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株式会社 チェリーテラス
Jars総輸入発売元

詳しい情報は
ホームページを
ご覧ください。 www.cherryterrace.co.jp

東京都渋谷区猿楽町29-9
ヒルサイドテラスD棟 1F
チェリーテラス 代官山
　   0120-425668

パウダータッチのマット仕上げに、
部分的に光沢のある釉薬を施した

ルフレ・ド・マグローヌ。
光沢部分はひとつずつ異なり、
食卓に洒落っ気をプラスします。
野菜の色をイメージした5色は、
料理を美しく引き立てます。

Reflets de Maguelone

価格はすべて税別で表示しています。別途消費税が加算されます。※印刷の都合上、写真と現品には相違がある場合があります。どうぞご了承ください。
※商品の価格や仕様は2017年10月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※商品在庫が不足した際など、ご希望に
応じられない場合もあります。予めご了承ください。※本書掲載の文書、写真は、いかなる目的においても無断で転載、複製することを固く禁じます。



素朴でやさしいフォルムと、厚地でぽってりした質感。
使いやすさ抜群のトゥーロンは、

毎日使いたい器として人気を誇ります。
カラーバリエーションが豊富なので、
組み合わせて使う楽しさもぜひどうぞ。

TOURRON

シンプルなフォルムと洒脱な色柄を
持ち合わせるポエム。

「オラージュ」（グレイ）が加わり、
ますますコーディネーションの幅が広がりました。

同じ形状のトゥーロンと組み合わせての
ご使用もおすすめします。

POEME
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ヨーロッパとアジア、双方を意識して
デザインされたエピュール。

ベースは薄地の素焼きで、縁にマスキングをして
内側だけ釉薬をかけているので、

そのコントラストがとてもエレガントです。
和洋中どんなお料理もよく映える器です。

EPURE
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VUELTA

ヴェルタはすっきりとシンプルなデザイン。
海の青、真珠の白、ライチの実のピンクと自然の色を取り込んで、

毎日の器としても来客用としても
活躍するシリーズに仕上がりました。

プリュムの2色は共通色。
一緒に使うと、ヴェルタのシャープさを

やさしく和らげてくれます。
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PLUME

プリュムとは、フランス語で「羽根」のこと。
軽やかに空を舞う羽根をイメージした

独特の縁のデザインと、やさしい色合いが特徴です。
色（ホワイトパール、オーシャンブルー）は

ヴェルタと共通なので、合わせてお使いになるのもおすすめ。
おもてなしの食卓にも活躍します。

睡蓮の葉をモチーフにした
暖かみのあるシリーズ。

アボカド、チェリー、レモン、オレンジと
フレッシュな果実の4色が揃います。

NENUPHAR

4 Jars  Made in France     5



PLUME

プリュムとは、フランス語で「羽根」のこと。
軽やかに空を舞う羽根をイメージした

独特の縁のデザインと、やさしい色合いが特徴です。
色（ホワイトパール、オーシャンブルー）は

ヴェルタと共通なので、合わせてお使いになるのもおすすめ。
おもてなしの食卓にも活躍します。

睡蓮の葉をモチーフにした
暖かみのあるシリーズ。

アボカド、チェリー、レモン、オレンジと
フレッシュな果実の4色が揃います。

NENUPHAR

4 Jars  Made in France     5



￥3,000
ベントー S
20cm×8.5cm
color color color

￥2,200
ベントー XS
15cm×5.5cm ￥1,800

ベントー XXS
12cm×8cm

color color color
￥2,000

プレート S
20cm ￥1,800

プレート XS
15cm ￥1,500

プレート XXS
12cm

Cantine
カンティーヌ

ライムグリーン マウスグレー アイスブルー

ローズマリーフェンネル ポワロー ジンジャーパティソン

Reflets de Maguelone
ルフレ・ド・マグローヌ

￥3,300
ディナー プレート
26.5cm
color color

￥3,300
スープ プレート
20cm

color
￥3,000

デザート プレート
20cm

フランスで日本の「弁当」が大人気なのをご存知ですか？
カンティーヌは、ベントー（深皿）と
プレートの2アイテム（各3サイズ）。
それぞれ個別に使うのもよし。

組み合わせて蓋付き容器として使うのもよし。
発想次第で楽しく用途が広がります。

Cantine

ルフレ・ド・マグローヌについては、裏表紙をご覧ください。6 Jars  Made in France     7
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オラージュはディナープレートと
同様の柄の入り方になります。

TOURRON
トゥーロン

オーベルジン アボカド ジェイド クォーツ サモア

POEME
ポエム

オラージュ

CELESTE
セレスト

ブラック

パープル パープル
ユニ

オラージュ
ユニ

￥3,500 ￥3,200 ￥3,200
スープ プレート
19cm

￥3,50026cm

ピッチャー ￥5,0001L
color

￥2,800
スープ プレート
19cm ￥2,500

フルーツ カップ
14cm ￥1,800

ミニ ボウル
180ml

color color color

color

ディナー プレート

color

デザート プレート

color
￥3,00026cm ￥2,80020cm ￥3,300

パスタボウル
23.7cm

color

ディナー プレート

color

デザート プレート

color
26cm 20cm

￥3,200 ￥3,200
スープ プレート
19cm

color

ディナー プレート

color

デザート プレート

color
20cm

Jars  Made in France     98



オラージュはディナープレートと
同様の柄の入り方になります。

TOURRON
トゥーロン

オーベルジン アボカド ジェイド クォーツ サモア

POEME
ポエム

オラージュ

CELESTE
セレスト

ブラック

パープル パープル
ユニ

オラージュ
ユニ

￥3,500 ￥3,200 ￥3,200
スープ プレート
19cm

￥3,50026cm

ピッチャー ￥5,0001L
color

￥2,800
スープ プレート
19cm ￥2,500

フルーツ カップ
14cm ￥1,800

ミニ ボウル
180ml

color color color

color

ディナー プレート

color

デザート プレート

color
￥3,00026cm ￥2,80020cm ￥3,300

パスタボウル
23.7cm

color

ディナー プレート

color

デザート プレート

color
26cm 20cm

￥3,200 ￥3,200
スープ プレート
19cm

color

ディナー プレート

color

デザート プレート

color
20cm

Jars  Made in France     98



色はトゥーロンの
サモアと同じですが、
エピュールの形状で
作ってもらいました。

EPURE

￥4,30015cm

￥1,600
プレート
12cm ￥1,500

タンブラー
150ml￥3,800

カップ
13cm ￥3,300

ミニカップ
11cm

￥4,50027cm ￥4,00020cm ￥4,50024cm

センドレ カシミア ブルー

EPURE / SAMOA
エピュール／サモア

エピュール

サモア

￥3,80013cm ￥3,30011cm￥4,30015cm ￥3,80029.5x26.5cm ￥3,50022x20cm ￥3,50020cm ￥3,30015cm
color color color color

￥3,000
ディナー プレート
26.5cm
color color color color

￥2,800
デザート プレート
22cm ￥2,500

サラダ ボウル
16cm ￥1,200

ミニ ボウル
8cm

color color color color
￥7,000

オードブル ディッシュ M
L34.5cm ￥3,500

オードブル ディッシュ S
L18.5cm ￥1,500

タンブラー （Tea）
240ml ￥2,500

マグ
280ml

VUELTA
ヴェルタ

グレイ ライチ オーシャン
ブルー ホワイトパール

オーシャン
ブルー ホワイトパール

PLUME
プリュム

ディナー プレート デザート プレート スープ プレート サラダ ボウル

color color color color

カップ ミニカップボウル ボウル
￥4,80018cm

color color color color

color color color color

ボウルディナー プレート デザート プレート パスタボウル
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MADRAGUE

　Jarsは、フランス南西部
のリヨン郊外で1857年に
創設された伝統のある窯。 
　「実用的なものを美し
く」という創業者ピエー
ル・ジャス氏の理念を受け
継ぎ、現在も伝統的製法
と職人の手が、使いやす
く、美しい器を生産してい
ます。
　特に深みのある独特の
色合いは、門外不出の釉
薬が生み出す技。和洋を
問わずさまざまな料理が
映える器として、幅広くお
使いいただけます。

※耐久性にすぐれ、
電子レンジや
自動食器洗い機で
使用可能です。

NENUPHAR
ネニュファ

アボカド チェリー レモン オレンジ

￥3,500
パスタ ボウル
22x20cm

￥4,30022x20cm

￥4,00021cm

￥1,30014cm

￥1,70014cm

21cm

ピッチャー

レモンロータス レッドホワイト

1L
color

￥3,500 ￥3,30026x24.5cm

￥4,500
color
26x24.5cm
color

color

color

color
￥3,500

サラダ ボウル
15x13cm
color

color

color

color

マドラーグ

複数の色を組み合せたマドラーグは、
モダンでポップなデザイン。
カジュアルなシーンで

楽しくお使いになれるほか、
ピッチャー、ボトルなど

インテリアのアクセサリーとしても
一役買います。

ミニプレートディナー プレート デザート プレート

￥5,500

￥5,800
ボトル
1.5L  h30.5cm ￥5,000

ピッチャー
1L

￥2,000
タンブラー
200ml

color color

color

Jars  Made in France     1312



MADRAGUE

　Jarsは、フランス南西部
のリヨン郊外で1857年に
創設された伝統のある窯。 
　「実用的なものを美し
く」という創業者ピエー
ル・ジャス氏の理念を受け
継ぎ、現在も伝統的製法
と職人の手が、使いやす
く、美しい器を生産してい
ます。
　特に深みのある独特の
色合いは、門外不出の釉
薬が生み出す技。和洋を
問わずさまざまな料理が
映える器として、幅広くお
使いいただけます。

※耐久性にすぐれ、
電子レンジや
自動食器洗い機で
使用可能です。

NENUPHAR
ネニュファ

アボカド チェリー レモン オレンジ

￥3,500
パスタ ボウル
22x20cm

￥4,30022x20cm

￥4,00021cm

￥1,30014cm

￥1,70014cm

21cm

ピッチャー

レモンロータス レッドホワイト

1L
color

￥3,500 ￥3,30026x24.5cm

￥4,500
color
26x24.5cm
color

color

color

color
￥3,500

サラダ ボウル
15x13cm
color

color

color

color

マドラーグ

複数の色を組み合せたマドラーグは、
モダンでポップなデザイン。
カジュアルなシーンで

楽しくお使いになれるほか、
ピッチャー、ボトルなど

インテリアのアクセサリーとしても
一役買います。

ミニプレートディナー プレート デザート プレート

￥5,500

￥5,800
ボトル
1.5L  h30.5cm ￥5,000

ピッチャー
1L

￥2,000
タンブラー
200ml

color color

color

Jars  Made in France     1312



910211056   201710

株式会社 チェリーテラス
Jars総輸入発売元

詳しい情報は
ホームページを
ご覧ください。 www.cherryterrace.co.jp

東京都渋谷区猿楽町29-9
ヒルサイドテラスD棟 1F
チェリーテラス 代官山
　   0120-425668

パウダータッチのマット仕上げに、
部分的に光沢のある釉薬を施した

ルフレ・ド・マグローヌ。
光沢部分はひとつずつ異なり、
食卓に洒落っ気をプラスします。
野菜の色をイメージした5色は、
料理を美しく引き立てます。

Reflets de Maguelone

価格はすべて税別で表示しています。別途消費税が加算されます。※印刷の都合上、写真と現品には相違がある場合があります。どうぞご了承ください。
※商品の価格や仕様は2017年10月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※商品在庫が不足した際など、ご希望に
応じられない場合もあります。予めご了承ください。※本書掲載の文書、写真は、いかなる目的においても無断で転載、複製することを固く禁じます。


