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究極のラーメン鉢　Ver.22① colors
価格は外税表示です。

  

  

  

  



究極のラーメン鉢　Ver.23② colors
価格は外税表示です。

R0323 　ブルー　ラーメン鉢R0322 　ホワイト　ラーメン鉢
3,300 円3,300 円

R2323　ブルー　レンゲR2322　ホワイト　レンゲ
　　原重製陶所 1,400 円　　原重製陶所 1,400 円

R0324 　イエロー　ラーメン鉢 R0325 　ピンク　ラーメン鉢
3,300 円 3,300 円

R2324　イエロー　レンゲ R2325　ピンク　レンゲ
1,400 円　　原重製陶所 　　原重製陶所 1,400 円

R0326 　グレイ　ラーメン鉢 R0327 　ネイビー　ラーメン鉢
3,300 円 3,300 円

R2326　グレイ　レンゲ R2327　ネイビー　レンゲ
1,400 円　　原重製陶所 1,400 円　　原重製陶所

R0329 　オレンジ　ラーメン鉢R0328 　グリーン　ラーメン鉢
3,300 円3,300 円

R2329　オレンジ　レンゲR2328　グリーン　レンゲ
　　原重製陶所 1,400 円　　原重製陶所 1,400 円
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究極のラーメン鉢 　Ver.23③
価格は外税表示です。

R0036 　青白磁 ラーメン鉢R0146 　青吹プラチナ帯 ラーメン鉢R0145 　茶吹金帯 ラーメン鉢
2,900 円2,500 円2,500 円

R2036　青白磁 レンゲR2146　青吹プラチナ帯 レンゲ　R2145　茶吹金帯 レンゲ
　　伯父山 1,100 円　　陶悦窯 1,000 円　　陶悦窯 1,000 円

R0237 　天目渚 ラーメン鉢R0149 　白釉渦潮 ラーメン鉢R0056 　天目渦刷毛 ラーメン鉢
2,700 円2,700 円2,700 円

R2237　天目渚 レンゲR2149　白釉渦潮 レンゲR2056　天目渦刷毛 レンゲ
　　陶悦窯 1,100 円　　陶悦窯 1,100 円　　陶悦窯 1,100 円

R0087 　白マット ラーメン鉢 R0059 　ルリ釉 ラーメン鉢 R0033 　青海波 ラーメン鉢
3,600 円3,000 円3,000 円

R2033　青海波 レンゲR2059　ルリ釉 レンゲR2087　白マット レンゲ
　　しん窯　　原重製陶所　　李荘窯 1,100 円 1,400 円 2,200 円

R0003 　オレンジ唐草 ラーメン鉢R0004 　ブルー唐草 ラーメン鉢R0067 　三色胡椒 ラーメン鉢
3,200 円3,200 円3,100 円

R2067　胡椒 レンゲ R2004　ブルー唐草 レンゲ R2003　オレンジ唐草 レンゲ
　　伯父山 　　伯父山 　　伯父山1,200 円 1,200 円 1,200 円
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究極のラーメン鉢　 Ver.23④
価格は外税表示です。

R0054 　金刷毛 ラーメン鉢R0127 　赤釉千段 ラーメン鉢R0039 　白磁千段 ラーメン鉢
3,600 円3,600 円3,300 円

R2054　金刷毛 レンゲR2127　赤釉千段 レンゲR2039　白磁千段 レンゲ
　　陶悦窯 1,200 円　　李荘窯 1,200 円　　李荘窯 1,200 円

R0123 　銀刷毛 ラーメン鉢　R0147 　紅椿 ラーメン鉢R0148 　青椿 ラーメン鉢
3,600 円3,300 円3,300 円

R2123　銀刷毛 レンゲR2147　紅椿 レンゲR2148　青椿 レンゲ
　　陶悦窯 1,200 円　　伯父山 1,200 円　　伯父山 1,200 円

R0038 　呉須刷毛 ラーメン鉢 R0154 　若草金巻 ラーメン鉢 R0155 　茜金巻 ラーメン鉢
3,600 円3,600 円3,600 円

R2155　茜金巻 レンゲR2154　若草金巻 レンゲR2038　呉須刷毛 レンゲ
　　幸楽窯　　幸楽窯　　李荘窯 1,400 円 2,100 円 2,100 円

R0320 　異人絵　ラーメン鉢R0214 　ゆり ラーメン鉢R0321 　ペンギン　ラーメン鉢
4,800 円4,600 円4,200 円

R2321　ペンギン　レンゲ R2214　ゆり レンゲ R2320　異人絵　レンゲ
　　しん窯 　　しん窯 　　しん窯2,200 円 2,200 円 2,200 円
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究極のラーメン鉢　 Ver.23⑤
価格は外税表示です。

R0037 　錆千段 ラーメン鉢R0224 　菊花文（赤） ラーメン鉢R0223 　菊花文（青） ラーメン鉢
3,800 円4,600 円4,600 円

R2037　錆千段 レンゲR2224　菊花文（赤） レンゲR2223　菊花文（青） レンゲ
　　李荘窯 1,400 円　　しん窯 2,200 円　　しん窯 2,200 円

R0116 　錆象嵌 ラーメン鉢R0048 　古染赤雲 ラーメン鉢R0020 　古染雲 ラーメン鉢
4,000 円4,400 円3,800 円

R2116　錆象嵌 レンゲR2048　古染赤雲 レンゲR2020　古染雲 レンゲ
　　李荘窯 1,400 円　　伝平窯 1,400 円　　伝平窯 1,300 円

R0301 　天岩戸･金　ラーメン鉢 R0302 　天岩戸･銀　ラーメン鉢 R0316 　スノーブルー　ラーメン鉢
4,000 円4,000 円4,000 円

R2316　スノーブルー　レンゲR2302　天岩戸･銀　レンゲR2301　天岩戸･金　レンゲ
　　原重製陶所　　陶悦窯　　陶悦窯 1,300 円 1,300 円 1,500 円

R0317 　スノーレッド　ラーメン鉢R0114 　朱芽吹き ラーメン鉢R0104 　青芽吹き ラーメン鉢
4,000 円4,000 円4,000 円

R2104　青芽吹き レンゲ R2114　朱芽吹き レンゲ R2317　スノーレッド　レンゲ
　　原重製陶所 　　原重製陶所 　　原重製陶所1,500 円 1,500 円 1,500 円
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究極のラーメン鉢　 Ver.23⑥
価格は外税表示です。

R0274 　三色水玉（白） ラーメン鉢R0291 　イエローストライプ　ラーメン鉢R0290 　ブルーストライプ　ラーメン鉢
4,200 円4,300 円4,300 円

R2274　三色水玉（白） レンゲ　R2291　イエローストライプ　レンゲR2290　ブルーストライプ　レンゲ
　　原重製陶所 1,400 円　　錦右ェ門陶苑 1,800 円　　　錦右ェ門陶苑 1,800 円

R0142 　天目赤星 ラーメン鉢　R0161 　赤呉須象嵌 ラーメン鉢R0160 　黒呉須象嵌 ラーメン鉢
4,200 円4,300 円4,300 円

R2142　天目赤星 レンゲR2161　赤呉須象嵌 レンゲR2160　黒呉須象嵌 レンゲ
　　田清窯 1,700 円　　李荘窯 1,700 円　　李荘窯 1,700 円

R0075 　灰釉菊 ラーメン鉢 R0001 　赤釉菊 ラーメン鉢 R0157 　白磁独楽彫 ラーメン鉢
4,300 円4,200 円4,200 円

R2157　白磁独楽彫 レンゲR2001　赤釉菊 レンゲR2075　灰釉菊 レンゲ
　　福珠陶苑　　田清窯　　田清窯 1,700 円 1,700 円 1,500 円

R0166 　花鳥風月 ラーメン鉢　　　R0319 　つるいちご（朱） ラーメン鉢R0318 　つるいちご（緑） ラーメン鉢 
4,900 円5,400 円5,400 円

R2318　つるいちご（緑） レンゲ R2319　つるいちご（朱） レンゲ R2166　花鳥風月 レンゲ　
　　しん窯 　　しん窯 　　福珠陶苑2,200 円 2,200 円 1,600 円
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究極のラーメン鉢　Ver.23⑦
価格は外税表示です。

R0208 　ブーケ（ブルー） ラーメン鉢R0260 　黒朱刷毛赤釉 ラーメン鉢R0259 　黒朱刷毛山吹釉 ラーメン鉢
4,600 円4,800 円4,800 円

R2208　ブーケ（ブルー） レンゲR2260　黒マット赤釉 レンゲR2259　黒マット山吹 レンゲ
　　幸楽窯 2,200 円　　原重製陶所 1,500 円　　原重製陶所 1,500 円

R0209 　ブーケ（レッド） ラーメン鉢R0254 　朱塗南蛮パール ラーメン鉢R0253 　黒塗南蛮パール ラーメン鉢
4,600 円4,900 円4,900 円

R2209　ブーケ（レッド） レンゲR2253　南蛮パール レンゲR2253　南蛮パール レンゲ　
　　幸楽窯 2,200 円　　田清窯 1,800 円　　田清窯 1,800 円

R0005 　染付稲穂 ラーメン鉢 R0122 　朱稲穂 ラーメン鉢 R0306 　奴凧　ラーメン鉢
5,000 円5,000 円5,000 円

R2306　奴凧　レンゲR2122　朱稲穂 レンゲR2005　染付稲穂 レンゲ
　　しん窯　　しん窯　　しん窯 2,000 円 2,000 円 1,800 円

R0002 　赤絵万暦 ラーメン鉢R0308 　黒釉飛び鉋　ラーメン鉢R0307 　呉須吹飛び鉋　ラーメン鉢　
5,200 円5,000 円5,000 円

R2307　呉須吹飛び鉋　レンゲ R2308　黒釉飛び鉋　レンゲ R2002　赤絵万暦 レンゲ
　　李荘窯 　　李荘窯 　　田清窯2,200 円 2,200 円 1,800 円
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究極のラーメン鉢　Ver.23⑧
価格は外税表示です。

R0293 　金魚 ラーメン鉢R0050 　赤薔薇 ラーメン鉢R0049 　青薔薇 ラーメン鉢
5,200 円6,000 円5,000 円

R2293　金魚 レンゲR2050　赤薔薇 レンゲR2049　青薔薇 レンゲ
　　錦右ェ門陶苑 1,800 円　　伝平窯 1,500 円　　伝平窯 1,400 円

R0255 　内濃宝紋 ラーメン鉢R0304 　日本色彩　ラーメン鉢R0303 　日出国　ラーメン鉢
5,300 円6,900 円5,200 円

R2255　内濃宝紋 レンゲR2304　日本色彩　レンゲR2303　日出国　レンゲ
　　伯父山 1,600 円　　田清窯 2,400 円　　田清窯 1,700 円

R0249 　夕富士 ラーメン鉢 R0105 　呉須巻龍文 ラーメン鉢 R0017 　朱巻龍文 ラーメン鉢
5,800 円5,800 円5,200 円

R2017　龍文 レンゲR2017　龍文 レンゲR2249　夕富士 レンゲ
　　福珠陶苑　　福珠陶苑　田清窯 1,800 円 2,300 円 2,300 円

R0262  古生双魚（赤） ラーメン鉢R0261  古生双魚（黒） ラーメン鉢R0110 　シーラカンス ラーメン鉢
6,700 円6,700 円5,400 円

R2110　シーラカンス レンゲ R2261　古生双魚（黒） レンゲ R2262　古生双魚（赤） レンゲ　
　　伝平窯 　　伝平窯　 　　伝平窯　1,500 円 1,500 円 1,500 円
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究極のラーメン鉢　Ver.23⑨
価格は外税表示です。

R0026 　白磁プラチナ巻 ラーメン鉢R0025 　結晶金巻 ラーメン鉢R0310 　雲海富士　ラーメン鉢　
6,700 円6,700 円6,000 円

R2026　白磁プラチナ巻 レンゲR2025　結晶金巻 レンゲR2310　雲海富士　レンゲ
　　陶悦窯 1,400 円　　陶悦窯 1,400 円　　伝平窯 1,500 円

R0275 　銀彩市松 ラーメン鉢R0257 　めでたい青海波 ラーメン鉢R0015 　くじら ラーメン鉢
9,800 円7,800 円6,800 円

R2275　銀彩市松 レンゲR2257　めでたい青海波 レンゲR2015　くじら レンゲ
　　福珠陶苑 2,300 円　　渓山窯 2,600 円　　渓山窯 2,500 円

R0315  　銀彩富士　ラーメン鉢 R0159 　墨弾き波兎 ラーメン鉢 R0069 　染付山水 ラーメン鉢
16,000 円15,000 円12,000 円

R2069　染付山水 レンゲR2159　墨弾き波兎 レンゲR2315　銀彩富士　レンゲ
　　原重製陶所　　李荘窯　　福珠陶苑 2,300 円 2,500 円 2,100 円

R0189 　プラチナ荒波 ラーメン鉢R0064 　蒔絵おしどり ラーメン鉢R0188 　古木桜 ラーメン鉢
24,000 円18,000 円17,000 円

R2188　古木桜 レンゲ R2064　蒔絵おしどり レンゲ R2189　プラチナ荒波 レンゲ
　　錦右ェ門陶苑 　　幸楽窯 　　錦右ェ門陶苑3,400 円 3,200 円 2,200 円
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究極のラーメン鉢　Ver.23⑩
価格は外税表示です。

R0196 イヤーボウル　寅R0144 イヤーボウル　丑R0129 イヤーボウル　子
3,800 円3,800 円3,800 円 ラーメン鉢ラーメン鉢ラーメン鉢　　　　

R2196R2144R2129
レンゲ 1,200 円レンゲ 1,200 円レンゲ　　　　伯父山 1,200 円

R0222 イヤーボウル　巳R0219 イヤーボウル　辰R0218 イヤーボウル　卯
3,800 円3,800 円3,800 円 ラーメン鉢ラーメン鉢ラーメン鉢

R2222R2219R2218
レンゲ 1,200 円レンゲ 1,200 円レンゲ 1,200 円

R0252 イヤーボウル　午 R0271 イヤーボウル　未 R0272 イヤーボウル　申
3,800 円3,800 円3,800 円ラーメン鉢 ラーメン鉢 ラーメン鉢

R2272　　　　　　R2271　　　　　　R2252　　　　　　
レンゲレンゲレンゲ 1,200 円 1,200 円 1,200 円

R0128 イヤーボウル　亥R0112 イヤーボウル　戌R0085 イヤーボウル　酉
3,800 円3,800 円3,800 円 ラーメン鉢ラーメン鉢ラーメン鉢

R2085　 R2112 R2128
レンゲ レンゲ レンゲ1,200 円 1,200 円 1,200 円
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“究極のラーメン鉢”開発ストーリー

ある日NHKから「有田ならではのプロジェクト」という、番組企画が飛び込んできた。

なにかやってやろうと窯元有志14名が集まった。
議論の末決まったテーマは「究極のラーメン鉢」。

そばやうどん用の丼は数多いが、ラーメン鉢と謳った器は少ない。家庭で楽しむ高級ラーメン

が売れているのに、質感の高いラーメン鉢は皆無といっていい。皆「これは面白い」と思った。

ほどなく試作品完成。自分たちの知識と技術を詰め込んだ自信作を引っ提げ、勇躍乗り込ん
だ食品メーカーでは「重い・大きい・熱い」、「こんなの持てない」と酷評。

自信は打ち砕かれた。

放送まであとひと月あまり。開発は振り出しに戻った。ゼロからの再出発だが、挫折のなかに
新たなヒントを掴んでいた。必要な要素を入れ不要な部分を削ぎ落とす。土と火と時間との戦
い。

ひとつひとつクリアしていった。

試行錯誤のなかから、ひとつのフォルムができあがった。

軽くて持ちやすい、コンパクトな鉢。イメージが形になった。
「いいじゃないか。こんなラーメン鉢で食べたかった！」「形も素敵！女性でも持ちやすい！」
酷評した専門家もこんどは太鼓判を押した。

ここに“ラーメン鉢の新スタンダード”と言える形が完成した。

ラーメン鉢
究極のひみつ

口径 180㎜
広口のラーメン鉢に比べ
て冷めにくい
収納に場所をとらない
重なりがいい

全高 80㎜
片手で持ちやすい

高台径 85㎜
安定性がある

高台高 13㎜
手に持ったとき熱くない
高台内に丸みがあって洗い
やすい

底内径 110㎜
麺がゆったりと収まる

重量 450g－540g 
弊社従来商品に比べて約1割の軽量化

渕が薄く口当たり
がよい

緩やかなカーブで手に
なじみ、持ちやすい

さじの中央から

スープが注がれ、

美味しく飲める

レンゲ
究極のひみつ

吊し焼成（しん窯の製品） 棚置き焼成（そのほかの窯の製品）究極のラーメン鉢に
フィットするカーブ

全長 150㎜～160㎜
究極のラーメン鉢と
お揃いの絵柄がおしゃれ

　　　※泉山陶石ラーメン鉢は焼成時 収縮率の違いにより、やや小さめになります。


