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PREMIUM GIFT COLLECTION

ユミカツラのドレスの柄と同じイメージのギフトがあったら素敵な
のに、といった花嫁さんたちの要望にお応えして、現在ヒット中の
パープル系のバラをアンティーク調にエレガントに描いた「ローズ
ファンタジー」シリーズのドレスと同じ柄のデザインで、陶器とガラス
製のグラスを新たに商品としてデザインさせて頂きました。
そのほか、純白の肌にぶどうのレリーフとプラチナカラーのラインが
映える「シルキーグレープ」シリーズなど、ブライダルの世界でも幸
せのシンボルである「バラ」と「ぶどう」や「オリーブ」をモチーフに
した魅力的な陶器・ガラスもラインナップさせて頂きました。
新たな人生の素晴らしいとき、様々なお祝いごとに「幸福の絆」とし
て、ゲストの皆さまとシェアしていただけましたら幸いです。

R

ローズファンタジー

ose fantasy

女性らしいやわらかさ、愛情がローズの香りとともに伝わる
華やかでありながらも上品でエレガントなローズが、テーブルを優しく彩り、
いつもよりワンランク上の優雅なひと時を演出してくれます。

ゆっくりと優 雅なひと時を演 出 。マグカップは大き
めサイズで、たっぷりのカフェオレも入れられます。
YK302

気 品あるローズの柄が特 徴 的なコーヒーカップ。
素 敵な相 手と心 落ち着く、優 雅なアフタヌーン
コーヒータイムをお楽しみください。

ローズファンタジー ペアケーキセット ¥3,500（税抜）

YK303

マグカップ２：径約9.5×高約8.5㎝

ローズファンタジー ペアコーヒー ¥3,000（税抜）

容量400㎖

ケーキ皿２：径約19.4×高約2.2㎝

カップ２：径約9.7×高約5.8㎝

箱サイズ：21×20×12.6㎝ トムソン箱入 日本製

ソーサー２：径約15.0×高約2.2㎝

容量200㎖

箱サイズ：17.4×15.5×9.9㎝ トムソン箱入 日本製

エレガントローズの食 器は、食 卓を普 段とは違う
オシャレなものにしてくれます 。カレーやパスタな
ど多 様に使えます。

グラスに浮 かぶローズが 美しいペアビアグラス。
細 かに泡 立 つグラスで、
ビールがより美 味しくい
ただけます。

YK301

YK309

ローズファンタジー カレーセット ¥3,500（税抜）

ローズファンタジー ペアビアグラス ¥2,500（税抜）

カレー皿５：径約21×高約4.1㎝

ビアグラス２：径約6.4×高約16.8㎝

箱サイズ：22.3×21.6×8.8㎝ トムソン箱入 日本製

箱サイズ：18.9×15.9×8.1㎝ トムソン箱入 日本製

容量380㎖

家 族 や 友 人を集 めた 、にぎや かなパーティにも
使える手ごろな大きさのスクエアボウル。取り分
けに便 利なトングセッもセットになっております。
YK304

ローズファンタジー スクエアボウル ¥3,000（税抜）
ボウル１：約24×24×高約5.4㎝
トング１：約17.8㎝（ステンレス製）
箱サイズ：25.1×24.7×6.1㎝ トムソン箱入 日本製

S

シルキーグレープ

ilky grape

花嫁をイメージさせる純白の器
シンプルで清涼感のある器なので、盛り付ける料理によって様々な表情を見せてくれ、
ぶどうの柄のレリーフが上品さと優しさをより一層引き立てます。

エレガントローズの食 器は、食 卓を普 段とは違う
オシャレなものにしてくれます 。カレーやパスタな
ど多様に使えます。
YK306

シルキーグレープ ペアマグ＆トレーセット ¥3,000（税抜）
トレー１：約22×22×高2.8㎝
マグカップ２：径約9×高約8.5㎝

容量350㎖

箱サイズ：23.2×23×10.2㎝ トムソン箱入 日本製

料 理を引き立 た せる真っ白なボウル。サラダや
スープなどマルチに使えます。

たっぷりのサラダはもちろん、フルーツやパスタを
入れてもテーブルを美しく演出します。
YK307

YK305

シルキーグレープ ボウルセット ¥3,000（税抜）

シルキーグレープ サラダボウル ¥2,500（税抜）

ボウル５：径約11.2×高約6.5㎝

ボウル１：径約20×高約8.5㎝

箱サイズ：22.7×12.4×12.1㎝ トムソン箱入 日本製

トング１：約17.8㎝（ステンレス製）
箱サイズ：21.3×20.6×9㎝ トムソン箱入 日本製

白磁に映えるぶどう柄のレリーフが 美しいポット
で、
リラックスティータイムを。お揃いのぶどうの葉
形の小 皿もおしゃれです。
YK308

シルキーグレープ ティーセット ¥5,000（税抜）
ポット１：径約13×高約11㎝

容量760㎖

マグカップ２：径約9×高約8.5㎝

容量350㎖

小皿２：約11×10×高約1.8㎝
箱サイズ：22.7×21.3×10.3㎝ トムソン箱入 日本製

メインにもサラダにも合う大きめプレートと程 良い
サイズのプレートが4つ揃っているので、おもてな
しにも最 適。

ベースはスクエアながら丸 みを帯びたデ ザイン
が柔らかな雰 囲 気を醸し出します。料 理のジャン
ルを選ばず使えます。

YK207

YK208

オリーブ スクエアプレートセット ¥3,500（税抜）

オリーブ スクエアボウルセット ¥3,500（税抜）

プレート
（Ｌ）
１：約22.5×約22.5×高約3㎝

ボウル（Ｌ）
１：約19.7×約19.7×高約6.2㎝

プレート
（Ｓ）
４：約13.7×約13.7×高約1.8㎝

ボウル（Ｓ）
４：約12.5×約12.5×高約4㎝

箱サイズ：25.5×25.5×8.5㎝ トムソン箱入 日本製

箱サイズ：22×22×10.5㎝ トムソン箱入 日本製

O

たわわに実ったオリーブと共に、笑 顔がこぼれる
料 理をテーブルへ … 。重ねて使うアレンジもおす
すめです。
YK209

オリーブ ボウル＆プレートペア ¥3,000（税抜）
ボウル（Ｓ）
２：約12.5×約12.5×高約4㎝

プレート
（Ｓ）
２：約13.7×約13.7×高約1.8㎝
箱サイズ：17×17×9.5㎝ トムソン箱入 日本製

オリーブ

live

平和の象徴のオリーブが幸せをテーブルへ運びます
幸福や平和という花言葉があることでも知られ、
ヨーロッパを中心に古くから親しまれているオリーブをモチーフにしています。

W

ワイルドローズ

ild rose

自然のやさしさや温もりが伝わる可憐な幸せの野バラたち
花嫁の純白のドレスとサムシングブルーを思わせるこのワイルドローズシリーズは、
いつでも爽やかで清らかなムードをテーブルへ運んでくれるはず。

お馴 染みのカレーも、器を変えるだけで感じ方が
がらりと変わります 。艶 感のある素 材の良さも魅
力のひとつ。
YK211

野ばら カレーセット ¥3,000（税抜）
カレー皿２：径約22.2×高約4㎝
サラダ皿２：径約13.7×高約3.9㎝
箱サイズ：24.5×24.5×10㎝ トムソン箱入 日本製

明るい日差しがよく似 合うボリュームのあるセッ
ト。晴れた日はお庭やテラスでパーティー…なん
ていかがでしょう？
YK212

野ばら パーティーセット ¥3,000（税抜）
大皿１：径約25×高約3.3㎝
サラダ皿４：径約13.7×高約3.9㎝
箱サイズ：28×28×10㎝ トムソン箱入 日本製

こんな素 敵なパスタ皿に盛りつければ 、あっとい
う間に我 が 家 がお洒 落なイタリアンレストランに
早変わり
！
YK210

野ばら パスタセット ¥3,000（税抜）
パスタ皿２：径約25×高約3.3㎝
サラダ皿２：径約13.7×高約3.9㎝
箱サイズ：27.5×27.8×8.5㎝ トムソン箱入 日本製

表 面とフチにあしらわれた 美しいゴールド色 で
描 かれた模 様 が 、ワインの 色・香り・味を引き立
てます。

グラスの美しさにため息がこぼれそう。普 段 気 軽
にシャンパンを楽しむなら定 番のフルート型 がお
すすめです。

YK213

YK214

ローズレーヴ ペアワイン ¥5,000（税抜）

ローズレーヴ ペアフルート ¥4,500（税抜）

ワイン２：径約5.7×高約18㎝

フルート２：径約4.2×高約19.8㎝

箱サイズ：19.4×17.6×9.1㎝

容量350㎖
化粧箱入 日本製

箱サイズ：20.6×13.3×7㎝

R

容量160㎖

化粧箱入 日本製

重 量 感のあるシルエットに、繊 細なバラを施した
グラス。形はシンプルなので使いやすさにも優れ
ています。
YK215

ローズレーヴ ペアオールドファッション ¥3,500（税抜）

グラス２：径約7.8×高約9.4㎝
箱サイズ：18.2×10×10㎝

容量250㎖

化粧箱入 日本製

ローズレーヴ

ose Rêve

ゴールドローズが奏でるゆったりと流れるラグジュアリーな時間
ディナーに、そして気心知れた人との語らいのひとときに…
とびきり素敵なグラスで好きなお酒を飲みながら心ゆくまで楽しみましょう。
グラスを傾けると光を反射して、優雅なきらめきを見せるその姿は、
ロマンチックさが溢れ出しそう。

掲載商品について

PROFILE

商品には、記載のセット内容以外のものは含まれておりません。

共立女子大学卒業後、フランスへ留学。1964年日本初のブライダル

写真は、印刷につき、実物と色・形が違う場合がございます。

ファッションデザイナーとして活動開始。日本のブライダルファッショ

各商品の寸法表示と実寸の寸法許容差は、商品により若干異なります。

ン界の第一人者として業界を牽引しつつ、美しいブライダルシーンの創

お取り扱いに関しては、商品添付の「説明カード」及び

造者として世界20カ国以上でショーを行い、そのブライダルイベント

「ご使用上の注意」をご参照下さい。

ブライダルファッションデザイナー

を通じてウエディングに対する夢を与え続けている。その功績が認め

このカタログの表示価格は全て税抜表示です。

られ93年外務大臣表彰を、96年には中国より新時代婚礼服飾文化賞

●カタログ有効期限／ 2016 年 12 月末日

が授与される。99年、東洋人初のイタリアファッション協会正会員と
なり、ローマオートクチュールコレクションに参加。03年からは舞台を
パリに移し、以降毎年パリオートクチュールコレクションを開催し、05
年にパリ店をオープン。10年、全米ブライダルコンサルタント協会より
世界に4名のみの称号である名誉会員の称号を授与される。13年10
月アジア・クチュール協会の創立メンバーに選任されるなど世界的な

京都市中京区河原町通二条上ル清水町358 AXE ABビル
TEL 075-212-7757 FAX 075-212-7774
URL www.a-blanca.co.jp

e-mail hannari@a-blanca.co.jp

創 作 活 動を 展 開 。 2 015 年 桂 由 美 創 作 活 動 5 0 周 年を記 念して
「2015 YUMI KATSURA GRAND COLLECTION IN TOKYO
' YUMI KATSURA 50th SHINING FOREVER '」を開催。

