
































TABLEWARE
メラミンアイテムMELAMINE

MELCU-DOTIG
スカイブルードット

5708315125061

NEW

バタフライ

エンブロイダードフラワー パームリーブス セーラーストライプ

ストライプ

スイマー

5708315139907

MELPL-EMBFL
5708315139921

MELPL-LEAV
5708315139891

MELPL-SAILST
5708315139914

MELPL-STRIPE
5708315139884

MELPL-SWIM
5708315139938

MELPL-BUT

1

NEW
MELPL-FLST
フラワーステッチ

5708315146073
MELPL-FLDIS

フラワーディスプレイ

5708315146080
MELPL-SPLASH
スプラッシュ

5708315146097
MELPL-RADO
　レインドット

5708315146127

MELPL-MIFLO
ミニフローラル

5708315146110
MELPL-VICHY
ヴィシー

5708315146103

NEW NEW NEW

NEW NEW

スモールメラミントレイ　フラワー　アソート
¥1,200　ロット：3　
サイズ：Ｌ23xＷ16.5　
材質：メラミン樹脂　タイ製
5708315146493

MELCP-RECFLXCNEW
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材質：メラミン樹脂　タイ製
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1

1

TABLEWARE
メラミンアイテムMELAMINE

5708315058291
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『Rice のラフィア製品はマダガスカルの女性スタッフにより、1点 1 点丁寧に、
色付け・カゴの形成・デザインの刺繍と、全ての工程がハンドメイドで
生産されています。
またRice は、このラフィアの商品を製作するにあたり、マダガスカルの
Red島に住んでいる300以上もの家族の生活をサポートしています。
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トイバスケットＳ　 Princess Castle Theme

¥9,000 ロット :1
マダガスカル製材質：ラフィア

BSHOU-SCAS

5708315138733

トイバスケットＬ 　Princess Castle Theme

¥15,000 ロット :1
マダガスカル製材質：ラフィア

BSHOU-LCAS

5708315138504

トイバスケットＳ　Wildlife Theme

¥9,000 ロット :1
マダガスカル製材質：ラフィア

BSHOU-SWIL

5708315138757

サイズ：H31xＬ36xW25cm サイズ：H40xＬ50xW33cm サイズ：H35xＬ27xW34cm

トイバスケットＬ　High Rise

¥15,000 ロット :1
マダガスカル製材質：ラフィア

BSHOU-LHRIS

5708315147025

トイバスケットM　High Rise

¥11,000 ロット :1
マダガスカル製材質：ラフィア

BSHOU-MHRIS

5708315147032

トイバスケットＳ　High Rise

¥9,000 ロット :1
マダガスカル製材質：ラフィア

BSHOU-SHRIS

5708315147049

サイズ：Ｈ40 x Ｌ50xＷ33cmサイズ：Ｈ34x Ｌ46xＷ28cmサイズ：Ｈ35x Ｌ27xＷ34cm

世界一の品質と言われている、マダガスカルのラフィアで作った
バスケットは、実はRice の一番最初に作った商品なのです。
収納だけでなく、インテリアにもなる可愛いフォルムと色合いで、
お部屋を華やかにしてくれるアイテムです。

『ラフィア』とは、マダガスカル原産のラフィア椰子という
植物の葉の部分を加工して作った天然素材で、日本での人気も高く、
高級素材として帽子やバッグ、インテリア等に使用されています。
特性としては、柔軟性があり、軽量であることに加え、使うほどに
しなやかに、艶が出て、時間と共に変わりゆく風合いも楽しめます。











Be Soft...











It's that TIME of the year...
It's that TIME of the year...

Christmas is a great occasion to go all in on color and light.We just can't get enough of all the glitter

      and sparkle that comes with the season.

We are excited to show you our selection for this season - a great and eclectic mix of plastic 

      and hand crochet items-plus the outstanding handmade glass ornaments from the Czech Republic.

All the colors of the rainbow..
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Be present. Make love. Make tea.Avoid small talk. Embrace conversation.
  Buy a plant, water it. Make your bed. Makesomeone else’ s bed. 

Have a smart mouth,and quick wit. Run. Make art. Create.Swim in the ocean. 
Swim in the rain. Takechances. Ask questions. Make mistakes.Learn. 

Know your worth. Love fiercely.Forgive quickly. Let go of what doesn’ t make you happy. Grow.

-Paul Coelho-

LOoooVELY   NEW   VASES   &    FLOOR MATS 
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デスクプランナー

¥2,300    ロット : 1   オランダ製
サイズ：Ｈ21 x Ｌ29.5 x Ｗ0.8cm

NECAL-DESK16

5708315147964

¥3,000    ロット : 1   オランダ製
サイズ：Ｈ18 x Ｌ12 x Ｗ5.5cm

2017　Year Diary　　Ａ6
NECAL-YEAR17

5708315148152
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メラミンカップディスプレイ什器　W

¥3,900    ロット :1    中国製
サイズ：

DISMEL-W

5708315141276
ガラスマグネット

各¥600    ロット : 2    中国製
サイズ：φ5cm

KIMAG-XC

5708315139709

ガラスマグネットＳ　

各¥500    ロット : 2    中国製
サイズ：φ3.75cm

KIMAG-SXC

5708315139716

素材：

ギフトタグ　１２枚セットSwimster

¥880    ロット : 1    タイ製
サイズ：H8 x W5cm

PCTFR-SWIMXC

5708315140958
素材：紙

消しゴム付き鉛筆　
Animal アソート

各¥300    ロット :2    中国製
サイズ：Ｌ14xW2.5cm

PAPEN-ANIXC

5708315139105

各 ¥1,000    ロット :1 

1 

1 

※アソートの為、柄のご指定は出来ません。



  
タイ製

メラミンカップディスプレイ什器　W

¥3,900    ロット :1    中国製
サイズ：W34xL30xH27cm

DISMEL-W

5708315141276

 Image
 Image

DISPLAY & WRAPPING
ディスプレイ＆ラッピング

プレートスタンド２個セット　GOLD

¥9,800    ロット :1    インド製
サイズ：L16xH17cm

KISTA-GOLD

5708315138146

DIY　ケーキスタンドロッドセット　GOLD

¥1,400    ロット :1    中国製
CAROD3-GOLD

5708315136258

ラッピングペーパーセット　
Sailor Stripes ＆ Swimster Sti

¥1,400    ロット :1  
サイズ：W41×H59cm

WRAP-GFFXC

5708315140989

LIPS ステッカー　S

¥5,600    ロット :1    中国製
サイズ：φ33mm、500枚

STICK-SKISS

5708315135176

rice ビニールショッパーM　クリーム

¥120    ロット :1   中国製
サイズ：W29xL32cm

WRAP-MCPL

5708315119121

ペーパーギフトバッグ

各¥480
サイズ：H21xＬ13.1xW8cm
PAGBG-XC

5708315140705

各 ¥380
サイズ：H14xＬ11.3xW5cm
PAGBG-SXC

5708315140736

ロット : 3

 Image  Image  sample
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棚サイズ (W81xD36xH156cm) の

ディスプレイイメージです。

ＲＩＣＥの展開が簡単に始められるセット提案です。

初回の導入や売り場づくりに是非ご検討下さい！！

カラーや柄の組み合わせもご自由にお選び頂けますので、お気軽にお問合せ下さい♪

棚サイズ (W81xD36xH156cm) の

ディスプレイイメージです。

Total　　183 点　　上代  \277,450

プリントメラミンカップ　　　　\900　　　　3 柄 ×2 点　　6 点　　　　\5,400　　　

メラミンカップ　単色　　　　　\800　　　　3 柄 ×3 点　　9 点　　　　\7,200　　　

メラミンカップ 6 個セット　　   \3,000　　　 1 柄 ×3 点      3 点　　　  \9,000　

メラミンスプーン 6 本セット　　\1,300　　　1 柄 ×4 点　　4 点　　　  \5,200

メラミンフォーク 6 本セット　　\1,300　　　1 柄 ×4 点　　4 点　　　  \5,200

メラミンサイドプレート　　　　\1,200　　　2 柄 ×3 点　　 6 点　　　 \7,200

プリントメラミントレイ　　　　\1,600　　　3 柄 ×2 点　　6 点　　　  \9,600

ファブリックロゴサイン　　　　\1,500　　　　　　　　　　1 点　　　   \1,500

Item Price Total
Quantity

TotalPrice
( 税抜上代 )

Total　　39 点　　上代  \50,300

Item Price Total
Quantity

TotalPrice
( 税抜上代 )

Plan   1

Plan   2








