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白磁小物

このシリーズは、ポーセラーツ（白磁に絵柄シールを貼り窯で焼き付けした食器）のカエル工房オリジナル商品です。

可愛い豆皿、小皿、スープスプーンなどがございます。  

表示価格は 1 つの値段です。

豆皿 （金・銀縁巻きの商品は電子レンジでのご使用は出来ません。）

●跳んでいるアマガエル豆皿

H-1  ¥1100（￥1000）（銀縁）

●たたずむアマガエル豆皿

H-2  ¥1100（￥1000）（銀縁）

●泳いでるアマガエル豆皿

H-3 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●アカツメクサとアマガエル豆皿

H-4 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●キイボカサとアマガエル豆皿

H-44 ¥1100（￥1000）（金縁）

●クリタケとアマガエル豆皿

H-45  ¥1100（￥1000）（金縁）

●オタマとアマガエル豆皿

H-46 ¥1100（￥1000）（金縁）

●ダイダイガサとベニヤマタケ豆皿

H-47 ¥1100（￥1000）（金縁）

●キヌガサタケとホウキタケ豆皿

H-84  ¥1100（￥1000）
●タマゴタケ豆皿

H-85 ¥1100（￥1000）
●ツユクサとアマガエル豆皿

H-106 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●ミカヅキモとミジンコ豆皿

H-107 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●リスとベニタケ豆皿

H-108 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●ウミウシとカエルアンコウ豆皿

H-109 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●ヤモリと小花豆皿

H-110 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●ケロ坊と茸坊（おにぎり）豆皿 H -111
¥1100（￥1000）（銀縁）

●ケロ坊と茸坊（手紙）豆皿

H-112 ¥1100（￥1000）（銀縁）

●ケロ坊と茸坊（水族館）豆皿

H-113 ¥1100（￥1000）（銀縁）

商品番号 サイズ 価格 商品説明

H-1～H-4

直径 60 1100（1000）

ひらりと跳んでいるアマガエル、ちょこんとたたずんでいるアマガエル、スイスイ泳いで

いるアマガエル、アカツメクサにつかまっているアマガエル、4 種の銀縁巻きの豆皿です。

H-44～H-47
キイボカサとアマガエル、ぴょんときのこを飛び越えているアマガエル、オタマとスイス

イ泳いでいるアマガエル、黄色と赤が可愛いダイダイガサとベニヤマタケ、

4 種の金縁巻きの豆皿です。

H-84 H-85 緑のふちどりがかわいいキノコの豆皿です。

H-106~H-113 カエル・プランクトン・ウミウシ・茸坊ケロ坊などの可愛い豆皿です
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リングホルダー

●カエルと小花リングホルダーH -53 ¥2530（￥2300） ●アマガエルとキノコリングホルダーH-54 ¥2530（￥2300）

●2 種のキノコリングホルダー H-55  ¥2530（￥2300） ●にょっきりきのこリングホルダーH -56 ¥2530（￥2300）

●にょっきりきのこリングホルダー2 H-105 ¥2530（￥2300）
H-53～H-56

H-105
100×80 2530（2300） ハートや花形の受け皿が可愛い！カエルやキノコが賑やかなリングホルダーです。

小皿

●美味しいきのこ・皿

H-98 ¥1650（¥1500）
●毒きのこ・皿

H-99  ¥1650（￥1500）
●妖精きのこ・皿

H-100  ¥1650（￥1500）
H-98~100 直径 145 1650（1500） 可愛いキノコたちのお皿です。3 種類あります。

小物を引っ掛けたり、

置いたりできるね！
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ふわりかえるさん ふりかえるさん

●ふりかえるさん・小皿 H-8  ¥990（¥900） ●ふわりカエルさん・深皿 H-9  ¥2200（¥2000）

●ふわりカエルさん・平皿 H-10  ¥2200（¥2000） ●ふわりカエルさんマグカップ（箱付き） H -14 ¥1980（¥1800）

●ふわりカエルさん・スプーン小 H -25  ¥990（¥900） ●ふわりカエルさん 2・スプーン小 H-26  ¥990（¥900）

●ふわりカエルさん 3・スプーン小 H-27  ¥990（¥900） ●ふりかえるさん・スプーン小 H -28 ¥990（¥900）

●ふわりカエルさんカップ＆ソーサー（銀縁）H -86 ¥3300（￥3000）在庫限り

H-8 直径 100 990（900） オタマからカエルになるまでを振り返って・・・。

H-9 直径 145
2200（2000）

深さ 30 ミリのふわりカエルさんの深皿です。

H-10 直径 170 綿毛につかまってふわふわと・・・。大きめの平皿です。

H-14 80(高さ)×70 1980（1800） ふわりカエルさんがたくさんついたとっても可愛いマグカップです。

H25～H-27
130×25 990（900）

３種類のふわりカエルさんの小さめなスプーンです。

H-28 オタマとカエルになりかけの姿が可愛い小さめのスプーンです。

H-86 60(高さ)×65 3300（3000） 在庫限り 銀のふちどりの小さなカップ＆ソーサーです。お皿のサイズは直径 140 ミリです。

可愛いスプー

ンだね！



白磁小物

（かっこ内は本体価格です）      [25]

スープスプーン

●ひっそりアマガエルスープスプーン

H-88  ¥1100（￥1000）
●たたずむアマガエルスープスプーン

H-89 ¥1100（￥1000）
●シロツメクサとアマガエルスープスプーン

H-90 ¥1100（￥1000）

●アカツメクサとアマガエルスープスプーン

H-91 ¥1100（￥1000）
●ペタリアマガエルスープスプーン

H-92 ¥1100（￥1000）
●ベニヤマタケスープスプーン

H-93  ¥1100（￥1000）

●キイボカサスープスプーン

H-94  ¥1100（￥1000）
●ベニテングタケスープスプーン

H-95 ¥1100（￥1000）
●タマゴタケスープスプーン

H-96 ¥1100（￥1000）

●キヌガサタケスープスプーン

H-97  ¥1100（￥1000）
H-88～H-92 153×50 1100（1000） 色々なポーズのアマガエル。大きめのスープスプーンです。

H-93～H-97 様々なきのこが可愛い。大きめのスープスプーンです。

ペントレー

●カエルペントレー H -57  ¥2420（¥2200）2420 ●キノコペントレー H -82  ¥2420（¥2200）

●カエルペントレー2 H-116  ¥2530（￥2300）2530 ●キノコペントレー2 H-117  ¥2530（￥2300）
H-57

233×51
2420（2200）

カエルとオタマが可愛い銀縁巻き有りのペントレーです。

H-82 キノコが散らばったペントレーです。

H-116 2530（2300）
カエルが並んだ可愛いペントレー。

H-117 カラフルなキノコがズラリと並んだペントレーです。
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絵皿・楕円皿・マグカップ・時計

●カエルマグカップ H-15  ¥1980（¥1800） ●キノコマグカップ H-16 ¥1980（¥1800）

●蛙時計 H-20  ¥13200（￥12000） ●きのこ時計 H -21 ¥13200（￥12000）

●カエル三角マグカップ H -80  ¥2200（¥2000） ●キノコ三角マグカップ H -81 ¥2200（¥2000）

●日本の蛙三角マグカップ H -114  ¥2200（¥2000） ●キノコ 10 種三角マグカップ H -115  ¥2200（¥2000）
H-15・H-16 90(高さ)×80 1980（1800） カエル好き、キノコ好きの人たちにピッタリなマグカップです。

H-20・H-21 直径 240 13200（12000） オシャレな白磁の時計です。水色、赤の縁取りも可愛い。

H-80 80(高さ)×85

2200（2000）

アマガエルの三角マグカップです。

H-81 80(高さ)×85 いろいろなキノコの可愛い三角マグカップです。

H-114 80(高さ)×85 日本の蛙 9 種がついた三角マグカップです。

H-115 80(高さ)×85 キノコ 10 種がついた三角マグカップです。


