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　創立140年を迎える有田焼窯元、株式会社香蘭社は、

永きにわたり陶磁器の製造販売を手がけてまいりました。

明治期以降、世界各国で開催された万国博覧会で数々の

名誉金牌を受賞。海外でその評価を高めるとともに、明治29年

には、宮内省御用達の栄に授かり今日に及んでいます。

　弊社は有田と岐阜の各工場において、お客様のご要望に

応じた商品作りを心がけております。既存型状を活用した

ものからオリジナルまで、ノベルティ商品や記念品、OEMまで、

弊社営業担当が責任を持って、ご提案させていただきます。

ご依頼の流れ

'17.07

江戸文化が華麗に花開いた元禄の
頃より有田磁器の伝統を受け継ぐ
香蘭社。幕末から明治の激動期に
かけて、八代目深川栄左衛門により、
当時の選りすぐりの陶工、絵付師、
陶商たちを一つにまとめ結社され
ました。明治８年の結社以来、
相次いで世界各国で行われた万国
博覧会で数々の名誉金牌を受賞し、
海外でもその評価を高めるとともに、明治29年には宮内省
御用達の栄を授かり今日に及んでいます。有田色絵磁器の
多様な文様を集大成し、時代と共に進化した伝統美は
「香蘭社スタイル」「香蘭社調」とも称され、国内外にて広く
愛されています。

香蘭社 のことども

第八代  深川栄左衛門

有田本店 1878年 パリ万国博覧会 金牌賞状

KORANSHA HISTORY

 和  暦　 西   暦　
明治 9年　（1876年）　フィラデルフィア万国博覧会に出品。
　 　 名誉大賞を受賞。
明治11年　（1878年）　パリ万国博覧会において金牌を受賞。
明治21年　（1888年）　バルセロナ万国博覧会（スペイン）に
  出品。金牌を受賞。
明治33年　（1900年）　パリ万国博覧会に出品。金牌を受賞。
明治42年　（1909年）　アラスカ＝ユーコン＝太平洋博覧会
  （シアトル）に出品。名誉賞金牌を受賞。
明治43年　（1910年）　日英博覧会に出品。名誉大賞受賞。
大正 4年　（1915年）　パナマ太平洋博覧会（サンフランシスコ）
  に出品。名誉賞を受賞。
昭和 5年　（1930年）　リエージュ産業・科学・応用芸術国際博覧会
　 　 （ベルギー）に出品。名誉大賞牌を受賞。

Fine Porcelain of Royal Quality Since 1689

3. お見積りなど

2. お打ち合わせ

7. 納　品

1. お問い合わせ

5. ご発注

4. サンプル製作

6. 生　産

Novelty

Anniversary

Original

OEM

ノベルティ

アニバーサリー

オリジナル

オーイーエム

●東京外商部  TEL. 03（3524）9590  FAX. 03（3524）9511　担当：田崎・北川
●大阪外商部  TEL. 06（6578）1721  FAX. 06（6578）1717　担当：中村
●福岡外商部  TEL. 092（271）2131  FAX. 092（291）1246　担当：松島
●佐賀外商部  TEL. 0952（37）0680  FAX. 0952（37）0681　担当：野口・太田
●本店外商部  TEL. 0955（43）2132  FAX. 0955（43）2530　担当：柳原



オリジナル・OEM・記念品など承ります。
企業のイメージアップを国内トップブランド香蘭社にお任せください。記念品、お祝い品など、
上質なアニバーサリーギフトとして、いつまでも手元に置いて記憶に残る品を製作いたします。

７色のカラーバリエーションから選べる、金彩を施した
アイテムです。オリジナルデザイン、ロゴマークなども
対応いたします。予算に応じてペアセットも可能です。

重ねても嵩張らない小皿は
食卓で重宝します。５種類の
型状があり、５枚組、３枚組、
２枚組など、ご予算に応じて
対応いたします。オリジナル
デザイン、ロゴマーク、文字
入れなどにも対応いたします。

約13cmの飾り皿は、企業周年記念品に最適です。
写真のルリ色に加え、有田焼の白磁も対応する
ことが出来、オリジナルデザイン、ロゴマーク、
文字入れなどにも対応いたします。

時を刻む時計はその記念を思い出すことが
出来るアイテムです。写真のルリ色に加え、
有田焼の白磁も対応することが出来ます。
オリジナルデザイン、ロゴマーク、文字入れ
などにも対応いたします。

一般的な袖机の中にスッキリ
収まるサイズの黒釉が美しい
上質なデスクトレーです。

〈ルリ〉

〈フレッシュグリーン〉 〈ピンク〉 〈ブラック〉 〈ホワイト〉 〈イエロー〉 〈マロン〉

(c)2015-2017 DMM GAMES/Nitroplus

(c)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

© 2017 Peanuts Worldwide LLC

弊社は創業当初より法人・個人様
向けにオリジナル商品なども製作
致しております。これらの商品は、
その一例でございます。

オリジナルデザイン、オリジナル型状などのご要望や、商品や容器等への名入れにも出来る限り対応いたします。
お問い合わせは弊社営業担当までお気軽にお問い合わせください。
（※一部、ご要望にお応え出来ない場合もございます。その際はご容赦願います。）

※価格については担当者にご相談くださいませ。

これまでの実績等は弊社ホームページでもご紹介しております。

http://www.koransha.co.jp/arita_touki/arita_oroshi.html
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星の王子さま / Le Petit Prince® property of LPP612
Licensed by Warner Bros. Consumer Products, 
a division of Warner Entertainment Japan Inc.

OEM

① フリーカップ（１個）
径φ8.4×高11.5cm

② 小皿セット（５枚）
径 約11cm

④ 黒釉デスクトレー（１個）
26.2×10.3×高1.8cm

⑤ ルリ釉・置き時計
10.5×5×高11.5cm

③ ルリ釉・ 飾り皿（皿立て付）
径12.8cm

オリジナルデザイン、ロゴマーク、
文字入れなどにも対応いたします。

発売元：キャラアニ
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