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BOWLS S
htl-3

φ11 x H6.5cm 陶器
E17型

シェードのみ ¥1,800

ソケット別売

BOWLS L
htl-1

φ17.5 x H10cm 陶器
E26型

シェードのみ ¥3,500

ソケット別売

BOWLS M
htl-2

φ15.5 x H10cm 陶器
E26型

シェードのみ ¥2,800

ソケット別売

Colors

Black White

Brown White w/ carving Light Yellow

Aqua Blue Pink White w/ Blue Trim

hit the lights

SML
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Streamer
htl-4

φ23 x H6.5cm 陶器
E26型

Color: Blue, Light Blue

シェードのみ ¥5,200

ソケット別売

Light Blue

Black Gold

Fifty Four
htl-5

φ25 x H5cm 陶器
E26型

シェードのみ ¥2,800

ソケット別売

Telegraph
htl-6

φ12.5 x H6.5cm 陶器
E17型

シェードのみ ¥2,300

ソケット別売

hit the lights

Blue

White w/ carvingBrown
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Baja

Medium
htl-7

Size: φ21.5 x H0.7cm 陶器
E26型

color: Clear, Blue

シェードのみ ¥4,300

ソケット別売

Small
htl-8

φ14.5 x H0.5cm 陶器
E17型

color: Clear, Blue

シェードのみ ¥3,500

ソケット別売

Clear Navy

hit the lights
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S K B   “S a K a B a”

FUKUMU（ぐい吞み）
skb-2

φ6.7 x H4.3cm 陶器
容量：約90ml

¥2,500

SOSOGU（片口）
skb-1

W8.5 x H11cm 陶器
容量：約270ml

¥5,000

#1 #6 #10 #11 #12

#23 #34 #37 #42 #44

#1 #6 #10 #11 #12

#23 #34 #37 #42 #44
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TSUMAMU （豆皿）
skb-3

φ9.5 x H2cm 陶器

¥1,500

#1 #6 #10 #11 #12

#23 #34 #37 #42 #44

S K B   “S a K a B a”
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MEMORY MOTEL
SURF and TURF collection

OCEAN

DESERT

Mug
mml-4

φ8(11) x  H10cm

¥4,000

Bowl
mml-3

φ14.5 x H5.5cm

¥2,800

S Plate
mml-2

φ12.5 x H2.5cm

¥1,600

L Plate
mml-1

φ18.5 x H3cm

¥3,600

アメリカを車で旅するに外すことが出来ないモーテルでの宿泊。

特に予約もせず、行き着いた場所で気軽に泊まれることが魅力。

ホテルの家具や小物類は、長年使われて、都度手入れがされており、

何とも言えない雰囲気があります。

沖縄は、かつて日本とアメリカの狭間で生活があり、今も程よく

アメリカンカルチャーが色濃く残り、アメリカと同様に沖縄も

GO BEYONDのコンセプトには欠かせない場所です。

MEMORY MOTELシリーズは、朝起きた時にコーヒーやドーナツと

一緒に置かれている食器類をイメージしたもの。

GO BEYONDのコンセプトである70‘s アメリカンなデザインを、

その時代にアメリカが最も近い存在だった沖縄で、沖縄伝統の陶器

「やちむん」の技法、色を用いてテーブルウェアコレクションを

作りました。
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製品についてご注意

◆陶磁器製品について
釉薬の調合や焼成の状態による色味の差、手作業による絵柄イメージの差等、ひとつ
ひとつ風合いが異なります。
また、成形・焼成の際の収縮具合により、商品サイズに個体差が生じる事があります。
GO BEYONDの製品は、これら陶器の特性を十分に活かして生産しております。

◆食器のご使用、手入れについて
陶器は、水分や色素の濃いものが入り込んでシミになる可能性があります。
こちらを完全に避けることは出来ませんので、使い込んだ唯一無二の「アジ」としてお楽しみ
ください。
また、洗浄後はしっかりと乾燥させてから保管をしてください。匂いやカビの原因となります。
電子レンジご使用の際は、急激な温度変化で破損する恐れがありますので十分にご注意
ください。

◆灯具について
灯具、電球ともに別売りです。
灯具セットでの購入をご希望に際は弊社までお問い合わせください。

◆灯具取付穴について
取付穴の寸法は以下の通りです。
E26型：φ43mm
E17型：φ32mm
灯具をお選びの際は挟み込みタイプのものをご使用ください。

◆貫入について
陶器には貫入と呼ばれる「ひび」が入っております。こちらはデザインとして意図的に入れて
いる技法です。貫入はご使用後も入り続けていくことをあらかじめご了承ください。

◆お手入れについて
○ ランプシェード
食器用洗剤等を使用して、柔らかいスポンジで汚れを取り除いてください。

○ 食器
食器用洗剤等を使用して、柔らかいスポンジで汚れを取り除いてください。
食洗機の使用はおすすめしておりません。
漂白剤の使用は避けてください。

◆お問い合わせ
https://www.gobeyondco.jp/inquiry/ よりお問い合わせください。

◆カタログについて
記載価格に消費税は含まれておりません。
実際の色と異なる場合がございます。
許可なく転載、複製することを禁じます。
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