長寿を祝う贈り物
人生の節目を家族でお祝いする、素敵なギフトを揃えました。
60 歳の還暦をはじめ、歳を重ねるごとに様々な人生の
節目の年が訪れます。
これまで歳を重ねてきたことへの感謝と、これからも
ずっと元気で過ごしていけるように、お祝いをするこ
とも多いと思います。
一生に一度の記念のお祝いだから、心に残る思い出の
贈り物をしたいですよね。
考えすぎると何が贈り物としてふさわしいのか、
分らなくなるものですが、年間を通じて長寿祝として
ご好評いただいている品をご紹介いたします。

60 歳（還暦）

60 歳のお祝いを「還暦」（かんれき）といいます。
十干と十二支を組み合わせた干支は 60 年で一回りします。61 歳を迎えるとき、
生まれた年の干支へ戻るため、赤ちゃんにかえる意味で、赤いちゃんちゃんこ等、
赤い贈り物が定番となっています。

70 歳（古稀）

70 歳のお祝いを「古稀」（こき）といいます。古希と書く場合もあります。
唐の詩人杜甫の詩・曲江にある、「酒債は尋常行く処に有り 人生七十古来稀なり」
（酒代のつけは私が普通行く所には、どこにでもある。（しかし）七十年生きる
人は古くから稀である）に由来しています。

77 歳（喜寿）

77 歳のお祝いを「喜寿」（きじゅ）といいます。
「喜」の文字を草書体で書くと、「七十七」に見えることに
由来しています。

80 歳（傘寿）

80 歳のお祝いを「傘寿」（さんじゅ）といいます。
傘寿は「傘」の略字が縦書きの「八十」に見えることに由来
しています。

88 歳（米寿）

88 歳のお祝いを「米寿」（べいじゅ）といいます。
「米」の字を分解すると、「八十八」と読めることに由来しています。

90 歳（卒寿）

90 歳のお祝いを「卒寿」（そつじゅ）といいます。
「卒」の略字が「九十」と見えることに由来しています。

99 歳（白寿）

99 歳のお祝いを「白寿」（はくじゅ）といいます。
「百」の文字から「一」を引くと「白」になることに由来しています。

歳のお祝いを「百寿」（ひゃくじゅ、ももじゅ）といいます。
100 歳（百寿）100
また、100 年＝１世紀から、「紀寿」（きじゅ）と呼ぶ場合もあるようです。
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さくら浮かぶ

赤
還暦の色は「赤」

桜コップ

商品番号：164150
朱王 茶碗＆桜湯呑セット（木箱入）
７３００円

商品番号：164149
朱王 茶碗＆マグカップセット（木箱入）
７４００円

（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm）
（湯呑：径 7.7× 高さ 8.7cm）

（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm）
（マグ：径 9.5× 高さ 9cm）

さくら浮かぶ

黄

傘寿・米寿・卒寿の
色は「黄色」

さくら浮かぶ

桜コップ

長寿のお祝いには、

（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm）
（湯呑：径 7.7× 高さ 8.7cm）

イメージカラーがあります。

商品番号：164158
華の舞（紫）茶碗＆桜湯呑セット（木箱入）
７８００円

色を参考にプレゼントを

古稀と喜寿の
色は「紫」

選んでみませんか？

紫

桜コップ

商品番号：164160
華の舞（黄）茶碗＆桜湯呑セット（木箱入）
７８００円
（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm）
（湯呑：径 7.7× 高さ 8.7cm）

さくら浮かぶ

金
豪華な「金色」は
全ての方への贈り物に

桜コップ

商品番号：164162
ジパング 茶碗＆桜湯呑セット（木箱入）
１０３００円
（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm）
（湯呑：径 7.7× 高さ 8.7cm）

商品番号：164161
ジパング 茶碗＆マグカップセット（木箱入）
１５０００円
（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm）
（マグ：径 9.5× 高さ 9cm）

価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）
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富士山

175030
鍋島富士 茶碗＆マグカップ（木箱入）
８２００円

175029
鍋島富士 茶碗＆湯呑 セット（木箱入）
７１００円
（茶碗：径 11× 高さ 6cm / 湯呑：径 7.3× 高さ 8cm）

さくら浮かぶ

（茶碗：径 11× 高さ 6cm / マグ：径 8.8× 高さ 9.5cm）

さくら浮かぶ

桜コップ

さくら浮かぶ

桜コップ

164151
舞さくら 夫婦桜湯呑（木箱入）
７２００円
（グリーン：径 8.2× 高さ 9.6cm）
（ピンク：径 7.7× 高さ 8.7cm）

桜コップ

164152
華の舞（薄緑＆ピンク）夫婦桜湯呑（木箱入）
７８００円
（緑・ピンクともに、径 7.7× 高さ 8.7cm）

164148
朱王 夫婦桜湯呑（木箱入）
７２００円
（大：径 8.2× 高さ 9.6cm）
（小：径 7.7× 高さ 8.7cm）

さくら浮かぶ

さくら浮かぶ

桜コップ

桜コップ

164154
華の舞（ピンク）茶碗＆桜湯呑 セット（木箱入）
７８００円

164156
華の舞（薄緑）茶碗＆桜湯呑 セット（木箱入）
７８００円
（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm / 湯呑：径 7.7× 高さ 8.7cm）

（茶碗：径 11.2× 高さ 6.7cm / 湯呑：径 7.7× 高さ 8.7cm）

さくら 湯呑
桜の花が立体的に浮び
ふっくら、優しい香りが
漂ってきそうです。
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価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）

①

②
③

④
⑤

無病息災を願って①
むびょう

⑥

しきさい

六瓢色彩シリーズ
黒と白のコントラストが印象的なシリーズです。
外側の瓢箪は、 黒の釉薬と白の釉薬を手作業で掛け分ける
手間をかけた品です。 全て手描き。
６つの瓢箪 「六瓢 （むびょう）」 で無病を願います。

商品番号：336066
六瓢色彩（緑）茶碗
１７００円
（径 11× 高さ 6.3cm）
手描き品

商品番号：336067
六瓢色彩（赤）茶碗
１７００円
（径 11× 高さ 6.3cm）
手描き品

商品番号：336068
六瓢色彩（緑）コップ
１７００円
（径 7.3× 高さ 7.4cm）
手描き品

商品番号：336069
六瓢色彩（赤）コップ
１７００円
（径 7.3× 高さ 7.4cm）
手描き品

「六瓢シリーズ」とは
まったく病気をせず健康であることを表す言
葉に「無病息災」というものがあります。そ
の言葉の「無病」と六つの瓢（ひょうたん）
を表す「六瓢」をかけた、縁起物のデザイン
として作られました。
商品番号：336084
六瓢色彩（緑）新マグカップ
２４００円
（径 8.4× 高さ 7.8cm）
手描き品

商品番号：336085
六瓢色彩（赤）新マグカップ
２４００円
（径 8.4× 高さ 7.8cm）
手描き品

もちろん六瓢ですから、それぞれの品の中に
はきちんと六つの瓢（ひょうたん）の絵柄が
描かれています。
お年寄りへのプレゼントだけでなく、広く喜
ばれる絵柄です。

有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿） 価格には消費税は含まれていません
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④
⑥
③

⑤
無病息災を願って②

①

なべしま

②

むびょう

鍋島六瓢シリーズ
有田の白地に、 伝統的な色彩で瓢箪を
描きました。 どことなく愛嬌あるデザインです。
全て手描き。
６つの瓢箪 「六瓢 （むびょう）」 で無病を願います。

商品番号：175013
鍋島六瓢（青）茶碗
２０００円

商品番号：175014
鍋島六瓢（赤）茶碗
２０００円

（径 12× 高さ 6.5cm）
手描き品

（径 11× 高さ 6cm）
手描き品

商品番号：175031
鍋島六瓢（青）マグカップ
３４００円

商品番号：175032
鍋島六瓢（赤）マグカップ
３４００円

（径 8.8× 高さ 9.5cm）
手描き品

168

（径 8.8× 高さ 9.5cm）
手描き品

価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）

商品番号：175015
鍋島六瓢（青）コップ
２０００円
（径 6.8× 高さ 8cm）
手描き品

商品番号：175016
鍋島六瓢（赤）コップ
２０００円
（径 6.8× 高さ 8cm）
手描き品

六瓢シリーズには、説明シオリを
添えてお届け致します。
プレゼントの場合でも、安心です。

④

⑤

⑥

無病息災を願って③
はなむびょう

③

花六瓢シリーズ
まるで水彩画のような優しいタッチで瓢箪を
描きました。 味のある雰囲気に仕上がっています。
全て手描き。
６つの瓢箪 「六瓢 （むびょう）」 で無病を願います。

②

①

商品番号：312058
花六瓢（青）茶碗
１３５０円

商品番号：312059
花六瓢（赤）茶碗
１３５０円

商品番号：312060
花六瓢（青）コップ
１３５０円

商品番号：312061
花六瓢（赤）コップ
１３５０円

（径 12× 高さ 6.3cm）
手描き品

（径 11× 高さ 5.9cm）
手描き品

（径 7.8× 高さ 8.2cm）
手描き品

（径 7.8× 高さ 8.2cm）
手描き品

商品番号：312062
花六瓢（青）マグカップ
２０００円
（径 8.7× 高さ 8.7cm）
手描き品

商品番号：312063
花六瓢（赤）マグカップ
２０００円
（径 8.7× 高さ 8.7cm）
手描き品

312103 花六瓢 Ｕ中急須
３２００円（380ml）
（胴径 11.3× 幅 18× 高さ 8cm）

価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）
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