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【商品のお問い合わせ】



当社ブランド「 HANOVE (ハノーヴェ) 」は、「葉の上」という⾔葉から
古来、⼈々は葉っぱに⾷べ物を載せて⾷べていました。
料理に彩りを与え続けてきた葉っぱ。

そんなお皿の原点とも言える、”葉っぱ”に想いをはせてつくったテーブルウエアブランドが、HANOVE です。

『目⽟焼きは、ごちそうです︕』
あなたの作ったお料理をおいしく⾒せてくれるのが、
HANOVE(ハノーヴェ/葉の上)のお皿です。
日々の⾷卓に生き生きしたリーフで色を添える。
お料理をつくる⼈も、⾷べる⼈も、毎日の⾷事がさらに美味しく、シンプルになる。
そんな癒しのテーブルウェアブランドがハノーヴェです。



水彩シリーズ /Watercolor Series (ボーンチャイナ)

「⽔彩シリーズ」は、フレッシュですがすがしい葉っぱを

⽔彩画で表現した商品です。

忙しい毎日、盛り付けた料理に「これだけ︖」と言わせない
のが、ハノーヴェの特徴。

フレッシュなリーフ柄が⾷卓を鮮やかに、いつもの料理をお
いしく⾒せてくれます。

真っ白なボーンチャイナのキャンバスにシルクスクリーン転
写を⽤い、濃淡の微妙に異なる緑色を、8層も擦り重ねて仕
上げました。

品名︓⽔彩シリーズ 20㎝プレート 総柄
品番: WT08-001

JAN: 4573240530010
価格 ¥1,200

〈コンセプト〉

絵柄のモチーフ…イタリアンパセリ

サイズ・形状…8インチプレート (約∅20cm)
ボーンチャイナ電子レンジ可 食洗器可

品名︓⽔彩シリーズ 20㎝プレート リム柄
品番: WT08-002

JAN: 4573240530027
価格 ¥1,200

品名︓⽔彩シリーズ 20㎝プレート ハーフ柄
品番: WT08-003

JAN: 4573240530034
価格 ¥1,200

品名︓⽔彩シリーズ ミニボウル
品番: WT06-001

JAN: 4573240530157
サイズ︓∅16㎝×H4.7㎝

価格 ¥1,350

品名︓⽔彩シリーズラウンドディッシュ
品番: WT08-004

JAN: 4573240530164
サイズ︓∅21㎝×H4㎝

価格¥1,850 



水彩シリーズ /Watercolor Series (ボーンチャイナ)

絵柄のモチーフ…イタリアンパセリ

ボーンチャイナ電子レンジ可 食洗器可

〈商品特長〉

⽔彩シリーズより、スノーグレーの新商品が登場。

薄いグレーのなかにも微妙な濃淡をほどこしました。

雪のような柔らかなイメージで、自然な植物の動きを表現しています。真っ白なボーンチャイ
ナだからこそ表現できる色合いです。

大胆に絵付けされた商品ではありますが、シックなモノトーンでまとめてあるので、シンプル
な⾷器を好みの方にも、喜んでいただける商品です。

絵柄は、総柄とリム柄の2種類をご⽤意しました。

品名︓⽔彩シリーズ 20㎝プレート リム柄
(スノーグレー)
品番: WT08-006

JAN: 4573240530201
価格 ¥1,200

品名︓⽔彩シリーズ 20㎝プレート 総柄
(スノーグレー)
品番: WT08-005

JAN: 4573240530195
価格 ¥1,200



モダンシリーズ /Modern Series (ボーンチャイナ)

「モダンシリーズ」は、イタリアンモダンを思わせる大胆な
絵柄が特徴の商品です。

鮮烈なグリーン柄が、⾷卓を元気に。

普段の料理を無造作に盛り付けるだけでも、ぐっと華やかに。

とりわけ活躍するのがお祝いの⾷卓やホームパーティ。

手持ちの⾷器に織り交ぜて使うだけで、ぐっと豪華でリッチ
なパーティメニューに早変わりします。

〈コンセプト〉

品名︓モダンシリーズ 20㎝プレート 大柄
品番: MD08-001

JAN: 4573240530041
価格 ¥1,200

品名︓モダンシリーズ 20㎝プレート 総柄
品番: MD08-002

JAN: 4573240530058
価格 ¥1,200

品名︓モダンシリーズ 20㎝プレート リム柄
品番: MD08-003

JAN: 4573240530065
価格 ¥1,200

絵柄のモチーフ…イタリアンパセリ

サイズ・形状…8インチプレート (約∅20cm)
ボーンチャイナ電子レンジ可 食洗器可

品名︓モダンシリーズ ミニボウル
品番: MD06-001

JAN: 4573240530171
サイズ︓∅16㎝×H4.7㎝

価格 ¥1,350

品名︓モダンシリーズラウンドディッシュ
品番: MD08-004

JAN: 4573240530188
サイズ︓∅21㎝×H4㎝

価格¥1,850 



クラシックシリーズ /Classic Series (ボーンチャイナ)

｢クラシックシリーズ｣は、ヨーロッパのアンティーク皿に⾒ら
れる作風を、イメージしてつくられたシリーズです。

鉛筆で一本一本細密に描かれた絵柄を、上絵プリントならでは
の再現⼒で商品化しました。

色は緑系と紫系の2色展開。どちらも微妙なグレージュの 中間
色で、一般的な⾷器では⾒られない、大⼈っぽい色彩です。

同色で展開される大皿と合わせて使えば、スタイリッシュな⾷
卓を演出できます。

〈コンセプト〉

品名︓クラシックシリーズ 20㎝プレート 総柄
グリーン 品番: CL08-001
JAN: 4573240530072

価格 ¥1,200

品名︓クラシックシリーズ 20㎝プレート ハーフ柄
グリーン 品番: CL08-003
JAN: 4573240530096

価格 ¥1,200

品名︓クラシックシリーズ 20㎝プレート リム柄
グリーン 品番: CL08-002
JAN: 4573240530089

価格 ¥1,200

品名︓クラシックシリーズ 20㎝プレート ハーフ柄
パープル 品番: CL08-006
JAN: 4573240530126

価格 ¥1,200

品名︓クラシックシリーズ 20㎝プレート リム柄
パープル 品番: CL08-005
JAN: 4573240530119

価格 ¥1,200

品名︓クラシックシリーズ 20㎝プレート 総柄
パープル 品番: CL08-004
JAN: 4573240530102

価格 ¥1,200

品名︓クラシックシリーズ 25㎝プレート
グリーン 品番: CL010-001

JAN: 4573240530133
価格 ¥2,000

品名︓クラシックシリーズ 25㎝プレート
パープル 品番: CL010-002

JAN: 4573240530140
価格 ¥2,000



品番表 (品番・JANコード)

※発注単位は、各商品とも2枚でお願いします。

商品名 サイズ 品番 バーコードNo. 価格(税別)

水彩シリーズ

20㎝プレート 総柄 ∅20㎝×H2㎝ WT08-001 4573240530010 ¥1,200

20㎝プレート リム柄 ∅20㎝×H2㎝ WT08-002 4573240530027 ¥1,200

20㎝プレート ハーフ柄 ∅20㎝×H2㎝ WT08-003 4573240530034 ¥1,200

20㎝プレート 総柄 スノーグレー ∅20㎝×H2㎝ WT08-005 4573240530195 ¥1,200

20㎝プレート リム柄 (スノーグレー) スノーグレー ∅20㎝×H2㎝ WT08-006 4573240530201 ¥1,200

ミニボウル ∅16㎝×H4.7㎝ WT06-001 4573240530157 ¥1,350

ラウンドディッシュ ∅21㎝×H4㎝ WT08-004 4573240530164 ¥1,850

モダンシリーズ

20㎝プレート 大柄 ∅20㎝×H2㎝ MD08-001 4573240530041 ¥1,200

20㎝プレート 総柄 ∅20㎝×H2㎝ MD08-002 4573240530058 ¥1,200

20㎝プレート リム柄 ∅20㎝×H2㎝ MD08-003 4573240530065 ¥1,200

ミニボウル ∅16㎝×4.7㎝ MD06-001 4573240530171 ¥1,350

ラウンドディッシュ ∅21㎝×4㎝ MD08-004 4573240530188 ¥1,850

クラシックシリーズ

20㎝プレート 総柄

グリーン

∅20㎝×H2㎝ CL08-001 4573240530072 ¥1,200

20㎝プレート リム柄 ∅20㎝×H2㎝ CL08-002 4573240530089 ¥1,200

20㎝プレート ハーフ柄 ∅20㎝×H2㎝ CL08-003 4573240530096 ¥1,200

20㎝プレート 総柄

パープル

∅20㎝×H2㎝ CL08-004 4573240530102 ¥1,200

20㎝プレート リム柄 ∅20㎝×H2㎝ CL08-005 4573240530119 ¥1,200

20㎝プレート ハーフ柄 ∅20㎝×H2㎝ CL08-006 4573240530126 ¥1,200

大皿25㎝プレート グリーン ∅25㎝×H2.6㎝ CL10-001 4573240530133 ¥2,000

大皿25㎝プレート パープル ∅25㎝×H2.6㎝ CL10-002 4573240530140 ¥2,000



HANOVE---ご用意できる販促物

●商品パンフレット (A5) ●売場POP (A5)

⽔彩シリーズ

モダンシリーズ

クラシックシリーズ

パンケーキ 鮭バター焼き

パスタサラダ 唐揚げ

焼き菓子 おつまみ ラムチョップ


