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ＺＥＰＨＹＲ　太白　Ver.17
価格は外税表示です。

Z003W 　ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾑ・ﾌﾟﾚｰﾄ　ＬZ002W 　ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞｾｰﾙ･ｿｰｽ入Z001W 　ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞｾｰﾙ･ﾌﾟﾚｰﾄ
4,000 円1,100 円6,600 円 　27.5×20.5　高3.5　径10　高2.5　径27　高4

Z006W 　ﾃﾗｽ･ﾌﾟﾚｰﾄ　ＬZ005W 　ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄZ004W 　ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾑ・ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｓ
4,200 円5,100 円2,900 円 　径25　高4.5　径25　高3.5　23.5×17　高3.2

Z007W 　ﾃﾗｽ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｓ Z008W 　ﾊﾟｽﾀ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｌ Z009W 　ﾊﾟｽﾀ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｓ
2,200 円4,400 円2,000 円　径19.5　高2.5 　径25　高6.5 　径18.5　高5

Z012W 　ｶﾊﾞｰﾄﾞ･ﾃﾞｾｰﾙZ011W 　ﾗｳﾝﾄﾞ･ﾎﾞｳﾙZ010W 　ｵｲｽﾀｰ･ﾎﾞｳﾙ
4,200 円3,100 円5,500 円 　径18.5　高4　径17　高8.5　径20　高9.5
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ＺＥＰＨＹＲ　太白・ｶﾄﾗﾘﾚｽﾄ　Ver.17
価格は外税表示です。

Z015W 　ｶｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄZ014W 　ﾃｰﾊﾟｰ･ﾌﾟﾚｰﾄZ022W 　ｶﾙﾃﾞﾗ･ﾌﾟﾚｰﾄ
2,000 円2,000 円6,200 円 　径18　高3.5　径18　高4.5　径25　高3

Z019W 　ｳｪｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ　ＳZ018W 　ｳｪｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ　ＬZ017W 　ｶｯﾌﾟ&ｿｰｻｰ
6,200 円16,500 円3,500 円 　径25　高5.5　径31　高7　ｶｯﾌﾟ　径11.5　高5.5

　ｿｰｻｰ　径15.8

Z020W 　ﾊﾞﾝﾌﾞｰ･ﾎﾞｳﾙ　Ｌ Z021W 　ﾊﾞﾝﾌﾞｰ･ﾎﾞｳﾙ　Ｓ Z023W 　ｼﾞｭﾚ･ｶｯﾌﾟ
3,800 円2,200 円5,800 円　径24　高7 　径15　高4.5 　径11　高6

Z016W 　太白　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　　 　 　Z016T 　太白ﾌﾟﾗﾁﾅｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　 1,100 円 
900 円1,100 円 　11×3　高1.5Z016D　ﾙﾘﾌﾟﾗﾁﾅ　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　　　

Z016B　天目金　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　　 1,100 円 Z016R　ｲﾀﾘｱﾝﾚｯﾄﾞ金　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　 　 　　　
　11×3　高1.5 　11×3　高1.5 1,300 円
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ＺＥＰＨＹＲ　シルバーブラッシュ　Ver.17
価格は外税表示です。

Z004SB 　ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾑ・ﾌﾟﾚｰﾄ　ＳZ003SB 　ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾑ・ﾌﾟﾚｰﾄ　ＬZ001SB 　ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞｾｰﾙ･ﾌﾟﾚｰﾄ
5,500 円7,700 円11,000 円 　23.5×17　高3.2　27.5×20.5　高3.5　径27　高4

Z007SB 　ﾃﾗｽ･ﾌﾟﾚｰﾄ　ＳZ006SB 　ﾃﾗｽ･ﾌﾟﾚｰﾄ　ＬZ005SB 　ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ
4,200 円7,700 円7,700 円 　径19.5　高2.5　径25　高4.5　径25　高3.5

Z008SB 　ﾊﾟｽﾀ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｌ Z009SB 　ﾊﾟｽﾀ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｓ Z010SB 　ｵｲｽﾀｰ･ﾎﾞｳﾙ
8,800 円5,200 円7,700 円　径25　高6.5 　径18.5　高5 　径20　高9.5

Z013SB 　ｶｯﾃｨﾝｸﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄZ012SB 　ｶﾊﾞｰﾄﾞ･ﾃﾞｾｰﾙZ011SB 　ﾗｳﾝﾄﾞ･ﾎﾞｳﾙ
5,500 円5,800 円5,200 円 　21ｘ21　高4.5　径8.5　高4　径17　高8.5

-3-



ＺＥＰＨＹＲ　風花雪月・太白彫　Ver.17
価格は外税表示です。

Z005KK  　風　ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ（金）Z022SB 　ｶﾙﾃﾞﾗ･ﾌﾟﾚｰﾄZ017SB 　ｶｯﾌﾟ＆ｿｰｻｰ
10,000 円8,800 円5,500 円 　径25　高3.5　径25　高3　ｶｯﾌﾟ　径11.5　高5.5

　ｿｰｻｰ　径15.8　

Z005TG 　月　ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ（銀）Z005YG 　雪　ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ（銀）Z005HK 　花　ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ（金）
10,000 円10,000 円10,000 円 　径25　高3.5　径25　高3.5　径25　高3.5

Z005WA 　太白彫 ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄA（4本彫）Z005WB 　太白彫 ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄB（1本彫）Z005WC 　太白彫 ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄC（内波彫）
6,400 円6,400 円6,400 円　径25　高3.5 　径25　高3.5 　径25　高3.5

Z011WC 　太白彫　ﾗｳﾝﾄﾞ･ﾎﾞｳﾙC（下波彫）Z011WB 　太白彫　ﾗｳﾝﾄﾞ･ﾎﾞｳﾙB（1本彫）Z011WA 　太白彫　ﾗｳﾝﾄﾞ･ﾎﾞｳﾙA（4本彫）
4,000 円4,000 円4,000 円 　径17　高8.5　径17　高8.5　径17　高8.5
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ＺＥＰＨＹＲ　刷毛　Ver.17
価格は外税表示です。

Z003H 　ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾑ・ﾌﾟﾚｰﾄ　ＬZ002H 　ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞｾｰﾙ･ｿｰｽ入Z001H 　ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞｾｰﾙ･ﾌﾟﾚｰﾄ
5,000 円1,600 円8,200 円 　27.5×20.5　高3.5　径10　高2.5　径27　高4

Z006H 　ﾃﾗｽ･ﾌﾟﾚｰﾄ　ＬZ005H 　ｸﾞﾙｰﾌﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄZ004H ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾑ・ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｓ
6,000 円7,100 円3,800 円 　径25　高4.5　径25　高3.5　23.5×17　高3.2

Z007H 　ﾃﾗｽ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｓ Z008H 　ﾊﾟｽﾀ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｌ Z009H 　ﾊﾟｽﾀ･ﾌﾟﾚｰﾄ　Ｓ
2,900 円6,400 円2,700 円　径19.5　高2.5 　径25　高6.5 　径18.5　高5

Z017H 　ｶｯﾌﾟ&ｿｰｻｰZ012H 　ｶﾊﾞｰﾄﾞ･ﾃﾞｾｰﾙZ011H 　ﾗｳﾝﾄﾞ･ﾎﾞｳﾙ
4,200 円5,100 円3,800 円 　ｶｯﾌﾟ　径11.5　高5.5　径18.5　高4　径17　高8.5

　ｿｰｻｰ　径15.8
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ＺＥＰＨＹＲ　耐火陶器　Ver.17
価格は外税表示です。

 　黒　グリルプレートZ509SB 　黒　ライスポットＳZ509SA 　アメ　ライスポットＳ
6,000 円18,000 円18,000 円 Z510SB　M　　22×18.5　径21.5　高10（高14.5）　径21.5　高10（高14.5）

Z504SB　S　　19.5×16.5　　　　 4,000 円　容量･･･1400cc　容量･･･1400cc
ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ　S　　24×18 2,400 円

 　ホワイトマット　グリルプレート 　黒マット　グリルプレート 　アメ　グリルプレート
6,000 円6,000 円6,000 円 Z510MW　M 　22×18.5Z510MB　M 　22×18.5Z510SA　M　　22×18.5

Z504MW　S　 19.5×16.5　　　　 4,000 円Z504MB　S　 19.5×16.5　　　　 4,000 円Z504SA　S　　19.5×16.5　　　　 4,000 円
　　　

Z508SB 　黒　アーザンポット　Ｓ Z507SR 　赤　アーザンポット　Ｍ  Z505SB 　黒　アーザンポット
16,000 円11,000 円5,200 円　径14.5　高6.5（高9.5） 　径19.5　高5（高11） 　径23　高7（高11）

　容量･･･1000cc　容量･･･400cc　容量･･･300cc

Z501MB 　黒マット　ﾌﾟﾁﾎﾟｯﾄ&ｸｯｶｰZ501SB 　黒　ﾌﾟﾁﾎﾟｯﾄ&ｸｯｶｰZ501SA 　アメ　ﾌﾟﾁﾎﾟｯﾄ&ｸｯｶｰ
18,000 円18,000 円18,000 円 　ﾎﾟｯﾄ　 径14.5　高5.5(高8)　ﾎﾟｯﾄ　 径14.5　高5.5(高8)　ﾎﾟｯﾄ　 径14.5　高5.5(高8)

　ｸｯｶｰ  13.5×13　高16 　ｸｯｶｰ  13.5×13　高16 　ｸｯｶｰ  13.5×13　高16
　容量･･･250cc 　容量･･･250cc 　容量･･･250cc
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www.marubun-arita.co.jp
〒844-0024 佐賀県有田町赤坂 有田焼卸団地 Phone:0955-43-2351 Fax:0955-43-2353

info@marubun-arita.co.jp

コンセプトは和魂洋才

“ZEPHYR  ゼフィール”
フランス語で「そよ風」という意味です。

その特徴はシンプルで洗練された形状に、
料理と器に対する美意識が貫かれていることです。
それは料理をもっとも美しく演出し、
もっともおいしく召し上がっていただく、
そのための器でなければならないという思いです。

太白と呼ぶ透きとおるような白磁をベースに、

染付や金銀彩などの絵付け、彫りや釉薬での装飾など、
多彩なバリエーションを揃えたZEPHYRで、

料理と器の素敵な関係を楽しんでいただけたら幸いです。


