


aida（アイーダ）は経験豊かなテーブルウェアデザインメーカーです。

一般的な家庭のテーブルからモダンテーブルまで幅広く合うような炻器、

陶器、ガラス、カトラリーのテーブルウェアを60年以上、確かな経験を

重ねてきています。長年沢山の評判の高いディナーセットとデザイン製品

を作り続けています。

aidaは時代のトレンドを追いつつも、品質・商品価値に真摯に向き合い、

妥協しない物作りをしています。aidaの企業価値は品質・職人の技術・機

能性、そして購入者が支払う代金に見合う価値を提供することにあります。

aidaは多くのデンマーク人デザイナーと製品を手掛けています。

近年、デンマークの著名人 Christiane Schaumburg-Muller の協力を得

てデザインされたストーンウェア商品、RAWを発売しました。

RAWのルーツは古いデンマーク炻器工場「Soholm」にあります。

Henceforth Soholmのストーンウェアに対する価値ある知識は、aidaの

ディナーセットとデザンにも活きています。



【RAW】

Christianes RAW stoneware!

「RAW」はデンマークのライフスタイルインフルエン
サーでもある Christiane Schaumburg-Muller がデザ
インしています。

母親でもある彼女は、家庭で日常的に使いやすいよう
にとこのRAWシリーズを考えました。
オーブン・電子レンジ・食洗機などの使用が可能です。
自然を思わせる色調とソリッドカラーが美しく、
またどんな料理にもなじみます。

二度焼きすることで、耐久性に優れた高品質な製品と
なります。また、傷のつきにくい仕上げ加工を施して
います。



METALLIC BROWN
夏の終わりの夜を思い出してみてください。
とんぼの輝く体が湖の水面に映ったところを。深い茶色ときらめき。
そんなワンシーンにインスピレーションを受けた遊び心のある美しい
カラーです。

NORTHERN GREEN
灰色がかった落ち着いた緑、そこには小さなに光沢が見えます。
絶妙なカラーリングはスカンジナビアで好まれています。
マットな質感なので落ち着いた印象のテーブルコーディネートが可能です。

製品にはデザイナー・シリーズ説明が
おしゃれなラベルで付属しています。
底面にはRAWのロゴが入ります。

※税抜価格です



スモールボウル ¥1,600

メタリックブラウン
5709554155796

ノーザングリーン
5709554157295

容量：約200ml

約Φ10x4cm

画像

スーププレート ¥2,800

メタリックブラウン
5709554155673

ノーザングリーン
5709554157172

容量：約850ml

約Φ19x4cm

画像

サービングボウル ¥8,000

メタリックブラウン
5709554155703

ノーザングリーン
5709554157202

容量：約3000ml

約Φ30x6.5cm

※税抜価格です



マグ ¥2,000

メタリックブラウン
5709554155536

ノーザングリーン
5709554157035

容量：約350ml

約Φ9x10cm

デザートプレート ¥2,400

メタリックブラウン
5709554155604

ノーザングリーン
5709554157103

約Φ21x1cm

ディナープレート ¥3,000

メタリックブラウン
5709554155628

ノーザングリーン
5709554157127

約Φ29x1cm

※税抜価格です



レクタングルプレート（24cm） ¥2,800

メタリックブラウン
5709554155581

ノーザングリーン
5709554157080

約24x15x1cm

レクタングルプレート（32cm） ¥4,000

メタリックブラウン
5709554155598

ノーザングリーン
5709554157097

約32x20x1cm

※RAWシリーズ
素材：炻器（ストーンウェア）
原産国：タイ

※税抜価格です



RAW GLASS
RAWのグラスは、薄くてスタイリッシュなデザインでありながら、同時に
非常に頑丈で、簡単にスタッキングすることができます。
デカンタもグラスもシンプルなデザインなのでどんなシーンにも◎

RAW PLACEMATS
このランチョンマットは、リサイクルレザー95％、天然ゴム5％
を使用しており、汚れや水に強い上品な表面を実現しています。

※税抜価格です

RAW TEAKWOOD
スタイリッシュなデザインと美しい最高級のチーク材を組み合わ
せたカッティングボードシリーズです。



ガラス ウォーターグラス4pcs ¥3,000

クリア
5709554156502

容量：約370ml

約Φ
素材：ガラス
原産国：オランダ

ガラスデカンタ ¥3,200

ブルー
5709554154089

グリーン
5709554154096

容量：約1.0L

約Φ7.5×28.5cm
素材：ガラス、プラスチック
原産国：中国

※税抜価格です

ライトグレー
5709554154898

約41x33.5cm
素材：リサイクルレザー
原産国：中国

ネイビー
5709554154959

ブラウン
5709554154867

リサイクルレザー ランチョンマット ¥1,500

★NEW★ 6月入荷

★NEW★ 6月入荷

★NEW★ 6月入荷



サラダセット ¥2,500

5709554155208

パレット ¥1,200

5709554155215

チーク カッティングボード ¥2,300

5709554154515

約37.5x17x1.5cm

バターリングボード 2pcs ¥1,500

5709554154751

約19x14x1cm

カッティングボード（ブレッド用）¥5,000

5709554154744

約36x27x2cm

パーティープレート 2pcs ¥2,000

5709554154676

約13x11.4cm

素材：チークウッド
原産国：中国

※税抜価格です

★NEW★ 6月入荷

★NEW★ 6月入荷

★NEW★ 6月入荷

★NEW★ 6月入荷

★NEW★ 6月入荷

★NEW★ 6月入荷

※自然素材のため、
色柄に個体差がございます。



【sonja2019】

SØHOLM（スーホルム）は1835年から1996年までデンマークあるボーン
ホルム島で陶器の製作を行っていたメーカーです。ブルー、ホワイト、ブ
ラウンを 基調とした暖かみのある素朴なデザインの器を生み出していまし
た。1996年の閉業後はaidaのコレクションに取り入れています。
誇り高い職人の技、その技法や積み重ねてきた歴史、物語を伝えていくこ
とがaidaのひとつの義務でもあります。

1968年に始まった子供向けテレビシリーズ “Sonja from Saxogade” は
デンマークの視聴者の心を掴み、人気となりました。
その時に作られたのがSonja（ソニヤ）シリーズです。

50年後の今、aidaは気分を新たにし、Sonja2019を発売します。
記憶に残る北欧の冬の空の色を思わせるブルーを基調としたコレクション
です。高品質なモダン炻器となっています。飽きのこないシンプルなデザ
インで食卓にも北欧を取り入れてみませんか？

オーブン・電子レンジ・食洗機などの使用が可能なので日常使いに向いて
います。化粧箱入りなので、ギフトにもぴったりです。



SØHOLM Sonja2019は化粧箱入と、箱なしの商品がございます。
箱入り商品はナチュラルなイメージのクラフトボックスに、商品画像と
ブランド説明が入った厚紙の帯巻きがされており、ギフトにもぴったり。

洋食だけでなく和食でも使いやすいです。
例えばボウルは煮物を盛り付けたり、お鍋の取り皿としても活躍します。



ディナープレート2pcs ¥6,000

5709554162831

約Φ27x2cm
（箱）約28x27x5cm

ランチプレート 2pcs ¥4,000

5709554162862

約Φ21x2cm
（箱）約23x21x4cm

サラダボウル ¥3,800

5709554162251

容量：約2500ml

約Φ23cmx9cm
（箱）約26x25x9cm

スーププレート 2pcs ¥4,000

5709554162848

容量：約600ml

約Φ18x4.5cm
（箱）約20x18x8cm

ボウル 2pcs ¥4,000

5709554162879

容量：約600ml

約Φ14x6cm
（箱）約31x15x7cm

カップ＆ソーサー 2pcs ¥6,000

5709554162800

容量：約200ml

カップ：約Φ8.5x7cm
ソーサー約Φ15x2cm
（箱）約18x16x12cm

ミルクジャグ ¥2,000

5709554162176

容量：約350ml

約Φ8x10cm
（箱）約14x10x9cm

マグカップ 2pcs ¥4,000

5709554162817

容量：約400ml

約Φ9x10cm
（箱）約22x10x10cm

ラウンドディッシュ ¥3,800

5709554162305

約Φ31x3cm
（箱）約31x31x3cm

※こちらのページはすべて化粧箱入り

素材：炻器（ストーンウェア）
原産国：中国

※税抜価格です

※在庫限り

※在庫限り

※在庫限り



ディナープレート ¥2,200

スーププレート ¥1,800

ランチプレート ¥1,800

※こちらのページは箱なしです

素材：炻器（ストーンウェア）
原産国：中国

※税抜価格です

5709554162732

約Φ27x2cm

5709554162763

約Φ21x2cm

5709554162749

容量：約600ml

約Φ18x4.5cm



【Relief】

RELIEFシリーズの特徴は、スタイリッシュで素晴らしい白色ポーセリン品
質。波形のデコレーションは、時代や場面に左右されることなく、控えめ
でありながら表情を与えます。
モダンでシンプルだから使いやすい、セット品をご用意しました。



ボウル 4pcs ¥6,000

5709554351907

セット内容
ボウル4点

容量：約550ml

約Φ15x6.5cm
（箱）約13x16x16cm

コーヒーカップ 4pcs ¥6,000

5709554351808

セット内容
コーヒーカップ4点

容量：200ml

約Φ8.5x7cm
（箱）約13x18x16cm

※Reliefシリーズ 化粧箱入り
素材：磁器（ポーセリン）
原産国：ポーランド

※税抜価格です



16点セット ¥15,000

5709554351563

セット内容
ディナープレート、デザートプレート、スーププ
レート、マグカップ 各4点 合計16点セット

ディナープレート：約Φ27x3cm
デザートプレート：約Φ20x2cm
スーププレート：約Φ22x3.5cm
マグカップ：約Φ8.5x10.5cm 容量：約400ml)

（箱）約38x29x35cm

※Reliefシリーズ 化粧箱入り
素材：磁器（ポーセリン）
原産国：ポーランド

※税抜価格です



ナイフ
（約21cm） ¥500

5709554000607 5709554000614 5709554000621

5709554000638 5709554003189 5709554001710

フォーク
（約20cm） ¥500

スプーン
（約20cm） ¥500

ケーキフォーク
（約16cm） ¥500

デザートスプーン
(約19cm） ¥500

カフェスプーン
(約14cm） ¥500

【Atelier】

シンプルでクラシックなデザインのカトラリーは場面を選ばずに使用でき
ます。ひとつひとつのパーツが手にしっくりと馴染みます。
食洗機の使用も可能です。

※税抜価格です



種類 焼成 特徴

陶器
（アーザンウェア)

低中火度
（1200℃以上）

軟硬質
吸水性あり

柔らかい質感。
温度差に強く、熱くなりにくく冷めにくい。

粘土質の割合が多いため吸水性が比較的高い。

炻器
（ストーンウェア）

高火度
（1100～
1250℃）

硬質
吸水性なし

素地の風合いを活かした、素朴で味のある表
情の器。炻器は陶器と磁器の中間とも言われ
ている。（半磁器とも呼ばれる）

耐熱性に優れておりオーブンも対応可能なた
め、調理器具としても使用できる。 また耐
冷性もあるため、冷蔵庫や冷凍庫で保冷する
ことも。

吸水性がなく密度が高いため、汚れが器にし
みこむことがないのでお手入れが簡単。

磁器
（ポーセリン）

高火度（1350℃）
硬質

吸水性なし

陶器よりも硬く丈夫でガラス質の滑らかな器。

粘土よりも珪石の割合が多い＝ガラス質が多
くなることで強度が増している。強度が高い
ため、陶器よりも薄く作られることが多い。



正規代理店

アカツキコーポレーション株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-5-22 セキサクビル5A

TEL: 03-3204-1844 FAX: 03-3204-1845

http://www.akatsuki.com/

MAIL:cs-info@akatsuki.com

http://www.akatsuki.com/

