cc  ￥4,300 

TU106  beer
94×86・390cc  ￥4,300 

TU206  bowl-1
70×51  ￥4,200 

TU206  bowl-5
132×51  ￥6,700 

TU306  tumbler-1
56×47・80cc  ￥3,200 

TU106  shot
41×70・60cc  ￥3,000 

TU206  bowl-2
86×51  ￥4,700 

TU306  tumbler-2
64×54・130cc  ￥3,400 

TU106  wine
67×58・150cc  ￥3,700 

TU206  bowl-3
102×51  ￥5,400 

TU306  tumbler-3
72×61・190cc  ￥3,500 

TU106  milk
73×103・230cc  ￥3,700 

TU206  bowl-4
118×51  ￥5,800 

TU306  tumbler-4
80×68・260cc  ￥3,900 
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TU606  カタクチ（烏口付）
77×64・290cc  ￥3,200

TU606  グイノミ
45×41・65cc  ￥2,400

TU606  グイノミ（烏口付）
45×41・65cc  ￥2,500

TU606  レイシュ（烏口付）
53×58.5・130cc  ￥2,700

TU606  レイシュ
53×58.5・130cc  ￥2,600

リヨン カップ大 （金）
75×85・230cc  ￥2,800

リヨン カップ大 （プラチナ）
75×85・230cc  ￥2,800

リヨン カップ大 （無地）
75×85・230cc  ￥2,000

リヨン カップ小 （金）
60×70・115cc  ￥2,200

リヨン カップ小 （プラチナ）
60×70・115cc  ￥2,200

リヨン カップ小 （無地）
60×70・115cc  ￥1,500

マコン オーバル23cm （プラチナ）
230×25  ￥4,600

マコン オーバル23cm （金）
230×25  ￥4,600

マコン オーバル23cm （無地）
230×25  ￥3,100

マコン オーバル28cm  （金）
280×40  ￥6,800

マコン オーバル28cm （無地）
280×40  ￥5,100

マコン オーバル28cm （プラチナ）
280×40  ￥6,800

マコン ラウンド18cm （金）
180×25  ￥3,800

マコン ラウンド18cm （プラチナ）
180×25  ￥3,800

マコン ラウンド18cm （無地）
180×25  ￥2,600

マコン ラウンド24cm （プラチナ）
240×30  ￥6,100

マコン ラウンド24cm （無地）
240×30  ￥4,500

マコン ラウンド24cm （金）
240×30  ￥6,100

マコン ラウンド28cm （金）
280×30  ￥9,000

マコン ラウンド28cm （プラチナ）
280×30  ￥9,000

マコン ラウンド 28cm （無地）
280×30  ￥7,000

トーラ・ウルップ　Tora Urup
ガラス・陶器のデザイナー。デンマーク生まれ。ロンドン/ロイヤルカレッジ・
オブ・アートでデザインを学び、'83年より愛知県常滑市の陶器工場にて陶
器を学ぶ。その後、ロイヤルコペンハーゲンを経て、'95～'00、ホルムガード
でデザイナーとして活躍する。デンマークやヨーロッパで自らが手がける作
品製作を活動の主とし、コペンハーゲンを拠点に、東京、ロンドン、パリ、
ニューヨーク、北欧など国際的に活動中です。

小玉 清美 / KODAMA TOKI　Kiyomi Kodama
東京都内で一人製陶所 KODAMA TOKI を営む。「自分の欲しいものを自分の
ために作る」という姿勢でものづくりを行い、すべての工程において余白を
設け、自然に出てきた形をなるべく最後まで残すことを心がけて日々制作して
います。このシリーズは、小玉さんと木村硝子店のダブルネーム作品です。わたし
たちは日々バラエティーに富んだ食事を楽しんでいますが、そんな自由な
食生活の中で、小玉さん自身が欲しいと思った器をデザインしていただきました。
料理のジャンル問わずついつい毎日手にとってしまうような、懐の深い器です。

※2022年2月発売予定
※食洗機、電子レンジでは使用できません。
※制作手法の特性上、サイズや色味には個体差があります。
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ビッラ
IM220-18oz

78×220・540cc  ¥760

ボストン
11oz  ホワイトワイン
59×210・330cc
¥1,050

ボストン
20oz  ボルドー
70×225・600cc
¥1,150

ビッラ
HA160-12oz

70×160・375cc  ¥430

ビッラ
IM167-11oz

74×167・330cc  ¥490

ビッラ
TA145-10oz

66×146・310cc  ¥440

ビッラ
PL160-11oz

78×160・340cc  ¥450

ビッラ
PL170-13oz

80×170・400cc  ¥460

ビッラ
PL173-10oz

80×173・310cc  ¥460

ビッラ
RO220-12oz

70×220・350cc  ¥760

ビッラ
TA165-14oz

72×165・420cc  ¥490

シアトル
デミタスカップ
58×57・65cc  ¥370

シアトル  デミタスソーサー
φ110  ¥320

シアトル
マグ  S

85×104・300cc  ¥640

ビッラ
ME162-11oz

71×162・330cc  ¥500

ビッラ
ME173-13oz

75×173・400cc  ¥610

ボストン
7oz  フルート
45×230・210cc
¥1,050

ボストン
21oz  ブルゴーニュ
80×210・620cc
¥1,150

ボストン
14oz  レッドワイン
63×225・430cc
¥1,050

ボストン
14oz  ゴブレット
63×167・420cc
¥1,050

ブロン
21oz  ブルゴーニュ
73×213・640cc  ¥890

ブロン
20oz  ボルドー

66×236・600cc  ¥890

ブロン
14oz  レッドワイン
61×225・420cc  ¥850

ブロン
7oz  フルート

44×230・220cc  ¥850

ブロン
13oz  ゴブレット
61×169・410cc  ¥800

ブロン
11oz  ホワイトワイン
57×213・340cc  ¥850

リド  T
カラフェ  600

75×216・600cc  ¥480

リド  T
カラフェ  280

63×160・280cc  ¥390

リド  CO
10oz  タンブラー
67×135・290cc  ¥340

リド  CO
15oz  タンブラー
80×147・450cc  ¥370

リド  NO
10oz  オールド

82×91・310cc  ¥360

リド  NO
15oz  タンブラー
74×155・440cc  ¥410

リド  NO
19oz  タンブラー

82×159・570cc  ¥490

リド  CO
21oz  タンブラー

86×166・630cc  ¥460

ボストン
10oz  カクテル

122×193・300cc  ¥1,150

ボストン
11oz  マルガリータ
115×191・340cc  ¥1,150

コスモ
ティーカップ

89×66・210cc  ¥450
コスモ  ティーソーサー

φ151  ¥370

スタック
ティーカップ

78×62・190cc  ¥450
スタック  ティーソーサー

φ135  ¥350
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オーシャングラスウェアー社は1979年にタイのバンコックで創業されました。アジアでは有数のマシーンメイドのガラス食器のメーカーで
バンコックを始めとして香港、シンガポール、上海と街角のレストラン、カフェに入れば必ずと言っていいほど使われているのがオーシャングラスです。

コスモ
アイリッシュコーヒー
74×147・210cc  ¥810

ボストン
21oz  コニャック
74×150・650cc
¥1,050

リド  TI
12oz  タンブラー
74×135・350cc  ¥410

リド  TI
13oz  タンブラー
85×108・380cc  ¥430

リド  TI
9oz  タンブラー
77×96・270cc  ¥370

シアトル
カプチーノカップ
87×78・230cc  ¥490

シアトル  カプチーノソーサー
φ150  ¥370






























