
│ 新庄東山焼 │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 有限会社 新庄東山焼 

 会社名 英語  Shinjo Higashiyama-yaki 

 創業・設立年  1841 

 業 種  陶器製造・販売 

 主要製品  陶器 

 郵便番号  996-0002 

 会社住所  山形県新庄市金沢 1441 

 代表者  六代 涌井弥瓶 

 ＴＥＬ  0233-22-3122 

 ＦＡＸ  0233-22-3372 

 ＵＲＬ http://higashiyamayaki.com/ 

   

   

   

  

 Instagram（ユーザーネーム） higashiyamayaki_daisuke 

 EC サイト http://shop.higashiyamayaki.com/ 

 主な販売チャネル  自社店舗、国内 EC サイト、 

 国内小売店等 

 国内外 EC 販売実績  自社 HP、ふるさと納税サイト 

 対応言語  日本語 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

新庄東山焼の開祖・涌井弥兵衛は越後出身の陶工で、修行で各地を遍歴するうちに東山の陶土に惚れ込

み、天保 12 年（1841年）に新庄戸沢藩御用窯として開窯しました。 

「親しみやすく日常生活で使われる陶器」が初代からの家憲です。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

江戸時代からの伝統の陶器作りを基本に、時代にマッチしお客様から求められる製品作りを目指し、

日々技術の向上と皆様から喜んでいただけるよう努力を続けています。 

また、敷地内の良質な陶土を用い、出羽の雪のかげりの色といわれる海鼠釉をはじめ、種々の家伝の釉

薬を使い七代に渡り作陶しています。 

 
 

http://higashiyamayaki.com/
https://www.instagram.com/higashiyamayaki_daisuke/
http://shop.higashiyamayaki.com/
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  ミント釉 小鉢 

 一般名称  小鉢 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  10×10×4.5cm 

 商品重量  150g 

    

    

 

現代的なミント色の小鉢です。使いやすいサイズでどんな
お料理にも合います。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  ミント釉 コーヒーカップ＆ソーサ

ー  一般名称  コーヒーカップ＆ソーサー 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  コーヒーカップ：7×10×7cm 

   ソーサー：直径 14cm 

 商品重量  350g 

    

 

ミント色の美しいカップとお皿です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  フリーカップ 青、白、緑 

 一般名称  フリーカップ 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  9×9×10cm 

 商品重量  210g 

    

    

 

東山焼の代表的な３色のフリーカップです。シンプルなの
で食卓にも馴染みやすく、使い勝手の良いカップですマイ
カップにどうぞ。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  どんぶり 青、白、緑 

 一般名称  ボウル 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  13×13×7cm 

 商品重量  300g 

    

    

 

東山焼の代表的な３色のどんぶりです。大きすぎず、丼料
理や汁物にもちょうど良いサイズです。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  海鼠釉 コーヒーカップ＆ソーサー 

 一般名称  コーヒーカップ＆ソーサー 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  コーヒーカップ：7×10×7cm  

   ソーサー：直径 14cm 

 商品重量  350g 

    

 

江戸時代から代々続く新庄の伝統工芸「新庄東山焼」は、
“出羽の雪のかげりの色”と例えられる澄んだ青みの「な
まこ釉」が特徴です。その「なまこ釉」を使用したコーヒ
ーカップ＆ソーサーです。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  手付きフリーカップ 青、白 

 一般名称  カップ 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  8×12×9cm 

 商品重量  230g 

    

    

 

マイカップにいかがでしょうか。取っ手も大きめで持ちや
すくなっています。コーヒー紅茶、ミルクなどお好きな物
にお使いください。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  ミント釉 ごはん茶碗 

 一般名称  茶碗 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  12×12×5.5cm 

 商品重量  230g 

    

    

 

食卓によく映える美しいミント釉のごはん茶碗です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  白釉 ごはん茶碗 

 一般名称  茶碗 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  12×12×5.5cm 

 商品重量  230g 

    

    

 

素朴であたたかみがあり、どんな食卓にもよく合う白のご
はん茶碗です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  黒海鼠釉 酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  片口：9×7.5×12cm  

   盃：7×7×3.5cm 

 商品重量  420g 

    

 

伝統的な美しいなまこ釉の酒器です。お酒のキレが良いで
す。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  海鼠釉 手付酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  銚子：12×10×12cm 

   ぐい呑み：6×5cm 

 商品重量  500g 

    

 

伝統的な美しいなまこ釉の酒器です。お酒切れがとても良
く、晴れの日に合う器です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  油滴紋様・天目茶碗 

 一般名称  茶碗 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  12×12×8cm 

 商品重量  300g 

    

    

 

「油滴」(ゆてき)と呼ばれる滴を垂らしたような細かな紋
様が全面に現われているのが特徴です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  黒釉海鼠流し壷 

 一般名称  壺 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  19×19×22cm 

 商品重量  2,400g 

    

    

 

なまこ釉の流れがとても美しい壺です。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  油滴紋様・とくとく酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  徳利：8×8×15cm 

   ぐい呑み：6×5cm 

 商品重量  360g   

   

   

    

    

 

「油滴」(ゆてき)と呼ばれる滴を垂らしたような細かな紋
様が全面に現われているのが特徴です。注ぐ時にとくとく
と音がします。お酒好きには堪らない美味しい音です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  黒海鼠釉 花入れ 

 一般名称  花瓶 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  10×10×23cm 

 商品重量  900g 

    

    

 

なまこ釉の流れがとても美しく、花の映える花器です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  油滴紋様・冷酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  片口：8×9×11.5 

   ぐい呑み：6×5cm 

 商品重量  400g   

   

   

    

    

 

「油滴」(ゆてき)と呼ばれる滴を垂らしたような細かな紋
様が全面に現われているのが特徴です。一人手酌でキレの
良い酒器でお酒をどうぞ。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  油滴紋様・香炉 

 一般名称  香炉 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  8.5×8.5×13cm 

 商品重量  480g 

    

    

 

「油滴」(ゆてき)と呼ばれる滴を垂らしたような細かな紋
様が全面に描かれているのが特徴です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  油滴紋様・壷 

 一般名称  壺 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  19×19×24cm 

 商品重量  2,300g 

    

    

 

「油滴」(ゆてき)と呼ばれる滴を垂らしたような細かな紋
様が全面に描かれているのが特徴です。鉄の結晶が銀のつ
ぶになり、気高い風格の漂う壺です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  海鼠釉 酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  徳利：8×8×11cm 

   盃：7×7×4cm 

 商品重量  320g   

   

   

    

    

 

江戸時代から代々続く新庄の伝統工芸「新庄東山焼」は、
“出羽の雪のかげりの色”と例えられる澄んだ青みの「なま
こ釉」が特徴です。手に馴染む酒器です。（青、白） 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  ミント釉 湯呑 

 一般名称  湯呑 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  9×9×4.5cm 

 商品重量  120g 

    

    

 

お茶の色がとても映える湯呑です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  直火酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  銚子：12×10×12cm 

   ぐい呑み：6.5×5cm 

 商品重量  600g   

   

   

    

    

 

直火にかけて熱燗でも、冷酒にもお使いいただける酒器で
す。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  油滴 手付酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  銚子：12×10×14cm 

   ぐい呑み：6×5cm 

 商品重量  500g   

   

   

    

    

 

「油滴」(ゆてき)と呼ばれる滴を垂らしたような細かな紋
様が全面に現われているのが特徴です。素敵な酒器が晩酌
の時間を演出します。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  油滴紋様・花入れ 

 一般名称  花瓶 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  9×9×24cm 

 商品重量  720g 

    

    

 

「油滴」(ゆてき)と呼ばれる滴を垂らしたような細かな紋
様が全面に現われているのが特徴です。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  １尺たぬき 

 一般名称  置物 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  13cm×12cm×高さ 31cm  

 商品重量  2,200g 

      

   

   

    

    

 

狸とは“他抜”と書き、商売繁盛・悪事災難を避け、互いに愛
想よく暮らし、身を立てることで真の幸福を得られる縁起
物とされています。 
玄関先やお部屋にどうぞ。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  お茶のみセット 

 一般名称  宝瓶、湯呑セット 

 素材  陶器 

 製造担当者   

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  宝瓶：12cm×9.5×高さ 9cm 

   湯呑：9×9×高さ 5cm 

 商品重量  850g   

   

   

    

    

 

江戸時代から代々続く新庄の伝統工芸「新庄東山焼」は、
“出羽の雪のかげりの色”と例えられる澄んだ青みの「なま
こ釉」が特徴です。その「なまこ釉」を使用したお茶のみ
セットです。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  冷酒器セット 

 一般名称  酒器セット 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  酒器 W 7.5 / D 8.5cm / H 11.5cm   

   盃 W 7cm / D 8cm/ H 4cm 

 商品重量  酒器 290g、盃 70g 

    

 

海の断面のように仄青く、やわらかな白い筋が入り、まる
で自然界の景色を切り取ったような濃淡のこの青い色は東
山焼の特徴のひとつです。手になじみ、注ぐ際にはお酒の
切れもよくおいしくいただけます。（青、白） 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  手付きフリーカップ 

フリーカップ  一般名称  フリーカップ 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W 12cm / D 8.5cm / H 10cm 

 商品重量  230g   

      

   

   

    

    

 

狸とは“他抜”と書き、商売繁盛・悪事災難を避け、互いに愛
想よく暮らし、身を立てることで真の幸福を得られる縁起
物とされています。 
玄関先やお部屋にどうぞ。 

 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  コーヒーカップ＆ソーサー 

 一般名称  コーヒーカップ＆ソーサー 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  カップ：7cm x 10cm x H 8cm    

   ソーサー：4cm x14cm x 1cm 

 商品重量  カップ：190g ソーサー：150g  

   

   

   

    

    

 

江戸時代から代々続く新庄の伝統工芸「新庄東山焼」は、
“出羽の雪のかげりの色”と例えられる澄んだ青みの「なま
こ釉」が特徴です。その「なまこ釉」を使用したコーヒー
カップ＆ソーサーです。 

 



│ 新庄東山焼 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  新庄東山焼 

 商品名  丸皿 

 一般名称  皿 

 素材  陶器 

 製造担当者  涌井 弥瓶 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W 14cm / D 14cm / H 1cm 

 商品重量  150g 

    

    

 

お茶菓子や取り皿に使いやすいサイズの皿です。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


