
2022年11月1日（火）ご注文受付分より以下のとおり価格を改定させていただきます。

商品番号 商品名
現価格

（税抜）

現価格

（税込）

新価格

（税抜）

新価格

（税込）

キルンアート

総合カタログ

掲載ページ

ポーセラーツ

総合カタログ

掲載ページ

【白磁】

611033 ドレープカップ ¥580 ¥638 ¥740 ¥814 13

611034 ドレープボウルＬ ¥980 ¥1,078 ¥1,230 ¥1,353 24

639007 １６プレーンプレート ¥520 ¥572 ¥540 ¥594 14

639008 ２０プレーンプレート ¥730 ¥803 ¥800 ¥880 14

639011 ２６プレーンプレート ¥1,350 ¥1,485 ¥1,490 ¥1,639 14

639012 ２４プレーンプレート ¥1,000 ¥1,100 ¥1,030 ¥1,133 14

639014 ２６フラットプレート（穴あき） ¥1,880 ¥2,068 ¥1,940 ¥2,134 22

639016 １６アンティークレリーフプレート ¥720 ¥792 ¥760 ¥836 18

639017 １９アンティークレリーフプレート ¥950 ¥1,045 ¥1,000 ¥1,100 19

639018 アンティークレリーフカップ＆ソーサー ¥1,650 ¥1,815 ¥1,750 ¥1,925 9

639019 ２２アンティークレリーフプレート ¥1,200 ¥1,320 ¥1,260 ¥1,386 20

639020 アンティークレリーフアレンジトレー ¥1,800 ¥1,980 ¥1,900 ¥2,090 21

639022 はしおき（結び） ¥300 ¥330 ¥310 ¥341 26

639026 ゆのみ ¥380 ¥418 ¥400 ¥440 13

639035 スクエアボックス（アンティーク） ¥2,100 ¥2,310 ¥2,320 ¥2,552 28

639039 ごはんボウル ¥520 ¥572 ¥530 ¥583 24

639045 スタンダードマグカップＭ ¥480 ¥528 ¥500 ¥550 12

639046 スタンダードマグカップＬ　 ¥520 ¥572 ¥550 ¥605 12

639115 ＷＡスクエアプレート ¥1,100 ¥1,210 ¥1,150 ¥1,265 16

639163 プチプレート（デイジー） ¥480 ¥528 ¥510 ¥561 18

639171 ペットフードボウルＳＳ ¥980 ¥1,078 ¥1,020 ¥1,122 31

639181 フォトフレーム（ベーシック） ¥1,800 ¥1,980 ¥1,860 ¥2,046 30

639182 はしおき（丸００２） ¥350 ¥385 ¥370 ¥407 26

639184 ラウンドボックス（一段） ¥1,500 ¥1,650 ¥1,600 ¥1,760 28

639185 ラウンドボックス（二段） ¥2,500 ¥2,750 ¥2,640 ¥2,904 28

639187 ４カトラリーレスト ¥650 ¥715 ¥680 ¥748 26

639188 プレート（マーガレット） ¥1,480 ¥1,628 ¥1,550 ¥1,705 19

639212 フリーカップ（いろは） ¥580 ¥638 ¥760 ¥836 13

639216 六角プレートＳ ¥560 ¥616 ¥590 ¥649 18

639240 タンブラー（ベーシック） ¥650 ¥715 ¥680 ¥748 13

639246 １０．５スクエアリムプレート ¥880 ¥968 ¥910 ¥1,001 16

639247 ２１スクエアリムプレート ¥2,200 ¥2,420 ¥2,260 ¥2,486 16

639248 レクタングルリムプレート ¥1,380 ¥1,518 ¥1,420 ¥1,562 16

639249 はしおき（枕００２） ¥380 ¥418 ¥390 ¥429 26

639256 プチボウル（オクトパス） ¥580 ¥638 ¥620 ¥682 25

ー重要 必ずご確認くださいー

商品（教材）の価格改定および仕様変更 に関するお知らせ

拝啓　ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日本キルンアート協会会員の皆さまには日頃より大変お世話になっております。

　この度、日本キルンアート協会取り扱い商品（教材）の価格改定についてお知らせいたします。

　近年、原材料価格、資材費、燃料費等の上昇が続いており、弊社においても経費削減など継続して取り組んでまいりましたが、従来

の価格を維持することが困難な状況となりました。つきましては、誠に心苦しいことではございますが、2022年11月より下記一覧の商

品（教材）について、価格改定を実施させていただきます。また、同時に一部の商品（教材）について、仕様を変更させていただきま

す。あわせてご確認くださいますようお願いいたします。

　皆さまにはご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご容赦くださいますようお願いいたします。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

2022年9月

㈱日本ヴォーグ社・日本キルンアート協会



商品番号 商品名
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639263 ラーレ００２カップ＆ソーサー ¥2,500 ¥2,750 ¥2,630 ¥2,893 8

639264 ラーレ００２　１９プレート ¥1,800 ¥1,980 ¥1,890 ¥2,079 19

639292 ワインカップ（ラウンド） ¥1,850 ¥2,035 ¥1,930 ¥2,123 13

639293 １６．５どんぶり ¥1,800 ¥1,980 ¥1,840 ¥2,024 24

639303 エレナ　マグカップ ¥950 ¥1,045 ¥1,020 ¥1,122 12

639317 １０プレーンプレート ¥420 ¥462 ¥450 ¥495 14

652013 ２２フラットプラーク ¥2,250 ¥2,475 ¥2,330 ¥2,563 34

652018 スクエアモダン　ポット ¥3,500 ¥3,850 ¥3,990 ¥4,389 11

652020 スクエアモダンプレートＭ ¥800 ¥880 ¥980 ¥1,078 16

652021 スクエアモダンプレートＬ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,400 ¥1,540 16

652024 １８楕円レリーフプラーク ¥2,200 ¥2,420 ¥2,250 ¥2,475 34

652028 ２６リムプラーク ¥3,700 ¥4,070 ¥3,790 ¥4,169 34

652085 スタンダードデミタスカップ＆ソーサー ¥1,000 ¥1,100 ¥1,420 ¥1,562 8

652086 ミニプレート（ラウンド） ¥400 ¥440 ¥550 ¥605 14

656029 はしおき（リボン） ¥380 ¥418 ¥410 ¥451 26

684001 スタンダードティーカップ＆ソーサー（金線） ¥1,600 ¥1,760 ¥1,620 ¥1,782 8

684003 スタンダードコーヒーカップ＆ソーサー（金線） ¥1,600 ¥1,760 ¥1,620 ¥1,782 8

684007 ミニプレート（りんご） ¥400 ¥440 ¥420 ¥462 18

684014 スタンダードティーカップ＆ソーサー（プラチナ） ¥1,600 ¥1,760 ¥1,620 ¥1,782 8

684026 扇皿Ｓ ¥420 ¥462 ¥440 ¥484 18

684027 扇皿Ｍ ¥720 ¥792 ¥770 ¥847 19

684028 スタンダードティーカップ＆ソーサー ¥1,480 ¥1,628 ¥1,530 ¥1,683 8

684032 ラウンド　ポット ¥1,800 ¥1,980 ¥1,880 ¥2,068 11

684033 １６．５スタンダードリムプレート００２ ¥650 ¥715 ¥700 ¥770 15

684034 １９スタンダードリムプレート００２ ¥750 ¥825 ¥800 ¥880 15

684035 ２６スタンダードリムプレート００２ ¥1,480 ¥1,628 ¥1,530 ¥1,683 15

684036 １６．５スタンダードリムプレート（金線）００２ ¥850 ¥935 ¥930 ¥1,023 15

684037 １９スタンダードリムプレート（金線）００２ ¥1,150 ¥1,265 ¥1,230 ¥1,353 15

684038 ２６スタンダードリムプレート（金線）００２ ¥2,000 ¥2,200 ¥2,080 ¥2,288 15

684039 １９スタンダードリムプレート（プラチナ）００２ ¥1,150 ¥1,265 ¥1,230 ¥1,353 15

773001 カヴェリ　ポット ¥2,900 ¥3,190 ¥3,450 ¥3,795 11

773002 カヴェリ　カップ＆ソーサー ¥1,900 ¥2,090 ¥2,250 ¥2,475 8

773004 カヴェリ　トレー ¥3,200 ¥3,520 ¥3,790 ¥4,169 17

773005 ロイヤルプチプレート ¥780 ¥858 ¥1,060 ¥1,166 21

773007 リナマグカップ ¥920 ¥1,012 ¥1,070 ¥1,177 12

773025 ジャパネスク００２角プレートＬ ¥1,100 ¥1,210 ¥1,300 ¥1,430 16

773026 カヴェリ　３ＷＡＹボックス ¥1,700 ¥1,870 ¥2,190 ¥2,409 25,28

773032 １５㎝リムなしプレート００３ ¥450 ¥495 ¥640 ¥704 14

773050 ハニークレール　カップ＆ソーサー ¥1,700 ¥1,870 ¥1,860 ¥2,046 8

773051 ハニークレール　プレート ¥1,200 ¥1,320 ¥1,410 ¥1,551 19

773066 カヴェリ　１９プレート ¥1,800 ¥1,980 ¥1,900 ¥2,090 14

773076 スクエアモダン　ふた付き煎茶碗 ¥1,980 ¥2,178 ¥2,100 ¥2,310 13

773079 マグ＆トレーディッュシュ（デリスタイル） ¥1,580 ¥1,738 ¥1,790 ¥1,969 13

773080 ストレート　ポット ¥4,000 ¥4,400 ¥4,370 ¥4,807 10

783006 プチツープレートスタンド（シルバー） ¥2,400 ¥2,640 ¥2,560 ¥2,816 43

786004 ガラス　２８リムプレート ¥1,960 ¥2,156 ¥2,070 ¥2,277 41

786006 ガラス　カップ＆ソーサー ¥1,550 ¥1,705 ¥1,580 ¥1,738 40

786007 ガラス　アクアカップ＆ソーサー ¥1,600 ¥1,760 ¥1,640 ¥1,804 40

786056 ガラス　ストレートジャー ¥1,280 ¥1,408 ¥1,390 ¥1,529 42

786060 ガラス　ディスペンサー（シャボン） ¥1,380 ¥1,518 ¥1,400 ¥1,540 42

786062 ガラス　グラス（ミュゲ） ¥780 ¥858 ¥810 ¥891 40

790064 レーシーコースター（２枚セット） ¥700 ¥770 ¥920 ¥1,012 26

790081 乾杯！タンブラーペアセット ¥1,800 ¥1,980 ¥2,020 ¥2,222 13

H578 足つきふたもの（オーバル大） ¥1,500 ¥1,650 ¥1,560 ¥1,716 28

H618 ラウンドボックス（三段） ¥3,500 ¥3,850 ¥3,680 ¥4,048 28

H724 カップ＆ソーサー０３７ ¥1,400 ¥1,540 ¥2,040 ¥2,244 8

H751 ルナ　マグカップ ¥1,400 ¥1,540 ¥1,640 ¥1,804 12

H753 ルナ　カップ＆ソーサーＡ ¥2,000 ¥2,200 ¥2,330 ¥2,563 8
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H755 ルナ　プレートＬ ¥3,500 ¥3,850 ¥4,030 ¥4,433 16

H756 ルナ　プレートＭ ¥2,000 ¥2,200 ¥2,360 ¥2,596 16

H758 ルナ　オブロングトレー ¥1,000 ¥1,100 ¥1,280 ¥1,408 17

H761 ルナ　ポット ¥3,800 ¥4,180 ¥4,350 ¥4,785 10

H762 ルナ　シュガー ¥1,600 ¥1,760 ¥2,030 ¥2,233 10

H763 ルナ　クリーマー ¥1,000 ¥1,100 ¥1,250 ¥1,375 10

H764 ヌーベ　マグカップ ¥1,300 ¥1,430 ¥1,600 ¥1,760 12

H765 ヌーベ　カップ＆ソーサー ¥2,000 ¥2,200 ¥2,460 ¥2,706 8

H766 ヌーベ　プレートＬ ¥3,000 ¥3,300 ¥3,710 ¥4,081 20

H768 ヌーベ　プレートＳ ¥1,000 ¥1,100 ¥1,340 ¥1,474 19

H769 ヌーベ　ボールＬ ¥2,200 ¥2,420 ¥2,610 ¥2,871 24

H770 ヌーベ　ボールＳ ¥1,000 ¥1,100 ¥1,220 ¥1,342 24

K072 ふたもの（丸）００４ ¥850 ¥935 ¥890 ¥979 28

K134 ２４ｃｍリムなしプレート（穴あき） ¥1,450 ¥1,595 ¥1,460 ¥1,606 22

K191 バルカ　カップ＆ソーサー ¥1,750 ¥1,925 ¥2,190 ¥2,409 8

K192 バルカ　プレートＬ ¥2,400 ¥2,640 ¥3,070 ¥3,377 20

K193 バルカ　プレートＭ ¥1,200 ¥1,320 ¥1,520 ¥1,672 19

K194 バルカ　ボール ¥1,800 ¥1,980 ¥2,320 ¥2,552 25

K195 バルカ　ポット ¥3,100 ¥3,410 ¥3,630 ¥3,993 11

K196 バルカ　クリーマー ¥600 ¥660 ¥800 ¥880 11

K201 アレンジトレー００２ ¥2,500 ¥2,750 ¥2,570 ¥2,827 21

K219 はしおき（楕円００２） ¥350 ¥385 ¥360 ¥396 26

K276 １９．５ｃｍリムなしプレート（穴あき） ¥1,180 ¥1,298 ¥1,230 ¥1,353 22

K290 ファファラ　ポット ¥3,000 ¥3,300 ¥3,710 ¥4,081 11

K291 ファファラ　カップ＆ソーサー ¥2,000 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640 8

K292 ファファラ　プレートＬ ¥2,750 ¥3,025 ¥3,370 ¥3,707 20

K293 ファファラ　プレートＭ ¥2,100 ¥2,310 ¥2,250 ¥2,475 19

【転写紙】

N914 単色転写紙パステルカラー７色セット ¥2,290 ¥2,519 ¥2,400 ¥2,640 68

N921 単色転写紙シャンパンカラー7色セット ¥5,640 ¥6,204 ¥5,750 ¥6,325 68

N930 単色転写紙２０色セット ¥5,170 ¥5,687 ¥5,400 ¥5,940 66

S231 ガラス用単色転写紙ホワイト（ソフト） ¥320 ¥352 ¥340 ¥374 78

S232 ガラス用単色転写紙ライトイエロー ¥390 ¥429 ¥440 ¥484 78

S233 ガラス用単色転写紙ベビーピンク ¥400 ¥440 ¥440 ¥484 78

S234 ガラス用単色転写紙ベビーブルー ¥390 ¥429 ¥440 ¥484 78

S235 ガラス用単色転写紙ペパーミント ¥390 ¥429 ¥440 ¥484 78

S287 ガラス用単色転写紙５色セット ¥1,890 ¥2,079 ¥2,100 ¥2,310 78

T1097 クラシカルボーダー（ゴールド） ¥1,600 ¥1,760 ¥1,890 ¥2,079 50

T487 レンジ用ブライトゴールド（全面） ¥1,600 ¥1,760 ¥1,940 ¥2,134 28,69

【絵の具】

E009 上絵の具　マロン ¥3,280 ¥3,608 ¥4,140 ¥4,554 79

E016 上絵の具　ブルーイッシュパープル ¥1,740 ¥1,914 ¥1,870 ¥2,057 79

E017 上絵の具　ブライトピンク ¥1,280 ¥1,408 ¥1,700 ¥1,870 79

E927 上絵の具　１１色セット ¥8,950 ¥9,845 ¥9,810 ¥10,791 79

【セラミック・マーカー】

662032 ガラス用セラミック・マーカー（ゴールド） ¥5,700 ¥6,270 ¥6,950 ¥7,645 56 84

A220 セラミック・マーカー（ゴールド） ¥5,500 ¥6,050 ¥6,190 ¥6,809 53 84

A230 セラミック・マーカー（プラチナ） ¥5,500 ¥6,050 ¥6,190 ¥6,809 53 84

A239 セラミック・マーカー（ブラック） ¥5,000 ¥5,500 ¥5,630 ¥6,193 53 84

A277 レンジ用セラミック・マーカー（ゴールド） ¥5,500 ¥6,050 ¥6,690 ¥7,359 53

【筆】

669002 丸筆　７－０ ¥1,610 ¥1,771 ¥2,100 ¥2,310 58

669003 丸筆　７－１ ¥1,750 ¥1,925 ¥2,280 ¥2,508 58

669004 丸筆　７－００ ¥1,540 ¥1,694 ¥2,010 ¥2,211 58

669005 丸筆　７－０００ ¥1,460 ¥1,606 ¥1,900 ¥2,090 58
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669006 丸筆　７－ミニチュア　０ ¥1,510 ¥1,661 ¥1,970 ¥2,167 58

669007 丸筆　７－ミニチュア　１ ¥1,570 ¥1,727 ¥2,050 ¥2,255 58

669008 丸筆　７－ミニチュア　２ ¥1,660 ¥1,826 ¥2,160 ¥2,376 58

669009 丸筆　７－ミニチュア　３ ¥1,930 ¥2,123 ¥2,510 ¥2,761 58

669011 丸筆　７－ミニチュア　００ ¥1,480 ¥1,628 ¥1,930 ¥2,123 58

669012 丸筆　７－２ ¥2,240 ¥2,464 ¥2,920 ¥3,212 58

685002 丸筆　８４０４－０ ¥1,700 ¥1,870 ¥2,750 ¥3,025 58

685003 丸筆　８４０４－１ ¥2,000 ¥2,200 ¥3,450 ¥3,795 58

685004 丸筆　８４０４－２ ¥2,400 ¥2,640 ¥3,920 ¥4,312 58

685005 丸筆　８４０４－２／０ ¥1,600 ¥1,760 ¥2,630 ¥2,893 58

685006 丸筆　８４０４－３／０ ¥1,500 ¥1,650 ¥2,360 ¥2,596 58

685007 丸筆　８４０４－４／０ ¥1,500 ¥1,650 ¥2,360 ¥2,596 58

685008 丸筆　８４０４－５／０ ¥1,500 ¥1,650 ¥2,360 ¥2,596 58

685009 丸筆　８８２６－２ ¥1,400 ¥1,540 ¥2,250 ¥2,475 58

685010 丸筆　８８２６－４ ¥1,700 ¥1,870 ¥2,850 ¥3,135 58

685012 平筆　９１６－６ ¥1,300 ¥1,430 ¥1,970 ¥2,167 60

685013 平筆　９１６－１０ ¥1,600 ¥1,760 ¥2,370 ¥2,607 60

W507 コリンスキー・フランス面相３号 ¥2,500 ¥2,750 ¥4,390 ¥4,829 86

W508 コリンスキー・フランス面相２号 ¥2,000 ¥2,200 ¥4,020 ¥4,422 86

【その他　道具・材料】

672019 セメダイン　スーパーＸ２　クリア ¥380 ¥418 ¥440 ¥484 37,64

A207 鉄筆（スタイラス） ¥650 ¥715 ¥800 ¥880 57,61 85,86,88

A208 スポイト（１０個セット） ¥400 ¥440 ¥460 ¥506 62 82

A209 ワイプアウトツール ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650 63,64 86,88

A250 時計用ムーブメント・針セット００１ ¥1,850 ¥2,035 ¥2,500 ¥2,750 22

A251 時計用ムーブメント・針セット００２ ¥1,850 ¥2,035 ¥2,500 ¥2,750 22

A264 時計用ムーブメント・針セット００３ ¥1,850 ¥2,035 ¥2,500 ¥2,750 22

A272 カッティング用方眼定規（３０ｃｍ）００２ ¥700 ¥770 ¥750 ¥825 89

A312 レスト付きトレー００２ ¥850 ¥935 ¥890 ¥979 26,57 85

A705 タイル（大）用コルクシート（５枚セット） ¥850 ¥935 ¥940 ¥1,034 33

L009 スプレーのり５５　ｍｉｎｉ ¥970 ¥1,067 ¥1,030 ¥1,133 87,89

L306 スリム　ハサミ ¥1,400 ¥1,540 ¥1,550 ¥1,705 63 89

【電気炉】

商品番号 商品名
現価格

（税抜）

現価格

（税込）

新価格

（税抜）

新価格

（税込）

619001 彩火 ¥350,000 ¥385,000 ¥390,000 ¥429,000

663004 アートキルンＳＶ２ ¥440,000 ¥484,000 ¥480,000 ¥528,000

663023 アートキルンＳＶ１ホワイト ¥360,000 ¥396,000 ¥400,000 ¥440,000

663024 ペインターズキルンＳＶ ¥285,000 ¥313,500 ¥320,000 ¥352,000

663025 ペインターズキルンｍｉｎｉ ¥140,000 ¥154,000 ¥160,000 ¥176,000

663026 ＤＭＴー０１型 ¥380,000 ¥418,000 ¥437,000 ¥480,700

10

11

8

㈱日本ヴォーグ社・日本キルンアート協会

9

10

11

電気炉カタログ＆ガイドブック

掲載ページ

【商品（教材）の仕様変更に関するお知らせ】

※下記のポット類については価格改定とあわせて11月以降お届け分より仕様が変更となります。

これまで付属していたストレーナー（茶漉し）は付属しない仕様に変更してお届けいたします。

ご使用の際はご注意くださいますようお願いいたします。

「652018 スクエアモダンポット」、「 773001 カヴェリポット」、「 773080 ストレートポット」、「 H761 ルナポット」、

「 K195 バルカポット」、「 K290 ファファラ ポット」


