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うず模様 …………………………………571
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サンサーラ ………………………………575
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シェルホワイト ……………………………573
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ハ行
ハーモニー ………………………………562
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フィノホワイト ……………………………540
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ミスト ………………………………………597
Miroku（ミロク） …………………………544
メテオ ……………………………………543
モワール（特白磁） ………………………573

ヤ行
ＵＴＹ（強化磁器） …………………………571
ラ行
ラ行
ラッフル …………………………………554
リアルゴールド（強化磁器） ………………586
リアルホワイト ……………………………558
リップル ……………………………………552
レーベン …………………………………569
レンジ食器 ………………………………600
ロールスタン ……………………………593
ロイヤルマロン……………………………594

索引／洋陶オープン 中華オープン

ア行

カ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

サ行

タ行

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行



ミ006-036 三彩むさしの刺身  
φ15.2×4.4㎝（60入・強） 4,600円
ミ006-046 三彩むさしの千代口  
φ8.4×3.2㎝（200入・強） 1,920円

ミ006-056 八ツ橋向付  
25×13.5×8㎝（20入・磁） 4,450円
ミ006-066 八ツ橋丸千代口  
φ7×3.2㎝（150入・磁） 1,000円

ミ006-016 手造り備前風角尺一盛鉢  
28.8×21.4×8.6㎝（15入・陶） 8,600円
ミ006-026 備前風長角千代口  
9.8×7.8×2.9㎝（150入・陶） 1,120円

ツ006-076 美濃伊賀アラビア文様高台5.5刺身  
17.3×5.8㎝（30入・陶） 4,250円
ツ006-086 美濃伊賀丸千代口  
φ6.2×3.4㎝（200入・陶） 800円

ウ006-096 二色菊紋菊型刺身  
φ18.5×4.5㎝（40入・強） 4,250円
ウ006-106 二色菊紋菊型千代口  
φ8×3.2㎝（100入・強） 1,450円

ウ006-116 渕赤絵ゴス波高台刺身  
φ15×5㎝（40入・強） 4,250円
ウ006-126 渕赤絵ゴス波高台千代口  
φ6.7×6.9㎝（100入・強） 1,450円

ミ006-136 屏風型竹林向付  
16.4×7.6㎝（30入・磁） 4,250円
ミ006-146 屏風型竹林千代口  
φ7.5×3.3㎝（200入・磁） 1,250円

ミ006-156 京橋刺身鉢  
23.3×12.8×5㎝（20入・磁） 4,200円
ミ006-166 京橋丸千代口  
φ6×3㎝（150入・磁） 680円
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ミ007-016 三方型高台刺身鉢  
φ14.3×7㎝（30入・磁） 4,150円
ミ007-026 三方型丸千代口  
φ7×3.4㎝（150入・磁） 1,480円

オ007-036 黒釉金銀角刺身鉢  
16×16×5.7㎝（40入・磁） 3,950円
オ007-046 黒釉金銀角千代口  
7.9×7.9×3.5㎝（200入・磁） 1,300円

カ007-056 赤絵京山水刺身  
φ15×7㎝（30入・強） 3,900円
カ007-066 赤絵京山水千代口  
φ8.5×5㎝（100入・強） 1,500円

タ007-076 染錦三ツ重瓢子山水絵向付  
φ17.5×6㎝（30入・磁）（有田焼） 3,900円
タ007-086 染錦三ツ重瓢子山水絵千代口  
φ7.5×2.5㎝（180入・磁）（有田焼） 1,600円

タ007-096 二色吹武蔵野高台向付  
φ17.5×5㎝（30入・磁）（有田焼） 3,900円
タ007-106 二色吹武蔵野千代口  
φ7.5×2.5㎝（180入・磁）（有田焼） 1,300円

ト007-116 唐津瓔珞木5.5皿  
16.5×15.5×5.2㎝（60入・陶） 3,800円
ト007-126 唐津瓔珞木千代口  
φ8×2.7㎝（160入・陶） 1,300円

ア007-136 ヒワ高台刺身鉢  
18×15.8×7.8㎝（30入・強） 3,750円
ア007-146 ヒワ高台千代口  
10.8×9.7×4.5㎝（120入・強） 900円

メ007-156 黒窯変掛け分け変型足付皿  
21×13.5×3㎝（40入・陶） 3,750円
メ007-166 黒窯変掛け分け千代口  
φ7.8×3㎝（100入・陶） 710円

ミ007-176 柴垣扇向付  
18.3×12×4.5㎝（40入・磁） 3,550円
ミ007-186 柴垣丸千代口  
φ6.8×3.2㎝（150入・磁） 1,300円

オ007-196 ラスター彩高台刺身鉢  
φ15.7×6.5㎝（30入・磁）（美濃焼） 3,550円
オ007-206 ラスター彩 丸千代口  
φ6.4×3㎝（150入・磁）（美濃焼） 1,230円

ト007-216 三色金松葉刺身鉢  
15.8×15×6.2㎝（50入・磁） 3,500円
ト007-226 三色金松葉千代口  
φ7.3×3.2㎝（200入・磁） 1,350円

ア007-236 銀彩波千鳥向付  
18.3×13.8×6.5㎝（60入・磁） 3,500円
ア007-246 瑠璃銀彩丸千代口  
φ6.5×3㎝（150入・磁） 720円
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ミ008-016 金彩グリン交趾正角前菜皿  
18×18×1.6㎝（50入・磁） 3,450円
ミ008-026 金彩グリン交趾正角千代口  
6.7×6.7×2.8㎝（150入・磁） 1,450円

ミ008-036 ラスターピンク吹舟型向付  
30.5×10.7×6.5㎝（30入・磁） 3,450円
ミ008-046 ラスターピンク吹丸千代口  
φ6.5×2.9㎝（200入・磁） 830円

ツ008-056 粉引雲錦刺身鉢  
φ17×3.1㎝（50入・陶） 3,400円
ツ008-066 粉引雲錦千代口  
φ7.8×3㎝（200入・陶） 1,450円

テ008-076 利休織部菊割刺身鉢  
16×13×6.2㎝（60入・磁） 3,400円
テ008-086 利休織部菊割千代口  
8.6×7.3×3.1㎝（120入・磁） 1,200円

ミ008-096 金彩焼締め鉄鉢向付  
φ15.2×4.1㎝（60入・陶） 3,350円
ミ008-106 金彩焼締め鉄鉢千代口  
φ6.8×2.4㎝（200入・陶） 1,100円

オ008-116 オレンジ吹舟型高台刺身鉢  
20.8×14.2×8.3㎝（30入・磁） 3,400円
オ008-126 オレンジ吹舟型千代口  
9.1×7×3.6㎝（200入・磁） 1,200円

ウ008-136 黒釉金彩丸紋 向付  
φ15.7×3.3㎝（60入・強） 3,410円
ウ008-146 黒釉金彩丸 千代口  
φ8.5×2.7㎝（120入・強） 1,540円

ミ008-156 朱巻金彩高台向付  
φ14.5×6.3㎝（30入・磁） 3,350円
ミ008-166 朱巻金彩丸千代口  
φ6×3㎝（150入・磁） 1,300円

ツ008-176 南蛮二方上り刺身鉢  
19.7×10.6×9㎝（30入・陶） 3,350円
ツ008-186 南蛮千代口  
φ8.2×2.7㎝（200入・陶） 1,000円

テ008-196 銀彩武蔵野正角皿（小）  
17.5×17.5×3.5㎝（40入・磁） 3,300円
テ008-206 銀彩武蔵野千代口  
φ8×2.7㎝（120入・磁） 1,300円

ト008-216 黒釉三色吹半月向付  
22×15.3×5.2㎝（40入・磁） 3,300円
ト008-226 黒釉三色吹丸千代口  
φ6.7×3㎝（200入・磁） 1,200円

ウ008-236 錦瓔珞楕円刺身  
21.5×11.5×6.2㎝（40入・強） 3,300円
ウ008-246 錦瓔珞楕円千代口  
9.4×7×2.9㎝（80入・強） 1,550円
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ツ009-016 白釉 ロックプレート（中）  21.5×19×4.2㎝（30入・磁）  3,250円
ツ009-026 白釉 丸とんすい φ10.3×4.2㎝（100入・磁）  740円
ツ009-036 白釉 丸千代口 φ6.2×3.3㎝（150入・磁）  460円

ト009-046 織部流し向付  
φ13.5×5.8㎝（60入・陶） 3,200円
ト009-056 織部流し千代口  
φ7.8×4㎝（160入・陶） 1,180円

ウ009-066 黒内金彩丸刺身皿  
φ15.5×3.5㎝（60入・強） 3,300円
ウ009-076 黒内金彩丸千代口  
φ8×2.5㎝（120入・強） 1,450円

テ009-086 華七宝刺身鉢  
φ13.2×4.3㎝（40入・陶） 3,300円
テ009-096 華七宝丸千代口  
φ6.8×2.7㎝（200入・陶） 1,550円

ミ009-106 コバルトスカシ高台向付  
φ16.7×6.8㎝（30入・磁） 3,250円
ミ009-116 コバルトスカシ丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 680円

キ009-126 紫吹一珍ラスターかまくら型刺身鉢  
15.5×15.2×9.9㎝（40入・磁） 3,200円
キ009-136 ラスター丸千代口  
φ6.3×3.3㎝（150入・磁） 950円

ア009-146 南蛮金銀彩向付  
15.8×14.6×4.5㎝（60入・強） 3,150円
ア009-156 南蛮金銀彩千代口  
8.8×8×3.1㎝（150入・強） 1,600円

ツ009-166 飴釉金タタキ アーチ型盛皿（大）  
19.5×19.5×6㎝（30入・磁） 3,750円
ツ009-176 アメ釉金タタキ丸千代口  
φ6.4×3.4㎝（磁） 950円

イ009-186 アメ釉金タタキ 筋入市松正角皿  
18.5×18.5×4㎝（40入・磁） 2,900円
イ009-196 アメ釉金タタキ 丸千代口  
φ7×3.4㎝（120入・磁） 1,050円

ミ009-206 染付捻り祥瑞刺身鉢  
φ15×5.5㎝（60入・磁） 3,100円
ミ009-216 染付捻り祥瑞千代口  
φ7.5×3.2㎝（200入・磁） 1,300円

ミ009-226 菊形ダミ十草高台刺身鉢  
φ15.7×8.2㎝（30入・磁） 3,150円
ミ009-236 菊形ダミ十草高台千代口  
φ8.4×4.6㎝（120入・磁） 1,100円

ア009-246 手描き梅六角向付  
16.7×15.3×4.5㎝（40入・強） 3,100円
ア009-256 手描き梅六角千代口  
9.8×9.2×3㎝（100入・強） 1,250円
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ア010-016 若草金彩角鉢  
14.7×14.7×6.5㎝（30入・磁） 3,200円
ア010-026 若草金彩角千代口  
8×8×4.3㎝（120入・磁） 940円

ハ010-036 若草刺身鉢（ガラス）  
φ13×5.5㎝（5×8入） 3,200円
ハ010-046 若草千代口（ガラス）  
φ7.5×3.5㎝（5×18入） 1,950円

ハ010-056 サクラ刺身鉢（ガラス）  
φ13×5.5㎝（5×8入） 3,200円
ハ010-066 サクラ千代口（ガラス）  
φ7.5×3.5㎝（5×18入） 1,950円

ハ010-076 桃山刺身鉢（ガラス）  φ13×5.5㎝（5×8入）  3,200円
ハ010-086 桃山千代口（ガラス） φ7.5×3.5㎝（5×18入）  1,950円
ハ010-096 9㎝ギンス（ガラス） φ9㎝（100入）  1,700円

オ010-106 天目武蔵野刺身鉢  
φ15.2×7.2㎝（40入・磁） 3,200円
オ010-116 天目武蔵野千代口  
φ8.4×3.8㎝（200入・磁） 1,150円

カ010-126 加茂川三ツ山刺身  
φ15×7㎝（30入・強） 3,200円
カ010-136 加茂川三ツ山千代口  
φ8.8×4.5㎝（100入・強） 1,270円

ウ010-146 黒釉金彩丸向付  
φ15.5×3.5㎝（60入・強） 3,110円
ウ010-156 黒釉金彩丸千代口  
φ8.5×2.7㎝（120入・強） 1,410円

ロ010-166 ピンク吹八角刺身鉢  
φ15.5×6.3㎝（40入・強） 3,100円
ロ010-176 ピンク吹八角千代口  
φ8.5×3㎝（120入・強） 1,220円

ア010-186 南蛮金彩刺身鉢  
14.5×14.5×6.5㎝（30入・陶） 3,100円
ア010-196 南蛮金彩千代口  
8×8×4.5㎝（120入・陶） 750円

カ010-206 安曇野二方切刺身鉢  
13.6×12×5.1㎝（40入・強） 3,050円
カ010-216 安曇野二方切千代口  
7.3×6.7×3㎝（100入・強） 1,270円

ト010-226 織部高台市松刺身鉢  
14.8×16.5×6㎝（48入・陶） 3,000円
ト010-236 織部丸千代口  
φ7×3.2㎝（200入・陶） 770円

ロ010-246 金吹雪刺身鉢  
18.3×14.2×5.6㎝（40入・強） 3,260円
ロ010-256 金吹雪千代口  
9.3×8×4㎝（120入・強） 1,200円

ミ010-266 黒釉春秋前菜皿  
17×17㎝（60入・磁） 3,000円
ミ010-276 黒釉春秋丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 1,050円

ア010-286 むさしの透し角刺身鉢  
16.4×16.4×6.9㎝（40入・磁） 3,000円
ア010-296 むさしの千代口  
8.5×8.5×4.3㎝（120入・磁） 1,050円

ミ010-306 二色紙風船向付  
φ16.9×13.7×8.2㎝（40入・磁） 2,950円
ミ010-316 二色紙風船千代口  
φ7.8×3.2㎝（150入・磁） 1,100円

ネ010-326 渕金朱塗向付  
18.5×9.5×6㎝（40入・磁） 2,900円
ネ010-336 渕金朱塗丸千代口  
φ6.7×3㎝（40入・磁） 930円

ミ010-346 九谷風四方鉢  
17×16×4.5㎝（60入・磁） 2,900円
ミ010-356 九谷風とじめ千代口  
φ7.5×3㎝（150入・磁） 1,050円

ウ010-366 錦紅葉刺身鉢  
18.4×14.2×3.6㎝（60入・磁） 2,900円
ウ010-376 錦紅葉千代口  
9×6.6×2.8㎝（120入・磁） 1,200円

ア010-386 金彩ヒワ吹き菊型向付  
15.5×13×5.6㎝（60入・強） 2,900円
ア010-396 金彩ヒワ吹き菊型千代口  
8×6.5×3㎝（150入・強） 1,400円

タ010-406 色絵銀彩多用皿  
15.5×15×6㎝（30入・磁）（有田焼） 2,900円
タ010-416 色絵銀彩千代口  
φ7.5×2.5㎝（180入・磁）（有田焼） 800円
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ハ011-056 氷光刺身鉢（ガラス）  φ14.5×5.6㎝（3×12入）  2,880円
ハ011-066 10㎝ギンス（ガラス） φ10㎝（100入）  1,800円
ハ011-076 氷光千代口（ガラス） φ7×3㎝（5×18入）  1,480円

ミ011-016 ピンク一珍ラスター 舟形向付  
21×10×4.3㎝（40入・磁） 2,900円
ミ011-026 ピンクラスター 丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 860円

ミ011-036 手造り朝鮮唐津楕円四ッ足向付  
20×12.5×3.8㎝（40入・陶） 2,880円
ミ011-046 手造り朝鮮唐津丸千代口  
φ7.2×3.5㎝（150入・陶） 1,170円

ア011-086 赤絵竹型向付  
22.5×11.3×6.5㎝（40入・強） 2,850円
ア011-096 赤絵三ッ足千代口珍味  
φ7.8×3㎝（160入・強） 1,400円

ミ011-106 ルリ千鳥瓢形向付  
20.5×12.5×6.3㎝（30入・磁） 2,850円
ミ011-116 ルリ千鳥丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 630円

ア011-126 交趾唐草高台刺身鉢  
φ16.5×6.8㎝（40入・磁） 2,850円
ア011-136 交趾唐草千代口  
φ8.6×3㎝（120入・磁） 1,200円

タ011-146 ブルー吹彫刻天皿  
φ18×4㎝（30入・磁）（有田焼） 2,800円
タ011-156 ブルー吹彫刻トンスイ  
φ9×3㎝（100入・磁）（有田焼） 1,000円

ロ011-166 青白磁藍流し刺身鉢  
18.5×14.3×5.8㎝（40入・強） 2,800円
ロ011-176 青白磁藍流し千代口  
9.5×7.8×4㎝（120入・強） 1,200円

キ011-186 金結晶三ツ押高台刺身皿  
φ16.7×7.5㎝（40入・磁） 2,800円
キ011-196 金結晶三ツ足千代口  
φ8.3×3㎝（150入・磁） 620円

ミ011-206 備前風丸高台向付  
φ15.5×3㎝（30入・陶） 2,780円
ミ011-216 備前風千代口  
φ7.5×3㎝（120入・陶） 1,500円

ウ011-226 赤楽金彩平向付  
φ18×5.5㎝（40入・強） 2,750円
ウ011-236 赤楽金彩平千代口  
φ9×3㎝（100入・強） 1,100円

ト011-246 銀彩二色打砂目楕円皿  
18.5×17×4.3㎝（60入・磁） 2,750円
ト011-256 銀彩二色打丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 1,200円

ツ011-266 コスモ（シルバー）反高台向付  
φ17×8㎝（40入・磁） 2,700円
ツ011-276 コスモ（シルバー）丸千代口  
φ6.7×3㎝（120入・磁） 800円

キ011-286 一珍赤釉金線高台四方向付  
14×14×4.6㎝（40入・磁） 2,700円
キ011-296 赤釉丸千代口  
φ6.2×3.3㎝（120入・磁） 600円

ミ011-306 ピンクラスター花形高台向付  
17.5×13.6×5.8㎝（40入・磁） 2,700円
ミ011-316 ピンクラスター丸千代口  
6.7×3㎝（200入・磁） 820円

ア011-326 二色吹き三ツ割刺身鉢  
φ16×5.7㎝（30入・磁） 2,700円
ア011-336 二色吹き丸千代口  
φ6.8×3㎝（160入・磁） 650円
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オ012-016 八角高台祥瑞刺身鉢  15.8×6.2㎝（40入・磁）  2,650円
オ012-026 祥瑞八角小鉢 12.4×6㎝（60入・磁）  2,050円
オ012-036 八角高台祥瑞千代口 8.5×4.3㎝（200入・磁）  1,200円

ミ012-046 青白金彩前菜皿  
17×17㎝（60入・磁） 2,650円
ミ012-056 青白金彩丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 1,050円

ミ012-066 六角紫交趾刺身皿  
19×4.4㎝（30入・磁） 2,600円
ミ012-076 六角紫交趾千代口  
8.9×2.8㎝（150入・磁） 820円

ツ012-086 黄磁切立6.5平皿  
φ20.8×2㎝（40入・陶） 2,600円
ツ012-096 黄磁切立3.3平皿  
φ9×2㎝（120入・陶） 1,050円

ミ012-106 秋草金タタキ正角前菜皿  
18×18×1.7㎝（40入・磁） 2,600円
ミ012-116 秋草金タタキ正角千代口  
6.7×6.7×2.8㎝（150入・磁） 860円

ミ012-126 灰釉アワビ向付  
16.2×13.5×5.7㎝（40入・磁） 2,600円
ミ012-136 灰釉アワビ丸千代口  
φ7.5×3.5㎝（150入・磁） 900円

ト012-146 銀彩ちぎり向付  
21.5×16×5㎝（32入・磁） 2,600円
ト012-156 銀彩ちぎり丸千代口  
φ6.7×3㎝（200入・磁） 1,050円

ミ012-166 青白磁末広刺身皿  
21×16.6×8.5㎝（30入・磁） 2,600円
ミ012-176 青白磁丸千代口  
φ6.2×2.8㎝（150入・磁） 630円

ウ012-186 錦春秋平向付  
φ18×5.5㎝（40入・強） 2,600円
ウ012-196 錦春秋平千代口  
φ9×3㎝（100入・強） 1,050円

ミ012-206 染錦波千鳥45高台皿  
13.5×13.5×6.5㎝（30入・磁） 2,550円
ミ012-216 染錦波千鳥丸千代口  
φ6.7×3㎝（150入・磁） 860円

ミ012-226 花つなぎ 正角前菜皿  
18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 2,550円
ミ012-236 朱巻 丸千代口  
φ6.2×3㎝（200入・磁） 630円

ネ012-246 信楽金銀彩なぶり向付  
φ15×5㎝（40入・磁） 2,500円
ネ012-256 信楽金銀彩千代口  
φ6.5×3㎝（40入・磁） 1,020円

キ012-266 一珍白磁プラチナ線高台四方向付  
14×14×4.6㎝（40入・磁） 2,500円
キ012-276 白磁丸千代口  
φ6.2×3.3㎝（120入・磁） 550円

テ012-286 粉引メ入三ツ押向付  
16×5㎝（60入・陶） 2,500円
テ012-296 粉引メ入三ツ押千代口  
8.5×3㎝（100入・陶） 900円

ツ012-306 深青海青磁透し刺身鉢  
φ15.3×6.4㎝（40入・強） 2,500円
ツ012-316 深青海青磁透し千代口  
φ7.7×3.8㎝（150入・強） 900円

テ012-326 シルバーラスター向付  
16.5×13.3×5.3㎝（60入） 2,500円
テ012-336 シルバーラスター千代口  
6.8×6.5×3㎝（120入） 750円

キ012-346 渕錆マリンブルー八角中鉢  
φ15×5.2㎝（40入・磁） 2,500円
キ012-356 渕錆マリンブルー丸千代口  
φ6.3×3.3㎝（150入・磁） 880円

ミ012-366 ピンク白吹 高台 楕円皿  
23.7×12.8×4.3㎝（40入・磁） 2,500円
ミ012-376 ピンク白吹 丸千代口  
φ6.7×3㎝（200入・磁） 780円

ツ012-386 炭化土四方上り向付  
17.5×15.5×4.3㎝（40入・陶） 2,500円
ツ012-396 炭化土丸千代口  
φ6.8×2.6㎝（200入・陶） 730円

ミ012-406 ピンク三ツ切刺身鉢  
14×7㎝（40入・磁） 2,400円
ミ012-416 ピンク三ツ切千代口  
8×4.3㎝（150入・磁） 930円
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ト013-016 灰釉荒土切立6.5皿  
φ20×2.5㎝（24入・磁） 2,400円
ト013-026 灰釉荒土千代口  
φ8.8×2.2㎝（160入・磁） 950円

イ013-036 白土孔雀トチリ 刺身鉢  
φ17.5×4.8㎝（60入・陶） 2,400円
イ013-046 白土孔雀トチリ 丸千代口  
φ7×3.4㎝（120入・磁） 1,050円

テ013-056 赤吹きサビ5.0鉢  
φ15×4.3㎝（60入・陶） 2,400円
テ013-066 赤吹きサビ千代口  
φ8.8×3㎝（120入・陶） 1,200円

テ013-076 金彩深緑向付  
15×4㎝（60入・磁） 2,400円
テ013-086 深緑丸千代口  
φ6.2×3㎝（120入・磁） 740円

ア013-096 青彩けずり出し向付  
19.5×14×6.3㎝（40入・陶） 2,400円
ア013-106 青彩渕錆千代口  
φ7×3.4㎝（150入・陶） 820円

ア013-116 ヒワ葉型刺身鉢  
18.7×16×4.5㎝（40入・強） 2,350円
ア013-126 ヒワ丸千代口  
φ6.4×3㎝（160入・強） 660円

ミ013-136 呉須吹透し高台皿  
φ18.5×3㎝（30入・磁） 2,300円
ミ013-146 呉須吹透し丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 580円

ミ013-156 紫白吹 四ッ重ね 前菜皿  
20.5×20.5×2.5㎝（40入・磁） 2,300円
ミ013-166 紫白吹 丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 650円

ト013-176 赤 黒巻彫角大皿  
18×18×1.4㎝（40入・磁） 2,300円
ト013-186 赤 黒巻彫角チョク  
6.7×6.7×2.8㎝（100入・磁） 820円

テ013-196 青地輪花向付  
16×5.5㎝（60入・磁） 2,300円
テ013-206 青地輪花千代口  
8×3.3㎝（120入・磁） 860円

ト013-216 白萩深鉢  
φ14.7×6.2㎝（50入・陶） 2,250円
ト013-226 白萩千代口  
φ9.7×2.8㎝（260入・陶） 770円

ミ013-236 黄釉流水花形向付  
15×4.5㎝（60入・磁） 2,250円
ミ013-246 黄釉流水丸千代口  
φ6.4×3.1㎝（200入・磁） 830円

ツ013-256 紅黒炭三ッ足両切向付  
19×13×6.7㎝（30入・陶） 2,250円
ツ013-266 紅黒炭三ッ足両切丸千代口  
φ7×3.5㎝（120入・陶） 1,000円

オ013-276 粉引あらしやま楕円向付鉢  
15.8×14.5×4.3㎝（40入・磁） 2,250円
オ013-286 粉引あらしやま千代口  
10.2×9.2×3㎝（200入・磁） 1,450円

ミ013-296 かいらぎ舟型向付  
22×10×4.5㎝（30入・陶） 2,230円
ミ013-306 かいらぎ丸千代口  
φ8.3×3㎝（150入・陶） 900円

オ013-316 黄釉グリーン梅型向付  
φ15.5×4.7㎝（60入・磁） 2,220円
オ013-326 黄釉グリーン梅型千代口  
8.1×3.3㎝（200入・磁） 880円

ト013-336 紺結晶刺身鉢  
φ17×4㎝（60入・陶） 2,200円
ト013-346 紺結晶千代口  
φ8.5×2.7㎝（160入・陶） 1,300円

ト013-356 黄釉グリーン流し向付  
15.8×13.5×5.5㎝（60入・磁） 2,200円
ト013-366 黄釉グリーン流し千代口  
8.8×6.8×3㎝（200入・磁） 1,000円

ト013-376 炭化手ひねり5.5向付  
17×16×3.2㎝（60入・陶） 2,200円
ト013-386 炭化豆皿  
φ8×2㎝（160入・陶） 1,150円

イ013-396 りんか茶練16ボール  
φ16.5×5㎝（30入・磁） 2,200円
イ013-406 りんか茶練8ボール  
φ8.5×3.3㎝（100入・磁） 880円
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ア014-016 白吹瀬戸黒向付  
15.8×13.5×5.3㎝（40入・磁） 2,200円
ア014-026 白吹瀬戸黒丸千代口  
φ6.7×3㎝（160入・磁） 650円

ホ014-036 織部竹型向付  
22.5×9.5×4㎝（36入・陶） 2,150円
ホ014-046 織部竹型千代口  
10.8×6.5×2㎝（80入・陶） 930円

テ014-056 友禅（手造り）三ツ足小判皿（中）  
19×12×3.5㎝（24入・陶） 2,150円
テ014-066 友禅（手造り）千代口  
φ8.2×2.8㎝（80入・陶） 600円

ミ014-076 鳴海青地菊型向付  
17×12.4×5.8㎝（40入・磁） 2,150円
ミ014-086 鳴海青地丸千代口  
φ6.8×3.3㎝（150入・磁） 860円

ツ014-096 青白磁高台刺身鉢  
φ15.7×4.7㎝（40入・磁） 2,150円
ツ014-106 青白磁丸千代口  
φ6.6×3㎝（200入・磁） 690円

ウ014-116 ヒスイ菊型楕円刺身鉢  
15.5×13×5.8㎝（80入・強） 2,150円
ウ014-126 ヒスイ菊型楕円千代口  
7.8×6.5×3㎝（180入・強） 830円

オ014-136 罫書紅梅5.5四方鉢  
15.5×15.5×7.7㎝（30入・磁） 2,130円
オ014-146 罫書紅梅3.3四方鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（120入・磁） 960円

ホ014-156 銀河四方上長角皿  
23×11.2×2.2㎝（40入・強） 2,100円
ホ014-166 銀河スタック千代口  
φ6.5×2.5㎝（160入・強） 700円

タ014-176 かごめ竹型小丼  
15.8×8㎝（30入・磁）（有田焼） 2,100円
タ014-186 かごめ千代口  
φ7.5×2.6㎝（180入・磁）（有田焼） 800円

ロ014-196 魚画楕円向付  
16.3×13.6×5.3㎝（40入・強） 2,110円
ロ014-206 呉須一筆丸千代口  
φ6.8×3㎝（120入・強） 550円

ミ014-216 花唐草刺身鉢  
φ14×6㎝（60入・磁） 2,050円
ミ014-226 花唐草刺身千代口  
φ8×3.7㎝（150入・磁） 700円

ロ014-236 黄輝葉型刺身鉢  
28.5×12.2×3.3㎝（40入・強） 2,110円
ロ014-246 黄輝丸千代口  
φ7×3㎝（120入・強） 550円

ミ014-256 鳴海青地三ツ足向付  
φ15.3×5.2㎝（40入・磁） 2,000円
ミ014-266 鳴海青地三ツ足千代口  
φ8.7×3.2㎝（150入・磁） 860円

ウ014-276 ヒスイ花型向付  
14.2×4.2㎝（60入・強） 2,000円
ウ014-286 ヒスイ花型千代口  
8.5×2.8㎝（120入・強） 950円

イ014-296 銀黒回角平鉢  
16.5×16.5×4.5㎝（40入・磁） 2,000円
イ014-306 銀黒回角猪口  
8.5×6.5×2.5㎝（200入・磁） 660円

テ014-316 黄青磁花形刺身鉢  
16.8×3.8㎝（60入・磁） 1,950円
テ014-326 黄青磁花形千代口  
8×3㎝（120入・磁） 760円

ツ014-336 錦丸紋ひさご刺身鉢  
φ15.2×7.6㎝（40入・磁） 1,950円
ツ014-346 錦丸紋ひさご丸千代口  
φ8.6×4㎝（100入・磁） 670円

テ014-356 赤楽黒吹向付  
φ15.5×4.3㎝（60入・陶） 1,950円
テ014-366 赤楽黒吹千代口  
φ9.5×2.7㎝（120入・陶） 830円

ト014-376 うのふ刺身鉢  
φ16×5㎝（60入・陶） 1,900円
ト014-386 うのふ千代口  
φ8.5×2.5㎝（200入・陶） 720円

ミ014-396 ヒワ見込白刺身皿  
22.5×18×2.7㎝（50入・磁） 1,900円
ミ014-406 ヒワ見込白丸千代口  
6.3×3㎝（200入・磁） 600円
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オ015-056 青地流水彫7.0皿  22×6.3×3.7㎝（40入・磁）  1,880円
オ015-066 青地流水彫6.0皿 18.5×13.8×4㎝（50入・磁）  1,650円
オ015-076 青地流水彫丸千代口  φ6.7×3㎝（200入・磁）  880円

ト015-016 白灰釉玉渕刺身鉢  
φ14.9×6㎝（50入・陶） 1,900円
ト015-026 白灰釉玉渕千代口  
φ6.8×3.4㎝（160入・陶） 720円

ロ015-036 黄白刺身鉢  
φ15.8×4.3㎝（40入・強） 1,940円
ロ015-046 黄白丸千代口  
φ6.9×3.2㎝（120入・強） 620円

ミ015-086 伊賀釉高台6.0皿  
φ19.4×6.3㎝（30入・陶） 1,870円
ミ015-096 伊賀釉高台千代口  
φ8.5×4㎝（120入・陶） 400円

ウ015-106 渕金ヒワ青磁高台刺身鉢  
φ16×4㎝（40入・磁） 1,850円
ウ015-116 渕金ヒワ青磁千代口  
φ8×3.4㎝（120入・磁） 740円

ツ015-126 ゴス巻平向付  
φ15.7×4.2㎝（60入・陶） 1,850円
ツ015-136 ゴス巻丸千代口  
φ8×3㎝（150入・陶） 700円

ミ015-146 花カゴ向付  
14.5×14×5.2㎝（60入・磁） 1,850円
ミ015-156 花カゴ千代口  
9.3×9×2.7㎝（150入・磁） 880円

ト015-166 灰釉流し刺身鉢  
φ15×4.5㎝（60入・陶） 1,800円
ト015-176 灰釉流し千代口  
φ8.6×3.2㎝（200入・陶） 950円

ト015-186 銀彩ちらし三ツ足向付  
14.5×13.8×5.2㎝（60入・磁） 1,800円
ト015-196 銀彩ちらし千代口  
φ9.1×2.5㎝（160入・磁） 920円

ト015-206 角渕サビ刺身鉢  
16.7×16.7×4.6㎝（40入・磁） 1,800円
ト015-216 角渕サビ長角千代口  
8.8×6.5×2.5㎝（200入・磁） 650円

ロ015-226 粉引塗分け5.5三角皿  
16.2×16×4㎝（40入・強） 1,800円
ロ015-236 粉引塗分け三角小皿  
8.5×8.5×2.8㎝（120入・強） 1,050円

ト015-246 翠玉ろくべ5.5向付  
φ16.5×4㎝（50入・磁） 1,750円
ト015-256 翠玉タタラ型丸千代口  
φ8.3×2.7㎝（150入・磁） 620円

ツ015-266 かいらぎ両切刺身鉢  
15.2×17×6.6㎝（50入・陶） 1,750円
ツ015-276 かいらぎ丸千代口  
φ7×3.2㎝（200入・陶） 560円

ヤ015-286 茶しぶき21㎝三角鉢  
21×16.5×8㎝（40入・磁）（刺身組） 1,740円
ヤ015-296 茶しぶきちぎり角小付  
10.5×8.5×2.8㎝（60入・磁）（刺身組） 590円

ロ015-306 黄瀬戸織部刺身鉢  
φ16.4×3.4㎝（40入・強） 1,760円
ロ015-316 黄瀬戸織部丸千代久  
φ6.7×2.5㎝（120入・強） 730円

ヨ015-326 淡彩ラインねじり刺身鉢  
15×15×5㎝（60入・磁） 1,700円
ヨ015-336 淡彩ラインねじりチョク  
7.7×7.7×3.5㎝（200入・磁） 480円

ト015-346 呉須刷毛ちぎり向付  
17.8×14×7.4㎝（60入・磁） 1,700円
ト015-356 呉須刷毛丸千代口  
φ6.8×3.2㎝（200入・磁） 820円

ア015-366 美濃岩石刺身皿  
21.5×12.6×3.3㎝（40入・陶） 1,650円
ア015-376 美濃岩石千代口  
8.9×8.7×3.2㎝（120入・陶） 600円

ミ015-386 渕サビグリーン吹前菜皿  
17×17㎝（60入・磁） 1,650円
ミ015-396 渕サビグリーン吹丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 600円

ロ015-406 葵高台刺身鉢  
φ15.5×6.4㎝（40入・磁） 1,650円
ロ015-416 葵丸千代口  
9×2.9㎝（120入・磁） 240円
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ミ016-106 手書きぶどうスカシ高台皿  
φ18.5×3㎝（30入・磁） 1,600円
ミ016-116 手書きぶどう丸千代口  
φ6.3×3㎝（200入・磁） 560円

ミ016-126 銀志野芦ざる形刺身皿  
17×16×5.5㎝（40入・陶） 1,600円
ミ016-136 銀志野芦ざる形千代口  
10×9.5×3㎝（150入・陶） 600円

ツ016-146 ちぎり吹墨5.5向付  
18×14.5×7.5㎝（40入・強） 1,550円
ツ016-156 ちぎり吹墨丸千代口  
φ6.7×3.2㎝（200入・強） 760円

カ016-166 白天目麦丸5.0丼  
φ15×6㎝（50入・陶） 1,540円
カ016-176 白天目麦丸千代口  
φ8×3.5㎝（120入・陶） 530円

ホ016-186 墨吹菊形高台皿  
φ15.5×4㎝（50入・磁） 1,530円
ホ016-196 墨吹菊形千代口  
φ6.8×2.8㎝（150入・磁） 520円

タ016-206 粉引5.5平鉢  
φ17×4.7㎝（40入・磁） 1,500円
タ016-216 粉引丸千代口  
φ9×3.3㎝（100入・磁） 540円

キ016-226 ヒワ釉錆流しなぶり向付  
15.4×15.1×5.3㎝（40入・磁） 1,500円
キ016-236 ヒワ釉錆流し丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 750円

キ016-246 白マット呉須散らしなぶり向付  
15.4×15.1×5.3㎝（40入・磁） 1,500円
キ016-256 白マット呉須散らし丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 750円

キ016-056 青彩葉型向付  
20.3×11×6.5㎝（40入・磁） 1,650円
キ016-066 青彩葉型千代口  
11.8×7.5×3.8㎝（150入・磁） 750円

ミ016-076 深海青磁流水彫7.0皿  22×16.5×4㎝（30入・磁）  1,600円
ミ016-086 深海青磁流水彫向付 18×13.7×4㎝（40入・磁） 1,500円
ミ016-096 深海青磁流水彫丸千代口 φ6.5×3㎝（150入・磁）  500円

ウ016-266 青磁菊型刺身鉢  
φ15.3×5㎝（100入・磁） 1,500円
ウ016-276 青磁菊型千代口  
φ8×3.4㎝（120入・磁） 480円

タ016-286 銀彩刺身鉢  
φ17×4.5㎝（40入・磁） 1,500円
タ016-296 銀彩千代口  
φ9×3.5㎝（100入・磁） 540円

ユ016-306 淡雪二色吹向付  
φ15.5×5.3㎝（40入・磁） 1,500円
ユ016-316 淡雪二色吹丸千代口  
φ6.8×3㎝（120入・磁） 530円

ロ016-326 緑釉吹反刺身鉢  
φ14.7×4.4㎝（40入・磁） 1,490円
ロ016-336 緑釉吹反千代久  
φ7.6×2.8㎝（120入・磁） 890円

ロ016-036 黒釉唐草高台刺身鉢  
φ15.5×6.4㎝（40入・磁） 1,650円
ロ016-046 黒釉唐草丸千代口  
φ9×2.8㎝（120入・磁） 330円

ロ016-016 赤釉掛玉渕刺身鉢  
φ14.9×4.2㎝（40入・磁） 1,650円
ロ016-026 赤釉掛丸千代口  
φ8.8×3.2㎝（120入・磁） 530円
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ロ017-376 ぬくもり小判型6.0鉢 18.6×13.3×4.1㎝（40入・磁）  1,250円
ロ017-386 ぬくもり小判型5.0鉢 16.2×12.8×3.6㎝（60入・磁） 1,150円
ロ017-396 ぬくもり小判型3.0鉢 9.3×6.7×2.6㎝（120入・磁） 580円

オ017-016 白天目流し渕立刺身鉢  
16×6.2㎝（40入・磁） 1,420円
オ017-026 白天目流し渕立千代口  
8.2×4.5㎝（150入・磁） 520円

ロ017-036 一珍清流刺身鉢  
15×4.5㎝（40入・強） 1,450円
ロ017-046 一珍清流千代口  
9×3.2㎝（120入・強） 620円

タ017-056 紅三角たたら皿  
21.2×17.9×3.7㎝（40入・陶） 1,400円
タ017-066 紅角千代口  
7.4×7.4×3.3㎝（120入・陶） 550円

ロ017-076 青白釉刺身鉢  
φ15.2×3.9㎝（40入・磁） 1,400円
ロ017-086 青白釉丸千代口  
φ8.2×2㎝（120入・磁） 420円

ロ017-096 赤千鳥刺身  
15.5×6㎝（40入・磁） 1,400円
ロ017-106 赤千鳥千代口  
9×3.2㎝（120入・磁） 370円

タ017-116 紅5.5浅鉢  
18×17.4×4.3㎝（50入・陶） 1,400円
タ017-126 紅3.0片口鉢  
9.7×9.3×3.5㎝（120入・陶） 650円

ウ017-136 ヒワ青磁唐草彫向付  
φ15.2×4.5㎝（100入・磁） 1,400円
ウ017-146 ヒワ青磁唐草彫千代口  
φ8.6×3.2㎝（200入・磁） 490円

ト017-156 春雪角刺身鉢  
18.5×18.5×3.5㎝（40入・磁） 1,400円
ト017-166 春雪角千代口  
10×10×3㎝（160入・磁） 720円

ロ017-176 白吹黒水晶片口5.0鉢  
15.1×14.8×4.4㎝（60入・強） 1,380円
ロ017-186 白吹黒水晶片口豆鉢  
8.9×8.7×3.5㎝（120入・強） 720円

ウ017-196 青白磁楕円菊型刺身鉢  
15.7×12.7×5㎝（80入・強） 1,350円
ウ017-206 青白磁楕円菊型千代口  
9×7.4×3.2㎝（160入・強） 480円

ヤ017-216 かすりひねり向付  
16.5×15×5㎝（50入・磁） 1,350円
ヤ017-226 かすりひねり千代口  
9×8.2×3.3㎝（120入・磁） 600円

ロ017-236 緑青磁5.0正角鉢  
15.3×15×2.7㎝（60入・強） 1,330円
ロ017-246 緑青磁3.0正角千代口  
7.9×7.9×2.5㎝（150入・強） 670円

ウ017-256 黒織部うず潮向付  
φ15×4㎝（80入・磁） 1,300円
ウ017-266 黒織部うず潮千代口  
9.2×8.5×3.3㎝（120入・磁） 590円

ユ017-276 ゆらり十草（青）5.0鉢  
φ15×6㎝（40入・磁） 1,300円
ユ017-286 ゆらり十草（青）千代口  
φ8.3×4㎝（100入・磁） 480円

ホ017-296 織部木ノ葉5.5刺身鉢  
20×11×6㎝（50入・磁） 1,300円
ホ017-306 織部木ノ葉刺身千代口  
11.5×7.5×4㎝（80入・磁） 630円

ヤ017-316 椿染錦三つ足刺身鉢  
φ16×5.5㎝（50入・磁） 1,300円
ヤ017-326 椿染錦三つ足千代口  
φ9.3×3.6㎝（120入・磁） 680円

カ017-336 菊割筋刺身鉢  
φ15×4.8㎝（30入・磁） 1,300円
カ017-346 菊割筋千代口  
φ7.8×3.4㎝（120入・磁） 800円

ヤ017-356 石焼織部笹刺身丼  
14.4×14.4㎝（40入・磁） 1,250円
ヤ017-366 石焼織部笹深口千代口  
7.3×7.3㎝（120入・磁） 430円

ロ017-406 緑彩刺身鉢  
φ17.3×4.6㎝（40入・磁） 1,200円
ロ017-416 緑彩千代口  
φ9.4×3.8㎝（120入・磁） 630円
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ウ018-016 青白磁木ノ実刺身鉢  
15×14.4×4.5㎝（80入・磁） 1,200円
ウ018-026 青白磁木ノ実千代口  
9×8.4×3.2㎝（160入・磁） 590円

カ018-036 白吹天目扇中鉢  
17.5×16.4×4.8㎝（50入・磁） 1,150円
カ018-046 白吹天目扇千代口  
8.3×7.3×2.8㎝（200入・磁） 570円

ツ018-056 白釉黒一珍四方上り鉢（中）  
16×16×5.5㎝（50入・磁） 1,150円
ツ018-066 白釉黒一珍四方上り鉢千代口  
8.8×8.8×4.5㎝（120入・磁） 570円

ホ018-076 有明変形刺身鉢  
16×15×4.5㎝（60入・磁） 1,150円
ホ018-086 有明黒千代口  
7.5×7.5×3.2㎝（140入・磁） 460円

ア018-096 四方十草刺身鉢  
φ13.5×5㎝（60入・磁） 1,100円
ア018-106 四方十草丸千代口  
φ7.5×2.6㎝（160入・磁） 500円

タ018-116 黒備前三ツ足向付  
20.5×20×4.8㎝（40入・陶） 1,100円
タ018-126 黒備前三ツ足千代口  
9.3×9×2.7㎝（160入・陶） 300円

ア018-136 吹墨三足向付  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 1,100円
ア018-146 吹墨丸千代口  
φ8×2.7㎝（140入・磁） 500円

タ018-156 青白磁うず潮向付  
φ15×4.3㎝（40入・磁） 1,100円
タ018-166 青白磁うず潮千代口  
9.3×8.3×3.5㎝（100入・磁） 540円

ホ018-176 粉引織部流向付  
φ15.2×4.5㎝（60入・磁） 1,080円
ホ018-186 粉引織部流千代口  
φ8×2.5㎝（180入・磁） 440円

ア018-196 深海三ツ足向付  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 1,050円
ア018-206 深海丸千代口  
φ8×2.7㎝（140入・磁） 500円

イ018-216 もえぎ輪花向付  
φ15×4.2㎝（60入・磁） 1,050円
イ018-226 もえぎ千代口  
φ8.5×3㎝（200入・磁） 370円

ア018-236 風車三ツ足刺身鉢  
φ15.5×4.5㎝（60入・磁） 990円
ア018-246 風車三ツ足3.0鉢  
φ10×3㎝（160入・磁） 440円

ヤ018-256 雪輪型花鳥刺身鉢  
φ15.5×5㎝（40入・磁） 990円
ヤ018-266 雪輪型花鳥千代口  
φ8.5×3.2㎝（120入・磁） 410円

ヤ018-276 万暦土物刺身鉢  
φ16.5×5.5㎝（40入・磁） 970円
ヤ018-286 万暦土物千代口  
φ9×3.5㎝（120入・磁） 620円

ア018-296 深海四ツ足角刺身鉢  
15.5×15.5×5.5㎝（60入・磁） 920円
ア018-306 深海四ツ足角千代口  
8.5×8.5×3㎝（160入・磁） 550円

ア018-316 渦潮刺身皿  
18.2×14.7×2.7㎝（60入・磁） 900円
ア018-326 渦潮角千代口  
8×3.3㎝（160入・磁） 400円

ハ018-336 吹あそび石目5.0鉢  
φ16.5×4.3㎝（80入・磁） 900円
ハ018-346 吹あそび石目3.3鉢  
φ11×3㎝（160入・磁） 500円

ツ018-356 黒志野四つ足刺身鉢  
15.5×15.5×5.5㎝（50入・磁） 870円
ツ018-366 黒志野四つ足千代口  
8.5×8.5×3㎝（150入・磁） 500円

イ018-376 黒備前ボール大  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 530円
イ018-386 黒備前千代口  
φ8×2.5㎝（200入・磁） 370円

ミ018-396 白唐津深口正角皿  
16.7×16.7×3.8㎝（60入・磁） 720円
ミ018-406 白唐津深口正角千代口  
7.3×7.3×3㎝（180入・磁） 300円
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ホ019-016 
赤絵みのり千代口  
φ8.8×4.5㎝
（150入・強）
1,100円

ト019-026 
バイオレット吹花丸千代口  
φ7×3.5㎝
（200入・磁）
1,050円

ア019-036 
武蔵野切立珍味  
φ6.3×3㎝
（160入・磁）
850円

ホ019-046 
赤絵みのり新丸千代口（スタック型）  
6.6×2.5㎝
（160入・強）
820円

ア019-056 
ベージュ渕金丸千代口  
φ6.3×3㎝
（160入・磁）
720円

メ019-066 
灰釉2.6珍味入  
φ7.8×3㎝
（250入・陶）
710円

メ019-076 
黒窯変刷毛目珍味入  
φ7.8×3㎝
（250入・陶）
710円

ウ019-086 
織部竹節切立千代口  
φ6.6×3㎝
（200入・強）
640円

ウ019-096 
青磁竹節切立千代口  
φ6.6×3㎝
（200入・強）
640円

ウ019-106 
信楽朝顔型千代口  
φ9×3㎝
（180入・磁）
630円

ア019-116 
黄釉丸千代口  
φ8×2.8㎝
（160入・磁）
600円

テ019-126 
焼き締豆千代口  
φ6.8×2.5㎝
（200入・陶）
580円

テ019-136 
アメかいらぎ豆千代口  
φ6.8×2.5㎝
（200入・陶）
580円

テ019-146 
ヒワかいらぎ豆千代口  
φ6.8×2.5㎝
（200入・陶）
580円

ウ019-156 
青白朝顔型千代口  
φ8.6×3㎝
（200入・磁）
580円

ウ019-166 
青磁千段切立千代口  
φ6.6×3㎝
（180入・強）
570円

ウ019-176 
黄千段切立千代口  
φ6.6×3㎝
（180入・強）
570円

タ019-186 
もえぎ正角千代口  
8×8×2.8㎝
（120入・磁）
540円

ウ019-196 
黒伊賀丸千代口  
φ6.6×3㎝
（120入・磁）
530円

ツ019-206 
青白磁トチリ千代口  
φ8.3×4㎝
（200入・磁）
520円

ホ019-216 
吹墨八角スタック珍味  
φ6.5×3㎝
（160入・磁）
500円

キ019-226 
黒備前荒彫角千代口  
8.1×8.1×2.6㎝
（160入・磁）
500円

イ019-236 
青磁角千代口  
8.6×8.6×3.3㎝
（150入・磁）
470円

ホ019-246 
金結晶角千代口  
8×8×2.8㎝
（200入・磁）
470円

タ019-256 
春雪豆千代口  
9×8.5×3.5㎝
（120入・陶）
430円

ツ019-266 
粉引ライン 千代口ボール  
φ8.3×3.8㎝
（100入・磁）
430円

ウ019-276 
黄釉丸千代口  
φ6×3.2㎝
（200入・磁）
430円

ウ019-286 
ピンク吹四角千代口  
7.4×7.4×2.8㎝
（120入・磁）
410円

タ019-296 
田園豆千代口  
8.8×8.4×3.3㎝
（120入・陶）
390円

ウ019-306 
黒伊賀吹角小付  
7.4×7.4×3.2㎝
（140入・磁）
390円

ウ019-316 
黒伊賀梅型小付  
8.3×3㎝
（120入・磁）
390円

ア019-326 
黒ひねり千代口  
φ9×2.9㎝
（160入・磁）
380円

ホ019-336 
赤銀彩おとおし千代口  
φ8.2×3.7㎝
（140入・磁）
380円

ホ019-346 
灰釉丸千代口（スタック型）  
φ7×3.3㎝
（160入・磁）
360円

ホ019-356 
渕サビ粉引千代口  
φ8.3×3㎝
（200入・磁）
350円

イ019-366 
里山織部丸千代口  
φ8.3×3㎝
（200入・磁）
350円

ト019-376 
アカネ丸千代口  
φ8.2×3㎝
（160入・磁）
340円

ト019-386 
スカイ丸千代口  
φ8.2×3㎝
（160入・磁）
340円

ロ019-396 
粉引黒オリベ流し天目型小付  
φ8×3.5㎝
（150入・磁）
340円

ヤ019-406 
桜志野豆千代口  
9×8.5×3.3㎝
（180入・陶）
340円

ト019-416 
アカネ角千代口  
7.2×7.2×2.5㎝
（160入・磁）
340円

イ019-426 
金彩雲丸千代口  
φ8.3×3㎝
（200入・磁）
330円

イ019-436 
油滴グリン掛3.0千代口  
φ8.7×3.6㎝
（150入・陶）
330円

ミ019-446 
白雲正角珍味  
7.3×7.3×3㎝
（180入・磁）
320円

ミ019-456 
萩志野花形珍味  
φ8.5×3.2㎝
（180入・磁）
320円

キ019-466 
美濃伊賀黄瀬戸吹渦型小付  
φ8.5×3.5㎝
（180入・磁）
300円

オ019-476 
錆ススキ角鉢角千代口  
7.6×7.6×2.3㎝
（150入・磁）（美濃焼）
300円

ア019-486 
黒結晶三つ足小付  
φ8.1×3.6㎝
（200入・磁）
270円

ネ019-496 
黒丸珍味 小  
φ6.5×2.8㎝
（200入・磁）
220円
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イ020-016 玉山織部丸鉢  
φ16.5×6.8㎝（30入・陶） 4,800円

カ020-026 粉引花鳥三ツ足鉢  
15.5×15.5×5.8㎝（40入・陶） 6,200円

カ020-036 シブ入中落中鉢  
φ21×5.8㎝（30入・陶） 6,000円

ミ020-046 絵唐津福紋6.5鉢  
19.5×19.5×8㎝（30入・陶） 5,800円

ミ020-056 備前風 かまくら手さげ皿（大）  
15×13×11㎝（30入・陶） 4,980円

カ020-066 粉引花鳥8.0角鉢  
18.5×18.5×5.5㎝（20入・陶） 11,000円

メ020-076 灰釉ボタモチ四角鉢  
15.5×15.5×3.5㎝（40入・陶） 4,750円

ミ020-086 備前風正角切立鉢  
16.5×16.5×2.5㎝（30入・陶） 4,700円
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メ021-016 刷毛目6.0高台皿  
φ17×5㎝（50入・陶） 4,500円

ミ021-026 オリベ草花6寸三ツ足盛鉢  
19×17.8×7.5㎝（30入・陶） 4,500円

ホ021-036 粉引6.0多用皿（作家物）  
18.5×2.5㎝（30入・陶） 4,500円

メ021-046 暁正角向付  
14×14×3.5㎝（40入・陶） 4,300円

メ021-056 暁刷毛目向付  
φ17.7×6㎝（40入・陶） 4,300円

ミ021-066 ブルー線ラスターツル付向付  
20×14.2×5.7㎝（30入・磁） 4,200円

ミ021-076 ヒダ織部向付  
16.5×16.5×6㎝（30入・陶） 4,150円

ミ021-086 ラスター花ちらし手付き盛鉢  
29×17×7.7㎝（30入・磁） 4,050円

ミ021-096 NB18㎝玉子ボール  
18×17.2×12㎝（30入・磁） 4,050円

ツ021-106 粉引（26㎝）ディーププレート  
φ25.5×5㎝（15入・陶） 4,000円

ミ021-116 黒織部筒向  
φ10.8×9.5㎝（60入・陶） 3,700円

ミ021-126 手書き絵瀬戸ぶどう舟形盛鉢  
24.5×15.5×8.5㎝（30入・磁） 3,300円
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食洗機不可

カ022-016 織部やぶれ三ツ足舟型鉢  
20.5×15×8㎝（30入・陶） 5,000円

オ022-026 ペルシャ紋高台スクェアー台皿  
15.5×15.5×4.9㎝（36入・磁）（美濃焼） 4,750円

オ022-036 条根織部銀彩高台皿  
19.7×19.7×4㎝（40入・磁） 4,650円

ミ022-046 点紋ラスター正角向付  
20.3×20.3×2.5㎝（40入・磁） 4,500円

オ022-056 潮騒鳴門 高台皿  
φ18.3×3.5㎝（40入・磁）（美濃焼） 4,250円

ミ022-066 ラスターヒワ吹変形スカシ台付皿  
22×22×4.2㎝（40入・磁） 4,150円

ミ022-076 プラチナピンク吹変形スカシ向付  
22×22×4.2㎝（40入・磁） 4,000円

ツ022-086 藍釉 スタンドプレート  
φ19×8㎝（30入・陶） 4,000円

ハ022-096 荒波グリーン小判中鉢（ガラス）  
17.5×16×6.5㎝（2×12入）（手造り） 4,000円

カ022-106 吹墨流水花型向付  
15.5×8.5㎝（30入・磁） 4,000円
カ022-116 シルバー目皿  
φ10.5×0.6㎝ 2,500円

ミ022-126 黒織部透し向付  
φ14.8×5.3㎝（60入・陶） 3,950円

ト022-136 炭化火色前菜皿  
20.5×21.5×3.3㎝（40入・陶） 3,900円

カ022-146 艶ホワイトスクエアー台皿  
15.5×15.5×5㎝（25入・磁） 3,900円

カ022-156 艶ブラックスクエアー台皿  
15.5×15.5×5㎝（25入・磁） 3,900円

ミ022-166 ルリ釉彫高台5.8深皿  
17.5×5.3㎝（40入・陶） 3,900円

ミ022-176 火色透かし丸高台皿（手造り）  
φ16×6.5㎝（40入・陶） 3,700円

オ022-186 青締古染山水楕円鉢  
17.6×14×7㎝（30入・陶） 3,760円

ホ022-196 ラスター点紋八角高台皿  
φ16.3×8.5㎝（30入・磁） 3,980円

オ022-206 志野釉赤絵楕円7.0浅鉢  
21.2×15.5×5.5㎝（40入・陶） 3,530円

カ022-216 灰釉手おこし6寸皿  
φ18.5×2.8㎝（30入・陶） 3,500円
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ネ023-016 粉引刷毛反向付  
φ18.5×5.5㎝（40入・陶） 3,600円

オ023-026 織部間取りラスター彩八角高台鉢  
16.7×16.7×8.4㎝（30入・磁） 3,500円

オ023-036 赤絵短冊型三品皿  
33.8×17×1.2㎝（20入・陶） 3,500円

カ023-046 ゴールド線模様6寸皿  
φ21.3×3.3㎝（30入・磁） 3,500円

カ023-056 強化織部二枚重ね錆十草8寸盛皿  
24.3×12×6㎝（12入・陶） 3,400円

ロ023-066 呉須十草変型向付  
17.5×15×6㎝（40入・磁） 3,450円

メ023-076 炭化ボタモチ6.0楕円鉢  
18×16.5×5.5㎝（50入・陶） 3,450円

カ023-086 錆梅花皮6寸浅鉢  
20×3.5㎝（40入・陶） 3,400円

ミ023-096 黒オリベ 鉄吹丸たわみ鉢  
19.5×3.5㎝（40入・陶） 3,350円

ミ023-106 ピンクラスター折紙前菜皿  
22.5×16.8×8㎝（30入・磁） 3,350円

ミ023-116 三日月椿絵向付  
24×11.6×12㎝（30入・磁） 3,350円

ネ023-126 手描きすだれ織部おでん皿  
19×18.5×4.3㎝（30入・陶） 2,950円

テ023-136 真和陶金彩りむ付中鉢  
φ19.5×6㎝（30入） 3,300円
テ023-146 真和陶金彩りむ付小鉢  
φ16.5×4㎝（40入） 2,400円

ミ023-156 アメ釉銀彩角型向付  
16.5×16.5×4㎝（60入・陶） 3,300円

ミ023-166 織部透かしリム小鉢（手造り）  
φ16×5㎝（50入・陶） 3,250円

ミ023-176 赤絵小町 5.5平鉢  
φ17.2×5㎝（60入・陶） 3,250円

ミ023-186 プラチナ片上り向付  
18×18×8.3㎝（30入・磁） 3,250円

オ023-196 織部片口鉢  
20×17×5.5㎝（30入・陶） 3,200円

カ023-206 炭化ネイビーフラットM  
φ21×1.4㎝（30入・陶） 3,400円

ミ023-216 黒織部竹割り盛皿  
32×14×8㎝（30入・陶） 3,200円
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食洗機不可

食洗機不可

オ024-016 志野釉赤絵花鳥楕円9.0皿  
25.5×13.5×4㎝（50入・陶） 3,100円

ミ024-026 ピンク白吹二段向付  
21.5×19.5×7㎝（30入・磁） 3,100円

メ024-036 炭化窯変割山椒向付  
φ15×6.5㎝（60入・陶） 3,100円

ミ024-046 備前風六角高台向付  
20×17.2×4.8㎝（30入・陶） 3,000円

タ024-056 銀彩モザイク正角高台向付  
16.5×16.5×6㎝（30入・磁） 3,000円

ト024-066 織部砂目高台向付  
φ17.5×7㎝（40入・陶） 3,000円

オ024-076 駒筋角高台スクエアー台皿  
15.3×15.3×4.6㎝（30入・磁） 3,150円

テ024-086 真和陶金彩向付  
φ16×6㎝（50入） 3,000円

ツ024-096 天目白流片口6.0丼  
19.3×18×6.2㎝（50入・陶） 2,950円
ツ024-106 天目白流片口5.0丼  
16.5×15.5×5.6㎝（60入・陶） 2,650円

ミ024-116 銀彩二色吹アーチ型前菜皿  
20×17×6.5㎝（30入・磁） 2,900円

ミ024-126 備前風 タタキ丸向付  
φ20.5×3.2㎝（40入・陶） 2,880円

ミ024-136 渕赤黄とばし アーチ皿  
16.5×11.7×4.5㎝（50入・磁） 2,850円

ツ024-146 黒釉金彩長皿  
28.8×13.9×1.9㎝（20入・磁） 2,850円

ミ024-156 ピンク一珍輪花向付  
15.5×5.2㎝（60入・磁） 2,850円

ミ024-166 白唐津細十草片口切立鉢  
19.8×17.6×5.3㎝（30入・陶） 2,780円

ミ024-176 黒織部波口6.0盛鉢  
φ18.6×6.7㎝（30入・陶） 2,780円

ツ024-186 ラスター一珍 三ツ足ちぎり向付  
18.5×13×6.7㎝（40入・磁） 2,750円

ミ024-196 ヒワ吹朱紋舟型向付  
24.8×11×3.7㎝（50入・磁） 2,750円

ミ024-206 唐草角高台向付  
15.3×15.3×4.8㎝（30入・磁） 2,700円

ミ024-216 黒織部瓜絵三ッ葉割向付  
15×12.5×5.5㎝（40入・陶） 2,700円
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ミ025-016 灰釉ススキ6.0向付  
18.3×5.2㎝（30入・陶） 2,650円

ミ025-026 古染釣人 角和皿  
18×16×2.5㎝（50入・磁） 2,500円

ト025-036 渕黒金彩トチリ丸皿  
φ17×4.7㎝（40入・磁） 2,450円

タ025-046 銀彩水玉四方皿  
15.5×15.5×4.5㎝（40入・磁） 2,300円

カ025-056 渕銀黒マットたわみ鉢（大）  
φ19.6×5.5㎝（30入・磁） 2,500円
カ025-066 渕銀黒マットたわみ鉢（小）  
φ16.7×4.6㎝（40入・磁） 2,000円

カ025-076 渕金白マットたわみ鉢（大）  
φ19.6×5.5㎝（30入・磁） 2,500円
カ025-086 渕金白マットたわみ鉢（小）  
φ16.7×4.6㎝（40入・磁） 2,000円

ト025-096 緑釉 黄流し葉型8.5寸向付  
26×15.3×6㎝（20入・陶） 2,350円

ミ025-106 濃黄葉形 向付  
25.6×15×6㎝（40入・磁） 2,150円

オ025-116 トルコカイラギなぶり平鉢  
17.5×16×4.5㎝（40入・陶） 2,150円

ト025-126 春月角渕前菜皿  
17.5×17.5×3㎝（40入・磁） 2,300円

カ025-136 黄交趾かぶ型鉢  
18.8×15.5×8㎝（40入・磁） 2,160円

ア025-146 青白磁ちぎり向付  
19.7×18.2×4.5㎝（40入・強） 2,100円

ミ025-156 ヒワ吹白唐草たわみ皿  
22.5×18×2.7㎝（50入・磁） 2,100円

ミ025-166 黒伊賀格子角鉢  
15×12.5×8.2㎝（30入・磁） 2,100円

ミ025-176 湖水乱線割山椒向付  
φ17.3×4.2㎝（50入・磁） 2,000円

ツ025-186 白釉舟型向付  
25.3×10×7.3㎝（40入・磁） 1,950円
ツ025-196 白釉舟型前菜皿  
23.2×6.2×4.5㎝（50入・磁） 1,500円

ロ025-206 葵三ツ足6.0鉢  
φ18.4×5.5㎝（40入・磁） 1,850円

ミ025-216 伊賀火だすき三ツ足丸向付  
17×3.6㎝（60入・磁） 1,800円
ミ025-226 栃塗ワンタッチ持ち手（大）  
14.3×20.2㎝（300入） 1,450円

ミ025-236 青白波彫変形皿  
18.5×18×3.8㎝（60入・磁） 1,650円

ミ025-246 黄磁菊型5.3皿  
φ16.2×4㎝（60入・磁） 1,650円

25

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

刺身鉢・
千代口

割
烹
の
う
つ
わ

向　付

向付



ツ026-016 あら黒 ロックプレート（中）  
21×19×4.2㎝（30入・磁） 3,500円

ト026-026 粉引ヌリ分段付6.5鉢  
φ19×5.6㎝（40入・陶） 3,500円

オ026-036 紺筋十角鉢  
16.7×15.8×6.4㎝（50入・磁）（美濃焼） 3,300円

カ026-046 伊賀炎色切立6.5平皿  
φ20.4×2.3㎝（30入・陶） 3,100円

カ026-056 半掛錆正角皿  
16.5×16.5×3.7㎝（40入・磁） 3,100円

ホ026-066 織部スジ正角皿  
17×17×3.6㎝（40入・磁） 3,050円

オ026-076 ラスター三つ山点紋皿  
19.8×20×4.4㎝（40入・磁）（美濃焼） 3,000円

ト026-086 黒釉銀彩丸皿  
φ18.5×2.5㎝（30入・磁） 3,000円

オ026-096 金彩段付正角皿  
20.5×20.5×1.6㎝（40入・磁）（美濃焼） 3,000円

ツ026-106 正角一珍色十草前菜皿  
17.6×2.6㎝（40入・陶） 3,000円

ミ026-116 金流水楕円高台向付  
19.5×13.4×4.7㎝（30入・磁） 2,950円

ミ026-126 パールレッド正角皿  
16.7×16.7×3.8㎝（40入・磁） 2,900円

ツ026-136 染付一珍風車型小鉢  
28×12×5.7㎝（50入・磁） 2,850円

テ026-146 タコ唐草片口鉢  
16.8×14.2×6㎝（30入・陶） 2,850円

タ026-156 りんご花楕円鉢  
21×15×5.7㎝（30入・陶） 2,800円

ミ026-166 朝鮮唐津抹茶碗  
φ12.5×8.2㎝（80入・陶） 2,800円

ツ026-176 マリンブルー竹割型向付  
30.5×13×7.5㎝（30入・陶） 2,750円

ミ026-186 織部草花丸向付  
φ16.5×2.7㎝（60入・陶） 2,750円

テ026-196 粉引櫛目楕円和皿  
19.5×17.5×4.5㎝（60入・陶） 2,750円

オ026-206 ダミ丸紋角向付  
15.2×15.2×4.3㎝（60入・磁）（美濃焼） 2,750円
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キ027-016 渕錆マリンブルー両上り向付  
24.7×10.6×8.5㎝（40入・磁） 2,700円

オ027-026 タコ唐草六角変型向付  
20.5×17.5×4.8㎝（40入・陶） 2,700円

ト027-036 炭化黒切立鉢  
φ16.8×4㎝（40入・陶） 2,700円

オ027-046 九谷風四つ切皿  
18.1×18.1×3.2㎝（40入・磁）（美濃焼） 2,650円

ミ027-056 かいらぎ六角向付  
φ17×16.7×4.8㎝（30入・陶） 2,650円

ミ027-066 青白一珍プラチナ正角向付  
18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 2,650円

ツ027-076 織部玉渕7.0鉢  
21.5×19.5×6㎝（30入・陶） 2,600円

ア027-086 グリーンボール  
19.5×18.5×4.7㎝（40入・磁） 2,600円

ト027-096 青磁竹割前菜皿  
30.8×13×8㎝（40入・磁） 2,600円

ミ027-106 呉須刷毛格子 片口6.5鉢  
19.8×19×5.1㎝（40入・磁） 2,550円

ツ027-116 ラスター一珍 カップ置長角皿  
26.5×12.3×1.7㎝（40入） 3,000円

ツ027-126 格子花楕円鉢  
21.3×15.3×5.5㎝（40入・陶） 2,500円

ツ027-136 織部細十草長角60向付  
17.2×14.4×6㎝（30入・陶） 2,500円

ア027-146 グレース高台向付  
φ16.3×9㎝（30入・磁） 2,500円

ツ027-156 粉引拭取り変形6.5皿  
19.5×19.5×4.7㎝（40入・陶） 2,500円

ミ027-166 ピンクボカシラスタースライド皿  
φ18.5×2㎝（40入・磁） 2,500円

タ027-176 青白磁6.0角くぼみ鉢  
18×18×5㎝（40入・磁） 2,500円

テ027-186 トルコカイラギ輪花5.0鉢  
φ16×3.8㎝（60入・陶） 2,500円

テ027-196 織部吹き輪花5.0鉢  
φ16×3.8㎝（60入・陶） 2,500円

ト027-206 織部筋彫6寸向付  
19×16.5×5.2㎝（30入・陶） 2,500円
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ト028-016 四方入筋紋6.0皿  
17.5×17.5×2.6㎝（40入・磁） 2,500円

ミ028-026 伊賀火だすきスクエア皿  
18.5×18.5×3㎝（40入・磁） 2,480円

キ028-036 炭化土向付  
20.5×19.2×5㎝（40入・陶） 2,450円

ツ028-046 黒マット線彫正角皿（中）  
14×4.5㎝（30入・磁） 2,400円
ツ028-056 黒マット線彫正角皿（小）  
12×6㎝（40入・磁） 2,300円

ツ028-066 格子花三ツ足5.0鉢  
φ15.3×7㎝（40入・陶） 2,400円

カ028-076 ジャパネスク平鉢  
φ16.8×5㎝（40入・陶） 2,350円

ト028-086 鼠志野カブ向付  
17.3×16.6×5.7㎝（40入・陶） 2,350円

ロ028-096 淡雪 向付  
φ18×4㎝（40入・強） 2,320円

ホ028-106 オレンジスイングボール（大）  
φ19.5×6.2㎝（40入・磁） 2,300円
ホ028-116 オレンジスイングボール（小）  
φ16.5×4㎝（60入・磁） 1,900円

キ028-126 オレンジ吹ラスター勾玉平鉢（中）  
16.7×16×4㎝（60入・磁） 2,250円

キ028-136 パープル吹ラスター勾玉平鉢（中）  
16.7×16×4㎝（60入・磁） 2,250円

ツ028-146 織部錆絵舟型向付  
26.1×11.2×4.4㎝（40入・陶） 2,250円

ツ028-156 黒釉両上り向付  
24×10×8㎝（30入・陶） 2,250円

ツ028-166 白志野ぶどうマルチ角鉢  
14.8×12.3×8.2㎝（30入・磁） 2,200円

オ028-176 桜志野平鉢（大）  
φ22.5×5.5㎝（40入・磁） 2,180円

ト028-186 ルリ釉 菊彫楕円皿  
21.8×16×5㎝（20入・磁） 2,150円

ミ028-196 十文字小花耳付向付  
19.5×12.5×4.2㎝（60入・磁） 2,100円

カ028-206 黒陶粉引菊花浅鉢  
φ18.4×3.8㎝（30入・陶） 2,100円

カ028-216 飴釉菊花浅鉢  
φ18.4×3.8㎝（30入・陶） 2,100円

ア028-226 黄釉角中皿  
19.7×15.4×2.7㎝（40入・磁） 2,050円
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ロ029-016 ラスター花散らし変型サラダボール（ピンク）  
21×14.5×6.6㎝（30入・強） 2,210円

ネ029-026 葉月 中 ゆず黒流し  
28.5×11.4×3.5㎝（40入・陶） 2,050円
ネ029-036 葉月 小 ゆず黒流し  
18.1×9.3×4.8㎝（50入・陶） 1,280円

ロ029-046 東山楕円向付  
18×15.5×4.8㎝（60入・陶） 2,050円

ツ029-056 備前なぶり手5.0鉢  
17.5×16×4㎝（40入・陶） 2,050円

ロ029-066 紺勾玉平鉢  
φ19.3×5.4㎝（50入・強） 2,110円

ト029-076 銀吹クシメ切立向付  
φ13.3×6㎝（40入・陶） 1,950円

ウ029-086 織部塗分正角皿  
17.5×17.5×4㎝（40入・強） 1,900円

キ029-096 炭化土丸向付  
19×18.2×4.2㎝（40入・陶） 1,650円

ト029-106 青呉須貼合せ向付  
18.5×14.2×6㎝（30入・磁） 1,750円

ト029-116 紅柚子貼合（見込灰釉）向付  
18.5×14.2×6㎝（30入・磁） 1,750円

ミ029-126 黒釉桜花スロープ向付  
16×15.6×5㎝（60入・磁） 1,400円

ミ029-136 青地赤絵角向付  
17.5×14.5×2.7㎝（60入・磁） 1,300円

ツ029-146 和黒（わっこく） ちぎり前菜皿  
21.5×15×4㎝（40入・陶） 1,200円

ト029-156 あたご前菜皿  
21×17×4㎝（30入・磁） 1,150円

イ029-166 ビードロ角鉢  
18.5×18.2×5.5㎝（50入・磁） 1,050円

イ029-176 緑釉千段角盛鉢  
φ19.5×5.5㎝（40入・磁） 1,000円

イ029-186 緑釉ジャバラ盛皿  
23×19×5㎝（40入・磁） 1,000円

カ029-196 黒金色流し彫十草型多用鉢  
φ20×4.2㎝（40入・磁） 950円

カ029-206 金色流し彫十草型多用鉢  
φ20×4.2㎝（40入・磁） 830円

ミ029-216 窯変金彩5.5浅鉢  
φ17×4㎝（80入・磁） 800円
ミ029-226 窯変金彩3.8浅鉢  
φ12×3㎝（120入・磁） 380円
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カ030-016 福の字楕円中鉢  
16×14.7×4.5㎝（40入・強） 3,800円

ア030-026 むらさきパール高台皿  
16×11.5×4.3㎝（40入・磁） 3,400円

ミ030-036 備前灰吹トジメ向付  
18.4×10.2×6.5㎝（40入・陶） 3,350円

ロ030-046 金吹雪向付  
22.8×10×7㎝（40入・強） 3,260円
ロ030-056 金吹雪小鉢  
17.3×8.1×5.5㎝（80入・強） 2,690円

カ030-066 弥七田三ツ押向付  
13.5×5.7㎝（40入・磁） 3,050円

ア030-076 パール合わせ小鉢  
18.5×11.8×6.5㎝（40入・磁） 2,900円

メ030-086 灰釉粉引片口小鉢  
12×11×4.8㎝（90入・陶）（信楽焼） 2,950円

カ030-096 ゴールド線模様三つ押向付  
φ13.5×5.6㎝（40入・磁） 2,900円

ミ030-106 京柳長角向付  
12.5×8.5×6.5㎝（30入・磁） 2,800円

ト030-116 バイオレット二重小鉢  
17.2×11.5×6.5㎝（40入・磁） 2,800円

タ030-126 ピンクラスター花型向付  
14.8×14.5×5.7㎝（60入・強） 2,800円

ツ030-136 ラスター一珍 ひさご三ツ足向付  
19×16×5㎝（40入・磁） 2,750円

カ030-146 加茂川花型透し向付  
φ16×5.3㎝（30入・強） 2,700円

オ030-156 九谷風正角向付  
14.8×14.8×3㎝（60入・磁）（美濃焼） 2,650円

タ030-166 草花四方なぶり小丼  
13.5×6.5㎝（60入・磁）（有田焼） 2,550円

ミ030-176 灰吹ソギ45丸鉢  
φ14.5×5.3㎝（40入・陶） 2,560円

ツ030-186 マリンブルー吹木ノ葉型向付  
18×16.5×6㎝（50入・陶） 2,550円

テ030-196 荒土ブルー四ッ押向付  
φ16×5㎝（30入） 2,500円

ミ030-206 青白瓷足付四方皿  
17.2×16×4㎝（40入・磁） 2,500円

タ030-216 白釉和紙5.0高台皿  
15.5×14×4.5㎝（40入・磁） 2,400円

タ030-226 プラチナ正角4.5高台皿  
13.5×6㎝（30入・磁） 2,300円

カ030-236 銀サビ黒ちぎり角皿（中）  
φ17.7×16×5㎝（50入・磁） 2,300円

ア030-246 小枝四方向付  
16×12.3×4.2㎝（60入・磁） 2,300円

オ030-256 黒織部南天角向付  
16.7×14.3×4.7㎝（60入・磁） 2,250円
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ミ031-016 黒織部長角小鉢  
16×8.3×4㎝（60入・磁） 2,250円

ミ031-026 舞小花花形多菜鉢  
φ14.7×4㎝（60入・磁） 2,250円

ミ031-036 桜木コバルトちぎり向付  
16.8×12.6×6㎝（60入・磁） 2,200円

ウ031-046 ネジリ赤絵花フルーツ皿  
φ16×3.5㎝（100入・強） 2,200円

オ031-056 タコ唐草楕円皿  
22×15×4.7㎝（40入・陶） 2,150円

ウ031-066 ネジリ赤絵花朝顔型5.0鉢  
φ16.5×4.5㎝（100入・強） 2,300円
ウ031-076 ネジリ赤絵花朝顔型4.5鉢  
φ14×3.5㎝（120入・強） 2,050円

ツ031-086 黒土萬月高台5.0皿  
15.6×11.5×4.4㎝（60入・磁） 2,150円

テ031-096 赤絵丸紋三つ足向付  
φ14×5.5㎝（50入） 2,150円

ロ031-106 海老画四方型向付  
16.2×12.3×4.5㎝（40入・強） 2,110円

ト031-116 備前ケズリ皿  
φ17.8×2.8㎝（50入・陶） 2,000円

ロ031-126 白油滴刷毛変型角刺身鉢  
17.5×14.5×5.6㎝（60入・陶） 2,050円

ネ031-136 黒いぶし厚楕円中鉢  
17.8×16.5×6㎝（40入・陶） 2,000円

テ031-146 二ツ山オボロ織部向付  
17×13.5×5.3㎝（60入・陶） 2,000円

ネ031-156 織部たこ唐草ひねり4.5寸鉢  
15.5×14×4.8㎝（40入・陶） 2,000円

ロ031-166 御深井呉須刷毛5.5平鉢  
φ16.7×5.7㎝（50入・陶） 1,990円

ミ031-176 黒陶吹片口5.0鉢  
16.5×15.3×5.7㎝（30入・陶） 1,920円

ミ031-186 湖水青白四方小鉢  
13×13×7.6㎝（60入・磁） 1,950円

ツ031-196 ルリ紺葉型向付  
20×13.5×6㎝（40入・磁） 1,900円

ロ031-206 あけぼの多用皿  
23.5×12×3.8㎝（40入・強） 1,950円

ネ031-216 いぶし反浅中鉢  
φ16.7×4.4㎝（40入・陶） 1,980円
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ミ032-016 灰釉井桁向付  
17.5×11.2×50㎝（50入・磁） 1,980円

オ032-026 タコ唐草楕円前菜皿  
22.7×10.2×3.7㎝（50入・陶） 1,930円

ホ032-036 ゴス刷毛6.0深皿  
18×3.5㎝（40入・磁） 1,920円

ト032-046 金結晶正角向付  
14.3×14.3×4.7㎝（60入・磁） 1,920円

ミ032-056 粉引サクランボ楕円鉢  
17×12.2×6.5㎝（磁） 1,900円

ツ032-066 天目白流6.0深皿  
18.8×18×3.3㎝（40入・陶） 1,800円

ミ032-076 かいらぎ70木の葉皿  
22×13×3.5㎝（60入・陶） 1,850円

ア032-086 ゴールデングレーステトラボール  
16.7×16.7×3.3㎝（60入・強） 1,850円

ツ032-096 カイラギくしめ波型深皿  
18×3.5㎝（50入・陶） 1,850円

イ032-106 湯の花ゼブラ高台5.0皿  
φ16.5×5㎝（40入・陶） 1,800円
イ032-116 湯の花ゼブラ高台4.0皿  
φ14×5㎝（60入・陶） 1,300円

イ032-126 ゴールドゼブラ高台5.0皿  
φ16.5×5㎝（40入・陶） 1,800円
イ032-136 ゴールドゼブラ高台4.0皿  
φ14×5㎝（60入・陶） 1,300円

ウ032-146 赤楽花型向付  
φ18.5×5.5㎝（40入・陶） 1,800円

イ032-156 イブシ黒 平鉢  
φ19×4.7㎝（60入・陶） 1,850円

ロ032-166 赤絵花つなぎすげ傘向付  
17.5×15×5.5㎝（40入・陶） 2,050円

ネ032-176 大和扇大鉢  
20.5×18.2×5.5㎝（20入・磁） 1,750円

カ032-186 黒備前渦高台5.0皿  
φ17×4.8㎝（40入・磁） 1,750円

ミ032-196 渕金コバルト梅型向付  
20.5×16.5㎝（60入・磁） 1,750円

オ032-206 桜志野平鉢（中）  
φ19×4.5㎝（60入・磁） 1,720円

ホ032-216 金結晶高台向付  
φ16×5.8㎝（60入・磁） 1,700円

ア032-226 金彩三ツ足向付  
φ15.3×4㎝（60入・陶） 1,700円

ロ032-236 紅結晶花型6.0鉢  
φ17.8×4.3㎝（40入・磁） 1,700円
ロ032-246 紅結晶花型5.5鉢  
φ15.2×4.3㎝（60入・磁） 1,300円

ア032-256 手造り唐草赤平鉢  
φ15.5×4㎝（60入・磁） 1,650円

ウ032-266 赤楽四方皿  
15×15×2.5㎝（40入・陶） 1,650円

カ032-276 サビ釉高台5寸鉢  
φ18×4.5㎝（40入・陶） 1,650円
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ユ033-016 赤絵花正角浅鉢  
15.5×3㎝（40入・陶） 1,650円

オ033-026 モダン十草楕円鉢（大）  
17.7×13.3×7.5㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,650円
オ033-036 モダン十草楕円鉢（小）  
14.5×11×6.8㎝（80入・磁）（美濃焼） 1,200円

ユ033-046 うるし流水（青）5.0鉢  
φ15×6㎝（40入・陶） 1,600円

ユ033-056 うるし流水（赤）5.0鉢  
φ14.5×6㎝（40入・陶） 1,600円

ロ033-066 白油滴刷毛正角6寸鉢  
17.6×17.6×4.2㎝（60入・陶） 1,620円

ユ033-076 銀彩結晶楕円向付  
17×13.5×5.5㎝（40入・陶） 1,600円

カ033-086 白天目麦5.5鉄鉢  
φ15.7×6.2㎝（40入・陶） 1,600円

オ033-096 白磁染付ちぎり5.5向付  
17.5×15.5×4㎝（60入・磁） 1,600円

テ033-106 波唐草6.0皿  
19×13㎝（50入・磁） 1,600円

ホ033-116 青磁三ツ押鉢  
φ16.5×5㎝（60入・磁） 1,580円

ハ033-126 荒ソギ刺身鉢  
14.5×14.5×5.8㎝（48入・陶） 1,550円

ア033-136 手造り唐草青平鉢  
φ15.5×4㎝（60入・磁） 1,550円

ロ033-146 二色水玉向付  
17.5×10.5×6㎝（60入・強） 1,550円

オ033-156 梅花型鉢  
φ17.9×3.8㎝（50入・磁） 1,520円

ト033-166 竹節6寸角皿  
19×18.2×4.3㎝（40入・磁） 1,500円

カ033-176 黄瀬戸織部重ね皿（中）  
18.7×18.7×4.8㎝（30入・陶） 1,500円

ツ033-186 クリーム 5.0高台皿  
φ16.5×5.5㎝（30入・磁） 1,450円

カ033-196 窯変金彩ストライプ7.0皿  
φ19.5×4㎝（30入・磁） 1,400円

ミ033-206 手書きぶどうなぶり向付  
15.6×15.2×5.3㎝（60入・磁） 1,400円

ミ033-216 風船水玉貫入なぶり向付  
15.6×15.2×5.3㎝（60入・磁） 1,350円

ミ033-226 染付土瓶絵なぶり向付  
15.6×15.2×5.3㎝（60入・磁） 1,350円

ネ033-236 黄河三方掛タタラ皿  
22×17×3.7㎝（60入・磁） 1,340円

カ033-246 赤絵金彩5.5平鉢  
φ17.6×5㎝（40入・磁） 1,300円

ロ033-256 信楽吹向付  
17.5×10.5×6㎝（60入・磁） 1,360円
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ネ034-016 手描き織部十草たわみ取り鉢  
16×14.5×5.3㎝（60入・陶） 2,500円

ミ034-026 プラチナ花形多菜鉢  
φ14.7×4㎝（60入・磁） 2,300円

ネ034-036 グリーン伊賀三押5.0鉢  
φ16×4.6㎝（60入・陶） 2,150円
ネ034-046 グリーン伊賀三押4.0鉢  
φ12.2×3.8㎝（80入・陶） 1,150円

ウ034-056 黒うず高台トレイ（大）  
φ15.4×6.4㎝（40入・磁） 1,950円
ウ034-066 黒うず高台トレイ（中）  
φ12.4×5.4㎝（60入・磁） 1,500円

ア034-076 金彩織部三つ足向付  
φ15.5×3.8㎝（40入・磁） 1,950円

ホ034-086 緑トルコ楕円鉢  
16.8×13×5.5㎝（50入・磁） 1,860円

ア034-096 金彩若草楕円向付  
17×14.5×4㎝（60入・強） 1,850円

ミ034-106 若草多菜鉢  
φ15×4.3㎝（60入・磁） 1,850円

ツ034-116 天目白流5.0平向付  
φ16.5×3.5㎝（40入・陶） 1,840円

ト034-126 青磁のし型小鉢  
16×15×9㎝（50入・磁） 1,820円

ト034-136 赤柚子 5.5平鉢  
φ17.2×4.1㎝（30入・磁） 1,820円

イ034-146 織部特台 4.0皿  
φ14×8㎝（40入・陶） 1,800円

ユ034-156 淡雪二色吹花型5.0鉢  
φ15×4㎝（40入・磁） 1,650円

ア034-166 琥珀スクエアボール中  
15.7×15.7×5.3㎝（60入・磁） 1,550円

ロ034-176 新緑5.0ボール  
φ15.5×5㎝（80入・陶） 1,540円

ミ034-186 ヒワ吹5.5高杯鉢  
φ16.3×9㎝（40入・磁） 1,500円

ツ034-196 白釉割山椒向付  
13.5×13×8.6㎝（30入・磁） 1,500円

ツ034-206 黒釉割山椒向付  
13.5×13×8.6㎝（30入・磁） 1,500円

ホ034-216 織部唐草4.0平鉢  
16×13.5×4.3㎝（60入・陶） 1,450円

ア034-226 青磁四方上がり15㎝正角皿  
15.2×15.3×2.5㎝（60入・磁） 1,400円

ア034-236 とちりかんな三つ足16㎝皿  
φ16.2×3.2㎝（60入・陶） 1,400円
ア034-246 とちりかんな三つ足14㎝皿  
φ14×3㎝（100入・陶） 1,100円

ツ034-256 青白磁変形笹型前菜皿  
21.5×10.5×4.5㎝（50入・磁） 1,350円

ア034-266 手描き赤絵万暦手造り風平鉢  
φ16.7×5㎝（60入・磁） 1,350円

ハ034-276 渦刷毛片口中鉢  
18×16.5×7㎝（80入・磁） 1,350円
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ア035-016 手描き色絵草花だ円鉢 大  
16.7×15×5.2㎝（60入・磁） 1,350円

ミ035-026 紅柚子唐草五角 和皿  
16×16×3.3㎝（100入・磁） 1,300円

ミ035-036 手書きかぶらスロープ向付  
16×15.6×5㎝（60入・磁） 1,300円

タ035-046 エメラルドグリーン5.5浅鉢  
17.8×17.1×4.1㎝（40入・陶） 1,300円

ミ035-056 つなぎ水玉スロープ向付  
16×15.6×5㎝（60入・磁） 1,300円
ミ035-066 つなぎ水玉スロープ平小鉢  
12.5×12.3×4㎝（100入・磁） 860円

ネ035-076 黒桜トルコブルーなぶり5.0鉢  
φ15.4×4.7㎝（60入・磁） 1,250円

カ035-086 呉須巻変形5寸鉢  
15.3×14.8×4㎝（50入・磁） 1,350円

カ035-096 粉引刷毛目楕円5.0寸鉢  
16×15×5.8㎝（50入・陶） 1,400円
カ035-106 粉引刷毛目楕円4.5寸鉢  
13.5×13×6㎝（60入・陶） 1,250円

カ035-116 銀彩黒楕円5.0鉢  
17.5×13.4×5.1㎝（40入・磁） 1,250円

ネ035-126 化粧刷毛なぶり5.0鉢  
φ15.5×4.7㎝（60入・磁） 1,250円

ハ035-136 若葉6.0盛鉢  
φ18.3×7.5㎝（60入・磁） 1,250円

オ035-146 桜志野平鉢（小）  
φ16.4×5.1㎝（80入・磁） 1,250円

カ035-156 柿すだれ荒ソキ17㎝中鉢  
17×17×3.8㎝（30入・磁） 1,300円

ツ035-166 黒志野四つ足多用鉢  
18×18×5㎝（40入・磁） 1,200円

カ035-176 黄河たまご5.0鉢  
17.5×14.5×6㎝（50入・磁） 1,350円

カ035-186 渕錆灰釉4.8煮物鉢  
15.7×4.5㎝（36入・磁） 1,200円

ア035-196 備前風オーバル向付  
19×18×4.7㎝（60入・磁） 1,200円

カ035-206 筋リム4.5高台皿  
φ15×4㎝（50入・磁） 1,400円

キ035-216 黒吹たわみ5.5向付  
16.8×16.2×4.6㎝（40入・磁） 1,200円

ヤ035-226 手描山茶花5寸平鉢  
φ17.5×5㎝（60入・磁） 1,200円

ミ035-236 粉引花絵向付  
φ16.5×4.5㎝（60入・磁） 1,200円

ア035-246 黒吹沓形三つ足向付  
21×16×3.6㎝（60入・磁） 1,200円

カ035-256 武山5.5浅鉢  
17.8×4㎝（50入・磁） 1,400円

ミ035-266 信楽吹6.0楕円深皿  
20×13.6×3.4㎝（60入・磁） 1,180円
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ホ036-016 赤銀彩15㎝切立正角皿  
14.5×14.5×2.5㎝（50入・磁） 1,180円

ミ036-026 青白磁片口向付  
17×16.5×5.2㎝（60入・磁） 1,150円

ウ036-036 ヒワ貫入輪花向付  
φ15.6×4.8㎝（60入・陶） 1,150円

ネ036-046 かごクラフト 16浅鉢 飴  
φ16.4×4.4㎝（60入・磁） 1,150円

ホ036-056 ブルー5.0変形鉢  
16×15×4.5㎝（60入・磁） 1,150円

イ036-066 織部マス入り手造り5寸鉢  
φ16×5.5㎝（60入・磁） 1,100円

ハ036-076 間取赤絵浅鉢  
φ16.7×5㎝（60入・磁） 1,100円

カ036-086 織部格子四角鉢（中）  
15.6×15.6×3.4㎝（40入・磁） 1,100円

ロ036-096 葵三ツ足5.0鉢  
φ15.2×4.7㎝（60入・磁） 1,150円

カ036-106 雫石5.0鉢  
φ16.6×4.2㎝（60入・磁） 1,050円

ユ036-116 藍虹味 手造風舟型鉢  
17×11.5×5.5㎝（50入・磁） 1,050円

ユ036-126 二彩吹 手造風舟型鉢  
17×11.5×5.5㎝（50入・磁） 1,050円

ホ036-136 青白磁岩清水向付  
φ15×5㎝（60入・磁） 1,050円

ア036-146 白釉片口鉢  
17×16×5.2㎝（60入・磁） 1,000円

ア036-156 白釉中鉢  
17.2×15.8×5㎝（60入・磁） 1,000円

ユ036-166 藍虹味 手造風角鉢  
13×13×6㎝（50入・磁） 1,000円

イ036-176 緑釉六角鉢  
18.5×16.5×3.7㎝（60入・磁） 1,000円

ア036-186 黒釉たたら風平鉢  
φ17×4.4㎝（60入・磁） 1,000円

ホ036-196 トルコまゆ型鉢  
20×16×3㎝（40入・陶） 1,000円

イ036-206 手切り型角盛皿  
φ17.5×3.5㎝（40入・陶） 1,000円

タ036-216 灰釉たわみ鉢  
17.3×16×4.7㎝（40入・陶） 1,000円

ミ036-226 白釉波形60鉢  
φ19×4.5㎝（40入・磁） 980円

タ036-236 黒備前荒そぎ中鉢  
17×17×3.8㎝（40入・陶） 990円

ハ036-246 吹雪石目6.0鉢  
φ19.4×4.9㎝（60入・磁） 880円
ハ036-256 吹雪石目4.0鉢  
φ12.7×3.7㎝（120入・磁） 530円
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ユ037-016 二彩吹 なす型鉢  
17.5×12×5.5㎝（50入・磁） 950円

ユ037-026 藍虹味 なす型鉢  
17.5×12×5.5㎝（50入・磁） 950円

ヨ037-036 穂波煮物鉢  
15.5×15.5×5.5㎝（60入・陶） 950円

ユ037-046 黄瀬戸織部吹梅型5.0鉢  
φ15.5×5.5㎝（40入・陶） 950円

ツ037-056 黒志野四つ足楕円皿  
23.5×14×4㎝（40入・磁） 910円

ホ037-066 グリーン吹四角中鉢  
15.5×15.5×4㎝（40入・磁） 960円

ア037-076 黒釉切立長角皿  
21.5×12×2.1㎝（60入・磁） 900円

ハ037-086 朱音5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（90入・磁） 850円

ユ037-096 黄瀬戸織部吹5.5浅鉢  
φ17×4㎝（60入・陶） 850円

ユ037-106 織部5.5浅鉢  
φ17×4㎝（60入・陶） 850円

ツ037-116 四方均窯5.0鉢  
φ15.8×4.5㎝（60入・磁） 830円

ア037-126 すぷらっしゅ和み楕円18㎝鉢  
18×17×5.7㎝（40入・磁） 900円

ネ037-136 黄河片口5.0深皿  
φ17×3.4㎝（60入・磁） 750円

ツ037-146 白筋なしネタ皿（大）  
22.7×12.5×2.7㎝（50入・磁） 880円
ツ037-156 白筋入りネタ皿（小）  
20.6×9.5×2.3㎝（60入・磁） 770円

タ037-166 紺斑点うず型5.5平鉢  
φ17.5×4.5㎝（60入・磁） 820円
タ037-176 紺斑点うず型取鉢  
φ14.3×4.5㎝（80入・磁） 600円

タ037-186 星雲うず型5.5平鉢  
φ17.5×4.5㎝（60入・磁） 850円
タ037-196 星雲うず型取鉢  
φ14.3×4.5㎝（80入・磁） 630円

カ037-206 白いらぼ5.5平鉢  
φ18×5㎝（40入・磁） 650円

カ037-216 備前風切立14㎝鉢  
14×14×3.7㎝（60入・磁） 850円

ア037-226 瑠璃変形平鉢大  
φ16.5×4.1㎝（60入・磁） 800円

ア037-236 朱華向付  
φ16.5×4.5㎝（40入・磁） 730円

ホ037-246 櫛目紋5.5向付  
φ16.8×3.8㎝（60入・磁） 480円

ヤ037-256 花山 六兵衛5.5浅鉢  
φ16.8×4.5㎝（80入・磁）（美濃焼） 390円

ヤ037-266 タコ唐草 六兵衛5.5浅鉢  
φ16.8×4.5㎝（80入・磁）（美濃焼） 360円

ヤ037-276 藍染唐草 六兵衛5.5浅鉢  
φ16.8×4.5㎝（80入・磁）（美濃焼） 390円
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ホ038-016 粉引赤絵花中鉢（作家物）  
16×6㎝（40入・陶） 4,200円
ホ038-026 粉引赤絵花小鉢（作家物）  
13.5×5㎝（60入・陶） 3,300円

メ038-036 渕荒粉引4.0楕円鉢  
13×11.5×6.5㎝（40入・陶） 3,650円

カ038-046 黄灰釉煮物鉢  
φ14×6.4㎝（40入・陶） 4,000円

カ038-056 色十草楕円向付  
14.5×11×5.7㎝（40入・磁） 3,900円

メ038-066 刷毛目あみがさ小鉢  
15×13×6㎝（90入・陶） 3,750円

ツ038-076 双葉トルコ舟型小鉢  
20×8.5×9㎝（30入・陶） 3,500円

メ038-086 灰みかげ高台鉢  
φ15×6㎝（50入・陶） 3,450円

ト038-096 粉引太そぎ反5.5鉢  
φ17.4×5.2㎝（30入・陶） 3,200円
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カ039-016 荒粉引切立向付  
φ14.5×3.5㎝（25入・陶） 3,100円

メ039-026 赤絵向付  
φ14.8×55㎝（80入・陶）（信楽焼） 3,050円

オ039-036 タコ唐草くつ型中鉢  
17.5×11×6㎝（50入・陶） 2,900円

ネ039-046 黒陶ひさご型向付  
13.8×13.5×4㎝（60入・陶） 2,860円

ト039-056 プラチナライン反型向付  
φ17×8㎝（25入・磁） 2,800円

タ039-066 珠玉小丼  
14×13×7.1㎝（40入・磁）（有田焼） 2,750円

ト039-076 織部乱線切立鉢中  
φ14.8×6.4㎝（50入・陶） 2,750円
ト039-086 織部乱線切立鉢小  
φ13.8×7.7㎝（50入・陶） 2,750円

オ039-096 タコ唐草変形片口6.0鉢  
18.5×13.5×8㎝（40入・陶） 2,750円

ミ039-106 黒織部 向付  
14.3×14.3×4.7㎝（60入・陶） 2,550円

ロ039-116 ピンク吹八角向付  
φ12.7×7㎝（60入・強） 2,540円

ミ039-126 むさし野片口小鉢  
17×13.8×7㎝（60入・陶） 2,500円

カ039-136 金彩片口平鉢  
φ14.5×4㎝（60入・強） 2,500円
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ウ040-016 文字市松木甲皿  
17.5×13.5×3.3㎝（40入・強）（美濃焼） 2,990円

ツ040-026 飴釉金タタキ アーチ型中鉢（中）  
14×14×4.8㎝（40入・磁） 2,650円
ツ040-036 飴釉金タタキ アーチ型小鉢（小）  
11.2×11.2×6㎝（50入・磁） 2,200円

ト040-046 トルコカイラギ切立鉢  
φ12.7×5.1㎝（40入・陶） 2,400円

ミ040-056 かれすすき抹茶型小鉢  
φ12×6.5㎝（60入・陶） 2,400円

ホ040-066 本粉引かぶらだえん小鉢  
15×13×6㎝（50入・陶） 2,350円

ロ040-076 鉄仙花ヒワ八角5.0鉢  
15.6×15×5.8㎝（40入・磁） 2,350円
ロ040-086 鉄仙花ヒワ八角4.0鉢  
12.5×12.2×4.8㎝（60入・磁） 1,500円

ウ040-096 百人一首仁清風三方鉢  
15.2×15.2×5.2㎝（40入・強） 2,340円

ト040-106 いぶし三ツ足向付  
φ16×4.5㎝（50入・陶） 2,300円

ミ040-116 白マットサビ流し変型高台小鉢  
14.7×13.7×8㎝（48入・磁） 2,250円

ミ040-126 花びら小鉢  
14.5×10.7×5.3㎝（60入・磁） 2,250円

タ040-136 流水ラスター楕円鉢  
16.8×10.8×4.8㎝（60入・磁） 2,200円

ト040-146 かいらぎ黄オフケ5寸鉢  
φ15.8×6㎝（80入・陶） 2,200円

オ040-156 黒織部南天片口ひさご鉢  
15.2×11.8×7.1㎝（60入・陶） 2,150円

ミ040-166 若草流水小花石庭小鉢  
14.5×12.5×6㎝（60入・磁） 2,150円

テ040-176 粉引楕円鉢  
16×14.3×5.5㎝（60入・陶） 2,150円

ア040-186 若草金彩楕円中鉢  
17×13.8×5㎝（40入・磁） 2,150円

ミ040-196 ピンクラスター三ケ月4.5小鉢  
13.5×11.2×8.8㎝（60入・磁） 2,100円

ア040-206 せきらん八角たもり鉢小  
φ13.2×7.2㎝（80入・磁） 2,100円

ロ040-216 御深井ひねり向付  
φ15.5×6.3㎝（60入・陶） 2,100円

ト040-226 翠玉木の葉5.3多用鉢  
16.3×14.2×5.2㎝（60入・磁） 2,100円

ア040-236 obi 15.5㎝鉢  
φ15.6×6㎝（60入・磁） 2,100円

タ040-246 グリーンピンク吹桔梗渕小丼  
φ13×6.5㎝（40入・磁）（有田焼） 2,100円

カ040-256 白練リンカ16㎝ボウル  
φ16.5×5㎝（50入・磁） 2,100円
カ040-266 白練リンカ12㎝ボウル  
φ12×4.4㎝（80入・磁） 1,250円

ミ040-276 朱巻唐草花楕円鉢  
17.2×12.2×6.7㎝（60入・磁） 2,100円
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ツ041-016 サビ散らし5.0向付  
φ15.5×5.7㎝（40入・陶） 2,050円

ウ041-026 三彩流し5.0片口平鉢  
16.5×15×4.2㎝（60入・磁） 2,000円

ト041-036 みのりぶどう4.5花型鉢  
φ13.9×5㎝（60入・陶） 2,000円

ツ041-046 備前くしめ5.0向付  
φ16×5㎝（50入・陶） 1,950円

ミ041-056 釉裏紅水玉十草変形小鉢  
15.2×11.2×6.3㎝（80入・磁） 1,950円

ミ041-066 京天目沓型鉢  
φ12.4×5.8㎝（陶） 1,950円

キ041-076 パープル吹ラスター勾玉平鉢（小）  
14.4×13.9×4㎝（80入・磁） 1,900円

キ041-086 オレンジ吹ラスター勾玉平鉢（小）  
14.4×13.9×4㎝（80入・磁） 1,900円

ツ041-096 粉引なぶり5.0鉢  
18×16×4.5㎝（50入・陶） 1,950円

タ041-106 ラスターヒワ吹5.5平鉢  
φ16.5×5㎝（60入・強） 1,900円

オ041-116 タコ唐草三ツ足小鉢  
φ13.7×6㎝（80入・陶） 1,850円

ロ041-126 志野 片口鉢  
14.5×13.5×9㎝（60入・磁） 1,850円

ロ041-136 うすみどり 片口鉢  
14.5×13.5×9㎝（60入・磁） 1,850円

テ041-146 赤楽黒吹柿中鉢  
15×14×5.8㎝（60入・陶） 1,850円
テ041-156 赤楽黒吹柿小鉢  
12.5×11.8×5㎝（80入・陶） 1,350円

オ041-166 タコ唐草変型小鉢  
14.4×11.5×6.5㎝（60入・磁） 1,820円

タ041-176 ブルー吹彫刻楕円型小丼  
14×10×6.5㎝（60入・磁）（有田焼） 1,800円

タ041-186 コバルト釉六方なぶり小丼  
φ13×6㎝（60入・磁）（有田焼） 1,800円

カ041-196 渕金白マットリムボール（小）  
φ16×4㎝（40入・磁） 1,750円

ネ041-206 鉄ペーパー片口ボール（中）  
17×14×6.2㎝（40入・磁） 1,750円

ネ041-216 漆ブラウン片口ボウル中  
17.2×14×6㎝（60入・磁） 1,750円

ロ041-226 石垣志野5.0鉢  
φ16.8×5.5㎝（60入・磁） 1,750円

カ041-236 ブロスゆららM  
φ15.8×6.6㎝（40入・磁） 1,700円

ト041-246 唐津刷毛目片口小鉢  
15×14×5.8㎝（60入・陶） 1,650円

ツ041-256 塗分織部十草三ツ足向付  
φ14.5×5㎝（50入・陶） 1,650円
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ネ042-016 粉引刷毛楕円向付  
16.2×15×3.8㎝（40入・磁） 1,650円

ロ042-026 うすみどり そら豆型鉢  
27.5×9.5×4.3㎝（40入・磁） 1,660円

ロ042-036 志野 そら豆型鉢  
27.5×9.5×4.3㎝（40入・磁） 1,660円

オ042-046 モダン十草片口5.5鉢  
17.2×15.9×5.8㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,650円
オ042-056 モダン十草片口3.5鉢  
11.2×10.4×4.4㎝（120入・磁）（美濃焼） 1,000円

カ042-066 虹彩山型ボール  
15×15×7.6㎝（30入・磁） 1,600円

ア042-076 藍古染平鉢  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 1,600円

カ042-086 スーパー青白磁石目角小鉢  
12.3×12.3×5.5㎝（60入・強） 1,600円

ネ042-096 灰釉ビードロ向付鉢  
φ13.5×4.6㎝（60入・陶） 1,550円

ミ042-106 錦朱呉須刷毛ケズリ八角小鉢  
φ13.5×7.4㎝（60入・磁） 1,520円

テ042-116 黒伊賀中白八角中鉢  
φ13.5×7.2㎝（80入・磁） 1,500円

ツ042-126 粉引染付反4.0小鉢  
13×7.3㎝（60入・陶） 1,500円

ツ042-136 黒伊賀金ライン変形小鉢  
14.8×11×6.3㎝（50入・磁） 1,500円

ア042-146 赤絵唐草鉢  
φ14×5.5㎝（60入・磁） 1,500円

ア042-156 黄釉片口小鉢  
14×13.5×6㎝（80入・磁） 1,500円

ツ042-166 天目白流5.0ボール  
φ15×4㎝（50入・陶） 1,500円

ミ042-176 とんぼ石庭小鉢  
14.7×12.3×6.3㎝（80入・磁） 1,500円

ウ042-186 御本粉引三角鉢（大）  
15.4×15.3×6.1㎝（60入・陶） 1,500円
ウ042-196 御本粉引三角鉢（小）  
13.8×13×6㎝（60入・陶） 1,300円

ツ042-206 白志野ぶどうアーチ型珍味  
12.8×10×4㎝（80入・磁） 1,500円

ミ042-216 ボンボンフラワー段付姫丼  
13.2×9㎝（50入・磁） 1,500円

ロ042-226 黒化粧青帯5.0鉢  
14.7×14.3×5㎝（60入・強） 1,490円

イ042-236 白土孔雀まが玉 鉢  
14.6×14×4.2㎝（80入・磁） 1,450円

ツ042-246 若芽結び変形小鉢  
14.8×11.3×6㎝（50入・磁） 1,450円

ア042-256 黄釉5.0浅鉢  
φ15.3×4㎝（60入・磁） 1,450円

ロ042-266 白油滴刷毛正角5.5鉢  
13.8×13.8×4.4㎝（80入・磁） 1,350円
ロ042-276 白油滴刷毛角珍味  
8.8×8.8×4.1㎝（100入・磁） 800円
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テ043-016 黒たたきさくら型平鉢  
φ14.5×5.5㎝（60入・陶） 1,450円

テ043-026 青たたきさくら型平鉢  
φ14.5×5.5㎝（60入・陶） 1,450円

ロ043-036 赤釉掛三ッ足深鉢  
φ13.5×5.8㎝（60入・磁） 1,400円

ウ043-046 伊賀流し中鉢  
φ14×5.2㎝（60入・磁） 1,400円

タ043-056 白灰流深小鉢  
16×14.2×6.7㎝（40入・陶） 1,400円

ミ043-066 染付花絵楕円小鉢  
15.2×11.2×6.3㎝（80入・磁） 1,400円

ア043-076 黄釉三つ足向付  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 1,350円

タ043-086 淡青変型鉢  
14.7×11.2×6.5㎝（60入・磁） 1,300円

タ043-096 橙黄変型鉢  
14.7×11.2×6.5㎝（60入・磁） 1,300円

ト043-106 カトレアピンク楕円小鉢  
15×10.8×5.6㎝（60入・磁） 1,300円

ホ043-116 W&B5.0ボール  
φ14.5×5㎝（60入・陶） 1,300円

ロ043-126 織部十草5.0浅鉢  
φ15×4.5㎝（60入・陶） 1,300円

カ043-136 オルジェ葵17㎝中鉢  
φ17×5.7㎝（40入・磁） 1,250円
カ043-146 オルジェ葵12.5㎝小鉢  
φ12.6×4.3㎝（60入・磁） 850円

ア043-156 藍古染楕円向付  
16×10.8×4.6㎝（60入・磁） 1,200円

ト043-166 黒うず丸向付  
φ14.8×5.6㎝（60入・磁） 1,200円

ロ043-176 よもぎ向付  
φ15.4×3.8㎝（60入・磁） 1,200円

ロ043-186 銅彩 角浅鉢  
13.2×13.2×4.2㎝（60入・磁） 1,200円

ミ043-196 黒伊賀備前吹ケズリ八角丼  
φ13.5×7.4㎝（60入・磁） 1,120円

カ043-206 黄瀬戸ヒワ流し角小鉢  
13.5×13.5×6.2㎝（50入・磁） 1,100円

ヨ043-216 朝つゆ6.5楕円鉢  
18.5×15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,100円

ツ043-226 粉引ライン 舟型小鉢  
19.2×11×6㎝（40入・磁） 1,050円

タ043-236 紅4.5片口鉢  
14.7×13.9×4.7㎝（60入・陶） 1,000円

ロ043-246 ブルー貫入 角浅鉢  
13.2×13.2×4.2㎝（60入・磁） 950円

ト043-256 桜吹クシ目 角5.0鉢  
15.5×15.2×4.3㎝（30入・磁） 820円
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ネ044-016 染付深皿  
17.3㎝2.8㏄（60入・磁） 1,890円

メ044-026 黒窯変掛け分け4.5鉢  
φ13.5×5㎝（90入・陶） 1,450円

ウ044-036 千段巻4.8鉢  
φ14.2×5.3㎝（60入・磁） 1,300円

ウ044-046 青磁十草中鉢  
φ14×5.2㎝（80入・磁） 1,300円

イ044-056 黒水晶織部流5.5浅鉢  
17.7×17×4㎝（40入・磁） 1,300円

ト044-066 たまごそばハケ5.0鉢  
17.3×14×5.8㎝（60入・磁） 1,250円

タ044-076 赤楽だ円中鉢  
19×14.8×5.8㎝（40入・磁） 1,200円
タ044-086 赤楽だ円小鉢  
15.8×11.1×4.3㎝（80入・磁） 880円

ト044-096 カトレアブルー楕円皿  
17.5×11×3.4㎝（80入・磁） 1,200円

ロ044-106 蒼空木目角鉢  
13×13×4.5㎝（100入・陶） 1,150円

ト044-116 粉引たまご型5.0鉢  
17.3×14×6.2㎝（30入・磁） 1,150円
ト044-126 粉引たまご型4.0小鉢  
14×11.7×5.7㎝（60入・磁） 780円

ト044-136 ニューボン15㎝平小鉢  
φ15×3.7㎝（60入・強） 1,200円

カ044-146 白クシメ楕円小鉢  
20×11×5.7㎝（20入・陶） 1,100円

メ044-156 炭化4.5足付中鉢  
φ14.5×4㎝（50入・陶） 1,100円

ホ044-166 アメ織部角中鉢  
13.5×13.5×6.3㎝（50入・磁） 1,100円

テ044-176 黄錦三つ山中鉢  
φ13×7.2㎝（80入・陶） 1,050円

テ044-186 桜錦三つ山中鉢  
φ13×7.2㎝（80入・陶） 1,050円

ホ044-196 ピンク吹クジラ鉢（小）  
18×12.3×5.6㎝（40入・磁） 1,050円

ロ044-206 手造り風志野5.5多用鉢  
17×16.5×4.7㎝（40入・陶） 1,050円

ロ044-216 オフケ白ライン5.5楕円鉢  
17×12.8×4.7㎝（60入・磁） 1,050円
ロ044-226 オフケ白ライン4.5楕円鉢  
14.2×11.1×3.6㎝（60入・磁） 830円

イ044-236 緑釉三ッ足5寸鉢  
φ15×6.5㎝（45入・磁） 1,000円

ユ044-246 二彩吹 手造風角鉢  
13×13×6㎝（50入・磁） 1,000円

ヨ044-256 ドット白スクエアボールM  
16×16×5.5㎝（80入・磁） 1,000円
ヨ044-266 ドット白スクエアボールS  
13×13×4.5㎝（100入・磁） 780円

ネ044-276 黒窯変5.0寸鉢  
φ16.5×5.5㎝（60入・磁） 1,000円

ア044-286 紺釉けずり向付  
φ15.7×4.2㎝（60入・陶） 1,000円
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ア045-016 ピンク吹片口鉢  
17×16×5.2㎝（60入・磁） 1,000円

タ045-026 伊賀オリベ翔大鉢  
17.5×16×5.3㎝（40入・磁） 990円
タ045-036 伊賀オリベ翔小鉢  
13.2×12.2×4.3㎝（80入・磁） 630円

タ045-046 あけぼの翔大鉢  
17.5×16×5.3㎝（40入・磁） 990円
タ045-056 あけぼの翔小鉢  
13.2×12.1×4.3㎝（80入・磁） 630円

ツ045-066 粉引ライン 角小鉢  
13.5×13×6.2㎝（50入・磁） 990円

タ045-076 あけぼの扇中鉢  
17.5×16.3×5.5㎝（50入・磁） 990円

ネ045-086 若草5.0鉢  
φ16.5×4㎝（80入・磁） 980円

ロ045-096 呉須散らしたまご4.5鉢  
13.7×12.8×4.3㎝（60入・陶） 980円

ロ045-106 丸紋蝶4.5ボール  
φ13.5×4㎝（60入・磁） 960円

ア045-116 緑線楕円鉢  
17×12.6×3.5㎝（80入・陶） 950円

ホ045-126 若草小判小鉢  
15.5×11.7×4.5㎝（60入・磁） 950円

ハ045-136 緑彩ぶどう取鉢  
φ13×5.3㎝（60入・陶） 950円

ト045-146 スカイストライプ5寸鉢  
17×16×6.5㎝（50入・磁） 950円

イ045-156 黒備前片口煮物鉢  
17×16×5.2㎝（60入・磁） 900円

イ045-166 黒釉四ツ足楕円鉢  
21×15×5.2㎝（40入・磁） 900円

イ045-176 白釉四ツ足楕円鉢  
21×15×5.2㎝（40入・磁） 900円

ヨ045-186 朝つゆ5.8浅鉢  
17.5×16×5.8㎝（60入・磁） 900円

ト045-196 青白 木節小鉢  
16.5×13×4.3㎝（50入・磁） 900円

ヤ045-206 ヒワ吹手造鉢  
φ15.6×6㎝（50入・磁） 900円

イ045-216 里山織部楕円浅鉢  
17.5×14.5×3.7㎝（60入・磁） 900円

ヨ045-226 能登 取鉢  
16.3×14×5㎝（60入・磁） 900円

ア045-236 ピンク吹き長小鉢  
20×9.2×5㎝（80入・磁） 880円

ウ045-246 黒織部流しサラダ鉢  
15.8×13.2×5.2㎝（100入・磁） 860円
ウ045-256 黒織部流し三角型小付  
12×10×3.8㎝（120入・磁） 580円

タ045-266 エメラルドグリーン楕円小鉢  
15.8×11.4×4.5㎝（80入・陶） 860円

タ045-276 織部格子楕円鉢  
15×12.2×4㎝（60入・陶） 860円
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ヨ046-016 黒織部 取鉢  
16.3×14×5㎝（60入・磁） 850円

ネ046-026 白唐津4.8角鉢  
12.8×12.8×5.1㎝（60入・磁） 850円

ロ046-036 やよい玉型鉢  
13.8×12.7×4.2㎝（60入・磁） 850円

ユ046-046 黄瀬戸織部吹楕円小鉢  
16×12×6㎝（60入・陶） 830円

タ046-056 朝なぎちぎり取鉢  
14.3×13.6×5㎝（60入・磁） 820円

ア046-066 煌き黒ボール 小  
φ16.5×5.5㎝（80入・磁） 800円

ア046-076 黒備前楕円小鉢  
15×12.7×5㎝（100入・磁） 830円

ミ046-086 青磁変型小花角小鉢  
13×13×4.3㎝（100入・磁） 830円

ト046-096 アカネ舟形小鉢  
20.5×9.5×6㎝（60入・磁） 830円

ネ046-106 油滴三つ足5.0鉢  
φ15.5×4.6㎝（60入・磁） 830円

ア046-116 刷毛粉引15㎝鉢  
φ15×4.6㎝（80入・磁） 770円

ハ046-126 粉引クローバー小鉢  
15.5×13.3×5.3㎝（80入・陶） 800円

ハ046-136 粉引舞桜小鉢  
15.5×13.3×5.3㎝（80入・陶） 800円

ハ046-146 若葉5.5鉢  
φ16.7×5㎝（60入・磁） 800円
ハ046-156 若葉4.5鉢  
φ14.3×5.1㎝（80入・磁） 630円

ロ046-166 紅結晶楕円浅鉢  
15.5×11×4.3㎝（60入・磁） 780円

タ046-176 黒備前角浜5.0鉢  
φ16×5㎝（60入・磁） 700円

ホ046-186 赤銀彩16㎝向付  
φ16.3×3.7㎝（50入・磁） 760円

ア046-196 ステッチ鉄釉18平鉢  
φ17.8×5㎝（80入・磁） 750円

ロ046-206 渕一珍細口小判型鉢  
18.8×9.7×2.8㎝（60入・磁） 740円

ヤ046-216 粉引耳付デザート皿  
19.5×14㎝（50入・磁） 780円

タ046-226 天目しのぎ5.0鉢  
φ15.3×4.5㎝（60入・磁） 780円
タ046-236 天目しのぎ4.0小鉢  
φ13.2×4.4㎝（80入・磁） 650円

ミ046-246 白釉織部流し5.0ケズリ鉢  
15×6.3㎝（60入・磁） 700円
ミ046-256 白釉織部流し4.5ケズリ鉢  
13.3×5.5㎝（80入・磁） 480円

イ046-266 煌桜志乃渦形5.0鉢  
φ15.7×4.2㎝（60入・磁） 710円
イ046-276 煌桜志乃渦形3.8鉢  
φ13×3㎝（80入・磁） 510円

イ046-286 うず刷毛白釉 17㎝浅鉢  
φ17×5.8㎝（60入・磁） 750円
イ046-296 うず刷毛白釉 13㎝浅鉢  
φ13×5㎝（80入・磁） 500円

イ046-306 クシ墨輪二重5.5深鉢  
16.3×5.5㎝（80入・磁） 720円
イ046-316 クシ墨輪二重3.5深鉢  
10.8×4㎝（120入・磁） 390円

イ046-326 草月手捻5.0鉢  
φ16.6×5.3㎝（60入・磁） 750円
イ046-336 草月手捻4.0鉢  
φ13.4×4.5㎝（80入・磁） 500円

イ046-346 桃李手捻5.0鉢  
φ16.6×5.3㎝（60入・磁） 750円
イ046-356 桃李手捻4.0鉢  
φ13.4×4.5㎝（80入・磁） 500円

ミ046-366 イラボ白流し5.0ケズリ鉢  
15×6.3㎝（60入・磁） 700円
ミ046-376 イラボ白流し4.5ケズリ鉢  
13.3×5.5㎝（80入・磁） 480円

タ046-386 黒備前荒そぎ小鉢  
14.3×14×5.6㎝（60入・磁） 700円
タ046-396 黒備前荒そぎ小付  
9.2×8.8×4㎝（80入・磁） 450円

ト046-406 たまごそばハケ4.0小鉢  
14×12.7×4㎝（100入・磁） 820円
ト046-416 たまごそばハケ3.0小付  
10×8×5.5㎝（120入・磁） 500円
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ア047-016 すぷらっしゅ巧み15㎝鉢  
φ15×4.7㎝（80入･磁） 700円

ア047-026 竹林織部16㎝鉢  
φ16.2×5.5㎝（80入･磁） 700円

ア047-036 竹林アメ16㎝鉢  
φ16.2×5.5㎝（80入･磁） 700円

ハ047-046 黒水晶荒引浅鉢  
φ16.8×5.2㎝（60入･磁） 630円

ハ047-056 粉引荒引浅鉢  
φ16.8×5.2㎝（60入･磁） 630円

イ047-066 オリベ千筋長角鉢  
16×12×4㎝（60入･磁） 610円

ホ047-076 あかり4.5深鉢  
φ14×5.6㎝（60入･磁） 630円

ハ047-086 雪粉引楕円5.0鉢  
16×15.3×7㎝（40入･磁） 610円

タ047-096 黒備前玉子銘々皿  
15.5×13×4.5㎝（60入･磁） 650円

タ047-106 白吹天目石垣大鉢  
17×17×5.5㎝（60入･磁） 680円

ネ047-116 金色流し彫り十草取鉢  
14.8×14.5×4.5㎝（60入･磁） 570円

タ047-126 淡青モア小鉢  
13.7×12.5×4.7㎝（80入･陶） 660円

ハ047-136 若葉4.5深鉢  
φ13.2×4.2㎝（100入･磁） 600円

カ047-146 フォーカス織部輪二重5.0寸皿  
φ15.5×3.8㎝（50入･磁） 550円

ホ047-156 アース5.0ボール  
φ16.5×5㎝（60入･磁） 680円
ホ047-166 アース4.0ボール  
φ13.2×4.5㎝（80入･磁） 430円

ホ047-176 菊唐草4.0小鉢  
φ13.5×4.6㎝（100入･磁） 570円

イ047-186 黒備前三ッ山三ッ足4.0鉢  
φ14×5.7㎝（60入･磁） 530円

ハ047-196 一珍渕ライン5.0小判浅鉢  
14.8×12.2×3.6㎝（80入･磁） 520円

カ047-206 いこい5.0寸鉢  
17.6×5.3㎝（50入･磁） 500円

カ047-216 故宮ゆらぎ煮物鉢  
φ15.5×4.5㎝（60入･磁） 550円

イ047-226 深海ブルー平鉢  
φ16.5×4.5㎝（80入･磁） 460円

ホ047-236 呉須流しおかず中鉢  
14×13.5×4.2㎝（80入･磁） 420円

ト047-246 花型四ツ葉4.5浅鉢  
φ14.7×4.1㎝（120入･磁） 300円

ホ047-256 渕錆粉引17cm浅鉢  
φ17×4.3㎝（60入･磁） 480円

ト047-266 キリコ絵4.0鉢  
φ14.5×4.5㎝（100入･磁） 330円

ハ047-276 粉引釉5.5鉢  
φ16.5×5㎝（90入･磁） 400円
ハ047-286 粉引釉4.5小鉢  
φ13.5×4㎝（120入･磁） 270円

イ047-296 せせらぎ5.0浅鉢  
φ16.5×4.2㎝（60入･磁） 400円
イ047-306 せせらぎ4.5浅鉢  
φ14.7×3.8㎝（80入･磁） 360円

カ047-316 黄れんこん5.0浅鉢  
φ16.4×4㎝（100入･磁） 420円
カ047-326 黄れんこん4.5浅鉢  
φ14.6×3.7㎝（120入･磁） 360円

タ047-336 鳴門唐草楕円5.0鉢  
15.9×15.6×7.1㎝（50入･磁） 660円
タ047-346 鳴門唐草楕円4.0鉢  
13.3×13×6.2㎝（80入･磁） 430円
タ047-356 鳴門唐草楕円3.5鉢  
10.7×10.5×5.2㎝（100入･磁） 340円

タ047-366 鳴門唐草平型5.0浅鉢  
φ16.8×5㎝（60入･磁） 330円
タ047-376 鳴門唐草平型4.0浅鉢  
φ14.5×4.5㎝（100入･磁） 270円
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ツ048-036 ガラスオレンジ釉高台鉢  
φ12×7㎝（50入） 3,200円

ツ048-046 ガラスルリ釉高台鉢  
φ12×7㎝（50入） 3,200円

ミ048-056 青白金彩流し小鉢  
15×13.6×8㎝（48入・磁） 3,200円

ツ048-066 高麗マロン十草小鉢（大）  
φ10×7.5㎝（60入・磁） 3,100円
ツ048-076 高麗マロン十草小鉢（小）  
φ8.2×6.2㎝（80入・磁） 2,800円

ト048-086 赤彩交趾4.4高台小鉢  
φ13.2×7.5㎝（60入・磁） 3,000円

ネ048-096 赤絵変型高台鉢  
14.5×13.5×8㎝（40入・磁） 2,900円

オ048-106 ラスター彩 高台小鉢  
φ13.4×6.4㎝（60入・磁）（美濃焼） 2,780円

ア048-116 ヒワ高台小鉢  
14.7×13×7.5㎝（60入・強） 2,750円

ミ048-126 舞小花高台小鉢  
15×13.5×7.8㎝（480入・磁） 2,750円

ツ048-136 鉄砂笹透し緑交趾高台小鉢  
φ13.5×5.8㎝（60入・強） 2,650円

ミ048-146 プラチナハス形高台小鉢  
15×13.5×7.8㎝（48入・磁） 2,650円

カ048-156 赤絵京山水3.3小鉢  
φ10×6.8㎝（80入・強） 2,600円

ミ048-166 錦芦絵高台小鉢  
13.8×10.2×7.6㎝（60入・磁） 2,500円

オ048-176 菊割春秋高台4.3小鉢  
φ13×6.2㎝（60入・磁） 2,500円

オ048-186 オレンジ吹舟型高台小鉢  
16.5×11×6.8㎝（50入・磁） 2,450円

テ048-196 黄白瓷高台4.0小鉢  
φ13×7.8㎝（60入・磁） 2,400円
テ048-206 黄白瓷高台3.0小鉢  
10×6.5㎝（100入・磁） 1,950円

ミ048-216 呉須織部遊び変形高台小鉢  
14.7×13.7×8㎝（40入・磁） 2,350円

メ048-226 白刷毛目高台小鉢  
φ10.3×7.3㎝（120入・陶）（信楽焼） 2,350円

ア048-236 武蔵野4.0高台小鉢  
φ12.5×9㎝（60入・磁） 2,300円
ア048-246 武蔵野3.5高台小鉢  
φ10.3×7㎝（80入・磁） 1,700円

ホ048-016 粉引赤絵花デザート鉢（作家物）  
12×7㎝（40入・陶） 4,300円

ミ048-026 赤絵小町 手挽き高台3.6鉢  
φ11×10.5㎝（60入・陶） 3,950円
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ミ049-016 プラチナ透かし三ッ山高台小鉢  
φ11.5×8㎝（80入・磁） 2,250円

ミ049-026 ピンク吹三角小付鉢  
10.2×9.3㎝（60入・磁） 2,200円

キ049-036 ピンク吹ラスター三ツ押高台小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入・磁） 2,150円

ツ049-046 黄釉高台小鉢  
φ12.5×7㎝（40入・強） 2,150円

タ049-056 月光仲付  
φ11×6㎝（60入・磁）（有田焼） 2,100円

テ049-066 利休織部菊割デザート  
φ11.4×6.7㎝（100入・磁） 2,150円

カ049-076 アメ釉菊形高台デザートカップ  
φ11.5×6.7㎝（50入・磁） 2,100円

ウ049-086 錦十草菊型高台小鉢  
φ11.4×6.4㎝（60入・磁） 2,100円

ミ049-096 黒釉渕赤高台小付  
11×9.5×9.8㎝（60入・磁） 2,100円

テ049-106 雲金うさぎルリ高台鉢  
φ11.7×5.5㎝（80入・強） 2,050円

タ049-116 小花ちらし馬上杯型小鉢  
φ11.4×6.5㎝（60入・磁）（有田焼） 2,050円

ミ049-126 ヒワ吹ルリ浜高台小鉢  
φ12.2×7.2㎝（60入・強） 2,050円

タ049-136 黄釉馬上杯型仲付  
φ11.4×6.5㎝（60入・磁）（有田焼） 1,900円

タ049-146 黄釉桔梗渕仲付  
12.4×6.8㎝（60入・磁）（有田焼） 1,850円

ツ049-156 玉渕波しぶき4.3高台小鉢  
13×7㎝（60入・磁） 1,800円

ア049-166 青白磁錐鉢  
φ12.1×7.8㎝（60入・強） 1,750円

キ049-176 赤釉渕金高台小鉢  
φ11.8×5.6㎝（80入・磁） 1,750円

ト049-186 黄釉 一引高台小鉢  
φ12.3×6.6㎝（60入・磁） 1,700円

キ049-196 白釉プラチナ高台小鉢  
φ11.8×5.6㎝（80入・磁） 1,680円

ホ049-206 ピンク吹高台小鉢  
φ11.8×5.7㎝（60入・磁） 1,450円

ロ049-216 緑彩高台小鉢  
φ11.5×5.5㎝（60入・強） 1,440円

イ049-226 ブルー貫入4.0台鉢  
13.5×13×5.5㎝（60入・陶） 1,350円

カ049-236 シルバー浜黒菊高台鉢中  
φ10×7.2㎝（80入・磁） 1,050円

ホ049-246 もえぎゆり高台小鉢  
φ11.5×6.7㎝（60入・磁） 1,050円

ト049-256 黒金 高台デザート  
φ11.8×7.3㎝（50入・陶） 1,000円

オ049-266 御深中三本線高台デザート  
φ11.7×5.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 960円

ロ049-276 葵高台小鉢（大）  
φ11.5×6.5㎝（60入・磁） 930円
ロ049-286 葵高台小鉢（小）  
φ9.7×5.5㎝（60入・磁） 690円

ホ049-296 青磁高台六兵衛小鉢  
φ11×5.8㎝（80入・陶）（食洗機不可） 920円

ホ049-306 白釉黒浜高台小鉢  
φ12×7㎝（60入・磁） 890円

ホ049-316 赤釉黒浜高台小鉢  
φ12×7㎝（60入・磁） 890円
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ミ050-016 交趾金箔割山椒3.3小鉢  
φ10×5.8㎝（120入・磁） 3,880円

ミ050-026 黄交趾草花小鉢  
14×13.5×5.7㎝（60入・磁） 3,550円

ネ050-036 金銀彩丸小鉢  
φ11.5×6㎝（80入・磁） 3,080円

ネ050-046 いぶし金彩丸鉢  
φ9.3×7.2㎝（60入・磁） 3,080円

ミ050-056 オリベ透し小鉢  
φ11.5×8㎝（80入・陶） 3,000円

ミ050-066 黒織部透し小鉢  
φ11.5×8㎝（80入・陶） 3,000円

ミ050-076 黒土焼〆高台小鉢  
φ12.7×7.3㎝（40入・陶） 3,470円

ミ050-086 軟解釉菊型小鉢  
13.5×11.5×8㎝（60入・磁） 3,350円

メ050-096 あけぼの石目4.3丸鉢  
φ13×4.7㎝（70入・陶） 3,150円

ウ050-106 赤絵ビワ型小鉢  
6.8×8.9×3.9㎝（80入・強） 2,250円

ウ050-116 染付山水びわ型小鉢  
16.9×8.9×4㎝（100入・強） 2,850円

ミ050-126 手起五彩交趾小鉢  
12.3×9.6×4.7㎝（100入・磁） 3,100円

ミ050-136 安南花唐草 手付きデザート鉢  
15×12.5×5.3㎝（40入・陶） 2,800円

ネ050-146 黒呉須グリーン金タタキ反小鉢  
φ11.8×5.8㎝（80入・磁） 2,750円

ミ050-156 藤の花小鉢  
φ11.5×8㎝（60入・磁） 2,700円

オ050-166 青白磁石庭小鉢  
14.7×12.2×5.7㎝（60入・磁） 2,640円

ア050-176 パール正角高台小鉢  
11.5×11.5×5.7㎝（60入・磁） 3,000円

ミ050-186 金箔流し舟形小鉢  
15.8×8.6×6㎝（60入・磁） 2,650円

メ050-196 炭化窯変割山椒小鉢  
φ10.5×8㎝（100入・陶） 2,600円

ホ050-206 山帰来くくりて向付  
φ16.5×5.5㎝（50入・陶） 2,600円
ホ050-216 山帰来くくりて小鉢  
φ12×4㎝（80入・陶） 1,900円

ア050-226 手描き紅梅六つ押小鉢  
13.7×12.6×4㎝（60入・強） 2,600円

小 

鉢
和
食
の
膳
に
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
か
ら

場
面
に
合
わ
せ
て
ぴ
っ
た
り
の
も
の
を

取
り
入
れ
た
い
。

50 小鉢

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

刺身鉢・
千代口

割
烹
の
う
つ
わ

向　付



オ051-016 永福八角小鉢  
8.7×8×6.2㎝（100入・磁）（美濃焼） 2,600円

ミ051-026 菱紋山水3.6小鉢  
φ10.8×5.5㎝（60入・磁） 2,500円

ネ051-036 唐津見込福文字反小鉢  
φ11.8×5.3㎝（80入・磁） 2,500円

ネ051-046 黄灰釉深小鉢  
φ11.5×7㎝（60入・陶） 2,500円

ミ051-056 染付捻り祥瑞4.0小鉢  
φ12×6.5㎝（60入・磁） 2,450円

メ051-066 灰刷毛目4.0小鉢  
φ13×4.5㎝（90入・陶） 2,400円

ネ051-076 塗分金松葉反小鉢  
φ11.8×5.3㎝（80入・磁） 2,400円

ト051-086 ねじり十草小鉢  
φ10.5×5.5㎝（100入・磁） 2,350円

ト051-096 南蛮竹篭小鉢  
9.8×9.8×5.3㎝（100入・陶） 2,350円

ア051-106 金彩ヒワ吹き菊型小鉢  
12×10×5.6㎝（60入・強） 2,350円

ロ051-116 青磁花画小鉢  
13.8×11×5.4㎝（60入・強） 2,350円

オ051-126 紺筋角小鉢  
7.9×7.9×7.1㎝（90入・磁）（美濃焼） 2,350円

ミ051-136 粉引紅梅姫すり鉢  
φ11.7×7.7㎝（60入・陶） 2,300円

ネ051-146 たんぽぽ中鉢  
13×13×6㎝（60入・陶） 2,300円

ト051-156 織部流し小鉢  
10.5×6㎝（80入・陶） 2,280円

メ051-166 白化粧ぼかし三ツ足小鉢  
φ13×6.3㎝（70入・陶） 2,250円

ミ051-176 江戸小紋閑人小鉢  
11.2×9.8×6.5㎝（80入・磁） 2,250円

タ051-186 銀彩モザイク菱形小鉢  
16.8×14.2×6㎝（60入・磁） 2,200円

ミ051-196 黒織部十草小鉢  
11.5×11×5.8㎝（60入・陶） 2,200円

ネ051-206 黒釉満月三角小鉢  
14×12×6.5㎝（80入・磁） 2,200円

ミ051-216 赤釉三ッ足小鉢  
φ13×6㎝（60入・磁） 2,200円

ト051-226 ラスター片上透かし小鉢  
15.3×8.2×8㎝（100入・磁） 2,200円

タ051-236 ひも結び四方仲付  
11×5.2㎝（60入・磁）（有田焼） 2,200円

カ051-246 加茂川三ツ山3.6丼  
φ11×6.2㎝（60入・強） 2,200円

ミ051-256 渕ライン双葉小鉢  
12.5×7×8㎝（60入・磁） 2,200円

ミ051-266 プラチナ角抜き小鉢  
16×12.5×7.8㎝（60入・磁） 2,150円

タ051-276 二色十草吹五方なぶり仲付  
12×7㎝（60入・磁）（有田焼） 2,150円

カ051-286 加茂川花型透し小鉢  
φ13.3×4.5㎝（80入・強） 2,100円

ウ051-296 黄釉三彩菊形小鉢  
φ12.5×6㎝（80入・強） 2,100円

ト051-306 ピンク一珍ハケ四方上り高台小鉢  
11×11×7.8㎝（60入・強） 2,050円
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ウ052-066 ネジリ赤絵花輪花小鉢  
φ12.5×5.5㎝（100入・強） 2,000円

ネ052-076 手描きすだれ織部たわみ小鉢  
13.5×12.3×5.8㎝（60入・陶） 2,000円

ア052-086 金彩朱巻き小鉢大  
10.5×10.5×7㎝（80入・磁） 2,000円

ミ052-096 黒マット朱十草アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 2,000円

ト052-106 鼠志野カブ小鉢  
φ11.6×6.1㎝（80入・陶） 2,000円

ミ052-116 強化金箔ヒワ吹きラスター三ツ足小鉢  
11.5×5.2㎝（80入・強） 2,000円

ツ052-126 朱巻萩小鉢  
φ11.5×5.5㎝（100入・強） 2,000円

ト052-136 ヒスイ吹割山椒小鉢  
φ11.3×5.8㎝（100入・強） 2,000円

ミ052-146 切り合わせ幾何小鉢  
12×9×5.7㎝（80入・磁） 2,000円

ト052-156 紫吹菊割小鉢  
φ12×5.5㎝（100入・強） 1,980円

ト052-166 タコ唐草楕円小鉢  
12.7×11.2×5.2㎝（100入・磁） 1,980円

テ052-176 粉引櫛目反小鉢  
φ13×4.8㎝（80入・陶） 1,950円

ミ052-186 若草アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 1,900円

ト052-196 ピンク一珍乱線 三ッ足小鉢  
φ11.5×5.3㎝（60入・強） 1,900円

ミ052-206 備前風割山椒小鉢  
φ11×6.7㎝（80入・陶） 1,870円

ミ052-216 紫釉金梅丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 1,850円

オ052-226 タコ唐草深口小鉢  
11×10.5×8㎝（50入・陶） 1,850円

ミ052-016 赤絵小花深丸小鉢  
φ10.5×7.7㎝（60入・陶） 2,080円

メ052-026 青みかげ高台小鉢  
φ10.5×7.8㎝（100入・陶）（信楽焼） 2,380円

ツ052-036 格子花片口4.0小鉢  
13.8×13×7㎝（80入・陶） 2,050円

オ052-046 白格子花深口小鉢  
φ11.2×8.5㎝（50入・陶） 2,050円

ミ052-056 フェアリー4.0反形ボール  
φ12.4×5.3㎝（80入・陶） 2,000円

テ052-236 赤吹きサビ4.0小鉢  
φ12×5.3㎝（120入・陶） 1,850円

ミ052-246 渕赤黄とばし 三ツ足小鉢  
φ11.2×4.8㎝（100入・磁） 1,850円

ネ052-256 粉引貝型小鉢  
12.5×10.5×4.5㎝（80入・陶） 1,850円

ミ052-266 かいらぎ風赤絵片口4.5鉢  
14.1×13.5×4.5㎝（100入・磁） 1,800円

ミ052-276 ピンク吹ラスター三ツ足小鉢  
14×10.5×5㎝（60入・磁） 1,800円

ト052-286 万歴手描き 三山三六小鉢  
φ11×6.2㎝（60入・強） 1,800円

ツ052-296 白マット三角紋反小鉢  
φ11.5×5.2㎝（100入・磁） 1,800円

ミ052-306 幾何柄四ッ足小鉢  
φ12.5×6㎝（60入・磁） 1,800円
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ミ053-016 網目十草反小鉢  
φ9.5×7.8㎝（60入・磁） 1,750円

タ053-026 はな仲付  
12.5×6㎝（60入・磁）（有田焼） 1,750円

ミ053-036 織部結び小鉢  
14×12×6㎝（80入・磁） 1,750円

ミ053-046 ルリ釉穴ヌキ小鉢  
φ10.3×6㎝（100入・磁） 1,750円

ミ053-056 鳴海青地三ツ足小鉢  
φ11.8×5.9㎝（60入・磁） 1,750円

ユ053-066 霞十草（紫）4.0平鉢  
φ13×4.3㎝（80入・磁） 1,750円

ユ053-076 霞十草（藍）4.0平鉢  
φ13×4.3㎝（80入・磁） 1,750円

タ053-086 金銀市松小鉢  
11×5.7㎝（60入・磁） 1,720円

ト053-096 金ハケ目トチリ4.0小鉢  
φ12×5.5㎝（60入・磁） 1,700円

ウ053-106 染付市松ライン花型小鉢  
φ11.6×4.5㎝（80入・強） 1,700円

ミ053-116 かいらぎ波渕輪花小鉢  
12.5×5㎝（60入・陶） 1,700円

カ053-126 手描き京小花4.0小鉢  
φ11.6×7㎝（50入・強） 1,700円

ト053-136 翠玉木の葉4.5寸小鉢  
13.5×11.8×4.5㎝（60入・磁） 1,680円
ト053-146 翠玉木の葉4.0寸小鉢  
12×10.5×4㎝（80入・磁） 1,350円

ミ053-156 唐津十草捻り小鉢  
12×5.8㎝（60入・陶） 1,650円

タ053-166 青磁吹き桔梗仲付  
10.5×6㎝（80入・磁）（有田焼） 1,650円

ミ053-176 ブーケくくり小付  
φ10×4.5㎝（120入・磁） 1,650円

ミ053-186 花衣くくり小付  
φ10×4.5㎝（120入・磁） 1,650円

オ053-196 粉引嵐山雪割小鉢  
12.5×6㎝（60入・強） 1,650円

ウ053-206 乱十草入角浅鉢  
11.7×11.7×3.8㎝（80入・強）（美濃焼） 1,620円

ウ053-216 錦丸紋 入角浅鉢  
11.7×11.7×3.8㎝（100入・強） 1,620円

ミ053-226 粉引捻り小鉢  
12×5.8㎝（60入・陶） 1,600円

ユ053-236 黄釉花三島ひねり小鉢  
13.5×12.5×4㎝（80入・陶） 1,600円

ア053-246 粉引赤絵唐草三つ足小鉢  
φ9.8×7㎝（80入・磁） 1,600円

ウ053-256 色十草小鉢  
9.8×9.7×4.8㎝（80入・磁） 1,600円

ウ053-266 南蛮梅型ヌリ分小鉢  
12.6×3.8㎝（80入・陶） 1,500円

ア053-276 黄釉グリーン流半月菊型小鉢  
11.3×10.4×5㎝（80入・磁） 1,500円

タ053-286 紅柚子天目4.3高台鉢  
φ13.2×4.6㎝（60入・磁） 1,500円

カ053-296 織部椿深小鉢  
φ12×6.5㎝（60入・陶） 1,500円

ミ053-306 黒織部サビ絵小鉢  
10×9.4×7㎝（60入・陶） 1,500円

オ053-316 ビードロライン4.0鉢  
φ12.2×7㎝（80入・磁） 1,470円
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ミ054-016 黒陶刷毛目楕円小鉢  
13.2×11×5.5㎝（40入・陶） 4,850円

ミ054-026 フェアリー三角4.0皿  
12×11.5×3㎝（120入・陶） 2,200円

ア054-036 赤絵手描花12.5㎝多用鉢  
φ12.6×6.2㎝（60入・磁） 1,450円

ア054-046 赤絵片口小鉢  
11.8×10.5×4.8㎝（80入・磁） 1,450円

ウ054-056 ひわ菊型反小鉢  
φ8.8×7㎝（60入・強） 1,450円

ウ054-066 イングレ菊紋浅鉢  
φ11×3.5㎝（80入・強）（美濃焼） 1,410円

ミ054-076 備前灰釉丸鉢  
φ10.1×3.8㎝（80入・陶） 1,400円

ア054-086 赤絵万暦ゆとり碗  
φ10×7.8㎝（60入・磁） 1,450円

ミ054-096 紫白吹アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 1,400円

ミ054-106 風船水玉アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 1,400円

ユ054-116 淡雪二色吹アーチ小付  
12.5×10×4㎝（60入・磁） 1,380円

テ054-126 黒土白刷毛柿小鉢  
12.5×12×5㎝（80入・陶） 1,450円

ア054-136 織部唐草小鉢  
12.5×12×6.5㎝（80入・陶） 1,400円

タ054-146 ラスターヒワ吹4.0ボール  
φ12.3×6㎝（60入・強） 1,400円

ミ054-156 彫十草志野小鉢  
φ9.5×7㎝（120入・陶） 1,400円

ツ054-166 祥瑞3.5深鉢  
φ10.6×7.8㎝（50入・陶） 1,400円

ミ054-176 灰吹き4.0小鉢  
φ11.8×6㎝（60入・陶） 1,400円

ミ054-186 手書きぶどう玉渕小鉢  
φ12.8×5.5㎝（100入・磁） 1,380円

ホ054-196 金結晶高台4.0鉢  
φ12.2×5.5㎝（100入・磁） 1,350円

ウ054-206 赤絵山水小鉢  
9.8×9.7×4.8㎝（80入・磁） 1,360円

ア054-216 メタルエッジ12㎝ボール  
φ12.2×8.4㎝（80入・磁） 1,350円
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ウ055-016 錦花絵イングレーズ三つ足小付（小）  
φ10.5×5.5㎝（80入・強） 1,350円

ウ055-026 朱金見込花小鉢  
φ10.4×4.5㎝（120入・強） 1,350円

ワ055-036 ほのか花型小鉢  
φ11.3×4.8㎝（強） 1,350円

ミ055-046 黒陶吹片口小鉢  
12.2×10.7×6.5㎝（50入・陶） 1,350円

キ055-056 金結晶三ツ押高台小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入・磁） 1,280円

ト055-066 灰釉タタラ4.5小鉢  
φ13.6×4㎝（80入・磁） 1,350円

ト055-076 くし目丸小鉢  
φ11×4.5㎝（120入・陶） 1,300円

ロ055-086 緑彩箕型小鉢  
12×8.5×4.9㎝（80入・強） 1,330円

ア055-096 グータンボール小  
φ11.8×6.4㎝（60入・陶） 1,300円

オ055-106 罫書紅梅5.0楕円鉢  
14.5×11.3×7.5㎝（40入・陶） 1,280円

ア055-116 青かいらぎ高台珍味皿  
φ12.2×3.8㎝（60入・陶） 1,250円

ト055-126 貼合青磁 4.0小鉢  
12.2×10.7×5.2㎝（80入・磁） 1,200円

キ055-136 炭化土三角小鉢  
14.5×12.5×7㎝（60入・陶） 1,250円

ユ055-146 うるしトルコ4.0鉢  
φ12×4.5㎝（60入・陶） 1,200円

キ055-156 ピンク吹ラスター葉型鉢  
12×11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,250円

ト055-166 銀彩ちらし平鉢  
11.2×10.7×3.7㎝（100入・磁） 1,200円

ト055-176 トルコ三角小鉢  
10.5×10.2×5.5㎝（100入・陶） 1,200円

タ055-186 鼠志野4.0鉢  
13.5×12.3×4.7㎝（60入・陶） 1,200円

メ055-196 黒窯変刷毛目4.2小鉢  
φ12.6×4.5㎝（90入・陶） 1,200円

ト055-206 唐津刷毛目片口小鉢  
13×12×5㎝（80入・陶） 1,200円

ユ055-216 うるし流水（赤）4.0鉢  
φ12×4.5㎝（60入・陶） 1,200円

ユ055-226 うるし流水（青）4.0鉢  
φ12×4.5㎝（60入・陶） 1,200円

カ055-236 青磁貫入舟型小鉢  
12.3×9.8×5㎝（60入・陶） 1,200円

ホ055-246 伊賀風粉引だえん鉢（小）  
14.2×11.3×6.8㎝（60入・磁） 1,200円

ユ055-256 銀彩結晶角小鉢  
11.5×11.5×6.5㎝（60入・陶） 1,280円

イ055-266 りんか茶練12ボール  
φ12.5×4.5㎝（80入・磁） 1,250円
イ055-276 りんか茶練10ボール  
φ10.5×4㎝（100入・磁） 1,080円

イ055-286 りんか白練12ボール  
φ12.5×4.5㎝（80入・磁） 1,250円
イ055-296 りんか白練10ボール  
φ10.5×4㎝（100入・磁） 1,080円

ハ055-306 間取赤絵切立3.8小鉢  
φ10×6.7㎝（120入・陶） 1,230円

ミ055-316 紫白吹 四ッ重ね 小鉢  
13.5×13.5×3.3㎝（90入・磁） 1,200円

タ055-326 桜志野4.0平鉢  
13.2×4.6㎝（60入・陶） 1,200円
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メ056-016 
トルコ青4.6丸鉢  
φ13.7×5㎝（100入・陶）
1,200円

テ056-026 
かいらぎ織部四つ山小鉢  
12.5×12.5×6㎝（80入・陶）
1,200円

カ056-036 
手描き京小花玉割（小）  
φ11.5×4㎝（80入・強）
1,350円

ア056-046 
obi 高浜鉢  
φ11.2×4.9㎝（80入・磁）
1,200円

ホ056-056 
黒水晶モダン3.5小鉢  
φ11.5×7㎝（80入・磁）
1,150円

オ056-066 
ボルドー舟型鉢（小）  
17.2×11×4.6㎝（60入・陶）
1,150円

ア056-076 
おび山茶花 青たっぷり碗  
φ10×7.5㎝（60入・磁）
1,150円

ミ056-086 
タコ唐草舟小鉢  
14×9.7×6.5㎝（60入・磁）
1,150円

ト056-096 
白抜 唐草4寸六兵衛反丼  
φ12×8㎝（60入・磁）
1,150円

ホ056-106 
芽生えタタラ小鉢（大）  
11.5×11×5.7㎝（70入・磁）
1,150円

ユ056-116 
銀彩結晶三方小鉢  
φ12×6㎝（80入・陶）
1,150円

ア056-126 
おび山茶花 赤たっぷり碗  
φ10×7.5㎝（60入・磁）
1,150円

カ056-136 
清里丸型玉割（小）  
11.5×3.8㎝（100入・強）
1,130円

ト056-146 
サビタコ唐草小鉢  
14×9.7×6.5㎝（100入・磁）
1,100円

ト056-156 
二色流し角小鉢  
12×12×6㎝（80入・磁）
1,100円

ウ056-166 
御本粉引丸小鉢  
φ13×4.8㎝（80入・陶）
1,100円

ツ056-176 
クリーム 花型小鉢  
φ12×5.5㎝（80入・磁）
1,100円

ネ056-186 
窯変楕円鉢  
14.3×11.3×7㎝（80入・磁）
1,100円

ホ056-196 
すくいやすい（紫）小鉢  
φ10.2×4.5㎝（100入・磁）
1,070円

ウ056-206 
黒釉 花型小鉢  
φ11.5×4.6㎝（100入・強）
1,070円

テ056-216 
やまぶき梅型高台  
φ12.5×5㎝（80入・陶）
1,050円

テ056-226 
サクラ粉引丸碗大  
φ11×7㎝（80入・陶）
1,050円

ア056-236 
青白磁ちぎり小鉢  
14×12×7.5㎝（60入・強）
1,050円

テ056-246 
桜錦花型高台平皿  
φ12.8×5.2㎝（80入・陶）
1,050円

ネ056-256 
黒ウノフ流し小鉢  
9.5×8.5×6㎝（80入・陶）
1,050円

ア056-266 
赤絵手描削ぎ小鉢  
φ11.3×5.8㎝（80入・磁）
1,050円

ホ056-276 
ピンク吹まる小鉢  
φ10×6㎝（80入・磁）
1,000円

オ056-286 
志野グリーンドット高台デザート  
φ11.7×5.8㎝（60入・磁）（美濃焼）
1,000円

ト056-296 
うのふ平小鉢  
φ12×3.7㎝（100入・陶）
1,000円

ネ056-306 
伊賀化粧花型鉢 中  
16×11×4.5㎝（60入・磁）
980円

イ056-316 
黒土一つ押し黄小鉢  
φ10.3×5.6㎝（100入・陶）
980円

イ056-326 
黒土かいらぎ緑くくり小鉢  
φ8.7×7㎝（100入・陶）
980円

イ056-336 
黒土エメラルド小鉢  
φ10×5㎝（100入・陶）
980円

キ056-346 
青白磁三角小鉢  
10×10.2×5.2㎝（80入・磁）
980円

ネ056-356 
漆ブラウン片口ボウル小  
12.8×11.2×5㎝（100入・磁）
980円

ミ056-366 
ヒワ見込白結び小鉢  
10.5×10.3×3.7㎝（80入・磁）
970円
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ハ057-016 花びらピンク小付  
13.4×9.4×3.2㎝（80入・磁） 950円

ミ057-026 黒釉桜花スロープ平小鉢  
12.5×12.3×4㎝（100入・磁） 930円

カ057-036 手描唐草4.0ボール  
φ11.7×4.7㎝（80入・磁） 930円

タ057-046 藍3.5小鉢  
10×6㎝（60入・磁） 930円

ミ057-056 紫白吹 菊形 小鉢  
11×10.5×5.3㎝（120入・磁） 930円

タ057-066 菊華トンスイ（桃）  
φ12.5×4.5㎝（60入・磁） 920円

イ057-076 里山織部変形小鉢  
15×11.5×6㎝（80入・磁） 900円

ア057-086 色絵草花だ円鉢 小  
14.5×12.7×4.7㎝（80入・磁） 900円

ト057-096 手押し高台小鉢  
φ12×7.3㎝（80入・磁） 900円

カ057-106 織部格子新高台皿（小）  
11.8×4.6㎝（80入・磁） 900円

ホ057-116 刺子市松変形小鉢  
φ10.5×6㎝（80入・陶） 900円

ア057-126 伊賀織部片口小鉢  
14×11.5×6.5㎝（80入・磁） 900円

キ057-136 青白磁楕円千段小鉢  
12.8×10.6×5㎝（100入・磁） 880円

ネ057-146 青磁市松彫三角3.8鉢  
φ11.4×4㎝（100入・磁） 880円

カ057-156 雫石なぶり4.5小鉢  
13.8×5.5㎝（60入・磁） 880円

ミ057-166 手書きかぶらスロープ平小鉢  
12.5×12.3×4㎝（100入・磁） 860円

キ057-176 ルリ釉平鉢  
φ13×4.3㎝（80入・磁） 850円

カ057-186 吹墨たまご型4.0小鉢  
14.2×11.5×5.8㎝（60入・磁） 850円

ロ057-196 黒塗内朱3.0鉢  
φ10.3×3.6㎝（80入・陶） 830円

タ057-206 紅もえぎボール（小）  
11.3×11.1×5.1㎝（80入・陶） 820円

ト057-216 織部三ツ押小鉢  
φ12×4.8㎝（100入・陶） 820円

ロ057-226 石垣志野平小鉢  
φ13.8×4.2㎝（60入・陶） 820円

タ057-236 るり銀彩丸小鉢  
φ10.4×5.3㎝（80入・磁） 800円

ハ057-246 手描き駒筋楕円3.5小鉢  
10.8×10.5×5.1㎝（120入・磁） 800円

タ057-256 菊華3.6小鉢（桃）  
φ11.5×6.5㎝（60入・磁） 800円

ロ057-266 黒志野三角小鉢（大）  
11.5×11.5×4.5㎝（60入・陶） 830円
ロ057-276 黒志野三角小鉢（小）  
9.8×9.8×4.5㎝（80入・陶） 620円

イ057-286 手描格子間取花 3.0小鉢  
φ9.3×5㎝（100入・陶） 800円

イ057-296 手描椿 3.0小鉢  
φ9.3×5㎝（100入・陶） 800円

ト057-306 太十草 楕円鉢  
15.3×9.7×3.5㎝（60入・磁） 800円

ヨ057-316 湖畔小鉢  
15×12×5.5㎝（100入・磁） 780円
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タ058-016 
赤釉小鉢  
φ9.5×5.5㎝（80入・磁）
780円

ト058-026 
淡青とじめ4.0小鉢  
13×12.5×4.5㎝（80入・磁）
780円

キ058-036 
黒吹笠型小鉢  
11.3×10.4×5.2㎝（100入・磁）
780円

キ058-046 
青磁錆流し笠型小鉢  
11.3×10.4×5.2㎝（100入・磁）
780円

ア058-056 
黒釉丸小鉢  
φ13.3×4.2㎝（100入・磁）
770円

ホ058-066 
赤十草切立鉢  
φ9×7㎝（60入・陶）
760円

ロ058-076 
織部櫛目三ツ足小鉢  
φ13×5㎝（80入・陶）
750円

ハ058-086 
緑彩ぶどう小鉢  
φ11×4.5㎝（100入・陶）
750円

ア058-096 
吹墨ボール（松花堂兼用）  
φ11.5×3.5㎝（100入・磁）
750円

ユ058-106 
銀彩結晶ヤツデ平鉢  
13×10.5×3.5㎝（80入・陶）
730円

ハ058-116 
笹型小鉢（青磁）  
14×8.5×5.4㎝（100入・磁）
750円

ユ058-126 
銀彩結晶六角平鉢  
φ10×3.5㎝（80入・陶）
730円

ア058-136 
風車三ツ足3.8小鉢  
φ11.7×5㎝（80入・磁）
720円

タ058-146 
黄桔梗小鉢  
11.8×11.5×5.2㎝（80入・磁）
720円

ア058-156 
黒釉だ円深皿  
15.5×13.5×4㎝（100入・磁）
720円

ホ058-166 
ルリななめ4.0小鉢  
φ12×6.5㎝（70入・磁）
700円

カ058-176 
雫石なぶり小鉢  
11.7×4.5㎝（80入・磁）
700円

ト058-186 
スカイストライプ4寸鉢  
13.5×12.5×5.5㎝（80入・磁）
690円

ヤ058-196 
黒備前金茶吹三角小鉢  
13×4㎝（80入・磁）
660円

ネ058-206 
白笹小鉢  
14×8.5×5.5㎝（80入・磁）
680円

ロ058-216 
水玉3.8深口スリ鉢  
φ11.5×5.4㎝（80入・陶）
650円

ユ058-226 
二彩吹 波型楕円4.0鉢  
13.3×10.8×4㎝（80入・磁）
650円

ロ058-236 
白イラボ赤絵花3.6小鉢  
φ11×5㎝（80入・磁）
640円

ロ058-246 
青磁彫小鉢  
φ11.4×5㎝（80入・磁）
620円

ロ058-256 
信楽吹小鉢  
φ11.4×5㎝（80入・磁）
620円

ヤ058-266 
刷毛目 3.5鉢  
φ11×5.2㎝（150入・磁）（美濃焼）
600円

ヤ058-276 
赤絵万暦 3.5鉢  
φ11×5.2㎝（150入・磁）（美濃焼）
600円

ア058-286 
黒釉だ円小鉢  
16.5×10.5×4㎝（120入・磁）
600円

ヤ058-296 
さざ波白三角小鉢  
φ13×4㎝（100入・磁）
600円

ネ058-306 
呉須刷毛玉渕小鉢  
φ11.8×4.8㎝（80入・磁）
660円

ア058-316 
窯彩なで角12㎝浅鉢  
12×12×3.2㎝（100入・磁）
600円

ア058-326 
魚三ツ足小鉢  
14.5×11.2×4.2㎝（80入・磁）
600円

ユ058-336 
藍虹味 なす型小付  
12×9×4㎝（100入・磁）
580円

ア058-346 
黒結晶4.0切立ボール  
φ12.2×7㎝（100入・磁）
500円

ホ058-356 
格子八角鉢  
12×5.5㎝（80入・磁）
480円

ハ058-366 
青釉楕円3.5小鉢  
10.8×10.5×5.1㎝（120入・磁）
350円
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タ059-016 
剣先四角仲付  
8×8×5.5㎝（80入・磁）（有田焼）
1,800円

ウ059-026 
イングレ椿絵 反角小鉢  
9.8×9.8×5㎝（100入・強）
1,620円

ウ059-036 
乱十草 反小鉢  
9×9×5.2㎝（100入・強）
1,620円

ウ059-046 
赤絵花鳥入角小鉢  
9.5×9.5×5.4㎝（80入・強）（美濃焼）
1,540円

ウ059-056 
赤絵草花 反四角小鉢  
9×9×5.2㎝（100入・強）
1,450円

ウ059-066 
錦丸紋 波渕小鉢  
8×8×5.1㎝（100入・強）
1,450円

カ059-076 
銀黒回角小鉢  
11.5×11.5×5㎝（100入・磁）
1,400円

ア059-086 
南蛮金彩角4.0鉢  
10.5×10.5×5㎝（100入・陶）
1,300円

ト059-096 
角渕サビ小鉢  
11.7×11.7×5㎝（100入・磁）
1,300円

テ059-106 
粉引刷毛目四つ山小鉢  
12.5×12.5×6㎝（80入・陶）
1,200円

メ059-116 
黒窯変3.0角小鉢  
8.7×8.7×4.9㎝（50入・陶）
1,200円

ア059-126 
琥珀ロングボール  
16×9.2×3.5㎝（60入・磁）
1,050円

オ059-156 
罫書紅梅4.0四方鉢  
10.5×10.5×6.2㎝（100入・陶）
1,000円

ア059-166 
白磁縞織角小鉢  
11×11×6㎝（80入・磁）
1,000円

ホ059-176 
カゴメ織部角小鉢  
9.7×9.7×5.5㎝（90入・磁）
990円

ウ059-186 
黒ガラス 四つ山小鉢  
13.1×13.1×6.4㎝（160入・強）
940円

ツ059-196 
白釉黒一珍四方上り鉢（小）  
13×13×4.5㎝（80入・磁）
910円

ト059-206 
黒カヤメクロス角小鉢  
10.1×10.1×5㎝（100入・磁）
880円

ト059-216 
もえぎ 正角深小鉢  
9×9×6㎝（80入・磁）
880円

ネ059-226 
備前風オリメ角鉢小  
9.6×9.6×3.8㎝（100入・磁）
880円

ウ059-236 
赤楽四方上がり小鉢  
10×10×5.3㎝（80入・陶）
850円

イ059-246 
織部深小鉢  
9.5×9.5×4.7㎝（100入・陶）
820円

タ059-256 
青白磁正角浅小鉢  
11×11×4㎝（80入・磁）
800円

ハ059-266 
粉引しおり小鉢  
10.9×10.9×5.6㎝（80入・磁）
760円

ハ059-276 
黒水晶しおり小鉢  
10.9×10.9×5.6㎝（80入・磁）
760円

ツ059-286 
黒志野四つ足3.6小鉢  
10×10×5.5㎝（100入・磁）
700円

ネ059-296 
渕黒天目四角小鉢  
11.5×11.5×4㎝（80入・磁）
620円

ウ059-306 
黄瀬戸塗分 角小鉢  
9.8×9.8×5㎝（80入・強）
600円

イ059-316 
水色四角小鉢  
10×10×5.2㎝（80入・磁）
580円

カ059-326 
オルジェ塗壁10㎝角小鉢  
10×10×5.8㎝（100入・磁）
550円

イ059-336 
栗色刷毛目塗り壁3.5角小鉢  
10.3×10.3×6㎝（100入・磁）
540円

イ059-346 
練色塗り壁3.5角小鉢  
10.3×10.3×6㎝（100入・磁）
540円

ハ059-356 
一珍渕ライン3.6角小鉢  
10.5×10.5×4.3㎝（100入・磁）
520円

ホ059-376 
グリーン吹四角小鉢  
10.8×10.8×4㎝（70入・磁）
490円

ア059-366 
備前吹（松花堂兼用）角小鉢  
10.5×10.5×3.9㎝（100入・磁）
490円

イ059-136 青地市松彫4.5鉢  
14×14×5.2㎝（80入・磁） 1,000円
イ059-146 青地市松彫3.5鉢  
11×11×6㎝（100入・磁） 900円
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ミ060-016 
信楽吹5.0楕円深皿  
15.6×12×3.3㎝（60入・磁）
820円

ホ060-026 
錆ひねり3.8小鉢  
φ11.5×4㎝（50入・陶）
790円

ホ060-036 
ヒワ市松花型小鉢  
φ12.5×5㎝（80入・陶）
720円

イ060-046 
いぶし黒花型小鉢  
φ10.5×5.7㎝（80入・磁）
720円

ユ060-056 
黄瀬戸織部吹変形4.0鉢  
13.5×12.5×5.5㎝（60入・陶）
700円

タ060-066 
白刷毛花4.0小鉢  
12.4×12.4×4.7㎝（100入・磁）
700円

ア060-076 
ピンク吹三角小鉢  
13×13×4.2㎝（80入・磁）
700円

ヨ060-086 
トルコ花小鉢  
φ12×4.5㎝（5×18入・陶）
650円

ヨ060-096 
白釉花小鉢  
φ12×4.5㎝（5×18入・陶）
650円

キ060-106 
黒備前花小鉢  
φ12×4.5㎝（80入・陶）
650円

ユ060-116 
藍虹味 波型楕円4.0鉢  
13.3×10.8×4㎝（80入・磁）
650円

イ060-126 
伊賀風 厚口小鉢  
φ11.4×4.9㎝（80入・磁）
640円

タ060-136 
岩清水角小鉢  
11.4×11.4×5.3㎝（80入・陶）
630円

タ060-146 
白唐津角小鉢  
11.4×11.4×5.3㎝（80入・陶）
630円

ツ060-156 
タタラ刷毛目小鉢（大）  
11×6㎝（80入・陶）
600円

タ060-166 
春雪花小鉢  
12.2×5㎝（80入・陶）
600円

ユ060-176 
黄瀬戸織部吹3.6角小鉢  
φ11×5㎝（60入・陶）
600円

ア060-186 
瑠璃変形平鉢小  
φ12.5×3.4㎝（80入・磁）
600円

イ060-196 
桃山ふぶき足付4.0小鉢  
φ12.5×5.5㎝（100入・磁）
600円

ト060-206 
乱ハケ六兵衛 4.0小鉢  
φ12×5.2㎝（60入・磁）
600円

タ060-216 
田園花小鉢  
12.2×5㎝（80入・陶）
580円

ヤ060-226 
桜志野花小鉢  
12×4.5㎝（120入・陶）
580円

ネ060-236 
銅織部14㎝がんどち鉢  
14×14×3.5㎝（80入・陶）
580円

オ060-246 
山霞なぶり小鉢  
12×11.5×5㎝（80入・磁）
530円

ホ060-256 
オリベ片口小鉢  
φ10.5×5㎝（80入・陶）
520円

ア060-266 
ルリ刷毛三ツ足3.6小鉢  
φ10×5㎝（80入・磁）
550円

ミ060-276 
灰流し抹茶小鉢  
φ10×6.3㎝（60入・磁）
490円

ホ060-286 
粉引ひとはな小鉢  
φ12×5㎝（80入・磁）
480円

ホ060-296 
白刷毛黒ひとはな小鉢  
12×5㎝（80入・磁）
480円

ホ060-306 
白ひねり小鉢  
12.2×10.6×4.6㎝（80入・磁）
480円

イ060-316 
黒信楽4.0浅鉢  
13.2×13.2×4.3㎝（100入・磁）
430円

ミ060-326 
緑彩和紙40小鉢  
13×12.5×4.3㎝（100入・磁）
410円

ミ060-336 
ヒスイ和紙4.0小鉢  
13×12.5×4.3㎝（100入・磁）
410円

ミ060-346 
白釉織部流し36ケズリ鉢  
11×11×5㎝（120入・磁）
330円

ミ060-356 
黒釉白流し36ケズリ鉢  
11×11×5㎝（120入・磁）
330円

ミ060-366 
イラボ白流し36ケズリ鉢  
11×11×5㎝（120入・磁）
330円
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キ061-016 
黒茶吹平鉢  
φ13×4.3㎝（80入・磁）
850円

タ061-026 
濃刷毛砂目4.0小鉢  
φ12.5×5㎝（60入・磁）
800円

ネ061-036 
窯変丸4.0鉢  
φ12.3×4.3㎝（80入・磁）
770円

ネ061-046 
白釉玉渕玉小鉢  
13.1×12.5×5.5㎝（100入・磁）
750円

テ061-056 
雅4.0ボール  
φ11.8×5.1㎝（80入・磁）
720円

ホ061-066 
なまこ4.0鉄鉢  
φ11.5×5.8㎝（80入・磁）
700円

ヤ061-076 
黒備前金茶吹片口浅鉢  
φ13×4.3㎝（80入・磁）
680円

ユ061-086 
あみめ 4.0鉢  
φ12.5×4㎝（60入・磁）
680円

ロ061-096 
粉引黒オリベ流し天目型平鉢  
φ11.6×4.5㎝（100入・磁）
650円

タ061-106 
エメラルドグリーン13㎝ボール  
φ12.8×4.7㎝（60入・陶）
650円

ホ061-116 
ヒワ4.0鉄鉢  
φ12.5×4㎝（80入・陶）
630円

ネ061-126 
白渦4.0寸平鉢  
φ13.7×3.1㎝（80入・磁）
620円

イ061-136 
黒白流小鉢  
φ11.5×4.5㎝（80入・陶）
550円

タ061-146 
桜3.6小鉢  
φ11×4.5㎝（80入・陶）
540円

ア061-156 
粉引斑点三つ足小鉢  
φ12.5×5㎝（100入・磁）
500円

イ061-166 
里山織部3.6小鉢  
φ12.5×4.5㎝（100入・磁）
500円

ユ061-176 
織部3.6小鉢  
φ12.5×4.5㎝（80入・陶）
480円

イ061-186 
金彩雲3.6小鉢  
φ12.3×4.5㎝（100入・磁）
460円

イ061-196 
赤伊賀織部スタック4.0小鉢  
φ12.5×4.5㎝（100入・陶）
440円

ア061-206 
京唐草4.0浅鉢  
φ13.2×4.7㎝（120入・磁）
440円

ハ061-216 
民芸十草 括り手4.0鉢  
φ12.8×4.8㎝（80入・磁）
430円

ハ061-226 
朱金彩括り手4.0鉢  
φ12.8×4.8㎝（80入・磁）
430円

ハ061-236 
志野サビ刷毛括り手4.0鉢  
φ12.8×4.8㎝（80入・磁）
430円

ハ061-246 
ユズクロ天目4.0深鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入・磁）
420円

ア061-256 
備前織部4.0ボール  
φ12.7×4.8㎝（80入・磁）
420円

ホ061-266 
藍流し4.0深鉢  
φ12.5×4.8㎝（60入・磁）
410円

ト061-276 
青磁 13.5洋ボール  
φ13.5×4.5㎝（60入・磁）
410円

イ061-286 
黒結晶スタック3.8小鉢  
φ11.6×4.5㎝（120入・陶）
390円

ネ061-296 
白均窯たたき4.0丼  
φ14.2×4.2㎝（100入・磁）
390円

ヤ061-306 
窯変唐津4.0深鉢  
φ12.9×5㎝（120入・磁）
380円

キ061-316 
白結晶4.0鉢  
φ12.3×4.7㎝（120入・磁）
380円

イ061-326 
はなうらら4.0小鉢  
φ13×4.5㎝（100入・磁）
370円

ツ061-336 
黒伊賀白吹4.0取鉢  
φ13×4.5㎝（80入・磁）
360円

ヤ061-346 
茶ライン4.0深鉢  
φ12.8×4.8㎝（120入・磁）
380円

ツ061-356 
刷毛茶粉引4.0取鉢  
φ13×4.5㎝（80入・磁）
360円

ヤ061-366 
いぶし三角4.0鉢  
φ12.8×4.8㎝（120入・磁）
340円
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ツ062-016 
粉引ライン 4.0ボール  
φ11.6×4.7㎝（80入・磁）
820円

ホ062-026 
ブルーライン青白磁小鉢  
φ12×5㎝（80入・磁）
820円

キ062-036 
青地赤絵小花3.5ボール  
11.7×4.2㎝（120入・磁）
660円

キ062-046 
染付彩華4.0小鉢  
φ12×4.5㎝（150入・磁）
660円

ヤ062-056 
青磁梅花小鉢  
φ11×5㎝（80入・磁）
650円

ヤ062-066 
雪輪型花鳥3.6小鉢  
φ11.7×4.5㎝（120入・磁）
660円

ヤ062-076 
新川凛12㎝小鉢  
φ12.5×4㎝（120入・磁）
650円

ヤ062-086 
粉引釉ぶどう3.5ボール  
φ10.6×4.5㎝（120入・磁）
630円

タ062-096 
白墨貫入丸小鉢  
φ11.5×4㎝（80入・陶）
560円

タ062-106 
黒3.6小鉢  
11×4.5㎝（80入・陶）
540円

オ062-116 
青磁赤絵3.5ボール  
φ11.5×4㎝（120入・磁）
530円

ウ062-126 
青白磁木の実小鉢  
12×11.6×4.4㎝（100入・磁）
500円

タ062-136 
もえぎ岩清水小鉢  
φ12×4㎝（80入・磁）
490円

ホ062-146 
青白磁岩清水4.0鉢  
φ12×4.2㎝（80入・磁）
490円

ホ062-156 
かるーん（軽量食器）4.0小鉢  
φ12×4.5㎝（160入・磁）
480円

キ062-166 
ピンストライプ菊型浅3.5鉢  
φ10.5×4.2㎝（150入・磁）
450円

カ062-176 
黒備前なぶり三角小鉢  
11×11×5㎝（80入・磁）
430円

ア062-186 
粉引スタック小鉢  
φ11.6×4.3㎝（80入・磁）
420円

イ062-196 
白刷毛天目3.9ボール  
φ12×4㎝（100入・磁）
420円

ミ062-206 
風流花型小鉢  
φ12.5×4.5㎝（120入・磁）
410円

ア062-216 
粉引3.6小鉢  
φ10.6×4.9㎝（100入・磁）
400円

タ062-226 
黒備前角浜3.6鉢  
φ11.6×4.9㎝（100入・磁）
380円

ハ062-236 
丸小紋3.5ボール  
φ10.9×4.3㎝（100入・磁）
370円

ア062-246 
ジュピターB小鉢  
φ11.5×3.7㎝（120入・磁）
360円

ヨ062-256 
四つ葉3.5鉢  
φ11×4㎝（5×20入・磁）
360円

ア062-266 
ジュピターW小鉢  
φ11.5×3.7㎝（120入・磁）
360円

カ062-276 
グリーンイラボ3.3丼  
φ11×3.5㎝（150入・磁）
300円

カ062-286 
いこいLB3.0鉢  
φ9.5×3㎝（150入・磁）
300円

イ062-296 
黒備前4.0ボール  
φ12×4㎝（120入・磁）
360円

キ062-306 
灰マット3.5ボール  
φ10.7×3.7㎝（120入・磁）
340円

カ062-316 
伊賀マットLB3.0鉢  
φ9.5×3㎝（150入・磁）
300円

ホ062-326 
たこ唐草3.5ボール  
φ10.5×4.6㎝（120入・磁）
330円

ハ062-336 
波3.5ボール  
φ10.4×4.7㎝（120入・磁）
330円

ホ062-346 
ゴス刷毛3.5小鉢  
φ10.5×3.7㎝（120入・磁）
320円

ホ062-356 
サビ刷毛3.5小鉢  
φ10.5×3.7㎝（120入・磁）
320円

イ062-366 
黒釉3.5ボール  
φ10.8×4㎝（150入・磁）
310円
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ウ063-016 
桃釉 瓢型小鉢  
10×8.5×2.5㎝（100入・強）
1,030円

ハ063-026 
手描き万歴反型片口小鉢  
10.4×8.8×4㎝（100入・磁）
900円

タ063-036 
南蛮吹丸小鉢  
φ10.5×5.5㎝（80入・磁）
800円

タ063-046 
深海3.5丸小鉢  
φ10.5×5.5㎝（100入・磁）
800円

キ063-056 
黒茶吹ひさご型鉢  
9.5×8.6×3.4㎝（150入・磁）
780円

キ063-066 
白黒吹ひさご型鉢  
9.5×8.6×3.4㎝（150入・磁）
780円

ミ063-076 
手描 赤濃椿 30小鉢  
φ9.2×5㎝（120入・磁）
730円

ロ063-086 
新緑深口丸小鉢  
φ8.7×5㎝（130入・磁）
710円

ロ063-096 
新緑角小鉢  
9.2×4.4㎝（130入・磁）
710円

カ063-106 
青白磁楕円小皿  
10.3×9.2×3㎝（150入・強）
700円

ハ063-116 
乱線流し小鉢  
φ9.4×5.5㎝（120入・磁）
680円

ロ063-126 
粉引黒オリベ流し四角小鉢  
10.3×10.3×5.4㎝（150入・磁）
650円

ハ063-136 
織部変形小鉢  
10.5×9×4.5㎝（100入・磁）
600円

ミ063-146 
玉花 3.0小鉢  
φ9.5×4.5㎝（150入・磁）
600円

ト063-156 
織部3.5スリ小付  
φ10.9×4㎝（100入・磁）
540円

ト063-166 
赤3.5スリ小付  
φ10.9×4㎝（100入・磁）
540円

ホ063-176 
赤小花3.0鉢  
10×3.5㎝（100入・磁）
520円

ホ063-186 
赤絵花3.0鉢  
10×3.5㎝（100入・磁）
520円

ア063-196 
粉引楕円小鉢  
12×8.3×4㎝（100入・磁）
500円

ネ063-206 
銅織部11㎝がんどち鉢  
11×11×3.3㎝（100入・陶）
500円

ネ063-216 
深海黄金三ツ足小鉢  
10.2×4.5㎝（100入・磁）
430円

ロ063-226 
信楽吹片口鉢  
10.5×9.2×5㎝（120入・磁）
420円

ア063-236 
刷毛粉引11㎝鉢  
φ11×3.8㎝（120入・磁）
420円

ロ063-246 
青磁彫片口鉢  
10.5×9.2×5㎝（120入・磁）
420円

ハ063-256 
白釉小鉢  
φ9.4×5.5㎝（120入・磁）
420円

ト063-266 
黒茶 たわみ鉢  
φ10.3×3.4㎝（80入・磁）
370円

ト063-276 
織部 たわみ鉢  
φ10.3×3.4㎝（80入・磁）
370円

ト063-286 
白粉引 たわみ鉢  
φ10.3×3.4㎝（80入・磁）
370円

ト063-296 
レッド 角珍味  
8×8×4㎝（80入・磁）
370円

ト063-306 
ライム 角珍味  
8×8×4㎝（80入・磁）
370円

イ063-316 
せせらぎ丸型3.5パック  
φ10.8×4.6㎝（120入・磁）
360円

カ063-326 
ヒワカンタル型小鉢  
φ8.4×4.3㎝（80入・陶）
350円

カ063-336 
トルコタル型小鉢  
φ8.4×4.3㎝（80入・陶）
350円

ト063-346 
耳付楕円小付 黄  
11.8×7.6×4.3㎝（60入・磁）
330円

イ063-356 
赤伊賀3.5ボール  
10×3.8㎝（150入・磁）
290円

イ063-366 
黒マット刷毛目 3.3小付  
φ10×3.6㎝（150入・磁）
280円
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ホ064-016 粉引赤絵花煎茶&小鉢（作家物）  
9×7㎝（80入・陶） 3,250円
ホ064-026 粉引赤絵花煎茶&小付（作家物）  
7.5×6㎝（100入・陶） 2,700円

ミ064-036 片口紙風船4.0小鉢  
13.8×11.7×7.3㎝（60入・磁） 2,950円
ミ064-046 片口紙風船3.6小鉢  
12.2×10.1×6.3㎝（80入・磁） 2,700円

ミ064-056 白吹ナデシコ4.0小鉢  
11.2×6.4㎝（60入・磁） 3,200円
ミ064-066 白吹ナデシコ3.6小鉢  
10×5.6㎝（80入・磁） 3,000円

ミ064-076 キラキラ片口小鉢（大）  
14×11.7×7.5㎝（60入・磁） 2,700円
ミ064-086 キラキラ片口小鉢（小）  
12.2×10.6×6.4㎝（80入・磁） 2,600円

ア064-096 武蔵野二割小鉢大  
15×10×8.8㎝（80入・磁） 2,200円
ア064-106 武蔵野二割小鉢小  
12.2×8.6×7㎝（100入・磁） 1,550円

ミ064-116 元禄巻4.0小鉢  
φ11.2×6.5㎝（60入・磁） 2,100円
ミ064-126 元禄巻3.6小鉢  
φ10×5.8㎝（80入・磁） 2,050円

ミ064-136 ピンク三ツ切4.0小鉢  
11.5×6.7㎝（60入・磁） 1,950円
ミ064-146 ピンク三ツ切3.6小鉢  
9.4×5.3㎝（80入・磁） 1,400円

ミ064-156 ルリ吹割山椒4.0小鉢  
11.5×6.8㎝（80入・強） 1,950円
ミ064-166 ルリ吹割山椒3.3小鉢  
10×5.8㎝（120入・強） 1,850円

ア064-176 グリーンパール四方小鉢大  
10.5×10.7×7㎝（80入・磁） 1,900円
ア064-186 グリーンパール四方小鉢小  
9×9×6.3㎝（100入・磁） 1,650円

ア064-196 二色吹き二つ割小鉢大  
15×10×8.8㎝（80入・磁） 2,000円
ア064-206 二色吹き二つ割小鉢小  
12.2×8.6×7㎝（100入・磁） 1,350円

ロ064-216 ピンク吹き楕円中鉢  
13.5×12.9×6.3㎝（60入・強） 2,020円
ロ064-226 ピンク吹き楕円小鉢  
10.8×10.6×5.3㎝（80入・強） 1,500円

ミ064-236 ピンク白吹割山椒4.0小鉢  
12×7㎝（60入・磁） 1,760円
ミ064-246 ピンク白吹割山椒3.3小鉢  
10.2×5.8㎝（80入・磁） 1,650円

ア064-256 パールなす型小鉢  
11×10.7×6㎝（100入・磁） 1,800円
ア064-266 パールなす型小付  
9.4×9×5.3㎝（120入・磁） 1,400円

ア064-276 ブルーパール花型小鉢大  
φ10.2×4.8㎝（100入・磁） 1,900円
ア064-286 ブルーパール花型小鉢小  
φ8.3×4.5㎝（120入・磁） 1,500円

ホ064-296 赤絵みのり4.0鉢  
12.5×7㎝（70入・強） 1,850円
ホ064-306 赤絵みのり3.6鉢  
11×6㎝（90入・強） 1,750円

ウ064-316 ヒスイ菊割小鉢  
12.5×5.7㎝（100入・強） 1,850円
ウ064-326 ヒスイ菊割小付  
7.9×3.5㎝（120入・強） 830円

カ064-336 清里桔梗型4.0丼  
φ12×6.8㎝（60入・強） 1,620円
カ064-346 清里桔梗型3.6丼  
φ10.3×6㎝（60入・強） 1,450円

カ064-356 津和野三ツ山4.0小鉢  
12.2×6.4㎝（60入・強） 1,750円
カ064-366 津和野三ツ山3.6小鉢  
10.5×6㎝（80入・強） 1,550円

ミ064-376 花唐草4.0小鉢  
φ12×5.8㎝（80入・磁） 1,680円
ミ064-386 花唐草3.8小鉢  
φ11×5.4㎝（100入・磁） 1,620円

テ064-426 青地輪花中鉢  13×5㎝（80入・強） 1,900円
テ064-436 青地輪花小鉢  11.5×4.7㎝（100入・強） 1,650円
テ064-446 青地輪花小付  10×4㎝（120入・強） 1,350円

ト064-396 翠玉八角小鉢（大）  11.7×11.7×5㎝（80入・磁） 1,800円
ト064-406 翠玉八角小鉢（中）  9.8×9.8×5㎝（100入・磁） 1,400円
ト064-416 翠玉八角小鉢（小）  7.4×7.4×5㎝（120入・磁） 1,000円

小
鉢（
組
）

64 小鉢（組）

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

刺身鉢・
千代口

割
烹
の
う
つ
わ

向　付



ロ065-016 ヒワ吹三角高台小鉢（大）  
11×11×6.8㎝（80入・強） 1,910円
ロ065-026 ヒワ吹三角高台小鉢（小）  
9.5×9.5×6.5㎝（80入・強） 1,550円

ロ065-036 ピンク三山小鉢（大）  
φ10.6×5.8㎝（60入・強） 1,550円
ロ065-046 ピンク三山小鉢（小）  
φ8.8×5.3㎝（80入・強） 1,340円

ロ065-056 ヒワ三ツ山小鉢（大）  
10.5×5.8㎝（60入・強） 1,550円
ロ065-066 ヒワ三ツ山小鉢（小）  
8.5×5.3㎝（80入・強） 1,340円

ウ065-076 吹墨サザエ型小鉢  
φ10×7.8×5.8㎝（100入・磁） 1,550円
ウ065-086 吹墨サザエ型珍味  
φ6.6×5.2×4.2㎝（200入・磁） 950円

ア065-096 京十草3.6小鉢  
10.8×6.4㎝（120入・磁） 1,450円
ア065-106 京十草小付  
8×6.2㎝（140入・磁） 1,150円

ウ065-116 二色吹ネジリ小鉢（グリーン）  
8.8×6.6㎝（80入・強） 1,200円
ウ065-126 二色吹ネジリ小付（グリーン）  
7.3×5.5㎝（120入・強） 820円

ミ065-136 青磁 輪花 4.8鉢  
φ14.5×4.7㎝（80入・強） 1,170円
ミ065-146 青磁 輪花 4.0鉢  
φ12.2×4.8㎝（100入・強） 1,070円

ア065-156 ヒワ三ツ山小鉢（大）  
10.6×5.5㎝（100入・強） 1,100円
ア065-166 ヒワ三ツ山小鉢（小）  
8.5×5.5㎝（120入・強） 950円

ウ065-176 青白磁石目丸小鉢（大）  
φ11.2×3.4㎝（120入・磁） 1,200円
ウ065-186 青白磁石目丸小鉢（小）  
φ8.5×3㎝（140入・磁） 820円

ロ065-196 渕金トルコ葉型3.3小鉢  
10×5㎝（60入・強） 960円
ロ065-206 渕金トルコ葉型2.8小鉢  
8.8×5.2㎝（80入・強） 880円

オ065-216 花紋楕円向付  
15.2×12×6.5㎝（60入・陶） 2,950円
オ065-226 花紋楕円小鉢  
12.3×9.7×6㎝（80入・陶） 2,650円

ロ065-266 赤絵花つなぎすげ傘小鉢（大）  
14.5×12.5×4.5㎝（80入・陶） 1,450円
ロ065-276 赤絵花つなぎすげ傘小鉢（小）  
10.3×9×3.3㎝（100入・陶） 950円

ミ065-286 粉引刷毛目多用途小鉢  
12×11×6㎝（100入・陶） 1,450円
ミ065-296 粉引刷毛目多用途小付  
10.7×9.8×4.8㎝（120入・陶） 1,150円

タ065-306 紅4.0もえぎ鉢  
φ12×7㎝（60入・陶） 1,300円
タ065-316 紅3.0もえぎ鉢  
φ9.3×5.6㎝（60入・陶） 820円

オ065-236 魚中鉢  16×14×7.2㎝（60入・磁） 2,670円
オ065-246 魚小鉢  12×11.1×4.6㎝（80入・磁） 1,300円
オ065-256 魚千代口  8.5×6.8×3.5㎝（200入・磁） 760円

カ065-326 灰釉明日香4.3ボール  
φ13×4.6㎝（50入・陶） 1,750円
カ065-336 灰釉明日香3.3ボール  
φ10.5×4.1㎝（60入・陶） 1,180円

ト065-346 うず潮丸小鉢（大）  
φ12.8×6.5㎝（100入・磁） 1,100円
ト065-356 うず潮丸小鉢（小）  
φ10.5×5㎝（120入・磁） 800円

ミ065-366 灰吹き多用途小鉢  
12×11×6㎝（100入・陶） 1,450円
ミ065-376 灰吹き多用途小付  
10.7×9.8×4.8㎝（120入・陶） 1,150円

ミ065-386 黒織部多用途小鉢  
12×11×6㎝（100入・陶） 1,450円
ミ065-396 黒織部多用途小付  
10.7×9.8×4.8㎝（120入・陶） 1,150円

カ065-406 白天目麦丸4.0丼  
φ12.2×7.2㎝（50入・陶） 1,180円
カ065-416 白天目麦丸3.6丼  
φ10.5×6.5㎝（60入・陶） 950円

カ065-426 白天目麦4.0鉄鉢  
φ12.2×5㎝（50入・陶） 1,050円
カ065-436 白天目麦2.8鉄鉢  
φ8.5×4㎝（100入・陶） 600円

ア065-446 エイジング広台鉢M  
φ12.5×7.2㎝（80入・陶） 1,200円
ア065-456 エイジング広台鉢S  
φ10×5.9㎝（100入・陶） 800円

ロ065-466 しみず花型小鉢（大）  
φ11×5.8㎝（80入・陶） 890円
ロ065-476 しみず花型小鉢（小）  
φ8.5×5.5㎝（100入・陶） 770円

ア065-486 四方十草小鉢（大）  
φ11×6.3㎝（100入・磁） 910円
ア065-496 四方十草小鉢（小）  
φ10×5.5㎝（120入・磁） 820円

ユ065-506 ゆらり十草（青）4.0鉢  
φ12×6㎝（60入・磁） 930円
ユ065-516 ゆらり十草（青）3.5鉢  
φ10.5×5㎝（80入・磁） 750円

ヤ065-526 手描赤絵花楕円4.0鉢  
13.3×12.9×6㎝（120入・磁） 850円
ヤ065-536 手描赤絵花楕円3.5鉢  
10.8×10.5×5㎝（120入・磁） 750円

ロ065-546 染付梅ライン4.0小鉢  
φ12.5×5.8㎝（80入・磁） 820円
ロ065-556 染付梅ライン3.5小鉢  
φ10.5×5.3㎝（80入・磁） 640円

ア065-566 銀彩たもり碗  
φ13.5×7.6㎝（60入・磁） 800円
ト065-576 銀刷毛ブルーリップル碗（小）  
φ11.5×7.2㎝（100入・磁） 630円
ハ065-586 銀彩ブルーリップル碗ミニ  
φ9.3×6.8㎝（120入・磁） 530円

タ065-596 呉須刷毛両口中鉢  
12.6×11.5×6.5㎝（60入・磁） 680円
タ065-606 呉須刷毛両口小鉢  
10×9.6×5.6㎝（80入・磁） 450円

ロ065-616 糸吹ウノフ3.6ダルマ型小鉢  
φ10.2×6.5㎝（60入・磁） 640円
ロ065-626 糸吹ウノフ3.0ダルマ型小鉢  
φ8.5×5.2㎝（80入・磁） 450円
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ア066-016 若草金彩角4.0小鉢  
10.8×10.6×5.4㎝（100入・磁） 1,650円
ア066-026 若草金彩角3.3小鉢  
8.4×8.2×4.8㎝（120入・磁） 1,200円

ロ066-036 織部内筋三つ足角鉢（大）  
12.8×12.8×5㎝（60入・陶） 1,200円
ロ066-046 織部内筋三つ足角鉢（小）  
9.7×9.7×5.7㎝（100入・陶） 770円

カ066-116 金結晶千段角小鉢  
11.2×11.2×6㎝（50入・磁） 940円
カ066-126 金結晶千段角珍味  
9.3×9.3×4㎝（60入・磁） 650円

ロ066-136 あかり花型小鉢（大）  
10.8×10.8×6㎝（80入・磁） 910円
ロ066-146 あかり花型小鉢（小）  
8.2×8.2×5.5㎝（80入・磁） 600円

カ066-156 南蛮小鉢（大）  
11.5×11.5×6㎝（60入・磁） 870円
カ066-166 南蛮小鉢（中）  
9.5×9.5×4.8㎝（80入・磁） 720円

イ066-176 練色三本線3.5角鉢  
10.7×10.7×5.8㎝（120入・磁） 810円
イ066-186 練色三本線小角鉢  
8.2×8.2×5㎝（100入・磁） 550円

イ066-196 栗色刷毛目三本線3.5角鉢  
10.7×10.7×5.8㎝（120入・磁） 810円
イ066-206 栗色刷毛目三本線小角鉢  
8.2×8.2×5㎝（100入・磁） 550円

ネ066-216 黄化粧土11㎝角小鉢  
11×11×5.5㎝（80入・磁） 760円
ネ066-226 黄化粧土8㎝角小付  
8×8×5㎝（100入・磁） 600円

ロ066-236 夜明け四角鉢中  
13.8×13.8×5.6㎝（60入・磁） 970円
ロ066-246 夜明け四角鉢小  
9.9×9.9×4.2㎝（80入・磁） 450円

イ066-256 栗色刷毛目荒そぎ4.5小鉢  
14×14×5.8㎝（80入・磁） 900円
イ066-266 栗色刷毛目荒そぎ3.0小付  
9×4㎝（150入・磁） 500円

ロ066-276 ルリ角小鉢  
10.4×10.4×4㎝（80入・磁） 830円
ロ066-286 ルリ角小付  
8.5×8.5×3.6㎝（100入・磁） 720円

ロ066-296 赤 角小鉢  
10.4×10.4×4㎝（80入・磁） 830円
ロ066-306 赤 角小付  
8.5×8.5×3.6㎝（100入・磁） 720円

オ066-316 ボルドー4.0四方鉢  
10.7×10.7×6㎝（80入・陶） 980円
オ066-326 ボルドー3.0四方鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（100入・陶） 800円

ア066-336 南蛮四角小鉢大  
9.5×9.6×6㎝（100入・磁） 730円
ア066-346 南蛮四角小鉢小  
8.3×8.3×5.2㎝（120入・磁） 650円

キ066-386 白結晶3.5角小鉢  
9×9×6㎝（120入・磁） 500円
キ066-396 白結晶3.0角小鉢  
7.5×7.5×4.8㎝（160入・磁） 360円

キ066-406 いぶし黒3.5角小鉢  
9×9×6㎝（120入・磁） 500円
キ066-416 いぶし黒3.0角小鉢  
7.5×7.5×4.8㎝（160入・磁） 360円

イ066-426 黒釉四角小鉢（中）  
10×5.7㎝（100入・磁） 450円
イ066-436 黒釉四角小鉢（小）  
8.5×5㎝（120入・磁） 390円

ミ066-476 玉花 片口 4.5鉢  
14.3×11.8×6.5㎝（80入・磁） 1,380円
ミ066-486 玉花 片口 3.5鉢  
11.2×9×5㎝（60入・磁） 920円

ロ066-496 一珍唐津4.5片口小鉢  
15×14×5.5㎝（60入・磁） 1,080円
ロ066-506 一珍唐津4.0片口小鉢  
12×11.5×4.5㎝（80入・磁） 890円

ア066-516 金茶片口小鉢小  
13×11.6×6㎝（80入・磁） 900円
ア066-526 金茶片口小付  
10.5×9.2×5㎝（120入・磁） 700円

カ066-536 黄河片口4.0小鉢  
φ13.5×5.2㎝（60入・磁） 850円
カ066-546 黄河片口小付  
φ9.5×4.5㎝（80入・磁） 530円

ウ066-556 備前風片口ボウル（小）  
12.8×11.2×5.2㎝（80入・磁） 960円
ウ066-566 備前風片口ミニボウル  
10×8.8×4.4㎝（140入・磁） 820円

ロ066-576 黒釉白刷毛3.6片口鉢  
12.8×11.4×6㎝（80入・磁） 760円
ロ066-586 黒釉白刷毛3.0片口鉢  
10.5×9×5㎝（100入・磁） 540円

ロ066-596 白釉錆刷毛3.6片口鉢  
12.8×11.4×6㎝（80入・磁） 760円
ロ066-606 白釉錆刷毛3寸片口鉢  
10.5×9×5㎝（100入・磁） 540円

ヤ066-616 ヒワ吹片口小鉢  
13×11.5×6㎝（120入・磁） 750円
ヤ066-626 ヒワ吹片口ミニ鉢  
10.5×9×4.9㎝（160入・磁） 600円

ヤ066-636 美濃伊賀片口小鉢（大）  
13.2×11×6㎝（60入・磁） 690円
ヤ066-646 美濃伊賀片口小鉢（小）  
12×10×5㎝（80入・磁） 580円

ヨ066-056 手描きあみねじり型4.5寸鉢  11.8×11.8×6.6㎝（100入・磁） 1,200円
ヨ066-066 手描きあみねじり型4.0寸鉢  10.2×10.2×6.6㎝（120入・磁） 1,000円
ヨ066-076 手描きあみねじり型3.3寸鉢  8.5×8.5×5.3㎝（200入・磁） 600円

ヨ066-086 淡彩ラインねじり4.5寸鉢  11.8×11.8×6.6㎝（100入・磁） 1,200円
ヨ066-096 淡彩ラインねじり4.0寸鉢  10.2×10.2×6.6㎝（120入・磁） 1,000円
ヨ066-106 淡彩ラインねじり3.3寸鉢  8.5×8.5×5.3㎝（200入・磁） 600円

ロ066-356 外アミ角鉢（大）  10.2×5.2㎝（60入・磁） 510円
ロ066-366 外アミ角鉢（中）  9×5.5㎝（60入・磁） 430円
ロ066-376 外アミ角鉢（小）  7.5×7.5×5.3㎝（80入・磁） 300円

ネ066-446 伊賀白流し片口4.0鉢  14×12×6㎝（60入・陶） 2,300円
ネ066-456 伊賀白流し片口3.6鉢  11.8×10.5×5.7㎝（80入・陶） 1,650円
ネ066-466 伊賀白流し片口3.0鉢  10.5×9×4.8㎝（100入・陶） 1,050円
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ト067-016 赤柚子 小鉢 大  
φ12.5×6.5㎝（50入・磁） 1,250円
ト067-026 赤柚子 小鉢 小  
φ10.5×5.5㎝（80入・磁） 860円

ロ067-036 白油滴半掛たわみ大鉢  16.6×13.4×5.7㎝（80入・陶） 1,620円
ロ067-046 白油滴半掛たわみ中鉢  12.6×10×5.8㎝（100入・磁） 1,130円
ロ067-056 白油滴半掛たわみ小鉢  10.7×8×4㎝（120入・磁） 720円

オ067-066 呉須草花5.0中鉢  15×4.2㎝（60入・磁） 1,450円
オ067-076 呉須草花4.0小鉢  12×4.5㎝（80入・磁） 860円
オ067-086 呉須草花3.6小鉢  10.1×3.8㎝（120入・磁） 800円
オ067-096 呉須草花変形千代久  8.3×3.2㎝（200入・磁） 760円

オ067-106 トロロ鉢（大）  φ15.8×15×9.6㎝（40入・陶） 1,400円
オ067-116 トロロ鉢（中）  φ13×12.4×8㎝（60入・陶） 1,150円
オ067-126 トロロ鉢（小）  φ11×10.5×7.7㎝（100入・陶） 1,030円

ホ067-136 ぶどう変形鉢  17×14.5×6.5㎝（40入・陶） 1,300円
ホ067-146 ぶどう4.0鉢  14×12×5㎝（70入・陶） 900円
ホ067-156 ぶどう3.0鉢  9.5×8.5×4.5㎝（120入・陶） 450円

イ067-166 匠織部たまご型5.0鉢  
17.2×14.2×6㎝（40入・磁） 1,200円
イ067-176 匠織部たまご型4.0鉢  
14.3×12×6㎝（60入・磁） 800円

ヤ067-186 飴斑点たこ壷（大）  φ10.5×11.3㎝（40入・磁） 1,300円
ヤ067-196 飴斑点たこ壷（中）  φ7.7×8㎝（60入・磁） 860円
ヤ067-206 飴斑点たこ壷（小）  φ5.7×6㎝（80入・磁） 540円

ト067-216 雪華 深鉢（大）  φ13.2×6.8㎝（60入・磁） 980円
ト067-226 雪華 深鉢（中）  φ11.6×5.6㎝（80入・磁） 750円
ト067-236 雪華 深鉢（小）  φ10×4.4㎝（80入・磁） 540円

オ067-246 三色塗分渕波5.0鉢  φ14.8×5.4㎝（60入・磁） 1,080円
オ067-256 三色塗分渕波4.0鉢  φ12.3×4.4㎝（80入・磁） 770円
オ067-266 三色塗分渕波3.0鉢  φ9.6×3.7㎝（100入・磁） 540円

ロ067-276 石垣志野4.0鉢  
φ13.2×4.2㎝（60入・磁） 1,050円
ロ067-286 石垣志野3.5鉢  
φ11.8×3.6㎝（80入・磁） 730円

ト067-316 晩翠 深鉢（大）  φ13.2×6.8㎝（60入・磁） 980円
ト067-326 晩翠 深鉢（中）  φ11.6×5.6㎝（80入・磁） 750円
ト067-336 晩翠 深鉢（小）  φ10×4.4㎝（80入・磁） 540円

ヤ067-526 黒備前金茶吹三ツ足大鉢  16.5×5.5㎝（60入・磁） 820円
ヤ067-536 黒備前金茶吹三ツ足中鉢  14.5×4.5㎝（80入・磁） 650円
ヤ067-546 黒備前金茶吹三ツ足小鉢  12×4㎝（120入・磁） 500円
ヤ067-556 黒備前金茶吹三ツ足ミニ鉢  9.8×3.8㎝（150入・磁） 450円

ミ067-566 そよ風50ケズリ鉢  15×15×6㎝（60入・磁） 680円
ミ067-576 そよ風45ケズリ鉢  13×13×5㎝（80入・磁） 480円
ミ067-586 そよ風36ケズリ鉢  11×11×5㎝（120入・磁） 380円

ヤ067-596 うず5.0楕円鉢  16.2×15.6×7.1㎝（40入・磁） 650円
ヤ067-606 うず4.0楕円鉢  13.5×13×6㎝（60入・磁） 420円
ヤ067-616 うず3.5楕円鉢  10.8×10.6×5.1㎝（80入・磁） 350円

ハ067-296 朱天目小鉢  
φ11×7.3㎝（80入・磁） 1,030円
ハ067-306 朱天目デザート碗  
φ9.3×6.8㎝（100入・磁） 910円

ロ067-346 よもぎ4.0小鉢  
φ12×5.8㎝（80入・磁） 950円
ロ067-356 よもぎ3.5小鉢  
φ10.8×5.5㎝（80入・磁） 820円

イ067-366 匠織部手作り風4.5鉢  
φ13×7.2㎝（40入・磁） 940円
イ067-376 匠織部手作り風4.0鉢  
φ11.4×6.6㎝（50入・磁） 720円

ハ067-386 若葉4.2小鉢  
φ12.7×6.7㎝（100入・磁） 830円
ハ067-396 若葉3.2小鉢  
φ10.2×6.5㎝（120入・磁） 550円

オ067-406 粉引刷毛目楕円小鉢  
15.7×11.6×4.5㎝（60入・磁） 850円
オ067-416 粉引刷毛目楕円小付  
10×7.7×3.5㎝（100入・磁） 520円

ロ067-426 渕一珍5.0小判型鉢  
15.2×11.1×3.8㎝（60入・磁） 830円
ロ067-436 渕一珍3.5小判型鉢  
10.8×8×3.1㎝（80入・磁） 460円

ミ067-446 青磁貫入舟形長鉢  
19.7×9.2×5.2㎝（60入・磁） 750円
ミ067-456 青磁貫入舟形千代口  
13.2×7.5×3.6㎝（120入・磁） 390円

カ067-466 青白磁4.0丼  
φ12×7.8㎝（60入・磁） 950円
カ067-476 青白磁3.3丼  
φ9.8×6.4㎝（80入・磁） 650円

カ067-486 雫石4.2ボール  
φ13×5.5㎝（60入・磁） 800円
カ067-496 雫石3.3ボール  
φ10.6×5.2㎝（80入・磁） 700円

ヤ067-506 南蛮白刷毛多用鉢（中）  
φ12.5×5.5㎝（120入・磁） 820円
ヤ067-516 南蛮白刷毛多用鉢（小）  
φ10.5×4.5㎝（160入・磁） 700円

カ067-626 黒備前吹三ツ山三ツ足4.0中鉢  
13.7×5.5㎝（60入・磁） 550円
カ067-636 黒備前吹三ツ山三ツ足小鉢  
φ10.2×4.8㎝（80入・磁） 420円

イ067-646 黒釉かすり5.0鉢  
φ17×4.1㎝（磁） 550円
イ067-656 黒釉かすり4.5鉢  
φ14×4㎝（磁） 480円

ヤ067-666 青磁赤絵花紋4.0浅丼  
φ14×4㎝（120入・磁） 460円
ヤ067-676 青磁赤絵花紋3.3浅丼  
φ11.5×3.5㎝（200入・磁） 410円

タ067-686 黒備前金茶吹石垣小鉢  
12×12×4.1㎝（60入・磁） 430円
タ067-696 黒備前金茶吹石垣小付  
9.8×9.7×3.5㎝（80入・磁） 360円

ホ067-706 櫛目紋4.0小鉢  
φ13×4.5㎝（80入・磁） 380円

ネ067-716 明世黒4.5浅鉢  
φ14.3×3.7㎝（150入・磁） 350円
ネ067-726 明世黒3.3浅鉢  
φ11.3×3㎝（200入・磁） 250円

67

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

刺身鉢・
千代口

割
烹
の
う
つ
わ

向　付

小鉢（組）



ヤ068-016 青磁輪花3.6小鉢  φ11×5.5㎝（120入・磁） 1,100円
ヤ068-026 青磁輪花3.2小鉢  φ9.5×4.7㎝（150入・磁） 850円
ヤ068-036 青磁輪花珍味  φ7.5×3.9㎝（200入・磁） 680円

ホ068-046 ピンク吹十角小鉢（大）  10.5×6㎝（80入・強） 1,050円
ホ068-056 ピンク吹十角小鉢（小）  8.5×5㎝（100入・強） 750円
ホ068-066 ピンク吹十角珍味  φ5.7×3.5㎝（140入・強） 500円

ミ068-076 藍彩桔梗型小鉢（大）  φ10.3×5.8㎝（120入・強） 1,000円
ミ068-086 藍彩桔梗型小鉢（小）  φ8.3×5㎝（150入・強） 700円
ミ068-096 藍彩桔梗型珍味  φ5.7×3.5㎝（200入・強） 480円

ア068-106 ルリ桔梗型3.3小鉢  
φ10.5×5.5㎝（80入・強） 750円
ア068-116 ルリ桔梗型3.0小鉢  
φ8.5×5㎝（100入・強） 520円

ホ068-126 黄十角小鉢（大）  φ10.5×6㎝（80入・強） 720円
ホ068-136 黄十角小鉢（小）  φ8.5×5㎝（100入・強） 480円
ホ068-146 黄十角珍味  φ5.7×3.5㎝（140入・強） 360円

ア068-156 ネジ伊賀小鉢（大）  
φ8.8×6.5㎝（80入・強） 1,800円
ア068-166 ネジ伊賀小鉢（小）  
7.3×5.5㎝（120入・強） 1,750円

ア068-176 深海三ツ足3.6小鉢  
φ10×4.8㎝（100入・磁） 1,100円
ア068-186 深海三ツ足小付  
φ8.2×4.5㎝（120入・磁） 820円

ロ068-196 銅彩 花小鉢（大）  
φ11×5.8㎝（80入・磁） 1,020円
ロ068-206 銅彩 花小鉢（小）  
φ8.5×5.6㎝（100入・磁） 740円

ロ068-216 黄春八角小鉢（大）  
10×5.5㎝（60入・強） 930円
ロ068-226 黄春八角小鉢（小）  
8.5×4.5㎝（80入・強） 620円

ホ068-236 焼しめ十角小鉢（大）  φ10.5×6㎝（80入・強） 720円
ホ068-246 焼しめ十角小鉢（小）  φ8.5×5㎝（100入・強） 480円
ホ068-256 焼しめ十角珍味  φ5.7×3.5㎝（140入・強） 360円

オ068-266 トルコ木目4.0小鉢  
11.5×12.5×5.5㎝（80入・磁） 900円
オ068-276 トルコ木目3.3小鉢  
9×8.7×5㎝（120入・磁） 590円

ロ068-286 新緑4.0ボール  φ12×4.2㎝（80入・陶） 860円
ロ068-296 新緑3.5ボール  φ10.8×4.2㎝（100入・陶） 820円
ロ068-306 新緑3.0ボール  φ8.7×3㎝（120入・陶） 520円

ア068-316 深海三角三ツ足小鉢（大）  
φ13.3×5.8㎝（100入・磁） 850円
ア068-326 深海三角三ツ足小鉢（小）  
φ10.8×4㎝（120入・磁） 550円

タ068-336 藍4.0ボール  φ11.5×4.5㎝（80入・磁） 800円
タ068-346 藍3.3ボール  φ9×3.8㎝（100入・磁） 550円
タ068-356 藍千代口  φ8.3×3.5㎝（120入・磁） 480円

ト068-366 黄瀬戸角小鉢（大）  12×12×5.5㎝（80入・磁） 800円
ト068-376 黄瀬戸角小鉢（中）  10.5×10.5×4.5㎝（100入・磁） 650円
ト068-386 黄瀬戸角小鉢（小）  9×9×4㎝（120入・磁） 480円

カ068-396 織部すすき小鉢（大）  
φ11.3×5.7㎝（60入・磁） 840円
カ068-406 織部すすき小鉢（小）  
9.8×4.8㎝（80入・磁） 740円

ヤ068-416 清流石目小鉢（大）  
11×5.5㎝（80入・磁） 700円
ヤ068-426 清流石目小鉢（小）  
9.8×4.8㎝（120入・磁） 600円

ツ068-436 ヒワ貫入タタラ小鉢（大）  
φ11×6㎝（80入・陶） 600円
ツ068-446 ヒワ貫入タタラ小鉢（小）  
φ9.8×5㎝（80入・陶） 550円

オ068-456 吹ズミ四っ山小鉢（大）  
φ10.4×5.7㎝（80入・磁） 770円
オ068-466 吹ズミ四っ山小鉢（小）  
φ9.2×5.1㎝（100入・磁） 750円

オ068-476 ブルー四っ山小鉢（大）  
φ10.4×5.7㎝（80入・磁） 650円
オ068-486 ブルー四っ山小鉢（小）  
φ9.2×5.1㎝（100入・磁） 580円

タ068-496 うす紅桜ひとはな小鉢  
11.7×4.5㎝（100入・磁） 750円
タ068-506 うす紅桜ひとはな小付  
8.8×3.3㎝（200入・磁） 490円

テ068-516 桜錦花型小鉢  
φ10.3×5.3㎝（80入・陶） 630円
テ068-526 桜錦花型小付  
8.5×4.2㎝（100入・陶） 460円

ア068-536 乳白流片口3.6小鉢  
10.6×10.3×5.5㎝（100入・磁） 600円
ア068-546 乳白流片口珍味  
9.2×8.8×4.6㎝（120入・磁） 460円

カ068-556 粉引釉スタック小鉢大  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 450円
カ068-566 粉引釉スタック小鉢小  
φ8.1×3.2㎝（120入・磁） 400円

カ068-576 黒釉スタック小鉢大  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 450円
カ068-586 黒釉スタック小鉢小  
φ8.1×3.2㎝（120入・磁） 400円

ア068-596 ドット11㎝ボール  
φ11×6.2㎝（100入・磁） 660円
ア068-606 ドット9.5㎝ボール  
φ9.5×5.4㎝（120入・磁） 600円

キ068-616 深海（緑）小鉢（中）  
φ11×5㎝（120入・磁） 430円
キ068-626 深海（緑）小鉢（小）  
φ9.3×4.2㎝（160入・磁） 380円

キ068-636 深海（藍）小鉢（中）  
φ11×5㎝（120入・磁） 430円
キ068-646 深海（藍）小鉢（小）  
φ9.4×4.1㎝（160入・磁） 380円

ハ068-656 雪粉引楕円4.0鉢  
13.5×13×6.5㎝（60入・磁） 410円
ハ068-666 雪粉引楕円3.5鉢  
11×10.5×5.2㎝（100入・磁） 330円

ホ068-676 網目3.9小鉢  
φ12×3.9㎝（80入・磁） 400円
ホ068-686 網目2.8小付  
φ9.2×3.4㎝（120入・磁） 380円
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テ069-016 赤巻3.8小鉢  
φ11.7×5.6㎝（80入・磁） 860円
テ069-026 赤巻3.5小鉢  
φ10.6×5㎝（100入・磁） 720円

ロ069-036 タゝ キ四葉3.5小鉢  
9.8×9.8×6.5㎝（80入・磁） 630円
ロ069-046 タゝ キ四葉3.3小鉢  
8.8×8.8×5.6㎝（100入・磁） 490円

ウ069-056 ヒスイ梅型小鉢  φ10.8×6.8㎝（100入・強） 770円
ウ069-066 ヒスイ梅型小付  φ8.6×5.5㎝（120入・強） 620円
ウ069-076 ヒスイ梅型小鉢（小）  φ7.8×4.7㎝（160入・強） 530円

カ069-086 青磁梅型小鉢（中）  
φ8.5×5.4㎝（8入・強） 700円
カ069-096 青磁梅型小付  
7.7×4.5㎝（10入・強） 530円

ホ069-106 トチリ刷毛目3.5鉢  
10.2×6㎝（100入・磁） 570円
ホ069-116 トチリ刷毛目3.0鉢  
9×5.2㎝（120入・磁） 410円

ロ069-126 赤絵花ツナギ3.5小鉢  
10.4×6㎝（80入・磁） 640円
ロ069-136 赤絵花ツナギ3.0小鉢  
9×5.5㎝（100入・磁） 550円

ロ069-146 赤千鳥花型小鉢（中）  
10×6.2㎝（80入・磁） 630円
ロ069-156 赤千鳥花型小鉢（小）  
9×5.3㎝（100入・磁） 520円

イ069-166 黒結晶筆散し3.6小鉢  
φ11×5.2㎝（80入・陶） 570円
イ069-176 黒結晶筆散し3.2小鉢  
φ9.3×5.7㎝（100入・陶） 450円

ホ069-186 紫花形3.6小鉢  
11×5.6㎝（80入・陶） 560円
ホ069-196 紫花形3.3小鉢  
9.5×5㎝（120入・陶） 450円

イ069-206 油滴グリン掛3.6小鉢  
φ11×5.6㎝（80入・陶） 540円
イ069-216 油滴グリン掛3.2小鉢  
φ9.5×5㎝（120入・陶） 420円

ロ069-226 呉須梅割小鉢（大）  
φ10.8×6㎝（80入・磁） 560円
ロ069-236 呉須梅割小鉢（小）  
φ9.2×5.3㎝（100入・磁） 450円

ロ069-246 赤梅割小鉢（大）  
φ11×6㎝（80入・磁） 560円
ロ069-256 赤梅割小鉢（小）  
φ9.2×5.3㎝（100入・磁） 450円

ロ069-266 ブルー花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 560円
ロ069-276 ブルー花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 430円

ロ069-286 ピンク花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 560円
ロ069-296 ピンク花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 430円

ロ069-306 イエロー花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 560円
ロ069-316 イエロー花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 430円

ロ069-326 ブルー桔梗型小鉢（大）  
φ10.5×5.8㎝（80入・磁） 430円
ロ069-336 ブルー桔梗型小鉢（小）  
φ9×4.6㎝（100入・磁） 340円

ロ069-346 イエロー桔梗型小鉢（大）  
φ10.5×5.4㎝（80入・磁） 430円
ロ069-356 イエロー桔梗型小鉢（小）  
φ9×4.6㎝（100入・磁） 340円

ア069-366 ネジリ3.5鉢  
φ10×6.3㎝（120入・磁） 500円
ア069-376 ネジリ3.0鉢  
φ9×5.5㎝（150入・磁） 400円

ロ069-386 刷毛目ネジリ小鉢（中）  
φ9.7×6㎝（80入・磁） 490円
ロ069-396 刷毛目ネジリ小鉢（小）  
φ8.7×5.5㎝（100入・磁） 350円

テ069-406 赤絵紋3.8梅形小鉢  φ11.7×6.2㎝（80入・磁） 480円
テ069-416 赤絵紋3.5梅形小鉢  φ10.5×5.6㎝（100入・磁） 420円
テ069-426 赤絵紋3.0小鉢  φ9.3×4.3㎝（120入・磁） 330円

ヤ069-436 かぶら 3.8小鉢  φ12×5.5㎝（120入・磁）（美濃焼） 470円
ヤ069-446 かぶら 3.5小鉢  φ10.7×5㎝（150入・磁）（美濃焼） 390円
ヤ069-456 かぷら 3.0小付  φ9.4×4.5㎝（180入・磁）（美濃焼） 330円

イ069-466 うのふ十草3.8小鉢  φ12×5.5㎝（80入・磁） 460円
イ069-476 うのふ十草3.5小鉢  φ10.7×5㎝（100入・磁） 380円
イ069-486 うのふ十草3.0小鉢  φ9.3×4.5㎝（150入・磁） 320円

ヤ069-496 青磁十草3.8小鉢  φ12×5.6㎝（120入・磁） 470円
ヤ069-506 青磁十草3.5小鉢  φ10.8×5㎝（150入・磁） 390円
ヤ069-516 青磁十草3.0小鉢  φ9.4×4.5㎝（180入・磁） 330円

オ069-526 唐津十草3.8小鉢  φ12×5.7㎝（80入・磁） 450円
オ069-536 唐津十草3.5小鉢  φ10.8×5.5㎝（100入・磁） 360円
オ069-546 唐津十草3.0小鉢  φ9.5×4.5㎝（150入・磁） 300円

ヤ069-556 茶ライン3.8小鉢  φ11.8×5.5㎝（120入・磁） 440円
ヤ069-566 茶ライン3.5小鉢  φ10.7×5㎝（150入・磁） 360円
ヤ069-576 茶ライン3.0小付  φ9.4×4.5㎝（180入・磁） 310円

オ069-586 粉引グレー刷毛目3.8小鉢  φ11.7×5.5㎝（80入・磁） 420円
オ069-596 粉引グレー刷毛目3.5小鉢  φ10.6×5㎝（100入・磁） 360円
オ069-606 粉引グレー刷毛目3.0小鉢  φ9×4.3㎝（150入・磁） 300円

ア069-616 ピンク吹11㎝小鉢  
φ10.8×5.2㎝（100入・磁） 420円
ア069-626 ピンク吹9㎝小鉢  
φ9.5×4.5㎝（120入・磁） 370円

ヤ069-636 白吹天目 石垣ボウル 中  
φ11×5.2㎝（磁）（美濃焼） 400円
ヤ069-646 白吹天目 石垣ボウル 小  
φ9.5×4.5㎝（磁）（美濃焼） 350円

キ069-656 灰マット3.5小鉢  
φ10.7×5.2㎝（120入・磁） 400円
キ069-666 灰マット3.0小鉢  
φ9.5×4.5㎝（160入・磁） 300円

キ069-676 いぶし黒3.5小鉢  
10.7×5.2㎝（120入・磁） 400円
キ069-686 いぶし黒3.0小鉢  
9.5×4.5㎝（160入・磁） 300円
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ミ070-016 
市松二色交趾小付  
φ8.8×7㎝（80入・磁）
3,350円

ロ070-026 
赤絵色刷毛目高台小鉢  
φ9.5×6.5㎝（60入・強）
3,080円

ツ070-036 
ガラスソアール小鉢  
8.8×7㎝（60入）
2,550円

メ070-046 
炭化粉引流し高杯小付  
φ10×6.7㎝（100入・陶）（信楽焼）
2,400円

ミ070-056 
菊割春秋色刺3.6小鉢  
9.2×7.8㎝（80入・磁）
2,380円

メ070-066 
青雲高台楕円小鉢  
11×9.8×8㎝（100入・陶）（信楽焼）
2,350円

オ070-076 
菊割春秋高台3.6小鉢  
9.4×7.5㎝（80入・磁）
2,400円

ウ070-086 
赤絵高台小鉢  
φ8.7×6.9㎝（120入・強）
2,350円

ト070-096 
呉須タコ唐草高台小付  
φ8.2×7.3㎝（120入・磁）
1,400円

カ070-106 
春秋2.6高台小鉢  
7.7×7㎝（100入・磁）
3,100円

ウ070-116 
内金花型黒高台珍味  
φ7.6×5.1㎝（20入・磁）
1,800円

ウ070-126 
内金花型赤高台珍味  
φ7.6×5.1㎝（20入・磁）
1,800円

ミ070-156 
舞小花高台小付  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
1,950円

カ070-166 
朱巻色絵高台盃  
φ6.3×6.8㎝（80入・磁）
1,150円

ミ070-176 
ブーケ高台小付  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
1,950円

ミ070-186 
花衣高台珍味  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
2,100円

ア070-196 
黒釉高台珍味  
φ8.9×10㎝（60入・磁）
1,250円

ウ070-206 
錦十草菊型高台小付  
φ7.6×6.4㎝（120入・磁）
1,800円

ユ070-216 
ルリ藍市松高台小付  
φ6.8×7㎝（80入・陶）
1,600円

ユ070-226 
セレン赤渦高台小付  
φ6.8×7㎝（80入・陶）
1,600円

タ070-236 
錦帯花絵高台小付  
φ7.8×4.7㎝（120入・磁）（有田焼）
1,900円

ミ070-246 
志野赤絵高台中付  
φ7×6.5㎝（120入・陶）
1,400円

ユ070-256 
淡雪二色吹高台小付  
φ8×7.5㎝（60入・磁）
1,300円

ミ070-266 
黒土千段高台小付  
φ7×7.5㎝（150入・陶）
1,550円

タ070-276 
トルコ高台小付  
φ8.2×8㎝（180㏄）（60入・陶）
1,300円

ミ070-286 
ピンク一珍渦高台小付  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
1,250円

ウ070-296 
春秋 高台小付  
φ7.4×4.5㎝（100入・強）
1,620円

タ070-306 
清流小付  
10.2×5.7㎝（80入・磁）（有田焼）
1,200円

タ070-316 
青磁小付  
10×9.8×6㎝（80入・磁）（有田焼）
1,200円

タ070-326 
淡青高台小付  
φ8.2×7.3㎝（100入・磁）
1,200円

タ070-336 
金彩小付  
10.2×8.9×5.5㎝（80入・磁）（有田焼）
1,250円

タ070-346 
錦帯千段高台小付  
φ7.8×4.7㎝（120入・磁）（有田焼）
1,750円

タ070-356 
織部格子高台鉢  
9.2×8.5×6.5㎝（60入・陶）
800円

カ070-366 
織部格子高台小鉢  
9.5×6.5㎝（80入・陶）
800円

ホ070-376 
青磁高台デザートカップ  
φ8.5×6㎝（120入・陶）（食洗機不可）
840円

ツ070-136 赤化粧金ライン3.3小付  
9.7×6.3㎝（80入・陶） 2,150円
ツ070-146 赤化粧金ライン珍味  
7.3×5㎝（80入・陶） 1,800円
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ト071-016 
くつわ型茶掛小付  
9.3×8.3×6.5㎝（100入・陶）
2,640円

テ071-026 
華七宝小付  
7.6×7.6×6.5㎝（80入・陶）
2,650円

ミ071-036 
湖水青白透し舟形小鉢  
15×7.5×6.8㎝（60入・磁）
1,980円

ネ071-046 
白笹葉珍味  
15.5×5.5×5.5㎝（120入・磁）
1,900円

ミ071-056 
八角十草小鉢  
8.5×7.5×6.2㎝（100入・磁）
1,850円

ア071-066 
金彩三ツ山珍味小鉢  
8×6.3㎝（100入・磁）
1,800円

ウ071-076 
ピンク貝型小付  
12×7.9×3.5㎝（100入・強）
1,800円

ミ071-086 
灰釉変り舟珍味  
16.5×6.3×6.3㎝（80入・磁）
1,800円

ト071-096 
菊型三色十草小付  
φ7.5×5㎝（120入・磁）
1,700円

ミ071-106 
舞小花くくり小付  
φ10×4.5㎝（120入・磁）
1,650円

ミ071-116 
渕サビマリンブルー前菜皿  
20.5×7.5×4.5㎝（60入・磁）
1,650円

ネ071-126 
粉引片口小付  
9.5×8.5×5㎝（100入・陶）
1,650円

タ071-136 
あさぎ釉菊割仲付  
φ10.6×6.4㎝（80入・磁）（有田焼）
1,600円

ハ071-146 
荒波グリーン小判豆鉢（ガラス）  
9.8×9×3㎝（5×24入）
1,580円

ミ071-156 
黒織部括り手四方押  
φ9.5×6㎝（120入・陶）
1,550円

ミ071-166 
唐津十草括り手四方押  
φ9.5×6㎝（120入・陶）
1,550円

ミ071-176 
手造り織部サビ絵波口小付  
φ8.5×5.5㎝（100入・陶）
1,550円

ミ071-186 
緑釉丸小付  
φ9×5.5㎝（150入・陶）
1,500円

ミ071-196 
青磁ヒワ金流し小付  
9.2×8.8×5.5㎝（150入・磁）
1,480円

テ071-206 
トルコ釉花型珍味  
7.5×5㎝（100入・磁）
1,450円

ミ071-216 
黒釉桜花楕円小鉢  
9.6×8.3×5㎝（100入・磁）
1,400円

ア071-226 
ピンク吹き三ッ足高台六角皿  
10.7×10×4.2㎝（100入・強）
1,400円

ウ071-236 
黒釉内金四ツ山小付  
7.3×7.3×5.4㎝（100入・磁）
1,350円

ツ071-246 
錆木割山椒珍味  
11.2×10.3×4.7㎝（80入・陶）
1,350円

ミ071-256 
織部掛け括り手小付  
φ8.5×5.5㎝（150入・陶）
1,300円

ト071-266 
銀彩ちらし小付  
φ8.7×5.3㎝（100入・磁）
1,300円

イ071-276 
白土孔雀トチリ 丸小付  
φ8.4×4.8㎝（150入・磁）
1,250円

ミ071-286 
花かご小付  
9.2×8.8×5.5㎝（120入・磁）
1,250円

キ071-296 
青磁渕金アワビ小付  
9.5×7×3.4㎝（100入・磁）
1,250円

ロ071-306 
錦三色十草小付  
φ9.3×4.2㎝（100入・磁）
1,330円

タ071-316 
黄釉掛分菊割小付  
φ10×5㎝（80入・磁）（有田焼）
1,200円

タ071-326 
紫釉割山椒小付  
11×5.4㎝（80入・磁）（有田焼）
1,200円

ウ071-336 
黒石目金彩 角小付  
8.5×8.5×3.8㎝（200入・強）
1,110円

ウ071-346 
内金彩 八角小付  
10.3×9.8×3㎝（100入・強）
1,200円

カ071-356 
呉須刷毛片口小付  
10.5×9.3×4㎝（150入・磁）
1,200円

ウ071-366 
錦菊紋 舟型小付  
8.5×7×3.5㎝（200入・強）
1,160円
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キ072-016 
ヒワ吹ラスター八角小付  
8×7.7×3.4㎝（150入・磁）
1,150円

ミ072-026 
黒土白ライン変形 小鉢  
11.5×8×4㎝（150入・陶）
1,120円

ミ072-036 
外黒呉須渦グリーン金タタキ片口小付  
φ9.3×4.6㎝（120入・磁）
1,080円

ミ072-046 
錦朱呉須刷毛片口珍味  
9.3×4.6㎝（120入・磁）
1,050円

メ072-056 
焼〆三ツ割小鉢（小）  
φ9×5㎝（100入・陶）
1,050円

ウ072-066 
黒釉金彩丸小付  
φ9.3×3.6㎝（80入・強）
1,050円

ウ072-076 
染付唐草四角小付  
7.6×7.6×3㎝（80入・磁）
1,060円

ア072-086 
銀ボール  
12.3×8.9×4.2㎝（120入・磁）
1,050円

ウ072-096 
染付草花四角小付  
7.6×7.6×3㎝（80入・磁）
1,050円

ウ072-106 
見込ゴス菱紋 楕円小付  
9.3×7.1×3㎝（200入・強）
1,030円

ユ072-116 
かすみ青白11.5㎝楕円小鉢  
11.5×9.3×4㎝（80入・磁）
1,000円

タ072-126 
淡青くくり中付  
φ9.8×4.6㎝（100入・磁）
980円

タ072-136 
橙黄くくり中付  
φ9.8×4.6㎝（100入・磁）
980円

メ072-146 
黒窯変角小付  
8.2×8.2×4.5㎝（80入・陶）
950円

メ072-156 
南蛮3.0片口鉢  
9.5×9×4㎝（250入・陶）
950円

ウ072-166 
灰釉梅型小付  
φ8.4×3.8㎝（200入・磁）
950円

テ072-176 
荒土灰釉流四ツ3.0小鉢  
9.5×5㎝（100入・陶）
950円

テ072-186 
粉引貫入丸小付  
φ8.4×3.5㎝（120入・陶）
950円

テ072-196 
粉引三角3.0小鉢  
9×9×4.8㎝（100入・陶）
950円

ユ072-206 
かすみ青白片口小付  
9.8×8×4㎝（120入・磁）
930円

ネ072-216 
漆ブラウントジメ小付  
φ7.7×6㎝（120入・磁）
930円

ロ072-226 
御深井小付  
φ10×5.6㎝（80入・陶）
920円

ロ072-236 
クリーム菊型2.8小付  
φ8×4.3㎝（120入・強）
900円

ロ072-246 
黄菊型2.8小付  
φ8×4.3㎝（120入・強）
900円

ロ072-256 
トルコ菊型2.8小付  
φ8×4.3㎝（120入・強）
900円

テ072-266 
黒流し三角小付  
9×4.8㎝（100入・陶）
900円

ア072-276 
二連粉引小付  
12×7.3×3.6㎝（120入・磁）
900円

ア072-286 
二連 備前風小付  
12×7.3×3.6㎝（120入・磁）
900円

ユ072-296 
銀彩結晶楕円小付  
11×9.5×4㎝（100入・陶）
900円

ウ072-306 
渕雁木 平千代口  
φ8.5×2.8㎝（160入・強）
900円

キ072-316 
白マット呉須散らし三ツ足小付  
9.6×8.2×4.5㎝（150入・磁）
890円

ツ072-326 
白マット織部流し小付  
9.2×5.5㎝（100入・磁）
850円

オ072-336 
和モダン3.0四方鉢  
8.5×8.5×4.7㎝（200入・磁）（美濃焼）
850円

ロ072-346 
淡雪 小付  
10.2×7.8×3.8㎝（80入・強）
830円

ミ072-356 
錦花紋豆皿  
9.4×9.1×2.7㎝（150入・磁）
830円

ア072-366 
花つなぎ小鉢G  
φ9×6㎝（100入・磁）
810円

ホ072-376 
ワインレッド片口小付  
8.8×7.5×4.5㎝（160入・陶）
800円

ホ072-386 
トルコ片口小付  
8.8×7.5×4.5㎝（160入・陶）
800円

ネ072-396 
織部流し片口小付  
9.8×9.2×4.8㎝（100入・陶）
790円

キ072-406 
紫白吹き三ツ足小付  
9.6×8.2×4.5㎝（150入・磁）
890円

ト072-416 
二色流し丸小付  
φ10.5×5㎝（120入・磁）
830円

ホ072-426 
NB高台デザートカップ  
φ8.5×6㎝（120入・陶）（食洗機不可）
840円

ウ072-436 
白磁三角小付  
8×8×4.4㎝（160入・磁）
790円

タ072-446 
紅スクエア（小）  
10×9.6×3.3㎝（100入・陶）
760円

ウ072-516 
備前風高台小付  
11.6×11.2×3.8㎝（100入・磁）
820円

ウ072-526 
粉引高台小付  
11.6×11.2×3.8㎝（100入・磁）
820円

テ072-456 紫マット浅小鉢（大）
φ11×3.4㎝（80入･磁）  1,000円
テ072-466 紫マット浅小鉢（小）
φ10×3.2㎝（80入･磁）  900円

テ072-476 紫マット小鉢（大）
φ9.3×4.8㎝（80入･磁）  1,000円
テ072-486 紫マット小鉢（小）
φ7.3×3.3㎝（100入･磁）  700円

ト072-496 青白磁菊型小鉢（大）
φ10.3×5.2㎝（120入・磁）  850円
ト072-506 青白磁菊型小鉢（小）  
φ9×4.5㎝（120入・磁）  680円
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ネ073-016 
漆ブラウン片口ボウルミニ  
10×8.6×4.5㎝（120入・磁）
800円

ロ073-026 
白油滴刷毛三ツ足浅小鉢  
φ11×3.6㎝（100入・磁）
760円

ロ073-036 
しみず丸小付  
9.3×8.9×5.6㎝（100入・磁）
820円

ア073-046 
白高台小皿  
φ9.5×2.5㎝（120入・磁）
750円

ツ073-056 
ヒワ青磁角小付  
9.3×9×3.2㎝（100入・磁）
750円

ア073-066 
白高台小付  
φ8.5×5.6㎝（120入・磁）
750円

ア073-076 
二色吹き巻き貝小付  
11.3×8.2×3㎝（120入・磁）
750円

ミ073-086 
手描 三色十草 30小鉢  
φ9.2×5㎝（120入・磁）
730円

ロ073-096 
織部櫛目三つ足深鉢  
φ8.4×6㎝（80入・陶）
730円

キ073-106 
金結晶アワビ小付  
9.5×7×3.4㎝（100入・磁）
730円

タ073-116 
もえぎ岩小鉢  
φ9.1×5.8㎝（60入・磁）
720円

テ073-126 
緑錦三つ山小鉢  
φ9.5×5㎝（80入・陶）
720円

ウ073-136 
黒ガラス菊紋 四つ山小付  
7.5×7.5×5.8㎝（160入・強）
860円

ウ073-146 
黒ガラス金彩 四つ山小付  
7.5×7.5×5.8㎝（160入・強）
730円

ア073-156 
琥珀スクエアボール小  
8.5×8.6×4.2㎝（100入・磁）
700円

ホ073-166 
伊良保珍味  
8.5×3㎝（140入・陶）
700円

ア073-176 
ムーブ イエローボール  
φ8×4.5㎝（約100㏄）（120入・磁）
680円

ア073-186 
ムーブ グリーンボール  
φ8×4.5㎝（約100㏄）（120入・磁）
680円

ア073-196 
ムーブ パープルボール  
φ8×4.5㎝（約100㏄）（120入・磁）
680円

オ073-206 
梅型鉄流し珍味  
9.2×5㎝（100入・陶）
760円

ウ073-216 
赤楽見込花 平千代口  
φ8.8×2.9㎝（160入・陶）
690円

ロ073-226 
青磁笹小付  
13.8×6.8×4.5㎝（120入・磁）
680円

ロ073-236 
ホワイト笹小付  
13.8×6.8×4.5㎝（120入・磁）
680円

ロ073-246 
イエロー笹小付  
13.8×6.8×4.5㎝（120入・磁）
680円

ホ073-256 
かきおとし小付  
φ8.6×4.3㎝（120入・陶）
690円

ア073-266 
ブラックボール グリーン  
φ8×4.5㎝（120入・磁）
680円

ア073-276 
ブラックボール カーボン  
φ8×4.5㎝（120入・磁）
680円

ア073-286 
ブラックボール レッド  
φ8×4.5㎝（120入・磁）
680円

ロ073-296 
スワン 青磁手付呑水  
12×7.5×5㎝（120入・磁）
680円

ロ073-306 
スワン イエロー手付呑水  
12×7.5×5㎝（120入・磁）
680円

キ073-316 
うず水玉小付  
φ10×3.4㎝（150入・磁）
660円

ミ073-326 
粉引オレンジ吹片口小付  
φ9.3×4.6㎝（120入・磁）
650円

タ073-336 
唐津梅型小付  
8×3.6㎝（120入・磁）
650円

ア073-346 
白磁縞織角珍千代口  
9×9×3.8㎝（120入・磁）
650円

タ073-356 
白刷毛花小付  
10×9.5×5.8㎝（100入・磁）
630円

ア073-386 
むらさき小付  
φ9.3×4.7㎝（100入・磁）
620円

ハ073-396 
織部反型片口小鉢  
9.6×8.2×6.3㎝（100入・磁）
610円

ロ073-406 
黄 花型小付  
φ9.6×3.3㎝（100入・強）
620円

ロ073-416 
青磁 花型小付  
φ9.6×3.3㎝（100入・強）
620円

ハ073-426 
粉引反型片口小鉢  
9.6×8.2×6.3㎝（100入・磁）
610円

ハ073-436 
粉引変形小鉢  
10.7×8.8×4.2㎝（100入・磁）
600円

キ073-446 
呉須流し八角小付  
8×7.7×3.4㎝（150入・磁）
620円

キ073-456 
黒茶吹八角小付  
8×7.7×3.4㎝（150入・磁）
620円

ウ073-466 
信楽割山椒小付  
8.5×5.5㎝（120入・強）
600円

カ073-476 
織部格子正角鉢（小）  
8.5×8.5×2.5㎝（100入・陶）
600円

カ073-486 
万暦3寸小鉢  
φ9.3×4.5㎝（80入・磁）
600円

ネ073-496 
織部イラホ小付  
10×9.7×4㎝（100入・磁）
600円

ウ073-506 
黒伊賀割山椒  
8.8×5.4㎝（120入・強）
600円

カ073-366 白磁スタック角鉢
7.2×7.2×3.3㎝（100入・磁）  550円
カ073-376 白磁スタック角珍味鉢  
5.2×5.2×3.2㎝（120入・磁）  500円
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ホ074-016 
紺ルリ三つ押小付  
φ9×4.5㎝（120入・磁）
580円

ロ074-026 
やよい片口千代口  
8.8×6.8×3㎝（150入・陶）
540円

タ074-036 
濃刷毛砂目3.0小付  
φ9.2×3.3㎝（120入・磁）
540円

ロ074-046 
織部櫛目小付  
φ9.4×4㎝（80入・陶）
510円

イ074-056 
匠織部たまご型3.0小付  
10×8×4.4㎝（100入・磁）
500円

イ074-066 
鉄砂 菊小鉢  
φ8.2×4㎝（100入・磁）
500円

キ074-076 
白マット荒彫角千代口  
8.1×81×2.6㎝（160入・磁）
500円

イ074-086 
鉄砂 四角小鉢  
8×8×4.5㎝（100入・磁）
500円

ト074-096 
おりべ角小付  
9.2×8.9×4.2㎝（160入・磁）
500円

ホ074-106 
ピンク六角小付  
φ8.5×4.5㎝（140入・磁）
500円

ホ074-116 
ヒワ六角小付  
φ8.5×4.5㎝（140入・磁）
500円

オ074-126 
伊賀織部流し角小鉢  
7.8×7.8×4.5㎝（150入・磁）（美濃焼）
490円

オ074-136 
伊賀トルコ吹き角小鉢  
7.8×7.8×4.5㎝（150入・磁）（美濃焼）
490円

オ074-146 
備前織部吹き角小鉢  
7.8×7.8×4.5㎝（150入・磁）（美濃焼）
490円

キ074-196 
あけぼの赤釉うずうず小付  
10×8×4.5㎝（120入・磁）
490円

ト074-206 
粉引楕円小付  
10×8×4.5㎝（120入・磁）
480円

ト074-236 
黒茶 ぷち重  
6×6×3.5㎝（100入・磁）
480円

カ074-246 
銀彩黒三ツ折3.0小付  
φ9.5×5.3㎝（100入・磁）
470円

テ074-256 
白刷毛角小付  
7.7×7.7×5.5㎝（120入・陶）
460円

カ074-266 
福濃格子八角珍味鉢  
8.5×4.5㎝（100入・磁）
460円

ウ074-276 
吹墨海老貝型小付  
13×8.8×2.6㎝（120入・磁）
440円

テ074-286 
織部塗分五角3.0小鉢  
9.5×5.5㎝（140入・陶）
430円

タ074-296 
黄河たまご3.0小付  
10×8×4.5㎝（100入・磁）
430円

タ074-306 
あけぼの五山小鉢  
φ8.9×5.5㎝（160入・磁）
430円

ホ074-316 
トルコ切立四角小付  
φ6.6×3.6㎝（180入・磁）
430円

タ074-326 
金茶吹五山小鉢  
φ9×5.7㎝（160入・磁）
430円

テ074-336 
淡緑輪花小付  
8.2×4.7㎝（120入・陶）
430円

タ074-346 
伊賀オリベ五山小鉢  
φ8.9×5.5㎝（160入・磁）
430円

タ074-356 
淡青モア小付  
9.8×8.6×4㎝（100入・磁）
430円

ネ074-366 
うす茶うのふ長小皿  
11.6×6.3×2.3㎝（120入・磁）
430円

ロ074-376 
粉引黒オリベ流し段々角小鉢  
8.9×8.9×3.5㎝（120入・磁）
430円

イ074-386 
若草三つまげ小付  
φ9.3×5.5㎝（120入・陶）
420円

キ074-396 
黒備前小付  
φ8.5×3.5㎝（100入・陶）
420円

ロ074-426 
ルリ菊型小鉢  
φ8.3×4.8㎝（80入・磁）
410円

ロ074-436 
黄菊型小鉢  
φ8.3×4.8㎝（80入・磁）
410円

テ074-466 
やまぶき桜型小付  
φ8×4㎝（120入・陶）
400円

ア074-476 
金彩粉引き楕円15.5鉢  
15.6×6.2×2.4㎝（120入・陶）
400円

ネ074-486 
グレー白渦抹茶型小付  
φ8.8×4.8㎝（120入・磁）
400円

ワA074-496 
硝子ミニ小鉢 丸（琥珀）  
φ8.7×8.2×3.7㎝（輸入・中国）
380円

オ074-506 
菊型手描き十草珍味鉢  
φ8.5×4㎝（150入・磁）（美濃焼）
420円

ロ074-516 
さくら型小付ピンク  
11.2×6.8×3.8㎝（80入・磁）
380円

ロ074-526 
さくら型小付イエロー  
11.2×6.8×3.8㎝（80入・磁）
380円

ロ074-536 
さくら型小付ホワイト  
11.2×6.8×3.8㎝（80入・磁）
380円

ロ074-546 
さくら型小付ブルー  
11.2×6.8×3.8㎝（80入・磁）
380円

ハ074-156 花びら（織部）貫入小鉢
11.8×10×4.7㎝（100入・陶）  490円
ハ074-166 花びら（織部）貫入豆鉢
9.5×8.3×4㎝（100入・陶）  450円

ハ074-176 花びら（白）貫入小鉢
11.8×10×4.7㎝（100入・陶）  490円
ハ074-186 花びら（白）貫入豆鉢
9.5×8.3×4㎝（100入・陶）  450円

カ074-216 黒結晶丸8㎝スタック鉢
φ8.4×4.2㎝（100入・磁）  480円
カ074-226 黒結晶丸7.5㎝スタック鉢
φ7.4×3.9㎝（120入・磁）  360円

ウ074-406 吹墨丸小鉢
φ8×4.1㎝（140入・磁） 410円
ウ074-416 吹墨小付
φ6.8×4㎝（200入・磁）  350円

ウ074-446 ピンク吹小鉢
φ8×4.1㎝（140入・磁） 410円
ウ074-456 ピンク吹小付
φ6.8×4㎝（200入・磁）  350円
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ホ075-016 
藍の雪たたら小付  
φ9×4㎝（160入・磁）
410円

ホ075-026 
いぶし山水小付  
8.7×3.5㎝（120入・陶）
400円

ア075-036 
黒結晶面取小付  
φ9.5×3.6㎝（160入・磁）
400円

ア075-046 
斑点粉引面取小付  
φ9.5×3.6㎝（160入・磁）
400円

テ075-056 
黄瀬戸緑流桜型小付  
φ8.5×4.2㎝（120入・陶）
400円

ホ075-066 
金茶吹2.8ボール  
φ9.5×3.5㎝（200入・磁）
390円

ア075-076 
削ぎ黒マルチカップ  
φ8.3×6㎝（約140㏄）（120入・磁）
390円

ア075-086 
削ぎ白マルチカップ  
φ8.3×6㎝（約140㏄）（120入・磁）
390円

イ075-096 
桜色花びら小鉢  
10.6×7.5×4.5㎝（100入・磁）
380円

イ075-106 
スミレ色花びら小鉢  
10.6×7.5×4.5㎝（100入・磁）
380円

ト075-116 
白盛ハケ小付  
φ9×4.5㎝（120入・磁）
380円

ア075-126 
黒釉刷毛小付  
φ9.4×5.2㎝（120入・磁）
380円

ネ075-136 
油滴三つ足3.3鉢  
φ10×2.8㎝（100入・磁）
370円

イ075-146 
黒結晶筆散し3.0小付  
φ8.7×3.6㎝（150入・陶）
370円

ネ075-156 
黒流し角深小鉢  
8×8×5.8㎝（100入・磁）
400円

ホ075-166 
琥珀小鉢（小）  
φ9.3×4.2㎝（150入・磁）
360円

カ075-176 
梨地筋彫深口ボール  
φ8.8×4.8㎝（100入・磁）
360円

カ075-186 
黒結晶筋彫深口ボール  
φ8.8×4.8㎝（100入・磁）
360円

イ075-196 
アメ釉タル型小付  
φ9×4㎝（100入・陶）
360円

イ075-206 
粉引タル型小付  
φ9×4㎝（100入・陶）
360円

ホ075-216 
織部そぎ格子角珍味  
7.3×7.3×3.4㎝（200入・陶）
350円

タ075-226 
雪模様さくら花びら小付  
10.5×7.3×4.3㎝（100入・磁）
340円

ネ075-236 
マシュー青磁桜小付  
8.8×4.2㎝（100入・陶）
330円

カ075-246 
ゴールド結晶六兵衛新小鉢  
8.3×4㎝（100入・磁）
300円

ネ075-256 
鉄砂まめ皿  
φ9.8×3.2㎝（120入・磁）
330円

ネ075-266 
グレー白渦まめ皿  
φ9.8×3.2㎝（120入・磁）
330円

ネ075-276 
白ウノフ刷毛まめ皿  
φ9.8×3.2㎝（120入・磁）
330円

カ075-286 
菊線菊形3.0小鉢  
φ9×4㎝（120入・磁）
330円

ロ075-296 
ブルー波渕小鉢  
φ8.9×4.6㎝（80入・磁）
320円

ロ075-306 
ピンク波渕小鉢  
φ8.9×4.6㎝（80入・磁）
320円

カ075-316 
梨地深小皿  
φ10×3㎝（80入・磁）
320円

オ075-326 
菊型ヒスイ珍味鉢  
φ8.5×4㎝（150入・磁）（美濃焼）
320円

カ075-336 
赤志野深小皿  
φ10×3㎝（80入・磁）
320円

ア075-346 
天目塗り分け小ボール  
φ9.2×3.5㎝（120入・磁）
350円

ア075-356 
アミ3.0小付  
φ8.8×3.5㎝（120入・磁）
320円

タ075-366 
銀彩古代小鉢（小）  
φ8.5×4.5㎝（100入・磁）
300円

タ075-376 
均窯古代小鉢（小）  
φ8.5×4.5㎝（100入・磁）
300円

ロ075-386 
スワン 青磁角珍味  
7×7×2.5㎝（300入・磁）
300円

タ075-396 
織部古代小鉢（小）  
φ8.5×4.5㎝（100入・磁）
300円

イ075-406 
しのぎ3.0小鉢  
φ9.3×4.3㎝（150入・磁）
290円

ア075-416 
1押かぶら小付  
φ7.9×3.5㎝（180入・磁）
290円

ネ075-426 
京十草四角小付  
9×8.8×4.3㎝（120入・磁）
310円

ユ075-436 
波小付  
φ10×4㎝（100入・磁）
270円

ホ075-446 
粉引古代小鉢（小）  
φ8.8×4.5㎝（120入・磁）
300円

ミ075-456 
黒釉正角小付  
8.5×8.5×2.8㎝（120入・磁）（美濃焼）
270円

ユ075-466 
七宝小付  
φ10×4㎝（100入・磁）
270円

ユ075-476 
タコ唐草小付  
φ10×4㎝（100入・磁）
270円

ミ075-486 
白釉正角小付  
8.5×8.5×2.8㎝（150入・磁）
270円

ハ075-496 
一珍渕ライン小判珍味  
9×7.8×3㎝（120入・磁）
260円
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ウ076-036 
金彩貝型珍味入  
7.7×6.7×3.7㎝（100入・強）
2,150円

ウ076-046 
錦桜絵貝型珍味入  
7.7×6.7×3.7㎝（80入・強）
1,600円

ウ076-056 
カメ珍味入（大）  
8.4×6.4×5.2㎝（100入・磁）
1,600円

ウ076-066 
オシドリ蓋付珍味（青）  
6.3×4×4.2㎝（10入・磁）
2,350円

ウ076-076 
オシドリ蓋付珍味（赤）  
6.3×4×4.2㎝（10入・磁）
2,350円

ミ076-086 
若草金彩つり金型珍味  
7.8×7.6㎝（120入・磁）
2,850円

ウ076-096 
ヒットコ蓋付珍味  
φ4.5×4.6×4.8㎝（100入・磁）
2,050円

ウ076-106 
オカメ蓋付珍味  
φ6×5.6×4.6㎝（100入・磁）
2,050円

ミ076-116 
つり金型駒筋珍味  
7.5×7.5㎝（120入・磁）
2,480円

ツ076-126 
まり型風船模様珍味  
7×5.5㎝（100入・磁）
3,550円

カ076-156 
糸巻角珍味  
6×6×6.5㎝（120入・磁）
2,700円

ネ076-166 
朱コマ筋丸珍味  
6.5×6㎝（100入・磁）
2,380円

ウ076-176 
内金彩蓋付丸珍味  
φ6.5×5.5㎝（80入・磁）
2,250円

ウ076-186 
錦十草菊型蓋付珍味  
6.6×6.6㎝（100入・磁）
2,200円

ア076-196 
赤絵駒筋丸珍味  
φ6.7×6㎝（100入・強）
2,300円

ア076-206 
唐草丸珍味  
φ6.7×6㎝（100入・強）
2,200円

ウ076-296 
グリン吉蓋付珍味  
φ6.6×6㎝（60入・強）
1,450円

ア076-306 
パープル丸珍味  
φ6.9×6.5㎝（100入・磁）
1,350円

ア076-316 
ピンク武蔵野珍味  
φ6.9×6.5㎝（100入・磁）
1,350円

ア076-326 
銀千段珍味  
φ6.9×6.5㎝（100入・磁）
1,250円

ミ076-336 
交趾菊割珍味  
9×5.5㎝（120入・磁）
2,550円

ウ076-216 錦ボタン栗型蓋付珍味（大）  
6.5×6㎝（20×8入・磁） 2,100円
ホ076-226 赤絵花蓋付珍味（小）  
φ5×5㎝（120入・磁） 1,850円

ホ076-236 グリーン芦蓋付珍味（大）  
6.5×6㎝（100入・磁） 2,100円
ホ076-246 グリーン芦蓋付珍味（小）  
5×5㎝（120入・磁） 1,850円

オ076-256 朱巻金笹蓋付珍味（大）  
6.5×6㎝（100入・磁） 1,980円
オ076-266 朱巻金笹蓋付珍味（小）  
5×5㎝（150入・磁） 1,650円

オ076-276 ツル蓋付珍味（大）  
6.5×6㎝（100入・磁） 1,880円
オ076-286 ツル蓋付珍味（小）  
5×5㎝（150入・磁） 1,650円

テ076-366 トルコ蓋付珍味（大）  
9.3×6.8㎝（80入・陶） 2,100円
テ076-376 トルコ蓋付珍味（小）  
7.8×5.8㎝（100入・陶） 1,800円

テ076-386 南蛮蓋付珍味（大）  
9.3×6.8㎝（80入・陶） 2,100円
テ076-396 南蛮蓋付珍味（小）  
7.8×5.8㎝（100入・陶） 1,800円

テ076-406 
粉引蓋付珍味（大）  
φ9.3×6.8㎝（80入）
2,200円

テ076-416 
藍ビードロ蓋付珍味（大）  
φ9.3×6.8㎝（80入）
2,200円

ア076-426 
黄交趾蓋付珍味  
7.8×6.5㎝（100入・強）
2,450円

ア076-436 
ヒワ蓋付珍味  
φ7.7×6.5㎝（100入・強）
1,450円

ミ076-016 
木彫型緑交趾珍味
9.3×8.5×7.8㎝（80入・磁） 
3,350円

ウ076-136 内外銀彩栗型珍味（大）
φ6.5×6.2㎝（100入・磁）  2,850円
ウ076-146 内外銀彩栗型珍味（小）
φ5.1×5.1㎝（100入・磁）  2,750円

ロ076-346 織部十草鍋型珍味（中）
8.7×7.5×4.8㎝（60入・陶）  1,100円
ロ076-356 織部十草鍋型珍味（小）
6.8×5.9×4㎝（80入・陶）  880円

ア076-026 
黄釉蓋物
φ8.5×5.7㎝（100入・磁） 
1,800円
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ウ077-016 
外金彩栗型珍味（小）  
φ5.1×5.1㎝（100入・磁）
2,750円

ミ077-026 
ゆず小珍味  
5×6㎝（160入・磁）
1,650円

イ077-036 
錆白吹鍋珍味  
8.7×7.8×4.7㎝（100入・陶）
1,100円

タ077-046 
アメ蓋付珍味  
8.5×7.8×4.9㎝（100入・陶）
990円

ロ077-056 
織部櫛目三つ足蓋付珍味  
φ7.5×4.5㎝（80入・陶）
820円

ア077-066 
たまご蓋付珍味  
5.8×3.6×3.8㎝（100入・磁）
630円

ウ077-076 
赤絵花角蓋付珍味  
4.4×4.4㎝（4入・磁）
1,650円

ホ077-086 
赤絵丸紋角蓋付珍味  
φ4.3×3.8㎝（180入・磁）
1,650円

ホ077-096 
赤絵格子角蓋付珍味  
φ4.3×3.8㎝（180入・磁）
1,650円

ウ077-106 
信楽角蓋付珍味  
4.5×4.5×4㎝（20入・磁）
970円

ウ077-116 
黄釉蓋付角珍味  
4.5×4.5×4㎝（20×8入・磁）
870円

ウ077-126 
トルコ蓋付角珍味  
4.5×4.5×4㎝（20×8入・磁）
800円

ウ077-136 
散小花蓋付珍味（紺）  
4.8×4.8×3.4㎝（20×10入・磁）
970円

ウ077-146 
散小花蓋付珍味（赤）  
4.8×4.8×3.4㎝（20×10入・磁）
970円

ウ077-156 
信楽市松蓋付珍味  
φ4.8×3.4㎝（20×10入・磁）
880円

ウ077-166 
信楽刺子蓋付珍味  
φ4.8×3.4㎝（20×10入・磁）
820円

ウ077-176 
ウズ蓋付珍味  
φ4.8×3.4㎝（20×10入・磁）
780円

ア077-186 
みかづき蓋付珍味  
5.3×3.6×3㎝（100入・磁）
630円

ミ077-196 
グリーン笹ぼんぼり珍味  
7×7×6.5㎝（100入・磁）
2,950円

ト077-206 
錆掛三角高台珍味  
φ7.2×7.2㎝（120入・陶）
2,700円

ト077-216 
内外十草高台盃  
φ5.7×8㎝（120入・陶）
2,700円

ミ077-226 
赤絵唐草高台珍味  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
1,950円

ホ077-236 
墨吹菊形高台珍味  
7.5×6㎝（100入・磁）
1,240円

ミ077-246 
青白磁桔梗形高台珍味  
9×9×6.6㎝（80入・磁）
950円

ミ077-256 
青釉高台珍味鉢  
φ7.4×4.5㎝（150入・陶）
1,750円

ミ077-266 
備前灰吹トジメ珍味  
7.8×7.2×3.6㎝（150入・陶）
1,600円

ト077-276 
織部三ツ葉珍味  
9×9×4㎝（120入・陶）
1,550円

ミ077-286 
黒釉トジメ珍味  
7.8×7.2×3.6㎝（150入・陶）
1,550円

オ077-296 
青白磁石庭珍味入  
9.8×8.3×4.3㎝（100入・磁）
1,480円

ミ077-306 
若草流水小花石庭珍味  
10×8.3×4.5㎝（120入・磁）
1,400円

ミ077-316 
朱卷草原珍味  
φ9.6×3.7㎝（150入・磁）
1,300円

ツ077-326 
美濃伊賀アラビア文様高台珍味  
8.5×3.8㎝（80入・陶）
1,300円

ミ077-336 
流し十草レンゲ型 珍味  
9×6.3×7㎝（120入・磁）
1,230円

ネ077-346 
塗分金松葉レンゲ珍味  
10.5×6×7㎝（120入・磁）
1,650円

ユ077-356 
鉄釉ヒスイ高台珍味  
φ6.3×6㎝（80入・陶）
950円

ユ077-366 
鉄釉赤高台珍味  
φ6.3×6㎝（80入・陶）
950円

ミ077-376 
灰吹き多用途珍味  
7.6×7.3×4㎝（150入・陶）
820円

ミ077-386 
黒織部多用途珍味  
7.6×7.3×4㎝（150入・陶）
820円

ア077-396 
青磁高台珍味  
5.3×5.4×4㎝（140入・磁）
740円

ミ077-406 
南蛮三ツ山珍味  
7.5×5㎝（120入・陶）
630円

タ077-416 
織部格子新高台千代口  
8×7.5×4.5㎝（100入・陶）
580円

ア077-426 
天目流高台珍味  
φ7×5㎝（120入・陶）
520円
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ミ078-016 
オリベ かまくら手さげ皿（小）  
12×8×8.5㎝（50入・陶）
3,900円

ミ078-026 
手造り粉引花びら珍味鉢  
8×7×4㎝（160入・陶）
1,120円

ミ078-036 
ヒダ織部珍味  
7×7×4㎝（160入・陶）
2,300円

ミ078-046 
織部片口ソギ鉢  
φ8×5㎝（150入・陶）
1,400円

ミ078-056 
備前風 かまくら手さげ皿（小）  
12×8×8.5㎝（50入・陶）
3,900円

ユ078-066 
新粉引変型珍味  
φ7.5×3㎝（100入・陶）
1,500円

ユ078-076 
新粉引手付珍味  
φ7×6㎝（100入・陶）
1,500円

ミ078-086 
織部うす型珍味  
φ7×5㎝（150入・陶）
1,400円

ミ078-096 
黒土手切り変形小付（手造り）  
11.5×7×4㎝（120入・陶）（サイズ差有り）
1,400円

ミ078-106 
火色手切り変形小付（手造り）  
11.5×7×4㎝（120入・陶）（サイズ差有り）
1,400円

ミ078-116 
鉄釉片口ソギ鉢  
φ8×5㎝（150入・陶）
1,400円

ミ078-126 
赤絵間取格子手付姫珍味  
12.6×9×3㎝（120入・磁）
1,520円

ロ078-136 
赤絵びわ型珍味  
10×6.1×5㎝（80入・強）
1,450円

ミ078-146 
青白磁金笹レンゲ型珍味  
9×6.3×7㎝（120入・磁）
1,330円

ユ078-156 
錆梅花波ひねり珍味  
7.5×6.5×4㎝（100入・陶）
1,050円

ミ078-166 
粉引赤絵花鳥魁字丸珍味  
φ6.5×3.8㎝（180入・陶）
1,500円

ホ078-176 
口紅ひさご型珍味  
10.5×6×5㎝（120入・磁）
1,380円

ミ078-186 
黒釉流水金彩石庭珍味  
10×8.3×4.5㎝（120入・磁）
1,400円

ユ078-196 
唐津錆絵片口珍味  
8.5×7×3㎝（100入・陶）
1,500円

ミ078-206 
交跡金箔割山椒珍味  
φ6.8×4.5㎝（180入・磁）
2,150円

ミ078-216 
桜形ピンク珍味  
6.1×4㎝（160入・磁）
780円

ユ078-226 
錆十草ひねり珍味  
7.5×6.5×4㎝（100入・陶）
1,050円

ミ078-236 
舞小花舟形珍味  
10.3×5×4.3㎝（150入・磁）
1,450円

ミ078-246 
黒オリベ 鉄吹丸たわみ珍味千代口  
7.5×2.5㎝（150入・陶）
1,080円

カ078-256 
織部十草豆皿  
6×1.7㎝（150入・陶）
1,250円

ミ078-266 
京桜珍味  
φ9×4.5㎝（300入・磁）
880円

ミ078-276 
桜形上絵珍味  
8.6×3㎝（150入・磁）
1,120円

ミ078-286 
赤グリン線桜型珍味  
φ8.8×3.1㎝（150入・磁）
1,230円

キ078-296 
赤絵唐草びわ型珍味  
9×6.3×4.5㎝（150入・磁）
1,450円

ミ078-306 
剣先正角珍味  
6.8×6.8×2.8㎝（160入・磁）
970円

ウ078-316 
赤絵花角珍味  
5×3.6㎝（100入・磁）
970円

ミ078-326 
赤絵 亀型 珍味  
7×6×4.7㎝（150入・磁）
1,700円

ミ078-336 
染付亀型 珍味  
7×6×4.7㎝（150入・磁）
1,450円

ウ078-346 
鉄砂銀彩葉型小付  
8.7×5.8×3㎝（100入・強）
1,050円

ウ078-356 
花鳥風月 菱形小付  
10.7×7.2×3.4㎝（120入・強）
1,200円

ウ078-366 
菊紋 菱形小付  
10.7×7.2×3.4㎝（120入・強）
1,160円

ミ078-376 
上絵水玉豆皿  
9.5×9×2.8㎝（150入・磁）
770円

ミ078-386 
とんぼ石庭珍味  
9.8×8.2×4.5㎝（120入・磁）
940円

ミ078-396 
朱巻内菊千代口  
φ8×4.2㎝（150入・磁）
960円

ミ078-406 
赤釉金彩丸珍味  
φ8.8×5.5㎝（120入・磁）
1,550円

ミ078-416 
黒釉金彩丸珍味  
φ8.8×5.5㎝（150入・磁）
1,550円

ミ078-426 
若草金彩丸珍味  
φ8.8×5.5㎝（150入・磁）
1,550円

ト078-436 
粉引片口小付  
10×9.3×4.8㎝（120入・陶）
980円
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キ079-016 
ヒワ吹ラスターミニミニかまくら型珍味  
7.2×7×4.5㎝（150入・磁）
1,350円

キ079-026 
紫吹ラスターミニミニかまくら型珍味  
7.2×7×4.5㎝（150入・磁）
1,350円

キ079-036 
ピンク吹ラスターミニミニかまくら型珍味  
7.2×7×4.5㎝（150入・磁）
1,350円

ウ079-046 
内金彩 菊型千代口（小）  
φ5.2×3㎝（200入・強）
900円

ミ079-056 
うのふ渕茶耳付珍味  
φ6.8×5.3㎝（200入・陶）
1,200円

ミ079-066 
赤筋帆かけ舟珍味  
11×5.2×6㎝（150入・磁）
1,200円

ミ079-076 
プラチナ舟形珍味  
10.3×5×4.3㎝（150入・磁）
1,300円

ウ079-086 
丸紋 つぼつぼ（大）  
φ5×4.4㎝（150入・強）
1,160円

ウ079-096 
南天つぼつぼ小付（大）  
φ5×4.4㎝（100入・磁）
1,060円

ウ079-106 
小花つなぎ つぼつぼ（小）  
φ4.3×3.7㎝（120入・強）
1,070円

テ079-116 
さくら小鉢（小）  
φ7×2.8㎝（100入・磁）
700円

ミ079-126 
ヒワ吹片切珍味  
6.2×4.4㎝（200入・磁）
860円

ミ079-136 
桜形呉須珍味  
φ8.6×3㎝（150入・磁）
1,050円

カ079-146 
グリーン濃吉まゆ小付  
8.5×8×3㎝（120入・磁）
840円

イ079-156 
黄瀬戸紅葉小付  
9.2×8×3㎝（200入・陶）
900円

イ079-166 
織部大葉小付  
8.2×7.5×2.3㎝（200入・陶）
900円

ミ079-176 
ヒワ吹白ドット手付丸珍味  
7.8×5×2.6㎝（180入・磁）
960円

ミ079-186 
ピンク吹白ドット手付丸珍味  
7.8×5×2.6㎝（180入・磁）
960円

ホ079-196 
赤片口珍味  
9.5×6.5×3㎝（140入・磁）
570円

ミ079-206 
粉引刷毛目多用途珍味  
7.6×7.3×4㎝（150入・陶）
820円

ウ079-216 
山水貝型珍味  
9.3×7.5×2.2㎝（80入・陶）
930円

ネ079-226 
ねずみ志野珍味  
φ6.2×4.1㎝（160入・陶）
630円

ネ079-236 
ピンク志野珍味  
φ6.2×4.1㎝（160入・陶）
630円

ウ079-246 
南蛮十草角珍味  
5.6×3.7㎝（120入・陶）
730円

ミ079-256 
手造り赤志野つぼ型珍味（大）  
φ5.5×3㎝（200入・陶）
840円

ミ079-276 
灰吹つぼ形珍味鉢  
4.3×2.8㎝（200入・陶）
540円

ミ079-266 
手造り織部つぼ型珍味（大）  
φ5.5×3㎝（200入・陶）
840円

ミ079-286 
織部つぼ形珍味鉢  
4.3×2.8㎝（200入・陶）
540円

ユ079-296 
かすみ青白深珍味  
φ8.3×5.5㎝（120入・磁）
880円

ウ079-306 
錦十草菊型珍味  
4.8×3.6㎝（200入・磁）
630円

ウ079-316 
南蛮流し厚口珍味  
φ6×3.6㎝（200入・陶）
830円

キ079-326 
益子織部びわ型珍味  
9×6.3×4.5㎝（150入・磁）
780円

キ079-336 
呉須絵びわ型珍味  
9×6.3×4.5㎝（150入・磁）
780円

ウ079-346 
伊賀木の葉珍味  
9×6×3.5㎝（120入・磁）
610円

ホ079-356 
ビードロ珍味  
φ7.3×3.5㎝（120入・陶）
780円

ウ079-366 
ピンク梅型珍味  
7.2×3.2㎝（120入・磁）
840円

ウ079-376 
ウノフ三ッ足珍味（大）  
φ6.1×3.8㎝（100入・磁）
460円

ア079-386 
二色吹き梅型珍味  
φ5.9×3.4㎝（200入・磁）
700円

ネ079-396 
備前なごみ珍味  
φ7×5㎝（120入・磁）
650円

ミ079-406 
花形ヌリ分け 小花 珍味  
φ8.7×4.5㎝（150入・磁）
880円

ウ079-416 
ウノフ朝顔型千代口  
φ9×3㎝（180入・磁）
630円

ウ079-426 
内金平珍味  
φ8×1.7㎝（120入・強）（美濃焼）
640円

オ079-436 
織部格子十草小鉢  
8×8×4.5㎝（150入・磁）
520円

ロ079-446 
白油滴半掛変型丸珍味  
φ8.3×5.5㎝（100入・磁）
800円

ロ079-456 
織部四角珍味  
8.6×8.6×3.8㎝（100入・磁）
900円

ウ079-466 
青白磁梅型珍味  
7.2×3.2㎝（120入・磁）
910円

ウ079-476 
天竜寺瓢型珍味  
7.4×3.3㎝（100入・磁）
860円

ミ079-486 
青白磁 片口珍味  
φ10.7×3.4㎝（120入・磁）
570円

ツ079-496 
ヒワ青磁丸小付  
10×9.6×2.4㎝（120入・磁）
750円
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ロ080-016 
織部櫛目三つ足珍味  
φ7.5×3.5㎝（80入・陶）
410円

ウ080-026 
備前風カヤメ珍味  
7.4×2.4㎝（120入・磁）
550円

ウ080-036 
灰釉ヌリ分平高台珍味  
φ6.2×2.8㎝（200入・陶）
540円

ウ080-046 
志野平高台珍味  
φ6.2×2.8㎝（200入・陶）
540円

ウ080-056 
織部トチリ小付  
7.6×7.2×3.2㎝（120入・磁）
480円

ウ080-066 
渕雁木 四角小付  
7.5×7.5×3㎝（200入・強）
940円

ア080-076 
ヒワ葉型珍味  
11×4.7×1.6㎝（200入・磁）
400円

ロ080-086 
銅彩 丸珍味  
φ6.1×4㎝（120入・磁）
630円

ウ080-096 
内ラン桔梗型珍味  
5.2×3.6㎝（200入・磁）
630円

ウ080-106 
信楽織部片口珍味  
7.2×4.8×3.4㎝（200入・磁）
520円

ウ080-116 
信楽白吹片口珍味  
7.2×4.8×3.4㎝（200入・磁）
520円

ア080-126 
黒片口珍味  
7×5.6×3.2㎝（200入・磁）
420円

ウ080-136 
吹墨貝型珍味  
8.4×6.8×2.6㎝（500入・磁）
410円

ウ080-146 
ピンク吹ハマグリ型珍味  
8.4×7×2.6㎝（500入・磁）
410円

カ080-156 
南蛮小鉢（小）  
7.5×7.5×3㎝（100入・磁）
400円

ホ080-166 
ヒワ八角スタック珍味  
φ6.5×3㎝（160入・磁）
500円

オ080-176 
丸紋ひさご珍味  
6.3×5×2.8㎝（200入・磁）
470円

ウ080-186 
志野厚口珍味  
7×2.7㎝（160入・陶）
660円

ア080-196 
ライトオレンジF珍味  
φ6.7×3㎝（200入・磁）
410円

ア080-206 
ライトグリーンF珍味  
φ7×3㎝（200入・磁）
410円

ア080-216 
ライトレッドF珍味  
φ6.9×3.2㎝（200入・磁）
410円

イ080-226 
天目ミニすり鉢  
φ8.7×3.2㎝（200入・陶）
550円

ロ080-236 
青ライン小判変わり千代口  
9.3×8×1.5㎝（100入・強）
500円

ロ080-246 
駒筋小判変わり千代口  
9.3×8×1.5㎝（100入・強）
500円

カ080-256 
吹墨珍味（大）  
φ5.8×3.8㎝（150入・磁）
600円

ト080-266 
粉引三ツ足珍味  
φ8.5×4.2㎝（160入・磁）
480円

ウ080-276 
吹墨角珍味  
5.8×4㎝（180入・磁）
540円

ウ080-286 
黒伊賀角珍味  
5.8×5.8×5㎝（200入・磁）
410円

ロ080-296 
雪化粧木葉3.0片口鉢  
10.4×9.2×5㎝（80入・陶）
720円

ロ080-306 
白釉ゴス花角珍味  
8.6×8.6×3.7㎝（80入・磁）
820円

オ080-316 
梅型黄流し珍味  
9.2×5㎝（100入・陶）
760円

ロ080-326 
白油滴刷毛変型丸珍味  
φ8.3×5.5㎝（100入・陶）
800円

キ080-336 
コバルト双葉珍味  
8.1×6.6×5.5㎝（160入・磁）（中国）
580円

キ080-346 
ヒワ双葉珍味  
8.1×6.6×5.5㎝（160入・磁）（中国）
580円

キ080-356 
ピンク双葉珍味  
8.1×6.6×5.5㎝（160入・磁）（中国）
580円

ネ080-366 
青白磁三ツ足珍味  
8×3㎝（200入・磁）
550円

ミ080-376 
オレンジ梅型特小珍味  
φ3.8×2.5㎝（300入・磁）
370円

ア080-386 
南蛮織部珍味  
7.3×6.3×3㎝（200入・磁）
480円

ウ080-396 
灰釉八角珍味  
5×3.6㎝（180入・磁）
590円

ホ080-406 
ピンク桔梗型平珍味  
φ6.8×3.2㎝（180入・磁）
260円

ア080-416 
伊賀志野珍味  
6.8×4㎝（120入・磁）
630円

ホ080-446 
備前吹三ツ山珍味  
φ6.2×4.5㎝（140入・磁）
510円

カ080-456 
金結晶千段角千代口  
8×8×3㎝（100入・磁）
500円

ウ080-466 
青磁トチリ小付  
7.6×7.2×3.2㎝（120入・磁）
480円

ミ080-476 
小花 厚口 珍味  
φ7.6×2.2㎝（180入・磁）
460円

イ080-486 
織部塗り分け 千鳥珍味  
9.1×7.3×4㎝（150入・陶）
750円

イ080-496 
織部散らし 千鳥珍味  
9.1×7.3×4㎝（150入・陶）
750円

イ080-506 
黄瀬戸 千鳥 珍味  
9.1×7.3×4㎝（150入・陶）
750円

タ080-426 古染十草梅型小付
φ7.8×3.5㎝（120入・磁）  640円
タ080-436 古染十草梅型2.0珍味
φ6.5×3.2㎝（120入・磁）  640円
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タ081-016 
あけぼの五山珍味  
φ6.7×4.7㎝（160入・磁）
430円

タ081-026 
伊賀オリベ五山珍味  
φ6.7×4.7㎝（160入・磁）
430円

ホ081-036 
あかりぷち小付  
φ7.4×4㎝（180入・磁）
400円

ト081-046 
オリベ 八角珍味  
8.7×8.7×4.4㎝（100入・磁）
480円

ト081-056 
黒茶 八角珍味  
8.7×8.7×4.4㎝（100入・磁）
480円

オ081-066 
菊型天目珍味  
8.5×4㎝（150入・磁）
300円

ハ081-076 
銀彩ブルーリップル碗プチ  
φ7.4×4㎝（160入・磁）
400円

タ081-086 
金茶吹五山珍味  
φ6.7×4.7㎝（160入・磁）
430円

ホ081-096 
菱形珍味トルコ  
10.2×7×1.4㎝（160入・磁）
420円

ア081-106 
十草すり鉢珍味  
φ6.2×2.7㎝（200入・磁）
420円

ア081-116 
ライトピンクF珍味  
φ7.3×3㎝（200入・磁）
410円

ホ081-126 
笹の葉小付  
10×5.5×2.5㎝（140入・陶）
380円

オ081-136 
細十草変型珍味  
5.8×5.8×2.8㎝（200入・磁）
470円

カ081-146 
ゴス刷毛片口7㎝ミニ小付  
7.2×6.3×2.5㎝（120入・磁）
530円

ロ081-156 
粉引黒オリベ流し 六兵衛小付  
φ7×5.9㎝（80入・磁）
380円

イ081-166 
茶刷毛目珍味  
φ6×3㎝（200入・陶）
330円

オ081-176 
萩ススキ3.0小鉢  
7.2×4.3㎝（150入・磁）
330円

ア081-186 
ルリ桔梗型珍味  
φ5.5×3.3㎝（200入・強）
370円

カ081-196 
黒備前吹片口7㎝ミニ小付  
7.2×6.3×2.5㎝（120入・磁）
530円

ウ081-206 
灰釉梅型珍味  
φ7×2.4㎝（200入・磁）
580円

カ081-216 
銀彩黒三ツ足小付  
8.8×3㎝（100入・磁）
470円

ネ081-226 
白ナシ地丸珍味 小  
φ6.5×2.8㎝（200入・磁）
220円

イ081-236 
桜釉くくり珍味  
φ7×3㎝（150入・磁）
450円

ト081-246 
黒鉄吹き2.8なで角皿  
8.3×7.7×2.1㎝（100入・磁）
330円

ト081-256 
黒茶 こつぶ  
φ5.8×2.8㎝（100入・磁）
330円

タ081-266 
淡青モア珍味  
6.6×5.9×3㎝（160入・陶）
330円

ウ081-276 
つる型珍味（青白）  
7.6×7.2×2.6㎝（180入・磁）
320円

ネ081-286 
クリーム片口珍味  
7×6.7×3.5㎝（200入・磁）
290円

ネ081-296 
黒四角模様丸珍味  
φ7.3×4.1㎝（200入・磁）
280円

ネ081-306 
白四角模様丸珍味  
φ7.3×4.1㎝（200入・磁）
280円

ネ081-316 
雪粉引呉須刷毛切立珍味  
φ5.5×4㎝（200入・磁）
230円

ネ081-326 
雪粉引錆刷毛切立珍味  
φ5.5×4㎝（200入・磁）
230円

ネ081-336 
黒銀彩切立珍味  
φ5.5×4㎝（200入・磁）
230円

テ081-346 
黄瀬戸緑流丸珍味  
φ5×3.8㎝（200入・陶）
280円

イ081-356 
青磁タマゴ型珍味  
6×5×2㎝（300入・陶）
280円

ネ081-366 
黒結晶角珍味  
6.3×6.3×3.3㎝（180入・磁）
280円

ネ081-376 
白なしじ角珍味  
6.3×6.3×3.3㎝（180入・磁）
280円

キ081-386 
美濃伊賀黄瀬戸吹こつぶ碗  
φ6×2.5㎝（200入・磁）
250円

ネ081-396 
栗茶片口珍味  
7.2×6.7×3.5㎝（200入・磁）
290円

ワ081-406 
白斑点片口盃  
7×6.7×3.7㎝（120入・磁）
260円

イ081-416 
ゴス流し貫入 豆鉢  
φ6.3×3.2㎝（200入・陶）
330円

ア081-426 
粉引玉渕珍味  
φ7.5×2.3㎝（200入・磁）
280円

カ081-436 
渦型黒釉小付  
φ8.5×3.5㎝（100入・磁）
300円

ネ081-446 
シルバー丸珍味大  
φ7.6×3.4㎝（200入・磁）
250円

ネ081-456 
シルバーウズ型珍味  
φ8.5×3.4㎝（200入・磁）
290円

ネ081-466 
黒結晶タタキ珍味  
φ8.6×2.9㎝（180入・磁）
280円

ネ081-476 
白なしじタタキ珍味  
φ8.6×2.9㎝（180入・磁）
260円

ネ081-486 
ねずみ渦丸小付  
φ8.5×2.8㎝（180入・磁）
280円

ワ081-496 
鉄ペーパー片口盃  
7×6.7×3.7㎝（120入・磁）
260円
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キ082-016 
ピンク木の葉珍味  
12.4×4.7×3.1㎝（160入・磁）（中国）
540円

キ082-026 
コバルト木の葉珍味  
12.4×4.7×3.1㎝（160入・磁）（中国）
540円

キ082-036 
ヒワ木の葉珍味  
12.4×4.7×3.1㎝（160入・磁）（中国）
540円

ア082-046 
金彩粉引楕円10㎝鉢  
10.4×5.3×2.3㎝（200入・陶）
360円

キ082-056 
ヒワしずく珍味  
9.6×6.1×4.7㎝（160入・磁）（中国）
540円

キ082-066 
コバルトしずく珍味  
9.6×6.1×4.7㎝（160入・磁）（中国）
540円

キ082-076 
ピンクしずく珍味  
9.6×6.1×4.7㎝（160入・磁）（中国）
540円

ホ082-086 
赤片口珍味  
5.8×4.8×2.8㎝（300入・磁）
520円

ホ082-096 
黄片口珍味  
5.8×4.8×2.8㎝（300入・磁）
520円

カ082-106 
トルコ丸三ツ足珍味  
5×3.6㎝（150入・磁）
400円

カ082-116 
黄釉丸三ツ足珍味  
5×3.6㎝（150入・磁）
400円

ア082-126 
ヒワ筋彫角珍味  
5.5×5.5×3.5㎝（200入・磁）
420円

ア082-136 
イエロー筋彫角珍味  
5.5×5.5×3.5㎝（200入・磁）
420円

ア082-146 
ピンク筋彫角珍味  
5.5×5.5×3.5㎝（200入・磁）
420円

カ082-156 
オレンジ楓型珍味  
7×7.3×3㎝（200入・磁）
480円

カ082-166 
青磁楓型珍味  
7×7.3×3㎝（200入・磁）
480円

カ082-176 
ヒワ楓型珍味  
7×7.3×3㎝（200入・磁）
480円

ウ082-186 
青白ネジリ菊型珍味  
5.8×4.1㎝（200入・磁）
390円

ウ082-196 
黄ネジリ菊型珍味  
5.8×4.1㎝（200入・磁）
390円

ウ082-206 
トルコネジリ菊型珍味  
5.8×4.1㎝（200入・磁）
390円

ホ082-216 
織部カメ珍味  
φ5×4㎝（120入・陶）
290円

ホ082-226 
イエロー切立丸千代口  
φ6.7×3㎝（180入・磁）
340円

ホ082-236 
青白切立丸千代口  
φ6.7×3㎝（180入・磁）
340円

ホ082-246 
トルコ切立丸千代口  
φ6.7×3㎝（180入・磁）
340円

ト082-256 
茶笹舟小付  
10.9×6.7×4.6㎝（100入・磁）
280円

ト082-266 
紺釉笹舟小付  
10.9×6.7×4.6㎝（100入・磁）
280円

ト082-276 
白マット笹舟小付  
10.9×6.7×4.6㎝（100入・磁）
280円

ホ082-286 
茶カメ珍味  
φ5×4㎝（120入・陶）
290円

ウ082-296 
黄丸切立珍味  
5.4×2.6㎝（200入・磁）
290円

ウ082-306 
トルコ丸切立珍味  
5.4×2.6㎝（200入・磁）
290円

ウ082-316 
ヒワ丸切立珍味  
φ5.4×2.6㎝（200入・磁）
290円

ホ082-326 
白粉引こつぶ珍味  
φ6×2.7㎝（300入・磁）
300円

ホ082-336 
黒茶こつぶ珍味  
φ6×2.7㎝（300入・磁）
300円

ホ082-346 
レッドこつぶ珍味  
φ6×2.7㎝（300入・磁）
300円

ホ082-356 
ルリななめ珍味  
φ6.5×3.5㎝（160入・磁）
380円

イ082-366 
カエデ朱赤珍味  
6.5×5.7×2.2㎝（300入・陶）
240円

イ082-376 
カエデ桜志野珍味  
6.5×5.7×2.2㎝（300入・陶）
240円

ロ082-386 
ピンクレンゲ型珍味  
7.8×4.8×6.8㎝（100入・陶）
370円

ロ082-396 
青磁レンゲ型珍味  
7.8×4.8×6.8㎝（100入・陶）
370円

ロ082-406 
黒マットレンゲ型珍味  
7.8×4.8×6.8㎝（100入・陶）
370円

ア082-416 
すり鉢珍味  
φ6.2×2.7㎝（200入・磁）
380円

イ082-426 
吹墨タマゴ型珍味  
6×5.5×2.5㎝（300入・陶）
260円

カ082-436 
ブルーコヨリミニ皿  
5.2×5.2㎝（200入・磁）
250円

カ082-446 
ホワイトコヨリミニ皿  
5.2×5.2㎝（200入・磁）
250円

カ082-456 
オレンジコヨリミニ皿  
5.2×5.2㎝（200入・磁）
250円

ロ082-466 
御深井ナス珍味  
6.4×4.7×2.4㎝（200入・陶）
240円

ロ082-476 
御深井ふぐ珍味  
5.2×4.4×2㎝（200入・陶）
240円

ロ082-486 
御深井葉型珍味  
6.4×4.5×1.5㎝（200入・陶）
240円

ロ082-496 
御深井ひらめ珍味  
5.8×4.7×2.1㎝（200入・陶）
240円
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タ083-016 
山水ぼんぼり珍味  
4.5×3.3㎝（200入・磁）（中国）
280円

タ083-026 
丸紋ぼんぼり珍味  
4.5×3.3㎝（200入・磁）（中国）
280円

タ083-036 
春秋ぼんぼり珍味  
4.5×3.3㎝（200入・磁）（中国）
280円

カ083-046 
吹墨丸三ツ足珍味（小）  
5×3.6㎝（150入・磁）
440円

イ083-116 
黒水晶白吹タマゴ型珍味  
6×5.5×2.5㎝（300入・陶）
260円

イ083-126 
ゆず天目タマゴ型珍味  
6×5×2㎝（300入・陶）
280円

ネ083-136 
赤鉄丸珍味 小  
φ6.5×2.8㎝（200入・磁）
220円

ネ083-146 
黄瀬戸  
φ6.1×2.5㎝（200入・磁）
210円

ネ083-156 
ゴス渦珍味  
φ6.1×2.5㎝（200入・磁）
210円

カ083-166 
青唐津ミニ珍味  
φ4.3×1.6㎝（200入・磁）
320円

カ083-176 
吹墨ミニ珍味  
φ4.3×1.6㎝（200入・磁）
350円

ウ083-186 
ウノフ三っ足珍味（小）  
φ4.8×3㎝（200入・磁）
400円

ト083-196 
織部 こつぶ  
φ5.8×2.8㎝（100入・磁）
330円

オ083-206 
吹墨渕波カニ珍味  
6×2.7㎝（200入・磁）
470円

ト083-216 
黒鉄吹き 八角小皿  
7.5×7.2×2㎝（120入・磁）
450円

ト083-226 
黒鉄吹き 八角珍味  
6×5.8×2.6㎝（120入・磁）
450円

ト083-236 
白マット 八角小皿  
7.5×7.2×2㎝（120入・磁）
450円

ト083-246 
織部塗分け 八角珍味  
6×5.8×2.6㎝（120入・磁）
550円

オ083-256 
織部流し角鉢角千代口  
7.6×7.6×2.3㎝（150入・磁）（美濃焼）
300円

ト083-266 
白マット2.8なで角皿  
8.3×7.7×2.1㎝（100入・磁）
330円

カ083-276 
ゴールド結晶結晶三つ足鉢 小  
φ8.2×3.8㎝（120入・磁）
260円

カ083-286 
織部結晶三つ足鉢 小  
φ8.2×3.8㎝（120入・磁）
260円

ホ083-296 
織部三ツ足珍味  
8×4㎝（160入・磁）
260円

イ083-306 
ゴス流し貫入 豆皿  
φ6.5×2㎝（200入・陶）
330円

イ083-316 
茶刷毛目小皿  
φ6.5×1.9㎝（200入・陶）
330円

タ083-326 
CAP113金  
φ6.3×3.4㎝（60入）（中国）（ガラス）
2,300円

タ083-336 
CAP110  
φ5.7×4.5㎝（60入）（中国）（ガラス）
1,700円

タ083-346 
CAP110金  
φ5.7×4.7㎝（60入）（中国）（ガラス）
2,200円

タ083-356 
CAP113  
φ6.3×3.4㎝（60入）（中国）（ガラス）
1,700円

ワA083-366 
硝子金彩珍味入 変形  
φ6.5×4.6㎝（輸入・中国）
600円

ワA083-376 
硝子金彩珍味入 切立  
φ6×4㎝（輸入・中国）
600円

ワA083-386 
硝子ミニ珍味入れ反り丸浅紫  
φ5.5×4㎝（中国）
380円

ワA083-396 
硝子ミニ珍味入 反り丸 琥珀（コハク）  
φ5.5×4㎝（輸入・中国）
380円

ワA083-406 
硝子ミニ珍味入れ反り丸若水  
φ5.5×4㎝（中国）
380円

ワA083-416 
硝子ミニ珍味入れ反り丸若草  
φ5.5×4㎝（中国）
380円

ワA083-426 
硝子ミニ珍味入 反り丸 瑠璃（ルリ）  
φ5.5×4㎝（輸入・中国）
380円

ハ083-436 
荒波（グリーン）豆珍味（ガラス）  
6×5.3×2.5㎝（10×20入）
1,330円

ハ083-446 
荒波（スキ）豆珍味（ガラス）  
6×5.3×2.5㎝（10×20入）
1,130円

ハ083-456 
荒波（ブルー）豆珍味（ガラス）  
6×5.3×2.5㎝（10×20入）
1,330円

ワA083-466 
硝子ミニ小付浮舟若草  
11.5×6×4.5㎝（中国）
420円

ワA083-476 
硝子ミニ小付浮舟若水  
11.5×6×4.5㎝（中国）
420円

ワA083-486 
硝子ミニ小付浮舟浅紫  
11.5×6×4.5㎝（中国）
420円

ワA083-496 
硝子ミニ小鉢片口（緑）  
9.5×8.2×4.2㎝（中国）
380円

ワA083-506 
硝子ミニ小鉢ビーンズ（青）  
10×6.8×3.7㎝（中国）
380円

ワA083-516 
硝子ミニ小鉢 渦巻（若水）  
φ8.4×3.4㎝（輸入・中国）
380円

ワA083-526 
硝子ミニ小鉢三角（青）  
8.3×8.4×3.5㎝（中国）
380円

キ083-076  コバルト割山椒珍味（大）
φ6.5×4.5㎝（160入・磁）（中国）  480円
キ083-086 コバルト割山椒珍味（小）  
φ5.2×3.3㎝（160入・磁）（中国）  380円

キ083-096  ピンク割山椒珍味（大）
φ6.5×4.5㎝（160入・磁）（中国）  480円
キ083-106 ピンク割山椒珍味（小）  
φ5.2×3.3㎝（160入・磁（中国）  380円

キ083-056 ヒワ割山椒珍味（大）
φ6.5×4.5㎝（160入・磁）（中国）  480円
キ083-066 ヒワ割山椒珍味（小）  
φ5.2×3.3㎝（160入・磁）（中国）  380円
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ウ084-016 灰釉丸珍味  7×2.8㎝（200入・磁） 480円
ウ084-026 白マット点丸珍味  7×2.8㎝（200入・磁） 480円
ウ084-036 南蛮塗分丸珍味  7×2.8㎝（200入・磁） 480円
ワC084-046 （竹）2連珍味台  17×8×11㎝（中国） 1,800円

ロ084-056 青磁玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 520円
ロ084-066 ブルー玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 520円
ロ084-076 黄玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 520円
ロ084-086 ピンク玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 520円
ロ084-096 グリーン玉堀珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 520円
ロ084-106 黒塗盆  22.2×8.2×1.3㎝（100入）（木製品） 1,330円

ホ084-116 トルコそぎ珍味  6.7×4.2㎝（140入・陶） 790円
ホ084-126 藍ブルーそぎ珍味  6.7×4.2㎝（140入・陶） 790円
ホ084-136 オレンジそぎ珍味  6.7×4.2㎝（140入・陶） 790円
ホ084-146 黒塗珍味箱  23×9×4.5㎝（80入）（木製） 1,480円

ミ084-156 割山椒珍味コバルト  φ6.2×4.2㎝（240入・磁） 720円
ミ084-166 割山椒珍味ピンク  φ6.2×4.2㎝（240入・磁） 720円
ミ084-176 割山椒珍味若草  φ6.2×4.2㎝（240入・磁） 720円
ミ084-186 強化ルリ吹割山椒珍味  φ6×4.2㎝（180入・強） 900円

ウ084-196 内外銀彩つぼつぼ小付（大）  φ5.4×4.4㎝（120入・磁） 2,850円
ウ084-206 青交趾つぼつぼ小付（大）  φ5.4×4.4㎝（120入・磁） 1,900円
ウ084-216 トルコ青つぼつぼ小付（小）  φ5×4.4㎝（100入・磁） 850円
ウ084-226 黄釉つぼつぼ小付（小）  φ5×4.4㎝（100入・磁） 850円
ウ084-236 内外金彩つぼつぼ小付（大）  φ5.4×4.4㎝（120入・磁） 1,700円

ウ084-246 内外銀彩つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（120入・磁） 1,650円
ウ084-256 青交趾つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（300入・磁） 1,750円
ウ084-266 トルコ青つぼつぼ小付（大）  φ5×4.4㎝（100入・磁） 850円
ウ084-276 黄釉つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（100入・磁） 800円
ウ084-286 内外金彩つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（120入・磁） 1,650円

ミ084-296 柿釉手付角珍味  7.8×5×2.6㎝（180入・磁） 860円
ミ084-306 ヒワ釉手付角珍味  7.8×5×2.6㎝（180入・磁） 860円
ミ084-316 黄釉手付角珍味  7.8×5×2.6㎝（180入・磁） 860円

ミ084-326 ヒワ釉手付丸珍味  7.5×4.5×3㎝（180入・磁） 860円
ミ084-336 柿釉手付丸珍味  7.5×4.5×3㎝（180入・磁） 860円
ミ084-346 黄釉手付丸珍味  7.5×4.5×3㎝（180入・磁） 860円

ウ084-356 紺網絵つぼつぼ小付（大）  φ5×4.4㎝（160入・磁） 2,850円
ウ084-366 紺網絵つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（160入・磁） 2,650円
ウ084-376 吹墨つぼつぼ小付（大）  φ5×4.4㎝（160入・磁） 1,200円
ウ084-386 吹墨つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（160入・磁） 1,150円

ミ084-396 手造り備前笹形珍味  12×6×2.7㎝（120入・陶） 640円
ミ084-416 手造り粉引き笹形珍味  12×6×2.7㎝（120入・陶） 640円
ミ084-406 手造り緑釉笹形珍味  12×6×2.7㎝（120入・陶） 640円

ウ084-426 黄内金彩三ツ足小付（大）  φ5.7×3.7㎝（200入・強）（美濃焼） 1,110円
ウ084-436 白内金彩三ツ足小付（大）  φ5.7×3.7㎝（200入・強）（美濃焼） 1,070円
ウ084-446 桃内金彩三ツ足小付（大）  φ5.7×3.7㎝（200入・強）（美濃焼） 1,110円

カ084-456 渕金ヒワ桔梗型珍味  5.6×3.5㎝（150入・磁） 870円
カ084-466 渕金黄釉桔梗型珍味  5.6×3.5㎝（150入・磁） 870円
カ084-476 渕金ピンク桔梗型珍味  5.6×3.5㎝（150入・磁） 870円
カ084-486 渕金コバルト桔梗型珍味  5.6×3.5㎝（150入・磁） 870円

ワA084-496 檜･福桝  φ6.2×6.2×3.9㎝（楓（かえで）材） 600円
ワA084-506 檜･豆桝  φ4.7×4.7×3.2㎝（楓（かえで）材） 500円
ワA084-516 白木･珍味桝（大）  φ6.1×6.1×3.8㎝（輸入・中国） 380円
ワA084-526 白木･珍味桝（小）  φ4.7×4.7×3.2㎝（輸入・中国） 350円
ワA084-536 ひのき珍味入（深型）  φ5×4㎝ 900円
ワA084-546 ひのき珍味入 （浅型）  φ5×3㎝ 730円

ワA084-556 若竹珍味入  φ6.5×4.5㎝ 1,650円
ワA084-566 若竹ハス切珍味入  φ6.5×4.5（2.5） 1,650円
ワA084-576 青塗丸竹珍味入  5.5～6㎝ 930円
ワA084-586 青塗丸竹珍味入（ハス切り）  φ5.5～6×4.5㎝（輸入・中国） 930円
ワA084-596 ハス切り竹千代口（無塗装）  φ6×4.5㎝（輸入・中国） 200円
ワA084-606 丸竹千代口（無塗装）  φ6×4.5㎝（輸入・中国） 200円

カ084-616 アイボリーさくらプレート  23.1×2.3㎝（30入・磁） 1,600円
カ084-626 さくらピンク花びら小皿  10×7.3×1.6㎝（150入・磁） 330円
※084-626　小皿は1枚の価格です。
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ウ085-096 トルコ笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 860円
ウ085-106 イエロー笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 860円
ウ085-116 ヒワ笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 860円
ウ085-126 吹墨笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 920円

ア085-016 白磁ピンク高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 440円
ア085-026 白磁ブルー高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 440円
ア085-036 白磁ホワイト高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 440円
ア085-046 白磁ヒワ高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 440円

キ085-056 黒釉プラチナ三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 800円
キ085-066 赤釉金線三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 800円
キ085-076 白磁プラチナ三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 800円
キ085-086 黄釉グリン三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 800円

ウ085-136 金丸紋マス型珍味  4.9×4.9×3.4㎝（200入・磁） 990円
ウ085-146 黒伊賀升型珍味  4.8×4.8×3.4㎝（200入・磁） 460円
ウ085-156 吹墨升型珍味  4.8×4.8×3.4㎝（200入・磁） 490円
ウ085-166 信楽升型珍味  4.8×4.8×3.4㎝（200入・磁） 460円

タ085-176 イエロー三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 500円
タ085-186 ピンク吹三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 500円
タ085-196 ヒワ吹三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 500円
タ085-206 吹墨三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 500円

ミ085-216 柿釉舟型珍味  10.5×5×4.3㎝（180入・磁） 920円
ミ085-226 若草舟型珍味  10.5×5×4.3㎝（180入・磁） 920円
ミ085-236 黄釉舟型珍味  10.5×5×4.3㎝（180入・磁） 920円

ウ085-246 トルコ菊型片口小付  7.4×6.4×4.4㎝（200入・磁） 430円
ウ085-256 青白菊型片口小付  7.4×6.4×4.4㎝（200入・磁） 430円
ウ085-266 黄菊型片口小付  7.4×6.4×4.4㎝（200入・磁） 430円

ロ085-276 角珍味（ヒワ）  5.6×3.8㎝（80入・磁） 400円
ロ085-286 角珍味（ローズ）  5.6×3.8㎝（80入・磁） 400円
ロ085-296 角珍味（ブルー）  5.6×3.8㎝（80入・磁） 400円

ウ085-306 天竜寺青磁丸珍味  φ6×3.2㎝（300入・磁） 450円
ウ085-316 トルコ丸珍味  φ6×3.2㎝（300入・磁） 450円
ウ085-326 ピンク丸珍味  φ6×3.2㎝（300入・磁） 450円
ウ085-336 吹墨丸珍味  φ6×3.2㎝（200入・強） 580円

ウ085-346 トルコ角珍味  5.8×5.8×5㎝（200入・磁） 390円
ウ085-356 ひわ角珍味  5.8×5.8×5㎝（200入・磁） 390円
ウ085-366 黄角珍味  5.8×5.8×5㎝（200入・磁） 390円

カ085-376 アメ釉M型珍味  6.5×3.4㎝（200入・陶） 450円
カ085-386 黒マットM型珍味  6.5×3.4㎝（200入・陶） 450円
カ085-396 白マットM型珍味  6.5×3.4㎝（200入・陶） 450円

カ085-406 青磁梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 480円
カ085-416 オレンジ梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 480円
カ085-426 黄釉梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 480円
カ085-436 ヒワ梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 480円

ア085-446 Boat 白磁小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円
ア085-456 Boat ピンク小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円
ア085-466 Boat 青磁小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円
ア085-476 Boat 黄小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円

ア085-486 白磁笹珍味  8.7×4.5×7.3㎝（140入・磁） 530円
カ085-496 笹アミューズ（イエロー）  10.5×4.5×7.4㎝（150入・磁） 530円
カ085-506 笹アミューズヒワ  10.5×4.5×7.4㎝（150入・磁） 530円
カ085-516 笹アミューズピンク  10.5×4.5×7.4㎝（150入・磁） 530円

ウ085-526 白レンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（100入・磁） 490円
ウ085-536 黄レンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（200入・磁） 490円
ウ085-546 ルリレンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（200入・磁） 490円
ウ085-556 赤レンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（200入・磁） 490円
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カ086-206 オレンジ豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 440円
カ086-216 黄豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 440円
カ086-226 ヒワ豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 440円
カ086-236 青磁豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 440円

ウ086-586 信楽角小付  φ7.4×9.2㎝（200入・磁） 340円
ウ086-596 黒伊賀小判型小付  φ9.2×7㎝（200入・磁） 340円
ウ086-606 信楽小判型小付  φ9.2×7㎝（200入・磁） 340円

タ086-016 コバルト角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 330円
タ086-026 ピンク角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 330円
タ086-036 黄角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 330円
タ086-046 ヒワ角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 330円
タ086-056 吹墨角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 330円

ア086-066 ブルー珍味  φ8.6×4㎝（120入・磁） 380円
ア086-076 茶珍味  φ8.6×4㎝（120入・磁） 380円
ア086-086 ピンク珍味  φ8.6×4㎝（120入・磁） 380円
ア086-096 イエロー珍味  φ8.6×4㎝（160入・磁） 380円

ウ086-106 志野塗分三ツ足珍味（大）  6.2×3.8㎝（100入・磁） 440円
ウ086-116 志野塗分三ツ足珍味（小）  4.8×3.8㎝（120入・磁） 400円
ウ086-126 黒伊賀三ツ足珍味（大）  6.2×3.8㎝（160入・磁） 440円
ウ086-136 黒伊賀三ツ足珍味（小）  4.8×3㎝（200入・磁） 400円
ウ086-146 信楽三っ足珍味（大）  φ6.2×3.8㎝（200入・磁） 440円
ウ086-156 信楽三っ足珍味（小）  φ4.8×3㎝（200入・磁） 400円

オ086-166 黄釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 350円
オ086-176 柿釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 350円
オ086-186 ヒワ釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 350円
オ086-196 青釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 350円

ア086-246 黄透かし珍味  φ5.4×3.8㎝（200入・陶） 440円
ア086-256 唐津透かし珍味  φ5.4×3.8㎝（200入・陶） 440円
ア086-266 青磁透かし珍味  φ5.4×3.8㎝（200入・陶） 440円
ア086-276 赤透かし珍味  φ5.4×3.8㎝（200入・陶） 440円

キ086-286 ヒワ吹渕金割山椒珍味（大）  φ6.5×4.5㎝（80入・磁）（中国） 540円
キ086-296 ヒワ吹渕金割山椒珍味（小）  φ5.2×3.3㎝（120入・磁）（中国） 400円
キ086-306 コバルト吹渕金割山椒珍味（大）  φ6.5×4.5㎝（80入・磁）（中国） 540円
キ086-316 コバルト吹渕金割山椒珍味（小）  φ5.2×3.3㎝（120入・磁）（中国） 400円
キ086-326 ピンク吹渕金割山椒珍味（大）  φ6.5×4.5㎝（80入・磁）（中国） 540円
キ086-336 ピンク吹渕金割山椒珍味（小）  φ5.2×3.3㎝（120入・磁）（中国） 400円

カ086-346 オリーブ2.5寸すり小鉢  φ7.7×2.8㎝（80入・陶） 500円
カ086-356 オレンジ2.5寸すり小鉢  φ7.7×2.8㎝（80入・陶） 500円
カ086-366 イエロー2.5寸すり小鉢  φ7.7×2.8㎝（80入・陶） 500円

ア086-376 黄釉三品ミニ  10.7×5.8×1.5㎝（140入・強） 700円
ア086-386 白マット三品ミニ  10.7×5.8×1.5㎝（140入・強） 700円
ア086-396 黒マット三品ミニ  10.7×5.8×1.5㎝（140入・強） 700円

ア086-406 カラー珍味 赤  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 400円
ア086-416 カラー珍味 黄  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 380円
ア086-426 カラー珍味 青磁  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 380円
ア086-436 カラー珍味 ピンク  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 380円

カ086-446 グリーン木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 450円
カ086-456 赤木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 450円
カ086-466 青木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 450円
カ086-476 茶木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 450円

カ086-486 黄釉花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 480円
カ086-496 ヒワ花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 480円
カ086-506 青磁花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 480円
カ086-516 コバルト花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 480円

カ086-526 三ツ組小皿（白）  7.6×2㎝（120入・陶） 800円
カ086-536 三ツ組小皿（赤）  7.6×2㎝（120入・陶） 800円
カ086-546 三ツ組小皿（グレー）  7.6×2㎝（120入・陶） 800円

カ086-556 ピンク珍味小  4.5×2.5㎝（200入・陶） 580円
カ086-566 グリーン珍味小  4.5×2.5㎝（200入・陶） 580円
カ086-576 ブルー珍味小  4.5×2.5㎝（200入・陶） 580円
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ア087-016 shell 青磁珍味  7.5×7.2×1.9㎝（200入・磁） 280円
ア087-026 shell 白磁珍味  7.5×7.2×1.9㎝（200入・磁） 280円
ア087-036 shell ピンク珍味  7.5×7.2×1.9㎝（200入・磁） 280円
ア087-046 shell 黄珍味  7.5×7.2×1.9㎝（200入・磁） 280円

ウ087-056 黄内金彩三ツ足小付（小）  φ4.5×3㎝（200入・強）（美濃焼） 1,030円
ウ087-066 桃内金彩三ツ足小付（小）  φ4.5×3㎝（200入・強）（美濃焼） 1,030円
ウ087-076 白内金彩三ツ足小付（小）  φ4.5×3㎝（200入・強）（美濃焼） 960円

ウ087-086 青磁梅型珍味  φ5.2×4.4㎝（200入・強） 360円
ウ087-096 ムラサキ梅型珍味  φ5.2×4.4㎝（200入・強） 360円
ウ087-106 ヒワ梅型珍味  φ5.2×4.4㎝（200入・強） 360円

ロ087-116 さくら型珍味ピンク  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 260円
ロ087-126 さくら型珍味イエロー  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 260円
ロ087-136 さくら型珍味ホワイト  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 260円
ロ087-146 さくら型珍味ブルー  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 260円

ウ087-156 散小花楕円珍味（紺）  5.7×5.2×2.2㎝（200入・磁） 720円
ウ087-166 散小花楕円珍味（赤）  5.7×5.2×2.2㎝（200入・磁） 720円
ウ087-176 ブルー楕円珍味  6×5.3×2.4㎝（300入・磁） 310円
ウ087-186 赤楕円珍味  6×5.3×2.4㎝（300入・磁） 310円

ウ087-196 トルコ菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 320円
ウ087-206 ヒワ菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 320円
ウ087-216 青白菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 320円
ウ087-226 黄菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 320円

ア087-236 南蛮舟珍味  5.7×5×2.2㎝（200入・磁） 410円
ウ087-246 信楽市松楕円珍味  5.8×5.2×2.4㎝（200入・磁） 500円
ウ087-256 信楽刺子楕円珍味  5.8×5.2×2.4㎝（200入・磁） 500円

ウ087-266 トルコ菊型珍味  4.8×3.6㎝（200入・磁） 320円
ウ087-276 トルコ豆珍味  φ4.2×2.4㎝（300入・磁） 260円
ウ087-286 黄釉菊型珍味  4.8×3.6㎝（200入・磁） 320円
ウ087-296 黄豆珍味  φ4.2×2.4㎝（300入・磁） 260円
ウ087-306 吹墨菊型珍味  φ4.8×3.6㎝（200入・磁） 480円
ウ087-316 吹墨豆珍味  φ4.2×2.4㎝（300入・磁） 360円
ウ087-326 ヒワ菊型珍味  φ4.8×3.6㎝（200入・磁） 320円
ウ087-336 ひわ豆珍味  φ4.2×2.4㎝（300入・磁） 260円

ア087-346 ホワイトローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 250円
ア087-356 ピンクローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 250円
ア087-366 ブルーローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 250円
ア087-376 イエローローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 250円

ト087-386 片口ブルー珍味  7.5×6.5×3㎝（160入・磁） 250円
ト087-396 片口白珍味  7.5×6.5×3㎝（160入・磁） 250円
ト087-406 片口ヒワ珍味  7.5×6.5×3㎝（160入・磁） 250円

ネ087-416 白花びら小付  10×6×3.8㎝（180入・磁） 350円
ネ087-426 ブルー花びら小付  10×6×3.8㎝（180入・磁） 350円
ネ087-436 ピンク花びら小付  10×6×3.8㎝（180入・磁） 350円

ウ087-446 白菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（200入・磁） 280円
ウ087-456 ルリ菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（300入・磁） 280円
ウ087-466 黄菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（300入・磁） 280円
ウ087-476 赤菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（300入・磁） 280円

ウ087-486 うのふ四ツ切珍味  6.6×4.2㎝（180入・磁） 390円
ウ087-496 黒伊賀四ツ切珍味  6.7×3.8㎝（180入・磁） 370円
ウ087-506 信楽四ツ切珍味  6.7×3.8㎝（180入・磁） 370円

ウ087-516 黄梅型珍味  6.2×4.4㎝（200入・磁） 320円
ウ087-526 ルリ梅型珍味  6.2×4.4㎝（200入・磁） 320円
ウ087-536 赤梅型珍味  6.2×4.4㎝（200入・磁） 320円

ロ087-546 菊型珍味（ヒワ）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 290円
ロ087-556 菊型珍味（ブルー）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 290円
ロ087-566 菊型珍味（黄）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 290円
ロ087-576 菊型珍味（ローズ）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 290円
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ト088-146 両上り7.5長皿  22.7×10.2×3㎝（80入・陶） 2,000円 ホ088-156 オレンジ丸紋2.0松花堂  23.6×11.3×2.8㎝（40入・磁） 2,000円 ネ088-166 黒吹切立22㎝長角皿  22×10.7×2.3㎝（60入・磁） 1,350円

ホ088-176 黄菊形楕円皿  23×10.7×3㎝（40入・磁） 1,030円 ト088-186 青磁笹長角皿  22.6×11×1.2㎝（100入・磁） 1,000円 カ088-196 呉須線六ツ仕切り皿  18.9×12.7×2.3㎝（30入・磁） 2,200円

ウ088-206 吹墨六品盛  24.4×16.4×3㎝（40入・磁） 3,700円 ウ088-216 信楽六品仕切皿  24.6×16.6×3.2㎝（40入・磁） 3,200円 ミ088-226 黄釉 三ツ仕切 丸鉢  φ11.2×2.9㎝（120入・磁） 1,000円
ミ088-236 ヒワ釉 三ツ仕切 丸鉢  φ11.2×2.9㎝（120入・磁） 1,000円
ミ088-246 赤釉 三ツ仕切 丸鉢  φ11.2×2.9㎝（120入・磁） 1,000円

ア088-016 パール四角蓋お重松花堂  10.3×10.3×1.6㎝（80入・磁） 1,350円
ア088-026 パール台形箱（1ヶのみ）お重松花堂  10.5×7×3.7㎝（80入・磁） 1,100円
ア088-036 パール四角箱お重松花堂  10.3×10.3×3.8㎝（80入・磁） 1,500円
ア088-046 パール千代口付四角箱お重松花堂  10.3×10.3×3.9㎝（80入・磁） 1,650円

カ088-056 白吹竜田川ひさご鉢  11.4×11.2×3.2㎝（100入・磁） 1,450円
カ088-066 白吹竜田川角鉢  11.5×11.5×3.6㎝（80入・磁） 1,480円
カ088-076 白吹竜田川角皿  11.2×11.2㎝（100入・磁） 1,450円
カ088-086 白吹竜田川丸鉢  φ11×4.4㎝（80入・磁） 1,450円

ワA088-096 木和美.松花堂弁当（身）仕切付  25.5×25.5×H5.8㎝（中国） 6,250円
ア088-106 赤絵万暦蓋物  φ11×3.5㎝（60入・磁） 2,150円
オ088-116 あけぼの丸小鉢  φ11.6×3.8㎝（100入・磁） 1,230円
ホ088-126 プラチナ3ツ仕切松花堂鉢  φ11.2×2.7㎝（140入・磁） 1,150円
ト088-136 ヒスイ 市松正角皿  10×10×2.3㎝（120入・磁） 820円
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ウ089-066 黄L鉢  11.3×11.2×3.5㎝（60入・磁） 950円
ウ089-076 黄千代口  4.7×3.2㎝（200入・磁） 280円

ウ089-086 志野L鉢  11.2×4.6㎝（60入・磁） 780円
ウ089-096 志野千代口  φ4.8×3.4㎝（200入・磁） 250円

ウ089-106 ヒワ色L鉢  11.2×11.2×3.7㎝（60入・磁） 930円
ウ089-116 ヒワ色丸千代口  φ4.6×3㎝（200入・磁） 270円

ウ089-126 花鳥L鉢  11×3.5㎝（60入・磁） 1,400円
ウ089-136 花鳥千代口  4.7×3.2㎝（200入・磁） 330円

ツ089-146 ヒワ吹渕金L型鉢  11.5×3.2㎝（100入・磁） 1,000円
ツ089-156 ヒワ吹渕金千代口  6.1×4.8×3.2㎝（200入・磁） 380円

ウ089-166 渕紺L鉢  11.3×11.2×3.5㎝（60入・磁） 900円
ウ089-176 渕紺千代口  4.7×3.2㎝（200入・磁） 320円

カ089-186 白吹竜田川ひさご仕切鉢  
13×11㎝（60入・磁） 1,400円

カ089-196 白吹竜田川扇型仕切鉢  
13×14.8×3.8㎝（60入・磁） 1,400円

ウ089-206 朱巻更科仕切鉢  
φ11.6×4㎝（80入・磁） 1,360円

イ089-216 白刷タタキ角仕切鉢  
11×11×3.2㎝（80入・磁） 860円

ウ089-226 ウノフ梅型平鉢  
11.9×12.8×2.8㎝（100入・磁） 740円

ウ089-236 信楽梅型平鉢  
11.9×12.8×2.8㎝（100入・磁） 710円

ツ089-246 梅型竹仕切鉢  
13.6×12×3.6㎝（80入・磁） 930円

ミ089-256 波千鳥瓢形小鉢  
12.9×11×3.7㎝（100入・磁） 980円

ホ089-266 プラチナ2ツ仕切松花堂鉢  
φ11×2.8㎝（140入・磁） 1,150円

カ089-276 赤絵京山水扇型仕切鉢  
13×14.8×3.8㎝（60入・磁） 1,400円

ト089-286 手描万暦仕切鉢  
11.2×11.2×3.8㎝（100入・磁） 1,300円

ホ089-296 吹墨ひさご鉢  
13×9×3.5㎝（80入・磁） 940円

オ089-306 黒油滴ひさご皿  
11.5×9.5×3.7㎝（120入・磁） 550円

オ089-316 吹ズミひさご皿  
11.5×9.5×3.7㎝（120入・磁） 550円

キ089-326 吹墨正角仕切付鉢  
11.3×3.5㎝（80入・磁） 780円

ホ089-336 赤絵花紋仕切鉢  
11.2×11.2×3.2㎝（80入・磁） 1,100円

ツ089-346 一珍角仕切鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（80入・磁） 900円

ト089-356 二色十草仕切付鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（80入・磁） 950円

ミ089-366 織部芦仕切鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 970円

ウ089-016 黄菊型四品鉢  
11.4×2.6㎝（80入・磁） 940円

ウ089-026 赤絵花鳥仕切松花堂  
11.3×11.3×3.4㎝（100入・強） 2,600円

カ089-036 花鳥風月四ツ仕切鉢  
11.2×11.2×3.4㎝（60入・磁） 2,050円

ネ089-046 青磁四ツ仕切鉢  
11×11×3.5㎝（80入・磁） 1,450円

ミ089-056 青地唐津赤絵四ツ切鉢  
11.1×11×3.5㎝（60入・磁） 1,850円
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ミ090-016 青磁ヒワ金流し平鉢  
11.2×10.8×3.5㎝（120入・磁） 1,480円

ミ090-026 織部山草花丸鉢  
φ11.2×3㎝（120入・磁） 1,250円

ト090-036 紫白吹き丸鉢  
φ11×4.1㎝（100入・磁） 1,500円

ツ090-046 万寿菊丸小鉢  
φ11.7×4㎝（80入・強） 1,550円

オ090-056 紫吹丸小鉢  
φ11.5×3.7㎝（100入・強） 1,130円

ト090-066 手まり丸鉢  
φ10.6×3.5㎝（100入・磁） 1,300円

カ090-076 銀彩コバルト巻鉄鉢  
φ10.5×4.3㎝（80入・磁） 1,280円

カ090-086 金彩オレンジ巻鉄鉢  
φ10.5×4.3㎝（80入・磁） 1,280円

ツ090-096 宝珠丸小鉢  
φ11×4.3㎝（80入・磁） 1,350円

ウ090-106 朱巻井桁丸鉢  
φ11×3.6㎝（100入・磁） 1,090円

ト090-116 銀彩ちらし丸鉢  
φ11×4.1㎝（100入・磁） 1,200円

ミ090-126 青磁うろこ紋丸鉢  
φ11.4×4.2㎝（100入・磁） 1,150円

ミ090-136 黒釉桜花丸鉢  
φ11.2×4.2㎝（120入・磁） 1,150円

ミ090-146 手書き花つなぎ丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 1,330円

ト090-156 二色たこ唐草丸小鉢  
φ10.7×4㎝（100入・磁） 1,050円

ウ090-166 万暦丸鉢  
φ11×3.5㎝（120入・磁） 1,250円

ア090-176 春秋鉄鉢小鉢  
φ11×4㎝（80入・磁） 1,250円

オ090-186 武蔵野丸小鉢  
φ11.4×3.7㎝（100入・強） 1,230円

ア090-196 若草金彩3.8鉢  
φ11.5×3.7㎝（80入・磁） 1,350円

ツ090-206 手描き織部丸皿  
φ11×3㎝（100入・陶） 1,200円

ミ090-216 花かご平鉢  
11.3×10.6×3.6㎝（100入・磁） 1,150円

ツ090-226 ヒワ吹渕金丸小鉢  
φ11.2×3.1㎝（100入・磁） 1,000円

ロ090-236 トルコ菊型鉢  
φ11×3.5㎝（80入・強） 1,100円

カ090-246 灰釉流丸鉢  
11×3.2㎝（80入・磁） 1,150円

ツ090-256 渕金花型小鉢（コバルト）  
φ11.2×3.7㎝（120入・磁） 930円

ミ090-266 青釉丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 800円

ミ090-276 ヒワ見込白丸小鉢  
11.2×4.5㎝（120入・磁） 930円

ミ090-286 赤釉丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 800円

ツ090-296 青チタン3.3小鉢  
φ11×4.3㎝（100入・陶） 960円

ツ090-306 天目流3.3丸鉢  
φ11×4.3㎝（100入・陶） 960円
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ツ091-016 黄花型小鉢  
φ11.2×3.7㎝（120入・磁） 820円

ネ091-026 十二角渕織部3.6鉢  
φ11.5×4㎝（100入・磁） 900円

ト091-036 花回し丸鉢  
φ11.3×3.2㎝（100入・磁） 1,100円

ミ091-046 手書きぶどう丸鉢  
φ11.2×4.2㎝（120入・磁） 920円

ミ091-056 黄釉グリーン流六ツ山小鉢  
φ11×3.1㎝（120入・磁） 1,000円

ロ091-066 黄菊型鉢  
φ11×3.5㎝（80入・強） 1,100円

ツ091-076 美濃伊賀3.3丸小鉢  
φ11×4.3㎝（100入・陶） 1,150円

ツ091-086 渕金花型小鉢（白）  
φ11.2×3.7㎝（120入・磁） 900円

ホ091-096 黒マット渕錆松花堂丸鉢  
φ11.2×4.2㎝（120入・磁） 1,050円

ツ091-106 柿釉見込福丸小鉢  
φ11.2×4.3㎝（100入・磁） 930円

ツ091-116 白マット織部流し平鉢  
φ11.5×10.9×4㎝（100入・磁） 950円

ツ091-126 オレンジ釉鉄鉢型小鉢  
φ10.8×4.5㎝（100入・磁） 820円

ツ091-136 イエロー鉄鉢型小鉢  
φ10.8×4.4㎝（100入・磁） 830円

ツ091-146 トルコ釉鉄鉢型小鉢  
φ10.8×4.5㎝（100入・磁） 820円

カ091-156 紫玉割  
φ11.8×4㎝（100入・強） 800円

ア091-166 黄釉ボール（松花堂兼用）  
φ11.5×3.5㎝（80入・磁） 880円

ホ091-176 黄色唐草彫丸鉢  
φ11×3.2㎝（100入・磁） 760円

ウ091-186 オレンジ丸鉢  
φ11×3.5㎝（60入・磁） 880円

ア091-196 手描き赤絵万暦11.5㎝鉢  
φ11.5×4㎝（80入・磁） 760円

ウ091-206 ブルー丸鉢（大）  
φ11×3.5㎝（120入・磁） 870円

ア091-216 手描き赤絵花紋小鉢  
φ11.5×4㎝（80入・磁） 660円

ウ091-226 志野丸鉢  
φ11×3.5㎝（120入・磁） 700円

ネ091-236 若草3.3ボール  
φ10.7×4㎝（120入・磁） 620円

ネ091-246 青磁3.3ボール  
φ10.7×4.2㎝（120入・磁） 560円

ホ091-256 ゴス流し松花堂鉢  
φ10.5×3.7㎝（120入・磁） 320円

カ091-266 黄彩花紋菊型3.5鉢  
φ10.5×4㎝（80入・磁） 400円

カ091-276 藍丸紋菊型3.5鉢  
φ10.5×4.2㎝（100入・磁） 380円

ア091-286 アミ丸小鉢（松花堂兼用）  
φ11.4×4㎝（100入・磁） 320円

カ091-296 菊花桃八重菊3.5皿  
φ11.6×2.8㎝（80入・磁） 500円

ホ091-306 トルコ菊型松花堂平鉢  
φ11.4×3.5㎝（100入・磁） 760円
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ミ092-016 マロン吹木の葉皿  
12.5×11.8×3.8㎝（120入・磁） 1,000円

ツ092-026 ヒワ釉金銀彩とじめ小鉢  
11.5×10.8×3㎝（80入・磁） 1,150円

ツ092-036 ピンク吹貝型小鉢  
11.8×11.4×4㎝（100入・磁） 1,000円

カ092-046 高麗重ね楓小鉢  
13×11×3㎝（100入・磁） 1,250円

ツ092-056 ヒワ吹重ね楓小鉢  
13×10×3.5㎝（100入・磁） 1,100円

ミ092-066 ピンクラスター葵鉢  
12.2×11.7×4.2㎝（120入・磁） 1,350円

ミ092-076 ヒワラスター葵鉢  
12.2×11.7×4.2㎝（120入・磁） 1,350円

カ092-086 灰釉流あおい鉢  
12×11.5×4.5㎝（80入・磁） 1,150円

ウ092-096 かぶら絵かえで小鉢  
11.2×10.6×3㎝（120入・強） 1,350円

ト092-106 マロン吹四ツ山小鉢  
10.7×10.7×4.7㎝（100入・磁） 1,200円

カ092-116 緑釉黄流山帰来小鉢  
11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,100円

ミ092-126 赤釉椿花形鉢  
φ11.2×3.2㎝（120入・磁） 1,100円

ミ092-136 赤グリン線桜型小鉢  
11.2×3.4㎝（150入・磁） 1,550円

ミ092-146 柿釉白吹桜型小鉢  
11.2×3.5㎝（150入・磁） 1,050円

ト092-156 渕金吹墨桜型小鉢  
φ11.3×3.3㎝（100入・磁） 1,500円

カ092-166 赤筋入六ツ山小鉢  
11×3.2㎝（100入・磁） 1,250円

ツ092-176 マロン吹ひさご型小鉢  
11.2×11.2×3.1㎝（100入・磁） 1,000円

ト092-186 若芽ひさご鉢  
12.4×11×2.8㎝（100入・磁） 1,000円

ウ092-196 トルコ桔梗型平鉢  
10.5×3.5㎝（120入・磁） 720円

ウ092-206 グリーンサクラ型鉢  
11×2.6㎝（100入・強） 630円

ツ092-216 二色吹なで角小鉢  
10.8×11.1×4㎝（100入・陶） 1,050円

ア092-226 金彩梅皿  
φ11×2.4㎝（120入・磁） 1,300円

ミ092-236 蓮紫小皿  
φ11.5×2.5㎝（150入・磁） 1,000円

テ092-246 茶釉備前吹八手松花堂  
13×10.8×3.3㎝（100入・磁） 900円

ウ092-256 志野六角鉢  
10×3.6㎝（120入・磁） 580円

キ092-266 トルコ釉渕金扇型皿  
13.5×11.2×2.5㎝（100入・磁） 1,180円

キ092-276 赤釉扇型皿  
13.5×11.2×2.5㎝（100入・磁） 850円

カ092-286 ヒワ吹四方押鉢  
11.5×11.5×3㎝（100入・強） 1,150円

カ092-296 黄磁四方押小鉢  
11.5×11.5×3㎝（100入・強） 1,150円

カ092-306 オレンジ吹四方押鉢  
11.5×11.5×3㎝（100入・強） 1,150円
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ネ093-016 糸巻き小鉢  
11.5×3.8㎝（120入・磁） 1,400円

ウ093-026 トルコ青龍彫角鉢  
10.9×10.9×3.3㎝（100入・強） 1,300円

ト093-036 オレンジ吹貝型小鉢  
11.5×12×4㎝（100入・磁） 1,050円

カ093-046 黄釉八角皿  
12×11.5×2.5㎝（120入・磁） 1,100円

ミ093-056 青釉ソギ 角鉢  
11.2×11.2×3.5㎝（100入・陶） 1,170円

カ093-066 白吹竜田川四ツ山鉢  
11.9×11.9×4.5㎝（60入・磁） 1,450円

カ093-076 白吹竜田川箕型  
11.6×12.8×4㎝（80入・磁） 1,450円

ミ093-086 織部山草花角鉢  
11.2×11.2×3.5㎝（120入・磁） 1,220円

ツ093-096 渕金ピンク桜型小鉢  
11.5×4.5㎝（100入・磁） 950円

ツ093-106 渕金コバルト桜型小鉢  
11.4×4.4㎝（100入・磁） 950円

ウ093-116 吹墨桔梗型平鉢  
10.5×3.5㎝（120入・磁） 750円

カ093-126 赤絵京山水四ツ山鉢  
11.9×11.9×4.5㎝（80入・磁） 1,450円

ウ093-136 ヒワカエデ型平鉢  
11.4×11×3㎝（100入・強） 620円

ウ093-146 トルコカエデ平鉢  
11.2×11×3.2㎝（100入・強） 620円

キ093-156 ゆず赤結晶葉型鉢  
12×11.5×3.5㎝（100入・磁） 950円

ロ093-166 白釉緑線 スミ切浅小鉢  
11.8×11.8×3.5㎝（80入・磁） 830円

ロ093-176 黄 スミ切浅小鉢  
11.8×11.8×3.5㎝（80入・磁） 830円

ツ093-186 イエロー吹桜型小鉢  
11.4×4.4㎝（120入・磁） 880円

テ093-196 茶釉備前吹六角松花堂  
11.2×10.2×3.6㎝（100入・磁） 900円

テ093-206 茶釉備前吹四角松花堂  
11×11×3.5㎝（100入・磁） 900円

ツ093-216 巻貝型小鉢  
11.4×11.4×3.8㎝（80入・磁） 970円

ウ093-226 トルコ舟型平鉢  
10.8×3.3㎝（100入・強） 700円

ア093-236 笹ざる型小鉢  
10.5×10.5×3.7㎝（100入・磁） 750円

ト093-246 青磁ざる型小鉢  
11×11×3.3㎝（100入・磁） 920円

ホ093-256 黄花型松花堂小鉢  
φ10.7×3.5㎝（100入・磁） 730円

ア093-266 若草（松花堂兼用）角小鉢  
10.5×10.5×3.9㎝（100入・磁） 420円

ア093-276 サザエ小鉢  
12×9×3.7㎝（100入・磁） 650円

ト093-286 ブルーオニオン小鉢  
11.2×11.2×3.8㎝（100入・磁） 650円

ア093-296 フヨウ平小鉢  
φ11.2×3.7㎝（100入・磁） 500円

ホ093-306 花びら松花堂鉢（ガラス）  
12.5×9×4㎝（72入）（中国） 600円
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ホ094-016 ブルーパール松花堂角鉢  
10.3×10.3×4㎝（70入・磁） 1,450円

ホ094-026 ピンクパール松花堂角鉢  
10.3×10.3×4㎝（70入・磁） 1,450円

オ094-036 武蔵野花四角小鉢  
11.3×11.3×3.1㎝（100入・強） 1,550円

ホ094-046 プラチナ四角松花堂鉢  
11×11×3.8㎝（80入・磁） 1,450円

カ094-056 加茂川四角小鉢  
11.3×11.3×3.3㎝（80入・強） 1,950円

ミ094-066 オリベ くし目正角皿  
11.5×11.5×4㎝（80入・陶） 1,400円

ミ094-076 火色 くし目正角皿  
11.5×11.5×4㎝（80入・陶） 1,400円

ツ094-086 手描き織部角小鉢  
11.5×11.5×3.8㎝（60入・陶） 2,050円

ウ094-096 赤金彩角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,400円

ウ094-106 グリーン金彩角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,400円

ウ094-116 錦ススキ角鉢  
11.4×11.4×3.6㎝（60入・磁） 1,350円

ツ094-126 染錦見込小花角鉢  
11.4×11.4×3.5㎝（100入・磁） 1,050円

ウ094-136 花鳥角鉢  
11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,350円

ミ094-146 渕赤角鉢  
11.5×11.5×3.6㎝（100入・磁） 1,050円

イ094-156 赤絵花四角鉢  
11.3×11.3×3.5㎝（80入・磁） 1,350円

ロ094-166 赤絵千鳥角鉢  
11.4×4㎝（80入・磁） 910円

ロ094-176 染付千鳥松花堂  
11.4×4㎝（80入・磁） 890円

ホ094-186 オレンジ花角鉢  
11.6×11.6×3.4㎝（80入・磁） 1,050円

カ094-196 灰釉流四折鉢  
11.3×11.3×3.3㎝（80入・磁） 1,150円

ウ094-206 トルコ角鉢  
11.4×3.6㎝（100入・磁） 910円

ウ094-216 桔梗角鉢  
11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,200円

ミ094-226 織部芦角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 950円

ネ094-236 青磁角小鉢  
10.2×10.2×3.6㎝（120入・磁） 820円

ホ094-246 新唐草角松華堂鉢  
11×11×3.8㎝（80入・磁） 820円

ウ094-256 志野角鉢  
11.4×3.6㎝（100入・磁） 740円

タ094-266 もえぎ渦正角鉢  
10.8×10.8×3.7㎝（80入・磁） 800円

タ094-276 黄渦正角鉢  
10.8×10.8×3.7㎝（80入・磁） 800円

ホ094-286 粉引松花堂角鉢  
11×11×3.5㎝（80入・磁） 600円

ト094-296 桜吹クシ目 松花堂角鉢  
10.5×10.5×4㎝（100入・磁） 430円

ホ094-306 ピンク吹松花堂角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 460円
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ミ095-016 秋草金タタキ正角皿  
11.4×11.4×1.1㎝（120入・磁） 1,400円

ミ095-026 金彩グリン交趾正角皿  
11.4×11.4×1.1㎝（120入・磁） 1,850円

カ095-036 加茂川菊型角皿  
11.2×11.2×2㎝（100入・強） 1,900円

ミ095-046 黒釉春秋正角皿  
11.5×11.5×2.3㎝（120入・磁） 1,900円

ミ095-056 流し十草四方皿  
11.4×11.4×2.3㎝（120入・磁） 1,450円

カ095-066 グリーン吹き角四方皿  
11.4×11.4×2.5㎝（80入・磁） 1,500円

ト095-076 銀彩ちらし四方皿  
11.2×11.2×2.5㎝（120入・磁） 1,350円

ミ095-086 青白金彩正角皿  
11.5×11.5×2.3㎝（120入・磁） 1,550円

ミ095-096 手造り灰釉ソギ角皿  
11.5×11.5×2㎝（100入・陶） 1,400円

ミ095-106 手造り備前渕上り皿  
11.8×11.8×3.7㎝（120入・陶） 1,500円

カ095-116 黒釉吹墨四方上り皿  
11×11×3㎝（80入・磁） 1,300円

ホ095-126 ブルーパール松花堂角皿  
10.3×10.3×1.8㎝（100入・磁） 1,200円

ツ095-136 ヒワ吹渕金正角皿  
11.2×2.3㎝（100入・磁） 1,000円

ミ095-146 手書きぶどう四方皿  
11.4×11.4×2.3㎝（120入・磁） 980円

ミ095-156 渕サビグリーン吹正角皿  
11.4×11.4×2.5㎝（120入・磁） 950円

ホ095-166 あみ松花堂四角鉢  
10.6×10.6×2.5㎝（100入・磁） 920円

ホ095-176 焼しめ松花堂四角鉢  
10.6×10.6×2.5㎝（100入・磁） 920円

ア095-186 プラチナリムトレーS  
11×11×2㎝（120入・磁） 850円

ツ095-196 渕グリーン角皿  
11×2.3㎝（100入・磁） 970円

ウ095-206 錦渕筋角皿  
10.8×3.4㎝（150入・強） 960円

イ095-216 青白磁4.0角皿  
11×11×2.2㎝（80入・磁） 750円

ホ095-226 備前吹き松花堂角皿  
11.3×11.3×1.7㎝（100入・陶） 790円

ホ095-236 黄松花堂角皿  
10.9×10.9×1.6㎝（100入・磁） 770円

ト095-246 オリベ 市松正角皿  
10×10×2.3㎝（100入・磁） 820円

タ095-256 藍紺市松正角皿  
φ11×2.4㎝（100入・磁） 800円

ト095-266 青磁笹角皿  
11.6×11×1.2㎝（120入・磁） 550円

ア095-276 白11.5㎝正角皿  
11.4×11.4×2.5㎝（100入・磁） 750円

ア095-286 粉引（松花堂兼用）角小皿  
10.8×10.8×2.2㎝（120入・磁） 470円

ア095-296 備前吹（松花堂兼用）角小皿  
10.8×10.8×2.2㎝（120入・磁） 470円

ネ095-306 正角市松皿 青白磁  
11×11×2㎝（100入・磁） 850円
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キ096-016 金彩黒油滴平蓋向  
φ17.1×9.1㎝（30入・強） 4,500円

キ096-026 ヒワグリーンラスター平蓋向  
φ17.1×9.1㎝（30入・強） 4,300円

ホ096-036 金巻花ちらし蓋向付  
φ16.5×8.5㎝（32入・磁） 3,550円

ツ096-046 錦丸紋ひさご蓋向  
φ16.6×9.5㎝（30入・磁） 2,350円

キ096-056 マロン吹銀彩平蓋向  
φ17.1×9.1㎝（30入・強） 4,850円

ホ096-066 ヒスイ金松蓋向  
φ16.5×8.5㎝（32入・磁） 4,150円

ア096-076 二色吹き蓋向  
φ16.5×8.8㎝（40入・強） 3,500円

ロ096-086 緑彩平蓋向  
φ16.7×9.5㎝（40入・強） 2,800円

蓋 

向
蓋
を
開
け
た
時
に
広
が
る
、

香
り
や
彩
り
の
美
し
さ
が

蓋
向
の
醍
醐
味
。
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ツ097-016 ダミ金クロス 角蓋物  
14.5×14.5×8.5㎝（30入・磁） 4,600円

ミ097-026 古染古花角鉢  
15×12.5×8.2㎝（30入・磁） 2,100円
ミ097-036 木蓋  
16×13.5㎝ 850円

ミ097-046 小槌蓋物  
16.5×9.4×8.3㎝（30入・磁） 3,700円

ミ097-056 錦曙蓋向  
φ14×9㎝（30入・磁） 2,950円

ミ097-066 藤の花蓋向  
φ14×9.3㎝（30入・磁） 3,700円

ミ097-076 三色交趾角蓋物  
17.5×8.5×7.5㎝（20入・磁） 4,000円

ミ097-086 朱塗り金箔まゆ形蓋物  
13.5×10×7㎝（40入・磁） 3,250円

ネ097-096 金緑彩大蓋向（6.0）  
φ18×10.5㎝（20入・陶） 8,250円

カ097-106 白吹竜田川7.0骨むし  
φ21×11.6㎝（20入・磁） 6,300円

ツ097-146 十草赤丸紋7.0骨むし  
φ21.2×10㎝（30入・陶） 5,950円
ツ097-156 十草赤丸紋平蓋向  
16×8.7㎝（40入・陶） 3,700円

ツ097-166 錦華陽紋8.0骨むし  
φ24.3×12.5㎝（20入・磁） 9,500円
ツ097-176 錦華陽紋7.0骨むし  
φ21.5×10㎝（30入・磁） 5,900円

ツ097-116 染錦あけぼの菊7.0鯛むし φ21.2×9.6㎝（30入･磁）  5,000円
ツ097-126 染錦あけぼの菊蓋向（大） φ16.7×9.5㎝（40入･磁）  3,000円
ツ097-136 染錦あけぼの菊蓋向（小） φ16×8.8㎝（40入･磁）  2,550円
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ミ098-016 珱珞交趾紋平蓋向  
φ15.3×7.8㎝（30入・磁） 6,400円

ミ098-026 高麗砂目松葉蓋向  
φ13.8×7.5㎝（30入・磁） 3,750円

ミ098-036 花唐草4.5蓋向  
φ14×5.5㎝（40入・磁） 2,550円

ホ098-046 吉祥蓋向  
φ15×8.4㎝（40入・強） 3,450円

ネ098-056 金緑彩蓋向  
φ13.3×8.3㎝（60入・陶） 5,250円

ワ098-066 流水蓋向  
φ14.2×8.3㎝（40入・強） 3,000円

ト098-076 赤彩交趾蓋向  
φ13.3×7.6㎝（40入・磁） 4,800円

カ098-086 みちのく蓋向  
φ13.3×8.7㎝（40入・磁） 4,600円

ア098-096 友禅菊蓋向  
φ14.3×8㎝（30入・強） 4,600円

ワ098-106 つゆ草蓋向  
φ14.2×8.3㎝（40入・強） 3,000円

カ098-116 赤絵京山水蓋向  
φ13.5×8.8㎝（40入・強） 4,200円

テ098-126 華七宝蓋向付  
φ13×8.2㎝（30入・陶） 4,800円

テ098-136 花つずら京型蓋向  
φ14.3×7.7㎝（30入） 6,500円

テ098-146 銀彩点字京形蓋向  
φ14.3×8.2㎝（30入・磁） 4,600円

ホ098-156 ブルー吹平蓋向  
φ13.4×7.2㎝（60入・強）（中は白色） 3,350円

ト098-166 万歴手描き 蓋向付  
φ14.5×8㎝（40入・強） 3,500円

ホ098-176 ヒワ吹蓋向  
φ16.5×8.5㎝（32入・磁） 4,150円

ホ098-186 花型はなやぎ円菓子碗（渕サビ･大）  
14×8㎝（40入・磁） 3,100円

ツ098-196 オレンジ巻グリン吹京型蓋向  
φ14.4×8㎝（40入・強） 4,000円

ツ098-206 錦華陽紋蓋向  
16.5×9.5㎝（40入・磁） 3,300円
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ミ099-016 黒オリベ 手造り丸フタ物  
12.5×7.5㎝（40入・陶） 3,250円

ミ099-026 備前風 正角蓋物  
10.5×10.5×6.5㎝（50入・陶） 4,100円

ミ099-036 黒オリベ 正角蓋物  
10.5×10.5×6.5㎝（50入・陶） 4,100円

ミ099-046 十文字小花長角鉢  
12.5×8.5×6.5㎝（30入・磁） 2,480円
ミ099-056 段付木蓋  
13.5×9.5㎝ 520円

オ099-066 青釉大江戸角蓋付鉢  
11.7×11.7×9.5㎝（60入・磁）（美濃焼） 4,500円

ミ099-076 ヒワ吹朱紋角煮物碗  
11.8×11.8×9.2㎝（40入・磁） 3,550円

ミ099-086 染付木の実角型煮物碗  
11.8×11.8×9.2㎝（40入・磁） 3,450円

オ099-096 二色一珍ラスター角蓋付鉢  
11.7×11.7×9.5㎝（60入・磁）（美濃焼） 4,500円

カ099-106 ハポンリドウボール  
φ11.2×9.7㎝（60入・磁） 1,530円

ホ099-116 紺十草かさ型円菓子碗  
φ10.2×10㎝（60入・磁） 3,500円

ホ099-126 ピンク菊かさ型円菓子碗  
φ10.2×10㎝（60入・磁） 3,500円

ミ099-136 パール傘形円菓子碗  
φ11×9㎝（30入・磁） 2,700円

ミ099-146 ピンク一珍丸形蓋物  
φ10.4×8㎝（40入・磁） 3,250円

ウ099-156 ラスター彩丸型蓋向  
φ10×9.5㎝（40入・磁） 2,750円

ウ099-166 金彩 丸型蓋物  
φ9.8×9.4㎝（40入・磁） 3,200円

ウ099-176 朱巻 丸型蓋物  
φ9.8×9.4㎝（40入・磁） 3,200円

ロ099-186 彩り水玉角煮物碗  
10×10×7.5㎝（40入・強） 1,940円

ロ099-196 黄輝角煮物碗  
10×10×7.5㎝（40入・強） 1,940円

ミ099-206 粉引芦4.5蓋物  
φ12.7×11.8㎝（30入・陶） 2,670円

ア099-216 南蛮織部蓋物  
φ14×9㎝（40入・強） 3,100円
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テ100-016 紫雲海煮物碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,000円

テ100-026 手描赤絵菊円菓子碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,000円

カ100-036 安曇野円菓子碗  
φ12×9.5㎝（40入・強） 4,000円

ウ100-046 赤絵花鳥蓋向  
φ11.3×7.8㎝（50入・強） 3,850円

ミ100-056 曙金彩煮物碗  
φ13×8.9㎝（40入・磁） 2,850円

ミ100-066 黄花万暦煮物碗  
φ12×8.3㎝（30入・磁） 3,580円

ウ100-076 緑金駒筋蓋向  
φ12.4×8.6㎝（40入・強） 4,550円

ア100-086 銀彩黄交趾円菓子碗  
φ11.5×8.5㎝（40入・磁） 4,600円

テ100-096 緑雲海煮物碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,000円

ウ100-106 朱巻草花円菓子碗  
φ11.8×8.2㎝（40入・強） 4,350円

ウ100-116 高山寺蓋向  
φ12.4×8.6㎝（40入・強） 4,050円

タ100-126 四季の花毛料蓋物  
φ12×9㎝（40入・磁）（有田焼） 5,500円

ウ100-136 黄釉花絵蓋向  
φ11.6×8㎝（50入・強） 4,650円

カ100-146 加茂川円菓子碗  
φ11.8×9.5㎝（40入・強） 4,000円

カ100-156 白吹竜田川煮物碗  
φ11.2×10.2㎝（40入・強） 4,500円

ウ100-166 金松葉円菓子碗  
φ12×8.2㎝（40入・強） 4,400円

テ100-176 紺一珍銀彩円菓子碗  
φ12.2×10㎝（30入・強） 4,500円

テ100-186 朱雲海煮物碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,000円

ミ100-196 赤釉 金吹煮物碗  
φ11.5×9.2㎝（40入・磁） 3,000円

カ100-206 みちのく煮物碗  
φ11.5×10.4㎝（40入・磁） 4,000円
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ツ101-016 麦釉さざ波一ケ碗  
φ12.5×10.5㎝（40入・磁） 4,300円

ツ101-026 錦華陽紋円菓子碗  
φ12×10.5㎝（40入・磁） 2,950円

ツ101-036 錦丸紋ひさご円菓子碗  
φ12.3×10.5㎝（40入・磁） 2,650円

ミ101-046 花唐草煮物碗  
φ12.5×8㎝（30入・磁） 2,600円

ミ101-056 一珍牡丹煮物碗  
φ12.4×10.6㎝（30入・磁） 2,350円

ミ101-066 美濃三彩円菓子碗  
φ12.6×9.3㎝（30入・陶） 5,200円

ロ101-076 緑彩円菓子碗  
φ12.2×9.4㎝（40入・強） 2,730円

ロ101-086 錦草花円菓子碗  
φ12.6×10.3㎝（40入・磁） 2,050円

ミ101-096 ヒワ黒金銀丸紋円菓子碗  
φ12×8.5㎝（30入・磁） 4,450円

ロ101-106 金唐草円菓子碗  
φ11.5×7.5㎝（40入・強） 4,270円

ウ101-116 赤絵円菓子碗  
φ11.8×8.2㎝（40入・強） 4,150円

ツ101-126 オレンジ巻グリーン吹京型円菓子碗  
φ11.9×8.2㎝（40入・強） 4,000円

ホ101-136 武蔵野円菓子碗  
φ11.8×7.8㎝（40入・強） 3,850円

ウ101-146 赤絵小花円菓子碗  
φ11.8×8.2㎝（40入・強） 3,700円

ト101-156 万歴手描き 円菓子碗  
φ12×8㎝（60入・強） 3,400円

ミ101-166 高麗しだれ梅一ヶ碗  
φ12.2×8.8㎝（30入・磁） 3,250円

ミ101-176 高麗渕グリン花彫煮物碗  
φ12.4×8.3㎝（40入・磁） 3,580円

ユ101-186 二色ラスター煮物碗  
φ11.5×9㎝（30入・磁） 3,300円

タ101-196 万歴蓋物  
φ12×8.9㎝（40入・磁）（有田焼） 3,350円

ホ101-206 吉祥円菓子碗  
φ11.8×8.5㎝（40入・強） 3,250円

ミ101-216 ピンク白吹煮物碗  
φ11.5×9.5㎝（30入・磁） 3,250円

カ101-226 津和野円菓子碗  
φ11.8×8㎝（36入・強） 3,000円

ミ101-236 鉄砂松竹梅煮物碗  
φ12.4×8㎝（30入・磁） 2,950円

ト101-246 ルリ巻き反型円菓子碗  
φ12.7×8.8㎝（60入・磁） 2,200円
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ア102-016 千十草円菓子  
φ12×7.2㎝（40入・強） 4,050円

ト102-026 水玉二色吹菓子碗  
φ12×8㎝（50入・磁） 2,650円

ト102-036 ピンク紺吹菓子碗  
φ12×8㎝（50入・磁） 2,900円

ト102-046 二色紺吹菓子碗  
φ12×8㎝（50入・磁） 2,900円

ロ102-056 古染山水円菓子碗  
13×8.6㎝（40入・陶） 1,650円

ア102-066 手描き紅梅円菓子碗  
φ12×8㎝（40入・強） 4,900円

ミ102-076 古染山水円菓子碗（大）  
φ12.9×8.8㎝（30入・陶） 2,450円

ホ102-086 赤絵みのり円菓子碗  
φ11.8×7.8㎝（40入・強） 3,100円

ホ102-096 グリーン吹煮物碗（小）  
φ11.2×8.8㎝（40入・強）（中は白色） 3,100円

テ102-106 紫銀河煮物碗（小）  
φ11×9㎝（30入・強） 3,000円

ミ102-116 雪月花蓋向  
φ12×9.2㎝（30入・陶） 6,100円

ネ102-126 粉引刷毛煮物碗  
φ13.3×6.2㎝（60入・陶） 2,750円

ト102-136 錦梅花円菓子碗  
φ11.8×8.2㎝（50入・磁） 3,650円

ト102-146 二色吹渦彫蓋物  
φ12.7×10.2㎝（60入・磁） 3,800円

ネ102-156 赤絵花鳥円菓子碗  
φ12×9㎝（60入・陶） 2,800円

ネ102-166 唐草円菓子碗  
φ12×9㎝（60入・陶） 2,800円

カ102-176 清里円菓子碗  
12×7.9㎝（40入・強） 3,000円
カ102-186 清里円菓子碗（身）  
12×6㎝（40入・強） 1,800円

ツ102-196 乾山赤絵煮物碗  
φ13.5×7.5㎝（40入・陶） 2,600円

ロ102-206 赤間取りトクサ円菓子碗  
φ12.3×10.3㎝（40入・磁） 2,100円

ア102-216 obi 円菓子  
φ12×8.7㎝（40入・磁） 4,000円

ホ102-226 イエロー反円菓子碗（大）内白  
φ13×8.5㎝（40入・磁）（中は白色） 2,050円
ホ102-236 イエロー反円菓子碗（小）内白  
φ11×8㎝（50入・磁）（中は白色） 1,850円

ホ102-246 鉄砂反型円菓子碗（大）  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,900円
ホ102-256 鉄砂反型円菓子碗（小）  
φ11×8㎝（50入・磁） 1,700円

ト102-266 青白錆巻反 円菓子碗（大）  
φ13×9.5㎝（50入・磁） 1,750円
ト102-276 青白錆巻反 円菓子碗（小）  
φ11×7.6㎝（60入・磁） 1,550円

ト102-286 ヒスイ錆巻反 円菓子碗（大）  
φ13×9.5㎝（50入・磁） 1,750円
ト102-296 ヒスイ錆巻反 円菓子碗（小）  
φ11×7.6㎝（60入・磁） 1,550円

102 円菓子碗

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

刺身鉢・
千代口

割
烹
の
う
つ
わ

向　付



ミ103-016 釉裏紅青磁円菓子碗  
φ11.4×9㎝（30入・磁） 2,150円

ツ103-026 梨地サビ十草反蓋物  
φ11.5×9㎝（50入・陶） 3,000円

ミ103-036 ゴス十草片口スリ目蓋付鉢  
11.5×11.2×10.8㎝（36入・陶） 2,800円

ミ103-046 黒伊賀十草煮物碗  
φ12.8×9.7㎝（30入・磁） 1,680円

ホ103-056 唐草角円菓子碗  
12×10㎝（40入・磁） 1,800円

ホ103-066 ヒスイ金松円菓子碗  
φ11×10㎝（40入・磁） 3,000円

ホ103-076 美濃路円菓子碗  
φ11×10㎝（40入・磁） 2,100円

テ103-086 緑雲銀巻煮物碗  
φ11×10㎝（30入） 2,700円

ホ103-096 ヒワ吹円菓子碗  
φ11×10㎝（40入・磁） 2,750円

テ103-106 雲金巻煮物碗  
φ11×10㎝（30入） 2,700円

ミ103-116 粉引赤絵花煮物碗  
φ12.9×9.3㎝（30入・磁） 2,800円

キ103-126 マロン吹銀彩円菓子碗  
φ11.1×9.3㎝（60入・強） 3,500円

ツ103-136 朱巻むさしの丸紋一ケ碗  
φ11.5×9.3㎝（40入・陶） 3,750円

ツ103-146 二色白吹煮物碗  
11.5×9.5㎝（40入・磁） 2,800円

ミ103-156 黒釉ルリ流し円菓子碗  
φ11.4×9㎝（30入・磁） 2,150円

ホ103-166 花型はなやぎ円菓子碗（渕サビ･小）  
12×6.5㎝（50入・磁） 2,850円

テ103-176 黒マット雲銀煮物碗  
φ11×10㎝（30入） 2,700円

ホ103-196 もえぎ反型円菓子碗（大）  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,900円

テ103-186 黒マット雲金煮物碗  
φ11×10㎝（30入） 2,700円

ト103-206 鉄仙花蓋物  
φ12×7.6㎝（60入・強） 2,500円

テ103-236 黄釉円菓子碗  
10.9×10㎝（40入・磁） 1,850円

ト103-246 青白錆巻円菓子碗（大）  
φ11×9.8㎝（50入・磁） 1,580円
ト103-256 青白錆巻円菓子碗（小）  
φ10×9㎝（60入・磁） 1,460円

ホ103-216 外朱中白円菓子碗（大）  
φ11×10㎝（40入・磁）（中は白色） 1,900円
ホ103-226 外朱中白円菓子碗（小）  
φ10×9㎝（50入・磁）（中は白色） 1,800円

ト103-266 ヒスイ錆巻円菓子碗（大）  
φ11×9.8㎝（50入・磁） 1,580円
ト103-276 ヒスイ錆巻円菓子碗（小）  
φ10×9㎝（60入・磁） 1,460円
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ト104-016 古染閑人蓋物  
10.5×10.5×10.5㎝（60入・磁） 3,600円

テ104-026 華七宝菓子碗  
φ10.9×8.6㎝（30入・陶） 4,500円

ネ104-036 金緑彩円菓子碗  
11×8.5㎝（80入・陶） 4,750円

ミ104-046 むさし野小蓋物  
φ11×8.8㎝（40入・陶） 2,900円

ウ104-056 緑金駒筋小蓋向  
φ9.5×9.6㎝（50入・強） 3,450円

ウ104-066 朱金駒筋小蓋向  
φ9.5×9.6㎝（50入・強） 3,800円

ウ104-076 錦金彩蓋物（小）  
φ10×7.1㎝（40入・強） 3,550円

テ104-086 粉引小蓋物  
11×8.5㎝（40入・陶） 2,800円

ト104-096 白ハケ円菓子碗  
φ9.7×10㎝（80入・磁） 840円

ホ104-106 銀彩･桃市松円菓子碗（小）  
φ9.4×10㎝（50入・強） 3,980円

タ104-116 あけぼの小蓋物  
φ10×8.7㎝（40入・磁）（有田焼） 2,800円

タ104-126 あさぎ小蓋物  
φ10×8.7㎝（40入・磁）（有田焼） 2,800円

ミ104-136 京桜花円菓子碗  
φ9.5×9.5㎝（40入・磁） 3,950円

ミ104-146 ヒワ釉朱金筋小蓋向  
φ10.3×7.7㎝（30入・磁） 3,200円

ミ104-156 江戸小紋小蓋物  
φ9.7×9.7㎝（40入・磁） 3,000円

ツ104-166 高山寺反蓋物  
φ11.5×8.5㎝（40入・強） 2,750円

ア104-176 吹墨円菓子碗  
φ9.7×10㎝（60入・磁） 930円

ミ104-186 江戸小紋閑人蓋物  
10.5×10.5×10.5㎝（30入・磁） 3,600円

ミ104-196 網目十草蓋物  
φ9.5×9㎝（30入・磁） 2,800円

ミ104-206 粉引削りゴス絵蓋物  
φ11.5×10.2㎝（30入・陶） 2,550円

ツ104-216 白志野ぶどう蓋物  
φ9.5×9.2㎝（40入・磁） 1,800円

ウ104-226 内金彩透かし蓋物  
φ8.2×7.8㎝（50入・強） 5,300円

ミ104-236 ピンク吹白ドット蓋物  
φ9.5×9㎝（60入・磁） 1,980円

ミ104-246 ヒワ吹白ドット蓋物  
φ9.5×9㎝（60入・磁） 1,980円
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ミ105-016 黒釉桜花むし碗  
9.6×8.3×9㎝（80入・磁） 2,400円

ツ105-026 朱巻むさしの丸紋丸むし碗  
φ8.6×7㎝（60入・陶） 3,100円

ツ105-036 麦釉さざ波むし碗  
φ9×9㎝（50入・磁） 3,500円

カ105-046 加茂川夏目むし碗  
φ8×8㎝（80入・強） 2,700円
カ105-056 加茂川新丸3.0皿  
φ10.3×1.8㎝（150入・強） 960円

ト105-066 錦梅花むし碗  
φ7.5×8.5㎝（60入・磁） 2,600円

ツ105-076 十草赤丸紋だるま型むし碗  
φ8.2×8.5㎝（50入・陶） 3,150円

ト105-086 花菱むし碗  
φ7.8×9.6㎝（80入・磁） 2,950円

テ105-096 華七宝むし碗  
蓋φ8.3･身φ7.4×8.8㎝（80入・陶） 4,200円
テ105-106 華七宝受皿  
9.8×9.8×2㎝（150入・陶） 1,000円

ミ105-116 釉裏紅水玉十草蓋物  
9.6×8.5×8㎝（80入・磁） 2,550円

タ105-126 淡青姫蓋物  
9.5×8.3×9.1㎝（60入・磁） 1,800円

ミ105-136 呉須織部遊び 姫蓋物  
10.5×9.5×8㎝（60入・磁） 1,810円

ロ105-146 赤絵華紋むし碗  
φ7.7×7.8㎝（170㏄）（60入・強） 2,820円

ロ105-156 金吹雪むし碗  
φ7.8×8.6㎝（210㏄）（60入・強） 2,760円

ミ105-166 元禄巻むし碗  
φ9.3×8.7㎝（60入・磁） 2,600円
ミ105-176 元禄巻受皿  
φ10.5㎝（300入・磁） 680円

ミ105-186 古染山水むし碗  
φ7.6×8.7㎝（80入・磁） 2,560円
ミ105-196 古染山水受皿  
φ9.8×2㎝（300入・磁） 520円

ミ105-206 織部調むし碗  
φ9.3×8.8㎝（60入・磁） 3,050円
ミ105-216 織部調受皿  
φ10.6㎝（300入・磁） 840円

ト105-226 銀彩 緑間取むし  
φ8.2×8.5㎝（60入・強） 2,400円

ウ105-236 錦赤絵むし碗  
φ7.6×8.6㎝（60入・強） 2,150円

カ105-246 手描き京小花むし碗  
φ7.5×8.4㎝（80入・強） 3,000円

ウ105-256 金銀丸紋むし碗  
φ7.6×8.6㎝（60入・強） 2,750円

ト105-266 白マット金唐草むし碗  
φ8×7.4㎝（60入・磁） 3,000円

カ105-276 十草夏目型むし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 2,800円

ホ105-286 ラスター点紋菊型むし碗  
φ7.2×7.8㎝（80入・強） 3,350円

ミ105-296 京桜花むし碗  
φ7×8㎝（80入・磁） 3,100円

ミ105-306 江戸小紋菊型むし碗  
φ7×8㎝（80入・磁） 2,850円

ウ105-316 錦春秋むし碗  
φ7.6×8.6㎝（60入・強） 2,600円
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ツ106-016 若芽結び姫むし碗  
10.5×9.5×8㎝（40入・磁） 1,900円

ミ106-026 二色吹小花むし碗  
9.6×8.3×9㎝（80入・磁） 2,150円

ミ106-036 鉄砂松竹梅むし碗  
9.1×9.1×8.8㎝（60入・磁） 2,150円
ミ106-046 鉄砂松竹梅むし碗受皿  
10.3×7.6㎝（200入・磁） 650円

カ106-116 津和野京型むし  
7.5×8.4㎝（80入・強） 1,920円

ト106-126 金彩二色吹むし碗  
φ7.5×9㎝（80入・磁） 2,550円

ト106-136 せせらぎ姫むし碗  
10.5×9.3×7.3㎝（60入・磁） 1,980円

ト106-146 炭化土しのぎむし碗  
φ8.5×8.5㎝（72入・陶） 1,920円

ト106-156 翠玉むし碗（大）  
φ8×8.9㎝（60入・磁） 1,780円

ト106-166 曙金彩むし碗  
φ7.5×8.2㎝（80入・磁） 2,550円

ツ106-176 銀彩ねじりむし碗（大）  
φ8.3×8.5㎝（50入・強） 2,200円

オ106-186 武蔵野夏目むし碗  
φ7.7×8㎝（80入・強） 2,230円

テ106-196 紫銀河むし碗（大）  
φ7×8.2㎝（170㏄）（60入・磁） 2,200円

カ106-206 赤絵京山水むし碗  
φ8.5×9.7㎝（80入・強） 3,000円

ワ106-216 つゆ草むし碗  
φ7.5×8.3㎝（60入・強） 1,850円

カ106-226 津和野むし碗  
φ8×9.5㎝（80入・強） 1,920円

タ106-236 橙黄姫蓋物  
9.5×8.3×9.1㎝（60入・磁） 1,800円

ワ106-246 流水むし碗  
φ7.5×8.3㎝（60入・強） 1,850円

ミ106-256 高麗菊唐草彫むし碗  
φ6.8×8.4㎝（80入・磁） 2,350円

ワ106-266 ほのかむし碗  
φ7.5×8.3㎝（60入・強） 1,900円

ミ106-276 黒マット赤絵刷毛目小蓋物  
9.3×9×8㎝（80入・磁） 1,980円

ワ106-286 銀彩春秋京型ミニむし碗  
φ7.2×8㎝（強） 2,500円

ツ106-296 オレンジ巻グリーン吹夏目型むし碗  
φ7.8×7.6㎝（50入・強） 2,450円

ホ106-306 赤水玉だえんむし碗  
9.5×8.2×8.7㎝（80入・磁） 2,350円

ホ106-316 赤絵みのり夏目むし碗  
φ7.8×7.8㎝（60入・強） 2,300円

ホ106-326 ブルー花だえんむし碗  
9.5×8.2×8.7㎝（80入・磁） 2,250円

ツ106-336 古染菊（手描き）むし碗  
φ8.5×9.1㎝（50入・磁） 1,700円

カ106-346 津和野夏目型むし碗  
φ8×8㎝（80入・強） 2,050円

テ106-356 花つずら京型むし碗  
φ7.4×8.2㎝（80入） 4,500円

ミ106-056 淡雪ピンク吹小花むし碗  9.6×8.5×8㎝（80入・磁） 2,300円
ミ106-066 黒石目塗りむし受台  11×11㎝（300入） 1,250円
ミ106-076 溜塗多用スプン（アクリル）  13×2.7㎝（500入） 350円

ミ106-086 ピンク白吹玉むし碗  φ8.5×8㎝（80入・磁） 1,950円
ミ106-096 雲流塗りむし受台  11×11㎝（300入） 1,300円
ミ106-106 朱塗むしスプン（ABSウレタン塗）  13.5×3㎝（500入） 350円
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ア107-016 赤絵駒筋小むし  
φ7.4×8.7㎝（約170㏄）（80入・強） 2,400円

ト107-026 万歴手描き むし碗  
φ7.4×8.2㎝（60入・強） 2,400円

ウ107-036 手まりむし碗  
φ6.8×8㎝（80入・強） 2,280円

ウ107-046 ゴス筋蒸碗  
φ8.2×8.8㎝（60入・強） 1,850円

ア107-056 花つなぎむし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 1,500円

テ107-066 赤絵丸紋むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,350円

テ107-076 赤絵乱線梅むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,350円

テ107-086 赤絵花鳥むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,350円

テ107-096 金彩秋草むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,500円

ホ107-106 淡雪茜むし碗  
φ7.8×8.5㎝（60入・磁） 1,050円

キ107-116 渦潮（紺）むし碗  
φ8×8㎝（60入・磁） 980円

ホ107-126 黒丸紋丸むし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 980円

ホ107-136 黄瀬戸削り夏目むし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 980円

ト107-146 織部むし碗  
φ7.8×7.8㎝（80入・磁） 880円

オ107-156 桜流ダルマ型むし碗  
φ7.5×8.8㎝（80入・磁） 650円

ア107-166 梨地織部むし碗  
φ7.5×8.5㎝（約210㏄）（80入・磁） 700円

ア107-176 たぬきむし碗  
φ7.5×8.5㎝（約210㏄）（80入・磁） 700円

ホ107-186 白刷毛黒むし碗  
φ7.2×8.5㎝（80入・磁） 700円

キ107-196 伊賀織部吹むし碗  
φ7.3×8.5㎝（60入・磁） 680円

キ107-206 黒備前吹むし碗  
φ7.5×9㎝（60入・磁） 680円

ネ107-216 織部くり蒸 小  
φ8.5×8.8㎝（150㏄）（80入・陶） 1,980円
ネ107-226 織部くり蒸 小 皿  
φ10.7×1.5㎝（80入・陶） 650円

ネ107-236 アメ釉くり蒸 小  
φ8.5×8.8㎝（150㏄）（80入・陶） 1,980円
ネ107-246 アメ釉くり蒸 小 皿  
φ10.7×1.5㎝（80入・陶） 650円

ホ107-256 グリーン渦むし碗（台付）  
φ9.5×9㎝（60入・磁） 1,400円

ア107-266 四方十草むし碗  
φ8.2×9㎝（約250㏄）（80入・磁） 1,100円
ア107-276 四方十草3.0皿  
φ10.5㎝（200入・磁） 490円

イ107-286 織部クレマチスむし碗  
φ9.5×9.7㎝（60入・陶） 1,100円

ウ107-386 白マット唐草むし碗  
φ9.5×9㎝（60入・磁） 1,750円

ウ107-396 芝桜むし碗  
φ9.6×10.2㎝（60入・磁） 1,650円

ミ107-296 赤市松クリむし碗（大）  φ8×8.5㎝（205㏄）（60入・陶） 2,150円
ミ107-306 赤市松クリむし碗（小）  φ9×9㎝（140㏄）（80入・陶） 1,850円
ミ107-316 黒いぶし筋彫小皿  φ10.8×1.5㎝（240入・陶） 600円

ミ107-326 青市松クリむし碗（大）  φ8×8.5㎝（200㏄）（60入・陶） 2,150円
ミ107-336 青市松クリむし碗（小）  φ8×8.5㎝（140㏄）（80入・陶） 1,850円
ミ107-346 黒いぶし筋彫小皿  φ10.8×1.5㎝（240入・陶） 600円

ネ107-356 焼締くり蒸 大と受皿 大  φ9×9㎝（230㏄）（80入・陶） 2,630円
ネ107-366 焼締くり蒸 小  φ8.5×8.8㎝（150㏄）（80入・陶） 1,650円
ネ107-376 焼締くり蒸 小 皿  φ10.7×1.5㎝（80入・陶） 580円
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ホ108-016 金巻花ちらし大むし碗  
φ11×9㎝（50入・磁） 2,600円

ト108-026 イエロー大蒸し碗  
φ11×8.8㎝（60入・磁） 1,600円

ホ108-036 花ちらし萩風平むし碗  
φ10.3×8㎝（50入・陶） 1,360円

ホ108-046 美濃路大むし碗  
φ11×9㎝（50入・磁） 2,300円

ホ108-056 千鳥平むし碗  
φ10.3×8㎝（50入・陶） 1,360円

ウ108-066 赤絵丸紋むし碗  
φ9.3×7.8㎝（60入・強） 3,300円

ウ108-076 宝尽しむし碗  
φ9.3×7.8㎝（60入・強） 4,000円

テ108-086 備前風大むし碗  
φ10.4×8㎝（60入・磁） 950円

オ108-116 白天目流しむし碗  
φ8.5×9㎝（80入・磁） 750円

ト108-126 赤桜角むし  
φ8.8×8㎝（190㏄）（80入・磁） 1,850円

ト108-136 なずな角むし  
φ8.8×8㎝（80入・磁） 1,850円

ヨ108-146 淡彩ライン蒸し碗 大  
φ8.4×9㎝（60入・磁） 1,350円

ヨ108-156 伊賀織部蒸し碗 大  
φ8.4×9㎝（60入・磁） 1,350円

ヨ108-166 手描きあみ蒸し碗 大  
φ8.4×9㎝（60入・磁） 1,350円

テ108-176 ピンク化粧むし碗  
φ8.2×8.3㎝（200㏄）（80入・陶） 950円

ア108-186 桃山ひねりむし  
φ8×9.3㎝（約230㏄）（80入・磁） 660円

ホ108-196 緑菊型むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 650円

ホ108-206 黄菊型むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 650円

オ108-216 黒伊賀むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 620円

オ108-226 赤絵花むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 560円

ホ108-236 新うず潮むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 570円

キ108-246 粉引ラインむし碗  
φ8×9㎝（60入・磁） 590円

キ108-256 万暦むし碗  
φ8×9㎝（60入・磁） 590円

オ108-266 織部ハスイ魚むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 600円

オ108-276 三色細十草むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 560円

オ108-286 花情むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 530円

カ108-296 青唐草むし碗  
φ8.1×9.4㎝（80入・磁） 550円

ホ108-306 十草小梅むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 540円

ホ108-316 小花むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 520円

ロ108-096 葵蒸碗  
φ9.3×8.3㎝（210㏄）（80入・磁） 930円
ロ108-106 焼杉受皿  
10×10㎝（200入）（木製品） 260円
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ア109-016 手描き紅梅小むし  
φ7.5×8.5㎝（約190㏄）（80入・強） 3,200円

ト109-026 花菱小むし碗  
φ7×9.3㎝（100入・磁） 2,350円

ユ109-036 二色ラスターむし碗  
φ7.7×8.3㎝（60入・磁） 2,750円

カ109-046 加茂川ミニむし碗  
φ7.1×8㎝（100入・強） 2,600円

ツ109-056 オレンジ巻グリン吹京型むし碗  
φ7.6×8.5㎝（50入・強） 2,350円

オ109-066 藍染桜ふぶきミニむし碗  
φ7.1×8㎝（80入・強） 2,280円

カ109-076 清里京型むし碗  
7.5×8.4㎝（80入・強） 1,920円

ア109-086 赤絵点紋小むし  
φ7.3×8.5㎝（約170㏄）（80入・強） 1,900円

ア109-096 金彩武蔵野小むし  
φ7.4×8㎝（約170㏄）（80入・強） 1,700円

ロ109-106 山水夏目むし碗  
7.5×7.8㎝（60入・強） 1,720円

ア109-116 赤絵花小むし  
φ7.3×8.4㎝（約170㏄）（80入・強） 1,550円

ヨ109-126 伊賀織部蒸し碗 小  
φ7.8×9㎝（60入・磁） 1,150円

ア109-136 丸紋むし  
φ7.5×8.5㎝（80入・磁） 1,050円

ロ109-146 丸紋蝶むし碗  
φ7×8㎝（120入・磁） 940円
ロ109-156 丸紋蝶むし受け皿  
φ8.4×2.2㎝（200入・磁） 360円

ハ109-166 十草梅むし碗  
φ8×9㎝（60入・磁）（中国） 750円

カ109-176 黄地草花むし碗  
φ7.7×6.8㎝（80入・磁） 750円

テ109-186 吹墨うさぎむし碗  
φ7.7×8㎝（80入・磁） 750円

テ109-196 タコ唐草むし碗  
φ7.7×8㎝（80入・磁） 750円

ハ109-206 つたぶどうむし碗  
φ7.2×7.5㎝（60入・磁）（中国） 750円

ハ109-216 花唐草むし碗  
φ7.2×7.5㎝（60入・磁）（中国） 750円

ホ109-226 益子桜小むし碗  
φ7×8.5㎝（80入・磁） 860円

オ109-236 織部流しミニむし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 750円

カ109-246 砥部唐草京型むし碗  
φ7.2×8.5㎝（80入・磁） 570円

カ109-256 格子十草京型むし碗  
φ7.2×8.5㎝（100入・磁） 570円

オ109-266 淡雪梅割小むし碗  
φ7.2×8.2㎝（80入・磁） 540円

オ109-276 ルリ淡雪桔梗小むし碗  
φ7.2×8.2㎝（80入・磁） 570円

ホ109-286 白刷毛目ミニむし碗  
φ7×8.5㎝（80入・磁） 580円

オ109-296 新鉄仙花むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 530円

ロ109-306 茶マット蒸し器  
φ9.9×6㎝（60入・強） 1,600円
ロ109-316 茶マット受台  
11.2×11.2×1.5㎝（120入・強） 710円

ロ109-326 山水セイロ蒸し器  
φ9.9×6㎝（60入・強） 1,600円
ロ109-336 茶マット受台  
11.2×11.2×1.5㎝（120入・強） 710円

109ミニむし碗

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

刺身鉢・
千代口

割
烹
の
う
つ
わ

向　付



ロ110-016 錦ほほえみむし碗  
φ7.4×6.8㎝（130㏄）（80入・強） 1,700円
ロ110-026 焼杉受皿  
10×10㎝（200入）（木製品） 260円

ミ110-036 強化黒巻むし  
7.5×7.2㎝（100入・強） 1,500円
ミ110-046 強化黒巻むし受け皿  
12×1.9㎝（120入・強） 670円

ロ110-056 赤絵織部小むし  
φ7.7×7.8㎝（80入・陶） 1,400円
ロ110-066 赤絵織部小むし受皿  
φ9.1×1.7㎝（200入・陶） 290円

ホ110-076 モダン駒筋（赤）小吸むし碗のみ  
φ8.2×8.2㎝（80入・磁） 1,320円
ホ110-086 モダン駒筋（赤）受皿のみ  
φ9×1.8㎝（160入・磁） 460円

ミ110-096 
白吹立田川ミニむし碗  
φ7×6.5㎝（80入・磁）
2,580円

ト110-106 
銀彩ねじりむし碗（小）  
φ7.6×7.2㎝（100入・磁）
2,200円

ミ110-116 
ヌリ分三彩竹型むし碗  
φ6.8×7.7㎝（80入・磁）
3,050円

ウ110-126 
五色十草むし碗  
φ6.5×8㎝（150㏄）（80入・強）
2,750円

ウ110-136 
黄釉花絵むし碗  
φ6.3×8㎝（80入・強）
2,600円

ウ110-146 
金銀ブドウ絵ミニむし碗  
φ7.1×8.6㎝（60入・磁）
2,200円

ア110-156 
まごころ小吸碗  
φ6.9×8.8㎝（80入・強）
2,200円

ミ110-166 
錦花鳥ミニむし碗  
φ7×8.3㎝（80入・磁）
1,980円

ウ110-176 
高来赤金筋ミニむし碗  
φ6.8×8㎝（80入・磁）
1,800円

ア110-186 
二色吹き小むし  
φ6.7×8.3㎝（約160㏄）（80入・強）
1,800円

ミ110-196 
花唐草ミニむし碗  
φ7.8×8.3㎝（80入・磁）
1,650円

ミ110-206 
十草ミニむし碗  
φ7×8.3㎝（80入・磁）
1,480円

ロ110-216 
緑彩金筋むし碗  
φ7.2×8.5㎝（160㏄）（80入・強）
1,350円

ロ110-226 
黄彩むし碗  
φ7.2×8.5㎝（160㏄）（80入・強）
1,350円

ロ110-236 
一珍竹十草むし碗  
φ6.3×8.3㎝（130㏄）（80入・強）
1,370円

ロ110-246 
一珍青花むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,350円

ヨ110-256 
手描きあみ蒸し碗 小  
φ7.8×8㎝（60入・磁）
1,150円

ホ110-266 
オレンジ花小むし碗  
φ7×8.4㎝（80入・磁）
1,050円

ウ110-276 
天竜寺青磁小むし碗  
φ7.4×8.6㎝（60入・磁）
930円

ウ110-286 
松葉小むし碗  
φ7.4×8.7㎝（60入・磁）
880円

ミ110-296 
金彩雫むし  
7.6×7.3㎝（80入・磁）
2,880円

ロ110-306 
白むし碗  
φ7.4×6.8㎝（130㏄）（80入・強）
1,160円

ウ110-316 
京十草小むし碗  
φ7.4×8.7㎝（60入・磁）
880円

ハ110-326 
緑彩ぶどうむし碗  
φ7.2×7.5㎝（60入・磁）（中国）
750円

オ110-336 
花情小むし碗  
φ7.2×8.2㎝（80入・磁）
530円

ア110-346 
雪月花小むし  
φ7×9㎝（約170㏄）（80入・磁）
600円

ロ110-356 赤絵万暦ミニミニむし碗  
φ7×6㎝（100入・陶） 1,300円
ロ110-366 黒ミニミニ受け皿  
φ9.2×1.8㎝（300入・陶） 300円

ロ110-376 ゴス十草ミニミニむし碗  
φ7×6㎝（100入・陶） 1,050円
ロ110-386 ゴス十草ミニミニ受け皿  
φ9.2×1.8㎝（300入・陶） 410円

ロ110-396 サビ十草ミニミニむし碗  
φ7×6㎝（100入・陶） 1,050円
ロ110-406 サビ十草ミニミニ受け皿  
φ9.2×1.8㎝（300入・陶） 410円

ロ110-416 
錆十草むし碗  
φ7.7×7㎝（80入・強）
1,350円

ア110-426 
古染十草蓋物  
φ7.5×7.3㎝（80入・磁）
2,550円

ロ110-436 
塗分赤黒むし碗  
φ7.7×7㎝（80入・強）
1,350円
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ミ111-016 
古染山水小吸碗  
φ7.6×7.6㎝（80入・磁）
2,560円

ア111-026 
ルリ銀千段小むし  
φ8×8.5㎝（80入・強）
1,800円

ロ111-036 グリーンむし碗  
φ8×8.4㎝（170㏄）（80入・強） 1,810円
ロ111-046 焼杉受皿  
10×10㎝（200入）（木製品） 260円

ア111-056 
ヒワ小むし碗  
φ8×8.5㎝（80入・強）
1,500円

ロ111-066 
赤巻ライン小むし碗  
φ8×8㎝（80入・陶）
1,300円

ロ111-076 
グリーン巻ライン小むし碗  
φ8×8㎝（80入・陶）
1,300円

ロ111-086 
白萩流しむし碗（小）  
φ7.7×9.5㎝（150㏄）（80入・強）
1,570円

ロ111-096 
二色十草小むし碗  
φ8.5×8㎝（80入・陶）
930円

ロ111-106 
織部ソギむし  
φ8.1×8㎝（80入・陶）
1,400円

ネ111-116 
十草むし碗 小  
φ7.5×6㎝（160㏄）（80入・磁）
1,050円

ア111-126 
駒筋小むし  
φ7×8㎝（120入・強）
850円

ウ111-136 金筋ミニ蒸碗  
φ6.7×7.4㎝（60入・磁） 1,300円
ウ111-146 焼杉台  
9×9×1㎝（100入） 310円

カ111-156 
ラスター銀彩二色吹むし碗（小）  
φ6.5×7㎝（100入・強）
2,500円

ミ111-166 
江戸小紋ミニむし碗  
φ7×8.5㎝（80入・磁）
2,350円

オ111-176 
武蔵野ミニむし碗  
φ7×7.8㎝（80入・強）
2,060円

カ111-186 
手描き京小花ミニむし碗  
φ6.8×7.5㎝（100入・強）
2,000円

ロ111-196 
彫唐草むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,350円

ウ111-206 
呉須筋ミニ蒸碗  
φ6.9×7.5㎝（60入・強）
1,250円

ロ111-216 
二色ラインむし碗  
φ6.7×8.5㎝（80入・強）
1,250円

ロ111-226 
親子十草むし碗  
φ6.8×7.8㎝（150㏄）（80入・強）
1,090円

ロ111-236 
ダミラインむし碗  
φ6.8×7.8㎝（80入・強）
1,090円

ロ111-246 
格子むし碗  
φ6.8×7.8㎝（80入・強）
1,090円

ロ111-256 
志野塗分むし碗（小）  
φ6.3×7.2㎝（110㏄）（80入・強）
1,240円

ロ111-266 
紅結晶小蒸し  
φ6.7×8㎝（80入・磁）
970円

ミ111-276 
間取格子ミニむし碗  
φ6.6×6.9㎝（80入・磁）
1,300円

ミ111-286 
小花ミニむし碗  
φ6.6×6.9㎝（80入・磁）
1,300円

ミ111-296 
細点字ミニむし碗  
φ6.6×6.9㎝（80入・磁）
1,200円

ホ111-306 
あけぼのミニむし碗  
φ6.5×6.5㎝（80入・磁）
880円

ホ111-316 
白磁渦ミニむし碗  
φ6.5×6.5㎝（80入・磁）
740円

ア111-326 
十草織部ミニむし  
φ6.5×8㎝（80入・磁）
700円

ロ111-336 
赤絵筋マット釉むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,700円

ロ111-346 
かすみ二本筋むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,160円

カ111-356 
白磁二色吹き（中）むし碗  
7.2×7.5㎝（80入・磁）
1,000円

キ111-366 
渦むし碗（中）  
φ7.2×7.5㎝（60入・磁）
980円

キ111-376 
ラ線小雪むし碗（小）  
φ6.5×8㎝（100入・磁）
680円

ホ111-386 
細十草豆むし碗  
φ7.2×8.2㎝（100入・磁）
650円
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テ112-016 華七宝四方皿  
17×17×3.6㎝（40入・陶） 4,800円
テ112-026 華七宝丸とんすい  
φ9.5×3.6㎝（80入・陶） 2,000円

テ112-036 銀彩武蔵野正角皿（大）  
21×21×3.5㎝（40入・磁） 4,600円
テ112-046 銀彩武蔵野とんすい  
φ11.3×4㎝（80入・磁） 2,000円

ミ112-086 黒海 7.5天皿  
φ23×2.6㎝（30入・陶） 3,950円
ミ112-096 黒海 丸鉢  
φ12.7×4.8㎝（80入・陶） 1,150円

ア112-106 手描き紅梅天皿  
φ21.3×3㎝（30入・強） 3,800円
ア112-116 手描き紅梅とんすい  
φ9.9×3.5㎝（100入・強） 1,600円

カ112-156 加茂川丸天皿  
φ19.4×3㎝（40入・強） 3,650円
カ112-166 加茂川丸玉割（小）  
φ11.5×3.9㎝（100入・強） 1,500円

ネ112-176 いぶし7.0皿  
φ23×3.2㎝（30入・陶） 3,580円
ネ112-186 いぶし浅小鉢  
φ10.9×4㎝（100入・陶） 860円

ミ112-196 柿釉白吹 四ッ重ね 前菜皿  
20.5×20.5×2.5㎝（40入・磁） 3,550円
ミ112-206 柿釉白吹 四ッ重ね 菊形 小鉢  
11×10.5×5.3㎝（120入・磁） 1,450円

テ112-126 青地輪花8.0皿  φ24×3.5㎝（30入・強） 3,800円
テ112-136 青地輪花7.0皿  φ22.5×3㎝（40入・強） 2,000円
テ112-146 青地輪花とんすい  11.8×10.8×4㎝（100入・強） 1,600円

ミ112-056 瓢平安天皿  20×18×8.2㎝（20入・磁） 4,400円
ミ112-066 瓢平安とんすい  φ10×4.1㎝（100入・磁） 1,700円
ミ112-076 瓢平安千代口  φ7.5×3.5㎝（200入・磁） 850円
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ミ113-016 銀彩二色吹八角高台皿  
φ16.8×8.5㎝（30入・磁） 3,350円
ミ113-026 銀彩二色吹丸呑水  
φ10×4㎝（120入・磁） 1,980円

ミ113-036 備前風丸高台皿  
φ18.7×3.5㎝（30入・陶） 3,250円
ミ113-046 備前風丸とん水  
φ10×4.6㎝（80入・陶） 1,280円

ホ113-056 赤絵みのり菊型天皿  
φ21㎝（30入・強） 3,100円
ホ113-066 赤絵みのり菊型とんすい  
φ12×4.6㎝（80入・強） 1,550円

ミ113-106 黄白磁6.0高台皿  
φ18.7×4㎝（40入・強） 2,950円
ミ113-116 黄白磁とん水  
φ10×4㎝（120入・強） 1,400円

ツ113-126 コバルト銀彩角天皿  
16.5×4.5㎝（40入・磁） 2,950円
ツ113-136 コバルト銀彩丸とんすい  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 1,150円

ミ113-146 六角紫交趾天皿  
22×19.8×3.6㎝（30入・磁） 2,800円
ミ113-156 六角紫交趾とん水  
11.8×3.9㎝（100入・磁） 1,250円

ト113-166 ラスター折角 大皿  
24.5×19.8×2.3㎝（20入・磁） 2,700円
ト113-176 ラスター折角 小鉢  
15.5×13.3×3.3㎝（40入・磁） 1,600円

ト113-186 上絵三色折角天皿  
24.5×19.8×2.3㎝（20入・磁） 2,700円
ト113-196 上絵三色折角呑水  
15.5×13.3×3.3㎝（80入・磁） 1,600円

ウ113-206 吹墨菊型6.0高台皿  
φ19.2×4.2㎝（40入・磁） 2,700円
ウ113-216 吹墨菊型呑水  
φ9.6×3.4㎝（80入・磁） 730円

ミ113-256 淡雪三色吹五角 天皿  
23.5×23.5×4.5㎝（40入・磁） 2,550円
ミ113-266 淡雪三色吹 丸呑水  
φ11.2×4.3㎝（120入・磁） 1,150円

テ113-276 トルコ釉石目7.0花型皿  
φ23×3.3㎝（30入） 2,500円
テ113-286 トルコ釉石目玉割  
φ11.5×4.5㎝（60入） 900円

ロ113-296 よもぎ天皿  
φ22.3×3.5㎝（40入・磁） 2,450円
ロ113-306 よもぎとんすい  
13×12×5㎝（80入・磁） 580円

ツ113-316 黒織部流し7.0花型皿  
φ22.8×3.8㎝（40入・磁） 2,400円
ツ113-326 黒織部流し玉割  
φ11.6×5㎝（100入・磁） 850円

ア113-076 南蛮金彩8.0皿  φ24.8×22.5㎝（20入・陶） 3,100円
ア113-086 南蛮金彩7.0皿  φ22.3×20.3㎝（40入・陶） 2,500円
ア113-096 南蛮金彩とんすい（松花堂兼用）  φ11.7×3.8㎝（80入・陶） 1,300円

ミ113-226 秋草金タタキスカシ高台皿  φ18.6×3㎝（30入・磁） 2,560円
ミ113-236 秋草金タタキ丸とんすい  φ11×4㎝（120入・磁） 1,150円
ミ113-246 秋草金タタキ丸千代口  φ6.3×3㎝（240入・磁） 830円
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ト114-016 翠玉タタラ型7.0寸丸皿  
φ21.8×1.5㎝（30入・磁） 2,250円
ト114-026 翠玉タタラ型とん水  
φ11.4×3.5㎝（100入・磁） 920円

タ114-036 色粉引7.0花型皿  
23×22×3.5㎝（20入・磁） 2,200円
タ114-046 色粉引とんすい  
13.7×12×5.2㎝（60入・磁） 1,000円

ア114-056 金彩六角天皿  
19.6×19.3×2㎝（40入・磁） 2,200円
ア114-066 金彩六角とんすい  
12.2×11×4㎝（80入・磁） 1,450円

ミ114-076 オレンジイエロー吹ラスター45高台皿  
13.5×13.5×6.5㎝（40入・磁） 2,150円
ミ114-086 オレンジイエロー吹ラスター小丸呑水  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 860円

オ114-096 罫書紅梅7.0皿  
φ22.8×3㎝（30入・陶） 2,150円
オ114-106 罫書紅梅とんすい  
φ12.4×4.5㎝（120入・陶） 860円

ミ114-116 朱巻菱紋正角天皿  
21×21×3㎝（40入・磁） 2,000円
ミ114-126 朱巻菱紋正角とん水  
10.2×10.2×3.5㎝（120入・磁） 950円

ア114-136 深海7.5皿  
22.5×20×3㎝（40入・磁） 2,000円
ア114-146 深海3.8とんすい（松花堂兼用）  
φ11.5×3.5㎝（80入・磁） 750円

ホ114-286 織部清流7.0皿  
φ22.5×4㎝（30入・陶） 1,550円
ホ114-296 織部清流4.0鉢  
φ11.8×4.2㎝（80入・陶） 490円

ミ114-246 白朱線天皿  
22.5×18×2.7㎝（40入・磁） 1,800円
ミ114-256 白朱線結びとんすい  
10.5×10.3×3.7㎝（100入・磁） 900円

ロ114-266 新緑7.0半月皿  
21×20㎝（60入・磁） 1,650円
ロ114-276 新緑とんすい  
12.6×10.6×3.8㎝（120入・磁） 760円

オ114-306 窯変石目天皿  
24×23×4㎝（30入・磁） 1,550円
オ114-316 窯変石目とんすい  
φ11.8×5㎝（120入・磁） 720円

ヤ114-326 益子風ツタ7.0皿  
φ22.2㎝（40入・磁） 1,530円
ヤ114-336 益子風ツタとんすい  
13.2×4㎝（120入・磁） 880円

ミ114-156 染付花絵 正角天皿  18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 1,950円
ミ114-166 染付 花絵 丸鉢  φ11.3×4.3㎝（100入・磁） 1,050円
ミ114-176 染付花絵 丸千代口  φ6.2×3㎝（200入・磁） 600円

ツ114-186 深海青磁波彫6.3皿  φ19×2.3㎝（40入・強） 1,950円
ツ114-196 深海青磁丸とんすい  φ8.9×4㎝（100入・強） 750円
ツ114-206 深海青磁丸千代口  6.6×3㎝（200入・強） 500円

テ114-216 粉引丸紋7.0皿  φ22.8×2.6㎝（60入・磁） 1,850円
テ114-226 粉引丸紋6.0皿  φ17.5×2.2㎝（80入・磁） 1,300円
テ114-236 粉引丸紋とんすい  12.5×14.3×5.8㎝（60入・磁） 1,150円
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ツ115-046 唐津白ハケうず6.5天皿  
21×3.5㎝（40入・陶） 1,500円
ツ115-056 唐津白ハケうずとんすい  
11.5×4.5㎝（80入・陶） 800円

ト115-066 灰釉タタラ天皿  
φ18×2.6㎝（40入・磁） 1,350円
ト115-076 灰釉 タタラ呑水  
φ10.5×3.3㎝（80入・磁） 900円

オ115-086 白天目流し丸7.0皿  
φ23㎝（30入・磁） 1,180円
オ115-096 白天目流しとんすい  
13×6㎝（120入・磁） 740円

ヤ115-106 石焼織部笹丸7.0皿  
φ22.5㎝（40入・磁） 1,150円
ヤ115-116 石焼織部笹とんすい  
12.8×4.4㎝（120入・磁） 630円

ホ115-126 グリン竹7.0皿  
φ22.5×3㎝（40入・磁） 880円
ホ115-136 グリン竹とんすい  
12.7×4.5㎝（100入・磁） 360円

ハ115-146 丸小紋丸7.0皿  
φ22.6×3㎝（40入・磁） 830円
ハ115-156 丸小紋とんすい  
12.9×12.1×4.4㎝（120入・磁） 330円

ア115-166 さび流し天皿  
φ22.2×2.8㎝（40入・磁） 800円
ア115-176 さび流しとんすい小鉢  
φ12.9×4.7㎝（80入・磁） 450円

オ115-186 藍流し青炎丸7.0皿  
φ22.7×3㎝（30入・磁） 780円
オ115-196 藍流し青炎3.5ボール  
φ11×4.5㎝（120入・磁） 350円

ホ115-016 かごめ8.0皿  φ24.5×3㎝（30入・磁） 1,550円
ホ115-026 かごめ7.0皿  φ21.5×3㎝（40入・磁） 1,350円
ホ115-036 かごめとんすい  13×11.5×5.3㎝（80入・磁） 850円
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ト116-016 
翠玉ロクベ手付とんすい（小）  
13×11.5×6.3㎝（80入・磁）
1,300円

ロ116-026 
ビードロ灰釉手付呑水（小）  
13×11.8×6.3㎝（80入・磁）
1,150円

ロ116-036 
銅彩 玉割鉢  
φ11.3×3.9㎝（80入・磁）
1,020円

ミ116-046 
朱つなぎ十草結びとん水  
10.7×10.5×4㎝（100入・磁）
1,000円

ミ116-056 
サビ十草結び小鉢  
10.7×10.5×4㎝（100入・磁）
980円

イ116-066 
天目潮騒 とんすい  
φ13×12㎝（80入・磁）
980円

キ116-076 
ヒワ釉錆流し菊型とんすい  
11×10.5×5.3㎝（100入・磁）
950円

キ116-086 
紫吹菊型とんすい  
11×10.5×5.3㎝（100入・磁）
950円

オ116-096 呉須草花呑水（大）  
10.9×12.2×7.2㎝（100入・磁） 920円
オ116-106 呉須草花呑水（小）  
9.7×10.1×5.9㎝（120入・磁） 810円

カ116-116 
白天目麦とんすい  
12×5.5㎝（80入・陶）
860円

カ116-126 
呉須線玉割（小）  
φ9.9×3.9㎝（80入・磁）
850円

ロ116-136 
黄彩呑水  
12×11.5×5.3㎝（80入・強）
830円

オ116-146 
モダン十草玉割り小鉢  
φ124×4.5㎝（90入・磁）（美濃焼）
820円

ツ116-156 
若芽結びとんすい  
10.5×4㎝（60入・磁）
830円

ロ116-166 
もえぎとんすい  
12.8×12.2×5.5㎝（80入・強）
810円

ホ116-176 
伊賀風粉引とんすい小鉢  
φ12.5×4.4㎝（70入・磁）
810円

オ116-186 
とちり織部流し呑水  
14×12.1×5.8㎝（100入・磁）（美濃焼）
850円

ア116-196 
白釉手つき小鉢  
15.6×13.5×5㎝（50入・磁）
770円

ヨ116-206 
手描きあみ手付とんすい  
12.7×12×4.2㎝（90入・磁）
750円

ヨ116-216 
伊賀織部手付とんすい  
12.7×12×4.2㎝（90入・磁）
750円

ヨ116-226 
淡彩ライン手付とんすい  
12.7×12×4.2㎝（90入・磁）
750円

ロ116-236 黒釉白刷毛呑水（大）  
13.5×12.8×5.7㎝（80入・磁） 750円
ロ116-246 黒釉白刷毛呑水（小）  
12.5×12×5㎝（100入・磁） 660円

ロ116-256 白釉錆刷毛呑水（大）  
13.5×12.8×5.7㎝（80入・磁） 750円
ロ116-266 白釉錆刷毛呑水（小）  
12.5×12×5㎝（100入・磁） 660円

ハ116-276 
渦刷毛片口小鉢  
13.5×12.5×5㎝（100入・磁）
720円

ロ116-286 
内外アミとんすい  
13×12×5.5㎝（80入・磁）
700円

オ116-296 
備前木目呑水  
13×11.6×6.1㎝（100入）
680円

カ116-306 
青白厚口玉割  
φ11.7×4.5㎝（100入・磁）
680円

イ116-316 
カンニュウ白 厚口小鉢  
φ11.4×4.9㎝（100入・磁）
640円

キ116-326 
青磁笹彫とんすい  
12.8×4.5㎝（120入・磁）
640円

ネ116-356 
白備前とんすい  
14.4×11.7×4.8㎝（120入・磁）
650円

タ116-336 
伊賀オリベ遊とんすい  
15.5×13.5×5㎝（60入・磁）
650円

ウ116-346 
黒織部流しとんすい  
12.2×4.2㎝（60入・磁）
650円

ネ116-366 
黒 備前とんすい  
14.4×11.7×4.8㎝（120入・磁）
650円

タ116-376 
グリン志野呑水  
12.3×12×4.3㎝（60入・磁）
650円

カ116-386 
うのふ呑水  
φ12.8×15.2×4.9㎝（100入・磁）
630円

ア116-396 
色十草手付小鉢  
12.7×12.2×4.6㎝（80入・磁）
630円
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カ117-016 
黒結晶呑水  
φ12.8×15.2×4.9㎝（100入・磁）
630円

ア117-026 
備前織部とんすい  
13.9×13.1×5.7㎝（80入・磁）
620円

カ117-036 
あけぼの京とんすい  
12.5×12×5㎝（80入・磁）
600円

ア117-046 
白釉とんすい  
14.5×11.8×5.8㎝（60入・磁）
660円

ネ117-056 
白吹天目京とんすい  
12.2×11.8×4.7㎝（100入・磁）
600円

カ117-066 
白吹天目とんすい（大）  
14×13×5.5㎝（100入・磁）
600円

ヤ117-076 
金茶吹 京とんすい  
12.5×12×5㎝（磁）（美濃焼）
600円

タ117-086 
伊賀オリベ純とんすい  
14.5×11.6×5.8㎝（80入・磁）
600円

ネ117-096 
清流丸とんすい  
φ11.5×4㎝（120入・磁）
600円

キ117-106 
黒備前とんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
570円

キ117-116 
均窯グリーンとんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
570円

キ117-126 
朝霧とんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
570円

キ117-136 
均窯ブルーとんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
570円

キ117-146 
黄瀬戸織部とんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
570円

ア117-156 
若草丸とんすい（松花堂兼用）  
φ11.7×4㎝（80入・陶）
550円

イ117-166 
白刷毛天目新とんすい  
13.2×12.6×4.5㎝（80入・磁）
500円

ユ117-176 
黄釉三ツ足4.0鉢  
φ12.5×5㎝（60入・磁）
480円

ウ117-186 
ヒスイ三島彫とんすい  
11×10.8×4㎝（120入・強）
450円

ホ117-196 
武蔵とんすい  
13.2×12.4×4.7㎝（120入・磁）
450円

ロ117-206 
オフケ フグ とんすい  
13×11.8×5.4㎝（80入・磁）
450円

ア117-216 
天目塗り分けとんすい  
13×12.5×4.5㎝（80入・磁）
440円

ネ117-226 
グレー粉引白刷毛新とんすい  
13.2×12.4×4.6㎝（120入・磁）
440円

キ117-236 
銀彩とんすい  
13.8×13×4.8㎝（120入・磁）
420円

ホ117-246 
網目呑水  
13.2×12.3×4.3㎝（120入・磁）
420円

ホ117-256 
粉引うず茶とんすい（大）  
φ14.5×5㎝（80入・磁）
420円

キ117-266 
白マットとんすい  
13.8×13×4.8㎝（120入・磁）
420円

ミ117-276 
白雲花型小鉢  
φ12.5×4.5㎝（120入・磁）
410円

タ117-286 
白吹天目とんすい  
13×12.5×4.6㎝（60入・磁）
400円

ヤ117-296 
織部備前 新とんすい  
12.5×12×5㎝（磁）（美濃焼）
400円

ネ117-306 
白均窯取鉢  
φ13.1×4.5㎝（160入・磁）
400円

カ117-316 
いこい4.0鉢  
φ13.6×4.2㎝（80入・磁）
400円

ホ117-326 
粉引とんすい（大）  
φ14.5×5㎝（80入・磁）
420円

カ117-336 
至福白とんすい  
12.8×12.2×4.5㎝（80入・磁）
380円

カ117-346 
至福黒とんすい  
12.8×12.2×4.5㎝（80入・磁）
380円

ト117-356 
玄潮呑水  
12.9×12.2×4.6㎝（100入・磁）
350円

ハ117-366 
粉引マット4.5小鉢  
12.7×12.7×4㎝（120入・磁）
280円
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突出皿

突出皿

テ118-016 流河二段トレー  
30×20×2㎝（30入・磁） 6,250円

カ118-026 櫛目ビードロ長台皿  
34.5×8.5×2.3㎝（30入・陶） 6,300円

ユ118-036 黄釉花三島タタラ35㎝長角皿  
35×12×2.5㎝（20入・陶） 5,000円
ユ118-046 黄釉花三島タタラ24㎝長角皿  
24×12×2㎝（30入・陶） 2,800円

キ118-056 紫吹一珍ラスター筒割長皿  
33×11.7×3.7㎝（20入・磁） 4,200円

ミ118-066 九谷風内ブドウ舟形前菜皿  
27×9.5×5.7㎝（30入・磁） 4,000円

キ118-076 黒孔雀筒割長皿  
33×11.7×3.7㎝（20入・磁） 3,800円

メ118-086 黒窯変掛け分け9.0足付長角皿  
27.5×8.6×3㎝（40入・陶） 3,550円
メ118-096 黒窯変掛け分け8.0足付長角皿  
23.6×8×3㎝（50入・陶） 2,400円

ト118-106 黒織部つた絵前菜皿  
26×8.2×5.5㎝（40入・陶） 3,000円

ミ118-116 プラチナ波形付出皿  
30×12.3×6.5㎝（40入・磁） 3,250円

ミ118-126 備前灰釉長角尺皿  
28.5×9.5×2㎝（40入・陶） 3,100円

ア118-136 Gクリスタルスイング皿  
31.8×10.2×5.5㎝（30入・磁） 2,850円

ミ118-146 手造り黒織部弓型70長角皿  
21×10.3×3.5㎝（40入・陶） 2,800円

ツ118-156 紅黒炭レール皿（中）  
31×10×3.3㎝（40入・陶） 2,800円

ミ118-166 備前風モダンカット9.0長皿  
28×11×2.8㎝（40入・陶） 2,780円

突
出
皿
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ミ119-016 黒織部モダンカット9.0長皿  
28×11×2.8㎝（40入・陶） 2,780円

ミ119-026 タコ唐草波渕突出皿  
27.5×9.2×4.2㎝（60入・磁） 2,650円

ミ119-036 火色透かし長角突出し皿（手造り）  
28.5×8.5×3㎝（50入・陶） 2,600円

ミ119-046 織部透かし長角突出し皿（手造り）  
28.5×8.5×3㎝（50入・陶） 2,600円

ミ119-056 備前風モダンカット12.0前菜皿  
36.5×7.7×3㎝（40入・陶） 2,560円

ミ119-066 黒織部モダンカット12.0前菜皿  
36.5×7.7×3㎝（40入・陶） 2,560円

ミ119-076 ブルー線ラスター突出皿  
32.3×11.5×3.8㎝（40入・磁） 2,550円

ホ119-086 黒マットロングまな板  
30×9㎝（36入・磁） 2,300円

キ119-096 黒とばしラスター赤釉筋彫突出皿  
26.2×9.2×1.9㎝（60入・磁） 2,200円

ア119-106 実り28㎝長角皿  
27.8×12.7×2.1㎝（40入・磁） 2,000円

ミ119-116 呉須しぶき両上り75長皿  
22×9.8×3㎝（40入・磁） 1,820円

タ119-126 もえぎしぶき長皿  
33.8×9×3.5㎝（40入・磁） 1,600円

ツ119-136 白マット織部流し長皿  
30.5×12.7×3㎝（40入・磁） 1,550円

ホ119-146 赤柚子天目23.5㎝長角皿  
23.5×11×1.3㎝（40入・磁） 1,500円

ネ119-156 不動荒磯長皿  
36×9.5×2.8㎝（30入・磁） 1,550円

イ119-166 匠織部パレット突出皿  
29×11.9×2.1㎝（20入・磁） 1,350円

ヤ119-176 水晶ガラス流し長皿  
32.8×9×3㎝（50入・磁） 990円

イ119-186 菜花くし目長皿  
35×10×2㎝（40入・磁） 940円
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メ120-016 黒窯変掛け分け14.0足付長皿  
43×7×4㎝（30入・陶）（信楽焼） 8,250円

メ120-026 黒窯変掛け分け変型長皿  
41×10.5×3㎝（30入・陶）（信楽焼） 7,300円

メ120-036 黒窯変櫛目9.0長角皿（両面使用可）  
27×12×2.8㎝（20入・陶）（信楽焼） 5,700円

メ120-046 刷毛目付出皿  
28.5×12×2.5㎝（40入・陶）（信楽焼） 4,600円

オ120-056 銀彩グリーン一珍市松花長角皿  
29.7×11.3×2.5㎝（48入・磁）（美濃焼） 4,250円

ミ120-066 手造り織部華紋筒型長盛皿  
34.5×8×5.7㎝（30入・陶） 3,950円

ミ120-076 火色 変形高台突出皿  
25×13×3.5㎝（40入・陶） 3,900円

ミ120-086 オリベ 変形高台突出皿  
25×13×3.5㎝（40入・陶） 3,900円

オ120-096 織部春秋重ね突出皿  
28×10.3×3.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 3,850円

ミ120-106 黒織部八品盛  
28.5×14.2×3㎝（30入・磁） 3,550円

ミ120-116 黒織部鉄吹いかだ長突出皿  
32×6.5×2㎝（40入・陶） 3,700円

ミ120-126 オリベ イカダ長突出皿  
32×6.5×2㎝（40入・陶） 3,700円

ア120-136 黄釉緑彩箱長皿  
30.5×8×3.8㎝（30入・磁） 3,500円

ミ120-146 市松銀彩高台長皿  
36×9×4.3㎝（30入・磁） 3,450円

キ120-156 緑釉赤散らしラスター笹型長皿  
33×10.5×4㎝（30入・磁） 3,200円

タ120-166 銀彩モザイク両上り尺1寸皿  
32.7×10.7×4.5㎝（40入・磁） 3,000円

キ120-176 炭化土舟型長皿  
32×10×5.4㎝（40入・陶） 2,900円

キ120-186 朱赤笹型長皿  
33×10.5×4㎝（30入・磁） 2,800円
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オ121-016 油滴天目金和紙突出皿  
28.5×9.4×3.9㎝（48入・磁）（美濃焼） 2,750円

ア121-026 濃青磁葉型大長皿  
31.7×11.7×5.5㎝（30入・磁） 2,750円

ト121-036 アメ釉金タタキ筋入市松長皿  
28.8×12.2×2.3㎝（30入・磁） 2,700円

キ121-046 青白磁舟型皿  
32×10×5㎝（20入・磁） 2,700円

ミ121-056 黒織部弥七田扇皿  
26.5×9.2×5㎝（60入・磁） 2,700円

ツ121-066 春秋 重ねウェーブ皿（細）  
28×9.6×3.5㎝（30入・磁） 2,600円

キ121-076 炭化土ちぎり長皿  
35×13×3.5㎝（30入・陶） 2,350円

カ121-086 渕金白マット筋彫長角皿  
26.7×9.6×1.7㎝（40入・磁） 2,100円

ツ121-096 紅黒炭 レール（小）  
20.7×10×2.8㎝（40入・陶） 2,000円

キ121-106 黒伊賀かいらぎ八ッ橋突出皿  
24.5×9.2×3.7㎝（50入・磁） 1,800円

イ121-116 天目潮騒突き出皿  
20×10.5×3.3㎝（60入・磁） 1,600円

オ121-126 モダン十草三つ足大皿  
25.4×12.2×4.8㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,650円

ミ121-136 紅柚子黒帯 突出皿  
25.5×9×3㎝（50入・磁） 1,580円

ア121-146 粉引ブルー四つ足小判皿  
25×11.5×3.5㎝（40入・陶） 1,100円

ミ121-156 手書きぶどう重ね皿  
23.3×11×1.5㎝（80入・磁） 1,050円

ユ121-166 黄瀬戸織部吹櫛目長皿  
33.5×10×2㎝（40入・陶） 1,050円

カ121-176 新淡雪しずくサンマ皿  
30×12.6×2.4㎝（40入・磁） 870円

ヤ121-186 新黒備前トレー皿  
30×9.8×3.4㎝（40入・磁） 830円
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テ122-016 グリン小花30穴子プレート  
30.9×8.2×1.8㎝（50入・磁） 4,300円

ミ122-026 ススキ絵鮎皿  
25.2×11.7×3㎝（50入・陶） 3,650円

タ122-036 波紋長皿  
29×9×2.6㎝（20入・陶） 3,400円

ア122-046 むらさきパール長角皿  
22.9×12.5×2.2㎝（40入・磁） 3,400円

ミ122-056 黒織部 細長皿  
29.3×8.2×2㎝（60入・陶） 3,150円

カ122-066 ゴールド線模様珍味付突出皿  
26×10.3×2㎝（40入・磁） 2,600円

ト122-076 黒土満月突出皿  
22.5×12.3×2.2㎝（40入・磁） 2,550円

ア122-086 若草金彩四つ足長角皿（大）  
23.3×11.2×4.2㎝（40入・磁） 2,400円
ア122-096 若草金彩四つ足突出皿  
25×8.9×3.7㎝（60入・磁） 2,000円

ミ122-106 黒織部サビ絵山型皿  
20.5×1.2㎝（80入・陶） 2,250円

ツ122-116 ルリ紺突出皿  
28.5×9.5×3.4㎝（40入・磁） 1,900円

ロ122-126 青磁スダレ 長角9.0皿  
27.8×11.5×3㎝（30入・磁） 1,800円
ロ122-136 青磁スダレ 突出し皿  
20.8×9.2×2.9㎝（60入・磁） 630円

ロ122-146 鉄砂 長角9.0皿  
27.8×11.5×3㎝（30入・磁） 1,800円
ロ122-156 鉄砂 突出し皿  
20.8×9.2×2.9㎝（60入・磁） 630円

ア122-166 あけぼの突出皿  
25.5×10.5×2.5㎝（40入・磁） 1,550円

オ122-176 粉引刷毛目フェスタ皿（大）  
34.5×11.2㎝（30入・磁） 1,550円

イ122-186 銀黒回角突出皿  
28×9×1.7㎝（60入・磁） 1,500円

ホ122-196 金結晶23.5㎝長角皿  
23.5×11×1.3㎝（40入・磁） 1,500円

ネ122-206 織部散らし焼物皿  
26.5×11×1.5㎝（30入・陶） 1,400円

ト122-216 角渕サビ突出し皿  
28×9×2㎝（80入・磁） 1,300円
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ト123-016 つどい突出皿  
29×9.5×1.5㎝（60入・磁） 1,300円

ハ123-026 間取赤絵楕円たたら皿  
26.7×11.3×2.4㎝（60入・磁） 1,200円

ロ123-036 天目 魚型 長皿  
32.5×11×1.8㎝（40入・磁） 1,080円

ヤ123-046 黒備前長皿  
32.8×9×3㎝（50入・磁） 1,000円

ハ123-056 パレット24㎝長角プレート（青）  
24×12×2.5㎝（60入・磁） 1,000円

ハ123-066 パレット24㎝長角プレート（青白）  
24×12×2.5㎝（60入・磁） 1,000円

ロ123-076 うすみどり 突出皿  
24.5×10×2.5㎝（40入・磁） 980円

ロ123-086 志野 突出皿  
24.5×10×2.5㎝（40入・磁） 980円

ト123-096 アカネ櫛目長皿  
33.5×10×2.5㎝（30入・磁） 950円

ア123-106 瑠璃長角皿  
28×10×2㎝（60入・磁） 850円

ア123-116 黒釉細長皿  
32×8.5×2.2㎝（60入・磁） 800円

カ123-126 砂うのふ渕茶長角皿  
27.3×11.2×2.5㎝（50入・磁） 750円

ミ123-136 白釉織部流し岩肌長皿  
34×11.2×3㎝（60入・磁） 680円

ハ123-146 梨地トルコ吹たたら皿  
26.9×11×2.5㎝（60入・磁） 650円

タ123-156 白刷毛半月皿  
21.1×13.3×2.6㎝（60入・磁） 650円

ハ123-166 黒備前たたら皿  
26.9×11×2.5㎝（60入・磁） 650円

ハ123-176 新天目楕円たたら皿  
26.7×11.2×2.6㎝（60入・磁） 630円

ハ123-186 新粉引たたら皿  
26.9×11×2.5㎝（60入・磁） 630円



124 突出皿

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

カ124-016 ジャパネスク長角突出皿小  
19.8×9.2×2.8㎝（30入・陶） 3,300円

ミ124-026 深海オリベ手造り突出皿  
21.5×9.7×3㎝（50入・陶） 3,250円

ミ124-036 備前風まな板前菜皿  
22.5×7.8×4.2㎝（40入・陶） 2,720円

ネ124-046 いぶし金彩突出皿  
21.5×8.8×1.8㎝（80入・陶） 2,900円

ミ124-056 青釉流し波線付出皿  
21×10×1.6㎝（50入・陶） 2,560円

ホ124-066 赤絵みのり突出皿  
22.3×8.5㎝（50入・強） 2,500円

ト124-076 万歴手描き 長角突出し皿  
22.7×8.5×2.5㎝（60入・強） 2,500円

ト124-086 磯部まな板突出皿  
24.7×8.5×3.5㎝（60入・陶） 2,450円

ミ124-096 備前風長角前菜皿  
19×7.9㎝（60入・陶） 2,400円

メ124-106 炭化長皿足付  
25.5×9.5×2.3㎝（60入・陶）（信楽焼） 2,360円

ア124-116 紫流水突出皿  
24.4×10.6㎝（60入・磁） 2,100円

ハ124-126 春秋長皿  
22.7×9.3×3㎝（60入・磁） 2,100円

ツ124-136 黒ラスター 細長皿（小）  
28.5×8×1.5㎝（40入・陶） 2,000円

ホ124-146 備前風手造り突出皿  
20.5×8.5×1.5㎝（50入・陶） 1,950円

ツ124-156 マリンブルーガタ彫突出皿  
27.5×9.1×2.5㎝（50入・磁） 1,850円

テ124-166 グレー粉引刷毛串皿  
20×9.3×1.8㎝（50入・陶） 1,600円

イ124-176 千筋ヒワ長皿  
26×9.7×2.7㎝（40入・磁） 1,550円

ロ124-186 新緑反突出皿  
22×9.7㎝（80入・磁） 1,430円

タ124-196 もえぎ岩清水突出皿  
24.2×11×2.5㎝（60入・磁） 1,400円

ミ124-206 淡雪三色吹 突出皿  
25.5×9×3㎝（50入・磁） 1,380円

ミ124-216 染付花絵 突出皿  
25.5×9×3㎝（50入・磁） 1,250円

ヤ124-226 赤楽突出皿  
22.8×10×2.7㎝（60入・磁） 1,150円

オ124-236 白天目流し突出皿  
23×9.8㎝（40入・磁） 1,130円

ロ124-246 渕一珍突出皿  
23.8×9.7×1.8㎝（60入・磁） 1,060円
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メ125-016 黒窯変掛け分け6.7足付長皿  
20×6.5×3.8㎝（70入・陶）（信楽焼） 4,150円

ウ125-026 二枚扇長皿  
26.5×7.5×1.5㎝（60入・強） 4,000円

ミ125-036 金緑彩手巻前菜皿  
22×6.5×2.5㎝（60入・磁） 3,580円

ミ125-046 手巻天目吉野前菜皿  
22×6.5×2.2㎝（60入・磁） 3,450円

ネ125-056 強化ラスター舟型9.0寸前菜皿  
27×5×3.6㎝（80入・磁） 3,200円

ミ125-066 琥珀笹型前菜皿  
30.3×8×2.5㎝（60入・磁） 3,000円

カ125-076 半月ゆず天目金前菜皿  
24×7×2㎝（30入・磁） 2,960円

ミ125-086 京橋8.0前菜皿  
24.3×9×3.5㎝（30入・磁） 2,950円

ミ125-096 花絵突出皿  
24×7.8㎝（60入・磁） 2,700円

ミ125-106 緑釉笹型突出皿  
23.3×10.4×2㎝（80入・陶） 2,460円

ミ125-116 朱巻竹型前菜皿  
23×4.2×3.8㎝（60入・磁） 2,450円

ミ125-126 手造りゴス絵長角切込皿  
20.2×8.2×1.6㎝（60入・陶） 2,450円

ミ125-136 鉄釉手切り彫前菜皿  
約24×約5.5×約2.8㎝（60入・陶） 2,400円

ウ125-146 錦武蔵野小判皿  
23×11.9×2.3㎝（40入・強）（美濃焼） 2,390円

ウ125-156 三色菊紋小判皿  
23×11.9×2.3㎝（40入・強）（美濃焼） 2,350円

ミ125-166 ピンクラスターひねり前菜皿  
31×4.3×2.7㎝（60入・磁） 2,250円

ミ125-176 渕グリン黄釉笹形前菜皿  
24×9.5×5㎝（60入・磁） 2,150円

ミ125-186 黄釉渕グリーン長角70前菜皿  
21.6×7×3.5㎝（60入・磁） 2,150円

ネ125-196 青白磁舟型9.0寸前菜皿  
27×5×3.6㎝（80入・磁） 2,050円

ミ125-206 染付椿絵ひねり前菜皿  
31×4.3×2.7㎝（60入・磁） 2,050円

タ125-216 魚長皿  
20×11.5×4.7㎝（40入・磁） 2,000円

ミ125-226 グリン金彩前菜皿  
21×5×2㎝（80入・磁） 1,950円

ウ125-236 粉引突出皿  
27.5×8㎝（60入・磁） 1,450円

テ125-246 かいらぎ串皿  
20×9.3×1.8㎝（50入・陶） 1,600円

イ125-256 備前風ハス長皿大  
27.1×10.6×3.2㎝（60入・磁） 1,950円

ウ125-266 黒織部流葉ラン長皿  
28.7×6.3×3㎝（40入・磁） 1,450円

キ125-276 青白磁三枚変皿  
23.7×7.8×3.2㎝（40入・磁） 1,400円

オ125-286 モダン十草三つ足中皿  
18×9.4×4.8㎝（80入・磁）（美濃焼） 1,350円
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ロ126-016 手造り風志野足付付出皿  
22.8×10×4㎝（40入・陶） 970円

ロ126-026 白油滴半掛付き出し皿  
22.8×10×2.3㎝（60入・磁） 1,030円

ロ126-036 白油滴刷毛付き出し皿  
22.8×10×2.3㎝（60入・磁） 1,030円

ロ126-046 よもぎ突出皿  
21×9.5×2.5㎝（60入・磁） 1,050円

ホ126-056 桃山突出皿  
22.5×10㎝（40入・磁） 930円

ロ126-066 青白釉突出皿  
21.1×10.7×2㎝（60入・磁） 900円

タ126-076 美濃伊賀串皿  
19.7×9.4×2㎝（60入・磁） 900円

ホ126-086 赤銀彩楕円たたら皿  
26.5×11×2.5㎝（40入・磁） 860円

ロ126-096 菊紋 中鮎皿  
22.6×10.8×2.8㎝（45入・磁） 780円
ロ126-106 菊紋 突出し皿  
21.2×9.4×2.5㎝（60入・磁） 560円

イ126-116 鉄黒焼物皿  
19×12×2㎝（60入・磁） 830円

ア126-126 福寿突出皿  
20.5×9.4×2.4㎝（60入・磁） 770円

タ126-136 紅突出皿  
23.4×10.3×2.7㎝（50入・陶） 770円
タ126-146 紅お好み皿  
19.8×9.1×2.1㎝（60入・陶） 650円

ミ126-156 緑彩長皿  
24.5×9.2×2.8㎝（60入・磁） 720円

ミ126-166 黒織部長皿  
24.5×9.2×2.8㎝（60入・磁） 720円

ツ126-176 呉須刷毛突出皿  
22×10㎝（50入・磁） 750円

ヨ126-186 手描きあみ6.0長角皿  
17.4×11.4×2.9㎝（50入・磁） 700円

ミ126-196 油滴S字長皿  
33.5×9.5×2㎝（60入・磁） 700円

ミ126-206 白釉S字長皿  
33.5×9.5×2㎝（60入・磁） 680円

ヤ126-216 グリーン流し突出皿  
22.4×9.4×2.8㎝（60入・磁） 650円

タ126-226 エメラルドグリーンお好み皿  
19.5×9.5×2.3㎝（60入・陶） 650円

ロ126-236 葵突出皿  
20.8×9.3×2.3㎝（60入・磁） 580円

ト126-246 黒釉突出皿  
26×8.6×1.5㎝（80入・磁） 530円

ヤ126-256 黒突出し皿  
25.6×8.5×2㎝（60入・磁） 480円

ミ126-266 白釉織部流し深口前菜皿  
22.5×11.5×3㎝（60入・磁） 480円

ミ126-276 浮雲深口前菜皿  
22.5×11.5×3㎝（60入・磁） 480円

ミ126-286 呉須刷毛前菜皿  
22×11×2.8㎝（80入・磁） 460円

ミ126-296 結晶粉引深口前菜皿  
22.5×11.5×3㎝（60入・磁） 480円

ミ126-306 白流し前菜皿  
22×11×2.8㎝（80入・磁） 460円
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ウ127-016 青白磁流葉ラン付出皿  
28.7×6.3×3㎝（40入・磁） 1,350円

イ127-026 笹の葉皿うのふエメラルド  
29×6×2.5㎝（60入・磁） 1,200円

ホ127-036 桜紅志野舟型突出皿  
25.8×8×1.8㎝（50入・磁） 1,200円

ハ127-046 笹型トレー（青磁）  
27×9.2×4.5㎝（60入・磁） 1,140円

テ127-056 粉引刷毛串皿  
20×9.3×1.8㎝（60入・陶） 1,100円

ホ127-066 灰釉前菜皿  
28.5×6×3.3㎝（40入・磁） 1,120円

ヤ127-076 粉引前菜皿  
28×6×3㎝（60入・磁） 1,080円

ネ127-086 ブラウン20㎝突出皿  
20×5.7×2.2㎝（100入・磁） 1,050円

ネ127-096 白笹トレー  
27×9.5×4.2㎝（40入・磁） 1,050円

ヤ127-106 大和玄 串皿  
17×11×2㎝（磁）（美濃焼） 1,000円

タ127-116 オーシャントルコ半月皿（中）  
21.7×12.4×2.2㎝（60入・陶） 1,000円
タ127-126 オーシャントルコ半月皿（小）  
18×10.3×2㎝（80入・陶） 560円

ネ127-136 黒吹20㎝突出皿  
20×5.7×2.2㎝（100入・磁） 980円

オ127-146 白天目流し仕出し皿  
17.7×12.2㎝（80入・磁） 890円

イ127-156 窯変桜花びら長皿 大  
φ22×12.4㎝（60入・磁） 860円
イ127-166 窯変桜花びら長皿 小  
φ17×8.8㎝（80入・磁） 640円

キ127-176 青白磁笹型皿  
20.4×5.6×2.8㎝（40入・磁） 800円

ユ127-186 雪粉引17㎝角皿  
17×13×2.2㎝（60入・陶） 850円

タ127-196 黒備前金茶吹玄串皿  
17×11×1.9㎝（60入・磁） 770円

イ127-206 弥生千筋白長角皿  
18.2×7.3×1.2㎝（100入・磁） 770円

ネ127-216 くらま串皿  
16.5×11.5×1.5㎝（80入・磁） 760円

ト127-226 南蛮舟型突出皿  
27.5×7.8×2.5㎝（80入・磁） 720円

イ127-236 菜花突出皿  
24.5×9.3×3㎝（60入・磁） 700円

ヤ127-246 みやま突出皿  
22.2×9.5×2.5㎝（60入・磁） 650円

イ127-256 エメラルド突出皿  
22.3×9.1×2.5㎝（60入・磁） 650円

ヤ127-266 粉引ライン突出皿  
22.5×9.5㎝（60入・磁） 650円

タ127-276 オーシャントルコ突出皿  
21×8.2×2.3㎝（60入・陶） 560円

カ127-286 アジアン織部のり皿  
16.4×10.3×2.1㎝（50入・磁） 500円

ヤ127-296 桜志野突出皿（小）  
21.5×8.5×2.2㎝（60入・磁） 500円

ヤ127-306 クリーム突出し皿  
25.6×8.5×2㎝（60入・磁） 480円
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ミ128-016 花水木手起長角皿  
30×12×2.5㎝（20入・陶） 6,250円

テ128-026 グリン花小紋高台細長皿  
30.2×14.8×3.2㎝（40入・磁） 5,800円

ホ128-036 雅盛皿  
25.7×14.7×3㎝（25入・陶） 5,250円

メ128-046 黒窯変ボタモチ10.0長角皿  
31.5×14×2.3㎝（20入・陶） 4,850円

テ128-056 黄白瓷尺焼物皿  
31×13㎝（30入・磁） 4,800円
テ128-066 黄白瓷8.0焼物皿  
23.8×10.2㎝（40入・磁） 3,000円

オ128-076 銀彩ピンク一珍市松花長角皿  
29.7×11.3×2.5㎝（48入・磁）（美濃焼） 4,250円

ト128-086 錆亀甲足付焼物皿  
29×12×2.5㎝（40入・陶） 4,100円

ミ128-096 黒織部 長角皿  
29.2×13.5×3.2㎝（40入・陶） 3,950円

ミ128-106 湖水青白まな板皿  
28×15.5×3.5㎝（20入・磁） 3,700円

ツ128-116 炭化土鉄ラスター市松皿（中）  
31×10×3㎝（20入・陶） 3,400円
ツ128-126 炭化土鉄ラスター市松皿（小）  
20.5×10×2.5㎝（40入・陶） 2,300円

ミ128-136 染付小花長盛皿  
31.3×15.2×2㎝（30入・磁） 3,350円

メ128-146 白化粧ぼかし長角皿  
31.5×12.3×2.5㎝（50入・陶） 3,150円

ト128-156 染付墨彩長角陶板  
30.8×15.4×2.5㎝（20入・磁） 3,000円

ユ128-166 二色ラスターしのぎ長角10.0皿  
31.5×14×2.5㎝（20入・強） 3,000円

長角皿
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ウ129-016 いぶし黒12.0長角細長角  
36.5×10.4×2㎝（20入・磁） 2,700円

ミ129-026 青磁ヒワ金流し長皿  
30.7×12.6×3㎝（30入・磁） 2,650円

ユ129-036 しゃぼん玉しのぎ長角10.0皿  
31.5×14×2.5㎝（20入・強） 2,600円

ホ129-046 薄墨青磁35㎝長角皿  
35.8×12.3×1.8㎝（40入・磁） 2,550円

ト129-056 黄釉 切立前菜皿  
30.9×7.9×3.9㎝（30入・磁） 2,500円

ト129-066 柚子天目枯山水 長角皿 中  
31×12.5×3㎝（60入・磁） 2,500円

ト129-076 紅粉引枯山水 長角皿 中  
31×12.5×3㎝（60入・磁） 2,500円

ロ129-086 山帰来長皿  
34.5×10.8×2.5㎝（60入・陶） 2,050円

ツ129-096 緑釉黄流ししのぎ長角10.0皿  
32.5×14.7×2.9㎝（30入・磁） 2,000円

キ129-106 呉須刷毛布目前菜長皿  
30.5×12.5×3.3㎝（40入・磁） 1,750円

キ129-116 ゆず赤結晶刷毛布目前菜長皿  
30.5×12.5×3.3㎝（40入・磁） 1,750円

ネ129-126 湖畔長皿  
φ36×9.5×2.8㎝（40入・磁） 1,550円

カ129-136 アジアン織部さんま付出し皿  
33×10.3×2.1㎝（30入・磁） 1,000円

キ129-146 黒楽長皿  
32.5×10.5×2.5㎝（30入・磁） 1,000円

キ129-156 白楽長皿  
32.5×10.5×2.5㎝（30入・磁） 1,000円

カ129-166 黒マット雅長皿  
33.2×11×2.4㎝（50入・磁） 720円

ミ129-176 粉引 波型 長皿  
33.2×11×2.3㎝（40入・磁） 720円

ミ129-186 雲海 波型 長皿  
33.2×11×2.3㎝（40入・磁） 720円
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キ130-016 黒とばしラスター黒釉長角前菜皿  
26.7×12.3×1.5㎝（40入・磁） 3,000円

タ130-026 新玄グレー粉引長角突出皿  
30×12.5×1.5㎝（30入・磁） 2,600円
タ130-036 新玄グレー粉引串皿  
17×12×2㎝（60入・磁） 880円

ホ130-046 赤柚子天目36㎝長角皿  
35.7×12×1.3㎝（30入・磁） 2,450円

ホ130-056 金結晶36㎝長角皿  
35.7×12×1.3㎝（30入・磁） 2,450円

ウ130-066 青白磁武蔵野長皿  
27×12×2.8㎝（40入・強） 2,300円

ホ130-076 美濃路長角皿  
30×14.5×1.6㎝（30入・磁） 2,100円

ホ130-086 渋釉ソギ長角皿  
30×11㎝（30入・陶） 2,100円

カ130-096 黒マット31㎝長角プレート  
31×13×1.7㎝（40入・磁） 2,100円

カ130-106 白31㎝長角プレート  
31×13×1.7㎝（40入・磁） 1,900円

ホ130-116 桃山長盛皿  
34×11.3㎝（36入・磁） 2,100円

ロ130-126 乱舞長角皿  
29.8×12×2.6㎝（60入・磁） 2,050円

ア130-136 若草金彩さんま皿  
29.2×12.5×2.1㎝（30入・磁） 2,050円

ロ130-146 蒼空スミ切長皿（大）  
32×12.3×2.7㎝（40入・陶） 2,030円
ロ130-156 蒼空スミ切長皿（小）  
23.8×12.3×2.7㎝（60入・陶） 1,350円

ハ130-166 いぶし黒長角皿  
30×12.2×2.4㎝（30入・陶） 1,950円

ツ130-176 塗分織部十草長皿  
30.5×12.8×3㎝（20入・陶） 1,900円

ホ130-186 鳴門長皿  
31.3×10.5×2.5㎝（36入・磁） 1,900円

ロ130-196 蒼空長皿  
30.3×12.2×2.2㎝（50入・陶） 1,710円

ツ130-206 青白磁ちぎり11.0長皿  
32.2×11×4.5㎝（40入・強） 1,600円
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ツ131-016 粉引釉石目焼物皿  
33.5×14×3.4㎝（40入・磁） 1,650円

カ131-026 南蛮さんま皿  
31.5×10.2㎝（20入・磁） 1,600円

ロ131-036 一珍塗分長皿  
29×11.2×1.8㎝（60入・磁） 1,470円

ヤ131-046 清流さんま皿  
28.8×12×2.5㎝（40入・磁） 1,550円

カ131-056 金吹黒砂荒ソギ29㎝サンマ皿  
29.5×12.7×2.2㎝（40入・磁） 1,400円

ロ131-066 黄瀬戸長皿  
29×11.2×1.8㎝（60入・磁） 1,470円

キ131-076 あけぼの赤釉さんま皿（大）  
34.5×11×1.8㎝（40入・磁） 1,430円

ロ131-086 青白釉さんま皿  
28.9×12.4×2.5㎝（60入・磁） 1,400円

ア131-096 織部さんま皿  
28.5×12.7×3㎝（30入・陶） 1,300円

ロ131-106 粉引黒オリベ流し段々サンマ皿  
28.7×13×2.5㎝（40入・磁） 1,380円

オ131-116 織部ススキさんま皿  
28×12.5㎝（50入・磁） 1,280円

ホ131-126 月あかり特長皿  
32.5×9.8㎝（40入・陶） 1,250円

イ131-136 弥生千筋黒9.0長角皿  
28.5×11.7×2.3㎝（40入・磁） 1,250円

イ131-146 弥生千筋白9.0長角皿  
28.5×11.7×2.3㎝（40入・磁） 1,250円

ア131-156 金彩粉引き31長皿  
31.2×13×2.5㎝（30入・陶） 1,100円

キ131-166 黒結晶刷毛渕波さんま皿  
28.5×12.2×4.2㎝（40入・磁） 950円

ト131-176 スカイサンマ皿  
28.8×12.8×3.6㎝（40入・磁） 950円

ミ131-186 白釉 波型 長皿  
33.2×11×2.3㎝（40入・磁） 720円
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キ132-016 炭化土ちぎり盛皿  
35×22.5×4.5㎝（15入・陶） 5,400円

タ132-026 アークブループリムプレート（W）  
31.5×17.3×2.4㎝（30入・磁） 3,900円

キ132-036 白楽長角大皿  
32.5×20.5×3㎝（15入・磁） 2,750円

キ132-046 一珍ラスター山折長角皿  
28.3×20×1.7㎝（30入・磁） 3,600円

カ132-056 渕銀黒マット段付プレート  
28.5×20.5×1.5㎝（30入・磁） 3,500円

カ132-066 渕金白マット段付プレート  
28.5×20.5×1.5㎝（30入・磁） 3,500円

タ132-076 白釉波紋長角尺2寸皿  
35.8×15.2×1.9㎝（20入・磁） 4,300円

タ132-086 金結晶波紋長角尺2寸皿  
35.8×15.2×1.9㎝（20入・磁） 4,300円

オ132-096 萌蛍長角大皿  
31.7×15.5×2.3㎝（28入・磁）（美濃焼） 3,750円

ア132-106 黒釉長角大皿  
33.5×17×2.8㎝（20入・磁） 1,600円

キ132-116 白マット荒彫まな板皿  
32.3×15.9×3.7㎝（20入・磁） 2,200円

キ132-126 黒備前荒彫まな板皿  
32.3×15.9×3.7㎝（20入・磁） 2,200円

ツ132-136 和黒（わっこく） ちぎり焼物皿  
32×15.5×3㎝（30入・陶） 1,800円

タ132-146 朝なぎちぎり焼物皿  
32.5×15.7×2.8㎝（20入・磁） 1,700円

タ132-156 金彩すすきちぎり焼物皿  
32.5×15.9×2.7㎝（20入・磁） 1,700円

ミ132-206 青磁流水長角9.0皿  
27×16.5×4.5㎝（30入・磁） 2,380円

キ132-216 黒備前足付焼物皿（大）  
32.8×13.7×3㎝（30入・陶） 2,250円

ウ132-166 いぶし黒9寸長角四方皿  27.5×17×4.2㎝（20入・磁） 2,800円
ウ132-176 いぶし黒7.5寸長角四方皿  22.7×14×3.5㎝（30入・磁） 1,900円
ウ132-186 いぶし黒5.5長角四方皿  16.7×10.2×2.7㎝（40入・磁） 1,200円
ウ132-196 いぶし黒長角四方小皿  10.7×6.8×2㎝（100入・磁） 650円
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ホ133-016 白ゲタ高台長角皿（ツートン）  
30×16×4.5㎝（14入・磁） 6,200円

ホ133-026 黒ゲタ高台長角皿（ツートン）  
30×16×4.5㎝（14入・磁） 6,200円

カ133-036 赤半掛長大皿  
31.4×15.4×2.1㎝（30入・磁） 4,200円

カ133-046 ゴールド線模様長台皿  
37.5×14×2.3㎝（25入・磁） 4,200円

ツ133-056 白磁線筋入り大長皿  
34×12×2.5㎝（20入・磁） 2,600円

タ133-066 新玄いぶし黒長角突出皿  
30×12.5×1.5㎝（30入・磁） 2,600円
タ133-076 新玄いぶし黒串皿  
17×12×2㎝（60入・磁） 880円

カ133-086 織部石目まな板皿  
31.7×12.7×1.8㎝（20入・磁） 1,950円

カ133-096 アジアン織部ホッケ皿  
33×16.8×2.3㎝（20入・磁） 1,750円

ト133-106 スカイ手作り長角皿（大）  
26.5×16.5×4.5㎝（30入・磁） 1,500円

ネ133-116 白樺手作り長角皿  
26.5×16.5×5㎝（30入・磁） 1,700円

イ133-126 和三彩手造長角皿大  
26.5×16.5×4.5㎝（30入・磁） 1,650円

ネ133-136 緑彩手作り長角皿  
26×16.5×4.5㎝（30入・磁） 1,600円

ユ133-146 黄瀬戸織部吹長角深皿（大）  
26.5×16×4.5㎝（30入・磁） 1,500円
ユ133-156 黄瀬戸織部吹長角深皿（小）  
18×13×3.5㎝（40入・磁） 850円

キ133-166 黒楽ホッケ大皿  
32.5×15.5×3.2㎝（20入・磁） 1,600円

キ133-176 白楽ホッケ大皿  
32.5×15.5×3.2㎝（20入・磁） 1,600円

ミ133-186 浮雲深口長皿  
33.5×15.5×3.5㎝（40入・磁） 1,300円

ミ133-196 白釉織部流し深口長皿  
33.5×15.5×3.5㎝（40入・磁） 1,300円

ト133-206 黒備前 石目長角皿（大）  
28.3×12×4㎝（40入・磁） 1,200円
ト133-216 黒備前 石目長角皿（小）  
18.5×11.7×4.5㎝（40入・磁） 750円
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さんま皿

カ134-016 炭化スクエアー長角30プレート  
30.5×11㎝（20入・陶） 4,400円

ホ134-026 南蛮織部長角皿  
28.7×11.6×4㎝（36入・陶） 2,700円

ヨ134-036 金色流し 彫十草長皿  
35×11×2㎝（60入・磁） 1,600円

タ134-046 白刷毛サンマ皿  
28.7×12.1×2.5㎝（30入・磁） 1,600円

ホ134-056 織部そぎ格子長皿  
31.8×11×2㎝（40入・陶） 1,350円

タ134-066 エメラルドグリーン長角皿  
28.8×12.8×2.7㎝（30入・陶） 1,200円

ハ134-076 粉引 しおり長皿  
26.7×12×2.2㎝（40入・磁） 1,200円

カ134-086 銀彩黒スクエアー長角皿  
29.6×12.4×2.4㎝（20入・磁） 1,200円

タ134-096 美濃伊賀長角皿  
27.3×12.2×2.8㎝（40入・磁） 1,200円

タ134-106 オーシャントルコ長角皿  
32.4×9.6×2.2㎝（20入・磁） 1,100円

ヤ134-116 油滴天目長角皿  
28×11.5×2.5㎝（40入・磁） 1,000円

ミ134-126 油滴手付長皿  
32.5×13.3×3㎝（50入・磁） 980円

ネ134-136 深海さんま皿グリーン  
28.5×11.8×2㎝（40入・磁） 950円

ト134-146 アカネサンマ皿  
28.8×12.8×3.6㎝（40入・磁） 950円

ヤ134-156 藍染スカイブルー渕波さんま皿  
27×12×3㎝（40入・磁） 950円

ヤ134-166 水玉長角皿  
28×11.5×2.5㎝（60入・磁） 950円

ユ134-176 織部さんま皿  
φ29×12.5×3.5㎝（40入・磁） 950円

キ134-186 白マット新長皿  
33.1×10.6×2.5㎝（36入・磁） 930円
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さんま皿

キ135-016 いぶし黒新長皿  
33.1×10.6×2.5㎝（36入・磁） 930円

ヤ135-026 みやま渕波さんま皿  
28.5×12×4㎝（40入・磁） 900円

イ135-036 黒信楽さんま皿  
27.7×10.5×3㎝（40入・磁） 900円

タ135-046 白京丸田サンマ皿  
29×12.5×2㎝（40入・磁） 900円

ヤ135-056 新黒備前渕波さんま皿  
28×12.4×4㎝（40入・磁） 900円

ヤ135-066 粉引ライン渕波さんま皿  
28×12㎝（40入・磁） 900円

ミ135-076 深海手付長皿  
32.5×13.3×3㎝（50入・磁） 880円

ミ135-086 白釉手付長皿  
32.5×13.3×3㎝（50入・磁） 880円

ヤ135-096 グリーン流しさんま皿  
28.5×12㎝（40入・磁） 830円

ロ135-106 塗分サンマ皿  
31×11.6×2㎝（60入・磁） 830円

ト135-116 黒釉サンマ皿  
33×10.5×2㎝（50入・磁） 820円

ハ135-126 白亀甲長角皿  
28.8×12.2×2.2㎝（40入・磁） 790円

ミ135-136 雲海ちぎり長皿  
33.3×10×3.5㎝（60入・磁） 680円

ミ135-146 白流し尺一長皿  
33×10.8×2㎝（50入・磁） 680円

ミ135-156 ブルー水玉ちぎり長皿  
33.3×10×3.5㎝（60入・磁） 680円

ヤ135-166 木目（白）長皿  
33×10.2×2.5㎝（40入・磁） 680円

ヤ135-176 木目（黒）長皿  
33×10.2×2.5㎝（40入・磁） 680円

ミ135-186 ゴス刷毛尺一長皿  
33×10.8×2㎝（50入・磁） 650円



136 焼物皿

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

カ136-016 リバースプレート  
28×14×1.8㎝（40入・陶） 5,400円

イ136-026 織部井桁焼き物皿  
22×12×2㎝（40入・陶） 4,800円

ミ136-036 片上り雲錦焼物皿  
21×14.8×3㎝（40入・磁） 3,950円

ネ136-046 いぶし金彩焼物皿  
23.5×13×2.2㎝（60入・陶） 3,600円

ト136-056 金彩市松長角7.0高台皿  
21.4×12.6×2.6㎝（40入・磁） 3,150円

ミ136-066 ピンクラスター弓型前菜皿  
25.5×16.5×3.4㎝（40入・磁） 3,350円

ミ136-076 織部半月三角紋盛皿  
27.5×16.5×4㎝（30入・陶） 3,350円

メ136-086 灰釉足付長方皿  
25×11.5×4㎝（40入・陶） 3,250円

カ136-096 火色伊賀吹き焼物皿  
23.1×13×2.8㎝（20入・陶） 3,100円

ミ136-106 ブルー線ラスター前菜皿  
25.5×16.5×3.5㎝（40入・磁） 3,050円

カ136-116 乾山春秋半月前菜皿  
24.5×13.5㎝（30入・陶） 3,000円

焼
物
皿
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ツ137-016 一珍ラスターヒワ吹8.5焼物皿  
26.3×13.4×5.3㎝（30入・磁） 2,950円

メ137-026 黒窯変掛け分けソキ7.0長角皿  
21×15.5×1㎝（30入・陶） 2,950円

ト137-036 織部まな板焼物皿  
25×11.8×4.1㎝（40入・陶） 2,900円

カ137-046 南蛮手焼物皿  
18.5×14.5×3.3㎝（30入・磁） 2,900円

テ137-056 織部丸焼物皿  
22×15.2×3.5㎝（60入・陶） 2,850円

ミ137-066 備前風透かし変形焼物（小）（手造り）  
20.5×14×4㎝（50入・陶） 2,800円

ツ137-076 マリンブルーガタ彫焼物皿  
16.2×13.6×3.8㎝（40入・陶） 2,700円

ミ137-086 ブルー線ラスターウエーブ焼物皿  
21×15.7×3㎝（40入・磁） 2,600円

ツ137-096 青彩釉長角皿  
27.8×10.8×5.6㎝（40入・陶） 2,500円

ツ137-106 黒釉菊流水半月皿  
21.8×11.5×2.4㎝（50入・磁） 2,450円

ネ137-116 炭化土三角7.5皿  
22.5×13.2×2㎝（60入・陶） 2,400円

ホ137-126 黒陶長三角皿  
35×16×2.2㎝（26入・陶） 2,350円

ホ137-136 白粉引8.5長皿  
26×12×2.2㎝（30入・陶） 2,300円

ミ137-146 備前風串取り皿（大）  
20×11×2.5㎝（60入・陶） 1,850円
ミ137-156 備前風串取り皿（小）  
16.5×10×2.5㎝（80入・陶） 1,400円

ミ137-166 織部串取り皿（大）  
20×11×2.5㎝（60入・陶） 1,850円
ミ137-176 織部串取り皿（小）  
16.5×10×2.5㎝（80入・陶） 1,400円
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カ138-016 乾山土灰25㎝長角皿  
27.8×16.8×4.5㎝（20入・陶） 4,500円

ツ138-026 渕プラチナ 長角皿  
28×15.2×2.2㎝（20入・磁） 4,100円

ミ138-036 粉引波彫長角盛皿  
26×17×3㎝（30入・陶） 3,750円

メ138-046 炭化8.0長方皿  
24×15×2.5㎝（40入・陶）（信楽焼） 3,550円

キ138-056 銀河三ツ足前菜皿  
24×19.5×5㎝（30入・陶） 3,000円

キ138-066 黒モコ見込丸長角皿  
29×14×2㎝（30入・磁） 3,000円

ミ138-076 炭化土粉引 木目 6.5皿  
20.5×20×1.5㎝（40入・陶） 2,800円

ヨ138-086 淡彩ライン9.0長角皿  
21.5×18.5×2.8㎝（30入・磁） 2,000円

ト138-096 あたご焼物皿  
27×17×3㎝（40入・磁） 1,560円

ウ138-106 美膳しぶき焼物皿  
23.4×15.8×1.2㎝（40入・陶） 1,800円

テ138-116 黒マット半月皿  
23×15.5×3.5㎝（60入） 1,800円

ホ138-126 薄墨青磁24㎝長角皿  
24.5×14.3×1.7㎝（45入・磁） 1,780円
ホ138-136 薄墨青磁18㎝長角皿  
18.2×13×1.7㎝（70入・磁） 1,280円

ト138-146 青白 木節焼物皿  
30.7×15×2.3㎝（30入・磁） 1,700円

タ138-156 金色流し盛皿  
25.3×19.5×2.5㎝（30入・磁） 1,700円
タ138-166 金色流し焼物皿  
20×15.7×2.5㎝（40入・磁） 990円

ツ138-176 渕サビ巻粉引荒瀬焼物皿  
27×17×3㎝（40入・磁） 1,500円

テ138-186 織部ビードロ半月皿  
23×15.5×3.5㎝（60入） 1,800円

カ138-196 金結晶千段長角皿  
22×14.7×3.2㎝（30入・磁） 1,400円

カ138-206 粉引串目結び四ツ足角皿  
20×18×3.3㎝（30入・陶） 1,300円
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メ139-016 炭化八ツ橋足付皿  
24×16×2.5㎝（30入・陶）（信楽焼） 8,050円

ミ139-026 備前風 イカダ焼物皿  
23×12.5×2㎝（40入・陶） 3,900円

ミ139-036 オリベ イカダ長角皿  
25.5×8.5×2㎝（50入・陶） 3,500円

ミ139-046 ヒダ織部焼物皿  
22×12.5×3.2㎝（40入・陶） 3,700円

ミ139-056 青釉ソギまな板焼物皿  
21.8×14.2×4.8㎝（40入・陶） 3,420円

ト139-066 淡緑長角皿  
26×12.5×2.5㎝（30入・陶） 3,300円

ミ139-076 手造り備前風弓型7.0長角皿  
21×10.3×3.5㎝（40入・陶） 2,800円

カ139-086 乾山春秋焼物皿  
21×12×2.8㎝（40入・陶） 3,000円

ミ139-096 湖畔焼物皿  
24.2×10.8×2.5㎝（60入・磁） 2,460円

キ139-106 金結晶焼物皿  
20×12.5×2.4㎝（40入・磁） 1,680円

タ139-116 エメラルドグリーン華焼物皿  
24.3×14×3㎝（40入・磁） 1,300円

カ139-126 織部市松コヨリ中皿  
24.3×12×1.7㎝（50入・磁） 1,200円

ハ139-136 黒水晶しおり長皿  
26.7×12×2.2㎝（40入・磁） 1,200円

ト139-146 トワール 銀河長角皿  
23.5×12.5×2㎝（40入・磁） 1,100円

カ139-156 オルジェ折り紙焼皿大  
24.8×15×3.3㎝（30入・磁） 1,100円

ト139-166 花結長角皿  
23.5×12.2×2.4㎝（40入・陶） 1,050円

ネ139-176 黒備前楕円皿大  
24.5×16.2×3㎝（60入・磁） 980円
ネ139-186 黒備前楕円皿小  
20×13×2㎝（80入・磁） 750円

キ139-196 白楽焼物皿  
21×14.5×2.6㎝（40入・磁） 750円
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イ140-016 織部隅切焼き物皿  
21.5×11.6×2㎝（40入・陶） 4,800円

キ140-026 黒飛ばしラスター焼物皿  
20×12.5×2.4㎝（40入・磁） 2,450円

ツ140-036 オレンジ巻グリーン吹木ノ葉皿  
23.5×12.5×2.5㎝（40入・強） 2,300円

ネ140-046 いぶし楕円（中）  
19×14.3㎝（80入・陶） 2,150円

テ140-056 粉引刷毛半月皿  
23×15.5×3.5㎝（60入・陶） 1,900円

ユ140-066 かすみ青白21㎝長角皿  
21×13.3×2.8㎝（40入・磁） 1,950円
ユ140-076 かすみ青白17㎝長角皿  
16.8×10.8×2.2㎝（60入・磁） 1,650円

ヤ140-086 白菊21㎝長角皿  
21×13.3×2.8㎝（40入・磁） 1,800円
ヤ140-096 白菊17㎝長角皿  
16.8×10.8×2.2㎝（60入・磁） 1,500円

カ140-106 美膳岩焼物皿  
21.5×14.5㎝（40入・陶） 1,750円

ミ140-116 秋草金タタキ突出皿  
23.2×11×1.5㎝（80入・磁） 1,750円

ワ140-126 ほのか長角皿（中）  
18×13×2.4㎝（強） 1,650円

ア140-136 実り22㎝半月皿  
21.7×13.8×1.7㎝（40入・磁） 1,650円

メ140-146 黒窯変刷毛目8.0焼物皿  
24.5×12.8×1.8㎝（30入・陶） 1,650円

ネ140-156 白マット波型23㎝焼物皿  
23×13.8×4.6㎝（40入・磁） 1,550円

ロ140-166 ヒワ吹格子 小判焼物皿  
21.3×13.5×1.6㎝（40入・強） 1,550円

ア140-176 白釉23㎝長角皿  
22.5×13.5×3.5㎝（40入・磁） 1,550円

ト140-186 角渕サビ焼き物皿  
19.4×14×2㎝（40入・磁） 1,530円

ユ140-196 赤絵花長角皿  
24.5×12×2㎝（40入・陶） 1,500円

ヤ140-206 金茶吹匠 焼物皿  
22.5×13.5×3.5㎝（磁）（美濃焼） 1,500円
ヤ140-216 金茶吹匠 串皿  
17.5×12.3×2.5㎝（磁）（美濃焼） 830円
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ロ141-016 よもぎ8.0焼物皿  
21.3×15×2.8㎝（40入・磁） 1,500円

カ141-056 黒備前荒瀬前菜皿  
20.4×16.8×3.7㎝（30入・磁） 1,450円

ヨ141-066 淡彩ライン8.0長角皿  
21×14.3×3.3㎝（40入・磁） 1,350円
ヨ141-076 淡彩ライン7.0長角皿  
19×13.2×2.8㎝（50入・磁） 1,000円

カ141-086 おぼろつや消し黒22㎝焼物皿  
22×15×2㎝（30入・磁） 1,350円

ツ141-096 七宝反焼物皿  
20.2×13×3.5㎝（40入・磁） 1,350円

キ141-106 黒備前足付焼物皿（小）  
21.5×12×3㎝（50入・陶） 1,300円

カ141-116 白釉格子21㎝焼物皿  
21×14.5×2.7㎝（30入・磁） 1,200円

イ141-126 日陶青磁長皿  
27×11×2.5㎝（40入・磁） 1,100円

ホ141-136 有明半月皿  
22×13㎝（50入・磁） 1,050円

カ141-146 益子均窯半月焼物皿  
22×12.7㎝（30入・磁） 1,050円

イ141-156 流水焼物皿  
29×12.5×3㎝（40入・磁） 1,050円

ハ141-166 パレット24㎝長角プレート（白）  
24×12×2.5㎝（60入・磁） 1,000円

ホ141-176 グリーン多用皿  
23×16.5×2.5㎝（40入・磁） 1,000円

ロ141-186 菊紋 8.0長角皿  
20.3×14.3×3㎝（40入・磁） 860円
ロ141-196 菊紋 7.0長角皿  
19.3×12.3×2.5㎝（60入・磁） 690円

ヤ141-206 グリーン流し焼物皿  
21×14.2×2.8㎝（40入・磁） 850円

カ141-216 アジアン織部焼物皿  
20.8×11.5×2.1㎝（40入・磁） 800円

イ141-226 楕円皿白釉砂目  
φ22.5×12.8×3㎝（50入・磁） 680円

ロ141-026 白油滴刷毛ナデ角8寸皿  24×14.5×2.9㎝（60入・磁） 1,480円
ロ141-036 白油滴刷毛ナデ角7寸皿  20×12.8×2.6㎝（60入・磁） 1,080円
ロ141-046 白油滴刷毛ナデ角5.5長角皿  16.5×11.6×2㎝（80入・磁） 900円
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ロ142-016 青磁 小判焼物皿  
21.3×13.5×1.6㎝（40入・強） 1,550円

ヤ142-026 金茶吹凛 焼物皿  
22×14×3㎝（磁）（美濃焼） 1,500円
ヤ142-036 金茶吹凛 串皿  
16.5×11.5×2㎝（磁）（美濃焼） 830円

タ142-046 あけぼの匠焼物皿  
22.2×13.7×3㎝（40入・磁） 1,400円

ウ142-056 焼締なで角焼物皿（大）  
22.3×15.5×3㎝（40入・磁） 1,250円
ウ142-066 焼締なで角焼物皿（小）  
19×13×2.5㎝（80入・磁） 750円

カ142-076 南蛮焼物皿  
22×12.2㎝（40入・磁） 1,100円

イ142-086 ヒワ釉古代7.0焼物皿  
21×13.3×2.5㎝（40入・磁） 1,100円
イ142-096 ヒワ釉古代6.0焼物皿  
18.5×13×2.5㎝（60入・磁） 850円

イ142-106 弥生千筋黒7.0焼物皿  
21.5×13×1.8㎝（60入・磁） 1,100円

イ142-116 弥生千筋白7.0焼物皿  
21.5×13×1.8㎝（60入・磁） 1,100円

ア142-126 灰釉ちぎり皿  
20.5×16.5×2㎝（40入・磁） 1,050円

ロ142-136 青磁スダレ 長角8.0皿  
20.4×14×3.1㎝（40入・磁） 950円

タ142-146 黒備前荒そぎ焼物皿  
22.5×15×2.3㎝（40入・磁） 950円

ホ142-156 グリーン吹焼物皿  
24×14.5×1.5㎝（50入・磁） 950円

タ142-166 星雲うず型焼物皿  
23×14×2.5㎝（40入・磁） 940円

ツ142-176 呉須刷毛角焼物皿  
21.5×13.5㎝（40入・磁） 900円

ホ142-186 ヒワ吹木目角皿  
18×15㎝（40入・磁） 860円

イ142-196 金彩雲長角皿  
18.5×13.5×3.5㎝（50入・磁） 850円

ヤ142-206 粉引ライン渕波焼物皿  
20.5×14㎝（40入・磁） 830円

ヤ142-216 桜志野7.0長角皿  
20.5×13.5×2.3㎝（50入・磁） 830円
ヤ142-226 桜志野長角6.0皿  
17.5×12×2㎝（60入・磁） 490円
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ア143-016 斑点粉引22㎝長角皿  
22.3×14×2.6㎝（40入・磁） 830円
ア143-026 斑点粉引17㎝長角皿  
17.2×12×2.5㎝（60入・磁） 660円

ミ143-036 黒備前石目焼物皿  
22.5×13.5×3.5㎝（60入・磁） 820円

ホ143-046 月光長皿（中）  
22.6×12.9×2.4㎝（50入・磁） 810円
ホ143-056 月光長皿（小）  
16.6×9.5×2.2㎝（60入・磁） 540円

ト143-066 おふけ長角焼物皿  
20.5×13.5×2.3㎝（60入・磁） 800円

ホ143-076 黒白刷毛長角皿（大）  
22×13×2.7㎝（50入・磁） 790円

キ143-086 黒楽焼物皿  
21×14.5×2.6㎝（40入・磁） 750円

タ143-096 白刷毛7.0長角皿  
21×13.2×2.5㎝（40入・磁） 690円

ト143-106 黒釉焼物皿  
21×11.5×1.5㎝（60入・磁） 660円

キ143-116 白マット焼物皿  
20.7×13×3㎝（50入・磁） 650円

キ143-126 いぶし黒焼物皿  
20.7×13×3㎝（50入・磁） 650円

ヤ143-136 清流半月焼物皿  
21×13.3㎝（40入・磁） 600円

ヤ143-146 清流焼物皿  
20.5×13㎝（40入・磁） 600円

オ143-156 波型伊賀織部焼物皿  
21×13×3㎝（60入・磁） 520円

オ143-166 藍染波型焼物皿  
20.5×13×3㎝（60入・磁） 520円

オ143-176 黄瀬戸芦半月焼物皿  
21×13.2㎝（60入・磁） 520円

オ143-186 削ぎ型焼物皿（黒）  
21×13×3㎝（60入・磁） 520円

オ143-196 伊賀織部吹半月焼物皿  
20.8×13.2×2.2㎝（50入・磁） 520円

ト143-206 水辺芦長角皿6.0  
17.5×11.8×2㎝（60入・磁） 440円
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テ144-016 華七宝焼物皿  
23.4×14×4㎝（40入・陶） 5,000円
テ144-026 華七宝角千代口  
9.8×7.3×2.5㎝（200入・陶） 1,800円

ウ144-066 ネジリ赤絵花波渕焼物皿  
21×13.5×2㎝（80入・強） 2,600円
ウ144-076 ネジリ赤絵花波渕千代口  
9.5×6.5×2.8㎝（180入・強） 1,200円

ロ144-116 蒼空木目長角皿  
23.2×17.6×3㎝（40入・陶） 2,030円
ロ144-126 蒼空木目千代口  
10.8×6×3㎝（150入・陶） 540円

カ144-136 白天目麦焼物皿  
20.5×14.5㎝（40入・陶） 1,850円
カ144-146 白天目麦長角千代口  
10×6.5㎝（120入・陶） 600円

ロ144-156 藍十草8.0長角皿（浜付き）  
21.9×14.3×2.3㎝（40入・磁） 1,750円
ロ144-166 藍十草長角小皿  
9×6.3×2.4㎝（160入・磁） 290円

ア144-176 あけぼの焼物皿  
21×14.7㎝（40入・磁） 1,600円
ア144-186 あけぼの角千代口  
10×7㎝（160入・磁） 640円

オ144-196 罫書紅梅焼物皿  
22×12×4㎝（40入・陶） 1,580円
オ144-206 罫書紅梅長角千代口  
10×7×3.5㎝（180入・陶） 980円

オ144-216 白天目流し焼物皿  
20.8×15㎝（40入・磁） 1,530円
オ144-226 白天目流し長角千代口  
10×7㎝（120入・磁） 460円

ヤ144-236 赤楽焼物皿  
21×14.5×2.5㎝（40入・磁） 1,500円
ヤ144-246 赤楽角千代口  
9.5×7×2.5㎝（200入・磁） 550円

タ144-256 青白磁しずく中皿  
21×14.7×3.8㎝（40入・磁） 1,500円
タ144-266 青白磁しずく千代口  
9×7.2×3.2㎝（100入・磁） 520円

ヤ144-306 唐津赤絵焼物皿  
21.5×14.5㎝（40入・磁） 1,250円
ヤ144-316 唐津赤絵角千代口  
10×7.3㎝（200入・磁） 630円

カ144-036 加茂川8.0焼物皿  21.5×14.5㎝（30入・強） 3,300円
カ144-046 加茂川四ツ切7.0焼物皿  19×11.8㎝（40入・強） 2,880円
カ144-056 加茂川四ツ切千代口  10.8×6.8㎝（100入・強） 1,200円

ロ144-086 ヒワ釉渕十草9.0長角皿  27×16.4×2.2㎝（30入・磁） 2,170円
ロ144-096 ヒワ釉渕十草7.0焼物皿  20.8×14.6×2.1㎝（40入・磁） 1,390円
ロ144-106 ヒワ釉渕十草千代口  10×7.7×2㎝（150入・磁） 440円

ロ144-276 新緑9.0反長角皿  23.5×14.3㎝（30入・陶） 1,430円
ロ144-286 新緑6.0反長角皿  18×11.5㎝（80入・磁） 1,430円
ロ144-296 新緑反長角小皿  9.2×6.7㎝（160入・磁） 520円
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オ145-046 ボルドー焼物皿  
21.7×12×3.8㎝（40入・陶） 1,250円
オ145-056 ボルドー長角千代口  
10.4×7×3.5㎝（120入・陶） 870円

ホ145-066 カスリ8.0焼物皿  
21×14.5×3㎝（50入・磁） 1,200円
ホ145-076 カスリ千代口  
10×7.3×2㎝（140入・磁） 380円

ホ145-086 不動荒瀬前菜焼物皿  
21×17×4㎝（40入・磁） 1,140円
ホ145-096 不動荒瀬千代口  
10.5×9×3.2㎝（120入・磁） 560円

ウ145-106 焼締なで角焼物皿（中）  
20.7×14.3×2.9㎝（60入・磁） 950円
ウ145-116 焼締長角小皿  
9.5×6.6×2.7㎝（200入・磁） 360円

ロ145-126 鉄砂 長角8.0皿  
20.4×14×3.1㎝（40入・磁） 950円
ロ145-136 鉄砂 長角小皿  
9.3×6×2.7㎝（200入・磁） 300円

ロ145-146 さつき7.0焼物皿  
20.3×13×2.6㎝（60入・陶） 910円
ロ145-156 さつき千代口  
9.1×6.3×2.5㎝（150入・陶） 370円

ロ145-166 切出し渕呉須8.0長角皿  
20.5×14×2.5㎝（40入・磁） 910円
ロ145-176 切出し渕呉須小皿  
9×6.4×3㎝（200入・磁） 280円

ア145-186 南蛮織部角焼物皿  
18.5×15×2.7㎝（60入・磁） 900円
ア145-196 南蛮織部角千代口  
8×3.3㎝（160入・磁） 400円

ホ145-206 武蔵野7.0長角皿  
19×12㎝（50入・磁） 900円
ホ145-216 武蔵野長角千代口  
8.7×6㎝（140入・磁） 360円

ハ145-226 志野サビ刷毛長角8.0皿  
21.9×14.8×3.7㎝（40入・磁） 870円
ハ145-236 志野サビ刷毛角千代久  
8.7×6.4×2.7㎝（200入・磁） 310円

ヤ145-276 新黒備前渕波焼物皿  
20.5×14.3×4㎝（40入・磁） 850円
ヤ145-286 新黒備前角千代口  
10.5×7×3㎝（200入・磁） 430円

ア145-296 織部焼物皿  
19.8×10.5×3.8㎝（60入・陶） 800円
ア145-306 織部千代口  
9×8.5×3.5㎝（180入・陶） 400円

ホ145-316 グリーン吹たたき長角皿（小）  
18.6×12.3×2.2㎝（60入・磁） 770円
ホ145-326 グリーン吹たたき長角千代口  
10.6×7.4×2.6㎝（140入・磁） 370円

タ145-336 田園浜付焼物皿  
20×10.5×3.5㎝（60入・陶） 740円
タ145-346 田園角千代口  
9×6×3㎝（120入・陶） 360円

ミ145-356 岩清水長角焼物皿  
22×14㎝（60入・磁） 700円
ミ145-366 岩清水長角千代口  
10×7×3㎝（150入・磁） 400円

ロ145-376 葵7.0長角皿  
19.5×12.5×2.7㎝（40入・磁） 670円
ロ145-386 葵長角小皿  
9.1×6.3×2.6㎝（200入・磁） 220円

ヤ145-016 石焼織部笹長角8.0焼物皿  21.3×14.6㎝（40入・磁） 1,250円
ヤ145-026 石焼織部笹長角7.0焼物皿  18.9×13㎝（50入・磁） 1,050円
ヤ145-036 石焼織部笹長角千代口  9.7×6㎝（200入・磁） 480円

ヤ145-246 みやま渕波焼物皿  21×14×4㎝（40入・磁） 850円
ヤ145-256 みやま銘々皿  16×11×3㎝（80入・磁） 650円
ヤ145-266 みやま角千代口  10.7×7×3㎝（200入・磁） 450円
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仕切皿

ア146-016 黒釉仕切付長角大皿  
34×15.3×4㎝（20入・磁） 1,550円

タ146-026 金結晶波紋千代口付長角皿  
27×11.7×3㎝（30入・磁） 1,900円

タ146-036 桜志野貝型仕切皿  
22×17×4㎝（30入・磁） 1,500円

ツ146-046 七宝仕切皿  
17.5×14×2.5㎝（40入・磁） 1,400円

ミ146-056 白釉三ツ切10吋仕切皿  
25×21.3×2.2㎝（50入・磁） 1,250円

ト146-066 緑葉千代口付皿  
23×13.5×4.5㎝（40入・磁） 1,300円

オ146-076 プラチナ珍味付突出皿  
25.7×10.1×1.6㎝（40入・磁） 2,350円

オ146-086 ヒワ吹正四角仕切鉢  
16.6×3.2㎝（50入・磁） 1,200円

ホ146-096 美濃路仕切皿（大）  
17.5×14×2.4㎝（46入・磁） 1,200円

ホ146-106 月あかり仕切長多用皿  
31.3×12㎝（50入・陶） 1,200円

タ146-116 美濃伊賀仕切皿  
21.2×12.9×3.4㎝（40入・磁） 1,100円

イ146-126 ヒワ釉古代仕切皿  
21.5×13×3㎝（40入・磁） 1,100円

ホ146-136 青白磁かごめ仕切皿  
19×13.3×2.5㎝（50入・磁） 1,100円

タ146-146 あけぼの吉兆仕切皿  
21.5×15.7×3.3㎝（50入・磁） 1,100円

ア146-156 備前風正角仕切皿  
17.5×16.7×3㎝（40入・陶） 990円

ア146-166 青白磁千代口5.0パーティー皿  
18.3×13.8×2.7㎝（60入・磁） 900円

ヤ146-176 桜志野仕切付正角皿  
17.5×17×3.1㎝（60入・陶） 900円

カ146-186 黒伊賀仕切皿  
17.2×12.2×2.5㎝（60入・磁） 930円

仕
切
皿
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タ147-016 黄河半月仕切皿  
23.7×12.7×3㎝（40入・陶） 920円

タ147-026 三彩半月仕切皿  
23.7×12.7×3㎝（40入・陶） 920円

ト147-036 黒吹仕切付きさんま皿  
30.2×12×2.3㎝（60入・陶） 900円

ヤ147-046 桜志野仕切さんま皿  
30×12×2.3㎝（40入・陶） 900円

ト147-056 半月仕切付多用皿  
31.5×12×2.5㎝（60入・陶） 880円

タ147-066 黒備前仕切多用皿  
32.5×12×2.8㎝（30入・陶） 870円

ア147-076 呉須丸仕切皿  
φ16.2×4.5㎝（40入・磁） 850円

ネ147-086 うす茶うのふ変形仕切皿  
17.4×12.2×2.6㎝（80入・磁） 850円

オ147-096 ヒスイ仕切皿  
21×13.5㎝（60入・磁） 830円

ホ147-106 点十草7.0仕切皿  
20×13×3㎝（50入・磁） 800円
ホ147-116 点十草6.0仕切皿  
17.5×11.5×2.8㎝（60入・磁） 650円

ミ147-126 白釉ピンク水玉ランチプレート  
22.3×15×2㎝（60入・磁） 800円

ミ147-136 白釉ブルー水玉ランチプレート  
22.3×15×2㎝（60入・磁） 800円

ホ147-146 伊賀織部仕切皿  
14.5×12×3㎝（60入・磁） 720円

ヤ147-156 白二品長鉢  
26.8×9.3×3.4㎝（50入・磁） 680円

ミ147-166 藍染そら豆3品盛り皿  
27.1×9.5×3.5㎝（60入・磁） 600円

ミ147-176 白釉そら豆3品盛り皿  
27.1×9.5×3.5㎝（60入・磁） 580円
ミ147-186 白釉二品盛皿  
19.5×19.5×3.5㎝（100入・磁） 450円

ホ147-196 黒とんかつ仕切皿  
21.3×13.5×2.8㎝（50入・磁） 610円

ホ147-206 月あかり6.0仕切皿  
17.5×12㎝（80入・陶） 660円

ヤ147-216 かすり仕切皿  
17.5×11.3×2.5㎝（60入・陶） 650円

ヤ147-226 白砂 6.0仕切皿  
17×12×2.5㎝（磁）（美濃焼） 550円

イ147-236 黒釉かすれ吹 仕切皿（小）  
17×11×2.7㎝（60入・陶） 500円

ヤ147-246 桜志野6.0仕切皿  
17.5×12×2.1㎝（60入・陶） 490円

ト147-256 おふけ6.0仕切皿  
17×12×2㎝（60入・陶） 480円

オ147-266 藍染仕切付刺身皿（小）  
16.7×11.2×2.7㎝（80入・磁） 450円
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メ148-036 黒窯変掛け分けクシ目25.0長皿
75×16.5×3.3㎝（3入･陶） 31,100円

メ148-016 黒窯変クシ目27.0長角大皿（両面使用可）
81.5×20×3㎝（3入･陶） 31,100円

メ148-046 黒銀彩20.0長角大鉢
60×10×5㎝（5入･陶）（信楽焼） 20,500円
メ148-056 黒銀彩15.0長角大鉢
45×10×5㎝（10入･陶）（信楽焼） 12,300円
メ148-066 黒銀彩10.0長角大鉢
30×10×5㎝（15入･陶）（信楽焼） 6,450円
メ148-076 黒銀彩7.0長角鉢
21×10×5㎝（15入･陶）（信楽焼） 4,300円

カ148-026 いろはにほへと呉須長角皿
68×14.8×7.3㎝（1入･磁）（商品の特性上裏に生地のキレ等があります。） 75,000円
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ミ149-016 赤絵青海波3.1尺長角楕円大皿
93.5×16×4.5㎝（6入･陶） 37,500円

ミ149-026 安南花唐草2.6尺長角楕円大皿
78.5×15×4㎝（10入･陶） 21,400円

カ149-036 ジャパネスク64㎝長皿
64×15㎝（5入･陶） 17,600円

ミ149-046 安南花紋舟形大盛皿（手造り）
57×17×5㎝（5入･陶） 14,000円

ア149-056 黒釉楕円皿特大
60×20.6×4.8㎝（10入･磁） 9,500円
ア149-066 黒釉楕円皿大
43×17.5×3.5㎝（20入･磁） 5,800円



150 細長皿

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

ア150-016 鉄釉長皿  
55×14×3㎝（10入・陶） 16,000円

カ150-026 白モダンプレート長皿  
54×14.5×1㎝（15入・陶） 12,000円

ミ150-036 備前灰吹くし目長盛皿  
47.5×16×3㎝（15入・陶） 9,750円

テ150-046 織部波紋（手造り）楕円皿（特大）  
40×15.5×4㎝（20入・陶） 11,000円

メ150-056 黒窯変14.0長角皿  
42×17.5×2.5㎝（10入・陶） 9,500円

カ150-066 ジャパネスク長角皿  
35.5×9.2×4.5㎝（15入・陶） 8,250円

ト150-076 炭火土尺八長角皿  
52.5×10×3.5㎝（10入・陶） 7,600円

メ150-086 黒窯変変形足付長皿  
40×17.5×5㎝（20入・陶） 6,700円

ア150-096 織部長盛皿  
43×14.7×5㎝（16入・陶） 6,500円

ツ150-106 かいらぎ呉須流櫛目長皿  
43×14.8×5.2㎝（12入・磁） 5,500円

タ150-116 白灰流長盛皿  
50.3×14×5㎝（8入・陶） 5,400円

カ150-126 墨化土線段尺二盛皿  
38×16×3.5㎝（8入・陶） 5,400円

メ150-146 古陶15.0長角大鉢  
45×10×7㎝（5入・陶）（信楽焼） 15,000円

メ150-136 古陶20.0長角大鉢  
60×10×7㎝（5入・陶）（信楽焼） 20,500円

メ150-156 古陶10.0長角大鉢  
30×10×7㎝（15入・陶）（信楽焼） 8,050円
メ150-166 古陶7.0長角鉢  
21×10×7㎝（15入・陶）（信楽焼） 5,350円

テ150-176 グリン小花36寿司プレート  
36×18.3×2.2㎝（20入・磁） 9,000円
テ150-186 グリン小花27寿司プレート  
27.5×14.2×1.7㎝（40入・磁） 5,400円
テ150-196 グリン小花23寿司プレート  
23×11.7×1.4㎝（60入・磁） 3,800円

ホ150-206 錆織部流し17.0長皿  
53×12×2.2㎝（10入・陶） 5,700円
ホ150-216 錆織部流し15.0長皿  
47×12×2.2㎝（16入・陶） 4,600円
ホ150-226 錆織部流し8.5長皿  
26×12×2.2㎝（30入・陶） 2,300円
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ミ151-016 ヒワ吹尺二ちぎり長角皿  
36×12.7×4.2㎝（30入・磁） 5,550円

ツ151-026 織部ガタ彫長大皿  
48×17×3.9㎝（20入・陶） 4,950円

ツ151-036 マリンブルーガタ彫長角大皿  
46.5×16.5×3.8㎝（20入・陶） 4,750円

メ151-046 黒窯変クシ目12.0長角皿（両面使用可）  
36×9×2㎝（40入・陶） 4,250円

ツ151-056 粉引拭取りガタ彫12.0皿  
37×14.5×4㎝（12入・陶） 4,750円

ホ151-066 伊賀グリーン流波長角大皿  
44.3×16.8×1.5㎝（20入・磁） 4,500円

ホ151-076 織部クシメ長盛皿  
44×13.5㎝（16入・陶） 4,200円

ホ151-086 渋釉ソギ長盛皿  
44×13㎝（16入・陶） 4,200円

ミ151-096 アイボリー竹割長大皿  
36.5×13.7×2.2㎝（30入・磁） 4,050円

ツ151-106 炭化土吹15.0長皿  
46×12×2.5㎝（20入・陶） 4,000円

イ151-116 濃黄釉両上り47㎝長皿  
47×10.7×3.5㎝（20入・磁） 4,000円

ト151-126 紅粉引枯山水 長角皿 大  
41×13×4㎝（15入・磁） 3,800円

オ151-136 笹型大皿白  
52.4×15×4.2㎝（20入・陶） 7,350円
オ151-146 笹型中皿白  
44×10.5×2.8㎝（40入・陶） 3,680円
オ151-156 笹型小皿白  
30.3×7.5×2.7㎝（60入・陶） 930円

オ151-166 笹型大皿グリーン  
52.4×15×4.2㎝（20入・陶） 7,350円
オ151-176 笹型中皿グリーン  
44×10.5×2.8㎝（40入・陶） 3,680円
オ151-186 笹型小皿グリーン  
30.3×7.5×2.7㎝（60入・陶） 930円

オ151-196 笹型大皿黒  
52.4×15×4.2㎝（20入・陶） 7,350円
オ151-206 笹型中皿黒  
44×10.5×2.8㎝（40入・陶） 3,680円
オ151-216 笹型小皿黒  
30.3×7.5×2.7㎝（60入・陶） 930円
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ト152-016 柚子天目枯山水 長角皿 大  
41×13×4㎝（15入・磁） 3,800円

ア152-026 青白磁長角皿  
42×16.7×3.4㎝（20入・磁） 3,500円

ツ152-036 カイラギうねり串目尺皿  
34×13.5×5㎝（10入・陶） 3,500円

ト152-046 灰釉ビードロ長角尺一盛皿  
35×14×4.6㎝（10入・磁） 3,500円

ト152-056 NBリーフ47皿  
47×11×2.8㎝（15入・強） 3,500円

ト152-066 白釉両上りプレート  
46.5×10.5×3.2㎝（15入・磁） 3,450円

ホ152-076 黒備前白流し舟形長皿  
49.5×10.5×1.5㎝（30入・陶） 3,250円

ツ152-086 荒黒長角大盛皿  
35.7×15.3×3.5㎝（20入・磁） 3,200円

ミ152-096 寄せ木交趾グリーン長角盛皿  
33.2×13.5×3.5㎝（30入・磁） 2,950円

キ152-106 青白磁木目尺三長皿  
39.2×13×3㎝（10入・磁） 2,850円

ツ152-116 二色笹型大長皿  
44×12×3㎝（12入・磁） 2,700円

ト152-126 定窯木目尺三寸長皿  
39.5×13×3.4㎝（20入・磁） 2,600円

ア152-136 花崗岩長角プレート  
36×12.3×1.3㎝（20入・磁） 2,550円

ユ152-146 赤絵花長皿  
36×12×2㎝（30入・陶） 2,400円

ア152-156 青白磁ちぎり長皿  
33.5×12×2㎝（30入・強） 2,000円
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ワ153-106 黒織部枯山水41㎝長角皿大
41×13×4㎝（磁） 3,300円

ワ153-116 白玉粉引ピンク吹枯山水41㎝長角皿大
41×13×4㎝（磁） 3,300円

ワ153-126 呉須刷毛枯山水41㎝長角皿大
41×13×4㎝（磁） 3,300円

ワ153-016 黒織部枯山水26㎝角皿（小）
26×17.5×3.5㎝（磁） 2,200円
ワ153-026 黒織部枯山水31㎝角皿（中）
31×21×4㎝（磁） 3,400円
ワ153-036 黒織部枯山水37㎝角皿（大）
37×24.5×4㎝（磁） 4,200円

ワ153-046 白玉粉引ピンク吹枯山水26㎝角皿（小）
26×17.5×3.5㎝（磁） 2,200円
ワ153-056 白玉粉引ピンク吹枯山水31㎝角皿（中）
31×21×4㎝（磁） 3,400円
ワ153-066 白玉粉引ピンク吹枯山水37㎝角皿（大）
37×24.5×4㎝（磁） 4,200円

ワ153-076 呉須刷毛枯山水26㎝角皿（小）
26×17.5×3.5㎝（磁） 2,200円
ワ153-086 呉須刷毛枯山水31㎝角皿（中）
31×21×4㎝（磁） 3,400円
ワ153-096 呉須刷毛枯山水37㎝角皿（大）
37×24.5×4㎝（磁） 4,200円

和食の定番、サイズも色々な角皿は
素朴でちょっと無骨なのが魅力。
料理が映える色使いです。
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メ154-016 黒窯変櫛目16.0長角皿（両面使用可）  
48.5×24×2.7㎝（5入・陶） 25,700円

ミ154-026 灰吹き丸紋長角切立鉢  
44×19.2×2.9㎝（15入・陶） 19,700円

ミ154-036 安南花唐草特大長角パーティー皿（手造り）  
51×38.5×4.5㎝（4入・陶） 40,000円

メ154-046 灰釉15.0長方皿  
47×26×3.5㎝（5入・陶）（信楽焼） 18,900円

ミ154-056 織部波紋彫足付大盛込皿  
35.5×23×6.3㎝（10入・陶） 14,000円

メ154-066 ビードロソギ11.0長角皿  
33.5×27×4㎝（10入・陶）（信楽焼） 13,400円

テ154-076 南蛮吹尺二皿  
37×26.5㎝（15入・磁） 9,000円
テ154-086 南蛮吹9.0皿  
28.5×18㎝（20入・磁） 4,100円

メ154-096 古信楽12.0長角皿  
35.5×24.5×3㎝（10入・陶） 9,000円

長
角
大
皿
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テ155-016 緑彩唐草赤牡丹長角大盛皿  
42.3×32.5×5.5㎝（10入） 50,000円

ミ155-026 手造り織部華紋弓型長角盛込皿  
42.5×20.3×3.5㎝（10入・陶） 18,100円

ト155-036 炭化尺四盛皿  
41×21×3.2㎝（8入・陶） 9,500円

テ155-046 波唐草尺二皿  
37×26.5㎝（15入・磁） 8,500円
テ155-056 波唐草9.0皿  
28.5×18㎝（20入・磁） 4,100円

カ155-066 白モダンプレート中長皿  
37×22×1㎝（20入・陶） 8,000円

カ155-076 黒モダンプレート中長皿  
37×22×1㎝（20入・陶） 8,000円

ミ155-086 織部間道縞尺3盛皿  
39.5×28×3.7㎝（10入・陶） 8,800円

オ155-096 織部黄瀬戸小紋尺三盛皿  
39.5×28×3.5㎝（8入・陶） 8,000円

ツ155-106 炭化土砂目長角13.0盛皿  
38×27.4×4㎝（15入・陶） 7,700円

ア155-116 長角平皿 グリーン  
32.5×26×1㎝（12入・磁） 7,000円

ア155-126 長角平皿 ホワイト  
32.5×26×1㎝（12入・磁） 6,500円

ツ155-136 格子花変形長角皿  
37×24.5×3.5㎝（10入・陶） 6,000円
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メ156-016 ビードロ窯変13.3長角皿  
40×24×2.5㎝（10入・陶）（信楽焼） 8,600円

メ156-026 古信楽10.0足付そぎ長角皿  
29.5×25.5×5㎝（15入・陶） 8,500円
メ156-036 古信楽8.0足付そぎ長角皿  
24×19.5×3㎝（20入・陶） 6,450円

カ156-046 南蛮長角盛皿（大）  
35×27.3×5㎝（10入・磁） 6,800円

メ156-056 灰釉足付長角皿  
32×21×4㎝（15入・陶） 7,800円

キ156-066 黒備前足付盛皿（大）  
32×23×3.5㎝（20入・陶） 5,400円

ツ156-076 御本手櫛目長角尺二皿  
37.5×21.5×4.5㎝（10入・陶） 5,150円

テ156-086 粉引丸紋31角皿  
31×21×4㎝（30入・磁） 5,200円
テ156-096 粉引丸紋26角皿  
26×17.5×3.5㎝（40入・磁） 3,500円

ツ156-106 黒結晶 重ね長角皿  
32.5×20×4㎝（10入・磁） 4,600円

ミ156-116 黒織部モダンカット10.0長角皿  
29.5×21.5×3㎝（10入・陶） 4,500円

ミ156-126 織部ロマン角型大盛皿  
30.5×25.5×4.7㎝（10入・磁） 4,200円

ネ156-136 安曇野角大.皿  
30.5×24.5×5㎝（10入・磁） 3,800円

ネ156-146 流木角大皿  
30.5×24.5×5㎝（8入・磁） 3,650円
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テ157-016 グリン花小紋高台長皿  
30.2×20×3.5㎝（20入・磁） 9,500円

ミ157-026 手造り備前風弓型90長角皿  
28.5×21.5×4.2㎝（10入・陶） 8,350円

メ157-036 黒窯変櫛目9.1長角皿（両面使用可）  
27.5×17×2.7㎝（15入・陶）（信楽焼） 7,500円

メ157-046 黒窯変掛け分10.3まな板皿  
31×19×3.3㎝（20入・陶） 7,100円

オ157-056 紺筋盆皿  
28.5×22.4×2.5㎝（20入・磁）（美濃焼） 4,750円

ネ157-066 織部トチリ大盛皿  
33×23.5×5㎝（8入・磁） 4,300円

ミ157-076 備前風モダンカット10.0長角皿  
29.5×21.5×3㎝（10入・陶） 4,500円

ツ157-086 炭化土鉄ラスター市松皿（大）  
31×21×3㎝（10入・陶） 4,350円

イ157-096 手描タコ唐草長角大皿  
35.5×19.5×4㎝（20入・磁） 4,050円

ネ157-106 越前角大皿  
29.7×24.7×4.3㎝（10入・磁） 3,750円

ミ157-116 黒織部うず長角盛皿  
32×19.5×4.5㎝（15入・陶） 3,450円

キ157-126 黒備前足付盛皿（小）  
25.5×20×3㎝（30入・陶） 3,250円
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テ158-016 ヒワ二品盛 長角皿  
32.5×17×2㎝（30入・磁） 6,200円

カ158-086 織部線段尺2寸皿  
38×16×4.8㎝（10入・陶） 5,400円

カ158-096 呉須線段尺二皿  
38×16×4.7㎝（10入・磁） 5,100円

ハ158-106 吹雪石目尺長角皿  
31.7×21.5×3.5㎝（15入・磁） 4,600円
ハ158-116 吹雪石目9.5長角皿  
29×19×3㎝（20入・磁） 3,900円

ミ158-126 備前風ちぎり変形尺一皿  
34.5×20×4.5㎝（15入・陶） 4,200円

テ158-136 紺ナマコ31角皿  
31×21×4㎝（30入・磁） 4,100円
テ158-146 紺ナマコ26角皿  
26×17.5×3.5㎝（40入・磁） 2,650円

テ158-156 渋谷緑結晶31角皿  
31×21×4㎝（30入・磁） 4,100円
テ158-166 渋谷緑結晶26角皿  
26×17.5×3.5㎝（40入・磁） 2,650円

ウ158-176 美膳しぶき盛皿  
29.9×20.4×2㎝（50入・陶） 2,800円

ホ158-186 織部ハケ緑彩33㎝長角皿  
33×18㎝（20入・陶） 2,630円

ト158-196 黒釉NEWホッケ皿  
33.5×21×2㎝（18入・磁） 2,350円

ト158-026 柚子天目枯山水 角皿 大  37×24.5×4㎝（15入・磁） 6,000円
ト158-036 柚子天目枯山水 角皿 中  31×21×4㎝（20入・磁） 4,600円
ト158-046 柚子天目枯山水 角皿 小  26×17.5×3.5㎝（30入・磁） 2,800円

ト158-056 紅粉引枯山水 角皿 大  37×24.5×4㎝（15入・磁） 6,000円
ト158-066 紅粉引枯山水 角皿 中  31×21×4㎝（20入・磁） 4,600円
ト158-076 紅粉引枯山水 角皿 小  26×17.5×3.5㎝（30入・磁） 2,800円
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キ159-016 いぶし黒長角大皿  
33.3×21.2×3㎝（15入・磁） 2,900円

キ159-026 白マット長角大皿  
33.3×21.2×3㎝（15入・磁） 2,900円

カ159-036 南蛮まな板皿  
31×15.8×3.4㎝（5入・磁） 2,700円

ユ159-046 雪粉引26㎝角皿  
26×17.5×3.5㎝（30入・磁） 2,000円

ト159-056 スカイホッケ皿  
36.5×16.5×2.5㎝（16入・磁） 1,980円

ネ159-066 流木長角皿 大  
35.8×16.3×2㎝（20入・磁） 1,980円

ユ159-076 黄瀬戸織部吹ホッケ皿  
36×16.5×2㎝（30入・磁） 1,900円

ト159-086 桜吹長角皿  
31.2×16.7×2.5㎝（12入・磁） 1,800円

テ159-096 柿伊賀緑吹ほっけ皿  
29.7×17.3×3㎝（40入・磁） 1,600円

ハ159-106 淡雪白ほっけ皿  
33.8×15.5㎝（24入・磁） 1,500円

ハ159-116 鉄砂ほっけ皿  
33.8×15.5㎝（24入・磁） 1,500円

ト159-126 南蛮ほっけ皿  
33×16.5×2.4㎝（30入・磁） 1,380円
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メ160-016 焼締ビードロ16.0葉形皿  
48.5×29×4㎝（8入・陶） 9,500円
メ160-026 焼締ビードロ13.0葉形皿  
41×24×3.5㎝（10入・陶） 6,900円

キ160-036 青白磁折り紙大皿  
32.3×32.3×9㎝（20入・磁） 9,600円

オ160-046 魚大皿  
38×29×7.9㎝（12入・磁） 14,500円

ミ160-056 安南花紋楕円大盛皿（手造り）  
40×25.5×3.5㎝（5入・陶） 12,500円

ホ160-066 青彩大盛皿  
40×31×4.5㎝（10入・陶） 6,600円

ツ160-076 錆絵辰砂渦彫尺一盛込皿  
35×27×6.5㎝（12入・磁） 6,350円

ト160-086 サビ釉ヒワ流渦彫尺一寸盛皿  
35.5×27.5×7.7㎝（12入・磁） 6,300円

イ160-096 タコ唐草変型長角大皿  
34×27×6㎝（15入・磁） 4,150円

変
形

　
大
皿
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ミ161-016 備前風枯木形足付盛込皿  
34.5×22×5.7㎝（10入・陶） 11,700円

メ161-026 緑釉16.5楕円皿  
47.5×25×4.5㎝（15入・陶） 9,500円

ツ161-036 織部三彩ライン大盛皿  
32.5×25.6×3.4㎝（12入・陶） 6,900円

ア161-046 青磁ちぎり大皿  
35×23×4.4㎝（10入・磁） 5,050円

ミ161-056 灰釉五角大盛込鉢  
φ28×6.8㎝（10入・磁） 5,000円

ホ161-066 木葉尺二大皿  
36×26㎝（20入・陶） 4,980円

ト161-076 オリベ小紋しのぎ変形尺皿  
31.5×21×7㎝（15入・磁） 4,850円

ア161-086 深海尺二盛皿  
37.3×22×3.5㎝（10入・磁） 4,800円

ト161-096 粉引変型楕円盛皿  
32.2×18.5×4.5㎝（15入・陶） 4,500円

イ161-106 南蛮志野楕円 大皿  
29×24×4.3㎝（20入・強） 4,800円

ホ161-116 ピンク吹だえん大皿  
37×29×5㎝（15入・磁） 4,300円

オ161-126 黒柚子黄瀬戸手付大皿  
33.3×30×5.2㎝（15入・陶） 4,200円
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ミ162-016 炭化土粉引 木目 13.0皿  
40.5×20×1.6㎝（20入・陶） 5,600円

タ162-026 炭化土木肌変形尺3寸皿  
40.5×20×1.5㎝（10入・磁） 5,200円

ツ162-036 春秋 重ねウェーブ皿（太）  
35.5×16.2×3.6㎝（20入・磁） 3,500円

ヤ162-046 黒備前金茶吹き手付盛鉢大  
40×20.5×4㎝（20入・磁） 4,100円
ヤ162-056 黒備前金茶吹き手付盛鉢小  
34×16.5×3.8㎝（30入・磁） 3,000円

ヤ162-066 黒三彩変型丸大皿  
φ31.5㎝（20入・磁） 4,000円

ミ162-076 織部金タタキ変形大皿  
30.2×24×2.7㎝（30入・磁） 3,800円

ミ162-086 和匠木の葉型盛鉢  
43×18×6.5㎝（20入・磁） 3,250円

テ162-096 波唐草8.5皿  
26㎝（20入・磁） 3,400円
テ162-106 波唐草7.0皿  
23㎝（30入・磁） 2,650円

ツ162-116 黒織部流し8.5花型皿  
26.5×3.8㎝（20入・磁） 3,100円

イ162-126 うのふ窯変たたき大皿  
φ27×4.5㎝（20入・磁） 3,100円

イ162-136 栗色刷毛目たたき大皿  
φ27×4.5㎝（20入・磁） 3,100円

ホ162-146 藍染グリーン9.0丸皿  
φ27.5×3.5㎝（30入・磁） 1,980円
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ト163-016 翠玉12.0長角四方楕円鉢  
37×18×6㎝（10入・磁） 7,800円
ト163-026 翠玉10.0長角四方楕円鉢  
30.7×15.5×5.5㎝（15入・磁） 4,200円

イ163-036 金箔ヒワ吹一方上り尺4長鉢  
43.5×15×11㎝（20入・磁） 7,100円

ト163-046 オリベ舟型長皿  
44.5×12×7㎝（12入・強） 4,650円

タ163-056 赤釉葉月  
40×11×6.5㎝（10入・陶） 4,600円

タ163-066 藍流し葉月  
40×11×6.5㎝（10入・陶） 4,600円

ア163-076 六銅金彩長盛鉢  
37×8.2×6.8㎝（30入・磁） 3,850円

キ163-086 青白磁変形32㎝皿  
32×14.7×4.7㎝（20入・磁） 2,400円

ロ163-096 天目 魚型 多用皿  
31.5×16.5×2.3㎝（30入・磁） 1,200円

ロ163-106 アミ 魚型 多用皿  
31.5×16.5×2.3㎝（30入・磁） 1,200円

ミ163-116 結晶粉引深口長皿  
33.5×15.5×3.5㎝（40入・磁） 1,300円

ホ163-126 黒リーフ大皿  43×11㎝（30入・磁） 2,200円
ホ163-136 黒リーフ小皿  12.5×8.5㎝（80入・磁） 650円
ホ163-146 黒リーフセット  43×11㎝（15入・磁）（長皿1+小皿3） 4,150円

ホ163-156 白リーフ大皿  43×11㎝（30入・磁） 2,200円
ホ163-166 白リーフ小皿  12.5×8.5㎝（80入・磁） 650円
ホ163-176 白リーフセット  43×11㎝（15入・磁）（長皿1+小皿3） 4,150円
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丸大皿

メ164-016 炭化ロクロ目13.0大皿  
φ39.5×6㎝（20入・陶） 15,900円
メ164-026 炭化ロクロ目11.0大皿  
φ33×5.5㎝（10入・陶） 10,500円

ホ164-036 茶おりべ13.0皿  
41×7.5㎝（8入・磁） 15,000円
ホ164-046 茶おりべ10.0皿  
30×5.5㎝（20入・磁） 4,650円

メ164-096 ビードロ窯変15.0皿鉢  
φ45×3.5㎝（陶）（信楽焼） 20,000円
メ164-106 ビードロ窯変13.0皿鉢  
φ39×3㎝（陶）（信楽焼） 12,000円
メ164-116 ビードロ窯変11.0皿鉢  
φ33×2.5㎝（陶）（信楽焼） 7,000円

メ164-126 黒窯変12.3台皿  
φ37×4.6㎝（30入・陶） 16,100円
メ164-136 黒窯変10.0台皿  
φ31×3.5㎝（10入・陶） 10,500円
メ164-146 黒窯変8.0台皿  
φ24×3.5㎝（15入・陶） 4,750円

メ164-056 古信楽16.0丸皿  φ50.8×6.3㎝（2入・陶） 35,400円
メ164-066 古信楽14.0丸皿  φ42×4.5㎝（6入・陶） 15,900円
メ164-076 古信楽12.0丸皿  φ37×4.2㎝（10入・陶） 11,200円
メ164-086 古信楽10.0丸皿  φ31.5×4.5㎝（15入・陶） 5,400円

丸
大
皿

見
栄
え
が
す
る
大
皿
に
は

迫
力
あ
る
盛
り
つ
け
で
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丸大皿

メ165-016 焼〆15.0大皿  
φ45×6㎝（5入・陶） 30,700円
メ165-026 焼〆11.0大皿  
φ33×5㎝（10入・陶） 11,800円

ミ165-106 手造り備前灰吹尺一皿  
φ35×2.5㎝（10入・陶） 14,900円

ト165-116 灰釉白流し尺三皿  
φ40×7.5㎝（5入・磁） 14,000円
ト165-126 灰釉白流し尺皿  
φ30×5.5㎝（15入・磁） 4,700円

メ165-136 黒窯変13.0ボタモチ丸皿  
φ39×5㎝（15入・陶） 12,900円
メ165-146 黒窯変10.0ボタモチ丸皿  
φ33×4㎝（10入・陶） 7,300円

メ165-156 灰釉11.0丸皿  
φ34×3.5㎝（10入・陶） 11,200円

メ165-166 古窯13.0皿鉢  
φ39×6㎝（10入・陶） 10,700円
メ165-176 古窯11.0皿鉢  
φ33.5×5㎝（10入・陶） 7,500円
メ165-186 古窯9.0皿鉢  
φ27×4.3㎝（20入・陶） 4,850円

メ165-196 萠黄12.0丸皿  
φ36×3㎝（10入・陶） 10,400円
メ165-206 萠黄10.0丸皿  
φ30×2.5㎝（15入・陶） 5,300円

ト165-036 青白磁静流尺二皿  φ36.5×7.3㎝（5入・磁） 22,000円
ト165-046 青白磁静流尺一皿  φ33.5×6.2㎝（8入・磁） 14,000円
ト165-056 青白磁静流尺皿  φ30.6×5.5㎝（12入・磁） 11,000円
ト165-066 青白磁静流9.0皿  φ27×4.7㎝（15入・磁） 5,900円

ホ165-076 クローバー13.0皿  φ40×8.5㎝（8入・磁） 15,000円
ホ165-086 クローバー10.0皿  φ30×5㎝（20入・磁） 4,650円
ホ165-096 クローバー8.0皿  φ24×5㎝（28入・磁） 3,100円
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ル

TOK
IWA 

ORIG
INAL

ワ166-016 すすき野深型尺二皿（ビュッフェスタイル）
φ39×5㎝（磁） 6,000円

ワ166-026 白玉粉引ピンク吹深型尺二皿 
（ビュッフェスタイル）
φ39×5㎝（磁） 6,000円

ワ166-036 白玉粉引内黒刷毛深型尺二皿（ビュッフェスタイル）
φ39×5㎝（磁） 6,000円

ワ166-046 白玉粉引青刷毛渦深型尺二皿 
（ビュッフェスタイル）
φ39×5㎝（磁） 6,000円

テ166-056 万暦尺一皿
φ33.5×6㎝（10入･陶） 21,500円

ホ166-066 刷毛目唐草タタラ大皿
φ33×5㎝（15入･陶） 14,000円

ミ166-076 うさぎ赤唐草尺ニ鉢
36.2×6.8㎝（10入･磁） 10,300円

メ166-086 炭化12.0ひねり大鉢
φ37×10.5㎝（6入･陶）（信楽焼） 16,000円
メ166-096 炭化10.0ひねり大鉢
φ31×8㎝（10入･陶）（信楽焼） 11,800円

メ166-106 黒窯変櫛目10.0台皿
φ30×7.5㎝（5入･陶） 14,000円
メ166-116 黒窯変櫛目8.3台皿
φ25×7.5㎝（10入･陶） 12,900円

メ166-126 古陶13.0変形大皿
40.5×36×6㎝（5入･陶）（信楽焼） 16,000円
メ166-136 古陶12.0変形大皿
35.5×32×5㎝（10入･陶）（信楽焼） 12,500円

ビュッフェの主役は迫力ある大皿 圧倒的な大きさで
このお値打ち価格。
ビュッフェのシーンで
大活躍する大皿です。
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ミ167-016 トリトン尺二深皿  
φ36.7×6.5㎝（10入・磁） 9,800円

ミ167-026 火の国尺二深皿  
φ36.7×6.5㎝（10入・磁） 9,800円

メ167-036 白化粧ぼかし三ッ足大鉢  
φ30×6.5㎝（15入・陶） 7,500円

キ167-046 宴（黒）35㎝大皿  
φ35.8×3.5㎝（10入・磁） 6,800円

キ167-056 宴（白）35㎝大皿  
φ35.8×3.5㎝（10入・磁） 6,800円

ミ167-066 粉引小花尺皿  
φ31.5×5.6㎝（15入・磁） 6,700円

ト167-076 白刷毛土灰釉尺皿  
φ32.3×4.2㎝（12入・陶） 6,500円

メ167-086 灰釉粉引8.5台皿  
φ26×5㎝（10入・陶）（信楽焼） 6,600円

ソ167-096 山水9号皿  
φ27.5×4㎝（有田焼） 5,750円
ソ167-106 山水8号皿  
φ24.5×3㎝（有田焼） 3,850円

ソ167-116 古伊万里竜田川10号皿  φ31×4.8㎝（有田焼） 11,000円
ソ167-126 古伊万里竜田川9号皿  φ27.5×4㎝（有田焼） 7,500円
ソ167-136 古伊万里竜田川8号皿  φ24.5×3㎝（有田焼） 5,000円

ト167-146 黄灰吹櫛目尺皿  φ32.5×5.2㎝（10入・磁） 8,200円
ト167-156 黄灰吹櫛目9.0皿  φ28.5×4.5㎝（15入・磁） 5,400円
ト167-166 黄灰吹櫛目8.0皿  φ25.5×3.2㎝（20入・磁） 3,500円
ト167-176 黄灰吹櫛目7.0皿  φ22.8×3㎝（30入・磁） 2,700円
ト167-186 黄灰吹櫛目6.0皿  φ20.5×2.5㎝（40入・磁） 2,050円

テ167-196 赤楽黒吹10.0皿  φ32.5×4.5㎝（15入・陶） 7,200円
テ167-206 赤楽黒吹8.0皿  φ25.5×3.5㎝（24入・陶） 3,300円
テ167-216 赤楽黒吹7.0皿  φ20.5×3㎝（30入・陶） 2,650円
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ト168-046 黒砂流し尺皿  
φ32×3.8㎝（10入・陶） 8,400円

テ168-126 粉引井桁尺皿  
φ30×4.5㎝（15入・磁） 6,800円

ネ168-136 黒土刷毛目9.5皿  
φ28.3×4.3㎝（20入・磁） 6,600円
ネ168-146 黒土刷毛目7.5皿  
φ22.3×3㎝（30入・磁） 3,100円

ミ168-156 黒伊賀十草尺皿  
φ30.1×4.4㎝（15入・磁） 6,100円

ト168-196 織部雪月花9.0皿  
φ28.5×4.5㎝（15入・陶） 5,800円

ア168-206 織部丸紋丸尺皿  
φ31×4.5㎝（16入・陶） 5,800円

ト168-216 格子吹丸9.0皿  
φ28.5×4.5㎝（10入・陶） 5,600円

ト168-016 翠玉10.0丸皿（リム）  φ31.3×3㎝（10入・磁） 9,200円
ト168-026 翠玉9.0丸皿（リム）  φ27.8×3㎝（15入・磁） 4,800円
ト168-036 翠玉8.0丸皿（リム）  φ25.2×3㎝（20入・磁） 3,650円

ヨ168-056 淡彩ラインリム尺寸皿  φ31.7×3.4㎝（20入・磁） 7,000円
ヨ168-066 淡彩ラインリム9.0寸皿  φ27.8×3.2㎝（20入・磁） 3,500円
ヨ168-076 淡彩ラインリム8.0寸皿  φ25×3㎝（30入・磁） 2,800円

ヨ168-086 手描きあみリム付尺丸皿  φ31.7×3.4㎝（20入・磁） 7,000円
ヨ168-096 手描きあみリム付9.0寸丸皿  φ27.8×3.2㎝（20入・磁） 3,500円
ヨ168-106 手描きあみリム付8.0寸丸皿  φ25×3㎝（30入・磁） 2,800円
ヨ168-116 手描きあみリム付7.0寸丸皿  φ21.6×2.5㎝（40入・磁） 2,000円

ヤ168-166 石目火だすき尺皿  φ31.5×5.8㎝（20入・磁） 6,000円
ヤ168-176 石目火だすき9.0皿  φ27.7×3.5㎝（25入・磁） 4,200円
ヤ168-186 石目火だすき8.0皿  25.2×3.5㎝（30入・磁） 2,350円

ツ168-226 炭化火色9.5皿  φ28×4㎝（10入・陶） 5,400円
ツ168-236 炭化火色8.5皿  φ25×3.5㎝（30入・陶） 3,650円
ツ168-246 炭化火色7.5皿  φ22×3㎝（40入・陶） 2,650円
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イ169-016 粉引高台尺寸皿  
φ30.5×7.5㎝（12入・陶） 7,000円

イ169-026 金彩ぬり分流尺高台皿  
φ29.5×8.8㎝（12入・陶） 5,800円

イ169-036 金彩流尺高台皿  
φ29.5×8.8㎝（12入・陶） 5,800円

テ169-076 織部釉円舞盛皿  
φ28.5×4㎝（30入・陶） 5,500円

テ169-086 藍釉円舞盛皿  
φ28.5×4㎝（30入・陶） 5,500円

ウ169-096 ゴス流し平鉢（大）  
φ25.6×4.8㎝（20入・磁） 5,400円

メ169-106 古信楽9.0丸皿  
φ28.5×4㎝（15入・陶）（信楽焼） 4,650円
メ169-116 古信楽8.0丸皿  
φ25×3.5㎝（25入・陶）（信楽焼） 3,250円

ト169-156 ゴス刷毛変形尺皿  
φ31×4㎝（15入・磁） 4,200円

メ169-166 暁9.0丸皿  
φ27×4㎝（20入・陶）（信楽焼） 4,850円

ミ169-176 フェアリー8.5皿  
φ26.5×3.8㎝（30入・陶） 4,050円

ア169-046 金釉変形10.0皿  φ29.5×5.2㎝（15入・陶） 5,500円
ア169-056 金釉変形8.0皿  φ24×4.7㎝（30入・陶） 3,500円
ア169-066 金釉変形7.0皿  φ21×3.8㎝（40入・陶） 2,500円

イ169-126 粉引三つ足丸9寸皿  φ28×4㎝（20入・陶） 4,300円
イ169-136 粉引三つ足7寸皿  φ22×3.5㎝（40入・陶） 2,150円
イ169-146 粉引三つ足6寸皿  φ19.5×3.5㎝（60入・陶） 1,800円
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ト170-016 黒点紋高台皿 大  
φ27×3.7㎝（10入・磁） 8,500円
ト170-026 黒点紋高台皿 中  
φ21.3×3㎝（20入・磁） 6,200円

ミ170-036 オリベ くし目 半月9寸プレート  
28×25㎝（30入・陶） 5,600円

カ170-046 炭化ネイビーフラットL  
φ25×1.5㎝（24入・陶） 4,600円

メ170-056 炭化タタラ9.0皿  
φ27.5×4㎝（20入・陶）（信楽焼） 5,300円
メ170-066 炭化タタラ7.5皿  
φ22.5×2.5㎝（25入・陶）（信楽焼） 3,550円

ア170-076 若草金彩10.0皿  
28.8×25.7×2.8㎝（10入・磁） 4,950円
ア170-086 若草金彩8.0皿  
24.7×22.5×3㎝（20入・磁） 3,400円

ウ170-096 あめ色平鉢（大）  
φ25.6×4.8㎝（20入・磁） 4,850円

ロ170-106 藍染9.0丸皿  
φ28×8.5㎝（20入・陶） 4,640円

テ170-116 粉引丸紋9.0皿  
φ26.5×3.3㎝（40入・磁） 4,300円

ウ170-126 吹墨菊型8.0高台皿  
φ26.4×5㎝（20入・磁） 4,200円

ミ170-136 織部浪漫丸大盛鉢  
φ30.5×4.7㎝（15入・磁） 3,900円

カ170-146 雫石（しずくいし）9.0皿  
φ27.6×3.6㎝（25入・磁） 3,800円

ミ170-156 岩清水丸大盛鉢  
φ30.5×4.7㎝（15入・磁） 3,750円
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ホ171-016 赤銀彩尺皿  
φ29×4.5㎝（20入・磁） 3,800円

カ171-026 赤備前8.5皿  
26.4×2.4㎝（20入・陶） 3,850円

ロ171-036 唐津椿8.0丸皿  
φ24.7×3.3㎝（30入・陶） 3,760円

ロ171-046 ヒワ釉渕十草9.0丸皿  
φ28.7×2.8㎝（20入・陶） 3,700円

ミ171-056 緑灰釉花形8.5皿  
26.2×2.2㎝（40入・陶） 3,530円
ミ171-066 緑灰釉花形6.5皿  
20.4×2㎝（50入・陶） 2,350円

ミ171-076 紺市松玉渕8.5皿  
φ26×3.5㎝（30入・陶） 3,500円
ミ171-086 紺市松玉渕7.5皿  
φ22.5×2.7㎝（40入・陶） 3,000円

タ171-136 黒備前尺深皿  
φ31×5㎝（10入・磁） 3,300円
タ171-146 黒備前ヒダ8.0深皿  
φ25×5㎝（20入・磁） 1,500円

オ171-156 ネオクラフト 黄瀬戸8.0皿  
φ25.8×3.3㎝（30入・磁） 3,400円
オ171-166 ネオクラフト 黄瀬戸7.5皿  
φ23.4×3㎝（30入・磁） 1,820円

オ171-176 ボルドー8.0天皿  
25×3㎝（20入・陶） 3,270円
オ171-186 ボルドー7.0皿  
22.7×3㎝（40入・陶） 1,800円

キ171-196 銀河三ツ足9.0皿  
26.5×26×2㎝（15入・陶） 3,250円
キ171-206 銀河三ツ足7.0皿  
21.8×21×2.5㎝（30入・陶） 2,450円

ハ171-216 間取赤絵大皿  
φ28.5×5.3㎝（20入・磁） 3,000円

ト171-096 玄潮丸尺皿  φ31.2×4.3㎝（16入・磁） 3,500円
ト171-106 玄潮丸9.0皿  φ28.7×4㎝（20入・磁） 1,500円
ト171-116 玄潮丸8.0寸皿  φ25.6×3.6㎝（30入・磁） 1,100円
ト171-126 玄潮丸7.0寸皿  φ22.7×3.3㎝（40入・磁） 800円
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ア172-016 輝銀鉱25㎝丸皿  
φ25.3×2.5㎝（20入・磁） 3,000円

イ172-026 白白アラブキ28㎝ディナー皿  
φ28×2.2㎝（30入・磁） 3,000円
イ172-036 白白アラブキ22㎝サラダ皿  
φ22×2.2㎝（40入・磁） 1,950円

カ172-046 安南丸8.0皿  
φ24.1×4.2㎝（20入・磁） 2,960円
カ172-056 安南丸7.0皿  
φ22.8×3.7㎝（30入・磁） 1,980円

イ172-066 栗色刷毛目波型大皿  
φ27×4㎝（20入・磁） 2,900円

ヤ172-076 桜志野9.0丸皿  
27.5×3㎝（30入・陶） 2,850円

キ172-086 黒備前丸9.0皿  
φ28×3㎝（20入・陶） 2,800円
キ172-096 黒備前丸7.0皿  
φ20×3㎝（30入・陶） 1,150円

カ172-106 荒引大皿  
φ29×5.4㎝（20入・磁） 2,250円

カ172-146 白波型9.0皿  
27.5×27×3.5㎝（20入・磁） 2,200円

ア172-196 竹林織部30㎝皿  
φ30×4㎝（16入・磁） 2,050円
ア172-206 竹林織部20㎝皿  
φ19.7×2.8㎝（30入・磁） 640円

ア172-216 竹林アメ30㎝皿  
φ30×4㎝（16入・磁） 2,050円
ア172-226 竹林アメ20㎝皿  
φ19.7×2.8㎝（30入・磁） 640円

テ172-156 赤絵三ツ葉尺皿  φ31×2.5㎝（20入・磁） 2,100円
テ172-166 赤絵三ツ葉8.0盛皿  24.5㎝（30入・磁） 1,200円
テ172-176 赤絵三ツ葉7.0皿  21.5㎝（40入・磁） 900円
テ172-186 赤絵三ツ葉5.0皿  16.5㎝（120入・磁） 620円

カ172-116 スーパー青白磁8寸皿  φ23.5×2.5㎝（30入・強） 2,200円
カ172-126 スーパー青白磁7寸皿  φ20.7×2.2㎝（40入・強） 1,800円
カ172-136 スーパー青白磁5寸皿  φ16.2×1.6㎝（100入・強） 1,200円
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ハ173-016 黒水晶荒引大皿  
φ28.5×5.4㎝（20入・磁） 2,050円

ハ173-026 粉引荒引大皿  
φ28.5×5.4㎝（20入・磁） 2,050円

ネ173-036 流木9.0変型皿  
27×26.5×3.8㎝（20入・磁） 1,980円

イ173-046 あかね雲9寸三角皿  
26.7×26.7×3.6㎝（20入・磁） 1,950円
イ173-056 あかね雲6寸三角皿  
20×20×3㎝（40入・磁） 920円

ミ173-066 窯変金彩変形9.0皿  
φ27.8×3.7㎝（30入・磁） 1,700円

タ173-076 黒備前9.0三角皿  
26.7×25×3.8㎝（20入・磁） 1,500円

ハ173-086 白釉8.5皿  
φ25.7×4.5㎝（30入・磁） 1,500円
ハ173-096 白釉7.5皿  
φ23.7×4.4㎝（50入・磁） 930円

キ173-106 粉引ドット8.5皿  
φ26.5×3.5㎝（30入・磁） 1,350円
キ173-116 粉引ドット6.0皿  
φ19.2×3㎝（50入・磁） 660円

ア173-126 刷毛粉引25㎝皿  
φ25×3.5㎝（20入・磁） 1,200円

キ173-136 渕取草花7.5皿  
φ22.8×3.8㎝（40入・磁） 1,100円
キ173-146 渕取草花5.0皿  
φ16.8×2.8㎝（100入・磁） 550円

ハ173-156 粉引釉9.7大皿  
φ29.5×3.2㎝（30入・磁） 1,100円
ハ173-166 粉引釉8.0皿  
φ24×3㎝（50入・磁） 560円

ア173-176 刷毛粉引23㎝盛鉢  
φ23×5㎝（30入・磁） 850円
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カ174-016 白天目麦丸尺皿  φ30.5㎝（15入・陶） 8,500円
カ174-026 白天目麦丸9.0皿  φ27.7㎝（20入・陶） 5,700円
カ174-036 白天目麦丸8.0皿  φ24.5㎝（30入・陶） 3,000円
カ174-046 白天目麦丸7.0皿  φ21.5㎝（40入・陶） 1,950円

ヨ174-056 伊賀織部リム付尺丸皿  φ31.7×3.4㎝（20入・磁） 7,000円
ヨ174-066 伊賀織部リム付9.0寸丸皿  φ27.8×3.2㎝（20入・磁） 3,500円
ヨ174-076 伊賀織部リム付8.0寸丸皿  φ25×3㎝（30入・磁） 2,800円
ヨ174-086 伊賀織部リム付7.0寸丸皿  φ21.6×2.5㎝（40入・磁） 2,000円

ウ174-096 ゴス流しプレート（大）  φ28.2×2㎝（20入・磁） 5,900円
ウ174-106 ゴス流しプレート（中）  φ23.2×1.6㎝（30入・磁） 3,800円
ウ174-116 ゴス流しプレート（小）  φ18.2×1.3㎝（50入・磁） 2,400円

テ174-126 あけ紫三峰9.0皿  φ27.5×4㎝（20入・陶） 5,700円
テ174-136 あけ紫三峰7.5皿  φ23.5×3㎝（30入・陶） 2,700円
テ174-146 あけ紫三峰6.5皿  φ19.5×3㎝（40入・陶） 2,000円
テ174-156 あけ紫三峰5.5皿  φ16.5×2㎝（50入・陶） 1,350円

テ174-166 青地輪花高台8.0皿  24.5×5㎝（20入・強） 5,500円
テ174-176 青地輪花高台7.0皿  22×4.5㎝（30入・強） 2,750円
テ174-186 青地輪花高台6.0皿  18×4㎝（40入・強） 2,200円

ウ174-196 アメ釉プレート（大）  φ28.2×2㎝（20入・磁） 5,300円
ウ174-206 アメ釉プレート（中）  φ23.2×1.6㎝（30入・磁） 3,400円
ウ174-216 アメ釉プレート（小）  φ18.2×1.3㎝（50入・磁） 2,150円

ハ174-226 いぶし黒31㎝丸皿  φ30.8×3.5㎝（20入・磁） 4,700円
ハ174-236 いぶし黒27㎝丸皿  φ27.2×3.4㎝（30入・磁） 2,500円
ハ174-246 いぶし黒25㎝丸皿  φ24.8×2.8㎝（40入・磁） 2,200円
ハ174-256 いぶし黒22.5㎝丸皿  φ22.3×2.7㎝（50入・磁） 1,400円

ウ174-266 蒔絵プレート（L）  28.5×2㎝（20入・磁） 4,200円
ウ174-276 蒔絵プレート（M）  23.5×1.5㎝（30入・磁） 3,100円
ウ174-286 蒔絵プレート（S）  18.5×1.5㎝（50入・磁） 2,000円

テ174-296 粉引乱線9.0皿  φ26.5×3.3㎝（40入・磁） 4,000円
テ174-306 粉引乱線7.0皿  φ22.8×2.6㎝（60入・磁） 2,000円
テ174-316 粉引乱線6.0皿  φ17.5×2.2㎝（80入・磁） 1,350円
テ174-326 粉引乱線5.0皿  φ15.2×2㎝（120入・磁） 1,100円

ミ174-336 ウォーターブルー9.0皿  φ27.5×3㎝（20入・磁） 3,950円
ミ174-346 ウォーターブルー7.5皿  φ23.5×3㎝（30入・磁） 2,900円
ミ174-356 ウォーターブルー6.0皿  φ20×2.3㎝（40入・磁） 2,450円

ハ174-366 吹あそび石目9.0皿  φ27.8×3.6㎝（20入・磁） 3,700円
ハ174-376 吹あそび石目7.0皿  φ22.5×3.5㎝（40入・磁） 1,400円
ハ174-386 吹あそび石目5.0皿  φ16×2.5㎝（100入・磁） 690円

テ174-396 渋谷緑結晶9.0皿  φ26.5×3.3㎝（40入・磁） 3,500円
テ174-406 渋谷緑結晶7.0皿  φ22.8×2.6㎝（60入・磁） 1,350円
テ174-416 渋谷緑結晶6.0皿  φ17.5×2.2㎝（80入・磁） 970円
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イ175-426 せせらぎ8.0皿  
φ25.5×3.4㎝（30入・磁） 1,050円
イ175-436 せせらぎ7.0皿  
φ23.5×3㎝（40入・磁） 770円

ロ175-016 青白釉9.0丸皿  φ28.5×2.6㎝（20入・磁） 3,250円
ロ175-026 青白釉7.0丸皿  φ21.4×2.4㎝（30入・磁） 1,650円
ロ175-036 青白釉6.0丸皿  φ18.3×2.4㎝（90入・磁） 900円
ロ175-046 青白釉丸銘々皿  φ13.2×2㎝（80入・磁） 700円

テ175-056 緑雲金吉祥10.0皿  φ29.7×3.3㎝（20入・磁） 3,150円
テ175-066 緑雲金吉祥8.0皿  φ24.7×3㎝（30入・磁） 1,600円
テ175-076 緑雲金吉祥7.0皿  φ21.6×2.5㎝（40入・磁） 1,300円

テ175-086 青白磁23㎝丸皿  φ23.2×2.6㎝（40入） 2,400円
テ175-096 青白磁21㎝丸皿  φ20.7×2㎝（60入） 1,800円
テ175-106 青白磁19㎝丸皿  φ19×2㎝（80入） 1,700円
テ175-116 青白磁16.5㎝丸皿  φ16.5×1.9㎝（100入） 1,200円

テ175-126 粉引かすり10.0皿  φ29.5×3.3㎝（20入・磁） 2,000円
テ175-136 粉引かすり8.0皿  φ24.4×2.7㎝（30入・磁） 1,100円
テ175-146 粉引かすり7.0皿  φ21.3×2.5㎝（40入・磁） 810円
テ175-156 粉引かすり5.0皿  φ16.3×1.8㎝（120入・磁） 550円

イ175-166 匠織部三角9.0皿  26.6×26.6×3.6㎝（30入・磁） 1,900円
イ175-176 匠織部三角6.0皿  19.6×19.6×2.6㎝（40入・磁） 860円
イ175-186 匠織部三角5.0皿  16×16×2.1㎝（60入・磁） 500円
イ175-196 匠織部三角3.5皿  12×12×2㎝（100入・磁） 390円

テ175-206 金銀ライン夢路7.0平皿  φ21.7×2.5㎝（60入） 1,800円
テ175-216 金銀ライン夢路5.0平皿  φ15.5×2.5㎝（120入） 1,100円
テ175-226 金銀ライン夢路60.平皿  φ19.8×2.5㎝（80入） 1,450円
テ175-236 金銀ライン夢路4.0平皿  φ12.5×2㎝（150入） 950円

イ175-246 クシ墨輪二重9.5皿  φ30×4.2㎝（20入・磁） 1,750円
イ175-256 クシ墨輪二重8.0皿  φ24.9×3.5㎝（30入・磁） 1,100円
イ175-266 クシ墨輪二重6.5皿  φ19.5×3㎝（60入・磁） 630円
イ175-276 クシ墨輪二重4.8皿  φ14.5×2.5㎝（100入・磁） 440円

ツ175-286 黒結晶丸9.7皿  φ29.8×3.4㎝（30入・磁） 1,580円
ツ175-296 黒結晶丸8.0皿  φ25.2×3.2㎝（40入・磁） 680円
ツ175-306 黒結晶丸7.0皿  φ22×2.5㎝（40入・磁） 470円
ツ175-316 黒結晶丸5.0皿  φ16.9×1.8㎝（80入・磁） 330円
ツ175-326 黒結晶丸4.0皿  φ13.4×1.8㎝（100入・磁） 280円

タ175-336 吉祥粉引9.7大皿  φ29.3×3.3㎝（10入・磁） 1,500円
タ175-346 吉祥粉引8.0皿  φ24.2×2.8㎝（20入・磁） 660円
タ175-356 吉祥粉引5.0皿  φ16.5×1.8㎝（60入・磁） 330円

ア175-366 ヴォルテックス28㎝皿  φ27.7×3.3㎝（16入・磁） 1,150円
ア175-376 ヴォルテックス25㎝皿  φ24.8×3.3㎝（30入・磁） 710円
ア175-386 ヴォルテックス21.5㎝皿  φ21.3×2.5㎝（40入・磁） 510円

ハ175-396 ユズクロ天目丸8.0皿  φ25.6×3.2㎝（30入・磁） 1,180円
ハ175-406 ユズクロ天目丸7.0皿  φ22.5×3㎝（40入・磁） 780円
ハ175-416 ユズクロ天目丸6.0皿  φ19.3×2.8㎝（60入・磁） 630円
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テ176-016 グリン花小紋高台12.0皿  31×31×4.5㎝（10入・磁） 23,600円
テ176-026 グリン花小紋高台11.0皿  28×28×4.5㎝（15入・磁） 14,200円
テ176-036 グリン花小紋高台9.5皿  24×24×3.7㎝（20入・磁） 9,000円
テ176-046 グリン花小紋高台7.5皿  21×21×3.2㎝（30入・磁） 6,500円
テ176-056 グリン花小紋高台6.5皿  18×18×3.2㎝（40入・磁） 4,700円
テ176-066 グリン花小紋高台5.5皿  14.8×14.8×3㎝（80入・磁） 3,300円

タ176-076 アークブループリムプレート（LL）  31.3×31.3×3㎝（10入・磁） 5,500円
タ176-086 アークブループリムプレート（L）  24×24×2.7㎝（20入・磁） 3,450円
タ176-096 アークブループリムプレート（M）  18×18×2.3㎝（40入・磁） 1,600円
タ176-106 アークブループリムプレート（S）  10×10×2㎝（100入・磁） 700円

ト176-116 グリーン刷毛目12.0皿  
40×40×5㎝（6入・磁） 12,500円
ト176-126 グレー刷毛目10.0皿  
27×27×4.5㎝（10入・磁） 4,250円

ト176-136 白刷毛目12.0皿  
40×40×5㎝（6入・磁） 12,500円
ト176-146 白刷毛目10.0皿  
27×27×4.5㎝（10入・磁） 4,250円

ミ176-156 備前風正角円彫盛込皿  
27×27×2.8㎝（15入・陶） 7,500円

ウ176-166 墨染プリムプレート（LL）  31.3×3㎝（20入・磁） 6,600円
ウ176-176 墨染プリムプレート（L）  24×2.8㎝（30入・磁） 4,300円
ウ176-186 墨吹染プリムプレート（M）  18×2㎝（40入・磁） 1,850円

ト176-196 翠玉8.5四方皿  26.5×26.5×5㎝（30入・磁） 5,200円
ト176-206 翠玉7.5四方皿  22.5×22.5×4.5㎝（40入・磁） 2,800円
ト176-216 翠玉6.0四方皿  17.5×17.5×3.8㎝（60入・磁） 2,500円
ト176-226 翠玉5.0四方皿  14.5×14.5×3.5㎝（60入・磁） 1,850円

ウ176-236 いぶし黒8.5寸四方皿  27×27×4.8㎝（20入・磁） 4,500円
ウ176-246 いぶし黒7.5寸四方皿  22×22×4.3㎝（30入・磁） 2,350円
ウ176-256 いぶし黒6寸四方皿  17.3×17.3×4.3㎝（40入・磁） 2,200円
ウ176-266 いぶし黒5寸四方皿  14.3×14.6×3.2㎝（60入・磁） 1,500円
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ト177-016 灰釉ヒワ掛け角皿  
29×29×3.8㎝（12入・陶） 6,900円

ホ177-026 織部角盛皿  
30×30×3.5㎝（15入・陶） 6,900円

ア177-036 黒結晶白帯引正角皿  
31×30.8×3㎝（15入・磁） 5,400円

ツ177-046 一珍ラスターヒワ吹9.0折紙皿  
27.5×26.5×4.2㎝（20入・磁） 5,150円

タ177-056 エメラルドグリーン華正角大皿  
26.5×25.4×4㎝（16入・磁） 5,000円
タ177-066 エメラルドグリーン華正角皿  
18×17.5×2.8㎝（20入・磁） 1,300円

ロ177-076 新緑10.0正角皿  
27×4.3㎝（20入・磁） 4,600円
ロ177-086 新緑7.0正角皿  
19×3.5㎝（50入・磁） 1,650円

ホ177-096 刷毛目おりべ尺二角皿  
28.5×28.5×4㎝（20入・磁） 4,350円

ヤ177-106 黒三彩正角大皿  
27.5㎝（20入・磁） 4,000円

ユ177-116 黄瀬戸織部吹長角大皿  
30.5×26.5×5㎝（20入・陶） 3,500円

ハ177-126 吹雪石目9.0正角皿  
27.5×27.5×4.5㎝（20入・磁） 3,500円
ハ177-136 吹雪石目7.0正角皿  
22×22×3.7㎝（30入・磁） 1,600円

ヤ177-146 桜志野正角大皿  
29.5×26×3.6㎝（30入・陶） 3,550円

ト177-156 黒釉正角大盛皿  
31.5×31.5×2㎝（15入・磁） 3,100円
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カ178-016 灰釉明日香正角12.0皿  
25×25×4㎝（15入・陶） 10,000円

ア178-026 まごころ波形尺盛鉢  
24.5×24.5㎝（20入・磁） 5,100円

テ178-036 パール千代紙角皿  
23×23×4㎝（30入・磁） 4,550円

ミ178-046 ラスターピンク正角大皿  
25×25×2㎝（30入・磁） 4,500円
ミ178-056 ラスターピンク正角和皿  
18.2×18.2×2㎝（60入・磁） 2,900円

ミ178-066 ラスターヒワ正角大皿  
25×25×2㎝（30入・磁） 4,500円
ミ178-076 ラスターヒワ正角和皿  
18.2×18.2×2㎝（60入・磁） 2,900円

カ178-086 炭化土金吹四角台皿（大）  
24×24×2.5㎝（15入・磁） 4,300円

ミ178-096 ゴールドリム付27㎝角皿  
27×27×1.5㎝（20入・磁） 4,500円
ミ178-106 ゴールドリム付24㎝角皿  
23.7×23.7×2㎝（30入・磁） 3,800円

ミ178-116 ピンクラスターリム付27㎝角皿  
27×27×1.5㎝（20入・磁） 4,100円
ミ178-126 ピンクラスターリム付24㎝角皿  
23.7×23.7×2㎝（30入・磁） 3,400円

メ178-136 黒窯変刷毛目9.0角皿  
27.5×27.5×3㎝（15入・陶） 4,150円

ア178-146 青磁四方上9.0角鉢  
27×27×6㎝（20入・磁） 4,150円
ア178-156 青磁四方上り前菜皿  
20.4×20.4×4.2㎝（40入・磁） 2,500円

タ178-196 紅柚子天目石肌27㎝正角皿  
27.5×27.5×1.5㎝（10入・磁） 3,300円

ツ178-206 呉須格子長角9.5寸皿  
29.4×25.9×4.4㎝（20入・磁） 3,450円
ツ178-216 呉須格子長角6.5寸皿  
20×19.5×3.4㎝（30入・磁） 2,400円

イ178-226 桜志野 角盛皿  
27.5×27.5×4㎝（20入・磁） 3,800円

ト178-236 スカイ浜付角大皿  
30.5×27×5㎝（12入・磁） 3,550円

カ178-166 金結晶岩肌正角27㎝皿  28×28×1.4㎝（20入・磁） 3,800円
カ178-176 金結晶岩肌正角24㎝皿  24.6×24.6×1.4㎝（30入・磁） 3,300円
カ178-186 金結晶岩肌21㎝皿  21×21×1.4㎝（40入・磁） 2,200円
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メ179-016 黒窯変ボタモチ8.5角皿  
25.5×25.5×3㎝（20入・陶） 3,750円

ト179-026 トワール 銀河正角皿  
25.8×25.8×2㎝（20入・磁） 3,300円

タ179-036 黒屋久島木目大皿  
31.8×26.5×3.5㎝（10入・磁） 3,500円

ア179-046 深海四ツ足24.5㎝角鉢  
24.5×24.5×6㎝（20入・磁） 3,100円

ヨ179-056 穂波大盛鉢  
24.5×24.5×6㎝（24入・陶） 2,900円

ヨ179-066 さざなみ大盛鉢  
24.5×24.5×6㎝（24入・磁） 2,600円

タ179-076 白刷毛八角皿  
27.7×27.6×4㎝（10入・磁） 2,900円

キ179-086 黒楽長角大皿  
32.5×20.5×3㎝（15入・磁） 2,750円

ミ179-096 ヒワ吹正角25㎝陶板皿  
24.7×24.7×2.6㎝（20入・磁） 2,950円

ア179-106 瑠璃角大皿  
25×25×4.8㎝（30入・磁） 2,100円

ミ179-116 萩志野チギリ正角大鉢  
24.5×24.5×4.5㎝（20入・磁） 1,850円

ミ179-126 織部市松9.0正角皿  
23.3×23.3×4.5㎝（20入・磁） 1,800円

ヤ179-166 黒備前金茶吹凛23正角皿  
23.7×2.5㎝（40入・磁） 2,300円
ヤ179-176 黒備前金茶吹凛19正角皿  
19×2.5㎝（60入・磁） 1,550円

ト179-186 スカイ23㎝正角皿  
23×23×4.5㎝（24入・磁） 1,900円
ト179-196 スカイ18㎝正角皿  
18×18×3.5㎝（30入・磁） 900円

ネ179-136 大和扇23㎝正角皿  24×23.5×3.5㎝（10入・磁） 2,530円
ネ179-146 大和扇19㎝正角皿  19.5×19×2.5㎝（30入・磁） 1,550円
ネ179-156 大和扇9㎝角千代口  8.4×8.3×2.3㎝（200入・磁） 530円
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カ180-016 白磁十字浅鉢  
21.5×21.5×4.5㎝（30入・陶） 7,000円

ト180-026 伊賀緑釉正角皿（手造り）  
21.5×21×4㎝（30入・陶） 5,400円

ミ180-036 手造り備前風弓型8.5前菜長角皿  
26.5×16.5×3.8㎝（30入・陶） 4,600円

ミ180-046 手造り備前風角尺皿  
25.4×25×2.6㎝（15入・陶） 5,450円

ト180-056 錆釉ヒワ流し四つ押し8寸皿  
24×24×5.5㎝（20入・磁） 5,000円

メ180-066 黒窯変ボタモチ正角皿  
22×22×2.8㎝（40入・陶） 4,850円

メ180-076 黒窯変クシ目6.8角皿（両面使用可）  
20.5×20.5×3㎝（30入・陶） 4,750円

ミ180-086 備前風 くし目ゲタ足長角盛皿  
26.5×17.5×3.5㎝（25入・陶） 4,980円

ミ180-096 火色 くし目ゲタ足正角盛皿  
19×19×4㎝（25入・陶） 4,600円

ミ180-106 手造り黒土小花正角盛皿  
22.5×22.5×3.7㎝（20入・陶） 4,500円

ミ180-116 織部ソギ長角盛鉢  
28×18×6.7㎝（40入・陶） 4,400円

カ180-126 白マット重ね8.5皿  
24×24×4.3㎝（20入・磁） 4,350円

ワ180-166 鉄ペーパーパレット25㎝角盛皿  
25×25×2.7㎝（20入・磁） 2,550円
ワ180-176 鉄ペーパーパレット19㎝正角皿  
19.3×19.3×2.4㎝（30入・磁） 1,150円

ワ180-186 白斑点パレット25㎝角盛皿  
25×25×2.7㎝（20入・磁） 2,550円
ワ180-196 白斑点パレット19㎝正角皿  
19.3×19.3×2.4㎝（30入・磁） 1,150円

カ180-206 黒マット重ね8.5皿  
24×24×4.3㎝（20入・磁） 4,350円

メ180-136 黒窯変角白掛け分け7.3足付角皿  22×22×3㎝（30入・陶） 5,900円
メ180-146 黒窯変角白掛け分け6.6足付角皿  20×20×3㎝（30入・陶） 4,150円
メ180-156 黒窯変角白掛け分け5.0足付角皿  15×15×3.3㎝（40入・陶） 2,150円

角
中
皿
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メ181-016 あけぼの7.3角皿  
21.7×21.7×5.5㎝（30入・陶） 5,200円
メ181-026 あけぼの6.3角皿  
19×19×3.2㎝（40入・陶） 3,900円

ツ181-036 紅黒炭四ツ曲げ高台皿  
23.5×23.5×3.7㎝（30入・陶） 4,300円

ミ181-046 ピンク吹正角向付  
20.3×20.3×2.5㎝（40入・磁） 4,300円

カ181-056 白磁線刻正角皿  
20.5×20.5×2.5㎝（20入・磁） 4,300円

イ181-066 天目潮騒正角10.0皿  
22.5×22.5×4㎝（30入・磁） 4,200円
イ181-076 天目潮騒正角8.0皿  
18×18×3.4㎝（40入・磁） 3,400円

ホ181-086 黒マットまな板角皿（大）  
23×23×2㎝（26入・磁） 4,100円
ホ181-096 黒マットまな板角皿（小）  
13×13×3㎝（40入・磁） 1,850円

ホ181-136 プラチナライン正角27㎝皿  
26.8×26.8×1.8㎝（20入・磁） 3,850円

ト181-146 金銀赤彩正角8寸皿  
24×24×2㎝（24入・磁） 3,500円

ト181-156 金銀 黒彩正角8寸皿  
24×24×2㎝（24入・磁） 3,500円

カ181-166 手描き京小花波渕角皿  
20.6×20.6×3㎝（15入・強） 3,500円

ホ181-176 紅ラスター四角皿  
21×21×5㎝（40入・磁） 3,400円

ト181-186 角渕サビ盛皿  
24.7×23.2×3㎝（15入・磁） 3,400円

カ181-196 炭化金吹四角台皿（小）  
20.5×20.5×2㎝（25入・磁） 3,300円

ト181-206 ラスター一珍グレー吹正角皿  
21.2×21.2×2.7㎝（20入・磁） 3,300円

イ181-216 匠織部パレット角盛皿  
24.8×24.8×2.8㎝（16入・磁） 3,100円
イ181-226 匠織部パレット正角皿  
19×19×2.1㎝（30入・磁） 1,350円

イ181-236 栗色刷毛目和合皿 大  
24.5×24.5×4.5㎝（20入・磁） 3,100円
イ181-246 栗色刷毛目和合皿 中  
20.5×20.5×3.5㎝（30入・磁） 1,950円

ホ181-256 ミカゲ24㎝正角皿  
24.8×24.8×1.3㎝（20入・磁） 3,000円
ホ181-266 ミカゲ20㎝正角皿  
20.5×20.5×1.3㎝（30入・磁） 2,000円

キ181-276 黒飛ばしラスター青磁正角段付皿  
20.6×20.6×1.5㎝（40入・磁） 3,000円

ミ181-286 間取ふじ四ツ足8.0皿  
20.5×20.5×5.7㎝（30入・陶） 3,000円

テ181-106 間取山水高台7.0皿  21×21×3.2㎝（30入・磁） 3,850円
テ181-116 間取山水高台6.0皿  18×18×3.2㎝（40入・磁） 2,750円
テ181-126 間取山水高台取皿  14.7×14.7×3.2㎝（80入・磁） 2,100円
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カ182-016 強化ビードロガタ彫四角皿  
22.1×20.6×4.4㎝（20入・強） 3,150円

ツ182-026 黒マット線彫正角皿（大）  
19.5×6㎝（20入・磁） 3,100円

ネ182-036 加茂川23㎝正角皿  
23×23×3㎝（20入・磁） 3,000円

ネ182-046 白マット波型23㎝正角皿  
22.7×22.7×3.2㎝（20入・磁） 2,980円

メ182-086 黒窯変刷毛目7.0角皿  
21×21×2㎝（30入・陶） 2,950円
メ182-096 黒窯変刷毛目5.0角皿  
15×15×1.5㎝（50入・陶） 1,800円

ホ182-106 武山角8.0皿  
24×23㎝（30入・磁） 2,900円
ホ182-116 武山角7.0皿  
19×19㎝（40入・磁） 1,450円

キ182-126 銀河四角前菜皿  
19.2×18.5×4.5㎝（40入・陶） 2,900円

ト182-136 ダミ文字市松正角皿  
21×20.7×3.5㎝（30入・磁） 2,800円

タ182-146 エメラルドグリーンスクエア大皿  
23.7×23×3.5㎝（20入・陶） 2,800円

オ182-156 リプル角多用皿（大）  
24×23.5×3.5㎝（30入・磁） 2,720円
オ182-166 リプル角多用皿（中）  
19×19×3㎝（60入・磁） 1,400円

ミ182-176 紅柚子黒帯 正角和皿  
18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 2,550円

タ182-186 新玄グレー粉引24㎝正角皿  
24×24×1.7㎝（20入・磁） 2,600円
タ182-196 新玄グレー粉引19㎝正角皿  
19.2×19.2×2㎝（30入・磁） 1,800円

タ182-206 新玄いぶし黒24㎝正角皿  
24×24×1.7㎝（20入・磁） 2,600円
タ182-216 新玄いぶし黒19㎝正角皿  
19.2×19.2×2㎝（30入・磁） 1,800円

ホ182-226 薄墨青磁21㎝正角皿  
21.4×21.4×1.8㎝（35入・磁） 2,550円
ホ182-236 薄墨青磁15㎝正角皿  
15.3×15.3×1.8㎝（65入・磁） 1,280円

ツ182-246 紅黒炭正角皿（小）  
20.5×20.3×2.5㎝（40入・陶） 2,500円

ホ182-296 ピンク吹23㎝角皿  
23×23×3.8㎝（30入・磁） 2,500円
ホ182-306 ピンク吹19㎝角皿  
19×19×3.5㎝（50入・磁） 1,550円

ア182-316 白釉23㎝正角皿  
23×3.5㎝（30入・磁） 2,500円
ア182-326 白釉19㎝正角皿  
19×3.5㎝（40入・磁） 1,500円

ホ182-336 金茶吹23㎝角皿  
23×23×4㎝（36入・磁） 2,500円
ヤ182-346 金茶吹匠19㎝皿  
18.6×18.8×3.8㎝（50入・磁） 1,500円

ロ182-256 織部菱紋 黄正角深皿 大  21.5×21.5×5.2㎝（30入・陶） 2,700円
ロ182-266 織部菱紋 黄正角深皿 中  16.5×16.5×3.8㎝（60入・陶） 1,580円
ロ182-276 織部菱紋 黄正角深皿 小  12.8×12.8×3.3㎝（80入・陶） 1,150円
ロ182-286 織部菱紋 黄正角深皿 小小  9.3×9.3×2.7㎝（120入・陶） 770円

メ182-056 黒窯変角白掛け分け6.8角皿  20.5×20.5×1.5㎝（30入・陶） 2,950円
メ182-066 黒窯変角白掛け分け5.1角皿  15.5×15.5×1.5㎝（30入・陶） 1,800円
メ182-076 黒窯変角白掛け分け4.3角皿  13×13×1.5㎝（40入・陶） 1,200円
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キ183-016 青白磁角6.5皿  
20.3×20.3×3.4㎝（40入・磁） 2,700円

ミ183-026 粉引赤絵小花正角7.0皿  
22×22×3㎝（40入・磁） 2,500円

オ183-036 焼締新四角ソギ皿  
φ22.2×4.4㎝（40入・磁） 2,450円

ユ183-046 赤絵花正角皿  
22×3㎝（20入・陶） 2,400円

ヤ183-056 新川凛23㎝正角皿  
23×23×4㎝（20入・磁） 2,400円
ヤ183-066 新川凛19㎝正角皿  
19.5×19.5×3㎝（40入・磁） 1,500円

ロ183-076 粉引黒オリベ流し段々大皿  
23.5×23.5×2.8㎝（20入・磁） 2,370円
ロ183-086 粉引黒オリベ流し段々銘々皿  
13.4×13.4×2.3㎝（100入・磁） 690円

カ183-096 金吹黒砂荒ソギ22㎝角皿  
22.7×22.5×2.5㎝（40入・磁） 2,250円

イ183-106 里山織部9.0正角皿  
23.5×23.5×6㎝（20入・磁） 2,200円

タ183-116 桂オリベ極正角皿（大）  
23×23×4.5㎝（20入・磁） 2,200円

ロ183-126 黒市松7.0角鉢  
20.3×20.5×4.2㎝（30入・磁） 2,150円

ロ183-166 蒼空四方皿（大）  
23×23×2.8㎝（40入・陶） 2,070円
ロ183-176 蒼空四方皿（小）  
20×20×2.4㎝（60入・陶） 1,440円

イ183-186 練色荒そぎ7.0角皿  
22×21.5×2.3㎝（30入・磁） 2,050円

ミ183-196 土化粧 正角9.0皿  
23.3×23.3×4.3㎝（30入・磁） 1,950円
ミ183-206 土化粧 正角7.0皿  
18×18×3.5㎝（40入・磁） 1,000円

イ183-216 銀黒回角中皿  
21×18.7×1.8㎝（20入・磁） 1,900円

ト183-226 アカネ23㎝正角皿  
23×23×4.5㎝（24入・磁） 1,900円

ホ183-236 そぎ織部正角8.0皿  
22×22㎝（36入・磁） 1,850円

ネ183-246 渕黒天目四角皿  
22.2×22.2×3.5㎝（20入・磁） 1,850円

ア183-256 乱れ刷毛25.5なで角皿  
25.5×25.5×4㎝（36入・磁） 1,350円

タ183-266 黒刷毛笹舟四角皿  
20×20×3.8㎝（40入・磁） 1,300円

ロ183-136 蒼空角皿（大）  22.3×22.3×2.5㎝（40入・陶） 2,070円
ロ183-146 蒼空角皿（中）  18.2×18.2×2.3㎝（60入・陶） 1,440円
ロ183-156 蒼空角皿（小）  13.2×13.2×1.8㎝（120入・陶） 680円
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キ184-016 炭化土正角7.0皿  
22×21×3㎝（30入・陶） 3,300円

ツ184-026 藍釉 四角皿  
23.5×23.5×3㎝（30入・磁） 3,000円

ミ184-066 アメ釉段付正角皿  
20.3×20.3×1.5㎝（40入・磁） 2,850円

イ184-076 手描タコ唐草正角皿中  
21.8×21.8×3.5㎝（30入・磁） 2,400円
イ184-086 手描タコ唐草正角皿小  
18.5×18.5×3㎝（40入・磁） 1,600円

カ184-096 織部市松コヨリ大皿  
24.4×24.4×2.1㎝（30入・磁） 2,250円

ア184-106 白磁縞織正角皿大  
20.2×20.2×3.5㎝（30入・磁） 2,200円
ア184-116 白磁縞織正角皿中  
18.2×18.2×3㎝（40入・磁） 1,600円

カ184-126 銀彩黒スクウェアー7.0角皿  
21.5×21.5×2.5㎝（25入・磁） 2,000円
カ184-136 銀彩黒スクウェアー5.5皿  
16.5×16.5×2.5㎝（30入・磁） 1,000円

ネ184-146 吹備前9.0寸正角皿  
23.5×23.5×4.5㎝（20入・磁） 1,950円
ネ184-156 吹備前7.0寸正角皿  
18×17.5×3.5㎝（30入・磁） 1,050円

カ184-196 金結晶千段角皿大  
20.6×20.6×4.3㎝（30入・磁） 1,950円
カ184-206 金結晶千段角皿中  
18.5×18.5×3.3㎝（40入・磁） 1,350円

ア184-216 琥珀22㎝スクエアプレート  
22×22×4.5㎝（30入・磁） 1,950円

カ184-226 オルジェ折り紙大  
21.5×21.5×3.5㎝（20入・磁） 1,800円
カ184-236 オルジェ折紙中  
14×14×2.5㎝（50入・磁） 780円

ハ184-246 パレット24㎝スクエアプレート（白）  
24×24×2.5㎝（50入・磁） 1,800円

ホ184-256 茶色ショコ正角7.0皿  
21.5×21.5×2㎝（36入・磁） 1,730円

ネ184-266 白唐津9.0正角皿  
23.3×23.3×4.6㎝（20入・磁） 1,700円

ヨ184-336 ドット白プレートL  
22×22×5㎝（48入・磁） 1,300円
ヨ184-346 ドット白プレートM  
13.5×13.5×2㎝（100入・磁） 620円

ユ184-356 黄瀬戸織部吹手造り正角皿  
21×21×3.5㎝（30入・磁） 1,500円

ロ184-036 青磁スダレ 浜ナシ正角大皿  23.3×23.3×3.3㎝（40入・磁） 2,850円
ロ184-046 青磁スダレ 正角皿  18×18×2.5㎝（50入・磁） 1,190円
ロ184-056 青磁スダレ 正角銘々皿  8×8×2.8㎝（80入・磁） 520円

カ184-166 白クシメ角皿大  21×21×4.3㎝（20入・陶） 1,950円
カ184-176 白クシメ角皿中  18.7×18.7×3.6㎝（30入・陶） 1,450円
カ184-186 白クシメ角皿小  15.3×15.3×3.2㎝（40入・陶） 950円

タ184-276 黒釉7.5正角皿  23×23×3.3㎝（20入・陶） 2,000円
タ184-286 黒釉6.0正角皿  18×18×2.8㎝（30入・陶） 1,000円
タ184-296 黒釉正角銘々皿  13.6×13.6×2.3㎝（60入・陶） 770円

イ184-306 漆黒乱十草7.5正角皿  23×23×4.7㎝（30入・磁） 1,900円
イ184-316 漆黒乱十草5.5正角皿  17.2×17.2×3.5㎝（50入・磁） 770円
イ184-326 漆黒乱十草4.5正角皿  13.5×13.5×3㎝（80入・磁） 500円



185角中皿

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

メ185-016 灰窯変角皿  
23.5×23.5×3㎝（25入・陶）（信楽焼） 3,100円

カ185-026 乾山春秋正角5.5天皿  
17.5×17.5×4㎝（30入・陶） 3,100円

オ185-036 黒織部四辺筋皿  
φ18×2㎝（40入・磁） 2,850円

オ185-046 白天目流し正角天ぷら皿  
19×19㎝（40入・磁） 1,630円

ユ185-056 錆格子塗分正角皿（大）  
20.5×20.5×3.4㎝（30入・磁） 1,650円

キ185-066 黒備前荒彫角皿（大）  
20.3×20.3×3.6㎝（26入・磁） 1,780円
キ185-076 黒備前荒彫角皿（小）  
15.7×15.7×3.4㎝（40入・磁） 1,100円

キ185-086 白マット荒彫角皿（大）  
20.3×20.3×3.6㎝（26入・磁） 1,780円
キ185-096 白マット荒彫角皿（小）  
15.7×15.7×3.4㎝（40入・磁） 1,100円

タ185-106 星雲うず型正角皿  
19×19×2.8㎝（40入・磁） 1,400円

タ185-116 紺斑点うず型正角皿  
19×19×2.8㎝（40入・磁） 1,300円

ト185-126 青白磁市松彫6.0皿  
18.7×18.7×3.7㎝（40入・磁） 1,200円

ミ185-136 織部市松正角和皿  
18×18×3.2㎝（60入・磁） 1,000円

イ185-146 里山織部7.0正角皿  
18×18×3.5㎝（40入・磁） 990円

タ185-156 美濃伊賀正角皿  
18×18×3.2㎝（40入・磁） 1,200円

ミ185-166 彩器行正角和皿  
18.5×18.5×3㎝（60入・磁） 900円

ミ185-176 窯変市松正角和皿  
19×19×3.5㎝（50入・磁） 980円

イ185-186 白釉甲羅正角皿  
19×18.5×3㎝（40入・磁） 990円
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カ186-016 織部椿四方皿  
17×17×4㎝（20入・陶） 6,000円

メ186-026 炭化四角そり皿  
15×15×4㎝（50入・陶）（信楽焼） 4,750円

メ186-036 黒窯変一文字6.3角皿  
19×19×1.5㎝（15入・陶） 3,800円

カ186-046 ジャパネスク正角銘々皿  
15.8×15.8×2.5㎝（20入・陶） 3,700円

ミ186-056 黄釉 四ッ重ね 前菜皿  
20.5×20.5×2.5㎝（40入・磁） 3,550円

キ186-066 ヒワ吹金箔ステージ角皿  
20×20×2.4㎝（40入・磁） 3,500円

オ186-076 ブルー流水正角前菜皿  
18×18×3.3㎝（50入・磁） 3,000円

ホ186-086 カラフル点紋正角皿  
18×18×2.8㎝（45入・磁） 2,980円

ミ186-096 ゴールドリム付18㎝角皿  
17.7×17.7×1.5㎝（40入・磁） 2,900円

ミ186-106 ピンクラスターリム付18㎝角皿  
17.7×17.7×1.5㎝（40入・磁） 2,650円

オ186-116 織部間取りラスター彩正角皿  
18×18×3.1㎝（50入・磁） 2,850円

カ186-126 赤ライン四角皿  
18.1×18.1×1.6㎝（20入・磁） 2,800円

ツ186-136 渕プラチナ 正角皿  
18×17×1.8㎝（30入・磁） 2,650円

ト186-146 市松掘り正角6.0皿  
17.5×17.5×2.2㎝（40入・磁） 2,600円

ミ186-156 ピンク銀彩正角皿  
18×18×2.5㎝（60入・磁） 2,550円

ウ186-166 仁清丸紋四方皿  
16.2×16.2×3.2㎝（40入・強）（美濃焼） 2,480円

ユ186-176 淡雪赤絵 千代折角大皿  
20.5×20.5×2.5㎝（30入・磁） 2,600円
ユ186-186 淡雪赤絵 千代折角小皿  
13×13×3.3㎝（80入・磁） 1,500円

キ186-196 呉須刷毛千代折角皿  
20.8×20.8×2.4㎝（40入・磁） 2,500円
キ186-206 呉須刷毛千代折角小鉢  
13.4×13.4×3.3㎝（100入・磁） 1,280円

キ186-216 ゆず赤結晶黒刷毛千代折角皿  
20.8×20.8×2.4㎝（40入・磁） 2,500円
キ186-226 ゆず赤結晶黒刷毛千代折角小鉢  
13.4×13.4×3.3㎝（100入・磁） 1,280円

ユ186-236 淡雪二色吹 千代折角大皿  
20.5×20.5×2.5㎝（30入・磁） 2,300円
ユ186-246 淡雪二色吹 千代折角小皿  
13×13×3.3㎝（80入・磁） 1,350円
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ウ187-016 乱十草切立四方皿  
14.5×14.5×2.5㎝（40入・強）（美濃焼） 2,350円

ユ187-026 淡雪赤絵 すみ切前菜皿  
18×18×3.3㎝（30入・磁） 2,300円

ミ187-036 剣先正角前菜皿  
18×18×1.6㎝（40入・磁） 2,300円

ツ187-046 黒吹むさしの手彫皿  
18×3.4㎝（40入・磁） 2,250円

ミ187-056 流し十草前菜皿  
17.5×17.5×3㎝（60入・磁） 2,250円

ミ187-066 織部調正角皿  
17×17×3㎝（60入・磁） 2,200円

ユ187-106 淡雪二色吹 すみ切前菜皿  
18×18×3㎝（30入・磁） 2,100円

ミ187-116 暁市松長角鉢  
19×15.5×5㎝（40入・磁） 2,100円

キ187-126 一珍赤釉金線正角前菜皿  
17×17×3.5㎝（40入・磁） 1,900円

キ187-166 一珍白磁プラチナ線正角前菜皿  
17×17×3.5㎝（40入・磁） 1,750円

タ187-176 もえぎ正角6.0皿  
18.7×18.7×2.8㎝（40入・磁） 1,680円

ロ187-186 あかり6.0正角皿  
18×18×2.5㎝（40入・磁） 1,400円
ロ187-196 あかり4.0正角皿  
12.5×12.5×2㎝（60入・磁） 650円

カ187-206 織部市松コヨリ正角皿  
16.4×16.4×1.7㎝（60入・磁） 1,350円
カ187-216 織部市松コヨリ取皿  
12.1×12.1×1.7㎝（60入・磁） 650円

ヤ187-226 森の湖ちぎり皿  
20.5×16.7×2㎝（50入・磁） 1,260円

キ187-236 黒備前正角中皿  
17.2×17.2×2㎝（40入・陶） 1,150円

カ187-246 南蛮5.5正角盛皿  
16.5×16.5×3.3㎝（30入・磁） 1,100円

カ187-256 アジアン織部角皿  
16.3×16.3×2.1㎝（40入・磁） 800円

ハ187-266 志野サビ刷毛正角5.5皿  
17.3×17.3㎝（50入・磁） 730円
ハ187-276 志野サビ刷毛正角4.5皿  
13.7×13.7㎝（80入・磁） 440円

ウ187-076 蒔絵スクエアプレート（L）  18×2㎝（20入・磁） 2,000円
ウ187-086 蒔絵スクエアプレート（M）  13.5×2㎝（40入・磁） 1,350円
ウ187-096 蒔絵スクエアプレート（S）  9.5×1.5㎝（60入・磁） 920円

ヤ187-136 白菊17㎝四角皿  17.5×17.5×2.6㎝（40入・磁） 1,800円
ヤ187-146 白菊15.5㎝四角皿  15.7×15.7×2.2㎝（60入・磁） 1,500円
ヤ187-156 白菊13.5㎝四角皿  13.5×13.5×2㎝（150入・磁） 1,200円



ツ188-016 琥珀楕円尺皿  
31×14.5×2.6㎝（30入・陶） 4,500円

メ188-026 炭化ボタモチ9.6楕円皿  
29×20×5㎝（25入・陶） 4,500円

ツ188-036 トルコ楕円尺皿  
31×14.5×2.6㎝（30入・陶） 4,500円

オ188-046 織部十草花型楕円浅鉢  
27×16.4×4.5（30入・磁） 3,820円

オ188-056 赤絵緑格子花型楕円皿  
26.5×16.1×4.5㎝（30入・磁） 3,550円

ミ188-066 雨音楕円皿  
27×16×4.8㎝（60入・磁） 3,050円

ミ188-076 織部金タタキうずダ円大皿  
38×12.8×3.5㎝（40入・磁） 3,650円

オ188-086 罫書紅梅舟形尺1皿  
33×18×3.2㎝（30入・陶） 3,450円

ロ188-096 ぬくもり舟型鉢  
33×14.7×3.9㎝（40入・磁） 3,300円

ロ188-106 ラスター花散らし変型楕円鉢（ブルー）  
26×18×7㎝（20入・強） 3,320円

ロ188-116 うすみどり 9寸楕円皿  
26.5×20×3.8㎝（20入・磁） 2,970円

ロ188-126 志野 9寸楕円皿  
26.5×20×3.8㎝（20入・磁） 2,970円

ホ188-136 グリーン吹変型盛皿  
29.5×21.5×5㎝（26入・磁） 2,750円

ロ188-186 藍十草小判型9.0皿  
26.8×18×2.1㎝（30入・磁） 2,700円
ロ188-196 藍十草小判型深口8.0皿  
23.6×17.3×3㎝（40入・磁） 2,250円

タ188-146 粉引楕円大皿  30.4×25.4×4.5㎝（20入・磁） 2,700円
タ188-156 粉引楕円中皿  25.5×21×4㎝（30入・磁） 1,660円
タ188-166 粉引楕円小皿  18.5×15.5×3.5㎝（60入・磁） 750円
タ188-176 粉引楕円ミニ小皿  14.5×12×2.5㎝（100入・磁） 560円
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ミ189-016 桜木コバルト三つ足楕円鉢  
23.5×17.8×4.2㎝（50入・磁） 2,680円

ネ189-026 かごクラフト 27楕円皿 飴釉  
27×19.3×2.6㎝（磁） 2,650円

ツ189-036 色彩一珍ダ円皿  
31.5×17.5×4㎝（20入・磁） 2,500円

ホ189-046 グリーン吹天目木の葉大皿  
29×21×2.5㎝（24入・磁） 2,500円

ネ189-056 白釉砂目三角大皿  
25×25×3.5㎝（30入・磁） 2,350円

ネ189-066 白釉オーバルデイッシュ大  
33×17×5.5㎝（20入・磁） 2,300円
ネ189-076 白釉オーバルデイッシュ中  
23×12.5×3㎝（40入・磁） 1,050円

ロ189-086 オフケ白ライン9.0小判皿  
27.3×20.3×2.3㎝（30入・磁） 2,300円
ロ189-096 オフケ白ライン6.0小判皿  
17.8×13.4×2㎝（60入・磁） 970円

ヤ189-106 赤楽楕円25.5㎝中皿  
22.5×21.5×3.5㎝（40入・磁） 2,100円

ミ189-116 手書きぶどう盛皿  
27.5×20.3×4.7㎝（40入・磁） 2,050円

タ189-126 黒備前荒そぎ盛込皿  
36×13.5×4㎝（20入・陶） 1,900円

ト189-136 アカネ木の葉長皿  
37×16.5×3㎝（12入・磁） 1,850円

ミ189-146 風流変り長皿  
37×17×3㎝（40入・磁） 1,750円

イ189-156 あかね雲楕円浅鉢大  
29×22.5×5㎝（20入・磁） 1,800円

ミ189-166 黒備前楕円盛皿  
28.5×21.8×2.5㎝（40入・磁） 1,400円

カ189-176 新淡雪しずく大皿  
32.5×16×4.2㎝（30入・磁） 1,300円
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ア190-016 緑線楕円盛鉢  
28.3×15×6.3㎝（20入・陶） 3,600円

ヤ190-026 織部山茶花長角皿（大）  
33.5×14.5×4㎝（20入・磁） 3,650円

ツ190-036 白刷毛唐津石目長皿（大）  
33.5×14.5×4.5㎝（20入・磁） 3,400円

カ190-046 雫石長楕円皿（大）  
33.5×14.6×4㎝（10入・磁） 3,200円

カ190-056 金彩手造り楕円長鉢  
39.4×15.8×5.7㎝（20入・磁） 2,700円

イ190-066 和三彩手造楕円長鉢大  
39.5×15.5×6㎝（20入・磁） 2,500円
イ190-076 和三彩手造楕円長鉢小  
28.8×12.3×5㎝（24入・磁） 950円

ヤ190-086 藍染スカイブルー手造り楕円長鉢（大）  
39.5×15×5㎝（20入・磁） 2,300円
ヤ190-096 藍染スカイブルー手造り楕円長鉢（小）  
29×12×4.5㎝（30入・磁） 1,000円

オ190-106 罫書紅梅変形9.0盛皿  
29.5×14.4×4.3㎝（24入・陶） 2,200円

キ190-116 黒備前舟型盛鉢  
33×4.5×4㎝（20入・陶） 2,000円
キ190-126 黒備前舟型小鉢  
22×10×3.5㎝（40入・陶） 780円

オ190-136 モダン十草9.0長盛皿  
29.4×14.1×5.1㎝（36入・磁）（美濃焼） 2,000円

ホ190-146 トルコ舟型盛鉢  
33×14×5㎝（30入・陶） 1,900円

ア190-156 織部流し四ツ足尺皿  
31.5×13×5㎝（40入・磁） 1,900円

ホ190-166 黒けがき9.0長盛鉢  
29×14×5㎝（40入・磁） 1,850円

タ190-176 黒備前長盛皿  
33×13.5×5㎝（20入・磁） 1,600円

タ190-186 粉引長小判鉢  
31.5×15×4.5㎝（30入・磁） 1,600円
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ロ191-016 伊賀織部筋10.0多用皿  
30×17.2×3.5㎝（20入・強） 2,760円

ア191-026 ゴス青白楕円皿  
31×12.5×3.5㎝（20入・陶） 2,350円

オ191-036 タコ唐草楕円長皿  
32×15×3㎝（50入・陶） 2,210円

タ191-046 紅楕円長皿  
31.8×14.7×2.8㎝（30入・陶） 1,900円

オ191-056 リプルパーティー長皿  
32×14.5×3㎝（40入・磁） 1,880円

オ191-066 武山パーティー長皿  
32×14.5×3㎝（40入・磁） 1,880円

ネ191-076 伊賀化粧花型長皿  
30×15×3.2㎝（30入・磁） 1,650円

ト191-086 南蛮舟型サンマ皿  
34.5×13.3×2.8㎝（24入・磁） 1,650円

ヤ191-096 清流長小判鉢  
31.7×15×4.5㎝（25入・磁） 1,550円

イ191-106 あかね雲楕円鉢  
32.7×12.7×4.5㎝（20入・磁） 1,450円

タ191-116 黒屋久島木目焼物皿  
30.5×14.5×2.4㎝（20入・磁） 1,500円

タ191-126 淡青モア長皿大  
32.2×13.3×2.2㎝（20入・陶） 1,200円
タ191-136 淡青モア長皿中  
21×11.2×1.8㎝（30入・陶） 700円

ヤ191-146 みやま三つ足盛皿  
28×13.5×5㎝（40入・磁） 1,000円

ホ191-156 月光長皿（大）  
28.5×12.9×2.8㎝（40入・磁） 1,000円

ア191-166 粉引小判型長皿  
28.5×13.2×2.8㎝（40入・磁） 1,000円
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ネ192-016 備前マルチプレート（大）  
27.2×18.1×3.4㎝（20入・磁） 2,350円

ツ192-026 白マット織部流し大皿  
27×20.5×4㎝（20入・磁） 2,100円

ロ192-036 織部櫛目楕円8.0鉢  
24.5×19×3.5㎝（40入・陶） 2,300円

ヨ192-046 能登 5.5平鉢  
22×18.2×5㎝（40入・磁） 1,800円

ヨ192-056 黒織部 5.5平鉢  
22×18.2×5㎝（40入・磁） 1,700円

ネ192-066 白唐津小判皿大  
26.2×22.2×2.5㎝（30入・磁） 1,700円
ネ192-076 白唐津小判皿中  
21.5×17.5×1.7㎝（40入・磁） 1,050円

ロ192-086 新緑8.5小判皿  
26×17.8㎝（60入・磁） 1,650円
ロ192-096 新緑7.0小判皿  
22×15㎝（70入・磁） 1,430円

ロ192-106 やよい楕円深皿  
25×14.5×4㎝（50入・陶） 1,580円

カ192-116 雫石小判皿  
22.2×16.3×3.8㎝（20入・磁） 1,500円

ア192-126 黒釉だ円盛皿  
22.8×19.3×5.6㎝（30入・磁） 1,450円

ロ192-136 手造り風志野楕円多用皿  
24.8×16.4×4㎝（40入・陶） 1,400円

ハ192-146 吹雪石目小判皿大  
22.3×16.5×4㎝（20入・磁） 1,400円
ハ192-156 吹雪石目小判皿中  
16×11.7×3㎝（40入・磁） 880円

オ192-166 ヒスイ天目小判皿（大）  
20×14×3.5㎝（60入・磁） 1,380円
オ192-176 ヒスイ天目小判皿（中）  
16.8×11.5×3㎝（80入・磁） 800円

オ192-186 桜志野タタラ皿  
21.1×17.2×2.3㎝（40入・磁） 1,360円

タ192-196 濃刷毛石目22㎝楕円皿  
22.4×16.3×4㎝（40入・磁） 1,180円
タ192-206 濃刷毛石目15.5㎝楕円皿  
16×11.5×3.2㎝（60入・磁） 630円

ネ192-216 錆ウズ22㎝楕円皿  
22×16.5×4㎝（30入・磁） 1,150円

イ192-226 渕サビ小判長皿  
25.5×14.5×4.2㎝（40入・陶） 1,100円

ア192-236 黒釉オーバル皿  
27.7×15.7×4.5㎝（30入・磁） 1,100円

192

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

楕円皿



タ193-056 白灰流焼物皿  
28.6×13.2×3㎝（40入・陶） 1,480円

ヤ193-076 青白磁リーフ長皿  
27.5×12×2㎝（40入・磁） 1,200円

ト193-086 うのふ流し笹型多用皿  
30.5×12.5×3㎝（24入・磁） 1,050円

ア193-116 金彩オーバル24皿  
23.8×16×3.2㎝（60入・陶） 1,050円
ア193-126 金彩オーバル17皿  
17×11.7×3㎝（100入・陶） 600円

ミ193-136 黒備前縄目楕円皿  
24×19.5×3.5㎝（60入・磁） 900円

オ193-156 銀河フェスタ皿（小）  
29.1×11.4×4.3㎝（60入・磁） 1,000円

オ193-166 粉引刷毛目フェスタ皿（小）  
29.1×11.4×4.3㎝（60入・磁） 1,000円

ア193-186 瑠璃オーバルトレー  
32.3×11×2.4㎝（40入・磁） 850円

ヤ193-196 みやまトレー皿  
30.5×10×3.3㎝（40入・磁） 830円

タ193-016 織部流フェスタ皿  
34.3×11×1.7㎝（30入・陶） 1,700円

ツ193-066 ゴス吹楕円皿  
26×13×3.2㎝（30入・陶） 1,450円

ヤ193-096 月光黒備前23㎝長丸皿  
23×15.4×3㎝（40入・磁） 1,200円
ヤ193-106 月光黒備前12㎝長丸皿  
11.8×8.7×2.3㎝（100入・磁） 540円

ト193-146 スカイ櫛目長皿  
33.5×10×2.5㎝（30入・磁） 950円

ト193-176 黒吹まゆ型  
25.3×13.8×4.5㎝（30入・磁） 880円

ミ193-206 白唐津雲型皿  
22×17×3.2㎝（80入・磁） 780円

ミ193-216 藍染舟形長皿  
33.3×10.5×4㎝（60入・磁） 650円

ミ193-226 白マット舟形長皿  
33.3×10.5×4㎝（60入・磁） 650円

オ193-026 ボルドー三足（大）  26×12.5×4.2㎝（30入・陶） 1,540円
オ193-036 ボルドー三足（中）  18×9.5×4㎝（60入・陶） 1,150円
オ193-046 ボルドー三足（小）  13.2×7.2×2.6㎝（80入・陶） 780円
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変
形

　
中
皿 ツ194-016 あら黒 ロックプレート（大）  

30×28×4㎝（20入・磁） 5,500円

カ194-026 志野織部草花大向付  
26×19×4.5㎝（20入・陶） 4,000円

オ194-036 屏風七宝赤絵前菜盛皿  
26.8×18.4×4.3㎝（24入・磁）（美濃焼） 4,750円

オ194-046 紫釉岩肌ペルシャ紋前菜皿  
26.8×18.4×4.3㎝（24入・磁）（美濃焼） 4,200円

ミ194-056 湖水屏風型前菜皿  
27×18.5×4㎝（20入・磁） 3,450円

オ194-096 赤絵花ちらしちぎり和皿  
29.5×18.8×5㎝（20入・陶） 4,100円

カ194-106 焼締灰釉流し片上り8.5寸皿  
26.3×25×7.8㎝（15入・陶） 4,100円

ミ194-116 銀彩二色吹き三日月前菜  
32.5×12×2.7㎝（30入・磁） 4,100円

ミ194-126 三彩五品盛正角皿  
22.5×22.5×4.3㎝（40入・磁） 4,000円

ツ194-136 織部細十草10.0盛皿  
30×15×7.3㎝（20入・陶） 3,800円

ミ194-066 手造り粉引朱巻パスタ皿  26×2.4㎝（30入・陶） 4,200円
ミ194-076 手造り粉引朱巻和皿  20×2.2㎝（60入・陶） 2,450円
ミ194-086 手造り粉引朱巻フルーツ皿  16×2.2㎝（100入・陶） 1,800円
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ミ195-016 ピンク吹銀彩80皿  
φ24.5×2.9㎝（40入・磁） 3,800円

ミ195-026 灰釉耳付長大皿  
30.8×17.3×1.5㎝（30入・磁） 3,700円

ト195-036 サビ釉ヒワ流スジ彫変形盛皿  
26.5×24×7.5㎝（12入・磁） 3,600円

ト195-046 緑釉木の葉尺二皿  
35×18×8㎝（20入・磁） 3,500円

ミ195-056 朱巻内白八寸皿  
φ24.6×2.9㎝（30入・磁） 3,500円

ミ195-066 灰釉流角8.0皿  
26.2×20×6㎝（40入・磁） 3,450円

ア195-076 若草金彩8.0皿  
24.7×22.5×3㎝（20入・磁） 3,400円
ア195-086 若草金彩7.0皿  
22.5×20.3×3㎝（40入・磁） 2,650円

ミ195-096 雨音80前菜皿  
φ24.8×3㎝（40入・磁） 3,250円

オ195-106 黒潮三角尺長皿  
33×18.5×3.5㎝（30入・磁） 3,100円
オ195-116 黒潮三角7.0長皿  
25.3×14×3㎝（40入・磁） 1,700円

ミ195-126 織部間道縞手付尺2皿  
35.5×18.5×3.7㎝（20入・陶） 3,000円

イ195-136 栗色刷毛目塗り壁パスタ皿  
φ26.5×3㎝（30入・磁） 3,000円

ミ195-146 赤絵瓢五角 盛皿  
23.5×23.5×4.5㎝（40入・磁） 2,650円

ミ195-156 金結晶変形五角皿  
25×24×3.2㎝（30入・磁） 2,600円

ミ195-196 紅柚子五角唐草 盛皿  
23.5×23.5×4.5㎝（40入・磁） 2,180円

ツ195-166 荒黒ちぎり8.0盛皿  24×17.5×5.5㎝（20入・磁） 2,000円
ツ195-176 荒黒ちぎり5.5盛皿  17.5×14.6×4㎝（40入・磁） 1,400円
ツ195-186 荒黒ちぎり4.0盛皿  13.5×12.8×3㎝（50入・磁） 1,150円
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ミ196-016 粉引刷毛目丸高台三ツ足皿  
21×4㎝（30入・陶） 4,300円

ミ196-026 ラスタープラチナ段付変形皿  
19×18×4㎝（40入・磁） 4,150円

ミ196-036 フェアリー三角7.5皿  
22.5×21×2.9㎝（40入・陶） 3,950円

カ196-046 紅柚子天目輪花7.0皿  
φ22.3×5.8㎝（30入・磁） 3,600円

ミ196-056 色絵雫両上がりリム付8寸皿  
24×23.5×4.7㎝（30入・磁） 3,800円

オ196-066 ブルー折り紙前菜皿  
23.2×16.8×8.3㎝（30入・磁） 3,600円

ミ196-076 ヒワラスター折紙前菜皿  
22.5×16.8×8㎝（40入・磁） 3,400円

イ196-086 桜志野輪花8.0皿  
φ24×3㎝（30入・磁） 3,400円
イ196-096 桜志野輪花7.0皿  
φ21.4×2.7㎝（40入・磁） 2,800円

ミ196-106 織部ソギ7.5和皿  
φ23.3×2.2㎝（30入・陶） 3,350円

ミ196-116 手造り黒織部玉渕7.0皿  
φ21.9×2.8㎝（30入・陶） 3,450円

ミ196-126 金流水変形前菜皿  
22.5×20.5×2.5㎝（40入・磁） 3,350円

ミ196-136 染錦春日段付8.0皿  
φ24.3×3㎝（36入・磁） 3,100円

ミ196-146 火色透かし変形焼物（大）（手造り）  
22×15.5×4㎝（40入・陶） 3,250円

オ196-156 粉引櫛目六角大皿  
24×4.8㎝（30入・陶） 3,250円

ミ196-166 夢楽変形前菜皿  
22.5×20.5×2.5㎝（40入・磁） 3,100円

ト196-176 鼠志野カブ平鉢  
20.8×20.2×6.2㎝（20入・陶） 3,250円

ツ196-186 カイラギ三ツ足扇皿  
26.5×14.5×8㎝（20入・陶） 3,100円

ネ196-196 備前三角皿（大）  
23.5×23.5×4㎝（30入・磁） 3,100円

ト196-206 織部流し7.0半月皿  
21×18×2.5㎝（24入・陶） 2,900円

ト196-216 炭火土いぶし陶片9寸皿  
31×16×6.5㎝（24入・磁） 2,900円
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ミ197-016 寄せ木交趾グリーン和皿  
20×17.8×4.5㎝（40入・磁） 2,700円

ミ197-026 灰釉流し鍵型前菜皿  
21×19.5×3.5㎝（40入・磁） 2,700円

ミ197-036 小花三ッ山重ね皿  
φ20×4.5㎝（50入・磁） 2,700円

ツ197-046 粉引拭取り変形9.0皿  
27×16.5×5㎝（20入・陶） 2,650円

ホ197-056 信楽織部7.0皿  
23×3.5㎝（26入・磁） 2,500円

イ197-066 黒吹 両切長盛鉢  
25.6×18×5㎝（40入・磁） 2,400円

イ197-076 桜志野両切長盛鉢  
25.6×18×5㎝（40入・磁） 2,400円

ツ197-086 緑釉黄流し六兵衛7.0皿  
21.5×20.2×4.5㎝（20入・陶） 2,300円

ミ197-096 湖水青白菱紋透し前菜皿  
26×15.5×3.3㎝（40入・磁） 2,250円

ミ197-106 伊賀ビードロ丸紋八角7.5皿  
22×23.5×3.4㎝（40入・陶） 2,250円

ト197-116 仕切スジ入り正角盛皿  
20.5×20.5×1.6㎝（40入・磁） 2,150円

ミ197-126 ピンク吹白ドットたわみ皿  
22.5×18×2.7㎝（50入・磁） 2,100円

ロ197-136 塗分三角盛皿  
22.5×22.5×2.2㎝（40入・磁） 2,060円

ツ197-146 花型ヒワ釉深皿  
23×5.5㎝（30入・磁） 2,000円

オ197-156 ボルドーパスタ皿8.0  
25×22×3㎝（30入・陶） 1,800円
オ197-166 ボルドーパスタ皿5.0  
18×14.7×2.6㎝（80入・陶） 1,020円

ネ197-176 不動荒磯焼物皿  
27×17×3㎝（40入・磁） 1,550円

ロ197-186 ぬくもり半月7.0皿  
21×20㎝（60入・磁） 1,520円
ロ197-196 ぬくもり半月5.0皿  
14.6×14㎝（100入・磁） 780円

タ197-206 淡青モアパスタ皿  
25.7×24×4.3㎝（20入・陶） 1,500円

ヤ197-216 青白磁リーフ大皿  
24.5×19.6×2.7㎝（40入・磁） 1,400円

ヤ197-226 藍染スカイブルー三角皿（大）  
22.5×3.7㎝（40入・磁） 1,300円
ヤ197-236 藍染スカイブルー三角皿（小）  
14×2.5㎝（60入・磁） 630円
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カ198-016 粉引花鳥楕円皿  
19.2×16.2×3.5㎝（40入・陶） 6,000円

ミ198-026 グリン金タタキ7.0切立丸皿  
φ21×2.6㎝（40入・強） 4,100円

メ198-036 黒窯変掛け分け5.7足付丸皿  
φ17.2×3㎝（30入・陶） 3,550円

ミ198-046 桜吹雪前菜皿  
21.5×20.5×2.7㎝（50入・磁） 3,580円

ミ198-056 ピンク一珍帽子型和皿  
21.3×3.2㎝（40入・磁） 3,500円

ミ198-066 ラスターヒワ筋和皿  
21.3×3.2㎝（40入・磁） 3,500円

ミ198-076 ラスターピンク芦ハット型前菜皿  
φ21×4.5㎝（40入・磁） 3,100円

ミ198-086 金カスリ和皿  
21×3㎝（50入・磁） 2,950円
ミ198-096 金カスリフルーツ皿  
15.5×2.8㎝（100入・磁） 2,380円

ミ198-106 ピンク吹一珍ラスター変形皿  
24×19×3.5㎝（50入・磁） 2,950円

ミ198-116 織部楕円型波彫和皿  
20.5×17.5×2.2㎝（50入・陶） 2,880円

ミ198-126 ヒワ吹前菜皿  
21.5×20.5×2.7㎝（50入・磁） 2,850円

ミ198-136 備前風 くし目半月6.5寸プレート  
20×17㎝（50入・陶） 2,800円

テ198-146 粉引櫛目六角皿  
19.5×17.5×4.5㎝（30入・陶） 2,750円

ミ198-156 ピンクボカシラスター和皿  
19.5×2.5㎝（40入・磁） 2,700円

ミ198-166 パールレッド長皿  
24×13.3×2.5㎝（50入・磁） 2,680円

ミ198-176 銀彩白吹六角皿  
22×19.7×2.8㎝（40入・磁） 2,580円

ア198-186 南蛮半月前菜皿  
26×13.6×2.8㎝（40入・陶） 2,400円

オ198-196 タコ唐草波型7.5皿  
φ23×4.7㎝（40入・陶） 2,400円

オ198-206 赤絵四ツ切皿  
17.8×17.8×3㎝（60入・磁） 2,280円

ミ198-216 ピンク白吹満月7寸皿  
φ20.3×3㎝（30入・磁） 2,250円
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キ199-016 黒飛ばしラスター赤釉筋彫正角皿  
18×16.8×2.2㎝（40入・磁） 2,200円

キ199-026 渕ラスター弓型皿  
18×15.4×4㎝（40入・磁） 2,200円

ミ199-036 淡雪三色吹 正角前菜皿  
18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 2,180円

カ199-046 強化白釉ちぎり6.5寸皿  
20×16.5×3.5㎝（30入・強） 2,050円

ア199-056 窯彩なで角20㎝浅鉢  
20.2×20.2×4.6㎝（30入・磁） 2,000円

ツ199-066 マリンブルー三ツ足前菜皿  
23×19.5×5.5㎝（30入・陶） 2,000円

カ199-076 つわぶき23㎝中皿  
22.7×18.7×2.7㎝（25入・磁） 2,000円

タ199-086 もえぎ砂目三ツ足前菜皿  
22×21×4.3㎝（30入・磁） 1,900円

イ199-096 備前風二連プレート（大）  
27×16.5×2.8㎝（40入・磁） 1,900円

ミ199-106 炭化土変形五角6寸皿  
18.5×18×3.4㎝（50入・陶） 1,600円

タ199-116 白刷毛花小判皿（大）  
24.2×16.7×3.5㎝（40入・磁） 1,500円

ミ199-126 彩器行木の葉パスタ皿  
26×18.5×3.5㎝（50入・磁） 1,280円

タ199-136 金彩すすきちぎり前菜皿  
21.4×15.2×4㎝（30入・磁） 1,200円

タ199-146 朝なぎちぎり前菜皿  
21.4×15.2×4㎝（30入・磁） 1,100円

ツ199-156 渕サビ巻粉引荒瀬前菜皿  
21×17×4㎝（30入・磁） 1,100円

ヨ199-166 湖畔前菜皿  
21×17×4㎝（60入・磁） 1,000円

ヨ199-176 均窯十草 平皿  
18×15.7×5.5㎝（60入・陶） 1,100円

イ199-186 青磁桔梗型和皿  
φ21×4.5㎝（40入・磁） 990円

イ199-196 南蛮志野楕円6.0皿  
18.5×15×3.3㎝（80入・磁） 930円

ネ199-206 渕錆粉引渕十草 8吋スープ  
φ21.2×4.3㎝（40入・磁） 620円
ネ199-216 渕錆粉引渕十草 5.0鉢  
φ17.3×4㎝（80入・磁） 480円
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ミ200-016 織部山草花8.0丸皿  
φ2.5×2.5㎝（30入・陶） 5,400円
ミ200-026 織部山草花6.5丸皿  
φ19.5×2.5㎝（40入・陶） 3,600円

ミ200-036 織部 スカシ 8.0皿  
φ24.7×2.8㎝（30入・陶） 5,200円

オ200-046 潮騒鳴門 8.0皿  
φ25.3×2.7㎝（30入・磁）（美濃焼） 4,600円

ネ200-056 黒吹高台8.0皿  
φ25×3㎝（20入・陶） 4,500円

ト200-066 サビ織部格子8.0和皿  
φ24.8×3㎝（24入・陶） 4,500円
ト200-076 サビ織部格子7.0和皿  
φ19.7×2㎝（30入・陶） 3,500円

ミ200-086 夢楽90丸皿  
φ26.8×3.7㎝（30入・磁） 4,500円

ミ200-096 花銀彩リム付26㎝皿  
φ26.5×3.5㎝（30入・磁） 4,400円

ミ200-106 金彩草花彫入80皿  
φ24.6×2.8㎝（40入・磁） 4,300円

ミ200-116 夢楽彫入80皿  
φ24.6×2.8㎝（40入・磁） 4,300円

ミ200-126 乱線 黒釉 9.0皿  
φ27×1.8㎝（20入・磁） 4,300円

ホ200-136 こころ青白磁8.0板皿  
24.3×2.6㎝（24入・磁） 4,200円
ホ200-146 こころ青白磁6.5板皿  
19.6×2.3㎝（32入・磁） 2,400円

テ200-156 黒土白刷毛8.0皿  
φ25.5㎝（24入・陶） 4,150円
テ200-166 黒土白刷毛7.0皿  
φ21㎝（30入・陶） 3,250円

ミ200-176 ピンクラスター27㎝丸皿  
26.9×1.8㎝（20入・磁） 4,100円

ネ200-186 黒いぶし三ツ足7.5皿  
23×4.8㎝（30入・陶） 4,000円
ネ200-196 黒いぶし三ツ足6.5皿  
21×3.2㎝（30入・陶） 2,650円

ミ200-206 吹墨カニ絵8.0皿  
φ25.5×2㎝（30入・陶） 3,600円
ミ200-216 吹墨カニ絵6.5皿  
φ20.6×1.8㎝（50入・陶） 2,500円
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ミ201-016 乱線 呉須 9.0皿  
φ27×1.8㎝（20入・磁） 3,650円

ユ201-026 黄釉花三島リム7.0皿  
φ20.5×2.5㎝（30入・陶） 3,600円

ミ201-036 備前風高台7.0皿  
φ21.8×4.2㎝（30入・陶） 3,450円

ミ201-046 ピンクラスター24㎝丸皿  
23.9×2㎝（30入・磁） 3,400円

ツ201-056 粉引 くくり型22㎝プレート  
φ21×4㎝（20入・陶） 3,200円

ツ201-066 炭化土ポタモチ切立7.5皿  
φ22.7×3㎝（20入・陶） 3,200円

ホ201-076 白アラブキ27㎝深丸皿  
φ27×3.2㎝（25入・磁） 3,100円

ト201-086 金銀彩砂目丸8.0皿  
φ24×2㎝（20入・磁） 3,100円

ウ201-096 備前風8.0皿  
φ25.2×3㎝（20入・磁） 3,000円
ウ201-106 備前風7.0皿  
φ22.6×2.8㎝（40入・磁） 2,400円

ネ201-116 織部志野もみじ8.0皿  
φ24×4㎝（20入・陶） 3,000円

ツ201-126 天目白流玉渕7.5深皿  
φ23×2.6㎝（30入・陶） 2,950円

ネ201-136 粉引丸7.0皿  
φ22×3.3㎝（40入・陶） 2,900円
ネ201-146 粉引丸5.5皿  
φ17.3×3.3㎝（60入・陶） 1,500円

ア201-156 バーミリオンプレート  
φ26.7×2.3㎝（30入・磁） 2,900円

ト201-166 櫛目二色渦丸8.0皿  φ25×3.6㎝（24入・磁） 2,900円
ト201-176 櫛目二色渦丸7.0皿  φ22×3.2㎝（30入・磁） 2,000円
ト201-186 櫛目二色渦丸6.0皿  φ19.4×2.7㎝（40入・磁） 1,300円

ロ201-196 白油滴刷毛7.5反り丸皿  φ23.5×2.7㎝（60入・磁） 2,920円
ロ201-206 白油滴刷毛6寸反り丸皿  φ18.6×2.6㎝（60入・磁） 1,800円
ロ201-216 白油滴刷毛4.5反り丸皿  φ14×2.2㎝（80入・磁） 940円
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カ202-016 金結晶リム彫削丸プレート  
27.6×27.6×1.8㎝（20入・磁） 2,900円

ミ202-026 伊賀ビードロ丸紋切立8寸盛皿  
φ24.7×3.5㎝（30入・陶） 2,880円
ミ202-036 伊賀ビードロ丸紋切立7寸盛皿  
φ21×3.3㎝（40入・陶） 2,350円

カ202-046 手描き京小花7.5皿  
φ22.3×3.3㎝（25入・強） 2,850円

キ202-056 ゆず赤結晶黒刷毛切立7.0丸皿  
φ21.2×2㎝（30入・磁） 2,850円

ア202-066 花崗岩丸プレート  
φ24.6×1.3㎝（20入・磁） 2,800円

ユ202-076 小豆釉24㎝皿  
φ24.5×2.8㎝（30入・陶） 2,800円

ホ202-116 青釉吹8.0皿  
φ25×3㎝（26入・陶） 2,650円

ト202-126 粉引荒土リム前菜皿  
φ21.7×2.4㎝（30入・陶） 2,600円

ミ202-136 フェアリー7.0皿  
φ21.4×3㎝（40入・陶） 2,550円

タ202-146 紅柚子天目石肌24㎝丸皿  
φ24.2×1.5㎝（20入・磁） 2,500円

ヤ202-156 赤楽花型8.0皿  
φ24.8×3.5㎝（40入・磁） 2,500円
ヤ202-166 赤楽花型7.0皿  
φ21.8×3㎝（50入・磁） 1,500円

オ202-176 モダン十草8.0リム皿  
φ23.3×3.9㎝（30入・磁）（美濃焼） 2,250円

ホ202-186 赤絵みのり7.0皿  
21.5㎝（30入・強） 2,450円

イ202-196 黒信楽9.0パスタ皿  
φ25.5×5.2㎝（20入・磁） 2,400円

ヤ202-206 月光黒備前24㎝丸皿  
φ24.5×3㎝（50入・磁） 2,400円
ヤ202-216 月光黒備前20㎝丸皿  
φ20.5×3㎝（60入・磁） 1,200円

タ202-226 藍8.0丸皿  φ24.5×3㎝（20入・磁） 2,500円
タ202-236 藍6.5丸皿  φ20.5×2.8㎝（30入・磁） 1,300円
タ202-246 藍4.5丸皿  φ14×2.3㎝（60入・磁） 800円

タ202-256 銀彩7.5深皿  φ23×4.5㎝（20入・磁） 2,200円
タ202-266 銀彩6.0深皿  φ19.5×4㎝（30入・磁） 1,800円
タ202-276 銀彩4.5深皿  φ14.7×3㎝（80入・磁） 760円

タ202-286 色粉引7.5深皿  φ23×4.3㎝（20入・磁） 2,200円
タ202-296 色粉引6.0深皿  φ19.3×3.7㎝（30入・磁） 1,800円
タ202-306 色粉引4.5深皿  φ15×3㎝（80入・磁） 770円

タ202-316 みの路8.0皿  φ25.3×3.5㎝（20入・磁） 2,160円
タ202-326 みの路7.0皿  φ23×3.5㎝（20入・磁） 1,430円
タ202-336 みの路6.0皿  φ19.7×3㎝（20入・磁） 970円

テ202-086 南蛮吹7.5皿  φ23×4.5㎝（30入・磁） 2,850円
テ202-096 南蛮吹6.0皿  φ19.5×3.8㎝（50入・磁） 2,150円
テ202-106 南蛮吹4.5皿  φ15×3㎝（80入・磁） 910円

202 丸中皿

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿



カ203-016 黒陶削ぎ23丸プレート  
φ23×1.8㎝（30入・磁） 2,200円

ネ203-026 くらま丸8.0寸皿  
φ25×2.2㎝（30入・磁） 2,150円

ツ203-036 白釉リプルス7.5寸皿  
22.5×22.2×2.6㎝（30入・磁） 1,700円

ホ203-046 白マット十草7.0皿  
φ22×3.5㎝（30入・磁） 2,150円

ロ203-056 紅結晶8.0丸皿  
φ23.5×3㎝（30入・磁） 2,150円

ネ203-066 黒結晶8.0皿  
φ25.5×5㎝（30入・磁） 2,100円

ユ203-076 黄瀬戸織部吹8.0丸皿  
φ25×2.5㎝（20入・磁） 1,900円

ミ203-086 飛び青磁石目8.0皿  
φ24.5×3.4㎝（30入・磁） 1,920円
ミ203-096 飛び青磁石目6.3皿  
φ19.5×2.6㎝（50入・磁） 1,450円

ア203-106 結晶黒マット8.0皿  
φ24.7×2.6㎝（20入・磁） 1,900円

ア203-116 白釉波皿  
φ24.6×2.5㎝（30入・磁） 1,900円

ネ203-126 白唐津8.0寸皿  
φ25×2.5㎝（20入・磁） 1,800円

ネ203-136 越前8.0丸皿  
φ24.7×2.5㎝（20入・磁） 1,800円

ホ203-146 金茶吹8.0波皿  
φ24.5×2.5㎝（30入・磁） 1,800円
ホ203-156 金茶吹6.0波皿  
φ20.5×1.7㎝（40入・磁） 1,150円

イ203-166 白一珍厚口三つ足22㎝皿  
φ22×3.5㎝（30入・磁） 2,200円
イ203-176 白一珍厚口三つ足19.5㎝皿  
φ19.5×3.3㎝（40入・磁） 1,900円

ハ203-186 紅染7.5皿  
φ23.7×4.4㎝（40入・磁） 1,500円
ハ203-196 紅染6.0皿  
φ20×4㎝（60入・磁） 1,050円

ミ203-206 土化粧 丸8.0皿  
24.3×23.5×3.3㎝（30入・磁） 1,550円
ミ203-216 土化粧 丸6.0皿  
φ17×3.5㎝（50入・磁） 950円

ヤ203-226 石目火だすき7.0皿  22.8×3.5㎝（40入・磁） 1,550円
ヤ203-236 石目火だすき6.0皿  19.5×3㎝（60入・磁） 1,050円
ヤ203-246 石目火だすき5.0皿  16×2.5㎝（80入・磁） 750円

タ203-256 黒結晶24㎝皿  φ24.2×2.5㎝（20入・磁） 1,650円
タ203-266 黒結晶21.5㎝皿  φ21.2×2.3㎝（30入・磁） 1,180円
タ203-276 黒結晶18.5㎝皿  φ18.2×2.3㎝（40入・磁） 930円
タ203-286 黒結晶14.5㎝皿  φ14.2×2㎝（60入・磁） 680円

テ203-296 黄粉引8.0皿  24.5×3㎝（30入・磁） 1,600円
テ203-306 黄粉引7.0皿  22×2.9㎝（40入・磁） 1,200円
テ203-316 黄粉引5.0皿  16㎝（120入・磁） 630円

ハ203-326 吹雪石目7.0皿  φ23×3.5㎝（40入・磁） 1,200円
ハ203-336 吹雪石目6.0皿  φ19.7×3㎝（60入・磁） 800円
ハ203-346 吹雪石目5.0皿  φ16.3×2.5㎝（100入・磁） 600円
ハ203-356 吹雪石目4.5皿  φ14.2×2㎝（120入・磁） 500円
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ヤ204-016 粉引釉古代赤絵8.0皿  
φ26.8×3.8㎝（40入・磁） 1,750円
ヤ204-026 粉引釉古代赤絵7.0皿  
φ23.7×3.2㎝（50入・磁） 1,250円

ヤ204-036 黒備前金茶吹8.0丸皿  
φ25×2.5㎝（40入・磁） 1,750円

ハ204-046 若葉8.0平皿  
φ24.8×2.8㎝（40入・磁） 1,700円

ネ204-056 白渦片口8.0大皿  
φ24.5×4㎝（30入・磁） 1,530円

ト204-066 くるみ7.0皿  
φ23×3.2㎝（30入・磁） 1,500円

カ204-076 雫石7.0皿  
φ23×3.5㎝（30入・磁） 1,450円

ハ204-086 東雲白円8.5皿  
φ26.5×3.5㎝（30入・磁） 1,350円

ハ204-096 東雲黒円8.5皿  
φ26.5×3.5㎝（30入・磁） 1,350円

ミ204-106 深海8.0皿  
24.2×23.2×3.3㎝（40入・磁） 1,350円

ア204-116 竹林アメ25㎝浅鉢  
φ24.8×4.8㎝（20入・磁） 1,300円
ア204-126 竹林アメ20㎝皿  
φ19.7×2.8㎝（30入・磁） 640円

ア204-136 竹林織部25㎝浅鉢  
φ24.8×4.8㎝（20入・磁） 1,300円
ア204-146 竹林織部20㎝皿  
φ19.7×2.8㎝（30入・磁） 640円

ハ204-156 丸小紋8.0丸皿  
φ25.3×3.5㎝（30入・磁） 1,250円

ア204-166 すぷらっしゅ巧み27㎝皿  
φ27×3.7㎝（30入・磁） 1,200円

ネ204-176 うのふ8.0皿  
φ25.7×3㎝（30入・磁） 1,200円

ハ204-186 志野サビ刷毛括り手8.0皿  
φ24.9×3.6㎝（30入・磁） 1,150円

カ204-196 灰釉櫛目手ひねり8.0皿  
φ24.3×3.5㎝（30入・磁） 1,150円

カ204-206 鉄信楽六兵衛8.0皿  
φ23.4×3㎝（50入・磁） 1,150円

イ204-216 桃李24㎝皿  
φ24.2×3.7㎝（40入・磁） 1,100円

イ204-256 うず刷毛白釉 24㎝皿  
φ24.2×3.7㎝（30入・磁） 1,100円
イ204-266 うず刷毛白釉 17㎝皿  
φ16.5×3㎝（60入・磁） 550円

イ204-226 草月24㎝皿  φ24.2×3.7㎝（40入・磁） 1,100円
イ204-236 草月手捻5.0皿  φ16.5×2.7㎝（80入・磁） 550円
イ204-246 草月手捻4.0皿  φ13.4×2.5㎝（100入・磁） 440円
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カ205-016 青均窯くくりて8.0皿  
φ24.5×3.3㎝（30入・磁） 1,050円

ホ205-026 シンプル十草7.0深皿（軽量）  
φ22.5×3.5㎝（50入・磁） 1,050円

ホ205-036 渕錆粉引24㎝皿  
φ24.3×3㎝（30入・磁） 1,050円

カ205-046 白いらぼ7.0皿  
φ23.3×3.4㎝（30入・磁） 1,050円

カ205-056 金色流し彫十草型大皿  
φ25×2.9㎝（30入・磁） 1,050円

カ205-066 いこい8.0皿  
φ25×4㎝（30入・磁） 1,050円

ハ205-076 白刷毛青磁タタキ8.0皿  
φ24.5×3㎝（40入・磁） 1,030円

ハ205-086 白刷毛鉄結晶タタキ8.0皿  
φ24.5×3㎝（40入・磁） 1,030円

キ205-096 黒結晶刷毛目三ツ山7.0皿  
φ23×3㎝（40入・磁） 1,000円

ネ205-106 黒備前7.0寸皿  
φ23×3.2㎝（30入・磁） 980円

ネ205-116 粉引7.0皿  
φ23×3.2㎝（30入・磁） 980円

ヤ205-126 ワラ白呉須刷毛7.0丸皿  
23.5×3.4㎝（40入・磁） 900円

ヤ205-136 ドット白三角8.0皿  
23×4㎝（40入・磁） 890円
ヤ205-146 ドット白三角6.0皿  
19×3.5㎝（60入・磁） 500円

ア205-156 ジュピターB7.5皿  
φ24.5×3㎝（40入・磁） 900円

ア205-166 ジュピターW7.5皿  
φ24.5×3㎝（40入・磁） 900円

ヤ205-176 みやま丸7.0皿  
23.5×3.4㎝（40入・磁） 900円

カ205-216 立春刷毛巻7.0寸皿  
φ22.8×3.2㎝（25入・磁） 850円

タ205-226 吉祥粉引8.0深皿  
φ23.4×4.7㎝（20入・磁） 690円
タ205-236 吉祥粉引7.0深皿  
φ21.9×3.9㎝（30入・磁） 450円

ハ205-246 粉引マット8.0皿  
φ23.3×3.3㎝（40入・磁） 630円

ト205-186 キリコ絵26㎝皿  φ26.1×3.5㎝（30入・磁） 920円
ト205-196 キリコ絵20㎝皿  φ20.1×2.9㎝（60入・磁） 450円
ト205-206 キリコ絵16㎝皿  φ16.5×2.5㎝（100入・磁） 370円
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ト206-016 翠玉7.0丸皿（リム）  
φ21.5×2.6㎝（30入・磁） 3,050円

カ206-026 織部渋入り6寸和皿  
φ18.8×3.2㎝（40入・陶） 3,000円

カ206-036 渕金白マット切立皿（大）  
φ21×2.2㎝（25入・磁） 2,700円
カ206-046 渕金白マット切立皿（小）  
φ18×2.2㎝（30入・磁） 2,400円

ツ206-056 波渕緑雪6.0盛皿  
φ20×4㎝（60入・磁） 2,800円

イ206-066 白刷毛たたき7.0皿  
φ21×2.5㎝（30入・陶） 2,400円
イ206-076 白刷毛たたき6.0皿  
φ17.6×2.5㎝（60入・陶） 1,650円

ミ206-086 志野唐草6.5和皿  
φ20.8×3.2㎝（50入・陶） 2,300円

ツ206-096 カイラギくしめ波型6.5皿  
20×2.5㎝（20入・陶） 2,050円

ホ206-106 織部菱紋6.0深皿  
φ18.7×2.8㎝（60入・陶） 1,950円

ツ206-116 天目白流波型7.0皿  
φ21.5×2.5㎝（30入・陶） 1,950円

ト206-126 青磁輪花皿  
φ20×3㎝（40入・磁） 1,950円

オ206-136 ネオクラフト 黄瀬戸6.0深皿  
φ19.5×4.2㎝（40入・磁） 1,820円
オ206-146 ネオクラフト 黄瀬戸5.5鉢  
φ16.8×4.2㎝（40入・磁） 1,630円

ロ206-156 渕一珍7.0丸皿  
φ21.2×2.2㎝（40入・磁） 1,840円
ロ206-166 渕一珍丸銘々皿  
φ14×1.6㎝（120入・磁） 690円

タ206-176 深海6.0深皿  
φ19.5×4㎝（40入・磁） 1,800円
タ206-186 深海4.5深皿  
φ15×3㎝（80入・磁） 750円

ロ206-196 唐津椿6.0丸皿  
φ17.8×3㎝（80入・陶） 1,770円

ロ206-206 丸紋蝶7.0丸皿  
φ21×2㎝（40入・磁） 1,750円

カ206-216 NBウェブ21㎝丸皿  
φ20.7×2.1㎝（40入・磁） 1,750円

カ206-226 色花伊万里花割6.0皿  
φ19×3㎝（40入・磁） 1,700円

イ206-236 伊賀風 厚口7.5皿  
23.5×3.7㎝（30入・磁） 1,650円

ト206-246 金塗り分 六寸皿  
φ19.5×3.3㎝（40入・陶） 1,620円

ヤ206-256 花間取7.0皿  
φ23㎝（40入・磁） 1,550円
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ホ207-016 手描つるバラ6.8皿  
φ20.5×3㎝（30入・磁） 1,500円

オ207-026 ネオクラフト 黄瀬戸6.0皿  
φ19.3×2.6㎝（60入・磁） 1,500円
オ207-036 ネオクラフト 黄瀬戸5.0皿  
φ16.5×2.4㎝（80入・磁） 1,080円

ロ207-046 格子小花 白ソーサー6  
φ21.5×2.5㎝（50入・陶） 1,450円

ホ207-056 美濃路玉渕6.5皿  
φ20.5×3㎝（32入・磁） 1,450円

オ207-066 備前木目7.0天皿  
φ22.4×2.6㎝（30入・磁） 1,300円
オ207-076 備前木目6.0天皿  
φ19.6×2.5㎝（40入・磁） 1,120円

ト207-086 アカネストライプ7寸皿  
φ20×4㎝（30入・磁） 1,200円
ト207-096 アカネストライプ4寸皿  
φ12×2.8㎝（150入・磁） 580円

ヤ207-136 桜志野7.0丸皿  
20×2.8㎝（40入・陶） 1,040円

ホ207-146 刺子市松6.0皿  
φ18.3×3㎝（40入・陶） 1,000円

ヤ207-156 粉引釉古代赤絵7.0深皿  
φ21.7×4.7㎝（40入・磁） 930円

ホ207-166 かるーん（軽量食器）7.0皿  
φ21.8×3.8㎝（60入・磁） 900円

タ207-176 ソギ新彩ボタ大皿  
φ21.5×2.8㎝（40入・磁） 900円

ヤ207-186 ドット黒三角8.0皿  
23×4㎝（40入・磁） 890円
ヤ207-196 ドット黒三角6.0皿  
19×3.5㎝（60入・磁） 500円

ホ207-206 波の華（粉引）6.0皿  
φ21×2.4㎝（36入・磁） 800円

ホ207-216 ゴス刷毛7.0皿  
φ21.4×3㎝（40入・磁） 750円

ホ207-226 サビ刷毛7.0皿  
φ21.4×3㎝（40入・磁） 750円

イ207-236 菊花紋 7.0皿  
φ22.2×3.4㎝（磁） 750円

ト207-246 間取草紋6.0皿  
φ19×4㎝（60入・磁） 550円

タ207-256 鳴門唐草平型7.0深皿  
φ21.5×4.9㎝（40入・磁） 450円

ハ207-266 粉引釉7.0皿  
φ21×2.5㎝（60入・磁） 410円

ヤ207-106 藍月光20㎝丸皿  φ20.5×3㎝（60入・磁） 1,200円
ヤ207-116 藍月光16㎝丸皿  φ16.2×2.8㎝（100入・磁） 900円
ヤ207-126 藍月光12㎝丸皿  φ12.2×2㎝（120入・磁） 660円
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ミ208-016 交趾双魚和皿  
φ17.1×2㎝（60入・磁） 4,100円

ミ208-026 朱巻十草6.0リム皿  
φ18.5×3.1㎝（60入・磁） 3,300円

ユ208-036 新粉引太そぎ6.5皿  
φ18×4㎝（30入・陶） 3,200円
ユ208-046 新粉引太そぎ5.5皿  
φ16×3㎝（40入・陶） 2,550円

テ208-056 華七宝フルーツ皿  
φ17.2×2.2㎝（100入・陶） 3,150円

キ208-066 ヒワ吹ラスター菊彫高台丸皿  
φ17.4×2㎝（60入・磁） 2,850円

キ208-076 渕錆マリンブルー菊彫高台丸皿  
φ17.4×2㎝（60入・磁） 2,850円

ミ208-086 織部 スカシ 6.0和皿  
φ18.5×2㎝（60入・陶） 2,800円

キ208-096 ゆず赤黒刷毛半月前菜皿  
19.5×16.2×2㎝（40入・磁） 2,800円

オ208-106 紺筋輪つなぎ皿  
16.7×11.1×2.8㎝（90入・磁）（美濃焼） 2,900円

ト208-116 コバルト銀彩5.0皿  
15.7×2.8㎝（60入・磁） 2,600円

ミ208-126 花絵和皿  
φ16.5×13.8㎝（80入・磁） 2,500円

ネ208-136 炭化土ボタモチ櫛目片口6.0皿  
18.3×18×3㎝（40入・磁） 2,450円

ミ208-146 ピンク銀彩フルーツ皿  
φ15.5×2.6㎝（100入・磁） 2,200円

タ208-156 深海貝型多用皿  
14.8×14.3×4.1㎝（60入・磁）（有田焼） 2,150円

ミ208-166 黄釉 四ッ重ね 小鉢  
13.5×13.5×3.3㎝（90入・磁） 2,050円

オ208-176 グリン流楕円銘々皿  
17.7×12.3×2㎝（100入・陶） 1,950円

ア208-186 若草金彩6.0皿  
17.2×15.7×3.2㎝（60入・磁） 1,800円

イ208-196 トルコ盛半月皿  
15.5×13.8×2.8㎝（80入・磁） 1,800円

ミ208-206 フェアリー5.0皿  
φ16.1×2.5㎝（90入・陶） 1,750円

ア208-216 南蛮金彩デザート皿  
16.8×15.5㎝（80入・陶） 1,750円
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ミ209-016 赤絵瓢五角 フルーツ皿  
16×16×3.3㎝（100入・磁） 1,620円

ミ209-026 淡雪三色吹五角 フルーツ皿  
16×16×3.3㎝（100入・磁） 1,520円

ミ209-036 黒伊賀銀彩五角 取皿  
16×16×3.3㎝（100入・磁） 1,480円

ユ209-046 淡雪二色吹 五角皿（小）  
16×16×3.3㎝（60入・磁） 1,300円

ミ209-056 呉須刷毛格子 片口45鉢  
14×13.5×4.3㎝（80入・磁） 1,720円

タ209-066 青白磁6.0丸くぼみ皿  
φ18.5×2.7㎝（40入・磁） 1,700円

ア209-076 グリーン魚紋6.0多用皿  
17×15.6㎝（80入・磁） 1,650円

ツ209-086 玉渕波しぶき5.5皿  
17.5×3.3㎝（60入・磁） 1,550円

ア209-096 オレンジ吹唐草小判多用皿  
18.2×16.2㎝（80入・陶） 1,500円

タ209-106 紅柚子天目5.7皿  
φ17.2×3.7㎝（30入・磁） 1,700円

ネ209-116 湖畔三角中皿  
17×16.5㎝（60入・磁） 1,500円
ネ209-126 湖畔三角銘々皿  
14.5×12.5㎝（80入・磁） 1,100円

ミ209-136 粉引刷毛目三角皿  
14.9×14.3×1.7㎝（100入・陶） 1,500円

イ209-146 白土孔雀折紙 中皿  
13×12×3.2㎝（100入・磁） 1,450円

ミ209-156 錦花紋フルーツ皿  
φ15.4×1.7㎝（100入・磁） 1,350円

ユ209-166 透かしピンクデザート皿  
φ15×3㎝（80入・強） 1,350円

ネ209-176 備前三角皿（中）  
14.5×14.5×2.5㎝（60入・磁） 1,300円

タ209-186 織部芙蓉葉型小皿  
15.5×13×4㎝（60入・陶） 1,300円

カ209-196 白砂錆十草三角取皿  
19×15.4×3㎝（40入・磁） 1,260円

ロ209-206 ヒワ釉渕十草6.0丸皿  
φ18.6×2.5㎝（80入・磁） 1,140円

ホ209-216 赤絵みのり5.0皿  
16.5㎝（80入・強） 1,200円

ツ209-226 青白磁切合皿  
17.2×15.2×2.2㎝（60入・磁） 1,100円

ワ209-236 ほのか17㎝丸皿  
φ17.1×3㎝（強） 1,100円

カ209-246 年輪円6.5寸平皿  
φ19.6×2.8㎝（40入・磁） 700円

ト209-256 スカイストライプ5寸皿  
φ17×3.5㎝（100入・磁） 860円
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メ210-016 黒窯変そぎ足付角皿  
16×16×3㎝（30入・陶） 3,550円

イ210-026 白土孔雀筋荒目 正角皿  
18.5×18.5×3㎝（60入・磁） 2,400円

メ210-036 黒窯変掛け分けソギ5.0角皿  
15×15×2㎝（40入・陶）（信楽焼） 2,140円

ミ210-046 備前風モダンカット5.5角皿  
16×14×2.8㎝（60入・陶） 1,900円

ミ210-056 黒織部モダンカット5.5角皿  
16×14×2.8㎝（60入・陶） 1,870円

ハ210-066 赤桜流し15.5㎝正角皿  
15.7×15.7×2.3㎝（60入・磁） 1,800円
ハ210-076 赤桜流し13.5㎝正角皿  
13.4×13.4×1.9㎝（80入・磁） 1,500円

ハ210-086 春爛漫15.5㎝正角皿  
15.7×15.7×2.3㎝（60入・磁） 1,800円
ハ210-096 春爛漫13.5㎝正角皿  
13.4×13.4×1.9㎝（80入・磁） 1,500円

カ210-106 スーパー青白磁石目四角和皿  
16.2×16.2×3.5㎝（60入・強） 1,620円

ロ210-116 赤ライン6.0正角皿  
17×17×2.3㎝（50入・強） 1,600円
ロ210-126 赤ライン正角銘々皿  
12×12×1.8㎝（100入・強） 720円

ユ210-136 赤絵花正角取皿  
16.5×2㎝（60入・陶） 1,550円

ア210-146 織部削き正角皿  
17×17×2.7㎝（50入・陶） 1,450円

ア210-156 ピンク取皿  
13.5×13.5×2.4㎝（80入・磁） 1,450円

カ210-166 白マット重ね5.5皿  
15.4×15.4×2.8㎝（30入・磁） 1,300円

カ210-176 黒マット重ね5.5皿  
15.4×15.4×2.8㎝（30入・磁） 1,300円

ロ210-186 織部内筋5.5正角皿  
16×16×2㎝（60入・陶） 1,200円

タ210-196 エメラルドグリーン華前菜皿  
16.3×15×3.3㎝（60入・陶） 1,200円

ホ210-206 鳴門角5.0皿  
16×16㎝（60入・磁） 1,150円

ロ210-216 白油滴刷毛正角銘々皿  
13.5×13.5×2.3㎝（80入・磁） 990円

ト210-226 つどいフルーツ皿  
14×14×1.5㎝（48入・磁） 950円

ハ210-236 粉引しおり角皿  
16.2×16.2×2.3㎝（60入・磁） 940円

ハ210-246 黒水晶しおり角皿  
16.2×16.2×2.3㎝（60入・磁） 940円

カ210-256 金結晶千段角皿小  
15.3×15.3×3.2㎝（50入・磁） 940円

ト210-266 南蛮正角取皿  
16.2×16.2×2㎝（48入・磁） 680円

ミ210-276 萩志野チギリ銘々皿  
15.5×15.5×3㎝（80入・磁） 590円
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ウ211-016 渕錆山水長角皿  
15×12×2.2㎝（60入・強）（美濃焼） 2,220円

ウ211-026 呉須筋入長角皿  
15×12×2.2㎝（60入・強）（美濃焼） 2,050円

カ211-036 銀サビ黒ちぎり角皿（小）  
φ13×13×3.8㎝（50入・磁） 2,000円

カ211-046 スーパー青白磁石目銘々皿  
12.5×12.5×2.5㎝（80入・強） 1,300円

ロ211-056 山帰来正角銘々皿  
13.5×13.5×2.5㎝（100入・陶） 1,330円

オ211-066 ボルドー正角皿5.0  
13×13×2.7㎝（80入・陶） 1,020円
オ211-076 ボルドー正角皿4.0  
10×10×1.5㎝（100入・陶） 750円

ア211-086 白磁縞織正角皿小  
15×15×2.9㎝（60入・磁） 950円

ウ211-096 備前白流取皿  
14.1×13.8×2㎝（60入・磁） 920円

イ211-106 栗色刷毛目渕厚銘々皿  
14.9×13.8×2.5㎝（100入・磁） 760円

ロ211-116 新緑正角銘々皿  
12.5㎝（120入・磁） 860円

イ211-126 練色スクエアー4.5角皿  
13.5×13.5×1.5㎝（100入・磁） 810円

ロ211-136 青白釉正角銘々皿  
12.3×12.3×2.1㎝（100入・磁） 700円

ヤ211-146 れんこん白 長角皿  
17.4×11.6×1.7㎝（80入） 700円

タ211-156 金彩すすきちぎり取皿  
16.3×15×2.5㎝（60入・磁） 680円

イ211-166 弥生千筋白正角皿  
12×12×1.3㎝（140入・磁） 660円

ロ211-176 志野 4寸正角皿  
12.8×12.8×2.5㎝（80入・磁） 680円

イ211-186 桃山ふぶき正角皿  
10.5×10.5×2㎝（120入・磁） 620円

イ211-196 鉄黒銘々皿  
12.5×12.5×1.5㎝（120入・磁） 600円

ヨ211-206 火だすき角小皿  
11.5×11.5㎝（5×20入・陶） 520円

ヨ211-216 さくら志野角小皿  
11.5×11.5㎝（5×20入・陶） 520円

ア211-226 深海12㎝四角皿  
12×12×1.7㎝（100入・陶） 520円

ロ211-236 夜明け四角皿小  
12.8×12.4×2.4㎝（100入・陶） 450円

ホ211-246 しぼり藍十草正角4.5皿  
13.5×13.5㎝（60入・磁） 430円

ホ211-256 しぼり薄墨十草正角4.5皿  
13.5×13.5㎝（60入・磁） 430円
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カ212-016 サラストライププレート  
φ19×1.9㎝（50入・陶） 1,800円

ロ212-026 ヒワ吹格子 フルーツ皿  
16.3×15.1×1.8㎝（60入・強） 1,550円

ロ212-036 青磁 フルーツ皿  
16.3×15.1×1.8㎝（60入・強） 1,550円

ア212-046 吹墨変形6.0皿  
17×15.5×2.7×（80入・磁） 1,050円

ミ212-056 黒土白ライン変形 皿  
17.8×11.5×2.5㎝（100入・陶） 1,390円

カ212-066 強化白釉ちぎり4.5寸皿  
13.8×11.5×3.4㎝（40入・強） 1,250円

ホ212-076 湖水&月光17㎝だえん皿  
16.7×11.8×2.5㎝（80入・磁） 900円

タ212-086 白吹天目ダ円皿（大）  
17.3×15×4.3㎝（60入・磁） 800円

イ212-096 桜志野木の葉 銘々皿  
19×11×1.7㎝（100入・磁） 780円

イ212-106 ヒワ吹 木の葉 銘々皿  
19×11×1.7㎝（100入・磁） 780円

ツ212-116 和黒（わっこく） ちぎり取皿  
16.5×15×2.5㎝（80入・陶） 700円

ト212-126 桜吹クシ目 取皿  
14×13.5×2.5㎝（80入・磁） 700円

ロ212-136 志野 6寸変型串皿  
18×9.6×2.5㎝（80入・磁） 680円

ロ212-146 うすみどり 6寸変型串皿  
18×9.6×2.5㎝（80入・磁） 680円

ホ212-156 織部渕十草五角皿（小）  
14.5×14×1.4㎝（80入・磁） 660円

カ212-166 仙窯変黒S  
10.3×10.3×1.7㎝（80入・磁） 600円

ロ212-176 雪粉引赤絵花5.0楕円深皿  
16.7×16×3.5㎝（80入・強） 580円

ロ212-186 雪粉引赤絵花5.0角皿  
14×14×4㎝（80入・強） 530円

ホ212-196 粉引長角銘々皿  
16×10.7×1.4㎝（80入・磁） 540円

ハ212-206 藍渕厚四角千筋取り皿  
16.5×11.8㎝（80入・磁） 500円

ト212-216 花結角皿  
12.1×11.5×2.2㎝（80入・陶） 500円

ロ212-226 菊紋 長角銘々皿  
14.2×10.8×2㎝（100入・磁） 490円

ヤ212-236 太細十草銘々皿  
16.4×10.8×2㎝（80入・磁） 400円

ヤ212-246 うず銘々皿  
16.4×10.8×2㎝（80入・磁） 400円
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ト213-016 定窯波紋6寸皿  
18.6×17.7×3㎝（30入・磁） 1,350円

タ213-026 黒パスタ取皿  
18.5×15.3×2.5㎝（60入・磁） 1,100円

カ213-036 清里新丸5.0皿  
16.5×2.6㎝（60入・強） 1,080円

ネ213-046 いぶし5.0皿  
φ16×2.4㎝（80入・陶） 1,600円
ネ213-056 いぶし4.0皿  
φ14×1.8㎝（80入・陶） 1,080円

ミ213-066 手書きぶどう フルーツ皿  
φ15.2×2㎝（100入・磁） 980円

キ213-076 青白磁葉型取皿  
14.5×13×4㎝（60入・磁） 980円

ホ213-086 青白磁菊型4.0高台皿  
φ12.5×3.5㎝（100入・磁） 950円

カ213-096 白クシメ楕円取皿  
18×16.5×3㎝（30入・陶） 900円

ロ213-106 銅彩 楕円取皿  
16×12.3×2.8㎝（80入・磁） 850円

ヤ213-116 粉引半月銘々皿  
15.5×13㎝（60入・磁） 840円

ネ213-126 ランダム十草 5.0取り皿 赤  
φ15.5×2.7㎝（100入・陶） 820円

ネ213-136 ランダム十草 5.0取り皿 黒  
φ15.5×2.7㎝（100入・陶） 820円

ネ213-146 渕彫り十草 5.0取り皿 赤  
φ15.5×2.7㎝（100入・陶） 820円

ネ213-156 渕彫り十草 5.0取り皿 黒  
φ15.5×2.7㎝（100入・陶） 820円

ハ213-166 緑彩ぶどう取皿  
16.4×13.6×2.5㎝（60入・陶） 800円

ハ213-176 MOREアメ18㎝銘々皿  
17.5×16×2.5㎝（60入・磁） 700円

カ213-186 染付松縁起紋小皿  
φ12.3×1.8㎝（80入・磁） 700円

カ213-196 染付竹縁起紋小皿  
φ12.3×1.8㎝（80入・磁） 700円

カ213-206 染付梅縁起紋小皿  
φ12.3×1.8㎝（80入・磁） 700円

ハ213-216 MOREオリベ18㎝銘々皿  
17.5×16×2.5㎝（60入・磁） 700円

ロ213-226 新緑4.0半月皿  
12×12.5㎝（120入・陶） 820円
ロ213-236 新緑5.0半月皿  
14.6×14㎝（100入・陶） 860円

カ213-246 金結晶12㎝撫角深皿  
12.6×12.2×3.4㎝（80入・磁） 580円

ト213-256 桜吹六兵衛 三ッ足取皿  
φ14×3.3㎝（60入・磁） 580円

ツ213-266 白玉渕 4.5取鉢  
φ14.3×3.7㎝（80入・磁） 280円
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ネ214-016 いぶし楕円（小）  
14.8×10.9㎝（80入・陶） 1,400円

タ214-026 魚銘々皿  
15×12.7×3.4㎝（60入・磁） 1,300円

ア214-036 黄釉6.0多用皿  
17×15.4×2.6㎝（80入・磁） 1,200円
ア214-046 黄釉5.0多用皿  
15.5×13.7×2.3㎝（100入・磁） 1,100円

ネ214-056 白唐津小判皿小  
18×4.5×1.5㎝（60入・磁） 1,100円

ロ214-066 織部菱紋 黄小判取皿  
17×14.5×1.7㎝（80入・陶） 1,150円

タ214-076 青磁ちぎり小皿  
14×11.5×3.5㎝（60入・磁） 1,100円

テ214-086 さくら浅小鉢（大）  
φ12.4×2.6㎝（80入・磁） 1,100円

ヤ214-096 れんこん白 トライアングル中皿  
19×15.5×2.5㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,150円
ヤ214-106 れんこん白 トライアングル小皿  
12.5×10×2.3㎝（150入・磁）（美濃焼） 550円

ヤ214-116 れんこん茶 トライアングル中皿  
19×15.5×2.5㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,150円
ヤ214-126 れんこん茶 トライアングル小皿  
12.5×10×2.3㎝（150入・磁）（美濃焼） 550円

ア214-136 若草金彩4.0皿  
12.6×12×2.5㎝（120入・磁） 1,050円

ミ214-146 ボンボン綿花銘々皿  
15.2×15×2.2㎝（100入・磁） 1,020円

ネ214-156 織部ちぎり皿  
18.5×13×2.3㎝（80入・磁） 1,000円

ロ214-166 藍十草小判型銘々皿  
15.8×13.4×1.4㎝（100入・磁） 960円

オ214-176 リプルフルーツ皿  
17×15.5×1.8㎝（100入・磁） 940円

イ214-186 里山織部5.5丸皿  
φ17.2×3㎝（80入・磁） 930円

イ214-196 練色塗り壁銘々皿  
17.5×16×2.5㎝（80入・磁） 860円

イ214-206 栗色刷毛目塗り壁銘々皿  
17.5×16×2.5㎝（80入・磁） 860円

ネ214-216 化粧刷毛5.5深皿  
φ16.8×2.8㎝（40入・磁） 830円

ウ214-226 さくら色花びら銘々皿  
16.2×11×2.3㎝（60入・磁） 820円

ウ214-236 備前柿の葉皿  
19.6×9.5×1.5㎝（60入・陶） 820円

タ214-246 白刷毛花小判皿（小）  
16.1×11.5×3㎝（80入・磁） 780円

ツ214-256 呉須刷毛空豆型デザート皿  
17.5×12×2.5㎝（80入・陶） 770円

ロ214-266 丸紋蝶小判5.0皿  
15.6×13.2×1.4㎝（100入・磁） 760円

イ214-276 ヒワ砂目5.0皿  
φ16.7×2.7㎝（100入・磁） 730円

イ214-286 栗色刷毛目マロン銘々皿  
17.6×14.5×2㎝（80入・磁） 700円

ト214-296 グリーン木の葉皿  
16.8×8.3×1.3㎝（100入・磁） 650円

ハ214-306 丸小紋丸6.0皿  
φ19.3×2.8㎝（60入・磁） 630円
ハ214-316 丸小紋丸5.0皿  
φ16.8×2.3㎝（100入・磁） 460円

ロ214-326 粉引 魚型 銘々皿  
17×11×1.8㎝（100入・磁） 630円
ロ214-336 粉引 魚型 小皿  
11×7×1.8㎝（120入・磁） 560円

ロ214-346 天目 魚型 銘々皿  
17×11×1.8㎝（100入・磁） 630円
ロ214-356 天目 魚型 小皿  
11×7×1.8㎝（120入・磁） 560円

イ214-366 花びらピンク取り皿大  
15×12×2㎝（80入・磁） 550円
イ214-376 花びらピンク取り皿小  
10.8×8.5×1㎝（100入・磁） 440円
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ユ215-016 しゃぼん玉しのぎ長角皿  
16.5×13×2.5㎝（40入・強） 1,400円

ツ215-026 緑釉黄流ししのぎ長角5.3皿  
17×13.3×2.8㎝（50入・磁） 1,000円

ロ215-036 藍十草長角銘々皿  
14.3×11.1×1.3㎝（100入・磁） 880円

オ215-046 ボルドーのり皿  
16.4×10×2㎝（100入・陶） 850円

ロ215-056 一珍塗分長角銘々皿  
15×11×2㎝（100入・磁） 780円

ロ215-066 黄瀬戸長角銘々皿  
15×11×2㎝（100入・磁） 780円

ハ215-076 黒波 角取皿  
17.3×10.5×21㎝（80入・磁） 770円

ロ215-086 うすみどり 渕波長角銘々皿  
15.8×12×2㎝（100入・磁） 730円

ロ215-096 志野 渕波長角銘々皿  
15.8×12×2㎝（100入・磁） 730円

ホ215-106 渕錆白水晶銘々皿  
16.2×11.2×2㎝（70入・磁） 720円

イ215-116 練色渕厚銘々皿  
14.9×13.8×2.5㎝（80入・磁） 760円

ロ215-126 しずか渕波長角銘々皿  
15.6×11.5×1.3㎝（100入・磁） 730円

ロ215-136 青白釉長角銘々皿  
14.5×10.8×1.9㎝（100入・磁） 700円

カ215-146 備前風平城型5.0長角皿  
17×11.5㎝（60入・磁） 740円

ロ215-156 やよい5.5長角皿  
16.5×11×1.5㎝（100入・磁） 690円

ワ215-166 鉄ペーパー荒ソギ16㎝取皿  
16×11.2×2㎝（60入・磁） 650円

ロ215-176 丸紋蝶長角銘々皿  
14.2×11×1.7㎝（100入・磁） 650円

ワ215-186 白斑点荒ソギ16㎝取皿  
16×11.2×2㎝（60入・磁） 650円

ロ215-196 黒市松渕波長角銘々皿  
15.5×11.8×2㎝（100入・磁） 610円

ヤ215-206 グリーン流し銘々皿  
16×11.4×3㎝（80入・磁） 580円
ヤ215-216 グリーン流し取り皿  
13.6×9.4×2㎝（80入・磁） 480円

ホ215-226 天目長角銘々皿  
16×10.7×1.4㎝（80入・磁） 540円

ホ215-236 黒白刷毛長角皿（小）  
16.5×11.8×2.3㎝（60入・磁） 530円

ハ215-246 白渕厚四角千筋取り皿  
16.5×11.8㎝（80入・磁） 500円

ヤ215-256 削ぎ型黒串皿  
18.5×9.5×2㎝（80入・磁） 450円

ヤ215-266 削ぎ型白串皿  
18.5×9.5×2㎝（80入・磁） 450円

ト215-276 おふけ取皿  
15×11.5×2㎝（100入・磁） 410円

ヤ215-286 削ぎ型黒おかず皿  
18.2×10×2.2㎝（80入・磁） 450円

ヤ215-296 削ぎ型伊賀おかず皿  
18.2×10×2.2㎝（80入・磁） 450円

ユ215-306 呉須刷毛小判皿  
19.5×12.5×2.3㎝（60入・磁） 850円

ホ215-316 美濃路玉渕だえん皿  
19.8×12.5×2㎝（50入・磁） 870円

215

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

フルーツ皿・銘々皿・取皿



ホ216-016 青白磁十字5.0皿  
φ16×2.2㎝（80入・強） 1,450円
ホ216-026 青白磁十字4.0皿  
φ12.5×2㎝（100入・強） 1,200円

ウ216-036 緑釉段付丸皿  
φ18.5×3.3㎝（30入・強） 1,350円

テ216-046 粉引丸紋5.0皿  
φ15.2×2㎝（120入・磁） 1,300円

ミ216-056 朱赤点紋銘々皿  
φ15.4×1.7㎝（100入・磁） 1,280円

ホ216-066 プラチナ彩5.0平皿  
φ15×1.5㎝（80入・磁） 1,250円

ウ216-076 備前風5.0皿  
16.3×2.3㎝（80入・磁） 1,200円

カ216-086 織部椿銘々皿  
φ15.5×2.4㎝（60入・陶） 1,100円

オ216-096 ネオクラフト 黄瀬戸4.2鉢  
φ13.8×3.3㎝（60入・磁） 1,080円

テ216-106 赤楽黒吹4.0取皿  
φ13.3×2㎝（120入・陶） 1,050円

ロ216-116 織部三本刷毛丸皿  
φ14.1×2.4㎝（150入・磁） 1,020円
ロ216-126 織部三本刷毛丸小皿  
φ9.6×2.2㎝（200入・磁） 570円

ロ216-136 うさぎ画丸皿  
φ14.1×2.4㎝（150入・磁） 1,020円
ロ216-146 うさぎ画丸小皿  
φ9.6×2.2㎝（200入・磁） 570円

カ216-156 オフケ小判皿（小）  
15.8×12.5㎝（80入・陶） 1,000円

ヨ216-166 淡彩ラインリム4.5寸皿  
φ13.7×1.8㎝（100入・磁） 1,000円

ヨ216-176 伊賀織部リム付4.5寸丸皿  
φ13.7×1.8㎝（100入・磁） 1,000円

ヨ216-186 手描きあみリム付4.5寸丸皿  
φ13.7×1.8㎝（100入・磁） 1,000円

ネ216-196 粉引丸4.5皿  
φ13.8×2㎝（80入・陶） 980円

ホ216-206 赤絵みのり4.0皿  
13.5㎝（100入・強） 960円

ア216-216 深海6.0多用皿  
17×15.5㎝（80入・磁） 950円
ア216-226 深海5.0多用皿  
15.5×13.7×2.3㎝（100入・磁） 800円

イ216-236 栗色刷毛目葵5.0皿  
φ16.3×3.5㎝（80入・磁） 900円

ツ216-246 天目白流波型5.0皿  
φ15×2.2㎝（60入・陶） 890円

ア216-256 みなも16㎝皿  
φ16×1.7㎝（80入・磁） 900円

ネ216-266 青白磁ハス取皿  
φ14.2×2.8㎝（80入・磁） 850円

ハ216-276 紅染5.0皿  
φ16.5×3.3㎝（80入・磁） 810円

ホ216-286 アメ織部石目5.0皿  
φ14.8×2㎝（80入・強） 820円

ユ216-296 淡雪二色吹5.0皿  
φ15×2㎝（100入・磁） 800円

ハ216-306 粉引舞桜取皿  
φ15×2㎝（80入・陶） 800円

ア216-316 金彩刷毛片口皿  
13.5×13.2×3㎝（100入・磁） 720円

ホ216-326 伊賀風粉引リム4.0皿  
φ15.2×1.8㎝（80入・磁） 700円

ホ216-336 吉野桜三ツ押銘々皿  
φ14.5㎝（80入・陶） 660円

イ216-346 桃李手捻5.0皿  
φ16.5×2.7㎝（80入・磁） 550円
イ216-356 桃李手捻4.0皿  
φ13.4×2.5㎝（100入・磁） 440円
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ト217-016 黒金三ッ足 五寸皿  
φ16.5×3㎝（50入・陶） 1,250円
ト217-026 黒金三ッ足 四寸皿  
φ14×3.5㎝（60入・陶） 900円

カ217-036 織部ドロップ銘々皿  
13.8×12.4×2㎝（60入・陶） 1,250円

カ217-046 山帰来銘々皿  
14.8×13×2.2㎝（50入・陶） 1,250円

オ217-056 粉引ライン紅梅ナブリ5.0皿  
φ16×3.2㎝（80入・磁） 960円
オ217-066 粉引ライン紅梅ナブリ4.0皿  
φ13×2.8㎝（140入・磁） 790円

イ217-076 金彩雲5.0丸皿  
φ17×3㎝（100入・磁） 850円

タ217-086 桜流14㎝取皿  
φ14×2.5㎝（80入・陶） 850円

テ217-096 緑雲金吉祥5.0皿  
φ16.5×2㎝（120入・磁） 820円

テ217-106 渋谷緑結晶5.0皿  
φ15.2×2㎝（120入・磁） 820円

ツ217-116 黒織部流し4.5花型皿  
14×2.4㎝（80入・磁） 800円

タ217-126 白吹天目箸置付取皿  
15.2×14.2×2.8㎝（100入・磁） 800円

カ217-136 雫石5.0皿  
φ16.2×2.3㎝（60入・磁） 800円

ネ217-146 錆ウズ5.0丸皿  
φ16.5×2.3㎝（60入・磁） 900円
ネ217-156 錆ウズ4.5丸皿  
φ14.3×1.7㎝（80入・磁） 680円

ネ217-196 織部イラホ5.0丸皿  
φ16.5×2.6㎝（80入・磁） 760円

タ217-206 雪景色4.5皿  
φ14×2.3㎝（80入・陶） 730円

イ217-216 練色シェル銘々皿  
φ15.3×3㎝（80入・磁） 700円

ホ217-226 トルコ渦和皿  
φ15.5×2.4㎝（80入・陶） 700円

カ217-236 備前風4.5丸皿  
φ14.3×2㎝（80入・磁） 690円

ア217-246 金彩粉引き丸17皿  
φ16.7×3㎝（80入・陶） 680円

ホ217-256 白磁石目5.0皿  
φ14.8×2㎝（80入・強） 680円

ホ217-266 渦紋三ツ押銘々皿  
φ14.5㎝（80入・陶） 660円

イ217-276 花印5寸皿  
14×2㎝（100入・磁） 610円
イ217-286 花印3寸皿  
10.5×1.8㎝（200入・磁） 490円

ホ217-296 ピンク吹舟型銘々皿  
16.5×12×2.5㎝（80入・磁） 600円

ヤ217-306 桜志野変形皿（大）  
17.5×14.5×2.5㎝（80入・陶） 680円
ヤ217-316 桜志野変形皿（小）  
15.3×13×2.5㎝（120入・陶） 500円

タ217-326 エメラルドグリーン小皿  
12.8×11.5×1.5㎝（100入・磁） 600円

タ217-336 星雲うず型取皿  
φ14.3×2.7㎝（80入・磁） 580円

ハ217-346 パレット12㎝プレート（白）  
12×12×2㎝（80入・磁） 550円
ハ217-356 パレット8㎝プレート（白）  
8×8×1.4㎝（120入・磁） 350円

ハ217-366 パレット12㎝プレート（青）  
12×12×2㎝（80入・磁） 550円
ハ217-376 パレット8㎝プレート（青）  
8×8×1.4㎝（120入・磁） 350円

ア217-386 天目塗り分け4.0皿  
φ13.7×2.4㎝（100入・磁） 450円

ト217-396 おふけ楕円皿  
17.5×10×2㎝（100入・磁） 410円

オ217-166 ボルドー5.0皿  16.3×2.5㎝（80入・陶） 760円
オ217-176 ボルドー4.0皿  13×2.5㎝（100入・陶） 520円
オ217-186 ボルドー3.0皿  10×2.3㎝（120入・陶） 360円
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ホ218-016 イエロー菊型5.0皿  
φ15.5×2.5㎝（80入・磁） 850円

タ218-026 菊華4.0皿（桃）  
φ13.5×3㎝（100入・磁） 700円
タ218-036 菊華3.5皿（桃）  
φ11.5×2.7㎝（100入・磁） 470円

ハ218-046 春爛漫13㎝丸皿  
φ13×2.1㎝（120入・磁） 700円
ハ218-056 春爛漫10㎝丸皿  
φ10.2×2㎝（150入・磁） 650円

カ218-066 銀彩黒4.5丸皿  
φ14.5×2㎝（60入・磁） 650円

ホ218-076 赤銀彩5.0皿  
φ14.8×2.3㎝（80入・磁） 620円

タ218-086 エメラルドグリーン14㎝丸皿  
φ14.4×1.8㎝（80入・磁） 600円

タ218-096 粉引リム小皿  
13.3×12.6×2.5㎝（80入・磁） 600円

タ218-106 武山小皿  
12.5×11.8×1㎝（100入・磁） 580円

タ218-116 藍流し小皿  
12.5×11.8×1㎝（100入・磁） 580円

ツ218-126 粉引釉石目取皿  
15.5×14.5×2.5㎝（80入・磁） 580円

タ218-136 紺斑点うず型取皿  
φ14.3×2.7㎝（80入・磁） 560円

ホ218-146 青白磁ネオ5.0皿  
φ15.5×2.5㎝（80入・磁） 540円

ホ218-156 茶色ショコ5.0皿  
φ15.5×2.5㎝（80入・磁） 540円

ホ218-166 青白磁岩清水5.0皿  
φ15×2.5㎝（80入・磁） 490円

ホ218-176 織部清流5.0皿  
φ15×2.5㎝（80入・陶） 490円

タ218-186 青白磁菊5.0皿  
φ14.7×2㎝（80入・磁） 480円
タ218-196 青白磁菊4.0皿  
φ12.2×2㎝（80入・磁） 340円

ネ218-206 風雲手捻り5.0寸皿  
φ16.5×2.9㎝（80入・磁） 480円

ネ218-216 紺ライン5.0皿  
φ17×2.8㎝（80入・磁） 480円

タ218-226 黒備前銘々皿  
15.5×13×2.5㎝（80入・陶） 470円

カ218-236 刷毛巻黒六兵衛4.0皿  
φ14.2×2㎝（80入・磁） 440円

カ218-246 刷毛巻白六兵衛4.0皿  
φ14.2×2㎝（80入・磁） 440円

ホ218-256 和二重4.8丸皿  
φ14.5㎝（100入・磁） 430円

タ218-266 黒備前5.0三角皿  
16.2×15.2×2.5㎝（60入・磁） 420円

ア218-276 刷毛粉引14㎝皿  
φ14.2×2.2㎝（100入・磁） 400円

ハ218-286 白刷毛青磁タタキ4.0皿  
φ14×2.2㎝（160入・磁） 400円

ハ218-296 白刷毛鉄結晶タタキ4.0皿  
φ14×2.2㎝（160入・磁） 400円

ハ218-306 白粉引4.5皿  
φ13.8×1.9㎝（120入・磁） 390円

ハ218-316 丸小紋丸4.0皿  
φ13.3×2㎝（160入・磁） 370円

カ218-326 白粉引そぎ楕円4.0皿  
13.5×12.9×2.3㎝（100入・磁） 360円

ホ218-336 ゴス刷毛4.0皿  
φ13.8×2.3㎝（120入・磁） 320円
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テ219-016 黒ガラス灰取皿  
φ16.5×3.3㎝（150入・陶） 1,850円
テ219-026 黒ガラス灰小皿  
φ12.5×2.5㎝（200入・陶） 950円

ロ219-036 しずか5.0丸皿  
φ15.5×1.5㎝（100入・磁） 900円
ロ219-046 しずか4.0丸皿  
φ13.5×1.8㎝（120入・磁） 680円

カ219-056 灰釉古代丸4.5皿  
φ13.6×2.8㎝（80入・陶） 810円

イ219-066 白刷毛天目楕円取り鉢大  
17.5×15×4㎝（40入・磁） 750円
イ219-076 白刷毛天目楕円取り鉢小  
13×12×3.5㎝（100入・磁） 470円

オ219-086 白天目流し丸4.5皿  
φ13.3㎝（100入・磁） 510円
オ219-096 白天目流し丸3.0皿  
φ10.5㎝（150入・磁） 230円

タ219-106 波の華黒4.8皿  
15.6×15×2.2㎝（60入・磁） 440円
タ219-116 波の華黒4.0皿  
13×12.5×1.8㎝（80入・磁） 380円

ホ219-126 波の華（粉引）4.8皿  
φ15.6×2.2㎝（60入・磁） 430円
ホ219-136 波の華（粉引）4.0皿  
φ13×2㎝（100入・磁） 390円

ネ219-146 窯炎熊野4.0皿  
φ14×2.3㎝（120入・磁） 390円

イ219-156 黒水晶六兵衛4.0皿  
φ14×2.5㎝（120入・磁） 390円

カ219-166 新月手びねり4.0皿  
φ13.5×2.5㎝（80入・磁） 380円

ア219-176 ヴォルテックス14.5㎝皿  
φ14.4×2.3㎝（120入・磁） 370円

ツ219-186 刷毛茶粉引六兵衛取皿  
φ14×1.8㎝（100入・磁） 360円

カ219-196 白マット織部吹手びねり4.0皿  
φ13.5×2.5㎝（80入・磁） 360円

カ219-206 白備前松型4.8皿  
15×14.5×2.3㎝（80入・磁） 360円

カ219-216 伊賀備前吹松型4.8皿  
15×14.5×2.3㎝（80入・磁） 360円

ハ219-226 民芸十草括り手4.0皿  
φ14.3×2.3㎝（100入・磁） 360円

カ219-236 白マットくくりて4.0皿  
φ14.4×2.2㎝（100入・磁） 360円

カ219-246 黒マットくくりて4.0皿  
φ14.4×2.2㎝（100入・磁） 360円

ツ219-256 黒伊賀白吹六兵衛取皿  
φ14×1.8㎝（100入・磁） 360円

ネ219-266 布目黒マット5.0フルーツ皿  
φ16×1.7㎝（80入・磁） 350円

ハ219-276 志野サビ刷毛括り手4.0皿  
φ14.2×2.3㎝（100入・磁） 330円

ハ219-286 朱金彩括り手4.0皿  
φ14.2×2.3㎝（100入・磁） 330円

カ219-296 いこい4.0皿  
φ14×2.8㎝（100入・磁） 320円

ホ219-306 サビ刷毛4.0皿  
φ13.8×2.3㎝（120入・磁） 320円

ハ219-316 風紋小判皿（黒）  
12×10.3×5.1㎝（120入・磁） 320円

カ219-326 花火四方3.5取皿  
13×12.6×2.1㎝（120入・磁） 300円

カ219-336 たんぽぽ四方3.5取皿  
13×12.6×2.1㎝（120入・磁） 300円

カ219-346 十草四方3.5取皿  
13×12.6×2.1㎝（120入・磁） 300円

ハ219-356 志野サビ刷毛3.5皿  
φ12.4×2㎝（150入・磁） 290円

ア219-366 ダミ唐草4.0深皿  
φ13.4×2.5㎝（140入・磁） 260円

219

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

フルーツ皿・銘々皿・取皿



和
皿（
組
）

ヤ220-546 白菊18㎝丸皿  φ18.5×2.8㎝（60入・磁） 900円
ヤ220-556 白菊16.5㎝丸皿  φ16.5×2.5㎝（80入・磁） 800円
ヤ220-566 白菊15㎝丸皿  φ14.5×2.3㎝（120入・磁） 750円
ヤ220-576 白菊12.5㎝丸皿  φ12.6×2㎝（150入・磁） 500円

ヤ220-506 粉引釉古代赤絵6.0皿  φ19×2.7㎝（60入・磁） 920円
ヤ220-516 粉引釉古代赤絵5.0皿  φ16.1×2.4㎝（100入・磁） 730円
ヤ220-526 粉引釉古代赤絵4.0皿  φ13.8×2.2㎝（150入・磁） 580円
ヤ220-536 粉引釉古代赤絵3.5皿  φ12.1×2㎝（200入・磁） 490円

ハ220-436 若葉7.0平皿  φ21.8×2.7㎝（50入・磁） 1,050円
ハ220-446 若葉6.0平皿  φ19.4×2.7㎝（60入・磁） 880円
ハ220-456 若葉5.0平皿  φ15.7×2.3㎝（80入・磁） 650円
ハ220-466 若葉4.0平皿  φ12.8×2㎝（120入・磁） 580円

カ220-326 加茂川5.0皿  16.5×2.5㎝（60入・強） 1,550円
カ220-336 加茂川4.0皿  13.5×2.3㎝（80入・強） 1,270円
カ220-346 加茂川3.5皿  12×2.2㎝（100入・強） 1,150円
カ220-356 加茂川新丸3.0皿  10.3×1.7㎝（120入・強） 960円

ロ220-256 染付梅ライン6.5皿  φ20×3㎝（40入・磁） 1,450円
ロ220-266 染付梅ライン5.5皿  φ16.9×2.7㎝（60入・磁） 1,250円
ロ220-276 染付梅ライン4.5皿  φ13.7×2.3㎝（100入・磁） 820円
ロ220-286 染付梅ライン3.5皿  φ11.2×2.6㎝（120入・磁） 570円

ロ220-156 渕三色八角6.0皿  20×18.7×2.4㎝（40入・磁） 2,150円
ロ220-166 渕三色八角5.0皿  15.2×14.4×2.5㎝（60入・磁） 1,500円
ロ220-176 渕三色八角4.0皿  12.2×11.7×2.1㎝（80入・磁） 1,250円
ロ220-186 渕三色八角小皿  9.5×9.2×1.8㎝（120入・磁） 860円

イ220-036 りんか茶練24プレート  φ24.5×3.5㎝（20入・磁） 3,100円
イ220-046 りんか茶練21プレート  φ21.5×3.5㎝（30入・磁） 2,500円
イ220-056 りんか茶練17プレート  φ17.5×3㎝（60入・磁） 1,800円
イ220-066 りんか茶練14プレート  φ14.5×2.5㎝（80入・磁） 1,500円

オ220-016 粉引あらしやま四ツ押大皿  
21.4×3.3㎝（40入・強） 3,450円
オ220-026 粉引あらしやま四ツ押和皿  
17×2.8㎝（80入・強） 2,200円

ト220-136 翠玉流水6.0三角皿  
17×17×3.2㎝（40入・磁） 2,650円
ト220-146 翠玉流水5.0三角皿  
14.5×14×2.5㎝（50入・磁） 1,850円

ロ220-396 織部かに絵5.0丸皿  
φ15×2㎝（100入・陶） 1,250円
ロ220-406 織部かに絵3.0丸皿  
φ9.8×1.5㎝（150入・陶） 690円

カ220-416 白天目麦丸6.0皿  
φ18.5㎝（50入・陶） 1,240円
カ220-426 白天目麦丸5.0皿  
φ15㎝（80入・陶） 800円

カ220-076 白練リンカ24㎝プレート  
φ24.5×2.8㎝（30入・磁） 3,100円
カ220-086 白練リンカ21㎝プレート  
φ21.5×3.5㎝（40入・磁） 2,500円
カ220-096 白練リンカ14㎝プレート  
φ14.5×2.5㎝（60入・磁） 1,500円

カ220-106 ラスター流し月光24㎝丸皿  
φ24.5×3㎝（30入・磁） 2,900円
カ220-116 ラスター流し月光20㎝丸皿  
φ20.5×2.8㎝（40入・磁） 1,500円
カ220-126 ラスター流し月光16㎝丸皿  
φ16.3×2.8㎝（80入・磁） 1,100円

オ220-196 タコ唐草波型6.5皿  
φ20×4㎝（50入・陶） 1,930円
オ220-206 タコ唐草波型5.5皿  
φ17×3.5㎝（80入・陶） 1,100円
オ220-216 タコ唐草波型4.5皿  
φ13.2×2.5㎝（100入・陶） 900円

ユ220-226 美濃伊賀千段6.5皿  
φ19.5×3.4㎝（60入・陶） 1,800円
ユ220-236 美濃伊賀千段5.5皿  
φ16×2.8㎝（80入・陶） 1,350円
ユ220-246 美濃伊賀千段4.5皿  
φ14×2.5㎝（120入・陶） 1,200円

カ220-296 津和野新丸7.0皿  
φ22.1×3.2㎝（50入・強） 2,050円
カ220-306 津和野新丸6.0皿  
φ19.3㎝（60入・強） 1,540円
カ220-316 津和野新丸5.0皿  
φ16.5㎝（80入・強） 1,080円

オ220-366 ヒスイ天目高台皿（大）  
φ15×5㎝（40入・磁） 1,360円
オ220-376 ヒスイ天目高台皿（中）  
φ13×4.3㎝（60入・磁） 920円
オ220-386 ヒスイ天目高台皿（小）  
φ11×4㎝（80入・磁） 760円

ハ220-476 いぶし黒19㎝丸皿  
φ19×2.4㎝（80入・磁） 950円
ハ220-486 いぶし黒16.5㎝丸皿  
φ16.6×2.1㎝（100入・磁） 850円
ハ220-496 いぶし黒14㎝丸皿  
φ14×2.1㎝（120入・磁） 700円

ユ220-586 かすみ青白16.5㎝丸皿  
φ16.5×2.5㎝（80入・磁） 880円
ユ220-596 かすみ青白14.5㎝丸皿  
φ14.5×2.3㎝（100入・磁） 830円
ユ220-606 かすみ青白12.5㎝丸皿  
φ12.5×2㎝（160入・磁） 550円

ホ220-616 美濃路玉渕5.5皿  
φ16.8×2.5㎝（60入・磁） 880円
ホ220-626 美濃路玉渕4.5皿  
φ14×2.2㎝（80入・磁） 700円
ホ220-636 美濃路玉渕3.5皿  
φ10.8×2㎝（100入・磁） 550円

タ220-646 濃刷毛砂目5.0丸皿  
φ16.5×2.7㎝（80入・磁） 860円
タ220-656 濃刷毛砂目3.5丸皿  
φ11.6×2.4㎝（120入・磁） 550円
タ220-666 濃刷毛砂目3.0丸皿  
φ10.2×2㎝（160入・磁） 500円
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ロ221-816 雪粉引赤絵花5.0丸皿  φ16.2×2.6㎝（80入・磁） 530円
ロ221-826 雪粉引赤絵花4.0丸皿  φ13.7×2.2㎝（100入・磁） 420円
ロ221-836 雪粉引赤絵花3.5丸皿  φ12.1×2.1㎝（120入・磁） 380円
ロ221-846 白イラボ赤絵花3.0玉渕皿  φ9.5×2.3㎝（120入・磁） 440円

ヤ221-726 桜志野5.0丸皿  
φ15×2.5㎝（100入・陶） 580円
ヤ221-736 桜志野3.5丸皿  
φ11.2×2㎝（200入・陶） 430円

キ221-746 ベイクドライン5.0皿  
φ16.3×2.8㎝（100入・磁） 550円
キ221-756 ベイクドライン3.5皿  
φ12.5×2.2㎝（200入・磁） 450円

キ221-766 ピンストライプ菊型5.0皿  
φ16.3×3.5㎝（100入・磁） 550円
キ221-776 ピンストライプ菊型3.5皿  
φ12.2×2.7㎝（200入・磁） 450円

ヤ221-616 黒備前金茶吹三角中皿  
17.5×15㎝（60入・磁） 650円
ヤ221-626 黒備前金茶吹三角小皿  
13.5×11.2㎝（150入・磁） 460円

ヤ221-576 青磁赤絵花紋6.0皿  19㎝（60入・磁） 660円
ヤ221-586 青磁赤絵花紋5.0皿  16.5㎝（100入・磁） 550円
ヤ221-596 青磁赤絵花紋4.0皿  14㎝（150入・磁） 460円
ヤ221-606 青磁赤絵花紋3.5皿  12㎝（200入・磁） 430円

ヤ221-296 いぶし赤吹6.0皿  20㎝（60入・磁） 1,050円
ヤ221-306 いぶし赤吹5.0皿  16.5㎝（100入・磁） 750円
ヤ221-316 いぶし赤吹4.0皿  13㎝（150入・磁） 680円
ヤ221-326 いぶし赤吹3.5皿  11.3㎝（200入・磁） 610円

ヤ221-216 伊賀織部流吹き6.0皿  20.4㎝（60入・磁） 1,080円
ヤ221-226 伊賀織部流吹き5.0皿  16.7㎝（100入・磁） 780円
ヤ221-236 伊賀織部流吹き4.0皿  13.2㎝（150入・磁） 700円
ヤ221-246 伊賀織部流吹き3.5皿  11.3㎝（200入・磁） 630円

ヤ221-256 花間取6.0皿  φ20.5㎝（60入・磁） 1,080円
ヤ221-266 花間取5.0皿  φ16.5㎝（100入・磁） 780円
ヤ221-276 花間取4.0皿  φ13㎝（150入・磁） 700円
ヤ221-286 花間取3.5皿  φ11.2㎝（200入・磁） 630円

キ221-116 古伊万里唐草7.0皿  φ23.3×3.5㎝（40入・磁） 1,100円
キ221-126 古伊万里唐草5.0皿  φ16.7×3㎝（100入・磁） 550円
キ221-136 古伊万里唐草4.0皿  φ14×2.9㎝（150入・磁） 520円
キ221-146 古伊万里唐草3.5皿  φ12.5×2.6㎝（200入・磁） 450円

キ221-046 赤絵唐草7.5皿  φ24×3.5㎝（40入・磁） 1,350円
キ221-056 赤絵唐草6.0皿  φ19×3㎝（60入・磁） 1,000円
キ221-066 赤絵唐草5.0皿  φ16.5×2.5㎝（100入・磁） 660円
キ221-076 赤絵唐草3.5皿  φ12×2㎝（200入・磁） 550円

ロ221-016 紅結晶7.0丸皿  
φ21.8×3.2㎝（40入・磁） 1,400円
ロ221-026 紅結晶5.0丸皿  
φ16×2.5㎝（80入・磁） 880円
ロ221-036 紅結晶4.0丸皿  
φ12.8×2.5㎝（100入・磁） 680円

オ221-086 罫書紅梅6.0皿  
φ19.2×3㎝（50入・陶） 1,320円
オ221-096 罫書紅梅5.0皿  
φ16.3×2.7㎝（80入・陶） 920円
オ221-106 罫書紅梅4.0皿  
φ13×2.5㎝（140入・陶） 670円

キ221-156 染付彩華7.0皿  
φ22×3.5㎝（40入・磁） 1,100円
キ221-166 染付彩華5.0皿  
φ16.5×3.5㎝（100入・磁） 660円
キ221-176 染付彩華3.5皿  
φ12.5×2.5㎝（200入・磁） 450円

キ221-186 藍彩四角7.5皿  
21×21×4㎝（40入・磁） 1,100円
キ221-196 藍彩四角5.0皿  
15.2×15.2×3.2㎝（100入・磁） 660円
キ221-206 藍彩四角3.5皿  
11.7×11.7×2.5㎝（150入・磁） 450円

タ221-336 春雪丸7.0皿  
φ20.2×3㎝（30入・陶） 1,000円
タ221-346 春雪丸5.0皿  
φ15.3×2.7㎝（80入・陶） 600円
タ221-356 春雪丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（100入・陶） 430円

タ221-366 田園丸7.0皿  
φ20.2×3㎝（30入・陶） 990円
タ221-376 田園丸5.0皿  
φ15.3×2.7㎝（80入・陶） 580円
タ221-386 田園丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（100入・陶） 400円

イ221-396 天目潮騒5.0皿  
φ15×2㎝（80入・磁） 980円
イ221-406 天目潮騒4.0皿  
φ12×2㎝（100入・磁） 680円
イ221-416 天目潮騒3.5皿  
φ9×2㎝（150入・磁） 580円

ヤ221-426 月光黒備前16㎝丸皿  
φ16.2×2.8㎝（80入・磁） 840円
ヤ221-436 月光黒備前12㎝丸皿  
φ12.2×2㎝（150入・磁） 600円
ヤ221-446 月光黒備前9㎝丸皿  
φ9.2×2㎝（200入・磁） 480円

キ221-456 金彩茶結晶5.0皿  
φ16.5×3㎝（120入・磁） 730円
キ221-466 金彩茶結晶4.0皿  
φ14.2×2.5㎝（160入・磁） 610円
キ221-476 金彩茶結晶3.5皿  
φ12.2×2.5㎝（200入・磁） 500円

ヤ221-486 雪輪型花鳥5.0皿  
φ16㎝（100入・磁） 700円
ヤ221-496 雪輪型花鳥4.0皿  
φ13.5㎝（150入・磁） 580円
ヤ221-506 雪輪型花鳥3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 460円

ハ221-516 銀彩ブルー六兵衛6.0皿  
φ20×4㎝（60入・磁） 700円
ハ221-526 銀彩ブルー5.0皿  
φ16.5×3.3㎝（80入・磁） 580円
ハ221-536 銀彩ブルー4.0皿  
φ12×2.5㎝（120入・磁） 450円

タ221-546 淡青モア銘々皿  
18×16.4×2.8㎝（60入・陶） 700円
タ221-556 淡青モア小皿  
12.5×11.4×2㎝（100入・陶） 420円
タ221-566 淡青モアプチ小皿  
6.8×6×1.5㎝（200入・陶） 300円

ヤ221-636 万暦土物5.0皿  
φ16.5㎝（100入・磁） 650円
ヤ221-646 万暦土物4.0皿  
φ13.5㎝（150入・磁） 500円
ヤ221-656 万暦土物3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 400円

キ221-666 朱巻カスリ5.0皿  
φ16.5㎝（120入・磁） 640円
キ221-676 朱巻カスリ4.0皿  
φ14㎝（160入・磁） 520円
キ221-686 朱巻カスリ3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 470円

ホ221-696 とうがらし5.0皿  
φ16.7×3.2㎝（90入・磁） 580円
ホ221-706 とうがらし4.0皿  
φ13.5×2.7㎝（120入・磁） 490円
ホ221-716 とうがらし3.5皿  
φ12.2×2.5㎝（200入・磁） 400円

ヨ221-786 四つ葉6.0皿  
φ19.2×3.7㎝（5×12入・磁） 540円
ヨ221-796 四つ葉5.0皿  
φ16.5×3.2㎝（5×18入・磁） 380円
ヨ221-806 四つ葉3.5皿  
φ12×2.5㎝（5×20入・磁） 300円

キ221-856 うず粉引グレー5.0皿  
φ16×3㎝（100入・磁） 450円
キ221-866 うず粉引グレー4.0皿  
φ13.8×2.7㎝（150入・磁） 400円
キ221-876 うず粉引グレー3.5皿  
φ12×2.3㎝（200入・磁） 350円

ユ221-886 あみめ 5.0布目皿  
φ16×2㎝（100入・磁） 370円
ユ221-896 あみめ 4.0布目皿  
φ14×1.8㎝（120入・磁） 310円
ユ221-906 あみめ 3.5布目皿  
φ12×1.5㎝（150入・磁） 260円

ホ221-916 粉引水玉5.0皿  
φ17.3×2.8㎝（80入・磁） 320円
ホ221-926 粉引水玉4.0皿  
φ14.2×2.5㎝（120入・磁） 270円
ホ221-936 粉引水玉3.5皿  
φ12.5×2.3㎝（200入・磁） 230円
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キ222-046 吉祥小紋7.0皿  φ22×3.5㎝（40入・磁） 1,100円
キ222-056 吉祥小紋5.0皿  φ16.5×3.5㎝（100入・磁） 660円
キ222-066 吉祥小紋4.0皿  φ13.5×2.5㎝（150入・磁） 550円
キ222-076 吉祥小紋3.5皿  φ12.5×2.5㎝（200入・磁） 450円

ヤ222-086 瑞紋6.0皿  φ20㎝（60入・磁） 1,080円
ヤ222-096 瑞紋5.0皿  φ16.5㎝（100入・磁） 780円
ヤ222-106 瑞紋4.0皿  φ13.3㎝（150入・磁） 700円
ヤ222-116 瑞紋3.5皿  φ11.3㎝（200入・磁） 630円

ヤ222-126 朝市6.0皿  φ20.5㎝（60入・磁） 1,080円
ヤ222-136 朝市5.0皿  φ16.5㎝（100入・磁） 780円
ヤ222-146 朝市4.0皿  φ13㎝（150入・磁） 700円
ヤ222-156 朝市3.5皿  φ11.2㎝（200入・磁） 630円

ヤ222-166 白唐津大文字6.0皿  20㎝（60入・磁） 1,080円
ヤ222-176 白唐津大文字5.0皿  17㎝（100入・磁） 780円
ヤ222-186 白唐津大文字4.0皿  13㎝（150入・磁） 700円
ヤ222-196 白唐津大文字3.5皿  11.5㎝（200入・磁） 630円

ミ222-016 月桂樹石目6.0皿  
φ19.7×3㎝（60入・磁） 1,350円
ミ222-026 月桂樹石目5.0皿  
φ16.3×2.5㎝（100入・磁） 1,050円
ミ222-036 月桂樹石目4.5皿  
φ14.2×2㎝（120入・磁） 900円

ヤ222-206 益子風ツタ6.0皿  φ20㎝（60入・磁） 1,080円
ヤ222-216 益子風ツタ5.0皿  φ16.5㎝（100入・磁） 780円
ヤ222-226 益子風ツタ4.0皿  φ13.3㎝（150入・磁） 700円
ヤ222-236 益子風ツタ3.5皿  φ11.5㎝（200入・磁） 630円

ヤ222-246 粉引ライン6.0皿  20.4㎝（60入・磁） 1,050円
ヤ222-256 粉引ライン5.0皿  16.7㎝（100入・磁） 750円
ヤ222-266 粉引ライン4.0皿  13.2㎝（150入・磁） 680円
ヤ222-276 粉引ライン3.5皿  11.3㎝（200入・磁） 610円

イ222-286 黒信楽7.0皿  
20.7×20.7×3.5㎝（40入・磁） 990円
イ222-296 黒信楽5.0皿  
15.5×15.5×2.9㎝（100入・磁） 430円
イ222-306 黒信楽4.0皿  
13.6×13.6×3㎝（120入・磁） 390円

ア222-316 ジュピターW6.0角皿  
18.8×18.8×3.5㎝（80入・磁） 740円
ア222-326 ジュピターW4.0角皿  
13.4×13.4×3㎝（120入・磁） 400円

ア222-336 ジュピターB6.0角皿  
18.8×18.8×3.5㎝（80入・磁） 740円
ア222-346 ジュピターB4.0角皿  
13.4×13.4×3㎝（120入・磁） 440円

ト222-386 玄潮丸6.0皿  φ19.5×2.9㎝（60入・磁） 600円
ト222-396 玄潮丸5.0皿  φ15.8×2.2㎝（80入・磁） 450円
ト222-406 玄潮丸4.0皿  φ13.4×2.1㎝（100入・磁） 350円
ト222-416 玄潮丸3.5皿  φ12.5×1.9㎝（120入・磁） 300円

ヤ222-426 染付 かぶ6.0皿  φ19.3×3.6㎝（60入・磁） 530円
ヤ222-436 染付 かぶ5.0皿  φ16.6×3㎝（100入・磁） 370円
ヤ222-446 染付 かぶ4.0皿  φ13.8×2.7㎝（150入・磁） 330円
ヤ222-456 染付 かぶ3.5皿  φ12.5×2.4㎝（200入・磁） 280円

ヤ222-466 染付 なす6.0皿  φ19.3×3.6㎝（60入・磁） 530円
ヤ222-476 染付 なす5.0皿  φ16.6×3㎝（100入・磁） 370円
ヤ222-486 染付 なす4.0皿  φ13.8×2.7㎝（150入・磁） 330円
ヤ222-496 染付 なす3.5皿  φ12.5×2.4㎝（200入・磁） 280円

ヤ222-506 藍染唐草6.0皿  φ19.2×3.8㎝（60入・磁） 500円
ヤ222-516 藍染唐草5.0皿  φ16.3×3.5㎝（100入・磁） 360円
ヤ222-526 藍染唐草4..0皿  φ13.7×3㎝（150入・磁） 320円
ヤ222-536 藍染唐草3.5皿  φ12.2×2.7㎝（200入・磁） 270円

イ222-356 煌桜志野三角6.0皿  
19.6×19.6×2.6㎝（40入・磁） 830円
イ222-366 煌桜志野三角5.0皿  
16×16×2.1㎝（60入・磁） 500円
イ222-376 煌桜志野三角3.5皿  
12×12×2㎝（100入・磁） 390円

ミ222-636 玉花5.0皿  
φ16.5×3㎝（120入・磁） 650円
ミ222-646 玉花3.5皿  
φ12×2.3㎝（240入・磁） 370円

ヤ222-656 粉引赤絵なぶり型5.0皿  
φ16㎝（100入・磁） 550円
ヤ222-666 粉引赤絵なぶり型4.0皿  
φ13.5㎝（150入・磁） 490円
ヤ222-676 粉引赤絵なぶり型3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 450円

ヤ222-546 刷毛目白唐津5.0皿  
φ17㎝（100入・磁） 780円
ヤ222-556 刷毛目白唐津4.0皿  
φ13㎝（150入・磁） 700円
ヤ222-566 刷毛目白唐津3.5皿  
φ11.2㎝（200入・磁） 630円

ヤ222-576 朝露5.0皿  
φ17㎝（100入・磁） 780円
ヤ222-586 朝露4.0皿  
φ13㎝（150入・磁） 700円
ヤ222-596 朝露3.5皿  
φ11.2㎝（200入・磁） 630円

キ222-606 野々花5.0皿  
φ16.3×2.4㎝（100入・磁） 660円
キ222-616 野々花4.0皿  
φ13.5×2.2㎝（150入・磁） 550円
キ222-626 野々花3.5皿  
φ12×2㎝（200入・磁） 450円

ホ222-716 赤絵唐草5.0皿  φ16.5×2.5㎝（80入・磁） 490円
ホ222-726 赤絵唐草4.0皿  φ14㎝（100入・磁） 460円
ホ222-736 赤絵唐草3.5皿  φ12×2.3㎝（140入・磁） 400円
ホ222-746 赤絵唐草3.0皿  φ10×2㎝（180入・磁） 380円

ヤ222-686 錦唐草5.0皿  
φ16.5㎝（100入・磁） 500円
ヤ222-696 錦唐草4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 400円
ヤ222-706 錦唐草3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 350円

ヤ222-756 古染刷毛5.0皿  
φ16.7×3㎝（100入・磁） 430円
ヤ222-766 古染刷毛4.0皿  
φ13.8×2.5㎝（150入・磁） 330円
ヤ222-776 古染刷毛3.5皿  
φ12×2.4㎝（200入・磁） 280円

ヤ222-786 青磁十草5.0皿  
φ16.7×3㎝（100入・磁） 430円
ヤ222-796 青磁十草4.0皿  
φ14×2.5㎝（150入・磁） 330円
ヤ222-806 青磁十草3.5皿  
φ12×2.5㎝（200入・磁） 280円

ヤ222-816 かぶら 5.0皿  
φ16.5×3㎝（100入・磁）（美濃焼） 430円
ヤ222-826 かぶら 4.0皿  
φ14×2.5㎝（150入・磁）（美濃焼） 330円
ヤ222-836 かぶら 3.5皿  
φ12×2.5㎝（200入・磁）（美濃焼） 280円

ヤ222-846 益子錆市松5.0皿  
φ16.7×3㎝（100入・磁） 430円
ヤ222-856 益子錆市松4.0皿  
φ13.8×2.5㎝（150入・磁） 330円
ヤ222-866 益子錆市松3.5皿  
φ12×2.4㎝（200入・磁） 280円

キ222-876 白結晶5.0皿  
φ16.8×3㎝（120入・磁） 420円
キ222-886 白結晶4.0皿  
φ14×3㎝（160入・磁） 320円
キ222-896 白結晶3.5皿  
φ12×2.6㎝（200入・磁） 270円

キ222-906 いぶし黒5.0皿  
φ16.8×3㎝（120入・磁） 420円
キ222-916 いぶし黒4.0皿  
φ14×3㎝（160入・磁） 320円
キ222-926 いぶし黒3.5皿  
φ12×2㎝（200入・磁） 270円

ヤ222-936 窯変唐津5.0皿  
φ16.7×3㎝（100入・磁） 410円
ヤ222-946 窯変唐津4.0皿  
φ13.8×2.8㎝（150入・磁） 330円
ヤ222-956 窯変唐津3.5皿  
φ12×2.5㎝（200入・磁） 280円

ヤ222-966 グレー刷毛目5.0皿  
φ16.5×3㎝（100入・磁） 420円
ヤ222-976 グレー刷毛目4.0皿  
φ14×2.4㎝（150入・磁） 330円
ヤ222-986 グレー刷毛目3.5皿  
φ12.3×2㎝（200入・磁） 280円
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カ223-016 清里新丸4.0皿  
φ13.5×2.2㎝（80入・強） 900円
カ223-026 清里新丸3.5皿  
φ12.2×2㎝（100入・強） 780円
カ223-036 清里新丸3.0皿  
φ10.3×1.7㎝（120入・強） 680円

ロ223-046 うすみどり 4寸丸皿  
φ12.8×1.8㎝（100入・磁） 680円
ロ223-056 うすみどり 丸小皿  
φ9.2×1.5㎝（120入・磁） 410円

ロ223-066 志野 4寸丸皿  
φ12.8×1.8㎝（100入・磁） 680円
ロ223-076 志野 丸小皿  
φ9.2×1.5㎝（120入・磁） 410円

ホ223-086 かるーん（軽量食器）5.0皿  
φ16.5×3.2㎝（120入・磁） 440円
ホ223-096 かるーん（軽量食器）4.0皿  
φ13.4×2.5㎝（180入・磁） 380円
ホ223-106 かるーん（軽量食器）3.5皿  
φ12×2.4㎝（200入・磁） 300円

イ223-116 唐津市松5.0皿  
φ16.7×3㎝（120入・磁） 430円
イ223-126 唐津市松4.0皿  
φ14×2.5㎝（150入・磁） 330円
イ223-136 唐津市松3.5皿  
φ12×2.5㎝（200入・磁） 280円

イ223-146 新草花5.0皿  
φ16×3.2㎝（120入・磁） 430円
イ223-156 新草花4.0皿  
φ13.8×2.2㎝（150入・磁） 330円
イ223-166 新草花3.5皿  
φ12.2×2.3㎝（200入・磁） 280円

ヤ223-176 茶ライン5.0皿  
φ16.8㎝（100入・磁） 410円
ヤ223-186 茶ライン4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 300円
ヤ223-196 茶ライン3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 280円

ユ223-206 黒マット白刷毛5.0深皿  
φ16×4.2㎝（80入・磁） 400円
ユ223-216 黒マット白刷毛4.0深皿  
φ13.5×3.5㎝（120入・磁） 350円
ユ223-226 黒マット白刷毛3.0深皿  
φ10.5×2.8㎝（150入・磁） 250円

テ223-236 黒ライン5.0皿  
φ16.5㎝（120入・磁） 400円
テ223-246 黒ライン4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 320円
テ223-256 黒ライン3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 270円

テ223-266 白唐津5.0皿  
φ17×3.2㎝（120入・磁） 400円
テ223-276 白唐津4.0皿  
φ14×2.6㎝（150入・磁） 320円
テ223-286 白唐津3.5皿  
φ12×2.6㎝（200入・磁） 270円

テ223-296 唐津十草5.0皿  
φ16.5㎝（120入・磁） 400円
テ223-306 唐津十草4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 320円
テ223-316 唐津十草3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 270円

イ223-326 しのぎ5.0皿  
φ16.8×2.8㎝（100入・磁） 390円
イ223-336 しのぎ4.0皿  
φ14×2.3㎝（150入・磁） 330円
イ223-346 しのぎ3.0皿  
φ10×2㎝（200入・磁） 290円

ユ223-356 粉引織部布目5.0皿  
φ16×2㎝（80入・磁） 380円
ユ223-366 粉引織部布目4.0皿  
φ14×1.8㎝（120入・磁） 320円
ユ223-376 粉引織部布目3.5皿  
φ12×1.5㎝（160入・磁） 270円

ユ223-386 黒伊賀織部布目5.0皿  
φ16×2㎝（80入・磁） 380円
ユ223-396 黒伊賀織部布目4.0皿  
φ14×1.8㎝（120入・磁） 320円
ユ223-406 黒伊賀織部布目3.5皿  
φ12×1.5㎝（150入・磁） 270円

ヤ223-416 ドット黒三角5.0皿  
16.5×3㎝（100入・磁） 370円
ヤ223-426 ドット黒三角4.0皿  
13.5×2.7㎝（150入・磁） 320円
ヤ223-436 ドット黒三角3.5皿  
12×2.5㎝（200入・磁） 270円

ユ223-446 二重十草5.0深皿  
φ16×4.2㎝（100入・磁） 370円
ユ223-456 二重十草4.0深皿  
φ13.5×3.5㎝（120入・磁） 300円
ユ223-466 二重十草3.0深皿  
φ10.5×2.8㎝（150入・磁） 250円

キ223-476 風車（白）5.0皿  
φ16.6×3.2㎝（120入・磁） 370円
キ223-486 風車（白）4.0皿  
φ13.8×2.7㎝（160入・磁） 320円
キ223-496 風車（白）3.5皿  
φ12.5×2.3㎝（200入・磁） 250円

キ223-506 風車（黒）5.0皿  
φ16.6×3.2㎝（120入・磁） 370円
キ223-516 風車（黒）4.0皿  
φ13.8×2.7㎝（160入・磁） 320円
キ223-526 風車（黒）3.5皿  
φ12.5×2.3㎝（200入・磁） 250円

ヤ223-536 ドット白三角5.0皿  
16.5×3（100入・磁） 370円
ヤ223-546 ドット白三角4.0皿  
13.5×2.7㎝（150入・磁） 320円
ヤ223-556 ドット白三角3.5皿  
12×2.5㎝（200入・磁） 270円

イ223-566 桜づくし梅型5.0皿  
φ16.3×3㎝（100入・磁） 350円
イ223-576 桜づくし梅型4.0皿  
φ13.7×2.5㎝（120入・磁） 290円
イ223-586 桜づくし梅型3.5皿  
φ11.8×2.3㎝（150入・磁） 250円

ヤ223-596 吉祥唐草5.0皿  
φ16.8×3㎝（100入・磁） 330円
ヤ223-606 吉祥唐草4.0皿  
φ14×2.4㎝（150入・磁） 280円
ヤ223-616 吉祥唐草3.5皿  
φ12×2.3㎝（200入・磁） 220円

ヤ223-626 アミ目5.0皿  
φ16.5㎝（100入・磁） 330円
ヤ223-636 アミ目4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 280円
ヤ223-646 アミ目3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 230円

ト223-656 二色十草5.0皿  
φ16.4×2.6㎝（60入・磁） 310円
ト223-666 二色十草4.0皿  
φ13.5×2.3㎝（80入・磁） 260円
ト223-676 二色十草3.5皿  
φ12×2.1㎝（120入・磁） 210円

ト223-686 モカ渦5.0皿  
φ16.5×2.7㎝（80入・磁） 310円
ト223-696 モカ渦4.0皿  
φ13.8×2.3㎝（100入・磁） 260円
ト223-706 モカ渦3.5皿  
φ12×2.3㎝（150入・磁） 210円

ト223-716 藍染蛸唐草5.0皿  
φ16.5×3.3㎝（80入・磁） 310円
ト223-726 藍染蛸唐草4.0皿  
φ13.8×2.8㎝（100入・磁） 260円
ト223-736 藍染蛸唐草3.5皿  
φ12×2.3㎝（150入・磁） 210円

ト223-746 渦花型 5.0皿  
φ16.8×3㎝（100入・磁） 300円
ト223-756 渦花型 4.0皿  
φ13.8×2.6㎝（120入・磁） 240円
ト223-766 渦花型 3.5皿  
φ12×2.4㎝（120入・磁） 190円

ト223-776 唐子5.0皿  
φ16.3㎝（60入・磁） 300円
ト223-786 唐子4.0皿  
φ13.5㎝（80入・磁） 250円
ト223-796 唐子3.5皿  
φ12㎝（120入・磁） 205円

ト223-806 丸紋5.0皿  
φ16.4×2.6㎝（60入・磁） 300円
ト223-816 丸紋4.0皿  
φ13.5×2.3㎝（80入・磁） 260円
ト223-826 丸紋3.5皿  
φ12×2.1㎝（120入・磁） 210円

ハ223-876 粉引マット7.0皿  
φ21×2.8㎝（60入・磁） 420円
ハ223-886 粉引マット5.0皿  
φ15.6×2㎝（120入・磁） 280円
ハ223-896 粉引マット4.0皿  
φ12.5×2㎝（160入・磁） 260円タ223-866 鳴門唐草3.8平型皿  φ12.8×2.7㎝（150入・磁） 220円

タ223-836 鳴門唐草6.0深皿  φ19.4×3.9㎝（50入・磁） 390円
タ223-846 鳴門唐草5.0平型皿  φ16.1×2.9㎝（80入・磁） 300円
タ223-856 鳴門唐草4.0平型皿  φ13.9×3㎝（120入・磁） 260円
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カ224-016 
かぶ小皿  
φ8×1.5㎝（150入・陶）
1,750円

カ224-026 
鼠十草小皿  
φ8×1.5㎝（150入・陶）
1,750円

ウ224-036 
染付桜絵丸小皿  
φ11.5×2.5㎝（60入・強）
1,350円

カ224-046 
銀黒高台4寸皿  
φ11.5×2.6㎝（120入・磁）
1,100円

ア224-056 
銀小皿  
12×9.2×2.3㎝（120入・磁）
1,050円

カ224-066 
サビ梅花皮ひねり小皿  
φ9.4×2.5㎝（100入・陶）
1,050円

カ224-076 
ぎやまん茄子紺3寸皿  
φ9.8×1.8㎝（100入・磁）
1,000円

カ224-086 
新粉引ひねり小皿  
φ9×2.5㎝（100入・陶）
1,050円

ト224-096 
粉引内市松ひねり珍味  
φ9.2×2.8㎝（120入・陶）
1,150円

ミ224-106 
絵織部角小皿  
10.5×2.2㎝（200入・陶）
1,050円

ネ224-116 
いぶし高台小皿  
φ8.2×3㎝（100入・磁）
880円

ネ224-126 
粉引高台小皿  
φ8.2×3㎝（100入・磁）
880円

テ224-136 
灰釉布目3.5皿  
φ9.8×2.3㎝（200入・陶）
950円

ネ224-146 
黒陶小皿  
11.5×2㎝（160入・陶）
830円

イ224-156 
織部木の葉皿  
10×10×2.2㎝（200入・陶）
810円

イ224-166 
黄瀬戸紅葉皿  
10×9×2.2㎝（200入・陶）
810円

ウ224-176 
黒釉銀彩 角小皿  
8.2×8.2×2.1㎝（160入・強）
810円

ロ224-186 
織部菱紋 黄片押し丸小皿  
11×10.5×2.3㎝（120入・陶）
770円

ウ224-196 
赤楽小皿  
10×9.3×2.5㎝（80入・強）
750円

ロ224-206 
黒渦3.0小皿  
φ8.8×1.7㎝（150入・陶）
750円

ホ224-216 
赤絵みのり3.0皿  
10.3㎝（140入・強）
750円

タ224-226 
エメラルドグリーン華角小皿  
9.5×9.5×2.5㎝（100入・磁）
700円

ホ224-236 
粉引梅小皿  
φ10×2.5㎝（140入・陶）
700円

ミ224-246 
手造り黒織部木の葉小皿  
10.3×8×2.2㎝（240入・陶）
700円

ロ224-256 
織部菱紋 黄正角小皿  
9×9×1.4㎝（120入・陶）
680円

ハ224-266 
紅染4.0皿  
φ12×2.5㎝（120入・磁）
680円

ワ224-276 
ほのか10.5㎝丸皿  
φ10.7×2.4㎝（強）
680円

ロ224-286 
唐津椿3.0丸皿  
φ9.6×1.5㎝（120入・陶）
670円

ロ224-296 
白吹黒水晶片口豆皿  
9×7×2.3㎝（120入・強）
670円

ホ224-306 
伊良保小皿  
φ10.3㎝（160入・陶）
660円

ワ224-316 
流水丸3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（強）
650円

カ224-326 
ラスター流し月光9㎝丸皿  
φ9.3×2.8㎝（120入・磁）
650円

ワ224-336 
つゆ草丸3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（強）
650円

ハ224-346 
緑彩ぶどう手付小皿  
12.5×11.2×2㎝（100入・陶）
650円

ロ224-356 
細十草3.0丸皿  
φ10.5×2㎝（100入・陶）
630円

ウ224-366 
青均窯3.0梅型皿  
φ9.5×2.6㎝（200入・磁）
630円

ユ224-376 
淡雪二色吹四方波小皿  
9.5×9.5×3㎝（160入・磁）
620円

イ224-386 
手造りちぎり楕円小皿  
10.5×8.8×2.2㎝（200入・陶）
600円

カ224-396 
青磁千段二本線二色点3.0皿  
φ9.5×2.2㎝（120入・磁）
600円

カ224-406 
3.0太筋皿  
φ9.5×2㎝（120入・磁）
600円

ウ224-416 
備前風トジメ小皿  
φ9.2×2.4㎝（300入・磁）
580円

ロ224-426 
丸紋蝶3.6丸皿  
φ10.7×1.6（200入・磁）
560円

カ224-436 
白天目麦3.5皿  
φ10.5㎝（120入・陶）
570円

ロ224-446 
ビードロ3.3深丸皿  
φ10×2.6㎝（150入・磁）
560円
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オ225-016 
罫書紅梅3.3皿  
φ10×2.3㎝（180入・陶）
550円

ネ225-026 
青白磁はす小皿  
9.1×2㎝（160入・磁）
550円

ミ225-036 
かぶら玉渕30皿  
φ9.7×2.3㎝（300入・磁）
550円

ハ225-046 
吉祥手描き小皿  
φ10×2㎝（200入・陶）
550円

ハ225-056 
笑門来福手描き小皿  
φ10×2㎝（200入・陶）
550円

ハ225-066 
まり手描き小皿  
φ10×2㎝（200入・陶）
550円

ハ225-076 
福花紋手描き小皿  
φ10×2㎝（200入・陶）
550円

ウ225-086 古染波千鳥3.0皿  
φ9.7×2.3㎝（200入・陶） 540円
ウ225-096 古染波千鳥2.5皿  
φ8.2×2.1㎝（300入・陶） 480円

タ225-106 
藍3.5丸皿  
φ10.5×2.3㎝（80入・磁）
530円

カ225-116 
織部小皿  
φ9.9×1.8㎝（100入・陶）
520円

カ225-126 唐津筋3.0皿  
φ9.5×1.8㎝（120入・陶） 520円
カ225-136 唐津筋2.5皿  
φ8.1×1.8㎝（150入・陶） 460円

カ225-146 土物筋点字3.0皿  
φ9.2×2.2㎝（100入・陶） 500円
カ225-156 土物筋点字2.5皿  
φ8.3×2㎝（120入・陶） 440円

ミ225-166 
赤唐草玉渕30皿  
φ9.7×2.3㎝（300入・磁）
500円

ネ225-176 
銀彩手描き十草深小皿  
φ10.2×2.4㎝（100入・磁）
500円

ハ225-186 
手描き色椿3.0小皿  
φ9.6×2.4㎝（200入・磁）
500円

ハ225-196 
手描き色十草3.0小皿  
φ9.6×2.4㎝（200入・磁）
500円

ア225-206 
吹墨箸置小皿  
φ9×2.4㎝（200入・磁）
490円

ウ225-216 古染十草梅型3.0皿  
φ9.5×2.5㎝（200入・磁） 490円
ウ225-226 古染十草梅型2.5皿  
φ8×2.5㎝（300入・磁） 440円

オ225-236 
ヒスイ天目小判皿（小）  
11.4×8.5㎝（100入・磁）
480円

ハ225-246 
緑彩ぶどう小皿  
14.2×7.5×1.3㎝（120入・陶）
450円

タ225-256 
金彩すすきちぎり小皿  
10.2×9×2.5㎝（100入・磁）
470円

ウ225-266 
織部トチリ変型小皿  
φ8.6×1.6㎝（200入・磁）
450円

ミ225-276 
黒釉銀彩小花玉渕3.0皿  
φ9.7×2.3㎝（300入・磁）
450円

ヤ225-286 
錦笹 四角3.5皿  
9.6×1.7㎝（200入・磁）（美濃焼）
450円

ウ225-296 
青白トチリ変型小皿  
φ8.6×1.6㎝（200入・磁）
450円

ト225-306 
グリーン流し福小皿  
φ8.5㎝（150入・磁）
450円

ホ225-316 
赤絵さわやか3.0皿  
φ9.6×2.3㎝（200入・磁）
440円

ロ225-326 
しずか丸千代口  
φ8.8×2㎝（200入・磁）
440円

ヤ225-336 
赤絵笹2.8小皿  
φ9×2㎝（200入・磁）
430円

キ225-346 
朱巻カスリ3.0皿  
φ9.5㎝（240入・磁）
430円

キ225-356 
青地赤絵花紋3.0皿  
φ9.7×2.4㎝（240入・磁）
430円

キ225-366 
黒備前正角小皿  
9.7×9.7×1.5㎝（160入・陶）
430円

ア225-376 
金彩オーバル12㎝皿  
12.2×9×2.4㎝（200入・陶）
420円

ロ225-386 
渕一珍丸小皿  
φ9.2×2.6㎝（150入・磁）
420円

ウ225-396 
信楽鉄鉢3.0皿  
φ9.4×3㎝（200入・磁）
420円

ア225-406 
深海箸置小皿  
φ9.5×2.5㎝（200入・磁）
410円

ア225-416 
金彩粉引き丸9.5㎝皿  
φ9.7×2.2㎝（200入・陶）
400円

ホ225-426 赤絵ライン3.5皿  
φ12×2.3㎝（140入・磁） 400円
ホ225-436 赤絵ライン3.0皿  
φ10×2㎝（160入・磁） 380円

ウ225-446 
信楽渕取3.0皿  
9.7×9.6×2.1㎝（120入・磁）
390円

ホ225-456 
花伊万里八角深小皿  
φ8.9×2.2㎝（250入・磁）
390円

ホ225-466 
とうがらし3.0皿  
φ10.3×2㎝（250入・磁）
380円

テ225-476 
赤絵梅3.0深皿  
φ9×2.7㎝（300入）
380円

ト225-486 
半月アメ乱ハケ小皿  
10.5×9.2×1.8㎝（120入・磁）
350円

ア225-496 
伊賀白吹木葉小皿  
11.5×8.8×2.3㎝（180入・磁）
350円

タ225-506 
黄桔梗小皿  
11×10×2㎝（100入・磁）
340円

オ225-516 
白天目流し切立3.5皿  
φ11×2.5㎝（100入・磁）
340円

ミ225-526 
二色刷毛玉渕3.0皿  
9×1.7㎝（300入・磁）
350円

カ225-536 
サビ白刷毛深小皿  
φ10×3㎝（150入・磁）
320円

カ225-546 
天目深小皿  
φ9.8×3.2㎝（150入・磁）
320円

カ225-556 
美濃民芸3.0小皿  
φ9×2㎝（120入・磁）
300円

キ225-566 
鼡志野梅紋深小皿  
φ8.5×3.5㎝（180入・磁）
300円

ホ225-576 
渕錆粉引小皿  
φ11×2㎝（200入・磁）
300円

ア225-586 
三彩小皿  
φ9.5×2.5㎝（200入・磁）
270円

キ225-596 
白結晶3.0深皿  
φ10×2.8㎝（240入・磁）
260円

キ225-606 
鼡志野梅紋小皿  
φ7.5㎝（240入・磁）
260円

ネ225-616 
黒マット3.0寸皿  
φ10.5×1㎝（200入・磁）
210円
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カ226-016 
青白磁組皿  
8×8×2.3㎝（150入・磁）
600円

カ226-026 
十草3.0皿  
φ9.5×2㎝（120入・磁）
600円

ウ226-036 
赤絵花3.0皿  
φ9.5×2.5㎝（200入・磁）
580円

ロ226-046 
新緑3.0小判皿  
9×7.5㎝（180入・磁）
520円

ロ226-056 
紅結晶ナス型小皿  
10.8×8.2×3㎝（150入・磁）
490円

ツ226-066 
和黒（わっこく） ちぎり小皿  
10×9×2㎝（150入・陶）
480円

ロ226-076 
丸紋蝶正角小皿  
8×8×1.8㎝（150入・磁）
450円

ホ226-086 
一珍十草角小皿  
8.4×7.6×2.3㎝（200入・磁）
420円

ウ226-096 
吹墨カニ丸皿  
φ9.6×1.8㎝（200入・磁）
420円

ホ226-106 
赤絵小花3.0皿  
φ9.5㎝（160入・磁）
400円

ホ226-116 
伊賀風粉引3.0皿  
φ10×2㎝（200入・磁）
390円

ロ226-126 
石垣志野小皿  
φ9×1.5㎝（150入・磁）
390円

テ226-136 
赤絵菊3.0深皿  
φ9×2.7㎝（300入・磁）
380円

ト226-146 
織部 八角小付  
9.2×8.8×2.2㎝（120入・磁）
370円

ア226-156 
白釉変形丸小皿  
φ10×1.8㎝（200入・磁）
360円

ヤ226-166 
金茶吹 8㎝千代口  
φ7.8×2.2㎝（磁）（美濃焼）
360円

ヤ226-176 
武蔵 8㎝千代口  
φ7.8×2.2㎝（磁）（美濃焼）
360円

ヤ226-186 
白吹天目 薬味小皿  
φ7.8×2㎝（磁）（美濃焼）
350円

オ226-196 
玉渕赤絵3.0皿  
φ9.5×2.1㎝（250入・磁）
340円

イ226-206 
野菜小皿ナス  
φ9.6×2.2㎝（200入・磁）
330円

カ226-216 
菊線菊形3.0小皿  
φ10×2㎝（150入・磁）
330円

オ226-226 
赤ライン3.0皿  
φ9.5×2.1㎝（250入・磁）
320円

ヤ226-236 
天目釉 薬味小皿  
φ7.8×2㎝（磁）（美濃焼）
320円

ト226-246 
織部カヤメ楕円小皿  
10.4×9.2×1.8㎝（150入・磁）
320円

イ226-256 
鉄赤3.0深皿  
φ10×2.7㎝（200入・磁）
300円

イ226-266 
黒水晶3.0深皿  
φ10×2.7㎝（200入・磁）
300円

ウ226-276 
黒伊賀梅型皿  
8.5×2㎝（300入・磁）
290円

イ226-286 
信楽3.3小皿  
φ10×2.5㎝（200入・磁）
280円

ヤ226-296 
窯変唐津3.0深皿  
φ9.8×2.9㎝（200入・磁）
280円

ウ226-306 網3.0皿  
φ9.5×2.5㎝（200入・磁） 280円
ウ226-316 網2.5皿  
φ7.8×2.5㎝（300入・磁） 240円

ヤ226-326 
古染刷毛3.0深皿  
φ9.8×2.8㎝（200入・磁）
280円

テ226-336 
吹うさぎ箸置3.0皿  
φ9㎝（300入・磁）
280円

イ226-346 
緑貫入3.0皿  
φ10.3×2.1㎝（200入・陶）
270円

キ226-356 
伊賀渦（黒）小皿  
φ8.3×2.5㎝（240入・磁）
270円

テ226-366 市松3.3皿  
φ9.8㎝（300入・磁） 270円
テ226-376 市松2.8皿  
φ8.8㎝（300入・磁） 250円

テ226-386 
カニ反3.3深皿  
φ9.8㎝（300入・磁）
270円

ウ226-396 
ナス厚口3.0皿  
φ9×2.2㎝（200入・磁）
260円

ウ226-406 
カニ厚口3.0皿  
φ9×2.2㎝（200入・磁）
260円

ウ226-416 
エビ厚口3.0皿  
φ9×2.2㎝（200入・磁）
260円

ウ226-426 
大根厚口3.0皿  
φ9×2.2㎝（200入・磁）
260円

ウ226-436 
フグ厚口3.0皿  
φ9×2.2㎝（200入・磁）
260円

ウ226-446 丸紋厚口3.0皿  
φ9.3×2.4㎝（200入・磁） 270円
ウ226-456 丸紋厚口2.5皿  
φ7.7×2.4㎝（300入・磁） 250円

ト226-466 
白マット 小付四方上り  
8.2×8.2×3.6㎝（120入・磁）
280円

ト226-476 
茶吹 小付四方上り  
8.2×8.2×3.6㎝（120入・磁）
280円

ハ226-486 
一珍渕ライン角小皿  
8.5×8.5×2.1㎝（150入・磁）
260円

ロ226-496 
葵瓢小皿  
9.6×9.1×2.4㎝（150入・磁）
240円

ヤ226-506 
かすり楕円千代口  
8.8×6×2㎝（200入・磁）
250円

ヤ226-516 
れんこん白 楕円千代口  
9×6.2×2㎝（200入）
230円

ト226-526 
伊賀櫛目2.5皿  
φ8×1.8㎝（200入・磁）
220円

イ226-536 
黒カスリ長角小皿  
10×7.5×2.3㎝（200入・磁）
260円

ウ226-546 
黒伊賀切立皿  
7.6×7.6×1.7㎝（200入・磁）
270円

ト226-556 
黒吹長角小皿  
10.2×8×1.8㎝（150入・磁）
280円

ヤ226-566 
粉引クロス長角小皿  
10.4×8×1.8㎝（200入・磁）
270円

ヤ226-576 
かすり角小皿  
9.8×7.2×2.3㎝（200入・磁）
260円

ヤ226-586 
れんこん白 長角小皿  
9.8×7.5×2㎝（200入）
250円

ヤ226-596 
れんこん茶 長角小皿  
9.8×7.5×2㎝（200入）
250円
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キ227-016 
伊賀渦（白）小皿  
φ8.3㎝（240入・磁）
270円

キ227-026 
白志野織部流3.0深皿  
φ9×2.5㎝（240入・磁）
260円

テ227-036 
井桁3.0皿  
φ9.6×2.2㎝（300入・磁）
260円

ト227-046 
青磁箸置深口2.8  
φ8.3×2.3㎝（160入・磁）
260円

テ227-056 
ヒワ吹3.0皿  
φ9.2×2.2㎝（300入・磁）
260円

ウ227-066 ピンク吹3.0皿  
φ9.4×2.8㎝（200入・磁） 260円
ウ227-076 ピンク吹2.5皿  
φ7.8×2.4㎝（300入・磁） 240円

キ227-086 
黒結晶グリン流3.0深皿  
φ9×2.5㎝（240入・磁）
260円

テ227-096 
益子竹玉3.0皿  
φ9.5㎝（300入・磁）
260円

キ227-106 
黒結晶グリン流3.0玉皿  
φ9㎝（240入・磁）
260円

キ227-116 
黒結晶白流3.0玉皿  
φ9㎝（240入・磁）
260円

キ227-126 
いぶし黒3.0深皿  
φ10×2.8㎝（240入・磁）
260円

ウ227-136 吹墨厚口3.0皿  
φ9.1×2.1㎝（200入・磁） 260円
ウ227-146 吹墨厚口2.5皿  
φ7.6×1.9㎝（300入・磁） 240円

テ227-156 網目3.0皿  
φ9.5㎝（300入・磁） 260円
テ227-166 網目2.8皿  
φ9㎝（300入・磁） 240円

テ227-176 
吹ススキ3.0皿  
φ9.5㎝（300入・磁）
260円

カ227-186 
桜志野チビ皿  
φ7.5×2㎝（150入・磁）
260円

ア227-196 紅葉3.0皿  
φ9.5×2㎝（300入・磁） 250円
ア227-206 紅葉2.8皿  
φ9×1.8㎝（300入・磁） 240円

ウ227-216 十草 3.0皿  
φ9×2.2㎝（100入・磁） 250円
ウ227-226 十草 2.5皿  
φ7.4×2㎝（200入・磁） 240円

ウ227-236 網 3.0皿  
φ9×2.2㎝（100入・磁） 250円
ウ227-246 網 2.5皿  
φ7.4×2㎝（200入・磁） 240円

ア227-256 渕帯3.0皿  
φ9.5×2㎝（300入・磁） 250円
ア227-266 渕帯2.8皿  
φ9×1.8㎝（300入・磁） 240円

キ227-276 
均窯塗分小皿  
φ8.2×2.5㎝（240入・磁）
250円

キ227-286 
金茶流小皿  
φ8.2×2.5㎝（240入・磁）
250円

ハ227-296 
藍染ぶどう2.8玉皿  
φ9.2×2㎝（180入・磁）
250円

カ227-306 緑釉型入2.8皿  
φ8.8×1.7㎝（200入・磁） 250円
カ227-316 緑釉型入2.5皿  
φ8×1.6㎝（200入・磁） 240円

ウ227-326 厚渕コン3.0皿  
φ9×2.7㎝（200入・磁） 240円
ウ227-336 厚渕コン2.5皿  
φ7.8×2.4㎝（300入・磁） 150円

キ227-346 
益子十草3.0玉皿  
φ9㎝（240入・磁）
240円

ト227-356 練り込み形入3.3皿  
φ10×2㎝（160入・磁） 240円
ト227-366 練り込み形入2.8皿  
φ9×1.7㎝（200入・磁） 230円

イ227-376 京小花玉渕3.0皿  
φ9.5×2.8㎝（200入・磁） 240円
イ227-386 京小花玉渕2.8皿  
φ9×2㎝（200入・磁） 220円

キ227-396 
黒伊賀型入2.8皿  
φ8.6×1.6㎝（240入・磁）
240円

ト227-406 
黒渦小皿  
φ7.6×1.8㎝（200入・磁）
230円

ト227-416 玉渕吹波3.3皿  
φ9.6×2.3㎝（160入・磁） 230円
ト227-426 玉渕吹波2.8皿  
φ9.2×2㎝（200入・磁） 220円

ホ227-436 
粉引水玉3.0深皿  
φ10×2㎝（200入・磁）
230円

キ227-446 
黒伊賀型入2.5皿  
φ7.8×1.6㎝（300入・磁）
230円 イ227-466 市松玉渕2.8皿  

φ9×2㎝（200入・磁） 220円

イ227-456 市松玉渕3.0皿  
φ9.5×2.8㎝（200入・磁） 240円

ア227-476 
青磁3.0皿  
φ9.5×2㎝（300入・磁）
220円

ハ227-486 白3.3玉渕皿  
φ10.4×2.1㎝（200入・磁） 220円
ハ227-496 白2.8玉渕皿  
φ9.1×2㎝（240入・磁） 210円

ハ227-506 黒映3.3玉渕皿（マット）  
φ10.6×2.1㎝（200入・磁） 220円
ハ227-516 黒映2.8玉渕皿（マット）  
φ9.2×2㎝（240入・磁） 210円

カ227-526 
茶渦小皿  
φ8.1×2.5㎝（150入・磁）
250円

ホ227-536 
黒刷毛2.8玉渕小皿  
φ9×2㎝（200入・磁）
210円

ホ227-546 
白茶刷毛2.8玉渕小皿  
φ9×2㎝（200入・磁）
210円

テ227-556 
白玉3.0皿  
φ9.3㎝（300入・磁）
200円

ハ227-566 
青白3.0深皿  
φ9.7×2㎝（200入・磁）
175円

ウ227-576 
白厚口バター皿  
φ8.5×2㎝（200入・磁）
150円

カ227-586 
志野福の字豆皿  
6×1.7㎝（150入・陶）
1,250円

イ227-596 
織部豆皿  
φ7×1.5㎝（200入・陶）
550円

ネ227-606 
織部はす型小皿  
5.7×5.5×1.5㎝（200入・磁）
590円

タ227-616 
あけぼの翔千代口  
8.2×7.4×2.1㎝（180入・磁）
470円

タ227-626 
伊賀オリベ翔千代口  
8.2×7.4×2.1㎝（180入・磁）
470円

ロ227-636 
ピンク吹小皿  
9.1×7.3×0.9㎝（150入・強）
470円

ロ227-646 
ヒワ吹小皿  
9.1×7.3×0.9㎝（150入・強）
470円

ト227-656 
さび十草ミニ角小皿  
6.7×6.7×2㎝（160入・磁）
460円

ウ227-666 
錦すすき豆皿  
6.3×1.2㎝（300入・陶）
480円

カ227-676 
透明紺まめ皿  
φ7.4×1.8㎝（100入・磁）
450円

カ227-686 
美濃伊賀楕円珍味小皿  
7.7×5.2×2㎝（150入・磁）
350円

ア227-696 
金彩粉引き豆皿  
φ6.5×1.5㎝（300入・陶）
300円

ホ227-706 
黒茶こつぶ小皿  
φ6.2×1.5㎝（300入・磁）
280円

ホ227-716 
白粉引こつぶ小皿  
φ6.2×1.5㎝（300入・磁）
280円
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ス228-016 灰釉一珍11号丸皿  
φ33.6×3.2㎝（10入・陶）（萬古焼） 4,300円
ス228-026 灰釉一珍10号丸皿  
φ30×3.2㎝（15入・陶）（萬古焼） 2,800円

ス228-036 白渦10号丸皿  
30.5×26.5×3.8㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,250円
ス228-046 白渦8号丸皿  
24.5×21.5×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,350円

ス228-056 黒釉12号丸皿  
φ37×4.5㎝（12入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス228-066 黒釉10号丸皿  
φ32×3.5㎝（24入・陶）（萬古焼） 2,300円

ス228-166 仙人山水12号丸皿  
φ37×4㎝（12入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス228-176 仙人山水10号丸皿  
φ32×3㎝（24入・陶）（萬古焼） 1,750円

ス228-186 白渦9号鉢  
26.5×23.5×7㎝（16入・陶）（萬古焼） 2,350円
ス228-196 白渦8号鉢  
24×21.5×5㎝（24入・陶）（萬古焼） 1,750円

ス228-206 青地ドラ鉢  
φ30.5×5.8㎝（12入・陶）（萬古焼） 2,800円

ス228-216 青釉10号盛鉢  
φ30×8.5㎝（10入・陶）（萬古焼） 4,900円
ス228-226 青釉8号盛鉢  
φ24×7㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,300円

ス228-236 琥珀10号盛鉢  
φ30×8.5㎝（10入・陶）（萬古焼） 4,900円
ス228-246 琥珀8号盛鉢  
φ24×7㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,300円

ス228-256 萩風10号めん鉢  
φ30×8㎝（12入・陶）（萬古焼） 3,650円
ス228-266 萩風8号めん鉢  
φ24.5×6.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,050円

ス228-276 清流10号盛鉢  
φ29.5×6.5㎝（12入・陶）（萬古焼） 4,600円

ス228-286 金彩10号盛鉢  
φ29.5×6㎝（12入・陶）（萬古焼） 4,600円
ス228-296 金彩7号盛鉢  
φ21×4.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,100円

ス228-306 瑞雲まな板皿（大）  
38.5×26×5㎝（12入・陶）（萬古焼） 4,800円
ス228-316 瑞雲まな板皿（中）  
30×20.5×4.7㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,100円

ス228-076 青地12号高台皿  φ37.5×5㎝（10入・陶）（萬古焼） 3,400円
ス228-086 青地11号高台皿  φ34.5×5㎝（12入・陶）（萬古焼） 2,900円
ス228-096 青地10号高台皿  φ32×5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,400円

ス228-106 網目13号丸皿  φ42×5.5㎝（10入・陶）（萬古焼） 5,000円
ス228-116 網目12号丸皿  φ38×4㎝（12入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス228-126 網目10号丸皿  φ32×3.5㎝（24入・陶）（萬古焼） 1,800円

ス228-136 宝船13号雪輪皿  φ42×5.5㎝（10入・陶）（萬古焼） 5,000円
ス228-146 宝船12号丸皿  φ37×4㎝（12入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス228-156 宝船10号丸皿  φ32×3㎝（24入・陶）（萬古焼） 1,750円
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ス229-016 黒砂（手造り）70㎝ロング皿  
70×13.5×3.5㎝（5入・陶）（萬古焼） 17,000円

ス229-026 志野釉（手造り）70㎝ロング皿  
70×13.5×3.5㎝（5入・陶）（萬古焼） 17,000円

ス229-306 砂ビードロ変形さんま皿  
32×12.5×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,250円

ス229-036 砂ビードロ13号木の葉皿  
41×17.5×5.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,500円
ス229-046 砂ビードロ8号木の葉皿  
26×11×3㎝（60入・陶）（萬古焼） 750円

ス229-076 黒織部12号長角皿  
35×27×5㎝（12入・陶）（萬古焼） 3,200円

ス229-206 黒いぶし10号角皿  
32×23.5×3㎝（15入・陶）（萬古焼） 2,500円

ス229-216 黒いぶし8号角皿  
24.5×24×2.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,000円

ス229-226 萩風四足長角皿12号  
37.8×25×6㎝（10入・陶）（萬古焼） 3,400円
ス229-236 萩風四足長角皿10号  
32.8×19.7×5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,100円

ス229-246 萩風四足正角皿10号  
31×31×5.3㎝（10入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス229-256 萩風四足正角皿8号  
25×25×4.5㎝（15入・陶）（萬古焼） 1,850円

ス229-266 織部四足長角皿12号  
37.8×25×6㎝（10入・陶）（萬古焼） 3,400円
ス229-276 織部四足長角皿10号  
32.8×19.7×5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,100円

ス229-286 織部四足正角皿10号  
31×31×5.3㎝（10入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス229-296 織部四足正角皿8号  
25×25×4.5㎝（15入・陶）（萬古焼） 1,850円

ス229-056 うのふ掛分12号長角皿  
37×26×4㎝（12入・陶）（萬古焼） 3,600円
ス229-066 うのふ掛分10号長角皿  
31×21×3.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,500円

ス229-316 油滴天目8号正角皿  
24×24×3.5㎝（15入・陶）（萬古焼） 2,600円

ス229-086 グレー刷毛目12号長角皿  37×26×4㎝（12入・陶）（萬古焼） 3,600円
ス229-096 グレー刷毛目11号長角皿  33.5×23×4㎝（15入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス229-106 グレー刷毛目10号長角皿  31×21×3.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,500円
ス229-116 グレー刷毛目9号長角皿  27.5×18.5×3㎝（25入・陶）（萬古焼） 2,000円

ス229-126 黒茶吹12号長角皿  37×26×4㎝（12入・陶）（萬古焼） 3,500円
ス229-136 黒茶吹11号長角皿  33.5×23×4㎝（15入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス229-146 黒茶吹10号長角皿  31×21×3.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,200円
ス229-156 黒茶吹9号長角皿  27.5×18.5×3㎝（25入・陶）（萬古焼） 1,950円

ス229-166 油滴天目12号長角皿  37.5×26.5×3.8㎝（12入・陶）（萬古焼） 4,200円
ス229-176 油滴天目11号長角皿  34.3×23.5×3.5㎝（15入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス229-186 油滴天目10号長角皿  30×21×3.3㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,400円
ス229-196 油滴天目9号長角皿  28.2×18.3×3㎝（25入・陶）（萬古焼） 1,800円
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ス230-016 ブルー貫入変形さんま皿  31×12.5×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,250円
ス230-026 ブルー貫入16号角長皿  49.5×15×3㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,500円
ス230-036 ブルー貫入10号小判多用皿  30.5×11.5×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,250円
ス230-046 ブルー貫入13号小判多用皿  41×16×4.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,300円
ス230-056 ブルー貫入8号高台皿  25×22×5㎝（20入・陶）（萬古焼） 1,450円

ス230-066 金彩長角皿（小）手造り  27×17×5㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,600円
ス230-076 金彩長角皿（大）手造り  38×18×5㎝（10入・陶）（萬古焼） 6,200円
ス230-086 金彩舟形鉢  43×12×4㎝（15入・陶）（萬古焼） 3,600円
ス230-096 金彩手造トレー（小）  32×12×3㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス230-106 金彩手造トレー（中）  41×13×3㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,600円
ス230-116 金彩手造トレー（大）  49.5×12.5×3㎝（15入・陶）（萬古焼） 4,800円

ス230-126 灰釉一珍変形さんま皿  31×12.5×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,250円
ス230-136 灰釉一珍16号角長皿  49.5×15×3㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,500円
ス230-146 灰釉一珍8号木ノ葉皿  26×11×3㎝（60入・陶）（萬古焼） 750円
ス230-156 灰釉一珍13号木ノ葉皿  41×17.5×5.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,500円
ス230-166 灰釉一珍10号小判多用皿  30.5×11.5×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,250円
ス230-176 灰釉一珍13号小判多用皿  41×16×4.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,300円
ス230-186 灰釉一珍8号高台皿  25×22×5㎝（20入・陶）（萬古焼） 1,450円

ス230-196 粉引8号正角皿  24.3×24.3×3㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,350円
ス230-206 粉引8号木の葉皿  26×11×3.5㎝（60入・陶）（萬古焼） 850円
ス230-216 粉引13号木の葉皿  41×17.5×6㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,750円
ス230-226 粉引3号三角鉢  9.8×9.8×4㎝（80入・陶）（萬古焼） 530円
ス230-236 粉引4号三角鉢  13×13×4.8㎝（60入・陶）（萬古焼） 630円
ス230-246 粉引6号三角鉢  19.3×19×6.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,450円
ス230-256 粉引8号三角鉢  25.5×25.5×8㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,100円
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ス231-016 志野釉（手造り）9号長角皿  28×20×3.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 4,500円
ス231-026 志野釉（手造り）13号長角皿  42×28×3.5㎝（6入・陶）（萬古焼） 9,500円
ス231-036 志野釉（手造り）14号細前菜皿  45×9.5×2.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 4,000円
ス231-046 志野釉（手造り）14号長盛皿  45×13.5×3㎝（15入・陶）（萬古焼） 5,500円

ス231-056 風雅9号小判皿  27.5×20×3㎝（20入・陶）（萬古焼） 4,500円
ス231-066 風雅13号小判皿  42×27.5×3.5㎝（6入・陶）（萬古焼） 9,500円
ス231-076 風雅14号長盛皿  44.5×13×3.5㎝（15入・陶）（萬古焼） 5,500円
ス231-086 風雅14号細前菜皿  44.5×9×3㎝（20入・陶）（萬古焼） 4,000円
ス231-096 風雅9号長角皿  27.5×20×3.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 4,500円
ス231-106 風雅13号長角皿  41.5×29.5×4㎝（6入・陶）（萬古焼） 9,500円

ス231-116 備前風だ円鉢（小）  17.5×11×5.5㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,000円
ス231-126 備前風小判多用皿  32.5×18.5×5.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス231-136 備前風7.5号角皿  23×23×4㎝（24入・陶）（萬古焼） 2,300円
ス231-146 備前風9号角皿  29×28.5×5㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,500円
ス231-156 備前風三角皿（小）  13×13×5㎝（80入・陶）（萬古焼） 800円
ス231-166 備前風三角皿（中）  18×18×7㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,250円
ス231-176 備前風三角皿（大）  26.5×26.5×8㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,650円

ス231-186 萩風角千代口  9.7×6.6×2㎝（150入・陶）（萬古焼） 260円
ス231-196 萩風5号長角皿  16×12.5×2㎝（80入・陶）（萬古焼） 520円
ス231-206 萩風7号長角皿  21×14×2.5㎝（50入・陶）（萬古焼） 800円
ス231-216 萩風9号長角皿  27×16.5×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,200円
ス231-226 萩風11号長角皿  34×28×4㎝（15入・陶）（萬古焼） 2,600円
ス231-236 萩風小判皿8号  24.5×16.5×4㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,050円
ス231-246 萩風小判皿12号  37×18.5×4.8㎝（15入・陶）（萬古焼） 2,400円
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ミ232-016 安南唐草特大コンポート（手造り）
φ49×24.5㎝（1入･陶） 75,000円

ミ232-026 手造りゴス模様高台大皿
33.8×15㎝（6入･陶） 16,100円

ミ232-036 安南刷毛目高台楕円盛込皿（手造り）
52×30×10㎝（2入･陶） 40,000円

ミ232-046 安南七宝渦模様高台楕円盛込皿（手造り）
52×30×10㎝（2入･陶） 40,000円

メ232-056 荒土しのぎ手13.0大鉢
φ40×6㎝（5入･陶） 46,100円
メ232-066 荒土しのぎ手12.0大鉢
φ36×5.5㎝（8入･陶） 30,700円

メ232-076 緑釉13.7皿鉢
φ41×10㎝（8入･陶） 29,500円
メ232-086 緑釉11.0皿鉢
φ35×7㎝（8入･陶） 10,700円

メ232-096 火色灰釉吹13.0大鉢
φ39×8.5㎝（5入･陶） 13,100円
メ232-106 火色灰釉吹11.0大鉢
φ33×8㎝（10入･陶） 9,300円

メ232-116 金彩たわみ14.0鉢
42.5×36.5×12㎝（8入･陶） 29,500円
メ232-126 金彩たわみ12.0鉢
36×27.5×11㎝（8入･陶） 11,200円
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ミ233-026 安南呉須更紗 手挽き大盛鉢
φ41.5×13㎝（3入･陶） 38,000円

メ233-116 チタン12.6丸鉢
38×37.5×8.5㎝（5入･陶） 11,800円

メ233-036 灰釉粉引12.3台皿
φ37×4.5㎝（5入･陶）（信楽焼） 16,000円
メ233-046 灰釉粉引10.0台皿
φ31.5×3.5㎝（10入･陶）（信楽焼） 10,500円

メ233-056 黒銀彩13.0輪花皿
φ41×9㎝（陶）（信楽焼） 15,000円
メ233-066 黒銀彩11.0輪花皿
34×34×7㎝（陶）（信楽焼） 10,000円

メ233-076 黒窯変13.0変型大鉢
40×37.5×10㎝（5入･陶） 13,100円
メ233-086 黒窯変11.0変型大鉢
33×30×8.5㎝（10入･陶） 9,500円

メ233-096 灰釉粉引13.0変型鉢
40×37.5×1㎝（5入･陶）（信楽焼） 13,500円
メ233-106 灰釉粉引11.0変型大鉢
33×31×8.5㎝（8入･陶）（信楽焼） 9,500円

メ233-126 古窯13.0大鉢
38×36×10㎝（5入･陶） 12,900円
メ233-136 古窯11.0大鉢
33×31×8㎝（10入･陶） 8,800円

ミ233-016 安南幾何紋 高台耳付鉢
φ26.5×37×24㎝（2入･陶） 47,000円
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メ234-016 焼〆ビードロ16.0小判鉢
48×30×6.5㎝（5入･陶） 12,900円
メ234-026 焼〆ビードロ13.0小判鉢
39×23.5×6㎝（10入･陶） 7,700円

メ234-076 青ガラス15.3角ソリ鉢
47×28×17㎝（4入･陶） 12,900円

キ234-106 炭化土たわみ盛鉢
32×29.5×10.4㎝（10入･陶） 9,800円

イ234-126 亀甲天目特大鉢
φ32.5×12.5㎝（5入･強） 26,400円

イ234-116 なぶり刷毛目特大鉢
φ32.5×12.5㎝（5入･強） 26,400円

メ234-036 コゲ窯変13.3大鉢
φ40×10㎝（5入･陶） 11,200円
メ234-046 コゲ窯変11.5大鉢
φ35×8.5㎝（10入･陶） 6,200円

イ234-056 片口唐山水尺二盛鉢
37.5×35.5×8.8㎝（10入･磁） 19,800円
イ234-066 片口唐山水尺盛鉢
33×31.3×8㎝（15入･磁） 14,700円

メ234-086 炭化窯変11.0大鉢
φ33.5×11.5㎝（10入･陶） 10,600円
メ234-096 炭化窯変9.0大鉢
φ27×10㎝（10入･陶） 6,600円
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ト235-016 白刷毛土灰釉どら鉢
φ31.5×13.3㎝（3入･陶） 16,000円

ツ235-026 織部古木大鉢
31×27×11㎝（12入･陶） 15,000円

カ235-036 古染唐草大鉢
31.5×28.5×11.5㎝（5入･陶） 17,600円

ミ235-046 灰釉四押大盛込鉢
34×31×10㎝（10入･陶） 11,200円

ミ235-056 安南呉須更紗 楕円高台大盛鉢
40×25×8.5㎝（8入･陶） 14,500円

ミ235-066 安南唐草紋 楕円高台大盛鉢
40×25×8.5㎝（8入･陶） 14,500円

イ235-076 釉朱特大鉢
φ32.5×12.5㎝（5入･強） 26,400円

ツ235-086 片口織部新格子尺盛鉢
33×31.5×8㎝（8入･陶） 14,000円
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ときわ

オリジナ
ル

TOK
IWA 

ORIG
INAL

ワ236-056 白玉粉引青刷毛渦尺鉢
φ31×8.2㎝（磁） 5,500円

ワ236-066 白玉粉引内黒刷毛尺鉢
φ31×8.2㎝（磁） 5,500円

ワ236-076 黒御影内黒刷毛尺鉢
φ31×8.2㎝（磁） 5,500円

ワ236-086 白玉粉引ピンク吹尺鉢
φ31×8.2㎝（磁） 5,500円

ワ236-026 白樺尺盛鉢（ビュッフェスタイル）
φ29.7×10㎝（磁） 6,400円

ワ236-036 白玉粉引ピンク吹尺盛鉢
（ビュッフェスタイル）
φ29.7×10㎝（磁） 6,400円

ワ236-046 黒御影内黒刷毛尺盛鉢
（ビュッフェスタイル）
φ29.7×10㎝（磁） 6,400円

ワ236-016 白玉粉引青刷毛渦尺盛鉢
（ビュッフェスタイル）
φ29.7×10㎝（磁） 6,400円

深みがあってたっぷり入るので
焼き物、煮物、サラダなど、どんな料理もOK。
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ミ237-016 赤絵花特大反鉢  
φ30×17㎝（6入・陶） 24,000円

ミ237-026 市松特大くくり丸鉢  
φ27×15㎝（6入・陶） 19,500円

ミ237-036 市松特大反鉢  
φ30×17㎝（6入・陶） 19,500円

テ237-046 赤楽黒吹10.0鉢  
φ32.2×7.8㎝（10入・陶） 19,500円

ミ237-056 赤絵花紋特大丸鉢  
φ27×15㎝（6入・陶） 24,000円

ト237-066 白ハケ高浜大丼  
φ29×13.3㎝（5入・陶） 12,400円

テ237-076 雲錦大鉢  
30.5×8.5㎝（10入・陶） 21,800円

ア237-086 Ginsai盛皿  
φ34×8.5㎝（5入・陶） 9,400円

タ237-096 青磁青海波彫盛鉢  
φ32×7.5㎝（磁）（有田焼） 5,300円

ユ237-106 いぶし霜降り 反高台10.0尺鉢  
φ31.5×11㎝（5入・磁） 13,000円

ユ237-116 白うのふ 反高台10.0尺鉢  
φ31.5×11㎝（5入・磁） 13,000円

ユ237-126 根来赤 反高台10.0尺鉢  
φ31.5×11㎝（5入・磁） 13,000円
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カ238-016 炭化瓢型尺盛鉢  
32.4×31×7㎝（5入・陶） 7,150円

ミ238-026 粉引小花尺盛鉢  
φ31×6㎝（10入・磁） 7,400円

ツ238-036 黒織部流し尺鉢  
30×8㎝（10入・磁） 6,250円

ユ238-046 白柚子茶巻石目10.0鉢  
φ30.5×6㎝（10入・磁） 5,900円

ユ238-056 結晶白刷毛石目10.0鉢  
φ30.5×6㎝（10入・磁） 5,900円

ホ238-066 白うず10.0大鉢  
φ29.5×7.8㎝（18入・磁） 6,500円

ハ238-076 吹あそび石目尺盛鉢  
φ31.3×6㎝（12入・磁） 6,000円

ト238-086 白抜 唐草尺反鉢  
φ30×9.5㎝（10入・磁） 7,200円

ト238-096 白抜 唐草尺鉢  
φ29.7×7.8㎝（12入・磁） 6,600円

ハ238-106 吹雪石目リム尺鉢  
φ31×8.8㎝（15入・磁） 6,400円

ツ238-116 御深井染付片口10,0鉢  
30×29.2×9.4㎝（8入・磁） 5,750円

ア238-126 織部幾何紋片口大鉢  
31.3×31×9.3㎝（10入・陶） 6,900円
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ミ239-016 安南花紋丸尺鉢（手造り）  
φ30×8㎝（6入・陶） 9,000円

ア239-026 南蛮反10.0盛鉢大丼  
φ30.7×9.6㎝（16入・磁） 7,200円

ア239-036 青白磁変形盛鉢  
31.5×28×9.4㎝（6入・強） 7,700円

ネ239-046 雪笹尺反丼  
φ30×9.2㎝（5入・磁） 6,850円

ツ239-056 織部福寿大鉢  
27×25×8.4㎝（12入・陶） 6,800円

ネ239-066 志野織部尺大鉢  
30.3×7.2㎝（5入・磁） 6,370円

ネ239-076 白マット十草尺鉢  
φ30.2×8.1㎝（5入・磁） 6,380円

ネ239-086 赤伊賀10.0鉢  
φ30×7.8㎝（5入・磁） 6,600円

タ239-096 青うのふ吹尺鉢  
φ29.6×8㎝（10入・磁） 5,500円

ネ239-106 伊賀渦三ツ押尺鉢  
φ29.7×5㎝（5入・陶） 6,100円

ト239-116 蒼月尺盛鉢  
φ31×8.2㎝（16入・磁） 6,000円

タ239-126 白灰流尺鉢  
30×29.5×7㎝（10入・陶） 5,500円
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ミ240-016 緑釉8.0深鉢  
φ25.6×11.3㎝（15入・陶） 17,200円

ト240-026 青彩釉9.0鉢  
φ27×7㎝（8入・陶） 8,500円

ミ240-036 織部楕円串目大盛込鉢  
32.5×26×5㎝（12入・陶） 11,100円

ミ240-046 むさし野片口大鉢  
30×26×11.5㎝（12入・陶） 12,900円

ト240-056 粉引菊彫手付 大鉢  
29×25.5×13.8㎝（12入・陶） 6,500円

ユ240-066 粉引錆渦手付大鉢  
31×26×12㎝（8入・陶） 6,200円

ネ240-076 粉引刷毛目楕円盛皿  
28×26×6.5㎝（20入・陶） 5,650円

ア240-086 南蛮反9.0盛鉢  
φ26.8×9㎝（20入・磁） 5,500円

ネ240-096 呉須巻錆点9.0鉢  
φ28×8.2㎝（5入・磁） 5,300円

テ240-106 波唐草反8.0丼  
φ26.5×9.5㎝（20入・磁） 5,500円

ネ240-116 白マット十草8.0反鉢  
φ26.5×9.6㎝（8入・磁） 5,200円

ト240-126 ビードロ鍔付9寸鉢  
φ27.8×8.5㎝（20入・陶） 4,500円
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ト241-016 粉引十草掘り8.5丼  
φ25×9.5㎝（20入・磁） 5,500円

ツ241-026 黒釉渦9.0深鉢  
27.5×28×7㎝（10入・磁） 4,500円

ミ241-036 三彩トチリ9.0盛鉢  
28×8㎝（10入・磁） 4,380円

ユ241-046 青流し8.5鉢  
φ25×9㎝（10入・陶） 4,000円

ア241-056 すぷらっしゅ巧み29㎝盛皿  
φ29×6.3㎝（20入・磁） 2,300円

カ241-066 年輪円9.5寸盛皿  
φ28.8×6.1㎝（15入・磁） 2,100円

ア241-076 煌き黒盛皿  
φ28.7×6㎝（20入・磁） 2,100円

ネ241-086 東雲9.5寸盛皿  
φ29×6.1㎝（5入・磁） 2,100円

ネ241-096 武蔵野リップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（10入・磁） 2,200円

ア241-106 竹林アメ28㎝高台盛鉢  
φ28.3×7.3㎝（10入・磁） 1,900円

ア241-116 竹林織部28㎝高台盛鉢  
φ28.3×7.3㎝（10入・磁） 1,900円

ト241-126 玄潮9寸盛鉢  
φ28.1×7.7㎝（24入・磁） 1,600円
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カ242-016 ジャパネスクワイドリム鉢中  
φ25.2×10.5㎝（10入・陶） 7,900円

ロ242-026 織部尺角鉢  
24.3×23.5×9㎝（10入・陶） 6,960円

キ242-036 紅彩25㎝深大鉢  
φ25.3×10㎝（20入・磁） 6,000円

キ242-046 黒彩25㎝深大鉢  
φ25.3×10㎝（20入・磁） 6,000円

ツ242-056 黒釉春秋特大鉢（土物）  
φ23×11㎝（10入・強） 5,400円

ツ242-066 赤釉春秋特大鉢（土物）  
φ23×11㎝（10入・強） 5,400円

ネ242-076 赤伊賀9.0鉢  
φ27×7.1㎝（10入・磁） 5,300円

ロ242-086 織部内筋三つ足角大鉢  
24×24×9㎝（10入・陶） 5,200円

オ242-096 武山富士型8.5鉢  
φ26.5×9㎝（20入・磁） 4,350円

ツ242-106 格子花盛鉢  
26×24.5×7.5㎝（12入・陶） 4,750円

ア242-116 タコ唐草両手付盛鉢  
30.5×26×9.5㎝（12入・陶） 4,750円

ユ242-126 白流両手付盛鉢  
28×25×11㎝（8入・陶） 4,500円

ツ242-136 ゴス丸紋特大鉢  
φ22×10.5㎝（10入・磁） 4,500円

タ242-146 青うのふ吹9.0鉢  
φ26.9×7.3㎝（16入・磁） 4,400円

ア242-156 南蛮反8.0盛鉢  
φ25×8.4㎝（30入・磁） 4,400円
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イ243-016 片口唐山水9.0盛鉢  
26.7×25×6.5㎝（24入・磁） 9,500円

ウ243-026 いぶし黒ろくべ8.5浅鉢  
26×6.8㎝（40入・磁） 6,200円

ロ243-036 織部8.0丸鉢  
φ24.5×7.5㎝（10入・陶） 6,000円

ミ243-046 朱巻唐草花楕円大鉢  
27.3×19.8×9.2㎝（20入・磁） 4,950円

ア243-056 黒結晶緑流盛皿大  
φ26.8×6.5㎝（14入・磁） 4,800円

ト243-066 黒鉄吹き玉渕9寸鉢  
φ26.7×8.2㎝（20入・磁） 4,500円

ト243-076 有明富士型8.5丼  
φ26.5×9㎝（12入・磁） 4,500円

ア243-086 タコ唐草正角8.0盛鉢  
24×24㎝（16入・陶） 4,400円

ロ243-096 瀬戸黒8.5浅ボール  
φ26×4.3㎝（15入・磁） 4,250円

ホ243-106 不動荒瀬特盛鉢  
26.5×23.5×8㎝（16入・磁） 4,200円

タ243-116 赤伊賀炭吹8.0反鉢  
φ26.3×9.5㎝（8入・磁） 4,200円

ト243-126 蒼月9寸盛鉢  
φ27×7㎝（20入・磁） 4,000円
ト243-136 蒼月8寸盛鉢  
φ25×7㎝（24入・磁） 2,400円

ア243-146 火色焼き締盛鉢  
26.5×26×7.4㎝（20入・陶） 4,000円

タ243-156 白水晶三彩9.0浅鉢  
27×26.5×6㎝（8入・陶） 3,900円

ホ243-166 ピンク吹クジラ鉢（大）  
32×20×9㎝（16入・磁） 3,900円
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ミ244-016 唐草花8.0ボール  
φ25.5×8㎝（20入・磁） 4,500円

ア244-026 織部萩両手付尺一盛鉢  
34.5×20×6㎝（14入・陶） 4,200円

ロ244-036 ぬくもり小判型10.0鉢  
29.8×20.6×4.5㎝（15入・磁） 3,750円

ハ244-046 朱天目8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入・磁） 3,600円

ミ244-056 朱巻唐草花リップル8.5鉢  
26.3×7.3㎝（30入・磁） 3,500円

ミ244-066 朱巻武蔵野リップル8.5鉢  
26.3×7.3㎝（30入・磁） 3,500円

ト244-076 織部呉須刷毛目8.5寸平鉢  
φ26×6.4㎝（12入・磁） 3,400円

カ244-086 白クシメ楕円大鉢  
29×15×8.2㎝（20入・陶） 3,400円

ロ244-096 ぬくもり丸10.0浅鉢  
φ26.4×4.2㎝（15入・磁） 3,300円

ホ244-106 青白磁ネオ8.0鉢  
φ25.5×6㎝（26入・磁） 2,450円
ホ244-116 青白磁ネオ多用鉢  
φ18.5×4.5㎝（50入・磁） 750円

ワ244-126 白斑点荒ソギ23㎝大鉢  
24.5×23.5×9.2㎝（24入・磁） 2,500円

ワ244-136 鉄ペーパー荒ソギ23㎝大鉢  
24.5×23.5×9.2㎝（24入・磁） 2,500円

ア244-146 錦唐草盛鉢  
φ25×6.4㎝（20入・磁） 2,650円

ア244-156 錦草花盛鉢  
φ25×6.4㎝（20入・磁） 2,650円

ハ244-166 若葉8.5鉢  
φ26.3×4.8㎝（24入・磁） 2,350円
ハ244-176 若葉7.0鉢  
φ21.3×4.5㎝（30入・磁） 1,500円
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タ245-016 星雲うず型大鉢  
φ25.3×7.5㎝（18入・磁） 3,800円

タ245-026 紺斑点うず型大鉢  
φ25.3×7.5㎝（18入・磁） 3,600円

ト245-036 スカイ手作り風鉢（大）  
φ24×9.5㎝（20入・磁） 3,550円

ミ245-046 強化黒釉楕円盛鉢  
28×23×5.5㎝（20入・強） 3,100円

カ245-056 砂うのふ渕茶三ツ足変形大鉢  
φ25.4×7.8㎝（20入・磁） 3,000円

ハ245-066 朱音8.0鉢  
φ26.2×7㎝（40入・磁） 2,850円
ハ245-076 朱音7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（50入・磁） 2,300円

タ245-086 粉引楕円大鉢  
26×23×8㎝（20入・磁） 2,700円

ハ245-096 吹あそび8.0鉢  
φ26×7㎝（30入・磁） 2,350円

ホ245-106 白刷毛目8.0鉢  
25×6.7㎝（24入・磁） 2,100円

イ245-116 桃李9.5盛皿  
φ28.8×6.1㎝（20入・磁） 2,050円

ホ245-126 火色刷毛8.0鉢  
φ26×7㎝（24入・磁） 2,000円

ハ245-136 銀彩ブルーリップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入・磁） 2,000円

ハ245-146 白釉8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入・磁） 1,900円
ハ245-156 白釉7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（40入・磁） 1,600円

ト245-166 玄潮ミツワ9.5盛皿  
φ29×6.1㎝（20入・磁） 1,800円

ト245-176 玄潮8寸盛鉢  
φ24.5×7.8㎝（30入・磁） 1,320円
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盛 

鉢
オ246-016 魚大鉢  
27.3×23×9㎝（12入・磁） 10,500円

ミ246-026 アメ釉銀彩手造り四角鉢  
20×19.5×8㎝（12入・陶） 17,000円

ミ246-036 白釉銀彩手造り四角鉢  
20×19.5×8㎝（12入・陶） 17,000円

ト246-046 手描四方鉢  
18.5×18.5×6.5㎝（20入・陶） 9,200円

ミ246-056 京橋10.0盛鉢  
31×17.5×4.7㎝（20入・磁） 8,350円

ツ246-066 カイラギ波彫盛皿  
25×24.5×9.5㎝（40入・陶） 6,500円

ロ246-076 御深井花型大鉢  
φ24.5×7.4㎝（15入・陶） 6,180円

ツ246-086 山水片口特大鉢  
26.2×23×10.6㎝（10入・陶） 6,000円

カ246-096 赤絵片口手鉢  
26×21.7×7.3㎝（10入・陶） 7,500円

ロ246-106 織部7.0角鉢  
20.5×20.5×8.3㎝（15入・陶） 5,970円

ア246-116 グータンボール大  
φ21×11.3㎝（10入・陶） 5,400円

ミ246-126 釣り人片口大鉢  
26×22×7.5㎝（20入・磁） 5,400円

オ246-136 朱巻片口大平鉢  
26×22×7.5㎝（20入・陶） 5,100円

ミ246-146 粉引朱巻花絵片口盛鉢  
26.5×22×8㎝（20入・陶） 4,900円

ア246-156 Hanaはなパール盛鉢  
29×25×8.7㎝（16入・磁） 4,850円

テ246-166 粉引呉須丸紋片口7.0鉢  
22×21.2×7.5㎝（30入・陶） 4,750円
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カ247-016 織部草文包型8.0盛鉢  
φ23.5×6.2㎝（10入・陶） 15,000円

カ247-026 鼡駒筋8寸反鉢  
φ24.7×7.2㎝（25入・陶） 7,500円

ツ247-036 トルコ青飛びカンナ8.0鉢  
φ23.3×5.6㎝（20入・磁） 6,500円

ミ247-046 フェアリー手付8.0ボール  
φ21.5×8.5㎝（30入・陶） 5,600円

テ247-056 南蛮吹8.0鉢  
φ24.5×8.5㎝（20入・磁） 5,500円

カ247-066 ジャパネスク手造7寸盛鉢  
φ22.2×6.5㎝（40入・陶） 5,500円

メ247-076 炭化8.3楕円鉢  
25×21×11㎝（25入・陶） 5,400円

ア247-086 志野赤絵片口8.0鉢  
24.5×19.5×8.7㎝（16入・陶） 5,300円

メ247-096 暁ボタモチ丸鉢  
φ22.5×3㎝（20入・陶） 5,200円

ミ247-106 さざ波腰張7.0丼  
φ22.8×7.7㎝（30入・陶） 5,100円

ト247-116 錆ススキ8寸鉢  
23.8×23.8×8.8㎝（12入・陶） 5,000円

カ247-126 炭化土白刷毛目変形尺1鉢  
33×22.5×7.5㎝（20入・陶） 4,900円

ウ247-136 備前白流8.0丸鉢  
24.4×6㎝（20入・磁） 4,800円

ア247-146 山茶花三ツ足8.0盛鉢  
φ24×7㎝（16入・陶） 4,750円

テ247-156 粉引呉須丸紋渕反7.5平鉢  
φ23.8×7.2㎝（30入・陶） 4,750円

ト247-166 赤柚子 8.0反丼  
φ25×8.2㎝（20入・磁） 4,600円

カ247-176 ゴールド線模様どら鉢  
φ21.5×6㎝（25入・磁） 4,500円

ネ247-186 備前角盛鉢  
22.7×20.7×8.5㎝（10入・陶） 4,500円

ト247-196 彩塗り分け織部鉢  
25.2×20.1×6.4㎝（20入・陶） 4,400円

ト247-206 錆つる草織部鉢  
24×20.9×6.5㎝（20入・陶） 4,400円
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カ248-016 ジャパネスクワイドリム鉢小  
φ19.4×9.8㎝（20入・陶） 5,200円

ア248-026 タコ唐草三ツ足8.0盛鉢  
φ24×7㎝（20入・陶） 4,400円

オ248-036 粉引あらしやま雪割大鉢  
24×6.8㎝（24入・強） 4,830円

ウ248-046 焼締ロクベ8.5寸ボール  
φ26×4.4㎝（40入・磁） 4,400円

ウ248-056 いぶし黒ろくべ8.5ボール  
25.5×4.2㎝（40入・磁） 4,200円
ウ248-066 いぶし黒ロクベ6.5ボール  
19.4×4.2㎝（60入・磁） 2,300円

メ248-076 黒窯変刷毛目8.0足付楕円鉢  
25×22×10㎝（20入・陶） 4,150円

ト248-086 緑釉カイラギ7.5丼  
φ22.5×9.3㎝（10入・陶） 4,100円

ト248-096 ゴス流し変形8.0鉢  
25.3×23.4×7.2㎝（10入・磁） 3,900円

ミ248-106 モエギ8.0盛鉢  
φ24.5×7㎝（20入・陶） 4,050円

ネ248-116 粉引オリメ角鉢（大）  
24.2×24.2×7㎝（20入・磁） 4,050円

ネ248-126 備前オリメ角鉢大  
24.2×24.2×7㎝（20入・磁） 4,050円

ア248-136 Ginsai三角盛鉢  
φ23×9.7㎝（20入・陶） 3,800円

ト248-146 トルコカイラギ7.0鉢  
φ22×7.5㎝（30入・陶） 3,950円

ウ248-156 蒔絵平鉢（L）  
φ25.5×5㎝（40入・磁） 3,950円

ミ248-166 青釉ソギ盛皿  
24.5×7㎝（20入・陶） 3,900円

タ248-176 化粧流ダ円大鉢  
30.3×16.2×7.3㎝（20入・陶） 3,600円

タ248-186 紅柚子天目9.0反鉢  
φ26.2×6㎝（20入・磁） 3,800円

オ248-196 かいらぎ三ツ仕切皿（大）  
26×24.5×4.5㎝（30入・陶） 3,600円
オ248-206 かいらぎ三ツ仕切皿（小）  
19.8×20.5×3.5㎝（40入・陶） 2,050円

オ248-216 織部錆絵三ツ仕切皿（大）  
27×25×4.8㎝（30入・陶） 3,600円
オ248-226 織部錆絵三ツ仕切皿（小）  
20.5×20×3.5㎝（40入・陶） 2,050円

タ248-236 染付渕呉須三方押8.0鉢  
25×23×6㎝（20入・陶） 3,300円
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タ249-016 白灰流8.0鉢  
24.5×24×6㎝（12入・陶） 4,200円
タ249-026 白灰流7.0鉢  
21.3×20.8×4.5㎝（20入・陶） 2,500円

ト249-056 紫小花7.5花型鉢  
φ22.4×6.6㎝（20入・陶） 4,000円
ト249-066 紫小花5.5花型鉢  
φ17×5.9㎝（40入・陶） 2,500円

テ249-076 ビードロ流し三角鉢  
23×23×9.7㎝（30入・陶） 3,900円

テ249-086 織部志野三角鉢  
23×23×9.7㎝（30入・陶） 3,900円

ネ249-096 雪笹三つ押7.5丼  
φ22.7×11㎝（8入・磁） 3,850円

ト249-106 ゴス刷毛7.5寸深鉢  
22.3×20.5×7.4㎝（16入・磁） 3,700円

ロ249-116 赤釉掛8.0片口鉢  
24.8×21.3×8.6㎝（15入・磁） 3,750円

ツ249-126 天目白流8.0盛鉢  
φ23.7×6.2㎝（20入・陶） 3,650円

ロ249-136 炭化土長鉢  
34.5×15.8×8.3㎝（15入・陶） 3,600円

オ249-146 モダン十草バスケット  
27.3×16.4×8.4㎝（24入・磁）（美濃焼） 3,300円

ツ249-156 炭化土片口7.5寸鉢  
23.3×23×6.4㎝（20入・陶） 3,550円

ロ249-166 呉須十草反大鉢  
φ21.5×8.4㎝（20入・磁） 3,450円

ト249-176 粉引荒土切立浅鉢  
φ23.5×4.3㎝（30入・陶） 3,300円

ミ249-186 呉須刷毛格子 片口8.5盛皿  
25.6×25×5.3㎝（20入・磁） 3,250円

タ249-196 紅柚子三方押8.0鉢  
25×23×6㎝（20入・陶） 3,300円

オ249-206 とちり織部流し8.5平鉢  
φ26.1×7.2㎝（30入・磁）（美濃焼） 2,800円

ア249-216 青磁クシ目7.5盛鉢  
23.6×23.4×4.7㎝（25入・磁） 2,800円
ア249-226 青磁クシ目6.0深皿  
18.5×18.4×3.7㎝（40入・磁） 2,200円

タ249-236 朝なぎちぎり大鉢  
24×21.8×6㎝（20入・磁） 2,100円

ロ249-036 夜明け四角鉢大  
24.8×24.8×6.9㎝（15入・磁） 4,100円

ミ249-046 かいらぎ風赤絵片口8.5皿  
25.5×25×5.3㎝（20入・磁） 4,050円
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ホ250-016 白うず8.0ボール  
φ24×8㎝（20入・磁） 4,980円

ア250-026 伝承織部三ツ足盛鉢  
26×20×6㎝（20入・陶） 4,100円

ミ250-036 点心7.0ボール  
φ22.1×7.8㎝（20入・磁） 3,650円

ト250-046 いぶし白ライン7.5ボール  
φ22.3×7.8㎝（20入・磁） 3,500円

ユ250-056 白うのふ反高台7.0丼  
φ22×9㎝（20入・陶） 3,400円

ユ250-066 いぶし霜降り黒反高台7.0丼  
φ22×9㎝（20入・陶） 3,400円

ユ250-076 根来赤反高台7.0丼  
φ22×9㎝（20入・陶） 3,400円

ト250-086 スカイ貫入深鉢  
φ21×12㎝（24入・磁） 3,400円

ア250-096 琥珀スクエアボール大  
21.7×21.7×7.5㎝（20入・磁） 3,250円

ト250-106 角渕サビ盛鉢  
21.3×7㎝（16入・磁） 3,100円

イ250-116 銀黒回角盛鉢  
21.5×21×6.5㎝（20入・磁） 3,100円

カ250-126 銀サビ黒ちぎり角皿（大）  
23.7×20.7×6.2㎝（20入・磁） 3,100円

イ250-136 黄河たまご8.0鉢  
24×20×9㎝（20入・磁） 3,100円

ト250-146 たまごそばハケ8.0鉢  
24×19.5×8.8㎝（30入・磁） 3,100円

イ250-156 益子均窯たまご8.0鉢  
24×20×9㎝（20入・磁） 3,100円

ト250-166 粉引たまご型8.0大鉢  
24×19.5×8.7㎝（12入・磁） 3,000円

ア250-176 黒結晶緑流盛皿小  
φ22.5×5.5㎝（30入・磁） 3,100円

ホ250-186 赤銀彩8.0浅鉢  
φ25×6.5㎝（15入・磁） 2,900円

ヤ250-196 いぶし黒織部手造り鉢（大）  
φ21.5×12㎝（20入・磁） 2,800円

オ250-206 黒潮バスケット  
27.3×16.3×8.5㎝（20入・磁） 3,100円
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オ251-016 呉須草花7.0大鉢  
25.6×5.8㎝（20入・磁） 3,950円

ネ251-026 粉引オリメ角鉢（中）  
20.7×20.7×5㎝（30入・磁） 2,650円

タ251-036 アークブループリムボウル（L）  
φ22.5×5㎝（30入・磁） 2,500円

ツ251-046 白釉黒一珍四方上り鉢（大）  
21.5×21.5×7㎝（20入・磁） 2,500円

オ251-056 武山富士型7.0鉢  
φ23×7㎝（30入・磁） 2,480円

ホ251-066 富士清流7.0鉢  
φ23×7㎝（30入・磁） 2,480円

イ251-076 和三彩手造8.0鉢  
24.5×6㎝（16入・磁） 2,650円

ヤ251-086 いぶし黒織部手造り鉢（小）  
φ20×10.5㎝（30入・磁） 2,350円

オ251-096 白磁染付ちぎり8.0皿  
24×21×6㎝（20入・磁） 2,350円

タ251-106 黒備前荒そぎ大鉢  
23.5×23.3×9.7㎝（15入・磁） 2,300円

オ251-116 罫書紅梅楕円盛鉢  
24.5×18×6㎝（30入・陶） 2,230円

カ251-126 和釉たらし8寸盛鉢  
φ23.5×6㎝（30入・磁） 2,250円

タ251-136 桜手捻り大鉢  
22.5×21×7㎝（20入・陶） 2,100円

タ251-146 金彩すすきちぎり大鉢  
24×21.6×6㎝（20入・磁） 2,100円

ヨ251-156 ドット白スクエアボールL  
21.5×21.5×7㎝（36入・磁） 2,100円

ハ251-166 黒水晶荒引大鉢  
φ23.6×8.8㎝（20入・磁） 2,000円

ハ251-176 粉引荒引大鉢  
φ23.6×8.8㎝（20入・磁） 2,000円

ミ251-186 織部工房変形大鉢  
24.2×20.5×9㎝（20入・磁） 1,950円

ア251-196 煌き黒ボール 大  
φ24×8㎝（30入・磁） 1,900円

ア251-206 すぷらっしゅヌーベル24㎝ボール  
φ24×8㎝（30入・磁） 1,850円
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ネ252-016 東雲8.0寸深鉢  
φ24×7.8㎝（20入・磁） 1,800円

ア252-026 備前織部8.0鉢  
φ23.5×7.7㎝（20入・磁） 1,800円

ホ252-036 藍流8.0鉢  
φ23.5×8㎝（24入・磁） 1,720円

ホ252-046 あけぼの8.0鉢  
23.5×8㎝（24入・磁） 1,720円

ホ252-056 織部十草長角鉢  
26×15.3×7.5㎝（30入・磁） 1,700円

ネ252-066 白吹天目舞煮物鉢  
22.8×21.7×4.3㎝（20入・磁） 1,550円

イ252-076 クシ墨輪二重8.0深鉢  
24×7.8㎝（20入・磁） 1,550円

ア252-086 赤刷毛8.0盛鉢  
φ24.4×7.9㎝（20入・磁） 1,550円

ツ252-096 黒緑片口大皿  
25×24.5×4㎝（30入・磁） 1,500円

キ252-106 おふけ青海波8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（20入・磁） 1,480円

キ252-116 おふけとちりうず8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（20入・磁） 1,480円

キ252-126 銀彩青海波8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（20入・磁） 1,480円

カ252-136 黒真珠輪二重8寸浅鉢  
φ24.8×4.8㎝（30入・磁） 1,450円

カ252-146 フォーカス織部輪二重8.0寸皿  
φ24.7×4.7㎝（20入・磁） 1,400円

ア252-156 ヴォルテックス24㎝盛鉢  
φ24×6.8㎝（26入・磁） 1,400円

ミ252-166 風雅長角盛鉢  
25.8×15.5×9.3㎝（40入・磁） 1,400円

カ252-176 金色流し彫十草型大鉢  
23.5×22.3×5.7㎝（25入・磁） 1,350円

ミ252-186 深海70浅鉢  
φ21.5×4㎝（40入・磁） 1,200円

ア252-196 ヴォルテックス22.5㎝盛鉢  
φ22.3×6.9㎝（30入・磁） 1,080円

イ252-206 クシ墨輪二重6.5深鉢  
20×6.7㎝（30入・磁） 830円
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ト253-016 トルコ青手造り鉢  
22×21×6㎝（20入・陶） 4,400円

ウ253-026 備前白流6.0鉢  
21×5.4㎝（40入・磁） 3,800円

ウ253-036 ブルーメン鉢  
21.6×20.8×6.4㎝（10入・磁） 3,150円

ト253-046 祥瑞6.0ボール  
φ19.5×7.6㎝（24入・磁） 2,800円

ア253-056 黄釉ボール（大）  
φ22×4.3㎝（16入・磁） 2,600円

ツ253-066 ブラックビートピラフ鉢  
26×20×4.5㎝（30入・陶） 2,450円

ネ253-076 白渦片口7.0鉢  
22.5×20.5×8㎝（15入・磁） 2,200円

ツ253-086 黒緑片口大鉢  
22×21×7.5㎝（20入・磁） 2,200円

オ253-096 とちり織部流し7.5平鉢  
φ23×6.4㎝（40入・磁）（美濃焼） 2,100円

タ253-106 黒手捻り大鉢  
22×21×7㎝（20入・陶） 2,100円

ホ253-116 呉須刷毛目舟型盛鉢  
29.5×18×4.5㎝（30入・磁） 2,100円
ホ253-126 呉須刷毛舟型鉢  
24.5×13.5×4㎝（40入・磁） 1,100円

タ253-136 淡青モア大鉢  
23.8×21×7㎝（20入・陶） 1,900円

オ253-146 ボルドー舟型鉢（大）  
24.7×17.7×6㎝（20入・陶） 1,800円

ア253-156 黒釉だ円盛鉢  
27×17×6.3㎝（20入・磁） 1,800円

ハ253-166 朱天目7.5深皿  
φ23.7×4.4㎝（40入・磁） 1,800円

ハ253-176 銀彩ブルーリップル7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（40入・磁） 1,700円

ネ253-186 黒備前つゆ草8.0浅鉢  
24×24×5.5㎝（20入・磁） 1,650円

ア253-196 すぷらっしゅ巧み23㎝盛皿  
φ23×4.8㎝（30入・磁） 990円

ト253-206 玄潮ミツワ7.5麺皿  
φ22.9×5㎝（40入・磁） 730円

イ253-216 桃李7.5麺皿  
φ23×5㎝（40入・磁） 840円

253

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

盛鉢



カ254-016 粉引花鳥片口鉢  
23×18.5×7㎝（20入・陶） 10,600円

メ254-026 炭化8.0楕円皿  
24.5×18.5×4.5㎝（30入・陶）（信楽焼） 9,100円
メ254-036 炭化6.5楕円皿  
20×15×3.5㎝（50入・陶）（信楽焼） 5,350円

ネ254-046 黄灰釉6寸大鉢  
φ19.5×7㎝（5入） 5,700円

メ254-056 黒窯変7.0変型鉢  
21×16×8㎝（25入・陶） 4,750円

メ254-066 粉引石目6.3鉢  
19×18×5㎝（30入・陶） 5,350円

メ254-076 灰刷毛目7.0鉢  
φ20.5×6㎝（40入・陶）（信楽焼） 4,600円

メ254-086 赤絵楕円鉢  
21×19×5.5㎝（40入・陶）（信楽焼） 4,550円

テ254-096 粉引櫛目楕円鉢  
21×17×5.5㎝（30入・陶） 4,500円

ロ254-106 織部格子三ツ押盛鉢  
19.5×19.2×6.5㎝（15入・陶） 4,800円

オ254-116 青牡丹大菓子鉢  
19×9.8㎝（24入・磁） 4,800円

ツ254-126 赤釉春秋大鉢（土物）  
φ18×10㎝（12入・強） 4,300円

ツ254-136 黒釉春秋大鉢（土物）  
φ18×10㎝（12入・強） 4,300円

テ254-146 粉引呉須丸紋丸6.5鉢  
φ20.3×7㎝（30入・陶） 4,300円

ミ254-156 山草花片口盛鉢  
24×19×8.5㎝（30入・陶） 4,200円

ミ254-166 粉引 塗り分け リム7.0鉢  
φ21.5×5.5㎝（30入・陶） 4,150円

メ254-176 黒窯変クシ目7.3丸鉢  
φ23×5.7㎝（25入・陶） 4,150円

ミ254-186 黒織部片口盛鉢  
24×19.5×9㎝（30入・陶） 3,900円

オ254-196 黒織部片口深鉢  
19.5×17.5×8.5㎝（30入・陶） 3,850円

オ254-206 織部十草片口深鉢  
20×17.6×8.7㎝（30入・陶） 3,880円

オ254-216 黒織部南天ひねり鉢  
19.7×18.2×8.4㎝（30入・陶） 3,780円
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カ255-016 織部ドロップ盛鉢  
φ20×5.8㎝（20入・陶） 3,500円

オ255-026 赤絵安南片口6.5鉢  
20×15×8.5㎝（20入・陶） 3,580円

オ255-036 もゆら亀甲丸紋舟形盛鉢  
24.5×15.5×8.1㎝（30入・磁）（美濃焼） 3,750円

ア255-046 織部流水7.0高台鉢  
21.7×19.3×9㎝（20入・陶） 3,700円

カ255-056 志野文字舟型盛鉢  
24.3×14.8×8㎝（20入・磁） 3,500円

ト255-066 手付唐草変型鉢  
21.5×27×7.5㎝（10入・磁） 3,600円

ト255-076 銀吹外クシメ21㎝鉢  
φ21.2×4.5㎝（16入・陶） 3,750円

ロ255-086 呉須十草大鉢  
φ18.8×10.5㎝（20入・磁） 3,450円

ネ255-096 トルコかいらぎボール大  
φ19.5×8.5㎝（20入） 3,400円

ミ255-106 灰釉面取鉢  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 3,350円

カ255-116 白櫛目反大鉢  
20.7×19.5×7.8㎝（30入・陶） 3,350円

ミ255-126 青梨地くくり中鉢  
φ17.7×5.5㎝（30入・陶） 3,150円

ミ255-136 黒海 片口6.0鉢  
19×18.2×6.2㎝（40入・陶） 3,150円
ミ255-146 黒海 片口5.0鉢  
16.2×15.5×5.4㎝（60入・陶） 2,850円

ユ255-156 胡麻うのふ片口6.0鉢  
18×16×7㎝（20入・陶） 3,000円
ユ255-166 胡麻うのふ片口5.0鉢  
14×13×7㎝（30入・陶） 2,400円

ツ255-176 オリベ6.0鉢  
19.5×19.2×5.4㎝（20入・陶） 3,000円

ミ255-186 赤絵小花割型5.5ボール  
φ17×7.7㎝（36入・陶） 3,000円
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ト256-016 みのりぶどう切立鉢大  
φ16.1×5.6㎝（40入・陶） 2,900円

ト256-026 織部乱線切立鉢大  
φ16.1×5.6㎝（40入・陶） 2,900円

ホ256-036 こんぺいとう多用鉢  
φ19×6.8㎝（30入・陶） 2,800円

ア256-046 若草金彩5.5ボール  
φ16.5×5.2㎝（40入・磁） 2,750円

ネ256-056 漆ブラウン片口ボウル大  
21.5×19×6㎝（20入・磁） 2,900円

ユ256-066 赤楽春風変型平鉢（大）  
20×19×7㎝（30入・陶） 2,850円
ユ256-076 赤楽春風変型平鉢（小）  
15×14×4.5㎝（50入・陶） 1,450円

ミ256-086 ボンボンフラワーグリップボール  
26.3×15×6.5㎝（30入・磁） 2,800円

ミ256-096 カジュアル マルチボール  
26.3×15×6.5㎝（30入・磁） 2,780円

ユ256-106 おぼろ桜変型平鉢（大）  
20×19.5×7㎝（30入・陶） 2,600円
ユ256-116 おぼろ桜変型平鉢（小）  
15×14×4.5㎝（50入・陶） 1,350円

ア256-126 グータンボール中  
φ16×8.3㎝（30入・陶） 2,700円

ロ256-136 青磁彫6.0丼  
φ18×8.5㎝（20入・磁） 2,600円

ロ256-146 信楽吹6.0丼  
φ18×8.5㎝（20入・陶） 2,600円

ト256-156 トチリ手描き線釜上5.5丼  
φ16.5×8.2㎝（25入・磁） 2,600円

ト256-166 山の実5.5花型鉢  
φ16.9×5.8㎝（40入・陶） 2,500円

タ256-176 青白磁うず潮6.5鉢  
20.5×19.2×7.5㎝（30入・磁） 2,500円
タ256-186 青白磁うず潮6.0鉢  
18×17×6.7㎝（40入・磁） 1,600円

ツ256-196 ゴス丸紋大鉢  
φ18×9.2㎝（20入・磁） 2,500円

ミ256-206 粉引小花石目65ボール  
φ20×7.5㎝（30入・磁） 2,500円
ミ256-216 粉引小花石目55ボール  
φ17×6㎝（40入・磁） 1,550円

ロ256-226 紅結晶たまご型7.0浅鉢  
21.7×20×4.8㎝（20入・磁） 2,400円

ユ256-236 三彩流し片口7.0平鉢  
22×20.5×6㎝（20入・陶） 2,400円

ネ256-246 備前流7.0片口平鉢  
23×21×5.6㎝（20入・磁） 2,300円
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ミ257-016 筋彫赤市松53ボール  
φ16.5×6.2㎝（45入・陶） 2,300円

ミ257-026 アメ釉南蛮53ボール  
φ16.5×6.2㎝（45入・陶） 2,300円

ハ257-036 粉引クローバー盛鉢  
21.6×17.8×7.8㎝（24入・陶） 2,300円

ハ257-046 粉引舞桜盛鉢  
21.6×17.8×7.8㎝（30入・陶） 2,100円

ホ257-056 有明小判型8.0盛鉢  
26×18㎝（24入・磁） 2,250円

ロ257-066 ぬくもり小判型8.0鉢  
24.3×17.4×4.7㎝（20入・磁） 2,150円

イ257-076 赤志野舟形8寸鉢  
24.5×18×5.7㎝（20入・磁） 2,000円

ミ257-086 風船水玉貫入角鉢  
15×12.5×8.2㎝（30入・磁） 2,100円

ハ257-096 緑彩ぶどう楕円鉢  
22.8×14×4.8㎝（24入・陶） 2,000円

ヨ257-106 サビ十草 平鉢  
φ20.8×6㎝（40入・陶） 2,000円

ヨ257-116 均窯十草 平鉢  
φ20.8×6㎝（40入・陶） 2,000円

ユ257-126 小豆釉6.0鉢  
φ18×6㎝（30入・陶） 2,000円

オ257-136 銀彩楕円多用鉢  
22.5×16.8×6.2㎝（30入・磁） 1,960円

オ257-146 リプル楕円多用鉢  
22×17×6㎝（40入・磁） 1,960円

カ257-156 金結晶20㎝撫角深皿  
21×20.4×4.9㎝（40入・磁） 1,950円
※商品によって釉薬による色むらが有ります。

ウ257-166 鉄結晶ロクベ5.5ボール  
φ16.4×4㎝（40入・磁） 1,950円

ホ257-176 清瀬7.0鉢  
20×19×6.3㎝（30入・磁） 1,900円

ヨ257-186 湖畔大鉢  
22×18×6.5㎝（36入・磁） 1,900円

ツ257-196 渕サビ巻粉引荒瀬大鉢  
22×18×6.5㎝（30入・磁） 1,800円
ツ257-206 渕サビ巻粉引荒瀬小鉢  
15×12×5.5㎝（50入・磁） 820円

ウ257-216 鉄仙花ヒワロクベ5.5ボール  
φ16.4×4㎝（40入・磁） 1,850円
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イ258-016 和三彩手造7.0鉢  
25×20.5×6.2㎝（24入・磁） 1,800円

ト258-026 墨色手押し7寸鉢  
21.3×20.8㎝（30入・陶） 1,800円

カ258-036 白マット浅ボール  
22.5×20.3×3.8㎝（30入・磁） 1,750円

カ258-046 黒マット浅ボール  
22.5×20.3×3.8㎝（30入・磁） 1,750円

カ258-056 白黒十草変型鉢  
22×16×7.6㎝（30入・陶） 1,800円

カ258-066 黒マット変形鉢  
21.7×15.5×7.3㎝（30入・磁） 1,600円

イ258-076 いぶし黒織部手作り楕円鉢（大）  
24.5×16.5×7.5㎝（20入・磁） 1,600円
イ258-086 いぶし黒織部手作り楕円鉢（小）  
16.8×12.3×6㎝（32入・磁） 830円

タ258-096 あけぼの扇大鉢  
20.6×18.5×5.7㎝（30入・磁） 1,600円

ト258-106 トワール 銀河正角鉢  
17.5×17.5×4.2㎝（20入・磁） 1,550円

ト258-116 スカイ7.5浅鉢  
φ22×4.2㎝（24入・磁） 1,520円

ユ258-126 黄瀬戸織部吹三ツ足7.0浅鉢  
φ20.5×5.5㎝（30入・陶） 1,500円

ミ258-136 窯変三ッ足70鉢  
φ20.5×5㎝（30入・磁） 1,500円

タ258-146 アークブループリムボウル（M）  
16.8×16.8×3.5㎝（60入・磁） 1,500円

カ258-156 オルジェデリカ18㎝漬物鉢  
17.5×14.5×7.4㎝（40入・磁） 1,500円

カ258-166 砂うのふ渕茶三ツ足変形小鉢  
φ22×5.6㎝（30入・磁） 1,500円

ウ258-206 白マットスイング（大）  
19.5×6㎝（50入・磁） 1,450円
ウ258-216 白マットスイング〔小）  
16.5×4㎝（80入・磁） 1,050円

ウ258-226 アストスイング（L）  
φ19.6×6.2㎝（40入・磁） 1,450円
ウ258-236 アストスイング（S）  
φ16.2×4.2㎝（60入・磁） 1,050円

タ258-246 清流楕円鉢  
24×17×6.5㎝（30入・磁） 1,400円

タ258-256 粉引楕円中鉢  
24×17×6.6㎝（30入・磁） 1,350円
タ258-266 粉引楕円小鉢  
16×11×4.2㎝（100入・磁） 650円

オ258-176 備前楕円鉢（大）  
23.8×17.4×6.3㎝（40入・磁） 1,500円
オ258-186 備前楕円鉢（中）  
19×14.9×5.5㎝（60入・磁） 1,200円
オ258-196 備前楕円鉢（小）  
16×11×4.2㎝（80入・磁） 780円
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ツ259-016 青白リップル6.5楕円鉢  
18.6×15.4×7.7㎝（40入・磁） 1,200円

オ259-026 御深中三本線6.5小判鉢  
20.5×15.5×5.2㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,200円

ホ259-036 いぶき6.5深鉢  
φ20×6㎝（40入・磁） 1,200円

イ259-046 窯変 わたみサラダ鉢  
22×19.5×5.6㎝（40入・磁） 1,050円

イ259-056 窯変フリルカレー皿  
23.6×17×5㎝（40入・磁） 1,050円

ア259-066 黒釉だ円鉢 中  
22.3×14×5.3㎝（30入・磁） 990円

タ259-076 雪粉引軽量6.5麺鉢  
φ19.3×6.8㎝（40入・磁） 990円

カ259-086 いこい6.0鉢  
φ19.8×6.3㎝（40入・磁） 980円

イ259-096 レトロカレー皿  
21×17×6㎝（40入・磁） 900円

ア259-106 すぷらっしゅヌーベル20㎝ボール  
φ20×7㎝（40入・磁） 910円

ア259-116 煌き白ボール 中  
φ20×7㎝（40入・磁） 900円

ア259-126 煌き黒ボール 中  
φ20×7㎝（40入・磁） 900円

ホ259-136 白刷毛石垣5.5ボール  
φ17×5.8㎝（50入・磁） 840円
ホ259-146 白刷毛石垣4.2ボール  
φ13×4.2㎝（100入・磁） 450円

ホ259-156 火色刷毛5.5ボール  
φ17×6.2㎝（40入・磁） 830円

ホ259-166 間取藍花多用鉢  
φ16.4×5.7㎝（60入・磁） 820円

ハ259-176 丸小紋4.8ボール  
φ15.5×5.4㎝（48入・磁） 630円

ネ259-186 明世黒5.5浅鉢  
φ17.9×4.7㎝（80入・磁） 550円

ト259-196 緑釉丸紋5.5ボール  
φ17.5×6.1㎝（40入・磁） 520円

ト259-206 鉄赤丸紋5.5ボール  
φ17.5×6.1㎝（40入・磁） 520円

ア259-216 ヴォルテックス16.5㎝浅ボール  
φ16.7×5.2㎝（90入・磁） 460円
ア259-226 ヴォルテックス15㎝深皿  
φ14.7×3.8㎝（100入・磁） 400円
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ロ260-516 ぬくもり丸7.0鉢  φ19.6×5.9㎝（40入・磁） 2,850円
ロ260-526 ぬくもり丸5.0鉢  φ15.7×5.1㎝（60入・磁） 1,450円
ロ260-536 ぬくもり丸3.5鉢  φ10.8×4.2㎝（100入・磁） 810円
ロ260-546 ぬくもり丸3.0鉢  φ8.8×3.2㎝（120入・磁） 630円
ロ260-556 ぬくもり丸千代口  φ7×2.3㎝（150入・磁） 530円

ア260-016 染錦山水8.0ボール  
φ22.5×8.3㎝（10入・磁） 6,000円
ア260-026 染錦山水6.5ボール  
φ19×7.5㎝（20入・磁） 3,000円

イ260-036 星雲海7.0ボール  
φ21×7.2㎝（20入・磁） 4,650円
イ260-046 星雲海6.0ボール  
φ18.9×7㎝（36入・磁） 3,600円
イ260-056 星雲海5.0ボール  
φ16×6.5㎝（48入・磁） 2,400円

テ260-066 手描花扇6.8サラダボール  
φ20×8㎝（30入・磁） 4,350円
テ260-076 手描花扇5.5サラダボール  
φ16×6.3㎝（40入・磁） 2,000円
テ260-086 手描花扇4.5サラダボール  
φ12.8×5.8㎝（60入・磁） 1,350円

ユ260-096 赤柚子黒結晶7.5ボール  
φ22×8㎝（16入・陶） 4,200円
ユ260-106 赤柚子黒結晶6.5ボール  
20×7.5㎝（20入・陶） 3,650円
ユ260-116 赤柚子黒結晶5.0ボール  
16×6㎝（40入・陶） 1,700円

ミ260-126 フェアリー7.0ボール  
φ21.6×5.8㎝（40入・陶） 4,150円
ミ260-136 フェアリー5.8ボール  
φ17.6×5.4㎝（60入・陶） 2,900円
ミ260-146 フェアリー4.8ボール  
φ14.6×4.8㎝（80入・陶） 2,200円

タ260-156 みの路8.0ボール  
φ25×7.8㎝（8入・磁） 3,700円
タ260-166 みの路7.0ボール  
φ22×8.5㎝（10入・磁） 3,000円

テ260-176 益子赤丸紋6.0ボール  
φ18.8×6.8㎝（30入・磁） 3,300円
テ260-186 益子赤丸紋5.0ボール  
φ15.7×8.2㎝（40入・磁） 2,100円
テ260-196 益子赤丸紋4.0ボール  
φ13×5.2㎝（60入・磁） 1,550円

ツ260-206 桜木6.0ボール  
φ20×7.7㎝（30入・陶） 3,300円
ツ260-216 桜木5.0ボール  
17×7㎝（60入・陶） 2,550円

ホ260-226 萌流角鉢（大）  
18×18×8.5㎝（40入・磁） 3,200円
ホ260-236 萌流角鉢（中）  
14.5×14.5×7㎝（50入・磁） 1,450円
ホ260-246 萌流角鉢（小）  
11.5×11.5×5.5㎝（70入・磁） 920円

ト260-256 錆丸紋7.0ボール  
φ21.7×7.5㎝（20入・磁） 3,150円
ト260-266 錆丸紋6.0ボール  
φ18.5×6.7㎝（24入・磁） 2,250円
ト260-276 錆丸紋4.0ボール  
φ13×5.5㎝（50入・磁） 1,000円

タ260-286 赤釉8.5片口皿  
25.5×25×5.5㎝（18入・磁） 3,000円
タ260-296 赤釉6.5片口皿  
20×19×5㎝（30入・磁） 2,500円
タ260-306 赤釉4.5片口皿  
14×13.3×4.3㎝（60入・磁） 2,000円

カ260-316 雫石（しずくいし）7.0ボール  
φ21.5×8.5㎝（20入・磁） 3,000円
カ260-326 雫石（しずくいし）6.5ボール  
φ20×7.9㎝（30入・磁） 2,000円

タ260-336 色粉引7.0ボール  
φ21.7×7.6㎝（18入・磁） 2,700円
タ260-346 色粉引6.0ボール  
φ18.8×6.8㎝（20入・磁） 2,100円
タ260-356 色粉引5.0ボール  
φ15.3×6㎝（30入・磁） 1,300円

テ260-366 清流の里8.0盛鉢  
φ24.6×6.5㎝（20入・陶） 2,650円
テ260-376 清流の里6.0手作丸鉢  
φ18.8×4.7㎝（50入・陶） 1,100円
テ260-386 清流の里4.8鉢  
φ14.7×3.6㎝（90入・陶） 770円

ユ260-396 白砂錆十草6.5鉢  
φ19.5×8㎝（20入・陶） 2,600円
ユ260-406 白砂錆十草5.5鉢  
φ16×7㎝（40入・陶） 1,600円
ユ260-416 白砂錆十草4.5鉢  
φ13.5×5.5㎝（60入・陶） 1,250円

ユ260-426 白砂波鹿の子6.5鉢  
φ19.5×8㎝（20入・陶） 2,600円
ユ260-436 白砂波鹿の子5.5鉢  
φ16×7㎝（40入・陶） 1,600円
ユ260-446 白砂波鹿の子4.5鉢  
φ13.5×5.5㎝（60入・陶） 1,250円

ユ260-456 呉須糸玉6.5鉢  
φ19.5×9.8㎝（30入・磁） 2,400円
ユ260-466 呉須糸玉5.0鉢  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,300円

ユ260-476 赤糸玉6.5鉢  
φ19.5×9.8㎝（30入・磁） 2,400円
ユ260-486 赤糸玉5.0鉢  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,300円

ユ260-496 赤水車6.5鉢  
φ19.5×9.8㎝（30入・磁） 2,400円
ユ260-506 赤水車5.0鉢  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,300円
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ロ261-016 織部流し変型楕円鉢  
27×1.9×7.1㎝（30入・強） 2,440円
ロ261-026 織部流し変型サラダボール  
22×15.5×6㎝（50入・強） 1,910円
ロ261-036 織部流し変型小鉢  
15.4×11.3×4.4㎝（80入・強） 1,060円

テ261-046 黄釉高台三ツ押7.0鉢  
20.4×6.8㎝（30入・磁） 2,650円
テ261-056 黄釉高台三ツ押5.0鉢  
15.9×5.4㎝（40入・磁） 1,850円

タ261-066 深海6.0ボール  
φ19×6.8㎝（20入・磁） 2,100円
タ261-076 深海5.0ボール  
φ15.4×6.2㎝（30入・磁） 1,350円
タ261-086 深海4.0ボール  
φ13×5.5㎝（60入・磁） 950円

ト261-096 ラバーブラウン 21㎝浅ボール  
φ20.8×5.2㎝（20入・磁） 2,000円
ト261-106 ラバーブラウン 15.5㎝浅ボール  
φ15.4×4.7㎝（40入・磁） 1,400円

ハ261-196 吹雪石目6.5ボール  
φ20.4×7.5㎝（30入・磁） 1,700円
ハ261-206 吹雪石目5.5ボール  
φ17×6.2㎝（40入・磁） 880円

ミ261-216 窯変金彩6.5深鉢  
φ20×6㎝（40入・磁） 1,250円
ミ261-226 窯変金彩5.5深鉢  
φ16.8×6.5㎝（50入・磁） 950円
ミ261-236 窯変金彩4.0深鉢  
φ13.5×5.5㎝（80入・磁） 600円

テ261-246 緑雲金吉祥7.0丼  
φ21.6×6.5㎝（30入・磁） 1,800円
テ261-256 緑雲金吉祥5.5丼  
φ16.8×5.1㎝（50入・磁） 1,100円
テ261-266 緑雲金吉祥4.5丼  
φ13.9×4.1㎝（80入・磁） 830円

テ261-276 粉引かすり7.0鉢  
φ21.3×6.2㎝（30入・磁） 1,350円
テ261-286 粉引かすり5.0鉢  
φ16.5×5㎝（50入・磁） 830円
テ261-296 粉引かすり4.5鉢  
φ13.7×4㎝（80入・磁） 600円

タ261-306 吉祥粉引7.0鉢  
φ21.5×6.3㎝（40入・磁） 800円
タ261-316 吉祥粉引5.5小鉢  
φ16.5×5㎝（60入・磁） 430円
タ261-326 吉祥粉引4.5小鉢  
φ13.7×4㎝（60入・磁） 330円

ト261-336 刷毛目銀彩六兵6.8深皿  
φ21.1×5.1㎝（40入・磁） 600円
ト261-346 刷毛目銀彩六兵5.5浅鉢  
φ17.1×5㎝（80入・磁） 420円

キ261-356 古伊万里唐草6.0鉢  
φ19×7㎝（40入・磁） 1,350円
キ261-366 古伊万里唐草5.0鉢  
φ16×5.5㎝（60入・磁） 880円
キ261-376 古伊万里唐草4.0鉢  
φ13.5×4.8㎝（90入・磁） 550円

イ261-506 黒釉白刷毛8.0ボール  
φ23.5×8㎝（16入・磁） 1,950円
イ261-516 黒釉白刷毛目5.5ボール  
φ16.8×5.5㎝（40入・磁） 860円

カ261-526 青均窯くくりて8.0深鉢  
φ23.7×7.7㎝（20入・磁） 1,900円
カ261-536 青均窯くくりて5.5鉢  
φ16.8×5.5㎝（40入・磁） 900円
カ261-546 青均窯くくりて4.0深鉢  
φ12.7×4.8㎝（50入・磁） 450円

ハ261-556 志野サビ刷毛括り手8.0鉢  
23.5×7.5㎝（20入・磁） 1,860円
ハ261-566 志野サビ刷毛括り手6.0鉢  
20.3×6.5㎝（40入・磁） 1,080円
ハ261-576 志野サビ刷毛括り手5.5鉢  
17×5.8㎝（60入・磁） 760円

ト261-586 玄潮括り手8.0寸深鉢  φ23.6×7.8㎝（20入・磁） 1,700円
ト261-596 玄潮括り手6.5寸深鉢  φ20.2×6.5㎝（30入・磁） 1,100円
ト261-606 玄潮括り手5.5寸深鉢  φ17×5.7㎝（60入・磁） 800円
ト261-616 玄潮括り手4.0寸深鉢  φ12.8×4.9㎝（80入・磁） 430円

キ261-466 風車（黒）6.8ボール  φ20.4×7㎝（30入・磁） 1,200円
キ261-476 風車（黒）5.0ボール  φ16×5.5㎝（40入・磁） 500円
キ261-486 風車（黒）4.5ボール  φ13.5×5.2㎝（80入・磁） 420円
キ261-496 風車（黒）3.5ボール  φ10.8×4㎝（120入・磁） 320円

キ261-426 風車（白）6.8ボール  φ20.4×7㎝（30入・磁） 1,200円
キ261-436 風車（白）5.0ボール  φ16×5.5㎝（40入・磁） 500円
キ261-446 風車（白）4.5ボール  φ13.5×5.2㎝（80入・磁） 420円
キ261-456 風車（白）3.5ボール  φ10.8×4㎝（120入・磁） 320円

ヤ261-386 藍染唐草6.8鉢  φ20.6×7.4㎝（30入・磁） 1,250円
ヤ261-396 藍染唐草5.5鉢  φ16.7×6㎝（40入・磁） 680円
ヤ261-406 藍染唐草4.5鉢  φ13.8×5㎝（80入・磁） 430円
ヤ261-416 藍染唐草3.5鉢  φ10.5×4.2㎝（120入・磁） 330円

ヤ261-116 益子風ツタ6.5ボール  φ19.7×7.5㎝（30入・磁） 2,300円
ヤ261-126 益子風ツタ5.5ボール  φ17×6㎝（40入・磁） 1,200円
ヤ261-136 益子風ツタ4.5ボール  φ13.9×5.3㎝（60入・磁） 810円
ヤ261-146 益子風ツタ3.3ボール  φ10.8×4.5㎝（80入・磁） 650円

ヤ261-156 朝市6.5ボール  φ20×7.5㎝（30入・磁） 2,300円
ヤ261-166 朝市5.5ボール  φ17×6㎝（40入・磁） 1,200円
ヤ261-176 朝市4.5ボール  φ14×5㎝（60入・磁） 830円
ヤ261-186 朝市3.3ボール  φ11×4㎝（80入・磁） 650円
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テ262-016 あけ紫三ッ押5.0ボール  
φ15.5×5.8㎝（40入・陶） 2,000円
テ262-026 あけ紫三ッ押4.0ボール  
φ12.5×4.8㎝（60入・陶） 1,350円

カ262-036 青白磁6.0浅丼  
φ17.8×6.5㎝（30入・磁） 1,200円
カ262-046 青白磁5.0浅丼  
φ15×9.4㎝（40入・磁） 850円

ヤ262-056 花間取5.5ボール  
φ17×6㎝（40入・磁） 1,200円
ヤ262-066 花間取4.5ボール  
φ14×5㎝（60入・磁） 810円
ヤ262-076 花間取3.3ボール  
φ11×4㎝（80入・磁） 650円

ミ262-086 月桂樹リップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（60入・磁） 1,180円
ミ262-096 月桂樹リップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（80入・磁） 980円

ヤ262-106 粉引ライン5.5ボール  
φ17×5.6㎝（40入・磁） 1,150円
ヤ262-116 粉引ライン4.2ボール  
φ12.5×5.5㎝（60入・磁） 600円
ヤ262-126 粉引ライン3.3ボール  
φ10.5×5㎝（80入・磁） 500円

キ262-136 赤絵唐草5.5鉢  
φ17×6㎝（60入・磁） 1,100円
キ262-146 赤絵唐草4.5鉢  
φ14×5㎝（90入・磁） 880円

タ262-156 みの路6.0鉢  
φ19.4×5㎝（30入・磁） 1,030円
タ262-166 みの路4.0鉢  
φ12.7×3.7㎝（60入・磁） 600円
タ262-176 みの路3.3鉢  
φ11×3.3㎝（100入・磁） 530円

イ262-186 和三彩手造6.0鉢  
18.5×4.5㎝（24入・磁） 970円
イ262-196 和三彩手造4.8鉢  
14.5×3.5㎝（36入・磁） 840円

イ262-206 里山織部手作り6.0丸鉢  
φ19×4.7㎝（24入・磁） 910円
イ262-216 里山織部手作り4.8丸鉢  
φ15×3.7㎝（36入・磁） 750円

ヤ262-226 染錦ナズナ5.0鉢  
φ15.5×5㎝（50入・磁） 890円
ヤ262-236 染錦ナズナ3.5鉢  
φ11×4㎝（120入・磁） 570円

キ262-246 吉祥小紋5.0鉢  
φ16.8×5.2㎝（70入・磁） 880円
キ262-256 吉祥小紋4.0鉢  
φ13.5×4.5㎝（150入・磁） 660円

ヤ262-266 粉引赤絵5.0浅鉢  
φ17×5㎝（80入・磁） 880円
ヤ262-276 粉引赤絵4.0浅鉢  
φ14×4.5㎝（120入・磁） 680円
ヤ262-286 粉引赤絵3.0浅鉢  
φ10×3.3㎝（200入・磁） 500円

キ262-296 藍彩菊型5.5鉢  
φ16.8×6.2㎝（60入・磁） 880円
キ262-306 藍彩菊型4.5鉢  
φ13.8×5㎝（90入・磁） 660円
キ262-316 藍彩菊型3.5鉢  
φ10.6×4.2㎝（120入・磁） 450円

カ262-326 フォーカス織部輪二重6.5寸深鉢  
φ19.7×7.2㎝（30入・磁） 850円
カ262-336 フォーカス織部輪二重5.5寸深鉢  
φ16×6㎝（40入・磁） 750円

ホ262-346 油滴結晶5.5鉢  
φ16.5×5.5㎝（60入・磁） 850円
ホ262-356 油滴結晶4.0鉢  
φ13×4.8㎝（100入・磁） 550円
ホ262-366 油滴結晶3.0鉢  
φ9.5×3.8㎝（180入・磁） 350円

ハ262-376 銀彩ブルー4.2ボール  
φ13×5.4㎝（100入・磁） 820円
ハ262-386 銀彩ブルー3.3ボール  
φ10.5×5㎝（120入・磁） 680円

キ262-396 野々花5.0鉢  
φ15.3×4.6㎝（60入・磁） 780円
キ262-406 野々花4.0鉢  
φ12×4.4㎝（90入・磁） 660円

ヤ262-416 粉引釉古代赤絵5.0浅丼  
φ16.8×4㎝（100入・磁） 750円
ヤ262-426 粉引釉古代赤絵4.0浅丼  
φ14×3.5㎝（150入・磁） 580円
ヤ262-436 粉引釉古代赤絵3.3浅丼  
φ11×3.5㎝（200入・磁） 480円

ヤ262-446 ドット白三角5.5鉢  17×6㎝（50入・磁） 680円
ヤ262-456 ドット白三角4.5鉢  φ13.8×5㎝（60入・磁） 440円
ヤ262-466 ドット白三角4.0鉢  φ12.4×5.4㎝（80入・磁） 400円
ヤ262-476 ドット白三角3.5鉢  φ10.9×4㎝（120入・磁） 330円

ヤ262-486 ドット黒三角5.5鉢  17×6㎝（50入・磁） 680円
ヤ262-496 ドット黒三角4.5鉢  13.8×5㎝（60入・磁） 440円
ヤ262-506 ドット黒三角4.0鉢  12.4×5.4㎝（80入・磁） 400円
ヤ262-516 ドット黒三角3.5鉢  10.9×4㎝（120入・磁） 330円
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ウ263-016 古染ブドウ（黒土）変形鉢（大）  
16.2×14.8×5.6㎝（80入・陶） 1,550円
ウ263-026 古染ブドウ（黒土）変形鉢（小）  
13.6×13×6㎝（100入・陶） 1,300円

オ263-036 モダン十草6.0平鉢  
φ18×4.5㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,400円
オ263-046 モダン十草5.0平鉢  
φ15.6×4.3㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,100円
オ263-056 モダン十草4.0平鉢  
φ13.6×3.5㎝（100入・磁）（美濃焼） 650円

ケ263-066 彗星石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 900円
ケ263-076 彗星石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 600円
ケ263-086 彗星石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-096 ふる里石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 850円
ケ263-106 ふる里石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-116 ふる里石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-126 白露石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 850円
ケ263-136 白露石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-146 白露石目3.3.ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 450円

ケ263-156 白刷毛唐津石目6.0鉢  
φ19.4×4.9㎝（磁） 850円
ケ263-166 白刷毛唐津石目5.0鉢  
φ16.7×4.2㎝（磁） 750円
ケ263-176 白刷毛唐津石目4.0鉢  
φ12.7×3.7㎝（磁） 500円

ケ263-186 山がすみ石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 850円
ケ263-196 山がすみ石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-206 山がすみ石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-216 美濃伊賀5.5ボウル  
φ17×5.3㎝（磁） 800円
ケ263-226 美濃伊賀4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 600円
ケ263-236 美濃伊賀3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-246 銀河石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 800円
ケ263-256 銀河石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-266 銀河石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 450円

ケ263-276 紺錆十草リップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（磁） 750円
ケ263-286 紺錆十草リップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（磁） 600円
ケ263-296 紺錆十草リップル3.5鉢  
φ11×3.2㎝（磁） 550円

ケ263-306 東風石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 750円
ケ263-316 東風石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 500円
ケ263-326 東風石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 400円

ト263-336 刷毛目銀彩たわみ5.5鉢  
17×16.7×6.1㎝（60入・磁） 720円
ト263-346 刷毛目銀彩たわみ4.5鉢  
13.8×13.5×5.4㎝（80入・磁） 460円
ト263-356 刷毛目銀彩たわみ3.5鉢  
10.9×10.6×4.1㎝（120入・磁） 350円

ヤ263-366 濃十草楕円5.5鉢  
16.9×16.5×6㎝（40入・磁） 680円
ヤ263-376 濃十草楕円4.5鉢  
13.8×13.5×5.4㎝（60入・磁） 440円
ヤ263-386 濃十草楕円3.5鉢  
11×10.8×4.1㎝（120入・磁） 330円

キ263-396 ベイクドライン5.0浅鉢  
φ16.5×4.5㎝（90入・磁） 660円
キ263-406 ベイクドライン4.5浅鉢  
φ14.5×4㎝（120入・磁） 450円

キ263-416 うず粉引グレー5.0ボール  
φ15.8×6.5㎝（60入・磁） 660円
キ263-426 うず粉引グレー4.0ボール  
φ13.3×5.3㎝（90入・磁） 520円
キ263-436 うず粉引グレー3.5ボール  
φ10.5×5㎝（120入・磁） 400円

イ263-446 せせらぎ5.5ボール  
φ17.3×6.2㎝（60入・磁） 650円
イ263-456 せせらぎ4.5ボール  
φ14×5.2㎝（80入・磁） 440円
イ263-466 せせらぎ3.5ボール  
φ12.4×4.5㎝（120入・磁） 360円

ケ263-476 ほのかリップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（磁） 650円
ケ263-486 ほのかリップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（磁） 550円
ケ263-496 ほのかリップル3.5鉢  
φ11×3.2㎝（磁） 450円

ヤ263-506 染付 なす5.0ボール  
φ16×6.8㎝（40入・磁） 610円
ヤ263-516 染付 なす4.5ボール  
φ13.3×5㎝（60入・磁） 410円
ヤ263-526 染付 なす3.5ボール  
φ10.7×4㎝（80入・磁） 330円

ヤ263-536 染付 かぶ5.0ボール  
φ16×6.8㎝（40入・磁） 610円
ヤ263-546 染付 かぶ4.5ボール  
φ13.3×5㎝（60入・磁） 410円
ヤ263-556 染付 かぶ3.5ボール  
φ10.7×4㎝（80入・磁） 330円

タ263-566 雪粉引軽量オートミル  
φ16.8×4.8㎝（80入・磁） 360円
タ263-576 雪粉引軽量4.0深口フルーツ  
φ14.6×4.5㎝（80入・磁） 280円
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メ264-086 金彩花彫サーバー
21.5×16×35㎝（2200㏄）（陶）（信楽焼） 

22,000円
メ264-096 灰釉手付サーバー
（マイナスイオン）
20×15×37㎝（2500㏄）（陶）（信楽焼） 22,000円

メ264-106 火色小花サーバー
23×19.5×34㎝（3000㏄）（陶）（信楽焼） 

21,500円

カ264-016 伊賀吹5号サーバー
9000㏄（1入･陶） 52,000円
カ264-026 5号用木台（大）
30×30×13㎝（30入） 5,800円
カ264-036 伊賀吹3号サーバー
5400㏄（1入･陶） 32,000円
カ264-046 3号用木台（中）
28×28×11.5㎝（30入） 4,500円

カ264-056 サビ釉3号サーバー
5400㏄（1入･磁） 22,000円
カ264-066 サビ釉2号サーバー
3600㏄（4入･磁） 17,500円
カ264-076 サビ釉3号･2号用木台
28×28×11.5㎝（30入） 4,500円

カ264-116 伊賀釉1号サーバー
1800㏄（4入･陶） 11,000円
カ264-126 1号用木台
22×22×11㎝（20入） 4,400円

酒
の

器
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メ265-016 ラジウムボトル白長
φ8×24.5㎝（720㏄）（36入･陶）（信楽焼） 4,110円
メ265-026 ラジウムボトル黒短
φ9×21.3㎝（720㏄）（36入･陶）（信楽焼） 4,110円

メ265-036 粉引ピッチャー
φ10×20㎝（900㏄）（20入･陶） 10,000円
メ265-046 粉引アイスBOX
φ17×11㎝（つる含まず）（20入･陶） 8,600円

テ265-056 黒荒釉水差し
10×8.8×13.7㎝（500㏄）（48入･陶） 2,000円
テ265-066 黒荒釉片口氷鉢
20×17×8㎝（24入･陶） 3,200円

メ265-116 火色小花ツル付アイスBOX
15×13×15㎝（つる含まず）（20入･陶） 5,400円

メ265-126 火色小花ピッチャー
17×12×23.5㎝（15入･陶） 5,400円

キ265-136 赤楽ワインクーラー
22×12.3㎝（15入･陶） 3,900円

メ265-146 火色小花アイスBOX
φ16×18㎝（12入･陶） 4,100円

カ265-076 黒陶ブルーアイスペール
13.4×8.5㎝（50入･陶） 2,100円
カ265-086 白磁アイスペール
11.8×11.1㎝（24入･磁） 3,200円
カ265-096 アイストング
15㎝（300入） 420円
カ265-106 アイスペール目皿
8.8×1.1㎝（300入） 440円

メ265-156 火色小花ワインクーラー
25×20×14㎝（12入･陶） 8,800円

キ265-166 たこ唐草ワインクーラー
22×12.3㎝（15入･陶） 3,900円

ア265-176 手造り唐草多用ポット
約φ23×13.5㎝（4入･陶） 18,500円

メ265-186 炭化ワインクーラー
30×18.5×17.5㎝（8入･陶） 11,800円

265

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

焼酎ボトル・ワインクーラー



メ266-016 黒窯変刷毛目汲出し  
φ10.5×8㎝（330㏄）（50入・陶） 2,400円

ミ266-026 焼メ一珍ロックカップ  
φ9×8.7㎝（330㏄）（80入・陶） 1,870円

テ266-036 黒備前風ロックカップ（キネ）  
φ9.7×8.8㎝（370㏄）（80入・陶） 1,850円

テ266-046 鉄ペーパー切立ロックカップ  
φ8.5×8.2㎝（340㏄）（80入・磁） 1,800円

テ266-056 利休織部丸ロックカップ  
φ9.2×7㎝（80入・磁） 1,800円

テ266-066 鉄ペーパー丸ロックカップ  
φ9.2×7㎝（300㏄）（80入・磁） 1,800円

テ266-076 利休織部切立ロックカップ  
φ8.5×8.2㎝（80入・磁） 1,800円

ユ266-086 花園藍ロックカップ  
φ8.5㎝（約310㏄）（60入・陶） 1,600円

ユ266-096 花園桃色ロックカップ  
φ8.5㎝（約310㏄）（60入・陶） 1,600円

ウ266-106 粉引青磁キネ型カップ  
φ9.8×14㎝（330㏄）（10×8入・磁） 1,600円

ト266-116 渕赤炭化ロックカップ  
φ8.5×8.5㎝（330㏄）（10×6入・陶） 1,500円

タ266-126 トルコマルチカップ  
φ9.5×8.2㎝（400㏄）（40入・陶） 1,300円

ア266-136 シルバーボーダーBコップ  
φ9.3×7.8㎝（300㏄）（60入・磁） 1,350円

ア266-146 シルバーボーダーWコップ  
φ9.3×7.8㎝（300㏄）（60入・磁） 1,350円

ホ266-156 青吹もちやすいカップ  
φ9.5×9.5㎝（360㏄）（80入・陶） 1,300円

ユ266-166 ささら十草ハイボールカップ  
φ9×9.5㎝（420㏄）（40入・磁） 1,300円

ユ266-176 油滴黒ハイボールカップ  
φ9×9.5㎝（420㏄）（40入・磁） 1,300円

ユ266-186 雪舟ハイボールカップ  
φ9×9.5㎝（420㏄）（40入・磁） 1,300円

タ266-196 トルコ梅酒カップ  
φ9×8㎝（300㏄）（60入・陶） 1,200円

タ266-206 トルコロックカップ  
φ7.8×8.7㎝（270㏄）（60入・陶） 1,100円

ア266-216 窯彩コップ  
φ10×8.8㎝（60入・磁） 1,100円

タ266-226 白釉マルチカップ  
φ9.4×9.3㎝（380㏄）（60入・陶） 1,000円

ホ266-236 ゴールド織部流しロックカップ  
φ9×9㎝（390㏄）（80入・磁） 1,070円

ホ266-246 黒織部流しロックカップ  
φ9×9㎝（390㏄）（80入・磁） 980円

ロ266-256 白線流し 天目 ロックカップ  
φ8.7×8㎝（250㏄）（80入・磁） 990円

ロ266-266 白線流し 群青 ロックカップ  
φ8.7×8㎝（250㏄）（80入・磁） 990円

ホ266-276 ヨリソウ（宇宙）ロックカップ  
φ8.1×10.8㎝（300㏄）（80入・陶） 1,320円

ホ266-286 ヨリソウ（薄紅）ロックカップ  
φ8.1×10.8㎝（300㏄）（80入・陶） 1,320円

ヨ266-296 均窯十草 ロックカップ  
φ9×9㎝（310㏄）（60入・陶） 700円

ヨ266-306 サビ十草 ロックカップ  
φ9×9㎝（310㏄）（60入・陶） 700円

ロッ
ク
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ア267-016 青かいらぎ高台カップ  
φ9×9.5㎝（約300㏄）（60入・陶） 1,750円

ウ267-026 粉引青磁ペコ型カップ  
φ9.4×9.4㎝（390㏄）（10×8入・磁） 1,600円

ア267-036 マカロントールL 抹茶  
φ8.8×8.8㎝（約290㏄）（60入・陶） 1,300円

ア267-046 マカロントールL ブルーベリー  
φ8.8×8.8㎝（約290㏄）（60入・陶） 1,300円

ア267-056 マカロントールL ラズベリー  
φ8.8×8.8㎝（約290㏄）（60入・陶） 1,300円

ホ267-066 茶彫十草ソギ型カップ  
φ9.5×9㎝（320㏄）（80入・陶） 940円

イ267-076 粉引グレーロックカップ  
φ10.3×8㎝（260㏄）（60入・陶） 1,200円

イ267-086 黒ウズ ロックカップ  
φ9.4×7.7㎝（250㏄）（100入・磁） 1,000円

ア267-096 プロミネント瑠璃コップ  
φ9.8×8.5㎝（約300㏄）（60入・磁） 990円

ハ267-106 ひらり一珍白サビロックカップ  
φ10×8.5㎝（300㏄）（10×8入・磁） 900円

キ267-116 美濃萩ヌリ分面取カップ  
φ9.5×8.7㎝（300㏄）（80入・陶） 910円

キ267-126 銀彩雲竜面取カップ  
φ9.5×8.7㎝（300㏄）（80入・陶） 910円

カ267-136 窯変呉須面取カップ  
φ9.5×8.5㎝（280㏄）（64入・陶） 900円

カ267-146 吹織部面取カップ  
9.5×9㎝（280㏄）（64入・陶） 900円

カ267-156 均窯流面取カップ  
φ9.5×9㎝（280㏄）（64入・陶） 900円

カ267-166 黄瀬戸吹き面取カップ  
φ9.5×9㎝（250㏄）（80入・陶） 900円

タ267-176 粉引しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（300㏄）（60入・磁） 730円

ト267-186 内金 モダンカップ  
φ8×8㎝（250㏄）（10×6入・陶） 720円

ホ267-196 いぶしヒスイ切立カップ（小）  
φ8.4×6.7㎝（260㏄）（80入・陶） 980円

カ267-206 わら白削り丸カップ  
φ9×8.2㎝（60入・陶） 850円

カ267-216 べっこう透明削り丸カップ  
φ9×8.2㎝（60入・陶） 850円

テ267-226 ヒワロック碗  
9.5×7.5㎝（80入・陶） 860円

カ267-236 ヒワロックカップ  
φ9.3×7㎝（250㏄）（64入・陶） 730円

キ267-246 天目刷毛ロックカップ  
φ9×8.3㎝（280㏄）（100入・磁） 650円

キ267-256 均窯流しロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 700円

キ267-266 黒ヒワタタキロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 700円

キ267-276 黒窯変ロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 700円

テ267-286 白均窯十草ロック碗  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（80入） 700円

テ267-296 黒均窯十草ロック碗  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（80入） 700円

ユ267-306 雪粉引ねじりロックカップ  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（60入・磁） 620円

カ267-316 青磁手折りロックグラス  
φ9.3×8.2㎝（280㏄）（64入・磁） 570円

カ267-326 うでい手折りロックグラス  
φ9.5×8.5㎝（300㏄）（64入・磁） 570円

タ267-336 いぶし黒ロックグラス  
φ9×8.4㎝（280㏄）（60入・陶） 540円

ハ267-346 いぶし灰釉ロックカップ  
φ9.2×8.3㎝（280㏄）（10×8入・磁） 520円

カ267-356 白伊賀マット焼酎カップ  
φ9.2×8.5㎝（280㏄）（80入・磁） 470円

カ267-366 黒伊良保焼酎カップ  
φ9.2×8.5㎝（280㏄）（60入・磁） 470円
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ア268-016 黒土削きカップ（小）  
φ8.5×14㎝（210㏄）（40入・陶） 2,800円

ト268-026 灰釉くし目フリーカップ  
φ8×12.7㎝（10×8入・陶） 2,600円

ア268-036 桜ピンクロングカップ  
φ7×13.5㎝（380㏄）（40入・磁） 2,500円

ア268-046 桜ヒワロングカップ  
φ7×13.5㎝（380㏄）（40入・磁） 2,500円

ア268-056 若草金彩ゴブレット  
φ8×15.2㎝（270㏄）（60入・磁） 2,500円

メ268-066 黒窯変口白フリーカップ  
φ9×14.5㎝（430㏄）（40入・陶） 2,150円

ア268-076 深海ゴブレット  
φ8.1×15㎝（270㏄）（60入・磁） 2,000円

ア268-086 深海削きカップ（小）  
φ8×12㎝（150㏄）（60入・磁） 1,950円

メ268-096 古信楽フリーカップ（大）  
φ9.3×12.5㎝（350㏄）（50入・陶） 1,900円

ア268-106 Orangeグラス  
φ8.5×13㎝（150㏄）（60入・陶） 1,800円

テ268-116 鉄釉ビヤージョッキ  
φ9.5×13.7㎝（500㏄）（48入・磁） 1,850円

テ268-126 伊良保ビヤージョッキ  
φ9.5×13.7㎝（500㏄）（48入・磁） 1,850円

テ268-136 黒荒釉ビヤカップ  
φ9.5×13.7㎝（500㏄）（48入・陶） 1,850円

テ268-146 黒サビ乱線ロングビヤーカップ  
φ8×15.7㎝（350㏄）（60入） 1,600円

テ268-156 ルリかいらぎロングビヤーカップ  
φ8×15.7㎝（350㏄）（60入） 1,600円

テ268-166 ピンクかいらぎロングビヤーカップ  
φ8×15.7㎝（350㏄）（60入） 1,600円

ユ268-176 藍市松フリーカップ  
φ8.5×12.5㎝（340㏄）（60入・陶） 1,500円

カ268-186 黒土トルコマットピルスナー  
φ7×13㎝（350㏄）（60入・陶） 1,300円

カ268-196 金ラスターピルスナー  
φ7×13（350㏄）（60入・陶） 1,300円

カ268-206 白瀬戸ピルスナー  
φ7×13（350㏄）（60入・陶） 1,300円

ト268-216 ゴールト焼酎カップ  
φ8×15㎝（420㏄）（10×6入・陶） 1,200円

ホ268-226 ゴールド織部流しフリーカップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・磁） 1,170円

タ268-236 黒釉焼酎カップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・陶） 1,100円

タ268-246 白釉焼酎カップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・陶） 1,100円

ホ268-256 黒織部流しフリーカップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・磁） 1,070円

ユ268-266 茶刷毛カップ（大）  
φ9.5×13㎝（380㏄）（60入・磁） 1,000円

キ268-276 黒結晶焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 970円

キ268-286 南蛮焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 970円

キ268-296 黒備前焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 970円

タ268-306 粉引しのぎカップ  
φ8.3×12.3㎝（330㏄）（60入・磁） 860円

ミ268-316 焼締モダンビアジョッキ  
φ9×15㎝（550㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,600円

ミ268-326 鉄釉モダンビアジョッキ  
φ9×15㎝（560㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,600円

ミ268-336 織部ロクロ目ビアジョッキ  
φ9×15㎝（560㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,400円

ミ268-346 備前風ロクロ目ビアジョッキ  
φ9×15㎝（550㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,400円

イ268-356 黄糸車 ビアジョッキー  
φ9.4×13.5㎝（500㏄）（48入・磁） 1,950円

イ268-366 黒ウズ ビアジョッキー  
φ9.4×13.5㎝（500㏄）（48入・磁） 1,950円
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メ269-016 黒焼締フリーカップ  
φ8.5×13㎝（350㏄）（90入・陶） 3,250円

カ269-026 トルコマット（大）  
φ8×14㎝（300㏄）（40入・陶） 2,500円

ア269-036 手造り唐草フリーカップ赤  
φ9×11.7㎝（約340㏄）（60入・磁） 1,800円

ロ269-046 ふかみどり ビアカップ（大）  
φ9×13.3㎝（450㏄）（50入・陶） 1,750円

テ269-056 黒荒釉焼酎割コップ  
φ9.5×12.5㎝（350㏄）（60入・陶） 1,450円

テ269-066 黒ガラス灰Fカップ（大）  
φ9.5×12.3㎝（670㏄）（60入・陶） 1,550円

ロ269-076 塗分焼酎カップ  
φ9.9×12.5㎝（500㏄）（50入・陶） 1,330円

ロ269-086 錆藍流しビアカップ特大  
φ9.8×12.5㎝（500㏄）（50入・磁） 1,250円

ロ269-096 志野唐草ビアカップ特大  
φ9.8×12.5㎝（500㏄）（50入・磁） 1,250円

ロ269-106 粉引ビアカップ特大  
φ9.8×12.5㎝（500㏄）（50入・磁） 1,250円

イ269-116 黒ウズ フリーカップ 大  
φ8.5×12.1㎝（330㏄）（80入・磁） 1,200円

ウ269-126 白そば均窯特大フリーカップ  
φ9.4×11.4㎝（400㏄）（10×4入・陶） 1,100円

ア269-136 グレースフリーカップ  
φ9×13㎝（400㏄）（60入・磁） 1,100円

ト269-146 黒釉水玉カップ計量ライン付  
φ9.7×12㎝（400cc）（6×12入・磁） 1,050円

ト269-156 白釉水玉カップ計量ライン付  
φ9.7×12㎝（400cc）（6×12入・磁） 1,050円

ア269-166 赤粉引フリーカップ  
φ8.8×12.7㎝（60入・陶） 1,000円

キ269-176 薄水焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 970円

キ269-186 ワラ白焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 970円

ウ269-196 黒ツララ特大フリーカップ  
φ9.4×11.4㎝（400㏄）（10×4入・陶） 960円

ウ269-206 クシ目ガラス特大フリーカップ  
φ9.4×11.4㎝（400㏄）（10×4入・陶） 980円

カ269-216 志野ビアカップ  
φ8.9×12.7㎝（380㏄）（60入・陶） 950円

カ269-226 白ガラスビアカップ  
φ8.9×12.7㎝（380㏄）（60入・陶） 950円

ト269-236 吹焼焼酎カップ計量ライン付  
φ9.7×12㎝（400cc）（6×12入・磁） 950円

カ269-246 織部ビアカップ  
φ8.9×12.7㎝（380㏄）（60入・陶） 950円

ヤ269-256 森の湖ビールカップ  
φ8.5×13㎝（330㏄）（80入・磁） 900円

タ269-266 飴斑点しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（330㏄）（60入・磁） 860円

キ269-276 灰貫入ライン焼酎カップ  
φ8.8×12㎝（360㏄）（80入・磁） 780円

キ269-286 黒備前焼酎カップ  
φ8.8×12㎝（360㏄）（80入・磁） 780円

カ269-296 うでい塗分波渕ビール  
φ9.1×13.2㎝（400㏄）（40入・陶） 750円

ホ269-306 白備前太いタンブラー  
φ8.5×12㎝（340㏄）（60入・磁） 620円

ト269-316 ロイヤルブルービアジョッキ  
11×13㎝（500㏄）（6×8入・磁） 1,400円

ト269-326 クリームホワイトビアジョッキ  
11×13㎝（500㏄）（6×8入・磁） 1,400円

ト269-336 ストーンブラックビアジョッキ  
11×13㎝（500㏄）（6×8入・磁） 1,400円

ユ269-346 茶刷毛 ジョッキ  
φ9.5×13㎝（380㏄）（40入・陶） 1,100円

オ269-356 本場D陶製ビアジョッキ500  
φ8.5×11.9㎝（500㏄）（40入・陶）（美濃焼） 1,300円

オ269-366 本場D陶製ビアジョッキ300  
φ7.5×10.4㎝（300㏄）（48入・陶）（美濃焼） 1,000円
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ホ270-016 TSU･BA･KIフリーカップ  
φ8.2×12㎝（310㏄）（60入・陶） 3,200円

ア270-026 手造り唐草フリーカップ青  
φ9×11.7㎝（約340㏄）（60入・磁） 1,750円

ユ270-036 花園桃色フリーカップ  
φ8×11.5㎝（約300㏄）（60入・陶） 1,600円

ユ270-046 花園藍フリーカップ  
φ8×11.5㎝（約300㏄）（60入・陶） 1,600円

ホ270-056 彩青フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,600円

ホ270-066 彩赤フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,600円

ミ270-076 青釉タタキ焼酎カップ（大）  
10.5×10×10㎝（400㏄）（60入・陶） 1,600円

メ270-086 古信楽フリーカップ（小）  
φ8.5×11㎝（250㏄）（50入・陶） 1,600円

ホ270-096 黒吹十草フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,580円

ホ270-106 赤吹十草フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,580円

ヤ270-116 鉄釉フリーカップ  
φ8×11.5㎝（260㏄）（72入・陶） 1,500円

テ270-126 黒ガラス灰Fカップ（小）  
φ9.8×9.7㎝（550㏄）（80入・陶） 1,500円

ア270-136 アースオレンジフリーカップ（白）  
φ8.8×11㎝（約320㏄）（80入・陶） 1,450円

ア270-146 アースオレンジフリーカップ（黒）  
φ8.8×11㎝（約320㏄）（80入・陶） 1,450円

ロ270-156 黒塗内朱フリーカップ  
φ7.6×12㎝（280㏄）（60入・陶） 1,380円

テ270-166 火色焼締杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,350円

テ270-176 白萩杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,350円

テ270-186 備前風杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,350円

テ270-196 赤楽黒吹内白杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,350円

テ270-206 白刷毛目杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,350円

ア270-216 土物粉引フリーカップ  
φ9×11㎝（350㏄）（80入・陶） 1,350円

タ270-226 織部サビフリーカップ  
φ7.8×11.5㎝（270㏄）（60入・陶） 1,300円

タ270-236 黄瀬戸フリーカップ  
φ7.8×11.5㎝（270㏄）（60入・陶） 1,300円

ト270-246 青釉十草ウエーブカップ  
φ9×10㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,300円

ト270-256 天目流しフリーカップ  
9×10.5㎝（310㏄）（6×8入・陶） 1,300円

ト270-266 イラボ削りフリーカップ  
φ8.7×10.2㎝（300㏄）（6×8入・陶） 1,300円

ア270-276 織部流しフリーカップ  
φ9×11㎝（350㏄）（80入・陶） 1,250円

ホ270-286 いぶしヒスイフリーカップ  
φ8×11.8㎝（300㏄）（80入・陶） 1,120円

ミ270-296 ブーケゴブレット  
φ8.2×11.7㎝（300㏄）（80入・磁） 1,100円

ヤ270-306 白軽カップ Beer  
φ9×11.8㎝（450㏄）（80入・磁） 1,100円

ト270-316 内金 たっぷりカップ  
φ9×11.2㎝（10×6入・陶） 1,050円

イ270-326 ビードロ吹 フリーカップ  
φ9×12㎝（330㏄）（80入・陶） 950円

ト270-336 銀刷毛ブルーフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（300㏄）（10×8入・磁） 800円

タ270-346 白釉フリーカップ  
φ8.4×11㎝（280㏄）（60入・陶） 700円

タ270-356 黒釉フリーカップ  
φ8.4×11㎝（280㏄）（60入・陶） 700円

イ270-366 流彩フリーカップ  
φ8.3×11㎝（270㏄）（80入・陶） 630円
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カ271-016 トルコマット（小）  
φ7.8×12.4㎝（240㏄）（60入・陶） 2,100円

ア271-026 かいらぎ焼酎カップ  
φ9.4×9.5㎝（約400㏄）（60入・陶） 1,850円

ミ271-036 備前ソギフリーカップ  
7.8×10.8㎝（240㏄）（100入・陶） 1,750円

ミ271-046 粉引焼酎カップ（大）  
φ10×10㎝（400㏄）（60入・陶） 1,600円

ハ271-056 緑彩ぶどうフリーカップ（緑）  
φ8.5×12.4㎝（310㏄）（60入・陶） 1,500円

ハ271-066 緑彩ぶどうフリーカップ（紫）  
φ8.5×12.4㎝（310㏄）（60入・陶） 1,500円

テ271-076 赤楽黒吹内白焼酎コップ  
φ9.2×10㎝（280㏄）（80入・陶） 1,450円

ミ271-086 黒化粧ゴブレット  
φ8.3×11.8㎝（300㏄）（100入・磁） 1,070円

ウ271-096 黒備前ロクロメ焼酎カッブ  
φ9.2×9.8㎝（380cc）（10×8入・磁） 1,050円

ハ271-106 粉引舞桜フリーカップ（ピンク）  
φ8.5×11.8㎝（270㏄）（60入・陶） 1,000円

ハ271-116 粉引舞桜フリーカップ（紫）  
φ8.5×11.8㎝（270㏄）（60入・陶） 1,000円

カ271-126 美膳岩フリーカップ  
φ7.5×12㎝（240㏄）（60入・陶） 1,000円

タ271-136 赤マーブルトールカップ（軽量）  
φ7.7×12.7㎝（300㏄）（60入・陶） 950円

タ271-146 黒マーブルトールカップ（軽量）  
φ7.7×12.7㎝（300㏄）（60入・陶） 950円

タ271-156 青マーブルトールカップ（軽量）  
φ7.7×12.7㎝（300㏄）（60入・陶） 950円

ア271-166 緑線フリーカップ  
φ8×11㎝（300㏄）（80入・陶） 900円

ロ271-176 白釉錆刷毛フリーカップ  
φ8.6×11.9㎝（60入・磁） 900円

ロ271-186 黒釉白刷毛フリーカップ  
φ8.6×11.9㎝（60入・磁） 900円

ホ271-196 青磁高台六兵衛カップ  
φ7.4×10.7㎝（240㏄）（100入・陶）（食洗機不可） 880円

ホ271-206 NB高台六兵衛カップ  
φ7.4×10.7㎝（240㏄）（100入・陶）（食洗機不可） 880円

ト271-216 アカネ焼酎カップ  
φ9.5×10.7㎝（360㏄）（60入・磁） 820円

カ271-226 黒だすき焼酎カップ  
φ9.6×10.5㎝（370㏄）（50入・磁） 800円

キ271-236 黒備前マイルドカップ  
9.5×11㎝（380㏄）（80入・磁） 780円

ユ271-246 雪粉引ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（60入・陶） 780円

カ271-256 白刷毛目波カップ  
φ9.1×9.9㎝（280㏄）（60入・陶） 750円

カ271-266 黒ガラス波カップ  
φ9.1×9.9㎝（280㏄）（60入・陶） 750円

オ271-276 粉引刷毛目フリーカップ  
φ9×10㎝（280㏄）（60入・陶） 750円

ト271-286 赤志野フリーカップ  
φ9×10㎝（280㏄）（10×8入・陶） 720円

ト271-296 ネズ志野フリーカップ  
φ9×10㎝（280㏄）（10×8入・陶） 720円

タ271-306 黒刷毛千段カップ  
φ8.4×11.7㎝（310㏄）（60入・陶） 700円

タ271-316 黒備前フリーカップ  
φ8.5×9.4㎝（300㏄）（60入・陶） 700円

ハ271-326 大地フリーカップ  
φ8.2×11.7㎝（350㏄）（10×6入・磁） 650円

イ271-336 窯変フリーカップ  
φ8.3×11㎝（270㏄）（80入・陶） 630円

カ271-346 いこい焼酎カップ  
φ9.5×10㎝（390㏄）（50入・磁） 580円

カ271-356 備前焼酎カップ  
φ9.8×12.1㎝（430㏄）（80入・磁） 1,050円
カ271-366 備前焼酎しぼり器  
φ12×11×3.5㎝（80入・磁） 780円

ト271-376 鉄赤フリーカップ（大）  φ8.5×12㎝（350㏄）（10×8入・磁） 1,150円
ト271-386 鉄赤フリーカップ（中）  φ8×10.5㎝（250㏄）（10×8入・磁） 900円
ト271-396 鉄赤フリーカップ（小）  φ7.5×9㎝（170㏄）（10×12入・磁） 670円
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テ272-016 利休織部ゴブレット  
φ8.3×11.8㎝（330㏄）（80入・磁） 1,900円

テ272-026 鉄ペーパーゴブレット  
φ8.3×11.8㎝（330㏄）（80入・磁） 1,900円

ア272-036 印花紋焼酎カップ  
φ9.4×9.5㎝（約400㏄）（60入・陶） 1,850円

ロ272-046 いらぼ ビアカップ（大）  
φ9×13.3㎝（450㏄）（60入・陶） 1,750円

イ272-056 白十草 焼酎カップ  
φ10×8.8㎝（320㏄）（60入・陶） 1,050円

イ272-066 黒十草 焼酎カップ  
φ10×8.8㎝（320㏄）（60入・陶） 1,050円

ウ272-076 粉引クリームロクロメ焼酎カップ  
φ9.2×9.8㎝（380cc）（10×8入・磁） 1,050円

イ272-086 黄糸車 反型フリーカップ  
φ8.1×11㎝（220㏄）（100入・陶） 1,000円

イ272-096 黒ウズ フリーカップ 中  
φ8×10.4㎝（260㏄）（100入・陶） 1,000円

イ272-106 黒ウズ 反型フリーカップ  
φ8.1×11㎝（220㏄）（100入・陶） 1,000円

ロ272-116 塗分ロックカップ  
φ9.8×9㎝（320㏄）（60入・陶） 890円

ト272-126 ピンク水玉 ゴブレット  
φ8.5×10.3㎝（260㏄）（10×8入・陶） 860円

ト272-136 花結 ゴブレット  
φ8.5×10.3㎝（260㏄）（10×8入・陶） 860円

ウ272-146 白そば均窯フリーカップ  
φ8.2×10.8㎝（260㏄）（10×6入・陶） 850円

タ272-156 天目しのぎフリーカップ  
φ8×10.5㎝（270㏄）（60入・磁） 780円

タ272-166 粉引しのぎフリーカップ  
φ8×10.5㎝（270㏄）（60入・磁） 780円

カ272-176 黒陶ウズフリーカップ  
7.8×10.5㎝（300㏄）（80入・磁） 750円

ウ272-186 織部ひっかきフリーカップ  
φ8.1×10.8㎝（280㏄）（10×6入・陶） 750円

カ272-196 黒マット一珍十草フリーカップ  
7.8×10.5㎝（300㏄）（80入・磁） 750円

ト272-206 フレッシュロックカップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 720円

ト272-216 焼締 茶吹ライン付カップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 720円

ト272-226 白線黒鉄釉ライン付カップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 720円

オ272-236 ビールカップ水色  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 710円

オ272-246 ビールカップ黒  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 710円

オ272-256 ビールカップ白  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 710円

オ272-266 ビールカップグリーン  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 710円

ハ272-276 白釉フリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（60入・磁） 700円

キ272-286 天目刷毛フリーカップ  
φ8×11㎝（260㏄）（80入・磁） 650円

ホ272-296 織部ラインフリーカップ  
φ8×11㎝（240㏄）（10×8入・陶） 590円

ホ272-306 茶ラインフリーカップ  
φ8×11㎝（240㏄）（10×8入・陶） 590円

イ272-316 黒茶釉フリーカップ  
φ8.3×11.4㎝（280㏄）（80入・磁） 550円

ホ272-326 黒伊賀織部掛けタンブラー  
φ7.1×11.8㎝（250㏄）（10×8入・磁） 550円

タ272-336 いぶし黒フリーカップ  
φ8×11㎝（280㏄）（60入・陶） 540円

イ272-346 黄糸車 フリーカップ 大  
φ8.5×12.1㎝（330㏄）（80入・磁） 1,200円
イ272-356 黄糸車 フリーカップ 中  
φ8×10.4㎝（260㏄）（100入・磁） 1,000円

イ272-366 白結晶フリーカップ  
φ7.8×11㎝（270㏄）（100入・陶） 600円
イ272-376 白結晶一口カップ  
φ6×10㎝（150㏄）（120入・陶） 480円

イ272-386 黒結晶フリーカップ  
φ7.8×11㎝（270㏄）（100入・陶） 600円
イ272-396 黒結晶一口カップ  
φ6×10㎝（150㏄）（120入・陶） 480円

272

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

フリーカップ・ジョッキ



メ273-016 灰釉粉引フリーカップ  
φ8×10.5㎝（280㏄）（100入・陶）（信楽焼） 3,100円

ユ273-026 藍市松焼酎カップ  
φ8.5×9㎝（250㏄）（60入・陶） 1,400円

ア273-046 切立カップ グレー  
φ9×8.8㎝（340㏄）（80入・陶） 1,100円

ア273-036 切立カップ 黒  
φ9×8.8㎝（340㏄）（80入・陶） 1,100円

ア273-056 赤絵唐草紋おもしろコップ  
φ7.8×8.7㎝（240㏄）（100入・磁） 1,100円

ウ273-066 粉引青磁フリーカップ  
φ8.2×9.6㎝（230㏄）（10×6入・陶） 1,050円

イ273-076 オークロックカップ  
φ9.2×7.5㎝（250㏄）（100入・磁） 960円

イ273-086 オークフリーカップ 小  
φ7.9×10.4㎝（250㏄）（100入・磁） 910円

カ273-096 黒カイヘキ雲流フリーカップ  
φ7.4×10㎝（200㏄）（80入・陶） 900円

ロ273-106 ゆきみちフリーカップ（大）  
φ7.4×10㎝（170㏄）（60入・磁） 880円

イ273-116 粉引六点水玉ソギロックカップ  
φ9.5×9.1㎝（360㏄）（80入・陶） 880円

イ273-126 ゴス二本十草ソギロックカップ  
φ9.5×9.1㎝（360㏄）（80入・陶） 880円

キ273-136 美濃萩面取フリーカップ  
8×10.5㎝（240㏄）（80入・陶） 880円

ロ273-146 彫芦フリーカップ  
φ8×10.5㎝（220㏄）（60入・陶） 860円

ホ273-156 白一珍ラインフリーカップ  
φ8×10.5㎝（240㏄）（10×8入・陶） 750円

ウ273-166 唐津はん点フリーカップ  
φ8.1×10.8㎝（280㏄）（10×6入・陶） 750円

イ273-176 黒結晶しっくりマルチカップ  
φ9×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 750円

イ273-186 藍流しっくりマルチカップ  
φ9×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 750円

ウ273-196 ユウギリマルチカップ（赤）  
φ8.2×8.6㎝（230㏄）（10×8入・陶） 730円

ウ273-206 ユウギリマルチカップ（紺）  
φ8.2×8.6㎝（230㏄）（10×8入・陶） 730円

ト273-216 紺ライン付カップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 720円

ユ273-226 茶刷毛 カップ  
φ10×9.5㎝（330㏄）（40入・陶） 680円

ウ273-236 織部ひっかき反カップ  
φ8.4×8.7㎝（230㏄）（10×8入・陶） 670円

イ273-246 流彩焼酎カップ  
φ9×8.5㎝（300㏄）（60入・陶） 650円

ウ273-256 クシ目ガラス釉反フリーカップ  
φ8.4×8.8㎝（190㏄）（10×8入・陶） 670円

ウ273-266 黒ツララ反フリーカップ  
φ8.4×8.8㎝（190㏄）（10×8入・陶） 670円

ウ273-276 唐津はん点反カップ  
φ8.4×8.7㎝（230㏄）（10×8入・陶） 670円

カ273-286 茶いらぼ削りロックカップ  
φ9.4×8.2㎝（300㏄）（60入・磁） 490円

カ273-296 いこい削りロックカップ  
φ9.4×8.2㎝（300㏄）（60入・磁） 490円

カ273-306 グリーン伊良保焼酎カップ  
φ9.2×8.5㎝（280㏄）（60入・磁） 490円

ホ273-316 黒刷毛けずりカップ  
φ8.8×8.7㎝（260㏄）（80入・磁） 430円

ホ273-326 粉引けずりカップ  
φ8.8×8.7㎝（260㏄）（80入・磁） 430円

イ273-336 黒釉 刷毛目フリーカップ  
φ7.7×9.7㎝（250㏄）（80入・磁） 400円

イ273-346 白釉 刷毛目フリーカップ  
φ7.7×9.7㎝（250㏄）（80入・磁） 400円

ミ273-356 粉引焼酎カップ（中）  
φ10.2×6.7㎝（250㏄）（100入・陶） 1,120円
ミ273-366 粉引焼酎カップ（小）  
φ8.1×6㎝（150㏄）（120入・陶） 800円

ミ273-376 備前風焼酎カップ（中）  
φ10.2×6.7㎝（250㏄）（100入・陶） 1,120円
ミ273-386 備前風焼酎カップ（小）  
8.1×6㎝（150㏄）（120入・陶） 800円
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カ274-016 焼締彫十草おおぶり碗  
φ9.8×7.7㎝（330㏄）（50入・陶） 2,000円

ミ274-026 フェアリー フリーカップ  
φ7.7×9.1㎝（210㏄）（100入・陶） 1,900円

ロ274-036 織部菱紋 黄高台コップ  
φ9.7×9㎝（260㏄）（60入・陶） 1,580円

カ274-046 サビ釉たる型コップ小  
φ9.8×8.8㎝（360㏄）（80入・陶） 1,300円

ア274-056 エイジング広台カップ  
φ10×8.5㎝（80入・陶） 1,100円

ミ274-066 アメ釉ソギカップ  
φ8.7×8㎝（60入・磁） 1,050円

イ274-076 黄糸車 ロックカップ  
φ9.4×7.7㎝（250㏄）（100入・磁） 1,000円

ホ274-086 いぶしヒスイたっぷり碗（小）  
φ9×6.8㎝（250㏄）（80入・陶） 980円

ア274-096 ミストカップ  
9×8.7×9㎝（60入・磁） 900円

テ274-106 流星ロック碗  
9.5×7.5㎝（80入・陶） 860円

テ274-116 青イラボロック碗  
9.5×7.5㎝（80入・陶） 860円

ハ274-126 若葉フリーカップ  
φ8×9.6㎝（250㏄）（10×8入・磁） 850円

タ274-136 ゴールドもだんカップ  
φ8.2×8.3㎝（260㏄）（60入・陶） 800円

タ274-146 黒釉もだんカップ  
φ8.2×8.3㎝（260㏄）（60入・陶） 800円

タ274-156 白釉もだんカップ  
φ8.2×8.3㎝（260㏄）（60入・陶） 800円

タ274-166 黒陶粉引ソギカップ  
φ9×7.2㎝（180㏄）（60入・陶） 800円

キ274-176 美濃萩塗分ロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（240㏄）（60入・陶） 770円

カ274-186 黒銀彩雲流ロックカップ  
φ9.4×7.5㎝（250㏄）（80入・陶） 750円

ウ274-196 クシ目ガラス釉フリーカップ  
φ8.2×10.8㎝（260㏄）（10×6入・陶） 750円

ウ274-206 黒吹フリーカップ  
φ7.6×10.2㎝（260cc）（10×6入・磁） 780円

イ274-216 白結晶しっくりマルチカップ  
φ9×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 750円

カ274-226 トルコロック碗  
φ9.3×7㎝（230㏄）（80入・陶） 730円

タ274-236 うのふゆったり碗  
φ9.5×6.5㎝（250㏄）（60入・陶） 720円

ウ274-246 窯変黒マルチカップ  
φ8.2×8.5㎝（260㏄）（10×8入・陶） 710円

ミ274-256 黒織部マルチカップ  
φ9×7.5㎝（240㏄）（80入・陶） 700円

ミ274-266 鉄釉マルチカップ  
φ9×7.5㎝（240㏄）（80入・陶） 700円

ミ274-276 備前風マルチカップ  
φ9×7.5㎝（240㏄）（80入・陶） 700円

キ274-286 赤伊賀織部吹ロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 700円

ア274-296 Hana花フリーカップ  
φ8×8.6㎝（240㏄）（100入・磁） 690円

イ274-306 窯変焼酎カップ  
φ9×8.5㎝（300㏄）（60入・陶） 650円

イ274-316 匠織部カップ  
φ8.3×7.3㎝（60入・磁） 500円

ア274-326 青磁フリーカップ  
φ7.7×8.7㎝（240㏄）（100入・磁） 500円

ト274-336 スプリングGフリーカップ小  
φ7.8×9.6㎝（210㏄）（80入・磁） 430円

ト274-346 スプリングOフリーカップ  
φ7.8×9.6㎝（210㏄）（80入・磁） 430円

ホ274-356 白ふっくらカップ  
φ8.2×8.5㎝（260㏄）（80入・磁） 430円

ネ274-366 フリーカップ ホワイト  
φ7×9.7㎝（180㏄）（100入・磁） 260円
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ア275-016 桜ピンクフリーカップ  
φ9×9.3㎝（390㏄）（60入・磁） 2,000円

ア275-026 桜ヒワフリーカップ  
φ9×9.3㎝（390㏄）（60入・磁） 2,000円

オ275-036 ほのかサークルロング  
φ8×9.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,400円

オ275-046 ほのかストライプロング  
φ8×9.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,400円

オ275-056 ほのかサークルロック  
φ8.5×7.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,300円

オ275-066 ほのかボーダーロック  
φ8.5×7.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,300円

オ275-076 ほのかストライプロック  
φ8.5×7.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,300円

ア275-086 マカロントールS 抹茶  
φ8×7.2㎝（170㏄）（80入・陶） 1,150円

ア275-096 マカロントールS ブルーベリー  
φ8×7.2㎝（170㏄）（80入・陶） 1,150円

ア275-106 マカロントールS ラズベリー  
φ8×7.2㎝（170㏄）（80入・陶） 1,150円

オ275-116 ほのかサークルミニ  
φ8.5×6.8㎝（200㏄）（100入・磁） 1,100円

オ275-126 ほのかストライプミニ  
φ8.5×6.8㎝（200㏄）（100入・磁） 1,100円

ウ275-136 黒土刷毛目TDカップ  
φ9.2×7.4㎝（230cc）（10×8入・陶） 1,100円

ア275-146 グリーンカップ  
9×8.7×9㎝（60入・磁） 900円

タ275-156 トルコ丸カップ  
φ8.1×6㎝（170㏄）（80入・陶） 900円

テ275-166 一口ビール冷酒トルコビードロ  
5.6×10㎝（120入・陶） 860円

テ275-176 一口ビール冷酒キセイトビードロ  
5.6×10㎝（120入・陶） 860円

ア275-186 ホワイトカップ  
9×8.7×9㎝（60入・磁） 800円

ユ275-196 ゆらり十草（紅）フリーカップ  
φ7.2×8.8㎝（190㏄）（80入・磁） 830円

ユ275-206 ゆらり十草（青）フリーカップ  
φ7.2×8.8㎝（190㏄）（80入・磁） 830円

ウ275-216 白そば均窯反フリーカップ  
φ8.4×8.8㎝（190㏄）（10×8入・陶） 750円

ウ275-226 窯変白マルチカップ  
φ8.2×8.5㎝（260㏄）（10×8入・陶） 710円

ホ275-236 黒一口カップ  
φ6×11.5㎝（140㏄）（10×10入・磁） 630円

ツ275-246 チョコウズ 反湯呑  
φ8.7×7.5㎝（100入・陶） 600円

ト275-256 スプリングGフリーカップ大  
φ8.4×11.3㎝（310㏄）（60入・磁） 580円

ホ275-266 白磁フリーカップ（小）  
φ7×7㎝（160㏄）（10×12入・磁） 530円

タ275-276 均窯流ミニカップ  
φ7×7.7㎝（150㏄）（80入・陶） 500円

カ275-286 黒伊賀吹フリーカップ  
6×10㎝（150㏄）（100入・磁） 500円

テ275-296 唐津一口ビール  
φ5.7×10.7㎝（120㏄）（120入・陶） 480円

ネ275-306 フリーカップ エンカ  
φ7×9.7㎝（180㏄）（100入・磁） 430円

ホ275-316 白波ミニカップ  
φ6×10.3㎝（140㏄）（10×10入・陶） 400円

ア275-326 織部ゴブレット  
φ6.7×7.2㎝（約110㏄）（120入・磁） 380円

ア275-336 ブルーゴブレット  
φ6.7×7.2㎝（約110㏄）（120入・磁） 380円

ア275-346 リップル織部カップ L  
φ8.3×6.8㎝（190㏄）（120入・磁） 350円

ア275-356 リップルブルーカップ L  
φ8.3×6.8㎝（190㏄）（120入・磁） 350円

ホ275-366 伊賀織部フリーカップ（小）  
φ6.5×9㎝（140㏄）（120入・磁） 300円
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メ276-016 黒窯変刷毛目冷酒器  
14.5×11.5×9㎝（つる含まず）（310㏄）（30入・陶） 6,300円
メ276-026 黒窯変刷毛目グイ呑み  
φ6.5×4㎝（350入・陶） 1,600円

メ276-036 黒窯変ツル付冷酒器  
13×11×9㎝（つる含まず）（400㏄）（80入・陶） 6,300円
メ276-046 黒窯変グイ呑み  
φ6.5×4㎝（60㏄）（350入・陶） 1,600円

ネ276-056 南蛮手付冷酒  
17.5×12.5×12.5㎝（500㏄）（6×10入・陶） 5,600円
ネ276-066 南蛮口広片口盃  
8×8.5×3.5㎝（200入・陶） 1,400円

ミ276-076 備前灰吹手付冷酒器  
12×10.4×15.5㎝（370㏄）（6×10入・陶） 3,250円
ミ276-086 備前灰吹高台盃  
7.5×3㎝（150入・陶） 1,500円

メ276-096 焼〆緑彩注器  
11×8×12㎝（280㏄）（80入・陶） 4,050円
メ276-106 焼〆緑彩ぐい呑  
φ6×6㎝（70㏄）（350入・陶） 1,650円

ミ276-116 赤絵小町 筒形酒器  
φ8.5×11×12.3㎝（380㏄）（60入・陶） 4,200円
ミ276-126 赤絵小町 ぐい呑  
φ6.8×6.5㎝（110㏄）（150入・陶） 2,100円

メ276-136 灰刷毛目冷酒器  
12×9×10㎝（290㏄）（80入・陶） 3,800円
メ276-146 灰刷毛目ぐい呑  
φ6.7×3.5㎝（50㏄）（350入・陶） 1,300円

メ276-156 灰みかげ冷酒器  
12×9×10㎝（330㏄）（90入・陶） 3,800円
メ276-166 灰みかげぐい呑  
φ6.5×4.5㎝（80㏄）（350入・陶） 1,300円

メ276-176 灰釉粉引冷酒器  
10.5×9.5×10.5㎝（270㏄）（70入・陶）（信楽焼） 3,700円
メ276-186 灰釉粉引ぐい呑  
φ6×6㎝（60㏄）（250入・陶）（信楽焼） 1,850円

メ276-196 赤絵片口冷酒器（大）  
12.5×8×10.5㎝（80入・陶）（信楽焼） 3,750円
メ276-206 赤絵ぐい呑  
φ6.5×4.5㎝（300入・陶）（信楽焼） 1,350円

メ276-216 黒窯変片口注器  
13.5×9.5×8.5㎝（360㏄）（80入・陶） 3,900円
メ276-226 黒窯変グイ呑み  
φ6.5×4㎝（60㏄）（350入・陶） 1,600円
メ276-236 黒窯変刷毛目ぐい呑  
φ6×4.2㎝（70㏄）（300入・陶） 590円

メ276-246 黒焼締6.0注器   
18×13×8㎝（420㏄）（40入・陶） 3,550円
メ276-256 黒焼締ぐい呑   
φ6.5×5㎝（60㏄）（100入・陶） 1,400円

テ276-266 金巻冷酒徳利  
370㏄（60入・陶） 3,000円
テ276-276 金巻冷酒盃  
φ5.8×6.5㎝（70㏄）（100入・陶） 1,850円

ト276-286 粉引面取り冷酒器  
14×9.7×8.2㎝（320㏄）（6×6入・陶） 2,750円
ト276-296 粉引面取り筒盃  
φ5×6.7㎝（20×5入・陶） 900円
ト276-306 粉引面取り高台盃  
φ6×5.9㎝（20×5入・陶） 860円

ホ276-316 鉄釉酒器  
13.5×10.5×8.5㎝（320㏄）（60入・陶） 3,200円
ホ276-326 鉄釉グイ呑  
φ6×4.7㎝（120入・陶） 700円

メ276-336 古信楽冷酒器  
φ9×9.8㎝（250㏄）（90入・陶） 2,400円
メ276-346 古信楽ぐい呑  
φ6×4.7㎝（60㏄）（250入・陶） 710円

ト276-356 錆十草手押冷酒器  
14×9.7×8.2㎝（350㏄）（6×6入・陶） 2,700円
ト276-366 錆十草高台盃  
φ6×5.9㎝（20×5入・陶） 850円

ミ276-376 黒織部冷酒器  
11×10×10.5㎝（420㏄）（60入・陶） 2,200円
ミ276-386 黒織部ぐい呑  
φ7.2×4.7㎝（150入・陶） 1,170円

ミ276-396 備前灰吹き冷酒器  
11×10×10.5㎝（420㏄）（60入・陶） 2,200円
ミ276-406 備前灰吹ぐい呑  
φ7.2×4.7㎝（150入・陶） 1,170円

ネ276-416 刷毛目冷酒器  
11×7×10.3㎝（380㏄）（6×8入・陶） 2,480円
ネ276-426 刷毛目カップ  
φ5.9×6.1㎝（120入・陶） 1,000円

ミ276-436 粉引 とびかんな彫 冷酒器  
12.5×10.6×8.2㎝（350㏄）（60入・陶） 2,300円
ミ276-446 粉引 とびかんな彫 ぐい呑  
φ7.8×5㎝（120㏄）（120入・陶） 1,400円

ミ276-456 備前丸紋冷酒器  
11.3×10.2×9.2㎝（360㏄）（60入・陶） 2,150円
ミ276-466 備前丸紋食前酒  
7×6.8㎝（120入・陶） 1,170円

キ276-476 備前冷酒器（大）  
400㏄（60入・陶） 2,330円
キ276-486 備前冷酒器（小）  
250㏄（80入・陶） 1,780円
キ276-496 備前冷酒カップ  
φ5.8×6.7㎝（160入・陶） 1,150円

カ276-506 呉須吹ピッチャー  
9.4×8.6×15㎝（650㏄）（40入・陶） 3,650円
カ276-516 呉須吹冷酒（小）  
8.6×7.7×9㎝（310㏄）（60入・陶） 2,100円
カ276-526 呉須吹手ひねり盃  
7.8×3.4㎝（120入・陶） 1,150円

テ276-536 夜空冷酒徳利  
370㏄（60入・陶） 2,400円
テ276-546 夜空冷酒（小）  
260㏄（80入・陶） 2,000円
テ276-556 夜空冷酒盃  
5.8×6.5㎝（70㏄）（100入・陶） 1,350円
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※満水にすると盃にお酒が流れ落ちるように
　なっています。

キ277-016 粉引青地冷酒器（大）  
400㏄（60入・陶） 2,330円
キ277-026 粉引青地冷酒器（小）  
250㏄（80入・陶） 1,780円
キ277-036 粉引青地冷酒カップ  
φ6×6.2㎝（160入・陶） 890円

ウ277-046 鉄結晶丸冷酒器（大）  
13×9.5×9.6㎝（740㏄）（陶） 2,300円
ウ277-056 鉄結晶ぐい呑  
φ6.4×4.2㎝（陶） 720円

ア277-066 白磁ヒワ冷酒器  
9.3×7.5×12㎝（300㏄）（60入・磁） 2,300円
ア277-076 白磁ヒワぐい呑  
φ5.4×5.5㎝（200入・磁） 580円

ア277-086 白磁点紋赤絵冷酒器  
11×6.5×11.6㎝（230㏄）（40入・磁） 2,200円
ア277-096 白磁点紋赤絵珍味&冷酒杯  
6×5.5×4.2㎝（100入・磁） 750円

ト277-106 マリン冷酒器  
10.5×9.1×10.3㎝（440㏄）（60入・陶） 2,100円
ト277-116 マリンぐい呑  
φ6×6.2㎝（120入・陶） 860円

ユ277-126 備前唐津 冷酒器（大）  
400㏄（30入・陶） 2,150円
ユ277-136 備前唐津 冷酒器（小）  
200㏄（40入・陶） 1,700円
ユ277-146 備前唐津 長ぐい呑  
φ6×6㎝（80入・陶） 850円

ミ277-156 粉引冷酒器  
11.3×10.2×9.2㎝（350㏄）（60入・陶） 2,200円
ミ277-166 粉引冷酒盃  
7×6.8㎝（120入・陶） 1,170円

ロ277-176 黒化粧一珍冷酒器  
15×11×6.8㎝（350㏄）（20入・陶） 2,010円
ロ277-186 黒化粧一珍盃  
φ5.5×6.5㎝（80㏄）（150入・陶） 520円

ホ277-196 粉引花鳥酒器  
11×8.5×11㎝（230㏄）（60入・陶） 2,050円
ホ277-206 粉引花鳥ぐいのみ  
φ5.8×6.3㎝（120入・陶） 820円

メ277-226 粉引鉄線グイ呑  
φ6.3×4㎝（60㏄）（250入・陶） 590円

メ277-216 粉引鉄線片口冷酒器  
φ9×12㎝（310㏄）（80入・陶） 1,900円

タ277-236 トルコ片口酒器  
12.3×10.1×8.5㎝（310㏄）（40入・陶） 1,600円
タ277-246 トルコぐい呑  
φ7.6×6㎝（80入・陶） 850円

タ277-256 ふる里冷酒（大）  
11×9.5×9.2㎝（320㏄）（60入・磁） 1,600円
タ277-266 ふる里冷酒（小）  
9.5×7.3×8㎝（220㏄）（60入・磁） 1,300円
タ277-276 ふる里ぐい呑  
φ7×4.3㎝（80入・磁） 650円

ト277-286 織部流し冷酒器  
11.5×7.2×11㎝（340㏄）（6×8入・陶） 1,300円
ト277-296 織部流し長グイ呑  
φ5.5×6.5㎝（20×8入・陶） 380円

カ277-306 錆白吹冷酒器  
12×8×11㎝（340㏄）（48入・磁） 1,300円
カ277-316 錆白吹冷酒盃  
5.6×6.5㎝（100入・磁） 430円

ト277-326 赤釉灰吹冷酒器  
11.5×7.2×11㎝（340㏄）（6×8入・陶） 1,250円
ト277-336 赤釉灰吹長グイ呑  
φ5.5×6.5㎝（20×8入・陶） 380円

ミ277-346 呉須刷毛格子 冷酒器  
11×9.3×9.2㎝（340㏄）（60入・磁） 1,550円
ミ277-356 呉須刷毛格子 ぐい呑  
φ7×4.5㎝（70㏄）（200入・磁） 650円

カ277-366 織部冷酒  
8.5×7.5×9.5㎝（190㏄）（80入・陶） 1,200円
カ277-376 織部グイ呑  
φ6.8×4㎝（150入・陶） 800円

ホ277-386 ボカシ片口冷酒  
11×8×10.5㎝（240㏄）（80入・陶） 1,150円
ホ277-396 ボカシ盃  
φ6×4㎝（160入・陶） 360円

キ277-406 粉引風冷酒器  
330㏄（80入・磁） 1,850円
キ277-416 粉引風冷酒盃  
φ6.6×6.3㎝（160入・磁） 690円

ア277-426 備前風冷酒  
12×8.8×11.2㎝（320㏄）（80入・磁） 1,750円
ア277-436 備前風盃  
φ6.5×6.3㎝（200入・磁） 680円

ア277-446 窯彩冷酒器  
11×9×8.5㎝（320㏄）（60入・磁） 1,100円
ア277-456 窯彩反盃  
φ7.3×5.6㎝（80㏄）（180入・磁） 600円
ア277-466 窯彩グイ呑  
φ7.3×4.5㎝（100㏄）（180入・磁） 440円

タ277-476 黒陶粉引片口冷酒  
10.8×9.2×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 1,000円
タ277-486 黒陶粉引丸ぐい呑  
φ7.3×4.5㎝（100㏄）（100入・陶） 400円

テ277-496 灰釉片口冷酒  
9.5×7㎝（200㏄）（80入・陶） 2,400円

イ277-506 匠織部片口冷酒  
13.7×9.1×8.5㎝（320㏄）（40入・陶） 1,100円

カ277-516 銀黒片口冷酒  
9.3×8×7㎝（120㏄）（60入・磁） 1,100円
カ277-526 銀黒いらっしゃいませの皿  
φ15.5×2.3㎝（50入・磁） 880円
カ277-536 銀黒チビ盃  
φ5.7×3.4㎝（30㏄）（200入・磁） 440円
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メ278-016 炭化窯変徳利  
φ8.5×11㎝（290㏄）（50入・陶） 3,850円
メ278-026 炭化窯変ぐい呑  
φ5.8×5㎝（40㏄）（100入・陶） 1,600円

テ278-216 粉引刷毛2号徳利  
330㏄（80入・陶） 2,100円
テ278-226 粉引刷毛グイ呑  
6.5×4㎝（200入・陶） 720円

ウ278-516 古染山水六角二合燗  
φ6.2×18㎝（380㏄）（磁） 1,950円
ウ278-526 古染山水六角ぐい呑  
φ5.8×3.8㎝（53㏄）（磁） 840円

ト278-446 水青磁うず一珍玉二合  φ8.2×14.3㎝（10×8入・陶） 1,980円
ト278-456 水青磁うず一珍8勺  φ7×12㎝（20×4入・磁） 1,280円
ト278-466 水青磁うず一珍ワイングラス  φ5.5×6.8㎝（120入・磁） 1,280円
ト278-476 水青磁うず一珍反グイ呑  φ5×3.8㎝（120入・磁） 660円

ユ278-796 焼締備前二合徳利  
390㏄（60入・陶） 1,700円
ユ278-806 焼締備前盃  
φ6.3×4㎝（150入・陶） 580円

ネ278-846 八角刷毛目唐津2合徳利  
8×12.5㎝（300㏄）（10×10入・陶） 1,700円
ネ278-856 八角刷毛目唐津盃  
6×4.7㎝（160入・陶） 700円

テ278-036 織部菊割大徳利  φ13×14㎝（360㏄）（60入・陶） 3,000円
テ278-046 織部菊割小徳利  φ6.5×8㎝（180㏄）（80入・陶） 1,800円
テ278-056 織部菊割ぐいのみ  φ5.5×7㎝（200入・陶） 1,200円

テ278-066 黒備前菊割大徳利  φ13×14㎝（360㏄）（60入・陶） 3,000円
テ278-076 黒備前菊割小徳利  φ6.5×8㎝（180㏄）（80入・陶） 1,800円
テ278-086 黒備前菊割ぐいのみ  φ5.5×7㎝（200入・陶） 1,200円

ウ278-096 京小花1.5号徳利  300㏄（10×8入・磁） 2,300円
ウ278-106 京小花8勺徳利  160㏄（20×6入・磁） 1,600円
ウ278-116 京小花丸グイ呑  φ5.2×3.8㎝（300入・磁） 430円

テ278-126 花鳥青磁2合徳利  270㏄（80入・陶） 2,200円
テ278-136 花鳥青磁1合徳利  150㏄（120入・陶） 1,650円
テ278-146 花鳥青磁ぐい呑  φ5.2×3.8㎝（400入・陶） 530円

ツ278-156 粉引唐草魚紋2号徳利  340㏄（10×6入・陶） 2,100円
ツ278-166 粉引唐草魚紋1号徳利  190㏄（10×8入・陶） 1,500円
ツ278-176 粉引唐草魚紋グイ呑  5.9×4.2㎝（200入・陶） 720円

カ278-186 砥部風花紋飛口徳利（大）  260㏄（40入・陶） 2,100円
カ278-196 砥部風花紋飛口徳利（小）  150㏄（60入・陶） 1,150円
カ278-206 砥部風花紋丸グイ呑（中）  φ5.2×4.4㎝（150入・陶） 620円

ツ278-236 トルコ青2号徳利  300㏄（10×6入・陶） 2,000円
ツ278-246 トルコ青1号徳利  約190㏄（10×8入・陶） 1,500円
ツ278-256 トルコ青丸グイ呑  5.3×4.5㎝（200入・陶） 680円

テ278-266 灰釉八角2合徳利  300㏄（80入・陶） 2,050円
テ278-276 灰釉八角1合徳利  180㏄（120入・陶） 1,500円
テ278-286 灰釉八角グイ呑  6×4.5㎝（200入・陶） 770円

テ278-296 粉引唐津釉2号徳利  300㏄（80入・陶） 2,050円
テ278-306 粉引唐津釉1号徳利  160㏄（60入・陶） 1,450円
テ278-316 粉引唐津釉丸グイ呑  5.2×4.8㎝（200入・陶） 630円

ウ278-326 吹墨1.5号徳利  280cc（10×8入・磁） 2,000円
ウ278-336 吹墨8勺徳利  160cc（20×6入・磁） 1,250円
ウ278-346 吹墨丸グイ呑  φ5.2×3.8㎝（300入・磁） 430円

ウ278-356 桔梗1.5号徳利  280cc（10×8入・磁） 2,000円
ウ278-366 桔梗8勺徳利  160cc（20×6入・磁） 1,250円
ウ278-376 桔梗盃  φ5.2×3.7㎝（300入・磁） 430円

テ278-386 黒結晶雲金銀2合徳利  270㏄（80入・陶） 2,000円
テ278-396 黒結晶雲金銀1合徳利  150㏄（120入・陶） 1,350円
テ278-406 黒結晶雲金銀ぐい呑  φ6.2×3.1㎝（400入・陶） 830円

ア278-416 墨吹2号徳利  275㏄（80入・磁） 2,000円
ア278-426 墨吹1号徳利  180㏄（120入・磁） 1,300円
ア278-436 墨吹盃  φ6.3×3.3㎝（300入・磁） 440円

ウ278-486 網画 2号徳利  φ8×15㎝（280㏄）（80入・磁） 1,980円
ウ278-496 網画 1号徳利  φ6.6×12.6㎝（160㏄）（120入・磁） 1,270円
ウ278-506 網画 丸ぐい呑  φ5.3×3.7㎝（200入・磁） 420円

ウ278-536 備前風二合徳利  φ7.8×14.8㎝（320㏄）（10×8入・磁） 1,900円
ウ278-546 備前風一合徳利  φ6.8×12㎝（170㏄）（20×6入・磁） 1,200円
ウ278-556 備前風平ぐい呑  φ6.2×3.4㎝（400入・磁） 450円

ネ278-566 備前大徳利  8×14.5㎝（300㏄）（10×10入・陶） 1,850円
ネ278-576 備前小徳利  7×12㎝（180㏄）（20×6入・陶） 1,350円
ネ278-586 備前盃  φ5.3×4㎝（160入・陶） 600円

ネ278-596 雪見竹2号徳利  8×14.5㎝（300㏄）（10×10入・陶） 1,830円
ネ278-606 雪見竹1号徳利  7×12㎝（180㏄）（20×6入・陶） 1,230円
ネ278-616 雪見竹盃  φ6.4×3㎝（160入・陶） 630円

ネ278-626 唐津刷毛目大徳利  8×14.5㎝（300㏄）（10×10入・陶） 1,830円
ネ278-636 唐津刷毛目小徳利  7×12㎝（180㏄）（20×6入・陶） 1,230円
ネ278-646 唐津刷毛目盃  φ5×4㎝（160入・陶） 600円

ウ278-676 鉄結晶駒型二号燗  350㏄（10×8入・陶） 1,800円
ウ278-686 鉄結晶駒型一号燗  180㏄（20×6入・陶） 1,250円
ウ278-696 鉄結晶大ぐい呑  φ6.5×4.1㎝（300入・陶） 590円

ウ278-706 若草織部徳利1.5号  300㏄（10×8入・陶） 1,800円
ウ278-716 若草織部徳利0.8号  180㏄（20×6入・陶） 1,250円
ウ278-726 若草織部グイ呑  6×3.2㎝（300入・陶） 770円

テ278-736 粉引瑠璃巻大徳利  φ8×14.5㎝（300㏄）（80入） 1,750円
テ278-746 粉引瑠璃巻小徳利  φ6.5×12.5㎝（180㏄）（120入） 1,250円
テ278-756 粉引瑠璃巻盃  φ6.5×4.5㎝（200入） 700円

ウ278-766 黒釉八角徳利（大）  φ7.3×12.5㎝（300㏄）（陶） 1,700円
ウ278-776 黒釉八角徳利（小）  φ7.2×10㎝（200㏄）（陶） 1,250円
ウ278-786 黒釉八角ぐい呑  φ6.4×4.2㎝（陶） 720円

キ278-816 粉引青地2号徳利  320㏄（80入・陶） 1,700円
キ278-826 粉引青地1号徳利  190㏄（120入・陶） 1,150円
キ278-836 粉引青地盃  5.2×4㎝（360入・陶） 590円

カ278-656 白磁1号徳利  
φ6.8×14.4㎝（200㏄）（50入・磁） 1,800円
カ278-666 白磁高台盃  
φ5.5×3.8㎝（120入・磁） 500円
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キ279-486 呉須点紋徳利  
φ8.8×12㎝（350㏄）（80入・磁） 1,350円
キ279-496 呉須点紋盃  
φ4.4×6㎝（200入・磁） 550円

キ279-506 茶錆点紋徳利  
φ8.8×12㎝（350㏄）（60入・磁） 1,350円
キ279-516 茶錆点紋盃  
φ4.4×6㎝（200入・磁） 550円

キ279-636 白唐津刷毛1号徳利  
φ5.5×14.5㎝（200㏄）（120入・陶） 780円
キ279-646 白唐津刷毛盃（大）  
φ6×6.8㎝（200入・陶） 550円

ハ279-726 粉引徳利（小）  
270㏄（10×10入・磁） 710円
ハ279-736 粉引盃  
φ4.5×4㎝（300入・磁） 280円

ウ279-746 蛇の目二号燗  
250cc（20×4入・磁） 740円
ウ279-756 蛇の目一号燗  
150cc（20×6入・磁） 530円

キ279-016 呉須吹2号徳利  370㏄（80入・陶） 1,700円
キ279-026 呉須吹1号徳利  200㏄（120入・陶） 1,150円
キ279-036 呉須吹盃  5.6×3.6㎝（360入・陶） 590円

ツ279-046 青釉ウェーブ2号徳利  270㏄（10×6入・陶） 1,650円
ツ279-056 青釉ウェーブ1号徳利  180㏄（10×8入・陶） 1,050円
ツ279-066 青釉ウェーブグイ呑  φ5.6×4㎝（200入・陶） 650円

ウ279-076 ルリ伊賀二号燗  305cc（10×8入・陶） 1,600円
ウ279-086 ルリ伊賀一号燗  165cc（20×6入・陶） 1,100円
ウ279-096 ルリ伊賀ぐい呑  φ5.5×3.9㎝（300入・陶） 520円

ウ279-126 錆結晶1.5号徳利  280㏄（10×8入・磁） 1,600円
ウ279-136 錆結晶8勺徳利  150㏄（20×6入・磁） 1,100円
ウ279-146 錆結晶グイ呑  φ5.4×3.9㎝（300入・磁） 430円

ト279-186 青白菊割徳利（大）  290㏄（10×8入・磁） 1,580円
ト279-196 青白菊割徳利（小）  150㏄（20×6入・磁） 930円
ト279-206 青白菊割盃  φ5×3.2㎝（40×5入・磁） 540円

ア279-216 黒潮2号徳利  12.5×8.2㎝（320㏄）（80入・磁） 1,500円
ア279-226 黒潮1号徳利  10.3×6.8㎝（165㏄）（120入・磁） 770円
ア279-236 黒潮盃  φ5.4×4.2㎝（約60cc）（300入・磁） 480円

キ279-246 ひさご織部2号徳利  320㏄（80入・磁） 1,500円
キ279-256 ひさご織部1号徳利  180㏄（120入・磁） 930円
キ279-266 ひさご織部盃  φ5×4㎝（360入・磁） 520円

ト279-276 灰釉青磁徳利（大）  260㏄（10×8入・陶） 1,500円
ト279-286 灰釉青磁徳利（小）  150㏄（20×6入・陶） 1,000円
ト279-296 灰釉青磁盃  φ5.2×3.8㎝（40×5入・陶） 500円

キ279-306 伊賀織部2号徳利  310㏄（80入・磁） 1,500円
キ279-316 伊賀織部1号徳利  180㏄（120入・磁） 930円
キ279-326 伊賀織部盃  φ5×4.2㎝（360入・磁） 480円

ウ279-336 益子白梅1.5号徳利  280cc（10×8入・磁） 1,180円
ウ279-346 益子白梅8勺徳利  165cc（20×6入・磁） 600円
ウ279-356 益子白梅グイ呑  φ5×4㎝（300入・磁） 350円

テ279-366 赤楽タコ唐草大徳利  φ9×14㎝（400㏄）（80入） 1,450円
テ279-376 赤楽タコ唐草小徳利  φ7.6×11.2㎝（220㏄）（120入） 1,250円
テ279-386 赤楽タコ唐草盃  φ5×3.5㎝（200入） 400円

ウ279-396 保光釉ヒサゴ型2号徳利  φ8.2×16.2㎝（240㏄）（10×6入・磁） 1,450円
ウ279-406 保光釉ヒサゴ型1号徳利  φ7.2×13.8㎝（135㏄）（20×6入・磁） 940円
ウ279-416 保光釉反ぐい呑  φ5.5×4㎝（300入・磁） 490円

ウ279-426 水青磁ヒサゴ型2号徳利  φ8.2×16.2㎝（240㏄）（10×6入・磁） 1,450円
ウ279-436 水青磁ヒサゴ型1号徳利  φ7.2×13.8㎝（135㏄）（20×6入・磁） 870円
ウ279-446 水青磁反ぐい呑  φ5.5×4㎝（300入・磁） 490円

キ279-456 黒備前2号徳利  280㏄（80入・磁） 1,430円
キ279-466 黒備前1号徳利  160㏄（120入・磁） 930円
キ279-476 黒備前盃  φ5.2×4㎝（360入・磁） 480円

ヨ279-526 ヒスイ徳利（大）  300㏄（3×18入・陶） 1,400円
ヨ279-536 ヒスイ徳利（小）  180㏄（3×20入・陶） 700円
ヨ279-546 ヒスイ盃  φ7.5×3㎝（50cc）（5×24入・陶） 350円

ヨ279-556 十草ホタル徳利（大）  300㏄（3×18入・磁） 1,400円
ヨ279-566 十草ホタル徳利（小）  180㏄（3×20入・磁） 700円
ヨ279-576 十草ホタル盃  φ4.7×4.3㎝（50cc）（5×24入・磁） 350円

ア279-586 淡雪芦1.5号徳利  275㏄（80入・磁） 1,350円
ア279-596 淡雪芦8勺徳利  130㏄（120入・磁） 720円
ア279-606 淡雪芦盃  4.7×4.5㎝（200入・磁） 380円

キ279-616 白唐津刷毛2号徳利  
φ9×15㎝（360㏄）（80入・陶） 1,350円
キ279-626 白唐津刷毛盃（小）  
φ6.2×3.3㎝（240入・陶） 450円

ネ279-656 古染つた 酒燗器（大）  φ12×15.7㎝（330㏄）（20入・磁） 4,400円
ネ279-666 古染つた 酒燗器（小）  φ10×13.5㎝（180㏄）（30入・磁） 2,800円
ネ279-676 古染つた 盃（大）  φ7×4.5㎝（200入・磁） 800円
ネ279-686 古染つた 盃（小）  φ6×4㎝（200入・磁） 780円

ト279-696 黒結晶酒ポット（大）  φ12.5×15.2㎝（310㏄）（4×6入・磁） 3,570円
ト279-706 黒結晶酒ポット（小）  φ10×12.2㎝（140㏄）（6×6入・磁） 2,100円
ト279-716 黒結晶グイ呑  φ5.5×4㎝（28×5入・磁） 380円

ウ279-766 蛇ノ目盃1号盃  8×7.2㎝（180㏄）（60入・磁） 1,150円
ウ279-776 蛇ノ目盃8勺盃  7×6.6㎝（140㏄）（100入・磁） 690円
ウ279-786 蛇ノ目盃5勺盃  6×5.6㎝（100㏄）（120入・磁） 360円

ウ279-796 蛇ノ目盃3勺盃  5.2×5㎝（65㏄）（150入・磁） 200円
ウ279-806 蛇ノ目盃2.5勺盃  4.9×4.3㎝（50㏄）（200入・磁） 190円
ウ279-816 蛇ノ目盃2勺盃  4.2×3.8㎝（38㏄）（300入・磁） 165円

ウ279-826 山水三号燗  20×3㎝（390㏄）（20×3入・磁） 1,200円
ウ279-836 山水二号燗  270㏄（290㏄）（20×5入・磁） 850円
ウ279-846 山水タル型グイ呑  φ4.8×4.7㎝（250㏄）（300入・磁） 310円

カ279-156 ミゾ入呉須線2号徳利  280㏄（40入・磁） 1,600円
カ279-166 ミゾ入呉須線1号徳利  150㏄（60入・磁） 1,000円
カ279-176 呉須線平グイ呑  4.9×4㎝（150入・磁） 480円

ネ279-106 いぶし黒釉大徳利  
φ9.5×15.5㎝（420㏄）（80入・磁） 1,600円
ネ279-116 いぶし黒釉ぐい呑み  
φ6×6㎝（100㏄）（200入・磁） 870円
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キ280-646 天目ガラス半掛2号徳利  270㏄（80入・磁） 1,000円
キ280-656 天目ガラス半掛1号徳利  140㏄（120入・磁） 500円
キ280-666 天目ガラス半掛盃  φ6.1×4㎝（360入・磁） 300円

ト280-676 ナマコ徳利  
φ8.5×11㎝（340㏄）（10×6入・磁） 1,000円
ト280-686 ナマコ盃  
φ5.4×4.2㎝（120入・磁） 320円

ネ280-696 桜流2号徳利  
7.5×14㎝（300㏄）（10×10入・陶） 990円
ネ280-706 桜流グイ呑  
5.3×4㎝（160入・陶） 300円

ヨ280-746 民芸丸酒徳利  
350㏄（3×20入・磁） 910円
ヨ280-756 民芸丸酒盃  
φ4.5×3.8㎝（70cc）（5×24入・磁） 350円

ト280-016 青白磁1.5号徳利  280㏄（10×8入・磁） 1,350円
ト280-026 青白磁8勺徳利  130㏄（10×12入・磁） 800円
ト280-036 青白磁盃  φ4.2×5（40×5入・磁） 450円

ヨ280-046 淡彩ライン徳利 大  φ7.3×15.6㎝（280㏄）（48入・磁） 1,350円
ヨ280-056 淡彩ライン徳利 小  φ5.9×13.1㎝（150㏄）（60入・磁） 850円
ヨ280-066 淡彩ラインぐい呑  φ5×3.9㎝（50cc）（200入・磁） 400円

ヨ280-076 手描きあみ徳利 大  φ7.3×15.6㎝（280㏄）（48入・磁） 1,350円
ヨ280-086 手描きあみ徳利 小  φ5.9×13.1㎝（150㏄）（60入・磁） 850円
ヨ280-096 手描きあみぐい呑  φ5×3.9㎝（50cc）（200入・磁） 400円

ヨ280-106 伊賀織部徳利 大  φ7.3×15.6㎝（300㏄）（48入・磁） 1,350円
ヨ280-116 伊賀織部徳利 小  φ5.9×13㎝（160㏄）（60入・磁） 850円
ヨ280-126 伊賀織部盃  70㏄（5×24入・磁） 380円

ア280-136 吹桃山丸2号徳利  300㏄（80入・磁） 1,350円
ア280-146 吹桃山丸1号徳利  150㏄（120入・磁） 720円
ア280-156 吹桃山盃  5.2×4.5㎝（200入・磁） 390円

ト280-166 砂目二合徳利  300㏄（10×8入・磁） 1,280円
ト280-176 砂目一合徳利  160㏄（10×12入・磁） 750円
ト280-186 砂目盃  φ6.6×3.5㎝（60×3入・磁） 450円

ヨ280-196 伊賀織部徳利（大）  300㏄（3×18入・磁） 1,250円
ヨ280-206 伊賀織部徳利（小）  180㏄（3×20入・磁） 650円
ヨ280-216 伊賀織部ぐいのみ  φ5×3.9㎝（200入・磁） 400円

カ280-226 錆白吹2号徳利  330㏄（40入・陶） 1,250円
カ280-236 錆白吹1号徳利  180㏄（60入・陶） 1,000円
カ280-246 錆白吹グイ呑  φ5.6×3.8㎝（150入・陶） 330円

ヤ280-256 石焼織部笹2号徳利  16.5㎝（250㏄）（100入・磁） 1,250円
ヤ280-266 石焼織部笹1号徳利  13.5㎝（130㏄）（120入・磁） 750円
ヤ280-276 石焼織部笹グイ呑  φ4.6×4.7㎝（50㏄）（200入・磁） 400円

ア280-286 まごころ三角1号徳利  150㏄（120入・磁） 1,200円
ア280-296 まごころ京型ぐい呑盃  φ5×3.5㎝（240入・磁） 690円
ア280-306 まごころ小ぐい呑盃  φ5×4㎝（300入・磁） 600円

ウ280-316 青磁玉型2号徳利  φ7.2×14.5㎝（240㏄）（80入・磁） 1,150円
ウ280-326 青磁玉型1号徳利  φ6.1×11.5㎝（130㏄）（120入・磁） 720円
ウ280-336 青磁反ぐい呑  φ5.2×3.8㎝（200入・磁） 440円

ト280-346 渦十草1.5号徳利  270㏄（10×8入・磁） 1,100円
ト280-356 渦十草8勺徳利  150㏄（10×12入・磁） 580円
ト280-366 渦十草盃  φ5×4㎝（40×5入・磁） 330円

ホ280-376 黒鉄サビ徳利（大）  φ7×14㎝（280㏄）（80入・磁） 1,100円
ホ280-386 黒鉄サビ徳利（小）  φ6×11.5㎝（150㏄）（100入・磁） 590円
ホ280-396 黒鉄サビ盃  φ4.5×4.2㎝（50㏄）（300入・磁） 320円

ト280-406 渦笹1.5号徳利  300㏄（10×8入・磁） 1,100円
ト280-416 渦笹8勺徳利  150㏄（10×12入・磁） 550円
ト280-426 渦笹盃  φ5×4.3㎝（40×5入・磁） 330円

ア280-436 乳白芦1.5号徳利  275㏄（80入・磁） 1,000円
ア280-446 乳白芦8勺徳利  160㏄（120入・磁） 550円
ア280-456 乳白芦盃  φ5.3×4㎝（200入・磁） 300円

ウ280-466 黒吹白流徳利（大）  φ6.8×15.8㎝（300㏄）（10×8入・磁） 1,050円
ウ280-476 黒吹白流徳利（小）  φ5.8×13.2㎝（170㏄）（20×6入・磁） 660円
ウ280-486 黒吹白流タル型ぐい呑  φ4.8×4.8㎝（300入・磁） 330円

タ280-496 白吹天目徳利（大）  φ9×13.2㎝（340㏄）（40入・陶） 1,050円
タ280-506 白吹天目徳利（小）  φ7.3×11.5㎝（200㏄）（60入・陶） 840円
タ280-516 白吹天目グイ呑  φ5.4×4㎝（100入・陶） 290円

タ280-526 伊賀織部徳利（大）  φ9×13.2㎝（340㏄）（40入・陶） 1,050円
タ280-536 伊賀織部徳利（小）  φ7.3×11.5㎝（200㏄）（60入・陶） 840円
タ280-546 伊賀織部盃  φ5.5×3.8㎝（100入・陶） 290円

タ280-556 オフケ徳利（大）  φ9×13.2㎝（340㏄）（40入・陶） 1,050円
タ280-566 オフケ徳利（小）  φ7.3×11.5㎝（200㏄）（60入・陶） 840円
タ280-576 オフケ盃  φ5.5×3.8㎝（100入・陶） 290円

ウ280-586 黒吹青掛2号徳利  300㏄（10×8入・磁） 1,050円
ウ280-596 黒吹青掛1号徳利  170㏄（20×6入・磁） 620円
ウ280-606 黒吹青掛ぐい呑  φ4.8×4.8㎝（300入・磁） 330円

タ280-616 炭こがし徳利（大）  φ9×13.2㎝（340㏄）（40入・陶） 1,050円
タ280-626 炭こがし徳利（小）  φ7.3×11.5㎝（200㏄）（60入・陶） 840円
タ280-636 炭こがし盃  φ5.5×3.8㎝（100入・陶） 290円

ホ280-716 唐津十草徳利（大）  φ6.8×15.4㎝（310㏄）（60入・磁） 980円
ホ280-726 唐津十草徳利（小）  φ5.8×12.6㎝（180㏄）（80入・磁） 520円
ホ280-736 唐津十草盃  φ5.4×4.5㎝（60㏄）（300入・磁） 290円

ア280-766 金流し1.5号徳利  275㏄（120入・磁） 850円
ア280-776 金流し8勺徳利  130㏄（120入・磁） 510円
ア280-786 金流し盃  φ5×4.2㎝（300入・磁） 250円

ア280-796 益子竹1.5号徳利  275㏄（120入・磁） 850円
ア280-806 益子竹8勺徳利  130㏄（80入・磁） 510円
ア280-816 益子竹盃  φ5×4.2㎝（300入・磁） 250円

ア280-826 太竹1.5号徳利  275㏄（120入・磁） 850円
ア280-836 太竹8勺徳利  130㏄（80入・磁） 510円
ア280-846 太竹盃  5×4.2㎝（300入・磁） 250円

ホ280-856 黒均窯徳利（大）  φ8×12.5㎝（350㏄）（60入・磁） 820円
ホ280-866 黒均窯徳利（小）  φ7×10.8㎝（220㏄）（80入・磁） 630円
ホ280-876 黒均窯盃  φ5.4×3.4㎝（60㏄）（300入・磁） 290円

280

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

酒器



ア281-056 
サピエンスタイプT高台杯  
φ9.2×12.2㎝（約100㏄）（40入・陶）
5,500円

ア281-066 
サピエンスタイプM高台杯  
φ7.3×13.2㎝（約160㏄）（40入・陶）
5,500円

カ281-026 
黒じょか  
400㏄（20入・陶）
2,100円

ト281-036 
錆平燗瓶（2号）  
360㏄（6×8入）
1,400円

ト281-046 
錆盃  
φ5.5×3.7（40×5入）
300円

ロ281-016 
黒釉骨酒  
28.5×7.8×9.2㎝（20入・強）
（直火不可） 3,950円

ツ281-076 
桜木ヒレ酒  
10.3×8.5㎝（210㏄）（10×6入・陶）
2,800円

ロ281-086 
グリーン巻ひれ酒  
160㏄（80入・強）
2,530円

ホ281-096 
味わいフグヒレ酒  
6.5×10㎝（130㏄）（80入・陶）
2,150円

ロ281-106 
赤巻ひれ酒  
160㏄（80入・強）
2,530円

ワC281-326 
（竹）ひれ酒ハカマ（中）  
φ7×6㎝（中国）
1,200円

ツ281-116 
ゴス十草ひれ酒  
φ8.8×10.3㎝（240cc）（10×6入・陶）
1,800円

ワC281-306 
（竹）ひれ酒ハカマ（特大）  
φ8×7.5㎝（中国）
1,400円

ツ281-126 
南蛮ヒレ酒  
φ6.5×10㎝（150cc）（10×6入・陶）
1,650円

ワC281-336 
（竹）ひれ酒ハカマ（小）  
φ6.5×6㎝（中国）
1,200円

ツ281-136 
象嵌魚紋ヒレ酒  
7×9.5㎝（210㏄）（10×6入・陶）
1,600円 ウ281-156 信楽ひれ酒（フタのみ）  

（10×6入・磁） 660円

ウ281-146 信楽ひれ酒（フタ付）  
180㏄（10×6入・磁） 1,450円

ウ281-166 黒吹フグヒレ酒（フタ付）  
φ6.6×9.4㎝（164㏄）（10×6入・磁） 1,420円
ウ281-176 黒吹フグヒレ酒（フタのみ）  
（10×6入・磁） 580円

ウ281-186 青磁千筋ふぐヒレ酒（フタ付）  
φ6.2×9㎝（150㏄）（10×6入・磁） 1,500円
ウ281-196 青磁千筋ふぐヒレ酒（蓋）  
φ7.6×1.6㎝（200入・磁） 770円

ウ281-216 波フグヒレ酒（フタのみ）  
（10×6入・磁） 660円

ウ281-206 波フグヒレ酒（フタ付）  
180㏄（10×6入・磁） 1,450円

ウ281-226 フグ酒ヒレ酒（フタ付）  
190㏄（10×6入・磁） 1,450円
ウ281-236 フグ酒ヒレ酒（フタのみ）  
（10×6入・磁） 490円

ウ281-246 天竜寺青磁ひれ酒（フタ付）  
180㏄（10×6入・磁） 1,200円
ウ281-256 天竜寺青磁ひれ酒（フタのみ）  
（10×6入・磁） 550円

ワC281-316 
（竹）ひれ酒ハカマ（大）  
φ7.5×7㎝（中国）
1,200円

キ281-266 
均窯天目ヒレ酒  
6.7×9.2㎝（150㏄）（80入・磁）
1,040円

キ281-276 
フグヒレ酒  
6.7×9.2㎝（150㏄）（80入・磁）
1,040円

ミ281-286 紺フグヒレ酒身  
6.5×8.5㎝（160㏄）（10×12入・磁） 670円
ミ281-296 紺フグヒレ酒フタ  
φ8×1.5㎝（200入・磁） 480円

ミ281-346 
織部掛け分馬上杯  
6.7×7㎝（100㏄）（120入・陶）
2,670円

テ281-356 
トルコ釉高台冷酒盃  
8×6.5㎝（100㏄）（120入・陶）
2,150円

ミ281-366 
南蛮ルリ十草食前酒  
φ7×7.5㎝（90㏄）（160入・陶）
1,550円

カ281-376 
ワラ灰ぐい呑  
6.3×6.2㎝（100入・陶）
1,500円

ホ281-386 
トルコシェリー高台盃  
φ7.2×7㎝（50㏄）（140入・陶）
1,400円

ホ281-396 
ワインレッドシェリー高台盃  
φ7.2×7㎝（50㏄）（140入・陶）
1,400円

ミ281-406 
染付流し食前酒  
φ5.8×6.9㎝（60㏄）（180入・陶）
1,200円

ミ281-416 
粉引ソギ食前酒  
φ7×6.8㎝（100㏄）（120入・陶）
1,180円

ホ281-426 
呉須ネジリ柄食前酒  
5.6×6.8㎝（70㏄）（180入・磁）
1,150円

ミ281-436 
御本手ネジ冷酒盃  
φ7×5.7㎝（100㏄）（150入・陶）
1,120円

ユ281-446 
鉄釉藍冷酒盃  
φ6.3×6㎝（80入・陶）
930円

ユ281-456 
鉄釉灰釉冷酒盃  
φ6.3×6㎝（80入・陶）
930円

テ281-466 
藍染大グイ呑  
5.7×6.5㎝（200入・陶）
810円

イ281-476 
黄瀬戸 食前酒  
φ5.6×7.2㎝（50㏄）（200入・陶）
600円

イ281-486 
織部 食前酒  
φ5.6×7.2㎝（50㏄）（200入・陶）
600円

ホ281-496 
うのふ食前酒盃  
φ5.5×7.2㎝（50㏄）（200入・陶）
520円

カ281-626 
ぶどう三角グラス小  
5.8×6.8㎝（40㏄）（120入・磁）
2,150円

ト281-636 
白磁ゴス高台盃  
φ5.5×6.7㎝（20×8入・磁）
1,150円

ホ281-646 
桜高台盃  
φ5.5×5㎝（200入・陶）
500円

カ281-506 
ルリ富士盃  
φ7.3×6㎝（120入・磁）
600円

カ281-516 
赤富士盃  
φ7.3×6㎝（120入・磁）
600円

カ281-526 
虹彩富士盃  
φ7.3×6㎝（120入・磁）
600円

カ281-536 白磁一献盃ラッパ  
φ8×6.8㎝（120㏄）（100入・磁） 1,100円
カ281-546 白磁一献盃ラッパミニ  
φ7×5.5㎝（80㏄）（120入・磁） 820円

カ281-556 白磁一献盃ワングリ  
φ7×6.6㎝（120㏄）（100入・磁） 1,100円
カ281-566 白磁一献盃ワングリミニ  
φ6×5㎝（80㏄）（120入・磁） 820円

カ281-606 白磁一献盃ストレート  
φ5.5×9.8㎝（120㏄）（100入・磁） 1,100円
カ281-616 白磁一献盃ストレートミニ  
φ4.5×7㎝（80㏄）（120入・磁） 820円

カ281-576 白磁一献盃ツボミ  
φ5.5×8.3㎝（120㏄）（100入・磁） 1,100円
カ281-586 白磁一献盃ツボミミニ  
φ5×6㎝（80㏄）（120入・磁） 820円
ワA281-596 利き酒トレー（焼杉）  
約22×9×1.5㎝ 2,450円
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ミ282-016 
手造り手付まな板箸置  
5.7×3.6×3㎝（200入・陶）
830円

ミ282-026 
手造り手付カゴ箸置  
3.8×3.7×4㎝（200入・陶）
830円

ミ282-036 
手造り手付リボン箸置  
6×3.7×3㎝（200入・陶）
830円

カ282-046 
緑交祉箸置  
6×2.3×1㎝（200入・陶）
720円

カ282-056 
赤絵唐草箸置  
6×2.3×1㎝（200入・陶）
720円

カ282-066 
ぎやまん織部箸置  
5㎝（200入・磁）
720円

カ282-076 
ぎやまん紺グレー箸置  
5㎝（200入・磁）
720円

カ282-086 
ぎやまんアメ釉箸置  
5㎝（200入・磁）
720円

カ282-096 
銀彩箸置  
7×1.7×1.7㎝（200入・陶）
830円

ミ282-106 
手造り折り曲げ箸置  
3.8×3.8×2.3㎝（360入・陶）
750円

カ282-116 
織部手造り箸置  
5.5×5㎝（200入・陶）
670円

ア282-126 
若草金彩箸置  
φ4.9㎝（300入・磁）
650円

ミ282-136 
宝袋箸置  
5×4×1.7㎝（300入・磁）
650円

ミ282-146 
青釉雲形箸置珍味  
8.9×5.6×1.8㎝（360入・陶）
650円

ウ282-156 
ひな人形（小花）箸置  
6㎝（磁）
640円

ウ282-166 
ひな人形（紫）箸置  
6㎝（磁）
640円

ミ282-176 
しだれ桜手造り箸置  
6.2×1.4㎝（200入・陶）
560円

カ282-186 
月箸置き黒  
φ4.2×1㎝（120入・陶）
580円

カ282-196 
水面箸置  
5.5×2.3㎝（200入・磁）
530円

ロ282-206 
交趾正角箸置  
3.6×3.6㎝（300入・強）
580円

ロ282-216 
交趾長角箸置  
4.7×2.5㎝（300入・強）
580円

ロ282-226 
金彩長角箸置  
4.7×2.5㎝（300入・強）
580円

ウ282-236 
梅散（赤）箸置  
4.4×2.2㎝
580円

ウ282-246 
梅散（青）箸置  
4.4×2.2㎝
580円

ミ282-256 
手造り織部木の葉箸置  
7.5×3.6×1.5㎝（400入・陶）
580円

ミ282-266 
手造り備前風木の葉箸置  
7.5×3.6×1.5㎝（400入・陶）
580円

イ282-276 
黒マット花箸置  
6×6×1.2㎝（200入・磁）
590円

イ282-286 
生成花箸置  
6×6×1.2㎝（200入・磁）
590円

イ282-296 
備前風花箸置  
6×6×1.5㎝（200入・磁）
550円

ミ282-306 
椿手造り箸置  
4×2.5㎝（200入・磁）
650円

ミ282-316 
あさがお手造り箸置  
5.5×3.9㎝（200入・磁）
510円

ミ282-326 
丸花手造り箸置  
6×3.2㎝（200入・磁）
580円

ネ282-336 
三島丸箸置  
4.3×4.3×1㎝（200入・陶）
550円

ネ282-346 
三島楕円箸置  
5.5×3.5×1㎝（200入・陶）
550円

テ282-356 
金彩茶マットまゆ箸置  
4.5×4×1.5㎝（300入・磁）
550円

テ282-366 
金彩紺マットまゆ箸置  
4.5×4×1.5㎝（300入・磁）
550円

ウ282-376 
コバルト瓢抜 箸置  
6×2.9×1㎝（200入・強）
540円

ウ282-386 
青コーチ瓢抜 箸置  
6×2.9×1㎝（200入・強）
520円

カ282-396 
赤富士山箸置  
4.4㎝（120入・陶）
520円

カ282-406 
紺富士山箸置  
4.4㎝（120入・陶）
520円

カ282-416 
ブロックコの字白箸置  
5.5×2㎝（200入・陶）
520円

カ282-426 
ブロックコの字黒箸置  
5.5×2㎝（200入・陶）
520円

ウ282-436 
四ッ花箸置（赤）  
3.5×3㎝（磁）
520円

ウ282-446 
四ッ花箸置（紺）  
3.5×3㎝（磁）
520円

ウ282-456 
信楽市松徳利型箸置  
4×4.8㎝
570円

ウ282-466 
信楽十草徳利型箸置  
4×4.5㎝
570円

ウ282-476 
青金角箸置  
5×2.7×1.2㎝（200入・磁）
510円

ウ282-486 
赤金角箸置  
5×2.7×1.2㎝（200入・磁）
510円

ツ282-496 
白志野ぶどう箸置  
10×3×2㎝（150入・磁）
500円

ミ282-506 
織部市松箸置  
10×2.8×2㎝（300入・磁）
560円

ミ282-516 
山野草箸置  
10×2.8×2㎝（300入・磁）
480円

ミ282-526 
風船水玉箸置  
10×2.8×2㎝（300入・磁）
480円

ミ282-536 
黒釉朱十草箸置  
10×2.8×2㎝（300入・磁）
480円

ウ282-546 
青コーチ銀杏 箸置  
φ4×1.2㎝（200入・強）
520円

カ282-556 
もえぎひょうたん箸置  
4.4㎝（120入・磁）
490円

カ282-566 
青白磁ひょうたん箸置  
4.4㎝（120入・磁）
490円

ミ282-576 
手造り備前青釉長角重ね箸置  
5.5×2.8㎝（400入・陶）
470円

ミ282-586 
手造り灰釉長角重ね箸置  
7.4×2.8㎝（400入・陶）
470円

ミ282-596 
手造り備前風長角重ね箸置  
5.5×2.8㎝（400入・陶）
470円

ミ282-606 
黒古紋長角重ね箸置  
5.3×1.2㎝（400入・陶）
430円

ミ282-616 
赤古紋長角重ね箸置  
5.3×1.2㎝（400入・陶）
420円

ミ282-626 
手造り備前青釉三角箸置  
7.2×4㎝（400入・陶）
470円

ミ282-636 
手造り備前風三角箸置  
7.2×4㎝（400入・陶）
460円

ミ282-646 
手造り灰釉三角箸置  
7.2×4㎝（400入・陶）
460円
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ウ283-016 
菊絵3つ足箸置  
5.5×3×1.7㎝（200入・強）
520円

カ283-026 
たけのこ箸置  
5.8×2×1.5㎝（200入・陶）
410円

カ283-036 
よもぎ竹筒箸置  
5.3×2㎝（200入・陶）
500円

カ283-046 
青磁富士山箸置  
3.7×2.8㎝（200入・陶）
450円

ミ283-056 
しずくリング桜手造り箸置  
4.9×3.8㎝（200入・磁）
460円

ミ283-066 
三連桜手造り箸置  
6.2×2.8㎝（200入・磁）
460円

ウ283-076 
屋形舟箸置  
7.3㎝（磁）
470円

ウ283-086 
イカダ箸置  
7.6㎝（磁）
420円

ウ283-096 
黒天目鹿の子（グリン）箸置  
3×1㎝（磁）
450円

ウ283-106 
黒天目鹿の子（赤）箸置  
3×1㎝（磁）
450円

ウ283-116 
黒天目鹿の子（青）箸置  
3×1㎝（磁）
450円

ウ283-126 
金彩松画 四角箸置  
3.7×3.7×1.1㎝（200入・強）
430円

ウ283-136 
結び（赤）箸置  
5.2㎝（磁）
450円

ウ283-146 
結び（青）箸置  
5.2㎝（磁）
450円

ウ283-156 
細瓢箪型箸置（グリン）  
6.6×1.2㎝（磁）
420円

ウ283-166 
細瓢箪型箸置（赤）  
6.6×1.2㎝（磁）
420円

カ283-176 
中まき枕グリーン箸置  
5.2×2.2×1.6㎝（200入・陶）
450円

カ283-186 
中まき枕藍箸置  
5.2×2.2×1.6㎝（200入・陶）
450円

カ283-196 
二つ巻薄ピンク箸置  
5.1×2.6㎝（200入・陶）
460円

ウ283-206 
天目金タタキ箸置  
7×1.4㎝（300入・磁）
420円

ウ283-216 
白金タタキ箸置  
7×1.4㎝（300入・磁）
420円

ウ283-226 
トルコ金タタキ箸置  
7×1.4㎝（300入・磁）
420円

ウ283-236 
玉風船箸置  
4.5㎝（磁）
400円

ウ283-246 
紙風船豆玉箸置  
3.5×1.4㎝（400入・磁）
420円

ウ283-256 
折鶴（黄）箸置  
6×2.8㎝（磁）
430円

ウ283-266 
折り鶴箸置（トルコ）  
6×5×3.8㎝（磁）
430円

ウ283-276 
折り鶴箸置（赤）  
6×5×3.8㎝（磁）
430円

ウ283-286 
折り鶴箸置（ヒワ）  
6×5×3.8㎝（磁）
430円

ウ283-296 
梅長角箸置  
6×1.8×1.3㎝（200入・磁）
480円

ウ283-306 
ゴス筋 長角箸置  
6.2×1.7×1.1㎝（200入・強）
410円

ウ283-316 
イングレ菊紋 長角箸置  
6.2×1.7×1.1㎝（200入・強）
390円

ウ283-326 
赤鼓箸置  
5.8×1.9㎝（磁）
400円

テ283-336 
三山織部箸置き  
5.5×1.9×1.3㎝（300入・磁）
400円

テ283-346 
三山アメ釉箸置き  
5.5×1.9×1.3㎝（300入・磁）
400円

テ283-356 
三山青磁箸置き  
5.5×1.9×1.3㎝（300入・磁）
400円

テ283-366 
三山黒結晶箸置き  
5.5×1.9×1.3㎝（300入・磁）
400円

カ283-376 
色十草箸置  
5.5×3.1㎝（200入・磁）
450円

ウ283-386 
錦丸紋 長角箸置  
7×2.5×1.4㎝（200入・強）
410円

ウ283-396 
ゴス 長角箸置  
7×2.5×1.4㎝（200入・強）
430円

ウ283-406 
ゴス菱紋 四角箸置  
3.7×3.7×1.1㎝（200入・強）
390円

ア283-416 
帯カムイ青磁箸置  
3.8×3.8×0.8㎝（300入・磁）
400円

ア283-426 
帯カムイイエロー箸置  
3.8×3.8×0.8㎝（300入・磁）
400円

ア283-436 
帯カムイピンク箸置  
3.8×3.8×0.8㎝（300入・磁）
400円

ア283-446 
帯カムイ黒箸置  
3.8×3.8×0.8㎝（300入・磁）
400円

テ283-456 
結びブルー箸置き  
5.5×1.8×1.2㎝（300入・磁）
400円

テ283-466 
結びイエロー箸置き  
5.5×1.8×1.2㎝（300入・磁）
400円

テ283-476 
結びピンク箸置き  
5.5×1.8×1.2㎝（300入・磁）
400円

テ283-486 
結びグリーン箸置き  
5.5×1.8×1.2㎝（300入・磁）
400円

ア283-496 
花カムイ青磁箸置  
φ3.7×1㎝（300入・磁）
400円

ア283-506 
花カムイイエロー箸置  
φ3.7×1㎝（300入・磁）
400円

ア283-516 
花カムイピンク箸置  
φ3.7×1㎝（300入・磁）
400円

ア283-526 
青磁カムイ箸置  
5.3×1.8×1.2㎝（300入・磁）
400円

ア283-536 
イエローカムイ箸置  
5.3×1.8×1.2㎝（300入・磁）
400円

ア283-546 
ピンクカムイ箸置  
5.3×1.8×1.2㎝（300入・磁）
400円

ツ283-556 
手造り鉄釉四角箸置  
3.5×1.5㎝（200入・陶）
400円

ツ283-566 
手造り藍釉四角箸置  
3.5㎝（200入・陶）
400円

ツ283-576 
木の葉グリーン箸置  
5.3×3㎝（200入・陶）
400円

ツ283-586 
木の葉ブルー箸置  
5.3×3㎝（200入・陶）
400円

ウ283-596 
砂目緑ペコ箸置  
5.3×2.4×2㎝（200入・強）
400円

テ283-606 
オレンジ釉まゆ箸置  
4.5×4×1.5㎝（300入・磁）
390円

テ283-616 
アイ釉まゆ箸置  
4.5×4×1.5㎝（300入・磁）
390円

テ283-626 
ヒワ釉まゆ箸置  
4.5×4×1.5㎝（300入・磁）
390円

ウ283-636 
天目曲り（黄）箸置  
4.3×4㎝（磁）
370円

ウ283-646 
天目曲り（グリーン）箸置  
4.3×4㎝（磁）
370円
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カ284-016 
よもぎ藍長角箸置S  
5×1.4×0.8㎝（200入・陶）
380円

カ284-026 
白マット長角箸置S  
5×1.4×0.8㎝（200入・陶）
380円

カ284-036 
黒マット長角箸置S  
5×1.4×0.8㎝（200入・陶）
380円

カ284-046 
織部長角箸置S  
5×1.4×0.8㎝（200入・陶）
380円

ウ284-056 
飛十草長角箸置  
6.5×1.7×1.8㎝（200入・強）
430円

ウ284-066 
緑ライン長角箸置  
6.5×1.7×1.8㎝（200入・強）
380円

ウ284-076 
一つ花 まな板箸置  
6.3×1.7×1.6㎝（200入・強）
390円

ウ284-086 
錦七宝長角箸置  
6.5×1.7×1.8㎝（200入・強）
380円

カ284-096 
青白磁雲箸置  
4.5×2.2㎝（200入・磁）
380円

ウ284-106 
えんどう箸置  
6.6×1.4㎝（200入・磁）
380円

ウ284-116 
カブラ箸置  
6.3×1.4㎝（200入・磁）
380円

ウ284-126 
ねぎ箸置  
7×1.4㎝（200入・磁）
380円

ウ284-136 
ししとう箸置（赤）  
7.2×1.6㎝（200入・磁）
380円

ウ284-146 
ししとう箸置（グリン）  
7.2×1.6㎝（200入・磁）
380円

ウ284-156 
キネ型箸置（赤）  
7㎝（磁）
370円

ウ284-166 
キネ型箸置（グリーン）  
7㎝（磁）
370円

ミ284-176 
ヒワ合わせ笹手造り箸置  
5.4×1.8㎝（200入・磁）
350円

ミ284-186 
青釉半月箸置  
5.3×2.7×1.4㎝（500入・陶）
340円

ウ284-196 
赤菊紋 三つ足箸置  
5.4×3×1.8㎝（200入・強）
370円

ウ284-206 
一輪花箸置  
5.6×3.3×0.8㎝（200入・強）
330円

ウ284-216 
赤絵丸紋箸置  
7×2.5×1.4㎝（200入・強）（美濃焼）
350円

ウ284-226 
錦水仙箸置  
7×2.5×1.6㎝（200入・磁）
330円

ウ284-236 
格子玉型箸置  
4.5㎝（磁）
360円

ウ284-246 
十草玉箸置  
φ4.6×1.6㎝（300入・磁）
330円

カ284-256 
赤呉須板箸置  
6×1.5㎝（200入・陶）
340円

カ284-266 
グリーン呉須箸置  
6×1.5㎝（200入・陶）
340円

ウ284-276 
野菜絵箸置  
6.2×1.7×1.1㎝（200入・強）（美濃焼）
300円

テ284-286 
サメ骨付箸置  
6.5×3×1.5㎝（300入・磁）
330円

テ284-296 
フグ骨付箸置  
5.5×3×1.5㎝（300入・磁）
330円

テ284-306 
マンボウ骨付箸置  
3.5×5.2×1.5㎝（300入・磁）
330円

テ284-316 
ヒラメ骨付箸置  
5.5×3×1.5㎝（300入・磁）
330円

テ284-326 
タイ骨付箸置  
5.5×2.5×1.5㎝（300入・磁）
330円

ウ284-336 
刺子小判型箸置（赤）  
φ4.4×3.2㎝（磁）
370円

ウ284-346 
丸紋波小判箸置  
4.4×3.2㎝
420円

ウ284-356 
鹿の子小判箸置（ピンク）  
4.5×3㎝（磁）
370円

ホ284-366 
花祥瑞長角箸置  
5.2×2.4㎝（400入・磁）
330円

ホ284-376 
唐草紋長角箸置  
5.2×2.4㎝（400入・磁）
330円

ホ284-386 
市松ひさご箸置  
5.8×2.8㎝（400入・磁）
330円

ホ284-396 
市松丸箸置（反型）  
4.5㎝（400入・磁）
330円

ホ284-406 
伊万里だえん箸置（反型）  
5.5×3㎝（400入・磁）
330円

ウ284-416 
信楽市松豆型箸置  
4.5㎝（磁）
330円

ウ284-426 
信楽針子豆型箸置  
4.3×3.5㎝（磁）
330円

ウ284-436 
信楽鹿の子豆型箸置  
4.3×3.5㎝（磁）
330円

ウ284-446 
枝梅花箸置（ピンク）  
6㎝（磁）
310円

ウ284-456 
枝梅花箸置（黄）  
6㎝（磁）
310円

ウ284-466 
瓢箪結び赤箸置  
5.7㎝（磁）
310円

ウ284-476 
瓢箪結び箸置（グリーン）  
5.7㎝（磁）
310円

ウ284-486 
青磁木型箸置  
（磁）
310円

ウ284-496 
小判型針子ピンク箸置  
4.5×3㎝（磁）
300円

ウ284-506 
小判型針子紺箸置  
4.5×3㎝（磁）
300円

ウ284-516 
白菊ルリ 箸置  
φ4×1.1㎝（200入・強）
320円

カ284-526 
染付ドット丸箸置  
3.7㎝（200入・磁）
300円

カ284-536 
染付渦丸箸置  
3.7㎝（200入・磁）
300円

ウ284-546 
黒釉桜丸ペコ箸置  
φ4.4㎝（磁）
290円

ウ284-556 
織部トチリ箸置  
4.5㎝（磁）
290円

ウ284-566 
一珍山茶花箸置  
6.7㎝（磁）
270円

イ284-576 
グリーン京友禅箸置  
6.7×3.2×1.2㎝（300入・磁）
290円

イ284-586 
ピンク京友禅箸置  
6.7×3.2×1.2㎝（300入・磁）
290円

イ284-596 
イエロー京友禅箸置  
6.7×3.2×1.2㎝（300入・磁）
290円

イ284-606 
パープル友禅箸置  
6.7×3.2×1.2㎝（300入・磁）
290円

イ284-616 
ピンク友禅箸置  
6.7×3.2×1.2㎝（300入・磁）
290円

イ284-626 
ヒワ友禅箸置  
6.7×3.2×1.2㎝（300入・磁）
290円

ウ284-636 
桜花びら（赤）箸置  
5.2㎝（磁）
280円

ウ284-646 
桜花びら（紺）箸置  
5.2㎝（磁）
280円
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ウ285-016 
十草切板箸置  
5.8㎝（磁）
280円

カ285-036 
カメ箸置  
6.5×3.5㎝（200入・磁）
270円

カ285-026 
ツル箸置  
6.8×4㎝（200入・磁）
270円

ミ285-046 
黒市松巻き物型箸置  
7×2.3×1.7㎝（500入・磁）
270円

ア285-056 
織部吹き箸置き  
6.5㎝（300入・磁）
260円

ウ285-066 
波千鳥箸置  
4.5㎝（陶）
270円

キ285-076 
玉伊賀箸置  
4.5×4.5㎝（300入・磁）
260円

キ285-086 
信楽織部流し玉箸置  
4.5㎝（300入・磁）
260円

ウ285-096 
舟型十草箸置  
4.7㎝（磁）
280円

カ285-106 
志野厚口箸置  
4.7×2.5㎝（150入・陶）
230円

ウ285-116 
信楽織部豆箸置  
4.3×3.2㎝（磁）
240円

ト285-126 
彩野菜カブ箸置  
6.6×2.6×1.5㎝（200入・磁）
250円

ト285-136 
彩野菜エンドウ箸置  
6.6×2.6×1.5㎝（200入・磁）
250円

ト285-146 
彩野菜トマト箸置  
6.6×2.6×1.5㎝（200入・磁）
250円

ト285-156 
彩野菜ユズ箸置  
6.6×2.6×1.5㎝（200入・磁）
250円

ト285-166 
彩野菜ナス箸置  
6.6×2.6×1.5㎝（200入・磁）
250円

ワA285-176 
赤絵箸置  
約6.1×1.7×1.3㎝（磁）（中国）
250円

ワA285-186 
唐草箸置  
6.1×1.7×1.3㎝（磁）（中国）
250円

ワA285-196 
色十草箸置  
6.1×1.7×1.3㎝（磁）（中国）
250円

カ285-206 
織部台付箸置  
6×1.5㎝（200入・陶）
220円

ウ285-216 
青磁角箸置  
6.3×2.5㎝（磁）
240円

ウ285-226 
ひわ角箸置  
6.3×2.5㎝（磁）
240円

ウ285-236 
伊賀灰釉曲り箸置  
4.3×1.8㎝（300入・磁）
220円

テ285-246 
黄瀬戸緑流箸置き  
φ5×1.5㎝（300入・磁）
220円

ミ285-256 
萩 角型 箸置  
6.6×2.1×1.7㎝（300入・磁）
210円

ミ285-266 
松竹梅角型箸置  
6.6×2.1×1.7㎝（500入・磁）
210円

ウ285-276 
そら豆（ひわ）箸置  
4.5×2.6㎝（磁）
200円

ウ285-286 
そら豆（白）箸置  
4.5×2.6㎝（磁）
200円

ウ285-296 
そら豆（黒）箸置  
4.5×2.6㎝（磁）
200円

カ285-306 
花びらピンク箸置  
5×3.5㎝（200入・磁）
190円

ウ285-316 
紺ナス箸置  
8㎝（磁）
195円

ウ285-326 
モエギエンドウ箸置  
7.2㎝（磁）
190円

ウ285-336 
ルリ 丸型箸置  
φ4×1.1㎝（200入・強）
200円

ウ285-346 
黄瀬戸手玉型箸置  
4.3㎝（磁）
185円

ウ285-356 
志野手玉箸置  
4.3㎝（磁）
165円

ウ285-366 
トルコ豆玉箸置  
4.4×1.7㎝（400入・磁）
190円

ツ285-376 
黒銀彩桜箸置  
4.5×3.5×2㎝（200入・磁）
180円

ツ285-386 
黒銀彩波箸置  
4.5×3.5×2㎝（200入・磁）
180円

ツ285-396 
黒銀彩丸紋箸置  
4.5×3.5×2㎝（200入・磁）
180円

ツ285-406 
黒銀彩市松箸置  
4.5×3.5×2㎝（200入・磁）
180円

ウ285-416 
枕アミ箸置  
5.9㎝（磁）
165円

ウ285-426 
白面取り杵型箸置  
7×1.4㎝（300入・磁）
180円

ウ285-436 
伊賀灰釉切板箸置  
6.3×1.3㎝（300入・磁）
190円

ウ285-446 
志野塗分切板箸置  
6.2×1.3㎝（磁）
180円

ウ285-456 
天目塗分切板箸置  
6.2×1.3㎝（磁）
180円

ウ285-466 
黄瀬戸切板箸置  
6×1.6㎝（磁）
175円

ウ285-476 
天目切板箸置  
6×1.6㎝（磁）
160円

ウ285-486 
志野切板箸置  
6.3×1.7㎝（磁）
160円

ウ285-496 
小判型（グリーン）箸置  
4.5㎝（磁）
165円

ウ285-506 
小判型（赤）箸置  
4.5×3㎝（磁）
165円

ウ285-516 
小判型（ブルー）箸置  
4.5×3㎝（磁）
165円

ウ285-526 
天目反型箸置  
4.4×1.8㎝（300入・磁）
165円

ウ285-536 
赤反型箸置  
4.4×1.8㎝（300入・磁）
165円

イ285-546 
ナマコ木の葉箸置  
6×3×2㎝（300入・陶）
160円

イ285-556 
木の葉ヒワ箸置  
6×3×2㎝（300入・陶）
160円

イ285-566 
木の葉ピンク箸置  
6×3×2㎝（300入・陶）
160円

ウ285-576 
新桜箸置（ヒワ）  
4㎝（磁）
170円

ウ285-586 
新桜箸置（ピンク）  
4㎝（磁）
170円

ウ285-596 
グリーン豆箸置  
4.3×3.5㎝（磁）
150円

ウ285-606 
天目豆箸置  
4×3.3㎝（磁）
150円

ウ285-616 
結び箸置  
7㎝（磁）
145円

ウ285-626 
バチアミ箸置  
7.7㎝（磁）
145円

ウ285-636 
グレー枕型箸置  
4.2×1.2㎝（磁）
140円

ウ285-646 
瀬戸黒そら豆箸置  
4×1.6㎝（磁）
140円
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ワA286-016 
ステンレス箸置 ロール 千筋  
6×1.5×1.2㎝（ベトナム）
1,150円

ワA286-026 
ステンレス箸置 ロール 槌目  
6×1.5×1.2㎝（ベトナム）
1,150円

ワA286-036 
ステンレス箸置 デルタ 槌目  
6×1.8×1.2㎝（ベトナム）
1,150円

ワA286-046 
ステンレス箸置 スクエア 槌目  
6×1.4×1.3㎝（ベトナム）
1,150円

ワA286-056 
ステンレス箸置 デルタ 千筋  
6×1.8×1.2㎝（ベトナム）
1,150円

ワA286-066 
本漆リング箸置（小）黒  
φ4.8×1.1㎝（輸入）（ラバーウッド）
1,050円

ワA286-076 
本漆リング箸置（小）朱  
φ4.8×1.1㎝（輸入）（ホワイトアッシュ）
1,050円

ワA286-086 
リベール箸置（黒）  
4.5㎝（フェノール木質樹脂）
850円

ワA286-096 
リベール箸置（朱）  
4.5㎝（フェノール木質樹脂 欅（けやき）材）
850円

ワA286-106 
しののめ丸竹箸置  
6×3㎝（竹 ラバーウッド）
1,200円

ワA286-116 
溜塗丸竹箸置  
6×3㎝（竹）
1,200円

ワA286-126 
本漆箸置（枕型朱）  
6.3×1.5㎝（檜）
900円

ワA286-136 
本漆箸置（枕型黒）  
6.3×1.5㎝（ツガ）
900円

ワA286-146 
長角箸置 本朱  
5.5×2.5×0.9㎝（竹）
750円

ワA286-156 
長角箸置 黒  
5.5×2.5×0.9㎝（竹 ビーチ）
750円

ワA286-166 
木製枕型箸置（漆仕上）赤  
6×1.7×1.4㎝（ホワイトアッシュ）
350円

ワA286-176 
木製枕型箸置（漆仕上）茶  
6×1.7×1.4㎝
350円

ワA286-186 
木製枕型箸置（漆仕上）黒  
6×1.7×1.4㎝（ラバーウッド）
350円

ワA286-196 
檜紅節箸置 山型  
5.6×1.6×1.6㎝（杉）
550円

ワA286-206 
檜紅節箸置 長角  
5.6×1.6×1.6㎝（ラバーウッド）
550円

ワA286-216 
檜紅節箸置 L型  
5.6×1.6×1.6㎝（ビーチ）
550円

ワA286-226 
おもてなし檜紅節箸置･長角  
5.6×1.6×1.6㎝
580円

ワA286-236 
おもてなし檜紅節箸置･L型  
5.6×1.6×1.6㎝
580円

ワA286-246 
木製箸置 紫檀  
4.3×2.5×1.3㎝（ベトナム）
320円

ワA286-256 
木製箸置 黒檀  
4.3×2.5×1.3㎝（ベトナム）
320円

ワA286-266 
木製箸置 アッシュ  
4.3×2.5×1.3㎝（ベトナム）
320円

ワA286-276 
木製箸置 アーチ 紫檀  
4.5×1.3×1.1㎝（ベトナム）（欅（けやき）材）
290円

ワA286-286 
白竹･ジャカゴ箸置  
6.4㎝
580円

ワA286-296 
若竹箸置  
6×2×1.5㎝（竹）
650円

ワA286-306 
黒竹箸レスト  
6㎝（竹）
200円

ワB286-316 
丸竹箸置  
7㎝
150円

ワA286-326 
白竹箸レスト  
6㎝（竹 ラバーウッド）
180円

ワA286-336 
杉･箸置  
6.5×1.6×1.5㎝（ラバーウッド）
350円

ワA286-346 
檜･箸置  
5×1.8×1.3㎝
680円

ワA286-356 
木製箸置 アーチ 黒檀  
4.5×1.3×1.1㎝（ベトナム）（欅（けやき）材）
290円

ワA286-366 
木製箸置 アーチ アッシュ  
4.5×1.3×1.1㎝（ベトナム）（欅（けやき）材）
290円

ワA286-376 
シェル箸置 ブリッジ パール  
6×1.7×1㎝（ベトナム）
780円

ワA286-386 
シェル箸置 ブリッジ マーブル  
6×1.7×1㎝（ベトナム）
780円

ワA286-396 
シェル箸置 ブリッジ ローズ  
6×1.7×1㎝（ベトナム）
780円

ワA286-406 
シェル箸置オーバルマーブル  
4.4×3×0.9㎝（ベトナム）
500円

ワA286-416 
シェル箸置オーバル パール  
4.4×3×0.9㎝（ベトナム）
500円

ワA286-426 
シェル箸置オーバル ローズ  
4.4×3×0.9㎝（ベトナム）
500円

ワA286-436 
京結び雅三色セット箸置  
6㎝
360円

ア286-446 
まねき猫（青）箸置  
4.5㎝（300入・磁）
850円

ア286-456 
まねき猫（赤）箸置  
4.5㎝（300入・磁）
850円

ア286-466 
えと子箸置  
4.5×4.5㎝（300入・磁）
600円

ア286-476 
えと丑箸置  
5×4㎝（300入・磁）
600円

ア286-486 
えと寅箸置  
5×3.3㎝（300入・磁）
600円

ア286-496 
えと卯箸置  
5×5㎝（300入・磁）
600円

ア286-516 
えと辰箸置  
5.5×3.5㎝（300入・磁）
600円

ア286-506 
えと巳箸置  
5.4×3.3㎝（300入・磁）
600円

カ286-526 
丸太スプーンレスト白マット
11×1.5×1.8㎝（200入・陶）
640円

ウ286-536 
福うさぎ（紺）箸置  
4.5㎝（磁）
370円

ウ286-546 
福うさぎ（ピンク）箸置  
4.5㎝（磁）
370円

ア286-556 
えと午箸置  
6×3.8㎝（300入・磁）
600円

ア286-566 
えと未箸置  
5×3㎝（300入・磁）
600円

ア286-576 
えと申箸置  
4.6㎝（300入・磁）
600円

ア286-586 
えと酉箸置  
4.7㎝（300入・磁）
600円

ア286-596 
えと戌箸置  
4.2㎝（300入・磁）
600円

ア286-606 
えと亥箸置  
6.3㎝（300入・磁）
600円

カ286-616 
丸太スプーンレスト黒マット  
11×1.5×1.8㎝（200入・陶）
640円

ウ286-626 
ウサギ（紺）箸置  
4.2㎝（磁）
280円

ウ286-636 
ウサギ（ピンク）箸置  
4.2㎝（磁）
280円

ウ286-646 
ネコ（紺）箸置  
6.4㎝（磁）
260円

ウ286-656 
ネコ（赤）箸置  
6.4㎝（磁）
260円

ウ286-666 
ニワトリ箸置  
4.4㎝（磁）
220円

ウ286-676 
ヒラメ箸置  
5㎝（磁）
240円

ウ286-686 
カツオ箸置  
7㎝（磁）
240円

ウ286-696 
フグ箸置  
7.3㎝（磁）
240円

ロ286-706 
白串抜き箸置き  
12×3×2.8㎝（300入・強）
650円

ウ286-716 
ダックス（赤）箸置  
7㎝（磁）
260円

ウ286-726 
ダックス（青）箸置  
7㎝（磁）
260円
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はしごろも

衣装のようにお箸をやさしく包み込む箸置きを作りました。
ほかの箸置きとはちょっと違います。

「筐」「旅枕」「勾玉」「空豆」はお箸の先を完全に包むタ
イプです。セッティングする時はお箸を本体の穴に通し、
使用中は箸衣を回転させてお使いいただきます。

「まゆ」「巻紙」は片側でお箸を包むタイプです。セッティン
グの容易さが特徴です。また、シンプルな形状なので洋
食器にも合います。工夫次第では箸置き以外の用途で
もお使いいただけます。

一見洗いにくそうな筐、旅枕、勾玉、
空豆ですが、筐、空豆は裏側の穴か
ら、旅枕、勾玉は表面の穴から入っ
た洗浄水が内部で2方向に分かれ、
内側の汚れを洗い流します。

筐　裏面

空豆　裏面

今、日本では年間200億膳を越える割箸が消費されています。世界各地の森が、日々消えていき
ます。割箸の使用量を減らし、森を護りたい。私どもは考えました。1回使えば捨ててしまう割箸に
代えて、何度も使える塗箸にすれば良いのです。でも、塗箸は使い回しの感が否めません。それな
らば、割箸の、使う時に初めて箸袋から出すという感覚を持った箸置きを作ったら？そして、このか
たちになりました。箸先をやさしく包み込んでお客様にお出しすることができます。塗箸に特別な
装いを与える“箸衣（はしごろも）”。しかも、この箸置きは森を護ります。ほかの箸置きとはちょっと
違います。

ロ287-116 
空豆型四季（春）箸衣
4.4×3.3×2.3㎝（240入･強） 

740円

ロ287-126 
空豆型四季（夏）箸衣
4.4×3.3×2.3㎝（240入･強） 

730円

ロ287-136 
空豆型四季（秋）箸衣
4.4×3.3×2.3㎝（240入･強） 

740円

ロ287-146 
空豆型四季（冬）箸衣
4.4×3.3×2.3㎝（240入･強） 

730円

ロ287-186 
まゆ型雲海箸衣
4.4×3.3×2.6㎝（240入･強） 

520円

ロ287-196 
まゆ型一珍蝶箸衣
4.4×3.3×2.6㎝（240入･強） 

680円

ロ287-206 
まゆ型染付唐草箸衣
4.4×3.3×2.6㎝（240入･強） 

640円

ロ287-156 
旅枕藍唐草箸衣
5.9×3×2.2㎝（240入･強） 

740円

ロ287-166 
旅枕黄輝箸衣
5.9×3×2.2㎝（240入･強） 

660円

ロ287-176 
青白磁旅枕型箸衣
5.9×5.3×2.2㎝（240入･強） 

660円

ロ287-016 
金彩筐型箸衣
4.5×2.8×2㎝（240入･強） 

600円

ロ287-026 
筐型染付春秋箸衣
4.5×2.8×2㎝（240入･強） 

630円

ロ287-036 
筐型塗り分け赤黒箸衣
4.5×2.8×2㎝（240入･強） 

660円

ロ287-046 
金彩星雲筐型箸衣
4.5×2.8×2㎝（240入･強） 

740円

ロ287-056 
筐型青白磁箸衣
4.5×2.8×2㎝（240入･強） 

520円

ロ287-216 
勾玉四季箸衣
4.5×3.5×2.2㎝（240入･強） 

730円

ロ287-226 
勾玉黄輝箸衣
4.5×3.5×2.2㎝（240入･強） 

660円

ロ287-236 
勾玉青白磁箸衣
4.5×3.5×2.2㎝（240入･強） 

660円

ロ287-066 
巻紙型織部箸衣
4×3.8×2.5㎝（240入･強） 
480円

ロ287-076 
巻紙型伊良保箸衣
4×3.8×2.5㎝（240入･強） 

450円

ロ287-086 
巻紙型塗分箸衣
4×3.8×2.5㎝（240入･強） 
530円

ロ287-096 
金彩武蔵野巻紙型箸衣
4×3.8×2.5㎝（240入･強） 

740円

ロ287-106 
塗分赤黒巻紙型箸衣
4×3.8×2.5㎝（240入･強） 

670円
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ミ288-016 手造り桃山織部ソース入  8×12×10.5㎝（250㏄）（10×10入・陶） 6,000円
ミ288-026 手造り桃山織部正油入  7.3×10×8.4㎝（150㏄）（10×12入・陶） 4,970円
ミ288-036 手造り桃山織部辛子入  6.6×6.3㎝（10×12入・陶） 3,260円
ミ288-046 竹さじ（日本製）  7.3×0.9㎝（1000入） 340円
ミ288-056 手造り桃山織部胡椒入  4.7×7.7㎝（10×12入・陶） 2,080円
ミ288-066 手造り桃山織部塩入  4.1×6.4㎝（10×12入・陶） 1,870円
ミ288-076 手造り桃山織部楊子入  5.4×5.3㎝（10×12入・陶） 1,500円
ミ288-086 手造り桃山織部トレー  28×14.5×1.7㎝（60入） 4,970円

テ288-096 粉引青磁たれポット  14×9.5×16㎝（400㏄）（3×8入・陶） 4,300円
テ288-106 粉引青磁手付汁次（大）  11.5×7.5×13.5㎝（10×6入・陶） 3,600円
テ288-116 粉引青磁手付汁次（小）  10×6.5×11㎝（10×10入・陶） 3,400円
テ288-126 粉引青磁辛子入  5.4×5.4×5.7㎝（200入・陶） 1,450円
テ288-136 粉引青磁楊枝入  5×5×4.2㎝（200入・陶） 1,250円
カ288-146 カスター盆（大）  22.8×18.2㎝（100入） 1,600円

テ288-156 黒備前風たれポット  14×9.5×16㎝（400㏄）（3×8入・陶） 4,300円
テ288-166 黒備前風手付汁次（大）  11.5×7.5×13.5㎝（10×6入・陶） 3,600円
テ288-176 黒備前風手付汁次（小）  10×6.5×11㎝（10×10入・陶） 3,400円
テ288-186 黒備前風ドレッシング入れ  8.5×6.5×5.8㎝（120㏄）（10×12入・陶） 1,550円
テ288-196 黒備前風辛子入  5.4×5.4×5.7㎝（200入・陶） 1,450円
テ288-206 黒備前風楊枝入  5×5×4.2㎝（200入・陶） 1,250円

ウ288-216 タコ唐草四角ソース（受皿入）  6×9.2㎝（170㏄）（10入・磁） 3,550円
ウ288-226 タコ唐草四角汁次（受皿付）  5.6×7.4㎝（100㏄）（10入・磁） 3,300円
ウ288-236 タコ唐草四角辛子  5.5×5㎝（20入・磁） 1,680円
ウ288-246 タコ唐草四角楊枝入  4.8×5.5㎝（20入・磁） 1,400円

ウ288-256 間取花汁次（大）  9.5×6×9㎝（200㏄）（10×6入・磁） 3,550円
ウ288-266 間取花汁次（小）  8.4×5.7×7.8㎝（140㏄）（10×8入・磁） 3,300円
ウ288-276 間取花辛子入  5.6×5.4㎝（20×8入・磁） 1,670円
ワA288-286 すす竹薬味スプーン  7.8×1㎝ 230円
ウ288-296 間取花楊枝入  4.3×5.3㎝（20×10入・磁） 1,100円

ウ288-306 赤絵花丸汁次（受け皿付）  8×7.5㎝（180㏄）（10×8入・磁） 3,000円
ウ288-316 赤絵花切立辛子入  φ5×5.2㎝（20×8入・磁） 2,000円
ウ288-326 赤絵花楊枝入  φ5×5.5㎝（20×10入・磁） 1,400円
ウ288-336 カスター盆（小）  22×12.8×2㎝ 1,000円

カ288-346 丸紋赤絵汁次（受皿付）  
8×7㎝（150㏄）（64入・磁） 2,700円
カ288-356 丸紋赤絵立辛子  
φ5×5.2㎝（100入・磁） 1,500円
カ288-366 丸紋赤絵楊子入  
4.2×5㎝（120入・磁） 1,000円

ウ288-376 秋草丸汁次（受皿付）  φ7.7×7.3㎝（170㏄）（10入・磁） 2,650円
ウ288-386 秋草平辛子入  φ6.5×4㎝（20入・磁） 1,550円
ワA288-396 薬味スプーン  7.5㎝ 380円
ウ288-406 秋草楊枝入  φ4.8×5.5㎝（20入・磁） 1,050円

ウ288-416 淡彩華丸汁次皿付  8×7.5㎝（180㏄）（10×8入・磁） 2,500円
ウ288-426 淡彩華ネジリ汁次  7×10.3㎝（160㏄）（10×6入・磁） 2,050円
ウ288-436 淡彩華平辛子入  7×4㎝（20×8入・磁） 1,550円
ウ288-446 淡彩華楊子入  5×5.5㎝（20×10入・磁） 1,050円

ウ288-456 ラスター彩丸汁次皿付  8×7.5㎝（180㏄）（10×8入・磁） 2,400円
ウ288-466 ラスター彩ネジリ汁次  6.8×11.6㎝（190㏄）（10×6入・磁） 2,000円
ウ288-476 ラスター彩平辛子入  7×4㎝（20×8入・磁） 1,500円
ウ288-486 ラスター彩楊枝入  5×5.5㎝（20×10入・磁） 950円
カ288-496 カスター盆（大）黒焼杉  26×14×2.8㎝（150入） 3,900円

ウ288-506 赤絵花首長トビ口汁次  7×10㎝（160㏄）（10入・磁） 2,350円
ウ288-516 赤絵花辛子入  702×11.5㎝（20入・磁） 2,050円
ウ288-526 赤絵花胡椒入  4.7×6.5㎝（20入・磁） 1,900円
ウ288-536 赤絵花手桶楊枝入  4.8×8.3㎝（20入・磁） 2,050円
ウ288-546 カスター盆（中）  24.8×13.3×2.4㎝ 1,200円

ウ288-556 朱巻丸汁次（受皿付）  
φ7.3×7.3㎝（170㏄）（10入・磁） 2,300円
ウ288-566 朱巻平辛子  
φ6.5×4㎝（20入・磁） 1,350円
ウ288-576 朱巻楊枝入  
φ5.7×5.3㎝（20入・磁） 950円
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テ289-016 粉引唐津釉正油差し（大）  7.5×11㎝（250㏄）（10×10入・陶） 2,400円
テ289-026 粉引唐津釉正油差し（小）  6.5×8㎝（150㏄）（10×10入・陶） 2,150円
テ289-036 粉引唐津釉受皿  9×1.8㎝（200入・陶） 910円
テ289-046 粉引唐津釉辛子入  6×5.5㎝（200入・陶） 1,500円
テ289-056 粉引唐津塩入れ  5.5×5.5㎝（200入・陶） 1,550円
テ289-066 粉引唐津釉楊子入  5.5×4.5㎝（200入・陶） 1,250円

ウ289-076 呉須筋丸汁次（受皿付）  φ7.7×7.3㎝（170㏄）（10入・磁） 1,900円
ウ289-086 呉須筋平辛子  φ6.5×4㎝（20入・磁） 1,200円
ウ289-096 呉須筋楊枝入  φ5.7×5.3㎝（20入・磁） 750円
ワA289-106 長角カスター（大）  約25.5×11×1.5㎝ 2,700円

ウ289-116 赤筋丸汁次（受皿付）  φ7.7×7.3㎝（170㏄）（10入・磁） 1,900円
ウ289-126 赤筋平辛子  φ6.5×4㎝（20入・磁） 1,200円
ウ289-136 赤筋楊枝入  φ5.7×5.3㎝（20入・磁） 750円
ワA289-146 焼杉調味盆（小）  20×12×1.5㎝ 2,300円

キ289-156 粉引青地汁次（大）  7.5×11㎝（230㏄）（80入・陶） 2,080円
キ289-166 粉引青地汁次（小）  6.5×8㎝（180㏄）（120入・陶） 1,850円
キ289-176 粉引青地辛子入れ  4.5×5.5㎝（100入・陶） 1,280円
キ289-186 粉引青地塩入れ  5.5×5㎝（100入・陶） 1,380円
キ289-196 粉引青地楊枝入れ  4×4.5㎝（100入・陶） 1,050円

ウ289-206 吹墨丸汁次  
φ8×7.5㎝（180㏄）（10×10入・磁） 2,000円
ウ289-216 吹墨切立辛子入  
φ5×5.2㎝（20×6入・磁） 1,200円
ウ289-226 吹墨楊枝入  
φ5.7×5.2㎝（20×8入・磁） 680円

カ289-236 白化粧十草醤油差し（大）  8×8.5㎝（250㏄）（80入・陶） 1,630円
カ289-246 白化粧十草受皿  10.5㎝（200入・陶） 680円
カ289-256 白化粧十草醤油差し（小）  6×8㎝（150㏄）（100入・陶） 1,520円
カ289-266 白化粧十草受皿  10.5㎝（200入・陶） 680円
カ289-276 白化粧十草辛子入  6.5×4㎝（120入・磁） 1,050円
カ289-286 白化粧十草楊子入  5.4×5.4㎝（120入・磁） 810円
カ289-296 カスター盆（大）  22.8×18.2㎝（80入） 1,600円

ネ289-306 青白磁汁次大  8.7×6×9.5㎝（10×10入・磁） 1,660円
ネ289-316 青白磁汁次小  8.1×5.7×7.1㎝（10×10入・磁） 1,490円
ネ289-326 青白磁辛し  φ6×4.3㎝（10×10入・磁） 1,430円
ネ289-336 青白磁楊子入  φ4.5×3.9㎝（10×10入・磁） 710円
タ289-346 長角カスター台（大）  25×9×2.5㎝（60入）（木） 3,000円

ア289-356 マルしょうゆ差し  φ5.5×7.3㎝（80入・磁） 1,580円
ア289-366 マル3つ穴  φ5.5×5.5㎝（80入・磁） 1,050円
ア289-376 マル1つ穴  φ5.5×5.5㎝（80入・磁） 1,050円
ア289-386 マルようじ立て  φ5.5×5㎝（80入・磁） 800円

ロ289-396 クリームライン汁次（大）  9.7×6.2×12㎝（100入・強） 1,530円
ロ289-406 クリームライン汁次（中）  9.5×6.2×11㎝（100入・強） 1,440円
ロ289-416 クリームライン辛子入  φ6.5×6.3㎝（100入・強） 1,200円
ロ289-426 クリームライン楊枝入  φ4.5×5.3㎝（100入・強） 680円
ロ289-436 焼杉カスター盆  25.2×14.5×1.9㎝（300入）（木製品） 1,250円

ホ289-446 白御影六角汁次（大）  φ6.5×8.3㎝（130㏄）（10×10入・磁） 1,500円
ホ289-456 白御影六角汁次（小）  φ6×6.2㎝（80㏄）（10×12入・磁） 1,400円
ホ289-466 白御影六角辛子入  φ5.4×5㎝（140入・磁） 950円
ホ289-476 白御影六角胡椒入（三ツ穴）  φ4.7×5.5㎝（10×14入・磁） 830円
ホ289-486 白御影六角塩入（一ツ穴）  φ4.7×5.5㎝（10×14入・磁） 830円
ホ289-496 白御影六角楊枝入  φ5.4×4㎝（200入・磁） 600円
ウ289-506 カスター盆（大）  22.7×18.8×2.4㎝ 1,450円

キ289-516 千段黒備前汁次（大）  φ7.4×10.5㎝（230㏄）（60入・磁）（中国） 1,400円
キ289-526 千段黒備前汁次（小）  φ7.4×8㎝（145㏄）（60入・磁）（中国） 1,100円
キ289-536 千段黒備前辛子入  φ5.8×5.5㎝（120入・磁）（中国） 750円
キ289-546 千段黒備前楊枝入  φ5.5×4.3㎝（120入・磁）（中国） 550円

キ289-556 千段白磁汁次（大）  φ7.4×10.5㎝（230㏄）（60入・磁）（中国） 1,300円
キ289-566 千段白磁汁次（小）  φ7.4×8㎝（145㏄）（60入・磁）（中国） 1,000円
キ289-576 千段白磁辛子入  φ5.8×5.5㎝（120入・磁）（中国） 700円
キ289-586 千段白磁楊枝入  φ5.5×4.3㎝（120入・磁）（中国） 500円
カ289-596 カスター盆（小）  26×11㎝（100入） 1,500円
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カ290-016 黒備前角汁次（大）  150㏄（80入・陶） 2,470円
カ290-026 黒備前角汁次（小）  80㏄（100入・陶） 2,000円
カ290-036 黒備前辛子入  4.1×4.7㎝（120入・陶） 1,430円
カ290-046 黒備前楊枝入  3.5×4.5㎝（120入・陶） 1,100円

ユ290-056 錆黒汁次（大）  約250㏄（60入・陶） 2,100円
ユ290-066 錆黒汁次（小）  約160㏄（60入・陶） 1,850円
ユ290-076 錆黒辛子入  4.5×5.5㎝（80入・陶） 1,300円
ユ290-086 錆黒楊子入  4×4.5㎝（80入・陶） 1,100円

ロ290-096 焼締四角汁次（大）  9.5×6×9㎝（200㏄）（10×12入・磁） 1,850円
ロ290-106 焼締四角汁次（小）  9×6×7㎝（140㏄）（10×12入・磁） 1,650円
ロ290-116 焼締四角汁次（ミニ）  6.3×4×5.5㎝（50㏄）（10×20入・磁） 1,350円
ロ290-126 焼締四角カラシ入  5.5×5.5×5㎝（10×20入・磁） 1,750円
ロ290-136 焼締四角一ッ穴  4.5×4.5×7.5㎝（10×12入・磁） 1,400円
ロ290-146 焼締四角楊子入  4.5×4.5×4.5㎝（10×20入・磁） 740円
ワC290-156 焼木目長角トレー  35×12×H2.3㎝（中国） 1,250円

ロ290-166 瀬戸黒四角汁次（大）  9.5×6×9㎝（200㏄）（10×12入・磁） 1,850円
ロ290-176 瀬戸黒四角汁次（小）  9×6×7㎝（140㏄）（10×12入・磁） 1,650円
ロ290-186 瀬戸黒四角汁次（ミニ）  6.3×4×5.5㎝（50㏄）（10×20入・磁） 1,350円
ロ290-196 瀬戸黒四角カラシ入  5.5×5.5×5㎝（10×20入・磁） 1,750円
ロ290-206 瀬戸黒四角一ッ穴  4.5×4.5×7.5㎝（10×12入・磁） 1,400円
ロ290-216 瀬戸黒四角楊子入  4.5×4.5×4.5㎝（10×20入・磁） 740円

ウ290-226 焼締汁次（大）  φ6.4×10.2㎝（200㏄）（20×8入・磁） 1,630円
ウ290-236 焼締汁次（小）  φ6.4×8.2㎝（130㏄）（20×10入・磁） 1,420円
ウ290-246 焼締辛子入  φ6.5×5.7㎝（20×12入・磁） 1,360円
ウ290-256 焼締塩入  φ5.2×8.2㎝（20×12入・磁） 1,230円
ウ290-266 焼締楊枝入  φ4.9×4.4㎝（20×15入・磁） 700円

ヨ290-276 三色十草汁次（大）  6.5×9.5㎝（190㏄）（10×20入・磁） 1,500円
ヨ290-286 三色十草汁次（小）  7×9㎝（140㏄）（10×20入・磁） 1,400円
ヨ290-296 三色十草辛子入  6.5×5㎝（10×20入・磁） 1,300円
ヨ290-306 三色十草振掛  5.2×8㎝（10×20入・磁） 1,200円
ヨ290-316 三色十草楊子差し  5×4.8㎝（10×20入・磁） 700円
ワC290-326 （木）長角受台  27×10×3㎝ 1,250円

ヨ290-336 桂川汁次（大）  6.5×9.5㎝（190㏄）（10×20入・磁） 1,500円
ヨ290-346 桂川汁次（小）  6.5×7㎝（140㏄）（10×20入・磁） 1,400円
ヨ290-356 桂川辛子入  6.5×5㎝（10×20入・磁） 1,300円
ヨ290-366 桂川振掛  5.2×8㎝（10×20入・磁） 1,200円
ヨ290-376 桂川楊子差し  4.5×4.8㎝（10×20入・磁） 700円
ワC290-386 （P）長角受台  26×16㎝ 850円

タ290-396 白磁つづみ汁次（大）  φ5.9×9.2㎝（150㏄）（80入・強） 1,500円
タ290-406 白磁つづみ汁次（小）  φ6×7.3㎝（100㏄）（80入・強） 1,400円
タ290-416 白磁つづみミニ汁次  φ4.5×5.5㎝（50㏄）（80入・強） 1,100円
タ290-426 白磁つづみ辛子入  φ6.1×4.5㎝（80入・強） 1,300円
タ290-436 薬味スプーン  8㎝（1000入）（木） 185円
タ290-446 白磁つづみふりかけ  φ4×7㎝（80入・強） 1,200円
タ290-456 白磁つづみ楊枝入  φ4.5×3.9㎝（80入・強） 600円

タ290-466 いぶし黒つづみ汁次大  φ5.9×9.2㎝（150㏄）（80入・磁） 1,500円
タ290-476 いぶし黒つづみ汁次小  φ6×7.3㎝（100㏄）（80入・磁） 1,400円
タ290-486 いぶし黒つづみミニ汁次  φ4.5×5.5㎝（50㏄）（80入・磁） 1,100円
タ290-496 いぶし黒つづみ辛子入  φ6.1×4.5㎝（80入・磁） 1,300円
タ290-506 薬味スプーン  8㎝（1000入）（木） 185円
タ290-516 いぶし黒つづみふりかけ  φ4×7㎝（80入・磁） 1,200円
タ290-526 いぶし黒つづみ楊枝入  φ4.5×3.9㎝（80入・磁） 600円

タ290-536 天目しのぎ醤油差（大）  φ6×9㎝（170㏄）（60入・磁） 1,400円
タ290-546 天目しのぎ醤油差（小）  φ5.3×8.6㎝（110㏄）（60入・磁） 1,300円
タ290-556 天目しのぎ辛子入  φ5×5.2㎝（80入・磁） 920円
タ290-566 天目しのぎ楊枝入  φ4×5.3㎝（80入・磁） 700円
ワA290-576 SC 木製スパイストレイ L ナチュラル  24×10×1.2㎝（ベトナム） 2,450円

タ290-586 粉引しのぎ醤油差（大）  φ6×9㎝（170㏄）（60入・磁） 1,400円
タ290-596 粉引しのぎ醤油差（小）  φ5.3×8.6㎝（110㏄）（60入・磁） 1,300円
タ290-606 粉引しのぎ辛子入  φ5×5.2㎝（80入・磁） 920円
タ290-616 粉引しのぎ楊枝入  φ4×5.3㎝（80入・磁） 700円
ワA290-626 ミニトレー（大）  25×10.5×1.5（内寸21.7×8.5）㎝ 2,900円

ヨ290-636 淡彩ライン汁次（大）  6.5×9.5㎝（190㏄）（10×20入・磁） 1,300円
ヨ290-646 淡彩ライン汁次（小）  6.5×7㎝（140㏄）（10×20入・磁） 1,200円
ヨ290-656 淡彩ライン辛子入  6.5×5㎝（10×20入・磁） 1,100円
ヨ290-666 淡彩ライン振掛  5.2×8㎝（10×20入・磁） 1,050円
ヨ290-676 淡彩ライン楊子差し  4.5×4.8㎝（10×20入・磁） 590円
ロ290-686 焼杉カスター盆  25.2×14.5×1.9㎝（300入）（木製品） 1,250円
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ハ291-016 白唐津 汁次大  9.5×9.3㎝（20×6入・磁） 1,520円
ハ291-026 白唐津 汁次小  8.5×8㎝（20×6入・磁） 1,470円
ハ291-036 白唐津 薬味入  φ5.5×6.3㎝（20×6入・磁） 1,020円
ハ291-056 白唐津 胡椒入  φ5.5×5.5㎝（20×6入・磁） 900円
ハ291-066 白唐津 塩入  φ5.5×5.5㎝（20×6入・磁） 900円

ハ291-046 白唐津 楊枝入  φ5×5.5㎝（20×6入・磁） 680円

ハ291-076 備前汁次大  200㏄（20×6入・磁） 1,520円
ハ291-086 備前汁次小  120㏄（20×6入・磁） 1,470円
ハ291-096 備前薬味入  φ5.4×5.6㎝（20×6入・磁） 1,020円
ハ291-106 備前塩入  φ5.7×5.5㎝（20×6入・磁） 900円
ハ291-116 備前胡椒入  φ5.7×5.5㎝（20×6入・磁） 900円
ハ291-126 備前楊枝入  φ4.5×5.3㎝（20×6入・磁） 680円

ウ291-136 鉄結晶筒型汁次（大）  6.5×9.9㎝（200㏄）（10×8入・磁） 1,630円
ウ291-146 鉄結晶筒型汁次（小）  6.5×7.9㎝（130㏄）（10×10入・磁） 1,470円
ウ291-156 鉄結晶筒型辛子入  6.5×5.7㎝（10×12入・磁） 1,360円
ウ291-166 鉄結晶胡椒入  5.2×8.2㎝（10×12入・磁） 1,230円
ウ291-176 鉄結晶楊枝入  4.9×4.4㎝（10×15入・磁） 700円

イ291-186 鉄砂唐草赤汁次  φ7×8.5㎝（175㏄）（10×10入・陶） 1,350円
イ291-196 鉄砂唐草緑汁次  φ7×8.5㎝（175㏄）（10×10入・陶） 1,350円
イ291-216 鉄砂唐草塩入（一ツ穴）  φ4.3×7.5㎝（20×10入・陶） 1,050円
イ291-206 鉄砂唐草胡椒入（三ツ穴）  φ4.3×7.5㎝（20×10入・陶） 1,050円
イ291-226 鉄砂唐草楊子入  φ6.5×6.5㎝（20×10入・陶） 900円
イ291-236 鉄砂唐草黒塗盆  23×14×3.3㎝（60入） 1,500円

イ291-246 アジ口赤汁次  φ7×8.5㎝（175㏄）（10×10入・陶） 1,350円
イ291-256 アジ口緑汁次  φ7×8.5㎝（175㏄）（10×10入・陶） 1,350円
イ291-276 アジ口赤塩入（一ツ穴）  φ4.3×7.5㎝（20×10入・陶） 1,050円
イ291-286 アジ口赤楊子入  φ6.5×6.5㎝（20×10入・陶） 900円

イ291-266 アジ口緑胡椒入（三ツ穴）  φ4.3×7.5㎝（20×10入・陶） 1,050円

イ291-296 アジ口黒塗盆  23×14×3.3㎝（60入） 1,500円

ツ291-306 灰釉汁次（大）  250㏄（10×8入・陶） 1,850円
ツ291-316 灰釉汁次（小）  150㏄（10×8入・陶） 1,650円
ツ291-336 灰釉辛子入  6×5.5㎝（10×8入・陶） 1,100円
ツ291-326 灰釉楊子入  4×5.5×4.5㎝（100入・陶） 910円
カ291-346 カスター盆（大）  22.8×18.2㎝（30入） 1,600円

ホ291-356 鉄砂汁次（小）  φ6.8×9.3㎝（200㏄）（100入・磁） 930円
ホ291-366 鉄砂からし入  φ5.5×6㎝（180入・磁） 800円
ホ291-376 鉄砂コショウ入（三ツ穴）  φ4.3×7.6㎝（180入・磁） 600円
ホ291-386 鉄砂塩入（一ツ穴）  φ4.3×7.6㎝（180入・磁） 600円
ホ291-396 鉄砂楊枝入  φ6.5×5.8㎝（180入・磁） 580円

ネ291-406 黒釉汁次  φ6.2×8㎝（10×10入・磁） 950円
ネ291-416 黒釉辛し入  φ6.1×4.3㎝（10×10入・磁） 800円
ネ291-426 黒釉楊子入  φ4.5×5㎝（10×10入・磁） 380円
ワA291-436 長角カスター台（大）（BR）  約25×9.1×H2.5㎝ 2,750円

ツ291-446 ゆず天目しょうゆ差し（大）  φ8×8.5㎝（250㏄）（80入・磁） 1,350円
ツ291-456 ゆず天目しょうゆ差し（小）  φ7×8㎝（160㏄）（100入・磁） 1,150円
ツ291-466 ゆず天目辛子入  φ6.5×4㎝（100入・磁） 820円
ツ291-476 ゆず天目振掛  φ5×6.5㎝（100入・磁） 710円
ツ291-486 ゆず天目楊子入  φ5.2×5.2㎝（100入・磁） 680円

ヨ291-566 民芸醤油  6.8×12.5㎝（220㏄）（10×10入・磁） 840円
ヨ291-576 民芸ソース  6.8×12.5㎝（220㏄）（10×10入・磁） 840円
ヨ291-586 民芸七味  6.8×8.4㎝（10×20入・磁） 650円
ヨ291-596 民芸胡椒  6.8×8.4㎝（10×20入・磁） 650円
ヨ291-606 民芸塩  6.8×8.4㎝（10×20入・磁） 650円
ヨ291-616 民芸楊子  5×6.8㎝（10×20入・磁） 450円

イ291-626 梨地六兵衛醤油入  φ7.3×13㎝（200㏄）（10×10入・磁） 930円
イ291-636 梨地六兵衛ソース入  φ7.3×13㎝（200㏄）（10×10入・磁） 930円
イ291-646 梨地六兵衛七味入  φ6×10㎝（20×10入・磁） 750円
イ291-656 梨地六兵衛胡椒入  φ6×10㎝（20×10入・磁） 750円
イ291-666 梨地六兵衛塩入  φ6×10㎝（20×10入・磁） 750円
イ291-676 梨地六兵衛楊枝入  φ5.5×5.3㎝（20×10入・磁） 470円
イ291-686 梨地六兵衛黒塗盆  23×14×3.3㎝（60入） 1,500円

イ291-496 黒マット六兵衛醤油入  φ7.3×13㎝（200㏄）（10×10入・磁） 970円
イ291-506 黒マット六兵衛ソース入  φ7.3×13㎝（200㏄）（10×10入・磁） 970円
イ291-516 黒マット六兵衛七味入  φ6×10㎝（20×10入・磁） 800円
イ291-526 黒マット六兵衛胡椒入  φ6×10㎝（20×10入・磁） 800円
イ291-536 黒マット六兵衛塩入  φ6×10㎝（20×10入・磁） 800円
イ291-546 黒マット六兵衛楊枝入  φ5.5×5.3㎝（20×10入・磁） 520円
イ291-556 黒マット六兵衛黒塗盆  23×14×3.3㎝（60入） 1,500円
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ケ292-056 錦十草醤油さし  9.8×7×7.5㎝（150㏄）（磁）（中国） 1,300円
ケ292-066 錦十草受皿  φ9.3×2㎝（磁）（中国） 500円
ケ292-076 錦十草からし入れ  φ6.6×4.3㎝（60㏄）（磁）（中国） 950円
ケ292-086 錦十草ようじ入れ  φ5.7×5.3㎝（70㏄）（磁）（中国） 750円

ケ292-096 青唐草醤油さし  9.8×7×7.5㎝（150㏄）（磁）（中国） 1,300円
ケ292-106 青唐草受皿  φ9.3×2㎝（磁）（中国） 500円
ケ292-116 青唐草からし入れ  φ6.6×4.3㎝（60㏄）（磁）（中国） 950円
ケ292-126 青唐草ようじ入れ  φ5.7×5.3㎝（70㏄）（磁）（中国） 750円
ア292-136 朱小判盆  22×15.7㎝ABS 500円

ケ292-146 流水醤油さし  9.8×7×7.5㎝（150㏄）（磁）（中国） 1,300円
ケ292-156 流水受皿  φ9.3×2㎝（磁）（中国） 500円
ケ292-166 流水からし入れ  φ6.6×4.3㎝（60㏄）（磁）（中国） 950円
ケ292-176 流水ようじ入れ  φ5.7×5.3㎝（70㏄）（磁）（中国） 750円

ケ292-186 風ぐるま醤油さし  9.8×7×7.5㎝（150㏄）（磁）（中国） 1,300円
ケ292-196 風ぐるま受皿  φ9.3×2㎝（磁）（中国） 500円
ケ292-206 風ぐるまからし入れ  φ6.6×4.3㎝（60㏄）（磁）（中国） 950円
ケ292-216 風ぐるまようじ入れ  φ5.7×5.3㎝（70㏄）（磁）（中国） 750円

ケ292-226 かすみ 緑醤油さし  8.5×5×9㎝（115㏄）（磁） 1,900円
ケ292-236 かすみ 黒醤油さし  8.5×5×9㎝（115㏄）（磁） 1,900円
ケ292-246 かすみ 黄醤油さし  8.5×5×9㎝（115㏄）（磁） 1,900円
ケ292-256 かすみ 白醤油さし  8.5×5×9㎝（115㏄）（磁） 1,800円

ソ292-266 にゃんこ（黒） 醤油差し  φ7×7㎝（140㏄）（1入・磁）（有田焼） 1,700円
ソ292-276 花つなぎ（青） 醤油差し  φ7×7㎝（140㏄）（1入・磁）（有田焼） 1,700円
ソ292-286 あさぎり 醤油差し  φ7×7㎝（140㏄）（1入・磁）（有田焼） 1,700円
ソ292-296 白釉 醤油差し  φ7×7㎝（140㏄）（1入・磁）（有田焼） 1,700円

ワA292-366 樽型七味入（クリアー）  φ5.5×7.5㎝ 2,700円
ワA292-376 筒型さんしょ入（クリアー）  φ5×6.2㎝（欅（けやき）材） 2,500円
ワA292-386 樽型七味入  φ5.5×H7.5㎝ 2,600円
ワA292-396 筒型さんしょ入（茶）  φ5×6.2㎝（欅（けやき）材） 2,600円
ワA292-406 筒型塩入（茶）  φ4×7.3㎝（欅（けやき）材） 1,800円

ワA292-416 木製蓋付七味入  φ6.9×3.8㎝（中国） 2,000円
ワA292-426 ごま竹薬味入  3.5×3×10㎝ 1,050円
ワA292-436 すす竹薬味入  3×3×10㎝ 1,150円
ワA292-446 筒型塩入1ツ穴（BR）  φ4×H7.3㎝ 1,800円
ワA292-456 筒型塩入（クリアー）  φ4×7.3㎝（欅（けやき）材） 1,800円

ア292-016 白磁青汁次  
受皿12.3×12.3㎝（汁次120㏄）（磁） 2,200円
ア292-026 白磁赤汁次  
受皿12.3×12.3㎝（汁次120㏄）（磁） 2,400円

ア292-036 赤猫柳汁次  
受皿φ9.4×1.7㎝（汁次150㏄）（磁） 2,400円
ア292-046 青猫柳汁次  
受皿φ9.4×1.7㎝（汁次150㏄）（磁） 2,300円

ホ292-306 美濃伊賀汁次  
10×11㎝（240㏄）（10×8入・磁） 840円
ミ292-316 織部ショーユ差  
10.5×7.5×10.6㎝（230㏄）（100入・陶） 1,950円
カ292-326 青梅紋汁次  
180㏄（100入・磁） 850円

ワA292-336 瓢型七味入（大）（クリアー）  
φ5.7×10㎝ 2,700円
ワA292-346 瓢型七味入（大）  
φ5.7×H9.5㎝ 2,600円
ワA292-356 瓢型七味入（小）  
φ5×H7.5㎝ 2,000円
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ケ293-016 黒びぜんソース醤油入れ  7.6×5×10.3㎝（磁） 1,900円
ケ293-026 黒びぜんからし入れ  φ6.2×6.7㎝（磁） 900円
ケ293-036 からしスプーン 小  8.5㎝ 250円
ケ293-046 黒びぜんようじ立て  3.7×4.2×5.1㎝（磁） 700円
ケ293-056 黒びぜん21.5㎝細長カスター皿  21.8×8.8×1.4㎝（磁） 1,800円

ケ293-066 黒びぜん醤油さし  7.7×5.1×10㎝（120㏄）（磁） 2,200円
ケ293-076 黒びぜんからし入れ（大）  6.3×6.3×4.9㎝（磁） 1,400円
ケ293-086 からしスプーン 小  8.5㎝ 250円
ケ293-096 黒びぜんようじたて  4.1×4.1×4.4㎝（磁） 800円
ケ293-106 黒びぜん21㎝長角トレー  21.2×8.3×1㎝（磁） 1,500円

テ293-116 トルコ口切やくみ入れ（大）  φ9.5×8.3㎝（80入） 2,000円
テ293-126 トルコ口切やくみ入れ（小）  φ8×5.5㎝（100入） 1,650円
テ293-136 粉引口切やくみ入れ（大）  φ9.5×8.3㎝（80入） 2,000円
ワA293-146 竹スプーン（P） 薬味用  10×1.8㎝ 300円
テ293-156 粉引口切やくみ入れ（小）  φ8×5.5㎝（100入） 1,650円
ワA293-166 竹スプーン（S） 薬味用  9×1.4㎝ 300円

ケ293-176 錦織醤油さし 角  7.7×5.1×10㎝（磁） 2,200円
ケ293-186 錦織からし入れ 大  φ6.3×4.9㎝（磁） 1,500円
ケ293-196 錦織からし入れ 小  φ5.2×4.8㎝（磁） 1,400円
ケ293-206 からしスプーン 小  8.5㎝ 250円
ケ293-216 錦織楊子たて 角  φ4.1×4.4㎝（磁） 750円
ケ293-226 錦織21㎝長角トレー  21.2×8.3×1㎝（磁） 1,600円

ケ293-236 紬醤油さし 丸  7.6×5×10.3㎝（磁） 2,200円
ケ293-246 紬からし入れ 大  φ6.3×4.9㎝（磁） 1,500円
ケ293-256 紬からし入れ 小  φ5.2×4.8㎝（磁） 1,400円
ケ293-266 からしスプーン 小  8.5㎝ 250円
ケ293-276 紬楊子たて 丸  φ4.2×5.1㎝（磁） 750円
ケ293-286 紬21㎝長角トレー  21.2×8.3×1㎝（磁） 1,600円

ウ293-356 備前風変形汁次（小）  9.8×8.2×7.8㎝（270㏄）（10×8入・磁） 1,430円
ウ293-366 備前風変形汁次（ミニ）  8.8×7.5×6.8㎝（200㏄）（10×10入・磁） 1,200円
ウ293-376 備前風変形汁次（マイクロ）  7.9×6.7×6.1㎝（130㏄）（20×6入・磁） 1,060円
カ293-386 黒備前片口（小）  8×6.3×5.6㎝（120入・陶） 1,350円

カ293-296 粉引青磁片口（小）  
8×6.3×5.6㎝（120入・陶） 1,350円
テ293-306 備前風ドレッシング入れ  
8.5×6.5×5.8㎝（120㏄）（10×12入・陶） 1,350円
テ293-316 粉引瑠璃巻ピッチャー  
φ5.5×6.5㎝（100㏄）（120入） 1,450円

ト293-326 粉引風変形汁次（中）  
9.8×8.2×7.8㎝（270㏄）（100入・磁） 1,080円
ト293-336 粉引風変形汁次（ミニ）  
8.8×7.2×6.8㎝（200㏄）（120入・磁） 930円
ト293-346 粉引風変形汁次（マイクロ）  
7.9×6.5×6.1㎝（130㏄）（160入・磁） 820円

カ293-396 トルコピッチャー大  
φ5.8×5.3×5㎝（50㏄）（100入・陶） 690円
カ293-406 トルコピッチャー小  
φ4.6×4.3×3.9㎝（35㏄）（120入・陶） 450円
カ293-416 オルジェフィット片口  
7.7×6.1×3.7㎝（120入・磁） 420円
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ホ294-066 赤釉切込5号かめ  14×12.3㎝（850㏄）（24入・陶） 1,860円
ホ294-076 赤釉切込4号かめ  12×11㎝（600㏄）（30入・陶） 1,400円
ホ294-086 赤釉切込3号かめ  11×9.5㎝（400㏄）（50入・陶） 1,160円

カ294-146 
口切り赤甘口3号カメ  
400㏄（48入・陶）
1,200円

ホ294-016 赤釉流口切4号カメ  12×11㎝（600㏄）（30入・陶） 1,350円
ホ294-026 赤釉流口切3号カメ  11×9.5㎝（400㏄）（50入・陶） 1,150円
ホ294-036 赤釉流口切2号カメ  9.5×8.5㎝（270㏄）（60入・陶） 880円
カ294-046 赤釉流口切1号カメ  7×7.5㎝（100入・陶） 750円
カ294-056 赤釉流口切ミニカメ  6×7㎝（120入・陶） 580円

カ294-156 
口切り赤甘口2号カメ  
300㏄（64入・陶）
970円

カ294-166 
口切り天目辛口3号カメ  
400㏄（64入・陶）
1,200円

カ294-176 
口切り天目辛口2号カメ  
300㏄（80入・陶）
970円

カ294-186 
口切ヒスイ3号カメ  
10.5×9.8㎝（400㏄）（64入・陶）
1,100円

カ294-196 
口切ヒスイ2号カメ  
9.3×9㎝（300㏄）（80入・陶）
900円

カ294-206 
12㎝竹トング  
12㎝（1000入）
920円

ミ294-216 織部切立飯器の身  
φ13.2×8㎝（500㏄）（30入・陶） 2,250円
ミ294-226 焼杉切り込み木蓋  
15.2×14.2×1.8㎝（200入） 800円

ミ294-236 新志野芦柄杓  
22×3.6㎝（200入） 820円
ミ294-246 新志野芦ソース入（木ブタ付）  
φ11.3×9.2㎝（500㏄）（30入・陶） 2,200円

ミ294-256 
青釉オリベソース入（木ブタ付）  
φ10.5×7.8㎝（380㏄）（30入・陶）
2,460円

カ294-266 口切漬物カメ荒土織部流し  
9×7.5㎝（60入・陶） 1,300円
カ294-276 八角焼杉木蓋  
9.5×9.5×5㎝（200入） 500円

オ294-286 天目口切かめ3号  
9.3×10㎝（36入・陶） 1,050円
オ294-296 天目口切かめ2号  
8×9㎝（48入・陶） 780円

オ294-306 天目口切かめ1号  
7×7.5㎝（60入・陶） 650円
オ294-316 天目口切かめミニ  
6×7㎝（80入・陶） 520円

テ294-326 
備前風たれポット  
13.5×9.5×15.5㎝（400㏄）（3×8入・陶）
4,300円

テ294-336 
赤釉タレ入（大）  
600㏄（4×10入・陶）
1,680円

テ294-346 
赤釉タレ入（小）  
320㏄（4×10入・陶）
1,100円

テ294-356 白唐津タレ入（大）  
600㏄（4×10入・陶） 1,680円
テ294-366 白唐津タレ入（小）  
320㏄（4×10入・陶） 1,100円

ホ294-376 
黄瀬戸ビードロ切込み蓋物  
φ8.3×9㎝（200㏄）（90入・陶）
1,000円

ホ294-386 黒伊賀切込み蓋物  
φ8.3×9㎝（200㏄）（90入・陶） 1,000円
カ294-396 トング  
10㎝（500入） 480円

キ294-406 
鉄釉タレ入  
530㏄（36入・磁）
2,050円

イ294-446 十草ドレッシング（大）  
12×6㎝（80入・陶） 1,650円
イ294-456 十草ドレッシング（小）  
10×5㎝（100入・陶） 1,100円

テ294-466 
伊賀白ハートドレッシング  
8.8×9.5×5㎝（210㏄）（80入・陶）
1,300円

テ294-416 織部流ドレッシング（大）  12×13×6.5㎝（320㏄）（40入・陶） 2,400円
テ294-426 織部流ドレッシング（中）  10.5×11.5×5.8㎝（200㏄）（60入・陶） 1,650円
テ294-436 織部流ドレッシング（小）  9.5×9.8×5㎝（120㏄）（80入・陶） 1,200円

テ294-096 備前風口切タレ入5合  13×12㎝（1000㏄）（27入・陶） 1,800円
テ294-106 備前風口切タレ入3合  10.5×9.5㎝（450㏄）（48入・陶） 1,200円
テ294-116 備前風口切タレ入2合  9×8.5㎝（300㏄）（6×10入・陶） 850円
テ294-126 備前風口切タレ入1合  8×7㎝（200㏄）（10×8入・陶） 760円
ワC294-136 （竹）ひ杓  φ3×23㎝（中国） 650円
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ホ295-016 天目5号  14×12.3㎝（1200㏄）（24入・陶） 1,820円
ホ295-026 天目4号  12×11㎝（800㏄）（30入・陶） 1,300円
ホ295-036 天目3号  11×9.5㎝（600㏄）（50入・陶） 1,160円
ホ295-046 天目2号  9.5×8.5㎝（400㏄）（60入・陶） 890円

テ295-056 赤釉流5号かめ  1200㏄（1×27入・陶） 1,750円
テ295-066 赤釉流4号かめ  750㏄（1×36入・陶） 1,200円
テ295-076 赤釉流3号かめ  500㏄（1×48入・陶） 1,000円
テ295-086 赤釉流2号かめ  350㏄（6×10入・陶） 780円
テ295-096 赤釉流1号かめ  200㏄（10×12入・陶） 620円

テ295-106 貫入5号かめ  1200㏄（1×27入・陶） 1,750円
テ295-116 貫入4号かめ  750㏄（1×36入・陶） 1,200円
テ295-126 貫入3号かめ  500㏄（1×48入・陶） 1,000円
テ295-136 貫入2号かめ  350㏄（6×10入・陶） 780円
テ295-146 貫入1号かめ  200㏄（10×12入・陶） 620円

ホ295-156 織部2号カメ  
φ9×10㎝（240㏄）（60入・陶） 650円
ホ295-166 織部1号カメ  
φ7.5×8㎝（110㏄）（100入・陶） 520円

ホ295-176 茶2号カメ  
φ9×10㎝（240㏄）（60入・陶） 650円
ホ295-186 茶1号カメ  
φ7.5×8㎝（110㏄）（100入・陶） 520円

カ295-196 
銀彩蓋もの  
φ8.5×7.5㎝（60入・磁）
800円

ホ295-206 
粉引蓋物  
φ9.5×7.5㎝（240㏄）（80入・磁）
750円

ホ295-216 
新伊賀ミニ蓋物  
8×6.5㎝（160㏄）（80入・磁）
440円

イ295-226 黒釉口切蓋物 3号  φ12×12.5㎝（550㏄）（24入・陶） 1,200円
イ295-236 黒釉口切蓋物 2号  φ10×11.3㎝（380㏄）（36入・陶） 900円
イ295-246 黒釉口切蓋物 1号  φ9×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 750円

イ295-256 伊賀風口切蓋物 3号  φ12×12.5㎝（550㏄）（24入・陶） 1,200円
イ295-266 伊賀風口切蓋物 2号  φ10×11.3㎝（380㏄）（36入・陶） 900円
イ295-276 伊賀風口切蓋物 1号  φ9×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 750円

テ295-286 
白口切切立たれ入れ  
φ9×11㎝（250㏄）（48入）
860円

テ295-296 
赤口切切立たれ入れ  
φ9×11㎝（250㏄）（48入）
860円

テ295-306 
黒口切切立たれ入れ  
φ9×11㎝（250㏄）（48入）
860円

キ295-316 
ゆず赤結晶ラスター角型蓋物  
7.5×7.5×5.1㎝（80入・磁）
3,000円

キ295-326 
ブラックプラチナ角型蓋物  
7.5×7.5×5.1㎝（80入・磁）
3,000円

ウ295-336 古染桔梗二段重（中）  
φ9.6×8.8㎝（60入・磁） 2,650円
ウ295-346 古染桔梗二段重（小）  
φ7×6㎝（80入・磁） 2,050円

ウ295-356 網画二段重（中）  
φ9.6×8.8㎝（60入・磁） 2,650円
ウ295-366 網画二段重（小）  
φ7×6㎝（80入・磁） 2,050円

ウ295-376 
吹墨四角二段重  
6.8×8㎝（60入・磁）
2,100円

ウ295-386 
志野四角二段重  
6.8×8㎝（60入・磁）
1,500円

ウ295-396 
黒釉四角二段重  
6.8×8㎝（60入・磁）
1,750円

ト295-406 椿小蓋物（ふたと身）  
8×8×4.8㎝（80入・磁） 1,300円
ト295-416 椿小蓋物（身のみ）  
8×8×4.2㎝（100入・磁） 680円

テ295-426 
粉引唐津箸立て  
8×10.7㎝（60入・陶）
1,500円

イ295-436 
ホワイトしゃもじ立て  
5×10×10㎝（60入・磁）
1,450円

イ295-446 
トマトベージュしゃもじ立て  
5×10×10㎝（60入・磁）
1,450円

タ295-456 
白吹天目箸立  
φ6.4×12.8㎝（20入・陶）
990円

タ295-466 
伊賀オリベ箸立  
φ6.4×12.8㎝（20入・陶）
990円

ウ295-476 
黒伊賀串し刺  
φ7×11㎝（10×8入・陶）
1,500円

カ295-486 
土アメ釉くし立て  
5.8×11.8㎝（60入・磁）
1,400円
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ホ296-016 白うずラインそば徳利（大）  
φ8.5×10㎝（300㏄）（10×8入・磁） 1,150円
ホ296-026 白うずラインそば徳利（小）  
φ7.5×8㎝（200㏄）（10×10入・磁） 980円
ホ296-036 白うずラインそば猪口  
φ8.5×6.5㎝（120入・磁） 840円

ホ296-046 白うずライン薬味皿  
φ8×2㎝（160入・磁） 580円
ホ296-056 白うずライン7.0めん皿  
φ22.5×4㎝（30入・磁） 2,600円

ウ296-066 焼締そば徳利（大）  9.6×10.5㎝（420㏄）（10×6入・磁） 1,800円
ウ296-076 焼締そば徳利（中）  7.6×8.5㎝（240㏄）（10×8入・磁） 1,450円
ウ296-086 焼締そば徳利（小）  7.4×8.3㎝（200㏄）（10×10入・磁） 1,150円
ウ296-096 焼締そば猪口  φ8.8×5.8㎝（120入・磁） 950円
ウ296-106 焼締薬味皿  φ9.8×1.7㎝（180入・磁） 600円

ウ296-116 焼締三品皿（大）  20.4×9.5×2.3㎝（80入・磁） 1,400円
ウ296-126 焼締三品皿（小）  16.6×6×2.9㎝（100入・磁） 1,050円
ウ296-136 焼締二品皿（大）  15×9×2.3㎝（100入・磁） 1,050円
ウ296-146 焼締二品皿（小）  11.3×5.8×2.9㎝（120入・磁） 700円

イ296-156 白盛竹十草2合そば徳利  
270㏄（10×8入・磁） 1,650円
イ296-166 白盛竹十草1合そば徳利  
190㏄（20×5入・磁） 1,200円
イ296-176 白盛竹十草うどん猪口  
9.3×6.8㎝（80入・磁） 1,100円

イ296-186 白盛竹十草そば猪口  
8×6.5㎝（100入・磁） 860円
イ296-196 白盛竹十草うどん薬味皿  
9.5×2㎝（200入・磁） 860円
イ296-206 白盛竹十草そば薬味皿  
8.7×2㎝（200入・磁） 690円

テ296-216 錆呉須巻そば徳利  
150㏄（10×10入・陶） 1,400円
テ296-226 錆呉須巻4.0小鉢  
12×6（50入・陶） 1,600円
テ296-236 錆呉須巻3.3小鉢  
10×5.5（100入・陶） 1,050円

テ296-246 錆呉須巻玉渕そば猪口  
9×6.5㎝（100入・陶） 1,400円
テ296-256 錆呉須巻小皿  
9.5㎝（300入・陶） 770円

テ296-266 ユズ天目2号徳利  
270㏄（10×10入・陶） 1,350円
テ296-276 ユズ天目1号徳利  
170㏄（10×12入・陶） 750円
テ296-286 ユズ天目そば猪口  
8.5×5.6㎝（140入・陶） 530円

テ296-296 ユズ天目小皿  
8.5㎝（300入・陶） 390円
テ296-306 ユズ天目二ツ切皿  
12.3×7㎝（80入・陶） 770円

カ296-316 さがの二合徳利  
8.5×7.8×9.8㎝（320㏄）（40入・磁） 1,320円
カ296-326 さがの一合徳利  
φ8×7.5㎝（180㏄）（60入・磁） 1,200円
カ296-336 さがのそば千代口  
8.5×6.6㎝（80入・磁） 560円

カ296-346 さがの薬味皿  
8.9×1.9㎝（120入・磁） 440円
カ296-356 さがの二品皿  
13.5×7×1.4㎝（80入・磁） 700円

ミ296-416 引出天目松竹梅ソバ徳利  
8×8.7㎝（170㏄）（10×12入・陶） 1,200円
ミ296-426 引出天目松竹梅ソバ猪口  
φ9.5×6.7㎝（100入・陶） 1,200円

ミ296-436 引出天目松竹梅切立30皿  
φ9.5×2㎝（200入・陶） 630円
ミ296-446 引出天目松竹梅二ツ切薬味皿（小）  
12.8×8×2.8㎝（80入・陶） 1,950円

ト296-516 黒水晶ダシ入  
320㏄（15×5入・磁） 820円
ト296-526 黒水晶そば猪口  
8.2×6.5㎝（10×12入・磁） 540円

ト296-536 黒水晶薬味皿  
15.5×9×2.5㎝（80入・磁） 570円
ト296-546 黒水晶3.0深皿  
9.8×2.5㎝（160入・磁） 300円

キ296-456 備前風そば徳利（大）  
φ8×8㎝（230㏄）（120入・磁） 1,180円
キ296-466 備前風そば徳利（小）  
φ7.5×7.5㎝（170㏄）（120入・磁） 930円
キ296-476 備前風そば猪口（大）  
φ8.2×6.5㎝（120入・磁） 590円

キ296-486 備前風そば猪口（小）  
φ8.2×5.5㎝（120入・磁） 570円
キ296-496 備前風丸薬味皿  
φ9.3×2㎝（200入・磁） 340円
キ296-506 備前風二ツ仕切皿  
13.5×7.7×2.5㎝（100入・磁） 930円

ユ296-366 十草二合そば徳利  
300㏄（60入・磁） 1,300円
ユ296-376 十草一合そば徳利  
180㏄（80入・磁） 800円
ユ296-386 十草そば猪口  
φ8×5.7㎝（120入・磁） 530円

ユ296-396 十草小皿  
φ8.5×2㎝（150入・磁） 400円
ユ296-406 十草二ツ切皿  
12.5×7×2㎝（80入・磁） 780円
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カ297-136 ツキそば徳利（白磁）  230㏄（80入・磁） 1,800円
カ297-146 ツキ猪口（白磁）  8.6×6.2㎝（100入・磁） 880円
カ297-156 ツキおろし小皿（白磁）  10.6×1.8㎝（120入・磁） 1,170円
ア297-166 白磁オロシ箸置珍味千代口  8.6×7.9×1.5㎝（200入・磁） 650円

テ297-016 粉引青磁片口たれ入れ  200㏄（60入・陶） 2,500円
テ297-026 粉引青磁そば猪口  8.3×6.5㎝（120入・陶） 1,050円
テ297-036 粉引青磁小皿  8.7×1.8㎝（300入・陶） 930円

ミ297-046 かいらぎ風赤絵そば徳利  9.5×7.5×8㎝（220㏄）（80入・磁） 1,600円
ミ297-056 かいらぎ風赤絵そば猪口  8.7×6.5㎝（100入・磁） 1,400円
ミ297-066 かいらぎ風赤絵ヤクミ皿  φ8.7×2㎝（200入・磁） 780円

テ297-076 黒備前菊割小徳利  φ6.5×8㎝（180㏄）（80入・陶） 1,800円
テ297-086 黒備前そば猪口  φ8×6.5㎝（120入・陶） 1,000円
テ297-096 黒備前小皿  φ8.7㎝（300入・陶） 900円

テ297-106 織部菊割小徳利  φ6.5×8㎝（180㏄）（80入・陶） 1,800円
テ297-116 織部そば猪口  φ8×6.5㎝（120入・陶） 1,000円
テ297-126 織部小皿  φ8.7㎝（300入・陶） 900円

テ297-176 新万暦そば徳利  160㏄（100入・磁） 1,600円
テ297-186 新万暦そば猪口  φ8.5×6.5㎝（120入・磁） 1,500円
テ297-196 新万暦小皿  φ9×1.8㎝（300入・磁） 940円

ユ297-206 結晶渦字紋そば徳利（大）  300㏄（60入・磁） 1,600円
ユ297-216 結晶渦字紋そば徳利（小）  約220㏄（60入・磁） 1,400円
ユ297-226 結晶渦字紋そば猪口  φ8.5×6.5㎝（80入・磁） 1,200円
ユ297-236 結晶渦字紋小皿  φ8.5×2㎝（120入・磁） 680円

テ297-246 春慶そば徳利  150㏄（10×10入・陶） 1,550円
テ297-256 春慶そば猪口  8.8×6.5㎝（120入・陶） 1,550円
テ297-266 春慶小皿  9㎝（300入・陶） 830円

ツ297-276 十草そば徳利（大）  約270㏄（10×8入・磁） 1,520円
ツ297-286 十草そば徳利（小）  約180㏄（10×8入・磁） 1,220円
ツ297-296 十草そば猪口  8.3×6.6㎝（100入・磁） 1,050円
ツ297-306 十草小皿  8.5×2㎝（120入・磁） 750円

ユ297-316 益子十草そば徳利（大）  300㏄（60入・磁） 1,600円
ユ297-326 益子十草そば徳利（小）  220㏄（60入・磁） 1,400円
ユ297-336 益子十草そば猪口  φ8.5×6.5㎝（80入・磁） 1,200円
ユ297-346 益子十草薬味皿  φ8.5×2㎝（120入・磁） 680円

ミ297-356 呉須刷毛格子 そば徳利（大）  11×9.3×9.2㎝（340㏄）（60入・磁） 1,550円
ミ297-366 呉須刷毛格子 そば徳利（小）  9×8×7.9㎝（220㏄）（80入・磁） 1,250円
ミ297-376 呉須刷毛格子 そば猪口  φ9×6.7㎝（100入・磁） 1,150円
ミ297-386 呉須刷毛格子 薬味皿  φ8.8×2.2㎝（180入・磁） 700円

テ297-396 益子赤丸紋そば徳利  150㏄（20×5入・磁） 1,400円
テ297-406 益子赤丸紋そば猪口  8.2×6.2㎝（120入・磁） 1,250円
テ297-416 益子丸紋小皿  9.2㎝（300入・磁） 720円

テ297-426 粉引刷毛そば徳利  200㏄（10×10入・陶） 1,400円
テ297-436 粉引刷毛猪口  8×6.5㎝（120入・陶） 1,050円
テ297-446 粉引刷毛小皿  8.7㎝（300入・陶） 930円

テ297-456 藍市松青海波玉そば徳利  φ8.3×9.5㎝（150㏄）（100入） 1,350円
テ297-466 藍市松青海波玉そば猪口  φ9.5×7.2㎝（240㏄）（120入） 1,300円
テ297-476 藍市松青海波玉小皿  φ9.5×2㎝（240入） 900円

テ297-486 赤市松青海波玉そば徳利  φ8.3×9.5㎝（150㏄）（100入） 1,350円
テ297-496 赤市松青海波玉そば猪口  φ9.5×7.2㎝（240㏄）（120入） 1,300円
テ297-506 赤市松青海波玉小皿  φ9.5×2㎝（240入） 900円

テ297-516 水玉十草徳利（小）  200㏄（20×5入・磁） 1,400円
テ297-526 水玉十草猪口  8.5×6.5㎝（120入・磁） 1,250円
テ297-536 水玉十草小皿  9㎝（300入・磁） 900円

ユ297-546 美濃伊賀千段そば徳利  150㏄（80入・陶） 1,200円
ユ297-556 美濃伊賀千段玉そば猪口  φ9×7.5㎝（80入・陶） 1,050円
ユ297-566 美濃伊賀千段玉3.3皿  φ9.5×2㎝（150入・陶） 620円

ロ297-576 点  々黒 そば徳利（小）  φ8×8.5㎝（240㏄）（80入・陶） 1,180円
ロ297-586 点  々黒 そば千代口  φ7.6×7.4㎝（180㏄）（100入・陶） 780円
ロ297-596 点  々黒 薬味皿  φ9×2㎝（200入・陶） 630円

ロ297-606 点  々赤 そば徳利（小）  φ8×8.5㎝（240㏄）（80入・陶） 1,180円
ロ297-616 点  々赤 そば千代口  φ7.6×7.4㎝（180㏄）（100入・陶） 780円
ロ297-626 点  々赤 薬味皿  φ9×2㎝（200入・陶） 630円

ウ297-636 備前白流そば二合  8.8×10㎝（290㏄）（10×6入・磁） 1,180円
ウ297-646 備前白流そば一合  8.4×8.2㎝（220㏄）（10×8入・磁） 730円
ウ297-656 備前白流そば猪口  φ8×5.5㎝（120入・磁） 470円
ウ297-666 備前白流薬味皿  φ8.2×2㎝（200入・磁） 350円
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ト298-016 湖騒そば徳利（大）  300㏄（20×5入・磁） 1,450円
ト298-026 湖騒そば徳利（小）  190㏄（20×6入・磁） 1,200円
ト298-036 湖騒そば猪口  8.2×6.7㎝（10×12入・磁） 1,050円
ト298-046 湖騒小皿  φ9.5㎝（160入・磁） 700円

ユ298-056 錆渦そば徳利（大）  290cc㏄（60入・磁） 1,300円
ユ298-066 錆渦そば徳利（小）  180cc㏄（60入・磁） 950円
ユ298-076 錆渦そば猪口  φ8.3×6.5㎝（80入・磁） 780円
ユ298-086 錆渦薬味皿  φ9.5×1.8㎝（120入・磁） 530円

タ298-096 黒雲竜つゆ入れ（大）  8.4×7.5×11.5㎝（470㏄）（40入・磁） 1,320円
タ298-106 黒雲竜つゆ入れ（小）  6.8×6×9㎝（240㏄）（60入・磁） 770円
タ298-116 黒雲竜そば千代口  φ9.5×7.3㎝（60入・磁） 700円
タ298-126 黒雲竜3.0皿  φ9.5×2.3㎝（120入・磁） 420円

ネ298-136 流水2合徳利  φ8.5×10㎝（300㏄）（10×8入・磁） 1,000円
ネ298-146 流水1合徳利  φ7.5×8㎝（180㏄）（20×6入・磁） 880円
ネ298-156 流水そば猪口  8.5×6.5㎝（120入・磁） 850円
ネ298-166 流水薬味皿  φ9㎝（200入・磁） 550円

オ298-176 タコ唐草そば徳利（大）  7.2×6.5×10.3㎝（60入・磁） 1,080円
オ298-186 タコ唐草そば徳利（小）  5.8×8㎝（80入・磁） 940円
オ298-196 タコ唐草そば猪口  8.7×6.1㎝（100入・磁） 850円
オ298-206 タコ唐草薬味皿  9.2×2㎝（200入・磁） 560円

ヤ298-216 石焼織部笹2号そば徳利  10.5㎝（300㏄）（100入・磁） 800円
ヤ298-226 石焼織部笹1号そば徳利  9㎝（200㏄）（120入・磁） 680円
ヤ298-236 石焼織部笹そば猪口  φ8.5×6.3㎝（180㏄）（120入・磁） 580円
ヤ298-246 石焼織部笹薬味小皿  φ9㎝（200入・磁） 380円

カ298-256 古染桔梗1号そば徳利  160㏄（100入・磁） 1,200円
カ298-266 古染桔梗そば猪口  8.2×6.5㎝（80入・磁） 1,120円
カ298-276 古染桔梗薬味皿  8.3×1㎝（120入・磁） 610円

カ298-286 邸部風花紋玉1号そば徳利  9㎝（200㏄）（100入・磁） 1,250円
カ298-296 邸部風花紋玉そば猪口  φ9×6.7㎝（80入・磁） 1,250円
カ298-306 邸部風花紋切立3.3薬味皿  φ9.5×2㎝（120入・磁） 650円

ユ298-316 備前黒吹そば徳利  150㏄（80入・陶） 1,300円
ユ298-326 備前黒吹玉そば猪口  φ9×7㎝（80入・陶） 1,300円
ユ298-336 備前黒吹玉3.3皿  φ9×2㎝（150入・陶） 680円

カ298-346 呉須線1号徳利  φ7×8.2㎝（150㏄）（60入・磁） 1,200円
カ298-356 呉須線そば千代口  φ8×6.1㎝（80入・磁） 800円
カ298-366 呉須線薬味皿  φ8.6×1.5㎝（150入・磁） 600円

テ298-376 真黒マット朱十草そば徳利  200㏄（100入） 1,150円
テ298-386 真黒マット朱十草そば猪口  φ8.3×8.6㎝（120入） 850円
テ298-396 真黒マット朱十草小皿  φ9.7×2㎝（300入） 580円

テ298-406 真白マット朱十草そば徳利  200㏄（100入） 1,150円
テ298-416 真白マット朱十草そば猪口  φ8.3×8.6㎝（120入） 850円
テ298-426 真白マット朱十草小皿  φ9.7×2㎝（300入） 580円

ユ298-436 織部市松そば徳利  150㏄（80入・陶） 1,200円
ユ298-446 織部市松玉そば猪口  φ9×7㎝（80入・陶） 1,050円
ユ298-456 織部市松玉3.3皿  φ9×2㎝（150入・陶） 620円

テ298-466 真ゴス巻ラインそば徳利  200㏄（100入） 1,150円
テ298-476 真ゴス巻ラインそば猪口  φ8.3×8.6㎝（120入） 850円
テ298-486 真ゴス巻ライン小皿  φ9.7×2㎝（300入） 580円

ア298-496 三ツ足粉引そば徳利  8.5×9.2㎝（230㏄）（60入・磁） 1,050円
ア298-506 三ツ足粉引小鉢  9.8×7㎝（80入・磁） 820円
ア298-516 三ツ足粉引3.0深皿  9.6×2.4㎝（160入・磁） 580円

ア298-526 三ツ足伊良保そば徳利  8.5×9.2㎝（230㏄）（60入・磁） 1,050円
ア298-536 三ツ足伊良保小鉢  9.8×7㎝（80入・磁） 820円
ア298-546 三ツ足伊良保3.0深皿  9.6×2.4㎝（160入・磁） 580円

ア298-556 ルリ刷毛そば2号徳利  8.7×9.4㎝（320㏄）（60入・磁） 900円
ア298-566 ルリ刷毛そば猪口  8.5×7㎝（100入・磁） 550円
ア298-576 ルリ刷毛深小皿  φ10×2.5㎝（200入・磁） 310円

ユ298-586 曙唐草 そば徳利  200㏄（60入・磁） 950円
ユ298-596 曙唐草 そば猪口  φ9×6.5㎝（60入・磁） 800円
ユ298-606 曙唐草 薬味皿  φ9×1.5㎝（120入・磁） 530円

ハ298-616 すみだ藍そば徳利（ガラス）  220㏄（6×8入）（手造り） 2,350円
ハ298-626 すみだ藍そば猪口（ガラス）  φ8×6.5㎝（6×12入）（手造り） 1,750円
ハ298-636 すみだ藍薬味皿（ガラス）  φ8.5×1.5㎝（6×20入）（手造り） 1,280円

ハ298-646 すみだスキそば徳利（ガラス）  220㏄（6×8入）（手造り） 2,150円
ハ298-656 すみだスキそば猪口（ガラス）  φ8×6.5㎝（6×12入）（手造り） 1,580円
ハ298-666 すみだスキ薬味皿（ガラス）  φ8.5×1.5㎝（6×20入）（手造り） 1,080円
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ト299-016 一珍渦笹そば徳利（大）  220㏄（15×5入・磁） 1,000円
ト299-026 一珍渦笹そば徳利（小）  150㏄（15×6入・磁） 860円
ト299-036 一珍渦笹そば猪口  8.5×6.5㎝（10×12入・磁） 780円
ト299-046 一珍渦笹小皿  φ9.2㎝（160入・磁） 500円

タ299-056 白刷毛そば徳利（大）  300㏄（60入・磁） 990円
タ299-066 白刷毛そば徳利（小）  200㏄（60入・磁） 860円
タ299-076 白刷毛そば猪口  φ8.5×6.6㎝（60入・磁） 760円
タ299-086 白刷毛薬味皿  φ9.2×1.8㎝（120入・磁） 540円

テ299-096 古染瓢2本線徳利  300㏄（10×10入・磁） 940円
テ299-106 古染瓢1本線徳利  200㏄（10×12入・磁） 550円
テ299-116 古染瓢そば猪口  8.5×5.8㎝（140入・磁） 400円
テ299-126 古染瓢小皿  8.5㎝（300入・磁） 310円
テ299-136 古染瓢二ツ切皿  12.3×7㎝（80入・磁） 630円

イ299-146 黒結晶白刷毛そば徳利  220㏄（80入・磁） 830円
イ299-156 黒結晶白刷毛そば千代口  φ8.5×7㎝（80入・磁） 510円
イ299-166 黒結晶白刷毛そば薬味皿  φ9.3×2.6㎝（200入・磁） 330円

ウ299-176 クリーム梨地十草そば一合  φ8.2×8.1㎝（10入・磁） 830円
ウ299-186 クリーム梨地十草そば猪口  φ8.3×5.7㎝（100入・磁） 470円
ウ299-196 クリーム梨地十草薬味皿  φ8.6×2.2㎝（200入・磁） 360円

ウ299-206 御本粉引そば一合徳利  φ7.4×9.4㎝（10×8入・陶） 830円
ウ299-216 御本粉引そば猪口  φ8.4×5.8㎝（120入・陶） 520円
ウ299-226 御本粉引薬味皿  φ8.8×2.1㎝（200入・陶） 370円

イ299-236 粉引白刷毛そば徳利  220㏄（80入・磁） 830円
イ299-246 粉引白刷毛そば千代口  φ8.5×7㎝（80入・磁） 510円
イ299-256 粉引白刷毛そば薬味皿  φ9.3×2.6㎝（200入・磁） 330円

タ299-266 白吹天目そば徳利（大）  φ8.7×8.8㎝（270㏄）（60入・磁） 750円
タ299-276 白吹天目そば徳利（小）  φ8.3×7.9㎝（200㏄）（60入・磁） 650円
タ299-286 白吹天目千代口  φ8.2×6.5㎝（60入・磁） 500円
タ299-296 白吹天目薬味皿  φ8.4×2.2㎝（120入・磁） 360円

タ299-306 伊賀織部そば徳利（大）  φ8.7×8.8㎝（270㏄）（60入・磁） 750円
タ299-316 伊賀織部そば徳利（小）  φ8.3×7.9㎝（200㏄）（60入・磁） 650円
タ299-326 伊賀織部千代口  φ8.2×6.5㎝（60入・磁） 500円
タ299-336 伊賀織部薬味皿  φ8.4×2.2㎝（120入・磁） 360円

ト299-346 唐津 そば徳利  φ8×7.9㎝（60入・磁） 850円
ト299-356 唐津 猪口  φ8.2×6.3㎝（120入・磁） 470円
ト299-366 唐津 薬味小皿  φ9.5×1.8㎝（120入・磁） 280円

ハ299-376 志野サビ刷毛そば徳利  φ9×11.5㎝（350㏄）（10×8入・磁） 760円
ハ299-386 志野サビ刷毛そば猪口  8.5×7㎝（200㏄）（120入・磁） 400円
ハ299-396 志野サビ刷毛3.0薬味皿  φ9×1.7㎝（240入・磁） 290円

ロ299-406 白釉錆刷毛そば猪口  φ9.8×7.5㎝（100入・磁） 800円
ロ299-416 白釉錆刷毛薬味皿  φ10.4×1.5㎝（200入・磁） 500円
ロ299-426 黒釉白刷毛そば猪口  φ9.8×7.5㎝（100入・磁） 800円
ロ299-436 黒釉白刷毛薬味皿  φ10.4×1.5㎝（200入・磁） 500円

ホ299-446 
織部唐草徳利むし  
10×14.5㎝（徳利160㏄･鉢320㏄）（40入・磁）
2,600円

ホ299-456 
二色十草徳利むし  
10×14.5㎝（徳利160㏄･鉢320㏄）（40入・磁）
2,600円

カ299-466 七宝千鳥そば千代口  
φ8×6.5㎝（80入・磁） 600円
カ299-476 七宝千鳥3.0皿  
φ9.3×1.7㎝（120入・磁） 360円

カ299-486 富士千鳥そば千代口  
φ8×6.5㎝（80入・磁） 600円
カ299-496 富士千鳥3.0皿  
φ9.3×1.7㎝（120入・磁） 360円

カ299-506 梅千鳥そば千代口  
φ8×6.5㎝（80入・磁） 600円
カ299-516 梅千鳥3.0皿  
φ9.3×1.7㎝（120入・磁） 360円

ロ299-526 淡墨 そば千代口  
φ8×6.3㎝（100入・磁） 900円
ロ299-536 淡墨 丸小皿  
φ9.2×1.9㎝（200入・磁） 580円

ア299-546 白刷毛そば猪口  
φ8.6×6.8㎝（100入・磁） 550円
ア299-556 白刷毛薬味皿  
φ8.9×2㎝（200入・磁） 450円

ハ299-566 若葉そば千代口  
φ8.8×6.5㎝（120入・磁） 550円
ハ299-576 若葉3.0和皿  
φ9.1×1.7㎝（180入・磁） 450円

ウ299-586 山水そば猪口  
φ8.2×6.3㎝（100入・磁） 510円
ウ299-596 山水そば薬味皿  
φ8.8×2.4㎝（200入・磁） 300円

ウ299-606 タコ唐草そば猪口  
φ8.2×6.3㎝（100入・磁） 500円
ウ299-616 タコ唐草そば薬味皿  
φ8.8×2.4㎝（200入・磁） 300円

ア299-626 天目塗り分けそば猪口  
φ8.2×6.2㎝（磁） 500円
ア299-636 天目塗り分け薬味皿  
φ8.5×1.9㎝（磁） 470円

ユ299-646 雪粉引そば猪口  
φ8×6㎝（80入・磁） 400円
ユ299-656 雪粉引薬味皿  
φ8.5×1.5㎝（150入・磁） 350円

ヤ299-666 益子風らせんそば猪口  
8×6.2㎝（180㏄）（120入・磁） 390円
ヤ299-676 益子風らせん薬味小皿  
8.8×2.5㎝（200入・磁） 230円

ヤ299-686 
白吹天目 そば猪口 小  
φ8×6.3㎝（磁）（美濃焼）
420円

ヤ299-696 益子風十草そば猪口  
8×6.2㎝（180㏄）（120入・磁） 390円
ヤ299-706 益子風十草薬味小皿  
8.8×2.5㎝（200入・磁） 230円

ヤ299-716 
伊賀塗分 そば猪口 小  
φ8×6.3㎝（磁）（美濃焼）
420円

ヤ299-726 
益子塗分 そば猪口 小  
φ8×6.3㎝（磁）（美濃焼）
420円

ヤ299-736 
天目塗分 そば猪口 小  
φ8×6.3㎝（磁）（美濃焼）
420円

キ299-746 
丸紋そば猪口  
φ7.8×6.5㎝（120入・磁）
400円

キ299-756 
ぶどうそば猪口  
φ7.8×6.5㎝（120入・磁）
400円
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ロ300-016 
御深井竹型四品皿  
23.6×9×2.5㎝（80入・陶）
1,150円

ロ300-026 
御深井竹型三品皿  
20×9×2.5㎝（100入・陶）
830円

ロ300-036 
御深井竹型二品皿  
13.5×8×2.5㎝（120入・陶）
600円

ロ300-046 
御深井浅口三品皿  
16.8×6×1.2㎝（120入・陶）
650円

ロ300-056 
御深井浅口二品皿  
12.4×6×1.2㎝（150入・陶）
560円

ウ300-066 備前風三ツ仕切皿（大）  
29×8.8×4.4㎝（60入・磁） 2,200円
ウ300-076 備前風三ツ仕切皿（小）  
24×6.6×3.6㎝（80入・磁） 1,550円

ヨ300-086 
伊賀織部三品皿  
20.5×9.5×2.2㎝（60入・磁）
1,000円

ヨ300-096 
伊賀織部二品皿  
15×9×2.2㎝（80入・磁）
800円

ロ300-106 
ウノフネリ込三品皿  
19.9×9×2.3㎝（100入・磁）
880円

ロ300-116 
ウノフネリ込二品皿  
13.3×9×2.3㎝（120入・磁）
670円

ヨ300-126 
手描きあみ三品皿  
20.5×9.5×2.2㎝（60入・磁）
1,000円

ヨ300-136 
手描きあみ二品皿  
15×9×2.2㎝（80入・磁）
800円

ロ300-146 
瀬戸黒石目三連皿（大）  
26.8×8.8×3.2㎝（60入・磁）
1,800円

ロ300-156 
瀬戸黒石目二連皿（大）  
20.2×6.8×3.4㎝（120入・磁）
1,250円

オ300-166 
白天目流し三仕切薬味皿  
19.5×8.5㎝（80入・磁）
1,030円

オ300-176 
白天目流し二仕切薬味皿  
15.3×7.8㎝（100入・磁）
580円

ロ300-186 
丸紋蝶三品皿  
21.3×9.6×2.5㎝（100入・磁）
960円

ロ300-196 
丸紋蝶二品皿  
13.8×9.2×2.5㎝（120入・磁）
780円

ア300-206 
パープル三品  
19.8×8.8×2.5㎝（60入・磁）
920円

ア300-216 
パープル深口二品  
14.3×7×3㎝（80入・磁）
750円

ア300-226 
青結晶三品薬味皿  
20×9×2.7㎝（60入・磁）
880円

ア300-236 
青結晶二品薬味皿  
14.3×7×3.3㎝（80入・磁）
750円

カ300-246 
青白磁正角三品鉢  
22×17.4×2.6㎝（60入・磁）
1,540円

カ300-256 
青白磁正角二品鉢  
14.8×7.5×2.5㎝（80入・磁）
1,050円

ア300-266 
おふけ三品皿  
20.5×8.8㎝（60入・磁）
900円

ア300-276 
おふけ二品皿  
14×8㎝（100入・磁）
700円

キ300-286 
黒備前石目三品皿  
23×9.4×2.3㎝（60入・陶）
850円

キ300-296 
黒備前石目二品皿  
15.3×9.4×2.3㎝（80入・陶）
560円

ロ300-306 
銅彩 丸三品皿  
23.3×8.1×2.8㎝（100入・磁）
1,290円

ロ300-316 
銅彩 丸二品皿  
15.7×8.1×2.8㎝（120入・磁）
1,060円

カ300-326 
粉引釉三ツ仕切タレ入  
20×8×2.5㎝（80入・磁）
830円

タ300-336 
黒備前三品薬味入  
20×8×2.3㎝（60入・磁）
800円

キ300-346 
三色吹ソフィー三品皿  
20×6.6×2.6㎝（60入・磁）（中国）
950円

キ300-356 
三色吹ソフィー二品皿  
13.2×6.6×2.6㎝（80入・磁）（中国）
680円

ロ300-366 
赤土粉引き三品皿  
16.5×6×1.5㎝（100入・強）
910円

ロ300-376 
赤土粉引き二品皿  
10.8×6×1.5㎝（120入・強）
760円
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タ301-016 
もえぎ四品鉢  
15×15×2.5㎝（40入・磁）
1,600円

タ301-026 
もえぎ三品鉢  
22×7.5×2.5㎝（60入・磁）
1,350円

タ301-036 
もえぎ二品鉢  
15×7.5×2.5㎝（80入・磁）
900円

ア301-046 
深海三品丸  
17×6.8×2.2㎝（80入・磁）
720円

ア301-056 
深海二品丸  
12×6.8×2.2㎝（120入・磁）
520円

ト301-066 
天目スリ珍味  
16×8.5×6.5㎝（60入・陶）
1,400円

ウ301-076 
青磁三品皿  
19×7㎝（80入・磁）
1,000円

ウ301-086 
青磁二品皿  
13×7㎝（100入・磁）
720円

ウ301-096 
鉄仙花ヒワ四方上り三品（小）  
20.2×6.8×3.3㎝（60入・磁）
1,570円

ウ301-106 
鉄仙花ヒワ四方上り二品（小）  
13.6×6.8×3.3㎝（80入・磁）
1,230円

ロ301-116 
瀬戸黒三品皿（小）  
16.7×6.2×3㎝（120入・磁）
990円

ロ301-126 
瀬戸黒二品皿（小）  
11.7×6.2×3㎝（150入・磁）
670円

キ301-136 
白マット三品皿  
27.3×9.1×2.5㎝（50入・磁）
1,000円

キ301-146 
白マット二品皿  
18.5×9.1×2.5㎝（80入・磁）
650円

イ301-156 
海流し 三つ切鉢  
22×9×4.3㎝（60入・陶）
1,300円

イ301-166 
海流し 二つ切鉢  
15.5×9×4.3㎝（80入・陶）
930円

ウ301-176 
鉄結晶切立三品（小）  
16.8×6×3㎝（80入・磁）
1,100円

ウ301-186 
鉄結晶切立二品（小）  
11.3×6×3㎝（100入・磁）
670円

ト301-196 
赤絵小花三品皿（小）  
16.5×6×2.8㎝（60入・磁）
1,300円

ト301-206 
赤絵小花二品皿  
11×6×3㎝（80入・磁）
1,000円

ト301-216 
ピンク吹三品  
18×6×4㎝（80入・磁）
1,200円

キ301-226 いぶし黒三品皿  
27.3×9.1×2.5㎝（50入・磁） 1,000円
キ301-236 いぶし黒二品皿  
18.5×9.1×2.5㎝（80入・磁） 650円

タ301-246 
黒刷毛目三ツ仕切薬味皿  
20×8×2.5㎝（60入・磁）
750円

タ301-256 
藍の雪三ツ仕切薬味皿  
20×8×2.5㎝（60入・磁）
750円

ロ301-266 
天目三品盛  
19.2×8.1×2.9㎝（100入・磁）
640円

ロ301-276 
オフケ流し二品皿  
15.7×8㎝（120入・陶）
800円

ロ301-286 
新緑二品皿  
13×93×2.1㎝（120入・磁）
790円

ロ301-296 
朱塗り渕茶二品皿  
12.5×8.5×1.8㎝（120入・磁）
600円

ア301-306 
ピンク小判三品  
14×7.5×2㎝（160入・磁）
700円

ホ301-316 
鉄砂二品皿  
15.2×7.7×2㎝（80入・磁）
530円

ア301-326 
深海二品皿小  
14.5×7.7×2㎝（120入・陶）
520円

ヤ301-336 
桜志野二品皿  
10.5×8×2.5㎝（120入・磁）
430円

ア301-346 
二連空色小付  
12×7.3×3.6㎝（80入・磁）
900円

ロ301-356 
白マット二品皿  
10×6.7×2.4㎝（150入・磁）
560円

イ301-366 
天目薬味皿  
10.7×5.5×2㎝（150入・陶）
500円

イ301-376 
信楽薬味皿  
10.7×5.5×2㎝（150入・陶）
500円

ウ301-386 
サビ二品皿  
10.6×5.5×2.6㎝（60入・磁）
450円

ト301-396 
黒吹二品  
10.6×8×2.4㎝（100入・磁）
400円

ワA301-406 
焼杉長角薬味皿  
20×6.8×3㎝
2,300円
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ユ302-016 曙唐草 7.5麺皿  
φ23×6.5㎝（20入・磁） 2,200円
ユ302-026 曙唐草 7.0麺皿  
φ21.5×5.5㎝（30入・磁） 1,700円

ト302-036 トチリ二色十草7.5メン皿  
φ23×6㎝（40入・磁） 2,200円
ト302-046 トチリ二色十草7寸メン皿  
φ21.3×5.6㎝（50入・磁） 1,750円

イ302-056 ひすい流し7.5めん皿  
φ23.5×6.5㎝（30入・磁） 2,650円
イ302-066 ひすい流し7.0めん皿  
φ21.3×6㎝（40入・磁） 2,000円

オ302-076 グリーン巻7.5めん皿  
φ22.5×6.2㎝（30入・磁） 2,200円
オ302-086 グリーン巻7.0めん皿  
φ21.5×6㎝（40入・磁） 1,670円

ネ302-096 呉須巻錆点7.5めん皿  
φ23.5×6.3㎝（30入・磁） 2,600円

ト302-106 黄地トチリ唐草7.5めん皿  
φ23.2×6.2㎝（24入・磁） 2,450円

オ302-116 青海波7.5めん皿  
φ22.5×6.2㎝（30入・磁） 2,250円

ユ302-126 天目くし目7.5皿  
φ22×5.5㎝（30入・磁） 2,100円

テ302-136 渕織部7.0皿  
φ23.5×5㎝（30入・陶） 2,600円

テ302-146 緋紫7.5めん皿  
φ23.2×5.5㎝（30入・陶） 3,150円

テ302-156 益子赤丸紋7.5めん皿  
φ22.5×4.5㎝（30入・磁） 3,600円

オ302-166 ゴス巻き格子7.5めん皿  
φ22.5×6.2㎝（30入・磁） 2,200円

テ302-176 黄果鉄砂7.5めん皿  
φ23.2×5.5㎝（30入） 3,000円

テ302-186 藍市松青海波7.5麺皿  
φ23.2×4㎝（40入） 3,400円

テ302-196 赤市松青海波7.5麺皿  
φ23.2×4㎝（40入） 3,400円

イ302-206 うず刷毛白釉 厚口面鉢  
φ24×2.5㎝（30入・磁） 1,800円
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タ303-016 みの路7.5めん皿  
φ23.4×4.7㎝（20入・磁） 1,200円

ネ303-026 粉引吹き青流7.5麺皿  
φ23×5㎝（40入・磁） 750円

ハ303-036 吹あそび 7.5皿  
φ23.7×4.4㎝（40入・磁） 1,230円

ネ303-046 錆天目深7.5皿  
φ23.3×4.3㎝（40入・磁） 1,550円

ア303-056 青刷毛7.0皿  
φ22.3×3.4㎝（磁） 1,050円

ホ303-066 錆十草8.0麺皿  
φ24.5×4.7㎝（30入・磁） 1,480円

ホ303-076 刷毛目織部7.5めん皿  
φ22.8×5.3㎝（40入・磁） 750円

ホ303-086 明世荒刷毛7.5めん皿  
φ22.8×5.3㎝（40入・磁） 720円

ハ303-096 志野サビ刷毛7.5めん皿  
φ22.6×5.1㎝（40入・磁） 820円

カ303-106 粉引芦7.5多用皿  
φ22.7×5㎝（25入・磁） 900円

ヤ303-116 金茶吹 京7.0皿  
φ22.3×3.4㎝（40入・磁）（美濃焼） 880円

ユ303-126 結晶白刷毛リップル7.5皿  
φ23.5×4.5㎝（40入・磁） 1,250円

カ303-136 いこい7.0寸盛皿  
22×5.4㎝（25入・磁） 880円

ユ303-146 白柚子茶巻リップル7.5皿  
φ23.5×4.5㎝（40入・磁） 1,250円

ネ303-156 黒結晶7.0深皿  
φ22.3×4.5㎝（40入・磁） 950円

ヤ303-166 白刷毛天目 京7.0皿  
φ22.3×4㎝（40入・磁）（美濃焼） 900円

テ303-176 渋谷緑結晶8.0麺皿  
φ24.3×4.7㎝（40入・磁） 1,800円

テ303-186 赤白刷毛トチリ7.0麺皿  
φ21.2×4.3㎝（40入） 2,400円

テ303-196 紺白刷毛トチリ7.0麺皿  
φ21.2×4.3㎝（40入） 2,400円

カ303-206 白磁ツキ盛皿  
22×6.7㎝（30入・磁） 3,000円
カ303-216 16㎝竹すのこ  
16.5㎝（300入） 390円
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タ304-016 炭化土木肌9寸丸皿  
φ28×4㎝（20入・磁） 4,300円

ミ304-026 黄花万暦9.0皿  
φ27×3.7㎝（20入・磁） 3,550円
ミ304-036 黄花万暦8.0皿  
φ25×3.5㎝（30入・磁） 3,050円

ミ304-046 金カスリ9.0盛皿  
φ27.8×3.4㎝（20入・磁） 3,750円
ミ304-056 金カスリ7.5皿  
φ23.5×3㎝（30入・磁） 3,150円

ヤ304-066 織部山茶花パスタ皿  
φ27.5×3.5㎝（30入・磁） 4,300円
ヤ304-076 織部山茶花7.0皿  
φ22.5×3㎝（40入・磁） 1,650円

イ304-086 草月9.5盛皿  
φ28.8×6.1㎝（20入・磁） 2,050円
イ304-096 草月7.5麺皿  
φ23×5㎝（40入・磁） 840円

ト304-106 粉引 石目楕円盛皿  
28×26.3×6.3㎝（10入・陶） 4,600円

ミ304-116 粉引小花90パスタ皿  
φ27.5×3.5㎝（20入・磁） 4,050円

ト304-126 石目黒めん皿  
φ28×6㎝（30入・磁） 3,800円

ユ304-136 金化粧 8.0皿  
φ25×3.8㎝（20入・陶） 3,300円
ユ304-146 金化粧 7.0皿  
φ22×3.5㎝（30入・陶） 2,200円

ト304-156 黒土8寸皿  
φ25.5×3.5㎝（12入・陶） 3,250円

ト304-166 梨地青磁8.0深皿  
24.5×23×5.5㎝（24入・磁） 3,800円

ト304-176 青釉かいらぎ8.0深皿  
24.5×23×5.5㎝（24入・陶） 3,800円

ア304-186 ヴォルテックス24.5㎝深皿  
φ24.4×5㎝（30入・磁） 710円
ア304-196 ヴォルテックス21.5㎝深皿  
φ21.5×4㎝（40入・磁） 520円

ア304-206 トルコブルー楕円皿  
25.5×23×3.8㎝（磁） 3,300円

ト304-216 粉引なぶり8.0鉢  
23×21.7×5.5㎝（12入・陶） 3,600円

ト304-226 黒金三ッ足 八寸皿  
φ23.5×4.5㎝（20入・陶） 2,970円
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カ305-016 極刷毛黒8.0麺鉢  
φ24.8×7.4㎝（30入・磁） 1,800円

カ305-026 雲海パラボラ型8.0大鉢  
φ25×6㎝（20入・磁） 1,300円

ア305-036 JベジBR24.5高台盛鉢  
φ24.5×8㎝（30入・磁） 1,550円

ア305-046 JベジBK24.5高台盛鉢  
φ24.5×8㎝（30入・磁） 1,550円

カ305-056 極刷毛白8.0麺鉢  
φ24.8×7.4㎝（30入・磁） 1,800円

ト305-066 ホワイト グレーしのぎ型8.0皿  
φ24.7×3.5㎝（20入・磁） 950円

ハ305-076 白粉引8.0皿  
φ24.2×3.4㎝（60入・磁） 950円

ホ305-086 あかり8.5麺皿（大）  
φ25.7×4.5㎝（30入・磁） 1,600円
ホ305-096 あかり7.5麺皿（中）  
φ23.7×4.4㎝（40入・磁） 1,000円
ホ305-106 あかり6.0麺皿（小）  
φ19.5×3.7㎝（60入・磁） 700円

タ305-116 みの路リップル7.0鉢  
φ23.2×6.7㎝（20入・磁） 2,100円

ネ305-126 黄河三方掛7.0富士型丼  
23×22.5×7㎝（25入・磁） 2,500円

ユ305-136 ゆらり十草（青）7.0麺皿  
φ22×6㎝（30入・磁） 2,100円

カ305-146 安南7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（30入・磁） 2,000円

ア305-156 深海パスタボール  
φ21.8×4.2㎝（20入・磁） 2,250円

ハ305-166 粉引釉8.0深皿  
φ23×4.5㎝（50入・磁） 580円
ハ305-176 粉引釉7.0深皿  
φ21.8×3.7㎝（60入・磁） 430円

キ305-186 ベイクドライン7.0深皿  
φ22×4.5㎝（50入・磁） 880円

ネ305-196 粉引ライン丸7.5皿  
φ23.7×4㎝（40入・磁） 1,350円

ア305-206 黄釉7.5皿  
22.2×20×3㎝（磁） 2,200円

タ305-216 ソギ新彩ボタ楕円皿  
23×21×4.7㎝（40入・磁） 2,100円

タ305-226 雪粉引楕円7.0深皿  
20.8×20.1×4㎝（40入・磁） 620円

ミ305-236 黒伊賀銀彩五角 盛皿  
23.5×23.5×4.5㎝（40入・磁） 2,300円

305めん皿・パスタ皿・カレー皿

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿



テ306-016 イエロー26㎝オーバルベーカー  
26.3×19×6㎝（30入） 5,500円

ア306-026 ミストベーカー  
28×22.5×5.3㎝（磁） 4,200円

テ306-036 ヒワ26㎝オーバルベーカー  
26.3×19×6㎝（30入） 4,500円

ミ306-046 ピンク間取楕円大皿  
27.3×20.3×4.7㎝（40入・磁） 3,000円

ユ306-056 小豆釉ピラフ鉢（大）  
31.5×25×4.7㎝（20入・陶） 3,600円

ホ306-066 大玉渕呉須巻8.0めん皿（軽量土）  
φ25×5.8㎝（20入・磁） 3,150円

カ306-076 軽量土呉須格子8寸浅鉢  
24.8×5.7㎝（30入・磁） 3,500円

ト306-086 いぶしネジメパスタ皿  
φ25×5.2㎝（24入・磁） 2,250円

ト306-096 黒 22.0皿  
φ21.8×4.7㎝（24入・磁） 1,100円

ト306-106 黒 洋風プレート  
φ23×2.8㎝（30入・磁） 1,000円

ミ306-116 ピンク白吹リム付8.5寸皿  
φ26×2.2㎝（40入・磁） 3,650円

ト306-126 白化粧四角紋8寸皿  
φ24.6×3.4㎝（24入・陶） 2,800円

テ306-136 黄粉引8.0パスタ皿  
25.2×5㎝（30入・磁） 2,750円

ア306-146 緑線丸プレート  
φ24.3×2.4㎝（陶） 2,500円

オ306-156 窯変流しパスタ皿  
φ24.5×3㎝（30入・磁） 1,520円

タ306-166 黒パスタ皿  
27.3×22.5×4.5㎝（30入・磁） 3,000円
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ハ307-016 白釉30㎝オーバル  
30×19.5×6㎝（20入・磁） 3,300円
ハ307-026 白釉27.5㎝オーバル  
27.5×17.5×6㎝（30入・磁） 2,800円

ユ307-046 二彩吹 波型楕円8.0鉢  
27.5×19×5㎝（20入・磁） 2,200円

イ307-066 渕の厚いカレー皿  
23.5×18×5.5㎝（40入・磁） 990円

ミ307-086 窯変ダエン皿  
25×18.8×2.7㎝（40入・磁） 980円

ミ307-036 綿花紋楕円盛皿  
27.3×20.3×4.7㎝（40入・磁） 2,750円

ユ307-056 藍虹味 波型楕円8.0鉢  
27.5×19×5㎝（20入・磁） 2,200円

ヤ307-076 粉引9吋カレー皿  
24.5×18×5㎝（40入・磁） 1,600円

ミ307-096 白釉結晶ダエン皿  
25×18.8×2.7㎝（40入・磁） 980円

ト307-106 コバルト銀彩 9寸皿  
φ28×2.5㎝（30入・磁） 6,200円

ミ307-116 朱丸9.0皿  
φ27.3×4㎝（30入・磁） 4,350円

ミ307-126 黒海 パスタ皿  
φ26.8×3.5㎝（20入・陶） 4,850円

ミ307-136 レインボー9.0丸皿  
φ27.6㎝（20入・磁） 4,050円
ミ307-146 レインボー7.5丸皿  
φ23.6㎝（30入・磁） 3,700円

ミ307-156 ペルシャ紋9.0皿  
φ27.3×2.8㎝（20入・磁） 3,600円

ア307-166 珠裳27㎝プレート  
φ27.2×3.5㎝（20入・磁） 3,800円

ミ307-176 パステル9.5パスタ皿  
φ28.5×4.7㎝（20入・磁） 3,350円

ミ307-186 パステル花型8.5盛皿  
φ26.5×4.4㎝（30入・磁） 3,200円

ト307-196 ラバーブラウン 28㎝プレート  
φ28×3.5㎝（20入・磁） 2,800円
ト307-206 ラバーブラウン 26㎝プレート  
φ25.8×3.4㎝（24入・磁） 2,200円

ミ307-216 ピンク白吹波紋9寸皿  
26.5×25×4.3㎝（30入・磁） 2,780円

ト307-226 定窯波紋9寸皿  
27.5×25.8×4.3㎝（24入・磁） 2,600円

カ307-236 アジアンブルー丸8.0皿  
φ25×4.2㎝（40入・磁） 2,000円
カ307-246 アジアンブルー丸7.0皿  
φ22.8×3.7㎝（60入・磁） 1,200円
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多
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丼
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ル

ときわ
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ル

ときわ

オリジナ
ル ときわ

オリジナ
ル

ツ308-016 手描さくら 8.0大鉢  
φ25.5×10㎝（10入・陶） 6,300円

ツ308-026 赤天目流 10.0反丼  φ30.5×9㎝（8入・陶） 7,250円
ツ308-036 赤天目流 9.0反丼  φ27×8.5㎝（10入・陶） 5,700円
ツ308-046 赤天目流 8.0反丼  φ24.5×8㎝（12入・陶） 4,650円

ミ308-056 粉引墨吹7.0反丼  
φ21.7×10.5㎝（40入・磁） 3,450円

ミ308-066 黒伊賀水玉7.0反丼  
φ21.7×10.5㎝（40入・磁） 3,450円

ト308-076 織部呉須刷毛目7.5寸鉢  φ23×9㎝（20入・磁） 3,400円
ト308-086 織部呉須刷毛目6.3寸丼  φ19×9.8㎝（30入・磁） 3,100円
ト308-096 織部呉須刷毛目5寸丼  φ15.6×8.3㎝（50入・磁） 2,200円

ミ308-186 三彩流し80丼  
φ24.8×8.5㎝（20入・磁） 2,600円

ミ308-196 風車8.0丼  
25×8.5㎝（20入・磁） 2,600円

ワ308-126 フチ粉引六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（磁） 2,300円
ワ308-136 フチ粉引六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（磁） 1,950円

ワ308-146 古代おふけ六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（磁） 2,300円
ワ308-156 古代おふけ六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（磁） 1,950円

ワ308-166 黒御影内黒刷毛六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（磁） 2,300円
ワ308-176 黒御影内黒刷毛六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（磁） 1,950円

ワ308-106 赤柚子六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（磁） 2,300円
ワ308-116 赤柚子六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（磁） 1,950円
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ミ309-096 レインボー75玉丼  
φ21.7×8.6㎝（30入・磁） 2,850円
ミ309-106 レインボー65玉丼  
φ19.7×7.7㎝（40入・磁） 2,150円

テ309-016 益子赤丸紋7.0玉丼  
φ21.8×8.5㎝（20入・磁） 4,250円

ホ309-026 錆十草7.0腰張丼  
φ21.4×8.6㎝（20入・陶） 3,800円

ミ309-036 朱巻間取花7.0ボール  
22×8.8㎝（20入・磁） 3,850円

テ309-046 あけ紫6.5ボール  
φ20×7.5㎝（30入・陶） 3,600円

ユ309-056 立花変型めん鉢  
24.5×22.5×7.5㎝（20入・陶） 3,500円

ユ309-066 曙唐草 7.0ボール  
φ21.5×8㎝（20入・磁） 2,800円

タ309-076 赤伊賀炭吹7.0玉丼  
φ22×9㎝（16入・磁） 2,750円

オ309-086 ヒスイぶどう7.0ボール  
φ21.5×8㎝（20入・磁） 2,730円

ユ309-116 粉引格子7.0鉢  
φ21×8㎝（20入・陶） 3,200円

ミ309-126 黒伊賀十草8.0丼  
φ25×8.4㎝（20入・磁） 2,600円

ミ309-136 黒伊賀タタキ8.0丼  
φ24.8×8.5㎝（20入・磁） 2,600円

ユ309-146 しののめ（黒）円8.0鉢  
φ24×8㎝（20入・磁） 1,800円

ユ309-156 しののめ（白）円8.0鉢  
φ24×8㎝（20入・磁） 1,800円

オ309-166 志野化粧石目8.0ボール  φ24.5×7.6㎝（20入・磁） 4,080円
オ309-176 志野化粧石目7.0ボール  φ21.8×8.4㎝（20入・磁） 3,200円
オ309-186 志野化粧石目6.5ボール  φ20×7.5㎝（30入・磁） 2,180円
オ309-196 志野化粧石目5.5ボール  φ17×6.2㎝（40入・磁） 1,220円
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ユ310-076 赤柚子天目6.5腰張丼  
φ20.5×8.3㎝（20入・陶） 3,600円

ミ310-086 京桜70反丼  
φ2.1×9㎝（30入・磁） 3,400円

ユ310-096 引出黒紋様7.0鉢  
φ21×8㎝（20入・陶） 3,200円

ユ310-106 白刷毛十草彫7.0鉢  
φ21×8㎝（20入・陶） 3,200円

オ310-116 ビードロライン7.0鉢  
φ21.6×21.6×8.5㎝（30入・磁） 3,050円

テ310-056 かすり六兵衛6.5丼  
φ19×9.5㎝（24入・強） 3,950円
テ310-066 かすり六兵衛5.5反丼  
φ17×9㎝（40入・強） 3,300円

オ310-126 手筋織部7.0ボール  
φ22×8㎝（20入・磁） 3,000円
オ310-136 手筋織部6.0ボール  
φ18.5×8.1㎝（30入・磁） 2,100円

ミ310-146 呉須刷毛格子 70反丼  
φ21.2×9㎝（30入・磁） 2,900円

ミ310-176 三色水玉高浜7.0玉丼  
φ21.8×8.7㎝（30入・磁） 2,750円

オ310-206 トチリ丸紋7.0ボール  
φ21.5×8㎝（20入・磁） 2,730円

オ310-216 グリーン巻7.0ボール  
φ21.7×8㎝（20入・磁） 2,730円

ミ310-226 黒伊賀十草高浜7.0玉丼  
φ21.8×8.7㎝（30入・磁） 2,720円

ユ310-236 御深井草花丸型6.5丼  
φ19.5×9㎝（20入・陶） 2,500円
ユ310-246 御深井草花丸型5.5丼  
φ17×8㎝（30入・陶） 2,000円

イ310-256 ひすい流し6.8玉渕丼  
φ20.6×9.2㎝（30入・磁） 2,500円
イ310-266 ひすい流し6.0玉渕丼  
φ19.2×8.5㎝（30入・磁） 2,000円

ユ310-276 雪舟6.3種丼  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 2,400円

ユ310-286 錆草花6.3種丼  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 2,400円

オ310-016 ヒワ帯玉渕7.0丼  
φ21.8×9.8㎝（30入・磁） 4,350円
オ310-026 ヒワ帯玉渕6.0丼  
φ19.7×8.8㎝（40入・磁） 2,150円

オ310-036 紫雲玉渕7.0丼  
φ21.5×9.7㎝（30入・磁） 4,350円
オ310-046 紫雲玉渕6.0丼  
φ19.5×8.5㎝（40入・磁） 2,150円

オ310-156 間取ススキ7.0ボール  
22×8㎝（20入・磁） 2,860円
オ310-166 間取ススキ6.0ボール  
φ18.5×8.7㎝（30入・磁） 2,000円

オ310-186 三色ライン7.0ボール  
φ21.7×8㎝（20入・磁） 2,860円
オ310-196 三色ライン6.0浅口ボール  
φ18.3×8㎝（30入・磁） 1,980円
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ユ311-016 掻落太十草6.3種丼  
φ19.8×9.5㎝（30入・磁） 2,300円

ホ311-046 白釉赤雲竜21㎝大丼  
φ20.5×8.5㎝（36入・磁） 2,150円

タ311-076 黒釉中白7.0ボール  
φ21×8.6㎝（20入・陶） 2,100円

タ311-086 赤釉中白7.0ボール  
φ21×8.6㎝（20入・陶） 2,100円

タ311-096 オリベ中白7.0ボール  
φ21×8.6㎝（20入・陶） 2,100円

ユ311-106 トチリ唐草6.0深丼  
φ19×9.5㎝（20入・磁） 2,100円

タ311-116 鉄砂6.8玉丼  
φ20.3×9㎝（20入・磁） 2,000円

ヤ311-146 粉引釉丸紋6.0うどん鉢  
φ19×9.2㎝（40入・磁） 1,750円
ヤ311-156 粉引釉丸紋5.0うどん鉢  
φ17×8.2㎝（50入・磁） 1,350円

ネ311-166 茜 石目6.5ボウル  
φ20.4×7.5㎝（30入・磁） 1,550円

キ311-176 藍彩めん鉢  
φ21.5×8㎝（40入・磁） 1,250円

ア311-186 粉引き手造り風20丼  
φ20×10㎝（30入・磁） 1,200円

キ311-196 ゆず天目麺鉢  
φ20.2×8㎝（30入・磁） 1,200円

カ311-206 美濃民芸麺鉢  
φ21.4×8㎝（30入・磁） 1,200円

カ311-216 古染十草麺鉢  
φ21.5×8㎝（25入・磁） 1,200円

ト311-226 波紋紺吹多用丼  
φ21×8㎝（24入・磁） 1,150円

カ311-236 天目さぬき丼（大）  
φ21.5×10.3㎝（30入・磁） 980円

ユ311-246 KONOMI（黒）7.0反和丼  
φ21.5×7.5㎝（30入・磁） 800円

オ311-026 清海6.8玉渕丼  
φ20.5×9㎝（30入・磁） 2,200円
オ311-036 清海6.0玉渕丼  
φ18.5×8.5㎝（30入・磁） 1,740円

タ311-056 赤釉7.0ボール  
φ21.3×8.7㎝（20入・陶） 2,100円
タ311-066 赤釉6.0ボール  
φ18×7.3㎝（30入・陶） 1,300円

タ311-126 青釉二色十草6.8玉渕丼  
φ20.5×9㎝（20入・磁） 2,000円
タ311-136 青釉二色十草6.0玉渕丼  
φ19×8.4㎝（20入・磁） 1,600円
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テ312-016 錆呉須太十草厚口6.0丼  φ18.8×10.5㎝（16入・陶） 5,500円
テ312-026 錆呉須太十草厚口5.5丼  φ17×10㎝（24入・陶） 4,750円
テ312-036 錆呉須太十草夏目4.5丼  φ13.6×8㎝（30入・陶） 2,400円

ア312-046 手描き唐草6.8丼  
φ19.8×7.5㎝（20入・強） 5,100円

ミ312-056 織部水車腰張6.0丼  
φ19×11㎝（24入・陶） 4,700円
ミ312-066 織部水車腰張5.5丼  
φ17.2×10㎝（30入・陶） 3,650円

ユ312-076 赤絵間取草花6.5変型丼  
21×19.5×9.5㎝（20入・磁） 4,500円

テ312-086 赤絵丸格子6.0ボール  φ18.7×8.6㎝（20入・陶） 4,350円
テ312-096 赤絵丸格子5.5ボール  φ17.5×8.6㎝（24入・陶） 3,850円
テ312-106 赤絵丸格子5.0ボール  φ15.8×8.5㎝（30入・陶） 3,100円

ト312-116 祥瑞6.0丼  
φ18.4×10㎝（32入・磁） 4,000円

ア312-126 メタルエッジ21.5㎝ボール  
φ21.6×10.7㎝（30入・磁） 4,000円
ア312-136 メタルエッジ18.5㎝ボール  
φ18.4×9.8㎝（40入・磁） 3,100円

カ312-146 呉須タコ唐草7.0変形丼  
20.8×19.7×9.5㎝（40入・磁） 3,600円

ミ312-156 黄花万暦玉渕6.3丼  φ19×8.8㎝（30入・磁） 3,500円
ミ312-166 黄花万暦玉渕5.5丼  φ17.3×8.5㎝（45入・磁） 2,900円
ミ312-176 黄花万暦玉渕4.5丼  φ13.8×7.3㎝（60入・磁） 2,050円

ミ312-186 ゴス流れ模様6.0多用丼  
φ18.3×10.1㎝（30入・陶） 3,450円

ミ312-196 間取ふじ高浜5.5丼  
φ17×10㎝（30入・陶） 3,150円

ア312-206 手描万暦粉引19㎝丼  
φ19×9.3㎝（20入・磁） 3,100円

ユ312-216 ゴス丸紋変型6.5丼  
21×19.5×9.5㎝（20入・磁） 3,000円

テ312-226 トルコ釉石目6.0深ボール  φ18.7×9.2㎝（24入） 3,000円
テ312-236 トルコ釉石目5.5深ボール  φ17.5×9㎝（36入） 2,500円
テ312-246 トルコ釉石目5.0深ボール  φ15.6×8.4㎝（40入） 2,000円

オ312-256 天目グリーン高台6.5丼  
φ20×8.8㎝（24入・磁） 2,840円
オ312-266 天目グリーン高台6.0丼  
φ18.8×8.8㎝（30入・磁） 2,280円

ユ312-276 深海高台6.5丼  φ19.5×9㎝（20入・磁） 2,800円
ユ312-286 深海高台6.0丼  φ18×9㎝（30入・磁） 2,300円
ユ312-296 深海高台5.5丼  φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,800円

テ312-306 手描き花扇6.0京丼  
φ18.2×9.2㎝（24入） 2,800円
テ312-316 手描き花扇5.5京丼  
φ16.5×8㎝（30入） 2,200円

ミ312-326 呉須刷毛格子 片口65丼  20×19×10㎝（30入・磁） 2,860円
ミ312-336 呉須刷毛格子 片口5.5丼  18×16.5×9.5㎝（45入・磁） 2,450円
ミ312-346 呉須刷毛格子 片口45丼  14.5×13.5×8.5㎝（60入・磁） 1,750円

ミ312-356 京十草玉渕63丼  φ19×9㎝（36入・磁） 2,850円
ミ312-366 京十草玉渕55丼  φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,400円
ミ312-376 京十草玉渕45丼  φ13.8×7.5㎝（60入・磁） 1,550円

ユ312-386 益子錆十草6.0深ボール  φ19×8㎝（20入・陶） 2,500円
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ユ313-016 掻落二色十草6.3種丼  
φ19.8×9.5㎝（30入・磁） 2,400円

ユ313-026 唐津呉須刷毛6.0深ボール  
φ19×8㎝（20入・陶） 2,400円

オ313-036 グリーンマット玉渕6.0丼  
φ19.7×8.8㎝（30入・磁） 2,350円

ハ313-046 白むすび石目6.5変型丼  
20.9×20.1×8㎝（40入・磁） 2,300円

ユ313-056 荒波 玉渕6.0浅口丼  
φ17.5×8㎝（30入・磁） 2,300円

ホ313-066 ゴス刷毛めん大丼  
φ20×7.5㎝（30入・磁） 1,800円

ホ313-076 サビ刷毛めん大丼  
φ20×7.5㎝（30入・磁） 1,800円

ヤ313-086 粉引釉古代赤絵さぬき丼  
φ18.7×8.8㎝（40入・磁） 1,380円

ト313-096 玄潮釜上げ6.0丼  
φ19×9.2㎝（32入・磁） 1,330円
ト313-106 玄潮釜上げ5.5丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 1,150円

ユ313-116 粉引鳴門 6.5反丼  
φ20×10㎝（20入・磁） 1,300円

ユ313-126 明日香6.5麺丼  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 1,300円

ア313-136 すぷらっしゅ和み20㎝丼  
φ20×9.5㎝（24入・磁） 1,300円

ユ313-146 しののめ（白）6.5めん丼  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 1,200円

ユ313-156 しののめ（黒）6.5めん丼  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 1,200円

ホ313-166 線十草6.5丼  
φ19×9.5㎝（30入・磁） 1,150円
ホ313-176 線十草5.5丼  
φ17×8.5㎝（36入・磁） 800円

カ313-186 茶いらぼ削り六兵衛6.3丼  φ20.4×10㎝（30入・磁） 1,150円
カ313-196 茶いらぼ削りお好み5.0丼  φ16.2×8.9㎝（40入・磁） 800円
カ313-206 茶いらぼ削りお好み4.0丼  φ13.7×7.8㎝（40入・磁） 540円

カ313-216 雫石（しずくいし）6.3六兵衛丼  
φ19.5×7.2㎝（24入・磁） 1,150円

ハ313-226 志野サビ刷毛6.5麺丼  
φ19.7×9.3㎝（20入・磁） 1,100円
ハ313-236 志野サビ刷毛5.8麺丼  
φ18×9.5㎝（30入・磁） 890円

オ313-246 淡黄泥6.5麺丼  
φ20×9.1㎝（30入・磁） 1,050円
オ313-256 淡黄泥5.8麺丼  
φ18×9.5㎝（40入・磁） 960円

ト313-266 藍草紋さぬき丼  
φ18.7×8.9㎝（30入・磁） 900円
ト313-276 藍草紋お好み丼  
φ16.1×8.4㎝（40入・磁） 820円
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テ314-016 三彩6.0深丼  
φ18.5×7.5㎝（24入） 4,800円

オ314-026 呉須遊び三ッ山大丼  
17.5×10㎝（20入・磁） 3,760円
オ314-036 呉須遊び三ッ山中丼  
15×8.8㎝（30入・磁） 2,350円

ユ314-046 赤絵粉引流し変型6.5丼  20×19×10.5㎝（20入・磁） 3,500円
ユ314-056 赤絵粉引流し変型5.5丼  18×16.5×9.5㎝（30入・磁） 2,800円
ユ314-066 赤絵粉引流し変型4.5丼  14.5×13.5×8.5㎝（40入・磁） 2,200円

ミ314-076 粉引墨吹6.5三ツ押丼  φ19.8×10㎝（30入・磁） 3,300円
ミ314-086 粉引墨吹5.5三ツ押丼  φ16.5×9.5㎝（45入・磁） 2,530円
ミ314-096 粉引墨吹4.5三ツ押丼  φ13.5×8㎝（60入・磁） 1,480円

ミ314-106 黒伊賀水玉6.5三ツ押丼  φ19.8×10㎝（30入・磁） 3,300円
ミ314-116 黒伊賀水玉5.5三ツ押丼  φ16.5×9.5㎝（45入・磁） 2,530円
ミ314-126 黒伊賀水玉4.5三ツ押丼  φ13.5×8㎝（60入・磁） 1,480円

ミ314-136 内外十草6.5片口丼  20×19×10㎝（30入・磁） 3,300円
ミ314-146 内外十草5.5片口丼  18×16.5×9.5㎝（45入・磁） 2,800円
ミ314-156 内外十草4.5片口丼  14.5×13.5×8.5㎝（60入・磁） 1,950円

ト314-166 五角タコ唐草6.5丼  
φ19×9.3㎝（24入・磁） 3,000円
ト314-176 五角タコ唐草5.5丼  
φ16×9.3㎝（30入・磁） 2,520円

オ314-186 志野化粧石目6.0丼  
φ19.5×9.6㎝（24入・磁） 3,200円

ハ314-196 朱音6.3鳴門丼  
φ19×9.8㎝（30入・磁） 3,000円
ハ314-206 朱音5.5鳴門丼  
φ16.5×8.5㎝（36入・磁） 1,800円

ユ314-216 結晶渦字紋変型6.5丼  20×18.5×10㎝（20入・磁） 2,900円
ユ314-226 結晶渦字紋変型5.5丼  18×16.5×9.5㎝（30入・磁） 2,500円
ユ314-236 結晶渦字紋変型4.5丼  14.5×13.5×8.5㎝（40入・磁） 1,850円

テ314-246 グリーン黒帯玉渕6.0丼  
φ19.5×8.5㎝（24入・陶） 2,850円
テ314-256 グリーン黒帯玉渕5.5丼  
φ17.5×8.3㎝（40入・陶） 2,300円

ト314-266 錆丸紋6.5高台丼  φ19.5×9㎝（32入・磁） 2,850円
ト314-276 錆丸紋6.0高台丼  φ18.5×8.7㎝（32入・磁） 2,300円
ト314-286 錆丸紋5.5高台丼  φ17.4×8.4㎝（40入・磁） 1,800円

ユ314-296 トチリ草紋 変型6.5丼  
φ20×19×10.5㎝（20入・磁） 2,800円
ユ314-306 トチリ草紋 変型5.5丼  
φ18×16.5×9.5㎝（30入・磁） 2,500円

ユ314-316 藍草花変型6.0丼  
18.5×9㎝（20入・陶） 2,800円
ユ314-326 藍草花変型5.5丼  
17×9㎝（30入・陶） 2,350円

ユ314-336 タコ唐草変型6.0丼  
18.8×18.4×9㎝（20入・陶） 2,800円
ユ314-346 タコ唐草変型5.5丼  
17.3×16×8.6㎝（30入・陶） 2,350円

ユ314-356 炭化土変型6.0丼  
18.5×9㎝（20入・陶） 2,800円
ユ314-366 炭化土変型5.5丼  
17×9㎝（30入・陶） 2,400円

ユ314-376 南蛮粉引流し変型6.5丼  20×19×10.5㎝（20入・磁） 2,800円
ユ314-386 南蛮粉引流し変型5.5丼  18×16.5×9.5㎝（30入・磁） 2,500円
ユ314-396 南蛮粉引流し変型4.5丼  14.5×13.5×8.5㎝（40入・磁） 1,850円

タ314-406 伊賀吹6.5片口丼  20.2×19×10.5㎝（20入・磁） 2,750円
タ314-416 伊賀吹6.0片口丼  18×16.5×9.5㎝（30入・磁） 2,350円
タ314-426 伊賀吹4.8片口丼  14.6×13.5×8.7㎝（40入・磁） 1,900円

タ314-436 ふる里6.5片口丼  
20×19.3×10.5㎝（20入・磁） 2,750円

テ314-446 水玉十草6.0深ボール  φ18.3×8.8㎝（24入・磁） 3,850円
テ314-456 水玉十草5.5深ボール  φ17×8.5㎝（30入・磁） 3,000円
テ314-466 水玉十草5.0深ボール  φ15.8×8.5㎝（36入・磁） 2,500円
テ314-476 水玉十草4.5深ボール  φ13.5×8㎝（40入・磁） 1,850円
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タ315-016 黒油滴6.5変形丼  20×19.5×10㎝（20入・磁） 2,700円
タ315-026 黒油滴5.5変形丼  16.5×16×9.5㎝（30入・磁） 2,100円
タ315-036 黒油滴4.5変形丼  13.5×13.5×8㎝（60入・磁） 1,300円

ユ315-046 益子十草変型6.5丼  20×18.5×10㎝（20入・磁） 2,700円
ユ315-056 益子十草変型5.5丼  18×16.5×9.5㎝（30入・磁） 2,300円
ユ315-066 益子十草変型4.5丼  14.5×13.5×8.5㎝（40入・磁） 1,700円

タ315-076 青白磁6.5変形丼  20×19.5×10㎝（20入・磁） 2,700円
タ315-086 青白磁5.5変形丼  16.5×16×9.5㎝（30入・磁） 2,100円
タ315-096 青白磁4.5変形丼  13.5×13.5×8㎝（60入・磁） 1,300円

タ315-106 青うのふ吹6.0深ボール  φ18.3×9.2㎝（20入・磁） 2,700円
タ315-116 青うのふ吹5.5深ボール  φ16.8×8.6㎝（30入・磁） 2,200円
タ315-126 青うのふ吹5.0深ボール  φ15.4×8.5㎝（40入・磁） 1,800円

ユ315-136 黒結晶片口6.0丼  
18×9㎝（20入・陶） 2,600円
ユ315-146 黒結晶片口5.0丼  
15.5×7.5㎝（30入・陶） 2,000円

ロ315-156 白萩流多用鉢（大）  φ19×7.7㎝（40入・強） 2,860円
ロ315-166 白萩流多用鉢（中）  φ15.6×6.6㎝（50入・強） 1,960円
ロ315-176 白萩流多用鉢（小）  φ11.9×5.1㎝（60入・強） 1,310円

ユ315-186 黒伊賀ライン6.0深ボール  φ18.3×9.5㎝（20入・磁） 2,500円
ユ315-196 黒伊賀ライン5.5深ボール  φ17×9㎝（30入・磁） 2,100円
ユ315-206 黒伊賀ライン5.0深ボール  φ15.3×8.5㎝（40入・磁） 1,700円

ユ315-216 トチリ唐草丸6.0丼  
φ19×8.5㎝（30入・磁） 2,300円

ユ315-226 曙唐草 6.8玉渕丼  φ20.5×9㎝（20入・磁） 2,200円
ユ315-236 曙唐草 6.0玉渕丼  φ19×8㎝（20入・磁） 1,700円
ユ315-246 曙唐草 5.5玉渕丼  φ16.5×7.5㎝（30入・磁） 1,400円

ユ315-256 染唐草6.0尻張丼  
φ18×9.5㎝（20入・磁） 2,200円
ユ315-266 染唐草5.5尻張丼  
φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 1,800円

ト315-276 トチリ二色十草玉渕6.8丼  φ20.5×9㎝（24入・磁） 2,200円
ト315-286 トチリ二色十草玉渕6.0丼  φ19.1×8.2㎝（30入・磁） 1,750円
ト315-296 トチリ二色十草玉渕5.5丼  φ16.7×7.5㎝（50入・磁） 1,400円

ユ315-306 掻落太十草6.0尻張丼  φ18×9.5㎝（20入・磁） 2,200円
ユ315-316 掻落太十草5.5尻張丼  φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 1,800円
ユ315-326 掻落太十草5.0尻張丼  φ15×7.8㎝（40入・磁） 1,500円

ユ315-336 益子錆十草6.0深丼  
φ19×9.5㎝（20入・陶） 2,100円
ユ315-346 益子錆十草5.5深丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 1,700円

ユ315-356 唐津呉須刷毛6.0深丼  
φ19×9.5㎝（20入・陶） 2,000円
ユ315-366 唐津呉須刷毛5.5深丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 1,700円

オ315-376 淡黄泥6.0釜上丼  
φ19×9㎝（24入・磁） 1,500円
オ315-386 淡黄泥5.5釜上丼  
φ17×9㎝（36入・磁） 1,260円

ヤ315-396 いぶし天目6.0うどん丼  
φ19.5×8㎝（50入・磁） 1,400円

ホ315-406 窯変黄茶6.3丼  
φ19.8×10㎝（30入・磁） 1,200円

ト315-416 玄潮手引き6.5反種丼  φ20.1×9.6㎝（30入・磁） 1,180円
ト315-426 玄潮手引き5.5反種丼  φ17.4×8.5㎝（40入・磁） 900円
ト315-436 玄潮手引き5.0反種丼  φ15.5×7.8㎝（50入・磁） 730円

ト315-446 大輪花6.5丼  φ19.2×9.2㎝（24入・磁） 1,100円
ト315-456 大輪花5.5丼  φ17.1×8.3㎝（24入・磁） 780円
ト315-466 大輪花5.0丼  φ15.1×7.4㎝（30入・磁） 600円

ハ315-476 粉引手捻り6.3丼  
φ19.2×8.3㎝（40入・磁） 830円
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カ316-016 ジャパネスク高台丼（大）  
φ19×10.5㎝（30入・陶） 5,900円

カ316-026 赤釉夏目5.5丼  
φ17×9.4㎝（40入・陶） 4,400円

テ316-036 赤と黒京深反6.5丼  φ19.8×10㎝（24入・陶） 4,100円
テ316-046 赤と黒京深反5.3丼  φ16.5×8.8㎝（30入・陶） 3,600円
テ316-056 赤と黒京深反4.5丼  φ14×7.5㎝（50入・陶） 2,500円

ユ316-066 黒織部六角6.0丼  
18×10.5㎝（20入・陶） 4,000円
ユ316-076 黒織部六角5.0丼  
15.5×9㎝（30入・陶） 3,200円

ユ316-086 染付丸紋六角6.0丼  
φ18×10.5㎝（20入・磁） 3,800円

オ316-096 細十草片口5.5鉢  
17.3×6.5×9.7㎝（30入・磁） 3,800円

ト316-106 ほたるぶくろ片口深鉢  
19×17.5×8.5㎝（32入・陶） 3,700円

オ316-116 粉引あらしやま六兵衛5.5反丼  
φ17×9㎝（30入・強） 3,480円

ト316-126 春夏秋冬5.5反丼  
φ17×8.7㎝（30入・磁） 3,450円

ア316-136 山茶花変型6.0丼  
18.4×17.2×9.3㎝（30入・陶） 3,300円

ミ316-146 ほてい様60六角丼  
φ18×10.7㎝（30入・磁） 3,150円
ミ316-156 ほてい様50六角丼  
φ15.5×9.3㎝（40入・磁） 2,850円

ア316-166 せきらん八角たもり鉢大  
φ17.2×9㎝（30入・磁） 3,200円

オ316-176 タコ唐草変型5.5鉢  
19.5×18.5×9㎝（40入・陶） 3,200円

テ316-186 グリン乱線夏目5.5丼  
φ16.5×10.3㎝（20入） 3,200円

テ316-196 真黒マット5.5ノッポ丼  
φ16.5×12㎝（40入） 2,700円

テ316-206 真白マット5.5ノッポ丼  
φ16.5×12㎝（40入） 2,700円

ミ316-216 深海6.0反高台丼  φ17.8×9.3㎝（30入・磁） 2,680円
ミ316-226 深海5.5反高台丼  φ16.7×9㎝（36入・磁） 2,280円
ミ316-236 深海5.0反高台丼  φ15.5×8.5㎝（45入・磁） 1,980円
ミ316-246 深海4.5反高台丼  φ13.5×8.2㎝（60入・磁） 1,430円

タ316-256 みの路5.5丼  φ17.5×9.5㎝（20入・磁） 2,100円
タ316-266 みの路5.0丼  φ15.5×7.7㎝（40入・磁） 1,200円
タ316-276 みの路4.2丼  φ13×7.5㎝（60入・磁） 900円

ト316-286 赤柚子 三ッ押6.5丼  φ20×10㎝（20入・磁） 3,250円
ト316-296 赤柚子 三ッ押5.5丼  φ16.5×9.3㎝（24入・磁） 2,520円
ト316-306 赤柚子 三ッ押4.5丼  φ13.5×8㎝（40入・磁） 1,480円

ツ316-316 黒織部幾何紋玉渕6.3丼  
φ19×10㎝（20入・陶） 2,900円
ツ316-326 黒織部幾何紋玉渕5.7丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 2,400円
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ヨ317-016 伊賀織部ろくべい型6.0寸丼  
φ17.9×9.5㎝（36入・磁） 2,600円

テ317-026 トルコ青十草6.0玉渕丼  
φ19.5×9㎝（24入） 2,600円

テ317-036 グリン乱線玉渕6.0丼  
φ19.5×9㎝（24入） 2,600円

ヨ317-046 手描きあみろくべい型 6.0寸丼  
φ17.9×9.5㎝（36入・磁） 2,600円

ト317-056 唐呉須面取八角大丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 2,500円
ト317-066 唐呉須面取八角小丼  
φ13.5×7.5㎝（40入・磁） 1,800円

ユ317-076 掻落二色十草6.0尻張丼  φ18×9.5㎝（20入・磁） 2,300円
ユ317-086 掻落二色十草5.5尻張丼  φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 1,900円
ユ317-096 掻落二色十草5.0尻張丼  φ15×7.8㎝（30入・磁） 1,500円

ユ317-106 錆草花6.0玉渕丼  
φ17.5×8㎝（30入・磁） 2,300円

ユ317-116 雪舟6.0玉渕丼  
φ17.5×8㎝（30入・磁） 2,300円

ネ317-126 ささら格子6.0名捻り丼  
18.3×18×9.5㎝（30入・磁） 2,500円
ト317-136 ササラ格子4.5丼  
φ13.7×7.2㎝（48入・磁） 1,300円

ミ317-146 淡雪ピンク吹小花5.5丼  17.5×16.5×9㎝（40入・磁） 2,300円
ミ317-156 淡雪ピンク吹小花4.5丼  14×13.2×8.5㎝（60入・磁） 1,820円
ミ317-166 淡雪ピンク吹小花4.0丼  13×12.5×7㎝（80入・磁） 1,550円

オ317-176 タコ唐草変型大丼  
17×16.5×9㎝（36入・磁） 2,220円
オ317-186 タコ唐草変型小丼  
13×12.5×7.2㎝（60入・磁） 1,400円

テ317-196 あけ紫釜上6.0丼  
φ18.5×9.5㎝（24入・陶） 3,600円
テ317-206 あけ紫釜上5.5丼  
φ17×9㎝（36入・陶） 2,950円

タ317-216 淡青変型大丼  17.3×16.5×9㎝（30入・磁） 1,900円
タ317-226 淡青変型中丼  14.4×13.2×8.5㎝（50入・磁） 1,400円
タ317-236 淡青変型小丼  13×12.5×7.2㎝（60入・磁） 1,200円

タ317-246 橙黄変型大丼  17.3×16.5×9㎝（30入・磁） 1,900円
タ317-256 橙黄変型中丼  14.4×13.2×8.5㎝（50入・磁） 1,400円
タ317-266 橙黄変型小丼  13×12.5×7.2㎝（60入・磁） 1,200円

ユ317-276 御本手椿彫変型5.5丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 1,800円

ツ317-296 渦唐草5.0丸丼  
φ16×7.3㎝（50入・磁） 830円

ツ317-286 渦唐草6.5丸丼  
φ19.9×8㎝（30入・磁） 1,650円

ネ317-306 黄河三方掛釜上丼  
φ17.5×8.7㎝（40入・磁） 1,380円

ト317-316 玄潮水輪6.5麺丼  
φ19.6×9㎝（32入・磁） 1,100円

ハ317-326 三島紅志野新型どんぶり  
φ19.5×9㎝（1150㏄）（40入・磁） 1,050円

ハ317-336 三島油滴天目外刷毛新型どんぶり  
φ19.5×9㎝（1150㏄）（40入・磁） 1,050円
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ワ318-016 
古代おふけ5.5面取丼
φ17×9.7㎝（磁） 1,350円

ワ318-026 
古代おふけ砂目5.8丸丼
φ17.3×8.2㎝（磁） 1,350円

ワ318-036 
古代おふけ5.0多用丼
φ16×9.8㎝（磁） 1,000円

ワ318-046 
古代おふけ砂目5.0丸丼
φ15.5×7.7㎝（磁） 800円

ワ318-056 
古代おふけ4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 700円

ワ318-066 
黒御影外黒刷毛
5.5面取丼
φ17×9.7㎝（磁） 
1,350円

ワ318-076 
黒御影外黒刷毛
砂目5.8丸丼
φ17.3×8.2㎝（磁） 

1,350円

ワ318-086 
黒御影外黒刷毛
5.0多用丼
φ16×9.8㎝（磁） 

1,000円

ワ318-096 
黒御影外黒刷毛
砂目5.0丸丼
φ15.5×7.7㎝（磁） 
800円

ワ318-106 
黒御影外黒刷毛
4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 
700円

ワ318-116 
白玉粉引ハマ錆巻
5.5面取丼
φ17×9.7㎝（磁） 

1,350円

ワ318-126 
白玉粉引ハマ錆巻
砂目5.8丸丼
φ17.3×8.2㎝（磁） 

1,350円

ワ318-136 
白玉粉引ハマ錆巻
5.0多用丼
φ16×9.8㎝（磁） 

1,000円

ワ318-146 
白玉粉引ハマ錆巻
砂目5.0丸丼
φ15.5×7.7㎝（磁） 
800円

ワ318-156 
白玉粉引ハマ錆巻
4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 

700円

ワ318-166 
フチ粉引
5.5面取丼
φ17×9.7㎝（磁） 

1,350円

ワ318-176 
フチ粉引
砂目5.8丸丼
φ17.3×8.2㎝（磁） 

1,350円

ワ318-186 
フチ粉引
5.0多用丼
φ16×9.8㎝（磁） 

1,000円

ワ318-196 
フチ粉引
砂目5.0丸丼
φ15.5×7.7㎝（磁） 

800円

ワ318-206 
フチ粉引
4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 

700円

サイズも色々、丼ものから麺類までオールマイティー。
ときわ

オリジナ
ル

TOK
IWA 

ORIG
INAL
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テ319-016 粉引櫛目釜上6.0丼  
φ18.5×9㎝（20入・陶） 5,200円
テ319-026 粉引櫛目釜上5.5丼  
φ16.5×8.5㎝（24入・陶） 4,550円

テ319-036 粉引櫛目腰張5.5丼  
φ17.5×10㎝（24入・陶） 5,200円
テ319-046 粉引櫛目腰張5.0丼  
φ16×9㎝（30入・陶） 3,600円

テ319-056 渕錆呉須巻玉渕6.0丼  
φ18.3×10㎝（20入・陶） 4,950円
テ319-066 渕錆呉須巻玉渕5.5丼  
φ17×9㎝（24入・陶） 4,400円

ア319-076 手描き唐草6.0丸丼  
φ18.4×8.8㎝（30入・強） 4,900円

ア319-086 錦天の川6.0丸丼  
φ18×8.5㎝（30入・強） 4,700円 テ319-106 青鼡志野釜上5.5丼  

φ16.5×9㎝（24入・陶） 3,950円

テ319-096 青鼡志野釜上6.0丼  
φ17.5×9.2㎝（20入・陶） 4,500円

テ319-116 青鼡志野イナホ腰張5.5丼  
φ17.5×10.2㎝（24入・陶） 4,500円

テ319-126 渕錆呉須巻高浜6.0丼  
φ18.5×10㎝（24入・陶） 4,200円

テ319-136 花鳥6.0丼  
φ18×9.4㎝（30入・磁） 4,150円

ユ319-146 涼風玉6.5丸丼  
φ19.5×8.7㎝（30入・陶） 2,700円

ミ319-156 トチリ草紋玉渕6.5丼  
φ20×9.3㎝（30入・陶） 3,850円
ミ319-166 トチリ草紋玉渕5.8丼  
φ18×9.5㎝（36入・陶） 3,050円

オ319-176 粉引あらしやま夏目5.5丼  φ17×10㎝（36入・強） 3,800円
オ319-186 粉引あらしやま夏目5.0丼  φ15.2×9.7㎝（40入・強） 3,100円
オ319-196 粉引あらしやま夏目4.5丼  φ13.8×8.8㎝（48入・強） 2,400円

テ319-206 赤巻白線6.0丼  
φ18×9.4㎝（30入・磁） 3,800円

テ319-216 グリーン乱線6.0丼  
φ18×9.4㎝（30入・磁） 3,800円

ト319-226 春夏秋冬夏目5.5丼  
φ16.5×10㎝（24入・磁） 3,600円
ト319-236 春夏秋冬夏目5.0丼  
φ15.2×9.5㎝（30入・磁） 3,200円

テ319-246 赤巻小花6.0高浜丼  
φ18.5×9㎝（24入・磁） 3,600円
テ319-256 赤巻小花5.5高浜丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,950円

テ319-266 かすり夏目5.5丼  φ17×10㎝（24入・強） 3,600円
テ319-276 かすり夏目5.0丼  φ15.5×9.5㎝（30入・強） 3,000円
テ319-286 かすり夏目4.5丼  φ13.5×9㎝（40入・強） 2,400円

ツ319-296 フュージョン6.0ボール（白）  φ18×7.5㎝（20入・強） 3,500円
ツ319-306 フュージョン5.0ボール（白）  φ15.5×8㎝（30入・強） 2,250円
ツ319-316 フュージョン4.3ボール（白）  φ13×7㎝（40入・強） 1,900円

ミ319-326 間取ふじ深口6.0ボール  φ18.8×8.8㎝（24入・陶） 3,420円
ミ319-336 間取りふじ深口5.0ボール  φ15.7×8.5㎝（36入・陶） 2,400円
ミ319-346 間取ふじ深口5.5ボール  φ17.5×8.8㎝（30入・陶） 3,000円

ミ319-356 ブルー割型桜木5.0丼  
φ15.5×10.7㎝（30入・磁） 2,900円
ミ319-366 ブルー割型桜木4.5丼  
φ13.5×10㎝（45入・磁） 2,600円

ミ319-376 錦呉須刷毛八角大丼  
17×9㎝（40入・磁） 2,800円

ミ319-386 イラボ白流し 玉渕 6.8丼  φ20.5×9㎝（30入・磁） 2,180円
ミ319-396 イラボ白流し 玉渕 6.0丼  φ19×8.3㎝（40入・磁） 1,720円
ミ319-406 イラボ白流し 玉渕 5.5丼  φ16.8×7.5㎝（60入・磁） 1,380円

イ319-416 うず刷毛白釉 そば丼  
φ19.4×8.3㎝（30入・磁） 1,200円

イ319-426 さわやか6.5丼  
φ19.4×9㎝（30入・磁） 1,200円
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テ320-016 赤益子丸紋6.0京丼  φ18.7×8.8㎝（24入・磁） 3,950円
テ320-026 赤益子丸紋5.5京丼  φ17.2×8.8㎝（30入・磁） 3,150円
テ320-036 赤益子丸紋5.0京丼  φ15.5×8.2㎝（36入・磁） 2,600円

ミ320-046 シャコハン天目6.0釜上丼  
φ18×8.8㎝（24入・陶） 3,800円
ミ320-056 シャコハン天目5.5釜上丼  
φ16.7×8.8㎝（30入・陶） 3,250円

テ320-066 粉引櫛目高浜5.5丼  
φ17×9.5㎝（36入・陶） 3,700円

イ320-076 天目潮騒 釜上6.0丼  φ17.5×8.8㎝（20入・磁） 3,700円
イ320-086 天目潮騒 釜上5.5丼  φ16×8.2㎝（24入・磁） 3,400円
イ320-096 天目潮騒 釜上5.0丼  φ14×8㎝（30入・磁） 2,400円

ツ320-106 ふくろう6.0丼  
φ18×8.5㎝（20入・磁） 3,400円

テ320-116 黒マット色十草5.5深ボール  φ17.5×8.8㎝（30入・磁） 3,600円
テ320-126 黒マット色十草5.0深ボール  φ15.7×8.8㎝（36入・磁） 2,950円
テ320-136 黒マット色十草4.5深ボール  φ13.6×7.6㎝（40入・磁） 2,100円

オ320-146 グリーンマット6.0ボール  
φ18×8.7㎝（24入・磁） 3,470円

テ320-156 赤益子丸紋6.0高浜丼  
φ18.8×8.8㎝（24入・磁） 3,300円
テ320-166 赤益子丸紋5.5高浜丼  
φ17.3×8.5㎝（30入・磁） 2,650円

テ320-176 三色菊5.5深ボール  φ17×8.5㎝（30入・磁） 3,300円
テ320-186 三色菊5.0深ボール  φ15.5×8.5㎝（36入・磁） 2,750円
テ320-196 三色菊4.5深ボール  φ13.7×7.7㎝（40入・磁） 2,000円

ホ320-206 錆十草6.0高台丼  
φ18.7×9.5㎝（28入・陶） 3,300円
ホ320-216 錆十草5.5高台丼  
φ17×9㎝（36入・陶） 2,400円

ユ320-226 セレン赤6.0丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 3,200円

ミ320-236 深海オリベ玉渕6寸腰張丼  
φ18.2×9㎝（30入・陶） 3,050円

ト320-246 古代マシコ玉渕6.3丼  φ19×9.3㎝（20入・磁） 3,000円
ト320-256 古代マシコ玉渕5.5丼  φ17.2×8.5㎝（25入・磁） 2,400円
ト320-266 古代マシコ玉渕4.5丼  φ13.5×7㎝（40入・磁） 1,600円

ミ320-276 銀志野芦6.5深丼  
φ19.5×10.3㎝（24入・陶） 2,900円
ミ320-286 銀志野芦5.5深丼  
φ16.5×9.3㎝（30入・陶） 2,250円

ト320-296 錆丸紋6.0深口丼  φ18.2×8.7㎝（24入・磁） 2,850円
ト320-306 錆丸紋5.0深口丼  φ15.5×8.6㎝（30入・磁） 1,850円
ト320-316 錆丸紋4.5深口丼  φ13.6×7.9㎝（40入・磁） 1,300円

ト320-326 二色流し6.0深ボール  φ18.5×9㎝（25入・磁） 2,850円
ト320-336 二色流し5.5深ボール  φ17×9㎝（30入・磁） 2,250円
ト320-346 二色流し5.0深ボール  φ15.5×8.2㎝（40入・磁） 1,850円

ミ320-356 織部波丸紋玉渕5.8丼  
φ18×9.3㎝（30入・陶） 2,850円

ユ320-366 藍水玉彫り6.0鉢  
φ18.5×9㎝（20入・陶） 2,800円
ユ320-376 藍水玉彫り5.5鉢  
φ17×8㎝（30入・陶） 2,300円

カ320-386 均窯丸紋6.0反種丼  
φ18×9.5㎝（30入・磁） 2,800円

ネ320-396 武蔵野6.0丼  
φ19.4×9.6㎝（24入・磁） 2,550円

タ320-406 青白磁6.0深ボール  φ18.8×9.5㎝（20入・磁） 2,500円
タ320-416 青白磁5.5深ボール  φ17.3×9㎝（30入・磁） 2,000円
タ320-426 青白磁5.0深ボール  φ15.6×8.8㎝（40入・磁） 1,700円
タ320-436 青白磁4.5深ボール  φ13.5×7.8㎝（60入・磁） 1,250円

ミ320-446 粉引小花石目5.5丼  
φ17.4×9.5㎝（30入・磁） 2,550円
ミ320-456 粉引小花石目5.0丼  
φ15.3×8㎝（40入・磁） 1,680円

ト320-466 鉄黒クシ目6.0丼  
φ18×9.3㎝（20入・陶） 2,450円

ホ320-476 白黒十草6.0丼  
18.5×9㎝（36入・磁） 2,350円
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ト321-016 一珍渦笹6.0高台丼  
φ18.5×8.6㎝（30入・磁） 2,300円

ミ321-026 朱巻花つなぎ高浜5.5丼  
17.5×9㎝（30入・磁） 2,300円

ツ321-036 信楽織部吹5.5深ボール  φ17.5×9㎝（30入・強） 2,250円
ツ321-046 信楽織部吹5.0深ボール  φ15.5×8.5㎝（40入・強） 1,850円
ツ321-056 信楽オリベ吹4.0深ボール  φ12×7㎝（50入・強） 1,000円

ホ321-066 トチリ笹高浜6.0丼  
φ18×9.7㎝（30入・磁） 2,200円
ホ321-076 トチリ笹高浜5.5丼  
φ16.5×9.5㎝（34入・磁） 1,850円

ミ321-086 あすなろ玉渕 6.8丼  φ20.5×9㎝（30入・磁） 2,150円
ミ321-096 あすなろ玉渕 6.0丼  φ19×8.3㎝（40入・磁） 1,700円
ミ321-106 あすなろ玉渕 5.5丼  φ16.5×7.7㎝（60入・磁） 1,300円

ユ321-116 渦紋6.0玉丼  
φ18.5×8㎝（30入・磁） 2,100円

ミ321-126 三色十草大名丼  
φ18.7×10㎝（30入・磁） 2,080円

ミ321-136 染付花絵変形5.8丼  17.3×18.5×8.6㎝（40入・磁） 1,970円
ミ321-146 染付花絵変形4.5丼  13.8×13.5×8.3㎝（60入・磁） 1,450円
ミ321-156 染付花絵変形4.3小丼  13×12.5×6.8㎝（80入・磁） 1,170円

オ321-166 ヒスイぶどう6.0高浜多用丼  
φ18.5×9.8㎝（30入・磁） 1,980円

ミ321-176 吹オリベ大名丼  
φ18.5×10.2㎝（30入・磁） 1,900円

ユ321-186 朱赤櫛目6.0丼  
φ18×9㎝（30入・磁） 1,900円

ネ321-196 呉須巻錆点玉渕6.0丼  
φ18.8×8㎝（30入・磁） 1,800円

ヤ321-206 刷毛時雨けずり18.5㎝丼  
φ18.7×10㎝（30入・磁） 1,750円
ヤ321-216 刷毛時雨けずり17㎝丼  
φ16.8×9㎝（40入・磁） 1,550円

ア321-226 手描唐草粉引6.0釜上丼  
φ18.8×9㎝（30入・磁） 1,700円

ミ321-236 ゴス巻トチリ6.0玉渕丼  
18.8×8.3㎝（30入・磁） 1,650円
ミ321-246 ゴス巻トチリ5.5玉渕丼  
16.7×7.6㎝（45入・磁） 1,230円

テ321-256 イブシ天目6.0丼  18×9㎝（30入・陶） 1,550円
テ321-266 イブシ天目5.0丼  16×9㎝（40入・陶） 1,100円
テ321-276 イブシ天目4.0丼  12.8×8㎝（60入・陶） 810円

ア321-286 ヴォルテックス19㎝丼  φ18.8×10.2㎝（40入・磁） 1,150円
ア321-296 ヴォルテックス18㎝丼  φ18×9.3㎝（40入・磁） 980円
ア321-306 ヴォルテックス16㎝丼  φ16.1×8.7㎝（60入・磁） 820円

ヤ321-316 黒耀6.3けずり丼  
φ18.8×9.8㎝（40入・磁） 1,100円
ヤ321-326 黒耀6.0けずり丼  
φ17.6×9.5㎝（50入・磁） 980円

ヤ321-336 白6.3けずり丼  
φ18.8×9.8㎝（40入・磁） 980円
ヤ321-346 白6.0けずり丼  
φ17.6×9.5㎝（50入・磁） 850円

オ321-356 至福6.3丼  
19.5×8.4㎝（30入・磁） 920円

ハ321-386 黒水晶手捻り6.3丼  
φ19.2×8.3㎝（40入・磁） 830円

ト321-396 十草麺丼  
φ19.2×7.2㎝（30入・磁） 780円

ヤ321-366 ドット黒マットさぬき丼  
φ18.5×9㎝（40入・磁） 830円

ヤ321-376 ドット白マットさぬき丼  
φ18.5×9㎝（40入・磁） 830円
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テ322-016 赤と黒腰張5.5丼  
φ17×10㎝（24入・陶） 4,750円
テ322-026 赤と黒腰張5.0丼  
φ15.5×8.8㎝（30入・陶） 3,300円

カ322-036 ジャパネスク高台丼（中）  
φ16×10.5㎝（40入・陶） 4,700円

テ322-046 渕錆呉須巻腰張5.5丼  
φ17×9.5㎝（20入・陶） 4,400円

オ322-056 二色帯唐草5.5夏目丼  
φ16.5×10㎝（36入・強） 4,150円
オ322-066 二色帯唐草4.5夏目丼  
φ13.6×8.8㎝（48入・強） 2,800円

テ322-076 友禅夏目5.5丼  φ16.5×9.8㎝（30入・磁） 4,000円
テ322-086 友禅夏目5.0丼  φ15.5×10㎝（36入・磁） 3,250円
テ322-096 友禅夏目4.5丼  φ13.5×9㎝（40入・磁） 2,400円

テ322-106 赤ネジ梅5.5夏目丼  φ16.8×9.5㎝（30入・磁） 3,950円
テ322-116 赤ネジ梅夏目5.0丼  φ15.5×9.5㎝（36入・磁） 3,200円
テ322-126 赤ネジ梅夏目4.5丼  φ14×9㎝（40入・磁） 2,400円

ツ322-146 桜木夏目5.5丼  φ17×10㎝（30入・磁） 3,850円
ツ322-156 桜木夏目5.0丼  φ15.8×9.5㎝（30入・磁） 3,300円
ツ322-166 桜木夏目4.5丼  φ13.9×9㎝（40入・磁） 2,600円

テ322-136 青ビードロ掛玉かずら夏目5.5釜上丼  
φ17×9㎝（24入・陶） 4,000円

ユ322-176 備前黒吹夏目5.5釜上丼  
φ17.5×9㎝（20入・陶） 3,100円

ロ322-186 赤千筋高台5.5鉢  φ16.6×10.4㎝（50入・磁） 3,950円
ロ322-196 赤千筋高台5.2鉢  φ15.7×9.9㎝（60入・磁） 3,750円
ロ322-206 赤千筋高台4.5鉢  φ13.1×8.5㎝（80入・磁） 2,900円

ロ322-216 紺千筋高台5.5鉢  φ16.6×10.4㎝（50入・磁） 3,750円
ロ322-226 紺千筋高台5.2鉢  φ15.7×9.9㎝（60入・磁） 3,650円
ロ322-236 紺千筋高台4.5鉢  φ13.1×8.5㎝（80入・磁） 2,650円

ア322-246 手描き唐草5.5深口丼  
φ17×8.7㎝（40入・強） 3,600円

ツ322-256 オレンジ巻グリーン吹夏目5.5丼  φ17×10㎝（30入・強） 3,550円
ツ322-266 オレンジ巻グリーン吹夏目5.0丼  φ15.5×9.6㎝（40入・強） 2,950円
ツ322-276 オレンジ巻グリーン吹夏目4.5丼  φ13.8×9㎝（50入・強） 2,350円

ト322-286 祥瑞5.5丼  φ16.8×10㎝（20入・磁） 3,400円
ト322-296 祥瑞5.0丼  φ15.6×9.2㎝（25入・磁） 2,650円
ト322-306 祥瑞4.5丼  φ13.5×8.8㎝（40入・磁） 2,200円

ツ322-316 三色せせらぎ夏目5.5丼  
φ17×10㎝（30入・強） 3,350円
ツ322-326 三色せせらぎ夏目5.0丼  
φ15.5×9.6㎝（40入・強） 2,750円

ア322-336 錦天の川深口5.5丼  
φ17×8.7㎝（40入・強） 3,300円

テ322-346 花鳥反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（36入・磁） 3,300円

テ322-356 トルコ青十草5.5釜上丼  
φ17.5×9.5㎝（20入） 3,200円

ア322-366 赤絵間取絵6.0おもしろ丼  
φ17.8×9㎝（30入・磁） 3,200円

ミ322-376 四季55多用丼  φ17.5×9㎝（30入・陶） 3,150円
ミ322-386 四季50多用丼  φ15.2×9.8㎝（36入・陶） 2,720円
ミ322-396 四季45多用丼  φ13.8×8.5㎝（45入・陶） 2,200円

ミ322-406 万暦5.5多用丼  φ16.5×10㎝（30入・磁） 3,120円
ミ322-416 万暦5.0多用丼  φ15×9.7㎝（36入・磁） 2,480円
ミ322-426 万暦4.5多用丼  φ13.8×9㎝（45入・磁） 1,950円

ロ322-436 こぶし 5.5高台丼  φ16.8×10.5㎝（50入・磁） 3,800円
ロ322-446 こぶし 5.2高台丼  φ16×10㎝（60入・磁） 3,600円
ロ322-456 こぶし 4.5高台丼  φ13×8.5㎝（80入・磁） 2,550円

オ322-466 グリーンマット5.5夏目丼  
φ16.5×10.5㎝（36入・磁） 3,100円
オ322-476 グリーンマット4.8夏目丼  
φ14.5×9.3㎝（48入・磁） 2,310円

ユ322-486 手描タコ唐草5.5丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 3,000円
ユ322-496 手描タコ唐草4.5丼  
φ13.5×7.5㎝（40入・磁） 2,100円
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ト323-016 白萩5.5丼  
φ16.5×9㎝（20入・陶） 3,000円

テ323-026 トルコ青十草5.8高台丼  
φ17.5×9.5㎝（24入） 3,000円

テ323-036 グリーン黒帯反5.5深口丼  
φ17×9㎝（40入・陶） 3,000円

テ323-046 赤ネジ梅反5.5種丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 3,000円

ミ323-056 深海オリベ夏目5.5丼  φ16.7×10.3㎝（30入・陶） 2,950円
ミ323-066 深海オリベ夏目4.8丼  φ14.5×9.3㎝（40入・陶） 2,200円
ミ323-076 深海オリベ夏目4.5丼  φ13.6×8㎝（60入・陶） 1,850円

ミ323-086 染錦菱紋5.5多用丼  φ17×9㎝（36入・磁） 2,950円
ミ323-096 染錦菱紋5.0多用丼  φ15×9.7㎝（45入・磁） 2,350円
ミ323-106 染錦菱紋4.5多用丼  φ13.5×8.5㎝（60入・磁） 1,970円

ユ323-116 花格子5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,900円
ユ323-126 花格子5.0深丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,950円

ミ323-136 丸紋万暦5.5深丼  
φ17.5×8.5㎝（45入・磁） 2,900円
ミ323-146 丸紋万暦5.0深丼  
φ15.7×8㎝（60入・磁） 2,150円

ユ323-156 織部市松夏目5.5釜上丼  
φ17.5×9㎝（20入・陶） 2,900円

ユ323-166 藍市松夏目5.5釜上丼  
φ17.7×9㎝（20入・陶） 2,900円

テ323-176 粉引山茶花5.5夏目丼  
φ16.7×10㎝（30入） 2,800円
テ323-186 粉引山茶花5.0夏目丼  
φ15.5×9㎝（40入） 2,400円

ト323-196 潮騒玉渕6.0丼  
φ18.3×8.8㎝（20入・磁） 2,680円
ト323-206 潮騒玉渕5.5丼  
φ17×7.8㎝（24入・磁） 2,100円

テ323-216 粉引井桁5.5深ボール  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,650円
テ323-226 粉引井桁5.0深ボール  
φ15.5×8.7㎝（48入・磁） 2,150円

ホ323-236 織部あそび5.5多用丼  φ17×8.8㎝（30入・磁） 2,600円
ホ323-246 織部あそび5.0多用丼  φ15.5×7.8㎝（36入・磁） 1,980円
ホ323-256 織部あそび4.0多用丼  φ13.5×7.3㎝（48入・磁） 1,280円

ミ323-266 雪月花絵5.5深丼  
φ17.4×8.7㎝（36入・磁） 2,500円
ミ323-276 雪月花絵5.0深丼  
φ15.7×8㎝（40入・磁） 1,700円

テ323-286 赤楽タコ唐草6.0麺丼  
φ17.5×8.5㎝（30入） 2,300円

ミ323-296 黒伊賀備前吹八角大丼  
17×9㎝（40入・磁） 2,050円

ミ323-306 タコ唐草八角大丼  
17×9㎝（40入・磁） 2,050円
ミ323-316 染付タコ唐草ケズリ八角小丼  
13.5×7.4㎝（80入・磁） 1,150円

オ323-326 ヒスイぶどう腰張5.5多用丼  
φ16.5×8.7㎝（40入・磁） 1,730円
オ323-336 ヒスイぶどう反種丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 1,250円

ト323-346 浪漫 十草丼 大  
φ16.6×8.8㎝（24入・磁） 1,200円
ト323-356 浪漫 十草丼 中  
φ14.2×7.3㎝（30入・磁） 760円

キ323-366 黒釉刷毛目うどん丼  
φ18.8×9㎝（30入・磁） 980円

キ323-376 粉引刷毛目うどん丼  
φ18.8×9㎝（30入・磁） 980円

キ323-386 白結晶ドット5.5多用丼  
φ17.2×8.8㎝（40入・磁） 780円

キ323-396 黒結晶ドット5.5多用丼  
φ17.2×8.8㎝（40入・磁） 780円

323

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

多用丼



ミ324-016 筋彫赤市松夏目5.5丼  
φ17.6×8.8㎝（30入・陶） 3,500円
ミ324-026 筋彫赤市松夏目5.0丼  
φ15.4×9.6㎝（36入・陶） 2,850円

ミ324-036 筋彫赤市松55釜揚丼  
φ16.8×8.8㎝（30入・陶） 3,500円

オ324-046 紫雲釜上5.5丼  
φ17×9.3㎝（36入・磁） 3,270円

テ324-056 間取牡丹反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（36入・磁） 3,000円

テ324-066 黒マット色十草5.5お好み碗  
φ17.3×8.5㎝（40入・磁） 2,950円
テ324-076 黒マット色十草5.0お好み碗  
φ15.5×8.5㎝（48入・磁） 2,200円

オ324-086 紫雲夏目5.5丼  
φ16.3×10.3㎝（36入・磁） 2,930円
オ324-096 紫雲夏目4.8丼  
φ14.3×9.5㎝（40入・磁） 2,200円

ユ324-106 ハデ5.5丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 2,800円

ツ324-116 文字入呉須巻5.5丼  
φ16.5×16×9.8㎝（30入・陶） 2,850円

テ324-126 赤巻小花5.5深口丼  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,750円
テ324-136 赤巻小花5.0深口丼  
φ15.7×8㎝（48入・磁） 2,200円

テ324-146 グリーン乱線反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（40入・磁） 2,750円

テ324-156 赤巻白線反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（40入・磁） 2,650円

テ324-166 益子赤丸紋5.5深口丼  
φ17.2×8.5㎝（40入・磁） 2,650円

ユ324-176 黄釉間取花変型5.5丼  
φ16.5×9㎝（30入・磁） 2,600円

ミ324-186 朱巻水玉ケズリ大丼  
φ16.3×9.2㎝（40入・磁） 2,600円

ミ324-196 氷壁深口5.5丼  
φ17.3×8.8㎝（30入・磁） 2,550円

ミ324-206 点心5.5丼  φ17.3×9.5㎝（30入・磁） 2,500円
ミ324-216 点心5.0丼  φ15.1×7.9㎝（40入・磁） 1,650円
ミ324-226 点心4.0丼  φ12.4×7.2㎝（60入・磁） 1,150円

テ324-236 南蛮墨吹5.5深ボール  φ17×8.8㎝（30入・磁） 2,500円
テ324-246 南蛮墨吹5.0深ボール  φ15.5×8.6㎝（40入・磁） 2,150円
テ324-256 南蛮墨吹4.5深ボール  φ13.6×7.8㎝（50入・磁） 1,450円

ト324-266 いぶし白ライン深口6.0丼  
φ17.8×9.5㎝（40入・磁） 2,500円

テ324-276 水玉十草5.5深口丼  
φ17.5×8.8㎝（40入・磁） 2,500円
テ324-286 水玉十草5.0深口丼  
φ15×7.5㎝（48入・磁） 2,000円

タ324-296 銀彩6.0反高台丼  
φ18×9.4㎝（20入・磁） 2,500円

オ324-306 白志野織部水玉変形大鉢  
17×9㎝（40入・磁） 2,480円
オ324-316 白志野織部水玉変形中鉢  
14×8.2㎝（60入・磁） 1,900円

ユ324-326 白刷毛十草彫5.8丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 2,300円

ユ324-336 雪舟なぶり6.0丼  
φ18×9.5㎝（30入・磁） 2,300円
ユ324-346 雪舟なぶり4.5丼  
φ13.5×7㎝（40入・磁） 1,300円

ユ324-356 引出黒紋様5.8丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 2,300円
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ミ325-016 信楽吹5.5深ボール  φ17.5×9㎝（30入・磁） 2,300円
ミ325-026 信楽吹5.0深ボール  φ15.5×8.3㎝（40入・磁） 1,850円
ミ325-036 信楽吹4.5深ボール  φ13.7×7.5㎝（60入・磁） 1,300円

ユ325-046 唐津呉須刷毛夏目5.5丼  
φ16.5×10㎝（30入・陶） 2,300円

ユ325-056 粉引格子5.8丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 2,300円

オ325-066 志野化粧石目5.5丼  
φ17×9.5㎝（30入・磁） 2,280円
オ325-076 志野化粧石目5.0丼  
φ15.5×7.7㎝（40入・磁） 1,300円

ト325-086 うず潮5.5丼  
φ17.5×9.2㎝（25入・磁） 2,250円

ユ325-096 藍 ドット変型5.5丼  17×16.2×9㎝（30入・磁） 2,200円
ユ325-106 藍 ドット変型4.5丼  14×13.2×8.8㎝（40入・磁） 1,650円
ユ325-116 藍 ドット変型4.2丼  13×12.2×7.3㎝（40入・磁） 1,350円

ユ325-126 紅 ドット変型5.5丼  17×16.2×9㎝（30入・磁） 2,200円
ユ325-136 紅 ドット変型4.5丼  14×13.2×8.8㎝（40入・磁） 1,650円
ユ325-146 紅 ドット変型4.2丼  13×12.2×7.3㎝（40入・磁） 1,350円

ユ325-156 トチリ草紋 5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,200円

テ325-166 粉引丸紋5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（40入・磁） 2,200円

ユ325-176 美濃十草5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ユ325-186 美濃十草5.0深丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,600円

ユ325-196 紅水玉彫り5.5鉢  
φ17×8㎝（30入・陶） 2,200円

ユ325-206 布目丸紋5.5深丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 2,200円

カ325-216 清里5.5多用鉢  
φ16.8×9㎝（40入・強） 2,500円

テ325-226 手描き花扇5.5玉渕丼  
φ16.7×8㎝（30入） 2,200円

タ325-236 赤釉5.5玉渕丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
タ325-246 赤釉4.5玉渕碗  
φ13.7×7.4㎝（30入・磁） 1,650円

ミ325-256 一珍グリーン5.5深ボール  φ17.5×8.9㎝（30入・磁） 2,150円
ミ325-266 一珍グリーン5寸深ボール  φ15.8×8.4㎝（36入・磁） 1,750円
ミ325-276 一珍グリーン4.5深ボール  φ13.8×8㎝（45入・磁） 1,200円

ユ325-286 益子十草5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,100円
ユ325-296 益子十草5.0深丼  
φ15.5×8㎝（30入・磁） 1,600円

ユ325-306 錆渦5.5 くくり丼  
φ16×9.8㎝（20入・磁） 2,100円

ユ325-316 金茶結晶5.5 くくり丼  
φ16×9.8㎝（20入・磁） 2,100円

ミ325-326 ピンク吹き白ドット八角大丼  
17×9㎝（40入・磁） 2,080円

ミ325-336 春夏秋冬ケズリ大丼  
φ16.3×9.2㎝（40入・磁） 2,000円

ユ325-346 益子十草5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,700円

ネ325-356 黄河三方掛5.5多用丼  
φ17.5×9.5㎝（30入・磁） 1,350円

ハ325-366 大地5.5反種丼  
φ17.5×9㎝（36入・磁） 1,000円
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ネ326-016 手描き錆十草5.5寸多用丼  
φ16×8㎝（40入・陶） 3,900円
ネ326-026 手描き錆十草4.5寸多用丼  
φ13.5×8㎝（60入・陶） 2,500円

テ326-036 青鼡志野イナホ腰張5.0丼  
φ15.8×9.2㎝（30入・陶） 3,100円

イ326-046 天目潮騒ボール 6.0  
φ18×7㎝（40入・磁） 3,000円

オ326-056 粉引風雅5.5丼  
φ17.3×9.7㎝（36入・磁） 2,840円
オ326-066 粉引風雅5.0丼  
φ15×8㎝（50入・磁） 1,560円

ア326-076 手描赤帯唐草変形5.5丼  
φ16.8×8.3㎝（30入・磁） 2,750円

ロ326-086 白吹黒水晶5.8丼  
φ17.2×8.7㎝（60入・強） 2,600円
ロ326-096 白吹黒水晶5.0丼  
φ15.5×8.4㎝（50入・強） 2,010円

オ326-106 万葉歌5.5丼  
φ17.3×9.7㎝（30入・磁） 2,680円
オ326-116 万葉歌多盛碗  
φ13×7.8㎝（50入・磁） 1,400円

ヤ326-126 石目灯火5.5丼  
φ17.5×9.6㎝（40入・磁） 2,500円
ヤ326-136 石目灯火5.0丼  
φ15×7.8㎝（50入・磁） 1,350円

ト326-146 唐草5.0丼  
φ15.4×8.5㎝（30入・磁） 2,200円

タ326-156 銀彩5.5反高台丼  
φ16.6×9㎝（30入・磁） 2,200円

ホ326-166 黒水晶モダン5.5丼  
φ17×10㎝（40入・磁） 2,200円
ホ326-176 黒水晶モダン4.5丼  
φ14.5×8㎝（50入・磁） 1,450円

タ326-186 るり銀彩5.5深ボール  
φ17.2×9㎝（20入・磁） 2,100円
タ326-196 るり銀彩5.0深ボール  
φ15.3×8.7㎝（20入・磁） 1,800円

オ326-206 流水多用丼  
17.3×8.6㎝（60入・磁） 2,100円

ミ326-216 呉須刷毛格子 波型50丼  
φ15.8×8.6㎝（40入・磁） 2,100円
ミ326-226 呉須刷毛格子 波型4.2丼  
φ12.8×8㎝（50入・磁） 1,550円

ユ326-236 花格子5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,000円
ユ326-246 花格子5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,800円

テ326-256 辰砂唐草5.5深口丼  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,000円
テ326-266 辰砂唐草5.0深口丼  
φ15.5×8㎝（48入・磁） 1,550円

イ326-276 天目潮騒 反6.5丼  
φ18×9㎝（30入・磁） 2,000円

ア326-286 赤絵手描花17.5㎝丼  
φ17.4×8.4㎝（40入・磁） 2,000円

ミ326-296 悟空高浜5.5丼  
17.3×8.5㎝（30入・磁） 2,050円

オ326-306 粉引風雅5.5高浜丼  
φ17×8.6㎝（30入・磁） 1,950円

ア326-316 黒結晶緑流17㎝たもり鉢  
φ17.2×8㎝（40入・磁） 1,900円

ユ326-326 結晶渦字紋5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,850円
ユ326-336 結晶渦字紋5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,600円

タ326-346 粉引しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（40入・磁） 1,850円
タ326-356 粉引しのぎ5.0丼  
φ15.7×9.2㎝（30入・磁） 1,500円

タ326-366 飴斑点しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（30入・磁） 1,850円
タ326-376 飴斑点しのぎ5.0丼  
φ15.8×9.2㎝（30入・磁） 1,500円

ユ326-386 手描染十草5.8丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,850円

ユ326-396 紅二彩乱格子5.8丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 1,850円
ユ326-406 紅二彩乱格子5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,400円

ユ326-416 藍二彩乱格子5.8丼  
φ17.5×9㎝（30入・磁） 1,850円
ユ326-426 藍二彩乱格子5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,400円

ユ326-436 紅彩丸紋5.5深丼  
φ17.5×9.5㎝（30入・陶） 1,850円

ユ326-446 丸紋釉裏紅反5.8丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,800円
ユ326-456 丸紋釉裏紅反5.3丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,400円

ユ326-466 唐津織部流5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,800円
ユ326-476 唐津織部流5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,550円
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ア327-016 赤絵粉引点紋三輪5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（40入・磁） 1,800円

ア327-026 赤絵肌粉引唐草三輪5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（40入・磁） 1,800円

ユ327-036 御深井草花5.5深丼  
φ16.5×9㎝（30入・陶） 1,800円

ユ327-046 かいらぎ変型5.5丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 1,800円

タ327-056 ふる里5.5反種丼  
φ17.2×8.5㎝（40入・磁） 1,800円

ユ327-066 トチリ草紋5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（磁） 1,800円

ユ327-076 赤釉立木5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,800円
ユ327-086 赤釉立木5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,550円

ユ327-096 水玉十草5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,800円
ユ327-106 水玉十草5.0反種丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,300円

オ327-116 間取ススキ5.5腰張丼  
φ17×9㎝（36入・磁） 1,750円

オ327-126 二色十草5.5腰張丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,750円

ミ327-136 水玉十草 5.5お好み丼  φ17.2×8.3㎝（40入・磁） 1,750円
ミ327-146 水玉十草 5.0お好み丼  φ16×8.3㎝（50入・磁） 1,350円
ミ327-156 水玉十草 4.5お好み丼  φ13×7.8㎝（60入・磁） 980円

オ327-166 手筋織部5.5渦型腰張  
φ17×9㎝（36入・磁） 1,750円

ユ327-176 渦紋5.5深丼  
φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 1,750円

オ327-186 間取楽文字5.5腰張丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 1,750円

ユ327-196 刷毛十草5.8丼  
φ17.5×9㎝（30入・磁） 1,700円
ユ327-206 刷毛十草5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,350円

ユ327-216 藍流水5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,700円
ユ327-226 藍流水5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,350円

ユ327-236 錆流水5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,700円
ユ327-246 錆流水5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,300円

ユ327-256 刷毛唐草5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,650円
ユ327-266 刷毛唐草5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,250円

ユ327-276 色入笹5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,650円
ユ327-286 色入笹5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,250円

ユ327-296 深海反5.8丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 1,650円
ユ327-306 深海反5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,250円

イ327-316 匠織部手作り風中鉢  
φ17.2×8.3㎝（30入・磁） 1,650円

ネ327-326 京古染唐草5.5多用丼  
φ17.2×8.6㎝（40入・磁） 1,650円

イ327-336 うのふ窯変中鉢  
φ16.7×8.3㎝（40入・磁） 1,600円

ア327-346 赤絵手描花15㎝丼  
φ15.2×7.4㎝（60入・磁） 1,600円

オ327-356 石目山がすみ5.5丼  φ17.3×9.7㎝（30入・磁） 1,600円
オ327-366 石目山がすみ5.0丼  φ15.5×8㎝（36入・磁） 930円
オ327-376 石目山がすみ4.2丼  φ13.1×7.8㎝（60入・磁） 750円

ユ327-386 美濃十草5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,600円

オ327-396 志野化粧けずり麺丼  
φ17.2×8.8㎝（30入・磁） 1,600円

オ327-406 志野化粧石目高浜5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入・磁） 1,600円

キ327-436 赤柚子八重がけ砂目5.8丸丼  
φ17.3×8.2㎝（30入・磁） 1,580円

ユ327-416 益子丸紋反5.8丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,600円
ユ327-426 益子丸紋反5.3丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,300円
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キ328-016 赤柚子八重がけ面取5.5丼  
φ17×9.7㎝（30入・磁） 1,580円

ア328-026 藍染唐草石目5.5丼  
φ17.5×8.2㎝（36入・磁） 1,580円
ア328-036 藍染唐草石目5.0丼  
φ15.5×7.7㎝（40入・磁） 920円

ホ328-046 トチリ笹5.5種丼  
φ17×8.5㎝（36入・磁） 1,570円

ネ328-056 呉須巻錆点5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,550円

ヤ328-066 古染波千鳥5.5多用丼  
φ17.5×9㎝（40入・磁） 1,550円

オ328-076 石目白露5.5丼  φ17×9.5㎝（30入・磁） 1,550円
オ328-086 石目白露5.0丼  φ15×7.9㎝（40入・磁） 880円
ア328-096 粉引多用碗  φ12.6×7.1㎝（80入・磁） 530円

ヤ328-106 織部白流し5.5多用丼  
17×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ328-116 粉引墨吹5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ328-126 手描染十草5.3丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,500円

ト328-136 柚子天目ねじり 5.5丼  
φ17.6×9.2㎝（25入・磁） 1,500円

ユ328-146 桔梗5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,500円

ユ328-156 曙唐草 5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,500円

ト328-166 天目しのぎ 5.5丼  φ17.8×9.5㎝（25入・磁） 1,500円
ト328-176 天目しのぎ 5.0丼  φ15.5×9㎝（36入・磁） 1,320円
ト328-186 天目しのぎ 小丼  φ12.3×8.8㎝（50入・磁） 980円

テ328-196 渋谷緑結晶しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（30入・磁） 1,450円
テ328-206 渋谷緑結晶しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・磁） 1,250円

キ328-216 古備前面取5.5丼  
φ17×9.7㎝（30入・磁） 1,450円

ト328-226 藍十草砂目5.8丸丼  
φ17.3×8.2㎝（50入・磁） 1,400円
ト328-236 藍十草砂目5.0丸丼  
φ15.5×7.7㎝（60入・磁） 800円

ト328-246 サビ十草砂目5.8丸丼  
φ17.3×8.2㎝（50入・磁） 1,400円
ト328-256 サビ十草砂目5.0丸丼  
φ15.5×7.7㎝（60入・磁） 800円

ミ328-266 吹オリベ釜上丼  
φ16.5×9㎝（30入・磁） 1,400円

ミ328-276 三色十草釜上丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 1,400円

ミ328-286 志野刷毛目夏目5.5多用丼  φ16.5×10.3㎝（30入・磁） 1,380円
ミ328-296 志野刷毛目夏目4.8多用丼  φ14.3×9.3㎝（40入・磁） 980円
ミ328-306 志野刷毛目夏目4.0多用丼  φ12.7×8㎝（60入・磁） 680円

オ328-316 呉須三色十草5.0多用丼  φ16×9.8㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,380円
オ328-326 呉須三色十草4.6ロクロ目丼  φ14.3×8.4㎝（50入・磁）（美濃焼） 970円
オ328-336 呉須三色十草4.1ロクロ目丼  φ12.6×7㎝（60入・磁）（美濃焼） 850円

オ328-346 錆三色十草5.0多用丼  φ16×9.8㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,380円
オ328-356 錆三色十草4.6ロクロ目丼  φ14.3×8.4㎝（50入・磁）（美濃焼） 970円
オ328-366 錆三色十草4.1ロクロ目丼  φ12.6×7㎝（60入・磁）（美濃焼） 850円

イ328-376 漆黒乱十草5.5釜上丼  
φ17.5×9㎝（30入・磁） 1,350円

ト328-386 朝顔5.5多用丼  
φ16.8×8.5㎝（50入・磁） 1,350円

ユ328-396 掻落二色十草5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,350円

ト328-406 柚子天目ねじり 5.0丼  
φ15×9.3㎝（36入・磁） 1,320円
ト328-416 柚子天目ねじり 小丼  
φ12.7×9.1㎝（50入・磁） 980円

ユ328-426 荒波 5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,300円

ミ328-436 三色十草夏目55丼  φ16.2×10.3㎝（30入・磁） 1,300円
ミ328-446 三色十草夏目45丼  φ14.5×9.3㎝（40入・磁） 980円
ミ328-456 三色十草夏目40丼  φ12.7×7.6㎝（60入・磁） 640円

ユ328-466 掻落太十草5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,300円
ユ328-476 掻落太十草5.0種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,100円

ア328-486 藍染唐草5.5多用丼  
φ17.6×8.5㎝（36入・磁） 1,300円
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ア329-016 刷毛玉渕6.0高浜丼  
φ17.7×9.2㎝（30入・磁） 1,300円

ア329-026 ドット18㎝反丼  
φ18×8.7㎝（40入・磁） 1,250円

テ329-036 黄粉引5.0多用丼  
16×9㎝（40入・磁） 1,250円
テ329-046 黄粉引4.0多用丼  
12.8×8㎝（60入・磁） 950円

ホ329-056 赤絵波丸紋5.5丼  φ17×8.6㎝（36入・磁） 1,250円
ヤ329-066 粉引釉丸紋4.8うどん鉢  φ15×7.2㎝（50入・磁） 1,050円
ヤ329-076 粉引釉丸紋4.0うどん鉢  φ12.5×6㎝（60入・磁） 700円

オ329-086 空吹乱5.5釜上丼  
φ17.1×9㎝（30入・磁） 1,200円

ミ329-096 錦天目夏目5.5多用丼  φ16.5×10.3㎝（30入・磁） 1,200円
ミ329-106 錦天目夏目4.8多用丼  φ14.2×9㎝（40入・磁） 880円
ミ329-116 錦天目夏目4.0多用丼  φ12.6×8㎝（60入・磁） 580円

ネ329-126 赤柚子5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（30入・磁） 1,180円
ネ329-136 赤柚子4.2多用丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 770円

ハ329-146 吹雪石目高浜5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（36入・磁） 1,200円

ミ329-156 弥七田織部55反り丼  
φ16.2×8.9㎝（970㏄）（40入・磁） 1,200円
ミ329-166 弥七田織部50反り丼  
φ15.3×8.5㎝（840㏄）（50入・磁） 800円

ヤ329-176 錦京唐草お好丼（大）  
16×8.5㎝（40入・磁） 1,200円
ヤ329-186 錦京唐草お好丼（小）  
13.3×7.5㎝（60入・磁） 900円

ミ329-196 吹オリベ夏目5.5多用丼  φ16.5×10.6㎝（30入・磁） 1,170円
ミ329-206 吹オリベ夏目4.8多用丼  φ14.3×9.3㎝（40入・磁） 960円
ミ329-216 吹オリベ夏目4.0多用丼  φ12.3×8㎝（60入・磁） 720円

ユ329-226 掻落二色十草5.0種丼  
φ15×7.8㎝（40入・磁） 1,150円

ア329-236 グレー唐草5.5多用丼  
φ17×8.7㎝（40入・磁） 1,150円

ア329-246 白刷毛目5.5深口丼  
φ16.2×9㎝（36入・磁） 1,100円
ア329-256 白刷毛目5.0深口丼  
φ15.3×8.5㎝（40入・磁） 750円

ミ329-266 粉引刷毛目5.5高浜丼  
φ17×9.1㎝（1100㏄）（40入・磁） 1,100円
ミ329-276 粉引刷毛目5.0高浜丼  
φ15.3×8.5㎝（840㏄）（50入・磁） 750円

オ329-286 石目白露高浜5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,100円

ホ329-296 くしめ紋5.5釜上丼  
17×9㎝（38入・磁） 1,100円

ア329-356 和らぎ刷毛目16.5㎝丼  
φ16.4×9㎝（40入・磁） 1,100円

ヤ329-306 益子風ツタ5.5深口丼  
φ17×8.8㎝（40入・磁） 1,100円
ヤ329-316 益子風ツタ5.0深口丼  
φ15.6×7.8㎝（60入・磁） 900円

オ329-326 ふる里高浜5.5丼  17.5×8.5㎝（30入・磁） 1,100円
オ329-336 ふる里石目5.0丼  φ15.3×7.9㎝（50入・磁） 930円
オ329-346 ふる里石目4.2丼  φ13.3×7.8㎝（60入・磁） 750円

ア329-366 黒釉5.5和丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 1,100円

ユ329-376 雪粉引けずり5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（30入・磁） 1,080円
ユ329-386 雪粉引けずり5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・磁） 880円

オ329-396 点一引5.5多用丼  
φ17×8.8㎝（40入・磁） 1,000円
オ329-406 点一引5.0多用丼  
φ15.6×8㎝（50入・磁） 850円

ハ329-416 志野サビ刷毛5.5釜上丼  
φ17×9.1㎝（30入・磁） 950円

ヤ329-426 ゆず天目さぬき丼  
φ18.5×9㎝（30入・磁） 900円

ホ329-436 ゴス刷毛多用丼（大）  φ18.3×8㎝（30入・磁） 850円
ホ329-446 ゴス刷毛多用丼（中）  φ15.8×6.8㎝（50入・磁） 700円
ホ329-456 ゴス刷毛4.0多用丼（小）  φ12.8×6.5㎝（70入・磁） 500円

ホ329-466 サビ刷毛多用丼（大）  φ18.3×8㎝（30入・磁） 850円
ホ329-476 サビ刷毛多用丼（中）  φ15.8×6.8㎝（50入・磁） 700円
ホ329-486 サビ刷毛4.0多用丼（小）  φ12.8×6.5㎝（70入・磁） 500円

ミ329-496 天目 5.5多用丼  
φ17×8.8㎝（45入・磁） 800円

キ329-506 ツートン多用丼  
φ17.5×8.5㎝（40入・磁） 780円

タ329-516 雪粉引軽量ミニ丼  
φ16.2×8㎝（40入・磁） 680円
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テ330-066 藍市松青海波夏目深口5.0丼  
φ15.6×10㎝（40入・陶） 3,100円

テ330-076 赤絵丸格子夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・陶） 3,100円

テ330-086 赤と黒夏目深5.0丼  
φ15.2×9.5㎝（40入・陶） 3,150円

ア330-016 錦天の川5.0夏目丼  
φ14.7×8.4㎝（40入・強） 3,600円

ト330-026 オリベ乱線5.0丼  
φ15.4×8.2㎝（40入・陶） 3,300円

カ330-036 加茂川夏目5.0丼  φ15.3×9.5㎝（30入・強） 3,400円
カ330-046 加茂川夏目4.5丼  φ13.8×9㎝（40入・強） 2,900円
カ330-056 加茂川4.0深口丼  φ12.5×8㎝（50入・強） 2,500円

ネ330-096 赤絵万暦変型丼大  
17×16.5×9.2㎝（30入・磁） 2,980円

ミ330-106 朱丸紋六角丼  15.2×16.2×9.2㎝（36入・磁） 2,900円
ミ330-116 朱丸紋六角45丼  14.2×13.5×8.3㎝（45入・磁） 2,100円
ミ330-126 朱丸紋六角40丼  12.7×12.3×7.3㎝（60入・磁） 1,850円

テ330-136 粉引面取4.5多用丼  
φ14.5×9㎝（40入・陶） 2,850円

ミ330-146 暁ネジリ大丼  φ16.5×9.5㎝（30入・磁） 2,780円
ミ330-156 暁ネジリ中丼  φ13.5×8.7㎝（40入・磁） 2,300円
ミ330-166 暁ネジリ小丼  φ11.6×6.8㎝（60入・磁） 1,850円

ミ330-176 黒土丸紋50丼  
φ15.8×9.8㎝（40入・陶） 2,780円
ミ330-186 黒土丸紋45丼  
φ12.6×8.3㎝（60入・陶） 2,150円

ミ330-196 黒土一珍冬樹50丼  
φ15.8×9.8㎝（40入・陶） 2,780円
ミ330-206 黒土一珍冬樹45丼  
φ12.6×8.3㎝（60入・陶） 2,150円

ユ330-216 南蛮呉須十草5.0深丼  
φ16×9.5㎝（30入・陶） 2,700円

ユ330-226 南蛮サビ十草5.0深口丼  
φ16×9.5㎝（30入・陶） 2,700円

ユ330-236 胡麻うのふ5.0丼  
φ15.5×9㎝（30入・陶） 2,700円

ユ330-246 染付丸紋六角5.0丼  
φ15.5×9㎝（30入・磁） 2,700円
ユ330-256 染付丸紋六角4.5丼  
φ14×8.4㎝（40入・磁） 2,100円

テ330-266 グリーン黒帯夏目4.8丼  
φ14.5×9.2㎝（40入・陶） 2,700円

ユ330-276 さくら夏目5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（30入・陶） 2,600円

ミ330-286 花唐草錦大名丼  
φ16×8.8㎝（40入・磁） 2,600円

ミ330-296 織部草花50六角丼  16.2×15.2×9.2㎝（36入・磁） 2,600円
ミ330-306 織部草花40六角丼  12.7×12.3×7.3㎝（60入・磁） 1,700円
ミ330-316 織部草花45六角丼  14.2×13.5×8.3㎝（45入・磁） 1,950円

ミ330-326 小花50六角丼  16.2×15.2×9.2㎝（36入・磁） 2,550円
ミ330-336 小花45六角丼  14.2×13.5×8.3㎝（45入・磁） 1,900円
ミ330-346 小花40六角丼  12.7×12.3×7.3㎝（60入・磁） 1,700円

ミ330-356 京桜波型5.0丼  
φ15.7×8.8㎝（40入・磁） 2,550円
ミ330-366 京桜波型4.5丼  
φ12.8×8.1㎝（60入・磁） 2,200円

テ330-376 青マット雲金5.0夏目丼  φ15.5×9.8㎝（30入・磁） 2,550円
テ330-386 青マット雲金4.5夏目丼  φ13.5×9㎝（40入・磁） 1,900円
テ330-396 青マット雲金3.8夏目丼  φ12×7.5㎝（60入・磁） 1,550円

テ330-406 赤マット雲金5.0夏目丼  φ15.5×9.8㎝（30入・磁） 2,550円
テ330-416 赤マット雲金4.5夏目丼  φ13.5×9㎝（40入・磁） 1,900円
テ330-426 赤マット雲金3.8夏目丼  φ12×7.5㎝（60入・磁） 1,550円
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ユ331-016 赤絵波5.0丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 2,600円

ユ331-026 赤絵丸紋5.0丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 2,600円

ユ331-036 市松黒夏目5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（30入・陶） 2,500円

ユ331-046 織部市松夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,500円

ユ331-056 藍市松夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,500円

ミ331-066 トチリ草紋5.0牛丼  
φ15×9.5㎝（40入・陶） 2,560円

ユ331-076 備前黒吹夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,500円

ユ331-086 青釉紋様夏目5.0丼  
φ15×9.5㎝（30入・陶） 2,500円

カ331-096 駒筋5.0多用丼  
φ14.7×8.6㎝（40入・強） 2,600円

ト331-106 うず潮 三ッ押5.5丼  
φ16.5×9.3㎝（24入・磁） 2,400円

ユ331-116 グリーン十草4.8丼  
φ14.5×8㎝（40入・磁） 2,300円

ユ331-126 二色ドット削り5.5丼  
φ16.5×9㎝（30入・磁） 2,300円

ト331-156 翠玉ロクベ茶碗（大）  
φ15.3×7.8㎝（30入・磁） 2,300円

ユ331-166 朱赤面取5.0深丼  
φ15.5×9.5㎝（30入・陶） 2,300円

ト331-176 錦ツル草5.0丼  
φ15×9.3㎝（36入・磁） 2,300円

ユ331-186 ハデ5.0丼  
φ15×9.5㎝（40入・磁） 2,300円

テ331-136 末広5.0夏目丼  
φ15×10㎝（40入・磁） 2,300円
テ331-146 末広4.5夏目丼  
φ13.8×9㎝（60入・磁） 1,550円

ロ331-196 紅結晶5.0丼  φ15.2×9.2㎝（50入・磁） 2,250円
ロ331-206 紅結晶4.0丼  φ11.7×6.5㎝（60入・磁） 1,150円
ロ331-216 紅結晶3.0丼  φ10.2×5㎝（80入・磁） 830円

テ331-226 青マット雲金5.5尻張丼  φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
テ331-236 青マット雲金5.0尻張丼  φ15×7.6㎝（40入・磁） 1,900円
テ331-246 青マット雲金4.5尻張丼  φ13.7×7.2㎝（60入・磁） 1,800円

テ331-256 赤マット雲金5.5尻張丼  φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
テ331-266 赤マット雲金5.0尻張丼  φ15×7.6㎝（40入・磁） 1,900円
テ331-276 赤マット雲金4.5尻張丼  φ13.7×7.2㎝（60入・磁） 1,800円

ユ331-286 織部流水5.0丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 2,200円

ユ331-296 粉引ゴス十草夏目5.0丼  
φ15.5×9.8㎝（30入・陶） 2,200円

ミ331-306 白塗分深口5.0丼  
φ15.3×8.8㎝（36入・陶） 2,100円

ユ331-316 白砂波鹿の子5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,100円

テ331-326 色葉十草夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・磁） 2,100円

ユ331-336 万暦4.8丼  
φ14.5×8㎝（40入・磁） 2,100円

テ331-346 茶釉備前吹夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・陶） 2,000円

ト331-356 錦十草5.0丼  
φ15.4×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ト331-366 錦十草4.5丼  
φ13.5×8㎝（50入・磁） 2,000円

カ331-376 手描き花5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,000円
カ331-386 手描き花5.0多用丼  
φ15.6×7.9㎝（30入・磁） 1,800円

ヤ331-396 万暦丸紋5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,000円
ヤ331-406 万暦丸紋5.0多用丼  
φ16×7.8㎝（60入・磁） 1,800円
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カ332-016 ダミ呉須赤絵花5.0丼  
φ15.3×8.3㎝（40入・強） 2,200円
カ332-026 ダミ呉須赤絵花4.2丼  
φ12.7×7.9㎝（40入・強） 1,750円

ミ332-036 豊作5.5反種丼  
φ17.3×8.7㎝（45入・磁） 1,980円
ミ332-046 豊作5.0反種丼  
φ16×8㎝（60入・磁） 1,620円

ミ332-056 氷壁深口5.0丼  
φ15.9×8.5㎝（36入・磁） 1,970円

オ332-066 茶ライン5.0ごはん丼  
15.7×15.5×9.3㎝（40入・陶） 1,950円

ホ332-076 赤銀彩エム丼  
φ17×9.5㎝（30入・磁） 1,900円

イ332-086 若芽たっぷり丼  
φ15.5×9㎝（36入・磁） 1,850円

ハ332-096 藍巻唐草5.5お好み丼  
φ17×8.3㎝（36入・磁） 1,850円

カ332-106 辰砂梅5.0ボール  
φ15.5×8.6㎝（40入・磁） 1,950円

ホ332-116 信楽たたき5.0深丼  
φ15.7×8.2㎝（40入・磁） 1,850円
ホ332-126 信楽たたき4.5深丼  
φ13.7×8㎝（46入・磁） 1,280円

ト332-136 芦5.0深ボール  
φ15.5×8.2㎝（36入・磁） 1,850円
ト332-146 芦4.5深ボール  
φ13.7×7.7㎝（50入・磁） 1,280円

ユ332-156 益子サビ十草夏目5.0丼  
φ15.3×9.5㎝（30入・陶） 1,800円

ユ332-166 美濃十草波型5.0丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,800円

ユ332-176 荒波 夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・磁） 1,800円

ユ332-186 赤釉立木波型5.0丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,800円

ホ332-196 うのふ夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・陶） 1,750円

テ332-206 雅5.0丸丼  
φ15×9.5㎝（24入・磁） 1,650円
テ332-216 雅4.5丸丼  
φ13.8×9.6㎝（32入・磁） 1,400円

イ332-226 手描椿5.0丼  
φ15×9㎝（30入・陶） 1,650円

ミ332-236 レインボー50多用丼  
φ15.6×9㎝（36入・磁） 1,650円
ミ332-246 レインボー45多用丼  
φ13.6×7.8㎝（45入・磁） 1,150円

ユ332-256 ゆらり十草（青）夏目5.0丼  
φ15×9㎝（40入・磁） 1,600円

ユ332-266 ゆらり十草（紅）夏目5.0丼  
φ15×9㎝（40入・磁） 1,600円

ユ332-276 トチリ草紋5.0反種丼  
φ16×8㎝（磁） 1,600円

ユ332-286 御深井草花5.0深丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 1,600円

ト332-296 柚子黒赤ハケ5.5丼  
φ16.7×8.8㎝（32入・磁） 1,550円
ト332-306 柚子黒赤ハケ4.5丼  
φ13.7×7.2㎝（50入・磁） 1,200円

ユ332-316 益子十草5.0反種丼  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 1,500円

ミ332-326 サビ十草50丼  
φ15.5×9.3㎝（40入・磁） 1,500円

ユ332-336 曙唐草 5.0丼  
φ15×9.5㎝（30入・磁） 1,500円

ネ332-346 呉須巻錆点5.0丼  
φ15.3×9.5㎝（40入・磁） 1,450円

カ332-356 青白磁5.0丼  
φ15×9.4㎝（40入・磁） 1,450円

ユ332-366 千段削り夏目5.0丼  
φ15×9.5㎝（40入・陶） 1,400円

ミ332-376 古代唐草深口50丼  
φ15.5×9.3㎝（40入・磁） 1,400円
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ユ333-016 刷毛粉引5.0深丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 1,400円

ユ333-026 枯野5.0山掛丼  
φ15×8.5㎝（30入・陶） 1,400円

ユ333-036 銀彩青流し5.0山掛丼  
φ15×7.5㎝（40入・陶） 1,400円

カ333-046 ツタ絵5.0反種丼  
φ16×8.3㎝（40入・磁） 1,400円

ユ333-056 千段削り5.0山掛丼  
φ15×8㎝（30入・陶） 1,400円

ユ333-066 呉須巻丸紋5.0深丼  
φ15×9㎝（40入・磁） 1,400円

ユ333-076 青ビードロ面取5.0深丼  
φ15×9.5㎝（30入・陶） 1,400円

オ333-086 二色十草5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（36入・磁） 1,400円
オ333-096 二色十草4.5丼  
φ14×8.5㎝（50入・磁） 1,060円

ユ333-106 黄瀬戸面取5.0深丼  
φ15×9.5㎝（30入・陶） 1,400円

オ333-116 間取楽文字5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（36入・磁） 1,400円
オ333-126 間取楽文字4.5丼  
φ14×8.5㎝（50入・磁） 1,050円

ホ333-136 黒うずライン5.5丼  φ17×8.5㎝（36入・磁） 1,820円
ホ333-146 黒うずライン5.0丼  φ15.5×8.2㎝（40入・磁） 1,400円
ホ333-156 黒うずライン4.5丼  φ12.8×7.8㎝（50入・磁） 990円

ホ333-166 白うずライン5.5丼  φ17×8.5㎝（36入・磁） 1,820円
ホ333-176 白うずライン5.0丼  φ15.5×8.2㎝（40入・磁） 1,400円
ホ333-186 白うずライン4.5丼  φ12.8×7.8㎝（50入・磁） 990円

オ333-196 間取ススキ5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（36入・磁） 1,400円
オ333-206 間取ススキ4.5丼  
φ14×8.5㎝（50入・磁） 1,050円

オ333-216 茶ライン4.5ごはん丼  
13.7×13.2×8.7㎝（50入・陶） 1,400円

タ333-226 赤ドロップ4.2めし丼  
φ13.2×8.3㎝（40入・磁） 1,400円

ト333-236 トチリ 二色十草5.0多用丼  
φ15.3×9.3㎝（30入・磁） 1,400円
ト333-246 トチリ 二色十草4.5丼  
φ14×8.5㎝（30入・磁） 1,100円

ツ333-256 点十草京丼  
φ16×8.2㎝（40入・磁） 1,350円

ト333-266 白カツラ5.5寸たい茶  
φ16.2×6.8㎝（60入・磁） 1,350円

キ333-276 白刷毛目5.0丼  
φ15×8㎝（60入・陶） 1,350円

キ333-286 黒結晶刷毛5.0丼  
φ15×8㎝（60入・陶） 1,350円

キ333-296 黄カスミ5.0丼  
φ15×8㎝（60入・陶） 1,350円

ユ333-306 染唐草5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,350円
ユ333-316 染唐草5.0種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,100円

ハ333-326 赤絵万歴ぶっかけ丼  
φ16.4×8.7㎝（40入・磁） 1,300円

ヤ333-336 立花大丼  
φ15×8㎝（40入・磁） 1,300円

ユ333-346 荒波 5.0種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,200円

カ333-356 刷毛巻白かきこみ大丼  
φ15.7×8.9㎝（40入・磁） 1,100円
カ333-366 刷毛巻白かきこみ並丼  
φ14.8×8.8㎝（50入・磁） 950円

カ333-376 刷毛巻黒かきこみ大丼  
φ15.7×8.9㎝（40入・磁） 1,100円
カ333-386 刷毛巻黒かきこみ並丼  
φ14.8×8.8㎝（50入・磁） 950円

タ333-396 あけぼの5.0丼  
φ16×7.6㎝（30入・磁） 820円
タ333-406 あけぼの4.0丼  
φ12.6×6㎝（60入・磁） 630円

タ333-416 伊賀織部吹5.0丼  
φ16×7.6㎝（30入・磁） 820円
タ333-426 伊賀織部吹4.0丼  
φ12.6×6㎝（60入・磁） 630円

ユ333-436 KONOMI（黒）5.0和丼  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 580円
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オ334-016 ラスター銀彩渦潮5.0変形丼  
φ15.5×8.6㎝（50入・磁）（美濃焼） 2,450円
オ334-026 ラスター銀彩渦潮4.0変形丼  
φ12×7.7㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,700円

ユ334-036 淡雪二色吹 変型5.5丼  
17×9㎝（30入・磁） 2,000円

テ334-046 南蛮墨吹5.0お好丼  
φ14.9×8.2㎝（50入・磁） 1,400円
テ334-056 南蛮墨吹4.5お好碗  
φ13.1×8.2㎝（60入・磁） 1,050円

ミ334-066 椿 ぶっかけ丼  
φ16×8.8㎝（40入・磁） 1,380円

ヤ334-076 石目火だすき5.0丼  
φ15.2×8㎝（50入・磁） 1,350円
ヤ334-086 石目火だすき4.2多用碗  
φ13×7.7㎝（50入・磁） 1,050円

ア334-096 黒釉5.5面取丼  
φ17×9.7㎝（36入・磁） 1,320円

キ334-106 錦十草5.0多用丼  
φ15.3×7.9㎝（40入・磁） 1,300円
キ334-116 錦十草新小丼  
φ13.2×7㎝（60入・磁） 870円

キ334-126 赤柚子八重がけ砂目5.5反丼  
φ16.2×8.9㎝（30入・磁） 1,300円

ト334-136 二色流しお好み丼  
φ15.5×8.5㎝（50入・磁） 1,300円
ト334-146 二色流しお好み碗  
φ13×8㎝（50入・磁） 950円

ヤ334-156 粉引釉古代赤絵お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（36入・磁） 1,200円
ヤ334-166 粉引釉古代赤絵お好み丼 小  
φ13×7.2㎝（48入・磁） 900円

ト334-176 黒うず5.0種丼  
φ16×8㎝（50入・磁） 1,200円

キ334-186 古備前砂目5.5反丼  
φ16.2×8.9㎝（30入・磁） 1,200円

ヤ334-196 青磁梅5.0多用丼  
φ15.5×7.5㎝（50入・磁） 1,200円

ア334-206 藍染唐草5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（40入・磁） 1,180円

ホ334-216 シンプル十草5.5丼（軽量）  
φ16.5×8㎝（40入・磁） 1,170円
ホ334-226 シンプル十草4.5丼（軽量）  
φ14.5×7.5㎝（50入・磁） 980円

ミ334-236 結晶織部55高浜丼  
φ17×9.1㎝（1100㏄）（40入・磁） 1,100円
ミ334-246 結晶織部50高浜丼  
φ15.3×8.5㎝（840㏄）（50入・磁） 750円

ホ334-256 赤絵波丸紋お好丼（大）  
φ16×8.3㎝（40入・磁） 1,100円

ホ334-266 茶流十草5.0多用丼  φ16×9.8㎝（36入・磁） 1,100円
ホ334-276 茶流十草4.5丼  φ14.3×8.4㎝（40入・磁） 700円
ホ334-286 茶流十草4.0丼  φ12.6×7㎝（50入・磁） 600円

キ334-296 古染細十草軽量5.5丼  φ17.3×8.5㎝（40入・磁） 1,000円
キ334-306 古染細十草軽量5.0丼  φ16.2×8㎝（50入・磁） 880円
キ334-316 古染細十草軽量小丼  φ13×7.4㎝（60入・磁） 610円

イ334-326 京三彩5.0お好み碗  
φ15.5×8.5㎝（60入・磁） 1,050円
イ334-336 京三彩4.0お好み碗  
φ12×8㎝（80入・磁） 700円

イ334-346 油滴天目5.0京碗  
φ16×8.5㎝（30入・磁） 1,050円
イ334-356 油滴天目4.0京碗  
φ13×8㎝（40入・磁） 630円
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ホ335-016 粉引織部掛5.0丼  
φ16×9㎝（40入・磁） 990円

ヤ335-026 錦天目5.5多用丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 980円

カ335-036 いこい削りお好み5.0丼  
φ16.2×8.9㎝（40入・磁） 880円
カ335-046 いこい削りお好み4.0丼  
φ13.7×7.8㎝（40入・磁） 600円

ト335-056 口帯花唐草5寸丼  
φ15.8×8.3㎝（60入・磁） 950円

ユ335-066 トチリ草紋5.0深丼  
φ15.5×8㎝（磁） 1,700円

ツ335-076 ピンク十草 5.0お好み丼  
φ15.7×8㎝（50入・磁） 1,350円
ツ335-086 ピンク十草 4.5お好み丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 1,000円

ハ335-096 吹雪石目5.0丼  
φ15.5×7.7㎝（48入・磁） 1,050円
ハ335-106 吹雪石目4.2丼  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 800円

ホ335-116 ゆず天目中丼  
φ16×8.3㎝（40入・磁） 890円
ホ335-126 ゆず天目小丼  
φ13.2×7.2㎝（60入・磁） 690円

ヤ335-136 藍染ぶどう軽量丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円
ヤ335-146 藍染ぶどう軽量丼 小  
φ13.2×7.4㎝（48入・磁） 650円

ヤ335-156 白吹天目 5.0丼  
φ16×7.6㎝（磁）（美濃焼） 880円

ヤ335-166 明世黒茶刷毛うどん鉢  
φ16×8.5㎝（50入・磁） 880円

ヤ335-176 うず軽量丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円
ヤ335-186 うず軽量丼 小  
φ13.2×7.4㎝（48入・磁） 650円

ホ335-196 藍流5.5多用丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 870円

キ335-206 錦丸紋5.0多用丼  
φ15.3×7.9㎝（40入・磁） 1,300円
キ335-216 錦丸紋新小丼  
13.2×7㎝（60入・磁） 870円

イ335-226 草月手捻5.0深丼  
φ16×8.5㎝（50入・磁） 860円

イ335-236 桃李手捻5.0深丼  
φ16×8.5㎝（50入・磁） 860円

ア335-246 うのふライン5.5多用丼  
φ17.2×8.8㎝（40入・磁） 850円

カ335-256 縞波ぶっかけ丼  
φ16.2×8.8㎝（40入・磁） 850円
カ335-266 縞波ぶっかけ丼小丼  
φ13.2×7.5㎝（50入・磁） 580円

ヨ335-276 染付優花5.0京丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 800円
ヨ335-286 染付優花4.0京丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 550円

ヤ335-296 藍染唐草お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 780円
ヤ335-306 藍染唐草お好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（48入・磁） 690円

ア335-316 菊祥瑞5.0多用丼  
φ15.3×7.8㎝（40入・磁） 800円

ヨ335-326 二色だみ菊5.0京丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 800円
ヨ335-336 二色だみ菊4.0京丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 550円

ヤ335-346 ドット黒お好丼大  
16×8.4㎝（40入・磁） 770円
ヤ335-356 ドット黒お好丼小  
13×7.2㎝（50入・磁） 550円

ヤ335-366 ドット白お好丼大  
16×8.4㎝（40入・磁） 770円
ヤ335-376 ドット白お好丼小  
13×7.2㎝（50入・磁） 550円

ハ335-386 志野サビ刷毛5.5多用丼  
φ17.1×9㎝（36入・磁） 760円
ハ335-396 志野サビ刷毛5.0和丼  
φ15.8×8㎝（48入・磁） 550円

ヤ335-406 古代花大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ト335-416 間取格子花5.0丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 750円

ヤ335-426 古染花大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ヤ335-436 白5.5けずり丼  
φ16.4×8.6㎝（40入・磁） 710円
ヤ335-446 白5.0けずり丼  
φ15.1×8.5㎝（60入・磁） 660円

ア335-456 十草16㎝多用丼  
φ16×7.6㎝（40入・磁） 690円
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カ336-016 ジャパネスク高台丼（小）  
φ14.3×9.6㎝（50入・陶） 3,700円

テ336-026 グリーン乱線4.8多用碗  
φ14.2×9㎝（36入・陶） 2,750円

ト336-036 木ノ葉夏目4.5丼  
φ13.5×9㎝（50入・磁） 2,750円

オ336-046 柚子天目雑炊鉢（大）  
φ14.5×8.5㎝（40入・磁） 2,550円

テ336-056 志野乱線4.8夏目丼  
φ14×9㎝（40入・陶） 2,500円

ネ336-066 唐草5.0多用丼  
φ13.8×8.5㎝（32入・陶） 2,500円

ネ336-076 赤絵花鳥5.0多用丼  
φ13.8×8.5㎝（32入・磁） 2,500円

ユ336-086 霞十草（藍）4.8丼  
φ14×9㎝（30入・磁） 2,500円

ユ336-096 霞十草（紫）4.8丼  
φ14×9㎝（30入・磁） 2,500円

イ336-106 荒土粉引刷毛目4.8多用碗  
φ14.5×9㎝（60入・陶） 2,400円

ユ336-116 ビードロ刷毛5.0丼  
φ15×9㎝（30入・陶） 2,400円

ト336-126 呉須巻面取5.0丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,350円

ア336-136 メタルエッジ15㎝ボール  
φ15.3×9㎝（60入・磁） 2,350円

ネ336-146 内外十草5.0多用丼  
φ13.8×8.5㎝（32入・陶） 2,300円

ユ336-156 群青4.8丼  
φ14×9㎝（30入・磁） 2,300円

ミ336-166 緑釉多用丼  
φ14.2×8.5㎝（40入・陶） 2,200円

ユ336-176 黒織部六角4.5丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,200円
ユ336-186 黒織部六角4.0丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・陶） 2,000円

ト336-196 灰釉タタラ5.0深丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 2,100円

ト336-206 粉引椿夏目四八丼  
φ14.2×9.3㎝（50入・陶） 2,100円

ロ336-216 錦十草多用丼  
φ13.8×8.2㎝（強） 2,280円

ミ336-226 丸紋万暦4.8多用丼  
φ13.6×8.3㎝（60入・磁） 1,980円

ミ336-236 水玉十草 なごみ丼  
φ15×7.8㎝（40入・磁） 1,900円

ユ336-266 十草4.5丼  
φ13.7×9㎝（40入・陶） 1,800円

ユ336-276 青釉紋様たもり碗  
φ13.5×8㎝（40入・陶） 1,750円

タ336-246 銀彩5.0反高台丼  
φ15.3×8.5㎝（30入・磁） 1,900円
タ336-256 銀彩4.5反高台丼  
φ13.5×8㎝（40入・磁） 1,400円

ヨ336-306 伊賀織部ろくべい型茶碗 大  
φ15.5×8㎝（60入・磁） 1,700円

テ336-316 粉引4.5丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 1,650円

ユ336-326 備前白流4.5丼  
φ13.7×9㎝（40入・陶） 1,600円

ト336-336 鉄黒クシ目4.8丼  
φ14×8.4㎝（48入・陶） 1,480円

ヨ336-286 手描きあみろくべい型 茶碗 大  
φ15.5×8㎝（60入・磁） 1,700円
ヨ336-296 手描きあみろくべい型 茶碗 中  
φ14×7.4㎝（80入・磁） 1,350円
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ト337-016 白砂サビ十草4.8丼  
φ14×8.8㎝（50入・陶） 1,450円

ミ337-026 サビ十草45丼  
φ14×8.5㎝（60入・磁） 1,170円

ネ337-036 呉須巻錆点4.5丼  
φ14×8.5㎝（40入・磁） 1,150円

ミ337-046 古代唐草深口45丼  
φ14×8.5㎝（60入・磁） 1,100円

ハ337-056 吹雪けずり十草4.8丼  
φ14.8×10.5㎝（48入・磁） 1,050円
ハ337-066 吹雪けずり十草4.2丼  
φ12.5×8.4㎝（60入・磁） 830円

オ337-076 結晶グリーン4.5丼  
φ14×8.5㎝（60入・磁） 1,050円

ア337-086 天目塗り分け5.0丼  
φ16×7.6㎝（磁） 1,000円
ア337-096 天目塗り分け4.5丼  
φ14×6.8㎝（磁） 870円

イ337-106 漆黒乱十草4.8深ボール  
φ15.5×7.5㎝（40入・磁） 990円

ヤ337-116 粉引ライン5.0石目丼  
φ15.2×8㎝（50入・磁） 980円
ヤ337-126 粉引ライン4.2腰張丼  
φ13×7.7㎝（50入・磁） 970円

キ337-136 赤柚子八重がけ5.0種丼  
φ15.3×8.5㎝（40入・磁） 920円

キ337-146 赤柚子八重がけ砂目5.0丸丼  
φ15.5×7.7㎝（40入・磁） 920円

ヨ337-156 鉄赤点紋 5.0丼  
φ15.8×8.5㎝（50入・磁） 900円

ヨ337-166 吉野5.0京丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 800円
ヨ337-176 吉野4.0京丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 550円

イ337-186 うず刷毛白釉 中丼  
φ15.3×8㎝（40入・磁） 800円

キ337-196 呉須巻唐草多用丼  
φ15.3×8.2㎝（40入・磁） 780円
キ337-206 呉須巻唐草多用碗  
φ13×7㎝（60入・磁） 550円

ホ337-216 窯変黄茶大丼  
φ15.8×8.6㎝（40入・磁） 770円

ア337-226 ヴォルテックス15㎝丼  
φ15×8.3㎝（80入・磁） 760円
ア337-236 ヴォルテックス13.5㎝多用碗  
φ13.6×7.8㎝（100入・磁） 600円

ア337-246 黒釉5.0和丼  
φ15.3×8㎝（50入・磁） 750円

ヤ337-256 タコ唐草大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ヤ337-266 梅祥瑞大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ヤ337-276 みやこ粉引4.8深鉢  
φ15×8.6㎝（40入・磁） 650円
ヤ337-286 みやこ粉引4.0深鉢  
φ12.5×7.3㎝（50入・磁） 420円

ア337-296 黒結晶5.0深口多用丼  
φ15.1×8.5㎝（80入・磁） 740円
ア337-306 黒結晶4.5深口多用丼  
φ13.8×8㎝（100入・磁） 590円

ア337-316 白5.0深口多用丼  
φ15.1×8.5㎝（80入・磁） 640円
ア337-326 白4.5深口多用丼  
φ13.8×8㎝（100入・磁） 510円

ネ337-336 ロココ5.0和丼  
φ15.9×7.9㎝（36入・磁） 620円

ア337-346 すぷらっしゅ和み16㎝丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 600円

ア337-356 猫やなぎ5.0丼  
φ16×7.6㎝（60入・磁） 600円

ア337-366 うのふライン5.0多用丼（小）  
φ15.7×8㎝（60入・磁） 580円

ト337-376 玄潮14㎝多用碗  
φ14×7.3㎝（50入・磁） 580円
ト337-386 玄潮13㎝多用碗  
φ13×7㎝（60入・磁） 510円

ネ337-396 草花4.8多用丼  
φ15×7.3㎝（80入・磁） 550円

ミ337-406 雪志野50和丼  
φ15.8×8㎝（50入・磁） 450円

337

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・飯丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

多用丼



ロ338-016 青磁高台赤巻 5.0めん鉢  
φ15×9㎝（磁） 3,000円
ロ338-026 青磁高台赤巻 御福碗  
φ11.5×7.5㎝（磁） 2,150円

テ338-036 粉引面取4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・陶） 2,600円

オ338-046 間取格子花5.0中鉢  
15.6×14×8.5㎝（40入・陶） 2,450円

テ338-056 渕錆呉須巻4.5丼  
φ13.5×8㎝（40入・陶） 2,400円

テ338-066 藍市松青海波夏目型多用丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,200円

ユ338-076 赤絵波4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶） 2,200円

テ338-086 赤市松青海波夏目型多用丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,200円

ミ338-096 釉裏紅水玉十草4.5丼  
14×13.2×8.5㎝（60入・磁） 2,180円
ミ338-106 釉裏紅水玉十草4.0丼  
13×12.5×7㎝（80入・磁） 1,850円

ユ338-116 備前黒吹夏目4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶） 2,100円

ト338-126 唐草4.5丼  
φ13.5×8㎝（50入・磁） 2,000円

ユ338-136 藍市松夏目4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶） 2,100円

ユ338-146 織部市松夏目4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶） 2,100円

テ338-156 グリーン乱線夏目4.2多盛碗  
φ12.8×7.7㎝（60入・陶） 2,000円

ユ338-166 ビードロ刷毛4.5丼  
φ12.5×8.5㎝（40入・陶） 2,000円

テ338-176 益子赤丸紋4.5京丼  
φ13.7×7.5㎝（40入・磁） 1,900円

ユ338-186 花格子たもり碗  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,850円

テ338-196 色葉十草夏目4.2丼  
φ12.7×8.2㎝（40入・磁） 1,850円

ユ338-206 さくら夏目4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶） 1,850円

ミ338-216 金波朱吾須水玉八角丼  
φ13.5×7.4㎝（60入・磁） 1,850円

ユ338-226 トチリ草紋 変型4.5丼  
φ14.5×13.5×8.5㎝（40入・磁） 1,850円

タ338-236 赤釉4.8多盛碗  
φ13.5×8.3㎝（30入・磁） 1,800円

オ338-246 カニ変型中丼  
14.2×12.8×8.6㎝（50入・磁） 1,800円

ミ338-256 粉引花絵四面カット丼  
φ13×7.6㎝（40入・磁） 1,760円

ト338-266 二色タコ唐草4.8丼  
14.3×13.2×8.5㎝（50入・磁） 1,750円
ト338-276 二色タコ唐草4.5丼  
13.2×12.2×7㎝（50入・磁） 1,450円

ロ338-286 白吹黒水晶4.3多用丼  
φ13.5×8㎝（60入・強） 1,720円

ホ338-296 黒瓦刷毛4.8丼  
φ14.8×7.5㎝（50入・強） 1,700円
ホ338-306 黒瓦刷毛4.0丼  
φ12.7×7.2㎝（60入・強） 1,400円

ホ338-316 ゴールド多用碗  
φ14.6×7㎝（50入・磁） 1,700円

ハ338-326 白むすび石目4.5丼  
φ14.4×8.3㎝（60入・磁） 1,700円

ミ338-336 ヒワ白唐草段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁） 1,700円

ミ338-346 ピンク吹白ドット段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁） 1,700円
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テ339-016 茶釉備前吹夏目4.2丼  
φ13×8.3㎝（60入・陶） 1,650円

ユ339-026 益子十草玉 4.5丼  
φ13.5×7.3㎝（40入・磁） 1,600円

テ339-036 赤楽目4.5丼  
14×8.5㎝（40入・陶） 1,550円
テ339-046 赤楽目4.0丼  
φ12.8×7.8㎝（40入・陶） 1,450円

テ339-056 赤楽4.3多用碗  
φ13×9.5㎝（60入・陶） 1,550円

オ339-066 織部十草八角鉢  
13.3×7.2㎝（60入・磁） 1,540円

ユ339-076 深海変型4.5丼  
φ13.5×8㎝（40入・磁） 1,500円

ト339-086 黒金 お茶漬碗  
φ14.5×7㎝（60入・陶） 1,500円

ト339-096 石目黒4.5丼  
φ14×8.5㎝（60入・磁） 1,500円

ユ339-106 市松黒4.2丼  
φ13×7.5㎝（40入・陶） 1,500円

ユ339-116 掻落二色十草4.5尻張丼  
φ13.5×7㎝（40入・磁） 1,450円

ア339-126 トルコ4.5丼  
φ13.9×7.7㎝（50入・磁） 1,450円

ユ339-136 白砂波鹿の子4.2深丼  
φ13×9.5㎝（40入・陶） 1,450円

ユ339-146 淡雪二色吹 変型4.5丼  
14×9㎝（40入・磁） 1,450円
ユ339-156 淡雪二色吹 変型4.0丼  
13×7㎝（40入・磁） 1,200円

テ339-166 赤楽タコ唐草4.5多用丼  
φ14×8.5㎝（40入） 1,450円

タ339-176 黒刷毛石目4.5丼  
φ14.3×8.3㎝（40入・磁） 1,400円

タ339-186 白刷毛石目4.5丼  
φ14.3×8.3㎝（40入・磁） 1,400円

ユ339-196 ゆらり十草（青）夏目4.5丼  
φ13×8.3㎝（40入・磁） 1,400円

ユ339-206 呉須千段小丼  
φ12×8㎝（40入・磁） 1,400円

ユ339-216 白雲4.5丼  
φ13×8㎝（40入・陶） 1,400円

ユ339-226 美濃十草たもり碗  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,400円

ト339-236 塗分毛料  
φ14.5×7.5㎝（60入・磁） 1,400円

ユ339-246 ささら格子ノッポ丼（大）  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,350円
ユ339-256 ささら格子ノッポ丼（小）  
φ11×8.3㎝（60入・磁） 1,200円

ユ339-266 レインボー4.2 ノッポ丼  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,350円

ユ339-276 錆渦ノッポ丼（大）  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,350円
ユ339-286 錆渦ノッポ丼（小）  
φ11×8.3㎝（60入・磁） 1,200円

ユ339-296 掻落十草4.2 ノッポ丼  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,350円

ユ339-306 砥部風唐草4.5丼  
13.5×9㎝（40入・磁） 1,350円

テ339-316 赤と黒夏目4.5丼  
φ13.5×8.2㎝（40入・陶） 1,350円

テ339-326 真白マットノッポ丼（大）  
φ13×9.5㎝（60入） 1,350円
テ339-336 真白マットノッポ丼（小）  
φ11.2×8.5㎝（80入） 1,150円

テ339-346 真黒マットノッポ丼（大）  
φ13×9.5㎝（60入） 1,350円
テ339-356 真黒マットノッポ丼（小）  
φ11.2×8.5㎝（80入） 1,150円

ユ339-366 黒伊賀ライン4.5深ボール  
φ13.5×7.8㎝（40入・磁） 1,300円
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ハ340-016 間取赤絵軽々小丼  
φ12.5×8.8㎝（60入・陶） 1,300円

ユ340-026 水玉十草たもり碗  
φ13.5×7.5㎝（40入・磁） 1,300円

ユ340-036 桔梗たもり碗  
φ13.5×8.5㎝（40入・磁） 1,300円

タ340-046 青うのふ吹4.5深ボール  
φ13.3×7.6㎝（40入・磁） 1,300円
タ340-056 青うのふ吹4.0深ボール  
φ12.1×7.4㎝（60入・磁） 1,000円

ネ340-066 手描き十草4.5のっぽ丼  
φ13×9.5㎝（40入・磁） 1,280円

ネ340-076 呉須抜き唐草4.5のっぽ丼  
φ13×9.5㎝（40入・磁） 1,280円

ト340-086 二色流し4.5深ボール  
φ13.7×7.7㎝（50入・磁） 1,260円

ユ340-096 荒波 夏目4.5丼  
φ13.5×9㎝（40入・磁） 1,250円

ハ340-106 手描き花鳥鉄粉イラボ多用碗  
φ13×7.6㎝（60入・磁） 1,250円

ハ340-116 間取赤絵多用碗  
φ13.3×7.8㎝（40入・磁） 1,200円

ユ340-126 曙唐草 4.5丼  
φ13.5×8㎝（40入・磁） 1,200円

オ340-136 モダン十草高台4.0多用丼  
φ13×8.2㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,200円

オ340-146 紫吹4.5深ボール  
φ13.5×7.8㎝（60入・磁） 1,150円

ホ340-156 染め赤絵4.2丼  
φ13.3×7.7㎝（60入・磁） 1,100円

イ340-166 内笹絵手描花絵京丼  
φ13.2×7.6㎝（50入・磁） 1,100円

タ340-176 みの路茶漬け丼  
φ13.2×8.4㎝（40入・磁） 1,100円

ツ340-186 水玉十草 4.5お好み丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 1,000円

ネ340-196 波唐草4.5お好み丼  
φ13.3×8㎝（40入・磁） 950円

ヤ340-206 手描万暦4.2飯器  
φ12.9×7.8㎝（40入・磁） 950円

ユ340-216 白柚子茶巻石目4.2丼  
φ12.8×7.5㎝（40入・磁） 920円

ユ340-226 結晶白刷毛石目4.2丼  
φ12.8×7.5㎝（40入・磁） 920円

イ340-236 若芽多用丼  
φ12.7×6.7㎝（60入・磁） 910円

ヤ340-246 粉引釉ぶどうお好み丼（小）  
φ13.4×7.3㎝（50入・磁） 880円

オ340-256 至福姫丼  
φ13.2×8.1㎝（70入・磁） 880円

イ340-266 うず刷毛白釉 姫丼  
φ13.3×8㎝（60入・磁） 850円

イ340-276 丸紋多用碗  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 880円

ユ340-286 しののめ（白）4.5丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 850円

ユ340-296 しののめ（黒）4.5丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 850円

イ340-306 草月手捻姫丼  
φ13.1×8.2㎝（50入・磁） 830円

イ340-316 桃李手捻姫丼  
φ13.1×8.2㎝（50入・磁） 830円
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ホ341-016 赤絵波丸紋お好丼（小）  
φ13.5×7.5㎝（50入・磁） 830円

ネ341-026 あずみの4.5丼  
φ14×6.7㎝（40入・磁） 780円
ネ341-036 あずみの3.8丼  
φ12.7×6.1㎝（50入・磁） 650円

ヤ341-046 白吹天目 4.5丼  
φ14×7㎝（50入・磁）（美濃焼） 780円
ヤ341-056 白吹天目 4.0丼  
φ12.6×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 680円

ツ341-066 パステルたもり碗  
φ12×8㎝（50入・磁） 770円

カ341-076 藍唐草4.2多用丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 770円
カ341-086 藍唐草4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（50入・磁） 580円

ネ341-096 土灰十草4.2小丼  
φ13.5×8.8㎝（40入・磁） 770円

ハ341-106 粉引荒引茶漬丼  
φ13.3×7.9㎝（48入・磁） 740円

ハ341-116 黒水晶荒引茶漬丼  
φ13.3×7.9㎝（48入・磁） 740円

オ341-126 銀河4.2丼  
φ13×7.7㎝（50入・磁） 730円

ネ341-136 茜 石目4.2丼  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 730円

ホ341-146 アース姫丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 740円

カ341-156 白いらぼお茶丼  
φ13×7.7㎝（40入・磁） 700円

イ341-166 錦天目多用碗  
φ13×8㎝（60入・磁） 700円

カ341-176 蒼月4.2多用丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 680円
カ341-186 蒼月4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（50入・磁） 550円

カ341-196 白唐津多用碗  
φ12.3×8㎝（60入・磁） 650円

ネ341-206 タコ唐草4.0京丼  
φ12.5×8㎝（60入・磁） 650円

タ341-216 あけぼの定食丼  
φ12.5×7.4㎝（60入・磁） 630円

ア341-226 刷毛多用碗  
φ13×7.2㎝（60入・磁） 600円

ツ341-236 唐草古紋4.0京丼  
φ13×7.5㎝（50入・磁） 560円

ツ341-246 古染菜々4.0京丼  
φ13×7.5㎝（50入・磁） 560円

イ341-256 雲海お好み碗  
φ13×7.2㎝（60入・磁） 550円

ヤ341-266 白4.5けずり丼  
φ13.8×8㎝（60入・磁） 530円
ヤ341-276 白4.0けずり丼  
φ12.8×7.5㎝（60入・磁） 450円

ア341-286 菊祥瑞4.0多用丼  
φ13×7㎝（80入・磁） 520円

ヤ341-296 濃タコ唐草お好丼小  
φ13×7.2㎝（60入・磁） 520円

ヤ341-306 鍋島唐草小丼  
φ13.3×8㎝（60入・磁） 520円

ハ341-316 大地4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 520円

ト341-326 大輪花4.2丼  
φ13.2×7.7㎝（60入・磁） 500円

タ341-336 天の川織部鉢  
φ13×8.5㎝（80入・磁） 460円

タ341-346 天の川均窯鉢  
φ13×8.5㎝（80入・磁） 460円

タ341-356 雪粉引軽量一膳丼  
φ13.1×7.4㎝（60入・磁） 430円
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ミ342-016 
赤絵小町 4.0小丼  
φ12.2×10.4㎝（60入・陶）
3,300円

ネ342-026 
粉引おかゆ鉢小  
φ13×7.5㎝（40入・陶）
2,380円

ネ342-036 
粉引刷毛おかゆ鉢小  
φ13×7.5㎝（40入・陶）
2,300円

ユ342-046 
組市松4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶）
2,200円

ユ342-056 
胡麻うのふ4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶）
2,200円

ネ342-066 
赤絵花鳥4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁）
2,150円

オ342-076 
雪月花赤絵四角カット丼  
φ13×7.6㎝（60入・磁）
2,140円

ミ342-086 
フェアリー4.0多用碗  
φ12.5×8.5㎝（60入・陶）
2,100円

ミ342-096 
赤土ソギ変形多用碗  
φ12×7.7㎝（60入・陶）
2,080円

ミ342-106 
備前風丸紋多用碗  
φ12.5×7.8㎝（60入・陶）
2,080円

ユ342-116 
群青4.0丼  
φ12×8.5㎝（40入・磁）
1,900円

オ342-126 
黒柚子赤丸紋中鉢  
φ12.8×7.5㎝（60入・磁）
1,810円

ミ342-136 
黒伊賀備前朱唐草段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁）

1,700円

ミ342-146 
秋草金タタキ多用小丼  
12×8㎝（60入・磁）
1,650円

テ342-156 
赤巻小花4.3多用碗  
φ12.5×8㎝（60入・磁）
1,600円

ロ342-166 
格子小花 黒小丼  
φ12.8×7.5㎝（80入・磁）
1,580円

ユ342-176 
白砂波鹿の子4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶）
1,550円

ミ342-186 
刷毛唐草段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁）
1,500円

ユ342-196 
トチリ草紋 たもり碗  
φ13×8.5㎝（磁）
1,500円

ユ342-206 
赤絵十草小丼  
φ12×8㎝（40入・陶）
1,500円

オ342-256 
錆丸紋小丼  
φ11.8×8.2㎝（80入・磁）
1,430円

ユ342-266 
朱千段小丼  
φ12×8㎝（40入・磁）
1,400円

ロ342-276 
粉引黒オリベ流しロクベ多用碗  
φ13×7.3㎝（80入・磁）

1,380円

タ342-306 
藍4.0多用碗  
φ12.6×8㎝（40入・磁）
1,300円

ユ342-316 
粉引ゴス十草4.2丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・陶）
1,300円

ツ342-326 
信楽風金タタキ多用小丼  
φ12×8㎝（50入・磁）
1,280円

カ342-336 
砥部唐草小丼  
φ11.9×8.2㎝（50入・磁）
1,250円

テ342-346 
赤楽タコ唐草4.0多用丼  
φ12.8×7.8㎝（40入）
1,200円

イ342-356 
手描椿 多用丼  
φ12.8×8㎝（40入・陶）
1,100円

イ342-366 
手描二輪花 多用丼  
φ12.8×8㎝（40入・陶）
1,100円

イ342-376 
手描桜 多用丼  
φ12.8×8㎝（40入・陶）
1,100円

イ342-386 
手描格子間取花 多用丼  
φ12.8×8㎝（40入・陶）
1,100円

オ342-396 
志野化粧石目4.2丼  
φ13×8㎝（60入・磁）
1,020円

ユ342-216 赤釉立木波型4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・磁） 1,500円
ユ342-226 赤釉立木波型4.0丼  
φ11.5×8㎝（60入・磁） 1,350円

テ342-236 粉引丸紋4.2多用丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 1,450円
テ342-246 粉引丸紋4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁） 1,250円

カ342-286 茶オリベ多用丼  
φ13.9×7.8㎝（40入・陶） 1,350円
カ342-296 茶オリベ多用碗  
φ12.8×8㎝（60入・陶） 1,250円
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343-316
343-326

343-266
343-256

ネ343-016 
nomi 口錆多用丼
φ12.6×7.5㎝（40入･磁） 

1,000円

ネ343-026 
nomi漆赤多用丼
φ12.6×7.5㎝（40入･磁） 

1,000円

カ343-036 
雫石4.2丼
φ13×7.8㎝（40入･磁） 

1,000円

イ343-046 
江戸多用碗
φ13×7.5㎝（60入･磁） 

880円

イ343-056 
古都多用碗
φ13×7.5㎝（60入･磁） 

880円

イ343-066 
四君子多用碗
13×7.5㎝（60入･磁） 

880円

ヤ343-076 
手描き万暦多用碗
φ12.5×7㎝（40入･磁） 
850円

カ343-086 
黒備前吹き六兵衛めし丼
φ13.5×7.8㎝（40入･磁） 

830円

カ343-096 
D1黒そぎ多用丼
φ12.6×7.7㎝（50入･磁） 

850円

ヤ343-106 
手描き魚紋多用碗
φ12.4×6.7㎝（40入･磁） 

850円

オ343-116 
志野化粧石目4.0丼
φ12.5×7.2㎝（80入･磁） 

840円

ア343-126 
コク彩13.5㎝多用碗
φ13.5×7.5㎝（60入･磁） 

830円

ヤ343-136 
粉引釉ぶどう4.0多用丼
φ13.2×6.5㎝（50入･磁） 

830円

ミ343-146 
染付土瓶絵多用小丼
12×8㎝（60入･磁） 

800円

ミ343-156 
手書きぶどう多用小丼
12×8㎝（60入･磁） 

800円

ヤ343-166 
粉引赤絵小花多用碗
φ12.6×6.8㎝（50入･磁） 

800円

ミ343-176 
春夏秋冬一膳碗
12×8㎝（60入･磁） 

800円

ヤ343-186 
青磁赤絵4.0多用碗
φ12.5×6.5㎝（50入･磁） 
790円

ト343-196 
釉裏紅たもり碗
φ11.9×8㎝（60入･磁） 

780円

ホ343-206 
渕サビ粉引小丼
φ12.5×7㎝（70入･磁） 

770円

イ343-216 
ゼブラホワイト小丼
φ12.5×7.5㎝（60入･磁） 

750円

イ343-226 
ゼブラブラック小丼
φ12.5×7.5㎝（60入･磁） 
750円

タ343-236 
みの路4.0丼
φ12.5×7.2㎝（60入･磁） 

720円

ヤ343-246 
益子風ツタ飯器
φ13.2×8㎝（48入･磁） 

700円

ワ343-256 フチ粉引4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 700円
ワ343-266 黒御影外黒刷毛4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 700円

ネ343-276 
あずみの4.0丼
φ12.2×7.4㎝（50入･磁） 

650円

ホ343-286 
白けずり小丼
φ12.5×7.6㎝（60入･磁） 

640円

ミ343-296 
黒釉 多用 小丼
φ12×8.3㎝（60入･磁） 
680円

カ343-306 
おぼろ夜石目4.0丼
φ12.4×7.4㎝（50入･磁） 
690円

ワ343-316 古代おふけ4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 700円
ワ343-326 白玉粉引ハマ錆巻4.1ロクロ目丼
φ12.6×7㎝（磁） 700円

タ343-336 
伊賀織部吹定食丼
φ12.5×7.4㎝（60入･磁） 

630円

ネ343-346 
黄河三方掛4.0寸夏目丼
φ12.8×7.6㎝（40入･磁） 
620円

ツ343-356 
白丸紋4.0多用丼
φ12.5×7.7㎝（50入･磁） 

600円

ネ343-366 
川面4.0丼
φ12.5×7.2㎝（60入･磁） 

600円
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ユ344-016 
赤絵丸紋4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶）
2,200円

オ344-026 
柚子天目雑炊鉢（小）  
φ12.5×7.5㎝（80入・磁）
2,180円

ネ344-036 
赤絵万暦変型丼（小）  
13×12.5×6.8㎝（40入・磁）
2,150円

テ344-046 
粉引面取4.0飯器  
φ12.5×7.2㎝（60入）
2,100円

テ344-056 
黒土中化粧小粋丼  
φ12.5×7㎝（60入・陶）
2,100円

ネ344-066 
唐草4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・陶）
2,050円

テ344-076 
黄交跡釉千段夏目4.0丼  
φ13.5×8㎝（60入）
2,000円

ユ344-086 
霞十草（藍）4.0丼  
φ12×8㎝（40入・磁）
2,000円

ユ344-096 
霞十草（紫）4.0丼  
φ12×8㎝（40入・磁）
2,000円

ユ344-106 
南蛮呉須十草4.5深丼  
φ13×8.5㎝（40入・陶）
2,000円

ホ344-116 
呉須吹十草多用丼  
φ12.2×7.8㎝（60入・陶）
1,900円

カ344-126 
駒筋4.0夏目丼  
φ12×7.4㎝（50入・強）
2,050円

ユ344-136 
染付丸紋六角4.0丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁）
1,900円

ユ344-146 
織部流水4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶）
1,850円

ユ344-156 
タコ唐草変形4.5丼  
13.3×12.5×7.2㎝（40入・陶）
1,750円

ユ344-166 
トチリ唐草4.2深口丼  
φ12.5×8.5㎝（40入・磁）
1,700円

ト344-176 
ボンボンフラワー段付姫丼  
φ11.7×9㎝（60入・磁）

1,700円

イ344-216 
白刷毛目 小丼  
φ13×7.5㎝（40入・陶）
1,600円

オ344-226 
白志野織部水玉変形小丼  
13×6.7㎝（80入・磁）

1,600円

テ344-236 
水玉十草4.3多用碗  
φ12.5×8㎝（60入・磁）
1,450円

テ344-246 
三色菊4.3多用碗  
φ12.5×8㎝（60入・磁）
1,450円

ア344-256 
粉引白流かゆ碗  
φ11.8×9㎝（80入・陶）
1,450円

カ344-266 
白櫛目結びタタキ小丼  
φ13.1×8.2㎝（30入・陶）
1,400円

テ344-276 
青均窯一膳碗  
φ12.3×7.8㎝（60入・磁）
1,400円

ユ344-286 
益子錆十草4.2深丼  
φ12.5×8.5㎝（40入・陶）
1,400円

ユ344-296 
ささら十草ノッポ丼（大）  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁）
1,350円

ユ344-306 
古染祥瑞小丼  
φ12×8㎝（40入・磁）
1,350円

ト344-316 
銀彩ちらし小丼  
φ12×8.5㎝（60入・磁）
1,300円

カ344-326 
白マット十草たもり碗  
φ12.2×7.5㎝（50入・陶）
1,230円

オ344-336 
志野化粧けずり茶漬け丼  
φ13.2×8.4㎝（80入・磁）
1,180円

ミ344-346 
朱丸紋4.0丼  
12.5×7.5㎝（60入・磁）
1,150円

ミ344-376 
イラボ白流し 4.0鉢  
φ12.8×7.3㎝（50入・磁）
1,050円

ア344-386 
天目塗り分け小丼  
φ12.5×7.4㎝（磁）
770円

ミ344-396 
白釉 多用 小丼  
φ12×8.3㎝（60入・磁）
680円

ユ344-356 淡雪二色吹 小丼  
φ12×8.2㎝（40入・磁） 1,100円
ユ344-366 淡雪二色吹 お洒落碗  
φ12×8.5㎝（60入・磁） 1,100円

ト344-186 翠玉ロクベ茶碗（中）  
φ13.7×7㎝（50入・磁） 1,650円
ト344-196 翠玉ロクベ茶碗（小）  
φ12.3×6.2㎝（100入・磁） 1,400円
ト344-206 翠玉ロクベ豆茶碗  
φ10.9×5.5㎝（120入・磁） 1,200円
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ハ345-016 
朱天目多用碗  
φ13.7×7.5㎝（60入・磁）
1,480円

テ345-026 
赤楽タコ唐草4.3多用碗  
φ13×9.5㎝（60入）
1,400円

ユ345-036 
粉引墨吹4.5丼  
φ13×8㎝（40入・磁）
1,200円

ロ345-076 
黒釉白刷毛多用碗  
φ12.7×7.5㎝（80入・磁）
1,120円

ロ345-086 
白釉錆刷毛多用碗  
φ12.7×7.5㎝（80入・磁）
1,120円

タ345-096 
飴斑点しのぎ小丼  
φ12.5×9㎝（60入・磁）
1,100円

ミ345-106 
グリン丸紋 4.0鉢  
φ12.7×7.3㎝（50入・磁）
1,050円

テ345-116 
粉引一膳飯碗  
φ12.5×7.5㎝（60入・陶）
1,050円

テ345-126 
天目一膳飯碗  
12.5×7.5㎝（60入・陶）
1,050円

ア345-136 
織部たたきたもり碗  
φ13×8㎝（60入・磁）
1,050円

カ345-146 
二色粉引刷4.3多用碗  
φ12.5×7.9㎝（50入・磁）
1,050円

タ345-156 
淡青小丼  
φ12×8.3㎝（60入・磁）
1,000円

ユ345-166 
藍 ドット4.0小丼  
φ12×8.3㎝（40入・磁）
1,000円

ユ345-176 
紅 ドット4.0小丼  
φ12×8.3㎝（40入・磁）
1,000円

ネ345-186 
三彩水玉4.3多用丼  
φ12.5×8㎝（40入・磁）
1,000円

ト345-196 
七転び八起き小丼  
φ12×8㎝（60入・磁）
1,000円

タ345-206 
橙黄小丼  
φ12×8.3㎝（60入・磁）
1,000円

イ345-216 
練色4.5小鉢丼  
φ13.5×7.5㎝（60入・磁）
930円

ハ345-226 
吹雪 けずり茶漬丼  
φ13.2×8.4㎝（60入・磁）
900円

ツ345-236 
白志野ぶどう小丼  
φ12×8.2㎝（60入・磁）
900円

ホ345-246 
粉引錆刷毛目多用碗  
φ12×8㎝（50入・磁）
890円

イ345-256 
織部刷毛3.8小丼  
φ12×7.6㎝（60入・磁）
880円

ア345-266 
黒彩4.3多用丼  
12.3×7.8㎝（60入・磁）
820円

ト345-276 
山水小丼  
φ12×8.3㎝（60入・磁）
780円

ネ345-286 
色打ち石目4.0丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁）
700円

ユ345-296 
黒備前金茶吹京小丼  
φ11×7.3㎝（40入・磁）
680円

ヤ345-306 
白吹天目 定食丼  
φ12.5×7.4㎝（60入・磁）（美濃焼）
680円

キ345-316 
ボーダー多用碗  
φ13.5×7.3㎝（60入・磁）
660円

キ345-326 
ピンストライプ多用碗  
φ13.5×7.3㎝（60入・磁）
660円

ア345-336 
粉引粒4.0多用碗  
φ12.5×7.5㎝（80入・磁）
660円

ア345-346 
茶結晶4.0多用碗  
φ12.5×7.5㎝（80入・磁）
660円

ア345-356 
赤刷毛多用碗  
φ12.8×7㎝（60入・磁）
600円

ネ345-366 
赤柚子4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁）
580円

ア345-376 
藍染唐草4.0多用碗  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁）
580円

タ345-386 
雪粉引丸碗（大）  
φ12.8×6.7㎝（80入・磁）
360円

ロ345-046 織部櫛目特大飯碗  
φ13×7.5㎝（60入・陶） 1,150円
ロ345-056 織部櫛目大飯碗  
φ11.7×6.5㎝（80入・陶） 810円
ロ345-066 織部櫛目小飯碗  
φ11×6㎝（100入・陶） 720円
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ト346-016 
細十草天目大福碗  
φ11.3×7.6㎝（60入・陶）
2,550円

ア346-026 
手描き唐草4.0多用碗  
φ12×7.4㎝（60入・強）
2,500円

ア346-036 
錦天の川4.0多用碗  
φ11.8×7.3㎝（60入・強）
2,500円

ロ346-046 
白萩流多用碗  
φ11.5×7.5㎝（強）
2,480円

ミ346-056 
京桜40波型鉢  
φ11.7×8㎝（80入・磁）
2,050円

テ346-066 
粉引面取姫丼  
φ11.3×8.2㎝（60入）
2,000円

テ346-076 
花鳥小丼  
φ11.3×6.6㎝（75入・磁）
1,900円

テ346-086 
藍市松青海波反4.0丼  
φ12.5×7.7㎝（60入・陶）
1,800円

テ346-096 
赤市松青海波反4.0丼  
φ12.5×7.7㎝（60入・陶）
1,800円

テ346-106 
藍市松青海波姫丼（大）  
φ11.5×8.5㎝（60入・陶）
1,800円

テ346-116 
赤市松青海波姫丼（大）  
φ11.5×8.5㎝（60入・陶）
1,800円

テ346-126 
黄交跡釉千段反4.0丼  
φ12.5×7.7㎝（60入）
1,800円

ミ346-136 
筋彫赤市松夏目4.0丼  
φ11.2×8.2㎝（60入・陶）
1,800円

ア346-146 
黄釉たもり碗  
φ11×8.2㎝（60入・強）
1,750円

ミ346-156 
南蛮ルリ十草変形姫丼  
φ11×8.5㎝（60入・陶）
1,750円

ア346-166 
手造り唐草たっぷり碗  
約φ10.4×8.5㎝（60入・磁）
1,750円

ト346-176 
上絵丸紋姫丼  
φ11×7.7㎝（60入・磁）
1,700円

テ346-186 
黒マット色十草4.0深ボール  
φ12×7.3㎝（60入・磁）

1,650円

ミ346-196 
黒釉焼締姫丼  
φ11.5×11.8㎝（80入・陶）
1,650円

テ346-206 
黄交跡釉千段姫丼（大）  
φ11.5×8㎝（60入）
1,600円

テ346-216 
赤巻金線小丼  
φ11.3×6.6㎝（75入・磁）
1,550円

ユ346-226 
織部市松姫丼  
φ11.3×8.3㎝（40入・陶）
1,550円

ユ346-236 
アメ釉市松姫丼  
φ11.3×8.3㎝（40入・陶）
1,550円

ユ346-246 
藍市松夏目姫丼  
φ11.3×8㎝（40入・陶）
1,550円

テ346-256 
グリーン乱線小丼  
φ11.3×6.6㎝（75入・磁）
1,550円

ユ346-266 
紫辰砂姫丼  
φ11×8㎝（40入・陶）
1,500円

ア346-276 
粉引白流高台4.0多用碗  
φ11.8×7.5㎝（60入・陶）
1,450円

ミ346-286 
アメ釉ソギ姫丼  
φ11.8×8.6㎝（60入・磁）
1,350円

ミ346-296 
錦花紋おしゃれ碗  
10.7×8.5㎝（60入・磁）
1,350円

テ346-306 
ビードロ一膳碗  
φ12×7.5㎝（60入・陶）
1,200円

タ346-316 
橙黄姫丼  
φ10.7×7.6㎝（60入・磁）
1,200円

ユ346-326 
ささら十草ノッポ丼（小）  
φ11×8.3㎝（60入・磁）
1,200円

ミ346-336 
呉須刷毛格子 波型38丼  
φ11.8×8㎝（60入・磁）

1,200円

ミ346-346 
織部芦姫丼  
φ11×7.8㎝（60入・磁）
1,180円

タ346-386 
淡青姫丼  
φ10.7×7.6㎝（60入・磁）
1,200円

テ346-356 雅4.0丸丼  
φ12×7.8㎝（40入・磁） 1,100円
テ346-366 雅3.8丸丼  
φ11×7㎝（48入・磁） 860円
テ346-376 雅3.3丸丼  
φ9.8×5.1㎝（60入・磁） 720円
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ユ347-016 
掻落二色十草3.8夏目丼  
φ11.8×7.5㎝（60入・磁）
1,100円

テ347-026 
織部ライン一膳碗  
12.3×7.8㎝（60入・陶）
1,100円

ホ347-036 
錦花鳥丸小丼  
φ11.5×7.5㎝（50入・陶）
1,100円

テ347-046 
グレー刷毛一膳碗  
12×7.8㎝（60入・陶）
1,100円

テ347-056 
白釉ライン一膳碗  
12.3×7.8㎝（60入・陶）
1,100円

テ347-066 
粉引井桁多盛碗  
φ12.5×8㎝（60入・磁）
1,050円

ユ347-076 
掻落太十草3.8夏目丼  
φ11.8×7.5㎝（60入・磁）
1,000円

ユ347-086 
染唐草3.8夏目丼  
φ11.8×7.5㎝（60入・磁）
1,000円

ロ347-096 
格子小花 黒いっぷく碗  
φ11×7.5㎝（100入・磁）
990円

ホ347-126 
ゆず天目菊型多用碗  
φ12.3×7.6㎝（50入・陶）
980円

ツ347-136 
信楽織部吹4.3多用丼  
φ12.5×8㎝（50入・強）
950円

ウ347-146 
天目半掛たっぷり碗  
φ10.4×7.6㎝（80入・磁）
950円

テ347-156 
唐津菊型小碗  
φ12.2×7.4㎝（60入）
950円

テ347-166 
ビードロ菊型小碗  
φ12.2×7.4㎝（60入）
950円

ウ347-176 
白マット筋たっぷり碗  
φ10.4×7.6㎝（80入・磁）
950円

ハ347-186 
手描錆十草茶漬碗  
φ12×7.8㎝（60入・陶）
890円

ハ347-196 
手描ルリ十草茶漬碗  
φ12×7.8㎝（60入・陶）
890円

ヤ347-206 
粉引赤絵小花たっぷり碗  
φ10.9×6.6㎝（40入・磁）
900円

ミ347-216 
山野草おしゃれ碗  
10.7×8.5㎝（60入・磁）
880円

ミ347-226 
手書きぶどうおしゃれ碗  
φ10.7×8.7㎝（60入・磁）
880円

ネ347-236 
口錆白唐津4.0多用丼  
φ11.7×7.3㎝（40入・磁）
880円

ネ347-246 
銀彩手描き十草4.0多用丼  
φ11.7×7.3㎝（40入・磁）

880円

タ347-256 
淡雪京小丼  
φ11×7.5㎝（60入・磁）
670円

イ347-286 
京三彩3.6お好み碗  
φ11×7㎝（100入・磁）
610円

ネ347-296 
銀彩黒けずり小丼  
φ11.3×7.2㎝（50入・磁）
600円

カ347-306 
いこいたっぷり碗  
φ10.6×7.2㎝（50入・磁）
580円

カ347-316 
黒備前吹きいっぷく碗  
φ10.7×6.2㎝（80入・磁）
550円

ト347-326 
浪漫 十草丼 小  
φ10.6×6㎝（60入・磁）
540円

カ347-336 
染付け白いっぷく碗  
φ10.7×6.5㎝（50入・磁）
530円

ア347-346 
黒結晶4.0深口多用碗  
φ12.8×7.5㎝（100入・磁）
500円

ト347-356 
黄釉一膳碗  
φ10.5×6.7㎝（60入・磁）
470円

ネ347-366 
大地プチ碗  
φ10.7×4㎝（80入・磁）
490円

ト347-376 
玄潮手引き4.2反り和丼  
φ13.1×6.2㎝（80入・磁）
440円

テ347-106 渋谷緑結晶しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（50入・磁） 970円
テ347-116 渋谷緑結晶しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（60入・磁） 820円

ユ347-266 雪粉引けずり小丼  
φ12.3×8.8㎝（60入・磁） 720円
ユ347-276 雪粉引けずり姫丼  
φ11.5×7.7㎝（60入・磁） 620円

ヤ347-386 みやこ粉引3.5深鉢  
φ11×6.3㎝（80入・磁） 360円
ヤ347-396 みやこ粉引3.0深鉢  
φ9.5×5.4㎝（100入・磁） 320円
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ユ348-016 荒波 6.5そば丼  
φ20×8.5㎝（30入・磁） 1,900円
ユ348-026 荒波 6.0そば丼  
φ17.5×7㎝（40入・磁） 1,200円

ミ348-036 古代唐草 7.0そば丼  
φ20.8×8.3㎝（30入・磁） 1,850円

オ348-046 織部御所車6.5そば丼  
φ19.5×7.5㎝（40入・磁） 1,160円
オ348-056 織部御所車5.8そば丼  
φ17.5×7.5㎝（50入・磁） 880円

オ348-066 手筋織部6.5そば丼  
φ19.7×8㎝（40入・磁） 1,250円
オ348-076 手筋織部5.8そば丼  
φ18.2×7.5㎝（50入・磁） 900円

ト348-116 黄地トチリ6.5メン丼  
φ19.8×7.8㎝（40入・磁） 1,300円

オ348-126 間取草花6.5そば丼  
φ19.5×7.5㎝（40入・磁） 1,160円
オ348-136 間取草花5.8そば丼  
φ17.5×7.5㎝（50入・磁） 880円

ネ348-146 黄河三方掛6.3そば丼  
φ18.8×7.7㎝（30入・磁） 1,150円

ミ348-156 藍染イラボ6.3そば丼  
φ18.7×8㎝（40入・磁） 1,050円
ミ348-166 藍染イラボ5.8そば丼  
φ16.3×6.8㎝（50入・磁） 780円

ホ348-176 アース6.3丼  
φ19.2×8.3㎝（35入・磁） 900円

ユ348-186 結晶白刷毛6.3丼  
φ19.2×7.5㎝（30入・磁） 1,100円
ユ348-196 結晶白刷毛5.8丼  
φ17.5×7㎝（40入・磁） 750円

ア348-206 グレー唐草6.3丼  
φ19.4×7.5㎝（40入・磁） 950円
ア348-216 グレー唐草5.8丼  
φ17.5×7.3㎝（50入・磁） 780円

イ348-226 漆黒乱十草6.3高台丼  
φ19.3×8.5㎝（50入・磁） 950円 ア348-246 藍染唐草6.0そば丼  

φ17.7×7.6㎝（50入・磁） 780円

ア348-236 藍染唐草6.5そば丼  
φ19×8㎝（36入・磁） 920円

オ348-286 点一引6.5丼  
φ19.6×7.8㎝（45入） 850円
オ348-296 点一引6.0丼  
φ17.5×7㎝（50入） 750円

ト348-306 玄潮6.5ソバ丼  
φ19.4×8.1㎝（40入・磁） 720円
ト348-316 玄潮5.8ソバ丼  
φ18×7.4㎝（50入・磁） 600円

ホ348-326 織部黒6.5そば丼  
φ19×8㎝（40入・磁） 770円
ホ348-336 織部黒5.8そば丼  
φ17.7×7.6㎝（50入・磁） 660円

ト348-346 口サビ梨地6.0ソバ丼  
φ18.5×7㎝（40入・磁） 600円

ネ348-356 粉引釉6.0そば丼  
φ18×7.2㎝（40入・磁） 580円

ヤ348-086 ヒスイ山水6.3そば丼  φ19.5×7.5㎝（40入・磁） 1,300円
ヤ348-096 ヒスイ山水5.8丼  φ17.5×7.3㎝（50入・磁） 1,100円
ヤ348-106 ヒスイ山水4.8丼  φ15×7㎝（60入・磁） 950円

ヤ348-256 益子風ツタ6.3丼  φ19.8×7.5㎝（40入・磁） 900円
ヤ348-266 益子風ツタ5.8そば茶  φ17.5×7.3㎝（50入・磁） 750円
ヤ348-276 益子風ツタ4.8鯛茶  φ15.2×7㎝（60入・磁） 650円
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カ349-016 うるしブラウン高台茶漬碗  
φ14.1×7.5㎝（50入・磁） 1,800円

ホ349-026 白黒十草茶漬丼  
15.5×7.5㎝（46入・磁） 1,550円

イ349-036 荒土粉引刷毛目のり茶  
φ15×7㎝（60入・陶） 1,500円

ミ349-046 粉引唐草花飯丼  
φ14×6㎝（60入・磁） 1,100円

ネ349-056 天目十草茶漬  
φ15.2×6.7㎝（60入・磁） 930円

オ349-066 間取井桁4.8毛料  
φ14.1×6.3㎝（80入・磁） 890円

オ349-076 流水毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 890円

オ349-086 いさりび毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 890円

オ349-096 錆十草毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 890円

オ349-106 マット梅毛料  
φ14.1×6.2㎝（80入・磁） 890円

オ349-116 唐津二色ライン毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 890円

ヤ349-126 梅だより（身のみ）  
φ15.5×7㎝（60入・磁） 870円

ミ349-136 めばえ 飯丼  
φ14×6.5㎝（60入・磁） 850円

ミ349-146 イラボ白流し 飯丼  
φ14.7×6.9㎝（60入・磁） 830円

ホ349-156 トチリ笹大茶  
φ14.8×6.8㎝（60入・磁） 820円

タ349-166 白刷毛5.0丼  
φ16×6.9㎝（50入・磁） 740円

ツ349-176 雪月花新型4.5丸丼  
φ13.8×5.8㎝（80入・磁） 720円

ミ349-186 ゴス巻トチリ飯丼  
φ14.7×7㎝（60入・磁） 700円

ヤ349-196 金茶吹 4.8ライス丼  
φ15.3×6.3㎝（磁）（美濃焼） 680円
ヤ349-206 金茶吹 4.3ライス丼  
φ13.7×6㎝（磁）（美濃焼） 630円

タ349-216 白刷毛4.5丼  
φ13.8×6.1㎝（80入・磁） 670円

ミ349-226 雪見笹 飯丼  
φ15×6.9㎝（60入・磁） 650円

ミ349-236 点心飯丼  
φ14×6㎝（60入・磁） 1,080円

ホ349-246 グリーン竹大茶  
φ15.2×7.2㎝（60入・磁） 580円

ホ349-256 アース5.0丼  
φ15.2×7.3㎝（50入・磁） 620円

ミ349-266 天目4.8飯丼  
φ14.8×6.7㎝（60入・磁） 560円

ハ349-276 志野サビ刷毛4.8反和丼  
φ14.7×6.5㎝（60入・磁） 510円

ハ349-286 白唐津4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 510円

ハ349-296 朱金彩4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 510円

ハ349-306 黒金彩4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 510円

ハ349-316 粉引手引4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 490円
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ツ350-016 錦小桜5.5蓋丼  
φ16.5×13.8㎝（20入・磁） 4,800円

テ350-026 錦小桜5.5切立蓋丼  
φ16.5×12.5㎝（30入） 3,750円

ツ350-036 錦小桜4.5蓋丼  
φ14×11㎝（40入・磁） 3,300円

テ350-046 錦牡丹丸蓋丼  
φ14.5×12.5㎝（36入・磁） 3,300円

テ350-056 錦牡丹蓋丼  
φ15.8×11.5㎝（36入・磁） 3,100円

テ350-066 錦牡丹4.5ミニ蓋丼  
φ14×11㎝（36入・磁） 3,100円

ユ350-076 花鳥風月高台蓋丼  
φ17×12㎝（20入・磁） 4,200円
ユ350-086 花鳥風月高台蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 2,850円

ユ350-096 グリーン十草蓋丼  
φ16×12㎝（20入・磁） 4,200円
ユ350-106 グリーン十草蓋丼（身）  
φ16×8㎝（30入・磁） 2,800円

ト350-116 朱金彩蓋丼  
15.3×11.8㎝（24入・強） 4,000円

ユ350-126 万暦蓋丼  
φ16×12㎝（20入・磁） 3,850円
ユ350-136 万暦蓋丼（身）  
φ16×8㎝（30入・磁） 2,750円

テ350-146 赤絵花鳥反蓋丼  
φ15.6×11.5㎝（30入・磁） 3,600円

ユ350-156 春慶6.0平蓋丼  
φ18×11㎝（20入・陶） 3,700円
ユ350-166 春慶6.0平蓋丼（身）  
φ18×7㎝（30入・陶） 2,550円

ユ350-176 引出黒紋様6.0平蓋丼  
φ18×11㎝（20入・陶） 3,550円
ユ350-186 引出黒紋様6.0平蓋丼（身）  
φ18×7㎝（30入・陶） 2,400円

テ350-196 赤絵菊反蓋丼  
φ15.6×11.5㎝（30入・磁） 3,600円

ツ350-206 錦丸紋ひさご蓋丼  
φ16×12.1㎝（30入・磁） 3,400円

テ350-216 水玉十草反蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 3,000円

ミ350-226 黒釉焼締5.0蓋物  
15.7×13.5㎝（30入・陶） 3,350円

ユ350-236 ツタ絵変型蓋丼  
φ16×13㎝（20入・陶） 3,300円
ユ350-246 ツタ絵変型蓋丼（身）  
φ16×8㎝（30入・陶） 2,050円

テ350-256 朱巻雲金蓋丼  
φ15.8×11.5㎝（30入・磁） 2,850円

ミ350-266 黄花万暦5.5蓋丼  
17×10.8㎝（30入・磁） 2,650円

ユ350-276 花格子蓋丼  
φ17×11㎝（20入・磁） 2,400円
ユ350-286 花格子蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 1,550円

ツ350-296 駒筋丸高台蓋丼  
φ15.5×11.4㎝（30入・磁） 2,350円

ユ350-306 トチリ草紋 切立蓋丼  
φ17×10.5㎝（30入・磁） 2,100円
ユ350-316 トチリ草紋 切立蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（40入・磁） 1,400円

ユ350-326 結晶渦字紋切立蓋丼  
φ17×10.5㎝（20入・磁） 2,100円
ユ350-336 結晶渦字紋切立蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 1,400円

ユ350-346 美濃十草蓋丼  
φ17×10.5㎝（20入・磁） 2,100円
ユ350-356 美濃十草蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 1,400円

ユ350-366 釉裏紅花紋蓋丼  
φ15×11.5㎝（30入・磁） 1,850円
ユ350-376 釉裏紅花紋蓋丼（身）  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,250円
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テ351-046 三色菊丸蓋丼  
φ15.7×11㎝（36入・磁） 3,000円

テ351-056 青巻雲金蓋丼  
φ15.8×11.5㎝（30入・磁） 2,850円

テ351-066 ダミ色十草蓋丼  
φ15.5×11.5㎝（36入・磁） 2,650円

ツ351-076 内外十草 丸高台蓋丼  
φ15.5×11.4㎝（30入・磁） 2,350円

ユ351-086 益子十草5.5蓋丼  
φ16.8×10.5㎝（20入・磁） 2,150円
ユ351-096 益子十草5.5蓋丼（身）  
φ16.8×7.5㎝（30入・磁） 1,400円

オ351-106 ヒワ釉二色笹蓋丼  
φ15.4×11.1㎝（36入・磁）（美濃焼） 1,900円
オ351-116 ヒワ釉二色笹身丼  
φ15.4×7.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,250円

オ351-126 二色梅散し蓋丼  
φ15.4×11.1㎝（36入・磁）（美濃焼） 1,900円
オ351-136 二色梅散し身丼  
φ15.4×7.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,250円

ホ351-146 白うずライン蓋丼（組）  
φ15.5×11㎝（30入・磁） 1,880円
ホ351-156 白うずライン蓋丼（身のみ）  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 1,220円

ホ351-166 黒うずライン蓋丼（組）  
φ15.5×11㎝（30入・磁） 1,880円
ホ351-176 黒うずライン蓋丼（身のみ）  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 1,220円

ミ351-186 呉須刷毛格子 切立5.5蓋丼  
φ17×10.5㎝（30入・磁） 1,850円

ミ351-196 水玉十草 蓋丼  
φ15.3×11.2㎝（36入・磁） 1,850円

オ351-206 益子山水蓋丼  
φ15.5×11.4㎝（36入・磁） 1,780円

オ351-216 天目風車蓋丼  
φ15.7×10.8㎝（36入・磁） 1,780円

オ351-226 錆十草蓋丼  
φ15.5×11.5㎝（36入） 1,780円

オ351-236 いさり火蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 1,780円

ト351-246 二色梅蓋丼  
φ15.5×11.3㎝（32入・磁） 1,750円

ト351-256 サビ井桁 蓋丼（組）  
φ15.5×11.4㎝（30入・磁） 1,750円

ツ351-266 水晶漁火蓋丼（蓋付）  
15.5×11㎝（30入・磁） 1,700円
ツ351-276 水晶漁火身丼（身のみ）  
15.5×8㎝（50入・磁） 1,100円

ミ351-286 呉須刷毛格子 5.0蓋丼  
φ15.8×10.5㎝（36入・磁） 1,650円

ユ351-296 トチリ草紋 蓋丼  
φ16×10.7㎝（磁） 1,600円
ユ351-306 トチリ草紋 蓋丼（身）  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,000円

ネ351-316 流水5.0蓋丼  
φ15.7×11.4㎝（36入・磁） 1,600円

ミ351-326 呉須上下刷毛50蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 1,530円

ミ351-336 呉須イゲタ50蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 1,530円

ミ351-346 呉須刷毛笹50蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 1,530円

ミ351-356 レインボー蓋丼  
φ15.6×11.5㎝（36入・磁） 1,550円

ミ351-366 手描間取菊5.0蓋丼  
16×10.7㎝（36入・磁） 1,380円

イ351-376 織部志野蓋丼  
φ15.8×7.8㎝（36入・磁） 1,100円

テ351-386 三色菊蓋物  
φ12.5×10㎝（36入・磁） 2,300円

テ351-396 うず潮ミニ蓋丼  
φ12.6×10㎝（40入） 1,550円

カ351-016 飴釉中鉢付丼（セット）  φ13×13.5㎝（40入・磁） 3,500円
カ351-026 飴釉身丼  φ12.5×7.2㎝（60入・磁） 1,350円
カ351-036 飴釉中鉢  φ12.8×3.2㎝（80入・磁） 1,100円
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オ352-016 NEW蓋DON荒刷毛赤5.0ボール  15.5×9㎝（60入・磁） 2,150円
オ352-026 NEW蓋DON荒刷毛赤ツバ付5.0蓋皿  16×2.5㎝（80入・磁） 1,150円
オ352-036 NEW蓋DON荒刷毛赤5.0蓋皿  17×2.4㎝（80入・磁） 1,150円

オ352-046 NEW蓋DON荒刷毛黒5.0ボール  15.5×9㎝（60入・磁） 2,150円
オ352-056 NEW蓋DON荒刷毛黒ツバ付5.0蓋皿  16×2.5㎝（80入・磁） 1,150円
オ352-066 NEW蓋DON荒刷毛黒5.0蓋皿  17×2.4㎝（80入・磁） 1,150円

オ352-076 NEW蓋DON羅先赤5.0ボール  15.5×9㎝（60入・磁） 2,150円
オ352-086 NEW蓋DON羅先赤ツバ付5.0蓋皿  16×2.5㎝（80入・磁） 1,150円
オ352-096 NEW蓋DON羅先赤5.0蓋皿  17×2.4㎝（80入・磁） 1,150円

オ352-106 NEW蓋DON羅先黒5.0ボール  15.5×9㎝（60入・磁） 2,150円
オ352-116 NEW蓋DON羅先黒ツバ付5.0蓋皿  16×2.5㎝（80入・磁） 1,150円
オ352-126 NEW蓋DON羅先黒5.0蓋皿  17×2.4㎝（80入・磁） 1,150円

オ352-136 NEW蓋DON荒刷毛赤4.0ボール  12.8×7.3㎝（80入・磁） 1,400円
オ352-146 NEW蓋DON荒刷毛赤ツバ付4.0蓋皿  13.5×2㎝（100入・磁） 880円
オ352-156 NEW蓋DON荒刷毛赤4.0蓋皿  14.2×1.7㎝（100入・磁） 880円

オ352-166 NEW蓋DON荒刷毛黒4.0ボール  12.8×7.3㎝（80入・磁） 1,400円
オ352-176 NEW蓋DON荒刷毛黒ツバ付4.0蓋皿  13.5×2㎝（100入・磁） 880円
オ352-186 NEW蓋DON荒刷毛黒4.0蓋皿  14.2×1.7㎝（100入・磁） 880円

オ352-196 NEW蓋DON羅先赤4.0ボール  12.8×7.3㎝（80入・磁） 1,400円
オ352-206 NEW蓋DON羅先赤ツバ付4.0蓋皿  13.5×2㎝（100入・磁） 880円
オ352-216 NEW蓋DON羅先赤4.0蓋皿  14.2×1.7㎝（100入・磁） 880円

オ352-226 NEW蓋DON羅先黒4.0ボール  12.8×7.3㎝（80入・磁） 1,400円
オ352-236 NEW蓋DON羅先黒ツバ付4.0蓋皿  13.5×2㎝（100入・磁） 880円
オ352-246 NEW蓋DON羅先黒4.0蓋皿  14.2×1.7㎝（100入・磁） 880円

ホ352-256 手描き唐草飯器（大蓋付）  
φ12×8㎝（40入・磁） 1,980円

ミ352-266 赤絵小花飯器身のみ  
φ12.6×7.2㎝（60入・磁） 1,000円
ミ352-276 木蓋  
14.5×13.5㎝（200入） 650円

カ352-286 みちのく飯器（身のみ）  
φ11×7㎝（60入・磁） 2,700円
カ352-296 黒塗蓋  
φ11.3㎝（150入） 1,950円

ト352-306 あすか三色飯器（身のみ）  
φ10.8×6.9㎝（60入・磁） 1,850円
ト352-316 木蓋  
11.5×11.5×2㎝（120入・磁） 400円

ミ352-326 アメ釉銀彩飯器 身のみ  
φ10.5×8㎝（40入・陶） 2,600円
ミ352-336 アメ釉銀彩木蓋  
11㎝ 800円

ロ352-346 マット飯器身のみ  
φ10.7×7.3㎝（50入・強） 1,640円
ロ352-356 マット飯器多用蓋のみ  
φ10.8×2.7㎝（100入・強） 890円

ウ352-366 青磁千段飯器（身のみ）  
φ10.6×6.6㎝（80入・磁） 1,550円
ウ352-376 木蓋  
11.4×2㎝（木） 660円

ミ352-386 花かご飯器（身のみ）  
φ11×7.8㎝（60入・磁） 1,760円
ミ352-396 プラスチック蓋  
12㎝（200入） 320円

ア352-406 パープル蓋付ボール（小）  
φ9×7㎝（60入・磁） 1,300円

ア352-416 グリーン蓋付ボール（小）  
φ9×7㎝（60入・磁） 1,300円

カ352-426 灰釉明日香のり茶  
φ15.2×10㎝（24入・陶） 2,600円
カ352-436 灰釉明日香のり茶（身のみ）  
φ15.2×7.4㎝（40入・陶） 1,820円

ロ352-446 黒塗内朱蓋付大茶  
φ14.6×9.4㎝（陶） 2,320円

ト352-456 志野のり茶  
φ15.5×9.5㎝（32入・陶） 2,100円
ト352-466 志野のり茶（身のみ）  
φ15.5×7.5㎝（60入・陶） 1,250円

ヨ352-476 伊賀織部鯛茶  
φ15×9㎝（50入・磁） 2,000円

カ352-486 白天目麦のり茶  
φ15.5×10㎝（36入・陶） 1,950円
カ352-496 白天目麦のり茶身  
φ15.5×6.5㎝（60入・陶） 1,200円

カ352-506 清里のり茶  
φ14.8×9.3㎝（24入・強） 2,870円
カ352-516 清里のり茶（身のみ）  
φ14.8×6.8㎝（40入・強） 1,800円

ロ352-526 彫唐草蓋付大茶  
φ14.6×9㎝（強） 2,180円

ヨ352-536 淡彩ライン鯛茶  
φ15.4×9.5㎝（50入・磁） 2,000円

ヨ352-546 手描きあみ鯛茶  
φ15×9㎝（50入・磁） 2,000円

オ352-556 織部ススキのり茶  
φ15×9㎝（36入・磁） 1,270円
オ352-566 織部ススキのり茶（身のみ）  
φ15×7㎝ 650円
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ウ353-016 青磁飯器（身のみ）  
φ11.3×8㎝（60入・強） 2,350円
ウ353-026 白木木蓋  
φ12×12㎝（100入・磁）（木） 660円

ホ353-036 高雄飯器（蓋付）  
φ11×8.5㎝（40入・陶） 2,450円

ウ353-046 焼締飯器（小）身のみ  
φ10.5×7.8㎝（80入・磁） 1,700円
ウ353-056 焼締飯器（小）段付蓋のみ  
12.5×1.8㎝ 600円

オ353-066 竜田川飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 2,080円

ネ353-076 流水飯器  
φ11×9㎝（40入・磁） 1,830円

ア353-086 一押し備前風飯器（蓋付）  
11.3×10.7×6.3㎝（30入・陶） 1,800円

イ353-096 天目潮騒 飯器（蓋付）  
φ11×8㎝（40入・陶） 1,800円
イ353-106 天目潮騒 木蓋  
φ13×2㎝（陶） 600円

ホ353-116 青釉吹飯器（蓋付）  
φ10.5㎝×8㎝（40入・陶） 1,980円

オ353-126 鉄砂飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,780円

オ353-136 うのふ流し飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,780円

オ353-146 紺吹飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,780円

オ353-156 ブルー塗分飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,780円

オ353-166 織部流し茶マット飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,780円

テ353-176 三色掛飯器（杉蓋付）  
φ11×8㎝（40入・磁） 1,550円

テ353-186 鉄砂（焼杉蓋付）  
φ11×8㎝（40入・磁） 1,550円

テ353-196 黒志野たたき飯器  
φ11×7.8㎝（40入） 1,550円

テ353-206 湖水渦飯器（杉蓋付）  
φ11×8㎝（40入・磁） 1,550円

テ353-216 織部伊良保飯器  
φ11×8㎝（40入・磁） 1,550円

イ353-226 うぐいす流し飯器（蓋付）  
φ10.5×7.5㎝（40入・磁） 1,550円

ア353-236 鼠志野飯器  
φ10.7×8㎝（30入・陶） 1,500円

ア353-246 菊唐草飯器  
φ10.7×8㎝（30入・陶） 1,500円

ア353-256 亀甲飯器  
φ10.7×8㎝（30入・陶） 1,500円

ホ353-266 間取桔梗飯器（新スタック型･蓋付）  
φ10.3×7.8㎝（50入・磁） 1,480円

ホ353-276 織部流し飯器（新スタック型･蓋付）  
φ10.3×7.8㎝（50入・磁） 1,480円

ホ353-286 錦天目飯器（蓋付）  
φ11×8㎝（40入・磁） 1,480円

ホ353-296 天目木の葉飯器（新スタック型･蓋付）  
φ10.3×7.8㎝（50入・磁） 1,480円

ホ353-306 十草飯器（新スタック型･蓋付）  
φ10.5×8㎝（50入・磁） 1,480円

オ353-316 トチリモダン織部流飯器  
φ11.5×9.4㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,450円
オ353-326 トチリモダン織部流飯器（身）  
φ10.6×7.4㎝（50入・磁）（美濃焼） 1,050円

タ353-336 オリベ流飯器（蓋付）  
φ10.8×9㎝（20入・陶） 1,350円
タ353-346 木蓋のみ  
11.5×1㎝（60入） 350円

タ353-356 窯変銀彩結晶飯器（蓋付）  
φ11×8.4㎝（20入・磁） 1,600円
タ353-366 木蓋  
13×12×1.8㎝（60入）（木製） 400円
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飯 

碗 カ354-016 
鼠志野飯碗  
11.8×4.8㎝（80入・陶）
4,000円

カ354-026 
織部かぶ茶碗  
φ11.2×5.9㎝（60入・陶）
2,650円

メ354-036 灰釉粉引めし碗（大）  
φ12.5×6㎝（100入・陶）（信楽焼） 2,900円
メ354-046 灰釉粉引めし碗（小）  
φ11×5.7㎝（120入・陶）（信楽焼） 2,800円

メ354-056 
灰刷毛目飯碗  
φ12×7.5㎝（100入・陶）（信楽焼）
2,600円

カ354-066 
織部間取花和茶碗  
φ12.5×6㎝（60入・陶）
2,500円

カ354-076 
錆草文和茶碗  
φ12.5×6㎝（60入・陶）
2,500円

ト354-086 
赤絵サビ唐草飯碗  
φ12.3×6.5㎝（60入・陶）
2,450円

ト354-096 
鼠志野カブ茶碗  
φ12.6×6.4㎝（80入・陶）
2,250円

ト354-106 
織部乱線茶碗  
φ12.6×6.4㎝（80入・陶）
2,250円

カ354-116 
すだれ丸茶碗  
φ11.1×5.8㎝（60入・陶）
2,250円

ト354-126 
山吹彩面取り ゆとり碗  
φ10.5×7.6㎝（60入・陶）
2,200円

ト354-136 
鼡紅葉中平  
φ11.2×5.5㎝（60入・陶）
2,100円

ト354-146 
丸紋化粧面取り飯碗  
φ11.8×6.2㎝（60入・陶）
2,100円

ト354-156 
白十草面取り飯碗  
φ11.2×6㎝（60入・陶）
2,050円

ハ354-166 
織部ペルシャ紋飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
2,000円

ハ354-176 
間取藍ぶどう飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
2,000円

ト354-186 
今織部彩リム飯碗  
φ11.6×6.3㎝（60入・陶）
2,000円

ユ354-196 
一珍椿平茶漬丼  
φ14×5.3㎝（60入・陶）
1,950円

ユ354-206 
白唐津平茶漬碗  
φ15×5.5㎝（60入・陶）
1,950円

カ354-216 
焼締彫十草新飯碗  
φ11×6.3㎝（80入・陶）
1,920円

ハ354-226 
アメ釉花紋飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
1,900円

ハ354-236 
織部花唐草飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
1,900円

ユ354-246 
赤絵波茶碗  
φ10.5×7㎝（80入・陶）
1,800円

ユ354-256 
赤絵丸紋茶碗  
φ10.5×7㎝（60入・陶）
1,800円

ユ354-266 
黄釉花三島茶碗  
φ11×6.5㎝（80入・陶）
1,800円

ト354-276 
銀吹外クシメ段付中平  
φ11.8×6㎝（80入・陶）
1,800円

オ354-286 
タコ唐草大平  
13×12.8×6.5㎝（100入・磁）
1,800円

ユ354-296 
白唐津削り茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,800円

ト354-306 
オレンジめし碗  
φ11.8×6㎝（60入・陶）
1,800円

ア354-316 
手造り唐草平茶碗  
約φ12.6×5㎝（60入・磁）
1,750円

ユ354-326 
刷毛粉引茶碗  
φ12×6㎝（60入・陶）
1,750円

ミ354-336 
手書き絵瀬戸ぶどうおしゃれ茶碗  
12×6.1㎝（120入・磁）
1,800円

ユ354-346 
タタキ削り茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,800円

ウ354-356 
錆 丸型飯碗  
φ11.4×5.2㎝（80入・強）（美濃焼）
1,790円

ネ354-366 
辰砂反深口4.0小丼  
12.7×7.5㎝（60入・陶）
1,750円

ユ354-386 
刷毛目錆草紋茶碗  
12.5×6.5㎝（60入・陶）
1,750円

ネ354-376 
灰織部反深口4.0小丼  
12.7×7.5㎝（60入・陶）
1,750円

ト354-396 
色彩一珍十草大茶碗  
φ12.8×7㎝（80入・磁）
1,750円
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ユ355-016 
アメ釉茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
1,700円

ユ355-026 
灰釉反茶碗  
φ12×6.5㎝（80入・陶）
1,700円

ユ355-036 
黒土反茶碗  
φ12.5×6.5㎝（80入・陶）
1,700円

ユ355-046 
織部削り茶碗  
φ12×6㎝（80入・陶）
1,700円

ウ355-056 
錦手書草花 飯碗  
φ11.6×6.2㎝（80入・強）
1,620円

ミ355-066 
フェアリー飯碗  
φ12.2×6.7㎝（100入・陶）
1,600円

ユ355-076 
一珍錆十草茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
1,600円

ユ355-086 
黒土六兵衛丸茶碗  
φ11×6㎝（60入・陶）
1,600円

ユ355-096 
ビードロ刷毛茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
1,600円

カ355-106 
うるしブラウン高台飯碗  
φ12.2×6.5㎝（80入・磁）
1,550円

ユ355-116 
織部流水茶碗  
φ10.5×7㎝（60入・陶）
1,500円

ト355-126 
白萩めし碗  
φ11.8×6㎝（60入・陶）
1,450円

ユ355-136 
織部市松茶碗  
φ11.5×6.5㎝（80入・陶）
1,400円

ア355-146 
藍古染中平  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
1,400円

ミ355-156 
黄瀬戸反茶碗  
φ11.9×7㎝（150入・陶）
1,400円

ユ355-166 
市松黒茶碗  
φ12×7㎝（60入・陶）
1,400円

イ355-176 
黒マット茶碗  
φ11.4×5.8㎝（80入・磁）
1,400円

ヨ355-186 
伊賀織部ろくべい型茶碗 中  
φ14×7.4㎝（80入・磁）
1,350円

ユ355-196 
化粧流刺子茶碗  
φ11×7㎝（80入・陶）
1,350円

ユ355-206 
化粧流渦茶碗  
φ11×7㎝（80入・陶）
1,350円

ト355-216 
ルリ桔梗いっぷく碗  
φ10×7.8㎝（80入・磁）
1,350円

ト355-226 
ピンク反飯碗 大  
φ13.5×6.7㎝（60入・陶）
1,350円

ホ355-236 
黒マットボーダー多用碗  
φ11.5×7.3㎝（70入・陶）
1,300円

ア355-246 
グータンライスボール  
φ11.8×6.4㎝（60入・陶）
1,300円

カ355-256 
うるし黒ボール型飯碗  
φ11.3×6.8㎝（50入・陶）
1,300円

ト355-266 
ビードロ反飯碗 小  
φ12.5×5.5㎝（60入・陶）
1,280円

ウ355-276 
織部釉多用鉢  
φ12×6㎝（60入・強）
1,280円

カ355-286 
うるし白ボール型飯碗  
φ10.8×6.7㎝（50入・陶）
1,250円

ハ355-296 
粉引一珍花飯碗（青）  
φ11.3×6㎝（100入・陶）
1,200円

ハ355-306 
粉引一珍花飯碗（紅）  
φ11.3×6㎝（100入・陶）
1,200円

メ355-316 
黒窯変掛け分け飯碗  
φ10.8×7㎝（50入・陶）
1,200円

タ355-326 
藍流し4.0小丼  
φ12.3×7㎝（60入・陶）
1,200円

タ355-336 
赤釉4.0小丼  
φ12.3×7㎝（60入・陶）
1,200円

ハ355-346 
ブラウン花唐草飯碗  
φ11.4×5.8㎝（80入・陶）
1,200円

ホ355-356 
白うるし飯碗  
φ11.2×6.8㎝（80入・磁）
1,200円

ロ355-366 
焼炎飯碗  
φ11.5×5.8㎝（陶）
1,160円

ロ355-376 
粉引小紋中平  
φ11.4×5.9㎝（120入・陶）
1,150円

ネ355-386 
かごクラフト 13碗 飴釉  
φ12.6×6.9㎝（60入・磁）
1,150円

イ355-396 ゴス流し貫入 茶碗（大）  
φ12.3×6.2㎝（80入・陶） 1,100円
イ355-406 ゴス流し貫入 茶碗（小）  
φ11.2×5.7㎝（100入・陶） 1,100円

キ355-416 
結晶掛二色十草茶碗  
φ11.7×6.5㎝（120入・陶）
1,100円

ホ355-426 
灰釉流中平  
φ12×5.2㎝（120入・陶）
1,050円

カ355-436 
窯変ゴスお好み碗  
φ12×6.8㎝（60入・陶）
1,050円
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ミ356-016 風車大平  
φ13.4×6㎝（120入・磁） 980円
ミ356-026 風車中平  
φ11.8×5.5㎝（120入・磁） 880円

カ356-036 ルリ帯大平  
φ11.7×6.1㎝（100入・陶） 1,050円
カ356-046 ルリ帯中平  
φ10.9×5.3㎝（100入・陶） 950円

ヨ356-056 手描きあみろくべい型 茶碗 小  
φ12.3×6.3㎝（100入・磁） 1,000円
ヨ356-066 手描きあみろくべい型豆茶碗  
φ11.2×5.6㎝（120入・磁） 880円

カ356-076 
白たたきお好み碗  
φ12×6.8㎝（60入・陶）
1,050円

ハ356-086 
間取赤絵軽々飯碗  
φ11.5×6.5㎝（100入・陶）
1,000円

ト356-096 
黒金 飯碗  
φ12×5.5㎝（80入・陶）
1,000円

ハ356-106 
手描き花鳥鉄粉イラボ中平  
φ11.6×5.5㎝（100入・磁）
980円

キ356-116 
十草リーフベージュ飯碗  
φ10×5.8㎝（120入・磁）
980円

ホ356-126 
はなやぎ大平  
φ12.3×6㎝（120入・磁）
950円

イ356-136 
黒伊賀ドット茶碗  
φ11.6×6.7㎝（100入・陶）
950円

イ356-146 
黒十草 中平  
φ11.5×7.2㎝（100入・陶）
950円

イ356-156 
白十草 中平  
φ11.5×7.2㎝（100入）
950円

ユ356-166 
白砂波鹿の子茶碗  
φ11.5×5.7㎝（80入・陶）
930円

ウ356-176 
古染ブドウ大平  
φ11.7×6㎝（120入・陶）
930円

ユ356-186 
紅桜茶碗  
φ12×7㎝（60入・陶）
900円

ハ356-196 
黒釉刷毛目飯碗  
φ11.5×6.6㎝（100入・陶）
900円

ハ356-206 
白刷毛目飯碗  
φ11.5×6.6㎝（100入・陶）
900円

ミ356-216 
唐津彼岸花反形茶碗  
φ12.2×6.4㎝（160入・陶）
900円

タ356-226 
春雪手造り碗  
11.8×11.5×6.2㎝（60入・陶）
900円

カ356-236 
黒陶粉引平茶碗  
φ12×5.5㎝（50入・陶）
900円

イ356-246 
黒白流し飯碗  
φ11.8×6㎝（120入・陶）
880円

イ356-256 
備前流し飯碗  
φ11.8×6㎝（120入・陶）
880円

ロ356-266 
山茶花中平  
φ11.8×5㎝（120入・陶）
880円

ト356-276 
黒うず中平  
φ11.5×6.7㎝（120入・磁）
840円

ホ356-286 
うのふ茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・陶）
840円

ホ356-296 
白粉引茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・陶）
840円

カ356-306 
白天目麦大平  
φ12.5×6㎝（60入・陶）
830円

イ356-316 
いぶし黒織部茶碗  
φ12×7㎝（120入・磁）
810円

ヨ356-326 
サビ十草 茶漬碗  
φ12×8㎝（80入・陶）
800円

ヨ356-336 
均窯十草 茶漬碗  
φ12×8㎝（80入・陶）
800円

ト356-346 
黒釉半掛一珍  
φ11.7×6.7㎝（80入・陶）
800円

ト356-356 
黒釉木の葉中平  
φ11.7×6.7㎝（80入・陶）
800円

ア356-366 
土物紺伊良保たもり碗  
φ12.5×6.1㎝（60入・陶）
770円

ア356-376 
土物伊良保たもり碗  
φ12.5×6.1㎝（60入・陶）
770円

ネ356-386 
うす茶うのふ茶碗  
φ10.5×7.1㎝（80入・磁）
770円

ハ356-396 
若葉飯碗  
φ12×6.5㎝（100入・磁）
750円

ロ356-406 
粉引黒オリベ流しロクベ飯碗  
φ11.3×6.5㎝（100入・磁）
780円

ア356-416 
雲姫丼  
φ12×6.4㎝（60入・陶）
740円

ト356-426 
つぶ一珍4寸丸碗  
φ12.3×6㎝（60入・陶）
730円

ト356-436 
粉引丸碗  
φ10.5×6.7㎝（80入・陶）
720円

キ356-446 
粉引小花茶碗  
φ10.8×5.3㎝（120入・陶）
720円

イ356-456 
手描桜 飯碗  
φ11.2×6㎝（80入・陶）
720円
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ハ357-016 
吹雪けずり小丼  
φ11.6×7.4㎝（80入・磁）
730円

ミ357-026 
土化粧 中平  
φ11.7×6.6㎝（100入・磁）
720円

ト357-036 
赤志野丸碗  
φ10×7.5㎝（80入・陶）
720円

ネ357-046 
いぶし天目飯碗  
φ11.2×6.4㎝（80入・磁）
700円

カ357-056 
青磁刷毛手造り茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
700円

ユ357-066 
茶刷毛 茶碗  
φ11.5×6.8㎝（80入・陶）
680円

ミ357-076 
手描 三色十草 飯碗  
φ11×6㎝（120入・磁）
660円

ハ357-086 
手描ルリ十草丸碗  
φ10.5×6.5㎝（80入・陶）
660円

ハ357-096 
手描錆十草丸碗  
φ10.5×6.5㎝（80入・陶）
660円

ミ357-106 
手描 赤濃椿 飯碗  
φ11×6㎝（120入・磁）
660円

イ357-116 
黒備前白刷毛ソギ飯碗  
φ11.8×6.6㎝（100入・磁）
660円

ネ357-126 
うのふ碗  
12.2×7㎝（80入・磁）
660円

ヤ357-136 金茶吹 六兵衛丸碗 大  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁）（美濃焼） 650円
ヤ357-146 金茶吹 六兵衛丸碗 小  
φ11.3×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 550円

ア357-156 
灰釉大文字大平  
φ13×6㎝（120入・磁）
550円

ヤ357-166 いぶし黒 六兵衛丸碗 大  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁）（美濃焼） 550円
ヤ357-176 いぶし黒 六兵衛丸碗 小  
φ11.3×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 480円

ヤ357-186 白マット 六兵衛丸碗 大 
φ12.3×6.5㎝（50入・磁）（美濃焼） 550円
ヤ357-196 白マット 六兵衛丸碗 小  
φ11.3×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 480円

ホ357-206 
ゴス刷毛陶碗  
φ10×6.8㎝（80入・磁）
540円

ホ357-216 
サビ刷毛陶碗  
φ10×6.8㎝（80入・磁）
540円

タ357-226 
伊賀織部吹姫茶碗  
φ10.2×6.6㎝（100入・磁）
540円

ネ357-236 
化粧刷毛飯器  
φ10.5×6.6㎝（60入・磁）
530円

ア357-246 
縞織ライスボール  
φ12.2×6.3㎝（100入・磁）
500円

ネ357-256 
白吹天目京茶碗  
φ11.4×6.5㎝（120入・磁）
500円

イ357-266 
草月手引4.0和丼  
φ13×6.2㎝（50入・磁）
500円

イ357-276 
桃李手引4.0和丼  
φ13×6.2㎝（50入・磁）
500円

ネ357-286 
二色十草平飯碗  
φ11.5×6.4㎝（80入・磁）
500円

ネ357-296 
白均窯飯碗  
φ12.5×6.5㎝（120入・磁）
480円

ハ357-306 
ベージュ粉引飯碗  
φ11.2×6.3㎝（120入・磁）
470円

カ357-316 
いこい中平  
φ11.5×6.3㎝（100入・磁）
470円

カ357-326 
至福黒手引飯碗（大）  
φ12×6.5㎝（80入・磁）
440円

ヤ357-336 
金茶吹 平成茶碗  
φ12×6㎝（磁）（美濃焼）
430円

ハ357-346 
朱金彩飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
420円

ハ357-356 
白唐津手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
420円

ハ357-366 
黒金彩手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
420円

カ357-376 
至福白手引飯碗（小）  
φ10.8×6.5㎝（100入・磁）
420円

ネ357-386 
ゆず天目なごみ小丼  
φ11.7×7㎝（100入・磁）
400円

ハ357-396 
粉引手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
390円

カ357-406 
茶均窯六兵衛中平  
φ11.7×5.5㎝（60入・磁）
390円

ハ357-416 
黒水晶手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
390円

カ357-426 
白いらぼ六兵衛中平  
φ11.7×5.5㎝（60入・磁）
390円

ツ357-436 
黒伊賀白吹丸碗  
φ12.4×6.4㎝（60入・磁）
360円

ツ357-446 
刷毛茶粉引丸碗  
φ12.4×6.4㎝（60入・磁）
360円

ロ357-456 
古染十草 茶碗  
φ11.6×6.8㎝（強）
850円
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ロ358-016 赤絵志野茶漬碗  
φ13.2×5.7㎝（80入・陶） 2,550円
ロ358-026 赤絵志野茶碗  
φ11×5.5㎝（120入・陶） 1,450円

ア358-036 手造りわびすけ大平  
φ12.3×6.2㎝（100入・陶） 1,400円
ア358-046 手造りわびすけ中平  
φ11.3×5.3㎝（100入・陶） 1,350円

ア358-056 手造り雅大平  
φ12.3×6.2㎝（100入・陶） 1,400円
ア358-066 手造り雅中平  
φ11.3×5.5㎝（100入・陶） 1,350円

ミ358-076 錦朱呉須刷毛平茶碗（大）  
13.2×12.7×5.3㎝（120入・磁） 1,380円
ミ358-086 錦朱呉須刷毛平茶碗（小）  
12×11.2×4.5㎝（120入・磁） 1,300円

ミ358-096 ボンボン綿花平茶碗（大）  
13.2×13×5.5㎝（120入・磁） 1,330円
ミ358-106 ボンボン綿花平茶碗（小）  
12×11.5×5㎝（120入・磁） 1,230円

ア358-116 祥瑞かるかる茶碗大  
φ10.8×6.7㎝（100入・陶） 1,300円
ア358-126 祥瑞かるかる茶碗小  
φ10.2×6㎝（100入・陶） 1,300円

イ358-136 吹志野茶碗（大）  
φ12×6.4㎝（80入・陶） 1,200円
イ358-146 吹志野茶碗（小）  
φ11×5.7㎝（100入・陶） 1,200円

ホ358-156 赤絵花大平  
φ12.3×5.5㎝（120入・陶） 1,100円
ホ358-166 赤絵花中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・陶） 920円

ミ358-176 引出天目松竹梅大平  
φ12.5×6㎝（100入・陶） 1,150円
ミ358-186 引出天目松竹梅中平  
φ11.8×5.5㎝（120入・陶） 1,050円

ト358-196 水草志野大平茶碗  
φ13×6.7㎝（60入・陶） 1,150円
ト358-206 水草志野中平茶碗  
φ12×5.5㎝（80入・陶） 1,050円

ツ358-216 唐草飯碗（大）  
φ11×6㎝（100入・強） 1,050円
ツ358-226 唐草飯碗（小）  
φ10.2×5.6㎝（120入・強） 930円

イ358-236 白刷毛目 茶碗（大）  
φ12.3×6.2㎝（80入・陶） 1,000円
イ358-246 白刷毛目 茶碗（小）  
φ11.2×5.7㎝（100入・陶） 950円

イ358-256 黒備前白ライン茶碗 大  
φ12.4×6.4㎝（100入・陶） 990円
イ358-266 黒備前白ライン茶碗 小  
φ11.4×5.8㎝（120入・陶） 910円

ロ358-276 細十草灰大平  
φ13×5.7㎝（80入・陶） 980円
ロ358-286 細十草灰中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・陶） 920円

ロ358-296 彫唐草毛料  
φ13.5×6.4㎝（60入・強） 1,010円
ロ358-306 彫唐草中平  
φ11.5×5.9㎝（120入・強） 720円

ミ358-316 新志野あし大平  
φ12.5×6.1㎝（100入・陶） 920円
ミ358-326 新志野あし中平  
φ11.8×5.6㎝（120入・陶） 770円

ミ358-336 益子水草大平  
φ12.8×6.3㎝（100入・陶） 920円
ミ358-346 益子水草中平  
φ11.6×5.8㎝（120入・陶） 770円

ト358-356 赤志野大平  
φ12.5×5.5㎝（80入・陶） 900円
ト358-366 赤志野中平  
φ12×5.3㎝（100入・陶） 760円

ト358-376 ネズ志野大平  
φ12.7×5.7㎝（80入・陶） 900円
ト358-386 ネズ志野中平  
φ12×5.3㎝（100入・陶） 760円

ロ358-396 ブルーライン毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 850円
ロ358-406 ブルーライン中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 600円

ウ358-416 御本粉引大平  
φ11.4×5.8㎝（120入・陶） 820円
ウ358-426 御本粉引中平  
φ11×5.6㎝（140入・陶） 820円

ヨ358-436 淡彩ライン大平  
φ13×5.6㎝（80入・磁） 800円
ヨ358-446 淡彩ライン中平  
φ12×5.5㎝（100入・磁） 680円

ロ358-456 ゆきみち大平  
φ12.5×5.8㎝（80入・陶） 750円
ロ358-466 ゆきみち中平  
φ11.5×5.2㎝（120入・陶） 680円

ヨ358-476 あみ大平  
φ13×5.5㎝（10×12入・磁） 750円
ヨ358-486 あみ中平  
12×5.2㎝（10×12入・磁） 650円

ヨ358-496 伊賀織部大平  
φ13×5.5㎝（120入・磁） 750円
ヨ358-506 伊賀織部中平  
φ12×5.2㎝（120入・磁） 650円

ロ358-516 格子毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 780円
ロ358-526 格子中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 560円

ホ358-536 内外細十草飯碗（大）（軽量）  
φ12.2×7㎝（100入・磁） 720円
ホ358-546 内外細十草飯碗（小）（軽量）  
φ11.2×6.5㎝（140入・磁） 580円

ア358-556 ピンク吹丸碗大  
φ12.3×6.5㎝（80入・磁） 720円
ア358-566 ピンク吹丸碗小  
φ11.3×6㎝（100入・磁） 620円

ア358-576 撥水魚大平  
φ12.8×6㎝（120入・磁） 590円
ア358-586 撥水魚中平  
φ11.8×5.2㎝（160入・磁） 420円

カ358-596 黒備前吹き六兵衛めし碗（大）  
φ12.4×6.5㎝（60入・磁） 680円
カ358-606 黒備前吹き六兵衛めし碗（小）  
φ11.3×6㎝（80入・磁） 600円

キ358-616 京十草大平  
φ12.7×6.7㎝（100入・磁） 550円
キ358-626 京十草中平  
φ11.2×5.5㎝（120入・磁） 420円

ホ358-636 黒茶スマート茶碗（大）  
φ11.6×6㎝（100入・磁） 550円
ホ358-646 黒茶スマート茶碗（小）  
φ10.5×5.2㎝（120入・磁） 500円

ホ358-656 白粉引スマート茶碗（大）  
φ11.6×6㎝（100入・磁） 550円
ホ358-666 白粉引スマート茶碗（小）  
φ10.5×5.2㎝（120入・磁） 500円

タ358-676 ソギ新彩ボタ飯碗（大）  
φ12.5×6.5㎝（60入・磁） 630円
タ358-686 ソギ新彩ボタ飯碗（小）  
φ11.5×6.3㎝（80入・磁） 530円

キ358-696 ゆず天目茶漬丼  
φ14×6.2㎝（60入・磁） 500円
キ358-706 ゆず天目茶碗  
φ11.5×5.5㎝（120入・磁） 420円

ハ358-716 志野サビ刷毛飯碗大  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁） 420円
ハ358-726 志野サビ刷毛飯碗小  
φ10.5×6.3㎝（120入・磁） 400円

ヤ358-736 みやこ粉引大平  
φ12.7×7㎝（120入・磁） 400円
ヤ358-746 みやこ粉引中平  
φ11.5×5.8㎝（160入・磁） 350円

テ358-756 タコ唐草大平  
φ12.5×5.7㎝（120入・磁） 580円
テ358-766 タコ唐草中平  
φ11.5×6㎝（180入・磁） 520円

テ358-776 十草梅毛料  
φ14×6.2㎝（80入・磁） 740円
テ358-786 十草梅大平  
φ12.5×5.7㎝（120入・磁） 580円
テ358-796 十草梅中平  
φ11.5×6㎝（180入・磁） 520円

キ358-806 渦粉引グレー茶漬碗  
φ15×7㎝（60入・磁） 660円
キ358-816 渦粉引グレー大平  
φ12.7×6.7㎝（100入・磁） 550円
キ358-826 渦粉引グレー中平  
φ11.2×5.5㎝（120入・磁） 420円

ホ358-846 市松（軽量）大平  
φ12×7㎝（120入・磁） 730円

ホ358-836 市松毛料  
φ14.2×6.5㎝（80入・磁） 620円

ホ358-856 市松中平  
φ11×6㎝（120入・磁） 430円

ト358-866 太唐草毛料  
φ14.5×7㎝（80入・磁） 530円
ト358-876 太唐草大平  
φ13×6㎝（80入・磁） 450円
ト358-886 太唐草中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・磁） 350円
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ロ359-016 水玉小花ちらし 丸型毛料  
φ14.3×6.8㎝（60入・強） 770円
ロ359-026 水玉小花ちらし 丸型大平  
φ13×6.2㎝（80入・強） 700円

イ359-046 福おいで 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 730円
イ359-056 福おいで 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 630円

イ359-076 ダルマブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 720円
イ359-086 ダルマブルー大平  
φ12.5×6.6㎝（100入・磁） 590円

イ359-106 フクローブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 720円
イ359-116 フクローブルー大平  
φ12.5×5.9㎝（100入・磁） 590円

イ359-136 ハイスフラワー 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 730円
イ359-146 ハイスフラワー大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 630円

イ359-166 ミケ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 730円
イ359-176 ミケ 大平  
φ12.5×6.1㎝（100入・磁） 630円

イ359-196 花ゆめうさぎ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 730円
イ359-206 花ゆめうさぎ大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 630円

イ359-226 タイ ブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 720円
イ359-236 タイ ブルー大平  
φ12.5×5.9㎝（100入・磁） 590円

イ359-246 
タイ ピンク中平  
φ11.5×6.2㎝（120入・磁）
490円

イ359-256 市松毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 730円
イ359-266 市松 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 630円

イ359-276 
市松 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円

イ359-286 さんぽネコ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 730円
イ359-296 さんぽネコ 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 630円

イ359-306 
さんぽネコ 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円

イ359-316 
刺し子ふくろう大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁）
630円

イ359-326 
刺し子ふくろう中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円

キ359-336 吉野桜（ブルー）大平  
φ12.5×6.5㎝（120入・磁） 600円
キ359-346 吉野桜（ブルー）中平  
φ11.5×6㎝（180入・磁） 530円

キ359-356 
吉野桜（ピンク）中平  
φ11.5×6㎝（180入・磁）
530円

ア359-366 花紋赤毛料  
φ13.7×6.5㎝（80入・強） 1,050円
ア359-376 花紋丸茶碗  
φ11.4×5.8㎝（120入・強） 800円

ア359-386 花紋青毛料  
φ13.7×6.5㎝（80入・強） 1,050円
ア359-396 花紋青丸茶碗  
φ11.5×5.7㎝（120入・強） 800円

ア359-406 厚口市松大平  
φ13×6㎝（100入・磁） 700円
ア359-416 厚口市松中平  
φ11.5×5.3㎝（120入・磁） 650円

キ359-426 厚口桔梗大平  
φ13×6㎝（120入・磁） 550円
キ359-436 厚口桔梗中平  
φ12×5.2㎝（180入・磁） 450円

キ359-446 厚口濃梅大平  
φ13×6㎝（120入・磁） 550円
キ359-456 厚口濃梅中平  
φ12×5.2㎝（180入・磁） 450円

キ359-466 厚口八ツ手大平  
φ13×6㎝（120入・磁） 550円
キ359-476 厚口八ツ手中平  
φ12×5.2㎝（180入・磁） 450円

キ359-486 内外タコ唐草梅大平  
φ12.6×6.8㎝（120入・磁） 600円
キ359-496 内外タコ唐草梅中平  
φ11.5×6.3㎝（180入・磁） 530円

キ359-506 内外唐草山水大平  
φ12.6×6.8㎝（120入・磁） 600円
キ359-516 内外唐草山水中平  
φ11.5×6.3㎝（180入・磁） 530円

キ359-526 内外十草ブドウ大平  
φ12.6×6.8㎝（120入・磁） 600円
キ359-536 内外十草ブドウ中平  
φ11.5×6.3㎝（180入・磁） 530円

ヨ359-546 伊賀織部ろくべい型茶碗 小  
φ12.3×6.3㎝（100入・磁） 1,000円
ヨ359-556 伊賀織部ろくべい型豆茶碗  
φ11.2×5.6㎝（120入・磁） 880円

ロ359-566 親子十草毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 800円
ロ359-576 親子十草中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 570円

ロ359-586 丸紋蝶大平  
φ13×5.4㎝（80入・磁） 570円
ロ359-596 丸紋蝶中平  
φ11.5×5㎝（120入・磁） 500円

ロ359-606 かほり陶碗（大）  
φ12.9×6.9㎝（60入・陶） 1,800円
ロ359-616 かほり陶碗（中）  
φ12×6.7㎝（80入・陶） 1,650円
ロ359-626 かほり陶碗（小）  
φ10.2×6.2㎝（100入・陶） 1,400円

ロ359-636 赤千筋飯碗中  
φ11.3×6.6㎝（80入・磁） 1,800円
ロ359-646 赤千筋飯碗小  
φ10.2×5.9㎝（120入・磁） 1,700円
ロ359-656 赤千筋飯碗ミニ  
φ9.9×5.2㎝（150入・磁） 1,700円

ロ359-666 紺千筋飯碗中  
φ11.3×6.6㎝（80入・磁） 1,700円
ロ359-676 紺千筋飯碗小  
φ10.2×5.9㎝（120入・磁） 1,500円
ロ359-686 紺千筋飯碗ミニ  
φ9.9×5.2㎝（150入・磁） 1,500円

ロ359-696 こぶし めし碗 中  
φ11.2×6.5㎝（80入・磁） 1,700円
ロ359-706 こぶし めし碗 小  
φ10.3×5.8㎝（120入・磁） 1,650円
ロ359-716 こぶし めし碗 ミニ  
φ10×5.2㎝（150入・磁） 1,650円

ト359-726 土灰釉白刷毛毛料  
φ13×7㎝（60入・陶） 1,900円
ト359-736 土灰釉白刷毛中平  
φ11.5×6㎝（80入・陶） 1,280円

ウ359-746 ゴス筋鯛茶  
φ14.7×6.6㎝（50入・強） 1,550円
ウ359-756 ゴス筋大平  
φ12.4×5.4㎝（80入・強） 1,100円
ウ359-766 ゴス筋中平  
φ11.6×5.2㎝（100入・強） 930円

ロ359-036 
水玉小花ちらし 丸型中平  
φ12×5.8㎝（120入・強）
640円

イ359-066 
福おいで 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円

イ359-096 
ダルマピンク中平  
φ11.6×6㎝（120入・磁）
490円

イ359-126 
フクローピンク中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・磁）
490円

イ359-156 
ハイスフラワー中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円

イ359-186 
ミケ 中平  
φ11.5×6.2㎝（120入・磁）
500円

イ359-216 
花ゆめうさぎ中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円
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ハ360-016 
粉引花唐草飯碗（青）  
φ13×6.7㎝（80入・陶）
2,000円

ハ360-026 
粉引花唐草飯碗（紅）  
φ12×5.8㎝（80入・陶）
2,000円

ユ360-036 
呉須丸紋茶碗  
φ12×6.5㎝（60入・陶）
1,750円

ユ360-046 
朱丸紋茶碗  
φ12×6.5㎝（60入・陶）
1,950円

ミ360-056 
金波吾須水玉平茶碗（大）  
13.2×12.7×5.3㎝（120入・磁）
1,600円

ミ360-066 
金波朱水玉平茶碗（小）  
12×11.2×4.5㎝（120入・磁）
1,580円

ユ360-076 
霞十草（藍）茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
1,600円

ユ360-086 
霞十草（紫）茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
1,600円

ミ360-096 
黒釉桜花ゆったり碗（大）  
φ12.8×8㎝（80入・磁）
1,600円

ミ360-106 
黒釉桜花ゆったり碗（小）  
φ12×7㎝（120入・磁）
1,400円

ミ360-116 
白タタキ紺水玉丸紋飯器（大）  
φ12.8×8㎝（80入・磁）
1,550円

ミ360-126 
白タタキ赤水玉丸紋飯器（小）  
φ12×7㎝（120入・磁）
1,400円

テ360-136 
ばらグリン茶碗  
φ12×6.5㎝（80入・陶）
1,550円

テ360-146 
ばらピンク茶碗  
φ12×6.5㎝（80入・陶）
1,550円

ア360-156 
粉引錆十草（緑）茶碗大  
φ11.5×6.7㎝（80入・陶）
1,550円

ア360-166 
粉引錆十草（赤）茶碗小  
φ10.7×6.2㎝（80入・陶）
1,450円

オ360-176 
花みずき平茶碗（大）  
13.3×13×5.4㎝（100入・磁）
1,540円

オ360-186 
花みずき平茶碗（小）  
12×11.3×4.6㎝（120入・磁）
1,430円

ア360-196 
ゆうか大平  
φ11×6.5㎝（60入・陶）
1,500円

ア360-206 
ゆうか中平  
φ10.5×6㎝（60入・陶）
1,450円

ユ360-216 
藍水玉面取茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,500円

ユ360-226 
紅水玉面取茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,500円

テ360-236 
春うららグリーン新茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,500円

テ360-246 
春うらら赤新型茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,500円

ホ360-256 
彩大平  
φ12×6.2㎝（120入・陶）
1,450円

ホ360-266 
彩中平  
φ11.2×5.5㎝（120入・陶）
1,400円

テ360-276 
紺水玉手造茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,450円

テ360-286 
赤水玉手造茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,450円

ユ360-296 
藍 ドット飯碗（大）  
φ13×8㎝（80入・磁）
1,450円

ユ360-306 
紅 ドット飯碗（小）  
φ12×7㎝（80入・磁）
1,350円

カ360-316 
ブルー色十草ふわわ飯碗  
φ11.9×6.4㎝（100入・陶）
1,400円

カ360-326 
ピンク色十草ふわわ飯碗  
φ11.9×6.4㎝（100入・陶）
1,400円

ホ360-336 
呉須吹十草大平  
φ12.3×6.3㎝（120入・陶）
1,450円

ホ360-346 
赤吹十草中平  
φ11.5×5.8㎝（120入・陶）
1,400円

ロ360-356 
白呉須コスモス飯碗（パープル）  
φ10.8×6.5㎝（120入・陶）
1,350円

ロ360-366 
白呉須コスモス飯碗（ピンク）  
φ10.8×6.5㎝（120入・陶）
1,350円

ホ360-376 
花もめん大平  
φ12.5×6.5㎝（120入・陶）
1,300円

ホ360-386 
花もめん中平  
φ11.5×6㎝（120入・陶）
1,200円

ユ360-396 
うるし流水（青）茶碗  
φ11.5×6.5㎝（80入・磁）
1,200円

ユ360-406 
うるし流水（赤）茶碗  
φ11.5×6.5㎝（80入・磁）
1,200円

ホ360-416 
かわいい大平  
φ12×6㎝（120入・陶）
1,100円

ホ360-426 
かわいい中平  
φ11.3×5.7㎝（120入・陶）
1,000円
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ロ361-016 
一珍花大平（青）  
φ10.8×6.8㎝（80入・陶）
1,150円

ロ361-026 
一珍花中平（赤）  
φ10.5×6㎝（120入・陶）
1,100円

ロ361-036 
マレーネ大平（青）  
φ11×7.1㎝（80入・陶）
1,150円

ロ361-046 
マレーネ中平（赤）  
φ10.3×6.4㎝（120入・陶）
1,100円

ア361-056 
粉引き花つなぎ大平  
φ12.5×6㎝（100入・陶）
990円

ア361-066 
粉引き花つなぎ中平  
φ11.4×5.5㎝（120入・陶）
880円

ア361-076 
木の花青大平  
φ12×5.8㎝（100入・陶）
990円

ア361-086 
木の花赤中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・陶）
880円

イ361-096 
華 ブ々ルー高台茶碗  
φ11×6㎝（120入・陶）
990円

イ361-106 
華々赤高台茶碗  
φ11×6㎝（120入・陶）
990円

ア361-116 
黒いろは大平  
φ12.4×5.5㎝（100入・陶）
970円

ア361-126 
赤いろは中平  
φ11.5×5.3㎝（120入・陶）
900円

ア361-136 
せねこ茶碗青  
φ12.6×6㎝（100入・陶）
950円

ア361-146 
せねこ茶碗赤  
φ11.5×5.2㎝（120入・陶）
850円

ハ361-156 
粉引クローバー飯碗（グリーン）  
φ11.5×6.5㎝（100入・陶）
950円

ハ361-166 
粉引クローバー飯碗（ピンク）  
φ11.5×6.5㎝（100入・陶）
950円

ロ361-176 
線彫十草黒大平  
φ12.8×5.8㎝（120入・陶）
950円

ロ361-186 
線彫十草赤中平  
φ12.2×5.2㎝（80入・陶）
810円

ア361-196 
花十草茶碗青  
φ11.5×6㎝（120入・陶）
950円

ア361-206 
花十草茶碗赤  
φ11.5×6㎝（120入・陶）
950円

ア361-216 
駒筋ぶらうん（青）茶碗大  
φ13×6㎝（80入・磁）
950円

ア361-226 
駒筋ぶらうん（赤）茶碗小  
φ12×5.2㎝（80入・磁）
900円

ロ361-236 
魚大平  
φ12.8×5.8㎝（120入・陶）
950円

ロ361-246 
魚中平  
φ12.2×5.2㎝（80入・陶）
810円

ユ361-256 
マーガレットピンク茶碗  
φ11×6㎝（80入・陶）
950円

ユ361-266 
マーガレットブルー茶碗  
φ11×6㎝（80入・陶）
950円

ハ361-276 
粉引舞桜飯碗（紫）  
φ11.5×6.5㎝（120入・陶）
900円

ハ361-286 
粉引舞桜飯碗（ピンク）  
φ11.5×6.5㎝（120入・陶）
900円

ア361-296 
粉引ウサギ大平  
φ12.5×5.8㎝（100入・陶）
880円

ア361-306 
粉引ウサギ中平  
φ11×5㎝（120入・陶）
820円

ロ361-316 
紺十草大平  
φ12.8×5.8㎝（80入・陶）
860円

ロ361-326 
赤十草中平  
φ12.2×5.2㎝（120入・陶）
750円

ア361-336 
粉引木立大平  
φ12×6㎝（120入・陶）
840円

ア361-346 
粉引木立中平  
φ11.5×5.6㎝（120入・陶）
750円

ユ361-356 
ゆらり十草（青）茶碗  
φ11.5×6.2㎝（80入・磁）
830円

ユ361-366 
ゆらり十草（紅）茶碗（小）  
φ11×5㎝（80入・磁）
780円

ア361-376 
グリーン花かすみ大平  
φ12.8×5.8㎝（120入・磁）
780円

ア361-386 
赤花かすみ中平  
φ11.7×5.5㎝（120入・磁）
660円

ユ361-396 
呉須水車茶碗（小）  
φ11×5.2㎝（80入・磁）
780円

ユ361-406 
赤水車茶碗（小）  
φ11×5.2㎝（80入・磁）
780円

キ361-416 
いぶしウサギ（青）茶碗  
φ11.5×6.8㎝（120入・陶）
780円

キ361-426 
いぶしウサギ（赤）茶碗  
φ11.5×6.8㎝（120入・陶）
780円
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ア362-016 
三彩ぶどう青茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
750円

ア362-026 
三彩ぶどう赤茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
750円

ア362-036 
白い小花（青）大平  
φ12.7×6㎝（100入・磁）
700円

ア362-046 
白い小花（ピンク）中平  
φ11.7×5.6㎝（120入・磁）
600円

ア362-056 
一珍唐草大平  
φ13.2×6㎝（100入・磁）
710円

ア362-066 
一珍唐草中平  
φ11.8×5.5㎝（120入・磁）
600円

ア362-076 
梨地駒筋青大平  
φ12.8×6.2㎝（80入・磁）
700円

ア362-086 
梨地駒筋赤中平  
φ11.8×5.6㎝（120入・磁）
640円

ホ362-096 
厚口紫十草大平（青点）  
φ13×6.2㎝（120入・磁）
700円

ホ362-106 
厚口紫十草中平（赤点）  
φ12×5.8㎝（120入・磁）
630円

ユ362-116 
青ネコ茶碗  
φ11.5×7㎝（100入・磁）
700円

ユ362-126 
赤ネコ茶碗  
φ11.5×7㎝（100入・磁）
700円

ロ362-136 
土物一珍帯梅大平  
φ12.3×6㎝（80入・陶）
690円

ロ362-146 
土物一珍帯梅中平  
φ11.2×5.8㎝（120入・陶）
600円

テ362-156 
内外白梅大平  
φ12.2×6.5㎝（120入・磁）
680円

テ362-166 
内外白梅中平  
φ11.5×6.1㎝（180入・磁）
580円

ホ362-176 
厚口梨地小花大平  
φ13×6.3㎝（120入・磁）
660円

ホ362-186 
厚口梨地小花中平  
φ12×5.8㎝（120入・磁）
590円

ホ362-196 
みどり春風中平（軽量）  
φ11×6.3㎝（180入・磁）
640円

ホ362-206 
赤春風中平（軽量）  
φ11×6.3㎝（180入・磁）
640円

キ362-216 
内外山茶花大平（グリーン）  
φ12.5×6.8㎝（120入・磁）
600円

キ362-226 
内外山茶花中平（ピンク）  
φ11.7×6.3㎝（180入・磁）
530円

カ362-236 
線筋青ソギ茶碗  
φ11.4×6.3㎝（50入・磁）
600円

カ362-246 
線筋赤ソギ茶碗  
φ11.4×6.3㎝（50入・磁）
600円

イ362-256 
唐辛子 青大平  
φ12.4×6㎝（120入・磁）
590円

イ362-266 
唐辛子 赤中平  
φ11.7×6㎝（120入・磁）
490円

カ362-276 
京唐草青反型茶碗  
φ12.3×5.8㎝（50入・磁）
550円

カ362-286 
京唐草赤反型茶碗  
φ12.3×5.8㎝（50入・磁）
550円

キ362-296 
ルナ十草（青）軽量茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・磁）
550円

キ362-306 
ルナ十草（赤）軽量茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・磁）
550円

ネ362-316 
芽吹き唐草軽量茶碗  
φ11.8×6㎝（180入・磁）
550円

カ362-326 
芽吹唐草赤茶碗（軽量）  
φ11.8×5.7㎝（100入・磁）
550円

キ362-336 
ドット（青）軽量茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・磁）
550円

キ362-346 
ドット（ピンク）軽量茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・磁）
550円

ホ362-356 
菊十草（青）飯碗  
φ11.3×6.1㎝（120入・磁）
560円

ホ362-366 
菊十草（赤）飯碗  
φ11.3×6.1㎝（120入・磁）
560円

ホ362-376 
クローバーグリーン茶碗（軽量）  
φ12×6㎝（180入・磁）
500円

ホ362-386 
クローバーピンク茶碗（軽量）  
φ12×6㎝（180入・磁）
500円

キ362-396 
水玉（ピンク）茶碗  
φ11.5×5.8㎝（120入・磁）
420円

キ362-406 
水玉（ブルー）茶碗  
φ11.5×5.8㎝（120入・磁）
420円

ホ362-416 
やさしい青飯碗（大）  
φ12.3×6.5㎝（100入・磁）
410円

ホ362-426 
やさしい赤飯碗（小）  
φ11.2×5.7㎝（120入・磁）
370円
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ウ363-016 
黄釉赤呉須色絵 飯碗  
φ11.3×5.3㎝（80入・強）
2,130円

ウ363-026 
南天飯碗  
φ11.4×5.2㎝（100入・強）
1,900円

ウ363-036 
染錦間取 飯碗  
φ11.3×5.3㎝（80入・強）
1,960円

ウ363-046 
黄釉流水 飯碗  
φ11.3×5.3㎝（80入・強）
1,840円

ウ363-056 
草花飯碗  
φ11.4×5.2㎝（100入・強）
1,800円

ウ363-066 
染付松葉 飯碗  
φ11.3×5.3㎝（80入・強）
1,790円

ウ363-076 
間取草花 飯碗  
φ11.5×5㎝（80入・強）
1,790円

ウ363-086 
黄釉結び絵 飯碗  
φ11.3×5.3㎝（80入・強）
1,710円

ウ363-096 
イングレ一つ花 飯碗  
φ11.3×5.3㎝（80入・強）
1,620円

ウ363-106 
染付春秋 飯碗  
φ11.3×5.3㎝（80入・強）
1,620円

カ363-116 
安曇野丸茶碗  
φ11.4×5.1㎝（100入・強）
1,550円

ウ363-126 
錦草花飯碗  
φ11.5×5.2㎝（80入・強）
1,550円

カ363-136 
手描赤絵花茶碗  
φ12.2×6.3㎝（60入・磁）
1,500円

カ363-146 
加茂川新中平  
φ11.8×5.3㎝（100入・強）
1,450円

カ363-156 
京小花中平  
φ11.7×5.3㎝（100入・強）
1,450円

ア363-166 
錦宝来丸碗  
φ11.2×5㎝（120入・強）
1,250円

ロ363-176 
駒筋中平（赤）  
φ11.5×5.5㎝（120入・強）
1,230円

ロ363-186 
赤絵4色ライン中平  
φ11.5×5.6㎝（120入・強）
1,000円

ワ363-196 
ほのか飯茶碗  
φ11.8×5.2㎝（強）
1,100円

カ363-206 
清里丸碗  
φ11.5×5.2㎝（100入・強）
1,080円

ホ363-216 
赤絵みのり中平  
12×5.3㎝（120入・強）
1,300円

カ363-226 
津和野中平  
φ12×5.3㎝（100入・強）
1,030円

ワ363-236 
つゆ草茶碗  
φ12.4×5.3㎝（強）
1,000円

ロ363-246 
駒筋中平（青）  
φ11.5×5.5㎝（120入・強）
850円

ロ363-256 
あけぼの汁碗  
φ11.3×5.8㎝（100入・強）
820円

ロ363-266 
ヒワ汁碗  
φ11.3×5.8㎝（100入・強）
880円

ロ363-276 
一珍赤絵十草水切り浜中平  
φ11.5×5.6㎝（120入・強）
940円

ア363-286 
青帯唐草茶碗  
φ11.6×5.6㎝（120入・強）
720円

ロ363-296 
間取り渦水切り浜中平  
φ11.7×5.5㎝（120入・強）
830円

ホ363-306 
新芽丸碗  
φ11.5×5.7㎝（120入・強）
810円

ホ363-316 
かすり丸碗  
φ11.5×5.7㎝（120入・強）
810円

ホ363-326 
染付ゆらぎ丸碗  
φ11.5×5.7㎝（120入・強）
810円

カ363-336 
呉須ライン中平  
φ11.8×5.3㎝（100入・強）
820円

ロ363-346 
緑彩中平  
φ11.6×4.7㎝（120入・強）
910円

ロ363-356 
斑点十草中平  
φ11.7×5.5㎝（150入・強）
780円

ロ363-366 
梨地市松梅中平  
φ11.7×5.5㎝（150入・強）
830円

ア363-376 
白波帯汁茶碗  
φ11.9×6㎝（100入・強）
750円

ロ363-386 
一珍八本十草水切り浜中平  
φ11.7×5.5㎝（120入・強）
780円
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ア364-016 
カラーグラデーションヒスイ茶碗  
φ12.5×7.7㎝（100入・磁）
1,300円

ア364-026 
カラーグラデーションオレンジ茶碗  
φ12.5×7.7㎝（100入・磁）
1,300円

ア364-036 
カラーグラデーションイエロー茶碗  
φ12.5×7.7㎝（100入・磁）
1,300円

ア364-046 
カラーグラデーションパープル茶碗  
φ12.5×7.7㎝（100入・磁）
1,300円

ホ364-056 
はなはな大平  
φ12×6㎝（120入・陶）
1,100円

ホ364-066 
はなはな中平  
φ11.3×5.5㎝（120入・陶）
1,000円

テ364-076 
真黒マット厚口中平  
φ11.2×6.8㎝（120入）
950円

テ364-086 
真白マット厚口中平  
φ11.2×6.8㎝（120入）
950円

キ364-096 
織部花ちらし（ブルー）軽量茶碗  
φ11.2×6㎝（120入・陶）
780円

キ364-106 
織部花ちらし（ピンク）軽量茶碗  
φ11.2×6㎝（120入・陶）
780円

ホ364-116 
水玉花ちらし波渕大平  
φ11.5×6.5㎝（100入・磁）
780円

ホ364-126 
水玉花ちらし波渕中平  
φ10.8×6.2㎝（120入・磁）
700円

ホ364-136 
青花濃絵飯碗  
φ11×6㎝（120入・磁）
430円

ホ364-146 
赤花濃絵飯碗  
φ11×6㎝（120入・磁）
430円

ロ364-156 
一珍パンダ 丸碗  
φ11×6㎝（120入・磁）
1,200円

ユ364-166 
呉須水車茶碗（大）  
φ11.5×6.2㎝（80入・磁）
850円

ヤ364-176 
染付花絵 軽々茶碗  
φ11.6×5.5㎝（120入・磁）（美濃焼）
550円

ヤ364-186 
うず 軽々茶碗  
φ11.6×5.5㎝（120入・磁）（美濃焼）
550円

ト364-196 
翠玉中平  
φ12×5.5㎝（120入・磁）
1,150円

ロ364-206 
刷毛白タタキ中平  
φ11.7×5.5㎝（150入・強）
780円

ロ364-216 
青磁刷毛目中平  
φ11.7×5.5㎝（150入・強）
720円

ネ364-226 
二色十草軽量茶碗  
φ11×6.2㎝（180入・磁）
650円

ヤ364-236 
竹林 軽々茶碗  
φ11.6×5.5㎝（120入・磁）（美濃焼）
550円

イ364-246 
渕十草ピンク中平  
φ11.6×6㎝（120入・磁）
490円

ロ364-256 
千段水玉 丸茶碗  
φ11.6×5.8㎝（120入・強）
700円

ハ364-266 
呉須刷毛玉渕中平  
φ11.5×5.6㎝（120入・強）
700円

ハ364-276 
呉須巻一珍中平  
φ8.7×5.2㎝（120入・強）
700円

ロ364-286 
呉須帯十草中平  
φ11.5×5.6㎝（120入・強）
700円

ロ364-296 
親子駒筋中平  
φ11.5×5.6㎝（120入・強）
700円

ロ364-306 
クリーム二色ライン中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・強）
790円

ア364-316 
白波帯丸碗  
φ11.5×5.9㎝（100入・強）
680円

ア364-326 
花いっちん丸碗  
φ11.8×5.7㎝（100入・強）
680円

ロ364-336 
三段帯筋丸碗  
φ11.5×5.9㎝（120入・強）
680円

ロ364-346 
ヒワ磁一珍十草中平  
φ11.5×5.9㎝（120入・強）
700円

ロ364-356 
黄十草中平  
φ11.6×5㎝（120入・強）
640円

ロ364-366 
一珍青花中平  
φ11.4×5.1㎝（120入・強）
640円

ロ364-376 
千段水玉 茶碗  
φ12×5.3㎝（120入・強）
640円

ロ364-386 
渕二色十草中平  
φ11.7×5㎝（120入・強）
680円

ロ364-396 
丸紋中平  
φ11.2×5㎝（120入・強）
640円

ロ364-406 
二色ライン中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・強）
630円

ロ364-416 
花つなぎ中平  
φ11.4×5.1㎝（120入・強）
600円

ホ364-426 
白磁強化飯碗  
φ11.5×5.2㎝（120入・強）
570円
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ミ365-016 
黒釉桜花反少々碗  
φ10.5×5.5㎝（120入・磁）
1,050円

ホ365-026 
あかり飯碗  
φ11.3×6.2㎝（100入・磁）
680円

ホ365-036 
ぶどう中平（軽量）  
11.5×5.7㎝（180入・磁）
590円

ホ365-046 
つる花中平（軽量）  
φ11.5×5.7㎝（180入・磁）
590円

ヤ365-056 
濃十草軽量茶碗  
φ11.6×5.5㎝（120入・磁）
550円

イ365-066 
市松厚口中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円

イ365-076 
トクサ厚口中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
500円

ト365-086 
錦丸紋中平  
φ11×6㎝（120入・磁）
500円

カ365-096 
美濃民芸丸碗  
φ11.5×5.5㎝（60入・磁）
480円

イ365-106 
桜づくし茶碗  
φ11.2×6.3㎝（120入・磁）
480円

ト365-116 
京梅黄巻 茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・磁）
450円

カ365-126 
故宮茶碗  
φ11×6㎝（100入・磁）
450円

ア365-136 
白磁彩花中平  
φ11.8×4.8㎝（120入・磁）
430円

ヤ365-146 
藍染唐草丸碗  
φ11.6×5.6㎝（120入・磁）
430円

ト365-156 
タコ唐草飯碗  
φ11.5×5.5㎝（120入・磁）
430円

ト365-166 
花の舞茶碗  
φ11.1×5.8㎝（120入・磁）
400円

カ365-176 
藍十草青丸型茶碗  
φ11.5×5.5㎝（60入・磁）
400円

ト365-186 
香 （青）茶碗  
φ11.5×5.4㎝（120入・磁）
360円

ア365-196 
白磁間取花中平  
φ11.5×5㎝（180入・磁）
420円

ア365-206 
野いちご中平  
φ11.8×5.7㎝（180入・磁）
390円

ア365-216 
白磁濃間取菊中平  
φ11.8×5.2㎝（180入・磁）
380円

ア365-226 
あじさい中平  
φ12×5㎝（180入・磁）
240円

ア365-236 
濃小花飯碗  
φ12×5㎝（180入・磁）
240円

ア365-246 
花ごよみ中平  
φ12×5㎝（180入・磁）
240円

ミ365-256 
柿釉小花丸少々碗  
φ9.8×5㎝（150入・磁）
930円

ミ365-266 
青釉小花丸少々碗  
φ9.8×5㎝（150入・磁）
930円

ミ365-276 
ヒワ釉小花丸少々碗  
φ9.8×5㎝（180入・磁）
930円

イ365-286 
おいしかったよ孫平  
φ10.4×5.2㎝（150入・磁）
530円

キ365-296 
ごちそうさま子供茶碗  
φ10.5×5㎝（180入・磁）
530円

キ365-306 
いつもありがとう子供茶碗  
φ10.5×5㎝（180入・磁）
530円

キ365-316 
ピンクウサギ子供茶碗  
φ10.5×5㎝（180入・磁）
530円

キ365-326 
ブルーネコ子供茶碗  
φ10.5×5㎝（180入・磁）
530円

イ365-336 
電車孫平  
φ10.5×5.2㎝（150入・磁）
500円

キ365-346 
リボン猫（ピンク）茶碗  
φ11×5.5㎝（120入・磁）
520円

イ365-356 
グリーン ネコ孫平  
φ10.4×5.2㎝（150入・磁）
490円

イ365-366 
イエローパンダ孫平  
φ10.4×5.2㎝（150入・磁）
470円

イ365-376 
ハートピンクウサギ孫平  
φ10.4×5.2㎝（150入・磁）
470円

イ365-386 
グリーンカエル孫平  
φ10.4×5.2㎝（150入・磁）
470円

イ365-396 
ぶた京型中平  
φ11.2×5.4㎝（120入・磁）
470円

イ365-406 
さる京型中平  
φ11.2×5.4㎝（120入・磁）
470円

イ365-416 
うさぎ京型中平  
φ11.2×5.4㎝（120入・磁）
470円

ア365-426 
ミツバッチ茶碗  
φ10.6×5㎝（120入・磁）
380円
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名入れ寿司湯呑開店記念、創立記念、
粗品等の贈り物に最適です。

記載価格は、名入れ1ケ箱入単位です。
（店名、電話一本です。）
※注意：一行増す毎に、一割高くなります。

【1】 特殊なデザインは割り増しになります。
【2】 注文の数量より多少前後します。
【3】  受注生産のため、20日以上の納期が必要です。
【4】  少数注文、個人名などはお断りする場合と、割り増

しになる場合があります。
【5】  黒枠内（ホ366-016、ホ366-026）の商品は

実費原版代（実費）が8,000円必要となります。

ホ366-016 
青均窯名入寿司湯呑
φ8×10.5㎝（280㏄）（1×80入･磁） 990円

ホ366-026 
六兵衛青均窯名入寿司
φ7×10㎝（390㏄）（1×80入･磁） 970円

カ366-036 
腰巻うず唐草杵六寿司湯呑
φ8.6×9.5㎝（300㏄）（60入･陶） 1,300円

カ366-046 
ルリ呉須抜面取カップ
φ9.5×8.6㎝（60入･陶） 1,350円

カ366-056 
茶錆白流しコップペコ
φ7.5×10.4㎝（50入･磁） 1,250円

カ366-066 
鮨浜黒吹グリーン流し
φ7.3×10.2㎝（60入･磁） 1,250円

カ366-076 
ビードロ波口大寿司湯呑
φ8.7×9.8㎝（380㏄）（60入･陶） 1,300円

カ366-086 
ビードロ波口中寿司湯呑
φ8×8.8㎝（250㏄）（60入･陶） 1,200円

カ366-096 
うず型抹茶カウツ
φ7.9×8.5㎝（50入･磁） 1,200円

カ366-106 
グリーン四角茶文字小
φ7.7×9.3㎝（50入･磁） 1,300円

タ366-116 
竹型手描名入寿司湯呑（青）
φ8.6×10.1㎝（380㏄）（40入･磁） 990円

ホ366-126 
紺刷毛名入中寿司湯呑
φ7×10㎝（260㏄）（80入･磁） 940円

タ366-136 
八角手描名入寿司湯呑（鉄赤）
φ7.9×10㎝（330㏄）（40入･磁） 930円

タ366-146 
八角手描名入寿司湯呑（緑）
φ7.9×10㎝（330㏄）（40入･磁） 930円

タ366-156 
六兵衛手描名入寿司湯呑（鉄赤）
φ8×10.3㎝（330㏄）（40入･磁） 930円

タ366-166 
六兵衛手描名入寿司湯呑（緑）
φ8×10.3㎝（330㏄）（40入･磁） 930円

タ366-176 
千段手描名入寿司湯呑（鉄赤）
φ8.5×9㎝（260㏄）（60入･磁） 880円

タ366-186 
千段手描名入寿司湯呑（緑）
φ8.5×9㎝（260㏄）（60入･磁） 880円

ホ366-196 
亀甲グリーン名入寿司湯呑
φ7.6×9.3㎝（290㏄）（磁） 860円

タ366-206 
亀甲手描名入寿司湯呑
φ8×9.5㎝（290㏄）（40入･磁） 850円

ホ366-216 
梨地刷毛名入寿司湯呑
φ7.5×9.3㎝（240㏄）（磁） 880円

ホ366-226 
グレーかすり名入カップ
φ7.5×9.6㎝（240㏄）（磁） 820円

ホ366-236 
グレーかすり名入寿司湯呑
φ7.5×9.5㎝（260㏄）（磁） 800円

ホ366-246 
ルリ名入寿司湯呑
φ7×10.2㎝（260㏄）（80入･磁） 740円
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メ367-016 
古信楽切立湯呑（大）  
φ8.8×10.7㎝（380㏄）（50入・陶）
2,000円

テ367-026 
赤楽黒吹三角寿司湯呑  
φ7.8×9.7㎝（340㏄）（10×8入・陶）
1,900円

ホ367-036 
均窯ぼかし大寿司  
φ8×11㎝（360㏄）（10×8入・陶）
1,300円

テ367-046 
グリーン流新六寿司湯呑  
φ8×10.5㎝（340㏄）（10×8入・磁）
1,200円

ト367-056 
白浜すし湯呑  
φ9.2×9.7㎝（370㏄）（40入・陶）
1,150円

ト367-066 
マリンすし湯呑  
φ9.2×9.7㎝（370㏄）（40入・陶）
1,150円

カ367-076 
青益子切立寿司湯呑  
φ8.3×10.5㎝（80入・陶）
1,180円

ホ367-086 
グリーンタル型湯呑（大）  
φ8.3×8.5㎝（380㏄）（10×8入・陶）
1,300円

テ367-096 
青流し六兵大湯呑  
8.5×8.5㎝（340㏄）（10×8入・陶）
1,550円

ホ367-106 
油滴平型寿司湯呑  
φ8.8×9.2㎝（360㏄）（10×8入・陶）
1,050円

ホ367-116 
青均窯平型寿司湯呑  
φ8.8×9.2㎝（360㏄）（10×8入・陶）
1,050円

ト367-126 
雲千段タル湯呑  
φ8.5×8.2㎝（350㏄）（80入・陶）
1,050円

ウ367-136 
ピンク桜寿司湯呑  
φ8.2×9㎝（10×6入・陶）
1,100円

ウ367-146 
ゴス桜寿司湯呑  
φ8.2×9㎝（10×6入・陶）
1,100円

ホ367-156 
志野刷毛寿司湯呑  
φ9×10㎝（360㏄）（10×8入・陶）
1,050円

テ367-166 
油滴刷毛寿司湯呑  
8.2×9.7㎝（340㏄）（10×8入・磁）
1,200円

ウ367-176 
黒水晶流し寿司  
8.4×9㎝（10×6入・陶）
1,100円

ロ367-186 
錆藍流し寿司湯呑  
φ8.5×9.5㎝（380㏄）（80入・陶）
820円

テ367-196 
緑ねり込み寿司（大）  
φ8×9.5㎝（340㏄）（10×8入・陶）
980円

ホ367-206 
粉引刷毛目中寿司湯呑  
φ7.5×10.5㎝（300㏄）（10×8入・陶）
830円

キ367-216 
美濃萩ヌリ分角寿司  
φ8.5×9.5㎝（340㏄）（80入・陶）
950円

ハ367-226 
青釉ライン湯呑  
φ9.4×9.1㎝（300㏄）（60入・陶）
850円

ホ367-236 
ヒワ貫入大寿司湯呑  
φ8.5×9.5㎝（380㏄）（10×8入・磁）
960円

テ367-246 
湖水うず寿司湯呑  
φ8×10.3㎝（340㏄）（80入・陶）
950円

キ367-256 
結晶掛二色十草寿司湯呑  
8×9.5㎝（310㏄）（80入・陶）
980円

ネ367-266 
黒砂寿司湯呑  
φ8.3×9.2㎝（350cc）（10×8入・陶）
900円

キ367-276 
均窯流寿司  
φ8×9.5㎝（310㏄）（80入・陶）
980円

ハ367-286 
白点紋湯呑  
φ9.4×9.1㎝（300㏄）（60入・陶）
850円

イ367-296 
粉引うず寿司湯呑  
φ8.6×10.1㎝（320㏄）（80入・陶）
770円

タ367-306 
さざ波寿司湯呑  
8×9.5㎝（320㏄）（60入・陶）
630円

テ367-316 
粉引トルコ貫入寿司湯呑  
φ8.6×9.7㎝（270㏄）（10×8入・陶）
720円

テ367-326 
緑亀甲だるま寿司湯呑  
φ7.2×10.3㎝（330㏄）（10×8入・陶）
830円

キ367-336 
グリーン刷毛寿司湯呑  
φ8×9.3㎝（330㏄）（60入・陶）
830円

キ367-346 
うのふ流し寿司湯呑  
φ8×9.3㎝（330㏄）（60入・陶）
830円

タ367-356 
千段寿司湯呑（黒）  
φ8.5×9㎝（260㏄）（60入・磁）
560円

ト367-366 
粉引貫入寿司湯呑  
φ8.5×9.7㎝（270㏄）（80入・陶）
620円
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ネ368-016 
漆ブラウン切立カップ  
φ8.3×8.3㎝（330㏄）（80入・磁）
1,650円

ヤ368-026 
青磁そぎ型寿司  
φ8.2×10.4㎝（300㏄）（80入・磁）
1,950円

ウ368-036 
京祥端寿司  
7.6×10.4㎝（10×6入・磁）
1,150円

テ368-046 
粉引刷毛中寿司湯呑  
φ8.3×8.5㎝（250㏄）（10×8入・陶）
1,400円

ト368-056 
渕赤炭化湯呑  
φ7.5×9.5㎝（270㏄）（80入・陶）
1,250円

ト368-066 
火だすき炭化湯呑  
φ7.5×9.5㎝（270㏄）（80入・陶）
1,250円

テ368-076 
粉引青磁中寿司湯呑  
φ8.3×8.5㎝（250㏄）（10×8入・陶）
1,400円

ウ368-086 
京丸紋寿司  
7.6×10.4㎝（10×6入・磁）
1,200円

テ368-096 
ビードロけずり寿司湯呑  
φ8.5×8.5㎝（260㏄）（10×8入・陶）
1,200円

ホ368-106 
萩風寿司湯呑  
φ7.3×10.3㎝（320㏄）（10×8入・陶）
1,150円

テ368-116 
黒結晶けずり寿司湯呑  
φ8.5×8.5㎝（10×8入・陶）
1,200円

テ368-126 
萩寿司湯呑  
φ7.4×10.5㎝（280㏄）
1,150円

カ368-136 
赤ダルマ（大）  
φ7.5×9.4㎝（48入・磁）
1,100円

テ368-166 
唐津けずり寿司湯呑  
φ8.5×8.5㎝（260㏄）（10×8入・陶）
1,200円

テ368-176 
天目竹寿司湯呑（中）  
φ7×10㎝（250㏄）（10×8入・陶）
700円

イ368-186 
トルコ貫入寿司湯呑  
φ7.5×10㎝（300㏄）（80入・陶）
770円

テ368-196 
白墨貫入中寿司  
φ7×10.2㎝（250㏄）（80入・磁）
770円

イ368-206 
ヒワ亀甲貫入寿司湯呑  
φ7.5×10㎝（300㏄）（80入・陶）
770円

ウ368-216 
花もめん寿司  
7.5×10.3㎝（10×6入・磁）
920円

ト368-226 
茶吹ホリ型 湯呑  
φ7.5×9.7㎝（270㏄）（80入・陶）
1,000円

タ368-236 
八角寿司湯呑（黄）  
φ7.9×10㎝（330㏄）（40入・磁）
600円

イ368-246 
黒鉄砂切立六兵衛寿司湯呑  
φ8×9.7㎝（270㏄）（80入・磁）
660円

タ368-256 
千段寿司湯呑（黄）  
φ8.5×9㎝（260㏄）（60入・磁）
560円

ト368-266 
呉須十草 布目湯呑  
φ7.2×9.3㎝（250㏄）（80入・磁）
730円

ウ368-276 
古染山水寿司  
φ7.6×10.2㎝（10×6入・磁）
900円

ホ368-286 
唐津梅中寿司湯呑  
φ7.7×9㎝（280㏄）（10×8入・陶）
810円

テ368-296 
グリンなまこ腰丸寿司湯呑  
φ7.8×9.2㎝（280㏄）（80入・磁）
720円

ホ368-306 
白粉引寿司湯呑  
φ7.8×8.3㎝（300㏄）（10×8入・陶）
840円

ウ368-316 
天竜寺青磁寿司  
7.1×10㎝（10×6入・磁）
900円

ロ368-326 
紅結晶寿司湯呑  
φ8.2×8.9㎝（300㏄）（10×8入・磁）
1,050円

ホ368-336 
茶筋中寿司湯呑  
φ7.8×9㎝（280㏄）（10×8入・陶）
760円

テ368-346 
青墨貫入中寿司  
φ7×10.2㎝（250㏄）（80入・磁）
770円

イ368-356 
匠織部フリータンブラー  
φ8.6×9.3㎝（280㏄）（60入・磁）
640円

イ368-366 
赤鉄砂切立六兵衛寿司湯呑  
φ8×9.7㎝（270㏄）（80入・磁）
660円

ホ368-376 
みかげ六兵衛寿司湯呑  
φ7.5×9.2㎝（300㏄）（10×8入・陶）
800円

ネ368-146 南蛮三角タイコ型寿司湯呑（大）  
φ8.4×8.8㎝（320cc）（10×8入・陶） 1,200円
ネ368-156 南蛮三角タイコ型寿司湯呑（小） 
φ7.6×8㎝（270cc）（10×8入・陶） 1,100円
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ハ369-016 
白釉丸紋湯呑  
φ94×9.1㎝（300㏄）（60入・陶）
850円

ホ369-026 
間取藍花寿司湯呑  
φ8.3×8.7㎝（320㏄）（100入・磁）
840円

ホ369-036 
藍凛唐草寿司湯呑  
φ8.3×8.7㎝（320㏄）（100入・磁）
840円

ウ369-046 
花唐草寿司  
7.4×9.8㎝（270㏄）（10×6入・磁）
820円

テ369-056 
白墨貫入らせん湯呑  
φ8.2×8.5㎝（200㏄）（120入・陶）
720円

テ369-066 
青墨貫入らせん湯呑  
φ8.2×8.5㎝（200㏄）（120入・陶）
720円

ト369-076 
そよ風寿司中湯呑  
φ7×9.5㎝（260㏄）（80入・磁）
710円

タ369-086 
八角寿司湯呑（黒）  
φ7.9×10㎝（330㏄）（40入・磁）
600円

キ369-096 
青彩刷毛寿司湯呑  
φ8×9.8㎝（310㏄）（60入・磁）
660円

ト369-106 
赤釉錆刷毛切立湯呑  
φ6.9×10㎝（250㏄）（100入・磁）
580円

ト369-116 
グリーン白刷毛切立湯呑  
φ6.9×10㎝（250㏄）（100入・磁）
580円

ト369-126 
紺釉白刷毛切立湯呑  
φ6.9×10㎝（250㏄）（100入・磁）
580円

イ369-136 
古窯型白うのふ中湯呑  
φ7.7×9.8㎝（250㏄）（80入・磁）
540円

ネ369-146 
古窯寿司中白唐津  
φ7.8×9.8㎝（270㏄）（10×8入・磁）
500円

イ369-156 
ナマコ湯呑  
φ7.4×10.5㎝（250㏄）（80入・磁）
420円

ネ369-166 
古窯寿司中黒伊賀  
φ7.8×9.8㎝（270㏄）（10×8入・磁）
500円

イ369-176 
織部ヌリ分湯呑  
φ7.4×10.5㎝（250㏄）（80入・磁）
420円

イ369-186 
黒釉ヌリ分湯呑  
φ7.4×10.5㎝（250㏄）（80入・磁）
420円

イ369-196 
開運七福神寿司湯呑  
φ7.6×10.3㎝（300㏄）（80入・磁）
750円

イ369-206 
招き猫寿司湯呑  
φ7.6×10.3㎝（300㏄）（80入・磁）
750円

イ369-216 
東海道神奈川沖寿司湯呑  
φ7.3×10㎝（270㏄）（80入・磁）
770円

ホ369-226 
新七福神湯呑（大）  
φ7.3×10.3㎝（320㏄）（10×8入・磁）
770円

ホ369-236 
新ダルマ湯呑（大）  
φ7.3×10.3㎝（320㏄）（10×8入・磁）
750円

ホ369-246 
七転八起中寿司湯呑  
φ7×10㎝（320㏄）（10×8入・磁）
700円

カ369-256 
ナシ地日常五心  
φ6.7×10㎝（280㏄）（80入・磁）
580円

カ369-266 
ゴルフ湯呑  
φ6.7×10㎝（280㏄）（80入・磁）
580円

カ369-276 
親父の小言中寿司湯呑  
φ7.2×10.2㎝（280㏄）（80入・磁）
580円

カ369-286 
梨地健康十訓湯呑（中）  
φ6.8×10.2㎝（280㏄）（80入・磁）
580円

タ369-296 
魚絵中寿司  
φ7.2×10.2㎝（270㏄）（80入・磁）
540円

タ369-306 
寿司ねた中寿司  
φ7.3×10.2㎝（270㏄）（80入・磁）
580円

キ369-316 
亀甲魚文字寿司湯呑  
φ7.2×10㎝（310㏄）（80入・磁）
900円

キ369-326 
竹型魚文字寿司  
φ8.3×10.5㎝（330㏄）（80入・磁）
750円

タ369-336 
旬の魚湯呑  
φ7.2×10.2㎝（270㏄）（80入・磁）
540円

ホ369-346 
魚字湯呑  
φ7.7×9.8㎝（270㏄）（10×8入・磁）
600円

カ369-356 
布目魚字角寿司湯呑  
φ7.7×9.8㎝（290㏄）（60入・磁）
900円

ホ369-366 
市松魚絵中寿司湯呑  
φ7.8×9.5㎝（270㏄）（10×8入・磁）
730円
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ロ370-016 
赤絵志野湯呑  
φ8.3×8.4㎝（240㏄）（10×10入・陶）
1,950円

カ370-026 
新粉引切立湯呑  
φ7.7×9㎝（250㏄）（80入・陶）
1,920円

ミ370-036 
暁ネジリ長湯呑  
φ9.2×8.7㎝（275cc）（100入・磁）
1,850円

ハ370-046 
織部ペルシャ紋湯呑  
φ8×8.2㎝（240㏄）（80入・陶）
1,800円

ハ370-056 
間取藍ぶどう湯呑  
φ8×8.2㎝（240㏄）（80入・陶）
1,800円

ト370-066 
鼠志野カブ湯呑  
φ8.1×8.3㎝（240㏄）（80入・陶）
1,850円

ハ370-076 
織部花唐草湯呑  
φ8×8.2㎝（240㏄）（80入・陶）
1,800円

ミ370-086 
手造り織部竹筋長湯呑  
φ7×8.5㎝（220cc）（100入・陶）
1,400円

ミ370-096 
手造り粉引芦湯呑  
φ9.6×8㎝（240cc）（100入・陶）
1,450円

ア370-106 
藍古染長湯呑大  
φ8.5×8.5㎝（240cc）（80入・磁）
1,400円

テ370-116 
白萩扇湯呑  
φ7.2×9.5㎝（170㏄）（80入）
1,300円

テ370-126 
藍ビードロ扇湯呑  
φ7.2×9.5㎝（170㏄）（80入）
1,300円

ネ370-136 
ペルシャブルートータルカップ  
φ9.8×9㎝（250㏄）（80入・陶）
1,260円

ネ370-146 
伊賀織部トータルカップ  
φ9.8×9㎝（250㏄）（80入・陶）
1,200円

カ370-156 
粉引野の花椿湯呑  
φ8.3×8.3㎝（220㏄）（80入・陶）
1,300円

ハ370-166 
ブラウン花唐草湯呑  
φ8×8.8㎝（275㏄）（80入・陶）
1,200円

カ370-176 
ねり込み湯呑（大）  
φ6.8×9㎝（240㏄）（80入・陶）
1,170円

ホ370-186 
水玉湯呑  
φ6.8×8.2㎝（230㏄）（10×12入・磁）
1,250円

ロ370-196 
粉引小紋湯呑  
φ7.2×8.5㎝（200㏄）（10×10入・陶）
1,150円

ユ370-206 
化粧流渦湯呑  
φ8×8.3㎝（80入・陶）
1,300円

ユ370-216 
化粧流刺子湯呑  
φ8×8.3㎝（80入・陶）
1,300円

ミ370-226 
手造り織部サビ十草長湯呑  
φ7.5×10㎝（270cc）（100入・陶）
1,070円

ユ370-236 
粉引ゴス十草湯呑  
φ8×8.5㎝（240㏄）（80入・陶）
900円

ハ370-246 
粉引クローバー湯呑（グリーン）  
φ8.3×8㎝（220㏄）（100入・陶）
900円

ト370-256 
白流し切立（大）湯呑  
8×7.8㎝（260㏄）（80入・陶）
900円

カ370-266 
粉引カキ落し湯呑  
φ6.8×8.5㎝（180㏄）（80入・陶）
770円

ネ370-276 
白フリーカップ  
φ8.2×9.7㎝（250㏄）（20×6入・陶）
1,070円

ネ370-286 
白刷毛フリーカップ  
φ8.2×9.7㎝（250㏄）（20×8入・陶）
1,000円

カ370-296 
信楽2.2湯呑  
φ7×8.5㎝（180㏄）（80入・陶）
1,180円

ユ370-306 
白砂波鹿の子湯呑  
φ8×8.5㎝（80入・陶）
900円

テ370-316 
ネジコミ唐津湯呑  
φ8×8.5㎝（200㏄）（10×12入・陶）
700円

テ370-326 
ネジコミゆず天目湯呑  
φ8×8.5㎝（200㏄）（10×12入・陶）
700円

ト370-336 
サビ井桁 湯呑  
φ8.1×8.2㎝（240㏄）（80入・磁）
730円

ユ370-346 
鹿の子湯呑  
φ6.5×8.5㎝（180㏄）（80入・陶）
850円

ユ370-356 
矢がすり湯呑  
φ6.5×8.5㎝（180㏄）（80入・陶）
850円

ミ370-366 
明世塗り分スッタク削ぎ湯呑  
φ7.7×8.8㎝（250cc）（100入・磁）
700円

ミ370-376 
スカイブルースッタク削ぎ湯呑  
φ7.7×8.8㎝（250cc）（100入・磁）
680円

カ370-386 
赤ウノフ流し湯呑  
φ7×8.9㎝（200㏄）（80入・陶）
650円

ホ370-396 
ビードロ反湯呑  
φ8×8.5㎝（220㏄）（80入・陶）
700円

テ370-406 
赤釉市松カゴメ小寿司湯呑  
φ7.2×8.6㎝（200㏄）（80入）
650円

テ370-416 
青墨貫入切立湯呑  
φ7.3×8.7㎝（220㏄）（120入・陶）
720円

テ370-426 
白墨貫入切立湯呑  
φ7.3×8.7㎝（220㏄）（120入・陶）
720円
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テ371-366 
荒削り土物湯呑  
φ7×8.7㎝（230㏄）（100入）
500円

ハ371-376 
志野サビ刷毛切立長湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（250㏄）（20×5入・磁）
450円

イ371-386 
白マットコップ  
φ7.8×8.8㎝（220㏄）（80入・磁）
450円

イ371-396 
黒マットコップ  
φ7.8×8.8㎝（220㏄）（80入・磁）
450円

イ371-406 
オレンジ砂目湯呑  
φ6.5×9㎝（180㏄）（100入・磁）
300円

イ371-416 
ヒワ砂目湯呑  
φ6.5×9㎝（180㏄）（100入・磁）
300円

ト371-426 
ヒワ釉六兵湯呑  
φ7.4×9.2㎝（230㏄）（80入・磁）
330円

イ371-016 
銀黒長湯呑  
φ7×8㎝（200㏄）（100入・磁）
990円

ホ371-026 
青均窯湯呑  
φ6.8×8.5㎝（240㏄）（10×10入・陶）
790円

ホ371-036 
トチリ切立湯呑  
φ6.5×8㎝（210㏄）（10×12入・磁）
860円

ト371-046 
銀巻ルリ湯呑  
φ7.2×8.3㎝（220㏄）（100入・磁）
820円

タ371-056 
赤伊賀炭吹湯呑  
φ6.8×8.3㎝（200㏄）（80入・磁）
760円

タ371-066 
田園織部湯呑  
φ7.6×8.5㎝（220㏄）（80入・陶）
800円

タ371-076 
春雪手造り湯呑  
φ7.6×8.5㎝（220㏄）（80入・陶）
900円

カ371-086 
白天目麦湯呑（大）  
φ6.7×7.8㎝（200㏄）（80入・陶）
890円

タ371-096 
深海湯呑  
φ7×8.5㎝（200㏄）（80入・磁）
750円

テ371-106 
粉引木葉ひさご煎茶  
φ8×7㎝（180㏄）（20×6入・陶）
860円

ロ371-116 
彫芦湯呑  
φ7.8×8㎝（180㏄）（100入・陶）
750円

ト371-126 
白浜湯呑  
φ7.4×8.2㎝（200㏄）（80入・陶）
1,000円

ハ371-136 
黒釉刷毛目湯呑  
φ8.1×7.9㎝（200㏄）（80入・陶）
850円

ハ371-146 
白刷毛目湯呑  
φ8.1×7.9㎝（200㏄）（80入・陶）
850円

テ371-156 
二色十草カゴメ小寿司湯呑  
φ7.2×8.6㎝（200㏄）（80入）
650円

テ371-166 
織部伊賀湯呑  
φ7.5×7.8㎝（200㏄）（10×12入・磁）
740円

カ371-176 
均窯長湯呑  
φ7×8.8㎝（200㏄）（80入・陶）
730円

テ371-186 
白伊賀湯呑  
φ7.5×7.8㎝（200㏄）（10×12入・磁）
740円

ホ371-196 
桃山志野湯呑  
φ7×8.5㎝（200㏄）（10×12入・陶）
790円

テ371-206 
均窯流煎茶  
φ8×7㎝（180㏄）（20×6入・陶）
860円

ア371-216 
雲湯呑  
φ7×8㎝（190㏄）（100入・陶）
660円

テ371-226 
白斑点湯呑  
φ7.5×7.8㎝（200㏄）（10×12入・磁）
740円

ホ371-236 
錦とうがらし長湯呑  
φ7.3×8㎝（200㏄）（磁）
620円

タ371-246 
黒水晶ネジリ湯呑  
φ7.5×8.3㎝（240㏄）（80入・陶）
630円

タ371-256 
白シモネジリ湯呑  
φ7.5×8.3㎝（240㏄）（80入・陶）
630円

イ371-266 
いぶし黒織部湯呑  
φ7.5×8.5㎝（230㏄）（100入・磁）
600円

ホ371-276 
はなやぎ湯呑  
φ6.8×9㎝（220㏄）（10×10入・磁）
860円

ヨ371-286 
十草湯呑  
φ6.5×8㎝（200cc）（10×12入・陶）
700円

テ371-296 
なまこカゴメ小寿司湯呑  
φ7.2×8.6㎝（200㏄）（80入）
500円

テ371-306 
赤釉カゴメ小寿司湯呑  
φ7.2×8.6㎝（200㏄）（80入）
500円

テ371-316 
黒結晶カゴメ小寿司湯呑  
φ7.2×8.6㎝（200㏄）（80入）
500円

テ371-326 
緑結晶カゴメ小寿司湯呑  
φ7.2×8.6㎝（200㏄）（80入）
500円

カ371-336 
黒ウノフ流し湯呑  
φ7×8.9㎝（200㏄）（80入・陶）
650円

ネ371-346 
八角削ぎ青志野湯呑  
φ7×9㎝（200cc）（10×10入・陶）
560円

ミ371-356 
土化粧 湯呑  
φ7.3×8.5㎝（240㏄）（100入・磁）
550円
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湯 

呑 ウ372-016 
金丸紋長湯呑  
φ6.2×8㎝（180㏄）（100入・強）
1,900円

ウ372-026 
染付唐草長湯呑  
φ6.7×8.2㎝（80入・強）
1,500円

ウ372-036 
赤濃花鳥長湯呑  
φ7.8×8.2㎝（180㏄）（100入・強）
1,450円

ウ372-046 
三色菊紋長湯呑  
φ6.8×8.3㎝（100入・強）（美濃焼）
1,240円

ウ372-056 
呉須菊市松長湯呑  
φ6.8×8.3㎝（100入・強）（美濃焼）
1,280円

ウ372-066 
青磁六兵衛湯呑  
φ6×8.3㎝（20×6入・強）
1,200円

カ372-076 
清里長湯呑  
6.5×8.5㎝（180㏄）（100入・強）
1,200円

ミ372-086 
フェアリー湯呑  
φ7.7×7.2㎝（175㏄）（120入・陶）
1,400円

ミ372-096 
粉引ソギ湯呑カップ  
φ8×7.2㎝（170cc）（120入・陶）
1,350円

テ372-106 
春慶黒結晶巻赤帯新型湯呑  
φ6.7×7.3㎝（180㏄）（120入）
1,250円

ウ372-116 
蛸唐草湯呑  
φ6.7×8.4㎝（80入・磁）
1,350円

ウ372-126 
染付花散し長湯呑  
φ6.7×8.5㎝（100入・強）（美濃焼）
1,280円

ア372-136 
カラーグラデーションヒスイ湯呑  
φ8×8㎝（180cc）（100入・磁）
1,200円

ア372-146 
カラーグラデーションパープル湯呑  
φ8×8㎝（180cc）（100入・磁）
1,200円

カ372-156 
グレー長湯呑  
φ5.5×10㎝（140㏄）（100入・磁）
1,150円

カ372-166 
青白長湯呑  
5.5×10㎝（140㏄）（100入・磁）
1,200円

カ372-176 
黒マット長湯呑  
5.5×10㎝（140㏄）（100入・磁）
1,200円

ト372-186 
十草十二角湯呑  
φ7.6×8.2㎝（180㏄）（80入・陶）
1,150円

カ372-196 
津和野長湯呑（大）  
φ6.3×8.5㎝（180㏄）（80入・強）
1,150円

ミ372-206 
ボンボン綿花湯呑  
7.6×8㎝（210cc）（120入・磁）
1,120円

ホ372-216 
若草刷毛長湯呑  
φ6.6×8.2㎝（220㏄）（10×12入・強）
1,100円

カ372-226 
ねり込みペコ湯呑  
φ6.5×7.6㎝（170㏄）（100入・陶）
1,080円

テ372-236 
藍ビードロコップ湯呑  
φ7×8㎝（150㏄）（120入）
1,100円

テ372-246 
青磁ビードロコップ湯呑  
φ7×8㎝（150㏄）（120入）
1,100円

テ372-256 
赤楽黒吹内白湯呑  
φ6.8×7.8㎝（160㏄）（10×12入・陶）
1,050円

テ372-266 
伊賀塗分玉湯呑  
φ7×7㎝（170㏄）（10×12入・陶）
1,050円

テ372-276 
青流し六兵小湯呑  
φ7×7㎝（180㏄）（20×6入・陶）
1,050円

ウ372-286 
花しだれ湯呑（大）  
φ7×8.9㎝（20×6入・陶）
970円

ロ372-296 
淡墨 湯呑  
φ6.5×8㎝（180㏄）（10×10入・磁）
900円

テ372-306 
ヒスイ長湯呑  
φ6.5×7㎝（150㏄）（10×12入・陶）
900円

ホ372-316 
ヒワ･トチリ湯呑  
φ6.6×7.7㎝（210㏄）（10×12入・磁）
860円

ホ372-326 
クシメ彫長湯呑  
φ6×8㎝（160㏄）（10×12入・陶）
840円

テ372-336 
天目雲海切立湯呑  
φ6.8×8.5㎝（160㏄）（100入）
850円
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ロ373-016 
一珍竹十草長湯呑  
φ6.5×8.3㎝（180㏄）（10×10入・強）
880円

ホ373-026 
かすり長湯呑  
φ6.3×7.8㎝（180㏄）（10×12入・強）
830円

ホ373-036 
新芽長湯呑  
φ6.3×7.8㎝（180㏄）（10×12入・強）
830円

ロ373-046 
二色ライン長湯呑  
φ6.2×7.8㎝（180㏄）（10×10入・強）
670円

ロ373-056 
親子十草長湯呑  
φ6.4×8.2㎝（180㏄）（10×10入・強）
710円

ロ373-066 
格子長湯呑  
φ6.4×8.2㎝（180㏄）（10×10入・強）
710円

テ373-076 
ヒワ流し切立煎茶  
φ6.7×7㎝（150㏄）（120入）
800円

ト373-086 
藍流ダルマ湯呑  
φ7.4×7㎝（190㏄）（100入・陶）
750円

テ373-096 
青流し切立湯呑（小）  
φ6×8㎝（130㏄）（10×12入・陶）
800円

ト373-106 
手彫南蛮湯呑  
φ7.4×7.4㎝（150㏄）（120入・陶）
720円

ト373-116 
白流し切立（小）湯呑  
φ6.5×6.7㎝（150㏄）（120入・陶）
740円

ロ373-126 
やよい湯呑  
φ8.1×7.5㎝（180㏄）（10×10入・陶）
840円

ミ373-136 
一珍アメ釉丸湯呑  
φ7.8×7.2㎝（210㏄）（100入・磁）
800円

ミ373-146 
一珍織部丸湯呑  
φ7.8×7.2㎝（210㏄）（100入・磁）
800円

ト373-156 
塗り分け桜ナツメ湯呑  
φ7.2×7.8㎝（200㏄）（100入・磁）
680円

ト373-166 
桜 ナツメ湯呑  
φ7.2×7.9㎝（200㏄）（100入・磁）
720円

イ373-176 
手描桜 湯呑  
φ8.5×7.5㎝（200㏄）（80入・陶）
720円

イ373-186 
手描椿湯呑  
φ8.5×7.5㎝（200㏄）（100入・陶）
730円

イ373-196 
手描木の葉湯呑  
φ8.5×7.5㎝（200㏄）（100入・陶）
730円

ミ373-206 
手描 赤濃椿 湯呑  
φ8.5×7.5㎝（230㏄）（100入・磁）
660円

ミ373-216 
手描 三色十草 湯呑  
φ8.5×7.5㎝（230㏄）（100入・磁）
660円

タ373-226 
パープルラスター丸湯呑（軽量）  
φ7.8×6.8㎝（200㏄）（100入・陶）
600円

カ373-236 
黒ガラス湯呑（小）  
φ6.9×7.8㎝（190㏄）（80入・陶）
570円

テ373-246 
ビードロ波口寿司湯呑（小）  
φ6.7×8㎝（190㏄）（10×12入・陶）
600円

テ373-256 
湖水波口寿司（小）  
φ7×8㎝（190㏄）（10×12入・陶）
600円

ウ373-266 
ヒワ青磁菊彫湯呑  
φ6.9×7.6㎝（10×8入・磁）
610円

カ373-276 
ヒワ貫入切立（小）  
φ7×8.2㎝（190㏄）（100入・磁）
600円

キ373-286 
染付彩華湯呑  
φ7.8×8㎝（210㏄）（120入・磁）
660円

カ373-296 
マリンブルーペコ湯呑（小）  
φ6.5×9.3㎝（160㏄）（80入・陶）
620円

カ373-306 
うのふ十草湯呑（小）  
φ6.8×8㎝（190㏄）（80入・陶）
570円

ア373-316 
縞織長湯呑  
7×8.5㎝（220㏄）（80入・磁）
500円

ホ373-326 
よもぎ六兵衛湯呑  
φ6×7.8㎝（220㏄）（10×12入・磁）
560円

ホ373-336 
なまこ六兵衛湯呑  
φ6×7.8㎝（220㏄）（10×12入・磁）
560円

ネ373-346 
貫入腰丸湯呑（大）  
φ6.8×8.5㎝（200cc）（20×5入・陶）
450円

ネ373-356 
緑貫入腰丸湯呑（大）  
φ6.8×8.5㎝（200cc）（20×5入・陶）
450円

ネ373-366 
呉須巻六兵衛湯呑  
φ7×8.5㎝（200cc）（20×5入・陶）
450円

ネ373-376 
鼡白渦湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（200cc）（20×5入・陶）
380円

ネ373-386 
志野化粧土湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（200cc）（10×5入・陶）
380円

ネ373-396 
ウノフ流し湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（200cc）（20×5入・磁）
380円

ヤ373-406 
天目白刷毛 平成湯呑  
φ7.8×7.5㎝（200㏄）（80入・磁）（美濃焼）
420円

タ373-416 
ソギ新彩ボタ平成湯呑  
φ7.8×7.5㎝（200㏄）（80入・磁）
300円

ホ373-426 
伊賀織部湯呑  
φ6.8×8.2㎝（180㏄）（120入・磁）
300円
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テ374-016 
かいへきトチリひさご湯呑  
φ8×6.5㎝（180㏄）（120入）
750円

テ374-026 
グリントチリひさご湯呑  
φ8×6.5㎝（180㏄）（120入）
750円

テ374-036 
うめ染トチリひさご湯呑  
φ8×6.5㎝（180㏄）（120入）
750円

ト374-046 
ヒワ削り湯呑  
φ7×8.5㎝（170㏄）（100入・磁）
600円

ト374-056 
ブルー削り湯呑  
φ7×8.5㎝（170㏄）（100入・磁）
600円

ト374-066 
茶吹き削り湯呑  
φ7×8.5㎝（170㏄）（100入・磁）
600円

ト374-076 
クリーム削り湯呑  
φ7×8.5㎝（170㏄）（100入・磁）
600円

ネ374-086 
手彫り水玉湯呑  
φ7.5×7.5㎝（200㏄）（100入・磁）
620円

ネ374-096 
更紗湯呑  
φ7.5×7.5㎝（200㏄）（100入・磁）
620円

ウ374-106 
唐草V型湯呑（オレンジ）  
φ6.6×8.5㎝（20×8入・磁）
580円

ホ374-116 
流水湯呑  
φ7.5×7.8㎝（220㏄）（10×12入・磁）
560円

ホ374-126 
織部唐津湯呑  
φ7.5×7.8㎝（220㏄）（10×12入・磁）
560円

ウ374-136 
塩化ウズ型入湯呑（小）  
φ7×7.4㎝（20×8入・磁）
550円

カ374-146 
青磁中化粧手造ゆのみ  
φ7.7×7.8㎝（180㏄）（100入・陶）
500円

ネ374-156 
ヒワ釉櫛目長湯呑  
φ6.6×8.5㎝（160cc）（20×5入・陶）
530円

ホ374-166 
ヒワグリーン渕湯呑  
φ6.7×8.2㎝（180㏄）（10×12入・陶）
500円

カ374-176 
雷雲切立湯呑  
φ6.2×8.4㎝（170㏄）（100入・陶）
500円

カ374-186 
青磁口均窯湯呑  
φ6.3×8.4㎝（170㏄）（100入・陶）
500円

ト374-196 
新雪流し（赤）  
φ6.5×8.5㎝（160㏄）（120入・陶）
480円

ネ374-206 
黒釉白流し湯呑  
φ6.5×8.5㎝（160cc）（20×5入・陶）
480円

ネ374-216 
油滴切立湯呑（小）  
φ6.5×8.3㎝（160cc）（20×5入・陶）
480円

ネ374-226 
南蛮唐津流し切立型湯呑（小）  
φ6.5×8.5㎝（270cc）（20×5入・陶）
480円

タ374-236 
伊賀ビードロ湯呑  
φ6.5×8.5㎝（150㏄）（80入・陶）
460円

タ374-246 
天目白掛湯呑  
φ6.5×8.5㎝（150㏄）（80入・陶）
460円

タ374-256 
赤掛湯呑  
φ6.5×8.5㎝（150㏄）（80入・陶）
460円

イ374-266 
青均窯湯呑  
φ7×8㎝（190㏄）（80入・磁）
480円

イ374-276 
茶結晶湯呑  
φ7×8㎝（190㏄）（80入・磁）
480円

ネ374-286 
もえぎ小湯呑  
φ7.6×7.1㎝（200cc）（20×5入・磁）
470円

ネ374-296 
ヒワ長湯呑  
φ7×8㎝（200cc）（10×10入・磁）
450円

テ374-306 
ルリ厚口十草湯呑  
φ7×7.5㎝（180㏄）（20×6入・磁）
460円

テ374-316 
ルリ厚口梅湯呑  
φ7×7.5㎝（180㏄）（20×6入・磁）
460円

カ374-326 
故宮長湯呑  
φ7.5×8㎝（170㏄）（100入・磁）
450円

ア374-336 
さび流し長湯呑  
φ6.5×8㎝（160㏄）（80入・磁）
450円

ア374-346 
唐草コップ  
φ7.5×7.7㎝（180㏄）（100入・磁）
420円

ア374-356 
朱鉄長湯呑  
φ6.5×8㎝（150㏄）（100入・磁）
420円

ネ374-366 
天目長湯呑  
φ7×8㎝（200cc）（20×5入・磁）
450円

キ374-376 
朱赤結晶八角湯呑  
φ6.5×8.5㎝（160㏄）（120入・磁）
440円

キ374-386 
灰釉伊賀八角湯呑  
φ6.5×8.5㎝（160㏄）（120入・磁）
440円

キ374-396 
錆うのふ八角湯呑  
φ6.5×8.5㎝（160㏄）（120入・磁）
420円

キ374-406 
備前風八角湯呑  
φ6.5×8.5㎝（160㏄）（120入・磁）
420円

キ374-416 
青地塗分け八角湯呑  
φ6.5×8.5㎝（160㏄）（120入・磁）
420円

カ374-426 
乳白湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（190㏄）（100入・磁）
420円
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キ375-366 
立梅長湯呑  
φ6.5×7.5㎝（180㏄）（120入・磁）
280円

ホ375-376 
丸紋長湯呑  
φ6.5×7.5㎝（200㏄）（160入・磁）
270円

ホ375-386 
さざんか長湯呑  
φ6.5×7.5㎝（200㏄）（160入・磁）
270円

ホ375-396 
ふよう長湯呑  
φ6.5×7.5㎝（200㏄）（160入・磁）
270円

ト375-406 
赤小花湯のみ  
φ6.5×7.5㎝（200㏄）（120入・磁）
260円

ト375-416 
春らんまん湯のみ  
φ6.5×7.5㎝（200㏄）（120入・磁）
260円

ホ375-426 
白無地長湯呑  
φ6.4×7.8㎝（200㏄）（20×8入・磁）
260円

カ375-016 
青地湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（190㏄）（100入・磁）
420円

ホ375-026 
白磁強化長湯呑  
φ6.1×7.3㎝（180㏄）（180入・強）
490円

ハ375-036 
粉引長湯呑  
φ7.1×8.6㎝（250㏄）（20×5入・磁）
440円

ハ375-046 
黒水晶長湯呑  
φ7.1×8.6㎝（250㏄）（20×5入・磁）
440円

カ375-056 
白均窯切立湯呑  
φ7×8㎝（80入・磁）
420円

ネ375-066 
削ぎカップ小白唐津  
φ8×8.1㎝（200cc）（20×5入・磁）
430円

ネ375-076 
削ぎカップ小グリーン伊賀  
φ8×8.1㎝（200cc）（20×5入・磁）
430円

ネ375-086 
削ぎカップ黒伊賀  
φ8×8.1㎝（200cc）（20×5入・磁）
430円

ア375-096 
天竜長湯呑  
φ7×8.5㎝（190cc）（100入・磁）
400円

ヤ375-106 
伊賀塗分 長湯呑  
φ6.4×8㎝（150㏄）（120入・磁）（美濃焼）
400円

ヤ375-116 
天目塗分 長湯呑  
φ6.4×8㎝（150㏄）（120入・磁）（美濃焼）
400円

テ375-126 
トチリ丸紋湯呑  
φ6.5×7.5㎝（150㏄）（120入）
400円

ト375-136 
口サビ深緑タル湯呑  
φ7×7㎝（170㏄）（120入・磁）
400円

ト375-146 
渋草タル湯呑  
φ7×7㎝（170㏄）（120入・磁）
400円

ヤ375-156 
金茶吹 平成湯呑  
φ7.8×7.5㎝（200㏄）（80入・磁）（美濃焼）
380円

カ375-166 
白粉引長湯呑  
φ6.5×8.1㎝（170㏄）（80入・磁）
330円

カ375-176 
伊賀備前吹万葉湯呑  
φ7×8㎝（150㏄）（80入・磁）
360円

カ375-186 
白備前万葉湯呑  
φ7×8㎝（150㏄）（80入・磁）
360円

ト375-196 
うのふゴス十草湯のみ  
φ5.8×7.8㎝（190㏄）（120入・陶）
360円

ネ375-206 
スタック湯呑鼡志野  
φ6.5×6.5㎝（150cc）（20×5入・陶）
380円

ネ375-216 
スタック湯呑黒天目  
φ6.5×6.5㎝（150cc）（20×5入・陶）
380円

ア375-226 
うすピンク長湯呑  
φ6.6×7.7㎝（180㏄）（100入・磁）
320円

カ375-236 
備前吹六兵衛長湯呑  
φ7×8.4㎝（190㏄）（80入・磁）
330円

ネ375-246 
益子湯呑（小）  
φ6×7㎝（120cc）（30×5入・磁）
300円

ネ375-256 
白湯呑（小）  
φ6×7㎝（120cc）（30×5入・磁）
300円

ネ375-266 
赤志野湯呑（小）  
φ6×7㎝（120cc）（30×5入・磁）
300円

ホ375-276 
白らせん湯呑  
φ6.1×8.5㎝（180㏄）（120入・磁）
280円

ホ375-286 
青磁らせん湯呑  
φ6.1×8.5㎝（180㏄）（120入・磁）
280円

ホ375-296 
備前吹長湯呑  
φ6.4×8㎝（170㏄）（10×12入・磁）
370円

ト375-306 
貫入小湯呑  
φ6×7.7㎝（120㏄）（120入・陶）
270円

ト375-316 
白志野湯呑  
φ6×7.7㎝（120㏄）（120入・陶）
270円

ト375-326 
天目湯呑  
φ6×7.7㎝（120㏄）（120入・陶）
270円

ト375-336 
赤志野湯呑  
φ6×7.7㎝（120㏄）（120入・陶）
270円

ト375-346 
織部湯呑  
φ6×7.7㎝（120㏄）（120入・陶）
270円

ト375-356 
鼡志野湯呑  
φ6×7.7㎝（120㏄）（120入・陶）
270円
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ホ376-656 黒刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 500円

ホ376-666 赤刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 500円

ホ376-676 黄瀬戸刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 500円

ホ376-686 灰刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 500円

メ376-016 灰釉粉引湯呑（大）  
φ7.5×9.3㎝（220㏄）（120入・陶）（信楽焼） 2,150円
メ376-026 灰釉粉引湯呑（小）  
φ6.8×8.5㎝（180㏄）（150入・陶）（信楽焼） 1,950円

ネ376-036 唐草湯呑（大）  
φ7×9㎝（190cc）（10×10入・陶） 1,650円
ネ376-046 唐草湯呑（小）  
φ6.5×8.3㎝（170cc）（10×10入・陶） 1,650円

メ376-056 古信楽切立湯呑（中）  
φ7.7×9.3㎝（240㏄）（100入・陶）（信楽焼） 1,500円
メ376-066 古信楽切立湯呑（小）  
φ6.8×9㎝（200㏄）（120入・陶）（信楽焼） 1,350円

ア376-076 祥瑞かるかる湯呑（大）  
φ7.7×8㎝（180㏄）（100入・陶） 1,350円
ア376-086 祥瑞かるかる湯呑（小）  
φ7.1×7.5㎝（160㏄）（100入・陶） 1,350円

ネ376-096 粉引面取湯呑（大）  
φ7.1×8.8㎝（220cc）（10×10入・陶） 1,450円
ネ376-106 粉引面取湯呑（小）  
φ6.6×8.3㎝（170cc）（10×10入・陶） 1,450円

テ376-116 ヒワ釉堀湯呑（大）  
φ6.7×9.1㎝（200㏄） 1,300円
テ376-126 ヒワ釉堀湯呑（小）  
φ6.7×8.3㎝（160㏄） 1,280円

メ376-136 若草切立湯呑（大）  
φ7.5×9.5㎝（290㏄）（80入・陶） 1,230円
メ376-146 若草切立湯呑（小）  
φ6.5×8.5㎝（180㏄）（100入・陶） 1,180円

メ376-156 きなり反湯呑（大）  
φ7.5×8.5㎝（220㏄）（120入・陶）（信楽焼） 1,230円
メ376-166 きなり反湯呑（小）  
φ7×7.5㎝（180㏄）（170入・陶）（信楽焼） 1,180円

メ376-176 きなり切立湯呑（大）  
φ7.5×10㎝（290㏄）（80入・陶） 1,230円
メ376-186 きなり切立湯呑（小）  
φ6.5×8.5㎝（170㏄）（120入・陶） 1,180円

メ376-196 若草反長湯呑（大）  
φ7.5×8㎝（120入・陶）（信楽焼） 1,230円
メ376-206 若草反長湯呑（小）  
φ7×7.5㎝（140入・陶）（信楽焼） 1,180円

カ376-216 ねり込み湯呑（中）  
φ6.2×8.5㎝（180㏄）（80入・陶） 1,120円
カ376-226 ねり込み湯呑（小）  
φ5.5×8.3㎝（120㏄）（80入・陶） 1,040円

タ376-236 粉引刷毛湯呑大  
φ7.8×8.5㎝（250㏄）（80入・陶） 1,050円
タ376-246 粉引刷毛湯呑小  
φ7.3×7.9㎝（190㏄）（80入・陶） 990円

ア376-256 グータン湯呑（大）  
φ8×8.6㎝（270㏄）（80入・陶） 1,050円
ア376-266 グータン湯呑（小）  
φ7.3×7.4㎝（190㏄）（100入・陶） 900円

イ376-276 織部流し湯呑（大）  
φ7.5×8.9㎝（200㏄）（100入・陶） 1,050円
イ376-286 織部流し湯呑（小）  
φ7.2×8.3㎝（180㏄）（100入・陶） 1,050円

イ376-296 白刷毛目 湯呑（大）  
φ7.2×8.5㎝（200㏄）（100入・陶） 1,000円
イ376-306 白刷毛目 湯呑（小）  
φ7×8㎝（180㏄）（100入・陶） 1,000円

タ376-316 白磁ろくべ長湯呑（大）  
φ6.6×8.2㎝（170㏄）（80入・強） 1,000円
タ376-326 白磁ろくべ長湯呑（小）  
φ5.9×7.7㎝（130㏄）（80入・強） 900円

ホ376-336 グリーンタル型湯呑（中）  
φ7.8×8㎝（280㏄）（10×8入・陶） 1,050円
ホ376-346 グリーンタル型湯呑（小）  
φ7×7㎝（200㏄）（10×10入・陶） 900円

ヨ376-356 淡彩ライン長湯呑 大  
φ6.6×8.2㎝（250cc）（120入・磁） 960円
ヨ376-366 淡彩ライン長湯呑 小  
φ6.2×7.8㎝（200cc）（120入・磁） 850円

ヨ376-376 手描きあみ長湯呑 大  
φ6.6×8.2㎝（250cc）（120入・磁） 960円
ヨ376-386 手描きあみ長湯呑 小  
φ6.2×7.8㎝（200cc）（120入・磁） 850円

ヨ376-396 伊賀織部長湯呑 大  
φ6.6×8.2㎝（250㏄）（120入・磁） 960円
ヨ376-406 伊賀織部長湯呑 小  
φ6.2×7.8㎝（200㏄）（120入・磁） 850円

ホ376-416 萩風タル湯呑（大）  
φ7×8.2㎝（250㏄）（10×10入・陶） 950円
ホ376-426 萩風タル湯呑（小）  
φ6.5×7.5㎝（195㏄）（10×12入・陶） 900円

ウ376-436 京丸紋湯呑（大）  
φ7×9.5㎝（20×6入・磁） 930円
ウ376-446 京丸紋湯呑（小）  
φ6.5×8.5㎝（20×8入・磁） 870円

ホ376-456 花車湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（210㏄）（10×12入・陶） 920円
ホ376-466 花車湯呑（小）  
φ6.5×7.7㎝（170㏄）（10×12入・陶） 860円

イ376-476 織部流しなると湯呑大  
φ7.2×8.7㎝（180㏄）（80入・陶） 910円
イ376-486 織部流しなると湯呑小  
φ6.5×8㎝（150㏄）（100入・陶） 860円

イ376-496 鼡志野 長湯呑 大  
φ7.3×8.6㎝（200㏄）（80入・陶） 900円
イ376-506 鼡志野 長湯呑 小  
φ6.4×7.5㎝（125㏄）（100入・陶） 850円

カ376-516 青青益子切立湯呑（小）  
φ6.8×8.5㎝（180㏄）（100入・陶） 900円
カ376-526 青益子コブ茶湯呑  
φ5.8×8㎝（150㏄）（100入・陶） 700円

イ376-536 桜志野 長湯呑 大  
φ7.3×8.6㎝（200㏄）（80入・陶） 900円
イ376-546 桜志野 長湯呑 小  
φ6.4×7.5㎝（125㏄）（100入・陶） 850円

ウ376-556 京祥端大形湯呑（大）  
φ7×9.5㎝（20×6入・磁） 870円
ウ376-566 京祥端大形湯呑（小）  
φ6.5×8㎝（20×8入・磁） 850円

タ376-576 一珍うず湯呑（大）  
6.5×9.3㎝（200㏄）（80入・陶） 930円
タ376-586 一珍うず湯呑（小）  
6.1×9㎝（170㏄）（80入・陶） 880円

ウ376-596 花もめん大形湯呑（大）  
φ7×8.9㎝（20×6入・磁） 810円
ウ376-606 花もめん大形湯呑（小）  
φ6.6×8.3㎝（20×8入・磁） 750円

ロ376-616 ゆきみち長湯呑（大）  
φ6.5×9㎝（180㏄）（10×10入・陶） 880円
ロ376-626 ゆきみち長湯呑（小）  
φ5.9×8.3㎝（160㏄）（10×10入・陶） 740円

ト376-636 茶掛け切立湯呑大  
φ6.8×9.2㎝（190㏄）（80入・磁） 240円
ト376-646 茶掛け切立湯呑小  
φ6.4×8.6㎝（160㏄）（100入・磁） 230円
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ア377-016 鼡志野スゝ キ湯呑（大）  
φ6.5×8.8㎝（約160cc）（100入・陶） 950円
ア377-026 鼡志野スゝ キ湯呑（小）  
φ6.2×8.3㎝（約135cc）（100入・陶） 950円

ア377-036 亀甲貫入湯呑（大）  
φ6.6×8.9㎝（約160cc）（100入・陶） 950円
ア377-046 亀甲貫入湯呑（小）  
φ6.3×8.6㎝（約135cc）（100入・陶） 950円

ウ377-056 粉引長湯呑  
φ7.1×7.8㎝（20×6入・磁） 920円
ウ377-066 粉引姫湯呑  
φ6.6×7㎝（20×8入・磁） 730円

ウ377-076 備前風長湯呑  
φ7.1×7.8㎝（20×6入・磁） 920円
ウ377-086 備前風姫湯呑  
φ6.6×7㎝（20×8入・磁） 730円

カ377-096 乳白十草切立湯呑（小）  
φ6.8×8.5㎝（180㏄）（100入・陶） 870円
カ377-106 乳白十草コブ茶湯呑  
φ6×8㎝（150㏄）（100入・陶） 690円

ホ377-116 萩風湯呑（中）  
φ6.5×9㎝（240㏄）（10×10入・陶） 830円
ホ377-126 萩風湯呑（小）  
φ6×8.5㎝（180㏄）（10×12入・陶） 810円

ロ377-136 紅結晶長湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（140㏄）（100入・磁） 810円
ロ377-146 紅結晶長湯呑（小）  
φ6.5×7.8㎝（180㏄）（100入・磁） 750円

ウ377-166 市松大型湯呑（大）  
φ7×9㎝（20×6入・磁） 790円
ウ377-176 市松大型湯呑（小）  
φ6.7×8.5㎝（20×8入・磁） 730円

ヤ377-186 青磁そぎ型長湯呑 大  
φ6.8×8.4㎝（170㏄）（100入・磁） 780円
ヤ377-196 青磁そぎ型長湯呑 小  
φ6.7×7.9㎝（150㏄）（120入・磁） 750円

ウ377-206 もみじ桜京丸湯呑（大）  
6.8×8.6㎝（20×6入・磁） 770円
ウ377-216 もみじ桜京丸湯呑（小）  
6.4×8.2㎝（20×8入・磁） 730円

ア377-226 鉄仙花組湯呑（大）  
φ6.3×8.7㎝（200㏄）（100入・磁） 700円
ア377-236 鉄仙花組湯呑（小）  
φ6×8.3㎝（170㏄）（100入・磁） 650円

ウ377-246 内外唐草マル型湯呑（大）  
φ7.3×7.8㎝（20×6入・磁） 750円
ウ377-256 内外唐草マル型湯呑（小）  
φ7.1×7.6㎝（20×8入・磁） 710円

ウ377-266 天竜寺青磁湯呑（大）  
φ6.4×8.8㎝（20×6入・磁） 590円
ウ377-276 天竜寺青磁湯呑（小）  
φ6×8.5㎝（20×8入・磁） 540円

ト377-286 めだか反湯呑（大）  
φ6.5×8.6㎝（180㏄）（100入・磁） 580円
ト377-296 めだか反湯呑（小）  
φ6×8.2㎝（160㏄）（120入・磁） 530円

ウ377-306 桜吹タル型湯呑（大）  
φ6.6×8.2㎝（20×6入・磁） 570円
ウ377-316 桜吹タル型湯呑（小）  
φ6.3×7.8㎝（20×8入・磁） 540円

ト377-326 フローラ反湯呑（大）  
φ6.5×8.6㎝（180㏄）（100入・磁） 580円
ト377-336 フローラ反湯呑（小）  
φ6×8.2㎝（160㏄）（120入・磁） 530円

ウ377-346 千筋タル型湯呑（大）  
φ6.6×8㎝（20×6入・磁） 570円
ウ377-356 千筋タル型湯呑（小）  
φ6.4×7.5㎝（20×8入・磁） 540円

ウ377-366 立花タル型湯呑（大）  
φ6.6×8.2㎝（20×6入・磁） 540円
ウ377-376 立花タル型湯呑（小）  
φ6.3×7.8㎝（20×8入・磁） 490円

ウ377-386 ブドウタル型湯呑（大）  
φ6.6×8.2㎝（20×6入・磁） 540円
ウ377-396 ブドウタル型湯呑（小）  
φ6.3×7.8㎝（20×8入・磁） 490円

ウ377-406 花唐草タル型湯呑（大）  
φ6.6×8.2㎝（20×6入・磁） 570円
ウ377-416 花唐草タル型湯呑（小）  
φ6.3×7.8㎝（20×8入・磁） 540円

ホ377-426 なまこ湯呑（大）  
φ6.7×8.8㎝（250㏄）（10×12入・陶） 490円
ホ377-436 なまこ湯呑（小）  
φ6.3×8.3㎝（195㏄）（10×14入・陶） 440円

ホ377-446 ヒワグリーン湯呑（大）  
φ6.7×8.8㎝（250㏄）（10×12入・陶） 490円
ホ377-456 ヒワグリーン湯呑（小）  
φ6.3×8.3㎝（195㏄）（10×14入・陶） 440円

ネ377-466 青乳白刷毛目湯呑（大）  
φ7×8.5㎝（200cc）（20×5入・磁） 430円
ネ377-476 青乳白刷毛目湯呑（小）  
φ7×8㎝（180cc）（20×5入・磁） 360円

ト377-486 茶掛け六兵湯呑大  
φ7.4×9.2㎝（230㏄）（80入・磁） 340円
ト377-496 茶掛け六兵湯呑小  
φ7×8.5㎝（200㏄）（100入・磁） 300円

ト377-506 梨掛け六兵湯呑大  
φ7.4×9.2㎝（230㏄）（80入・磁） 340円
ト377-516 梨掛け六兵湯呑小  
φ7×8.5㎝（200㏄）（100入・磁） 300円

カ377-526 
ピンク色十草ふわわ湯呑  
φ8.6×8㎝（250㏄）（80入・陶）
1,350円

カ377-536 
ブルー色十草ふわわ湯呑  
φ8.6×8㎝（250㏄）（80入・陶）
1,350円

ホ377-546 
はなはな青湯呑（大）  
φ8×7.8㎝（220㏄）（10×12入・陶）
1,100円

ホ377-556 
はなはな赤湯呑（小）  
φ7.5×7.2㎝（200㏄）（10×12入・陶）
1,000円

カ377-566 
備前たる湯呑  
φ5.5×7.5㎝（120㏄）（100入・陶）
1,300円

カ377-576 
粉引たる湯呑  
φ5.5×7.5㎝（120㏄）（100入・陶）
1,300円

ウ377-586 
青磁千筋コップ（中）  
φ5.3×6.4㎝（20×10入・磁）
660円

ネ377-596 
貫入冷酒カップ  
5.5×8㎝（100㏄）（30入・磁）
450円

ホ377-606 
鉄砂筋湯呑  
φ5.8×7.7㎝（130㏄）（20×8入・陶）
410円

ホ377-616 
織部筋湯呑  
φ5.8×7.7㎝（130㏄）（20×8入・陶）
410円

ウ377-156 
青磁千筋コップ（大）  
φ6.2×9㎝（20×8入・磁）
880円
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ネ378-016 
ピンク志野湯呑（大）  
φ7.5×9.5㎝（230cc）（10×8入・陶）
1,850円

ネ378-026 
ピンク志野湯呑（小）  
φ7×8㎝（200cc）（10×10入・陶）
1,500円

ネ378-036 
鼠志野湯呑（大）  
φ7.5×9.5㎝（230cc）（10×8入・陶）
1,850円

ネ378-046 
鼠志野湯呑（小）  
φ7×8㎝（200cc）（10×10入・陶）
1,500円

ネ378-056 
赤絵花鳥湯呑（大）  
φ7.4×9㎝（190cc）（10×10入・陶）
1,650円

ネ378-066 
赤絵花鳥湯呑（小）  
φ6.5×8.3㎝（170cc）（10×10入・陶）
1,650円

ユ378-076 
霞十草（藍）湯呑  
φ7.3×8㎝（180㏄）（80入・磁）
1,600円

ユ378-086 
霞十草（紫）湯呑  
φ7.3×8㎝（180㏄）（80入・磁）
1,600円

テ378-096 
バラグリーン手造り湯呑  
φ7.8×8.3㎝（150㏄）（10×12入・陶）
1,500円

テ378-106 
バラピンク手造り湯呑  
φ7.8×8.3㎝（150㏄）（10×12入・陶）
1,500円

ト378-116 
高台玉組カップグリーン  
φ8.4×8.4㎝（200㏄）（72入・陶）
1,680円

ト378-126 
高台玉組カップピンク  
φ8.4×8.4㎝（200㏄）（72入・陶）
1,680円

ロ378-136 
一珍花湯呑（青）大  
φ7.8×8.2㎝（160㏄）（80入・陶）
1,150円

ロ378-146 
一珍花湯呑（赤）小  
φ7.2×7.5㎝（140㏄）（80入・陶）
1,100円

ユ378-156 
藍水玉面取湯呑  
φ8×8㎝（約180㏄）（80入・陶）
1,400円

ユ378-166 
紅水玉面取湯呑  
φ8×8㎝（約180㏄）（80入・陶）
1,400円

ミ378-176 
金波呉須水玉湯呑  
φ7.6×8.2㎝（210cc）（120入・磁）
1,300円

ミ378-186 
金波朱水玉湯呑  
φ7.6×8.2㎝（210cc）（120入・磁）
1,300円

オ378-196 
花みずき湯呑（青）  
φ7.6×7.5×8㎝（120入・磁）
1,270円

オ378-206 
花みずき湯呑（赤）  
φ7.6×7.5×8㎝（120入・磁）
1,270円

ホ378-216 
花もめん湯呑（大）  
φ7.8×9㎝（280㏄）（10×12入・陶）
1,260円

ホ378-226 
花もめん湯呑（小）  
φ7×8㎝（210㏄）（10×12入・陶）
1,180円

ア378-236 
ゆうか湯呑大  
φ8×7.7㎝（200㏄）（100入・陶）
1,600円

ア378-246 
ゆうか湯呑小  
φ7.7×7.4㎝（175㏄）（100入・陶）
1,500円

ホ378-256 
赤絵花湯呑（大）  
φ7.2×8㎝（220㏄）（10×10入・陶）
1,200円

ホ378-266 
赤絵花湯呑（小）  
φ6.5×7㎝（180㏄）（10×12入・陶）
1,150円

ロ378-276 
マレーネ湯呑（青）大  
φ7.7×8㎝（160㏄）（80入・陶）
1,150円

ロ378-286 
マレーネ湯呑（赤）小  
φ7.3×7.5㎝（140㏄）（80入・陶）
1,100円

ア378-296 
粉引き花つなぎ湯呑大  
φ7.6×8㎝（220㏄）（100入・陶）
1,000円

ア378-306 
粉引き花つなぎ湯呑小  
φ7×7.6㎝（190㏄）（100入・陶）
910円

ア378-316 
木の花青湯呑大  
φ8.2×7.7㎝（220㏄）（100入・陶）
1,050円

ア378-326 
木の花赤湯呑小  
φ7.5×7.3㎝（180㏄）（100入・陶）
940円

ハ378-336 
粉引一珍花湯呑（青）  
φ7.9×7.5㎝（210㏄）（80入・陶）
1,200円

ハ378-346 
粉引一珍花湯呑（紅）  
φ7.9×7.5㎝（210㏄）（80入・陶）
1,200円

ア378-356 
黒いろは湯呑（大）  
φ7×8.3㎝（220㏄）（100入・陶）
1,050円

ア378-366 
赤いろは湯呑（小）  
φ6.5×7.5㎝（160㏄）（100入・陶）
950円

ア378-376 
せねこ湯呑青  
φ7.2×8.5㎝（230㏄）（陶）
1,000円

ア378-386 
せねこ湯呑赤  
φ7×8㎝（190㏄）（陶）
900円

ホ378-396 
かわいい湯呑（大）  
φ8×7.7㎝（240㏄）（10×12入・陶）
1,100円

ホ378-406 
かわいい湯呑（小）  
φ7.5×7.2㎝（195㏄）（10×12入・陶）
1,000円
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ホ379-016 
彩湯呑（大）  
φ6.7×9㎝（220㏄）（10×12入・陶）
1,280円

ホ379-026 
彩湯呑（小）  
φ6.5×8.2㎝（200㏄）（10×12入・陶）
1,250円

ハ379-036 
粉引舞桜湯呑（紫）  
φ8.3×8㎝（220㏄）（100入・陶）
900円

ハ379-046 
粉引舞桜湯呑（ピンク）  
φ8.3×8㎝（220㏄）（100入・陶）
900円

ア379-056 
花十草湯呑青  
φ8×7.8㎝（210㏄）（陶）
1,000円

ア379-066 
花十草湯呑赤  
φ8×7.8㎝（210㏄）（陶）
1,000円

ト379-076 
駒筋白梅湯呑（大）  
φ6.9×8.3㎝（220㏄）（100入・磁）
1,150円

ト379-086 
駒筋白梅湯呑（小）  
φ6.7×7.8㎝（190㏄）（100入・磁）
1,150円

ト379-096 
結湯呑（大）  
φ7.3×9.4㎝（300㏄）（80入・磁）
1,100円

ト379-106 
結湯呑（小）  
φ6.7×8㎝（220㏄）（100入・磁）
1,050円

ユ379-116 
うるし流水（青）湯呑  
φ8×8.3㎝（80入・陶）
1,050円

ユ379-126 
うるし流水（赤）湯呑  
φ8×8.3㎝（80入・陶）
1,050円

ア379-136 
粉引木立湯呑大  
φ8×7.8㎝（220㏄）（100入・陶）
880円

ア379-146 
粉引木立湯呑小  
φ7.5×7.2㎝（180㏄）（100入・陶）
820円

ハ379-156 
緑彩ぶどう湯呑（大）  
φ8×7.6㎝（200㏄）（100入・陶）
1,100円

ハ379-166 
緑彩ぶどう湯呑（小）  
φ7.5×7.3㎝（160㏄）（100入・陶）
1,100円

ロ379-176 
魚湯呑（大）  
φ6.8×8.4㎝（220㏄）（10×8入・陶）
900円

ロ379-186 
魚湯呑（小）  
φ6.5×7.6㎝（160㏄）（10×10入・陶）
810円

ロ379-196 
線彫十草黒湯呑（大）  
φ6.8×8.4㎝（220㏄）（10×8入・陶）
900円

ロ379-206 
線彫十草赤湯呑（小）  
φ6.5×7.6㎝（160㏄）（10×10入・陶）
810円

ア379-216 
三彩ぶどう青長湯呑  
φ8×7.8㎝（210㏄）（80入・陶）
800円

ア379-226 
三彩ぶどう赤長湯呑  
φ8×7.8㎝（210㏄）（80入・陶）
800円

ユ379-236 
藍 ドット湯呑  
φ7.7×8㎝（180㏄）（80入・磁）
930円

ユ379-246 
紅 ドット湯呑  
φ7.7×8㎝（180㏄）（80入・磁）
930円

ア379-256 
一珍唐草湯呑（大）  
φ7.3×8.3㎝（230㏄）（100入・磁）
820円

ア379-266 
一珍唐草湯呑（小）  
φ7×7.8㎝（200㏄）（100入・磁）
710円

ア379-276 
志野菊唐草湯呑（大）  
φ6.5×8.9㎝（170cc）（100入・陶）
950円

ア379-286 
志野菊唐草湯呑（小）  
φ6×8.6㎝（140cc）（100入・陶）
950円

ア379-296 
グリーン花ガスミ湯呑  
φ7.1×8㎝（190㏄）（100入・磁）
810円

ア379-306 
赤花ガスミ湯呑  
φ6.8×7.5㎝（180㏄）（100入・磁）
700円

ア379-316 
粉引ウサギ湯呑（大）  
φ7.4×8.5㎝（230㏄）（100入・陶）
910円

ア379-326 
粉引ウサギ湯呑（小）  
φ7×8㎝（190㏄）（100入・陶）
880円

ロ379-336 
紺十草長湯呑（大）  
φ6.8×8.4㎝（220㏄）（10×8入・陶）
790円

ロ379-346 
赤十草長湯呑（小）  
φ6.5×7.6㎝（160㏄）（10×10入・陶）
730円

ユ379-356 
マーガレットブルー湯呑  
φ7.3×6.8㎝（200㏄）（80入・陶）
800円

ユ379-366 
マーガレットピンク湯呑  
φ7.3×6.8㎝（200㏄）（80入・陶）
800円

ロ379-376 
丸紋青湯呑（大）  
φ8.2×8.3㎝（240㏄）（10×8入・陶）
690円

ロ379-386 
丸紋赤湯呑（小）  
φ7.7×7.1㎝（180㏄）（10×10入・陶）
600円

ユ379-396 
ゆらり十草（青）湯呑  
φ7.5×7.5㎝（80入・磁）
780円

ユ379-406 
ゆらり十草（紅）湯呑  
φ7.5×7.5㎝（80入・磁）
780円

ア379-416 
手描十草組湯呑（大）  
φ6.3×8.7㎝（180㏄）（100入・磁）
770円

ア379-426 
手描十草組湯呑（小）  
φ6.1×8㎝（160㏄）（100入・磁）
720円

ホ379-436 
ラン湯呑（大）  
φ6.5×8.5㎝（200㏄）（10×12入・磁）
700円

ホ379-446 
ラン湯呑（小）  
φ6×8.2㎝（170㏄）（10×12入・磁）
660円

ホ379-456 
春風緑湯呑  
φ7.5×8㎝（210㏄）（10×12入・磁）
530円

ホ379-466 
春風赤湯呑  
φ7.5×8㎝（210㏄）（10×12入・磁）
530円

ト379-476 
鼠十草ゆのみ  
φ6.6×7.7㎝（180㏄）（100入・陶）
370円

ト379-486 
赤十草ゆのみ  
φ6.6×7.7㎝（180㏄）（100入・陶）
370円
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ウ380-016 金銀丸紋蓋付煎茶  
φ8.2×8.3㎝（60入・磁） 3,550円

ソ380-026 古染おとずれ（青）蓋付汲出  
φ8×6㎝（175㏄）（有田焼） 1,870円

ソ380-036 古染錆唐草（赤）蓋付汲出  
φ8×6㎝（175㏄）（有田焼） 1,870円

ソ380-046 古染スイート蓋付汲出  
φ8×6㎝（175㏄）（有田焼） 1,870円

ソ380-056 古染つる唐草蓋付汲出  
φ8×6㎝（175㏄）（有田焼） 1,870円

ア380-066 色十草蓋付煎茶  
φ8×7㎝（175㏄）（80入・磁） 1,350円

ソ380-076 錦濃牡丹蓋付汲出  
φ8.5×6㎝（175㏄）（有田焼） 1,250円

ホ380-086 山帰来蓋付煎茶  
φ8.7×7.8㎝（220㏄）（100入・磁） 1,250円

ホ380-096 うららか（赤）蓋付煎茶  
φ8.7×7.8㎝（220㏄）（100入・磁） 1,250円

ホ380-106 里桜ブルー蓋付煎茶  
φ8.7×7.8㎝（220㏄）（100入・磁） 1,250円

ホ380-116 里桜ピンク蓋付煎茶  
φ8.7×7.8㎝（220㏄）（100入・磁） 1,250円

ト380-126 ブドウ蓋付煎茶  
φ8.8×7.8㎝（170㏄）（80入・磁） 1,200円

ホ380-136 鉄仙蓋付煎茶  
φ8.7×7.8㎝（220㏄）（10×10入・磁） 1,170円

ホ380-146 青磁ライン蓋付煎茶  
φ8.7×7.8㎝（220㏄）（10×10入・磁） 1,070円

イ380-156 春爛漫蓋付煎茶  
φ8.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 990円
ワA380-166 4.0茶托 乾漆 曙  
φ11.5×2㎝（中国） 1,650円

ト380-176 ぶどう蓋付長湯呑 （大）  
φ7.3×11㎝（280㏄）（80入・磁） 1,100円

ト380-186 ぶどう蓋付長湯呑 （小）  
φ6.5×10.5㎝（200㏄）（80入・磁） 1,050円

ウ380-196 グレーウズ蓋付湯呑  
φ7.6×10.2㎝（10×6入・磁） 1,050円

ウ380-206 水色ウズ蓋付湯呑  
φ7.6×10.2㎝（10×6入・磁） 1,050円

テ380-216 焼締黒土大煎茶  
φ11×6㎝（250㏄）（100入・陶） 1,550円
テ380-226 焼締黒土茶托  
φ11.7㎝（100入・陶） 830円

ミ380-236 弥七田カップ  
φ7.5×6.8㎝（150cc）（120入・陶） 1,480円
ミ380-246 弥七田ソーサー  
φ11.3×2㎝（200入・陶） 1,000円

テ380-256 シナモン丸碗  
φ10×7㎝（280㏄）（80入・陶） 1,400円
テ380-266 シナモン丸皿  
φ14×3㎝（100入・陶） 1,300円

テ380-276 黒土大煎茶  
φ9.8×7.5㎝（200㏄）（80入・陶） 1,400円
テ380-286 黒土茶托  
φ15㎝（100入・陶） 1,400円

ハ380-296 志野桜一服碗  
φ10.2×7.7㎝（380㏄）（80入・陶） 900円
ワA380-306 4.5角銘々皿（根来）  
14×12.5×2㎝（中国） 2,900円
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カ381-016 
淡墨桜くびれ碗  
10.6×8㎝（290㏄）（80入・陶）
3,800円

カ381-026 
すだれロックカップ  
φ9.2×7.5㎝（270㏄）（80入・陶）
2,750円

カ381-036 
織部カニ文汲出  
φ10.1×7.6㎝（300㏄）（80入・陶）
2,500円

ユ381-046 
朱丸唐草切煎茶  
φ11×7.5㎝（80入・陶）
2,200円

オ381-056 
粉引朱丸紋波渕煎茶  
φ11×6.5㎝（120入・陶）
2,100円

ユ381-066 
朱丸紋切煎茶  
φ11×8㎝（80入・陶）
2,000円

ト381-076 
鼠志野カブいっぷく碗  
φ10×7.3㎝（320㏄）（80入・陶）
2,000円

カ381-086 
志野織部流しゆったり碗  
10×7.5㎝（270㏄）（60入・陶）
1,900円

カ381-096 
織部椿ゆったり碗  
10×7.5㎝（270㏄）（60入・陶）
1,900円

ハ381-106 
間取藍ぶどうゆったり碗  
φ10×7㎝（320㏄）（60入・陶）
1,900円

ハ381-116 
織部ペルシャ紋ゆったり碗  
φ10×7㎝（320㏄）（60入・陶）
1,900円

ユ381-126 
古陶桜切煎茶  
φ11×7.5㎝（約250㏄）（60入・陶）
1,850円

ユ381-136 
黄釉花三島高台煎茶  
φ11×7㎝（80入・陶）
1,800円

カ381-146 
新粉引波渕千茶  
φ10.2×6㎝（200㏄）（80入・陶）
1,800円

ハ381-156 
織部花唐草ゆったり碗  
φ10×7㎝（320㏄）（60入・陶）
1,800円

ユ381-166 
ゴス丸紋切煎茶  
φ11×8㎝（80入・陶）
1,750円

ユ381-176 
刷毛錆草紋切煎茶  
φ11×8㎝（80入・陶）
1,750円

ユ381-186 
タタキ削り湯呑  
φ9×7㎝（80入・陶）
1,700円

オ381-196 
薄紅粉引深口煎茶  
φ10.5×6.2㎝（120入・陶）
1,650円

オ381-206 
粉引錆丸紋波渕煎茶  
φ11×6.5㎝（120入・陶）
1,650円

ユ381-216 
南蛮高台煎茶  
φ9.5×7.5㎝（80入・陶）
1,650円

オ381-226 
薄紅粉引波渕煎茶  
φ9.5×7.3㎝（120入・陶）
1,650円

オ381-236 
タコ唐草たっぷり碗  
φ9.3×8.3㎝（80入・陶）
1,650円

ミ381-246 
粉引地蔵陶碗  
10.2×6.7㎝（310㏄）（100入・陶）
1,600円

ミ381-256 
備前風丸紋大名煎茶  
φ10×6.7㎝（325cc）（80入・陶）
1,500円

ミ381-266 
粉引大名煎茶  
φ10×6.7㎝（320㏄）（80入・陶）
1,500円

オ381-276 
白格子花たっぷり碗  
φ9.3×8.3㎝（80入・陶）
1,450円

テ381-286 
赤楽黒吹内白ゆったり碗  
φ10.3×7.5㎝（320㏄）（100入・陶）
1,350円

テ381-296 
黒土一服碗  
φ10×7.5㎝（320㏄）（80入）
1,200円

テ381-306 
ビードロ一服碗  
φ10×7.5㎝（320㏄）（80入）
1,200円

テ381-316 
さくら粉引煎茶  
φ9.8×6㎝（200㏄）（120入・陶）
1,100円

イ381-326 
備前流しいっぷく碗  
φ9.8×7㎝（300㏄）（80入・陶）
990円

イ381-336 
黒白流しいっぷく碗  
φ9.8×7㎝（300㏄）（80入・陶）
990円

ハ381-346 
粉引舞桜一服碗（ピンク）  
φ10×7.6㎝（380㏄）（60入・陶）
900円

ハ381-356 
粉引舞桜一服碗（紫）  
φ10×7.6㎝（380㏄）（60入・陶）
900円

ア381-366 
粉引きたっぷり碗  
φ10×6.8㎝（320㏄）（磁）
630円
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メ382-016 
赤絵汲出し  
φ10×7.5㎝（100入・陶）（信楽焼）
2,150円

ユ382-026 
南蛮呉須十草高台煎茶  
φ9.5×8㎝（約220㏄）（60入・陶）
1,750円

ネ382-036 
かいらぎ汲み出し  
φ9.1×7㎝（250cc）（80入・陶）
1,250円

ネ382-046 
粉引印花汲み出し  
φ9.3×7㎝（250cc）（80入・陶）
1,250円

ユ382-056 
備前黒吹高台煎茶  
φ9×7㎝（80入・陶）
1,050円

カ382-066 
白流粉引丸煎茶  
φ10×5.8㎝（80入・陶）
1,000円

カ382-076 
黒陶塗分小湯呑  
φ8.6×7㎝（170㏄）（100入・陶）
1,000円

イ382-086 
黒土かいらぎ黄煎茶  
φ8.7×7㎝（250㏄）（80入・陶）
980円

イ382-096 
黒土かいらぎ青煎茶  
φ8.7×7㎝（250㏄）（80入・陶）
980円

ホ382-106 
ヒワ内絵煎茶  
φ8.8×5㎝（170㏄）（20×6入・陶）
980円

ユ382-116 
美濃伊賀千段高台煎茶  
φ9×7㎝（80入・陶）
950円

ユ382-126 
織部市松高台煎茶  
φ9×7㎝（80入・陶）
950円

ホ382-136 
赤絵花煎茶  
φ8.8×5㎝（170㏄）（20×6入・陶）
950円

ネ382-146 
黒砂煎茶  
φ9.3×5.2㎝（180cc）（80入・陶）
870円

イ382-156 
内粉引 煎茶  
φ9×5.8㎝（180㏄）（120入・陶）
860円

イ382-166 
白刷毛目 煎茶  
φ9×5.8㎝（180㏄）（120入・陶）
860円

イ382-176 
ビードロ吹 煎茶  
φ9×5.8㎝（180㏄）（120入・陶）
860円

メ382-186 
信楽そり湯呑  
φ9×5.5㎝（150㏄）（100入・陶）
830円

ア382-196 
亀甲貫入反煎茶  
φ7.8×6.5㎝（150㏄）（100入・陶）
750円

ア382-206 
鼡志野煎茶  
φ7.8×6.3㎝（150㏄）（140入・陶）
750円

ホ382-216 
呉須十草反煎茶  
φ8.8×6㎝（160㏄）（20×6入・陶）
700円

ロ382-226 
手造り風志野変型煎茶  
9.6×9×5.7㎝（140㏄）（180入・陶）
690円

ロ382-236 
黒釉唐草高浜煎茶  
φ9.2×6.9㎝（200㏄）（180入・磁）
650円

タ382-246 
さざ波 煎茶  
φ8×6㎝（140㏄）（140入・陶）
450円

テ382-256 
トルコ亀甲貫入煎茶  
φ9.5×5.8㎝（160㏄）（100入）
600円

テ382-266 
黄亀甲貫入煎茶  
φ9.5×5.8㎝（160㏄）（100入）
600円

テ382-276 
白亀甲貫入煎茶  
φ9.5×5.8㎝（160㏄）（100入）
600円

テ382-286 
紅亀甲貫入煎茶  
φ9.5×5.8㎝（160㏄）（100入）
600円

ホ382-296 
ヒワグリーン内山水反煎茶  
φ8×6.2㎝（200㏄）（20×6入・陶）
570円

イ382-306 
粉引かきとり煎茶  
φ8.8×5.8㎝（160㏄）（120入・陶）
550円

オ382-316 
貫入反煎茶  
φ9×5.5㎝（120入・陶）
510円

キ382-326 
ヌカ煎茶  
φ8.9×5.8㎝（200㏄）（120入・陶）
500円

キ382-336 
火色吹煎茶  
φ8.9×5.8㎝（200㏄）（120入・陶）
500円

ミ382-346 
白釉茶刷毛変形湯呑  
9.5×9×6.5㎝（250cc）（120入・磁）
460円

ト382-366 
均窯塗り分け京煎茶  
φ8.5×5.3㎝（170㏄）（120入・陶）
390円

ワA382-376 
4.5角銘々皿（黒）  
14×12.5×2㎝（中国）
2,900円

ワA382-386 
象谷茶托 黒茶（小）  
φ14×2.8㎝（中国）
2,100円

ワA382-396 
4.0茶托 乾漆 根来  
φ11.5×2㎝（中国）
1,650円

ワA382-406 
4.0布張見付茶托  
φ12×2㎝（中国）
1,500円

ワC382-416 
同心円茶托  
φ14.5×H2.5㎝（中国）
1,000円

ワA382-426 
なつめ千筋茶托  
φ12㎝（中国）
900円

カ382-356 
黒備前吹き変型六兵衛煎茶  
φ9.4×5.3㎝（170㏄）（100入・磁）
420円
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ウ383-016 
錦丸紋内絵反千茶  
φ8.3×5.7㎝（100入・強）（美濃焼）
1,620円

ウ383-026 
染付椿絵反千茶  
φ9.2×5.8㎝（100入・強）（美濃焼）
1,410円

カ383-036 
加茂川反煎茶  
φ8.8×5.8㎝（160㏄）（100入・強）
1,400円

カ383-046 
手描き京小花反煎茶  
φ9×5.8㎝（160㏄）（100入・強）
1,380円

ウ383-056 
三色菊紋反千茶  
φ9.3×5.8㎝（100入・強）（美濃焼）
1,370円

ホ383-066 
吉祥反煎茶  
φ9×6㎝（180㏄）（120入・強）
1,280円

ワ383-076 
つゆ草煎茶  
φ8.2×5.6㎝（150㏄）（強）
1,050円

ワ383-086 
ほのか反煎茶  
φ9.1×6㎝（185㏄）（強）
1,000円

カ383-096 
津和野反煎茶  
φ9×5.8㎝（170㏄）（120入・強）
960円

カ383-106 
清里反煎茶  
φ9×5.8㎝（170㏄）（100入・強）
960円

ロ383-116 
緑彩反煎茶  
φ9.2×5.5㎝（160㏄）（180入・強）
910円

ロ383-126 
梅づくし反煎茶  
φ9.3×5.5㎝（160㏄）（180入・強）
820円

ロ383-136 
ピンク花彫煎茶  
φ8.9×5.3㎝（160㏄）（150入・強）
820円

ホ383-146 
かすり反煎茶  
φ9.3×5.5㎝（180㏄）（120入・強）
800円

ホ383-156 
新芽反煎茶  
φ9.3×5.5㎝（180㏄）（120入・強）
800円

ロ383-166 
帯水玉煎茶  
φ9×5.1㎝（160㏄）（180入・強）
830円

ア383-176 
花紋反煎茶  
φ9.3×5.5㎝（160㏄）（180入・強）
780円

ロ383-186 
間取り渦水切り浜煎茶  
φ9.8×5.7㎝（200㏄）（150入・強）
780円

カ383-196 
呉須ライン反煎茶  
φ9×5.7㎝（170㏄）（120入・強）
760円

ロ383-206 
刷毛白タタキ千茶  
φ9.8×5.7㎝（200㏄）（150入・強）
720円

ロ383-216 
吉祥駒筋千茶  
φ9.8×5.7㎝（200cc）（150入・強）
720円

ロ383-226 
梨地市松梅千茶  
φ9.8×5.7㎝（200入）（150入・強）
780円

ウ383-236 
花唐草煎茶  
φ8×5.7㎝（120入・強）
700円

ウ383-246 
紅葉桜煎茶  
φ8×5.7㎝（120入・強）
700円

ロ383-256 
一珍八本十草水切り浜煎茶  
φ9.8×5.7㎝（200㏄）（150入・強）
720円

ア383-266 
白波帯反煎茶  
φ9.4×5.6㎝（160㏄）（160入・強）
680円

ロ383-276 
渕二色十草反煎茶  
φ9.2×5.5㎝（160㏄）（180入・強）
680円

ア383-286 
花いっちん反煎茶  
φ9.4×5.5㎝（160㏄）（160入・強）
680円

ロ383-296 
青磁刷毛目千茶  
φ9.8×5.7㎝（200㏄）（150入・強）
680円

ロ383-306 
丸紋反煎茶  
φ9.2×5.5㎝（160㏄）（180入・強）
650円

ロ383-316 
千段水玉 反煎茶  
φ9.5×5㎝（170㏄）（180入・強）
640円

ロ383-326 
古染十草 煎茶  
φ9.4×5㎝（170㏄）（180入・強）
640円

ハ383-336 
呉須巻一珍反煎茶  
φ8.7×5.2㎝（150㏄）（120入・強）
600円

ハ383-346 
呉須刷毛反煎茶  
φ11.5×5.6㎝（150㏄）（120入・強）
600円

ロ383-356 
二色ライン反煎茶  
φ9.2×5.5㎝（160㏄）（180入・強）
630円

ホ383-366 
白磁強化煎茶  
φ9.2×5.8㎝（200㏄）（160入・強）
520円

ワA383-376 
朝顔茶托  
φ12㎝（中国）
850円

ワA383-386 
なつめ茶托  
φ12㎝（中国）
850円

ワC383-396 
根来茶托  
φ14.5×H2.5㎝（中国）
850円

ワC383-406 
茶托（そり形）  
11.5×11.5㎝（中国）
700円

ワC383-416 
茶托（角丸形）  
10.5×10.5㎝（中国）
600円

ワC383-426 
ケヤキ中筋茶托  
φ12×H2.5㎝（中国）
550円
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ウ384-016 
ヒスイ丸紋反千茶  
φ8.4×5.5㎝（100入・強）（美濃焼）
1,280円

ア384-026 
南蛮織部反煎茶  
φ9.1×6㎝（170㏄）（80入・強）
1,150円

ウ384-036 
錆 反千茶  
φ9.3×5.8㎝（100入・強）（美濃焼）
980円

ウ384-046 
内外山水2.5煎茶  
φ7.6×6.3㎝（140入・磁）
740円

ホ384-056 
松葉小煎茶  
φ7.5×6.2㎝（160㏄）（160入・磁）
730円

ウ384-066 
内外小花2.8反煎茶  
φ8.4×5.6㎝（120入・磁）
720円

ウ384-076 
内外ブドウ2.8反煎茶  
φ8.4×5.6㎝（120入・磁）
720円

ヨ384-086 
淡彩ライン千茶  
φ9×6.3㎝（210cc）（160入・磁）
680円

ア384-096 
丸紋うさぎ厚口煎茶  
φ9×5.2㎝（170㏄）（120入・磁）
660円

イ384-106 
藍唐草煎茶  
φ8.4×6.1㎝（180㏄）（120入・磁）
650円

ウ384-116 
唐草2.8反煎茶  
φ8.4×5.6㎝（120入・磁）
620円

カ384-126 
巻ハギ反煎茶（厚口）  
φ8.9×5.8㎝（170㏄）（100入・磁）
600円

カ384-136 
呉須巻小萩反煎茶（厚口）  
φ8.9×5.8㎝（170㏄）（100入・磁）
600円

ホ384-146 
厚口竹林反煎茶  
φ9×5㎝（170㏄）（140入・磁）
600円

ウ384-156 
京祥端京煎茶  
φ8×5.6㎝（120入・磁）
590円

オ384-166 
中網反煎茶  
φ9.5×5.5㎝（120入・磁）
580円

オ384-176 
ヒワスミレ反煎茶  
φ8.5×5㎝（140入・磁）
560円

ト384-186 
ボーダー反煎茶  
φ8.7×5.5㎝（170㏄）（120入・磁）
560円

ホ384-196 
薄墨さくら反煎茶（青）  
φ9×5.8㎝（180㏄）（20×6入・磁）
520円

ア384-206 
梅散し反煎茶（厚口）  
φ9×5.5㎝（180㏄）（140入・磁）
510円

ハ384-216 
緑彩ぶどう煎茶  
φ9.3×5.8㎝（170㏄）（120入・磁）（中国）
500円

ト384-226 
薄墨桜反煎茶（赤）  
φ9.1×5.6㎝（170㏄）（120入・磁）
500円

ハ384-236 
十草梅煎茶  
φ9.3×5.8㎝（170㏄）（120入・磁）（中国）
500円

ト384-246 
緑釉煎茶  
φ8×5.5㎝（140㏄）（120入・磁）
500円

ア384-256 
エコ･リサイクル大煎茶  
φ10.5×6㎝（290㏄）（120入・磁）
500円

ホ384-266 
青磁つゆ草反煎茶  
φ7.5×6㎝（130㏄）（20×8入・磁）
490円

ト384-276 
すみれ反煎茶（小）  
φ7.8×5㎝（120㏄）（160入・磁）
480円

ホ384-286 
てっせん厚口反煎茶  
φ9×5.8㎝（180㏄）（120入・磁）
470円

ホ384-296 
呉須巻ぶどう（厚口）反煎茶  
φ9×5.8㎝（180㏄）（120入・磁）
470円

イ384-306 
京十草煎茶  
φ8.5×5.4㎝（160㏄）（120入・陶）
460円

ミ384-316 
白釉マルチカップ  
9.5×9×6.5㎝（250cc）（120入・磁）
460円

ホ384-326 
めばえ煎茶  
φ9×5.7㎝（180㏄）（20×6入・磁）
460円

イ384-336 
若草 反煎茶  
φ8.5×6㎝（150㏄）（100入・陶）
450円

イ384-346 
青磁 反煎茶  
φ8.5×6㎝（150㏄）（100入・陶）
450円

ト384-356 
鉄仙反煎茶  
φ9×5.8㎝（170㏄）（120入・磁）
430円

ト384-366 
なずな厚口反煎茶  
φ9×5.8㎝（180㏄）（100入・磁）
430円

ト384-376 
ササ反煎茶（小）  
φ7.8×5㎝（120㏄）（160入・磁）
430円

カ384-386 
白斑点変型煎茶  
φ9.4×5.2㎝（170㏄）（100入・磁）
420円

ホ384-396 
松葉玉露煎茶（特小）  
φ6.2×4.5㎝（80㏄）（180入・磁）
420円

ホ384-406 
新ヒワグリーン反煎茶  
φ8.2×5.2㎝（140㏄）（20×6入・陶）
410円

ト384-416 
グレープ小反煎茶  
φ7.8×5㎝（120㏄）（160入・磁）
400円

ト384-426 
祥瑞小反煎茶  
φ7.8×5㎝（120㏄）（160入・磁）
400円
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ト385-016 
グレープ反煎茶  
φ9×5.8㎝（170㏄）（120入・磁）
390円

ト385-026 
ツタ外ビスク煎茶  
φ8.6×5.6㎝（150㏄）（150入・磁）
390円

ト385-036 
菊紋外ビスク煎茶  
φ8.6×5.6㎝（150㏄）（150入・磁）
390円

ト385-046 
粉引塗り分け六兵衛煎茶  
φ8.7×5.4㎝（170㏄）（120入・陶）
390円

ト385-056 
口錆一本線煎茶  
φ9.1×5.5㎝（180㏄）（100入・磁）
380円

ア385-066 
粉引き煎茶  
φ9×5.4㎝（160㏄）（160入・磁）
370円

カ385-076 
口金草花煎茶ヒワ  
φ8.8×5.2㎝（180㏄）（120入・磁）
820円

カ385-086 
口金瓔珞煎茶ブルー  
φ8.8×5.2㎝（180㏄）（120入・磁）
820円

ホ385-096 
黒伊賀うのふ一服煎茶  
φ9×6.2㎝（270㏄）（100入・陶）
650円

ト385-106 
リーフスリム千茶  
φ7.8×5.9㎝（150㏄）（120入・磁）
550円

ト385-116 
ゴス巻削りスリム煎茶  
φ7.8×6.1㎝（150㏄）（150入・磁）
550円

ホ385-126 
粉引ソギ煎茶  
φ9×6.3㎝（200㏄）（120入・陶）
510円

ロ385-136 
粉引黒オリベ流し千茶  
φ8.6×5.4㎝（160㏄）（180入・磁）
480円

イ385-146 
平安桜京煎茶  
φ8.5×5.4㎝（160㏄）（120入・陶）
480円

ト385-156 
錆十草  
φ8.2×5.8㎝（160㏄）（120入・磁）
470円

ト385-166 
ゴス流しスリム煎茶  
φ7.8×6.1㎝（150㏄）（150入・磁）
450円

ト385-176 
塗り分け桜スリム千茶  
φ7.8×5.9㎝（150㏄）（120入・磁）
450円

ハ385-186 
若葉湯呑  
φ7.7×6㎝（150㏄）（20×5入・磁）
450円

ア385-196 
白磁一珍花煎茶  
φ8×5.5㎝（180㏄）（160入・磁）
420円

ホ385-206 
梅彫反煎茶  
φ8.5×5.5㎝（180㏄）（20×6入・磁）
410円

ト385-216 
口サビ貫入煎茶  
φ8×5.5㎝（150㏄）（120入・陶）
400円

ハ385-226 
黒水晶煎茶  
φ8.3×5.4㎝（150㏄）（10×12入・磁）
390円

ハ385-236 
粉引煎茶  
φ8.3×5.4㎝（150㏄）（10×12入・磁）
390円

ト385-246 
古染ブドウ腰丸煎茶  
φ8×5.5㎝（160㏄）（150入・磁）
380円

ア385-256 
ロクロ目ヒワ丸煎茶  
φ7.8×5.7㎝（150㏄）（120入・陶）
350円

ト385-266 
京桜煎茶  
φ9.2×5.4㎝（170㏄）（150入・磁）
300円

ト385-276 
タコ唐草煎茶  
φ9.1×5.6㎝（170㏄）（120入・磁）
300円

ヤ385-286 
なでしこ煎茶  
φ9.1×5.7㎝（180㏄）（120入・磁）
280円

ヤ385-296 
十草煎茶  
φ9.1×5.7㎝（180㏄）（120入・磁）
280円

ア385-306 
山水煎茶  
φ8×6.5㎝（200㏄）（100入・陶）
660円

ソ385-316 
ホタルレリーフ仙茶  
φ7.7×6㎝（175㏄）（有田焼）
480円

ア385-326 
白磁花の香玉湯呑  
φ7.5×6㎝（175㏄）（160入・磁）
480円

ト385-336 
新芽玉湯呑  
φ7.5×6㎝（200㏄）（120入・磁）
430円

テ385-346 
ダミ木ノ葉玉湯呑  
φ7.2×6㎝（150㏄）（120入・磁）
420円

テ385-356 
若芽玉湯呑  
φ7.2×6㎝（150㏄）（120入・磁）
420円

ア385-366 
赤絵丸煎茶  
φ7.6×6㎝（150㏄）（100入・磁）
350円

キ385-376 
大輪菊玉湯呑  
φ7.8×6㎝（160㏄）（160入・磁）
340円

キ385-386 
ルリ水玉玉湯呑  
φ7.3×6㎝（160㏄）（160入・磁）
340円

ト385-396 
早春玉湯呑  
φ7.8×6.4㎝（200㏄）（120入・磁）
340円

キ385-406 
よろこび玉湯呑  
φ7.8×6㎝（160㏄）（160入・磁）
300円

キ385-416 
舞花玉湯呑  
φ7.4×6㎝（160㏄）（160入・磁）
300円

テ385-426 
水玉汲出  
φ8×5.5㎝（150㏄）（150入・磁）
300円
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カ386-016 梅福良碗  
12×11×6㎝（300㏄）（60入・陶） 5,900円

カ386-026 祥瑞福良碗  
11.5×10.5×6.5㎝（300㏄）（60入・磁） 5,900円

カ386-036 織部華文一口抹茶碗  
9.5×7.8㎝（290㏄）（60入・陶） 5,500円

ネ386-046 ねずみ志野抹茶碗  
φ12×8.2㎝（550cc）（40入・陶） 3,300円

ア386-056 白志野茶わん  
φ11.5×8㎝（40入・陶） 2,700円

ア386-066 志野黒釉茶わん  
φ11.5×8㎝（40入・陶） 2,700円

ア386-076 志野織部流し茶わん  
φ11.5×8㎝（40入・陶） 2,700円

ア386-086 鼡志野茶わん  
φ11.5×8㎝（40入・陶） 2,700円

カ386-096 織部茶わん  
φ11.5×7.7㎝（450㏄）（50入・陶） 2,650円

ネ386-106 桜志野抹茶碗 小  
φ11×7㎝（550cc）（40入・陶） 2,500円

ネ386-116 抹茶碗天目流し  
φ11.7×7.8㎝（550cc）（32入・陶） 2,250円

ネ386-126 抹茶碗織部  
φ11.7×7.8㎝（550cc）（32入・陶） 2,250円

カ386-136 織部削りおおぶり碗  
φ9.8×7.7㎝（320㏄）（50入・陶） 2,200円

カ386-146 黒土刷毛目おおぶり碗  
φ9.8×7.7㎝（320㏄）（50入・陶） 2,200円

カ386-156 野点赤巻ミニ抹茶碗  
φ10.3×7.7㎝（60入・陶） 2,100円

カ386-166 桃山茶わん  
φ12×8.4㎝（450㏄）（40入・陶） 2,100円

カ386-176 白志野芦茶わん  
φ12×8㎝（450㏄）（40入・陶） 2,100円

カ386-186 黒釉ひさご抹茶（小）  
φ10×6.4㎝（60入・陶） 2,080円

ホ386-196 鉄砂抹茶碗  
φ11×6.8㎝（60入・陶） 1,200円

ホ386-206 黄瀬戸抹茶碗  
φ11×6.8㎝（60入・陶） 1,200円

ネ386-216 辰砂夏抹茶  
φ14.5×5.5㎝（400cc）（60入・陶） 2,200円

イ386-226 うす萩夏目抹茶碗  
φ13×6.5㎝（60入・陶） 1,600円

イ386-236 うす萩ピンク夏目抹茶碗  
φ13×6.5㎝（60入・陶） 1,600円

イ386-246 ピンク志野夏目抹茶碗  
φ13×6.5㎝（60入・陶） 1,600円

イ386-256 青萩 夏目抹茶碗  
φ13×6.5㎝（60入・陶） 1,600円

ワC386-266 吹ガラス 抹茶&小鉢 ライトブルー  
φ11×7㎝（中国） 2,200円

ワC386-276 吹ガラス 抹茶&小鉢 ホワイト  
φ11×7㎝（中国） 2,200円

ワC386-286 吹ガラス 抹茶&小鉢 オレンジ  
φ11×7㎝（中国） 2,200円

ワC386-296 茶筅 （百本立）  6×10.5㎝（中国） 3,000円
ワC386-306 茶筅 （八十本立）  6×10.5㎝（中国） 2,900円
ワC386-316 茶筅 （数穂）  6×10.5㎝（中国） 2,900円
ワC386-326 茶筅 （野立）  5×8.5㎝（中国） 2,500円

ワC386-336 茶杓 大  18㎝（中国） 500円
ワC386-346 茶杓 小  14㎝（中国） 420円

386

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

土鍋・
鍋小物

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

土瓶むし

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

耐熱・
アルミ製品

変形大皿

多用丼

大　鉢

すり鉢

丸大皿

小丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

灰　皿

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

寿司湯呑

和
陶
単
品

突出皿

抹茶碗



ア387-016 赤いろはポット（茶コシ付）  
500㏄（30入・陶） 3,950円

ロ387-026 紺十草ポット  
460㏄（30入・陶） 3,400円

ロ387-036 赤十草ポット  
460㏄（30入・陶） 3,400円

ロ387-046 清流黒ポット（大）（アミ付）  
460㏄（30入・陶） 3,250円
ロ387-056 清流黒ポット（小）（アミ付）  
330㏄（30入・陶） 3,250円

ロ387-066 清流赤ポット（大）アミ付  
460㏄（30入・陶） 3,250円
ロ387-076 清流赤ポット（小）アミ付  
330㏄（30入・陶） 3,250円

キ387-086 粉引釉点十草ポット（茶こし付）  
580㏄（36入・陶） 3,380円

キ387-096 黒小春ポット（茶こし付）  
φ11×13.5㎝（570㏄）（36入・磁） 2,750円

キ387-106 黒ブルー小花ポット（茶こし付）  
φ11×13.5㎝（570㏄）（36入・磁） 2,750円

ト387-116 織部十草ポット  
15.5×10.5×11㎝（430cc）（6×8入・磁） 2,600円

ユ387-126 白マット削りポット（茶コシ付）  
約460㏄（36入・陶） 2,500円

ユ387-136 黒マット削りポット（茶コシ付）  
約460㏄（36入・陶） 2,500円

ヨ387-146 均窯十草 ポット  
510㏄（40入・陶） 2,400円

ヨ387-156 サビ十草 ポット  
510㏄（40入・陶） 2,400円

イ387-166 平安桜アミ付ポット  
10×10㎝（450㏄）（24入・陶） 2,300円

ヨ387-176 伊賀織部ポット  
φ11×10.7㎝（490㏄）（30入・磁） 2,300円

ヨ387-186 淡彩ラインポット  
φ11×10.7㎝（550㏄）（30入・磁） 2,300円

ヨ387-196 手描きあみポット  
φ11×10.7㎝（550㏄）（30入・磁） 2,300円

ト387-206 オビ唐草ポット（アミ付）  
15×9×11㎝（450㏄）（6×8入・磁） 2,250円

ア387-216 粉引ポット（茶コシ付）  
450㏄（30入・磁） 2,100円

ア387-226 黒釉ポット（茶こし付）  
450㏄（30入・磁） 2,100円

ア387-236 ビードロポット（茶コシ付）  
450㏄（30入・磁） 2,100円

キ387-246 錆伊賀十草ポット（茶こし付）  
400㏄（48入・磁） 2,100円

キ387-256 花しずくケトルポット（茶コシ付）  
10.4×9.8㎝（590㏄）（36入・陶） 2,000円

キ387-266 エメラルドケトルポット（茶コシ付）  
10.4×9.8㎝（590㏄）（36入・陶） 2,000円

キ387-276 （軽量）淡雪水玉ポット（茶こし付）  
450㏄（24入・磁）（中国） 2,000円

キ387-286 （軽量）淡雪さくらポット（茶こし付）  
450㏄（24入・磁）（中国） 2,000円

キ387-296 黒結晶ポット（茶こし付）  
400㏄（48入・磁） 1,760円

キ387-306 白唐津ポット（茶こし付）  
400㏄（48入・磁） 1,760円

キ387-316 ナマコポット（茶こし付）  
400㏄（48入・磁） 1,760円

タ387-326 グリンなまこ丸ポット（茶こし付）  
420㏄（40入・陶） 1,800円
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ア388-016 花しずく5号大急須（茶コシ付）  
900㏄（20入・陶） 3,700円

ア388-026 黄金5号大急須（茶コシ付）  
900㏄（20入・陶） 3,700円

テ388-036 伊良保丸急須（茶コシ付）  
600㏄（1×27入・陶） 3,000円

テ388-046 朱泥伊良保丸急須（茶コシ付）  
600㏄（1×27入・陶） 3,000円

タ388-056 粉引急須（アミ付）  
580㏄（27入・磁） 2,500円

ト388-066 赤 急須  
16.7×9×8.1㎝（350㏄）（6×8入・磁） 2,900円

ト388-076 くろ 急須  
16.7×9×8.1㎝（350㏄）（6×8入・磁） 2,900円

ア388-086 鼠志野急須  
φ11×8㎝（400㏄）（30入・陶） 2,600円

ハ388-096 粉引新型六兵衛急須  
450㏄（36入・磁） 2,600円

カ388-106 津和野京型急須  
300㏄（30入・磁） 3,000円

キ388-116 花かんざしポット（茶こし付）  
300㏄（48入・磁） 2,200円

キ388-126 レモンリーフポット（茶こし付）  
300㏄（48入・磁） 2,200円

ト388-136 南蛮玉急須  
250㏄（60入・陶） 2,100円

イ388-146 京十草六兵衛急須（アミ付）  
10×10㎝（450㏄）（24入・陶） 2,050円

ホ388-156 新木葉急須（帯アミ）  
360㏄（48入・陶） 2,000円

キ388-166 （軽量）淡雪さくら急須（茶こし付）  
350㏄（24入・磁）（中国） 2,000円

キ388-176 （軽量）淡雪水玉急須（茶こし付）  
350㏄（24入・磁）（中国） 2,000円

ホ388-186 小花急須（カップアミ）  
φ10.8×8.5㎝（360㏄）（2×12入・磁）（中国） 2,000円

ホ388-196 新青釉急須（帯アミ）  
360㏄（48入・陶） 2,000円

タ388-206 アメ急須（茶こし付）  
410㏄（40入・磁） 2,000円

ホ388-216 小花ポット（カップアミ）  
φ11×10.5㎝（450㏄）（2×12入・磁）（中国） 2,000円

ホ388-226 めばえポット（カップアミ）  
φ11×10.5㎝（450㏄）（2×12入・磁）（中国） 2,000円

ハ388-236 十草梅急須  
16.5×14.5×9㎝（400㏄）（30入・磁）（中国） 1,500円

ハ388-246 一珍梅急須  
16.5×14.5×9㎝（400㏄）（30入・磁）（中国） 1,500円

ハ388-256 緑彩ぶどう急須  
16.5×14.5×9㎝（400㏄）（30入・磁）（中国） 1,500円
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ソ389-016 古染つる唐草中急須（U）
14×10×10.5㎝（310㏄）（有田焼） 3,350円
ソ389-026 古染つる唐草ポット（U）
15.5×7×12.5㎝（380㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-036 古染つる唐草新ポット（U）
16.5×6.3×10㎝（500㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-046 古染つる唐草煎茶
7.5×7.5㎝（有田焼） 750円

ソ389-056 古染スイート中急須（U）
14×10×10.5㎝（310㏄）（有田焼） 3,350円
ソ389-066 古染スイートポット（U）
15.5×7×12.5㎝（380㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-076 古染スイート新ポット（U）
16.5×6.3×10㎝（500㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-086 古染スイート煎茶
7.5×7.5㎝（有田焼） 750円

ソ389-096 古染錆唐草（赤）中急須（U）
14×10×10.5㎝（310㏄）（有田焼） 3,350円
ソ389-106 古染錆唐草（赤）ポット（U）
15.5×7×12.5㎝（380㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-116 古染錆唐草（赤）新ポット（U）
16.5×6.3×10㎝（500㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-126 古染錆唐草（赤）煎茶
7.5×7.5㎝（有田焼） 750円

ソ389-136 花娘中急須
14×8×9.5㎝（400㏄）（有田焼） 3,700円
ソ389-146 花娘煎茶（厚口）
9.7×6㎝（有田焼） 1,200円

ソ389-156 一珍濃十草中急須（U）
14×8×9.5㎝（400㏄）（有田焼） 3,700円
ソ389-166 一珍濃十草煎茶（厚口）
9.8×6㎝（有田焼） 1,500円

ソ389-226 京網中丸急須
13.5×7.2×9㎝（450㏄）（有田焼）

3,700円

ソ389-176 ゴス梅中急須
14×8×9.5㎝（400㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-186 ゴス梅煎茶（厚口）
9.7×6㎝（有田焼） 1,150円

ソ389-196 ゴス笹中急須
14×8×9.5㎝（400㏄）（有田焼） 2,900円
ソ389-206 ゴス笹煎茶（厚口）
9.7×6㎝（有田焼） 1,150円

ソ389-216 立枠中丸急須
13.5×7.2×9㎝（450㏄）（有田焼）  
3,700円

ソ389-236 水玉2号急須
14.5×10.8×9.5㎝（400㏄）（有田焼） 

3,000円
ホ389-246 ダミ間取花急須（カップアミ）
φ10.8×8.5㎝（360㏄）（2×12入･磁）（中国） 

2,000円

メ389-256 信楽急須（大）
φ13.5×9.5㎝（750㏄）（30入･陶） 6,500円

メ389-266 信楽急須（小）
φ13.5×7.5㎝（600㏄）（30入･陶） 5,900円

メ389-276 窯変2合急須
φ11×9.5㎝（380㏄）（50入･陶） 3,850円

メ389-286 1.5合窯変浅急須
φ10.8×8.5㎝（300㏄）（50入･陶） 3,250円
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ソ390-016 立枠 10号土瓶  22×12.3×14.5㎝（1850㏄）（有田焼） 7,800円
ソ390-026 立枠 8号土瓶  19.5×11×13.5㎝（1300㏄）（有田焼） 6,700円
ソ390-036 立枠 6号土瓶  17.5×9.8×11㎝（950㏄）（有田焼） 5,000円

ソ390-046 京網 10号土瓶  22×12.3×14.5㎝（1900㏄）（有田焼） 7,800円
ソ390-056 京網 8号土瓶  19.5×11×13.5㎝（1360㏄）（有田焼） 6,700円
ソ390-066 京網 6号土瓶  17.5×9.8×11㎝（1000㏄）（有田焼） 5,000円

ソ390-076 ダミ筋 10号土瓶  22×12×14.5㎝（1900㏄）（有田焼） 7,000円
ソ390-086 ダミ筋 8号土瓶  20×10.5×12㎝（1360㏄）（有田焼） 6,300円
ソ390-096 ダミ筋 6号土瓶  17.5×9.8×10.5㎝（900㏄）（有田焼） 4,800円

ソ390-106 一珍濃十草 10号土瓶（U）  21×11.5×13.5㎝（1850㏄）（有田焼） 7,800円
ソ390-116 一珍濃十草 8号土瓶（U）  19.5×11×12㎝（1300㏄）（有田焼） 6,700円
ソ390-126 一珍濃十草 6号土瓶（U）  17.5×9×10.5㎝（950㏄）（有田焼） 5,100円

ソ390-136 花娘 10号土瓶  21×11.5×13.5㎝（1850㏄）（有田焼） 6,800円
ソ390-146 花娘 8号土瓶  19.5×11×12㎝（1300㏄）（有田焼） 5,500円
ソ390-156 花娘 6号土瓶  17.5×9×10.5㎝（950㏄）（有田焼） 4,200円

ソ390-166 しだれ梅 10号土瓶  21×11.5×13.5㎝（1800㏄）（有田焼） 6,800円
ソ390-176 しだれ梅 8号土瓶  19.5×11×12㎝（1400㏄）（有田焼） 5,900円
ソ390-186 しだれ梅 6号土瓶  17.5×9×10.5㎝（950㏄）（有田焼） 4,500円

ソ390-196 古染スイート 8号土瓶（U）  
21×10.5×13.5㎝（1500㏄）（有田焼） 7,100円
ソ390-206 古染スイート 6号土瓶（U）  
17.5×9×12.5㎝（950㏄）（有田焼） 5,300円

ソ390-216 古染ツル唐草 8号土瓶（U）  
21×10.5×13.5㎝（1500㏄）（有田焼） 7,100円
ソ390-226 古染ツル唐草 6号土瓶（U）  
17.5×9×12.5㎝（950㏄）（有田焼） 5,300円

ソ390-236 古染錆唐草（赤） 8号土瓶（U）  
21×10.5×13.5㎝（1500㏄）（有田焼） 7,100円
ソ390-246 古染錆唐草（赤） 6号土瓶（U）  
17.5×9×12.5㎝（950㏄）（有田焼） 5,300円

オ390-256 花のささやき10号土瓶  1850cc（磁） 6,150円
オ390-266 花のささやき7号土瓶  1450cc（磁） 5,460円
オ390-276 花のささやき4号土瓶  900cc（磁） 4,150円

ソ390-286 唐子 8号土瓶  
21×11×13㎝（1400㏄）（有田焼） 5,900円
ソ390-296 唐子 6号土瓶  
19×10×10.5㎝（950㏄）（有田焼） 4,200円

ソ390-306 ゴス梅 8号土瓶  
21.5×11×13㎝（1400㏄）（有田焼） 5,400円
ソ390-316 ゴス梅 6号土瓶  
17.5×9.5×11㎝（950㏄）（有田焼） 4,000円

ソ390-326 水玉 8号土瓶  
21.5×11×13㎝（1400㏄）（有田焼） 5,400円
ソ390-336 水玉 6号土瓶  
17.5×9.7×10.5㎝（950㏄）（有田焼） 4,000円

ソ390-346 ゴス笹 8号土瓶  
21.5×11×13㎝（1400㏄）（有田焼） 5,400円
ソ390-356 ゴス笹 6号土瓶  
17.5×9.5×11㎝（950㏄）（有田焼） 4,000円

キ390-366 ルリ水玉8号土瓶  
1600㏄（16入・磁） 5,250円

キ390-376 竹林8号土瓶  
1600㏄（16入・磁） 5,250円

キ390-386 ダミ花園8号土瓶（茶こし付）  1500㏄（12入・磁）（中国） 4,500円
キ390-396 ダミ花園6号土瓶（茶こし付）  1070㏄（16入・磁）（中国） 3,500円
キ390-406 ダミ花園4号土瓶（茶こし付）  720㏄（24入・磁）（中国） 2,000円

ホ390-416 呉須唐草8号土瓶（カップアミ）  φ16×13㎝（1500㏄）（1×12入・磁）（中国） 4,500円
ホ390-426 呉須唐草6号土瓶（カップアミ）  φ14×12㎝（1000㏄）（1×16入・磁）（中国） 3,500円
ホ390-436 呉須唐草4号土瓶（カップアミ）  φ13×10㎝（750㏄）（2×12入・磁）（中国） 2,000円

ホ390-446 ダミ間取花8号土瓶（カップアミ）  φ16×13.5㎝（1500㏄）（12入・磁）（中国） 4,500円
ホ390-456 ダミ間取花6号土瓶（カップアミ）  φ15×12.5㎝（1100㏄）（16入・磁）（中国） 3,500円
ホ390-466 ダミ間取花4号土瓶（カップアミ）  φ13×10㎝（720㏄）（2×12入・磁）（中国） 2,000円

ホ390-476 めばえ8号土瓶（カップアミ）  φ16×13.5㎝（1500㏄）（12入・磁）（中国） 4,500円
ホ390-486 めばえ6号土瓶（カップアミ）  φ15×12.5㎝（1100㏄）（16入・磁）（中国） 3,500円
ホ390-496 めばえ4号土瓶（カップアミ）  φ13×10㎝（720㏄）（2×12入・磁）（中国） 2,000円

キ390-506 間取古染花8号土瓶（茶こし付）  
1380㏄（6入・磁）（中国） 4,250円
キ390-516 間取古染花6号土瓶（茶こし付）  
1000㏄（12入・磁）（中国） 3,200円

キ390-526 濃梅8号土瓶（茶こし付）  
1380㏄（6入・磁）（中国） 4,250円
キ390-536 濃梅6号土瓶（茶こし付）  
1000㏄（12入・磁）（中国） 3,200円

キ390-546 ダミ牡丹8号土瓶（茶こし付）  
1380㏄（6入・磁）（中国） 4,250円
キ390-556 ダミ牡丹6号土瓶（茶こし付）  
1000㏄（12入・磁）（中国） 3,200円

キ390-566 網目8号土瓶（茶こし付）  
1380㏄（6入・磁）（中国） 4,250円
キ390-576 網目6号土瓶（茶こし付）  
1000㏄（12入・磁）（中国） 3,200円

キ390-586 一珍色梅8号土瓶（茶こし付）  
1380㏄（6入・磁）（中国） 4,250円
キ390-596 一珍色梅6号土瓶（茶こし付）  
1000㏄（12入・磁）（中国） 3,200円

ヨ390-606 淡彩ライン土瓶  
φ13.3×11㎝（900㏄）（30入・磁） 3,000円

ヨ390-616 手描きあみ土瓶  
φ13.3×11㎝（900㏄）（30入・磁） 3,000円

ホ390-626 白磁梅彫土瓶  
650㏄（36入・磁） 3,900円

ソ390-636 しだれ梅 4号土瓶  
15.5×8.5×10㎝（650㏄）（有田焼） 3,600円

ソ390-646 花娘 4号土瓶  
15.5×8.5×10㎝（740㏄）（有田焼） 3,600円
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ハ391-276 
茶ツル10本セット（4号用）
9.5㎝  3,500円

ハ391-286 
茶ツル10本セット（5～6号用）
11㎝  3,900円

ハ391-296 
茶ツル8本セット（8～10号用）
13㎝  3,800円

ハ391-365 
ビニールツル8本セット
（8～10号用）
13㎝  3,300円

ハ391-346 
ビニールツル10本セット
（5～6号用）
11㎝  3,350円

ハ391-336 
ビニールツル10本セット
（4号用）
9.5㎝  3,100円

テ391-016 粉引8号土瓶  
1140㏄（1×18入・陶） 6,500円

テ391-026 灰釉8号土瓶（茶コシ付）  
1140㏄（1×18入・陶） 6,500円

テ391-036 赤十草10号土瓶  
1450㏄（1×18入・陶） 6,300円
テ391-046 赤十草6号土瓶  
900㏄（1×18入・陶） 4,200円

テ391-056 赤絵丸紋8号土瓶  
1450㏄（18入） 5,800円

テ391-066 間取花8号土瓶  
1450㏄（1×18入・陶） 5,500円

テ391-076 京雅唐津10号土瓶  
1450㏄（18入） 5,400円
テ391-086 京雅唐津6号土瓶  
900㏄（18入） 4,300円

テ391-096 花鳥唐津10号土瓶  
1450㏄（18入） 5,400円
テ391-106 花鳥唐津6号土瓶  
900㏄（18入） 4,300円

テ391-116 友禅唐津10号土瓶  
1450㏄（18入） 5,400円
テ391-126 友禅唐津6号土瓶  
900㏄（18入） 4,300円

テ391-136 染付二色十草10号土瓶  
1450㏄（18入） 4,700円
テ391-146 染付二色十草6号土瓶  
900㏄（18入） 3,700円

テ391-156 伊良保丸土瓶（茶コシ付）  
650㏄（1×18入・陶） 3,000円

メ391-166 粉引丸土瓶（大）  
φ12.5×10.5㎝（750㏄）（30入・陶） 9,400円

メ391-176 粉引丸土瓶（小）  
φ11.5×9㎝（450㏄）（40入・陶） 8,400円

ヨ391-186 伊賀織部土瓶  
φ13.3×11㎝（900㏄）（30入・磁） 3,000円

ハ391-196 黒水晶土瓶（アミ付）  
780㏄（1×32入・磁） 2,950円

ハ391-206 粉引土瓶（アミ付）  
780㏄（1×32入・磁） 2,950円

テ391-216 三色十草6号土瓶  
900㏄（1×18入・陶） 4,500円

テ391-226 赤絵間取6号土瓶  
1000㏄（1×18入・陶） 4,500円

テ391-236 間取花6号土瓶  
900㏄（1×18入・陶） 4,500円

イ391-246 備前風土瓶（茶こし付）
18.5×14×11㎝（800㏄）（18入・陶） 3,000円

ウ391-256 錆茶吹土瓶  
9.4×11.4㎝（480㏄）（6×6入・陶） 2,600円

キ391-266 さくら淡雪4号土瓶（茶こし付）  
720㏄（24入・磁）（中国） 2,000円

ハ391-306 十草梅土瓶  
16×12.5×10㎝（30入・磁）（中国） 1,800円

ハ391-316 緑彩ぶどう土瓶  
16×12.5×10㎝（30入・磁）（中国） 1,800円

ハ391-326 一珍梅土瓶  
16×12.5×10㎝（30入・磁）（中国） 1,800円
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ワE392-016 備前焼 プレート 桟切（さんぎり）
φ21×4.5㎝（24入･陶）（備前焼） 5,000円

（ろくろ引き手造 多少のサイズや色合い形状が全て手造りのためカタログ紙面と同じものとは限りません。1個からでもご要望の形状サイズをチャレンジ製作が可能です。
（形状のスケッチと出来上がり希望サイズと柄いきの指定が必要です。柄いきとはさんぎり、胡麻、緋襷をさします。）

ワE392-026 備前焼 深型汁碗 桟切（さんぎり）
φ11×8.5㎝（400㏄）（24入･陶）（備前焼） 3,000円

ワE392-036 備前焼 飯碗 丸型 桟切（さんぎり）
φ11.5×6㎝（260㏄）（24入･陶）（備前焼） 3,000円
ワE392-046 備前焼 飯碗 薄型 桟切（さんぎり）
φ12.5×4.2㎝（36入･陶）（備前焼） 3,500円

ワE392-056 備前焼 酒呑直鉢小 桟切（さんぎり）
φ9.5×6㎝（200㏄）（36入･陶）（備前焼） 1,500円
ワE392-066 備前焼 酒呑直鉢中 桟切（さんぎり）
φ11.5×6.2㎝（250㏄）（24入･陶）（備前焼） 2,000円

ワE392-076 備前焼 酒呑直鉢大 桟切（さんぎり）
φ14.5×8㎝（500㏄）（16入･陶）（備前焼） 2,500円
ワE392-086 備前焼 酒呑直鉢丼 桟切（さんぎり）
φ17.2×8.8㎝（650㏄）（12入･陶）（備前焼） 5,000円

ワE392-096 備前焼 ぐい呑み粗造り 桟切（さんぎり）
φ6.5×5.5㎝（90㏄）（60入･陶）（備前焼） 2,000円
ワE392-106 備前焼 ぐい呑み 桟切（さんぎり）
φ6.5×5.5㎝（100㏄）（60入･陶）（備前焼） 1,000円
ワE392-116 備前焼 盃 桟切（さんぎり）
φ8×3.5㎝（60㏄）（60入･陶）（備前焼） 1,000円
ワE392-126 備前焼 ぐい呑み 緋襷（ひだすき）
φ6.5×5.5㎝（100㏄）（60入･陶）（備前焼） 1,350円
ワE392-136 備前焼 ぐい呑み 胡麻（ごま）
φ6.5×5.5㎝（100㏄）（60入･陶）（備前焼） 2,000円

ワE392-176 備前焼 フリーカップ 胡麻（ごま）
φ8×11㎝（300㏄）（24入･陶）（備前焼） 2,500円

ワE392-186 備前焼 フリーカップ 緋襷（ひだすき）
φ8×11㎝（300㏄）（24入･陶）（備前焼） 2,000円
ワE392-196 備前焼 俺のカップ 桟切（さんぎり）
φ10×9㎝（350㏄）（24入･陶）（備前焼） 5,000円

ワE392-146 備前焼 スリムビールグラス 桟切
φ5.5×10㎝（150㏄）（36入･陶）（備前焼） 2,500円
ワE392-156 備前焼 カップ 桟切（さんぎり）
φ5.5㎝･最大径7.5×9㎝（250㏄）（16入･陶）（備前焼） 3,500円

ワE392-166 備前焼天開ビールグラス 靨 桟切
φ8×11.8㎝（250㏄）（24入･陶）（備前焼） 3,500円

伝統工芸士

猪俣 政昭
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ワE393-016 有田焼 白磁急須
17×11.5×9㎝（260㏄）（36入･磁）（有田焼） 2,500円

ワE393-026 有田焼 白磁急須 桜
17×11.5×9㎝（260㏄）（36入･磁）（有田焼） 3,000円
ワE393-036 有田焼 白磁急須 青い花
17×11.5×9㎝（260㏄）（36入･磁）（有田焼） 3,000円

ワE393-046 有田焼 白磁急須 丸紋
17×11.5×9㎝（260㏄）（36入･磁）（有田焼） 3,500円

ワE393-056 有田焼角型醤油注しスプレー式 松竹梅
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,200円
ワE393-066 有田焼角型醤油注しスプレー式 上絵花鳥
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,200円
ワE393-076 有田焼角型醤油注しスプレー式 柿絵
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,200円
ワE393-086 有田焼角型醤油注しスプレー式 ピエロ
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,200円

ワE393-096 有田焼角型醤油注しスプレー式手描朱市松
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,000円
ワE393-106 有田焼角型醤油注しスプレー式手描染付市松
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,000円
ワE393-116 有田焼角型醤油注スプレー式手描染付唐草
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,000円
ワE393-126 有田焼角型醤油注スプレー式手描染付葡萄
4×4×13.5㎝（100㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 2,000円

ワE393-136 有田焼丸型ちょいかけ醤油注し葡萄
5×3.8×12.5㎝（80㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 1,800円
ワE393-146 有田焼丸型ちょいかけ醤油注し桜
5×3.8×12.5㎝（80㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 1,800円

ワE393-156 有田焼丸型ちょいかけ醤油注し青い花
5×3.8×12.5㎝（80㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 1,800円
ワE393-166 有田焼丸型ちょいかけ醤油注し柿絵
5×3.8×12.5㎝（80㏄）（60入･磁）（有田焼）（磁器+ポリプロピレン） 1,800円

ワE393-176 
薄きわみロングカップ
φ8×11.5㎝（330㏄）（60入･磁）（有田焼） 

2,000円

ワE393-186 波佐見焼 八角盛塩揃
お皿 直径8㎝×高さ1.5㎝･八角推 直径5.5㎝×高さ5.5㎝･重
量/八角錐50g･皿60g（磁）（波佐見） 3,000円

ワE393-196 波佐見焼 八角風水盛塩皿4色
お皿 直径8㎝×高さ1.5㎝（磁）（波佐見） 3,000円

ワE393-206 
福招き金の盛塩皿セット2枚･カップ付き
八角錐型1個 径約4.5（5最大径）×高さ7.5㎝･
皿2枚 径9.5（10最大径）×高さ3㎝･
重量/八角錐型 約60g･皿約90g（磁）（中国） 

1,800円
ワE393-216 
お清め塩 清盛塩 ジップ袋入1.5キロ
（約50カップ分 1.5kg） 1,500円

ワE393-226 お清め塩 色付き桃
10×4×18.5㎝（約10カップ分 300g） 1,250円
ワE393-236 お清め塩 色付き緑
10×4×18.5㎝（約10カップ分 300g） 1,250円
ワE393-246 お清め塩 色付き黄
10×4×18.5㎝（約10カップ分 300g） 1,250円
ワE393-256 お清め塩 色付き白
10×4×18.5㎝（約10カップ分 300g） 1,250円
ワE393-266 お清め塩 色付き紫
10×4×18.5㎝（約10カップ分 300g） 1,250円
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メ394-016 アメ釉10号鍋  35×31×15.5㎝（6入・陶） 61,000円
メ394-026 アメ釉9号鍋  32×29×15㎝（8入・陶） 44,900円
メ394-036 アメ釉8号鍋  28.5×26×14㎝（10入・陶） 30,000円
メ394-046 アメ釉7号鍋  25.5×23×11.5㎝（10入・陶） 21,500円
メ394-056 アメ釉6号鍋  22.5×19.5×9.5㎝（20入・陶） 13,000円

メ394-066 灰釉刷毛目10号鍋  35×31×15.5㎝（6入・陶） 58,800円
メ394-076 灰釉刷毛目9号鍋  32×29×15㎝（8入・陶） 43,900円
メ394-086 灰釉刷毛目8号鍋  28.5×26×14㎝（10入・陶） 29,000円
メ394-096 灰釉刷毛目7号鍋  23.5×23×11.5㎝（10入・陶） 20,500円
メ394-106 灰釉刷毛目6号鍋  22.5×19.5×9.5㎝（20入・陶） 12,500円

メ394-116 赤楽10号鍋  35×31×15.5㎝（6入・陶） 67,500円
メ394-126 赤楽9号鍋  32×29×15㎝（8入・陶） 50,500円
メ394-136 赤楽8号鍋  28.5×26×14㎝（10入・陶） 33,500円
メ394-146 赤楽7号鍋  25.5×23×11.5㎝（10入・陶） 23,600円
メ394-156 赤楽6号鍋  22.5×19.5×9.5㎝（20入・陶） 14,000円

メ394-166 黒釉11.0鍋  
39×33×19㎝（4入・陶） 35,400円

メ394-176 黒釉9.0黒切立鍋  
33.5×28×15.5㎝（5入・陶） 21,200円

メ394-186 織部9.0オリベ切立鍋  
33.5×28×15.5㎝（5入・陶） 21,200円

メ394-196 鉄赤格子10号鍋  38×32×17.5㎝（6入・陶） 9,100円
メ394-206 鉄赤格子9号鍋  34×27.5×15.5㎝（8入・陶） 7,800円
メ394-216 鉄赤格子8号鍋  29×25×13.5㎝（10入・陶） 5,600円
メ394-226 鉄赤格子6号鍋  21×18.5×10㎝（20入・陶） 3,450円

メ394-236 グリーン流し10号鍋  38×32×17.5㎝（6入・陶） 9,700円
メ394-246 グリーン流し9号鍋  34×27.5×15.5㎝（8入・陶） 8,100円
メ394-256 グリーン流し8号鍋  29×25×13.5㎝（10入・陶） 6,000円
メ394-266 グリーン流し6号鍋  21×18.5×10㎝（20入・陶） 3,650円

メ394-276 天目刷毛目10号鍋  38×32×17.5㎝（6入・陶） 9,700円
メ394-286 天目刷毛目9号鍋  34×27.5×15.5㎝（8入・陶） 8,100円
メ394-296 天目刷毛目8号鍋  29×25×13.5㎝（10入・陶） 6,000円
メ394-306 天目刷毛目6号鍋  21×18.5×10㎝（20入・陶） 3,650円

メ394-316 アメ刷毛目10号鍋  38×32×17.5㎝（6入・陶） 8,900円
メ394-326 アメ刷毛目9号鍋  34×27.5×15.5㎝（8入・陶） 7,500円
メ394-336 アメ刷毛目8号鍋  29×25×13.5㎝（10入・陶） 5,500円
メ394-346 アメ刷毛目6号鍋  21×18.5×10㎝（20入・陶） 3,350円

メ394-356 武蔵野10号鍋  38×32×17.5㎝（6入・陶） 9,900円
メ394-366 武蔵野9号鍋  34×27.5×15.5㎝（8入・陶） 8,400円
メ394-376 武蔵野8号鍋  29×25×13.5㎝（10入・陶） 6,300円
メ394-386 武蔵野6号鍋  21×18.5×10㎝（20入・陶） 3,900円

メ394-396 もみじ10号鍋  38×32×17.5㎝（6入・陶） 9,900円
メ394-406 もみじ9号鍋  34×27.5×15.5㎝（8入・陶） 8,400円
メ394-416 もみじ8号鍋  29×25×13.5㎝（10入・陶） 6,300円
メ394-426 もみじ6号鍋  21×18.5×10㎝（20入・陶） 3,900円
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メ395-016 4.5号織部鍋（受皿付）  
15×13.5×9.5㎝（30入・陶） 11,800円

メ395-026 赤楽4.5号鍋（受皿付）  
15×13.5×9.5㎝（30入・陶） 11,800円

メ395-036 5号赤楽柳川鍋（受皿付）  
15×6.8㎝（30入・陶） 12,300円

メ395-046 アメ釉5号鍋（受皿付）  
17.5×15.5×9㎝（30入・陶） 11,800円

メ395-056 赤楽5号鍋（受皿付）  
17.5×15.5×9㎝（30入・陶） 12,300円

メ395-066 4号赤楽浅鍋（受皿付）  
14.5×12.2×7.5㎝（30入・陶） 11,800円

メ395-156 織部8.0陶板  
30.5×26×16㎝（5入・陶） 14,200円

メ395-166 黒釉8.0陶板  
30.5×26×16㎝（6入・陶） 14,200円

メ395-176 10号陶板（蓋付）  
35.5×31×14㎝（5入・陶） 13,400円

メ395-186 織部11.0陶板  
37.5×33×15㎝（5入・陶） 23,600円

メ395-196 黒釉11.0陶板  
37.5×33×15㎝（6入・陶） 23,600円

メ395-206 12号陶板（蓋付）  
43×38×17.5㎝（5入・陶） 21,200円

メ395-076 グリーン流し柳川鍋  
20×18×7.5㎝（30入・陶） 2,600円
メ395-086 焼杉台  
19×19×1.8㎝（40入）（木製） 1,200円

メ395-096 天目刷毛目柳川鍋  
20×18×7.5㎝（30入・陶） 2,550円
メ395-106 焼杉台  
19×19×1.8㎝（40入）（木製） 1,200円

メ395-116 鉄赤柳川鍋  
20×18×7.5㎝（30入・陶） 2,250円
メ395-126 焼杉台  
19×19×1.8㎝（40入）（木製） 1,200円

メ395-136 織部柳川鍋  
20×18×7.5㎝（30入・陶） 2,550円
メ395-146 焼杉台  
19×19×1.8㎝（40入）（木製） 1,200円
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銀峯三島

銀峯貫入

ス396-016 11号深鍋  
38×φ34×19㎝（身12㎝）（4入･陶） 15,000円

ス396-026 10号深鍋  
34×φ31×17㎝（身10.5㎝）（5入･陶） 8,500円

ス396-036 9号深鍋  
31×φ28×16㎝（身10㎝）（6入･陶） 6,200円

ス396-046 8号深鍋  
27×φ25×14㎝（身8.7㎝）
（8入･陶） 4,800円

ス396-056 
7号深鍋  
24×φ22×12.5㎝
（身8㎝）（10入･陶）
3,700円

ス396-066 
6号深鍋  
21×φ19×11㎝
（身6.7㎝）（16入･陶）
2,400円

ス396-076 
5.5号深鍋  
19×φ17×10㎝
（身6.3㎝）（20入･陶）
2,350円

ス396-086 
5号深鍋  
17×φ15×9㎝
（身5.5㎝）（40入･陶）
2,150円

ス396-096 雑炊鍋  
19×φ17×12㎝
（身8.5㎝）（18入･陶）
2,400円

ス396-106 8号陶板  
27×φ25×10㎝（身4.3㎝）（8入･陶）
4,500円

ス396-116 6号陶板  
20×φ19×8㎝（身3.2㎝）（16入･陶）
2,500円

ス396-126 
とんすい（大）  
13.5×12×5㎝
（10×10入･陶）
580円

ス396-136 
とんすい（小）  
12.5×11×5㎝
（10×10入･陶）
570円

ス396-146 
薬味皿（2品）  
18×9×3㎝（80入･陶）
920円

ス396-156 10号丸皿  
φ31×3.5㎝（15入･陶）
3,100円
ス396-166 12号丸皿  
φ37×5㎝（10入･陶）
6,000円

ス396-176 ダシ入（大）  
φ12×19㎝（900㏄）（3×12入･陶）
2,300円
ス396-186 ダシ入（中）  
φ10×16㎝（530㏄）（3×12入･陶）
1,900円

ス396-196 アラ入（大）  
φ12×12.5㎝（3×12入･陶）
2,300円
ス396-206 アラ入（小）  
φ10×10㎝（3×16入･陶）
1,700円

ス396-216 手付汁次（大）  
φ10.8×14㎝（900cc）（6×4入･陶）
3,200円
ス396-226 手付汁次（小）  
φ9.8×13㎝（630cc）（6×4入･陶）
3,000円

ス396-236 大レンゲ  
7.5×21㎝（160入･陶）
570円
ス396-246 大受け台  
13×9.5×4㎝（160入･陶）
470円

ス396-256 小レンゲ  
5×15㎝（320入･陶）
350円
ス396-266 小受け台  
9×6.5×2.5㎝（320入･陶）
290円

ス396-276 
穴明き大レンゲ  
7.5×21㎝（160入･陶）
580円

ス396-516 11号鍋  
40×φ34×18㎝（身10.8㎝）（4入･陶） 10,500円

ス396-526 10号鍋  
36×φ31×16㎝（身10.2㎝）（5入･陶） 6,400円

ス396-536 9号鍋  
33×φ28×15㎝（身9.5㎝）（6入･陶） 4,700円

ス396-546 8号鍋  
29.5×φ25×13.5㎝（身9㎝）（8入･陶）
3,400円

ス396-556 7号鍋  
26×φ22×12㎝（身7.5㎝）（10入･陶）
2,600円

ス396-566 6号鍋  
22×φ18.5×10㎝（身6㎝）（16入･陶）
1,700円

ス396-576 5.5号鍋  
20×φ17×9㎝（身5.5㎝）
（20入･陶）1,650円 ス396-586 ダシ入  

φ12×19㎝（900㏄）（6×4入･陶）
2,300円

ス396-596 アラ入  
φ12×12.5㎝（6×4入･陶）
2,250円

ス396-606 とんすい  
14×12.5×5.5㎝（10×10入･陶）
550円

ス396-616 大レンゲ  
7.5×22㎝（160入･陶）
540円

ス396-626 大受け台  
13×10×4㎝（160入･陶）
470円

ス396-636 小レンゲ  
5×15㎝（320入･陶） 330円

ス396-646 小受け台  
9×6.5×2.5㎝（320入･陶） 270円
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燻　し

柚子天目

粉　引

ス397-016 10号鍋  
φ34×19㎝（身10.5㎝）（4入･陶） 18,500円
ス397-026 9号鍋  
φ31×17㎝（身9㎝）（5入･陶） 12,500円

ス397-036 8号鍋  
φ28×16㎝（身8.2㎝）（6入･陶）
9,500円

ス397-046 6号鍋  
φ21×11.5㎝（身6.2㎝）（10入･陶）
4,500円

ス397-056 10号丸皿  
φ30×4.5㎝（15入･陶） 5,500円

ス397-066 汁次  
9.5×8.5×15㎝（500㏄）（24入･陶）
4,200円

ス397-076 アラ入  
φ12×10㎝（24入･陶）
4,200円

ス397-086 片手付小鉢  
15×12×8㎝（60入･陶）
2,300円

ス397-096 大レンゲ  
7×21㎝（100入･陶） 1,200円
ス397-106 大受け台  
φ10×3.5㎝（100入･陶） 1,200円

ス397-116 小レンゲ  
6.5×14.5㎝（200入･陶） 900円
ス397-126 小受け台  
φ9×3㎝（200入･陶） 900円

ス397-616 10号鍋  
35.5×φ31×18㎝（身11㎝）（5入･陶）
14,500円

ス397-626 9号鍋  
30.5×φ27×16㎝（身10㎝）（6入･陶）
10,500円

ス397-636 8号鍋  
29×φ25×15㎝（身8.7㎝）（8入･陶）
8,300円

ス397-646 7号鍋  
25.5×φ22×13.5㎝（身8㎝）（10入･陶）
7,500円

ス397-656 6号鍋  
22.5×φ19×10㎝（身7㎝）（16入･陶）
3,800円

ス397-666 
とんすい  
13.5×12.5×4.5㎝（10×8入･陶）
920円

ス397-676 
小レンゲ  
5.5×15.8㎝（200入･陶）
860円

ス397-686 
小受け台  
9×9×3㎝（200入･陶）
620円

ス397-696 
大レンゲ  
9.3×23㎝（100入･陶）
1,050円

ス397-706 
大受け台  
12×11.2×4㎝（100入･陶）
700円

ス397-716 
汁次（大）  
11×14㎝（900㏄）（6×4入･陶）
3,150円

ス397-726 
汁次（小）  
10.5×12㎝（700㏄）（6×4入･陶）
2,950円

ス397-736 
アラ入  
11.5×11.5㎝（6×4入･陶）
2,850円

ス397-316 12号深鍋  
41×φ37×22㎝（身13㎝）（1入･陶） 
55,000円

ス397-326 10号深鍋  
34.5×φ31.5×19㎝（身10.5㎝）（5入･陶） 
18,500円

ス397-336 9号深鍋  
31.5×φ28.5×17㎝（身9.5㎝）（6入･陶） 
12,500円

ス397-346 8号深鍋  
28.5×φ25.5×16㎝
（身8.7㎝）（8入･陶） 
9,500円

ス397-356 6号深鍋  
22×φ19.5×11.5㎝
（身6.3㎝）（16入･陶） 
4,500円

ス397-366 10号丸皿  
φ30×4.5㎝（15入･陶） 
5,500円

ス397-376 汁次  
9.5×8.5×15㎝（500㏄）（24入･陶） 
4,200円

ス397-386 アラ入  
φ12×10㎝（24入･陶） 
4,200円

ス397-396 片手付小鉢  
15×12×8㎝（60入･陶） 
2,300円

ス397-406 大レンゲ  
7×12㎝（100入･陶） 1,200円
ス397-416 大受け台  
φ10×3.5㎝（100入･陶） 1,200円

ス397-426 小レンゲ  
6.5×14.5㎝（200入･陶） 900円
ス397-436 小受け台  
φ9×3㎝（200入･陶） 900円
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ス398-016 アメ釉（手造）9号鍋  33×φ28.5×16.5㎝（4入・陶）（萬古焼） 16,000円
ス398-026 アメ釉（手造）8号鍋  30×φ25.5×14.5㎝（6入・陶）（萬古焼） 13,500円
ス398-036 アメ釉（手造）7号鍋  27×φ22×13㎝（8入・陶）（萬古焼） 11,500円

ス398-046 織部（手造）10号鍋  38×φ31×18.5㎝（身10.5㎝）（5入・陶）（萬古焼） 16,000円
ス398-056 織部（手造）9号鍋  34×φ27.5×17㎝（身10㎝）（6入・陶）（萬古焼） 13,500円
ス398-066 織部（手造）8号鍋  31×φ25×15㎝（身8.8㎝）（8入・陶）（萬古焼） 11,500円

ス398-076 黒釉（手造）10号鍋  38×φ31×18.5㎝（身10.5㎝）（5入・陶）（萬古焼） 16,000円
ス398-086 黒釉（手造）9号鍋  34×φ27.5×17㎝（身10㎝）（6入・陶）（萬古焼） 13,500円
ス398-096 黒釉（手造）8号鍋  31×φ25×15㎝（身8.8㎝）（8入・陶）（萬古焼） 11,500円

ス398-106 黒織部ふたり鍋  
φ28×15㎝（1300㏄）（6入・陶）（萬古焼） 5,100円
ス398-116 黒織部ひとり鍋  
φ22.5×12.5㎝（600㏄）（10入・陶）（萬古焼） 3,300円

ス398-126 アメ釉ふたり鍋  
φ28×15㎝（1300㏄）（6入・陶）（萬古焼） 5,100円
ス398-136 アメ釉ひとり鍋  
φ22.5×12.5㎝（600㏄）（10入・陶）（萬古焼） 3,300円

ス398-146 オリベ格子10号深鍋  36×φ32×19.5㎝（4500㏄）（身11.5㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,900円
ス398-156 オリベ格子9号深鍋  33×φ28.5×17㎝（3000㏄）（身10㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,500円
ス398-166 オリベ格子8号深鍋  29×φ25.5×15.5㎝（2300㏄）（身9.3㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,200円
ス398-176 オリベ格子7号深鍋  25×φ22.5×13㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 4,100円
ス398-186 オリベ格子6号深鍋  23×φ19.5×11.5㎝（800㏄）（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,750円

ス398-196 京庵10号京型鍋  36.5×φ30.5×18㎝（身10.8㎝）（5入・陶）（萬古焼） 11,500円
ス398-206 京庵9号京型鍋  33×φ27.5×16㎝（身9.4㎝）（6入・陶）（萬古焼） 8,200円
ス398-216 京庵8号京型鍋  29×φ24.5×14㎝（身8.5㎝）（8入・陶）（萬古焼） 6,000円
ス398-226 京庵7号京型鍋  25×φ21×11.5㎝（身7.5㎝）（10入・陶）（萬古焼） 4,700円
ス398-236 京庵6号京型鍋  22×φ18.5×10㎝（身6.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 3,100円
ス398-246 京庵小鉢  φ13.8×5.5㎝（10×8入・陶）（萬古焼） 1,000円

ス398-256 鉄釉京型10号鍋  36.5×φ30.5×18㎝（身10.8㎝）（5入・陶）（萬古焼） 11,000円
ス398-266 鉄釉京型9号鍋  33×φ27.5×16㎝（身9.4㎝）（6入・陶）（萬古焼） 7,800円
ス398-276 鉄釉京型8号鍋  29×φ24.5×14㎝（身8.5㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,800円
ス398-286 鉄釉京型7号鍋  25×φ21×11.5㎝（身7.5㎝）（10入・陶）（萬古焼） 4,500円
ス398-296 鉄釉京型6号鍋  22×φ18.5×10㎝（身6.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス398-306 鉄釉小鉢  φ13.8×5.5㎝（10×8入・陶）（萬古焼） 1,000円

ス398-316 アメ釉10号深鍋  36.5×φ32×18㎝（身11㎝）（5入・陶）（萬古焼） 10,000円
ス398-326 アメ釉9号深鍋  34×φ29×16㎝（身9.8㎝）（6入・陶）（萬古焼） 7,400円
ス398-336 アメ釉8号深鍋  30.5×φ25.8×15㎝（身9㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,600円
ス398-346 アメ釉7号深鍋  26×φ22.5×13㎝（身7.5㎝）（10入・陶）（萬古焼） 4,100円
ス398-356 アメ釉6号深鍋  22.5×φ19×11㎝（身6.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,950円
ス398-366 アメ釉とんすい  15×φ13×5㎝（10×8入・陶）（萬古焼） 900円

ス398-376 瑠璃釉10号深鍋  36.5×φ31×18㎝（身11.2㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,200円
ス398-386 瑠璃釉9号深鍋  33×φ28×16.5㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,300円
ス398-396 瑠璃釉8号深鍋  29×φ25×15㎝（身9.7㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,700円
ス398-406 瑠璃釉7号深鍋  25×φ21.5×13.5㎝（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,800円
ス398-416 瑠璃釉6号深鍋  22×φ18.5×10.5㎝（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス398-426 瑠璃釉小鉢  φ13×5.5㎝（5×16入・陶）（萬古焼） 1,000円

ス398-446 京粉引9号深鍋  30.5×φ27.5×15.5㎝（身9.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,700円
ス398-456 京粉引8号深鍋  27.5×φ25×14.5㎝（身9.2㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,100円
ス398-466 京粉引7号深鍋  25×φ22×13㎝（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,900円
ス398-476 京粉引6号深鍋  21.5×φ19×11㎝（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,500円

ス398-436 京粉引10号深鍋  34×φ30.5×16.3㎝（身10.4㎝）（5入・陶）（萬古焼） 9,400円

ス398-486 京粉引とんすい  15.3×13.2×4.8㎝（10×8入・陶）（萬古焼） 900円

ス398-496 緑釉南蛮10号深鍋  36.5×φ31×18㎝（4400㏄）（身11.2㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,200円
ス398-506 緑釉南蛮9号深鍋  33×φ28×16.5㎝（3000㏄）（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,300円
ス398-516 緑釉南蛮8号深鍋  29×φ25×15㎝（2400㏄）（身9.7㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,700円
ス398-526 緑釉南蛮7号深鍋  25×φ21.5×13.5㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,800円
ス398-536 緑釉南蛮6号深鍋  22×φ18.5×10.5㎝（800㏄）（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス398-546 緑釉南蛮 小鉢  φ12.5×5.5㎝（5×16入・陶）（萬古焼） 1,000円
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100・200V対応 100・200V対応 100・200V対応

（電磁調理器対応土鍋 100～200V 3KW対応）
（電磁調理器対応土鍋 100～200V 3KW対応） （電磁調理器対応土鍋 100～200V 3KW対応）

ス399-016 黒十草10号深鍋  36.5×φ31×18㎝（身11.2㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,700円
ス399-026 黒十草9号深鍋  33×φ28×16.5㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,800円
ス399-036 黒十草8号深鍋  29×φ25×15㎝（身9.7㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,200円
ス399-046 黒十草7号深鍋  25×φ21.5×13㎝（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 4,100円
ス399-056 黒十草6号深鍋  22×φ18.5×10.5㎝（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス399-066 黒十草小鉢  φ13×5.5㎝（5×16入・陶）（萬古焼） 1,000円

ス399-076 ゴスハケメ10号深鍋  36.5×φ31×18㎝（身11.2㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,200円
ス399-086 ゴスハケメ9号深鍋  33×φ28×16.5㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,300円
ス399-096 ゴスハケメ8号深鍋  29×φ25×15㎝（身9.7㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,700円
ス399-106 ゴスハケメ7号深鍋  25×φ21.5×13㎝（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,800円
ス399-116 ゴスハケメ6号深鍋  22×φ18.5×10.5㎝（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,700円
ス399-126 ゴスハケメ丸小鉢  φ13×5.5㎝（5×16入・陶）（萬古焼） 1,000円

ス399-136 間取花 10号深鍋  36.5×φ31×18㎝（身11.2㎝）（5入）（萬古焼） 8,700円
ス399-146 間取花 9号深鍋  33×φ28×16㎝（身10.5㎝）（6入）（萬古焼） 6,800円
ス399-156 間取花 8号深鍋  29×φ25×15㎝（身9.7㎝）（8入）（萬古焼） 5,200円
ス399-166 間取花 7号深鍋  25×φ21.5×13.5㎝（身8㎝）（10入）（萬古焼） 4,100円
ス399-176 間取花 6号深鍋  22×φ18.5×10.5㎝（身7㎝）（16入）（萬古焼） 2,900円
ス399-186 間取花 小鉢  φ12.5×5㎝（5×16入）（萬古焼） 1,000円

ス399-196 白刷毛目10号深鍋  36.5×φ31×18㎝（身11.2.㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,200円
ス399-206 白刷毛目9号深鍋  33×φ28×16㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,300円
ス399-216 白刷毛目8号深鍋  29×φ25×15㎝（身9.7㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,700円
ス399-226 白刷毛目7号深鍋  25.5×φ21.5×13.5㎝（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,800円
ス399-236 白刷毛目6号深鍋  22.5×φ18.5×10.5㎝（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,700円
ス399-246 白刷毛目小鉢  φ13×5.5㎝（5×16入・陶）（萬古焼） 1,000円

ハ399-256 五十鈴三島10号鍋  35.5×31.8×18.3㎝（5入） 8,800円
ハ399-266 五十鈴三島9号鍋  31.5×28.3×15.8㎝（6入） 6,300円
ハ399-276 五十鈴三島8号鍋  29×25.5×15.3㎝（8入） 5,000円
ハ399-286 五十鈴三島7号鍋  25×22.3×13.2㎝（10入） 3,900円
ハ399-296 五十鈴三島6号鍋  22×19.8×12.3㎝（16入） 2,500円
ハ399-306 五十鈴三島とんすい  13.2×12.7×5.5㎝（120入・陶） 730円

ス399-316 切立刷毛目10号深鍋  36.5×φ31×18㎝（身11.2㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,300円
ス399-326 切立刷毛目9号深鍋  33×φ28×16.5㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,400円
ス399-336 切立刷毛目8号深鍋  29×φ25×15㎝（身9.7㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,800円
ス399-346 切立刷毛目7号深鍋  25×φ21.5×13.5㎝（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,850円
ス399-356 切立刷毛目6号深鍋  22×φ18.5×10.5㎝（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,850円
ス399-366 切立刷毛目とんすい  14×13×5㎝（10×10入・陶）（萬古焼） 880円

ス399-376 黒吹草花10号深鍋  35.5×φ31×18㎝（身10.5㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,800円
ス399-386 黒吹草花9号深鍋  32×φ28.5×16㎝（身9.8㎝）（6入・陶）（萬古焼） 7,200円
ス399-396 黒吹草花8号深鍋  29×φ25×15㎝（身9㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,500円
ス399-406 黒吹草花7号深鍋  25.5×φ22×13.5㎝（身7.8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 4,300円
ス399-416 黒吹草花6号深鍋  22.5×φ19×10.5㎝（身6.8㎝）（16入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス399-426 黒吹草花とんすい  13×12.5×4.5㎝（10×10入・陶）（萬古焼） 730円

ス399-436 もみじ10号深鍋  35×φ31×17㎝（身10.5㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,500円
ス399-446 もみじ9号深鍋  32×φ28.5×16㎝（身9.8㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,500円
ス399-456 もみじ8号深鍋  29×φ25.5×15㎝（身9㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,200円
ス399-466 もみじ7号深鍋  25×φ22×13.5㎝（身7.8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 4,300円
ス399-476 もみじ6号深鍋  22×φ19×10.5㎝（身6.8㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,750円
ス399-486 もみじとんすい  13×12.5×4.5㎝（10×10入・陶）（萬古焼） 720円

ス399-496 銀峯京三島11号浅鍋  36×φ34×18㎝（身11㎝）（4入・陶）（萬古焼） 12,000円
ス399-506 銀峯京三島10号浅鍋  33×φ30.5×16㎝（身9.5㎝）（5入・陶）（萬古焼） 7,800円
ス399-516 銀峯京三島9号浅鍋  30×φ27×15㎝（身8.8㎝）（6入・陶）（萬古焼） 5,500円
ス399-526 銀峯京三島8号浅鍋  27×φ24.5×14㎝（身7.8㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,100円
ス399-536 銀峯京三島7号浅鍋  23×φ21×11㎝（身6.8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,200円
ス399-546 銀峯京三島6号浅鍋  20×φ18.5×10㎝（身6㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,100円
ス399-556 銀峯京三島5.5号浅鍋  18×φ17×9㎝（身5.3㎝）（20入・陶）（萬古焼） 2,000円

ス399-566 銀峯三島10号IH鍋（プレート式）  33.5×φ30.5×18.5㎝（身10㎝）（5入・陶）（萬古焼） 12,500円
ス399-576 銀峯三島9号IH鍋（プレート式）  31.5×φ28×16㎝（身9.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 9,200円
ス399-586 銀峯三島8号IH鍋（プレート式）  27.5×φ24.5×14㎝（身8㎝）（8入・陶）（萬古焼） 7,900円
ス399-596 銀峯三島7号IH鍋（プレート式）  24.5×φ21.5×12㎝（身7㎝）（10入・陶）（萬古焼） 6,900円
ス399-606 取替用IH鍋専用プレート（8～10号用）  φ17.5㎝ 2,100円
ス399-616 取替用IH鍋専用プレート（7号用）  φ16㎝ 2,000円

ス399-626 すばる10号IH鍋（プレート式）  35×φ30.5×17㎝（3600㏄）（身10.3㎝）（5入・陶）（萬古焼） 13,000円
ス399-636 すばる9号IH鍋（プレート式）  31.5×φ27.2×16㎝（2600㏄）（身9.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 10,500円
ス399-646 すばる8号IH鍋（プレート式）  28×φ25×15㎝（2000㏄）（身9㎝）（8入・陶）（萬古焼） 9,200円
ス399-656 すばる7号IH鍋（プレート式）  24.5×φ22×13㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 7,800円
ス399-666 すばる6号IH鍋（プレート式）  22×φ19×11.5㎝（800㏄）（身6.6㎝）（16入・陶）（萬古焼） 6,500円

ス399-676 京粉引10号IH鍋（プレート付）  35×φ30.5×17㎝（3600㏄）（身10.3㎝）（5入・陶）（萬古焼） 13,000円
ス399-686 京粉引9号IH鍋（プレート付）  31.5×φ27.2×16㎝（2600㏄）（身9.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 10,500円
ス399-696 京粉引8号IH鍋（プレート付）  28×φ25×15㎝（2000㏄）（身9㎝）（8入・陶）（萬古焼） 9,200円
ス399-706 京粉引7号IH鍋（プレート付）  25×φ22×13㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 7,800円
ス399-716 京粉引6号IH鍋（プレート付）  22×φ19×11.5㎝（800㏄）（身6.6㎝）（16入・陶）（萬古焼） 6,500円
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200V対応

（※P400-156～400-496の土鍋と合わせて使用いただくとIH対応としてご使用いただけます。）

100・200V対応 100・200V対応

100・200V対応

ヨ400-016 白刷毛目マジカル10号鍋  36×31.2×18.5㎝（1×5入・陶） 37,500円
ヨ400-026 白刷毛目マジカル9号鍋  32×28×15.5㎝（1×6入・陶） 28,900円
ヨ400-036 白刷毛目マジカル8号鍋  29×25×14.5㎝（1×8入・陶） 23,600円
ヨ400-046 白刷毛目マジカル6号鍋  23×19×11㎝（1×16入・陶） 17,200円

ネ400-056 サーマテック アイボリー9号鍋  φ27.6×16㎝（3200㏄）（6入）（マレーシア） 18,000円
ネ400-066 サーマテック アイボリー8号鍋  φ24.8×14㎝（2200㏄）（6入）（マレーシア） 16,500円
ネ400-076 サーマテック アイボリー6.5号鍋  φ20.2×11.5㎝（1100㏄）（6入）（マレーシア） 9,100円
（IH、電子レンジ、オーブンレンジ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター対応）

（IH、電子レンジ、オーブンレンジ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター対応）

（電磁調理器対応土鍋 100～200V 3KW対応）

ネ400-086 サーマテック ブルークローバー10号鍋  34.5×30.5×17㎝（3300㏄）（6入）（マレーシア） 16,500円
ネ400-096 サーマテック ブルークローバー9号鍋  32.5×28.5×16㎝（2500㏄）（6入）（マレーシア） 13,100円
ネ400-106 サーマテック ブルークローバー8号鍋  29.5×25.5×15㎝（1900㏄）（6入）（マレーシア） 9,800円
ネ400-116 サーマテック ブルークローバー6.5鍋  23×19.5×11㎝（800㏄）（6入）（マレーシア） 6,550円

ス400-126 藍ロマン9号IH鍋（プレート式）  32×φ28×16㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 11,500円
ス400-136 藍ロマン8号IH鍋（プレート式）  29.5×φ25×15㎝（身9.8㎝）（8入・陶）（萬古焼） 10,000円
ス400-146 藍ロマン7号IH鍋（プレート式）  25.5×φ22×13.5㎝（身8㎝）（10入・陶）（萬古焼） 9,000円

ハ400-256 宴赤/黒10号鍋  34.8×30.8×17.9㎝（4500㏄）（5入・陶） 9,700円
ハ400-266 宴赤/黒9号鍋  31.6×28×15.8㎝（3000㏄）（6入・陶） 7,200円
ハ400-276 宴赤/黒8号鍋  28.7×25.7×15㎝（2600㏄）（8入・陶） 6,100円
ハ400-286 宴赤/黒7号鍋  25.6×22.5×12.8㎝（1500㏄）（10入・陶） 4,400円
ハ400-296 宴赤/黒6号鍋  22×19.4×10.5㎝（800㏄）（16入・陶） 3,300円

ハ400-306 宴オレンジ/黒10号鍋  34.8×30.8×17.9㎝（4500㏄）（5入・陶） 9,700円
ハ400-316 宴オレンジ/黒9号鍋  31.6×28×15.8㎝（3000㏄）（6入・陶） 7,200円
ハ400-326 宴オレンジ/黒8号鍋  28.7×25.7×15㎝（2600㏄）（8入・陶） 6,100円
ハ400-336 宴オレンジ/黒7号鍋  25.6×22.5×12.8㎝（1500㏄）（10入・陶） 4,400円
ハ400-346 宴オレンジ/黒6号鍋  22×19.4×10.5㎝（800㏄）（16入・陶） 3,300円

ハ400-156 黒宴ベイク赤10号鍋  34.8×30.8×17.9㎝（4500㏄）（5入・陶） 9,700円
ハ400-166 黒宴ベイク赤9号鍋  31.6×28×15.8㎝（3000㏄）（6入・陶） 7,100円
ハ400-176 黒宴ベイク赤8号鍋  28.7×25.7×15㎝（2600㏄）（8入・陶） 6,000円
ハ400-186 黒宴ベイク赤7号鍋  25.6×22.5×12.8㎝（1500㏄）（10入・陶） 4,400円
ハ400-196 黒宴ベイク赤6号鍋  22×19.4×10.5㎝（800㏄）（16入・陶） 3,300円

ハ400-206 黒宴ベイクオレンジ10号鍋  34.8×30.8×17.9㎝（4500㏄）（5入・陶） 9,700円
ハ400-216 黒宴ベイクオレンジ9号鍋  31.6×28×15.8㎝（3000㏄）（6入・陶） 7,100円
ハ400-226 黒宴ベイクオレンジ8号鍋  28.7×25.7×15㎝（2600㏄）（8入・陶） 6,000円
ハ400-236 黒宴ベイクオレンジ7号鍋  25.6×22.5×12.8㎝（1500㏄）（10入・陶） 4,400円
ハ400-246 黒宴ベイクオレンジ6号鍋  22×19.4×10.5㎝（800㏄）（16入・陶） 3,300円

ハ400-356 宴白/黒10号鍋  34.8×30.8×17.9㎝（4500㏄）（5入・陶） 9,700円
ハ400-366 宴白/黒9号鍋  31.6×28×15.8㎝（3000㏄）（6入・陶） 7,200円
ハ400-376 宴白/黒8号鍋  28.7×25.7×15㎝（2600㏄）（8入・陶） 6,100円
ハ400-386 宴白/黒7号鍋  25.6×22.5×12.8㎝（1500㏄）（10入・陶） 4,400円
ハ400-396 宴白/黒6号鍋  22×19.4×10.5㎝（800㏄）（16入・陶） 3,300円

ハ400-406 宴黒10号鍋  34.8×30.8×17.9㎝（4500㏄）（5入・陶） 8,800円
ハ400-416 宴黒9号鍋  31.6×28×15.8㎝（3000㏄）（6入・陶） 6,600円
ハ400-426 宴黒8号鍋  28.7×25.7×15㎝（2600㏄）（8入・陶） 5,500円
ハ400-436 宴黒7号鍋  25.6×22.5×12.8㎝（1500㏄）（10入・陶） 4,200円
ハ400-446 宴黒6号鍋  22×19.4×10.5㎝（800㏄）（16入・陶） 3,100円

ハ400-456 宴白10号鍋  34.8×30.8×17.9㎝（4500㏄）（5入・陶） 8,800円
ハ400-466 宴白9号鍋  31.6×28×15.8㎝（3000㏄）（6入・陶） 6,600円
ハ400-476 宴白8号鍋  28.7×25.7×15㎝（2600㏄）（8入・陶） 5,500円
ハ400-486 宴白7号鍋  25.6×22.5×12.8㎝（1500㏄）（10入・陶） 4,200円
ハ400-496 宴白6号鍋  22×19.4×10.5㎝（800㏄）（16入・陶） 3,100円

ハ400-506 兼用鋳鉄IH板8･9･10号用  φ19×0.5㎝ 2,100円
ハ400-516 兼用鋳鉄IH板7号用  φ15.8×0.5㎝ 1,800円
ハ400-526 兼用鋳鉄IH板6号用  φ14.3×0.5㎝ 1,000円
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ケ401-016 石目 東風10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-026 石目 東風9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-036 石目 東風8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-046 石目 東風7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-056 石目 東風6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-066 石目 東風10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-076 石目 東風9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-086 石目 東風8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-096 石目 東風7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-106 和（なごみ） 明志野10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-116 和（なごみ） 明志野9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-126 和（なごみ） 明志野8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-136 和（なごみ） 明志野7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-146 和（なごみ） 明志野6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-156 和（なごみ） 明志野10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-166 和（なごみ） 明志野9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-176 和（なごみ） 明志野8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-186 和（なごみ） 明志野7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-196 和（なごみ） 朽葉10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-206 和（なごみ） 朽葉9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-216 和（なごみ） 朽葉8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-226 和（なごみ） 朽葉7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-236 和（なごみ） 朽葉6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-246 和（なごみ） 朽葉10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-256 和（なごみ） 朽葉9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-266 和（なごみ） 朽葉8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-276 和（なごみ） 朽葉7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-286 和（なごみ） 山がすみ10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-296 和（なごみ） 山がすみ9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-306 和（なごみ） 山がすみ8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-316 和（なごみ） 山がすみ7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-326 和（なごみ） 山がすみ6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-336 和（なごみ） 山がすみ10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-346 和（なごみ） 山がすみ9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-356 和（なごみ） 山がすみ8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-366 和（なごみ） 山がすみ7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-376 和（なごみ） 金華10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-386 和（なごみ） 金華9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-396 和（なごみ） 金華8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-406 和（なごみ） 金華7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-416 和（なごみ） 金華6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-426 和（なごみ） 金華10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-436 和（なごみ） 金華9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-446 和（なごみ） 金華8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-456 和（なごみ） 金華7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-466 和（なごみ） 夢路10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-476 和（なごみ） 夢路9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-486 和（なごみ） 夢路8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-496 和（なごみ） 夢路7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-506 和（なごみ） 夢路6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-516 和（なごみ） 夢路10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-526 和（なごみ） 夢路9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-536 和（なごみ） 夢路8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-546 和（なごみ） 夢路7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-556 石目 粉引黒ライン10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-566 石目 粉引黒ライン9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-576 石目 粉引黒ライン8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-586 石目 粉引黒ライン7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-596 石目 粉引黒ライン6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-606 石目 粉引黒ライン10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-616 石目 粉引黒ライン9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-626 石目 粉引黒ライン8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-636 石目 粉引黒ライン7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-646 石目 銀河10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-656 石目 銀河9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-666 石目 銀河8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-676 石目 銀河7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-686 石目 銀河6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-696 石目 銀河10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-706 石目 銀河9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-716 石目 銀河8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-726 石目 銀河7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-736 石目 なごり雪10号鍋  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 10,000円
ケ401-746 石目 なごり雪9号鍋  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 7,500円
ケ401-756 石目 なごり雪8号鍋  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 6,400円
ケ401-766 石目 なごり雪7号鍋  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 4,700円
ケ401-776 石目 なごり雪6号鍋  21.9×19×11.1㎝（16入・陶） 3,400円
ケ401-786 石目 なごり雪10号鍋（IH）  35.9×31×18.3㎝（5入・陶） 12,500円
ケ401-796 石目 なごり雪9号鍋（IH）  32.9×28.5×16.7㎝（6入・陶） 10,000円
ケ401-806 石目 なごり雪8号鍋（IH）  29.7×25.5×15.3㎝（8入・陶） 8,900円
ケ401-816 石目 なごり雪7号鍋（IH）  26.1×22.5×13.3㎝（10入・陶） 6,800円

ケ401-826 粉引黒ライン石目広口 呑水  14.7×13×5.3㎝（120入） 700円
ケ401-836 粉引黒ライン石目 タレ入れ（大）  10×16.7㎝（800㏄）（36入） 2,000円
ケ401-846 粉引黒ライン石目 蓋付タレ入れ（小）  13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入） 2,000円
ケ401-856 粉引黒ライン石目三品盛仕切皿  21×8×2.5㎝（80入） 1,500円
ケ401-866 粉引黒ライン石目二品盛仕切皿  14×8×2.5㎝（120入） 1,100円

ケ401-876 銀河石目深口呑水  14.5×12.3×6㎝（120入） 650円
ケ401-886 銀河石目タレ入れ（大）  10×16.7㎝（800㏄）（36入） 1,900円
ケ401-896 銀河石目蓋付タレ入れ（小）  13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入） 1,900円
ケ401-906 銀河石目三品盛仕切皿  21×8×2.5㎝（80入） 1,400円
ケ401-916 銀河石目二品盛仕切皿  14×8×2.5㎝（120入） 1,000円

ケ401-926 新粉引深口呑水  14.5×12.3×6㎝（120入） 650円
ケ401-936 新粉引石目タレ入れ（大）  10×16.7㎝（800㏄）（36入） 1,900円
ケ401-946 新粉引石目蓋付タレ入れ（小）  13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入） 1,900円
ケ401-956 新粉引石目三品盛仕切皿  21×8×2.5㎝（80入） 1,400円
ケ401-966 新粉引石目二品盛仕切皿  14×8×2.5㎝（120入） 1,000円
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ス402-066 黒釉5号タジン鍋  
17.5×φ15.5×12㎝（身4.5㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス402-076 唐津刷毛目5号タジン鍋  
17.5×φ15.5×12㎝（身4.5㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,000円

ス402-086 織部4号タジン鍋  
φ13.5×10.5㎝ 身4.7㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,300円
ス402-096 アメ釉4号タジン鍋  
φ13.5×10.5㎝ 身4.7㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,300円

ス402-106 京風白刷毛目碗付行平  
17×φ15×12㎝（身8㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,900円
ス402-116 天目碗付行平  
17×φ15×12㎝（身8㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,900円

ス402-146 銀峯菊花山吹ご飯鍋3合炊（中蓋付）  
24.7×φ22.5×16㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,300円

ス402-136 銀峯菊花粉引ご飯鍋2合炊（中蓋付）  
21.5×φ19.5×15㎝（身10.3㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,200円

ス402-126 銀峯菊花粉引ご飯鍋3合炊（中蓋付）  
24.7×φ22.5×16㎝（身10.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,300円

ス402-156 銀峯菊花山吹ご飯鍋2合炊（中蓋付）  
21.5×φ19.5×15㎝（身10.3㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,200円

ス402-166 アメ釉手造ご飯釜  
φ25.5×15.5㎝（4入・陶）（萬古焼） 19,500円

ス402-186 大黒蒸し鍋用専用皿9号  φ23×7.5㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,900円
ス402-196 大黒蒸し鍋用専用皿8号  φ21×6.2㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,100円
ス402-206 大黒蒸し鍋用専用皿7号  φ18×5.5㎝（24入・陶）（萬古焼） 2,100円

ス402-176 大黒蒸し鍋用専用皿10号  φ25.8×7.5㎝（12入・陶）（萬古焼） 5,200円

ス402-216 大黒蒸し鍋用専用皿6号  φ15×4.8㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,950円

メ402-226 五合御飯鍋  26×20×18㎝（6入・陶）（信楽焼） 15,500円
メ402-236 三合御飯鍋  25.5×21×14㎝（6入・陶）（信楽焼） 13,500円
メ402-246 焼杉台  19×19×1.8㎝（170入・陶）（信楽焼） 1,200円

メ402-256 緑釉五合御飯鍋  26×20×18㎝（6入・陶）（信楽焼） 15,500円
メ402-266 緑釉三合御飯鍋  22.5×21×14㎝（6入・陶）（信楽焼） 13,500円
メ402-276 焼杉台  19×19×1.8㎝（170入・陶）（信楽焼） 1,200円

ス402-016 黒金彩タジン鍋（大）  φ27.5×16.5㎝（身6㎝）（6入・陶）（萬古焼） 9,300円
ス402-026 黒金彩タジン鍋（中）  φ22.7×17㎝（身6㎝）（8入・陶）（萬古焼） 6,200円
ス402-036 黒金彩タジン鍋（小）  φ16.7×14㎝（身4.5㎝）（12入・陶）（萬古焼） 3,600円

ス402-046 ブラック7号タジン鍋  
26×φ21.3×13㎝（身5㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,200円

ス402-056 白釉7号蒸し鍋（中子付）  
25×φ21×16㎝（身10㎝）（8入・陶）（萬古焼） 6,000円
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ス403-046 大黒黒釉ご飯鍋3合炊（中蓋付）  
27×φ21.5×17㎝（身14.5㎝）（8入・陶）（萬古焼） 7,800円

ス403-056 黒丸ご飯鍋7合炊  φ24×27×22㎝（身14㎝）（6入・陶）（萬古焼） 6,500円
ス403-066 黒丸ご飯鍋5合炊  φ21×23.5×19㎝（身12㎝）（8入・陶）（萬古焼） 5,200円
ス403-076 黒丸ご飯鍋3合炊  φ18×21×17㎝（身11㎝）（12入・陶）（萬古焼） 3,700円
ス403-086 黒丸ご飯鍋1合炊  φ14.5×16.5×17㎝（身9㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,000円

ス403-016 大黒ふっくらご飯鍋6合炊（中蓋付）  
31×φ25.5×23㎝（身16㎝）（4入・陶）（萬古焼） 15,500円
ス403-026 大黒ふっくらご飯鍋4合炊（中蓋付）  
26.5×φ22.8×21㎝（身14.5㎝）（6入・陶）（萬古焼） 8,400円
ス403-036 大黒ふっくらご飯鍋2合炊（中蓋付）  
20×φ16.5×16㎝（身11.4㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,800円

ヨ403-096 ぷち2.0合炊きご飯鍋  
20.5×18×14㎝（1×8入・陶）（マレーシア） 4,550円
ヨ403-106 1.5合炊きご飯鍋  
19.3×16.5×13.5㎝（1×16入・陶） 4,550円

ス403-116 黒釉1人用ご飯鍋1合炊（中蓋付）  
19×φ16×12.5㎝（身9.5㎝）（18入・陶）（萬古焼） 3,700円
ス403-126 黒陶茶碗付ご飯鍋1合炊（中蓋付）  
18×φ15×15㎝（身8.8㎝）（12入・陶）（萬古焼） 4,000円

ス403-136 黒釉ご飯釜（2合炊）  17×φ15×13.5㎝（身13㎝）（8入・陶）（萬古焼） 7,500円
ス403-146 黒釉ご飯釜（1合炊）  15×φ12×11㎝（身10㎝）（12入・陶）（萬古焼） 4,200円

ス403-176 黒釉耐熱ミニコンロ  φ9.8×6.8㎝（40入・陶）（萬古焼） 2,400円
ス403-166 黒釉ミニご飯釜（0.5合炊）  11×φ10×12㎝（身9.5㎝）（27入・陶）（萬古焼） 3,400円
ス403-156 黒釉耐熱コンロ（中）  φ11.5×6.5㎝（40入・陶）（萬古焼） 2,500円

メ403-186 黒釉五合御飯鍋  30×23×23㎝（8入・陶） 16,500円
メ403-196 黒釉三合御飯鍋  29×20×19㎝（8入・陶） 13,500円
メ403-206 黒釉一人用御飯鍋  22×17×16㎝（16入・陶） 7,000円
メ403-216 焼杉台  19×19×1.8㎝（170入・陶）（信楽焼） 1,200円

メ403-226 織部五合御飯鍋  30×23×23㎝（8入・陶） 16,500円
メ403-236 織部三合御飯鍋  29×20×19㎝（8入・陶） 13,500円
メ403-246 織部一人用御飯鍋  22×17×16㎝（16入・陶） 7,000円
メ403-256 焼杉台  19×19×1.8㎝（40入）（木製） 1,200円
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ロ404-016 黒彫十草目玉焼き器  
14.8×12.6×6.3㎝（40入・陶） 2,030円

ロ404-026 青磁魚紋目玉焼き器  
14.8×12.6×6.3㎝（40入・陶） 2,030円

ロ404-036 うずしお目玉焼き器  
14.8×12.6×6.3㎝（40入・陶） 2,030円

ミ404-046 黒織部いろはミニ鍋  
13.5×12.5×7.5㎝（40入・陶） 3,350円

ス404-096 織部4号深鍋  
14.5×φ13×8.5㎝（身6.7㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,650円

ス404-066 京風白刷毛目4号浅鍋  
14×φ12.5×7.5㎝（身4.3㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,600円

ス404-076 柚子天目4号浅鍋  
14×φ12.5×7.5㎝（身4.3㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,600円

ス404-086 唐津刷毛目4号鍋  
15.5×φ12.5×8.8㎝（身6㎝）（40入・陶）（萬古焼） 2,200円

ス404-056 織部4号浅鍋  
14×φ12.5×7.5㎝（身4.3㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,600円

ス404-106 京風白刷毛目4号深鍋  
15×φ13×8.5㎝（身6.7㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,650円

ス404-116 柚子天目4号深鍋  
15×φ13×8.5㎝（身6.7㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,650円

ス404-126 鉄結晶4号鍋  
15.5×φ12.5×8.8㎝（身6㎝）（40入・陶）（萬古焼） 2,200円

ス404-136 南蛮黒吹ミニ懐石鍋  
17.5×φ14.2×5.6㎝（身3.7㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,400円

ス404-146 朱巻金紋4号鍋  
14.5×φ13×7.5㎝（身5㎝）（45入・陶）（萬古焼） 2,750円

ス404-156 黒陶刷毛目4.5号鍋  
16.5×φ13.5×8㎝（身5.4㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,000円

ス404-166 黒陶刷毛目4号多用深鍋  
16×φ12.5×10.5㎝（身7.8㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,200円

ス404-176 焼締5号平鍋  
φ15.5×7.5㎝（身4.7㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,200円

ス404-186 唐津刷毛目5号平鍋  
18×φ15×8㎝（身4.4㎝）（24入・陶）（萬古焼） 2,400円

ス404-196 鉄結晶5号平鍋  
18×φ15×8㎝（身4.4㎝）（24入・陶）（萬古焼） 2,400円

ス404-206 大黒刷毛目6号深鍋  
21.7×φ19.5×11.5㎝（800㏄）（身6.8㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,500円
ス404-216 大黒刷毛目5号深鍋  
17×φ15×9.5㎝（500㏄）（身6㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,150円

ス404-226 鉄釉5号鍋  
18×φ15.6×9.5㎝（身5.8㎝）（30入・陶）（萬古焼） 3,000円

ス404-236 織部5.5号鍋  
19×φ17×11㎝（身6.3㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス404-246 織部5号鍋  
17×φ15×9㎝（身5.5㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,350円

ス404-256 京風白刷毛目5.5号鍋  
19×φ17×11㎝（身6.3㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス404-266 京風白刷毛目5号鍋  
17×φ15×9㎝（身5.5㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,350円

ス404-276 天目5.5号鍋  
19×φ17×11㎝（身6.3㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス404-286 天目5号鍋  
17×φ15×9㎝（身5.5㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,350円
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カ405-016 加茂川会席鍋（蓋強化）  
15.5×8.8㎝（20入・陶） 4,350円

カ405-026 松葉会席鍋（蓋強化）  
15.5×8.8㎝（20入・陶） 4,350円

カ405-036 加茂川5.5陶板（蓋強化）  
16.7×5.8㎝（30入・陶） 4,200円

カ405-046 松葉5.5陶板（蓋強化）  
16.7×5.8㎝（30入・陶） 4,200円

ミ405-056 洋風小紋陶板なべ  
φ18×6.5㎝（30入・陶） 3,900円

ミ405-066 洋風カゴメ浅なべ  
φ17×6.8㎝（30入・陶） 3,450円

ミ405-076 耐熱絵織部蓋付陶板鍋  
18.5×17×11㎝（20入・陶） 3,650円

ト405-086 織部格子楕円鍋  
18.5×17×11㎝（9入・陶） 3,900円

ス405-096 アメ釉4.5号はも鍋  
φ14×5.8㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス405-106 はも鍋用受け皿  
φ16×2.5㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,200円

ス405-116 朱巻金紋6号鍋  22.5×φ19.5×11㎝（身7㎝）（16入・陶）（萬古焼） 4,000円
ス405-126 朱巻金紋5.5号鍋  19.5×φ17.5×10.5㎝（身7㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,650円
ス405-136 朱巻金紋5号鍋  17.5×φ15×9㎝（身6㎝）（30入・陶）（萬古焼） 3,300円

ス405-146 アメ釉（手造り）5号鍋  
φ16.5×12㎝（身6.5㎝）（12入・陶）（萬古焼） 6,500円

ス405-156 織部（手造り）5号鍋  
φ16.5×12㎝（身6.5㎝）（12入・陶）（萬古焼） 6,500円
ス405-166 がんじょう釜台（小）  
17.5×17.5×8㎝（40入） 3,400円

ス405-176 鉄釉炊鍋  
18×φ14×10㎝（身7㎝）（30入・陶）（萬古焼） 3,300円

ス405-186 黒陶刷毛目6号浅鍋  
21×φ18×9.8㎝（身5.4㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,400円

ス405-196 京風白刷毛目碗付雑炊鍋  
17×φ15×12.5㎝（身7.7㎝）（24入・陶）（萬古焼） 3,500円

ス405-206 天目碗付雑炊鍋  
17×φ15×12.5㎝（身7.7㎝）（24入・陶）（萬古焼） 3,500円

ス405-216 鉄結晶碗付雑炊鍋  
18×φ15.5×13㎝（身7.5㎝）（24入・陶）（萬古焼） 3,000円

ス405-226 唐津刷毛目碗付雑炊鍋  
18×φ15.5×13㎝（身7.5㎝）（24入・陶）（萬古焼） 3,000円

ス405-236 瑠璃釉雑炊鍋  
20×φ17×12.5㎝（身9㎝）（18入・陶）（萬古焼） 2,900円

ス405-246 利行刷毛目雑炊鍋  
20×φ17×12.5㎝（身9㎝）（18入・陶）（萬古焼） 2,900円

ス405-256 白刷毛目雑炊鍋  
20×φ17.5×13㎝（身9㎝）（18入・陶）（萬古焼） 2,850円

ス405-266 もみじ雑炊鍋  
20×φ17.5×13㎝（身9㎝）（18入・陶）（萬古焼） 2,850円

ス405-276 京風白刷毛目ダルマ雑炊鍋  
19.5×φ17×12.5㎝（身8.5㎝）（18入・陶）（萬古焼） 3,600円

ス405-286 天目ダルマ雑炊鍋  
19.5×φ17×12.5㎝（身8.5㎝）（18入・陶）（萬古焼） 3,600円
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ス406-016 大黒茶柳川皿（小）  
φ16.5×2.5㎝（80入・陶）（萬古焼） 1,200円
ス406-026 柳川用釜台（小）  
17.3×17.3×3.5㎝（40入） 1,200円

ス406-036 大黒茶柳川皿（大）  
φ20×2.7㎝（60入・陶）（萬古焼） 1,350円
ス406-046 柳川用釜台（大）  
22×22×5㎝（30入） 1,800円

ス406-056 黒柳川皿（大）  
φ19.5×2.9㎝（60入・陶）（萬古焼） 1,300円
ス406-066 黒柳川皿（小）  
φ16.5×2.8㎝（80入・陶）（萬古焼） 1,150円

ス406-076 黒陶櫛目8号陶板  28.5×φ24×4.2㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,000円
ス406-086 黒陶櫛目7号陶板  26×φ21×4㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,400円
ス406-096 黒陶櫛目6号陶板  22.5×φ18.5×3.5㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,900円

ス406-106 天目柳川鍋  
φ17×6.5㎝（身3.7㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,800円

ス406-116 京風白刷毛目柳川鍋  
φ17×6.5㎝（身3.7㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,800円

ス406-126 志野刷毛絵柳川陶板  
18.8×φ16.5×6.5㎝（身3.3㎝）（30入・陶）（萬古焼） 3,200円

ス406-136 砂付緑釉柳川陶板  
18.8×φ16.5×6.5㎝（身3.3㎝）（30入・陶）（萬古焼） 3,200円

ス406-146 黒 朴葉皿  
16.5×13×3.5㎝（80入・陶）（萬古焼） 1,400円

ス406-156 黒釉葉型陶板（大）  
27×19×2.5㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,950円
ス406-166 黒釉葉型陶板（小）  
23.5×16.5×2㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,200円

ス406-176 黒釉葉型鍋（大）  
21×14.3×5㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,600円
ス406-186 黒釉葉型鍋（小）  
17×12.3×5㎝（60入・陶）（萬古焼） 950円

ス406-196 深海アワビ型陶板（大）  
21×15×5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,250円
ス406-206 深海アワビ型陶板（小）  
18×14×4㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,000円

ス406-216 織部（手造り）5号陶板  
φ16.5×9.5㎝（身3.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 5,500円

ス406-226 アメ釉（手造り）5号陶板  
φ16.5×9.5㎝（身3.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 5,500円

ス406-236 鉄釉5号陶板  
18.5×φ15.5×7㎝（身3.5㎝）（30入・陶）（萬古焼） 2,750円

ス406-246 鉄釉6号陶板  
22.5×φ18.5×8㎝（身4.2㎝）（16入・陶）（萬古焼） 3,300円

ス406-256 黒釉溶岩風陶板6号  
20×20×7㎝（16入・陶）（萬古焼） 2,900円
ス406-266 黒釉溶岩風陶板6号の身のみ  
20×20×1.7㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,500円

ス406-276 古都梅6号陶板  
23×φ19.5×7.5㎝（身3.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,750円
ス406-286 古都梅5.5号陶板  
20×φ17.5×7.5㎝（身3㎝）（20入・陶）（萬古焼） 2,650円

ス406-296 朱巻金紋6号陶板  
23×φ19.5×7.5㎝（身3.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 4,200円
ス406-306 朱巻金紋5.5号陶板  
20×φ17.5×7.5㎝（身3㎝）（20入・陶）（萬古焼） 3,900円

ス406-316 大黒刷毛目6号陶板  φ19.5×23×8.3㎝（身3.5㎝）（16入・陶）（萬古焼） 2,700円
ス406-326 大黒刷毛目5.5号陶板  φ17.5×20×7.5㎝（身3㎝）（20入・陶）（萬古焼） 2,600円
ス406-336 がんじょう釜台（大）  20×20×7㎝（30入） 3,600円
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ス407-016 黒ビビンバ鍋  
φ20.5×7.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,250円
ス407-026 ビビンバ鍋用敷台  
23×17×1.3（内径φ14.5）㎝（60入）（インドネシア） 2,200円

ス407-036 茶ビビンバ鍋  
φ20.5×7.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,250円
ス407-046 がんじょう釜台（大）  
20×20×7㎝（φ16.5）（30入） 3,600円

ス407-056 びびっこ（ビビンバ用）（黒）  
φ15×6.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,800円
ス407-066 びびっこ（ビビンバ用）用敷台  
18×14×1.2（内径φ11.5）㎝（120入）（インドネシア） 1,500円

ス407-076 びびっこ（ビビンバ用）（茶）  
φ15×6.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,800円
ス407-086 がんじょう釜台（小）  
17.5×17.5×8㎝（40入） 3,400円

ス407-096 深型ビビンバ鍋（大）黒  
φ18×8㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,300円
ス407-106 枠付敷板19㎝  
19×19×2㎝（60入） 1,050円

ス407-116 深型ビビンバ鍋（小）黒  
φ13.5×6.8㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,450円
ス407-126 枠付敷板16㎝  
16×16×2㎝（80入） 820円

ス407-136 深型ビビンバ鍋（大）石目  
φ18×8㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,300円
ス407-146 がんじょう釜台（大）  
20×20×7㎝（30入） 3,600円

ワC407-186 石焼ビビンバ鍋φ18㎝  
φ18×H8㎝（中国） 3,350円
ワC407-196 敷板内径18㎝用  
20×20×H2.8㎝（中国） 1,500円

ワC407-206 石焼ビビンバ鍋φ16㎝  
φ16×H7.5㎝（中国） 3,150円
ワC407-216 敷板内径16㎝用  
17.5×22.5×H2㎝（中国） 1,480円

ワC407-226 ビビンバ用スプーン  
φ4.5×21㎝ 600円
ワC407-236 アルミヤットコ  
3.5×7×17㎝（韓国） 1,100円

ス407-246 黒釉平鍋（小）  
25×φ19.5×5.2㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,850円

ス407-316 黒（手造り）ミニステーキ陶板  
18×15×2.3㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,000円
ス407-326 アルミコンロ（火入･敷板付）  
φ13.3×9.3㎝（60入）（中国） 2,400円

ス407-336 黒石焼陶板  
φ15.8×2㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,000円

ネ407-276 印花耐熱鍋皿  
23×21×4㎝（40入・陶）（耐熱） 2,500円

ス407-296 耐熱（手造り）ステーキ陶板  
29×19.5×2.7㎝（15入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス407-306 長角枠付敷台  
30×23×1.7㎝（40入）（萬古焼） 2,200円

ス407-256 萩風6号変形陶板  
24.3×18.8×6.8㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,800円

ス407-266 黒6号変形陶板  
24.3×18.8×6.8㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,800円

ミ407-156 グレー石目調スタッキングビビンバ19㎝  φ19×8.2㎝（18入・陶） 2,500円
ミ407-166 グレー石目調スタッキングビビンバ18㎝  φ18×7.9㎝（20入・陶） 2,300円
ミ407-176 グレー石目調スタッキングビビンバ14㎝  φ14×6.5㎝（30入・陶） 1,650円

ネ407-286 黒十草土鍋皿  
23×21×4㎝（40入・陶）（耐熱） 2,500円
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ス408-016 黒（超耐熱）10号手付パエリアパン  
33.5×φ30×7.3㎝（10入・陶）（萬古焼） 5,000円
ス408-026 黒（超耐熱）8号手付パエリアパン  
28×φ24.5×6.3㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,500円

ス408-036 茶（超耐熱）10号手付パエリアパン  
33.5×φ30×7.3㎝（10入・陶）（萬古焼） 5,000円
ス408-046 茶（超耐熱）8号手付パエリアパン  
28×φ24.5×6.3㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,500円

ス408-056 黒（超耐熱）10号パエリアパン手なし  
φ30×7.3㎝（12入・陶）（萬古焼） 4,700円
ス408-066 黒（超耐熱）8号パエリアパン手なし  
φ24.5×6.3㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,700円

ス408-076 灰釉10号耐熱皿  33.5×φ30.5×5㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,700円
ス408-086 灰釉8号耐熱皿  28×φ26×4.3㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,600円
ス408-096 灰釉7号耐熱皿  25×φ22×3.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,000円

ス408-106 鉄結晶手付耐熱鉢（大）  
28×φ25×7㎝（12入・陶）（萬古焼） 4,300円
ス408-116 鉄結晶手付耐熱鉢（小）  
24×φ21×6㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,100円

ス408-126 超耐熱ホーロク10号  
φ30×3㎝（16入・陶）（萬古焼） 4,000円
ス408-136 超耐熱ホーロク8号  
φ24×3㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,500円

ス408-146 鉄赤7号陶板  
25.3×φ22.7×3.6㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,000円

ハ408-156 耳付鍋どんぶり（耐熱）  
26.5×22.5×7.8㎝（40入・陶） 1,850円

ス408-166 鉄結晶しゃぶしゃぶ鍋  
29×φ26.5×13㎝（身9㎝）（4入・陶）（萬古焼） 9,600円

ス408-176 灰釉蓋付陶板10号  33.5×φ30.5×13㎝（身5㎝）（5入・陶）（萬古焼） 6,500円
ス408-186 灰釉蓋付陶板8号  28.5×φ25.8×11.5㎝（身4.3㎝）（8入・陶）（萬古焼） 4,800円
ス408-196 灰釉蓋付陶板7号  24.3×φ22.5×10㎝（身4㎝）（10入・陶）（萬古焼） 3,600円

ス408-206 京粉引10号陶板  
36×φ31×12㎝（身4㎝）（5入・陶）（萬古焼） 8,300円

ス408-216 灰釉9号仕切鍋  
31×φ28×18㎝（身10㎝）（6入・陶）（萬古焼） 7,400円
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ス409-016 織部（手造り）7.5号丸鍋  
φ23×11.5㎝（身4㎝）（10入・陶）（萬古焼） 9,500円

ス409-026 アメ釉（手造り）7.5号丸鍋  
φ23×11.5㎝（身4㎝）（10入・陶）（萬古焼） 9,500円

ス409-036 黒釉（手造り）すっぽん鍋9号  
35×φ28×12.5㎝（身6㎝）（6入・陶）（萬古焼） 13,500円
ス409-046 黒釉（手造り）すっぽん鍋8号  
31×φ24.5×11㎝（身6㎝）（8入・陶）（萬古焼） 11,500円

ス409-056 黒飴釉手造すっぽん鍋10号  
35.5×31.5×7.3㎝（5入・陶）（萬古焼） 22,900円
ス409-066 黒飴釉手造すっぽん鍋9号  
34×28×7㎝（6入・陶）（萬古焼） 18,800円

ス409-076 鉄赤すっぽん鍋10号  35×φ31×14㎝（身7㎝）（5入・陶）（萬古焼） 18,000円
ス409-086 鉄赤すっぽん鍋8号  28×φ25×10.5㎝（身5㎝）（8入・陶）（萬古焼） 9,000円
ス409-096 鉄赤すっぽん鍋6号  22×φ19×8㎝（身4㎝）（16入・陶）（萬古焼） 4,800円

ス409-106 炎旨焼器（金網付）  
φ29×7㎝（8入・陶）（萬古焼） 6,000円
ス409-116 がんじょう金網9号  
φ27×4㎝（50入） 2,000円

ヨ409-126 1.5合炊きご飯鍋  
19.3×16.5×13.5㎝（1×16入・陶） 4,550円
ヨ409-136 飴茶丸型ゴトク  
φ15.5×11.5㎝（30入・磁）（萬古焼） 3,700円

ヨ409-146 クリーム丸型ゴトク  
φ15.5×11.5㎝（30入・磁）（萬古焼） 3,700円

ヨ409-156 ぷち2.0合炊きご飯鍋  
20.5×18×14㎝（1×8入・陶）（マレーシア） 4,550円
ヨ409-166 なでかく型コンロ 黒  
11.5×11.5×12㎝（磁）（輸入） 3,500円

ヨ409-176 
イークッカー専用粉引なでかく型コンロ  
11.5×11.5×12㎝（12入・陶）（マレーシア）
 4,550円

ヨ409-186 
イークッカー専用アルミ製ゴトク  
φ13.5×10.2㎝（中国） 2,400円

ヨ409-196 
イークッカー専用折りたたみ式ゴトク  
12×12×11㎝（中国） 2,400円

ヨ409-206 イークッカー専用ボンベ  
φ6.5×5㎝（200入）（韓国） 240円
ヨ409-216 イークッカー専用バーナー  
φ6.5×5㎝（中国） 5,400円
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ス410-016 黒釉大レンゲ  
7.6×21㎝（160入・陶）（萬古焼） 700円
ス410-026 黒釉大受け台  
11.8×9.8×3.5㎝（160入・陶）（萬古焼） 580円

ス410-036 黒釉小レンゲ  
5×15㎝（320入・陶）（萬古焼） 400円
ス410-046 黒釉小受け台  
8.7×6.3×2.5㎝（320入・陶）（萬古焼） 360円

ス410-056 錆掛大レンゲ  
7.6×21㎝（160入・陶）（萬古焼） 700円
ス410-066 錆掛大受け台  
11.8×9.8×3.5㎝（160入・陶）（萬古焼） 580円

ス410-076 錆掛小レンゲ  
5×15㎝（320入・陶）（萬古焼） 400円
ス410-086 錆掛小受け台  
8.7×6.3×2.5㎝（320入・陶）（萬古焼） 360円

ス410-096 青地大レンゲ  
7.6×21㎝（160入・陶）（萬古焼） 700円
ス410-106 青地大受け台  
11.8×9.8×3.5㎝（160入・陶）（萬古焼） 580円

ス410-116 青地小レンゲ  
5×15㎝（320入・陶）（萬古焼） 400円
ス410-126 青地小受け台  
8.7×6.3×2.5㎝（320入・陶）（萬古焼） 360円

ス410-136 カンゲン大レンゲ  
7.6×20.3㎝（160入・陶）（萬古焼） 650円
ス410-146 カンゲン大受台  
11×9.3㎝（160入・陶）（萬古焼） 450円

ス410-156 カンゲン小レンゲ  
4.7×15.5㎝（320入・陶）（萬古焼） 370円
ス410-166 カンゲン小受台  
8.8×6.6㎝（320入・陶）（萬古焼） 260円

ス410-176 京粉引大レンゲ  
8×22㎝（160入・陶）（萬古焼） 800円
ス410-186 京粉引大受け台  
11.5×9.5㎝（160入・陶）（萬古焼） 550円

ス410-196 京粉引小レンゲ  
5.2×15.5㎝（320入・陶）（萬古焼） 550円
ス410-206 京粉引小受け台  
8.5×6.7㎝（320入・陶）（萬古焼） 380円

ス410-216 だんらん大レンゲ  
7.6×21㎝（160入・陶）（萬古焼） 700円
ス410-226 だんらん大受台  
11.8×9.8×3.5㎝（160入・陶）（萬古焼） 670円

ス410-236 だんらん小レンゲ  
5×15㎝（320入・陶）（萬古焼） 400円
ス410-246 だんらん小受台  
8.7×6.3×2.5㎝（320入・陶）（萬古焼） 360円

ス410-256 白大レンゲ  
6×21㎝（200入・陶）（萬古焼） 330円
ス410-266 黒大受台  
11.5×7.8×3.5㎝（200入・陶）（萬古焼） 330円

ス410-276 白小レンゲ  
4×14㎝（320入・陶）（萬古焼） 210円
ス410-286 黒小受台  
8×5×2.5㎝（320入・陶）（萬古焼） 210円

ス410-296 白穴アキレンゲ  
7.2×19㎝（200入・陶）（萬古焼） 330円
ス410-306 黒穴アキ用受台  
10.2×8.3×3.3㎝（200入・陶）（萬古焼） 330円

ス410-346 枠付敷台24㎝  24×24×2㎝ 1,450円
ス410-356 枠付敷台19㎝  19×19×2㎝ 1,050円
ス410-366 枠付敷台16㎝  16×16×2㎝ 820円

ス410-376 正角イカダスノコ18㎝  18×17㎝ 680円
ス410-386 正角イカダスノコ15㎝  15×15㎝ 480円
ス410-396 正角イカダスノコ13㎝  13×13㎝ 400円

ス410-406 丸型敷台25.5㎝  φ25.5㎝ 1,300円
ス410-416 丸型敷台19.5㎝  φ19.5㎝ 900円
ス410-426 丸型敷台14㎝  φ14㎝ 500円

ソ410-436 花つなぎ（青）お玉立て  φ10.4×3.5㎝（5入・磁）（有田焼） 1,000円
ソ410-446 白釉 お玉立て  φ10.4×3.5㎝（5入・磁）（有田焼） 1,000円
ソ410-456 あさぎり お玉立て  φ10.4×3.5㎝（5入・磁）（有田焼） 1,000円

ス410-466 焼杉角板21㎝  21×21㎝ 800円
ス410-476 焼杉角板18㎝  18×18㎝ 500円
ス410-486 焼杉角板15㎝  15×15㎝ 350円
ス410-496 焼杉角板13㎝  13×13㎝ 270円
ス410-506 焼杉角板11㎝  11×11㎝ 180円

ワD410-516 敷板（段足付）18角（内寸φ14.5）M40-945  
18×18×2.5㎝（中国） 2,350円

ワD410-526 敷板（段付）18角（内寸φ14.5）M40-478  
18×18×1.5㎝（中国） 1,350円

ス410-536 井型敷台18㎝  18×18㎝ 450円
ス410-546 井型敷台15㎝  15×15㎝ 350円
ス410-556 井型敷台13㎝  13×13㎝ 320円

ユ410-316 
お玉杓子（大）  
8.5×26㎝（10×8入）（中国）
2,650円

ワA410-326 
ファインポリマー･田舎杓子（中）穴アキ  
φ8.7×20.5×6.4㎝（輸入・中国）
2,100円

ワA410-336 
ファインポリマー･田舎杓子（中）  
φ8.7×20.5×6.4㎝（輸入・中国）
1,950円
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メ411-016 
南蛮杵形ダシ入  
φ11×20㎝（10入・陶）
6,800円

メ411-026 
南蛮手付ダシ入  
18×10.5×10㎝（10入・陶）
6,800円

メ411-036 
南蛮ガラ入  
φ12×11㎝（10入・陶）
3,650円

メ411-046 
灰釉杵形ダシ入  
11×11×20㎝（700㏄）（30入・陶）（信楽焼）
6,800円

メ411-056 
灰釉手付ダシ入  
18×10.5×10㎝（500㏄）（40入・陶）（信楽焼）
6,800円

メ411-066 
灰釉ガラ入  
12×12×11㎝（500㏄）（40入・陶）（信楽焼）
3,650円

ス411-076 
青磁木目汁次（大）  
φ11×14.5㎝（1000㏄）（6×4入・磁）（萬古焼）
3,400円

ス411-086 
青磁木目汁次（小）  
φ9×12.5㎝（500㏄）（6×4入・磁）（萬古焼）
2,800円

ス411-096 
青磁木目アラ入（大）  
φ14×12㎝（口径φ12㎝）（6×4入・磁）（萬古焼）
2,800円

ス411-106 
青磁木目アラ入（小）  
12×10㎝（口径φ9.6㎝）（6×4入・磁）（萬古焼）
2,300円

イ411-116 
黒伊賀汁次（大）  
φ10.6×12.5㎝（750㏄）（4×6入・磁）
2,300円

イ411-126 
黒伊賀汁次（小）  
φ9.2×11.5㎝（500㏄）（6×6入・磁）
2,000円

ス411-156 
錆刷毛絵アラ入  
φ13.5×12㎝（6×4入・陶）（萬古焼）
3,000円

ス411-166 
わら灰汁次（大）  
φ11.5×13㎝（800㏄）（6×4入・陶）（萬古焼）
3,500円

ス411-176 
わら灰汁次（小）  
φ10×11.5㎝（500㏄）（6×4入・陶）（萬古焼）
3,000円

ス411-186 
わら灰アラ入  
φ13.5×12㎝（6×4入・陶）（萬古焼）
3,000円

ス411-136 
錆刷毛絵汁次（大）  
φ11.5×13㎝（800㏄）（6×4入・陶）（萬古焼）
3,500円

ス411-146 
錆刷毛絵汁次（小）  
φ10×11.5㎝（500㏄）（6×4入・陶）（萬古焼）
3,000円

ス411-226 
藤総窯三島アラ入  
φ12.5×11㎝（6×4入・陶）（萬古焼）
2,900円

ト411-236 
白マット タレポット  
17×10×10.5㎝（470㏄）（6×8入・磁）
2,500円

ト411-246 
衣目黒 タレポット  
17×10×10.5㎝（470㏄）（6×8入・磁）
2,500円

ス411-196 
藤総窯三島手付汁次（大）  
φ10.6×13.5㎝（800㏄）（6×4入・陶）（萬古焼）
3,600円

ス411-206 
藤総窯三島手付汁次（中）  
φ9.7×12㎝（600㏄）（6×4入・陶）（萬古焼）
3,200円

ス411-216 
藤総窯三島手付汁次（小）  
φ8.5×10.5㎝（400㏄）（6×6入・陶）（萬古焼）
2,800円

ス411-256 
青磁六兵汁次（大）  
φ11×14.5㎝（1000㏄）（6×4入・磁）（萬古焼）
3,400円

ス411-266 
青磁六兵汁次（小）  
φ9×12.5㎝（500㏄）（6×4入・磁）（萬古焼）
2,800円

ス411-276 
青磁六兵アラ入  
φ14×12㎝（口径φ12㎝）（6×4入・磁）（萬古焼）
2,800円

ス411-306 
白（手造り）片口  
15.5×φ12.5×7.5㎝（450㏄）（30入・陶）（萬古焼）
1,900円

ス411-286 刷毛目片口（大）  
18.5×φ16×5.5㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,200円
ス411-296 刷毛目片口（小）  
15×φ13×4.5㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,650円

ワA411-316 籐丸鍋敷白（大）  
18.5㎝ 600円
ワA411-326 籐丸鍋敷白（小）  
15.5㎝ 580円
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ス412-016 伊勢コンロ丸10号（金網･敷板付）  φ30×12㎝（4入・陶）（萬古焼） 11,000円
ス412-026 伊勢コンロ10号用ゴトク  φ29.5×8.5㎝（16入・陶）（萬古焼） 3,500円
ス412-036 伊勢コンロ10号用金網  φ29㎝ 2,050円

ス412-046 伊勢コンロ（手付）丸9号（金網･敷板付）  32×φ27×11㎝（4入・陶）（萬古焼） 9,800円
ス412-056 伊勢コンロ9号用ゴトク  φ26.7×7.8㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス412-066 伊勢コンロ9号用金網  φ26㎝ 2,000円

ス412-076 伊勢コンロ丸7号（金網･敷板付）  φ20×10㎝（10入・陶）（萬古焼） 7,200円
ス412-086 伊勢コンロ7号用ゴトク  φ19.6×6.2㎝（30入・陶）（萬古焼） 1,450円
ス412-096 伊勢コンロ7号用金網  φ19㎝（陶）（萬古焼） 1,550円

ス412-106 アメ釉水コンロ（大）（金網･敷板付）  32×φ30×14㎝（4入・陶）（萬古焼） 11,000円
ス412-116 アメ釉水コンロ用五徳（大）  φ30×7㎝（16入・陶）（萬古焼） 4,200円
ス412-126 アメ釉水コンロ用金網（大）  φ30㎝ 450円

ス412-136 アメ釉水コンロ（小）（金網･敷板付）  21×φ19.5×13.3㎝（10入・陶）（萬古焼） 7,200円
ス412-146 アメ釉水コンロ用五徳（小）  φ19.5×8.3㎝（24入・陶）（萬古焼） 2,800円
ス412-156 アメ釉水コンロ用金網（小）  φ20㎝ 400円

ス412-166 伊勢コンロ丸5号（金網･敷板付）  φ17×12.5㎝（12入・陶）（萬古焼） 4,800円
ス412-176 伊勢コンロ5号用ゴトク  φ16.7×6.5㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,100円
ス412-186 伊勢コンロ5号用金網  φ17㎝ 1,400円

ス412-196 黒串焼きコンロ（大）（金網･板付）  
32×14.5×13㎝（6入・陶）（萬古焼） 10,500円
ス412-206 串焼きコンロ（大）用金網  
32.5×16㎝ 1,800円

ス412-216 黒串焼きコンロ（小）（金網･板付）  
18.5×13.5×13㎝（12入・陶）（萬古焼） 5,400円
ス412-226 串焼きコンロ（小）用金網  
15×15㎝ 1,500円

ス412-236 黒吹火消し壷（小）敷板付  
φ16×13.5㎝（12入・陶）（萬古焼） 3,400円

メ412-246 
赤楽コンロ（敷板付）  
φ12.5×8.5㎝（27入・陶）
13,500円

メ412-256 
黒楽コンロ（敷板付）  
φ12.5×8.5㎝（27入・陶）
13,500円

メ412-266 
アメ釉コンロ浅（敷板付）  
φ12.5×8.5㎝（27入・陶）
12,300円

メ412-276 
赤楽長角皿コンロ（敷板付）  
17.5×11.5×8.5㎝（20入・陶）
15,900円

メ412-286 
黒楽長角コンロ（敷板付）  
17.5×11.5×8.5㎝（20入・陶）
15,900円
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ワA413-016 炭焼バーベキューコンロ（中）4～8人用（金網2枚付）
54×23×H20㎝･アミ27×21㎝ 30,000円
ワA413-026 炭火コンロ専用敷板（中）足付21023
59×28×2.5㎝ 6,500円

ス413-036 丸金網28㎝
28㎝（中国） 250円
ス413-046 丸金網24㎝
24㎝（中国） 250円

ス413-056 丸金網20㎝
20㎝（中国） 200円
ス413-066 丸金網15㎝
15㎝（中国） 200円

ワA413-076 ニュー飛騨コンロ4号（ベージュ）
12×12×H10.2㎝ 3,800円
ワA413-086 4号用金網
11.5×11.5㎝ 250円
ワA413-096 4号コンロ用敷板
11×11×H0.9㎝ 200円

ワA413-106 ニュー飛騨コンロ5号（ベージュ）
14.5×14.5×H12㎝ 4,500円
ワA413-116 5号用金網
12.5×12.5㎝ 250円
ワA413-126 5号用コンロ用敷板
13×13×H0.9㎝ 300円

ワA413-136 ニュー飛騨コンロ6号（ベージュ）
17×17×H13.5㎝ 5,600円
ワA413-146 6号用金網
15×15㎝ 260円
ワA413-156 6号用コンロ敷板
15×15×H1.2㎝ 400円

ス413-166 
黒釉耐熱ミニコンロ
φ9.8×6.8㎝（40入･陶）（萬古焼） 

2,400円

ス413-176 
黒釉耐熱コンロ（中）
φ11.5×6.5㎝（40入･陶）（萬古焼） 

2,500円

カ413-186 飛騨コンロ4号
12×12×10.5㎝（12入） 3,700円

カ413-196 飛騨コンロ5号
15×15×12.5㎝（12入） 4,500円

カ413-206 飛騨コンロ6号
18×18×13㎝（12入） 5,700円

ス413-216 
むさしの耐熱コンロ
φ11.5×6.5㎝（30入･陶）（萬古焼） 

2,500円

ス413-226 
三鈴黒耐熱広口コンロ
φ13×8㎝（40入･陶）（萬古焼） 

1,600円

ワC413-236 白木正角木台Jφ250
28×28×H1.5㎝ 5,450円
ワC413-246 白木正角木台Iφ220
25×25×H1.5㎝ 4,600円
ワC413-256 白木正角木台Hφ205
23.5×23.5×H1.5㎝ 4,200円

ワC413-266 白木正角木台Gφ190
22×22×H1.5㎝ 3,750円
ワC413-276 白木正角木台Fφ175
20.5×20.5×H1.5㎝ 3,350円
ワC413-286 白木正角木台Eφ160
19×19×H1.5㎝ 3,250円

ワC413-296 白木正角木台Dφ145
17.5×17.5×H1.5㎝ 2,950円
ワC413-306 白木正角木台Cφ130
16×16×H1.5㎝ 2,500円
ワC413-316 白木正角木台Bφ115
14.5×14.5×H1.5㎝ 2,300円

ワC413-326 白木正角木台Aφ100
13.5×13.5×H1.5㎝ 2,100円

ワC413-336 木受台楕円型（大）C-10BU
24×14.5×H1㎝･内寸16.5×12㎝（中国） 1,800円

ワC413-346 木受台楕円型（小）C-11BT
21.5×13×H1㎝･内寸15×10.5㎝（中国） 1,600円

ワC413-356 木受台丸型（大）C-160BV
23×17×H1.5㎝･内寸φ14.5㎝（中国） 1,950円

ワC413-366 木受台丸型（小）C-12BW
18×14×H1㎝･内寸φ11.5㎝（中国） 1,400円
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メ414-016 南蛮平型土瓶むし  
300㏄（36入・陶） 7,300円

メ414-026 南蛮花型土瓶むし  
270㏄（36入・陶） 6,500円

メ414-036 南蛮丸型土瓶むし  
230㏄（36入・陶） 6,300円

ス414-046 鉄結晶京型土瓶むし（超耐熱･手造り）  
260㏄（20入・陶）（萬古焼） 5,200円

ス414-056 焼締急須型土瓶むし（超耐熱･手造り）  
260㏄（20入・陶）（萬古焼） 5,400円

ス414-066 窯変天目土瓶むし  
260㏄（30入・陶）（萬古焼） 4,500円

ス414-076 黒燻し土瓶むし  
260㏄（30入・陶）（萬古焼） 4,500円

ス414-086 南蛮京風土瓶むし  
260㏄（30入・陶）（萬古焼） 4,500円

ス414-096 南蛮鉄鉢土瓶むし  
300㏄（30入・陶）（萬古焼） 4,500円

ス414-106 鉄赤平形土瓶むし  
250㏄（5×6入・陶）（萬古焼） 3,200円

ス414-116 もみじ土瓶むし  
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入・陶）（萬古焼） 3,400円

ス414-126 十草土瓶むし  
320㏄（6×6入・陶）（萬古焼） 3,400円

ス414-136 赤絵万暦土瓶むし  
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入・陶）（萬古焼） 3,500円

ス414-146 むさしの巾着土瓶むし  
260㏄（5×8入・陶）（萬古焼） 3,200円

ス414-156 むさしの丸土瓶むし  
250㏄（6×6入・陶）（萬古焼） 3,200円

ス414-166 錆刷毛絵土瓶むし  
280㏄（6×6入・陶）（萬古焼） 3,200円

ス414-176 備前風土瓶むし  
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入・陶）（萬古焼） 2,900円

ス414-186 伊賀釉土瓶むし  
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入・陶）（萬古焼） 2,900円

ス414-196 芦絵土瓶むし  
320㏄（6×6入・陶）（萬古焼） 2,950円

ス414-206 灰釉土瓶むし  
φ11×6.3㎝（320㏄）（6×6入・陶）（萬古焼） 2,900円

ス414-216 伊賀風碗型土瓶むし（耐熱）  
200㏄（36入・陶）（中国） 2,500円

ス414-226 吹天目土瓶むし（耐熱）  
260㏄（36入・陶）（中国） 2,400円

ス414-236 イラボ丸型土瓶むし（耐熱）  
320㏄（36入・陶）（中国） 2,350円

ス414-246 鉄彩丸型土瓶むし（耐熱）  
320㏄（36入・陶）（中国） 2,350円

ス414-256 織部平型土瓶むし（耐熱）  
240㏄（36入・陶）（中国） 2,100円

ス414-286 梨地土瓶むし用コンロ（火入付）  
φ10×7㎝（64入・陶）（中国） 1,950円

ス414-296 土瓶むし用三又ツル茶  
31㎝ 280円
ス414-306 土瓶むし用三又ツル白  
31㎝ 280円

ス414-316 土瓶むし用一本ツル（太）  
26㎝ 200円
ス414-326 土瓶むし用一本ツル（細）  
26㎝ 170円

ス414-266 天目平丸土瓶むし（耐熱）  
240㏄（36入・陶）（中国） 2,100円

ス414-276 耐熱松葉土瓶むし  
240㏄（36入・陶）（中国） 2,100円
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ケ415-016 18㎝ココットベイクオレンジ
18×14.3×8.9㎝（740㏄）（中国） 6,600円
ケ415-026 16.5㎝ココットベイクオレンジ
16.5×12.7×8.5㎝（520㏄）（中国） 6,100円
ケ415-036 13㎝ココットベイクオレンジ
13×10×8㎝（270㏄）（中国） 3,900円

ケ415-046 18㎝ココットブラウン
18×14.3×8.9㎝（740㏄）（中国） 6,600円
ケ415-056 16.5㎝ココットブラウン
16.5×12.7×8.5㎝（520㏄）（中国） 6,100円
ケ415-066 13㎝ココットブラウン
13×10×8㎝（270㏄）（中国） 3,900円

ケ415-076 18㎝ココットレッド
18×14.3×8.9㎝（740㏄）（中国） 6,600円
ケ415-086 16.5㎝ココットレッド
16.5×12.7×8.5㎝（520㏄）（中国） 6,100円
ケ415-096 13㎝ココットレッド
13×10×8㎝（270㏄）（中国） 3,900円

ケ415-106 18㎝ココットブラック
18×14.3×8.9㎝（740㏄）（中国） 6,600円
ケ415-116 16.5㎝ココットブラック
16.5×12.7×8.5㎝（520㏄）（中国） 6,100円
ケ415-126 13㎝ココットブラック
13×10×8㎝（270㏄）（中国） 3,900円

ケ415-136 鉄板27㎝スクエアプレート
27×17.6×2.2㎝（中国） 2,200円
ケ415-146 27㎝スクエア用ウッドアンダープレート
32.3×18.3×1.6㎝（中国） 2,000円

ケ415-156 鉄板23㎝ラウンドプレート
φ23×2.1㎝（中国） 2,800円
ケ415-166 23㎝ラウンド用ウッドアンダープレート
28.1×25×1.5㎝（中国） 2,500円

ケ415-176 鉄板28㎝オーバルプレート（ライン付）
27.7×17.8×2㎝（中国） 2,800円
ケ415-186 28㎝オーバル用ウッドアンダープレート
32.3×18.3×1.6㎝（中国） 2,000円

ケ415-196 鉄板27㎝手付きスクエアプレート
27.2×17.5×1.8㎝（中国） 2,500円
ケ415-206 27㎝手付スクエア用ウッドアンダープレート
32.3×18.3×1.6㎝（中国） 2,000円

ワD415-276 
釜めしセット（大）焼杉1合用M10-219
17.5×17.5×H14.5㎝（中国） 8,100円

ワD415-286 
釜めしセット（小）焼杉0.5合用M10-222
15×15×H11.5㎝（中国） 6,750円

ワD415-296 
あられ鍋（大）（ステンレス）M10-174
φ19×H4.7㎝（中国） 2,600円
ワD415-306 
あられ鍋（小）（ステンレス）M10-211
φ17.3×H5.2㎝（中国） 2,600円

ワD415-316 
あられ鍋（大）（ステンレス）蓋付M11-034
φ19×11.5㎝（中国） 5,000円
ワD415-326 
あられ鍋（小）（ステンレス） 蓋付M11-033
φ17.3×H11.5㎝（中国） 5,000円

ワD415-336 受網（ステンレス）14.5㎝M20-319
14.5×H3.5㎝（中国） 1,000円
ワD415-346 火入れ（小）プレス アルミ製M10-913
φ5.5×H2.5㎝（中国） 180円

ワC415-356 半月網 （大） ステンレス
φ18.3×9×1㎝（中国） 1,100円
ワC415-366 半月網 （小） ステンレス
φ17.5×8.5×1㎝（中国） 1,000円

ワD415-236 
庵陶板素焼茶18深皿
（アルミ）M10-466
φ19.5×H7.5㎝（中国） 5,100円

カ415-266 
アルミコンロセット（黒）（燃料容器）
13×9.5㎝（30入） 1,900円

ワD415-216 丸陶板黒18㎝（アルミ）M10-553
21×19.5×H7㎝（中国） 4,700円
ワD415-226 丸陶板黒16㎝（アルミ）M10-598
19×16.8×H6.5㎝（中国） 3,850円

ワD415-246 丸陶板うぐいす18㎝（アルミ）M10-555
21×19.5×H7㎝（中国） 4,700円
ワD415-256 丸陶板うぐいす16㎝（アルミ）M10-600
19×16.8×H7㎝（中国） 3,850円

エ415-376 （大）ヘラ
22.3×6㎝ 350円
ワD415-386 しゃもじ（樹脂製）M40-248
16×6㎝（中国） 250円
エ415-396 エンボスしゃもじ黒
15.7×5.6㎝ 230円

エ415-406 （中）ヘラ
19.5×5.5㎝ 250円
エ415-416 （小）ヘラ
16.9×4.6㎝ 200円
ワA415-426 アク取（柄茶）
φ8×柄長16.5㎝ 1,200円

ワA415-436 お玉柄茶（穴無）
φ7×柄長16.5㎝ 1,100円
ワA415-446 お玉柄茶（穴有）
φ7×柄長16.5㎝ 1,100円
ワA415-456 ステンレス･とうふすくい角（小）
約φ3.7×3.7×柄長13.5㎝ 600円
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ト416-016 スリ鉢尺五
φ46.5×20㎝（2入･陶） 38,000円
ト416-026 スリ鉢尺三
φ40×17.5㎝（3入･陶） 21,500円
ト416-036 スリ鉢尺二
φ35.5×15.5㎝（5入･陶） 14,000円
ト416-046 スリ鉢尺一
φ32.5×14㎝（5入･陶） 9,000円
ト416-056 スリ鉢尺
φ29.5×13㎝（6入･陶） 5,400円
ト416-066 スリ鉢9.0
φ27.5×11.3㎝（6入･陶） 3,350円
ト416-076 スリ鉢8.0
φ24.5×10.5㎝（10入･陶） 2,250円
ト416-086 スリ鉢7.0
φ21.5×8.8㎝（12入･陶） 1,600円
ト416-096 スリ鉢6.0
φ17.5×7.3㎝（20入･陶） 850円
ト416-106 スリ鉢5.0
φ14×6㎝（32入･陶） 680円
ト416-116 スリ鉢4.0
φ12.8×5.5㎝（60入･陶） 630円

ホ416-126 唐草8.0スリ鉢
φ25×11㎝（12入･陶） 3,100円
ホ416-136 唐草7.0スリ鉢
φ22.8×9㎝（20入･陶） 2,300円
ホ416-146 唐草6.0スリ鉢
φ18.6×7.5㎝（36入･陶） 1,500円
ホ416-156 唐草5.0スリ鉢
φ15×6.6㎝（50入･陶） 970円
ホ416-166 唐草4.0スリ鉢
φ12.5×5.5㎝（70入･陶） 730円

ホ416-216 白マット6.5スリ鉢
20.5×19.5×9㎝（16入･陶）（スリ効率2倍UP） 3,400円
ホ416-226 白マット5.5スリ鉢
17×16×7.8㎝（30入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,900円
ホ416-236 白マット4.2スリ鉢
13.8×13×6.2㎝（50入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,250円
ホ416-246 白マット3.5スリ鉢
11.5×10.5×5.5㎝（60入･陶）（スリ効率2倍UP） 930円

ワC416-256 山椒すりこぎ#5 45㎝　45㎝（中国） 4,400円
ワC416-266 山椒すりこぎ#4 24㎝　24㎝（中国） 700円
ワC416-276 山椒すりこぎ#3 17㎝　17㎝（中国） 500円
ワC416-286 山椒すりこぎ#2 13㎝　13㎝（中国） 350円
ワC416-296 山椒すりこぎ#1 9㎝　9㎝（中国） 300円

ワA416-306 檜･ミニすりこぎ 24㎝
24㎝ 800円
ワA416-316 檜･ミニすりこぎ 18㎝
18㎝ 700円
ワA416-326 檜･ミニすりこぎ 12.5㎝
12.5㎝ 500円

カ416-336 すり棒 13㎝
13㎝（100入） 420円
カ416-346 10㎝スリ棒
10㎝（300入） 350円

ホ416-176 黒マット6.5スリ鉢
20.5×19.5×9㎝（16入･陶）（スリ効率2倍UP） 3,400円
ホ416-186 黒マット5.5スリ鉢
17×16×7.8㎝（30入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,900円
ホ416-196 黒マット4.2スリ鉢
13.8×13×6.2㎝（50入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,250円
ホ416-206 黒マット3.5スリ鉢
11.5×10.5×5.5㎝（60入･陶）（スリ効率2倍UP） 930円
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ユ417-016 錆十草片口6.0鉢  
19×18×9㎝（30入・陶） 2,800円
ユ417-026 錆十草片口5.0鉢  
16×15.5×7.5㎝（40入・陶） 2,300円

ユ417-036 青十草片口6.0鉢  
19×18×9㎝（30入・陶） 2,800円
ユ417-046 青十草片口5.0鉢  
16×15.5×7.5㎝（40入・陶） 2,300円

ウ417-056 点十草5寸スリ鉢  14.7×6.4㎝（30入・陶） 1,300円
ウ417-066 点十草4寸スリ鉢  12.3×5.3㎝（40入・陶） 1,050円
ウ417-076 点十草3寸スリ鉢  9.5×3.5㎝（60入・陶） 900円

ウ417-086 プチ小花5寸スリ鉢  14.7×6.4㎝（30入・陶） 1,800円
ウ417-096 プチ小花4寸スリ鉢  12.3×5.3㎝（40入・陶） 1,500円
ウ417-106 プチ小花3寸スリ鉢  9.5×3.5㎝（60入・陶） 1,300円

ヤ417-116 立花灰釉6.0スリ鉢  
φ18.5×9㎝（40入・陶） 2,300円
ヤ417-126 立花灰釉5.0スリ鉢  
φ15.5×7.5㎝（50入・陶） 1,700円

ユ417-136 黒結晶片口6.0丼  
18×9㎝（20入・陶） 2,600円
ユ417-146 黒結晶片口5.0丼  
15.5×7.5㎝（30入・陶） 2,000円

オ417-156 唐津花紋片口（中）  
17.5×13×6.8㎝（60入・陶） 2,520円
オ417-166 唐津花紋片口（小）  
14.5×11×5㎝（80入・陶） 2,250円

オ417-176 織部4.0スリオロシ  
12.2×12×4.5㎝（100入・陶） 800円
オ417-186 織部3.2スリオロシ  
10.2×9.8×3.5㎝（150入・陶） 660円

ホ417-196 唐草5.0片口スリ鉢  
15×6.5㎝（40入・陶） 1,250円
ホ417-206 唐草4.0片口スリ鉢  
12.5×5.5㎝（60入・陶） 1,050円

ロ417-216 白オロシ器（大）（ノンスリップ加工）  17.2×3㎝（30入・強） 3,040円
ロ417-226 白オロシ器（中）（ノンスリップ加工）  13.2×2.5㎝（50入・強） 1,830円
ロ417-236 白オロシ器（小）（ノンスリップ加工）  10.5×1.8㎝（80入・強） 1,110円

オ417-246 ゴマダレ入小鉢  
15×11×5㎝（80入・陶） 1,180円

カ417-256 泥クシ彫り三.五寸丸片口スリ鉢  
φ10×7㎝（40入・陶） 1,750円

カ417-266 
黒結晶4.0片口すり鉢  
11.8×11.2×5.1㎝（80入･陶）
1,540円

カ417-276 
織部4.0スリ鉢小鉢  
φ12.8×6.4㎝（40入･陶）
1,100円

カ417-286 
唐津3.2寸すり鉢  
9.8×3.5㎝（100入･陶）
950円

ホ417-296 
黒マット三角3.2スリ鉢  
φ9.5×3.8㎝（130入･陶）
790円

ホ417-306 
黒マット三角2.5スリ鉢  
φ7.5×3.2㎝（200入･陶）
620円

カ417-376 
唐津片口おろし器ミニ  
9×1.5㎝（150入･陶）
1,050円

ト417-386 
織部3.5スリ小付  
φ10.9×4㎝（100入･磁）
540円

ト417-396 
赤3.5スリ小付  
φ10.9×4㎝（100入･磁）
540円

ヨ417-316 赤絵オロシ器大  φ12.5（5×20入・陶） 1,300円
ヨ417-326 赤絵オロシ器中  φ10.5（5×20入・陶） 1,100円
ヨ417-336 赤絵オロシ器小  φ8.5（5×20入・陶） 970円

ウ417-346 帯梅ミニスリ鉢  φ7.5×3㎝（150入・陶） 900円
ウ417-356 波点紋ミニスリ鉢  φ7.5×3㎝（150入・陶） 900円
ウ417-366 十草ミニスリ鉢  φ7.5×3㎝（150入・陶） 900円
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ウ418-016 トルコ青蓋付灰皿（大）  
φ14×5.9㎝（40入・磁） 2,350円
ワC418-026 （木）灰皿入#9 16㎝  
16×16×7㎝ 1,600円

ウ418-036 トルコ青蓋付灰皿（小）  
φ10.5×5.5㎝（60入・磁） 1,700円
ワC418-046 （木）灰皿入#3 12㎝  
12×12×7.3㎝ 1,300円

オ418-056 フジぶどう5.0灰皿  
φ17×4㎝（40入・磁） 1,300円

ミ418-066 備前風撫角6寸灰皿  
φ18×5㎝（30入・陶） 3,450円

ミ418-076 黒オリベ花型6寸灰皿  
φ18.3×5㎝（30入・陶） 3,450円

ミ418-086 手造り灰吹き灰皿  
φ11.4×6.9㎝（30入・陶） 2,300円

カ418-096 鉄砂三ツ置浅口灰皿  
φ12×3.8㎝（80入・陶） 1,150円

カ418-106 黒釉ひねり（大）灰皿  
φ14×5㎝（50入・陶） 980円

カ418-116 黒釉ひねり（中）灰皿  
φ11×3.5㎝（60入・陶） 850円

カ418-126 黒釉ひねり（小）灰皿  
φ8.5×4.5㎝（80入・陶） 680円

ホ418-136 角花小キゼト灰皿  
12.5×11×4.3㎝（60入・陶） 1,300円

ト418-146 白長角（小）灰皿  
12.5×11×4.3㎝（48入・陶） 1,300円

テ418-156 備前貫入入り三ツ足灰皿（大）  
φ14.5×5㎝（50入・陶） 900円

テ418-166 備前貫入入り三ツ足灰皿（中）  
φ11.8×4㎝（80入・陶） 800円

テ418-176 備前貫入入り三ツ足灰皿（小）  
φ8.8×4.5㎝（100入・陶） 630円

テ418-186 サビ鉄鉢三ッ切灰皿  
φ11.2×4.5㎝（80入・陶） 1,200円

テ418-196 黒流し鉄鉢三ッ切灰皿  
φ11.2×4.5㎝（80入・陶） 1,200円

キ418-206 織部亀甲ナルミ型4.0灰皿  
φ12×2.8㎝（60入・磁） 880円

テ418-216 サビグリーン小丸灰皿  
φ10.8×4㎝（80入・陶） 850円

ト418-226 ピンクひねり灰皿中  
φ11.3×3.6㎝（60入・陶） 840円

オ418-236 袋祥瑞6.0灰皿  
19.5×9㎝（32入・磁） 3,700円
オ418-246 袋祥瑞4.0灰皿  
13×6.5㎝（40入・磁） 1,200円

オ418-256 合わせあじさい6.0灰皿  
19.5×6㎝（32入・磁） 2,250円

オ418-266 末広山水7.0灰皿  
φ22.8×6.8㎝（24入・磁） 4,250円

オ418-276 フジ渦6.0灰皿  
φ20×4.5㎝（32入・磁） 1,900円
オ418-286 フジ渦5.0灰皿  
φ17×4㎝（40入・磁） 1,300円

ミ418-296 カラツ6.0灰皿  
φ18.8×4.4㎝（50入・磁） 1,450円
ミ418-306 カラツ5.0灰皿  
φ16.2×4㎝（60入・磁） 1,000円
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ト419-016 小丸灰皿  
φ10.5×4㎝（60入・陶） 840円

ト419-026 小丸火消灰皿  
φ10.5×4㎝（60入・陶） 840円

ホ419-036 ピンク志野鳴海灰皿  
13×4㎝（50入・磁） 830円

ネ419-046 備前灰皿小  
φ8×4.3㎝（120入・陶） 750円

ネ419-056 伊賀白流し灰皿小  
φ8×4.3㎝（120入・陶） 750円

ホ419-066 小丸キゼト灰皿  
φ10.8×4㎝（80入・陶） 840円

キ419-076 織部亀甲O型4.0灰皿  
φ13×4㎝（60入・磁） 780円

ト419-086 小梅キゼト灰皿  
φ8.6×3.5㎝（80入・陶） 780円

ト419-096 小梅灰皿  
φ8.6×3.5㎝（80入・陶） 780円

ト419-106 半マス灰皿  
7.5×7.5×4.3㎝（80入・陶） 780円

ホ419-116 角面取キゼト灰皿  
7.3×3.8㎝（100入・陶） 780円

カ419-126 無釉グリーンひねり灰皿（中）  
φ11.6×4㎝（60入・陶） 730円

ウ419-136 黒ゆず三ッ切灰皿  
φ10.8×5.2㎝（120入・陶） 800円

キ419-146 天目スタック灰皿  
φ11.2×4.5㎝（80入・磁） 630円

ホ419-156 黒なまこ灰皿  
10.5×10.5㎝（80入・磁） 600円

オ419-166 O型錆十草4.0灰皿  
φ12.3×3㎝（80入・磁） 720円

オ419-176 F型ブルー渦  
φ11.2×4.5㎝（100入・磁） 650円

カ419-186 白V型灰皿  
9.6×4.6㎝（60入・磁） 540円

オ419-196 ビードロ3.0灰皿  
φ10.2×4.3㎝（100入・磁） 630円

カ419-206 黒マット丸灰皿  
φ10×3㎝（120入・磁） 430円

ウ419-216 天目楕円灰皿  
10.6×8.8×2.6㎝（120入・磁） 380円

ウ419-226 白楕円灰皿  
10.6×8.8×2.6㎝（120入・磁） 380円

ハ419-236 アンピラブルアッシュトレイ灰皿 ブラック 10.7  
φ10.7×3.5㎝（24入）（フランス）（ガラス） 650円

ハ419-246 アンピラブルアッシュトレイ灰皿 クリア 8.5  
φ8.5×3.6㎝（24入）（フランス）（ガラス） 400円

ハ419-256 アンピラブルアッシュトレイ灰皿 ブラック 8.5  
φ8.5×3.6㎝（24入）（フランス）（ガラス） 500円
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白斑点

ときわ

オリジナ
ル

TOK
IWA 

ORIG
INAL

ワ420-016 楕円受皿  
6.9×14.7×2.6㎝（陶） 580円

ワ420-026 三品薬味皿 小  
17.4×7.3×2.7㎝（陶） 780円

ワ420-036 三本線11㎝角小鉢  
10.6×10.6×5.7㎝（陶） 670円

ワ420-046 オーバルディッシュ 小  
13.4×8×3㎝（陶） 410円

ワ420-056 オーバルディッシュ 中  
22.7×12.3×4㎝（陶） 920円

ワ420-066 オーバルディッシュ 大  
33.2×17.4×5.5㎝（陶） 2,000円

ワ420-076 
スクウェアー10㎝角皿  
10.5×10.5×1.8㎝（陶） 410円

ワ420-086 
スクウェアー13㎝角皿  
13.5×13.5×1.8㎝（陶） 660円

ワ420-096 
スクウェアー16㎝銘々皿  
16.2×16.2×2㎝（陶） 780円

ワ420-106 
スクウェアー21㎝角皿  
21.3×21.3×2.5㎝（陶） 1,550円

ワ420-116 スクウェアー27㎝角皿  
26.7×26.7×2.6㎝（陶） 2,600円ワ420-126 スクウェアー29㎝長角皿  

29.1×12.1×2㎝（陶） 1,000円

ワ420-136 リーフディッシュ26㎝ 小  
（陶） 800円

ワ420-146 リーフディッシュ32㎝ 中  
（陶） 1,000円

ワ420-156 リーフディッシュ38㎝ 大  
（陶） 1,300円

ワ420-166 パレット19㎝正角皿  
19×19×2㎝（陶） 1,150円
ワ420-176 パレット25㎝角盛皿  
25×25×2㎝（陶） 2,550円

和陶オープン和
陶
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炭火 黒

ときわ

オリジナ
ル

TOK
IWA 

ORIG
INAL

ワ421-016 楕円受皿  
6.9×14.7×2.6㎝（陶） 580円

ワ421-026 三品薬味皿 小  
17.4×7.3×2.7㎝（陶） 780円

ワ421-036 三本線11㎝角小鉢  
10.6×10.6×5.7㎝（陶） 670円

ワ421-046 オーバルディッシュ 小  
13.4×8×3㎝（陶） 410円

ワ421-056 オーバルディッシュ 中  
22.7×12.3×4㎝（陶） 920円

ワ421-066 オーバルディッシュ 大  
33.2×17.4×5.5㎝（陶） 2,000円

ワ421-076 
スクウェアー10㎝角皿  
10.5×10.5×1.8㎝（陶） 410円

ワ421-086 
スクウェアー13㎝角皿  
13.5×13.5×1.8㎝（陶） 660円

ワ421-096 
スクウェアー16㎝銘々皿  
16.2×16.2×2㎝（陶） 780円

ワ421-106 
スクウェアー21㎝角皿  
21.3×21.3×2.5㎝（陶） 1,550円

ワ421-116 スクウェアー27㎝角皿  
26.7×26.7×2.6㎝（陶） 2,600円ワ421-126 スクウェアー29㎝長角皿  

29.1×12.1×2㎝（陶） 1,000円

ワ421-136 リーフディッシュ26㎝ 小  
（陶） 800円

ワ421-146 リーフディッシュ32㎝ 中  
（陶） 1,000円

ワ421-156 リーフディッシュ38㎝ 大  
（陶） 1,300円

ワ421-166 パレット19㎝正角皿  
19×19×2㎝（陶） 1,150円
ワ421-176 パレット25㎝角盛皿  
25×25×2㎝（陶） 2,550円
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ぎやまん

イ422-016 茄子紺 BLUE 3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（150入･磁） 1,050円
イ422-026 茄子紺 BLUE 3.5皿  
φ11×1.8㎝（120入･磁） 1,150円
イ422-036 茄子紺 BLUE 4.0皿  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,350円
イ422-046 茄子紺 BLUE 4.5皿  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 1,580円
イ422-056 茄子紺 BLUE 6.0皿  
φ18×2.5㎝（60入･磁） 2,400円
イ422-066 茄子紺 BLUE 7.0皿  
φ20.5×2.8㎝（40入･磁） 3,150円
イ422-076 茄子紺 BLUE 8.0皿  
φ24×3㎝（30入･磁） 3,950円

イ422-086 
茄子紺 BLUE 
楕円千代口  
8.8×7.5×3.2㎝（150入･磁） 
1,050円

イ422-096 
茄子紺 BLUE 
楕円鉢  
16×13×6㎝（60入･磁） 
3,150円

イ422-106 
茄子紺 BLUE 
丸小皿  
φ9×3㎝（120入･磁） 
1,050円

イ422-116 
茄子紺 BLUE 
浅小鉢  
φ12×4.2㎝（100入･磁） 
1,580円

イ422-126 
茄子紺 BLUE 楕円大皿  
25.5×19×4㎝（30入･磁） 
4,600円

イ422-196 
茄子紺 BLUE 
丸小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入･磁） 
1,700円

イ422-136 
茄子紺 BLUE 
高台珍味  
φ8×4.5㎝（100入･磁） 
1,350円

イ422-146 
茄子紺 BLUE 
高台デザート  
φ11.5×6.5㎝（60入･磁） 
2,000円

イ422-156 
茄子紺 BLUE コーヒー碗皿  
φ8.5×6㎝（210㏄）（60入･磁） 3,950円
イ422-166 
茄子紺 BLUE コーヒー皿のみ  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 1,580円

イ422-176 
茄子紺 BLUE デミタス碗皿  
φ6.5×5.3㎝（90㏄）（60入･磁） 2,850円
イ422-186 
茄子紺 BLUE デミタス皿のみ  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,350円

イ422-206 
茄子紺 BLUE 
100kcal 茶碗  
φ10×5.1㎝（120入･磁） 
1,500円

イ422-216 
茄子紺 BLUE 
150kcal 茶碗  
φ11.3×5.3㎝（80入･磁） 
1,600円

イ422-226 
茄子紺 BLUE 
200kcal 茶碗  
φ12×5.8㎝（60入･磁） 
1,750円

イ422-236 
茄子紺 BLUE 
箸置き  
φ5.2×0.9㎝（200入･磁） 
650円

イ422-246 
茄子紺 
BLUE リーフ皿 小  
16×14.8×2.5㎝（60入･磁） 
1,500円

イ422-256 
茄子紺 BLUE 
リーフ皿 大  
25.5×23.6×5.8㎝（30入･磁） 
4,500円

イ422-266 利休 GREEN 3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（150入･磁） 1,050円
イ422-276 利休 GREEN 3.5皿  
φ11×1.8㎝（120入･磁） 1,150円
イ422-286 利休 GREEN 4.0皿  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,350円
イ422-296 利休 GREEN 4.5皿  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 1,580円
イ422-306 利休 GREEN 6.0皿  
φ18×2.5㎝（60入･磁） 2,400円
イ422-316 利休 GREEN 7.0皿  
φ20.5×2.8㎝（40入･磁） 3,150円
イ422-326 利休 GREEN 8.0皿  
φ24×3㎝（30入･磁） 3,950円

イ422-336 
利休 GREEN 
楕円千代口  
8.8×7.5×3.2㎝（150入･磁） 
1,050円

イ422-346 
利休 GREEN 
楕円鉢  
16×13×6㎝（60入･磁） 
3,150円

イ422-356 
利休 GREEN 
丸小皿  
φ9×3㎝（120入･磁） 
1,050円

イ422-366 
利休 GREEN 
浅小鉢  
φ12×4.2㎝（100入･磁） 
1,580円

イ422-376 
利休 GREEN 
楕円大皿  
25.5×19×4㎝（30入･磁） 
4,600円

イ422-446 
利休 GREEN 
丸小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入･磁） 
1,700円

イ422-386 
利休 GREEN 
高台珍味  
φ8×4.5㎝（100入･磁） 
1,350円

イ422-396 
利休 GREEN 
高台デザート  
φ11.5×6.5㎝（60入･磁） 
2,000円

イ422-406 
利休 GREEN コーヒー碗皿  
φ8.5×6㎝（210㏄）（60入･磁） 3,950円
イ422-416 
利休 GREEN コーヒー皿のみ  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 1,580円

イ422-426 
利休 GREEN デミタス碗皿  
φ6.5×5.3㎝（90㏄）（60入･磁） 2,850円
イ422-436 
利休 GREEN デミタス皿のみ  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,350円

イ422-456 
利休 GREEN 
100kcal 茶碗  
φ10×5.1㎝（120入･磁） 
1,500円

イ422-466 
利休 GREEN 
150kcal 茶碗  
φ11.3×5.3㎝（80入･磁） 
1,600円

イ422-476 
利休 GREEN 
200kcal 茶碗  
φ12×5.8㎝（60入･磁） 
1,750円

イ422-486 
利休 GREEN 
箸置き  
φ5.2×0.9㎝（200入･磁） 
650円

イ422-496 
利休 GREEN 
リーフ皿 小  
16×14.8×2.5㎝（60入･磁） 
1,500円

イ422-506 
利休 GREEN 
リーフ皿 大  
25.5×23.6×5.8㎝（30入･磁） 
4,500円

イ422-516 
漆 BROWN リーフ皿 小  
16×14.8×2.5㎝（60入･磁） 1,500円

イ422-526 
漆 BROWN リーフ皿 大  
25.5×23.6×5.8㎝（30入･磁） 4,500円
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月雪 花

オ423-016 白磁 雪 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-026 白磁 月 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-036 白磁 花 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-046 薄桜 雪 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-056 薄桜 月 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-066 薄桜 花 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-076 青磁 雪 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-086 青磁 月 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円

オ423-096 青磁 花 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 6,000円
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206

オ424-016 のり茶丼  φ15.5×9.5㎝（磁）･･････2,970円
オ424-026 蓋丼  φ15.5×11㎝（磁） ･･････････2,970円
オ424-036 十角高台3.6丼  11.5×6.5㎝（磁） ･･･ 2,070円
オ424-046 十角高台4.0丼  13×7㎝（磁） ･･･2,250円
オ424-056 十角高台千代口  8.5×4㎝（磁） ･1,050円
オ424-066 十角高台刺身鉢  15.5×6.5㎝（磁） ･･2,970円
オ424-076 4号土瓶  12×11㎝（800㏄）（磁） ･･4,950円
オ424-086 京型土瓶  12×8㎝（520㏄）（磁） ･･4,500円
オ424-096 桔梗型4.5丼  φ13.5×7.5㎝（磁） ･･1,950円
オ424-106 桔梗型3.6丼  φ10.5×6㎝（磁） ･･1,500円
オ424-116 京型蓋向  φ14.6×8㎝（磁） ･･････3,200円
オ424-126 桔梗型4.0丼  φ12.5×7㎝（磁） ･･1,680円
オ424-136 京型急須  10×7.5㎝（250㏄）（磁） ･･3,400円
オ424-146 京型湯呑  φ7×6㎝（磁） ･････････1,200円
オ424-156 急須  10×10㎝（420㏄）（磁） ･･････3,800円
オ424-166 桔梗型刺身鉢  φ15×7㎝（磁） ･･･2,500円

オ424-176 桔梗型千代口  φ8.5×4㎝（磁） ･････820円
オ424-186 中平  φ11.5×5㎝（磁） ･･･････････････980円
オ424-196 太平  φ12.5×5.5㎝（磁） ･･････････1,080円
オ424-206 珍味小鉢  φ9×6㎝（磁） ･････････1,350円
オ424-216 京型煎茶  φ8.5×5.5㎝（磁） ･･････1,050円
オ424-226 長湯呑（大）  φ6.5×8.8㎝（磁） ･･･1,250円
オ424-236 長湯呑（小）  φ6×8㎝（磁） ･･･････1,200円
オ424-246 丸一号徳利  6×13㎝（磁） ･･･････1,350円
オ424-256 丸二号徳利  7.5×13.5㎝（磁） ･･･2,250円
オ424-266 京グイ呑  φ5×3.5㎝（磁） ････････････820円
オ424-276 むし碗  φ8×9.3㎝（磁） ････････････2,000円
オ424-286 花型3.5皿  φ12㎝（磁） ････････････680円
オ424-296 花型3.0皿  φ10㎝（磁） ････････････650円
オ424-306 花型4.0皿  φ13.5㎝（磁） ･･･････････730円
オ424-316 花型5.0皿  φ16.5㎝（磁） ･･･････････980円
オ424-326 花型6.0皿  φ18.5㎝（磁） ････････1,600円

オ424-336 平蓋向  φ16×8.5㎝（磁） ･････････3,200円
オ424-346 円菓子碗  φ11.8×7.7㎝（磁） ･････3,450円
オ424-356 双葉形突出皿  5.8×19.5㎝（磁） ･･2,420円
オ424-366 松型突出皿  8×21㎝（磁） ･･･････2,420円
オ424-376 松型和皿  15×18.5㎝（磁）･･･････2,600円
オ424-386 紅葉型和皿  18.3×18㎝（磁） ････2,600円
オ424-396 十角高台天皿  22.8㎝（磁） ･････4,100円
オ424-406 とんすい  11×12×5.5㎝（磁） ･････1,200円
オ424-416 波型8.0皿  14.5×21.5㎝（磁） ･･･2,150円
オ424-426 珍味入  8×6.5㎝（磁） ････････････1,500円
オ424-436 波型7.0皿  12×19㎝（磁） ･･･････1,670円
オ424-446 箸置  12×19㎝（磁） ･････････････････450円
オ424-456 波型突出皿  9.5×21㎝（磁） ･････1,850円
オ424-466 波型千代口  6.5×10㎝（磁） ････････920円
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オ425-016 灰皿  φ14.4×8㎝（磁） ････････････2,800円
オ425-026 5.0多用丼  φ15.5×8.3㎝（磁） ･･･1,850円
オ425-036 5.0ボール  φ16.3×6.5㎝（磁） ････1,800円
オ425-046 6.0ボール  φ19.3×7.5㎝（磁） ････2,260円
オ425-056 京型土瓶  550㏄（磁） ･･･････････3,760円
オ425-066 4号土瓶  900㏄（磁） ････････････4,150円
オ425-076 7号土瓶  1450㏄（磁） ･･･････････5,460円
オ425-086 10号土瓶  1850㏄（磁） ･････････6,150円
オ425-096 蓋丼  φ15.8×8.2㎝（磁） ･･････････2,350円
オ425-106 平蓋向  φ16.2×5.4㎝（磁） ･･･････2,430円
オ425-116 のり茶  φ15.2×7㎝（磁） ･･････････2,330円
オ425-126 急須  550㏄（磁） ････････････････3,250円
オ425-136 京型急須  360㏄（磁） ･･･････････2,830円
オ425-146 京煎茶  φ8.4×5.6㎝（磁）････････････820円
オ425-156 反煎茶  φ9.1×6㎝（磁） ･････････････750円
オ425-166 京型玉湯呑  φ7.5×6.2㎝（磁） ･･････900円
オ425-176 花角3.6丼  8.8×5.2㎝（磁） ･･････1,280円

オ425-186 花角4.0丼  10×7㎝（磁） ････････1,400円
オ425-196 花角4.5丼  11×7.5㎝（磁）･･･････1,630円
オ425-206 花角刺身鉢  13.7×6.8㎝（磁）････2,030円
オ425-216 花角千代口  7.3×4㎝（磁） ･････････700円
オ425-226 桔梗型3.6丼  10.7×6㎝（磁） ････1,160円
オ425-236 桔梗型4.0丼  12.1×6.7㎝（磁） ･･1,300円
オ425-246 桔梗型4.5丼  13.5×7.5㎝（磁） ･･1,500円
オ425-256 桔梗型刺身鉢  15.3×7㎝（磁） ･･1,930円
オ425-266 桔梗型千代口  8.7×4㎝（磁） ･･･････640円
オ425-276 二号燗  330㏄（磁） ･･････････････1,750円
オ425-286 一号燗  150㏄（磁） ･･････････････1,000円
オ425-296 小ぐい呑  φ4.8×4㎝（磁） ････････････520円
オ425-306 京ぐい呑  φ5×3.6㎝（磁） ････････････580円
オ425-316 汁差し  250㏄（磁） ･･････････････1,750円
オ425-326 花型3.0皿  10.2㎝（磁） ････････････500円
オ425-336 花型3.5皿  12㎝（磁） ･･････････････520円
オ425-346 花型4.0皿  13.6㎝（磁） ････････････550円

オ425-356 むし碗  φ8×7.4㎝（磁） ････････････1,500円
オ425-366 大平  φ12.8×5.3㎝（磁） ･････････････830円
オ425-376 中平  φ11.8×5㎝（磁） ･･･････････････750円
オ425-386 丸7.0皿  φ22×3.5㎝（磁） ････････1,580円
オ425-396 とんすい  12.2×11×5.7㎝（磁） ･･･････930円
オ425-406 花型5.0皿  16.3㎝（磁） ････････････750円
オ425-416 花型6.0皿  19.4㎝（磁） ･････････1,230円
オ425-426 竹割刺身皿  15.6×22.6×3.9㎝（磁） ･･2,320円
オ425-436 長角6.0皿  17.7×12.1㎝（磁） ･･･1,220円
オ425-446 長角7.0皿  20.4×13.3㎝（磁） ･･･1,630円
オ425-456 角渕正角皿  22.3×3.3㎝（磁） ････4,350円
オ425-466 角渕突出皿  23.7×10㎝（磁） ････1,980円
オ425-476 銘々皿  12×11.3㎝（磁）･････････････920円
オ425-486 角渕長千代口  10.3×7㎝（磁）･･････750円
オ425-496 角渕焼物皿  21.5×14.2㎝（磁） ･･2,200円
オ425-506 箸置  6.3×1.7×1.6㎝（磁） ･･･････････380円
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まごころ

ア426-016 花型3.0皿  
φ10㎝（200入･磁） 570円

ア426-026 花型3.5皿  
φ12㎝（200入･磁） 640円

ア426-036 花型4.0皿  
φ13.5㎝（160入･磁） 660円

ア426-046 花型5.0皿  
φ16.5㎝（100入･磁） 910円

ア426-056 花型6.0皿  
φ19.5㎝（60入･磁） 1,450円

ア426-066 丸3.0皿  
φ10㎝（200入･磁） 550円

ア426-076 
丸3.5皿  
φ12㎝（200入･磁） 
600円 ア426-086 丸4.0皿  

φ13.5㎝（160入･磁） 640円
ア426-096 丸5.0皿  
φ16.5㎝（100入･磁） 850円

ア426-106 丸6.0皿  
φ19.5㎝（60入･磁） 1,380円

ア426-116 丸7.0皿  
φ22㎝（40入･磁） 1,900円

ア426-126 竹渕のり皿  
14×10㎝（100入･磁） 1,400円

ア426-136 波型7.0多用皿  
18.8×12㎝（80入･磁） 1,450円

ア426-146 竹渕突出皿  
23.5×10㎝（60入･磁） 2,350円

ア426-156 角渕突出皿  
23.5×10㎝（60入･磁） 2,350円

ア426-166 竹渕焼物皿  
22×14.5㎝（40入･磁） 2,650円

ア426-176 竹渕千代口  
10.2×7㎝（160入･磁） 900円

ア426-186 角渕焼物皿  
21.5×14.5㎝（40入･磁） 2,650円

ア426-196 角渕千代口  
10×6.5㎝（160入･磁） 900円

ア426-206 箸置  
6.5×2㎝（400入･磁） 420円

ア426-216 蓋丼  
φ15.8×10.7㎝（40入･磁） 2,800円

ア426-226 のり茶  
φ15.9×9.5㎝（40入･磁） 2,800円

ア426-236 蓋向  
φ16×8.5㎝（40入･磁） 2,900円

ア426-246 むし碗  
φ9.5×9.5㎝（80入･磁）
1,800円

ア426-256 京型反煎茶  
φ8.5×5.5㎝（140入･磁）
980円

ア426-266 中平  
φ11.5×5㎝（120入･磁）
900円

ア426-276 花角3.6鉢  
8.7×8.7㎝（100入･磁）
1,500円

ア426-286 花角4.0鉢  
10×10×7㎝（80入･磁）
1,700円

ア426-296 花角4.5鉢  
11×11×7.5㎝（60入･磁）
1,950円

ア426-306 花角刺身鉢  
13.5×13.5×6.5㎝（40入･磁）
2,450円

ア426-316 花角千代口  
7×7×4㎝（160入･磁）
850円

ア426-326 とんすい  
12×11×5.5㎝（120入･磁）
1,050円

ア426-336 
桔梗型刺身鉢  
φ15×7㎝（40入･磁）
2,300円

ア426-346 
桔梗型千代口  
φ8.5×4㎝（160入･磁）
780円

ア426-356 
桔梗型4.5鉢  
φ13.5×7.4㎝（60入･磁）
1,800円

ア426-366 
桔梗型4.0鉢  
φ12.5×7㎝（80入･磁）
1,500円

ア426-376 
桔梗型3.6鉢  
φ10.5×6㎝（120入･磁）
1,400円

ア426-386 
珍味小鉢  
φ8×6.5㎝（100入･磁）
1,200円
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やすらぎ 

ミ427-586 円菓子碗  φ11.8×7.7㎝（40入･強） ････3,000円
ミ427-596 丸碗  φ11.4×5.1㎝（120入･強） ････････1,100円
ミ427-606 反煎茶  φ8.8×5.8㎝（170㏄）（150入･強） ･･･980円
ミ427-616 ねじり小鉢  φ9×6.5㎝（100入･強） ･････1,550円
ミ427-626 ねじり小付  φ7.5×5.5㎝（120入･強） ･･･1,400円
ミ427-636 花角刺身  13.3×13.3×6.5㎝（40入･強） ･･･2,550円
ミ427-646 花角4.0丼  9.8×9.8×6.8㎝（60入･強） ･･･1,800円
ミ427-656 花角3.6丼  8.5×8.5×6㎝（80入･強） ･･･1,600円
ミ427-666 花角千代口  7×7×4㎝（150入･強） ･･････920円
ミ427-676 小吸碗  φ6.9×9㎝（80入･強） ･････････1,800円
ミ427-686 むし碗  φ7.7×8.7㎝（80入･強） ･････････1,950円
ミ427-696 段付むし碗  φ8.6×9㎝（60入･強） ･････2,150円
ミ427-706 花形向付  φ14.6×4.2㎝（50入･強） ････1,850円
ミ427-716 丸3.0皿  φ10.3㎝（300入･強） ･･･････････680円
ミ427-726 丸3.5皿  φ12.2㎝（200入･強） ･･･････････800円
ミ427-736 丸4.0皿  φ13.7㎝（150入･強） ･･･････････920円
ミ427-746 丸5.0皿  φ16.7㎝（120入･強） ････････1,100円
ミ427-756 丸6.0皿  φ19.5㎝（60入･強） ･･････････1,600円
ミ427-766 菊形天皿  φ21㎝（30入･強） ･･････････2,900円
ミ427-776 菊形呑水  φ12.2×4.6㎝（100入･強） ･･･1,400円
ミ427-786 四ツ切付出皿  22.3×8.4㎝（60入･強） ･･･2,400円
ミ427-796 四ツ切鮎皿  27.3×10.2㎝（50入･強） ･･･2,900円
ミ427-806 四ツ切千代口  10.3×6.8㎝（150入･強） ･･･920円
ミ427-816 波角7.0皿  18.3×11.7㎝（80入･強） ･･･1,600円
ミ427-826 四ツ切焼物皿  21×14㎝（40入･強） ･･･2,600円

ミ427-516 フタ丼  φ15.3×10.5㎝（36入･強） ･･････2,900円
ミ427-526 のり茶  φ14.8×9.2㎝（36入･強） ･･･････2,900円
ミ427-536 桔梗形4.0丼  φ12.2×7㎝（60入･強） ･･･1,650円
ミ427-546 桔梗形3.6丼  φ10.2×6㎝（80入･強） ･･･1,450円
ミ427-556 桔梗形刺身  φ14.8×6.8㎝（40入･強） ･･･2,400円
ミ427-566 桔梗形千代口  φ8.3×3.9㎝（180入･強） ･･･800円
ミ427-576 京形蓋向  φ14.3×7.7㎝（36入･強） ････3,000円

ト427-086 千代口  8.7×4㎝（200入･磁） 680円
ト427-096 花角刺身鉢  13.7×13.7×6.8㎝（40入･磁） 1,950円
ト427-106 花角千代口  7.3×7.3×4㎝（200入･磁） 680円
ト427-116 花角4.5鉢  11.2×11.2×7.5㎝（60入･磁） 1,550円
ト427-126 花角4.0鉢  10.1×10.1×7㎝（80入･磁） 1,350円
ト427-136 花角3.6鉢  9×9×6.1㎝（100入･磁） 1,250円
ト427-146 むし碗  φ8×7.4㎝（80入･磁） 1,450円
ト427-156 珍味  7.8×6.5㎝（160入･磁） 1,100円
ト427-166 中平  φ11.5×5㎝（180入･磁） 720円
ト427-176 3.0皿  φ10.2㎝（300入･磁） 450円
ト427-186 3.5皿  φ12.3㎝（200入･磁） 480円
ト427-196 4.0皿  φ13.7㎝（160入･磁） 500円
ト427-206 5.0皿  φ16.5㎝（120入･磁） 680円
ト427-216 6.0皿  φ19.5㎝（80入･磁） 1,100円
ト427-226 7.0皿  φ22.2㎝（50入･磁） 1,500円
ト427-236 とんすい  12.3×11.2×5.7㎝（120入･磁） 900円
ト427-246 焼物皿  21.5×14.3㎝（40入･磁） 2,100円
ト427-256 角千代口  10.1×7㎝（200入･磁） 720円
ト427-266 突出皿  23.5×10㎝（50入･磁） 1,900円
ト427-276 反煎茶  φ9.1×6.2㎝（160入･磁） 720円
ト427-286 京型湯呑  φ7.5×6.2㎝（160入･磁） 850円
ト427-296 箸置  6.3×1.7㎝（400入･磁） 350円
ト427-306 京グイ呑  φ5×3.6㎝（400入･磁） 550円
ト427-316 三角1号徳利  150㏄（20×6入･磁） 950円

ト427-016 蓋丼  φ15.6×10.7㎝（36入･磁） 2,250円
ト427-026 のり茶  φ15.5×9.7㎝（40入･磁） 2,250円
ト427-036 平蓋向  φ16.4×8.1㎝（36入･磁） 2,350円
ト427-046 4.5鉢  13.5×7.5㎝（60入･磁） 1,450円
ト427-056 4.0鉢  12.3×6.9㎝（80入･磁） 1,200円
ト427-066 3.6鉢  10.7×6.1㎝（100入･磁） 1,100円
ト427-076 刺身鉢  15.3×7㎝（40入･磁） 1,850円
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オ428-016 桔梗型4.0小鉢  φ12.2×7㎝（強）････1,600円
オ428-026 桔梗型3.6小鉢  φ10.2×6㎝（強）････1,420円
オ428-036 花角刺身鉢  13.3×13.3×6.6㎝（強） ･･･2,480円
オ428-046 花角千代口  7×7×4㎝（強）･････････････890円
オ428-056 花角4.5小鉢  10.9×10.9×7.4㎝（強） ･･･2,000円
オ428-066 花角4.0小鉢  9.6×9.6×6.7㎝（強） ･･･1,650円
オ428-076 花角3.6小鉢  8.5×8.5×5.9㎝（強） ･･･1,500円
オ428-086 桔梗型刺身鉢  φ14.8×6.7㎝（強） ･･･2,380円
オ428-096 桔梗型千代口  φ8.4×3.8㎝（強） ･･･････770円
オ428-106 丸4.0皿  φ13.7㎝（強） ･････････････････880円
オ428-116 丸5.0皿  φ16.5㎝（強） ･･････････････1,060円
オ428-126 丸6.0皿  φ19.3㎝（強） ･･････････････1,550円
オ428-136 のり茶  φ14.7×9.2㎝（強） ････････････2,850円
オ428-146 のり茶（身）  φ14.7×6.6㎝（強） ･･･････1,700円
オ428-156 中平  φ11.9×5.2㎝（強） ･･････････････1,000円
オ428-166 反煎茶  φ8.9×5.7㎝（強）････････････････950円
オ428-176 珍味小鉢  φ7×5.2㎝（強） ････････････1,380円
オ428-186 丸3.5皿  φ12.2㎝（強） ･････････････････780円
オ428-196 丸3.0皿  φ10.3㎝（強） ･････････････････680円
オ428-206 京型むし碗  φ7.5×8.5㎝（強） ････････1,850円
オ428-216 四ツ切焼物皿  14×21㎝（強） ･･･････2,550円
オ428-226 丸型玉割  φ12.2×4.7㎝（強） ･････････1,180円
オ428-236 円菓子碗  φ11.8×7.8㎝（強） ･････････2,950円
オ428-246 京型蓋向  φ14.4×8㎝（強） ･･････････2,950円
オ428-256 四ツ切突出皿  8.4×22.3㎝（強） ･････2,380円
オ428-266 四ツ切千代口  6.8×10.3㎝（強） ････････890円
オ428-276 もみじ型和皿  18.3×18㎝（強） ･･･････2,150円
オ428-286 松型天皿  18.2×24㎝（強）･･･････････2,850円
オ428-296 松型和皿  15×18.5㎝（強）･･･････････2,080円
オ428-306 松型突出皿  8×21㎝（強） ･･･････････2,080円

ア428-516 4.0小鉢  
φ12.2×7㎝（60入･強）
2,300円

ア428-526 3.6小鉢  
φ10.2×6㎝（80入･強）
2,000円

ア428-536 刺身鉢  
φ14.8×6.8㎝（40入･強）
3,400円

ア428-546 千代口  
φ8.3×3.9㎝（160入･強）
1,100円

ア428-556 円菓子碗  
φ11.8×7.7㎝（40入･強）
4,250円

ア428-566 蓋向  
φ14×7.7㎝（40入･強）
4,250円

ア428-576 むし碗  
φ7.4×8.2㎝（80入･強）
2,700円

ア428-586 丸碗  
φ11.2×5㎝（100入･強）
1,250円

ア428-596 3.0皿  
φ10.3㎝（160入･強）
930円

ア428-606 丸とんすい  
12.4×4.7㎝（120入･強）
1,700円

ア428-616 角千代口  
10.3×6.8㎝（160入･強）
1,250円

ア428-626 松型天皿  
24×18.2㎝（40入･強）
4,100円

ア428-636 焼物皿  
21×14㎝（40入･強）
3,600円

ア428-646 突出皿  
22.3×8.4㎝（60入･強）
3,400円
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ホ429-046 花形5.0皿  
φ16.5㎝（80入･磁） 750円

ホ429-056 丸7.0皿  
φ22.5㎝（40入･磁） 1,550円

ホ429-066 突出皿  
23.5×10㎝（50入･磁） 1,950円

ホ429-076 長角千代口  
10×7㎝（100入･磁） 750円

ホ429-086 焼物皿  
21.5×14㎝（40入･磁） 2,200円

ホ429-096 桔梗千代口  
φ8.8×4㎝（100入･磁） 630円

ホ429-106 3.6小鉢  
φ10.8×6㎝（80入･磁） 1,150円

ホ429-116 4.0小鉢  
φ12×7㎝（60入･磁） 1,280円

ホ429-126 桔梗刺身鉢  
φ15.5×7㎝（40入･磁） 1,900円

ホ429-136 とんすい  
φ12×5.7㎝（80入･磁） 920円

ホ429-146 むし碗  
φ8.1×7.6㎝（80入･磁） 1,550円

ホ429-156 中平  
φ11.8×5.3㎝（120入･磁） 750円

ホ429-166 大茶（蓋と身）  
φ15.5×9.7㎝（40入･磁） 2,300円
ホ429-176 大茶（身のみ）  
φ15.5×7㎝（60入･磁） 1,430円

ホ429-186 反煎茶  
φ9.4×6㎝（190㏄）（120入･磁）
770円

ホ429-196 京形湯呑  
φ7.1×6.2㎝（180㏄）（120入･磁）
920円

ホ429-016 丸3.0皿  
φ10㎝（160入･磁） 460円

ホ429-026 花形3.5皿  
φ12㎝（140入･磁） 520円

ホ429-036 花形4.0皿  
φ13.5㎝（120入･磁） 550円

ミ429-516 うどん丼  
φ18.5×8㎝（40入･強） ･････････････2,750円
ミ429-526 4.0フタ丼  
φ12.2×7.6㎝（40入･強） ･･･････････2,600円
ミ429-536 4.5フタ丼  
φ14.2×8.7㎝（40入･強） ･･･････････2,750円
ミ429-546 5.0フタ丼  
φ15.4×9.5㎝（30入･強） ･･･････････3,000円
ミ429-556 3.8花形小鉢  
φ11.4×5㎝（120入･強） ･･･････････1,450円
ミ429-566 汁碗  
φ12×5.6㎝（120入･強） ･･･････････1,450円
ミ429-576 反煎茶  
φ9×5.9㎝（170㏄）（120入･強） ･････1,080円
ミ429-586 コーヒーカップ  
10.5×8×6.8㎝（210㏄）（（10×12）120入･強） ･･･1,100円
ミ429-596 むし碗  
φ7.7×9.1㎝（80入･強） ････････････2,050円
ミ429-606 3.3角小鉢  
8.4×8.4×4.5㎝（120入･強） ････････1,450円
ミ429-616 4.0角小鉢  
9.7×9.7×5.1㎝（80入･強） ･････････1,580円
ミ429-626 丸3.5皿  
φ10.8×2.4㎝（240入･強） ･････････････720円
ミ429-636 丸4.5皿  
φ14.3×2.8㎝（150入･強） ･････････････900円
ミ429-646 丸5.5皿  
φ17×3㎝（120入･強） ･････････････1,200円
ミ429-656 丸6.0皿  
φ18.4×3.2㎝（80入･強） ･･･････････1,580円
ミ429-666 丸6.5皿  
φ20.6×3.5㎝（60入･強） ･･･････････1,950円
ミ429-676 丸4.0深皿  
φ12.4×2.8㎝（150入･強） ･････････････850円
ミ429-686 8吋丸仕切皿  
φ21.8×2.4㎝（40入･強） ･･･････････1,950円
ミ429-696 10吋丸仕切皿  
φ26.4×2.4㎝（30入･強） ･･･････････3,000円
ミ429-706 6.0長角皿  
18.3×13×2.4㎝（60入･強） ････････1,750円
ミ429-716 7.0長角皿  
20.2×13×2.4㎝（50入･強） ････････1,950円
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かるーん（軽量食器）

カ430-016 蓋付鉢小（組）  
φ12×8.8㎝（270㏄）（40入･強） ･････2,700円
カ430-026 蓋付鉢小（身）  
φ12×5.3㎝（60入･強） ･････････････1,650円
カ430-036 蓋付鉢中（組）  
φ14.2×8.8㎝（450㏄）（40入･強） ･･･2,900円
カ430-046 蓋付鉢中（身）  
φ14.2×6㎝（60入･強） ･････････････1,750円
カ430-056 蓋付煮物碗（組）  
φ16.2×8.4㎝（560㏄）（36入･強） ･･･3,000円
カ430-066 蓋付煮物碗（身）  
φ16.2×5.4㎝（50入･強） ･･･････････1,740円
カ430-076 4.0多用碗  
φ12.7×7.8㎝（600㏄）（40入･強） ･･･2,100円
カ430-086 6.0うどん丼  
φ18.3×7.7㎝（1100㏄）（30入･強） ･･2,900円
カ430-096 丸仕切皿（大）  
φ26.4×2.4㎝（30入･強） ･･･････････3,150円
カ430-106 丸仕切皿（小）  
φ21.8×2.4㎝（40入･強） ･･･････････2,050円
カ430-116 のり茶身  
φ14.9×6.7㎝（430㏄）（50入･強） ･･･1,900円
カ430-126 反煎茶  
φ9.1×6㎝（160㏄）（120入･強） ･････1,150円
カ430-136 花型小鉢  
φ11.3×4.8㎝（240㏄）（80入･強） ･･･1,500円
カ430-146 飯茶碗  
φ11.8×5.2㎝（220㏄）（100入･強） ･･1,200円
カ430-156 3.6角小鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（160㏄）（80入･強） ･1,500円
カ430-166 4.0角小鉢  
9.8×9.8×5㎝（250㏄）（60入･強） ･･･1,650円
カ430-176 京型むし碗  
φ7.5×8.5㎝（180㏄）（80入･強） ････2,150円
カ430-186 京型むし碗身  
φ7.5×6.5㎝（100入･強） ･･･････････1,300円
カ430-196 長角深皿  
17.5×12.2×2.5㎝（50入･強） ･･･････2,000円
カ430-206 長角皿大  
20.2×13×2.4㎝（40入･強） ････････2,100円
カ430-216 10.5㎝丸皿  
φ10.5×2.2㎝（120入･強） ･････････････750円
カ430-226 13㎝丸皿  
φ12.4×2.7㎝（100入･強） ･････････････900円
カ430-236 14.5㎝丸皿  
φ14.3×2.7㎝（80入･強） ･･････････････950円
カ430-246 17㎝丸皿  
φ17×3㎝（80入･強） ･･････････････1,280円
カ430-256 18.5㎝丸皿  
φ18.5×3.2㎝（75入･強） ･･･････････1,650円
カ430-266 20㎝丸皿  
φ20.5×3.4㎝（60入･強） ･･･････････2,000円

ホ430-516 3.5皿  
φ12.3×2.4㎝（180入･磁）（約120g）
320円

ホ430-526 4.0皿  
φ13.5×2.5㎝（150入･磁）（約130g）
400円

ホ430-536 5.0皿  
φ16.5×3.3㎝（120入･磁）（約220g）
460円

ホ430-546 6.0皿  
φ20×3.5㎝（70入･磁）（約300g）
740円

ホ430-556 7.0皿  
φ22×3.7㎝（50入･磁）（約390g）
950円

ホ430-566 4.0小鉢  
φ12×4.5㎝（300㏄）（140入･磁）（約130g）
500円

ホ430-576 飯碗（小）  
φ11×6.5㎝（280㏄）（140入･磁）（約130g）
630円

ホ430-586 飯碗（大）  
φ12×7㎝（400㏄）（120入･磁）（約150g）
740円

ホ430-596 飯碗（特大）  
φ14.5×6.5㎝（460㏄）（100入･磁）（約200g）
790円

ホ430-606 ミニ丼  
φ12.5×8㎝（560㏄）（100入･磁）（約240g）
790円

ホ430-616 小丼  
φ14.5×7.5㎝（650㏄）（70入･磁）（約260g）
980円

ホ430-626 大丼  
φ16.5×8㎝（900㏄）（50入･磁）（約360g）
1,160円

ホ430-636 スープカップ  
φ10.5×5.5㎝（300㏄）（80入･磁）（約170g）
770円

ホ430-646 マグカップ  
φ8.5×8.5㎝（325㏄）（80入･磁）（約170g）
770円
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オ431-106 蓋丼（小）（身のみ）  
φ12×5.4㎝（強） ･･････････････････1,630円
オ431-116 京型むし碗（組）  
φ7.5×8.5㎝（強） ･･････････････････2,130円
オ431-126 段付むし碗  
φ8.6×9.2㎝（強） ･･････････････････2,250円
オ431-136 コーヒー碗  
φ8×6.6㎝（強） ･･･････････････････1,130円
オ431-146 反煎茶  
φ9.1×6㎝（強） ･･･････････････････1,100円
オ431-156 飯茶碗  
φ11.8×5.2㎝（強） ････････････････1,260円
オ431-166 花形小鉢  
φ11.3×4.8㎝（強） ････････････････1,500円
オ431-176 4.0角小鉢  
9.8×9.8×5.1㎝（強） ･･･････････････1,630円
オ431-186 汁碗  
φ12×5.5㎝（強） ･･････････････････1,500円
オ431-196 丸仕切皿（小）  
φ21.8×2.4㎝（強） ････････････････2,000円
オ431-206 深皿（大）  
φ18.7×4㎝（強） ･･････････････････1,750円
オ431-216 3.6角小鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（強） ･･･････････････1,500円
オ431-226 小皿  
φ10.7×2.4㎝（強） ･･･････････････････750円
オ431-236 長角皿（中）  
18×13㎝（強） ････････････････････1,830円
オ431-246 采皿（小）  
φ14.5×2.8㎝（強） ･･･････････････････950円
オ431-256 采皿（中）  
φ17.1×3㎝（強） ･･････････････････1,260円
オ431-266 采皿（特大）  
φ20.5×3.6㎝（強） ････････････････2,000円
オ431-276 深皿（小）  
φ12.4×2.7㎝（強） ･･･････････････････900円

オ431-016 蓋丼（大）（組）  
φ15.4×9.3㎝（強） ････････････････3,150円
オ431-026 蓋丼（大）（身のみ）  
φ15.4×6.4㎝（強） ････････････････1,880円
オ431-036 蓋丼（中）（組）  
φ14.2×8.8㎝（強） ････････････････2,880円
オ431-046 蓋丼（中）（身のみ）  
φ14.2×6.1㎝（強） ････････････････1,730円
オ431-056 蓋付煮物碗（組）  
φ16.3×8.4㎝（強） ････････････････3,000円
オ431-066 蓋付煮物碗（身のみ）  
φ16.3×5.4㎝（強） ････････････････1,750円
オ431-076 6.0うどん丼  
φ18.4×8㎝（強） ･･････････････････2,850円
オ431-086 丸仕切皿（大）  
φ26.4×2.4㎝（強） ････････････････3,130円
オ431-096 蓋丼（小）（組）  
φ12×7.6㎝（強） ･･････････････････2,700円

テ431-516 うどん丼  
φ18.2×8㎝（1100㏄）（40入･強） ････3,000円
テ431-526 蓋付（小）  
φ12×5.5㎝（270㏄）（36入･強） ･････2,800円
テ431-536 蓋付（中）  
φ14.2×6㎝（450㏄）（30入･強） ･････3,000円
テ431-546 汁碗  
φ12×5.5㎝（160㏄）（60入･強） ･････1,600円
テ431-556 反煎茶  
φ9×6㎝（160㏄）（160入･強） ･･･････1,150円
テ431-566 蒸し碗  
φ7.8×7.3㎝（80入･強） ････････････2,250円
テ431-576 飯茶碗  
φ11.5×5.2㎝（250㏄）（120入･強） ･･･1,300円
テ431-586 14㎝采皿  
φ14.3×2.8㎝（100入･強） ･････････････980円
テ431-596 小皿  
φ10.7×2.4㎝（200入･強） ･････････････800円
テ431-606 角小鉢（小）  
8.5×8.5×4.5㎝（160㏄）（100入･強） ･･･1,600円
テ431-616 角小鉢（大）  
9.8×9.8×5㎝（250㏄）（80入･強） ･･･1,750円
テ431-626 長角皿（中）  
18×13×2.6㎝（60入･強） ･･････････1,900円
テ431-636 17㎝采皿  
φ17×3㎝（60入･強） ･･････････････1,300円
テ431-646 20㎝采皿  
φ20.5×3.5㎝（50入･強） ･･･････････2,150円
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ミ432-856 二合徳利  φ7.5×16.8㎝（300㏄）（（10×8）80入･磁） ･･･ 1,800円

ミ432-576 深口6.0ボール  φ18.5×8.6㎝（30入･磁） ･･･ 3,300円
ミ432-586 ボール千代口  φ8.5×3.5㎝（150入･磁） ･･･････ 780円
ミ432-596 飯器（身）  φ11×8.4㎝（40入･磁） ･･･････････ 1,700円
ミ432-606 木蓋  11.5㎝（200入･磁） ･･････････････････････ 540円
ミ432-616 深口夏目4.5多用丼  φ12.9×8.3㎝（40入･磁） ･･･ 1,900円
ミ432-626 刺身鉢  φ14.5×6㎝（60入･磁） ･････････････ 1,850円
ミ432-636 千代口  φ8.1×3.7㎝（150入･磁） ･･････････････ 720円
ミ432-646 6.8平鉢  φ20.1×7㎝（30入･磁） ････････････ 2,800円
ミ432-656 丸3.5小鉢  φ10.5×5.3㎝（100入･磁） ･･････ 1,150円
ミ432-666 丸4.0小鉢  φ12.5×5.9㎝（80入･磁） ･･･････ 1,280円
ミ432-676 むし碗  φ9.5×8.8㎝（80入･磁） ･･････････････ 1,900円
ミ432-686 そば千代口  φ81×67㎝（100入･磁） ････････ 1,350円
ミ432-696 丸呑水  φ12.1×4.6㎝（100入･磁） ･･････････ 1,050円
ミ432-706 手付呑水  φ12.8×5.1㎝（100入･磁） ･･････････ 980円
ミ432-716 中平  φ12.3×5.2㎝（120入･磁） ････････････････ 980円
ミ432-726 丸3.5皿  φ10.5×1.7㎝（200入･磁） ････････････ 660円
ミ432-736 丸4.0皿  φ13.6×2.6㎝（150入･磁） ････････････ 800円
ミ432-746 丸5.0皿  φ16.3×2.8㎝（100入･磁） ････････････ 950円
ミ432-756 丸6.0皿  φ20.5×2.9㎝（60入･磁） ･･････････ 1,450円
ミ432-766 丸7.0皿  φ22.3×3.3㎝（40入･磁） ･･････････ 2,000円
ミ432-776 丸8.0皿  φ25.3×3.8㎝（30入･磁） ･･････････ 3,100円
ミ432-786 深口60皿  φ18×4㎝（40入･磁） ････････････ 1,700円
ミ432-796 豆皿  φ91×2.3㎝（240入･磁） ･･････････････････ 700円
ミ432-806 小湯呑  φ6.5×7.7㎝（180㏄）（120入･磁） ･･･････ 980円
ミ432-816 大湯呑  φ6.8×8.5㎝（225㏄）（100入･磁） ････ 1,050円
ミ432-826 小ぐい呑  φ5.4×4.8㎝（300入･磁） ･････････････ 650円
ミ432-836 大ぐい呑  φ5.8×5.8㎝（180入･磁） ･････････････ 780円
ミ432-846 一合徳利  φ5.8×12.2㎝（150㏄）（（20×6）120入･磁） ･･･ 1,250円

ミ432-516 高台蓋丼  φ15.5×12.6㎝（30入･磁） ･･･････ 3,350円
ミ432-526 蓋向  φ16.7×9㎝（36入･磁） ････････････････ 2,550円
ミ432-536 浅口5.0ボール  φ16×5.6㎝（45入･磁） ･････ 2,050円
ミ432-546 浅口6.0ボール  φ19×7㎝（36入･磁） ･･････ 2,980円
ミ432-556 深口5.0ボール  φ15.5×8.2㎝（40入･磁） ･･･ 2,250円
ミ432-566 深口5.5ボール  φ16.9×8.8㎝（36入･磁） ･･･ 2,750円

ミ432-016 片上り 焼物皿  
25×15×2.9㎝（40入･磁） 2,700円

ミ432-026 片上り 突出皿  
24×9.7×3㎝（40入･磁） 2,500円

ミ432-036 京橋 焼物皿  
23.2×13×4.6㎝（30入･磁） 
4,250円

ミ432-046 京橋 突出皿  
24.3×9.5×3.5㎝（40入･磁） 
3,000円

ミ432-056 手巻 前菜皿  
22×6.5×2.2㎝（50入･磁） 
2,500円

ミ432-066 半月皿  
23.5×16×2.5㎝（30入･磁） 
3,400円

ミ432-076 
三ッ山 小付  
12.7×10×6.3㎝（60入･磁） 
2,150円

ミ432-086 
髙台 小鉢  
φ12.7×7㎝（60入･磁） 
2,500円

ミ432-096 
髙台 刺身鉢  
φ15.5×8㎝（40入･磁） 
3,050円

ミ432-106 
髙台 千代口  
φ8×4㎝（150入･磁） 
1,250円

ミ432-116 
丸千代口  
φ6.2×3㎝（200入･磁） 
900円

ミ432-126 
丸髙台 天皿  
φ19.3×4.2㎝（20入･磁） 
3,850円

ミ432-136 
丸とんすい  
φ9.8×4㎝（100入･磁） 
2,000円

ミ432-146 
平蓋向  
φ16.4×9.3㎝（30入･磁） 
3,250円

ミ432-156 
丸蓋向  
φ15.2×8.8㎝（30入･磁） 
3,600円

ミ432-166 
円菓子碗  
φ12×8.3㎝（40入･磁） 
3,050円

ミ432-176 
むし碗  
φ9.3×8.6㎝（60入･磁） 
2,650円

ミ432-186 アラカルト皿  
φ26.5×3㎝（20入･磁） 3,950円
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ツ433-516 蓋向  
φ17.5×9㎝（30入･磁） ･････････････3,000円
ツ433-526 円菓子碗  
φ12.7×10.8㎝（40入･磁） ･･････････3,000円
ツ433-536 蓋丼  
φ15.6×11.8㎝（30入･磁） ･･････････3,600円
ツ433-546 大名丼  
16.6×10.3㎝（30入･磁） ･･･････････3,750円
ツ433-556 刺身鉢  
φ16×6.5㎝（40入･磁） ･････････････2,450円
ツ433-566 千代口  
φ8.3×3.8㎝（100入･磁） ･･････････････870円
ツ433-576 4.2小鉢  
φ13×6.2㎝（50入･磁） ･････････････2,050円
ツ433-586 3.8小鉢  
φ11.8×6.5㎝（60入･磁） ･･･････････2,000円
ツ433-596 むし碗  
φ8.4×9㎝（50入･磁） ･･････････････2,400円
ツ433-606 受皿  
φ10.5㎝（100入･磁） ･････････････････870円
ツ433-616 珍味  
8.5×6㎝（80入･磁） ･･･････････････1,700円
ツ433-626 高台天皿  
φ22.7×5㎝（30入･磁） ･････････････4,000円
ツ433-636 とんすい  
φ12×5.3㎝（80入･磁） ･････････････1,600円
ツ433-646 6.5皿  
φ19×3.3㎝（40入･磁） ･････････････2,400円
ツ433-656 焼物皿  
23.5×12.8×3㎝（40入･磁） ････････2,000円
ツ433-666 角千代口  
9.3×6.2×3㎝（100入･磁） ･････････････820円
ツ433-676 突出皿  
25×10×2.5㎝（40入･磁） ･･････････1,900円

ツ433-016 丸高台刺身鉢  
φ15.5×7.8㎝（30入･磁） 3,500円

ツ433-026 丸高台千代口  
φ8×4.8㎝（80入･磁） 1,550円

ツ433-036 丸高台小鉢  
φ11×7.5㎝（50入･磁） 3,000円

ツ433-046 半月天皿  
23.7×17.5×3㎝（30入･磁） 3,500円

ツ433-056 丸とんすい  
φ10×4㎝（100入･磁） 1,750円

ツ433-066 菓子碗（小）  
φ10.5×9.3㎝（40入･磁） 3,500円

ツ433-076 新平蓋向（小）  
φ15.5×7.5㎝（30入･磁） 3,500円

ツ433-086 新型むし碗  
φ8.4×9.1㎝（40入･磁） 2,950円

ツ433-096 玉むし碗  
φ9.5×8.5㎝（40入･磁） 2,600円

ツ433-106 半月突出皿  
23×11.5×2.5㎝（40入･磁） 2,200円

ツ433-116 半月焼物皿  
21.5×15×2.7㎝（40入･磁） 2,450円

ツ433-126 丸千代口  
7.1×3.5㎝（200入･磁） 900円
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ツ434-016 6.5ボール  φ19.5×7㎝（30入･磁） ･････2,480円
ツ434-026 7.0ボール  φ21×7.7㎝（20入･磁） ･････3,300円
ツ434-036 6.0深口丼  φ18×9.2㎝（30入･磁） ････2,200円
ツ434-046 ぐい呑  5.6×3.8㎝（160入･磁） ････････････500円
ツ434-056 1号徳利  150㏄（20×4入･磁） ････････････770円
ツ434-066 2号徳利  300㏄（20×4入･磁） ･････････1,400円
ツ434-076 5.0ボール  φ14.5×4.6㎝（30入･磁） ･･･････990円
ツ434-086 夏目4.0丼  φ12×7.5㎝（40入･磁） ･････1,350円
ツ434-096 長湯呑（小）  φ6×7㎝（20×4入･磁） ･･･････670円
ツ434-106 長湯呑（大）  φ6.6×7.8㎝（20×4入･磁） ･･･720円

ツ434-116 のり茶  φ16×9㎝（40入･磁） ･･･････････1,650円
ツ434-126 のり茶（身）  φ16×6.8㎝（60入･磁） ･･･････990円
ツ434-136 大平  φ12.2×6㎝（80入･磁） ･･････････････700円
ツ434-146 5.5深口丼  φ16.6×8.8㎝（40入･磁） ･･･1,650円
ツ434-156 とんすい  φ12.6×5.6㎝（80入･磁） ･････････770円
ツ434-166 丸6.0皿  φ18.2㎝（50入･磁） ･･････････1,100円
ツ434-176 丸7.0皿  φ22㎝（40入･磁） ････････････1,600円
ツ434-186 丸8.0皿  φ24.8㎝（30入･磁） ･･････････2,800円
ツ434-196 丸9.0皿  φ27.6㎝（15入･磁） ･･････････4,900円
ツ434-206 丸10.0皿  φ30.5㎝（10入･磁） ････････7,100円

ツ434-216 手造長角10.0皿  24.5×18.5×2㎝（10入･磁） ･･3,500円
ツ434-226 手造長角11.0皿  27×21×2.2㎝（10入･磁） ･･5,350円
ツ434-236 焼鳥皿  15.4×12.2㎝（50入･磁） ･･････････850円
ツ434-246 丸5.0皿  φ15㎝（60入･磁） ･･･････････････710円
ツ434-256 丸3.5皿  φ10.2㎝（100入･磁） ････････････480円
ツ434-266 二ツ仕切皿  14.7×9×3㎝（60入･磁） ･････990円
ツ434-276 三ツ仕切皿  21×9×3㎝（40入･磁） ････1,400円
ツ434-286 丸3.0皿  φ9.2㎝（120入･磁） ･････････････450円
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ツ435-016 三ツ山5.0丼  φ14.6×6㎝（40入･磁） ･･1,380円
ツ435-026 しょう油差し（小）  160㏄（20×5入･磁） ･･1,150円
ツ435-036 しょう油差し（大）  250㏄（16×5入･磁） ･･1,350円
ツ435-046 4号ダシ入  400㏄（16×4入･磁） ･･･････1,750円
ツ435-056 ガラ入（小）  12.5×9.7㎝（20入･磁） ･･･1,750円
ツ435-066 三ツ山4.0丼  φ12.2×7㎝（50入･磁） ･･1,070円
ツ435-076 丸取鉢  φ12.2×4.6㎝（80入･磁） ･･････････850円
ツ435-086 三ツ山3.6丼  φ10.5×6㎝（60入･磁） ･････870円
ツ435-096 三ツ山千代口  φ7.8×3.3㎝（100入･磁） ･･500円
ツ435-106 4.0鉄鉢  φ12.2×5.2㎝（50入･磁） ････････900円

ツ435-116 5.5鉄鉢  φ15.5×6㎝（40入･磁） ･･･････1,380円
ツ435-126 玉割  φ11×44㎝（60入･磁） ･･･････････････700円
ツ435-136 切立3.0薬味皿  φ9.5×2㎝（100入･磁） ･･450円
ツ435-146 2.8鉄鉢  φ8.5×3.8㎝（100入･磁） ････････530円
ツ435-156 楊枝入  φ5.2×5.2㎝（20×5入･磁） ････････680円
ツ435-166 振掛  φ5×6.5㎝（20×5入･磁） ･････････････710円
ツ435-176 段付そば猪口  φ9×7㎝（80入･磁） ･･･････800円
ツ435-186 1号そば徳利  170㏄（20×5入･磁） ･･･････900円
ツ435-196 2号そば徳利  300㏄（16×5入･磁） ････1,350円
ツ435-206 辛子入  φ6.5×4㎝（20×5入･磁） ･･････････820円

ツ435-216 ダルマソース  360㏄（9×4入･磁） ･･････1,750円
ツ435-226 突出皿  22.5×9.5×2.8㎝（40入･磁） ････1,500円
ツ435-236 焼物皿  20.2×14.5×3.5㎝（40入･磁） ･･1,650円
ツ435-246 おにぎり皿  20.5×10.5×2㎝（50入･磁） ･･1,450円
ツ435-256 おでん皿  φ18.2×4㎝（40入･磁） ･･･････1,150円
ツ435-266 箸置  6.5×2.5×1.5㎝（200入･磁） ･････････320円
ツ435-276 長角千代口  10×7×3㎝（120入･磁） ･････530円
ツ435-286 レンゲ（小）  15.8㎝（150入･磁） ･･････････550円
ツ435-296 レンゲ台（小）  9×6.5㎝（150入･磁） ･･････500円
ツ435-306 7.5めん皿  φ22.5×5.2㎝（30入･磁） ･･･2,200円
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柚子天目

ユ436-016 丸3.0皿  
φ9.5×1㎝（160入･陶） 
450円

ユ436-026 丸4.0皿  
φ14.5×2㎝（120入･陶） 
650円

ユ436-036 丸5.0皿  
φ17×2.5㎝（80入･陶） 
830円

ユ436-046 丸6.0皿  
φ19.5×2.5㎝（40入･陶） 
1,150円

ユ436-056 丸7.0皿  
φ22.5×3㎝（30入･陶） 1,900円

ユ436-066 丸8.0皿  
φ25×3.5㎝（20入･陶） 2,900円

ユ436-076 正角10.0皿  
23.5×23.5×4㎝（20入･陶） 3,850円

ユ436-086 正角8.0皿  
18.5×18.5×3㎝（30入･陶） 2,800円

ユ436-096 長9.0皿  
21.5×18.5×2.5㎝（30入･陶） 3,350円

ユ436-106 角4.0千代口  
10×9.5×3㎝（80入･陶） 
1,000円

ユ436-116 突出皿  
19.5×10×3㎝（40入･陶） 
1,550円

ユ436-126 焼物皿  
20×15×3㎝（40入･陶） 
1,900円

ユ436-136 長千代口  
9.5×7.5×3㎝（120入･陶） 
750円

ユ436-146 波角7.5皿  
17×17×2.5㎝（30入･陶） 
2,300円

ユ436-156 波角5.0皿  
12×12×1.5㎝（60入･陶） 
1,250円

ユ436-166 6.0平鉢  
φ18.5×6㎝（30入･陶） 
2,200円 ユ436-176 7.0平鉢  

φ22.5×6.5㎝（20入･陶） 4,400円

ユ436-186 丸型8.0丼  
φ26×11㎝（15入･陶） 6,700円

ユ436-196 丸型7.0丼  
φ23×9.5㎝（20入･陶） 5,800円

ユ436-206 丸型6.5丼  
φ20×9㎝（20入･陶） 3,250円

ユ436-216 丸型5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入･陶） 2,450円

ユ436-226 のり茶  
φ15.5×10㎝（40入･陶） 1,700円
ユ436-236 のり茶（身）  
φ15.5×7㎝（60入･陶） 1,250円

ユ436-246 丸6.0ボール  
φ18.5×6.5㎝（30入･陶） 2,800円

ユ436-256 丸5.0ボール  
φ15.5×6㎝（40入･陶） 1,550円

ユ436-266 
丸4.5ボール  
φ12.5×6㎝（40入･陶） 
1,350円

ユ436-276 
丸4.0ボール  
φ10.5×6.5㎝（60入･陶） 
1,100円

ユ436-286 
千代口ボール  
φ8×4㎝（120入･陶） 
570円 ユ436-296 6.0そば丼  

φ17.5×7.5㎝（40入･陶） 1,400円

ユ436-306 
6.5そば丼  
φ19×7.5㎝（30入･陶） 
1,600円

ユ436-316 夏目5.5丼  
φ16.5×10㎝（30入･陶） 2,600円

ユ436-326 
夏目5.0丼  
φ14.5×9㎝（20入･陶） 
2,200円

ユ436-336 飯器  
φ11×8㎝（30入･陶） 1,350円
ユ436-346 木蓋  
11.5㎝ 350円

ユ436-356 
中平  
φ12.5×6㎝（100入･陶） 
780円

ユ436-366 
角4.0小鉢  
11×11×6.5㎝（60入･陶） 
1,500円

ユ436-376 
角3.8小鉢  
10×10×6㎝（80入･陶） 
1,400円

ユ436-386 
玉子割  
φ11.5×4.5㎝（80入･陶） 
830円

ユ436-396 
土瓶  
約850㏄（24入･陶） 
3,300円

ユ436-406 
湯呑（大）  
φ6×8㎝（100入･陶） 
780円

ユ436-416 
湯呑（小）  
φ5.8×7.5㎝（100入･陶） 
750円

ユ436-426 
煎茶  
φ8.5×6㎝（80入･陶） 
750円

ユ436-436 1号徳利  
約140㏄（100入･陶） 850円
ユ436-446 2号徳利  
約260㏄（80入･陶） 1,450円

ユ436-456 
ぐい呑  
φ6×4㎝（200入･陶） 
430円

ユ436-466 
むし碗  
φ9×9.5㎝（60入･陶） 
1,250円

ユ436-476 
そば徳利（小）  
約200㏄（80入･陶） 
830円

ユ436-486 
そば猪口  
φ9×6㎝（100入･陶） 
850円

ユ436-496 
とんすい  
13×12×5㎝（100入･陶） 
780円

ユ436-506 
二ツ切皿  
12×7.5×2.5㎝（80入･陶） 
950円

ユ436-516 三ツ切皿  
20×9×2.5㎝（60入･陶） 1,700円

ユ436-526 レンゲ（小）  
15×4.5㎝（120入･陶） 600円
ユ436-536 レンゲ台（小）  
8.5×6㎝（120入･陶） 600円
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柚子天目

ア437-146 6.5そば丼  
φ19.5×8.2㎝（40入･磁） 780円

ア437-156 6.5玉丼  
φ19.8×7.5㎝（30入･磁） 1,300円

ア437-166 8.0盛鉢  
φ24.3×8㎝（20入･磁） 1,550円

ア437-176 丸3.0皿  
φ9.5㎝（200入･磁） 340円

ア437-186 丸3.5皿  
φ12.2㎝（200入･磁） 350円

ア437-196 丸4.0皿  
φ13.7㎝（160入･磁） 420円

ア437-206 丸5.0皿  
φ16.7㎝（120入･磁） 520円

ア437-216 丸6.0皿  
φ19.5㎝（80入･磁） 680円

ア437-226 丸7.0皿  
φ22.6㎝（40入･磁） 850円

ア437-236 丸8.0皿  
φ26㎝（20入･磁） 1,200円

ア437-246 丸9.0皿  
φ29㎝（10入･磁） 2,400円

ア437-256 丸10.0皿  
φ31.5㎝（10入･磁） 4,500円

ア437-266 長角6.0皿  
18.7×12.5㎝（60入･磁） 700円

ア437-276 長角8.0皿  
22×14.7㎝（40入･磁） 1,050円

ア437-286 丸11.0皿  
φ35㎝（5入･磁） 6,000円

ア437-296 飯器  
φ13×7㎝（60入･磁） 
650円

ア437-306 梅型3.6小鉢  
φ11.5×6㎝（120入･磁） 
550円

ア437-316 とんすい  
12.9×12.2×4.5㎝（120入･磁） 
400円

ア437-326 そば猪口  
φ8.2×5.5㎝（120入･磁） 
600円

ア437-336 そば2号徳利  
約325㏄（80入･磁） 1,300円

ア437-346 二品薬味皿  
12.5×7.3㎝（100入･磁） 800円

ア437-016 反高台6.8丼  
φ20.2×8.3㎝（30入･磁） 1,250円

ア437-026 反高台7.0丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,300円

ア437-036 釜上5.5丼  
φ17.3×9㎝（30入･磁） 1,300円

ア437-046 釜上6.0丼  
φ19×9㎝（24入･磁） 1,500円

ア437-056 5.5多用丼  
φ17.2×8.7㎝（40入･磁） 950円

ア437-066 夏目4.8丼  
φ15×10㎝（30入･磁） 1,150円

ア437-076 夏目5.0丼  
φ16.3×10㎝（30入･磁） 1,400円

ア437-086 めん5.8丼  
φ18.3×9.2㎝（30入･磁） 1,100円

ア437-096 めん6.5丼  
φ19.7×9.5㎝（30入･磁） 1,250円

ア437-106 5.0身丼  
φ15.9×8㎝（80入･磁） 700円
ア437-116 蓋丼  
φ15.9×11㎝（40入･磁） 1,200円

ア437-126 大茶（身）  
φ15.2×7.2㎝（80入･磁） 600円

ア437-136 5.8そば丼  
φ17.7×7.5㎝（50入･磁） 650円
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油滴天目

ユ438-156 反6.5丼  
φ19.5×9.5㎝（30入･陶）
2,100円

ユ438-166 反6.0丼  
φ18.5×8.5㎝（40入･陶）
1,700円

ユ438-176 6.0ボール  
φ18×7.5㎝（30入･陶）
3,000円

ユ438-186 5.0ボール  
φ16×6.5㎝（40入･陶）
1,900円

ユ438-196 4.5ボール  
φ13×6.5㎝（40入･陶）
1,700円

ユ438-206 4.0ボール  
φ10.5×6.5㎝（60入･陶）
1,250円

ユ438-216 千代口ボール  
φ8.5×4.5㎝（120入･陶）
700円

ユ438-226 のり茶  
φ15.5×10㎝（40入･陶） 1,900円
ユ438-236 のり茶（身）  
φ15.5×7.5㎝（60入･陶） 1,350円

ユ438-246 5号土瓶  
約1000㏄（24入･陶）
4,000円

ユ438-256 
玉湯呑（大）  
φ8×8㎝（80入･陶）
1,080円

ユ438-266 
玉湯呑（小）  
φ7×7.5㎝（100入･陶）
1,000円

ユ438-276 
2号徳利  
約360㏄（80入･陶）
1,800円

ユ438-286 
1号徳利  
約170㏄（100入･陶）
1,000円

ユ438-296 
ぐい呑  
φ6×4㎝（120入･陶）
550円

ユ438-306 飯器  
φ11×8㎝（30入･陶） 1,700円
ユ438-316 木蓋  
11.5㎝ 330円

ユ438-326 
むし碗  
φ9.5×9.5㎝（60入･陶）
1,550円

ユ438-336 
中平  
φ12.5×6㎝（80入･陶）
930円

ユ438-346 
大型とんすい  
12.5×11.5×5㎝（80入･陶）
1,550円

ユ438-356 
そば徳利  
約220㏄（100入･陶）
980円

ユ438-366 
そば猪口  
φ8×6.5㎝（100入･陶）
980円

ユ438-376 
二ツ切皿  
12×7.5×2.5㎝（80入･陶）
1,150円

ユ438-386 
三ツ切皿  
20×8.5×2.5㎝（60入･陶）
2,000円

ユ438-016 丸.3.0皿  
φ9.5×1㎝（150入･陶）
540円

ユ438-026 丸.3.5皿  
φ12.5×1.5㎝（120入･陶）
650円

ユ438-036 丸4.0皿  
φ15.5×2㎝（100入･陶）
730円

ユ438-046 丸5.0皿  
φ17.5×2.5㎝（80入･陶）
1,100円

ユ438-056 丸6.0皿  
φ20×3㎝（60入･陶） 1,350円

ユ438-066 丸7.0皿  
φ23.5×3.5㎝（30入･陶） 2,200円

ユ438-076 丸8.0皿  
φ25.5×3.5㎝（20入･陶）
3,700円

ユ438-086 正角10.0皿  
23×23×3.5㎝（15入･陶） 4,400円

ユ438-096 切立焼物皿  
21.5×16.5×3㎝（30入･陶） 2,200円

ユ438-106 切立千代口  
8×6×3.5㎝（120入･陶） 860円

ユ438-116 切立突出皿  
24.5×11.5×2.5㎝（40入･陶） 2,200円

ユ438-126 丸型6.5丼  
φ20×9㎝（20入･陶）
3,800円

ユ438-136 丸型5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入･陶）
2,800円

ユ438-146 夏目5.5丼  
φ16.5×10.5㎝（20入･陶）
2,800円
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なごみ

ロ439-016 布目4.5丸皿  
φ13.7×2㎝（120入･陶） 1,100円

ロ439-026 布目5.5丸皿  
φ16.3×2.4㎝（100入･陶） 1,450円

ロ439-036 深口4.5皿  
φ14.5×3.5㎝（120入･陶） 1,050円

ロ439-046 深口5.5皿  
φ16.5×3.8㎝（100入･陶） 1,400円

ロ439-056 片押5.0鉢  
14.8×13.3×5.1㎝（80入･陶） 1,800円

ロ439-066 小判6.0鉢  
18.5×16.5×3.8㎝（60入･陶） 2,200円

ロ439-076 正角6.5皿  
15.5×15.5×3.3㎝（80入･陶） 1,380円

ロ439-086 正角7.5皿  
20.1×20.1×4㎝（60入･陶） 2,420円

ロ439-096 呑水  
12.8×10.5×3.8㎝（100入･陶）
810円

ロ439-106 
三つ葉小鉢（小）  
8×8×5㎝（100入･陶）
900円

ロ439-116 
三つ葉小鉢（大）  
10×10×6.3㎝（80入･陶）
1,250円

ロ439-126 片口3.0鉢  
11.7×9.5×4.1㎝（120入･陶）
850円

ロ439-136 片口4.0鉢  
12.5×11.5×5.9㎝（100入･陶）
1,250円

ロ439-146 4.0ボール  
φ13×4.2㎝（100入･陶）
980円

ロ439-156 半月浜月7.0皿  
21×18×2.4㎝（30入･陶） 2,380円

ロ439-166 
渕付3.6浅鉢  
φ11×3㎝（100入･陶）
900円

ロ439-176 
渕付4.3浅鉢  
φ13×3.4㎝（100入･陶）
1,250円

ロ439-186 
三足丸千代口  
φ7×2.4㎝（150入･陶）
600円

ロ439-196 菱形7.0鉢  
21×19.6×5㎝（60入･陶） 2,250円

ロ439-206 正角3.0皿  
8.8×8.8×2㎝（150入･陶） 600円

ロ439-216 正角4.0皿  
11×11×25㎝（120入･陶） 860円

ロ439-226 正角4.5鉢  
13.5×13.5×3.8㎝（80入･陶） 1,650円

ロ439-236 正角10.0皿  
23×23×4.9㎝（15入･陶） 4,300円

ロ439-246 5.5長角皿  
16×11×1.5㎝（120入･陶） 900円

ロ439-256 7.0長角皿  
19.3×12.3×2.3㎝（100入･陶） 1,250円

ロ439-266 8.0長角皿  
23.3×14×2.8㎝（80入･陶） 1,800円

ロ439-276 突出し皿  
23×8.7×2㎝（100入･陶） 1,320円

ロ439-286 鮎皿  
25×10.5×1㎝（80入･陶） 1,500円

ロ439-296 舟型8.5鉢  
26×12×2.8㎝（30入･陶） 2,380円
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窯変志野

オ440-016 3.0寸皿  
φ9.5×2.2㎝（200入･磁）
360円

オ440-026 5.0寸皿  
φ15.2×2㎝（100入･磁）
630円

オ440-036 6.0寸皿  
φ17.5×2.2㎝（80入･磁）
730円

オ440-046 7.0寸皿  
φ22.8×2.6㎝（40入･磁）
1,050円

オ440-056 9.0寸皿  
φ26.5×3.3㎝（30入･磁）
2,750円

オ440-066 スタッキングココットS  
φ6.3×3.4㎝（120入･磁） 400円

オ440-076 スタッキングココットM  
φ8×4.2㎝（100入･磁） 520円

オ440-086 スタッキングココットL  
φ11.2×5.1㎝（80入･磁） 680円

オ440-096 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入･磁） 480円

オ440-106 4.2多用丼  
φ13×8㎝（60入･磁） 630円

オ440-116 5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（50入･磁） 980円

オ440-126 しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（80入･磁） 620円

オ440-136 しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（60入･磁） 720円

オ440-146 しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（48入･磁） 880円

オ440-156 しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（36入･磁） 1,080円

オ440-166 とんすい  
12.5×14.3×5.8㎝（80入･磁）
620円

オ440-176 4.0ボール  
φ13×4.5㎝（100入･磁）
480円

オ440-186 4.5ボール  
φ14×5㎝（80入･磁）
550円

オ440-196 玉渕5.5寸浅鉢  
φ17×6㎝（60入･磁）
800円

オ440-206 玉渕6.0寸浅鉢  
φ19×7.5㎝（40入･磁）
1,200円

オ440-216 薬味入  
φ8×1.5㎝（200入･磁）
350円

オ440-226 そば千代口  
φ8×6㎝（80入･磁）
400円

オ440-236 ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（80入･磁）
620円

オ440-246 ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（80入･磁）
780円

オ440-256 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（80入･磁）
620円

オ440-266 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（80入･磁）
780円

オ440-276 17.5㎝長角皿  
17.5×13×2.2㎝（60入･磁） 850円

オ440-286 26㎝長角皿  
26×17.5×3.5㎝（40入･磁） 2,000円

オ440-296 31㎝長角皿  
31×21×4㎝（25入･磁） 3,000円
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ミ441-016 6.0多用丼  φ18.5×9.7㎝（30入･磁） ････････1,750円
ミ441-026 5.0多用丼  φ15×8.5㎝（40入･磁） ･･････････1,400円
ミ441-036 4.0多用丼  φ12.2×7.3㎝（50入･磁） ･･････････ 900円
ミ441-046 5.5丸鉢  φ16.6×6.3㎝（40入･磁） ･･･････････1,250円
ミ441-056 4.5丸鉢  φ13.5×5.5㎝（60入･磁） ･････････････ 900円
ミ441-066 24㎝カヌーベーカー  25.1×13×7㎝（50入･磁） ･･･3,750円
ミ441-076 27㎝カヌーベーカー  28.1×14.5×7.4㎝（40入･磁） ･･･4,200円
ミ441-086 30㎝カヌーベーカー  31.3×16.8×8.7㎝（30入･磁） ･･･5,500円
ミ441-096 4.0飯碗  12×6.5㎝（100入･磁） ･･･････････････ 900円
ミ441-106 5.0茶漬  15.1×6.7㎝（60入･磁） ････････････1,000円
ミ441-116 長湯呑  7.6×8.3㎝（220㏄）（（10×12）120入･磁） ･･･ 650円
ミ441-126 呑水  14.8×12.7×6㎝（80入･磁） ･･･････････････ 900円
ミ441-136 12㎝カヌーボール  12.6×8.2×4.5㎝（120入･磁） ･･･1,400円

ミ441-146 18㎝カヌーベーカー  19×10×53㎝（60入･磁） ･･･2,650円
ミ441-156 3.3丸鉢  φ9.9×4㎝（150入･磁） ･･･････････････ 750円
ミ441-166 4.5浅鉢  φ13.9×3.8㎝（100入･磁） ････････････ 900円
ミ441-176 6.0浅鉢  φ18.8×4.4㎝（60入･磁） ･･･････････1,150円
ミ441-186 千代口  φ8.1×2.2㎝（180入･磁） ･･････････････ 520円
ミ441-196 12.5㎝デルタ深ボール  12.4×12×4.4㎝（80入･磁） ･･･1,750円
ミ441-206 15㎝デルタ深ボール  15×14.5×5㎝（60入･磁） ･･･2,250円
ミ441-216 17.5㎝デルタ深ボール  17.5×17×6㎝（50入･磁） ･･･3,000円
ミ441-226 12㎝スクエア深ボール  12.2×12.2×4.1㎝（100入･磁） ･･･1,750円
ミ441-236 15㎝スクエア深ボール  14.5×14.5×5㎝（80入･磁） ･･･2,400円
ミ441-246 17.5㎝スクエア深ボール  17.3×17.3×6㎝（60入･磁） ･･･3,000円
ミ441-256 4.0楕円皿  12×8×2.3㎝（150入･磁） ･･････････ 750円
ミ441-266 4.8楕円皿  14.5×9.4×2.6㎝（100入･磁） ････1,000円

ミ441-276 6.0楕円皿  18.5×11.6×3.1㎝（60入･磁） ････1,250円
ミ441-286 7.5楕円皿  23.8×13.8×3.5㎝（40入･磁） ････1,900円
ミ441-296 6.5丸皿  φ19.5×2.6㎝（60入･磁） ･･･････････1,000円
ミ441-306 7.5丸皿  φ23.6×3㎝（40入･磁） ･････････････1,500円
ミ441-316 9.0丸皿  φ28×3.1㎝（30入･磁） ･････････････2,250円
ミ441-326 尺丸皿  φ30.5×3.2㎝（20入･磁） ････････････4,400円
ミ441-336 28㎝プラター  28.5×19×3㎝（30入･磁） ･････4,000円
ミ441-346 31㎝プラター  31×20.8×3.3㎝（20入･磁） ･･･4,900円
ミ441-356 3.5丸皿  φ10.5×1.8㎝（200入･磁） ････････････ 520円
ミ441-366 4.3丸皿  φ13.2×2.1㎝（150入･磁） ････････････ 650円
ミ441-376 5.0丸皿  φ15.5×2.4㎝（120入･磁） ････････････ 750円
ミ441-386 34㎝プラター  34×22.5×3.8㎝（15入･磁） ･･･6,500円
ミ441-396 9.0長角皿  28×14.5×2.6㎝（40入･磁） ･･････2,500円
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三島手

ネ442-016 高台珍味  
φ9.5×9.5㎝（80入･陶） 2,700円

ネ442-026 高台小鉢  
φ11.5×7.3㎝（60入･陶） 2,900円

ネ442-036 割山椒  
11.8×11.8×8.5㎝（80入･陶） 4,100円

ネ442-046 桜鉢  
15×15×6㎝（80入･陶） 5,200円

ネ442-056 楕円鉢  
17×14.5×7.3㎝（80入･陶） 3,700円

ネ442-066 蓋物  
φ12×10㎝（30入･陶） 6,900円

ネ442-076 
楕円はし置  
5.5×3.5×1㎝（200入･陶）
550円

ネ442-086 
丸はし置  
4.3×4.3×1㎝（200入･陶）
550円

ネ442-096 
櫛目マグ  
φ9.8×8.5㎝（310㏄）（60入･陶）
3,300円

ネ442-106 
櫛目汲み出し大  
φ9.5×7.1㎝（290㏄）（100入･陶）
1,500円

ネ442-116 
櫛目水割カップ  
φ9.6×9.7㎝（400㏄）（60入･陶）
1,900円

ネ442-126 銘銘皿  
13.5×13.5×2.2㎝（80入･陶） 1,400円

ネ442-136 扇皿  
18.3×11×2.8㎝（80入･陶） 1,700円

ネ442-146 葉皿  
21×9.8×3.8㎝（80入･陶） 1,700円

ネ442-156 焼物皿  
25×9.5×2㎝（40入･陶） 3,410円

ネ442-166 長方皿  
24×13.5×2㎝（40入･陶） 4,000円

ネ442-176 半円盛皿  
24×24×3.2㎝（20入･陶） 6,900円

ネ442-186 楕円盛鉢  
30×16.5×4㎝（60入･陶） 6,400円

ネ442-196 さんま皿  
33.5×10×2.5㎝（40入･陶） 3,900円

ネ442-206 くし目まな板皿  
36.5×22×4.5㎝（10入･陶） 13,700円
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手造り粉引華紋（土物） 
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ミ443-016 弓型長角盛皿  
42×20×3.5㎝（10入･陶） ････････18,200円
ミ443-026 弓型9.0長角皿  
28×22×3.5㎝（15入･陶） ･･････････8,400円
ミ443-036 弓型11.0長角皿  
34×11×3.8㎝（20入･陶） ･･････････5,900円
ミ443-046 弓型7.0長角皿  
20.5×10.5×3㎝（30入･陶） ････････2,600円
ミ443-056 弓型11.5前菜長皿  
35×8×3.5㎝（30入･陶） ･･･････････4,000円
ミ443-066 弓型8.5前菜皿  
26×16×3.8㎝（30入･陶） ･･････････4,650円
ミ443-076 筒型長角盛皿  
34×8×5.5㎝（30入･陶） ･･･････････4,000円
ミ443-086 8.0丸皿  
φ24.8㎝（30入･陶） ･･･････････････4,000円
ミ443-096 6.5丸皿  
φ19.5㎝（50入･陶） ･･･････････････3,000円
ミ443-106 楕円向付  
19×13×3㎝（60入･陶） ････････････4,000円
ミ443-116 丸千代口  
φ7.2×3.5㎝（150入･陶） ･･･････････1,200円
ミ443-126 飯碗  
φ11.5×6㎝（100入･陶） ･･･････････1,500円
ミ443-136 長湯呑  
φ7×8.5㎝（185㏄）（（10×10）100入･陶） ･･･1,400円
ミ443-146 珍味  
φ7×5㎝（160入･陶） ･･････････････1,400円
ミ443-156 木の葉小皿  
12×5.8×2㎝（120入･陶） ･････････････750円
ミ443-166 木の葉箸置  
7.3×3.2×1.5㎝（200入･陶） ･･･････････590円
ミ443-176 小付鉢  
φ8.5×5.5㎝（100入･陶） ･･･････････1,600円
ミ443-186 三ツ押盛鉢  
φ19.5×6.5㎝（30入･陶） ･･･････････3,000円
ミ443-196 楕円皿  
15.3×12.5×2.3㎝（80入･陶） ･･･････1,400円
ミ443-206 つぼ型珍味  
φ5.5×3.2㎝（180入･陶） ･･････････････860円
ミ443-216 帯合せ丸小鉢  
φ9.5×5㎝（60入･陶） ･･････････････2,400円

ミ443-516 コーヒーカップ  
11.2×8.2×6.7㎝（210㏄）（（10×8）80入･陶） ･･･1,150円
ミ443-526 マグカップ  
11.7×9.2×9.7㎝（270㏄）（（10×8）80入･陶） ･･･1,400円
ミ443-536 手付きドレッシング  
16.5×12×6.5㎝（40入･陶） ････････1,900円
ミ443-546 手付き6.5ボール  
23×20×6.3㎝（30入･陶） ･･････････3,000円
ミ443-556 リーフボール  
27.8×17.3×6.5㎝（30入･陶） ･･･････3,350円
ミ443-566 手付き4.0ボール  
14.5×12.3×6.8㎝（60入･陶） ･･･････1,650円
ミ443-576 モダンカット尺2前菜皿  
36.8×7.7×3.2㎝（40入･陶） ････････2,600円
ミ443-586 深ボール  
14.3×13.7×8.5㎝（40入･陶） ･･･････1,750円
ミ443-596 モダンカット尺長皿  
29.8×21.5×3㎝（15入･陶） ････････4,500円
ミ443-606 リーフフルーツ皿  
22.4×11.2×4.2㎝（60入･陶） ･･･････1,900円
ミ443-616 花形5.5皿  
16.5×2.0㎝（80入･陶） ････････････1,400円
ミ443-626 花形6.5皿  
19.8×2.2㎝（60入･陶） ････････････1,950円
ミ443-636 花形8.5皿  
26.4×3.2㎝（30入･陶） ････････････3,250円
ミ443-646 モダンカット9.0長皿  
28×11.2×3㎝（40入･陶） ･･････････2,800円
ミ443-656 花形4.0皿  
13.0×1.7㎝（120入･陶） ･･････････････680円
ミ443-666 モダンカット5.5皿  
15.7×14×2.8㎝（80入･陶） ････････1,900円
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青白磁唐草

イ444-016 3.0皿  
φ9.3×1.8㎝（磁） 590円

イ444-026 5.0皿  
φ16.3×2.8㎝（磁） 800円

イ444-036 6.0皿  
φ18.7×2.9㎝（磁） 1,040円

イ444-046 7.0皿  
φ21.7×3.2㎝（磁） 1,430円

イ444-056 8.0皿  
φ25×3.8㎝（磁） 2,600円

イ444-066 9.0皿  
φ28×3.9㎝（磁） 3,650円

イ444-076 10.0皿  
φ30.8×4.3㎝（磁） 6,900円

イ444-086 11.0皿  
φ34.5×5.3㎝（磁） 8,580円

イ444-096 12.0皿  
φ37×5.5㎝（磁） 11,950円

イ444-106 6.0大高浜皿  
φ18.5×5㎝（磁） 2,750円

イ444-116 7.0大高浜皿  
φ22×5.4㎝（磁） 3,600円

イ444-126 8.0大高浜皿  
φ25×6.5㎝（磁） 5,700円

イ444-136 9.0大高浜皿  
φ28×7.2㎝（磁） 9,000円

イ444-146 10.0大高浜皿  
φ30×7.8㎝（磁） 17,000円

イ444-156 葉形5.0皿  
17×10.5×2.4㎝（磁） 1,150円

イ444-166 葉形7.0皿  
21×13×2.7㎝（磁） 1,550円

イ444-176 葉形8.5皿  
26.2×17×3㎝（磁） 3,550円

イ444-186 葉形10.0皿  
32.4×21×3.8㎝（磁） 4,700円

イ444-196 葉形12.0皿  
36.5×23.5×3.8㎝（磁） 10,000円

イ444-206 長角12.0盛皿  
29.3×22.5×3.3㎝（磁） 11,600円

イ444-216 長角8.0焼物皿  
20.7×14.6×3.7㎝（磁） 1,950円

イ444-226 長角8.0長角皿  
21.6×11.5×2.3㎝（磁） 1,800円

イ444-236 長角6.0前菜皿  
15.7×11.7×2.3㎝（磁） 1,350円

イ444-246 長角9.0突出皿  
25×11.6×2.5㎝（磁） 2,400円

イ444-256 長角10.0突出皿  
27.5×12.3×2.7㎝（磁） 2,450円

イ444-266 長角千代口  
9.6×6.7×3㎝（磁） 950円

イ444-276 二ツ仕切皿  
15.7×7.8×2.3㎝（磁） 1,300円

イ444-286 三ツ仕切皿  
19.2×8.2×2.3㎝（磁） 1,750円

イ444-296 6.0角鉢  
15.3×15.3×4.3㎝（磁）
2,150円

イ444-306 4.5角鉢  
11.5×11.5×5.7㎝（磁）
1,450円

イ444-316 4.0角鉢  
10×10×4.8㎝（磁）
1,350円

イ444-326 
葉形千代口  
11×7.2×2.9㎝（磁）
800円

イ444-336 雪割刺身鉢  
φ16×5㎝（磁） 1,350円

イ444-346 雪割千代口  
φ8.3×2.8㎝（磁） 700円

イ444-356 角千代口  
7.5×7.5×3㎝（磁） 880円

イ444-366 菊彫3.6小鉢  
φ10.9×3.8㎝（磁） 920円

イ444-376 菊彫千代口  
φ8.5×2.7㎝（磁） 800円

イ444-386 新菊3.8玉割  
φ11.7×4.3㎝（磁） 900円

イ444-396 新菊千代口  
φ8.8×3.2㎝（磁） 800円

イ444-406 葉形とんすい  
14.5×9.7×5.5㎝（磁） 1,150円

イ444-416 鶴とんすい  
14.3×9.6×4.5㎝（磁） 1,150円
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弥　勒

タ445-046 7.0皿  
φ20.9×3.3㎝（40入･磁） 1,350円

タ445-056 8.0皿  
φ24.1×3.6㎝（20入･磁） 2,600円

タ445-066 9.0皿  
φ27.8×4㎝（20入･磁） 3,100円

タ445-076 5.5深丼  
φ17×8㎝（30入･磁） 2,600円

タ445-086 21㎝焼肉切立皿  
φ20.8×3.5㎝（20入･磁） 2,800円

タ445-096 5.0反しのぎ丼  
φ15.4×8.6㎝（40入･磁） 1,750円

タ445-106 丸型5.0丼  
φ15.1×9.2㎝（30入･磁） 2,100円

タ445-116 15㎝鉄鉢  
φ15×5㎝（60入･磁） 1,400円

タ445-126 7.0めん皿  
φ22.8×5㎝（30入･磁） 2,200円

タ445-136 5.0大茶  
φ15.2×7㎝（60入･磁） 1,250円

タ445-146 
飯器  
φ11.2×6.6㎝（60入･磁） 
1,200円

タ445-156 
多用丼  
φ12.4×7.7㎝（60入･磁） 
1,350円

タ445-166 
4.2ライス  
φ12.5×6㎝（100入･磁） 
780円

タ445-176 
11㎝カフェ丼  
φ11×7.2㎝（80入･磁） 
1,250円

タ445-186 
3.8取丼  
φ11.4×4.2㎝（100入･磁） 
780円

タ445-196 
3.2深皿  
φ10×2.6㎝（200入･磁） 
630円 タ445-206 前菜29㎝長角皿  

28.7×18×1.5㎝（20入･磁） 5,200円
タ445-216 24㎝正角皿  
23.6×23.6×1.8㎝（20入･磁） 4,700円

タ445-226 二つ仕切皿  
12.3×7.5×2.6㎝（80入･磁） 
1,050円

タ445-236 三つ仕切皿  
17.7×7.6×2.7㎝（60入･磁） 
1,500円

タ445-246 16㎝串皿  
15.9×10.9×1.8㎝（80入･磁） 
1,400円

タ445-256 21㎝焼物皿  
20.8×14×2.2㎝（40入･磁） 
1,850円

タ445-266 21㎝菱型皿  
20.7×17.7×4.5㎝（40入･磁） 
2,700円

タ445-016 4.0皿  
φ12.9×2.2㎝（120入･磁） 700円

タ445-026 5.0皿  
φ15×2.6㎝（60入･磁） 850円

タ445-036 6.0皿  
φ18.5×2.8㎝（60入･磁） 1,200円

タ445-276 21㎝角切立皿  
21.6×21.6×2.6㎝（20入･磁）
4,400円

タ445-286 19㎝丸切立皿  
φ18.8×2.2㎝（40入･磁）
1,650円

タ445-296 23㎝丸切立皿  
φ23.1×2.6㎝（20入･磁） 3,200円

タ445-306 19㎝折方皿  
19.2×19.2×3.2㎝（40入･磁） 2,800円

タ445-316 前菜27㎝長角皿  
26.9×13.8×1.4㎝（30入･磁） 4,200円

タ445-326 前菜33㎝長角皿  
32.9×21.6×2.1㎝（10入･磁） 6,300円
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窯変銀彩結晶

タ446-016 丸3.5皿  
φ10.3×1.8㎝（200入･磁） 430円

タ446-026 丸4.0皿  
φ13.3×2.2㎝（100入･磁） 470円

タ446-036 丸5.0皿  
φ16×2.8㎝（80入･磁） 630円

タ446-046 丸6.0皿  
φ20×2.9㎝（40入･磁） 1,200円

タ446-056 丸7.0皿  
φ22.3×3㎝（30入･磁） 1,600円

タ446-066 丸8.0皿  
φ25.5×3.5㎝（20入･磁） 2,300円

タ446-076 四足角7.0皿  
16.8×16.8×3.8㎝（40入･磁） 1,600円

タ446-086 四足角8.0皿  
20.5×20.3×4.5㎝（30入･磁） 2,600円

タ446-096 4.2めし丼  
φ13.2×8.2㎝（40入･磁） 1,380円

タ446-106 深口5.0ボール  
φ15.3×8㎝（40入･磁） 1,600円

タ446-116 深口5.5ボール  
φ17.2×8.4㎝（30入･磁） 2,000円

タ446-126 深口6.0ボール  
φ18.3×8.4㎝（30入･磁） 2,300円

タ446-136 切立7.0盛皿  
φ20.7×3㎝（40入･磁） 2,100円

タ446-146 切立8.0盛皿  
φ24.5×3.6㎝（20入･磁） 2,800円

タ446-156 岩形角5.0皿  
14.5×14.3×3.4㎝（60入･磁） 980円

タ446-166 四足岩形角8.0皿  
19.5×19.3×4.9㎝（30入･磁） 2,300円

タ446-176 二葉小鉢  
14.6×9.5×8.8㎝（60入･磁） 1,700円

タ446-186 
ダ円向付  
16.5×13×5.4㎝（60入･磁） 
1,600円

タ446-196 
四折千代口  
8×8×4.3㎝（160入･磁） 
570円

タ446-206 
四折小付  
8.7×8.7×4.8㎝（140入･磁） 
730円

タ446-216 
四折3.5小鉢  
9.7×9.5×5.8㎝（100入･磁） 
930円

タ446-226 
四折4.0小鉢  
11×11×6.4㎝（60入･磁） 
1,100円

タ446-236 
四折4.5小鉢  
12.3×12.3×7㎝（60入･磁） 
1,300円

タ446-246 ツバ付7.5皿  
φ23×3.2㎝（30入･磁） 2,000円

タ446-256 浅口5.0ボール  
φ15.7×5.5㎝（40入･磁） 1,300円

タ446-266 浅口6.0ボール  
φ19.3×7.3㎝（30入･磁） 2,100円

タ446-276 7.0盛鉢  
φ21.8×5.7㎝（30入･磁） 2,100円
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古備前

キ447-106 4.2多用丼  
φ13×8㎝（60入･磁） 680円

キ447-116 5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（40入･磁） 1,060円

キ447-126 しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（120入･磁） 680円

キ447-136 しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（80入･磁） 820円

キ447-146 しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入･磁） 1,000円

キ447-156 しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（40入･磁） 1,200円

キ447-166 4.0ボール  
φ13×4.5㎝（100入･磁） 530円

キ447-176 4.5ボール  
φ14×5㎝（80入･磁） 600円

キ447-186 玉渕5.5浅丼  
φ17×6㎝（60入･磁） 880円

キ447-196 
玉渕6.0浅丼  
φ19×7.5㎝（40入･磁） 
1,320円

キ447-206 
とんすい  
14.3×12.5×5.8㎝（100入･磁） 
680円

キ447-216 
薬味皿  
φ8×1.5㎝（200入･磁） 
380円

キ447-226 
そば猪口  
φ6×6㎝（180㏄）（120入･磁） 
450円

キ447-236 
ねじりロックカップ  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（100入･磁） 
680円

キ447-246 
ねじりフリーカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（80入･磁） 
820円

キ447-256 
しのぎロックカップ  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（100入･磁） 
680円

キ447-266 
しのぎフリーカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（80入･磁） 
820円

キ447-276 
スタッキングココットL  
φ11.2×5.1㎝（60入･磁） 
730円

キ447-286 
スタッキングココットM  
φ8×4.2㎝（120入･磁） 
580円

キ447-296 
スタキングココットS  
φ6.3×3.4㎝（160入･磁） 
450円

キ447-016 3.0皿  
φ9.5×2.2㎝（240入･磁） 400円

キ447-026 5.0皿  
φ15.2×2㎝（100入･磁） 700円

キ447-036 6.0皿  
φ17.5×2.2㎝（40入･磁） 820円

キ447-046 7.0皿  
φ22.8×2.6㎝（30入･磁） 1,150円

キ447-056 9.0皿  
φ26.5×3.3㎝（20入･磁） 3,000円

キ447-066 17.5㎝角皿  
17.5×13×2.2㎝（60入･磁） 930円

キ447-076 26㎝角皿  
26×17.5×3.5㎝（30入･磁） 2,300円

キ447-086 31㎝角皿  
31×21×4㎝（20入･磁） 3,500円

キ447-096 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入･磁） 550円
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雲竜黒

ラ448-016 三寸皿  
φ9.5×2.2㎝（磁） 420円

ラ448-026 五寸皿  
φ15.2×2㎝（磁） 820円

ラ448-036 六寸皿  
φ17.5×2.2㎝（磁） 930円

ラ448-046 七寸皿  
φ22.8×2.6㎝（磁） 1,430円

ラ448-056 九寸皿  
φ27×3.3㎝（磁） 2,030円

ラ448-066 尺皿  
φ31×3.8㎝（磁） 4,600円

ラ448-076 四角銘々皿  
13.8×13.8×2.3㎝（磁） 980円

ラ448-086 四角大皿  
23.7×23.7×3.8㎝（磁） 3,080円

ラ448-096 突出し皿  
21.8×9.5×2.6㎝（磁） 1,580円

ラ448-106 長角焼物皿  
23.8×15×3㎝（磁） 2,060円

ラ448-116 三八深皿  
φ11.9×3.1㎝（磁） 480円

ラ448-126 五寸深皿  
φ16×4.2㎝（磁） 880円

ラ448-136 六五寸深皿  
φ19.8×5㎝（磁） 1,100円

ラ448-146 パスタめん皿  
φ22×4.5㎝（磁） 1,580円

ラ448-156 玉渕五寸ボール  
φ16×7.5㎝（磁） 1,360円

ラ448-166 玉渕五五浅丼  
φ17×6㎝（磁） 1,100円

ラ448-176 玉渕六寸浅丼  
φ19×7.5㎝（磁） 1,700円

ラ448-186 玉渕七五浅丼  
φ23×9㎝（磁） 2,530円

ラ448-196 三八なつめ小鉢  
φ11×6.7㎝（磁） 900円

ラ448-206 四寸なつめ小鉢  
φ13.2×7㎝（磁） 1,030円

ラ448-216 五寸多用丼  
φ16×10.5㎝（磁） 1,600円

ラ448-226 六寸高台丼  
φ18×11.5㎝（磁） 1,900円

ラ448-236 とんすい  
12.5×14.3×5.8㎝（磁） 820円

ラ448-246 茶漬碗  
φ15×7㎝（磁） 1,100円

ラ448-256 角ちょく  
9.5×6.2×3.4㎝（磁） 480円

ラ448-266 薬味皿  
12.8×8×2.8㎝（磁） 550円

ラ448-276 
そばちょく  
φ9.2×7.3㎝（250㏄）（磁）
700円

ラ448-286 
つゆ入れ（小）  
8㎝（220㏄）（磁）
770円

ラ448-296 
つゆ入れ（大）  
11.5㎝（490㏄）（磁）
1,320円
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蒼　月

ラ449-066 
スタッキングココットS  
φ6.3×3.4㎝（磁） 450円

ラ449-076 
スタッキングココットM  
φ8×4.2㎝（磁） 580円

ラ449-086 
スタッキングココットL  
φ11.2×5.1㎝（磁） 730円

ラ449-016 3.0寸皿  
φ9.5×2.2㎝（磁） 400円

ラ449-026 5.0寸皿  
φ15.2×2㎝（磁） 700円

ラ449-036 6.0寸皿  
φ17.5×2.2㎝（磁） 820円

ラ449-046 7.0寸皿  
φ22.8×2.6㎝（磁） 1,150円

ラ449-056 9.0寸皿  
φ26.5×3.3㎝（磁） 3,000円

ラ449-096 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（磁） 550円

ラ449-106 4.2多用丼  
φ13×8㎝（磁） 680円

ラ449-116 5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（磁） 1,060円

ラ449-126 しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（磁） 680円

ラ449-136 しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（磁） 820円

ラ449-146 しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（磁） 1,000円

ラ449-156 しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（磁） 1,200円

ラ449-166 4.0寸ボール  
φ13×4.5㎝（磁） 530円

ラ449-176 4.5寸ボール  
φ14×5㎝（磁） 600円

ラ449-186 玉渕5.5寸浅丼  
φ17×6㎝（磁） 880円

ラ449-196 玉渕6.0寸浅丼  
φ19×7.5㎝（磁） 1,320円

ラ449-206 とんすい  
12.5×14.3×5.8㎝（磁） 680円

ラ449-216 そば千代口  
φ8×6㎝（磁） 450円

ラ449-226 薬味皿  
φ8×1.5㎝（磁） 380円

ラ449-236 ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（磁） 680円

ラ449-246 ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（磁） 820円

ラ449-256 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（磁） 680円

ラ449-266 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（磁） 820円

ラ449-276 角皿17.5㎝  
17.5×13×2.2㎝（磁） 930円

ラ449-286 角皿26㎝  
26×17.5×3.5㎝（磁） 2,300円

ラ449-296 角皿31㎝  
31×21×4㎝（磁） 3,500円
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ウ450-016 ロクベ6.0丼  φ17.8×9.4㎝（30入･磁） ･･････････3,450円
ウ450-026 ロクベ茶碗（大）  φ15.4×8㎝（40入･磁） ････････2,350円
ウ450-036 ロクベ茶碗（中）  φ13.8×7.2㎝（50入･磁） ･･････1,750円
ウ450-046 ロクベ茶碗（小）  φ12×6.2㎝（60入･磁） ････････1,450円
ウ450-056 ロクベ豆茶碗  φ11×5.6㎝（80入･磁）･･･････････1,200円
ウ450-066 石目3.8飯碗  φ11.4×8㎝（60入･磁） ･･･････････1,600円
ウ450-076 石目4.5飯碗  φ13.6×8.8㎝（40入･磁） ･････････2,500円
ウ450-086 飯器（小）蓋付  φ10.6×9.6㎝（40入･磁） ････････1,850円
ウ450-096 飯器（小）身  φ10.5×7.8㎝（磁） ････････････････1,800円
ウ450-106 ロクベ長湯呑（大）  φ6.6×8.4㎝（20×6入･磁） ･･･1,550円
ウ450-116 ロクベ長湯呑（小）  φ6×7.8㎝（20×6入･磁） ････1,400円
ウ450-126 ロクベ8.5浅鉢  φ26.2×7㎝（20入･磁） ･････････6,600円
ウ450-136 ロクベ7.0浅鉢  φ21×5.8㎝（30入･磁） ･････････3,850円
ウ450-146 ロクベ5.0浅鉢  φ15×4.2㎝（40入･磁） ･････････2,350円
ウ450-156 ロクベ丸千代口  φ8.6×2.7㎝（150入･磁） ･････････830円
ウ450-166 流水向付  φ14.8×5.4㎝（30入･磁） ･････････････2,550円

ウ450-176 流水小鉢  φ12.6×6㎝（80入･磁） ･･･････････････2,150円
ウ450-186 流水中付  φ10.8×5.8㎝（100入･磁） ････････････1,750円
ウ450-196 流水小付  φ8.8×5.4㎝（120入･磁） ･････････････1,400円
ウ450-206 流水小付（小）  φ7.2×4.6㎝（150入･磁） ･･･････････950円
ウ450-216 流水7.0三角皿  20.8×3.6㎝（30入･磁） ････････3,350円
ウ450-226 流水6.0三角皿  16.8×3㎝（40入･磁） ･･････････2,650円
ウ450-236 流水5.0三角皿  13.8×2.4㎝（60入･磁） ････････1,850円
ウ450-246 流水呑水  φ10.8×4.4㎝（80入･磁） ･････････････1,750円
ウ450-256 流水丸千代口  φ8.2×3.2㎝（120入･磁） ･･･････････810円
ウ450-266 タタラ呑水  φ11.2×3.8㎝（80入･磁） ････････････1,100円
ウ450-276 タタラ丸千代口  φ8.4×2.6㎝（120入･磁） ･･････････740円
ウ450-286 ロクベ手付呑水（小）  φ13.2×11.4×6.2㎝（80入･磁） ･･･1,250円
ウ450-296 ロクベ手付呑水（大）  φ14.2×13.2×7.8㎝（60入･磁） ･･･1,500円
ウ450-306 ロクベ8.5ボール  φ25.2×4.4㎝（20入･磁）･･････4,450円
ウ450-316 ロクベ6.5ボール  φ19.2×4.3㎝（30入･磁）･･････2,500円
ウ450-326 ロクベ4.5ボール  φ13.6×3.8㎝（40入･磁）･･････1,600円

ウ450-336 ロクベ3.6ボール  φ10.8×3.4㎝（100入･磁） ････1,100円
ウ450-346 12.0長角楕円鉢  37×17.8×4.2㎝（20入･磁） ･･･8,600円
ウ450-356 10.0長角楕円鉢  30×15.4×4.6㎝（30入･磁） ･･･4,300円
ウ450-366 8.5四方皿  26.4×26.4×5㎝（15入･磁） ･････････5,300円
ウ450-376 7.5四方皿  21.8×21.8×4.3㎝（20入･磁） ･･･････2,850円
ウ450-386 6.0四方皿  17×17×3.7㎝（30入･磁） ･･･････････2,400円
ウ450-396 5.0四方皿  13.8×13.8×3.5㎝（40入･磁） ･･･････1,850円
ウ450-406 9.0長角四方皿  27.6×17×4.2㎝（30入･磁） ････3,300円
ウ450-416 7.5長角四方皿  22.4×13.7×3.5㎝（40入･磁） ･･･2,350円
ウ450-426 5.5長角四方皿  16.8×10.4×2.3㎝（50入･磁） ･･･1,350円
ウ450-436 長角四方小皿  10.8×6.8×1.8㎝（60入･磁） ････････720円
ウ450-446 松花堂四方皿  10.3×10.3×2.4㎝（60入･磁） ･･･1,100円
ウ450-456 12.0長角細長皿  35.5×10.4×1.4㎝（20入･磁） ･･･2,650円
ウ450-466 石目9.0プレート  28.2×10×1.8㎝（15入･磁） ････2,150円
ウ450-476 石目11.0プレート  33×10.8×1.8㎝（10入･磁） ･･･2,700円
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ウ451-016 石目4.5飯碗  φ13.6×8.8㎝（40入･磁） ･･･････1,900円
ウ451-026 石目3.8飯碗  φ11.2×8㎝（60入･磁） ･････････1,400円
ウ451-036 飯器（大）蓋付  φ12.5×10.4㎝（30入･磁）･････2,550円
ウ451-046 飯器身丈（大）  φ11.6×8.7㎝（磁） ･･･････････1,850円
ウ451-056 飯器（小）蓋付  φ11.4×9.6㎝（40入･磁） ･･････2,250円
ウ451-066 飯器身丈（小）  φ10.5×7.8㎝（磁） ･･･････････1,650円
ウ451-076 ロクベ6.0丼  φ18×9.2㎝（20入･磁） ･･････････3,300円
ウ451-086 ロクベ茶碗（大）  φ15×7.6㎝（40入･磁） ･･････2,150円
ウ451-096 ロクベ茶碗（中）  φ13.5×7㎝（50入･磁） ･･････1,650円
ウ451-106 ロクベ茶碗（小）  φ12×6㎝（60入･磁） ････････1,350円
ウ451-116 ロクベ豆茶碗  φ11×5.2㎝（80入･磁）･････････1,100円
ウ451-126 むし碗（大）  φ8×8.9㎝（60入･磁） ･････････････1,650円
ウ451-136 むし碗（小）  φ7.8×8.4㎝（80入･磁） ･･･････････1,450円
ウ451-146 ロクベ長湯呑（大）  φ6.6×8.2㎝（20×6入･磁） ･･･1,400円
ウ451-156 ロクベ長湯呑（小）  φ6×7.8㎝（20×6入･磁） ･･･1,250円
ウ451-166 大平  φ12.8×5.8㎝（80入･磁） ･･･････････････････970円
ウ451-176 中平  φ12.2×5.4㎝（100入･磁） ･･････････････････830円
ウ451-186 石目5.3楕円鉢  16.2×12.6×4.6㎝（60入･磁） ･･･1,950円

ウ451-196 ロクベ8.5浅鉢  φ26×6.6㎝（20入･磁） ･･･････6,500円
ウ451-206 ロクベ7.0浅鉢  φ21.2×5.6㎝（30入･磁） ･････3,600円
ウ451-216 ロクベ5.0浅鉢  φ15×4.2㎝（40入･磁） ･･･････2,100円
ウ451-226 ロクベ丸千代口  φ8.5×2.8㎝（150入･磁） ･･･････580円
ウ451-236 ロクベ8.5ボール  φ25.5×4.5㎝（20入･磁）････4,300円
ウ451-246 ロクベ6.5ボール  φ19×4㎝（30入･磁） ･･･････2,350円
ウ451-256 ロクベ4.5ボール  φ13.3×4㎝（40入･磁） ･････1,500円
ウ451-266 ロクベ3.6ボール  φ10.7×3.3㎝（100入･磁） ･････990円
ウ451-276 一口カップ  φ7.2×10㎝（178㏄）（10×6入･磁） ･･･1,500円
ウ451-286 流水向付  φ15×5.4㎝（30入･磁） ･････････････2,150円
ウ451-296 流水小鉢  φ12.8×5.8㎝（80入･磁） ･･･････････1,900円
ウ451-306 流水中付  φ11.2×6㎝（100入･磁） ････････････1,550円
ウ451-316 流水小付  φ9.3×5.4㎝（120入･磁） ･･･････････1,150円
ウ451-326 流水小付（小）  φ7×4.6㎝（150入･磁） ･･･････････810円
ウ451-336 流水7.0三角皿  21×3.5㎝（30入･磁） ････････3,150円
ウ451-346 流水6.0三角皿  16.8×2.8㎝（40入･磁） ･･････2,500円
ウ451-356 流水5.0三角皿  13.8×2.4㎝（60入･磁） ･･････1,650円
ウ451-366 流水呑水  φ10.8×4.2㎝（80入･磁） ･･･････････1,550円

ウ451-376 流水丸千代口  φ8.2×3.4㎝（120入･磁） ･････････670円
ウ451-386 12.0長角楕円鉢  36.5×18×6.7㎝（20入･磁） ･･･8,300円
ウ451-396 10.0長角楕円鉢  29.5×14.7×5.5㎝（30入･磁） ･･･4,150円
ウ451-406 12.0長角細長皿  36×10.2×3.7㎝（20入･磁） ･･･2,500円
ウ451-416 9.0長角四方皿  27×17×4㎝（30入･磁） ･････3,150円
ウ451-426 7.5長角四方皿  21.7×13.3×3.3㎝（40入･磁） ･･･2,150円
ウ451-436 5.5長角四方皿  16.5×10×2.3㎝（50入･磁） ･･･1,200円
ウ451-446 長角四方小皿  10.7×7×1.8㎝（60入･磁） ･･･････670円
ウ451-456 8.5四方皿  26×26×6㎝（15入･磁） ･･･････････4,950円
ウ451-466 7.5四方皿  21.3×21.3×4.5㎝（20入･磁） ･････2,650円
ウ451-476 6.0四方皿  17.8×17.5×3.8㎝（30入･磁） ･････2,250円
ウ451-486 5.0四方皿  14.3×14.3×3.5㎝（40入･磁） ･････1,650円
ウ451-496 松花堂四方皿  11×11×2.5㎝（60入･磁） ････････990円
ウ451-506 流水焼物皿  21.2×13×3.4㎝（30入･磁） ･･････2,750円
ウ451-516 流水長角小皿  9.2×7.2×3㎝（120入･磁） ･･･････630円
ウ451-526 流水付出皿  23.6×6.4×2.6㎝（60入･磁） ･････1,650円
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ユ452-146 6.0ボール  φ17.5×7㎝（30入･陶） ･･･････2,800円
ユ452-156 5.0ボール  φ16×6㎝（40入･陶） ･････････1,700円
ユ452-166 4.5ボール  φ12.5×6㎝（40入･陶） ･･･････1,350円
ユ452-176 4.0ボール  φ10.5×6㎝（60入･陶） ･･･････1,100円
ユ452-186 千代口ボール  φ8.5×4㎝（120入･陶） ･････ 570円
ユ452-196 中平  φ12×6.5㎝（100入･陶） ･･････････････ 830円
ユ452-206 一号徳利  約170㏄（100入･陶） ･･･････････ 880円
ユ452-216 二号徳利  約280㏄（80入･陶） ･･････････1,550円
ユ452-226 ぐい呑  φ6×3.5㎝（150入･陶） ･････････････ 500円
ユ452-236 湯呑（小）  φ6×7㎝（100入･陶）････････････ 780円
ユ452-246 飯器  φ10.5×8㎝（30入･陶） ･････････････1,350円
ユ452-256 木蓋  11.5㎝ ･････････････････････････････ 350円
ユ452-266 深口すいとん  11×12×5㎝（80入･陶） ･･･1,350円

ユ452-106 夏目4.5丼  φ12.5×7.5㎝（40入･陶） ･････1,700円
ユ452-116 夏目5.0丼  φ14×9㎝（30入･陶） ････････2,200円
ユ452-126 夏目5.5丼  φ16×10㎝（20入･陶） ･･･････2,300円
ユ452-136 6.5ボール  φ20×7.5㎝（20入･陶） ･･･････3,800円

ユ452-016 丸3.0皿  φ9.5×1.5㎝（150入･陶） ･････････ 450円
ユ452-026 丸4.0皿  φ14.5×2㎝（120入･陶） ･･････････ 650円
ユ452-036 丸5.0皿  φ17×2.5㎝（80入･陶） ･･･････････ 850円
ユ452-046 丸6.0皿  φ19.5×2.5㎝（60入･陶） ･･･････1,150円
ユ452-056 丸7.0皿  φ22.5×3㎝（30入･陶） ･････････2,000円
ユ452-066 丸8.0皿  φ25×3.5㎝（20入･陶） ･････････3,100円
ユ452-076 丸10.0皿  φ30.5×4.5㎝（10入･陶） ･････7,300円
ユ452-086 丸型5.5丼  φ17×8㎝（30入･陶） ････････2,500円
ユ452-096 丸型6.5丼  φ19.5×9㎝（20入･陶） ･･････3,100円

ユ452-276 6.5腰張丼  φ20×8㎝（20入･陶） ････････3,350円
ユ452-286 一号そば徳利  約220㏄（80入･陶）････････ 830円
ユ452-296 そば猪口  φ8×6.5㎝（100入･陶） ･･････････ 830円
ユ452-306 8.0めん皿  φ24×5㎝（30入･陶） ･････････2,800円
ユ452-316 切立ヤクミ皿  φ8×1.5㎝（120入･陶） ･･････ 550円
ユ452-326 焼物皿  19.5×14×3㎝（40入･陶） ････････1,900円
ユ452-336 突出皿  19.5×10.5×3㎝（40入･陶） ･･････1,700円
ユ452-346 長千代口  10×6.5×3㎝（120入･陶） ･･･････ 730円
ユ452-356 正角10.0皿  22.5×22.5×3.5㎝（15入･陶） ･･･3,900円
ユ452-366 二ツ切皿  12×7.5×2.5㎝（80入･陶） ･････1,100円
ユ452-376 三ツ切皿  19.5×8.5×2.5㎝（60入･陶） ･･･1,700円
ユ452-386 のり茶  φ15×10㎝（40入･陶） ････････････1,850円
ユ452-396 のり茶（身）  φ15×7㎝（60入･陶） ････････1,250円
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黒市松 

ロ453-056 小皿  
φ8.7×1.5㎝（200入･陶） 360円

ロ453-066 煎茶  
φ8.1×6.1㎝（120入･陶） 450円

ロ453-076 湯呑  
φ8×7.7㎝（100入･陶） 590円

ロ453-086 陶碗（小）  
φ9×6.8㎝（80入･陶） 680円

ロ453-096 陶碗（大）  
φ9.5×8.6㎝（60入･陶） 810円

ロ453-106 楕円取り皿  
17.4×12.7×1.2㎝（120入･陶） 660円

ロ453-116 片口鉢  
14.4×13×8.6㎝（80入･陶） 1,580円

ロ453-126 4.0角皿  
12.3×12.3×2.3㎝（100入･陶） 660円

ロ453-136 7.0正角皿  
20.6×20.6×2.6㎝（40入･陶） 2,700円

ロ453-146 6.0四つ足皿  
16.7×12×2.7㎝（60入･陶） 990円

ロ453-156 9.0四つ足皿  
28.5×18.4×4㎝（25入･陶） 3,250円

ロ453-166 突出し皿  
24×9.5×2.2㎝（80入･陶） 900円

ロ453-176 サンマ皿  
28.6×12.3×2.7㎝（30入･陶） 1,400円

ロ453-186 7.0長角皿  
20.7×14.5×2.2㎝（60入･陶） 1,170円

ロ453-196 平小鉢  
φ13.5×3.9㎝（120入･陶） 810円

ロ453-206 中平  
φ10.8×5.2㎝（150入･陶） 540円

ロ453-216 大平  
φ11.8×5.6㎝（120入･陶） 630円

ロ453-226 毛料  
φ14.4×6.5㎝（60入･陶） 810円

ロ453-236 角特大皿  
29×29×4.2㎝（10入･陶） 4,600円

ロ453-246 正角小鉢  
11×11×3㎝（120入･陶） 610円

ロ453-256 盛り鉢（小）  
φ12.6×5.4㎝（100入･陶） 970円

ロ453-266 盛り鉢（中）  
φ16.8×5.5㎝（80入･陶） 1,670円

ロ453-016 4.0丸皿  
φ12.8×1.7㎝（120入･陶） 610円

ロ453-026 6.0丸皿  
φ17.3×1.8㎝（100入･陶） 950円

ロ453-036 7.0丸皿  
φ20.7×2.2㎝（80入･陶） 1,530円

ロ453-046 パスタ皿  
φ22.5×2.8㎝（60入･陶） 2,030円
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ウ454-016 4.5丼  φ14.5×7.1㎝（60入･磁） ･･･････････1,750円
ウ454-026 6.0丼  φ18.3×7.8㎝（40入･磁） ･･･････････2,550円
ウ454-036 焼杉蓋（小）  12.4×12.3×1.8㎝（磁） ･････････580円
ウ454-046 飯器（小）（身）  10.6×7.8㎝（40入･磁） ･･･1,660円
ウ454-056 徳利1号  180㏄（20×6入･磁） ･･･････････････950円
ウ454-066 徳利2号  320㏄（10×8入･磁） ････････････1,600円
ウ454-076 ぐい呑  φ5×3.9㎝（200入･磁）････････････････480円
ウ454-086 煎茶  φ9.2×6.2㎝（120入･磁） ･･･････････････800円
ウ454-096 長湯呑（小）  φ6×7.8㎝（20×6入･磁） ････････990円
ウ454-106 長湯呑（大）  φ6.8×8.5㎝（20×6入･磁） ･･･1,150円
ウ454-116 土瓶  11㎝（900㏄）（2×10入･磁） ･･････････3,900円
ウ454-126 パスタ皿  φ26.3×3.8㎝（20入･磁） ････････3,450円
ウ454-136 大平  φ13×5.6㎝（80入･磁） ･････････････････930円
ウ454-146 のり茶漬  15.4×9.5㎝（60入･磁） ･････････2,350円
ウ454-156 中平  φ12×5.5㎝（100入･磁） ････････････････800円

ウ454-166 むし碗（大）  φ8.3×8.9㎝（60入･磁） ･･･････1,600円
ウ454-176 むし碗（小）  φ7.8×8㎝（80入･磁） ･････････1,400円
ウ454-186 梅型天ぷら皿  20.7×3㎝（40入･磁） ･･････2,250円
ウ454-196 梅型4.8鉢  14.5×5㎝（80入･磁） ･････････1,850円
ウ454-206 4.5丸皿（リム付）  φ13.7×1.8㎝（120入･磁） ･･･1,150円
ウ454-216 7.0丸皿（リム付）  φ21.6×2.5㎝（40入･磁） ･･･2,400円
ウ454-226 8.0丸皿（リム付）  φ25×3㎝（30入･磁） ･･･3,450円
ウ454-236 9.0丸皿（リム付）  φ27.8××3.2㎝（20入･磁） ･･･4,100円
ウ454-246 尺丸皿（リム付）  φ31.7×3.4㎝（15入･磁） ･･･8,700円
ウ454-256 梅型呑水  11.7×4.5㎝（60入･磁） ････････1,250円
ウ454-266 ねじり千代口  7.7×7.7×3.5㎝（160入･磁） ･･･560円
ウ454-276 ねじり刺身鉢  15×15×5㎝（40入･磁）･････2,000円
ウ454-286 9.0長角皿  21.5×18.5×2.8㎝（30入･磁） ･･･1,850円
ウ454-296 正角仕切皿  16.7×16.7×3㎝（30入･磁） ･･･1,450円
ウ454-306 7.0長角仕切皿  19×13.2×2.5㎝（40入･磁） ･･･1,300円

ウ454-316 5.5丸皿  φ16.9×2㎝（120入･磁） ･････････1,450円
ウ454-326 6.5丸皿  φ19.7×2.4㎝（100入･磁） ･･･････2,100円
ウ454-336 3.5丸皿  φ10×2㎝（150入･磁） ･･････････････560円
ウ454-346 突出仕切皿  20.6×9.5×2.2㎝（60入･磁） ･･･1,150円
ウ454-356 6.0長角皿  17.4×11.4×2.9㎝（60入･磁） ････830円
ウ454-366 7.0長角皿  19×13.2×2.8㎝（50入･磁） ･･･1,150円
ウ454-376 長角小皿  9.5×6.5×3㎝（150入･磁） ･････････560円
ウ454-386 長皿  29×13.6×1.6㎝（20入･磁） ･･････････2,250円
ウ454-396 8.0長角皿  21×14.3×3.3㎝（40入･磁） ･･･1,450円
ウ454-406 のり皿  14×11×1.9㎝（100入･磁） ････････････650円
ウ454-416 突出皿  21×9.5×2.6㎝（60入･磁）･････････1,050円
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白　磁（強化磁器）

ホ455-026 白5.0皿  
14.5×2.7㎝（70入･陶） ･･･････････････580円
ホ455-036 白四角皿  
12×12×1.8㎝（80入･陶） ･････････････430円
ホ455-046 白花型小鉢  
12×5㎝（80入･陶） ･･･････････････････580円
ホ455-056 白豆千代口  
8.8×8.3×3.4㎝（120入･陶） ･･･････････380円
ホ455-066 白5.0鉢  
16.5×5.5㎝（40入･陶） ････････････1,330円
ホ455-076 白楕円万能皿  
20.5×11×2.4㎝（50入･陶） ･･･････････850円
ホ455-086 白楕円大皿  
27×20.5×2.8㎝（30入･陶） ････････2,200円
ホ455-096 白長角千代口  
9×6.2×2.5㎝（140入･陶） ･････････････380円
ホ455-106 白焼物皿  
19.5×10.5×2.8㎝（60入･陶） ･･････････780円
ホ455-116 白さんま皿  
28.2×12.7×3㎝（40入･陶） ････････1,300円
ホ455-126 白長角天皿  
26.5×20×2.5㎝（30入･陶） ････････1,980円
ホ455-136 白盛皿  
24×6.5㎝（24入･陶） ･･････････････4,500円
ホ455-146 黒3.5皿  
11.2×2㎝（100入･陶） ････････････････400円
ホ455-156 黒5.0皿  
14.5×2.7㎝（70入･陶） ･･･････････････580円
ホ455-166 黒四角皿  
12×12×1.8㎝（80入･陶） ･････････････430円
ホ455-176 黒花型小鉢  
12×5㎝（80入･陶） ･･･････････････････580円
ホ455-186 黒豆千代口  
8.8×8.3×3.4㎝（120入･陶） ･･･････････380円
ホ455-196 黒5.0鉢  
16.5×5.5㎝（40入･陶） ････････････1,330円
ホ455-206 黒楕円万能皿  
20.5×11×2.4㎝（50入･陶） ･･･････････850円
ホ455-216 黒楕円大皿  
27×20.5×2.8㎝（30入･陶） ････････2,200円
ホ455-226 黒長角千代口  
9×6.2×2.5㎝（140入･陶） ･････････････380円
ホ455-236 黒焼物皿  
19.5×10.5×2.8㎝（60入･陶） ･･････････780円
ホ455-246 黒さんま皿  
28.2×12.7×3㎝（40入･陶） ････････1,300円
ホ455-256 黒長角天皿  
26.5×20×2.5㎝（30入･陶） ････････1,980円

ホ455-016 白3.5皿  
11.2×2㎝（100入･陶） ････････････････400円

ウ455-516 松華堂四方皿  
φ11.3×11.3×2㎝（100入･強） 900円

ウ455-526 5.0四方皿  
φ14.5×14.5×3.5㎝（80入･強） 1,530円

ウ455-536 6.0四方皿  
φ17.5×17.5×3.8㎝（60入･強） 2,080円

ウ455-546 7.5四方皿  
φ22.5×22.5×4.2㎝（40入･強） 2,430円

ウ455-556 8.5四方皿  
φ26.5×26.5×5㎝（20入･強） 4,570円

ウ455-566 5.5長角四方皿  
φ16.5×10.2×2.2㎝（80入･強） 1,120円

ウ455-576 7.5長角四方皿  
φ22×13.5×3㎝（40入･強） 2,080円

ウ455-586 9.0長角四方皿  
φ27.3×17×3.7㎝（20入･強） 2,880円

ウ455-596 細長四方皿  
φ35.8×10.3×3.8㎝（20入･強） 2,300円

ウ455-606 タタラ丸千代口  
φ8.5×2.8㎝（150入･強） 580円

ウ455-616 タタラ丸鉢  
φ11×3.8㎝（120入･強） 830円

ウ455-626 六兵手付呑水（小）  
φ13×11.5×5.5㎝（80入･強） 1,050円

ウ455-636 六兵手付呑水（大）  
φ15×13.2×6.8㎝（60入･強） 1,280円

ウ455-646 六兵豆茶碗  
φ11×5.4㎝（100入･強） 980円

ウ455-656 六兵豆茶碗（小）  
φ12×6.2㎝（80入･強） 1,230円

ウ455-666 六兵茶碗（中）  
φ13.5×7㎝（60入･強） 1,550円

ウ455-676 六兵茶碗（大）  
φ15.2×7.7㎝（40入･強） 1,970円

ウ455-686 六兵6.0丼  
φ17.7×9.3㎝（20入･強） 3,040円

ウ455-696 六兵8.5浅鉢  
φ25.8×6.5㎝（40入･強） 5,880円

ウ455-706 エッグスタンド  
φ21.5×11×5.3㎝（20入･強） 2,720円

ウ455-716 石目3.8飯碗  
φ11.3×8㎝（60入･強） 1,280円

ウ455-726 石目4.0飯碗  
φ13.5×8.8㎝（40入･強） 1,700円

ウ455-746 六兵7.0浅鉢  
φ21×5.7㎝（40入･強） 3,400円

ウ455-736 六兵5.0浅鉢  
φ15×4.2㎝（60入･強） 1,970円

ウ455-756 9.0プレート  
φ28×10×1.8㎝（40入･強） 1,790円

ウ455-766 11.0プレート  
φ33×10.8×2.5㎝（20入･強） 2,350円

ウ455-776 石目4.0飯碗  
φ12.5×7.8（100入･強） 1,600円

ウ455-786 六兵丸千代口  
φ8.5×2.6（200入･強） 690円
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ミ456-016 型入7.0ラーメン  φ21×8.5㎝（30入･磁） ･･･2,050円
ミ456-026 型入8.0ラーメン  φ24.5×8.5㎝（24入･磁） ･･･3,600円
ミ456-036 4.0丼  φ12.6×7.2㎝（60入･磁） ･････････････ 650円
ミ456-046 5.0丼  φ15.3×8㎝（40入･磁）･････････････1,180円
ミ456-056 5.5丼  φ17.4×9.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,950円
ミ456-066 5.5ボール  φ17×6㎝（45入･磁） ･･････････1,050円
ミ456-076 6.5ボール  φ20×7.5㎝（30入･磁） ････････1,900円
ミ456-086 7.0ボール  φ22×8.7㎝（24入･磁） ････････2,900円
ミ456-096 8.0ボール  φ25.5×8㎝（20入･磁） ････････3,650円
ミ456-106 楕円鉢  17.2×12.4×6.3㎝（60入･磁） ･････1,300円
ミ456-116 楕円大鉢  27×20×9.4㎝（30入･磁） ･･････4,000円
ミ456-126 高浜5.5丼  φ17.5×8.5㎝（36入･磁） ･････1,400円
ミ456-136 尺2鉢  φ36.5×6.7㎝（10入･磁） ･･････････7,750円
ミ456-146 リム尺鉢  φ31×8.8㎝（10入･磁） ･･････････7,800円
ミ456-156 4.5ライス  φ14×6㎝（90入･磁）･････････････ 630円

ミ456-166 そば千代口  φ8.5×6.2㎝（120入･磁） ･･･････ 660円
ミ456-176 尺盛鉢  φ31×6㎝（10入･磁） ･････････････5,900円
ミ456-186 薬味皿  φ10.0×2㎝（300入･磁） ････････････ 450円
ミ456-196 フリーカップ  φ8.7×11㎝（320㏄）（80入･磁） ･･･ 930円
ミ456-206 4.0皿  φ13.3×2.4㎝（150入･磁） ･･･････････ 550円
ミ456-216 3.5皿  φ11.5×2.3㎝（200入･磁） ･･･････････ 500円
ミ456-226 リップル向付  φ16.5×4.6㎝（60入･磁）･･････ 730円
ミ456-236 尺皿  φ31.5×5.6㎝（15入･磁） ････････････5,300円
ミ456-246 8.0皿  φ25.3×3.6㎝（30入･磁） ･･･････････2,050円
ミ456-256 5.0鉢  φ16.5×4.3㎝（80入･磁） ･････････････ 900円
ミ456-266 6.0鉢  φ19.4×5.3㎝（60入･磁） ･･･････････1,050円
ミ456-276 5.0皿  φ16.5×2.3㎝（100入･磁） ･･･････････ 660円
ミ456-286 7.0皿  φ22.7×3.2㎝（30入･磁） ･･･････････1,350円
ミ456-296 9.0皿  φ27.5×3.5㎝（20入･磁） ･･･････････3,500円
ミ456-306 正角4.5皿  14×14×2.8㎝（120入･磁） ･････ 850円

ミ456-316 正角盛皿  21×21×3㎝（40入･磁） ････････1,450円
ミ456-326 4.0鉢  φ12.7×3.8㎝（100入･磁） ･･･････････ 580円
ミ456-336 正角小鉢  10.2×10.2×3.5㎝（120入･磁） ･･･ 630円
ミ456-346 3.3鉢  φ11×3.2㎝（150入･磁） ･････････････ 530円
ミ456-356 小判皿  22×16.5×3.9㎝（60入･磁） ･･･････1,280円
ミ456-366 長皿（小）  14.3×9.3×2.3㎝（120入･磁） ･････ 820円
ミ456-376 長皿（大）  33.5×14.5×4.3㎝（30入･磁） ･･･3,000円
ミ456-386 リップル8.5鉢  26×7㎝（30入･磁） ･･･････2,500円
ミ456-396 正角7.0皿  22×22×3㎝（40入･磁） ･･････1,900円
ミ456-406 長角8.0皿  26×17.2×2.8㎝（30入･磁） ･･･3,200円
ミ456-416 長角尺皿  31.5×21.4×2.4㎝（15入･磁） ･･･5,300円
ミ456-426 丸碗  11.3×6.2㎝（120入･磁） ･･････････････ 900円
ミ456-436 レンゲ  15×4.6×5㎝（300入･磁） ････････････ 520円
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銀　麗

キ457-036 
7.0皿  
φ20.9×3.3㎝（40入･磁） 
1,350円

キ457-046 6.0皿  
φ18.5×2.8㎝（60入･磁） 1,200円

キ457-056 
5.0皿  
φ15×2.6㎝（80入･磁） 
850円

キ457-066 4.0皿  
φ12.9×2.2㎝（120入･磁） 700円

キ457-076 29㎝長角皿  
28.9×18×1.5㎝（20入･磁） 5,200円

キ457-086 24㎝正角皿  
23.7×23.7×1.8㎝（20入･磁） 4,700円

キ457-096 21㎝焼物皿  
21×14×2.2㎝（40入･磁） 2,000円

キ457-106 16㎝串皿  
15.8×10.9×1.8㎝（80入･磁） 1,400円

キ457-116 29㎝末広型スープ  
φ28.7×6.2㎝（20入･磁） 4,900円

キ457-126 25㎝末広型スープ  
φ25.3×5.7㎝（30入･磁） 3,500円

キ457-136 7.0めん皿  
φ22.8×5㎝（30入･磁） 2,200円

キ457-146 5.5深丼  
φ16.9×8㎝（40入･磁） 2,600円

キ457-156 丸型5.0丼  
φ15.1×9.1㎝（40入･磁） 2,100円

キ457-166 多用丼  
φ12.4×7.7㎝（60入･磁） 1,350円

キ457-176 飯器  
φ11.2×6.6㎝（60入･磁） 1,200円

キ457-186 3.8取丼  
φ11.4×4.2㎝（100入･磁） 780円

キ457-196 11㎝カフェ丼  
φ11.1×7.4㎝（80入･磁） 1,250円

キ457-206 5.0反しのぎ丼  
φ15.4×8.6㎝（48入･磁） 1,750円

キ457-216 15㎝鉄鉢  
φ15.2×5㎝（60入･磁） 1,400円

キ457-226 7㎝千代口  
φ7.1×3㎝（200入･磁） 630円

キ457-236 とんすい  
13×12.1×4.7㎝（100入･磁） 930円

キ457-246 二ツ仕切皿  
12.3×7.5×2.6㎝（80入･磁） 1,050円

キ457-256 三ツ仕切皿  
17.6×7.5×2.7㎝（60入･磁） 1,500円

キ457-266 そば徳利  
φ7.8×8.3㎝（220㏄）（60入･磁） 1,050円

キ457-016 9.0皿  
φ27.8×4㎝（20入･磁） 3,100円

キ457-026 8.0皿  
φ24.1×3.6㎝（20入･磁） 2,600円

キ457-276 そば猪口  
φ8×6.7㎝（220㏄）（80入･磁） 830円

キ457-286 薬味皿  
φ8.7×104㎝（200入･磁） 700円
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千段十草

ラ458-016 4.0皿  
φ12.4×2.2㎝（磁） 450円

ラ458-026 5.0皿  
φ15.7×2.5㎝（磁） 530円

ラ458-036 6.0皿  
φ18.3×2.5㎝（磁） 700円

ラ458-046 7.0皿  
φ21.6×2.9㎝（磁） 820円

ラ458-056 8.0皿  
φ25.2×3㎝（磁） 1,720円

ラ458-066 尺皿  
φ31.2×4㎝（磁） 3,200円

ラ458-076 4.0ボール  
φ13×4.5㎝（磁） 600円

ラ458-086 4.5ボール  
φ14×5㎝（磁） 700円

ラ458-096 5.0ボール  
φ15.4×5.5㎝（磁） 820円

ラ458-106 6.0ボール  
φ17.8×6.6㎝（磁） 1,250円

ラ458-116 7.0ボール  
φ21.8×8㎝（磁） 2,800円

ラ458-126 5.0スープ  
φ15.3×3.5㎝（磁） 600円

ラ458-136 6.0スープ  
φ19×4.3㎝（磁） 1,100円

ラ458-146 6.3高台丼  
φ18.5×7.8㎝（磁） 1,300円

ラ458-156 6.8高台丼  
φ21.2×8.3㎝（磁） 1,550円

ラ458-166 6.0多用鉢  
φ17.8×7㎝（磁） 1,250円

ラ458-176 4.1多用丼  
φ12.8×7㎝（磁） 720円

ラ458-186 中平碗  
φ11.8×5.5㎝（磁） 600円

ラ458-196 おふくろ3.3皿  
φ10×1.8㎝（磁） 430円

ラ458-206 角千代口  
9.5×7.2×2.3㎝（磁） 480円

ラ458-216 長丸トレー  
19.8×14.4×2㎝（磁） 630円

ラ458-226 角皿（小）  
11.6×11.6×2.2㎝（磁） 650円

ラ458-236 角皿（中）  
17.5×11.6×2.2㎝（磁） 980円

ラ458-246 角皿（大）  
23.3×11.6×2.2㎝（磁） 1,300円

ラ458-256 四角小皿  
14×14×2㎝（磁） 780円

ラ458-266 四角中皿  
19.3×19.3×2.3㎝（磁） 1,320円

ラ458-276 四角大皿  
23.2×23.2×2.8㎝（磁） 2,200円

ラ458-286 6.0正角皿  
18.8×18.8×4㎝（磁） 2,000円

ラ458-296 7.0正角皿  
22×22×4.8㎝（磁） 2,800円

ラ458-306 そば千代口  
φ8.1×6.3㎝（180㏄）（磁） 480円

ラ458-316 薬味皿  
φ8.5×1.7㎝（磁） 420円

ラ458-326 煎茶  
φ8.3×11.3㎝（180㏄）（磁） 500円

ラ458-336 土瓶  
14.7×13.7㎝（600㏄）（磁） 3,480円
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オリエント

ラ459-066 9.0皿  
φ28.5×3.7㎝（磁）
2,300円

ラ459-076 尺皿  
φ30.5×4.3㎝（磁）
3,200円

ラ459-086 長丸トレー  
19.8×14.4×2㎝（磁） 630円 ラ459-096 6.0長角トレー  

19.2×14.2×2㎝（磁） 760円 ラ459-106 9.0浅ボール  
φ27.5×5㎝（磁） 2,700円

ラ459-116 4.0ボール  
φ13×5.5㎝（磁） 600円

ラ459-126 5.5ボール  
φ16.3×5.5㎝（磁） 820円

ラ459-136 6.0ボール  
φ18.8×6.5㎝（磁） 1,680円

ラ459-146 7.0ボール  
φ22.2×8㎝（磁） 2,600円

ラ459-156 3.3多用丼  
φ10.5×5㎝（磁） 630円

ラ459-166 3.8多用丼  
φ11.7×6㎝（磁） 700円

ラ459-176 4.1多用丼  
φ12.8×7㎝（磁） 780円

ラ459-186 4.6多用丼  
φ14.2×8㎝（磁） 1,100円

ラ459-196 5.1多用丼  
φ15.4×9.5㎝（磁） 1,450円

ラ459-206 6.3高台丼  
φ18.5×7.8㎝（磁） 1,200円

ラ459-216 6.8高台丼  
φ21.2×8.3㎝（磁） 1,450円

ラ459-226 おふくろ3.3皿  
φ10×1.8㎝（磁） 430円

ラ459-236 煎茶  
φ9.1×6㎝（150㏄）（磁） 500円

ラ459-246 コーヒー碗  
φ7.6×7㎝（160㏄）（磁） 800円

ラ459-256 中平碗  
φ11.8×5.5㎝（磁） 630円

ラ459-266 角千代口  
9.5×7.2×2.3㎝（磁） 480円

ラ459-276 そば千代口  
φ8.1×6.3㎝（180㏄）（磁） 520円

ラ459-016 4.0皿  
φ12.9×2.2㎝（磁）
500円

ラ459-026 4.5皿  
φ15×2.2㎝（磁）
550円

ラ459-036 5.5皿  
φ18×2.6㎝（磁）
620円

ラ459-046 6.5皿  
φ21×3.1㎝（磁）
750円

ラ459-056 7.5皿  
φ23.7×3.4㎝（磁）
1,050円
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豊　明

粉
　
引

黒
　
燿

赤
　
釉

ツ460-016 9.0皿  
φ28×3.4㎝（磁） 1,200円

ツ460-026 8.0皿  
φ24.4×3.2㎝（磁） 750円

ツ460-036 7.0皿  
φ21.6×2.7㎝（磁） 520円

ツ460-046 5.5皿  
φ17.2×2.3㎝（磁） 400円

ツ460-056 4.5皿  
φ14.2×2.2㎝（磁） 370円

ツ460-116 9.0皿  
φ28×3.4㎝（磁） 1,200円

ツ460-126 8.0皿  
φ24.4×3.2㎝（磁） 750円

ツ460-136 7.0皿  
φ21.6×2.7㎝（磁） 520円

ツ460-146 5.5皿  
φ17.2×2.3㎝（磁） 400円

ツ460-156 4.5皿  
φ14.2×2.2㎝（磁） 370円

ツ460-216 8.0深皿  
φ24.1×4.7㎝（磁）
1,250円

ツ460-226 7.0深皿  
φ21.3×4.2㎝（磁）
980円

ツ460-236 4.5深皿  
φ14.6×3.6㎝（磁）
570円

ツ460-246 4.0深皿  
φ12.8×3.2㎝（磁）
530円

ツ460-256 3.0深皿  
φ9.8×2.7㎝（磁）
450円

ツ460-266 7.0丸高台鉢  
φ21.8×9㎝（磁）
1,600円

ツ460-276 6.0丸高台鉢  
φ19.5×7.5㎝（磁）
1,280円

ツ460-286 4.5丸高台鉢  
φ13.4×5.8㎝（磁）
790円

ツ460-296 4.0丸高台鉢  
φ12.1×4.8㎝（磁）
690円

ツ460-306 3.0丸高台鉢  
φ9.4×3.9㎝（磁）
590円

ツ460-066 7.0丸高台鉢  
φ21.8×9㎝（磁） 1,120円

ツ460-076 6.0丸高台鉢  
φ19.5×7.5㎝（磁） 870円

ツ460-086 4.5丸高台鉢  
φ13.4×5.8㎝（磁） 550円

ツ460-096 4.0丸高台鉢  
φ12.1×4.8㎝（磁） 510円

ツ460-106 3.0丸高台鉢  
φ9.4×3.9㎝（磁） 460円

ツ460-206 3.0丸高台鉢  
φ9.4×3.9㎝（磁） 460円

ツ460-166 7.0丸高台鉢  
φ21.8×9㎝（磁） 1,120円

ツ460-176 6.0丸高台鉢  
φ19.5×7.5㎝（磁） 870円

ツ460-186 4.5丸高台鉢  
φ13.4×5.8㎝（磁） 550円

ツ460-196 4.0丸高台鉢  
φ12.1×4.8㎝（磁） 510円
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ツ461-016 4.0皿  
φ12×2.1㎝（磁）
340円

ツ461-026 8.0深皿  
φ24.1×4.7㎝（磁）
750円

ツ461-036 7.0深皿  
φ21.3×4.2㎝（磁）
580円

ツ461-046 4.5深皿  
φ14.6×3.6㎝（磁）
370円

ツ461-056 4.0深皿  
φ12.8×3.2㎝（磁）
350円

ツ461-066 3.0深皿  
φ9.8×2.7㎝（磁）
320円

ツ461-076 10.0楕円鉢  
31.4×22.2×4.4㎝（磁） 4,200円

ツ461-086 8.5楕円鉢  
25.8×18.1×3.7㎝（磁） 2,700円

ツ461-096 6.5高台丼  
φ19.3×10.1㎝（磁） 1,120円 ツ461-106 5.5高台丼  

φ16.5×8.6㎝（磁） 800円

ツ461-146 4.0皿  
φ12×2.1㎝（磁）
340円

ツ461-156 8.0深皿  
φ24.1×4.7㎝（磁）
750円

ツ461-166 7.0深皿  
φ21.3×4.2㎝（磁）
580円

ツ461-176 4.5深皿  
φ14.6×3.6㎝（磁）
370円

ツ461-186 4.0深皿  
φ12.8×3.2㎝（磁）
350円

ツ461-196 3.0深皿  
φ9.8×2.7㎝（磁）
320円

ツ461-246 4.5高台丼  
φ13.6×7.5㎝（磁）
550円

ツ461-256 3.5高台丼  
φ10.8×5.8㎝（磁）
460円

ツ461-266 7.5楕円鉢  
23.4×16.6×3.3㎝（磁）
2,000円

ツ461-276 6.5高台丼  
φ19.3×10.1㎝（磁）
1,600円

ツ461-286 5.5高台丼  
φ16.5×8.6㎝（磁）
1,180円

ツ461-296 4.5高台丼  
φ13.6×7.5㎝（磁）
860円

ツ461-306 3.5高台丼  
φ10.8×5.8㎝（磁）
650円

ツ461-116 4.5高台丼  
φ13.6×7.5㎝（磁）
550円

ツ461-126 3.5高台丼  
φ10.8×5.8㎝（磁）
460円

ツ461-136 7.5楕円鉢  
23.4×16.6×3.3㎝（磁）
2,000円

ツ461-206 10.0楕円鉢  
31.4×22.2×4.4㎝（磁）
4,200円

ツ461-216 8.5楕円鉢  
25.8×18.1×3.7㎝（磁）
2,700円

ツ461-226 6.5高台丼  
φ19.3×10.1㎝（磁）
1,120円

ツ461-236 5.5高台丼  
φ16.5×8.6㎝（磁）
800円
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ゆらり粉引き

ゆらり黒結晶

ミ462-016 7.0丼  
φ21.5×89㎝（30入･磁） 950円

ミ462-026 6.5丼  
φ20×80㎝（36入･磁） 710円

ミ462-036 6.0深丼  
φ18×9.3㎝（36入･磁） 980円

ミ462-046 5.5深丼  
φ16.1×8.7㎝（40入･磁） 820円

ミ462-056 5.0深丼  
φ15×8.3㎝（50入･磁） 760円

ミ462-066 8.0麺丼  
φ24×6.8㎝（20入･磁） 1,400円

ミ462-076 8寸深皿  
φ24.4×5㎝（20入･磁） 710円

ミ462-086 7寸深皿  
φ21×4㎝（30入･磁） 520円

ミ462-096 4.5寸深皿  
φ14.7×3.8㎝（100入･磁） 400円

ミ462-106 3.3寸深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁） 310円

ミ462-126 4.2鉢  
φ13×4.5㎝（80入･磁） 460円

ミ462-136 3.8鉢  
φ11×5.9㎝（100入･磁） 460円

ミ462-146 4.5ライス丼  
φ13.6×7.8㎝（60入･磁） 600円

ミ462-156 3.8ライス小鉢  
φ12.7×6.3㎝（80入･磁） 450円

ミ462-116 5.5煮物皿  
φ16.7×5.2㎝（60入･磁） 460円

ミ462-166 
カップ  
φ8.2×8.5㎝（240㏄）（60入･磁）
480円

ミ462-176 
ソバ千代口小鉢  
φ9.4×6.2㎝（190㏄）（100入･磁）
410円

ミ462-186 
9寸皿  
φ27.7×3.3㎝（20入･磁）
1,150円

ミ462-196 
8寸皿  
φ24.8×3.3㎝（24入･磁）
710円

ミ462-206 
7寸皿  
φ21.3×2.5㎝（40入･磁）
510円

ミ462-216 
5.5寸皿  
φ16.3×2.5㎝（80入･磁）
400円

ミ462-226 
4.5寸皿  
φ14.4×2.3㎝（100入･磁）
370円

ミ462-516 7.0丼  
φ21.5×8.9㎝（30入･磁） 950円

ミ462-526 6.5丼  
φ20×8.0㎝（36入･磁） 710円

ミ462-536 6.0深丼  
φ18×9.3㎝（36入･磁） 980円

ミ462-546 5.5深丼  
φ16.1×8.7㎝（40入･磁） 820円

ミ462-556 5.0深丼  
φ15×8.3㎝（50入･磁） 760円

ミ462-566 8.0麺丼  
φ24×6.8㎝（20入･磁） 1,400円

ミ462-576 8寸深皿  
φ24.4×5㎝（20入･磁） 710円

ミ462-586 7寸深皿  
φ21×4㎝（30入･磁） 520円

ミ462-596 4.5寸深皿  
φ14.7×3.8㎝（100入･磁） 400円

ミ462-606 3.3寸深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁） 310円

ミ462-616 5.5煮物皿  
φ16.7×5.2㎝（60入･磁） 460円

ミ462-626 4.2鉢  
φ13×4.5㎝（80入･磁） 460円

ミ462-636 3.8鉢  
φ11×5.9㎝（100入･磁） 460円

ミ462-646 4.5ライス丼  
φ13.6×7.8㎝（60入･磁） 600円

ミ462-656 3.8ライス小鉢  
φ12.7×6.3㎝（80入･磁） 450円

ミ462-666 
カップ  
φ8.2×8.5㎝（240㏄）（60入･磁）
480円

ミ462-676 
ソバ千代口小鉢  
φ9.4×6.2㎝（190㏄）（100入･磁）
410円

ミ462-686 
9寸皿  
φ27.7×3.3㎝（20入･磁）
1,150円

ミ462-696 
8寸皿  
φ24.8×3.3㎝（24入･磁）
710円

ミ462-706 
7寸皿  
φ21.3×2.5㎝（40入･磁）
510円

ミ462-716 
5.5寸皿  
φ16.3×2.5㎝（80入･磁）
400円

ミ462-726 
4.5寸皿  
φ14.4×2.3㎝（100入･磁）
370円
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グリーン志野

206
196

ケ463-016 腰張4.2丼  
φ13×8㎝（磁） 750円

ケ463-026 腰張5.0丼  
φ15.5×7.8㎝（磁） 1,100円

ケ463-036 深口5.0丼  
φ15.6×8㎝（磁） 900円

ケ463-046 深口5.5丼  
φ17×8.7㎝（磁） 1,100円

ケ463-056 京風6.5ボール  
φ19.8×7.6㎝（磁） 1,400円

ケ463-066 京風7.0ボール  
φ21.8×8.5㎝（磁） 2,200円

ケ463-076 大名6.8丼  
φ21.3×8.4㎝（磁） 1,900円

ケ463-086 ボール3.3  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ463-096 ボール4.2  
φ13×5.5㎝（磁） 600円

ケ463-106 ボール5.5  
φ17×6㎝（磁） 800円

ケ463-116 リム付3.0皿  
φ10×2㎝（磁） 450円

ケ463-126 リム付3.5皿  
φ11.4×2.2㎝（磁） 500円

ケ463-136 リム付4.0皿  
φ13.3×2.4㎝（磁） 550円

ケ463-146 リム付8.0皿  
φ24.8×3.6㎝（磁） 2,000円

ケ463-156 リム付9.0皿  
φ28×4㎝（磁） 2,800円

ケ463-166 丸7.0皿  
φ22.4×3.4㎝（磁） 1,200円

ケ463-176 丸5.0皿  
φ16.6×2.7㎝（磁） 650円

ケ463-186 丸6.0皿  
φ20.4×3.8㎝（磁） 900円

ケ463-196 1合徳利  
φ8×7.6㎝（190㏄）（磁） 950円
ケ463-206 2合徳利  
φ8.5×10.1㎝（320㏄）（磁） 1,200円

ケ463-216 そば千代久  
φ8.4×6.2㎝（185㏄）（磁） 500円

ケ463-226 3.0薬味  
φ9×1.8㎝（磁） 450円

ケ463-236 茶碗  
φ11.4×6.9㎝（磁） 550円

ケ463-246 ライス丼  
φ15×6.5㎝（磁） 800円

ケ463-256 スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 550円
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天の川

タ464-016 16㎝富士型鉢  
16.3×16×5.7㎝（30入･陶） 1,100円

タ464-026 23㎝富士型鉢  
23.3×22.5×7.2㎝（20入･陶） 2,300円

タ464-036 26㎝富士型鉢  
26.8×26×9.3㎝（10入･陶） 3,800円

タ464-046 楕円多用鉢  
22×17×6.5㎝（30入･陶） 1,800円

タ464-056 17㎝浅鉢  
17.8×17.2×4㎝（30入･陶） 1,200円

タ464-066 22㎝浅鉢  
22.5×22.3×5.7㎝（20入･陶） 2,700円

タ464-076 27㎝浅鉢  
27×26.5×6.8㎝（10入･陶） 4,000円

タ464-086 楕円小鉢  
15.5×11.5×4.5㎝（40入･陶） 750円

タ464-096 
3.0小付  
φ9.5×5.7㎝（80入･陶）
800円

タ464-106 
4.0小鉢  
φ12.3×7.2㎝（60入･陶）
1,200円

タ464-116 
楕円小付  
10×7.5×3.5㎝（80入･陶）
520円

タ464-126 
片口小鉢  
9.6×9.3×3.2㎝（80入･陶）
600円

タ464-136 
小皿  
12.7×11.6×1.5㎝（100入･陶）
560円

タ464-146 
プチ小皿  
10×9.7×1.2㎝（100入･陶）
420円

タ464-156 半月皿  
22.5×12.8×2.3㎝（30入･陶） 860円

タ464-166 パーティー皿  
25×18×3.5㎝（20入･陶） 1,600円

タ464-176 楕円皿  
31.7×14.5×2.7㎝（20入･陶） 1,600円

タ464-186 スクエア小皿  
10×9.8×3.3㎝（80入･陶） 580円

タ464-196 スクエア中皿  
19×18.7×3.3㎝（20入･陶） 1,300円

タ464-206 スクエア大皿  
24×23.5×3.6㎝（20入･陶） 2,600円

タ464-216 華焼物皿  
24×13.5×3㎝（20入･陶） 1,200円

タ464-226 華前菜皿  
16×15×3.5㎝（40入･陶） 1,000円

タ464-236 華角小皿  
9.5×9.5×2.5㎝（80入･陶） 630円

タ464-246 華正角皿  
18×17.5×3㎝（20入･陶） 1,200円

タ464-256 華正角大皿  
26.5×25.5×4㎝（10入･陶） 4,600円

タ464-266 華付出皿  
28.5×9.5×2.3㎝（20入･陶） 1,200円

タ464-276 葉月  
40.3×11.5×6.5㎝（10入･陶） 4,200円
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黒織部

タ465-016 9.0皿  
φ26.5×3.3㎝（30入･磁） 2,750円

タ465-026 7.0皿  
φ22.4×2.6㎝（40入･磁） 1,050円

タ465-036 6.0皿  
φ17.3×2.4㎝（60入･磁） 730円

タ465-046 5.0皿  
φ15.3×2.3㎝（100入･磁） 630円

タ465-056 5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（30入･磁）
980円

タ465-066 4.2多用丼  
φ13×8㎝（40入･磁）
630円

タ465-076 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入･磁）
480円

タ465-086 しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（30入･磁）
1,080円

タ465-096 しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入･磁）
880円

タ465-106 しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（60入･磁）
720円

タ465-116 しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（80入･磁）
620円

タ465-126 玉渕6.0浅丼  
φ19×7㎝（30入･磁） 1,200円

タ465-136 玉渕5.5浅丼  
φ17×5.5㎝（40入･磁） 800円

タ465-146 4.5ボール  
φ13.7×5.3㎝（60入･磁） 550円

タ465-156 4.0ボール  
φ12.6×4.6㎝（80入･磁） 480円

タ465-166 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（330㏄）（60入･磁） 780円

タ465-176 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（280㏄）（60入･磁） 620円

タ465-186 ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（330㏄）（60入･磁） 780円

タ465-196 ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（280㏄）（60入･磁） 620円

タ465-206 31㎝角皿  
31×21×4.5㎝（12入･磁） 3,000円

タ465-216 26㎝角皿  
26.4×17.5×4㎝（20入･磁） 2,000円

タ465-226 17.5㎝角皿  
17.5×13×2.5㎝（40入･磁） 850円

タ465-236 
そば千代口  
φ8×6.3㎝（180㏄）（100入･磁）
400円

タ465-246 
薬味入  
φ8.2×1.7㎝（120入･磁）
350円

タ465-256 3.0皿  
φ9.3×2.2㎝（200入･磁）
360円

タ465-266 とんすい  
14.3×12.3×5.8㎝（80入･磁）
620円

タ465-276 
スタッキングココットL  
φ11.4×5.1㎝（60入･磁）
680円

タ465-286 
スタッキングココットM  
φ7.8×4.3㎝（120入･磁）
520円

タ465-296 
スタッキングココットS  
φ6.3×3.5㎝（200入･磁）
400円
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くつろぎ

イ466-016 粉引 玉千茶  
φ7×5.2㎝（120㏄）（磁） 820円

イ466-026 粉引 切立マグ  
φ7×8.5㎝（200㏄）（磁） 1,370円

イ466-036 粉引 たるマグ  
φ7×8㎝（340㏄）（磁） 1,370円

イ466-046 
粉引 8㎝マカロン皿  
φ8×3㎝（磁）
820円

イ466-076 粉引 31㎝ロールケーキ皿  
31×14×2㎝（磁） 3,250円

イ466-056 
粉引 11㎝シュークリーム皿  
φ11.5×2.6㎝（磁）
1,150円

イ466-066 粉引 16㎝ケーキ皿  
φ16×2.1㎝（磁） 1,320円

イ466-106 アメ 玉千茶  
φ7×5.2㎝（120㏄）（磁） 820円

イ466-116 アメ 切立マグ  
φ7×8.5㎝（200㏄）（磁） 1,370円

イ466-126 アメ たるマグ  
φ7×8㎝（340㏄）（磁） 1,370円

イ466-136 
アメ 8㎝マカロン皿  
φ8×3㎝（磁）
820円

イ466-156 
アメ 11㎝シュークリーム皿  
φ11.5×2.6㎝（磁）
1,150円

イ466-146 アメ 16㎝ケーキ皿  
φ16×2.1㎝（磁） 1,320円

イ466-166 
アメ 31㎝ロールケーキ皿  
31×14×2㎝（磁）
3,250円

イ466-176 アメ角皿  
21×18.7×1.5㎝（磁） 2,650円

イ466-186 アメ盛り皿  
24.5×23×3㎝（磁） 3,750円

イ466-196 鉄黒 玉千茶  
φ7×5.2㎝（120㏄）（磁）
820円

イ466-206 鉄黒 切立マグ  
φ7×8.5㎝（200㏄）（磁） 1,370円

イ466-216 鉄黒 たるマグ  
φ7×8㎝（340㏄）（磁） 1,370円

イ466-246 
鉄黒 8㎝マカロン皿  
φ8×3㎝（磁）
820円イ466-226 

鉄黒 11㎝シュークリーム皿  
φ11.5×2.6㎝（磁）　1,150円

イ466-236 
鉄黒 16㎝ケーキ皿  
φ16×2.1㎝（磁）
1,320円

イ466-256 鉄黒 31㎝ロールケーキ皿  
31×14×2㎝（磁） 3,250円

イ466-266 鉄黒角皿  
21×18.7×1.5㎝（磁） 2,650円

イ466-276 鉄黒盛り皿  
24.5×23×3㎝（磁） 3,750円

イ466-086 
粉引角皿  
21×18.7×1.5㎝（磁）
2,650円

イ466-096 
粉引盛り皿  
24.5×23×3㎝（磁）
3,750円
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ドルチェ

ヨ467-106 プチ7㎝小皿  
7×6×1.5㎝（100入･磁） 320円

ヨ467-016 32㎝長皿 大  
32×13×2.5㎝（20入･磁） 1,260円

ヨ467-026 21㎝長皿 中  
21×11×2㎝（30入･磁） 800円

ヨ467-036 14㎝長皿 小  
14×9×1.5㎝（50入･磁） 500円

ヨ467-126 18㎝銘々皿  
18×16×2.5㎝（50入･磁） 800円

ヨ467-046 デザートカップ  
φ11×5.5㎝（30入･磁） 800円

ヨ467-056 プチデザートカップ  
φ7.5×5.5㎝（50入･磁） 560円

ヨ467-116 12.5㎝小皿  
12.5×11×2㎝（60入･磁） 460円

ヨ467-066 湯のみ  
9×8×7.5㎝（200㏄）（60入･磁） 560円

ヨ467-076 ボール 小  
φ13.5×8.5㎝（60入･磁） 900円

ヨ467-086 ボール 中  
φ18×8㎝（60入･磁） 1,400円

ヨ467-096 大鉢  
23.5×21×6.5㎝（20入･磁） 2,200円

ヨ467-136 26㎝パスタ皿  
26×24×3㎝（20入･磁） 1,600円

ヨ467-146 プチ7㎝小付  
7×6×3㎝（100入･磁） 320円

ヨ467-156 プチ9.5㎝小付  
9.5×12.5×5㎝（100入･磁） 460円

ヨ467-166 小鉢  
14×12.5×5㎝（100入･磁） 750円

ヨ467-176 中鉢  
18.5×16×6㎝（80入･磁） 1,200円
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実　り

水鏡（青）

ミ468-016 7.5丸皿  
φ23.6×3㎝（30入･磁） 1,300円

ミ468-026 6.5丸皿  
φ19.5×2.6㎝（60入･磁） 900円

ミ468-036 5.0丸皿  
φ15.5×2.4㎝（100入･磁） 650円

ミ468-046 4.3丸皿  
φ13.2×2.1㎝（150入･磁） 580円

ミ468-056 3.5丸皿  
φ10.5×1.8㎝（200入･磁） 480円

ミ468-066 6.0浅鉢  
φ18.8×4.4㎝（50入･磁） 980円

ミ468-076 4.5浅鉢  
φ13.9×3.8㎝（80入･磁） 780円

ミ468-086 3.2浅鉢  
φ9.6×3㎝（100入･磁） 550円

ミ468-096 千代口  
φ8.1×2.2㎝（200入･磁） 480円

ミ468-106 珍味鉢  
φ6.3×3.6㎝（45㏄）（200入･磁） 400円

ミ468-116 9.0長角皿  
28×14.5×2.6㎝（40入･磁） 2,450円

ミ468-126 6.0多様丼  
φ18.5×9.7㎝（30入･磁） 1,700円

ミ468-136 5.0多様丼  
φ15×6.5㎝（40入･磁） 1,300円

ミ468-146 4.0多様丼  
φ12.2×7.3㎝（60入･磁） 780円

ミ468-156 5.0茶付  
φ15.1×6.7㎝（60入･磁） 880円

ミ468-166 4.0飯碗  
φ11.8×6.5㎝（80入･磁） 780円

ミ468-176 呑水  
14.8×12.7×6㎝（100入･磁） 850円

ミ468-186 長湯呑  
φ7.6×8.3㎝（220㏄）（100入･磁） 580円

ミ468-196 ソバ千代口  
φ8.2×6.2㎝（175㏄）（120入･磁） 550円

ミ468-206 ソバ徳利 1号  
φ8×7.6㎝（190㏄）（100入･磁） 950円

ツ468-516 7.5丸皿  
φ23.6×3㎝（30入･磁） 1,300円

ツ468-566 9.0長角皿  
28×14.5×2.6㎝（20入･磁） 2,450円

ツ468-526 6.5丸皿  
φ19.5×2.6㎝（50入･磁） 900円

ツ468-576 6.0浅鉢  
φ18.8×4.4㎝（50入･磁） 980円

ツ468-536 5.0丸皿  
φ15.5×2.4㎝（80入･磁） 650円

ツ468-586 4.5浅鉢  
φ13.9×3.8㎝（60入･磁） 780円

ツ468-546 4.3丸皿  
φ13.2×2.1㎝（100入･磁） 580円

ツ468-596 3.2浅鉢  
φ9.6×3㎝（100入･磁） 550円

ツ468-556 3.5丸皿  
φ10.5×1.8㎝（120入･磁） 480円

ツ468-606 千代口  
φ8.1×2.2㎝（120入･磁） 480円

ツ468-616 6.0多用丼  
φ18.5×9.7㎝（30入･磁） 1,700円

ツ468-626 5.0多用丼  
φ15×6.5㎝（40入･磁） 1,300円

ツ468-636 4.0多用丼  
φ12.2×7.3㎝（50入･磁） 780円

ツ468-646 4.0飯碗  
φ11.8×6.5㎝（80入･磁） 780円

ツ468-656 5.0茶漬丼  
φ15.1×6.7㎝（60入･磁） 880円

ツ468-666 長湯呑  
φ7.6×8.3㎝（220㏄）（80入･磁） 580円

ツ468-676 とんすい  
14.8×12.7×6㎝（80入･磁） 850円

ツ468-686 そば千代口  
φ8.2×6.2㎝（200㏄）（80入･磁） 550円

ツ468-696 1合徳利  
φ8×7.6㎝（190㏄）（80入･磁） 950円
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黄交趾 
016

216

026

226

036

056

066

076

086 096136

146

206 236

046

106
116

126

156
166
176
186
196

藍華 

516

526 536

566 576

586

606
616

636

646

656

666

546

556

596

626

676

686

ア469-016 6.8ラーメン丼  
φ20×7.5㎝（30入･強） ･････････････3,600円
ア469-026 6.0丼  
φ18.4×8.7㎝（30入･強） ･･･････････3,700円
ア469-036 5.0多用丼  
φ14.7×8.6㎝（40入･強） ･･･････････2,600円
ア469-046 5.5深口丼  
φ17.2×8.8㎝（40入･強） ･･･････････2,600円
ア469-056 6.3ボール  
φ19.9×6.7㎝（30入･強） ･･･････････3,300円
ア469-066 のり茶（身）  
φ15×6.5㎝（60入･強） ･････････････1,450円
ア469-076 4.0多用丼  
φ12.7×7.5㎝（80入･強） ･･･････････1,850円
ア469-086 二品皿  
12.8×8×2.3㎝（100入･強） ････････1,100円
ア469-096 そば猪口  
φ8.5×7.5㎝（120入･強） ･･･････････1,050円
ア469-106 そば徳利1号  
約170㏄（100入･強） ･･････････････1,250円
ア469-116 そば徳利2号  
約320㏄（80入･強） ･･･････････････1,700円
ア469-126 薬味皿  
φ8.8×1.8㎝（160入･強） ･･････････････620円
ア469-136 正角焼物皿  
17.7×17.7×4㎝（40入･強） ････････2,700円
ア469-146 花型5.0鉢  
φ15.5×5.2㎝（80入･強） ･･･････････1,800円
ア469-156 丸6.0皿  
φ19.5㎝（60入･強） ･･･････････････1,550円
ア469-166 丸7.0皿  
φ22.5㎝（40入･強） ･･･････････････2,200円
ア469-176 丸8.0皿  
φ25㎝（20入･強） ･････････････････3,750円
ア469-186 丸9.0皿  
φ28㎝（10入･強） ･････････････････6,500円
ア469-196 丸尺皿  
φ31㎝（10入･強） ･････････････････9,300円
ア469-206 花型3.0鉢  
φ9×3.4㎝（140入･強） ････････････････900円
ア469-216 花型4.0鉢  
φ12.5×4.5㎝（100入･強） ･･････････1,250円
ア469-226 丸3.0皿  
φ9.6㎝（200入･強） ･･････････････････650円
ア469-236 丸5.0皿  
φ15.8㎝（100入･強） ･･････････････1,000円

ツ469-526 高台刺身鉢  
φ15.5×6.5㎝（30入･陶） ･･･････････2,750円
ツ469-536 蓋付小鉢  
φ12.8×8.2㎝（30入･陶） ･･･････････2,500円
ツ469-546 切立4.8鉢  
φ14×5.2㎝（50入･陶） ･････････････2,250円
ツ469-556 丸千代口  
φ7.5×3.2㎝（80入･陶） ･･･････････････530円
ツ469-566 切立4.5皿  
φ14×2.2㎝（50入･陶） ･････････････1,450円
ツ469-576 切立5.5皿  
φ17×2.2㎝（40入･陶） ･････････････1,800円
ツ469-586 4.0とんすい  
φ11.6×4.5㎝（60入･陶） ･･････････････970円
ツ469-596 4.0小鉢  
φ12.8×5.5㎝（50入･陶） ･･･････････1,500円
ツ469-606 切立3.3皿  
φ9×2㎝（80入･陶） ･･･････････････････880円
ツ469-616 三ツ足割山椒  
7.2×5.4㎝（60入･陶） ･････････････････800円
ツ469-626 煮物碗  
φ11.5×9.5㎝（30入･陶） ･･･････････2,450円
ツ469-636 切立6.5皿  
φ20×2.2㎝（30入･陶） ･････････････2,400円
ツ469-646 手造り正角皿  
19.5×19×4.3㎝（30入･陶） ････････3,900円
ツ469-656 手造り焼物皿  
24.8×11.2×4㎝（30入･陶） ････････3,100円
ツ469-666 3.3丸皿  
φ10.5×2㎝（100入･陶） ･･････････････530円
ツ469-676 むし碗  
φ9.2×9㎝（50入･陶） ･･････････････1,850円
ツ469-686 受皿  
φ10.5×2㎝（100入･陶） ･･････････････530円

ツ469-516 高台千代口  
φ9.2×4.5㎝（80入･陶） ････････････1,300円
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ロ470-086 六兵衛呑水（大）  
15.3×13.8×7.8㎝（60入･磁） ･･･････1,330円
ロ470-096 石目前菜皿  
22×11.2×5.6㎝（60入･磁） ････････2,800円
ロ470-106 7.5寸長角四方皿  
22.7×13.7×3㎝（60入･磁） ････････2,030円
ロ470-116 9.0寸長角四方皿  
28.2×17.3×3.9㎝（40入･磁） ･･･････3,000円
ロ470-126 12.0寸長角四方楕円鉢  
37.5×18.2×6.4㎝（15入･磁） ･･･････7,750円
ロ470-136 10.0寸長角四方楕円鉢  
31×15×5.6㎝（20入･磁） ･･････････3,900円
ロ470-146 タタラ呑水  
φ11.5×4㎝（120入･磁） ･･････････････850円
ロ470-156 タタラ丸千代口  
φ8.7×3㎝（200入･磁） ････････････････600円
ロ470-166 12.0寸長角四方皿  
36.2×10.3×4.2㎝（40入･磁） ･･･････2,350円
ロ470-176 石目丸小鉢（大）  
φ11.5×3.6㎝（100入･磁） ･････････････930円
ロ470-186 石目丸小鉢（小）  
φ8.8×3.3㎝（130入･磁） ･･････････････620円
ロ470-196 松花堂四方銘々皿  
11.5×11.5×3㎝（100入･磁） ･･････････930円
ロ470-206 5.0寸四方皿  
14.7×14.7×3.4㎝（60入･磁） ･･･････1,550円
ロ470-216 6.0寸四方皿  
18×18×4㎝（40入･磁） ････････････2,140円
ロ470-226 7.5寸四方皿  
22.7×22.7×4.8㎝（30入･磁） ･･･････2,500円
ロ470-236 8.5寸四方皿  
26.8×26.8×5.8㎝（20入･磁） ･･･････4,650円
ロ470-246 長角四方小皿  
11×7×2.2㎝（130入･磁） ･････････････620円
ロ470-256 長角四方5.5皿  
17×10.5×2.7㎝（80入･磁） ････････1,120円
ロ470-266 石目11.0プレート  
33.3×11×1.9㎝（35入･磁） ････････2,350円

ロ470-016 六兵衛6.0寸丼  
φ18.2×9.5㎝（30入･磁） ･･･････････3,100円
ロ470-026 六兵衛8.5浅丼  
φ26.5×7.2㎝（20入･磁） ･･･････････5,620円
ロ470-036 六兵衛豆茶碗  
φ11.1×5.7㎝（150入･磁） ･･････････1,000円
ロ470-046 六兵衛茶碗（小）  
φ12.3×6.5㎝（120入･磁） ･･････････1,280円
ロ470-056 六兵衛茶碗（中）  
φ13.8×7.3㎝（100入･磁） ･･････････1,550円
ロ470-066 六兵衛茶碗（大）  
φ15.7×8㎝（80入･磁） ･････････････2,000円
ロ470-076 六兵衛呑水（小）  
13.5×11.8×7㎝（80入･磁） ････････1,120円

ト470-566 石目 4.5 飯碗  φ13.6×8.6㎝（100入･磁） ･･ 1,900円
ト470-576 石目 3.8 飯碗  φ11.5×8㎝（120入･磁） ････ 1,500円
ト470-586 飯器 （小）  φ10.5×8㎝（60入･磁） ･･････････ 1,700円
ト470-596 飯器 木蓋  11.5×2㎝（120入）（木製） ･･････････ 840円
ト470-606 石目5.3 楕円鉢  16.5×12.2×4.6㎝（50入･磁） ･･･ 2,000円
ト470-616 蒸し碗 （小）  φ7.5×8.5㎝（72入･磁） ･･･････ 1,550円
ト470-626 ロクベ 3.6ボール  φ11×3.6㎝（120入･磁） ･･･ 1,000円
ト470-636 ロクベ 4.5ボール  φ13.6×4㎝（100入･磁） ･･･ 1,480円
ト470-646 ロクベ 6.5ボール  φ19.5×4.5㎝（60入･磁） ･･･ 2,300円
ト470-656 ロクベ 8.5ボール  φ26×4.8㎝（20入･磁） ･･･ 4,200円
ト470-666 八角 刺身鉢  14.7×14.7×5.2㎝（80入･磁） ･･･ 2,200円
ト470-676 八角 チョク  8.6×8.6×2㎝（120入･磁）･････････ 720円
ト470-686 石目 角小鉢 （小）  8.3×8.3×3.6㎝（100入･磁） ･･･ 720円
ト470-696 石目 角小鉢 （大）  10×10×4㎝（80入･磁） ･･･ 1,100円
ト470-706 3.0 丸皿  φ9.5×1.3㎝（150入･磁） ････････････ 580円
ト470-716 石目5.0 丸皿  φ15.2×2.1㎝（80入･磁） ･･･････ 850円
ト470-726 石目 二連皿 （大）  17.6×9×3.2㎝（100入･磁） ･･･ 1,400円
ト470-736 石目 三連皿 （大）  26.4×9×3.2㎝（80入･磁） ･･･ 2,000円
ト470-746 長角 四方小皿  10.8×6.8×2㎝（100入･磁） ･･･ 680円
ト470-756 5.5 長角四方皿  16.8×10.2×2.5㎝（60入･磁） ･･･ 1,280円
ト470-766 7.5 長角四方皿  22.4×13.7×3.2㎝（40入･磁） ･･･ 2,200円
ト470-776 9.0 長角四方皿  27.8×17×3.8㎝（20入･磁） ･･･ 3,200円
ト470-786 12.0 長角四方皿  36.5×10.5×4.2㎝（15入･磁） ･･･ 2,500円
ト470-796 石目 11.0プレート  33.2×10.7×1.8㎝（15入･磁） ･･･ 2,550円
ト470-806 石目 9.0プレート  28×10×1.8㎝（20入･磁） ･･･ 2,000円

ト470-516 ロクベ 8.0 浅鉢  φ26×6.7㎝（20入･磁） ･･･ 6,200円
ト470-526 ロクベ 7.0 浅鉢  φ21×6㎝（24入･磁） ･････ 3,600円
ト470-536 ロクベ 5.0 浅鉢  φ15×4.1㎝（50入･磁） ･･･ 2,100円
ト470-546 ロクベ 湯呑（大）  φ6.5×8.5㎝（80入･磁） ･･･ 1,400円
ト470-556 ロクベ 湯呑（小）  φ6×8㎝（100入･磁） ････ 1,300円
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ミ471-016 高浜丸蓋丼  15.8×12.8㎝（30入･陶） ･･･2,950円
ミ471-026 茶漬  15.5×10.8㎝（36入･陶） ･･･････････2,150円
ミ471-036 高浜5.5種丼  17×9.7㎝（30入･陶） ･････2,700円
ミ471-046 高浜6.0種丼  18.7×9.8㎝（30入･陶） ･･･3,500円
ミ471-056 5.0腰張丼  15.5×8.8㎝（30入･陶） ･･････2,550円
ミ471-066 5.5腰張丼  17×10㎝（24入･陶） ････････3,650円
ミ471-076 切立6.5ボール  19.5×8㎝（20入･陶） ･･･3,650円
ミ471-086 新反8.5丼  26×9㎝（15入･陶） ･････････6,500円
ミ471-096 7.0浅丼  22×7.5㎝（30入･陶） ･･････････3,150円
ミ471-106 3.3ボール  10.5×4.3㎝（120入･陶） ･･･････ 970円
ミ471-116 5.3ボール  16.5×6.7㎝（60入･陶） ･･･････1,900円
ミ471-126 内玉3.3小鉢  8.8×5.5㎝（120入･陶） ･･･1,050円
ミ471-136 内玉3.8小鉢  11×6.5㎝（100入･陶） ････1,450円
ミ471-146 内玉4.0小鉢  12.5×7.5㎝（80入･陶） ･･･1,500円
ミ471-156 瓢形飯器（身）  11.5×6.5㎝（40入･陶） ･･2,100円
ミ471-166 木蓋  12㎝（200入･陶） ････････････････････ 540円
ミ471-176 3.5釜上丼  10×5.5㎝（120入･陶） ･･････1,100円
ミ471-186 3.8釜上丼  12×6.2㎝（100入･陶） ･･････1,450円
ミ471-196 瓢形むし碗  9.5×9㎝（60入･陶） ･････････1,750円
ミ471-206 茶漬身丼  15.5×7.5㎝（60入･陶） ･･･････1,500円
ミ471-216 刺身鉢  15.5×6.7㎝（60入･陶） ･･････････1,800円
ミ471-226 千代口  8.3×3.5㎝（180入･陶） ････････････ 670円
ミ471-236 大形呑水  14×12.5×7.5㎝（50入･陶） ･･･1,900円
ミ471-246 角手呑水  13.5×12×6.5㎝（80入･陶） ･･･1,450円
ミ471-256 大平  12.5×5.6㎝（100入･陶） ･･･････････1,100円
ミ471-266 玉渕そば千代口  9.3×6.8㎝（100入･陶） 1,100円
ミ471-276 そば徳利  180㏄（（10×10）100入･陶） ･･･1,150円
ミ471-286 玉渕3.3皿  10㎝（200入･陶） ･････････････ 540円
ミ471-296 玉渕3.8皿  12㎝（150入･陶） ･････････････ 670円
ミ471-306 玉渕6.5皿  20.5㎝（60入･陶） ･･････････1,600円
ミ471-316 玉渕7.5皿  24㎝（30入･陶） ････････････2,400円
ミ471-326 玉渕8.5皿  27㎝（20入･陶） ････････････3,950円
ミ471-336 中湯呑  7×7.8㎝（230㏄）（100入･陶） ･･････ 890円
ミ471-346 長角6.0皿  17×10×1.5㎝（80入･陶） ････1,350円
ミ471-356 長角7.0皿  20.5×13×2㎝（60入･陶） ････2,350円
ミ471-366 長角8.0皿  23×15×2㎝（40入･陶） ･････3,150円
ミ471-376 長角千代口  10×6.5×2.5㎝（150入･陶） ･･･ 780円
ミ471-386 玉渕やくみ皿  9.5㎝（200入･陶） ･･････････ 570円
ミ471-396 正角尺一皿  25.5×25×4㎝（15入･陶） ･･8,600円

ミ471-596 四角3.0小鉢  8×3.5㎝（100入･強） ･･････････ 650円
ミ471-606 呑水  13×5.7㎝（100入･強） ･･････････････････ 930円
ミ471-616 6.3ボール  19.5×7㎝（30入･強） ･･････････ 2,600円
ミ471-626 花形5.0ボール  15.5×5.5㎝（60入･強） ･･･ 1,300円
ミ471-636 花形4.0ボール  12.3×4.5㎝（80入･強） ･･････ 930円
ミ471-646 花形3.0ボール  9×3.5㎝（120入･強） ････････ 650円
ミ471-656 丸6.0皿  19.5㎝（60入･強） ･･･････････････ 1,150円
ミ471-666 丸7.0皿  22㎝（40入･強） ･････････････････ 1,750円
ミ471-676 丸8.0皿  25.3㎝（30入･強） ･･･････････････ 2,900円
ミ471-686 丸9.0皿  27.5㎝（20入･強） ･･･････････････ 5,100円
ミ471-696 丸10.0皿  30.5㎝（15入･強） ･････････････ 6,700円
ミ471-706 丸12.0皿  38.5㎝（10入･強） ･･･････････ 18,200円
ミ471-716 花形4.0小鉢  12.3×6.8㎝（60入･強） ･････ 1,150円
ミ471-726 花形3.6小鉢  11×6㎝（80入･強） ････････････ 930円
ミ471-736 小湯呑  6.5×8㎝（160㏄）（（10×10）100入･強） ･･･ 750円
ミ471-746 焼とり皿  15.5×12.3㎝（100入･強） ･･･････････ 860円
ミ471-756 丸3.0皿  9.5㎝（200入･強） ･･････････････････ 500円
ミ471-766 丸5.0皿  15.5㎝（80入･強） ･･････････････････ 730円
ミ471-776 切立ヤクミ皿  8.8×2㎝（150入･強） ･･････････ 490円
ミ471-786 そば千代口  8.5×6.8㎝（100入･強） ･･････････ 810円
ミ471-796 珍味  5.5×4.3㎝（200入･強） ･･････････････････ 470円
ミ471-806 そば徳利（小）  7.5×7.8㎜150㏄（（10×10）100入･強） ･･･ 910円
ミ471-816 トレー9.0皿  25×16㎝（40入･強） ･････････ 2,700円
ミ471-826 二ツ仕切皿  12.8×8×2.5㎝（80入･強） ･･･････ 860円
ミ471-836 まな板千代口  10×7×3㎝（150入･強） ･･･････ 650円
ミ471-846 まな板焼物皿  21.5×15×3.5㎝（30入･強）･･･ 1,950円
ミ471-856 トレー11.0皿  29.5×19㎝（20入･強） ･･････ 4,850円
ミ471-866 トレー12.0皿  33.5×21.5㎝（15入･強） ････ 6,500円
ミ471-876 まな板正角焼物  17.5×4㎝（30入･強） ････ 1,950円

ミ471-516 6.8ラーメン丼  20×7.8㎝（30入･強） ･･････ 2,850円
ミ471-526 5.5深口丼  17×9㎝（30入･強） ･･･････････ 1,900円
ミ471-536 5.0多用鉢  14.7×8.7㎝（40入･強） ････････ 1,900円
ミ471-546 4.0ライス丼  12.2×7.5㎝（60入･強） ･･･････ 1,350円
ミ471-556 のり茶身丼  15.5×6.5㎝（60入･強）････････ 1,150円
ミ471-566 茶碗  12.5×6㎝（120入･強） ･･････････････････ 810円
ミ471-576 四角刺身鉢  14.5×4㎝（40入･強） ････････ 1,400円
ミ471-586 四角4.0小鉢  11×4.5㎝（60入･強） ･･･････ 1,200円
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ミ472-016 6.0深口多用丼  φ19×10.2㎝（30入･陶） ･･･ 3,050円
ミ472-026 高台5.8多用丼  φ17.8×9.8㎝（30入･陶） ･･･ 2,550円
ミ472-036 玉渕5.5丼  φ17.3×8.5㎝（36入･陶） ････････ 1,680円
ミ472-046 玉渕6.0丼  φ19.8×8.7㎝（30入･陶） ････････ 2,000円
ミ472-056 夏目4.5多用丼  φ13.5×8.3㎝（40入･陶） ･･･ 1,580円
ミ472-066 夏目4.8多用丼  φ14.3×9.3㎝（36入･陶） ･･･ 1,950円
ミ472-076 夏目5.5多用丼  φ16.5×10.2㎝（30入･陶） ･･･ 2,650円
ミ472-086 4.5ボール  φ14.8×5.7㎝（60入･陶） ･････････ 1,520円
ミ472-096 5.5ボール  φ17.3×7.7㎝（40入･陶） ･････････ 2,380円
ミ472-106 飯器（身）  φ10.8×7.9㎝（40入･陶） ･･････････ 1,500円
ミ472-116 木蓋  12㎝（200入･陶） ･････････････････････････ 540円
ミ472-126 のり茶  φ15×9.8㎝（36入･陶） ･･･････････････ 1,750円
ミ472-136 中平  φ12.1×5.8㎝（120入･陶） ･････････････････ 880円
ミ472-146 のり茶身丼  φ15×7㎝（60入･陶） ････････････ 1,200円
ミ472-156 四ツ山2.8小鉢  φ9.2×6.3㎝（120入･陶） ･･････ 650円
ミ472-166 梅形刺身鉢  φ15.5×6.3㎝（45入･陶） ･･･････ 1,850円
ミ472-176 梅形千代口  φ8.3×4㎝（150入･陶） ････････････ 680円
ミ472-186 むし碗  φ9.3×9.5㎝（60入･陶） ･･･････････････ 1,580円
ミ472-196 そば千代口  φ8.7×6.1㎝（120入･陶） ･･･････････ 650円
ミ472-206 そば徳利  φ7.5×9.5㎝（170㏄）（（10×8）80入･陶） ･･･ 950円
ミ472-216 長湯呑  φ6.1×8.2㎝（150㏄）（（10×12）120入･陶） ･･･ 730円
ミ472-226 呑水  φ13×6㎝（100入･陶） ････････････････････ 880円
ミ472-236 梅形3.3小鉢  φ10.5×5㎝（120入･陶） ･････････ 700円
ミ472-246 梅形4.0小鉢  φ12.5×5.5㎝（100入･陶） ････ 1,100円
ミ472-256 梅形4.5小鉢  φ14×6㎝（80入･陶） ･････････ 1,450円
ミ472-266 切立3.0皿  φ9.5×1.8㎝（200入･陶） ･･･････････ 520円
ミ472-276 二ツ切やくみ皿  12.2×7.5×2.3㎝（80入･陶） ････ 840円
ミ472-286 正角尺皿  21.5×21.5×3㎝（15入･陶） ･･･････ 4,150円
ミ472-296 丸3.0皿  φ10.4㎝（240入･陶） ･････････････････ 480円
ミ472-306 丸5.0皿  φ15㎝（90入･陶） ････････････････････ 880円
ミ472-316 丸6.0皿  φ19.8㎝（60入･陶） ････････････････ 1,160円
ミ472-326 丸7.0皿  φ22.3㎝（30入･陶） ････････････････ 1,950円
ミ472-336 丸8.0皿  φ25.7㎝（20入･陶） ････････････････ 2,800円
ミ472-346 長角千代口  9.6×6.4㎝（150入･陶） ････････････ 650円
ミ472-356 四ツ足焼物皿  21.2×14.5㎝（40入･陶） ･････ 2,100円
ミ472-366 四ツ足付出皿  24.2×9㎝（50入･陶） ････････ 1,850円

ミ472-516 玉渕6.0丼  
φ18.7×8.2㎝（40入･磁） ･･･････････1,700円
ミ472-526 玉渕6.8丼  
φ20.2×8.8㎝（30入･磁） ･･･････････2,150円
ミ472-536 5.5高浜丼  
φ16.7×9.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,700円
ミ472-546 6.0高浜丼  
φ18.5×9.8㎝（30入･磁） ･･･････････2,000円
ミ472-556 5.8そば丼  
φ17.5×7.5㎝（40入･磁） ･･････････････880円
ミ472-566 6.5そば丼  
φ19.5×7.7㎝（30入･磁） ･･･････････1,200円
ミ472-576 5.5ボール  
φ16.2×7.8㎝（30入･磁） ･･･････････1,500円
ミ472-586 7.0ボール  
φ21.5×7.8㎝（20入･磁） ･･･････････2,650円
ミ472-596 5.0種丼  
φ16×7.5㎝（60入･磁） ････････････････880円
ミ472-606 飯丼  
φ14.5×6.8㎝（60入･磁） ･･････････････730円
ミ472-616 4.0ボール  
φ12.5×6㎝（60入･磁） ････････････････810円
ミ472-626 4.5ボール  
φ14×7.7㎝（45入･磁） ･････････････1,050円
ミ472-636 浅口6.0ボール  
φ18.5×8㎝（24入･磁） ･････････････1,900円
ミ472-646 渦形5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（40入･磁） ･････････････1,700円
ミ472-656 並浜5.5多用丼  
φ16.5×8.7㎝（50入･磁） ･･･････････1,400円
ミ472-666 9.0丸鉢  
φ28×8㎝（10入･磁） ･･････････････4,650円
ミ472-676 7.5多用皿  
φ23×6㎝（30入･磁） ･･････････････2,100円
ミ472-686 腰張5.5多用丼  
φ16.5×7.8㎝（30入･磁） ･･･････････1,500円
ミ472-696 やくみ皿  
φ9.2㎝（300入･磁） ･･････････････････500円
ミ472-706 そば千代口  
φ8.8×6.5㎝（100入･磁） ･･････････････810円
ミ472-716 7.0多用皿  
φ21×5.7㎝（40入･磁） ･････････････1,700円
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ホ473-016 3.0皿  
φ9㎝（180入･強） ････････････････････780円
ホ473-026 4.5丸皿  
φ13.5㎝（80入･強） ･･･････････････1,480円
ホ473-036 5.5丸皿  
φ16×2.3㎝（60入･強） ･････････････1,680円
ホ473-046 梅型天皿  
φ20.5㎝（30入･強） ･･･････････････2,900円
ホ473-056 梅型とんすい  
φ11.5×4.3㎝（80入･強） ･･･････････1,600円
ホ473-066 梅型4.8小鉢  
φ14.5×4.5㎝（60入･強） ･･･････････2,250円
ホ473-076 梅型高台小鉢（小）  
φ9×6.5㎝（80入･強） ･･････････････1,550円
ホ473-086 梅型高台小鉢（大）  
φ12×7㎝（60入･強） ･･････････････2,480円
ホ473-096 梅型高台刺身鉢（小）  
φ15×7㎝（40入･強） ･･････････････3,150円
ホ473-106 梅型高台刺身鉢（大）  
φ16.5×8㎝（36入･強） ･････････････3,350円
ホ473-116 梅型丸千代口  
φ9×3.5㎝（160入･強） ････････････････900円
ホ473-126 八角小鉢（中）  
9.7×5㎝（80入･強） ･･･････････････1,700円
ホ473-136 八角小鉢（大）  
11.4×5㎝（60入･強） ･･････････････2,100円
ホ473-146 八角刺身鉢  
14.5×5㎝（40入･強） ･･････････････2,700円
ホ473-156 突出皿  
20.5×9㎝（60入･強） ･･････････････1,500円
ホ473-166 7.5長角皿  
20.5×13㎝（50入･強） ･････････････2,100円
ホ473-176 9.0長角皿  
23×14㎝（40入･強） ･･･････････････2,600円
ホ473-186 長角小皿  
8.5×6.5㎝（150入･強） ･･･････････････880円
ホ473-196 4.5多用丼  
φ14×7㎝（42入･強） ･･････････････2,480円
ホ473-206 6.0多用丼  
φ17.8×7.5㎝（32入･強） ･･･････････3,300円
ホ473-216 中平  
φ11.5×5㎝（120入･強） ･･･････････1,450円
ホ473-226 大茶  
φ14.8×6.5㎝（80入･強） ･･･････････2,100円
ホ473-236 煎茶  
φ9×6㎝（190㏄）（120入･強） ･･･････1,350円
ホ473-246 むし碗  
φ8×9㎝（80入･強） ････････････････2,300円
ホ473-256 四角深小皿  
10.2×2.3㎝（100入･強） ･･･････････1,350円

ネ473-516 梅型3.3丼  
φ10.5×5㎝（陶） 800円

ネ473-526 梅型4.0丼  
φ12.5×5.2㎝（陶） 1,300円

ネ473-536 のり茶（身）  
φ14.8×7㎝（陶） 1,400円

ネ473-546 のり茶（フタ付）  
φ14.8×9.5㎝（陶） 1,950円

ネ473-556 夏目4.8丼  
φ14.3×9㎝（陶） 2,250円

ネ473-566 夏目4.2丼  
φ12.8×7.6㎝（陶） 1,850円

ネ473-576 丸7.0皿  
φ21.8×3.2㎝（陶） 2,250円

ネ473-586 丸8.0皿  
φ25×3.5㎝（陶） 3,200円

ネ473-596 長角焼物皿  
21.3×14.7×2㎝（陶） 2,250円

ネ473-606 角千代口  
9.2×6.2×1.5㎝（陶） 750円

ネ473-616 長角突出皿  
21.5×9.7×1.8㎝（陶） 2,050円

ネ473-626 
とんすい  
11.7×4.5㎝（陶）
950円

ネ473-636 
丸3.0皿  
φ10.2×2㎝（陶）
640円

ネ473-646 
新型長湯呑  
φ8×7.5㎝（陶）
950円

ネ473-656 
1合とっくり  
5.5×13.5㎝（160㏄）（陶）
1,100円

ネ473-666 
2合とっくり  
7×17㎝（350㏄）（陶）
1,950円

ネ473-676 
グイ呑（小）  
φ4.3×4.4㎝（陶）
540円

ネ473-686 
グイ呑（大）  
φ5×5.6㎝（陶）
590円

和
陶
オ
ー
プ
ン

和陶オープン 473



七宝祥瑞 
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036 046

066 076

086

096
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116

016

056

126

136
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156

手描間取菊

オ474-016 飯器  
φ11.8×7.7㎝（磁） ････････････････1,400円
オ474-026 千代口  
φ8.5×3.5㎝（磁） ･････････････････････460円
オ474-036 5.0鉢  
φ15.8×4.5㎝（磁） ････････････････1,120円
オ474-046 4.0鉢  
φ12.8×4㎝（磁） ･････････････････････810円
オ474-056 とんすい  
φ12×6㎝（磁） ･･･････････････････････770円
オ474-066 3.8ボール  
φ11.3×4.8㎝（磁） ･･･････････････････800円
オ474-076 6.5深皿  
φ20×4㎝（磁） ････････････････････1,500円
オ474-086 5.5皿  
φ16.5㎝（磁） ････････････････････････800円
オ474-096 3.5皿  
φ10.5㎝（磁） ････････････････････････460円
オ474-106 小判9寸皿  
24×15㎝（磁） ････････････････････1,260円
オ474-116 小判皿（小）  
17×10.5㎝（磁） ･････････････････････680円
オ474-126 7.0焼物皿  
20.5×14.5㎝（磁） ･････････････････1,200円
オ474-136 角5.5皿  
15.5×13.5㎝（磁） ････････････････････570円
オ474-146 長千代口  
10.3×7.5㎝（磁） ･････････････････････470円
オ474-156 長角6.0皿  
18×12.3㎝（磁） ･････････････････････620円

ミ474-516 4.0深ボール  
φ11.6×5.8㎝（60入･磁） 980円

ミ474-526 5.0深ボール  
φ15.5×8.6㎝（40入･磁） 1,750円

ミ474-536 6.0深ボール  
φ18.3×8.6㎝（24入･磁） 2,750円

ミ474-546 片口4.5鉢  
14.2×13.5×4.5㎝（80入･磁） 1,250円

ミ474-556 片口8.5鉢  
25.6×25.0×5.5㎝（20入･磁） 3,300円

ミ474-566 5.0蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入･磁） 1,380円

ミ474-576 5.5蓋丼  
φ17.3×11㎝（30入･磁） 1,680円

ミ474-586 5.0多用丼  
φ16×8㎝（40入･磁） 1,180円

ミ474-596 5.5多用丼  
φ17.2×8.7㎝（30入･磁） 1,520円

ミ474-606 7.0玉渕丼  
φ21.5×8.4㎝（30入･磁） 2,180円

ミ474-616 7.0浅ボール  
φ19.8×5.4㎝（30入･磁） 2,180円

ミ474-626 9.0丸鉢  
φ28.0×8㎝（10入･磁） 4,500円

ミ474-636 
4.8飯丼  
φ15×6.8㎝（60入･磁）
700円

ミ474-646 
そば千代口  
φ8.7×6.6㎝（100入･磁）
1,120円

ミ474-656 
そば徳利  
9.5×7.5×8.0㎝（80入･磁）
1,280円

ミ474-666 
薬味皿  
φ8.7×2.0㎝（200入･磁）
560円
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手描き唐草

織部流し芦絵 

オ475-516 3.8ボール  
φ11.3×4.8㎝（磁） 630円

オ475-526 4.8ボール  
φ15×5.7㎝（磁） 1,160円

オ475-536 茶碗（中）  
φ11×5.6㎝（磁） 690円

オ475-546 茶碗（大）  
φ12×5.8㎝（磁） 740円

オ475-556 長湯呑  
φ5.8×9㎝（磁） 690円

オ475-566 千代口  
8.5×3.5㎝（磁） 400円

オ475-576 4.0鉢  
12.7×4㎝（磁） 630円

オ475-586 5.0鉢  
15.8×4.5㎝（磁） 960円

オ475-596 とんすい  
13×11.5×5㎝（磁） 630円

オ475-606 角4.0皿  
10.5×9㎝（磁） 380円

オ475-616 角4.5皿  
13.2×11.2㎝（磁） 430円

オ475-626 角5.5皿  
15.5×13.5㎝（磁） 490円

オ475-636 瓢形仕切皿  
20.4×16㎝（磁） 970円

オ475-646 松形仕切皿  
16×11.8㎝（磁） 640円

オ475-656 丸2.8皿  
φ8.7㎝（磁） 380円

オ475-666 丸3.5皿  
φ10.8㎝（磁） 430円

オ475-676 丸4.5皿  
φ14㎝（磁） 530円

オ475-686 丸5.5皿  
φ17㎝（磁） 690円

オ475-696 丸6.5皿  
φ20.4㎝（磁） 1,120円

オ475-706 丸8.0皿  
φ25㎝（磁） 2,400円

オ475-716 4.0小判皿  
12.5×9.5㎝（磁） 490円

オ475-726 6.5小判皿  
19.8×12.5㎝（磁） 690円

オ475-736 8.0小判皿  
24×16㎝（磁） 1,000円

オ475-746 9.0小判皿  
27.5×18㎝（磁） 1,500円

オ475-756 長角9.0皿（浜付き）  
24×17㎝（磁） 1,900円

オ475-766 長角千代口  
10.5×7.5㎝（磁） 370円

オ475-776 うな皿  
34.5×13㎝（磁） 1,750円

オ475-786 焼物皿  
20.7×14.3㎝（磁） 1,000円

オ475-796 9.0焼物皿  
24×17㎝（磁） 1,840円

オ475-806 長角大皿  
34.5×17.5㎝（磁） 2,530円

ホ475-056 7.0小判鉢  
20.5×15.3×4.7㎝（40入･磁） 2,000円

ホ475-066 6.0小判皿  
17×10.5×2㎝（70入･磁） 880円

ホ475-076 9.0小判皿  
24.5×15×2.8㎝（40入･磁） 1,450円

ホ475-086 三ツ足4.0平鉢  
φ13×3㎝（60入･磁） 900円

ホ475-096 三ツ足5.0平鉢  
φ15.8×3.5㎝（50入･磁） 1,480円

ホ475-106 とんすい  
11.3×5.8㎝（80入･磁） 900円

ホ475-116 千代口ボール  
φ8.4×3.7㎝（120入･磁） 520円

ホ475-126 3.3ボール  
φ9.3×4.2㎝（100入･磁） 680円

ホ475-136 4.0ボール  
φ11.7×4.6㎝（80入･磁） 900円

ホ475-146 5.0ボール  
φ14.7×5.6㎝（60入･磁） 
1,650円

ホ475-156 正角小皿  
10.5×10.5×2.3㎝（80入･磁） 
680円

ホ475-166 長角千代口  
10.3×7.2×2.5㎝（120入･磁） 
530円

ホ475-176 
6.0長角皿（足あり）  
18.3×12.7×2.5㎝（60入･磁） 
930円

ホ475-186 
7.0長角皿（足なし）  
20.5×14.2×2㎝（50入･磁） 
1,350円

ホ475-196 飯器（蓋付）  
12×9㎝（40入･磁） 1,980円
ホ475-206 飯器（身のみ）  
12×8㎝（50入･磁） 1,350円

ホ475-016 3.5皿  
φ10.5×1.8㎝（120入･磁） 520円

ホ475-026 4.0皿  
φ11.7×2㎝（80入･磁） 600円

ホ475-036 5.5皿  
φ17×2.6㎝（60入･磁） 900円

ホ475-046 深口6.5皿  
φ20.3×3.8㎝（40入･磁） 1,860円

和
陶
オ
ー
プ
ン

和陶オープン 475



古染唐草 026

216

036

226

246
256

266

086

276

286

296

306
316

326

336
346

146

166

176

016

206

046

236

056

066
076

096

106
116
126
136

156

186

196

キューヴ 516

546

556

566
576

786

606

796
816

836

646

656

666

676

686

716

736
696
706

526

536

746

756

586
596

766
776
806

616

626

826

726

636

ユ476-036 深口6.0丼  φ18×9㎝（30入･磁） ･････････ 2,600円
ユ476-046 夏目5.0丼  φ15×9㎝（40入･磁） ･････････ 1,800円
ユ476-056 6.8平鉢  φ20×7㎝（30入･磁） ････････････ 1,800円
ユ476-066 5.0ボール  φ16×5.5㎝（40入･磁） ････････ 1,700円
ユ476-076 6.0ボール  φ19×7㎝（30入･磁） ･･････････ 2,500円
ユ476-086 蓋向  φ16.5×8.5㎝（30入･磁） ････････････ 1,800円
ユ476-096 丸3.5皿  φ10.5×1.5㎝（150入･磁） ･･････････ 450円
ユ476-106 丸5.0皿  φ16×2.5㎝（100入･磁） ････････････ 620円
ユ476-116 丸6.0皿  φ20.5×2.5㎝（60入･磁） ････････ 1,150円
ユ476-126 丸7.0皿  φ22×3.5㎝（40入･磁） ･･････････ 1,700円
ユ476-136 丸8.0皿  φ25×4㎝（20入･磁） ････････････ 2,700円
ユ476-146 深口6.0皿  φ18.5×4㎝（60入･磁） ･･･････ 1,350円
ユ476-156 中平  φ12×5㎝（100入･磁）･･････････････････ 680円
ユ476-166 むし碗  φ9.5×9.5㎝（60入･磁） ････････････ 1,350円
ユ476-176 刺身鉢  φ15×6.5㎝（40入･磁） ･･･････････ 1,700円
ユ476-186 4.5丼  φ12×6.5㎝（60入･磁） ･････････････ 1,300円
ユ476-196 4.0丼  φ11×6.5㎝（80入･磁） ･････････････ 1,150円
ユ476-206 3.5丼  φ9.5×6㎝（80入･磁） ･････････････････ 850円
ユ476-216 千代口  φ8×4㎝（120入･磁） ････････････････ 580円
ユ476-226 とんすい  14.5×13×4.5㎝（100入･磁） ････････ 870円
ユ476-236 玉割  φ12×4.5㎝（80入･磁） ･････････････････ 780円
ユ476-246 2号徳利  約300㏄（80入･磁） ････････････ 1,550円
ユ476-256 1号徳利  約150㏄（100入･磁） ･･････････････ 900円
ユ476-266 ぐい呑  φ5×3.5㎝（120入･磁） ･･･････････････ 450円

ユ476-016 反型6.0深鉢  φ18.5×9㎝（30入･磁） ････ 2,500円
ユ476-026 深口5.5丼  φ16.5×9㎝（30入･磁） ･･･････ 2,200円

ユ476-276 長湯呑（大）  φ7×8.5㎝（100入･磁） ･････････ 730円
ユ476-286 玉湯呑  φ8×6㎝（100入･磁） ････････････････ 650円
ユ476-296 焼物皿  21.5×14.5×3㎝（40入･磁） ･･･････ 1,800円
ユ476-306 突出皿  24×9.5×3㎝（40入･磁） ･･････････ 1,550円
ユ476-316 長千代口  10×6.5×3㎝（120入･磁） ･････････ 570円
ユ476-326 波角8.0皿  19×19×4.5㎝（20入･磁） ･････ 2,500円
ユ476-336 のり茶（身）  φ15.5×6.5㎝（60入･磁） ･････ 1,000円
ユ476-346 のり茶  φ15.5×10㎝（40入･磁） ･･･････････ 1,600円

ミ476-516 小丼  φ12.4×7.3㎝（60入･磁） ･･････････････ 840円
ミ476-526 三ツ足5.0鉢  φ16.7×5.5㎝（50入･磁） ･･･1,400円
ミ476-536 三ツ足千代口  φ9×3.7㎝（150入･磁） ･･････ 560円
ミ476-546 大平  φ12×6.3㎝（80入･磁） ････････････････ 840円
ミ476-556 中平  φ11.3×5.8㎝（100入･磁） ･････････････ 780円
ミ476-566 片口丼（大）  18.3×17.9×9㎝（30入･磁） ･･･2,800円
ミ476-576 片口丼（小）  16.7×16.2×7.3㎝（40入･磁） ･･･2,500円
ミ476-586 サラダボール  φ23×7.5㎝（20入･磁） ･････4,500円
ミ476-596 6.5深皿  φ20.2×4㎝（40入･磁） ･･････････1,600円
ミ476-606 三ツ足4.0鉢  φ12.8×5.4㎝（80入･磁） ･････ 790円
ミ476-616 三ツ足3.8鉢  φ11×5.3㎝（100入･磁） ･･････ 720円
ミ476-626 三ツ足珍味鉢  φ10×5㎝（150入･磁） ･･････ 650円
ミ476-636 三ツ足波渕6.0鉢  φ18.5×4.3㎝（60入･磁） ･･･1,750円
ミ476-646 三ツ足波渕5.0鉢  φ15.7×3.7㎝（80入･磁） ･･･1,050円
ミ476-656 三ツ足波渕4.0鉢  φ13×3㎝（100入･磁） ･･･ 680円
ミ476-666 湯呑  φ7×9.2㎝（230㏄）（（10×10）100入･磁） ･･･ 780円
ミ476-676 三ツ足波渕3.0鉢  φ9.6×3.5㎝（120入･磁） ･･･ 500円
ミ476-686 呑水  13.3×12×6.3㎝（100入･磁） ･･････････ 780円
ミ476-696 玉渕5.5皿  φ16.6×2.6㎝（90入･磁） ･･･････ 840円
ミ476-706 玉渕6.5皿  φ20.5×3.2㎝（60入･磁） ･････1,350円
ミ476-716 玉渕8.0皿  φ24.6×3.3㎝（30入･磁） ･････2,650円
ミ476-726 正角尺皿  30.6×30.6×2.8㎝（15入･磁） ･･･4,900円
ミ476-736 玉渕4.5皿  φ14×2.4㎝（120入･磁） ････････ 630円
ミ476-746 玉渕3.5皿  φ10.7×2㎝（160入･磁） ････････ 490円
ミ476-756 むし碗  φ8×9.3㎝（60入･磁） ･･････････････1,300円
ミ476-766 小判9.0皿  27.3×18×3㎝（30入･磁） ･････1,600円
ミ476-776 小判8.0皿  24×15.7×3㎝（40入･磁） ･････1,200円
ミ476-786 長角盛皿  34.2×17.5×2.8㎝（20入･磁） ･･･3,400円
ミ476-796 9寸焼物  24.2×17.3×2.5㎝（40入･磁） ･･･2,200円
ミ476-806 小判6.5皿  19.5×12.2×2.2㎝（50入･磁） ･･･ 780円
ミ476-816 7寸焼物  20.4×14×1.8㎝（50入･磁） ･････1,200円
ミ476-826 小判豆皿  11.2×8×2.4㎝（180入･磁） ･･････ 500円
ミ476-836 長角千代口  10.4×7.3㎝（150入･磁） ･･････ 500円
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ユ477-516 5.0反種丼  
φ15.5×8㎝（40入･磁） ･････････････1,450円
ユ477-526 5.5反種丼  
φ17×9㎝（30入･磁） ･･････････････1,800円
ユ477-536 夏目3.8丼  
φ11.5×8.5㎝（60入･磁） ･･･････････1,100円
ユ477-546 夏目4.5丼  
φ13.5×9㎝（40入･磁） ･････････････1,350円
ユ477-556 夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（40入･磁） ･･･････････2,000円
ユ477-566 夏目5.5丼  
φ17×10㎝（30入･磁） ･････････････2,200円
ユ477-576 蓋丼  
φ15.5×11.5㎝（30入･磁） ･･････････2,000円
ユ477-586 蓋丼（身）  
φ15.5×8㎝（40入･磁） ･････････････1,250円
ユ477-596 6.8ボール  
φ20.5×9.5㎝（20入･磁） ･･･････････3,350円
ユ477-606 6.0ボール  
φ18.5×9㎝（20入･磁） ･････････････2,600円
ユ477-616 5.5尻張丼  
φ17×8.5㎝（40入･磁） ･････････････1,800円
ユ477-626 6.0尻張丼  
φ18×9.5㎝（30入･磁） ･････････････2,200円
ユ477-636 6.0そば丼  
φ17.5×7.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,250円
ユ477-646 6.5そば丼  
φ20×9㎝（30入･磁） ･･････････････2,000円
ユ477-656 丸5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,350円
ユ477-666 茶漬碗  
φ15×7㎝（60入･磁） ･･････････････1,150円
ユ477-676 楕円麺皿  
27×23×4.5㎝（20入･磁） ･･････････2,700円
ユ477-686 小皿  
φ9.5×1.5㎝（120入･磁） ･･････････････600円
ユ477-696 そば猪口  
φ8×6.5㎝（80入･磁） ･････････････････900円
ユ477-706 そば徳利（小）  
約180㏄（80入･磁） ･･･････････････1,100円

ヤ477-016 4.8タイ茶  
φ15.5×7㎝（60入･磁） 650円

ヤ477-066 腰張4.2丼  
φ13×8㎝（48入･磁） 1,100円

ヤ477-026 5.8そば丼  
φ17.5×7.5㎝（50入･磁） 780円

ヤ477-076 腰張5.0丼  
φ15.5×8㎝（40入･磁） 1,380円

ヤ477-036 6.3そば丼  
φ19.3×7.5㎝（40入･磁） 950円

ヤ477-086 京風3.3ボール  
φ10.7×4.3㎝（120入･磁） 660円

ヤ477-046 深口5.0丼  
φ15.8×7.8㎝（50入･磁） 930円

ヤ477-096 京風4.5ボール  
φ14×5㎝（60入･磁） 820円

ヤ477-056 深口5.5丼  
φ17×9㎝（40入･磁） 1,150円

ヤ477-106 京風5.5ボール  
φ17×6㎝（48入･磁） 1,200円

ヤ477-116 京風6.5ボール  
φ19.5×7.5㎝（30入･磁） 2,350円

ヤ477-126 京風7.0ボール  
φ22×9㎝（24入･磁） 3,400円

ヤ477-136 とんすい  
13×4.3㎝（120入･磁） 900円

ヤ477-146 3.5皿  
φ11.3㎝（200入･磁） 650円

ヤ477-156 4.0皿  
φ13.3㎝（150入･磁） 730円

ヤ477-166 5.0皿  
φ16.5㎝（100入･磁） 780円

ヤ477-176 6.0皿  
φ20㎝（60入･磁） 1,100円

ヤ477-186 7.0皿  
φ22.7㎝（40入･磁） 1,580円
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ト478-516 尺深皿  
φ30.8×4.3㎝（12入･磁） ･･･････････5,100円
ト478-526 4.0鉢  
φ11.7×5㎝（80入･磁） ････････････････740円
ト478-536 5.0鉢  
φ14.6×5.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,340円
ト478-546 3.5鉢  
φ9.3×4㎝（120入･磁） ････････････････550円
ト478-556 丸千代口  
φ8.3×3.5㎝（200入･磁） ･･････････････430円
ト478-566 湯呑  
φ6.5×9㎝（120入･磁） ････････････････820円
ト478-576 ぐい呑  
φ6×3.5㎝（160入･磁） ････････････････550円
ト478-586 一号徳利  
160㏄（80入･磁） ･････････････････1,300円
ト478-596 玉渕5.5皿  
φ16.7×2.4㎝（80入･磁） ･･････････････850円
ト478-606 玉渕6.5皿  
φ20.4×2.6㎝（40入･磁） ･･･････････1,400円
ト478-616 玉渕8.0皿  
φ24.7×3㎝（30入･磁） ･････････････2,900円
ト478-626 玉渕3.5皿  
φ10.8×2.2㎝（150入･磁） ･････････････530円
ト478-636 玉渕8.0小判皿  
24.3×15.8×2.5㎝（40入･磁） ･･･････1,300円
ト478-646 玉渕9.0小判皿  
27.6×18×2.8㎝（30入･磁） ････････1,850円
ト478-656 長千代口  
10.5×7.3×2.5㎝（200入･磁） ･･････････450円
ト478-666 正角漬物皿  
10.5×10.5×2.2㎝（180入･磁） ････････560円
ト478-676 玉渕6.5小判皿  
19.7×12.5×2.3㎝（80入･磁） ･･････････800円
ト478-686 長角9.0盛皿  
24×17×2.5㎝（30入･磁） ･･････････2,250円
ト478-696 長角尺皿  
30.2×14.5×1.8㎝（30入･磁） ･･･････2,100円
ト478-706 焼物皿  
20.7×14.5×2.5㎝（40入･磁） ･･･････1,100円
ト478-716 長角大皿  
34.5×17.5×3㎝（10入･磁） ････････3,200円

ホ478-096 7.0長角皿（足なし）  
20.5×14.5㎝（50入･磁） 1,300円

ホ478-106 6.5小判皿  
19.5×12.5㎝（60入･磁） 860円

ホ478-116 8.0小判皿  
24.5×16㎝（40入･磁） 1,450円

ホ478-126 7.0小判鉢  
20.5×15×4.7㎝（40入･磁） 1,650円

ホ478-136 三ツ足千代口  
φ9.5×3.3㎝（100入･磁） 580円

ホ478-146 4.0ボール  
φ12.5×4㎝（70入･磁） 850円

ホ478-156 5.0ボール  
φ16×4.8㎝（50入･磁） 1,200円

ホ478-166 大平  
φ12.3×6㎝（80入･磁） 950円

ホ478-176 中平  
11.3×5.8㎝（100入･磁） 880円

ホ478-186 湯呑  
φ6.8×9㎝（220㏄）（80入･磁） 860円

ホ478-196 とんすい  
12×11.5×5.5㎝（80入･磁） 850円

ホ478-206 正角8.0皿  
24.5×24.5×2.2㎝（26入･磁） 2,800円

ホ478-016 3.5皿  
φ11×2.2㎝（80入･磁） 560円

ホ478-026 4.5皿  
φ13.8×2.3㎝（70入･磁） 700円

ホ478-036 5.5皿  
φ16.8×2.3㎝（60入･磁） 900円

ホ478-046 8.0皿  
φ24.8×3.2㎝（30入･磁） 3,000円

ホ478-056 深口6.5皿  
φ20×4㎝（40入･磁） 1,600円

ホ478-066 正角小皿  
10.5×10.5㎝（80入･磁） 600円

ホ478-076 長角千代口  
10.5×7.5×2.7㎝（120入･磁） 530円

ホ478-086 6.0長角皿（足あり）  
18×12.8㎝（60入･磁） 800円
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ツ479-136 ぐい呑  
φ5.3×3.4㎝（200入･磁） 
580円

ツ479-146 
1号徳利  
13.5㎝（約180㏄）（80入･磁） 
1,050円

ツ479-156 
2号徳利  
17㎝（約350㏄）（60入･磁） 
2,000円

ツ479-166 
そば猪口  
φ9.2×7.3㎝（80入･磁） 
1,000円

ツ479-176 
そば徳利  
8㎝（180㏄）（60入･磁） 
1,050円

ツ479-186 
とんすい  
12.5×14.3×5.7㎝（80入･磁） 
1,150円

ツ479-196 
長角焼物皿  
23.8×15×2.9㎝（40入･磁） 
2,800円

ツ479-206 突出皿  
21.8×9.5×2.7㎝（40入･磁） 2,200円

ツ479-216 角千代口  
9.5×6.2×3.3㎝（100入･磁） 680円

ツ479-226 薬味皿  
12.8×8×2.8㎝（120入･磁） 820円

ツ479-016 
6.0高台丼  
φ18×11.5㎝（30入･磁） 
2,600円

ツ479-026 
5.0多用丼  
φ16×10.5㎝（40入･磁） 
2,300円

ツ479-036 
玉渕5.5浅丼  
φ17×6㎝（30入･磁） 
1,600円

ツ479-046 
玉渕6.0浅丼  
φ19×7.5㎝（20入･磁） 
2,300円

ツ479-056 
玉渕7.5浅丼  
φ23×9㎝（12入･磁） 
3,400円

ツ479-066 
4.0夏目小鉢  
φ13.2×7㎝（50入･磁） 
1,400円

ツ479-076 
3.8夏目小鉢  
φ11×6.7㎝（60入･磁） 
1,300円

ツ479-086 丸6.0皿  
φ17.5×2.2㎝（60入･磁） 1,350円

ツ479-096 丸7.0皿  
φ22.8×2.6㎝（50入･磁） 2,000円

ツ479-106 丸9.0皿  
φ27×3.3㎝（30入･磁） 2,800円

ツ479-116 丸尺皿  
φ31×3.8㎝（16入･磁） 6,000円

ツ479-126 丸3.0皿  
φ9.5×2.2㎝（200入･磁） 580円

ロ479-656 突出皿  
20.7×10.3×2㎝（80入･陶） 1,090円

ロ479-666 長角銘々皿  
14.4×11.2×1.7㎝（120入･陶） 720円

ロ479-676 長角小皿  
9.7×7.5×2㎝（200入･陶） 460円

ロ479-686 丸銘々皿  
φ13.3×1.8㎝（120入･陶） 720円

ロ479-696 6.0丸皿  
φ18.3×2.3㎝（80入･陶） 1,150円

ロ479-706 7.0丸皿  
φ21.5×2㎝（50入･陶） 1,800円

ロ479-716 9.0丸皿  
φ28.5×2.4㎝（30入･陶） 3,600円

ロ479-516 7.5丸鉢  
φ23×4.5㎝（30入･陶） 3,000円

ロ479-526 6.5丸鉢  
φ19×4.5㎝（40入･陶） 2,210円

ロ479-536 4.0玉割  
φ12×3㎝（100入･陶） 980円

ロ479-566 3.0丸小鉢  
φ9×3.8㎝（130入･陶） 
680円

ロ479-576 3.3丸小鉢  
φ10×4㎝（120入･陶） 750円

ロ479-546 5.0刺身鉢  
φ15×3.8㎝（80入･陶） 
1,370円

ロ479-556 丸千代口  
φ8.5×1.8㎝（200入･陶） 
460円

ロ479-586 4.0正角鉢  
10.5×10.5×2.7㎝（120入･陶） 720円

ロ479-596 正角7.0皿  
21.6×21.6×2.5㎝（40入･陶） 3,000円

ロ479-606 正角5.0皿  
14.5×14.5×2.5㎝（100入･陶） 990円

ロ479-616 9.0長角皿  
26.5×15.9×2.5㎝（40入･陶） 2,170円

ロ479-626 8.0長角皿  
21.5×16.2×2㎝（60入･陶） 1,500円

ロ479-636 7.0長角皿  
20.3×14.4×2㎝（60入･陶） 1,340円

ロ479-646 正角銘々皿  
12.5×12.5×2㎝（120入･陶） 720円
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ミ480-516 丸6.0ボール  
φ18.4×8.9㎝（30入･陶） ･･･････････3,350円
ミ480-526 夏目4.5丼  
φ13.6×8㎝（45入･陶） ･････････････1,800円
ミ480-536 夏目4.8丼  
φ14.4×9.2㎝（40入･陶） ･･･････････2,200円
ミ480-546 夏目5.5丼  
φ16.5×10.2㎝（30入･陶） ･･････････2,950円
ミ480-556 飯器（木蓋付）  
φ10.7×8㎝（40入･陶） ･････････････2,150円
ミ480-566 のり茶（フタ付）  
φ14.8×9.7㎝（36入･陶） ･･･････････1,950円
ミ480-576 梅型3.3丼  
φ10.5×5㎝（120入･陶） ･･････････････790円
ミ480-586 梅型4.0丼  
φ12.7×5.3㎝（80入･陶） ･･･････････1,150円
ミ480-596 梅型4.5丼  
φ14×6.8㎝（60入･陶） ･････････････1,600円
ミ480-606 梅型刺身鉢  
φ15.9×6.2㎝（40入･陶） ･･･････････2,000円
ミ480-616 梅型千代口  
φ8.4×3.8㎝（150入･陶） ･･････････････750円
ミ480-626 平向付  
φ15.8×4.5㎝（80入･陶） ･･･････････1,950円
ミ480-636 新形湯呑  
φ8×7.4㎝（200㏄）（120入･陶） ････････890円
ミ480-646 中平  
φ11.8×5.7㎝（120入･陶） ･････････････890円
ミ480-656 呑水  
13×11.7×5.8㎝（100入･陶） ･･････････950円
ミ480-666 四ツ山2.8丼  
9.1×6.3㎝（120入･陶） ･･･････････････730円
ミ480-676 長角9.0皿  
25.7×17.7×2.2㎝（40入･陶） ･･･････4,400円
ミ480-686 長角焼物皿  
21.5×14.8×1.8㎝（50入･陶） ･･･････2,200円
ミ480-696 丸3.0皿  
φ10.3×2㎝（240入･陶） ･･････････････560円
ミ480-706 丸5.0皿  
φ15×2.6㎝（100入･陶） ･･････････････970円
ミ480-716 丸6.0皿  
φ19.6×3㎝（60入･陶） ･････････････1,300円
ミ480-726 丸7.0皿  
φ22.2×3.2㎝（40入･陶） ･･･････････2,050円
ミ480-736 丸8.0皿  
φ25.3×3.6㎝（30入･陶） ･･･････････3,050円
ミ480-746 丸9.0皿  
φ27.8×3.4㎝（20入･陶） ･･･････････5,400円
ミ480-756 長角千代口  
9.3×6.5×1.8㎝（150入･陶） ･･･････････750円
ミ480-766 長角付出皿  
22×9.8×1.8㎝（50入･陶） ･･････････1,950円

ヤ480-016 
蓋向  
φ16.5×9㎝（36入･磁）
1,400円

ヤ480-026 
1号そば徳利  
200㏄（20×6入･磁）
680円

ヤ480-036 
2号そば徳利  
300㏄（10×10入･磁）
800円

ヤ480-046 
グイ呑  
φ4.6×4.6㎝（10×20入･磁）
400円

ヤ480-056 
1号徳利  
200㏄（20×6入･磁）
730円

ヤ480-066 
2号徳利  
320㏄（20×5入･磁）
1,200円

ヤ480-076 
むし碗  
φ9×9㎝（60入･磁）
1,100円

ヤ480-086 
薬味小皿  
φ9㎝（200入･磁）
380円

ヤ480-096 
そば猪口  
φ8.5×6.3㎝（120入･磁）
600円

ヤ480-136 角4.0小鉢  
10.5×9.4㎝（80入･磁）
680円

ヤ480-146 角4.5小鉢  
11.7×11.4㎝（60入･磁）
850円

ヤ480-106 4.5丼  
φ13.5×5.7㎝（60入･磁）
630円

ヤ480-116 5.0丼  
φ15×6.4㎝（60入･磁）
700円

ヤ480-126 6.0丼  
φ17.7×6.6㎝（50入･磁）
810円

ヤ480-156 角刺身鉢  
15.5×13.7㎝（40入･磁）
1,250円

ヤ480-166 深千代口  
8.3×7.4㎝（180入･磁）
420円

ヤ480-176 三ツ山3.3小鉢  
9.5×6.3㎝（90入･磁）
600円

ヤ480-186 丸3.0皿  
φ10.8㎝（200入･磁）
400円

ヤ480-196 丸4.0皿  
φ13㎝（150入･磁）
450円

ヤ480-206 丸5.0皿  
φ16㎝（120入･磁）
550円

ヤ480-216 丸6.0皿  
φ19.2㎝（60入･磁）
830円

ヤ480-226 丸7.0皿  
φ22.5㎝（30入･磁）
1,150円

ヤ480-236 貝型刺身皿  
22.5㎝（30入･磁）
1,500円

ヤ480-246 正角3.6小鉢  
8.7×4.5㎝（80入･磁）
730円

ヤ480-256 正角4.0小鉢  
9.3×5㎝（60入･磁）
800円

ヤ480-266 長二ツ切皿  
15×8.4㎝（60入･磁）
830円

ヤ480-276 とんすい  
12.9××4.4㎝（120入･磁）
630円

ヤ480-286 
正角千代口  
9.7×7.1㎝（180入･磁）
450円

ヤ480-296 
正角5.0鉢  
15×3.2㎝（30入･磁）
1,150円

ヤ480-306 
正角6.0鉢  
18.3×3.5㎝（30入･磁）
2,300円

ヤ480-316 
長角千代口  
9.7×7.1㎝（180入･磁）
400円

ヤ480-326 
角焼物皿  
20.4×14.2㎝（40入･磁）
1,250円

ヤ480-336 
角6.0皿  
17×11.8㎝（60入･磁）
850円

ヤ480-346 
角突出皿  
24.5×9.6㎝（40入･磁）
1,100円
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ツ481-586 のり茶（身）  φ15×7㎝（50入･陶） ･･･････････ 1,250円
ツ481-596 むし碗  φ9×9.5㎝（50入･陶） ････････････････ 1,600円
ツ481-606 珍味  9.3×6.2㎝（100入･陶） ･･･････････････････ 660円
ツ481-616 中平  φ12×6㎝（80入･陶） ･････････････････････ 860円
ツ481-626 刺身鉢  φ15.5×6㎝（40入･陶） ･･････････････ 1,850円
ツ481-636 4.0鉢  φ12.6×5.5㎝（50入･陶） ･････････････ 1,100円
ツ481-646 丸千代口  φ8.5×4㎝（100入･陶） ･･････････････ 660円
ツ481-656 長湯呑  φ6.3×8.2㎝（80入･陶） ････････････････ 720円
ツ481-666 1号徳利  140㏄（60入･陶） ･･･････････････････ 900円
ツ481-676 2号徳利  300㏄（60入･陶） ････････････････ 1,700円
ツ481-686 ぐい呑  φ6.8×4㎝（200入･陶）･･････････････････ 510円
ツ481-696 1号そば徳利  200㏄（60入･陶） ･･･････････････ 900円
ツ481-706 そば猪口  φ9×6㎝（80入･陶） ･･････････････････ 670円
ツ481-716 薬味皿  φ9.5㎝（120入･陶） ･･･････････････････ 500円
ツ481-726 丸6.0皿  φ19.4×3㎝（40入･陶） ････････････ 1,200円
ツ481-736 丸7.0皿  φ22×3.2㎝（30入･陶） ････････････ 1,900円
ツ481-746 丸8.0皿  φ25×3.5㎝（20入･陶） ････････････ 2,700円
ツ481-756 丸3.0皿  φ10.5×2㎝（120入･陶） ･･････････････ 490円
ツ481-766 とんすい  13×12×5.5㎝（80入･陶） ･････････････ 860円
ツ481-776 長千代口  9.5×6.5×1.8㎝（80入･陶） ･･････････ 670円
ツ481-786 角小皿  9.5×9.5×2㎝（100入･陶） ･･････････････ 670円
ツ481-796 小判皿  24.5×15.5×2.2㎝（40入･陶） ･･･････ 2,050円
ツ481-806 四ツ足突出皿  24×9×2㎝（40入･陶） ･･････ 1,800円
ツ481-816 四ツ足焼物皿  21×14×2.2㎝（40入･陶） ･･･ 2,000円

ツ481-516 夏目5.5丼  φ16.5×10.5㎝（30入･陶） ･･･････ 2,600円
ツ481-526 夏目5.0丼  φ14.5×9㎝（40入･陶） ･･････････ 1,900円
ツ481-536 夏目4.5丼  φ13.5×8.2㎝（50入･陶） ････････ 1,600円
ツ481-546 6.0ボール  φ18×9㎝（30入･陶） ････････････ 2,850円
ツ481-556 玉渕6.0丼  φ19.5×8.5㎝（30入･陶） ････････ 2,000円
ツ481-566 高浜5.8丼  φ17.5×9.5㎝（30入･陶） ････････ 2,450円
ツ481-576 のり茶  φ15×9.8㎝（30入･陶） ･･････････････ 1,750円

ロ481-016 
3.3皿  
φ10.5×1.8㎝（150入･陶）
600円

ロ481-026 
4.0皿  
φ12.8×2.3㎝（120入･陶）
610円

ロ481-036 
5.0皿  
φ16.3×2.7㎝（100入･陶）
820円

ロ481-046 
7.0皿  
φ21.8×2.8㎝（80入･陶）
1,290円

ロ481-056 
マユ型皿（小）  
21.2×10.4×2㎝（100入･陶）
900円

ロ481-066 
マユ型皿（大）  
25.3×14.3×2㎝（40入･陶）
1,930円

ロ481-076 
花型5.5鉢  
φ15.2×4.2㎝（60入･陶）
1,240円

ロ481-086 
丸千代口  
φ7.9×3.6㎝（150入･陶）
540円

ロ481-096 
3.5丼  
φ10.5×5㎝（120入･陶）
730円

ロ481-106 
4.5丼  
φ13.5×7.7㎝（80入･陶）
1,500円

ロ481-116 
5.0丼  
φ15.5×9㎝（60入･陶）
2,040円

ロ481-126 
反蓋丼  
φ15.5×10.8㎝（50入･陶）
1,750円

ロ481-136 
煮物碗  
φ12.7×8.4㎝（50入･陶）
1,610円

ロ481-146 
中平  
φ11.6×5㎝（150入･陶）
590円

ロ481-156 
大平  
φ12.7×5.6㎝（120入･陶）
690円

ロ481-166 
反煎茶  
φ8.5×5.7㎝（150入･陶）
590円

ロ481-176 
長湯呑  
φ6.6×7.5㎝（100入･陶）
690円

ロ481-186 
呑水（小）  
12.8×12×4.5㎝（120入･陶）
640円

ロ481-196 
呑水（大）  
17.5×11.8×4.5㎝（100入･陶）
890円

ロ481-206 
徳利（小）  
150㏄（120入･陶）
890円

ロ481-216 
徳利（大）  
280㏄（80入･陶）
1,070円

ロ481-226 
ぐい呑  
φ5×3.5㎝（320入･陶）
390円

ロ481-236 
そば猪口  
φ8.2×6.6㎝（100入･陶）
540円

ロ481-246 
そば徳利  
190㏄（100入･陶）
970円

ロ481-256 
薬味皿  
φ8.8×1.6㎝（200入･陶）
410円
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ア482-016 深口5.5多用丼  
φ17×8.7㎝（40入･強） ･････････････2,250円
ア482-026 深口6.0多用丼  
φ18×9.2㎝（30入･強） ･････････････3,000円
ア482-036 6.8ラーメン丼  
φ20.2×7.7㎝（20入･強） ･･･････････3,800円
ア482-046 7.5ラーメン丼  
φ22.3×8㎝（20入･強） ･････････････4,800円
ア482-056 のり茶  
φ15.2×9㎝（40入･強） ･････････････2,450円
ア482-066 のり茶（身）  
φ15.2×6.5㎝（60入･強） ･･･････････1,450円
ア482-076 釜上3.6鉢  
φ10.5×5.7㎝（120入･強） ･･････････1,300円
ア482-086 釜上4.0鉢  
φ12.3×7㎝（100入･強） ･･･････････1,550円
ア482-096 5.0ボール  
φ14.5×4.6㎝（40入･強） ･･･････････1,500円
ア482-106 湯呑  
φ6.5×8㎝（80入･強） ･･････････････1,050円
ア482-116 深口4.5多用丼  
φ13×7.5㎝（80入･強） ･････････････1,600円
ア482-126 玉割  
φ11×4.1㎝（80入･強） ････････････････950円
ア482-136 3.0鉢  
φ9.2×3.5㎝（140入･強） ･･････････････720円
ア482-146 丸呑水  
φ12×4.5㎝（80入･強） ･････････････1,150円
ア482-156 丸3.0皿  
φ9.2×2㎝（140入･強） ････････････････600円
ア482-166 6.5ボール  
φ19.7×6.8㎝（20入･強） ･･･････････3,700円
ア482-176 丸7.0皿  
φ21.8×3.5㎝（30入･強） ･･･････････2,450円
ア482-186 丸8.0皿  
φ25.2×3.5㎝（20入･強） ･･･････････4,100円

ロ482-576 3.6丸丼  
φ11.5×3.7㎝（120入･強） ･････････････930円
ロ482-586 三ツ押5.0皿  
φ14.8×3.2㎝（80入･強） ･･･････････1,350円
ロ482-596 三ツ押6.0皿  
φ17.5×3.3㎝（70入･強） ･･･････････2,110円
ロ482-606 三ツ押7.0皿  
φ21.2×3.7㎝（60入･強） ･･･････････2,860円
ロ482-616 長角9.0皿  
23.4×16.8×3.4㎝（40入･強） ･･･････2,500円
ロ482-626 長角7.0皿  
19.7×12.5×3㎝（60入･強） ････････1,470円
ロ482-636 長角5.5皿  
16×11.3×2.2㎝（100入･強） ･･･････1,030円
ロ482-646 三ツ足丸千代口  
φ6.8×2.7㎝（150入･強） ･･････････････680円
ロ482-656 3.0丸皿  
φ9.5×1.4㎝（150入･強） ･･････････････680円
ロ482-666 長角小皿  
9.4×6.8×2.5㎝（150入･強） ･･･････････680円
ロ482-676 三品皿  
17.6×6.7×2.2㎝（80入･強） ････････1,150円
ロ482-686 二品皿  
11.7×6.5×2.2㎝（100入･強） ･･････････930円
ロ482-696 長角突出皿  
23×9×2.5㎝（70入･強） ･･･････････1,470円

ロ482-516 菱形7.0鉢  
16.6×16×5.2㎝（40入･強） ････････2,520円
ロ482-526 三方小鉢（大）  
φ11.8×6㎝（80入･強） ･････････････1,250円
ロ482-536 三方小鉢（中）  
φ10×5.5㎝（100入･強） ･･･････････1,030円
ロ482-546 三方小鉢（小）  
φ8.4×5.3㎝（120入･強） ･･････････････930円
ロ482-556 10.0大皿  
φ28.8×4.7㎝（15入･強） ･･･････････6,220円
ロ482-566 玉渕6.0鉢  
φ18×4.8㎝（40入･強） ･････････････2,500円
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ロ483-016 半月10.0皿  
28×26×3㎝（30入･陶） ････････････3,000円
ロ483-026 半月7.0皿  
21.5×20㎝（60入･陶） ･････････････1,500円
ロ483-036 半月5.0皿  
14.7×14.1×2.2㎝（100入･陶） ････････810円
ロ483-046 半月4.0皿  
12.4×12×2.1㎝（120入･陶） ･･････････710円
ロ483-056 小判11.0皿  
34×25×2.4㎝（25入･陶） ･･････････3,250円
ロ483-066 小判8.5皿  
26×17.7×2.2㎝（60入･陶） ････････1,500円
ロ483-076 小判7.0皿  
22.7×15.2×1.8㎝（70入･陶） ･･･････1,200円
ロ483-086 小判6.0皿  
17.6×12.3×2㎝（100入･陶） ･･････････850円
ロ483-096 3.5ボール  
φ11×4㎝（120入･陶） ････････････････710円
ロ483-106 5.0ボール  
φ15.8×5㎝（60入･陶） ･････････････1,350円
ロ483-116 8.0三品皿  
23.5×14.3×2.5㎝（50入･陶） ･･･････1,600円
ロ483-126 とんすい  
12.8×10.5×4.5㎝（120入･陶） ････････710円
ロ483-136 3.0丸千代口  
φ8.8×3㎝（180入･陶） ････････････････490円
ロ483-146 二品皿  
13×9.3×2.3㎝（120入･陶） ･･･････････750円
ロ483-156 三品皿  
19.5×9.2×2.3㎝（80入･陶） ････････1,050円
ロ483-166 長角9.0皿  
23×16.5×2.4㎝（60入･陶） ････････1,500円
ロ483-176 長角8.0皿  
23×14.5×2.3㎝（60入･陶） ････････1,350円
ロ483-186 長角7.0皿  
20.4×13×2.3㎝（80入･陶） ････････1,200円
ロ483-196 長角小皿  
9×6.5×2.8㎝（200入･陶） ･････････････710円
ロ483-206 突出皿  
20.4×10×2.8㎝（80入･陶） ････････1,050円

ト483-516 4.3反丼  
φ13×8㎝（50入･磁） ･････････････････950円
ト483-526 5.0反丼  
φ16×8.3㎝（40入･磁） ･････････････1,300円
ト483-536 6.0深ボール  
φ19×9.2㎝（40入･磁） ･････････････2,850円
ト483-546 5.5深ボール  
φ17.5×9㎝（40入･磁） ･････････････2,250円
ト483-556 8.0鉢  
φ24.5×8.3㎝（20入･磁） ･･･････････4,800円
ト483-566 10.0鉢  
φ30.3×8.3㎝（20入･磁） ･･･････････6,200円
ト483-576 小鉢  
φ12.8×6.5㎝（80入･磁） ･･･････････1,100円
ト483-586 小付  
φ10.5×5.5㎝（100入･磁） ･････････････820円
ト483-596 丸とんすい  
φ12×4.8㎝（80入･磁） ････････････････860円
ト483-606 6.0深皿  
φ19.5×4㎝（60入･磁） ･････････････1,900円
ト483-616 7.0深皿  
φ23.5×4.2㎝（40入･磁） ･･･････････2,400円
ト483-626 4.5深皿  
φ15×3㎝（80入･磁） ･････････････････820円
ト483-636 花型7.0皿  
φ23.3×3.5㎝（40入･磁） ･･･････････2,400円
ト483-646 花型8.5皿  
φ27×4㎝（30入･磁） ･･････････････3,150円
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彫　芦

手びねり志野

ロ484-016 小判型皿（小）  
13×8.5×1.4㎝（200入･陶） 450円

ロ484-026 小判型皿（中）  
18×14×2㎝（100入･陶） 770円

ロ484-036 小判多用皿  
22.5×18.5×2㎝（60入･陶） 1,400円

ロ484-046 舟型皿（小）  
17.3×11×2㎝（150入･陶） 570円

ロ484-056 舟型皿（大）  
23.5×12.8×2.5㎝（120入･陶） 860円

ロ484-066 花型大鉢  
18×18×5.4㎝（40入･陶） 2,000円

ロ484-076 小判型小鉢  
16.6×11.8×3.4㎝（100入･陶） 770円

ロ484-086 サラダ鉢  
20×15.3×5㎝（60入･陶） 1,400円

ロ484-096 ボール（小）  
φ13×4.4㎝（100入･陶） 770円

ロ484-106 ボール（大）  
φ17×4.8㎝（100入･陶） 1,250円

ロ484-116 丸小皿  
φ10.5×1㎝（200入･陶） 450円

ロ484-126 楕円型千代口  
8.7×7.5×2.7㎝（200入･陶） 330円

ロ484-136 ヒサゴ型千代口  
7.2×6.8×3.2㎝（200入･陶） 330円

ロ484-146 角小付  
8.4×8.4×2.7㎝（200入･陶） 450円

ロ484-156 花型小付  
9.5×9.5×3.2㎝（200入･陶） 450円

ロ484-166 呑水  
15.3×11.5×5.2㎝（100入･陶） 700円

ロ484-176 茶碗  
φ11.7×5.3㎝（120入･陶） 770円

ロ484-186 コーヒー碗  
130㏄（60入･陶） 770円

ロ484-196 湯呑  
φ7.8×8㎝（100入･陶） 770円

ロ484-206 フリーカップ  
220㏄（80入･陶） 860円

ト484-516 ピンク志の向付  
φ14×4.5㎝（20入･陶） 4,800円

ト484-526 鼡志の向付  
φ14×4.5㎝（20入･陶） 4,800円

ト484-536 鼡志の千代久  
φ8×1.7㎝（50入･陶） 1,000円

ト484-546 ピンク豆鉢  
φ10.5×2.8㎝（40入･陶） 1,150円

ト484-556 鼡筋入豆鉢  
φ10.5×4㎝（40入･陶） 1,150円

ト484-566 鼡豆鉢  
φ10.5×2.8㎝（40入･陶） 1,150円

ト484-576 鼡小鉢  
φ10×4㎝（50入･陶） 2,850円

ト484-586 和皿  
φ14.5×2㎝（50入･陶） 3,300円

ト484-596 飯碗  
φ12.5×6㎝（40入･陶） 4,200円

ト484-606 湯呑  
φ8×8㎝（40入･陶） 3,800円

ト484-616 盛鉢中ピンク  
φ20×9㎝（5入･陶） 9,000円

ト484-626 盛鉢大鼡  
φ24×7.5㎝（5入･陶） 20,000円

和陶オープン和
陶
オ
ー
プ
ン

484



いこい

総織部 

016

226

026

046
056

066

076
086

106

116

136
146

186
196 206

216

236

036

096

126

156
166
176

ロ485-016 7.5丸鉢  
22.8×5㎝（30入･陶） ･･････････････2,670円
ロ485-026 6.5丸鉢  
19.2×4.7㎝（40入･陶） ････････････2,000円
ロ485-036 長角大皿  
36.7×28×5㎝（15入･陶） ･･････････6,800円
ロ485-046 刺身鉢  
15.2×3.9㎝（60入･陶） ････････････1,390円
ロ485-056 丸千代口  
8.2×2㎝（200入･陶） ･････････････････370円
ロ485-066 玉割  
12×3.4㎝（100入･陶） ････････････････870円
ロ485-076 角小鉢  
10.7×10.7×2.8㎝（140入･陶） ････････580円
ロ485-086 3.3小鉢  
10.1×4.3㎝（130入･陶） ･･････････････640円
ロ485-096 3.0小鉢  
9.1×4.2㎝（150入･陶） ･･･････････････550円
ロ485-106 正角7.0皿  
22×22×32㎝（40入･陶） ･･･････････2,560円
ロ485-116 正角5.5皿  
14.8×14.8×2.4㎝（100入･陶） ････････870円
ロ485-126 正角銘々皿  
12.3×12.3×2.1㎝（130入･陶） ････････640円
ロ485-136 7.0長角皿  
20.5×14.3×2.1㎝（70入･陶） ･･･････1,150円
ロ485-146 8.0長角皿  
21.5×16.1×19㎝（60入･陶） ･･･････1,390円
ロ485-156 6.0丸皿  
φ18.3×2.4㎝（90入･陶） ･･････････････900円
ロ485-166 7.0丸皿  
φ21.4×2.4㎝（50入･陶） ･･･････････1,600円
ロ485-176 9.0丸皿  
φ28.5×2.6㎝（30入･陶） ･･･････････3,200円
ロ485-186 長角銘々皿  
14.5×10.8×1.9㎝（130入･陶） ････････640円
ロ485-196 長角小皿  
9.7×7.4×2.3㎝（200入･陶） ･･･････････380円
ロ485-206 丸銘々皿  
φ13.2×2㎝（130入･陶） ･･････････････640円
ロ485-216 9.0長角皿  
26.4×15.8×2.3㎝（40入･陶） ･･･････1,920円
ロ485-226 さんま皿  
28.9×12.4×8.9㎝（60入･陶） ･･･････1,380円
ロ485-236 附出皿  
21.1×10.7×2㎝（80入･陶） ･･･････････870円

ロ485-516 4.0丸皿  
φ13.1×1.4㎝（120入･陶） 670円

ロ485-526 7.0丸皿  
φ20.8×1.8㎝（80入･陶） 1,770円

ロ485-536 正角大皿  
29×29×4.2㎝（15入･陶） 5,000円

ロ485-546 角銘々皿（厚口）  
12.5×12.5×2.1㎝（120入･陶） 600円

ロ485-556 突出し皿  
24×9.5×1.5㎝（100入･陶） 960円

ロ485-566 さんま皿  
28.5×12.5×2.5㎝（80入･陶） 1,500円

ロ485-576 四ツ足皿  
16.8×11.8×2.2㎝（100入･陶） 1,070円

ロ485-586 焼物皿  
20.5×14.5×1.5㎝（100入･陶） 1,270円

ロ485-596 正角小鉢  
10.5×10.5×2.2㎝（100入･陶） 670円

ロ485-606 小皿  
φ8.8×1.3㎝（200入･陶） 410円

ロ485-616 中平  
φ11×5.4㎝（120入･陶） 570円

ロ485-626 大平  
φ12.3×5.8㎝（120入･陶） 670円

ロ485-636 毛料  
φ14.7×6.8㎝（80入･陶） 820円

ロ485-646 煎茶  
φ8.5×6㎝（120入･陶） 510円

ロ485-656 長湯呑  
φ8.3×7.6㎝（100入･陶） 670円
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武　蔵

新ひわ流し

ユ486-016 厚口5.0皿  
φ16×3㎝（80入･磁） 580円

ユ486-026 厚口7.0皿  
φ21×2.5㎝（40入･磁） 830円

ユ486-036 厚口8.0皿  
φ24×3㎝（30入･磁） 1,250円

ユ486-046 厚口9.0皿  
φ27×3.3㎝（20入･磁） 2,000円

ユ486-056 京型4.5丼  
φ13×7.5㎝（40入･磁） 780円

ユ486-066 パスタ皿  
φ22.5×3.8㎝（30入･磁） 1,000円

ユ486-076 舞 煮物鉢  
22.5×21.5×4.5㎝（30入･磁） 1,650円

ユ486-086 舞 深鉢  
20×19×6㎝（30入･磁） 1,650円

ユ486-096 舞 大鉢  
25.5×24.5×7.5㎝（20入･磁） 3,000円

ユ486-106 片口煮物鉢  
17×15.5×5.3㎝（40入･磁） 880円

ユ486-116 1合そば徳利  
180㏄（80入･磁） 1,150円

ユ486-126 そば猪口  
φ8.5×6.5㎝（80入･磁） 480円

ユ486-136 薬味皿  
φ8.8×1.8㎝（120入･磁） 350円

ユ486-146 3.0千代口  
φ9×3㎝（120入･磁） 350円

ユ486-156 とんすい  
14.5×11.5×5.5㎝（80入･磁） 580円

ユ486-166 4.2ボール  
φ13×4㎝（80入･磁） 450円

ネ486-516 7.0天皿  
φ22.5㎝（磁） 2,000円

ネ486-526 8.0天皿  
φ24.5㎝（磁） 3,000円

ネ486-536 5.5釜上丼  
φ16.8×8.8㎝（磁） 3,000円

ネ486-546 6.0釜上丼  
φ18×10.2㎝（磁） 3,400円

ネ486-556 夏目型4.5飯丼  
φ13.3×8㎝（磁） 1,600円

ネ486-566 
夏目型4.8多用丼  
φ14.1×9.1㎝（磁） 2,000円

ネ486-576 
夏目型5.5多用丼  
φ17×10.5㎝（磁） 2,800円

ネ486-586 
飯器木蓋付  
φ11×8㎝（磁） 1,850円 ネ486-606 大茶蓋付  

φ15×10㎝（磁） 1,850円

ネ486-596 大茶（身）  
φ15×7㎝（磁） 1,300円

ネ486-616 
3.0丸皿  
φ11㎝（磁） 550円

ネ486-626 
梅型3.3小鉢  
10.5×5㎝（磁） 750円

ネ486-636 
梅型4.0小鉢  
12.8×5.5㎝（磁） 1,100円

ネ486-646 
とんすい  
φ12㎝（磁）
930円

ネ486-656 
長湯呑  
φ6×8.3㎝（磁）
770円

ネ486-666 
2号徳利  
6.5×17.5㎝（磁）
1,900円

ネ486-676 
1号徳利  
5.5×14㎝（磁）
1,000円

ネ486-686 
ぐい呑  
φ4.5×4.5㎝（磁）
500円

ネ486-696 
二ツ仕切薬味皿  
12×7.5㎝（磁）
860円

ネ486-706 
焼物皿  
21.5×14.5㎝（磁） 2,200円

ネ486-716 
角千代口  
10×6.5㎝（磁） 730円
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黒銀河 
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あかゆず

ミ487-516 多用グルメ鉢  
22.5×16.7×6㎝（40入･磁） ････････1,900円
ミ487-526 楕円盛皿  
32.5×14.2×4㎝（30入･磁） ････････1,850円
ミ487-536 3.6ボール  
11×5.2㎝（100入･磁） ････････････････780円
ミ487-546 4.5ボール  
13.3×6.5㎝（60入･磁） ････････････1,300円
ミ487-556 もえぎ3.0鉢  
9.5×5.5㎝（120入･磁） ･･･････････････750円
ミ487-566 もえぎ4.0鉢  
12.2×7㎝（80入･磁） ･･････････････1,300円
ミ487-576 スクエア7.5皿  
19×18.7×3㎝（40入･磁） ･･････････1,300円
ミ487-586 スクエア9.5皿  
24×23.7×3.5㎝（30入･磁） ････････2,800円
ミ487-596 4.0小皿  
13×12×1.5㎝（150入･磁） ････････････530円
ミ487-606 フルーツ皿  
17×15.5×2㎝（100入･磁） ････････････960円
ミ487-616 小皿  
10×9.6×1㎝（200入･磁） ･････････････450円
ミ487-626 8.5丸皿  
26×4.4㎝（20入･磁） ･･････････････2,250円

ユ487-016 パスタボール  
φ25.5×6㎝（15入･磁） 3,800円

ユ487-026 めん皿  
φ23×5㎝（20入･磁） 2,300円

ユ487-036 
3.0皿  
φ9.5×1.5㎝（150入･磁） 
480円

ユ487-046 
4.0皿  
φ14.5×2㎝（100入･磁） 
680円

ユ487-056 5.0皿  
φ17×2.5㎝（80入･磁） 
850円

ユ487-066 6.0皿  
φ19.5×2.5㎝（50入･磁） 
1,200円

ユ487-076 7.0皿  
φ22.5×3㎝（30入･磁） 2,000円

ユ487-086 8.0皿  
φ25×3.5㎝（20入･磁） 3,000円

ユ487-096 10.0皿  
φ30.5×4.5㎝（10入･磁） 7,000円

ユ487-106 
マグ  
φ8.5×9㎝（320㏄）（60入･磁） 
1,600円

ユ487-126 
6.5ボール  
φ20.5×7.8㎝（20入･磁） 
3,800円

ユ487-136 
6.0ボール  
φ18×7㎝（30入･磁） 
2,750円

ユ487-146 
5.0ボール  
φ15.5×6.3㎝（40入･磁） 
1,700円

ユ487-156 
4.5ボール  
φ12.5×6㎝（60入･磁） 
1,350円

ユ487-166 
4.0ボール  
φ10.5×6㎝（60入･磁） 
1,100円

ユ487-176 
千代口  
φ8.5×4㎝（120入･磁） 
580円

ユ487-116 
すり鉢型丼  
φ21.5×9㎝（20入･磁） 
3,000円
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ツ488-116 3.8多用丼  φ11.7×6.3㎝（50入･磁） ･････1,150円
ツ488-126 5.0のり茶  φ15.3×6.4㎝（50入･磁） ･･････1,200円
ツ488-136 長湯呑  φ6.5×7.8㎝（80入･磁） ････････････ 740円
ツ488-146 6.0浅口ボール  φ18.4×4.6㎝（40入･磁） ･･･1,200円
ツ488-156 7.5浅口ボール  φ23.3×6㎝（30入･磁） ･･･3,000円
ツ488-166 4.5浅口ボール  φ14×3.9㎝（50入･磁） ････ 950円
ツ488-176 5.5切立ボール  φ17.3×4.8㎝（40入･磁） ･･･1,550円
ツ488-186 尺一皿  φ34.8×4.8㎝（10入･磁） ･････････5,850円
ツ488-196 尺皿  φ30×2.7㎝（12入･磁） ･････････････4,650円
ツ488-206 9.0皿  φ27.2×2.7㎝（15入･磁） ･･････････2,500円

ツ488-026 5.3ボール  φ16×6㎝（30入･磁） ･････････1,550円
ツ488-036 5.5多用丼  φ17.3×9㎝（30入･磁） ･･････2,280円
ツ488-046 4.8多用丼  φ15×7.5㎝（40入･磁） ･･････1,900円
ツ488-056 1号徳利  φ5.3×14.2㎝（約130㏄）（60入･磁） ･･･ 960円
ツ488-066 グイ呑  φ6×3.8㎝（200入･磁） ･･････････････ 500円
ツ488-076 2号徳利  φ6×18.5㎝（約260㏄）（60入･磁） ･･1,700円
ツ488-086 3.2ボール  φ9.7×4㎝（50入･磁） ･･･････････ 860円
ツ488-096 4.3ボール  φ13.2×5.2㎝（40入･磁） ･･････1,000円
ツ488-106 3.8深口ボール  φ11.8×7.6㎝（40入･磁） ･･･1,350円

ツ488-016 6.3ボール  φ19.5×7.8㎝（20入･磁） ･･････2,200円 ツ488-216 7.5皿  φ22.8×2.1㎝（20入･磁） ･･････････1,700円
ツ488-226 6.0皿  φ19×2㎝（30入･磁） ･･････････････1,100円
ツ488-236 とんすい  13.6×12.1×6.2㎝（80入･磁） ･･･1,000円
ツ488-246 5.0皿  φ15×2㎝（80入･磁） ････････････････ 860円
ツ488-256 8.0長角皿  24.5×17.3×3㎝（20入･磁） ･･･3,150円
ツ488-266 3.5皿  φ10.3×2㎝（120入･磁） ･････････････ 680円
ツ488-276 7.0長角皿  21×14×2.5㎝（30入･磁） ････2,050円
ツ488-286 3.5正角皿  10.5×2.5㎝（80入･磁） ･･････1,000円
ツ488-296 角千代口  10.5×7.3×2.7㎝（100入･磁） ････ 740円
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ツ489-016 大鉢  
φ22×7㎝（10入･磁） ･･････････････4,500円
ツ489-026 4.8ボール  
φ14.5×5.6㎝（60入･磁） ･･･････････1,500円
ツ489-036 3.8ボール  
φ11.5×4.6㎝（80入･磁） ･･････････････790円
ツ489-046 千代口ボール  
φ8.2×3.6㎝（100入･磁） ･･････････････490円
ツ489-056 玉渕6.5小判皿  
19.5×12.4×2.6㎝（50入･磁） ･･････････830円
ツ489-066 玉渕8.0小判皿  
24×15.5×2.6㎝（30入･磁） ････････1,350円
ツ489-076 玉渕9.0小判皿  
27.3×17.8×2.7㎝（20入･磁） ･･･････1,950円
ツ489-086 玉渕3.5皿  
φ10.5×2.3㎝（80入･磁） ･･････････････510円
ツ489-096 玉渕4.5皿  
φ14×2.3㎝（60入･磁） ････････････････720円
ツ489-106 玉渕5.5皿  
φ16.5×2.3㎝（50入･磁） ･･････････････920円
ツ489-116 玉渕6.5皿  
φ20.5×2.8㎝（40入･磁） ･･･････････1,400円
ツ489-126 玉渕8.0皿  
φ24.5×3㎝（30入･磁） ･････････････2,700円
ツ489-136 三ツ足5.0浅鉢  
15.3×3.5㎝（30入･磁） ････････････1,050円
ツ489-146 三ツ足4.0浅鉢  
12.8×3㎝（40入･磁） ･････････････････700円
ツ489-156 三ツ足6.0浅鉢  
18.7×4㎝（20入･磁） ･･････････････1,500円
ツ489-166 三ツ足千代口  
9.5×3.5㎝（100入･磁） ･･･････････････490円
ツ489-176 長千代口  
10.3×7.2×2.5㎝（100入･磁） ･･････････490円
ツ489-186 7.0焼物皿  
20.3×14×2㎝（40入･磁） ･･････････1,200円
ツ489-196 9.0焼物皿  
24.5×17.5×3㎝（20入･磁） ････････2,300円

タ489-526 飯碗  
12×12×5.5㎝（60入･陶） ･････････････860円
タ489-536 小鉢  
12.5×12.3×5.4㎝（60入･陶） ･･････････860円
タ489-546 小付  
10.2×10×4.3㎝（80入･陶） ･･･････････650円
タ489-556 21㎝多用丼  
21×20.5×8.8㎝（20入･陶） ････････2,300円
タ489-566 22㎝多用丼  
22.6×22.3×9.5㎝（20入･陶） ･･･････2,500円
タ489-576 14㎝三ツ足皿  
14×12.2×4.5㎝（40入･陶） ･･･････････780円
タ489-586 16㎝三ツ足皿  
16.3×16.3×3㎝（40入･陶） ････････1,100円
タ489-596 19㎝三ツ足皿  
19×19×3.8㎝（20入･陶） ･･････････1,400円
タ489-606 21㎝三ツ足皿  
21.6×21.3×4㎝（20入･陶） ････････1,700円
タ489-616 24㎝三ツ足皿  
24.7×24×4.5㎝（20入･陶） ････････2,500円
タ489-626 30㎝三ツ足皿  
30.3×30×5.5㎝（5入･陶） ･･････････3,600円
タ489-636 40㎝三ツ足皿  
40×40×7.5㎝（3入･陶） ･････････12,000円
タ489-646 21㎝ハットプレート  
21.5×21.5×3.5㎝（20入･陶） ･･･････1,700円
タ489-656 21㎝四角皿  
21.8×21.6×4.3㎝（20入･陶） ･･･････2,100円
タ489-666 36㎝四角皿  
36.5×36.5×5.8㎝（3入･陶） ･･････10,000円

タ489-516 茶漬碗  
14.5×14.5×7㎝（40入･陶） ････････1,250円

和
陶
オ
ー
プ
ン

和陶オープン 489



あい 

016
026

036

046

056

066
076

086

096 106
116

126

136
146

156
166

176 186 196

ひわ 
536

546

556

576 586

596

636

516
526

566

606

616
626

646

656

ト490-016 けずり麺丼  
φ17.1×8.5㎝（36入･磁） ･･･････････1,550円
ト490-026 けずり茶漬丼  
φ13.2×8.1㎝（60入･磁） ･･･････････1,200円
ト490-036 6.0丼  
φ19.5×9.4㎝（20入･磁） ･･･････････3,200円
ト490-046 4.2丼  
φ13×7.5㎝（40入･磁） ･････････････1,050円
ト490-056 5.5丼  
φ17.6×8.2㎝（24入･磁） ･･･････････2,300円
ト490-066 8.0ボール  
φ25.4×8㎝（16入･磁） ･････････････4,000円
ト490-076 7.0ボール  
φ22×8.5㎝（20入･磁） ･････････････3,280円
ト490-086 5.0丼  
φ15.3×7.7㎝（30入･磁） ･･･････････1,300円
ト490-096 4.2ボール  
φ13×5.4㎝（40入･磁） ････････････････800円
ト490-106 5.5ボール  
φ17.2×6.3㎝（24入･磁） ･･･････････1,150円
ト490-116 3.3ボール  
φ10.6×5.2㎝（60入･磁） ･･････････････670円
ト490-126 7.5麺皿  
φ23.5×4.3㎝（40入･磁） ･･･････････1,350円
ト490-136 3.3鉢  
φ11×3.3㎝（120入･磁） ･･････････････580円
ト490-146 4.0鉢  
φ12.8×3.6㎝（100入･磁） ･････････････680円
ト490-156 5.0鉢  
φ16.7×4.1㎝（60入･磁） ･･･････････1,050円
ト490-166 6.0鉢  
φ19.5×5㎝（50入･磁） ･････････････1,200円
ト490-176 7.0皿  
φ23×3.2㎝（40入･磁） ･････････････1,550円
ト490-186 6.0皿  
φ19.8×2.8㎝（50入･磁） ･･･････････1,050円
ト490-196 5.0皿  
φ16.4×2.3㎝（80入･磁） ･･････････････780円

ヨ490-516 飯碗  
φ12.0×6.5㎝（5×18入･磁） ･･･････････840円
ヨ490-526 湯呑  
φ7.5×8.5㎝（5×20入･磁） ････････････590円
ヨ490-536 5.0煮物鉢  
φ16.8×4.0㎝（5×12入･磁） ･･･････････910円
ヨ490-546 変形小鉢  
14.8×11.5×6.0㎝（5×18入･磁） ･･･････860円
ヨ490-556 変形大鉢  
24.0×20.5×9.0㎝（5×4入･磁） ･････2,400円
ヨ490-566 楕円浅鉢大  
29×22.5×4.5㎝（5×6入･磁） ･･･････1,850円
ヨ490-576 楕円浅鉢小  
17.5×14.5×3.5㎝（5×12入･磁） ･･･････910円
ヨ490-586 9.0正角皿  
23.5×23.5×4.5㎝（5×6入･磁） ･････1,950円
ヨ490-596 正四角皿  
17.5×17.5×3.5㎝（5×12入･磁） ････1,050円
ヨ490-606 さんま皿  
28.5×12.5×3.0㎝（5×8入･磁） ･････1,050円
ヨ490-616 角千代口  
7.0×7.0×2.5㎝（10×20入･磁） ････････350円
ヨ490-626 丸千代口  
φ8.3×3㎝（10×20入･磁） ･････････････350円
ヨ490-636 8.0皿  
φ24㎝（5×8入･磁） ････････････････1,500円
ヨ490-646 5.0皿  
φ17.3㎝（5×12入･磁） ････････････････910円
ヨ490-656 突出し皿  
24.5×8.5㎝（5×8入･磁） ･･････････････810円
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ミ491-016 変形中鉢  
21×16.5×8㎝（40入･磁） ･･････････1,650円
ミ491-026 変形大鉢  
24.2×20.5×9㎝（30入･磁） ････････2,050円
ミ491-036 木の葉楕円鉢  
25.7×17×7㎝（40入･磁） ･･････････1,400円
ミ491-046 石目楕円鉢  
29×11.5×4.8㎝（40入･磁） ････････1,050円
ミ491-056 石目楕円大盛鉢  
39.5×15×6㎝（20入･磁） ･･････････2,600円
ミ491-066 長角向付  
18.5×13.5×3.8㎝（60入･磁） ･･････････810円
ミ491-076 変形小鉢  
15×11.8×6㎝（60入･磁） ･････････････810円
ミ491-086 長角千代口  
10×7×3㎝（150入･磁） ･･･････････････390円
ミ491-096 変り長皿  
37×17×3㎝（40入･磁） ････････････1,700円
ミ491-106 お好み碗  
15×7㎝（40入･磁） ･･･････････････････860円
ミ491-116 長角盛込鉢  
27×16.5×4.8㎝（30入･磁） ････････1,650円
ミ491-126 丸天皿  
φ25.0×2.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,950円
ミ491-136 楕円大鉢  
28×22.5×4.8㎝（30入･磁） ････････1,700円
ミ491-146 石目焼物皿  
22.5×13.5×3.5㎝（60入･磁） ･･････････810円
ミ491-156 正角和皿  
18×18×3.5㎝（60入･磁） ･････････････970円
ミ491-166 花形小鉢  
12.5×4.5㎝（120入･磁） ･･････････････470円
ミ491-176 楕円鉢  
17.5×14.5×3.5㎝（80入･磁） ･･････････750円
ミ491-186 チギリ正角大鉢  
24.5×24.5×4.5㎝（20入･磁） ･･･････1,950円
ミ491-196 チギリ銘々皿  
15.5×15.5×3㎝（80入･磁） ･･･････････630円
ミ491-206 サンマ皿  
29.5×3.5×4.5㎝（40入･磁） ･･･････････970円
ミ491-216 縄目楕円皿  
24×19.5×3.5㎝（50入･磁） ･･･････････910円
ミ491-226 角型大盛皿  
30.5×25.5×4.7㎝（10入･磁） ･･･････4,200円
ミ491-236 木の葉小皿  
17×11.8×3㎝（120入･磁） ････････････540円
ミ491-246 花形千代口  
8.5×3㎝（180入･磁） ･････････････････330円
ミ491-256 木の葉パスタ皿  
26×18.5×3.5㎝（40入･磁） ････････1,350円

ミ491-516 木の葉楕円鉢  
25.7×17×7㎝（40入･磁） ･･････････1,350円
ミ491-526 梅型80鉢  
24×7.5㎝（30入･磁） ･･････････････1,950円
ミ491-536 変形小鉢  
15×11.8×6㎝（60入･磁） ･････････････800円
ミ491-546 変形中鉢  
21×16.5×8㎝（40入･磁） ･･････････1,650円
ミ491-556 変形大鉢  
24.2×9.2×9㎝（30入･磁） ･･････････2,000円
ミ491-566 渕上り正角盛皿  
23.5×23.5×5.5㎝（30入･磁） ･･･････1,650円
ミ491-576 縄目楕円皿  
24×19.5×3.5㎝（50入･磁） ･･･････････880円
ミ491-586 石目楕円鉢  
29×11.5×4.8㎝（40入･磁） ････････1,000円
ミ491-596 丸大盛鉢  
30.5×4.7㎝（15入･磁） ････････････3,600円
ミ491-606 梅型50皿  
16×3㎝（90入･磁） ･･･････････････････620円
ミ491-616 丸天皿  
φ25.0×2.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,950円
ミ491-626 角型大盛皿  
30.5×25.5×7㎝（10入･磁） ････････4,100円
ミ491-636 抹茶小鉢  
10×6.3㎝（80入･磁） ･････････････････450円
ミ491-646 木の葉パスタ皿  
26×18.5×3.5㎝（40入･磁） ････････1,350円
ミ491-656 石目焼物皿  
22.5×12.5×3.5㎝（50入･磁） ･･････････780円
ミ491-666 木の葉小皿  
17×11.8×3㎝（120入･磁） ････････････520円
ミ491-676 長皿  
24.5×9.2×2.8㎝（60入･磁） ･･･････････650円
ミ491-686 変り長皿  
37×17×3㎝（40入･磁） ････････････1,600円
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ミ492-556 40飯碗  
φ12×6.5㎝（80入･磁） ･････････････1,450円
ミ492-566 45丸鉢  
φ13.5×5.5㎝（60入･磁） ･･･････････1,600円
ミ492-576 55丸鉢  
φ16.6×6.3㎝（50入･磁） ･･･････････2,050円
ミ492-586 60浅鉢  
φ18.8×4.4㎝（50入･磁） ･･･････････1,900円
ミ492-596 45浅鉢  
φ13.9×3.8㎝（80入･磁） ･･･････････1,450円
ミ492-606 呑水  
14.8×12.7×6㎝（80入･磁） ････････1,450円
ミ492-616 33丸鉢  
φ9.9×4㎝（120入･磁） ･････････････1,180円
ミ492-626 長湯呑  
φ7.6×8.3㎝（220㏄）（（10×10）100入･磁） ･･･1,050円
ミ492-636 40楕円皿  
12×8×2.3㎝（120入･磁） ･･････････1,300円
ミ492-646 48楕円皿  
14.5×9.4×2.6㎝（90入･磁） ････････1,650円
ミ492-656 60楕円皿  
18.5×11.6×3.1㎝（60入･磁） ･･･････2,000円
ミ492-666 千代口  
φ8.1×2.2㎝（150入･磁） ･･････････････820円
ミ492-676 35丸皿  
φ10.5×1.8㎝（200入･磁） ･････････････900円
ミ492-686 43丸皿  
φ13.2×2.1㎝（150入･磁） ･･････････1,100円
ミ492-696 50丸皿  
φ15.5×2.4㎝（100入･磁） ･･････････1,300円
ミ492-706 6.5丸皿  
φ19.5×2.6㎝（60入･磁） ･･･････････1,650円
ミ492-716 7.5丸皿  
φ23.6×3㎝（30入･磁） ･････････････2,250円
ミ492-726 9.0丸皿  
φ28×3.1㎝（20入･磁） ･････････････3,150円
ミ492-736 尺丸皿  
φ30.5×3.2㎝（15入･磁） ･･･････････5,350円
ミ492-746 7.5楕円皿  
23.8×13.8×3.5㎝（40入･磁） ･･･････2,750円
ミ492-756 90長角皿  
28×14.5×2.6㎝（40入･磁） ････････3,200円

ミ492-516 50多用丼  
φ15×8.5㎝（40入･磁） ･････････････2,200円
ミ492-526 60多用丼  
φ18.5×9.7㎝（30入･磁） ･･･････････2,550円
ミ492-536 40多用丼  
φ12.2×7.3㎝（60入･磁） ･･･････････1,550円
ミ492-546 50茶漬  
φ15.1×6.7㎝（60入･磁） ･･･････････1,750円

ア492-056 石目4.2丼  
φ13×8㎝（60入･磁） 730円

ア492-046 石目5.0丼  
φ15.2×8㎝（40入･磁） 880円

ア492-036 石目5.5丼  
φ17.5×9.5㎝（40入･磁） 1,550円

ア492-076 4.2小鉢  
φ13×5.5㎝（80入･磁） 530円

ア492-086 3.5小鉢  
φ10.6×5㎝（100入･磁） 430円

ア492-016 石目7.0ボール  
φ22×8.5㎝（20入･磁） 2,350円

ア492-116 石目3.3鉢  
φ11×3.5㎝（140入･磁） 380円

ア492-106 石目5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（80入･磁） 680円

ア492-146 石目5.0皿  
φ16.3×2.5㎝（80入･磁） 550円

ア492-136 石目7.0皿  
φ22×3.2㎝（40入･磁） 1,000円

ア492-126 石目9.0皿  
φ27.8×3.5㎝（10入･磁） 2,950円

ア492-066 高浜5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（磁） 1,100円

ア492-026 石目6.5ボール  
φ20.5×7.5㎝（磁） 1,600円

ア492-096 小ボール  
φ10.5×7.5㎝（磁） 550円
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ユ493-516 5.5三ツ輪丼  
φ17×8.5㎝（40入･陶） ････････････････850円
ユ493-526 4.2京丼  
φ13×9㎝（40入･陶） ･････････････････850円
ユ493-536 3.5ボール  
φ11×4.5㎝（120入･陶） ･･････････････430円
ユ493-546 4.8ボール  
φ15×5.5㎝（60入･陶） ････････････････680円
ユ493-556 5.5ボール  
φ17.5×6㎝（40入･陶） ････････････････900円
ユ493-566 6.5ボール  
φ19.5×7㎝（30入･陶） ･････････････1,350円
ユ493-576 4.0皿  
φ13×2㎝（120入･陶） ････････････････430円
ユ493-586 5.0皿  
φ16.5×2㎝（100入･陶） ･･････････････560円
ユ493-596 6.0皿  
φ19.5×3㎝（60入･陶） ････････････････680円
ユ493-606 7.0皿  
φ22.5×3㎝（40入･陶） ････････････････900円
ユ493-616 4.0小鉢  
φ13.5×4.5㎝（80入･陶） ･･････････････500円
ユ493-626 8.0鉢  
φ24×8㎝（20入･陶） ･･････････････2,000円
ユ493-636 7.5めん皿  
φ23×5㎝（40入･陶） ･････････････････900円
ユ493-646 パスタ皿  
φ24.5×3.5㎝（30入･陶） ･･････････････950円
ユ493-656 9.0大皿  
φ28×3.5㎝（20入･陶） ･････････････1,800円

タ493-016 パーティー皿  
25×18.5×3.5㎝（30入･陶） 1,600円

タ493-026 三角型タタラ皿  
21.8×17×3.7㎝（40入･陶） 1,200円

タ493-036 楕円長皿  
31.5×14.7×3㎝（30入･陶） 1,600円

タ493-046 リム皿（大）  
29.8×24.7×2.7㎝（20入･陶） 2,300円

タ493-056 楕円多用鉢  
22.2×17.5×6.5㎝（30入･陶） 1,800円

タ493-066 富士型7.0鉢  
23.5×22.5×7㎝（20入･陶） 2,200円

タ493-076 パン皿  
19.5×14×1.6㎝（40入･陶） 860円

タ493-086 小皿  
12.8×11.8×1㎝（100入･陶） 540円

タ493-096 フルーツ皿  
17×15.3×2.2㎝（40入･陶） 860円

タ493-106 たたら鉢（小）  
11.3×11.3×5.2㎝（80入･陶）
750円

タ493-116 たたら鉢（大）  
13.4×13×6.7㎝（60入･陶）
1,100円

タ493-126 リム皿（中）  
23.4×15.5×2㎝（30入･陶）
920円

タ493-136 
リム皿（小）  
13.2×12.5×2.5㎝（80入･陶）
580円

タ493-146 
スクエア小皿  
10×9.7×3㎝（100入･陶）
580円

タ493-156 
スクエア中皿  
19×18.5×3.3㎝（20入･陶）
1,250円

タ493-166 正角皿  
18×18×3.5㎝（30入･陶） 1,050円

タ493-176 スクエア大皿  
24×23.7×3.3㎝（20入･陶） 2,400円

タ493-186 焼物皿  
21×13.2×3㎝（40入･陶） 590円

タ493-196 サンマ皿  
28.6×12.8×2.8㎝（30入･陶） 1,000円
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ト494-026 7.0反丼  
φ22×7.5㎝（40入･磁） 2,900円

ト494-056 
湯呑（大）  
φ6.5×7.6㎝（10入･磁） 
850円

ト494-066 
湯呑（小）  
φ6×7.2㎝（20入･磁） 
800円

ト494-116 5合土瓶  
11.5×18×11㎝（800㏄）（6入･磁） 
3,200円

ト494-136 
4.5丸丼  
φ13×7㎝（60入･磁） 
1,100円

ト494-076 
釜揚5.5丼  
φ16.3×8.5㎝（50入･磁） 
2,200円

ト494-126 
のり茶  
φ15.7×6.6㎝（60入･磁） 
1,100円

ト494-096 
釜揚3.6丼  
φ10.5×5.7㎝（100入･磁） 
1,000円

ト494-086 
釜揚4.0丼  
φ12.5×6.7㎝（80入･磁） 
1,300円

ト494-106 
釜揚3.0丼  
φ9×5㎝（100入･磁） 
750円

ト494-156 
丸6.0皿  
φ18.8×2.7㎝（80入･磁） 
1,200円

ト494-146 
丸取皿  
φ11×4.3㎝（100入･磁） 
920円

ト494-196 
辛子  
φ7×3.3㎝（20入･磁） 
1,000円

ト494-166 
醤油  
7×9×8.5㎝（20入･磁） 
1,400円

ト494-176 
ソース  
7.8×11×8.5㎝（16入･磁） 
1,600円

ト494-206 
辛子さじ  
7.5×1㎝（中国） 
300円

ト494-216 
盆手付  
20×19×16㎝（60入）（中国） 
3,000円

ト494-186 
楊枝  
φ5.3×5㎝（20入･磁） 
850円

ト494-586 ガラ入  
φ12×10㎝（6入･磁） 1,800円

ト494-526 そば徳利（大）  
φ8.5×9㎝（260㏄）（16入･磁） 1,500円

ト494-516 6.5反丼  
φ19.5×8.3㎝（50入･磁） 2,250円

ト494-556 5.5高台丼  
φ16.8×8.7㎝（50入･磁） 1,800円

ト494-546 段付そば猪口  
φ9×7㎝（80入･磁） 950円

ト494-626 小皿  
φ8.5×2㎝（120入･磁） 600円

ト494-016 8.0反丼  
φ24×7.7㎝（20入･磁） 3,500円

ト494-046 6.5ボール  
φ19.7×7㎝（40入･磁） 2,800円

ト494-036 7.0ボール  
φ21×7.5㎝（30入･磁） 3,600円

ト494-536 そば徳利（小）  
φ7.4×8㎝（160㏄）（20入･磁） 980円

ト494-576 ダシ入（小）4合  
8.5×12.5×10.5㎝（9入･磁） 1,900円

ト494-566 ダシ入（大）6合  
10×21×14.5㎝（6入･磁） 3,700円

ト494-596 三ツ仕切皿  
21×9×3㎝（60入･磁） 1,600円

ト494-606 二ツ仕切皿  
14.5×9×3㎝（80入･磁） 1,200円

ト494-616 丸取皿  
φ11×4.3㎝（100入･磁） 920円
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ト495-016 切立5.0鉢  
φ15.5×5.7㎝（80入･磁） ･･･････････1,500円
ト495-026 丸千代口  
φ8×3.2㎝（120入･磁） ････････････････670円
ト495-036 切立4.0鉢  
φ12.5×5.2㎝（100入･磁） ･･････････1,150円
ト495-046 切立2.8鉢  
φ8.5×3.7㎝（120入･磁） ･･････････････820円
ト495-056 丸5.0取皿  
φ15×2.5㎝（100入･磁） ･･････････････920円
ト495-066 正角7.0皿  
17×17×2.4㎝（50入･磁） ･･････････1,800円
ト495-076 正角小皿  
8.5×8.5×1.6㎝（120入･磁） ･･･････････650円
ト495-086 丸取皿  
φ11×4.3㎝（80入･磁） ･････････････1,050円
ト495-096 なで角9.0皿  
25.5×12.5×2.5㎝（40入･磁） ･･･････2,250円
ト495-106 焼物皿  
20.5×14.5×3.1㎝（60入･磁） ･･･････2,000円
ト495-116 角千代口  
10×7×3㎝（120入･磁） ･･･････････････650円
ト495-126 7.5麺鉢  
φ22×5.3㎝（30入･磁） ･････････････2,650円
ト495-136 切立3.0皿  
φ9.2×2㎝（120入･磁） ････････････････600円
ト495-146 木蓋  
11.5×11.5×1.8㎝（150入）（木） ･･･････400円
ト495-156 飯器  
φ11×7.7㎝（6入･磁） ･･････････････1,400円
ト495-166 むし碗  
φ9.3×9㎝（5入･磁） ･･･････････････1,150円

ト495-516 三ツ山3.6鉢  
φ10.5×6㎝（80入･磁） 1,000円

ト495-536 三ツ山5.0鉢  
φ14.7×5.8㎝（50入･磁） 1,580円

ト495-546 丸7.0皿  
φ21.8×3.3㎝（40入･磁） 1,750円

ト495-556 蓋向  
φ16×8.5㎝（40入･磁） 1,950円

ト495-526 三ツ山4.0鉢  
φ12×6.8㎝（60入･磁） 1,300円

ト495-566 とんすい  
12.5×13×5.5㎝（80入･磁） 900円

ト495-576 三ツ山千代口  
φ8×3.5㎝（100入･磁） 600円

ト495-586 むし碗  
φ9.3×9㎝（5入･磁） 1,150円

ト495-596 角千代口  
10×7×3㎝（120入･磁） 600円

ト495-606 手造り長角盛皿10.0皿  
24.5×18.5×1.5㎝（30入･磁） 3,800円

ト495-616 手造り長角盛皿12.0皿  
28.5×22×2㎝（20入･磁） 7,600円

ト495-626 焼物皿  
20.5×14.5×3.5㎝（50入･磁） 1,650円

ト495-636 突出皿  
22.5×9.5×3㎝（60入･磁） 1,580円
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ス496-016 10号長盛皿  
31×18.5×5㎝（20入･陶） ･･････････2,050円
ス496-026 9号小判深鉢  
27×22×6㎝（20入･陶） ････････････2,300円
ス496-036 6号中鉢  
φ17×5.3㎝（40入･陶） ･････････････1,350円
ス496-046 4号深小鉢  
φ12.5×5㎝（80入･陶） ････････････････700円
ス496-056 11号長盛皿  
33×23.5×5㎝（15入･陶） ･･････････3,700円
ス496-066 8.5号皿  
25.5×22×4㎝（24入･陶） ･･････････1,850円
ス496-076 4号舟型小鉢  
14×11.5×5.3㎝（80入･陶） ･･･････････700円
ス496-086 4号浅小鉢  
φ12.5×4㎝（80入･陶） ････････････････700円
ス496-096 8号小判皿  
24×17×4㎝（40入･陶） ･･･････････････930円
ス496-106 6.5号小判皿  
20×14.5×3.5㎝（60入･陶） ･･･････････700円
ス496-116 5.5号小判皿  
17.5×11.3×2.5㎝（80入･陶） ･･････････480円
ス496-126 10号丸変形皿  
29.5×24.5×4.5㎝（20入･陶） ･･･････2,900円
ス496-136 10号長角皿（太）  
30×20.5×3㎝（20入･陶） ･･････････1,750円
ス496-146 口取皿  
φ10.5×3.5㎝（120入･陶） ･････････････380円
ス496-156 角銘々皿  
13.5×12×2.5㎝（80入･陶） ･･･････････530円
ス496-166 10号長角皿（細）  
31×17×3.5㎝（24入･陶） ･･････････1,450円
ス496-176 細舟型皿  
30.5×10.5×3㎝（40入･陶） ････････1,050円
ス496-186 角小皿  
10.5×9.5×3.5㎝（120入･陶） ･･････････380円
ス496-196 突出皿  
28×14.5×3㎝（30入･陶） ･･････････1,100円
ス496-206 8号長角皿  
24×16.5×3㎝（40入･陶） ･･････････1,150円
ス496-216 さんま皿  
28.5×11.5×2.3㎝（40入･陶） ･･･････1,050円
ス496-226 6号長角皿  
21×13.5×2.5㎝（60入･陶） ･･･････････850円

オ496-516 三ツ足珍味入  
φ10×4.8㎝（磁） 560円

オ496-526 三ツ足3.8小鉢  
φ11×5㎝（磁） 630円

オ496-536 三ツ足5.0鉢  
φ16.5×5㎝（磁） 980円

オ496-546 長湯呑  
φ6.5×9.2㎝（磁） 670円

オ496-556 ツバ付4.0鉢  
13.5×4.5㎝（磁） 730円

オ496-566 ツバ付5.5鉢  
φ17×4.5㎝（磁） 1,080円

オ496-576 小判6.5皿  
19.5×12.5×2.3㎝（磁） 670円

オ496-586 小判8.0皿  
24×15.8×3㎝（磁） 1,120円

オ496-596 小判9.0皿  
27.3×18×3㎝（磁） 1,850円

オ496-606 角5.5皿  
15.5×13.5㎝（磁） 500円

オ496-616 7.0焼物皿  
20×14×2㎝（磁） 890円

オ496-626 9.0焼物皿  
26.3×18.5×2㎝（磁） 2,500円

オ496-636 大長付出皿  
30×14.5×1.8㎝（磁） 2,000円

オ496-646 特大焼物皿  
34.5×17.3×3㎝（磁） 3,150円

オ496-656 茶碗  
φ11.3×5.8㎝（磁） 790円

オ496-666 カレー皿  
26×15×4㎝（磁） 1,240円

オ496-706 
ツバ付3.5皿  
10.5㎝（磁） 500円

オ496-716 
ツバ付6.5皿  
20㎝（磁） 790円

オ496-676 
玉渕3.5丸皿  
φ10.8㎝（磁） 480円

オ496-686 
玉渕4.5丸皿  
φ14㎝（磁） 560円

オ496-696 
玉渕5.5丸皿  
φ16.8㎝（磁） 760円
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ネ497-016 丸8.0皿  
φ26㎝（陶） ･･･････････････････････4,300円
ネ497-026 丸7.0皿  
φ21㎝（陶） ･･･････････････････････3,150円
ネ497-036 反型中鉢  
φ16.2×6㎝（陶） ･･････････････････1,700円
ネ497-046 8.0大鉢  
φ24×6.5㎝（陶） ･･････････････････4,000円
ネ497-056 反型小鉢  
φ12.5×4.5㎝（陶） ････････････････1,000円
ネ497-066 浅型小鉢  
φ11×4㎝（陶） ･･･････････････････････820円
ネ497-076 珍味  
φ7×3.5㎝（陶） ･･････････････････････590円
ネ497-086 グイ呑  
5.5×4.5㎝（陶） ･･････････････････････590円
ネ497-096 丸型2号徳利  
φ9×12㎝（陶） ････････････････････1,850円
ネ497-106 丸3.0皿  
φ10.5㎝（陶） ････････････････････････650円

ネ497-126 楕円皿（小）  
15×11×1.5㎝（陶） ････････････････1,100円

ネ497-116 楕円皿（特小）  
12×9.3×1㎝（陶） ････････････････････940円

ネ497-146 焼物皿  
21×13.3㎝（陶） ･･････････････････2,150円

ネ497-136 楕円皿（中）  
19×13.8×2㎝（陶） ････････････････1,800円

ツ497-516 8.0丸皿  
φ24.8×2.8㎝（20入･磁） 1,700円

ツ497-526 7.0丸皿  
φ21.8×2.7㎝（30入･磁） 1,050円

ツ497-536 6.0丸皿  
φ19.4×2.7㎝（60入･磁） 880円

ツ497-546 5.0丸皿  
φ15.7×2.3㎝（80入･磁） 650円

ツ497-556 4.0丸皿  
φ12.8×2㎝（100入･磁） 580円

ツ497-566 6.0深鉢  
φ17.5×5.1㎝（30入･磁） 980円

ツ497-576 4.5深鉢  
φ13.2×4.2㎝（60入･磁） 600円

ツ497-586 4.0深皿  
φ13.4×2.2㎝（100入･磁） 500円

ツ497-596 3.0深皿  
φ9.1×1.7㎝（150入･磁） 450円

ツ497-606 6.0盛鉢  
φ18.3×7.5㎝（40入･磁） 1,250円

ツ497-616 4.0丼  
φ12.1×7.3㎝（50入･磁）
800円

ツ497-626 飯碗  
φ12×6.5㎝（80入･磁）
750円

ツ497-636 4.2小鉢  
φ12.7×6.7㎝（60入･磁）
830円

ツ497-646 3.2小鉢  
φ10.2×6.5㎝（80入･磁）
550円

ツ497-656 8.5鉢  
φ26.3×4.8㎝（20入･磁）
2,350円

ツ497-666 7.0鉢  
φ21.3×4.5㎝（30入･磁）
1,500円

ツ497-676 5.5鉢  
φ16.7×5㎝（50入･磁）
800円

ツ497-686 4.5鉢  
φ14.3×5.1㎝（60入･磁）
630円

ツ497-696 フリーカップ  
φ8×9.6㎝（250㏄）（60入･磁）
850円

ツ497-706 長湯呑  
φ6.8×8.2㎝（180㏄）（80入･磁）
750円

ツ497-716 湯呑  
φ7.7×6㎝（165㏄）（80入･磁）
450円

ツ497-726 そば千代口  
φ8.8×6.5㎝（200㏄）（80入･磁）
550円
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白タタキサビ木

エンボスリピート 小ロットで、オリジナルサイズを作ります。お問い合わせください。

美濃益子 

ア498-016 エンボスリピート305×185  
30.5×18.3×2.4㎝（20入･陶） 5,700円

ア498-026 エンボスリピート275×160  
27.5×16×2.4㎝（30入･陶） 4,600円

ア498-036 エンボスリピート335×70  
33.5×7×2.4㎝（30入･陶） 2,500円

ア498-046 エンボスリピートφ145  
φ14.5×2㎝（50入･陶） 1,650円

ア498-056 エンボスリピートδ240×200  
24×20×2.4㎝（30入･陶） 2,650円

ア498-066 エンボスリピートδ350×135  
35×13.5×2.4㎝（30入･陶） 2,400円

ツ498-316 
ロクロ目刺身鉢  
φ15×6㎝（40入･磁）
1,900円

ツ498-326 
ロクロ目千代口  
φ8.3×3㎝（100入･磁）
1,050円

ツ498-336 
ロクロ目小鉢  
φ13×5.5㎝（60入･磁）
1,800円

ツ498-346 
ロクロ目とんすい  
φ11.5×4.2㎝（60入･磁）
1,300円

ツ498-356 
中平  
φ10.7×6㎝（80入･磁）
1,300円

ツ498-366 
小皿  
φ10.6×1.8㎝（100入･磁）
1,050円

ツ498-376 
ロクロ目天皿  
22.5×20.5×4㎝（30入･磁）
2,700円

ツ498-386 焼物皿  
26.3×11.5×2.2㎝（40入･磁） 2,000円

ツ498-396 正角皿  
19.3×3.1㎝（40入･磁） 2,300円

ツ498-406 正角天皿  
21.5×3.1㎝（30入･磁） 2,700円

ツ498-416 長角大皿  
31×27.5×3.8㎝（20入･磁） 6,500円

ミ498-616 もえぎ7.0鉢  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,900円

ミ498-626 5.5釜上丼  
φ17×9㎝（30入･磁） 1,450円

ミ498-656 夏目5.5丼  
φ16.5×10.4㎝（30入･磁） 1,450円

ミ498-646 夏目4.8丼  
φ14.5×9.4㎝（40入･磁） 950円

ミ498-706 大名丼  
φ18.2×10㎝（30入･磁） 2,300円

ミ498-666 6.0京丼  
φ18.4×8.3㎝（30入･磁） 1,950円

ミ498-676 5.5ボール  
φ17.3×6.5㎝（45入･磁） 1,200円

ミ498-636 夏目4.0丼  
φ12.8×7.5㎝（60入･磁） 650円

ミ498-696 4.8飯丼  
φ14.8×6.5㎝（60入･磁） 600円

ミ498-716 5.8そば丼  
φ16.8×7㎝（50入･磁） 840円

ミ498-726 6.3そば丼  
φ18.5×7.8㎝（40入･磁） 1,050円

ミ498-686 6.5ボール  
φ20.5×6.8㎝（30入･磁） 2,100円

ミ498-736 
切立ヤクミ皿  
φ10×1.6㎝（100入･磁） 
490円

ミ498-746 
段付そば千代口  
φ9.8×6㎝（80入･磁） 
810円

ミ498-756 
7.0パスタ皿  
φ22×5㎝（40入･磁） 
1,600円
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ミ499-016 4.5深ボール  
φ13.6×7.5㎝（45入･磁） ･･･････････1,150円
ミ499-026 5.0深ボール  
φ15.6×8.6㎝（40入･磁） ･･･････････1,650円
ミ499-036 5.5深ボール  
φ17.2×8.7㎝（36入･磁） ･･･････････2,050円
ミ499-046 6.0深ボール  
φ18.7×9㎝（30入･磁） ･････････････2,600円
ミ499-056 7.0腰張丼  
φ22×8.7㎝（30入･磁） ･････････････2,600円
ミ499-066 5.0蓋丼  
φ15.6×11.3㎝（36入･磁） ･･････････1,550円
ミ499-076 5.0深口丼  
φ15.3×7.7㎝（50入･磁） ･･･････････1,200円
ミ499-086 5.5深口丼  
φ16.8×8.3㎝（40入･磁） ･･･････････1,650円
ミ499-096 のり茶身丼  
φ14.2×6.5㎝（60入･磁） ･･････････････760円
ミ499-106 5.0深丼（六兵衛）  
φ15.4×7.7㎝（45入･磁） ･･･････････1,250円
ミ499-116 ヤクミ皿  
φ9.2×2㎝（300入･磁） ････････････････600円
ミ499-126 そば千代口  
φ8.5×6.5㎝（120入･磁） ･･････････････800円
ミ499-136 丸呑水  
φ12×3.7㎝（80入･磁） ････････････････680円
ミ499-146 7.0皿  
φ22.5×4.3㎝（30入･磁） ･･･････････2,200円

ア499-616 楕円大鉢  
23×20.5×6.3㎝（20入･磁） ････････4,000円
ア499-626 雲型向付  
16×12.3×4㎝（60入･磁） ･･････････1,300円
ア499-636 角大鉢  
25×23.7×6㎝（20入･磁） ･･････････4,000円
ア499-646 大皿  
25×2.5㎝（30入･磁） ･･････････････3,600円
ア499-656 和皿  
20×2.3㎝（40入･磁） ･･････････････2,000円
ア499-666 銘々皿（コーヒー受皿兼用）  
16.5×15.8×1.8㎝（60入･磁） ･･･････1,350円
ア499-676 三ツ足小鉢  
17.3×9.7×4.7㎝（80入･磁） ････････1,600円
ア499-686 豆皿  
10.3×9×2.5㎝（120入･磁） ･･･････････730円
ア499-696 ケーキ皿（コーヒー受皿兼用）  
17.7×13㎝（60入･磁） ･････････････1,200円
ア499-706 コーヒー碗のみ  
9.3×5.5㎝（200㏄）（60入･磁） ･･････1,400円

テ499-316 14.5角プレート  
14.8×14.8×1.9㎝（100入･磁） 2,900円

テ499-326 17.5角プレート  
17.5×17.5×2.3㎝（80入･磁） 3,300円

テ499-336 23.5角プレート  
23.6×23.6×2.8㎝（30入･磁） 5,200円

テ499-346 26.5角プレート  
26.5×26.5×3.1㎝（20入･磁） 6,150円

テ499-356 28角プラター  
28.1×28.1×3㎝（30入･磁） 5,700円

テ499-366 31角プラター  
31.3×21×3.4㎝（24入･磁） 6,900円

テ499-376 34角プラター  
34.1×23.1×3.7㎝（20入･磁） 8,700円 テ499-386 

10.5角浅ボール  
10.8×10.8×2.8㎝（120入･磁）
1,750円

テ499-396 
14角浅ボール  
14.2×14.2×3.7㎝（100入･磁）
2,900円

テ499-406 12角深ボール  
12.2×12.2×4㎝（120入･磁） 2,350円

テ499-416 15角深ボール  
15×15×4.7㎝（100入･磁） 3,300円

テ499-426 17.5角深ボール  
17.5×17.5×5.8㎝（80入･磁） 4,050円
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テ500-316 3.5皿  
φ10.3×2㎝（200入･磁） 820円

テ500-326 5.0皿  
φ15×2㎝（100入･磁） 1,080円

テ500-336 6.3皿  
φ19×2㎝（60入･磁） 1,350円

テ500-346 7.5皿  
φ22.8×2.1㎝（30入･磁） 2,150円

テ500-356 9.0皿  
φ27.2×2.7㎝（20入･磁） 3,100円
テ500-366 尺皿  
φ30×2.7㎝（15入･磁） 6,050円

テ500-376 スタック小皿  
φ7.8×3㎝（120入･磁） 540円

テ500-386 スタック鉢  
φ8.5×4㎝（100入･磁） 600円

テ500-396 4.5浅ボール  
φ14×3.9㎝（80入･磁） 1,250円

テ500-406 6.0浅ボール  
φ18.4×4.6㎝（50入･磁） 1,600円

テ500-416 7.5浅ボール  
φ23.3×6㎝（25入･磁） 3,850円

テ500-426 3.8多用丼  
φ12×6.5㎝（60入･磁） 1,550円

テ500-436 4.8多用丼  
φ15×7.5㎝（40入･磁） 2,350円

ケ500-616 リップル7.5皿  
23.7×4.4㎝（磁） 1,050円

ケ500-626 角皿 中  
13.8×3㎝（磁） 900円

ケ500-636 角皿 大  
20.5×3.4㎝（磁） 1,500円

ケ500-646 リップル5.0鉢  
16.7×4.5㎝（磁） 650円

ケ500-656 リップル7.0鉢  
23.2×6.4㎝（磁） 1,650円

ケ500-666 リップル8.0鉢  
26.2×7㎝（磁） 2,200円

ケ500-676 
角小鉢  
10.2×3.6㎝（磁） 700円

ケ500-686 
リップル碗 ミニ  
9.3×6.8㎝（210㏄）（磁） 500円

ケ500-696 
リップル碗 小  
11.0×7.3㎝（310㏄）（磁） 530円

ケ500-706 
リップル碗 大  
13.7×7.5㎝（490㏄）（磁） 750円

ケ500-716
ころころ碗  
10.5×7.2㎝（360㏄）（磁） 600円

ミ500-046 
平茶碗（大）ブルー  
13.3×12.8×5.3㎝（120入･磁） 
1,150円

ミ500-056 
湯呑ブルー  
φ7.8×8.2㎝（（10×12）
120入･磁） 
910円

ミ500-066 
平茶碗（小）ピンク  
11.8×11.3×4.8㎝（120入･磁） 
1,050円

ミ500-076 
湯呑ピンク  
φ7.8×8.2㎝（（10×12）
120入･磁） 
910円

ミ500-086 飯器  
φ13×7.8㎝（40入･磁） 
1,500円

ミ500-096 スロープ向付  
15.7×15.5×4.6㎝（60入･磁） 
1,350円

ミ500-106 スロープ小鉢  
12.3×12.1×4㎝（120入･磁）
880円

ミ500-116 なぶり向付  
15.5×15.1×5.3㎝（60入･磁） 
1,380円

ミ500-126 スミ切り前菜皿  
18.5×18.5×3㎝（40入･磁） 
1,950円

ミ500-136 丸千代口  
φ6.3×3㎝（180入･磁） 
650円

ミ500-016 
片口小付  
φ9.2×4.8㎝（150入･磁） 
860円

ミ500-026 
変形小鉢  
15×11.5×6.2㎝（100入･磁） 
1,400円

ミ500-036 
削り八角丼  
13.7×7.4㎝（80入･磁） 
1,200円
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ラサ粉引

藍化粧 

バニラ＆スカイ

ア501-066 7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 1,100円

ア501-076 6.5丼  
φ19.5×8㎝（40入･磁） 890円

ア501-086 6.0深丼  
φ17.6×9.5㎝（40入･磁） 1,080円

ア501-096 5.0深丼  
φ15.1×8.5㎝（60入･磁） 780円

ア501-106 4.5深丼  
φ13.8×8㎝（60入･磁） 680円

ア501-016 9.0皿  
φ27.8×4.2㎝（20入･磁） 1,360円

ア501-026 8.0皿  
φ24.7×3.5㎝（40入･磁） 760円

ア501-036 6.0皿  
19×2.3㎝（60入･磁） 560円

ア501-046 8.0深皿  
φ24.1×5㎝（40入･磁） 760円

ア501-056 7.0深皿  
φ21.8×4.2㎝（60入･磁） 620円

ネ501-626 
バニラ プレート15  
φ15.4×2.4㎝（磁） 
520円

ネ501-636 
バニラ プレート19  
φ19.7×3.1㎝（磁） 690円

ネ501-646 
バニラ プレート22  
φ22×3.9㎝（磁） 860円

ネ501-656 
バニラ ボウル11  
φ11.2×3.4㎝（磁） 350円

ネ501-666 
バニラ ボウル13  
φ13.3×5.8㎝（磁） 520円

ネ501-676 
バニラ フルーツボウル15  
φ14.8×3.7㎝（磁） 690円

ネ501-686 
バニラ ボウル16  
φ16.1×6.4㎝（磁） 690円

ネ501-696 
バニラ ボウル20  
φ20.3×6.4㎝（磁） 
1,040円

ネ501-706 
スカイ プレート15  
φ15.4×2.4㎝（磁） 690円

ネ501-716 
スカイ プレート19  
φ19.5×2.9㎝（磁） 870円

ネ501-726 
スカイ プレート22  
φ22×4㎝（磁） 1,050円

ネ501-736 
スカイ フルーツボール15  
φ14.8×3.7㎝（磁） 690円

ネ501-746 
スカイ フルーツボール16  
φ16.3×6.3㎝（磁） 860円

ネ501-756 
スカイ フルーツボール20  
φ20.5×6.3㎝（磁） 1,200円

ネ501-616 
バニラ プレート12  
φ11.9×2.1㎝（磁） 
350円

ア501-316 
くりぬき8.0鉢  
φ23.7×8㎝（14入･磁） 
1,850円

ア501-326 
くりぬき5.5鉢  
φ17.2×5.5㎝（30入･磁） 
780円

ア501-416 
多用碗  
φ13×7.2㎝（60入･磁） 
570円

ア501-356 
5.8そば丼  
φ17.8×7.5㎝（60入･磁） 
600円

ア501-346 
6.5そば丼  
φ19.7×8㎝（40入･磁） 
750円

ア501-406 
6.5深皿  
φ19.6×3㎝（60入･磁） 
580円

ア501-396 
7.0深皿  
φ22.3×3㎝（40入･磁） 
750円

ア501-386 
8.0深皿  
φ24.5×3㎝（20入･磁） 
950円

ア501-376 
5.0和丼  
φ16×8㎝（60入･磁） 
580円

ア501-366 
5.5多用丼  
φ17×9㎝（40入･磁） 
900円

ア501-336 
くりぬき4.0鉢  
φ12.6×5㎝（60入･磁） 
420円

ア501-426 
そば猪口  
φ9×6.5㎝（100入･磁） 
530円

ア501-436 
そば徳利  
350㏄（80入･磁） 
750円
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ね　こ

赤絵唐草紋 

316 326 336 346

366

376

386

356

396
406
416
426

436

446

456
（受皿）

古染布目笹

ヤ502-316 7.0丼  
φ22×6.5㎝（40入･磁） ･････････････1,280円
ヤ502-326 5.0茶漬丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） ････････････････780円
ヤ502-336 5.5鉢  
φ17×5㎝（90入･磁） ･････････････････780円
ヤ502-346 4.5鉢  
φ14×4㎝（120入･磁） ････････････････580円
ヤ502-356 フリーカップ  
φ8×8.5㎝（170cc）（100入･磁） ････････950円
ヤ502-366 8.0深皿  
φ23.5×4.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,200円
ヤ502-376 7.0深皿  
φ22×4㎝（50入･磁） ･････････････････850円
ヤ502-386 8.5吋パスタ皿  
φ22×4㎝（40入･磁） ･･････････････1,100円
ヤ502-396 5.0皿  
φ16.5㎝（100入･磁） ･････････････････580円
ヤ502-406 7.0皿  
φ22㎝（50入･磁） ････････････････････800円
ヤ502-416 8.0皿  
φ24.5㎝（40入･磁） ･･･････････････1,050円
ヤ502-426 尺皿  
φ30㎝（30入･磁） ･････････････････2,200円
ヤ502-436 4.0皿  
φ13㎝（150入･磁） ･･･････････････････510円
ヤ502-446 コーヒー碗  
φ10.5×6㎝（250cc）（60入･磁） ････････900円
ヤ502-456 受皿  
（磁） ････････････････････････････････600円

ヤ502-616 反4.5丼  
φ14×5.7㎝（60入･磁） 620円

ヤ502-626 反5.0丼  
φ16×6.5㎝（50入･磁） 680円

ヤ502-636 丸千代口  
8.2×3㎝（160入･磁） 450円

ヤ502-646 3.0小鉢  
9.6×4㎝（100入･磁） 600円

ヤ502-656 3.6小鉢  
11.2×4.7㎝（80入･磁） 730円

ヤ502-666 4.0小鉢  
12.5×5.4㎝（60入･磁） 880円

ヤ502-676 刺身鉢  
15.7×6㎝（50入･磁） 1,300円

ヤ502-686 6.0皿  
φ19㎝（60入･磁） 880円

ヤ502-696 7.0皿  
φ22.5㎝（40入･磁） 1,280円

ヤ502-706 角千代口  
8.4×7㎝（180入･磁） 360円

ヤ502-716 6.0焼物皿  
17.6×12.2㎝（80入･磁） 580円

ヤ502-726 8.0焼物皿  
21.2×15.3㎝（40入･磁） 1,100円

ヤ502-736 7.0突出皿  
20.8×9㎝（80入･磁） 580円

ヤ502-746 9.0突出皿  
24.5×9.3㎝（60入･磁） 950円

ヤ502-756 尺突出皿  
26.5×10.7㎝（40入･磁） 1,400円

ヤ502-766 とんすい  
12.5×4.4㎝（120入･磁） 620円

ヨ502-016 3.5皿  
12.2㎝（10×12入･磁） 300円

ヨ502-026 5.0皿  
16.5㎝（5×18入･磁） 410円

ヨ502-036 6.0皿  
19㎝（5×16入･磁） 590円

ヨ502-046 中平  
φ11.5×5.4㎝（10×12入･磁） 430円

ヨ502-056 4.0鉢  
φ13×4.2㎝（5×18入･磁） 410円

ヨ502-066 5.0鉢  
φ16.2×5㎝（5×18入･磁） 590円

ヨ502-076 軽々丼 大  
φ16×8.3㎝（5×8入･磁） 850円

ヨ502-086 軽々丼 中  
φ13×7.5㎝（5×8入･磁） 580円
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琥　珀

白刷毛目

織部流線 

726 736 746

616

626

656

666 676

696
706 716

756

636

646

686

ス503-616 11号長盛皿  
33×23.5×5㎝（15入･陶） ･･････････3,700円
ス503-626 10号長盛皿  
31×18.5×5㎝（20入･陶） ･･････････2,050円
ス503-636 10号丸変形皿  
29.5×24.5×4.5㎝（20入･陶） ･･･････2,900円
ス503-646 8.5号皿  
25.5×22×4㎝（24入･陶） ･･････････1,850円
ス503-656 6号中鉢  
φ17×5.3㎝（40入･陶） ･････････････1,350円
ス503-666 4号深小鉢  
φ12.5×5㎝（80入･陶） ････････････････700円
ス503-676 8号小判皿  
24×17×4㎝（40入･陶） ･･･････････････930円
ス503-686 6.5号小判皿  
20×14.5×3.5㎝（60入･陶） ･･･････････700円
ス503-696 8号長角皿  
24×16.5×3㎝（40入･陶） ･･････････1,150円
ス503-706 4号舟型小鉢  
14×11.5×5.3㎝（80入･陶） ･･･････････700円
ス503-716 5.5号小判皿  
17.5×11.3×2.5㎝（80入･陶） ･･････････480円
ス503-726 4号浅小鉢  
φ12.5×4㎝（80入･陶） ････････････････700円
ス503-736 口取皿  
φ10.5×3.5㎝（120入･陶） ･････････････380円
ス503-746 角銘々皿  
13.5×12×2.5㎝（80入･陶） ･･･････････530円
ス503-756 さんま皿  
28.5×11.5×2.3㎝（40入･陶） ･･･････1,050円

ス503-036 9号丸皿  
φ27×4㎝（20入･陶） 2,300円

ス503-046 4号深小鉢  
φ12.5×5㎝（80入･陶） 700円

ス503-016 6号中鉢  
φ17×5.5㎝（40入･陶） 1,350円

ス503-026 10号丸皿  
φ30×4.5㎝（15入･陶） 3,500円

ス503-056 三方皿（小）  
16×14×2.5㎝（80入･陶） 480円

ス503-086 5.5号小判皿  
17.5×11.5×2.5㎝（80入･陶） 480円

ス503-096 6.5号小判皿  
20×14.5×3.5㎝（60入･陶） 700円

ス503-076 細舟型皿  
30.5×10.5×3㎝（40入･陶） 1,050円

ス503-066 三方皿（中）  
24.3×20.5×3.5㎝（40入･陶） 1,050円

ス503-106 8号小判皿  
24.3×17.5×4㎝（40入･陶） 930円

ス503-116 さんま皿  
29×11.5×2.3㎝（40入･陶） 1,050円

ス503-126 4号浅小鉢  
φ13×4㎝（80入･陶）
700円

ス503-136 口取皿  
φ10.5×3.5㎝（120入･陶）
380円

ス503-146 角千代口  
8.7×6.8×2.5㎝（150入･陶）
320円

ス503-316 5.5号小判皿  
17.5×11.3×2.5㎝（80入･陶） 480円

ス503-326 6.5号小判皿  
20×14.5×3.5㎝（60入･陶） 700円

ス503-336 8号小判皿  
24×17×4㎝（40入･陶） 930円

ス503-346 8.5号皿  
25.5×22.5×4㎝（20入･陶） 1,850円

ス503-356 口取皿  
φ10.5×3.5㎝（120入･陶） 380円

ス503-366 角小皿  
10.5×9.5×3.5㎝（120入･陶） 380円

ス503-376 三方皿（小）  
16×14×2.5㎝（80入･陶） 480円

ス503-386 三方皿（中）  
24.3×20.5×3.5㎝（40入･陶） 1,050円

ス503-396 三方皿（大）  
33×27×4.5㎝（15入･陶） 2,900円

ス503-406 4号深小鉢  
φ12.5×5㎝（80入･陶） 700円

ス503-416 6号中鉢  
φ17×5.3㎝（40入･陶） 1,350円

ス503-426 さんま皿  
28.5×11.5×2.3㎝（40入･陶） 1,050円

ス503-436 12号長方皿  
38.5×17×3㎝（15入･陶） 2,700円
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黒　釉（耐熱）（直火）

ウ504-016 木の葉型5.0皿  
16.8×1.7㎝（100入･陶） 1,200円

ウ504-026 木の葉型6.0皿  
20.3×1.8㎝（60入･陶） 1,460円

ウ504-036 木の葉型7.0皿  
23.5×2㎝（40入･陶） 2,180円

ウ504-046 木の葉型銘々皿  
16×10.7×2.2㎝（100入･陶） 1,000円

ウ504-056 木の葉7.0長角皿  
22×15×2.2㎝（40入･陶） 1,320円

ウ504-066 木の葉9.0長角皿  
28×19.2×2.2㎝（20入･陶） 2,910円

ウ504-076 5.5長角四方皿  
17.5×10.8×2.2㎝（60入･陶） 940円

ウ504-086 5.0四方皿  
15.2×15.2×3.5㎝（100入･陶） 1,320円

ウ504-096 6.0四方皿  
18.5×18.5×4㎝（60入･陶） 1,800円

ウ504-106 7.5四方皿  
23.8×23.8×4.7㎝（40入･陶） 2,120円

ウ504-116 7.5長角四方皿  
23.4×11.2×3.2㎝（40入･陶） 1,720円

ウ504-126 梅型4.0鉢  
11.3×6㎝（80入･陶） 1,020円

ウ504-136 木の葉型5.0鉢  
16.8×5㎝（60入･陶） 1,920円

ウ504-146 グラタン皿  
17.5×12×4.7㎝（40入･陶） 1,320円

ウ504-156 3.0深鉢  
φ9.3×6㎝（100入･陶） 730円

ウ504-166 5.3多用鉢  
17×14.5×5.5㎝（60入･陶） 1,760円

ウ504-176 二品皿  
16×9.5×2.2㎝（80入･陶） 800円

ウ504-186 三品皿  
21.5×10×2.2㎝（60入･陶） 1,060円

ウ504-196 土瓶蒸（小）ツル付  
14×11.4×7.4㎝（170㏄）（30入･陶）
2,020円
ウ504-206 土瓶蒸受け皿  
φ14.3×2㎝（120入･陶）
650円

ウ504-216 
土瓶蒸千代口  
φ7.2×3.5㎝（200入･陶）
430円

ウ504-226 
土瓶蒸（大）ツル付  
16.3×12×8.2㎝（200㏄）（20入･陶）
2,550円

ウ504-236 土瓶コンロ  
13×8.8㎝（30入･陶） 1,700円

ウ504-246 固形燃料受け皿  
φ7×2.9㎝（200入･陶） 430円

ウ504-256 鍋用コンロ  
13×7.5㎝（陶） 1,850円

ウ504-266 固形燃料受け皿  
φ7×2.9㎝（200入･陶） 430円

ウ504-276 浅鍋  
20.8×18.2×8.5㎝（200㏄）（30入･陶） 3,440円

ウ504-286 深鍋  
20.5×18×9.7㎝（250㏄）（20入･陶） 3,830円
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イラボ白吹（耐熱）（直火）

ウ505-016 木の葉型5.0皿  
16.8×1.7㎝（100入･陶） 1,380円

ウ505-026 木の葉型6.0皿  
20.3×1.8㎝（60入･陶） 1,650円

ウ505-036 木の葉型7.0皿  
23.5×2㎝（40入･陶） 2,420円

ウ505-046 木の葉型銘々皿  
16×10.7×2.2㎝（100入･陶） 1,210円

ウ505-056 木の葉7.0長角皿  
22×15×2.2㎝（40入･陶） 1,540円

ウ505-066 木の葉9.0長角皿  
28×19.2×2.2㎝（20入･陶） 3,250円

ウ505-076 5.5長角四方皿  
17.5×10.8×2.2㎝（60入･陶） 1,050円

ウ505-086 5.0四方皿  
15.2×15.2×3.5㎝（100入･陶） 1,460円

ウ505-096 6.0四方皿  
18.5×18.5×4㎝（60入･陶） 1,930円

ウ505-106 7.5四方皿  
23.8×23.8×4.7㎝（40入･陶） 2,260円

ウ505-116 7.5長角四方皿  
23.4×11.2×3.2㎝（40入･陶） 1,850円

ウ505-126 梅型4.0鉢  
11.3×6㎝（80入･陶） 1,190円

ウ505-136 木の葉型5.0鉢  
16.8×5㎝（60入･陶） 2,200円

ウ505-146 グラタン皿  
17.5×12×4.7㎝（40入･陶） 1,390円

ウ505-156 3.0深鉢  
φ9.3×6㎝（100入･陶） 930円

ウ505-166 木の葉型5.3多用鉢  
17×14.5×5.5㎝（60入･陶） 1,980円

ウ505-176 二品皿  
16×9.5×2.2㎝（80入･陶） 930円

ウ505-186 三品皿  
21.5×10×2.2㎝（60入･陶） 1,260円

ウ505-196 土瓶蒸（小）ツル付  
14×11.4×7.4㎝（170㏄）（30入･陶）
2,250円
ウ505-206 土瓶蒸受け皿  
φ14.3×2㎝（120入･陶） 850円

ウ505-216 
土瓶蒸千代口  
φ7.2×3.5㎝（200入･陶）
540円

ウ505-226 
土瓶蒸（大）ツル付  
16.3×12×8.2㎝（200㏄）（20入･陶）
2,750円

ウ505-236 イラボ 土瓶コンロ  
13×8.8㎝（30入･陶） 1,380円

ウ505-246 イラボ 固形燃料受け皿  
φ7×2.9㎝（200入･陶） 430円

ウ505-256 イラボ 鍋用コンロ  
13×7.5㎝（陶） 1,850円

ウ505-266 イラボ 固形燃料受け皿  
φ7×2.9㎝（200入･陶） 430円

ウ505-276 浅鍋  
20.8×18.2×8.5㎝（200㏄）（30入･陶） 3,700円

ウ505-286 深鍋  
20.5×18×9.7㎝（250㏄）（20入･陶） 4,100円
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ネ506-016 
ゴールドRR27㎝プレート
φ27×3.2㎝（30入･磁） 5,000円

ネ506-026 
ホワイトパールRR27㎝プレート
φ27×3.2㎝（30入･磁） 5,300円

ネ506-036 
ゴールドWV27㎝プレート
φ27×2.7㎝（30入･磁） 5,000円

ネ506-046 ゴールドINF27.5㎝プレート
φ27.5×2.5㎝（30入･磁） 4,800円

ネ506-056 シルバーINF27.5㎝プレート
φ27.5×2.5㎝（30入･磁） 4,800円

ネ506-066 シルバーWV27㎝プレート
φ27×2.7㎝（30入･磁） 5,000円

ア506-076 カーボンシルバー27.5㎝皿
φ27.7×2.6㎝（磁） 3,800円

ア506-086 ストーンブラウン27.5㎝皿
φ27.7×2.6㎝（磁） 3,800円

ミ506-096 ゴールドムーン20cm丸皿
20.2×1.5㎝（30入･磁） 2,500円
ミ506-106 ゴールドムーン27cm丸皿
26.9×1.8㎝（20入･磁） 4,500円

Neo  apanJ
ゴールド、シルバー、そしてモノトーン。
シャープで最高にクールだけど
しっかり和風のテイストが漂う
スタイリッシュな器。
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白は商品の特性を生かす為、
無釉となっています。

カ507-016 
シャドースクエアープレートM白
20.4×20.4×1㎝（20入･磁） 4,500円
カ507-026 
シャドースクエアープレートL白
29.2×29.2×1.8㎝（10入･磁） 10,000円

カ507-036 シャドースクエアープレートM黒
20.4×20.4×1㎝（20入･磁） 4,500円
カ507-046 シェードスクエアープレートL黒
29.2×29.2×1.8㎝（10入･磁） 10,000円

ミ507-076 プラチナ正角段付皿
20.5×20.5×1.6㎝（40入･磁） 4,400円

ア507-086 E-スクエアブラック28.5㎝皿
φ28.4×3.3㎝（30入･磁） 1,800円

ア507-096 
E-スクエアクリーム28.5㎝皿
φ28.4×3.3㎝（30入･磁） 1,800円

ア507-106 E-スクエアピンク28.5㎝皿
φ28.4×3.3㎝（30入･磁） 1,800円

カ507-116 
白モダンプレート8寸正角皿
23.8×23.8×1㎝（25入･陶） 4,000円
カ507-126 
黒モダンプレート8寸正角皿
23.8×23.8×1㎝（25入･陶） 4,000円

カ507-136 
ゴールド石目21㎝正角皿
20.5×20.5×1.4㎝（20入･磁） 3,200円
カ507-146 
ゴールド石目24㎝正角皿
24.5×24.5×1.4㎝（15入･磁） 3,900円
カ507-156 
ゴールド石目27㎝正角皿
27.5×27.5×1.4㎝（10入･磁） 4,800円

カ507-056 シャドースクエアプレートM金　20.4×20.4×1㎝（20入･磁） 5,000円
カ507-066 シャドースクエアプレートL金　29.2×29.2×1.8㎝（10入･磁） 12,000円
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ネ508-016 白磁20㎝オビプレート
20.5×20.5×2.3㎝（40入･磁） 1,800円
ネ508-026 白磁27㎝オビプレート
27.5×27.2×2.9㎝（30入･磁） 3,200円

ア508-086 窯彩23㎝丸皿
φ23×2㎝（磁） 2,300円
ア508-096 窯彩26㎝丸皿
φ26×2.7㎝（磁） 3,500円

ア508-106 窯彩21㎝楕円皿
21×15.2×2.2㎝（磁） 1,200円
ア508-116 窯彩24㎝楕円皿
23.7×17×2.5㎝（磁） 1,500円
ア508-126 窯彩27㎝楕円皿
26.5×19×3㎝（磁） 2,500円

カ508-036 白磁フローボールS
12.8×12.8×3.3㎝（100入･磁） 800円
カ508-046 白磁フローボールM
15.8×15.8×5㎝（80入･磁） 1,700円
カ508-056 白磁フローボールL
19×19×6.6㎝（60入･磁） 2,750円

ア508-066 窯彩三品
16.8×13.5×1.7㎝（磁） 900円
ア508-076 窯彩四品
20×6.6×2㎝（磁） 850円

ネ508-136 エボニー27㎝角プラター
27.4×18.4×3.1㎝（40入･磁） 3,400円
ネ508-146 エボニー30.5㎝角プラター
30.5×20.6×3.7㎝（30入･磁） 4,000円
ネ508-156 エボニー33.5㎝角プラター
33.6×22.8×3㎝（20入･磁） 5,300円

ネ508-166 エボニー13.5㎝スクエアープレート
13.5×2㎝（120入･磁） 1,300円
ネ508-176 エボニー15.5㎝スクエアープレート
15.8×2.4㎝（100入･磁） 1,700円
ネ508-186 エボニー17.5㎝スクエアープレート
17.5×2.8㎝（80入･磁） 2,000円
ネ508-196 エボニー19.5㎝スクエアープレート
19.7×3㎝（60入･磁） 2,300円
ネ508-206 エボニー22㎝スクエアープレート
22.1×3.2㎝（40入･磁） 2,800円
ネ508-216 エボニー25㎝スクエアープレート
25.2×3.7㎝（30入･磁） 3,400円

ネ508-286 
エボニー11㎝トロンバボール
φ11.2×4.4㎝（100入･磁） 900円

ネ508-296 
エボニー11.5㎝トロンバトールボール
φ11.5×7.1㎝（80入･磁） 1,100円

ネ508-306 
エボニー14㎝スクエアーボール
14×5.5㎝（80入･磁） 1,500円

ネ508-316 
エボニー14㎝トロンバディッシュ
φ14.2×3.5㎝（100入･磁） 1,000円

ネ508-226 エボニー30㎝中長ティアプレート
30×18.3×3.6㎝（30入･磁） 3,400円
ネ508-236 エボニー34㎝中長ティアプレート
34×21×3.6㎝（20入･磁） 4,300円

ネ508-276 
エボニー13㎝ティア小鉢
13.1×8×4.4㎝（120入･磁） 1,000円

ネ508-246 エボニー17㎝ティアプレート　17×13.3×2.5㎝（60入･磁） 1,700円
ネ508-256 エボニー24㎝ティアプレート　24×18.5×3㎝（40入･磁） 2,500円
ネ508-266 エボニー32.5㎝ティアプレート　32.5×25.1×3.9㎝（30入･磁） 4,300円

古
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き
を
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ネ509-016 
木製深型仕切りランチトレー
24×24×3㎝（24入）（ベトナム）
（ラバーウッド 食洗機不可） 

2,900円

ネ509-086 木製深型ランチトレー
24×24×3㎝（24入）（ベトナム）（ラバーウッド 食洗機不可） 

2,900円
ネ509-096 ame 8.0スープ皿
21.5×4㎝（50入･磁） 1,400円

ネ509-026 ame 6.5パン皿
16.3×2㎝（120入･磁） 780円
ネ509-036 ame 7.5ケーキ皿
19.2×2㎝（90入･磁） 1,000円
ネ509-046 ame リム9.0プレート
23.5×2.5㎝（50入･磁） 1,450円

ネ509-056 siro 6.5パン皿
16.3×2㎝（120入･磁） 680円
ネ509-066 siro 7.5ケーキ皿
19.2×2㎝（90入･磁） 900円
ネ509-076 siro リム9.0プレート
23.5×2.5㎝（50入･磁） 1,360円

ネ509-106 siro 8.0スープ皿
21.5×4㎝（50入･磁） 1,320円

ネ509-116 ame オートミル
16.8×4.5㎝（90入･磁） 950円
ネ509-126 ame サラダボウル
18×5.3㎝（60入･磁） 1,150円

ネ509-136 siro オートミル
16.8×4.5㎝（90入･磁） 860円
ネ509-146 siro サラダボウル
18×5.3㎝（60入･磁） 1,050円

ア509-156 南蛮織部丸仕切皿（小）
φ21.9×2.5㎝（30入･強） 2,050円
ア509-166 南蛮織部丸仕切皿（大）
φ26.4×2.6㎝（20入･強） 3,200円

ネ509-176 ame オーバルグラタンS
14.5×8.5×2.4㎝（60入･磁）（耐熱） 730円
ネ509-186 ame オーバルグラタンL
22×13.3×3.2㎝（50入･磁）（耐熱） 1,180円

ネ509-196 siro オーバルグラタンS
14.5×8.5×2.4㎝（60入･磁）（耐熱） 590円
ネ509-206 siro オーバルグラタンL
22×13.3×3.2㎝（50入･磁）（耐熱） 1,050円

キ509-246 耳付ツインディープオーバルボウル/BR
22.3×15×6㎝（24入･磁）（中国） 2,400円

キ509-256 耳付ツインディープオーバルボウル/WH
22.3×15×6㎝（24入･磁）（中国） 2,100円

ア509-216 ホワイトボール
19.5×18.5×4.7㎝（磁） 2,300円
ア509-226 ホワイトベーカー
28×22.5×5.3㎝（磁） 3,800円
ア509-236 グリーンベーカー
28×22.5×5.3㎝（磁） 4,200円

キ509-266 耳付ツインオーバルボウル/S/BR
17.2×10.8×3㎝（40入･磁）（中国） 1,200円
キ509-276 耳付ツインオーバルボウル/M/BR
21×14×4㎝（30入･磁）（中国） 1,800円
キ509-286 耳付ツインオーバルボウル/L/BR
27.8×17×4.2㎝（18入･磁）（中国） 2,800円

キ509-296 耳付ツインオーバルボウル/S/WH
17.2×10.8×3㎝（40入･磁）（中国） 1,050円
キ509-306 耳付ツインオーバルボウル/M/WH
21×14×4㎝（30入･磁）（中国） 1,600円
キ509-316 耳付ツインオーバルボウル/L/WH
27.8×17×4.2㎝（18入･磁）（中国） 2,500円
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P l a t e
ネ510-016 スクウェアホワイト13㎝皿
13×13×1.7㎝（100入･磁） 1,100円
ネ510-026 スクウェアホワイト17.5㎝皿
17.8×17.8×1.9㎝（60入･磁） 1,800円
ネ510-036 スクウェアホワイト20㎝皿
20.2×20.2×2.1㎝（40入･磁） 2,000円
ネ510-046 スクウェアホワイト23㎝皿
23×23×2.3㎝（40入･磁） 2,400円
ネ510-056 スクウェアホワイト26㎝皿
26.2×26.2×2.5㎝（30入･磁） 3,100円

ネ510-066 スクウェアホワイト7.5㎝しょうゆ皿
7.8×7.8×2.2㎝（120入･磁） 550円
ネ510-076 スクウェアホワイト13.5㎝深皿
13.4×13.4×2.7㎝（100入･磁） 1,500円
ネ510-086 スクウェアホワイト18㎝深皿
18×18×3.4㎝（40入･磁） 2,100円
ネ510-096 スクウェアホワイト23㎝深皿
23×23×4.5㎝（30入･磁） 3,100円

カ510-106 白磁オードブル10㎝四角皿
11×11×1㎝（100入･磁） 930円
カ510-116 白磁オードブル13CM四角皿
13.4×13.4×1.3㎝（80入･磁） 1,300円
カ510-126 白磁オードブル20CM四角皿
20.7×20.7×1.3㎝（50入･磁） 3,150円
カ510-136 白磁オードブル25㎝四角皿
24.8×24.8×1.8㎝（30入･磁） 4,000円
カ510-146 白磁オードブル30CM四角皿
30×30×1.3㎝（25入･磁） 8,500円

ト510-216 フォンテ16㎝丸皿
φ16.1×2㎝（60入･磁） 550円
ト510-226 フォンテ17㎝丸皿
φ17.3×2㎝（50入･磁） 600円
ト510-236 フォンテ19.5㎝丸皿
φ19.6×2㎝（40入･磁） 850円
ト510-246 フォンテ21.5㎝丸皿
φ21.5×2.4㎝（40入･磁） 950円
ト510-256 フォンテ24.5㎝丸皿
φ24.5×2.6㎝（30入･磁） 1,100円
ト510-266 フォンテ27㎝丸皿
φ27.3×3.2㎝（24入･磁） 2,000円
ト510-276 フォンテ31㎝丸皿
φ31.2×3.2㎝（20入･磁） 3,600円

ト510-286 ベルホワイト8cm正角皿
7.8×7.8×1.7㎝（120入･磁） 440円
ト510-296 ベルホワイト10cm正角皿
9.7×9.7×2㎝（100入･磁） 500円
ト510-306 ベルホワイト12cm正角皿
12.4×12.4×2.4㎝（80入･磁） 600円
ト510-316 ベルホワイト14cm正角皿
14.7×14.7×2.6㎝（60入･磁） 770円
ト510-326 ベルホワイト15cm浅正角皿
15.2×15.2×1.7㎝（60入･磁） 860円
ト510-336 ベルホワイト18cm正角皿
18.2×18.2×2.6㎝（40入･磁） 1,000円
ト510-346 ベルホワイト20cm浅正角皿
20.6×20.6×2.1㎝（40入･磁） 1,330円
ト510-356 ベルホワイト22cm正角皿
22.4×22.4×2.6㎝（30入･磁） 1,730円
ト510-366 ベルホワイト26cm浅正角皿
26.6×26.6×2.5㎝（20入･磁） 1,850円

ホ510-156 折紙10cm皿（ハマあり）
10.3×10.3×2㎝（180入･磁） 770円
ホ510-166 折紙13cm皿（ハマあり）
13.2×13.2×2.1㎝（90入･磁） 1,080円
ホ510-176 折紙16cm皿（ハマあり）
16×16×2.1㎝（65入･磁） 1,200円
ホ510-186 折紙20cm皿（ハマあり）
20.8×20.8×2.5㎝（35入･磁） 2,550円
ホ510-196 折紙26cm皿（ハマあり）
26.4×26.4×2.8㎝（20入･磁） 4,400円
ホ510-206 折紙32cm皿（ハマあり）
32×32×3.2㎝（12入･磁） 7,100円

ホ510-446 スタイルⅠ黒9㎝角皿
9.2×9.2×1.2㎝（5×20入･磁）（中国） 400円
ホ510-456 スタイルⅠ黒13㎝角皿
12.8×12.8×1.5㎝（5×12入･磁）（中国） 580円
ホ510-466 スタイルⅠ黒17㎝角皿
16.8×16.8×2㎝（5×6入･磁）（中国） 1,000円
ホ510-476 スタイルⅠ黒22㎝角皿
21.8×21.8×2.5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,700円
ホ510-486 スタイルⅠ黒24㎝角皿
23.8×23.8×2.5㎝（5×4入･磁）（中国） 2,100円
ホ510-496 スタイルⅠ黒27㎝角皿
27.4×27.4×2.8㎝（5×4入･磁）（中国） 2,850円
ホ510-506 スタイルⅠ黒30㎝角皿
30.2×30.2×3.5㎝（2×4入･磁）（中国） 4,700円

ネ510-516 プラージュ17.5㎝リムプレート
φ17.5×2㎝（80入･磁） 700円
ネ510-526 プラージュ19㎝リムプレート
φ19.1×2.2㎝（60入･磁） 880円
ネ510-536 プラージュ21㎝リムプレート
φ21.2×2.2㎝（60入･磁） 1,000円
ネ510-546 プラージュ23㎝リムプレート
φ23×2.3㎝（40入･磁） 1,200円
ネ510-556 プラージュ25.5㎝リムプレート
φ25.6×2.7㎝（30入･磁） 1,900円
ネ510-566 プラージュ27㎝リムプレート
φ27.3×2.9㎝（20入･磁） 2,200円
ネ510-576 プラージュ31㎝リムプレート
φ31×3.6㎝（10入･磁） 3,900円

ホ510-376 スタイルⅠ白9㎝角皿
9.2×9.2×1.2㎝（5×20入･磁）（中国） 360円
ホ510-386 スタイルⅠ白13㎝角皿
12.8×12.8×1.5㎝（5×12入･磁）（中国） 520円
ホ510-396 スタイルⅠ白17㎝角皿
16.8×16.8×2㎝（5×6入･磁）（中国） 930円
ホ510-406 スタイルⅠ白22㎝角皿
21.8×21.8×2.5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,600円
ホ510-416 スタイルⅠ白24㎝角皿
23.8×23.8×2.5㎝（5×4入･磁）（中国） 1,900円
ホ510-426 スタイルⅠ白27㎝角皿
27.4×27.4×2.8㎝（5×4入･磁）（中国） 2,600円
ホ510-436 スタイルⅠ白30㎝角皿
30.2×30.2×3.5㎝（2×4入･磁）（中国） 4,200円

プレートコレクション
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ト511-016 ベルホワイト長角皿 小
22.2×10.6×1.6㎝（80入･磁） 1,000円
ト511-026 ベルホワイト長角皿 大
30.8×10.5×1.7㎝（60入･磁） 1,200円
ト511-036 ベルホワイト長角プレート
30.8×15.6×2.1㎝（40入･磁） 1,280円

カ511-046 白磁カードル17cmプラター
17.2×11.6×2.5㎝（60入･磁） 1,200円
カ511-056 白磁カードル23cmプラター
22.9×15.6×3.4㎝（40入･磁） 1,800円
カ511-066 白磁カードル31cmプラター
31×22.4×3.9㎝（20入･磁） 3,500円

ト511-076 フォンテ28㎝角プラター
28.3×17.1×3㎝（30入･磁） 3,200円
ト511-086 フォンテ31.5㎝角プラター
31.6×19.7×3.1㎝（20入･磁） 3,700円
ト511-096 フォンテ34.5㎝角プラター
34.7×22.1×3.4㎝（12入･磁） 4,800円

キ511-106 クラフト8吋プレート
21×21×2.8㎝（20入･磁）（中国） 2,400円
キ511-116 クラフト9.5吋プレート
25×25×3.2㎝（15入･磁）（中国） 3,200円
キ511-126 クラフト12吋プレート
30.3×30.3×3.8㎝（20入･磁）（中国） 4,500円

カ511-136 白磁カレ小皿
10.8×10.8×1.3㎝（150入･磁） 600円
カ511-146 白磁カレ4.5取皿
13.5×13.5×1.7㎝（100入･磁） 930円
カ511-156 白磁カレ中皿
18.4×18.4×2.2㎝（40入･磁） 1,200円
カ511-166 白磁カレ大皿
25.4×25.4×3.2㎝（30入･磁） 3,000円

カ511-176 白磁浜付小皿
9.1×9.1×1.2㎝（150入･磁） 480円
カ511-186 白磁浜付銘々皿
12.5×12.5×1.5㎝（100入･磁） 880円
カ511-196 白磁浜付中皿
19.5×19.5×2㎝（60入･磁） 2,000円
カ511-206 白磁浜付大皿
26.5×26.5×2.1㎝（50入･磁） 3,500円

ト511-216 フォンテ18㎝スクエアープレート
18.2×18.2×2.5㎝（30入･磁） 1,800円
ト511-226 フォンテ21㎝スクエアープレート
21.3×21.3×2.9㎝（30入･磁） 2,400円
ト511-236 フォンテ24㎝スクエアープレート
24.3×24.3×2.9㎝（24入･磁） 3,100円
ト511-246 フォンテ27.5㎝スクエアープレート
27.5×27.5×3.2㎝（20入･磁） 3,900円

ア511-256 スムーススクエア16㎝プレート
16.2×16×2㎝（100入･磁） 1,050円
ア511-266 スムーススクエア19㎝プレート
19.3×19×2.2㎝（80入･磁） 1,250円
ア511-276 スムーススクエア23㎝プレート
23×23×2.8㎝（50入･磁） 2,300円
ア511-286 スムーススクエア27㎝プレート
27×27×3㎝（30入･磁） 3,600円

ハ511-296 ルナホワイトケーキプレート（小）
φ27.3×1.2㎝（36入･磁）（中国） 2,050円
ハ511-306 ルナホワイトケーキプレート（中）
φ29.5×1.2㎝（24入･磁）（中国） 2,500円
ハ511-316 ルナホワイトケーキプレート（大）
φ31.3×1.3㎝（18入･磁）（中国） 3,200円

ア511-326 ミスト丸プレート小
φ27×2.8㎝（磁） 3,900円
ア511-336 ミスト丸プレート大
φ28.8×3.3㎝（磁） 4,200円

ア511-346 ホワイト丸プレート小
φ27×2.8㎝（磁） 3,500円
ア511-356 ホワイト丸プレート大
φ28.8×3.3㎝（磁） 3,800円

ア511-366 グリーン丸プレート小
φ27×2.8㎝（磁） 3,900円
ア511-376 グリーン丸プレート大
φ28.8×3.3㎝（磁） 4,200円
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カ512-026 
白磁ヴェッスルボールS
16.7×6.8×2.5㎝（80入･磁） 

520円

カ512-036 
白磁スタートレイ
20.8×20.8×2.5㎝（40入･磁） 

1,000円

カ512-046 白磁ヴェッスルボールS
16.7×6.8×2.5㎝（80入･磁） 520円
カ512-056 白磁ヴェッスルボールM
26×8.6×3.8㎝（50入･磁） 980円
カ512-066 白磁ヴェッスルボールL
35.7×10.6×5㎝（40入･磁） 1,800円

カ512-076 白磁そら豆トレー（中）
30.4×15×1.5㎝（30入･磁） 2,500円

カ512-086 白磁そら豆トレー（大）
42.5×16.4×2.3㎝（20入･磁） 4,500円

カ512-096 白磁そら豆スパイストレー
24.5×9.3×1.8㎝（50入･磁） 1,200円

ホ512-106 スタイルⅠ赤9㎝角皿
9.2×9.2×1.2㎝（5×20入･磁）（中国） 480円
ホ512-116 スタイルⅠ赤13㎝角皿
12.8×12.8×1.5㎝（5×12入･磁）（中国） 770円
ホ512-126 スタイルⅠ赤17㎝角皿
16.8×16.8×2㎝（5×6入･磁）（中国） 1,200円
ホ512-136 スタイルⅠ赤22㎝角皿
21.8×21.8×2.5㎝（5×6入･磁）（中国） 2,100円
ホ512-146 スタイルⅠ赤24㎝角皿
23.8×23.8×2.5㎝（5×4入･磁）（中国） 3,000円

カ512-016 
白磁ドラムトレー
24.4×16.8×2.5㎝（40入･磁） 

1,300円

ホ512-156 スタイルⅡシャープ11㎝プレート
10.7×10.7×1.6㎝（5×20入･磁）（中国） 650円
ホ512-166 スタイルⅡシャープ16㎝プレート
16×16×1.8㎝（5×6入･磁）（中国） 1,150円
ホ512-176 スタイルⅡシャープ22㎝プレート
21.7×21.7×2.4㎝（3×6入･磁）（中国） 2,600円
ホ512-186 スタイルⅡシャープ28㎝プレート
27.8×27.8×2.6㎝（2×4入･磁）（中国） 3,700円

ト512-196 シーニュ22㎝スワンベーカー
22.3×14.2×6.4㎝（40入･磁） 2,600円
ト512-206 シーニュ25㎝スワンベーカー
25.1×15.6×7.1㎝（30入･磁） 3,200円
ト512-216 シーニュ27㎝スワンベーカー
27.2×17×7.8㎝（24入･磁） 3,500円

カ512-226 白磁フロートレーS
11.9×11.9㎝（120入･磁） 800円
カ512-236 白磁フロートレーM
21.7×21.7×2.8㎝（60入･磁） 2,200円
カ512-246 白磁フロートレーL
26.5×26.5×4.4㎝（50入･磁） 4,300円
カ512-256 白磁フロートレーLL
30.7×30.7×3.8㎝（20入･磁） 6,500円

I t a
組み合わせパターン例
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カ513-016 白クレートプレートL
φ33.2×2.8㎝（20入･磁） 6,600円

カ513-026 黒マットクレートプレートL
φ33.2×2.8㎝（20入･磁） 7,000円

ホ513-036 スタイルⅡ26.5㎝ピザ皿
φ26.5×1.5㎝（3×6入･磁）（中国） 2,500円
ホ513-046 スタイルⅡ29㎝ピザ皿
φ29.2×1.5㎝（3×6入･磁）（中国） 3,100円
ホ513-056 スタイルⅡ32㎝ピザ皿
φ31.8×1.8㎝（3×4入･磁）（中国） 4,000円

ハ513-066 ルナホワイト14㎝細プラター
14×7.3×1.8㎝（120入･磁）（中国） 500円
ハ513-076 ルナホワイト18㎝細プラター
17.8×9.3×2.3㎝（80入･磁）（中国） 650円
ハ513-086 ルナホワイト24㎝細プラター
24×12.2×2.8㎝（60入･磁）（中国） 1,000円
ハ513-096 ルナホワイト31㎝細プラター
30.7×16×3.2㎝（40入･磁）（中国） 2,000円

ト513-106 アルテミート皿
φ24.3×2.3㎝（24入･磁） 1,450円
ト513-116 アルテディナー皿
φ27.2×2.7㎝（20入･磁） 2,400円

キ513-246 白磁ウェーブ満月9吋スープ
25×25×4㎝（15入･磁）（中国） 3,850円

ト513-196 ベルホワイトボートボール 大
37.2×16.2×4.7㎝（30入･磁） 1,750円
ト513-206 ベルホワイトボートボール 小
26.1×12×4.5㎝（60入･磁） 1,230円

キ513-216 白磁ウェーブ満月7.5吋プレート
18.5×18.5×2㎝（30入･磁）（中国） 1,800円
キ513-226 白磁ウェーブ満月8.5吋プレート
21.5×21.5×2.6㎝（20入･磁）（中国） 2,400円
キ513-236 白磁ウェーブ満月9.5吋プレート
23.5×23.5×3㎝（15入･磁）（中国） 3,200円

ハ513-166 ルナホワイト17㎝正角皿
17.3×17.3×1.9㎝（30入･磁）（中国） 740円

ハ513-156 ルナホワイト21㎝正角皿
21.2×21.2×2.5㎝（30入･磁）（中国） 1,050円

ハ513-146 ルナホワイト23.5㎝正角皿
23.9×23.9×2.7㎝（20入･磁）（中国） 1,400円

ハ513-136 ルナホワイト27㎝正角皿
26.4×26.4×2.8㎝（20入･磁）（中国） 1,850円

ハ513-126 ルナホワイト30㎝正角皿
29.3×29.3×3㎝（8入･磁）（中国） 2,900円

ハ513-186 ルナホワイト9㎝正角皿
9.2×9.2×1.3㎝（100入･磁）（中国） 270円

ハ513-176 ルナホワイト13㎝正角皿
12.8×12.8×1.4㎝（60入･磁）（中国） 440円

l i a n

カジュアルから本格的なイタリア料理まで。
人気のイタリアンレストランに似合う
ちょっと小粋なうつわを集めました。
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カ514-026 白磁ハット16㎝ボール
φ16×4.5㎝（40入･磁） 1,300円

カ514-016 白磁ハット19㎝ボール
φ19×5㎝（30入･磁） 1,600円

ホ514-036 スタイルⅡ26㎝だえんベーカー
25.8×18.3×5.2㎝（5×4入･磁）（中国） 2,000円
ホ514-046 スタイルⅡ22㎝だえんベーカー
22.2×16.4×5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,600円

カ514-076 フリースタイル白オリメ（小）
9.7×9.7×3.7㎝（100入･磁） 900円

カ514-066 フリースタイル白オリメ（中）
20.8×20.8×4.8㎝（60入･磁） 2,700円

カ514-056 フリースタイル白オリメ（大）
24.2×24.2×6.6㎝（30入･磁） 4,100円

ト514-206 フォンテ14㎝トロンバディッシュ
φ14.2×3.5㎝（50入･磁） 1,000円

ト514-196 フォンテ17.5㎝トロンバディッシュ
φ17.5×4.1㎝（40入･磁） 1,200円

ト514-186 フォンテ19.5㎝トロンバディッシュ
φ19.8×4.7㎝（36入･磁） 1,900円

キ514-236 アーバンスラッシュボール（小）
φ12×7㎝（5×6入･磁）（中国） 900円

キ514-226 アーバンスラッシュボール（中）
φ15×8.8㎝（5×6入･磁）（中国） 1,350円

キ514-216 アーバンスラッシュボール（大）
φ18.8×10㎝（5×6入･磁）（中国） 1,850円

ア514-286 ホワイト9.5㎝テーパー
φ9.5×5.5㎝（磁） 380円

ア514-276 ホワイト13㎝テーパー
φ13×7.6㎝（磁） 550円

ア514-266 ホワイト16㎝テーパー
φ16×8.6㎝（磁） 850円

ア514-256 ホワイト19㎝テーパー
φ19×10㎝（磁） 1,400円

ア514-246 ホワイト22㎝テーパー
φ22×10.8㎝（磁） 2,000円

キ514-116 アーバン黒波型小鉢（S）
9.5×9.5×4.5㎝（5×12入･磁）（中国） 550円

キ514-106 アーバン白波型小鉢（S）
9.5×9.5×4.5㎝（5×12入･磁）（中国） 500円

キ514-096 アーバン白波型小鉢（M）
14×14×5.8㎝（30入･磁）（中国） 1,300円

キ514-086 アーバン白波型小鉢（L）
19×19×7.5㎝（18入･磁）（中国） 2,000円

ト514-176 フォンテ11㎝トロンバボール
φ11.1×4.4㎝（60入･磁） 880円

ト514-166 フォンテ13.5㎝トロンバボール
φ13.5×5.5㎝（50入･磁） 1,000円

ト514-156 フォンテ16㎝トロンバボール
φ16.1×6.5㎝（40入･磁） 1,300円

ト514-146 フォンテ18.5㎝トロンバボール
φ18.6×7.5㎝（30入･磁） 1,900円

ト514-136 フォンテ20.5㎝トロンバボール
φ20.5×8㎝（24入･磁） 2,000円

ト514-126 フォンテ22㎝トロンバボール
φ22×8.5㎝（20入･磁） 2,300円

ト514-326 フォンテ11.5㎝トロンバトールボール
φ11.5×7.1㎝（60入･磁） 1,000円

ト514-316 フォンテ12.5㎝トロンバトールボール
φ12.5×8㎝（60入･磁） 1,400円

ト514-306 フォンテ14.5㎝トロンバトールボール
φ14.7×8.9㎝（50入･磁） 1,700円

ト514-296 フォンテ16.5㎝トロンバトールボール
φ16.5×10㎝（40入･磁） 2,100円

ト514-366 レッド11.5トロンバトール
φ11.5×7.1㎝（80入･磁） 1,400円

ト514-356 レッド12.5トロンバトール
φ12.5×8㎝（60入･磁） 1,900円

ト514-346 レッド14.5トロンバトール
φ14.7×8.9㎝（40入･磁） 2,200円

ト514-336 レッド16.5トロンバトール
φ16.5×10㎝（30入･磁） 2,900円

ト514-406 B&R11.5トロンバトール
φ11.5×7.1㎝（80入･磁） 1,400円

ト514-396 B&R12.5トロンバトール
φ12.5×8㎝（60入･磁） 1,900円

ト514-386 B&R14.5トロンバトール
φ14.7×8.9㎝（40入･磁） 2,300円

ト514-376 B&R16.5トロンバトール
φ16.5×10㎝（30入･磁） 2,900円

ト514-426 B&R20.5㎝トロンバ
φ20.5×8㎝（30入･磁） 3,100円

ト514-416 B&R22㎝トロンバ
φ22×8.5㎝（24入･磁） 3,400円

Bowl ボウルコレクション
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タ515-036 hanahana3（S）
13×12.5×5.3㎝（60入･磁） 1,400円

タ515-026 hanahana3（M）
18.7×18.3×5.2㎝（30入･磁） 2,000円

タ515-016 hanahana3（L）
24.8×24×5.5㎝（20入･磁） 3,200円

ハ515-066 ルナホワイト玉子型鉢（小）
13.3×9.9×4.2㎝（144入･磁）（中国） 590円

ハ515-056 ルナホワイト玉子型鉢（中）
17×13×5.2㎝（108入･磁）（中国） 950円

ハ515-046 ルナホワイト玉子型鉢（大）
20.6×15.9㎝（54入･磁）（中国） 1,400円

ユ515-076 白楕円鉢
26×15×5㎝（20入･磁） 1,700円

タ515-116 hanahana4（SS）
10×10×5㎝（80入･磁） 1,000円

タ515-106 hanahana4（S）
16×16×5㎝（60入･磁） 1,800円

タ515-096 hanahana4（M）
22×22×5.2㎝（30入･磁） 2,600円

タ515-086 hanahana4（L）
28×28×5.2㎝（20入･磁） 5,000円

ホ515-186 スタイルⅡユーズフル丸ボールS
φ13×4㎝（5×6入･磁）（中国） 1,000円

ホ515-176 スタイルⅡユーズフル丸ボールM
φ17.5×4㎝（5×4入･磁）（中国） 1,350円

ホ515-166 スタイルⅡユーズフル丸ボールL
φ20.5×4㎝（3×6入･磁）（中国） 2,100円

カ515-206 白スイングS
φ16.4×16×4.2㎝（50入･磁） 900円

カ515-196 白スイングL
φ19.5×6㎝（40入･磁） 1,300円

ア515-226 ホワイトリップボールL
19.5×18×9.3㎝（40入･磁） 2,500円

ア515-216 ホワイトリップボールLL
22.2×20.5×10.5㎝（30入･磁） 3,200円

ア515-266 スムーススクエア11.5㎝ボール
11.7×11.7×5.5㎝（120入･磁） 1,100円

ア515-256 スムーススクエア14㎝ボール
14×14×6.5㎝（80入･磁） 1,600円

ア515-246 スムーススクエア17.5㎝ボール
17.8×17.5×7.8㎝（40入･磁） 2,300円

ア515-236 スムーススクエア20.5㎝ボール
20.5×20.4×9.2㎝（30入･磁） 3,400円

ハ515-156 ルナホワイト17㎝リムプラター
17.2×11.5×5.5㎝（80入･磁）（中国） 750円

ハ515-146 ルナホワイト23㎝リムプラター
24×17.2×3.5㎝（60入･磁）（中国） 1,150円

ハ515-136 ルナホワイト26㎝リムプラター
25.3×18.5×3.5㎝（50入･磁）（中国） 1,600円

ハ515-126 ルナホワイト29㎝リムプラター
28.8×20.5×4.1㎝（40入･磁）（中国） 2,200円

ミ515-286 白四角小鉢
11.2×11.2×4.6㎝（80入･磁） 860円

ミ515-276 白70四角丼
21×20.5×10㎝（30入･磁） 2,800円

ミ515-306 白四角中鉢
19.2×19.2×5.9㎝（30入･磁） 1,950円

ミ515-296 白四角7.0皿
21.8×21.8×3.7㎝（40入･磁） 1,900円

ミ515-326 藍染四角小鉢
11.2×11.2×4.6㎝（80入･磁） 970円

ミ515-316 藍染7.0四角丼
21×20.5×10㎝（30入･磁） 3,000円

ミ515-346 藍染四角中鉢
19.2×19.2×5.9㎝（30入･磁） 2,150円

ミ515-336 藍染四角7.0皿
21.8×21.8×3.7㎝（40入･磁） 2,100円
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イ516-036 ホワイトミキシングボウル（S）
10.2×8.7×5㎝（100㏄）（80入･磁） 730円

イ516-026 ホワイトミキシングボウル（M）
13×11.2×6㎝（200㏄）（60入･磁） 950円

イ516-016 ホワイトミキシングボウル（L）
17.3×14.8×7.8㎝（500㏄）（40入･磁） 1,900円

イ516-066 ブラックミキシングボウル（S）
10.2×8.7×5㎝（100㏄）（80入･磁） 730円

イ516-056 ブラックミキシングボウル（M）
13×11.2×6㎝（200㏄）（60入･磁） 950円

イ516-046 ブラックミキシングボウル（L）
17.3×14.8×7.8㎝（500㏄）（40入･磁） 1,900円

ネ516-096 mosaic ボール小
φ11×4.5㎝（80入･磁）（軽量） 360円

ネ516-086 mosaic ボール中
φ14.5×5㎝（80入･磁）（軽量） 440円

ネ516-076 mosaic ボール大
φ17×5㎝（80入･磁）（軽量） 560円

カ516-116 白磁レンゲボール（小）
12.4×11×5.2㎝（60入･磁） 950円

カ516-106 白磁レンゲボール（大）
17.7×15.8×6.8㎝（30入･磁） 2,000円

キ516-166 アーバンゆらぎボール（SSS）
7.2×5.8×2.8㎝（10×9入･磁）（中国） 330円

キ516-156 アーバンゆらぎボール（SS）
9×7.5×3.5㎝（5×12入･磁）（中国） 460円

キ516-146 アーバンゆらぎボール （S）
11.8×10.4×4.8㎝（5×6入･磁）（中国） 750円

キ516-136 アーバンゆらぎボール （M）
15.8×14×5.5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,150円

キ516-126 アーバンゆらぎボール （L）
21.5×18.5×7.5㎝（5×4入･磁）（中国） 1,500円

ネ516-196 白磁ネジ 12㎝ボール
φ12.2×6.4㎝（80入･磁） 1,000円

ネ516-186 白磁ネジ 15㎝ボール
φ14.8×8.2㎝（80入･磁） 1,400円

ネ516-176 白磁ネジ 17㎝ボール
φ17.2×9㎝（60入･磁） 1,850円

キ516-276 アーバンスクエア9角鉢
9×9×3㎝（5×16入･磁）（中国） 530円

キ516-266 アーバンスクエア11角鉢
11×11×4㎝（5×12入･磁）（中国） 850円

キ516-256 アーバンスクエア13角鉢
13.2×13.2×5㎝（5×8入･磁）（中国） 1,150円

キ516-246 アーバンスクエア15角鉢
15.3×15.3×6㎝（5×4入･磁）（中国） 1,550円

キ516-236 アーバンスクエア18角鉢
18×18×7.3㎝（3×4入･磁）（中国） 2,200円

キ516-306 レシピアラカルトボール（小）
φ12.3×7.2㎝（5×6入･磁）（中国） 930円

キ516-296 レシピアラカルトボール（中）
φ14.6×8.4㎝（3×8入･磁）（中国） 1,350円

キ516-286 レシピアラカルトボール（大）
φ17.6×10㎝（3×6入･磁）（中国） 2,200円

ネ516-226 11SDボール 白
φ11×6.5㎝（80入･磁） 700円

ネ516-216 14SDボール 白
φ14.5×7.5㎝（80入･磁） 930円

ネ516-206 17SDボール 白
φ17×8㎝（60入･磁） 1,520円

ネ516-316 
白磁スタイリッシュ楕円大鉢
23×20.5×7.3㎝（20入･磁） 

3,350円

ハ516-326 
ルナホワイト23㎝スクエアボール
22.2×22.2×6.7㎝（40入･磁）（中国） 

2,600円

ホ516-366 スタイル赤だえんボール（SSS）
8.8×7.5×3㎝（5×20入･磁）（中国） 530円

ホ516-356 スタイル赤だえんボール（SS）
12.5×11.2×4㎝（5×12入･磁）（中国） 950円

ホ516-346 スタイル赤だえんボール（S）
16×14×5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,150円

ホ516-336 スタイル赤だえんボール（M）
20.8×19.5×6.3㎝（5×6入･磁）（中国） 2,350円

ハ516-406 ルナホワイト楕円鉢（小）
9.1×8×2.8㎝（216入･磁）（中国） 360円

ハ516-396 ルナホワイト楕円鉢（中）
15.7×14.1×4.9㎝（72入･磁）（中国） 700円

ハ516-386 ルナホワイト楕円鉢（大）
20.5×19.7×6㎝（48入･磁）（中国） 1,250円

ハ516-376 ルナホワイト楕円鉢（特大）
24.3×21.3×7.7㎝（36入･磁）（中国） 1,950円

キ516-466 アーバン黒楕円鉢（SSS）
8.8×7.5×3㎝（5×20入･磁）（中国） 450円

キ516-456 アーバン黒楕円鉢（SS）
12.5×11.2×4㎝（5×12入･磁）（中国） 800円

キ516-446 アーバン黒楕円鉢（S）
16×14×5㎝（5×6入･磁）（中国） 950円

キ516-436 アーバン黒楕円鉢（M）
20.8×19.5×6.3㎝（5×6入･磁）（中国） 1,750円

キ516-426 アーバン黒楕円鉢（L）
24.8×23×7.5㎝（5×4入･磁）（中国） 2,900円

キ516-416 アーバン黒楕円鉢（LL）
29.8×27.8×9.2㎝（2×4入･磁）（中国） 4,800円
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ユ517-016 
ホワイトオーバルボール
26×17.5×5.5㎝（30入･磁） 1,400円

ユ517-026 
ブラックオーバルボール
26×17.5×5.5㎝（30入･磁） 1,400円

イ517-036 
オーバルカレー
25.5×19×5.8㎝（3×20入･磁）（マレーシア） 2,000円

イ517-046 
カレー&パスタ
21.4×4.2㎝（5×8入･磁）（マレーシア） 1,600円

イ517-056 白渕高カレー鉢
24×17×8.5㎝（40入･磁） 990円

ハ517-066 ルナホワイト楕円深型プラター
32.2×17.4×5.3㎝（24入･磁）（中国） 2,350円

ト517-096 フォンテ19.5㎝スープボール
φ19.5×5.8㎝（30入･磁） 1,000円
ト517-106 フォンテ13.5㎝フルーツボール
φ13.5×4.1㎝（80入･磁） 650円

ト517-086 フォンテ15.5㎝フルーツボール
φ15.3×4.6㎝（60入･磁） 780円

ト517-076 フォンテ17.5㎝スープボール
φ17.6×5.3㎝（40入･磁） 880円

タ517-116 白磁30㎝パスタボール
φ30×5㎝（10入･磁） 3,400円

キ517-146 耳付ツインスマートボウル/S/WH
18×8×3㎝（40入･磁）（中国） 850円

キ517-136 耳付ツインスマートボウル/M/WH
23.5×10.2×3㎝（30入･磁）（中国） 1,300円

キ517-126 耳付ツインスマートボウル/L/WH
32.3×14.5×4㎝（24入･磁）（中国） 2,500円

ア517-176 白マット15.5㎝鉢
φ15.6×6㎝（磁） 2,100円

ア517-166 白マット平鉢S
φ21.2×5.3㎝（磁） 2,650円

ア517-156 白マット平鉢L
φ25.5×5㎝（磁） 3,850円

キ517-236 アーバン白楕円鉢（SSS）
8.8×7.5×3㎝（5×20入･磁）（中国） 430円

キ517-226 アーバン白楕円鉢（SS）
12.5×11.2×4㎝（5×12入･磁）（中国） 730円

キ517-216 アーバン楕円ボウルS/WH
16×14×5㎝（30入･磁）（中国） 880円

キ517-206 アーバン楕円ボウルM/WH
20.8×19.5×6.3㎝（30入･磁）（中国） 1,600円

キ517-196 アーバン楕円ボウルL/WH
24.8×23×7.5㎝（20入･磁）（中国） 2,500円

キ517-186 アーバン白楕円鉢（LL）
29.8×27.8×9.2㎝（2×4入･磁）（中国） 4,000円

ハ517-286 ルナホワイト舟型深鉢（小）
12.3×7×4.2㎝（192入･磁）（中国） 590円

ハ517-276 ルナホワイト舟型深鉢（中）
19×8.8×4.5㎝（96入･磁）（中国） 760円

ホ517-266 スタイルⅡ白舟型深鉢（M）
23.7×10.5×5.5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,150円

ハ517-256 ルナホワイト舟型深鉢（大）
29.5×13.8×6.5㎝（48入･磁）（中国） 1,600円

ホ517-246 スタイルⅡ白舟型深鉢（LL）
35×15.5×8.5㎝（3×4入･磁）（中国） 4,000円

ホ517-326 スタイルⅡ黒舟型深鉢（S）
19.3×8.5×4.6㎝（5×6入･磁）（中国） 850円

ホ517-316 スタイルⅡ黒舟型深鉢（M）
23.7×10.5×5.5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,250円

ホ517-306 スタイルⅡ黒舟型深鉢（L）
29.5×13.5×6.8㎝（5×4入･磁）（中国） 2,600円

ホ517-296 スタイルⅡ黒舟型深鉢（LL）
35×15.5×8.5㎝（3×4入･磁）（中国） 4,600円

Bowlボウルコレクション

モ
ダ
ン
ス
タ
イ
ル

モダンスタイル 517



ホ518-016 白磁シェル白3.5小皿
10.2×10.2㎝（120入･磁） 530円
ホ518-026 白磁シェル白5.0中皿
15.5×15.5㎝（70入･磁） 720円
ホ518-036 白磁シェル白7.0大皿
20×20㎝（40入･磁） 1,360円

ホ518-046 白磁シェル白7吋プラター
17.5×11.5㎝（80入･磁） 770円
ホ518-056 白磁シェル白8吋プラター
20.5×14.5㎝（50入･磁） 1,050円
ホ518-066 白磁シェル白9吋プラター
23×18㎝（40入･磁） 1,360円

小物コレクション

ホ518-076 
白磁シェル白6.0サラダ鉢
19×18×4.5㎝（40入･磁） 1,350円

ホ518-086 
白磁シェル白3.5ボール
10×10×4.5㎝（100入･磁） 580円

タ518-096 trifuru
19.6×16.3×4.5㎝（40入･磁） 

2,000円

タ518-106 trisara
19.5×16.2×1.6㎝（60入･磁） 

1,400円

ミ518-116 
NB3.7吋シャワーボール
9.5×9.5×4.6㎝（72入･磁）（中国） 

390円

カ518-126 
アップル皿
6×7.2×2㎝（150入･磁） 

380円

カ518-136 
洋なし皿
9×7×2㎝（150入･磁） 

380円

ア518-146 
白磁深口珍味
6×5.5×4.1㎝（200入･磁） 

380円

ミ518-156 
NB4.2吋手付ベントボール
10.8×7.8×3㎝（120入･磁）（中国） 

390円

ト518-166 
シーニュ10㎝スワンボール
10.3×5.9×4.9㎝（80入･磁） 

1,100円

ト518-176 
シーニュ14㎝スワンボール
14×8.5×6.7㎝（80入･磁） 
1,700円

ミ518-186 
NB4.2吋スクエア重ねプレート
10.6×10.6×1.9㎝（72入･磁）（中国） 
420円

ミ518-196 
NB4.5吋スクエアボール
11.2×11.2×3.5㎝（72入･磁）（中国） 

420円

カ518-206 
白磁手付コワケ皿
8.5×8.5×4.3㎝（120入･磁） 
750円

ハ518-216 
ルナホワイト10㎝スモールディッシュ
9.9×9.9×2.3㎝（160入･磁）（中国） 
450円

ミ518-226 
NB手付角ボール
9.2×6.9×2.4㎝（72入･磁）（中国） 

340円

ミ518-236 
NB手付楕円小皿
9.9×6.6×2.2㎝（72入･磁）（中国） 

360円

ミ518-246 
NB手付丸小皿
10.2×7.8×1.9㎝（72入･磁）（中国） 

360円

ア518-256 チルト丸2P
13.3×6×4㎝（120入･磁） 450円

ア518-266 チルト丸3P
20×6×4㎝（100入･磁） 580円

ミ518-276 
NB船スプン
10×3.8×3.3㎝（120入･磁）（中国） 

380円

カ518-286 
白磁プチデザートホワイト
14.3×6.9×5㎝（120入･磁） 

1,150円

キ518-296 
レッドティアラボール
9.6×6.1×4.7㎝（160入･磁）（中国） 

490円

キ518-306 
白磁ティアラボール
9.6×6.1×4.7㎝（160入･磁）（中国） 

380円

ホ518-316 
スタイルアメサークルボール
8×6×3.4㎝（120入･磁）（中国） 
550円

ホ518-326 
スタイル織部サークルボール
8×6×3.4㎝（120入･磁）（中国） 

550円

ホ518-336 
スタイル黒サークルボール
8×6×3.4㎝（120入･磁）（中国） 

550円

ホ518-346 
スタイル白サークルボール
8×6×3.4㎝（120入･磁）（中国） 

500円

ホ518-356 
スタイル赤サークルボール
8×6×3.4㎝（120入･磁）（中国） 

600円

キ518-366 
白磁ドロップボール
7.6×6×4㎝（160入･磁）（中国） 

320円

キ518-376 
レッドドロップボール
7.6×6×4㎝（160入･磁）（中国） 

400円
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ト519-066 コリーン11㎝角皿
11.2×11.2×1.5㎝（60入･磁） 1,000円

ト519-056 コリーン14㎝角皿
14.2×14.2×2㎝（50入･磁） 1,700円

ト519-046 コリーン17㎝角皿
17.3×17.3×2.1㎝（30入･磁） 2,200円

ト519-036 コリーン20㎝角皿
20×20×2.1㎝（30入･磁） 2,600円

ト519-026 コリーン23㎝角皿
23×23×2.4㎝（24入･磁） 3,200円

ト519-016 コリーン26㎝角皿
26×26×2.5㎝（24入･磁） 3,900円

ト519-076 
コリーン17.5㎝長角トレー
17.8×12.1×4.2㎝（30入･磁） 2,200円

ト519-116 コリーン2連菜鉢
16.3×10.7×3.6㎝（80入･磁） 1,500円

ト519-126 コリーン3連菜鉢
24.2×10.7×3.6㎝（60入･磁） 2,400円

ト519-136 コリーン4連菜鉢
17.7×17.7×3.6㎝（50入･磁） 3,000円

ミ519-186 
NBしずくミニドレッシング
7.8×5.9×3.4㎝（72入･磁）（中国） 

280円

ミ519-196 
NBスタック楕円二ッ仕切皿
11×7×2.2㎝（磁）（中国） 

420円

ト519-106 コリーン29㎝プラター
29.1×17.6×2.7㎝（24入･磁） 3,500円

ト519-096 コリーン30.5㎝プラター
30.7×19.4×2.8㎝（24入･磁） 4,000円

ト519-086 コリーン33.5㎝プラター
33.5×21.7×2.8㎝（20入･磁） 5,400円

ト519-176 コリーン8㎝ボール
8.2×8.2×3.8㎝（80入･磁） 900円

ト519-166 コリーン10㎝ボール
10×10×4.4㎝（60入･磁） 1,000円

ト519-156 コリーン13.5㎝ボール
13.5×13.5×6.2㎝（40入･磁） 1,700円

ト519-146 コリーン16㎝ボール
16.2×16.2×6.7㎝（24入･磁） 1,900円

ミ519-206 
NB4吋クレープ楕円ボール
10×7.3×4.3㎝（120入･磁）（中国） 

390円

ミ519-216 
NBノシト形ミニボール
φ9×3.2㎝（72入･磁）（中国） 

380円

ア519-226 
リネア白9㎝ボール
φ8.9×5.2㎝（120入･磁） 

350円

ア519-236 
リネア黒9㎝ボール
φ8.9×5.2㎝（120入･磁） 

350円

カ519-266 
豆花スプーン小鉢
9×6.7×3㎝（150入･磁） 

800円

カ519-276 
豆花スプーン小皿グリーン
8.1×5.8×2.3㎝（150入･磁） 

800円

カ519-286 
豆花スプーン小皿イエロー
8.1×5.8×2.3㎝（150入･磁） 

800円

カ519-296 
豆花スプーン小皿ホワイト
8.1×5.8×2.3㎝（150入･磁） 

700円

カ519-306 
豆花スプーン小皿レッド
8.1×5.8×2.3㎝（150入･磁） 

800円

キ519-316 
白磁リーフボール
12.4×4.7×3.1㎝（160入･磁）（中国） 

360円

キ519-326 
レッドリーフボール
12.4×4.7×3.1㎝（160入･磁）（中国） 

460円

ネ519-246 
スクウェアホワイトエスプレッソカップ
8.7×6.5×5.7㎝（100㏄）（60入･磁） 

800円
ネ519-256 
スクウェアホワイトエスプレッソソーサー
11.1×11.1×1.6㎝（100㏄）（60入･磁） 
700円

カ519-336 
赤スプーン型千代口（小）
11.5×6.5×2.8㎝（120入･磁） 

1,300円

カ519-346 
白スプーン千代口（小）
11.5×6.5×7.4㎝（120入･磁） 

1,200円

カ519-356 
ブロンズスプーン型千代口（小）
11.5×6.5×2.8㎝（120入･磁） 

1,400円

ア519-366 
dip 黄
9.2×7×2.5㎝（磁） 

350円

ア519-376 
dip 青
9.2×7×2.5㎝（磁） 

350円

ア519-386 
dip 白
9.2×7×2.5㎝（磁） 

350円

ア519-396 
dip 赤
9.2×7×2.5㎝（磁） 

400円

カ519-406 
白磁スプーン小皿
11.2×6.2×3㎝（150入･磁） 

800円

キ519-416 
白磁アクアボール
φ6×4.5㎝（160入･磁）（中国） 

340円

キ519-426 
レッドアクアボール
φ6×4.5㎝（160入･磁）（中国） 

420円

キ519-436 
白磁エクセルボール
8.1×6.6×5.5㎝（160入･磁）（中国） 

400円

キ519-446 
レッドエクセルボール
8.1×6.6×5.5㎝（160入･磁）（中国） 

480円

キ519-456 
白磁スカッシュボール
φ7.2×4.7㎝（160入･磁）（中国） 

380円

キ519-466 
レッドスカッシュボール
φ7.2×4.7㎝（160入･磁）（中国） 

450円
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オ520-016 
アシンメトリックハートプレート小（ホワイト）
19×18×2.3㎝（磁） 2,100円
オ520-026 
アシンメトリックハートプレート小（ピンク）
19×18×2.3㎝（磁） 2,100円
オ520-036 
アシンメトリックハートプレート小（レッド）
19×18×2.3㎝（磁） 2,100円
オ520-046 
アシンメトリックハートプレート小（ブラウン）
19×18×2.3㎝（磁） 2,100円
オ520-056 
アシンメトリックハートプレート小（ネイビー）
19×18×2.3㎝（磁） 2,100円

タ520-196 リベラル27cmハートプレート
27.5×23.4×3㎝（30入･磁） 4,300円
タ520-206 リベラル8cmハートボール
7.8×7.5×3.6㎝（200入･磁） 530円

オ520-216 
アシンメトリックハートプレート中（ホワイト）
24×22.5×2.8㎝（磁） 

3,400円

オ520-226 
アシンメトリックハートプレート中（ピンク）
24×22.5×2.8㎝（磁） 

3,400円

オ520-236 
アシンメトリックハートプレート中（レッド）
24×22.5×2.8㎝（磁） 

3,400円

オ520-246 
アシンメトリックハートプレート中（ブラウン）
24×22.5×2.8㎝（磁） 

3,400円

オ520-256 
アシンメトリックハートプレート中（ネイビー）
24×22.5×2.8㎝（磁） 

3,400円

カ520-066 白磁ひとひら豆皿
11×8.5×1.4㎝（100入･磁） 720円
カ520-076 白磁ひとひら小皿
18×13×2㎝（80入･磁） 1,170円
カ520-086 白磁ひとひら盛皿
25×19×3㎝（30入･磁） 2,550円

オ520-136 アシンメトリックハートコーヒー碗（レッド）
10×9×6㎝（磁） 1,350円
オ520-146 アシンメトリックハートコーヒー受け皿（レッド）
16×15×2.5㎝（磁） 1,100円
オ520-156 アシンメトリックハートコーヒー碗（ブラウン）
10×9×6㎝（磁） 1,350円
オ520-166 アシンメトリックハートコーヒー受け皿（ブラウン）
16×15×2.5㎝（磁） 1,100円
オ520-176 アシンメトリックハートコーヒー碗（ネイビー）
10×9×6㎝（磁） 1,350円
オ520-186 アシンメトリックハートコーヒー受け皿（ネイビー）
16×15×2.5㎝（磁） 1,100円

オ520-096 アシンメトリックハートコーヒー碗（ホワイト）
10×9×6㎝（磁） 1,350円
オ520-106 アシンメトリックハートコーヒー受け皿（ホワイト）
16×15×2.5㎝（磁） 1,100円
オ520-116 アシンメトリックハートコーヒー碗（ピンク）
10×9×6㎝（磁） 1,350円
オ520-126 アシンメトリックハートコーヒー受け皿（ピンク）
16×15×2.5㎝（磁） 1,100円

オ520-266 
アシンメトリックハートプレート大（ホワイト）
29×27.5×3.3㎝（磁） 

4,100円

オ520-276 
アシンメトリックハートプレート大（ピンク）
29×27.5×3.3㎝（磁） 

4,100円

オ520-286 
アシンメトリックハートプレート大（レッド）
29×27.5×3.3㎝（磁） 
4,100円

オ520-296 
アシンメトリックハートプレート大（ブラウン）
29×27.5×3.3㎝（磁） 
4,100円

オ520-306 
アシンメトリックハートプレート大（ネイビー）
29×27.5×3.3㎝（磁） 

4,100円
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イ521-016 ハートプレート27cm
27×25.8×3.2㎝（4×6入･磁）（中国） 2,200円
イ521-026 ハートプレート23cm
22.8×22×3㎝（6×6入･磁）（中国） 1,800円
イ521-036 ハートプレート18.5cm
18.5×18.5×2.2㎝（6×12入･磁）（中国） 1,350円
イ521-046 ハートプレート15.5cm
15.5×15.2×2.2㎝（8×12入･磁）（中国） 880円
イ521-056 ハートプレート13cm
13×12.5×2㎝（8×18入･磁）（中国） 660円

イ521-066 
ハートクーププレート27cm
27.5×26.5×5.5㎝（4×6入･磁）（中国） 

3,000円

イ521-076 ハートボール10cm
10.3×10.5×4.8㎝（4×48入･磁）（中国） 770円
イ521-086 ハートボール17cm
17.2×17×7.3㎝（4×12入･磁）（中国） 1,900円

イ521-096 
ハートボール21cm
21.3×20.8×8.3㎝（2×12入･磁）（中国） 

3,000円

オ521-106 
アシンメトリック
ハートボール小（ホワイト）
13×12×4㎝（磁） 1,450円
オ521-116 
アシンメトリック
ハートボール小（ピンク）
13×12×4㎝（磁） 1,450円
オ521-126 
アシンメトリック
ハートボール小（レッド）
13×12×4㎝（磁） 1,450円
オ521-136 
アシンメトリック
ハートボール小（ブラウン）
13×12×4㎝（磁） 1,450円
オ521-146 
アシンメトリック
ハートボール小（ネイビー）
13×12×4㎝（磁） 1,450円

オ521-156 
アシンメトリック
ハートボール中（ホワイト）
18×17×4.5㎝（磁） 2,350円

オ521-166 
アシンメトリック
ハートボール中（ピンク）
18×17×4.5㎝（磁） 2,350円

オ521-176 
アシンメトリック
ハートボール中（レッド）
18×17×4.5㎝（磁） 2,350円

オ521-186 
アシンメトリック
ハートボール中（ブラウン）
18×17×4.5㎝（磁） 2,350円

オ521-196 
アシンメトリック
ハートボール中（ネイビー）
18×17×4.5㎝（磁） 2,350円

オ521-206 
アシンメトリックハートカレー&パスタ（ホワイト）
25×24×4.3㎝（磁） 4,100円

オ521-216 
アシンメトリック
ハートカレー&パスタ（ピンク）
25×24×4.3㎝（磁） 4,100円

オ521-226 
アシンメトリックハートカレー&パスタ（レッド）
25×24×4.3㎝（磁） 4,100円

オ521-236 
アシンメトリック
ハートカレー&パスタ（ブラウン）
25×24×4.3㎝（磁） 4,100円

オ521-246 
アシンメトリックハートカレー&パスタ（ネイビー）
25×24×4.3㎝（磁） 4,100円

オ521-256 
アシンメトリックハートボール大（ホワイト）
22.5×21×5.5㎝（磁） 3,400円

オ521-266 
アシンメトリック
ハートボール大（ピンク）
22.5×21×5.5㎝（磁） 3,400円

オ521-276 
アシンメトリックハートボール大（レッド）
22.5×21×5.5㎝（磁） 3,400円

オ521-286 
アシンメトリック
ハートボール大（ブラウン）
22.5×21×5.5㎝（磁） 3,400円

オ521-296 
アシンメトリックハートボール大（ネイビー）
22.5×21×5.5㎝（磁） 3,400円

ラブリー＆キュートなハート型モチーフは
流行に関係なく愛されるデザインです。
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ホ522-016 スタイル軽量スクエアランチ
22.5×22.5×3㎝（5×4入･磁）（中国） 2,400円

イ522-026 軽量強化ランチプレート
φ24.5×2.2㎝（3×12入･強）（マレーシア） 3,150円

ホ522-036 スタイルユニバーサルランチプレート（軽量）
25.5×22.5×2.5㎝（20入･磁）（中国） 2,500円

ホ522-046 スタイル白J型角ランチ皿（タテ仕切）
24.5×20.5×2.2㎝（5×6入･磁）（中国） 1,300円

ホ522-056 スタイル軽量ラウンドランチ
φ24.3×2.8㎝（5×4入･磁）（中国） 2,400円

イ522-066 オーバルランチプレート
27×19×3.3㎝（20入･磁） 2,650円

タ522-076 titto3つ仕切皿（角）（白）
21.5×20.3×1.5㎝（60入･磁） 1,650円

タ522-086 titto3つ仕切皿（角）（ピンク）
21.5×20.3×1.5㎝（60入･磁） 1,650円

タ522-096 titto3つ仕切皿（角）（ブラウン）
21.5×20.3×1.5㎝（60入･磁） 1,650円

ト522-106 三ッ仕切ランチ皿
27×21×2.6㎝（24入･磁） 2,200円

ツ522-116 白仕切付25㎝皿
25×24.5×2㎝（20入･磁） 2,550円

キ522-126 白串かつ皿（アミ付）
21.8×21.8×2.6㎝（16入･磁）（中国） 3,000円
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キ523-016 スクエアーランチプレート
23×23×2.8㎝（5×4入･磁）（中国） 1,200円

カ523-026 白磁チット丸三ツ仕切皿
22×21×1.5㎝（40入･磁） 1,950円

キ523-036 アーバンエンボス四角ランチ皿
22.3×22.3×3㎝（5×6入･磁）（中国） 1,200円

ツ523-046 スリーピーススクエアプレート（W）
28×28×2㎝（20入･強） 4,000円

ホ523-056 スタイル深型だえんランチプレート
26.5×18.5×3.7㎝（20入･磁）（中国） 1,600円

ハ523-066 ルナホワイト四角モーニングプレート
23.1×18.5×2㎝（48入･磁）（中国） 1,400円

ツ523-076 スリーピーススクエアプレート（B）
28×28×2㎝（20入･強） 4,000円

テ523-086 白二品盛 長角皿
32.5×17×2㎝（30入･磁） 6,000円

テ523-096 黒二品盛 長角皿
32.5×17×2㎝（30入･磁） 6,000円

ホ523-106 スタイルだえんランチ皿
24×20×2.5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,300円

ミ523-116 白釉ランチプレート
22.3×15×2㎝（60入･磁） 800円

ミ523-126 黒釉ランチプレート
22.3×15×2㎝（60入･磁） 800円
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ホ524-086 スタイルアメ片口鉢（SSS）
9.5×5.6×3.5㎝（120入･磁）（中国） 550円
ホ524-096 スタイル織部片口鉢（SSS）
9.5×5.6×3.5㎝（120入･磁）（中国） 550円

ア524-016 ナインブロック（白）角皿
26.9×26.9×1.5㎝（20入･磁） 4,200円

ホ524-026 スタイルⅡ黒片口鉢（SSS）
9×5.8×3.5㎝（5×24入･磁）（中国） 480円
ホ524-036 スタイルⅡ黒片口鉢（SS）
11.8×7.2×4.5㎝（5×12入･磁）（中国） 650円

ホ524-046 
スタイルⅡ黒片口鉢（S）
14.5×8.7×5.5㎝（5×6入･磁）（中国） 

850円

ホ524-056 スタイルⅡ赤片口鉢（SSS）
9×5.8×3.5㎝（5×24入･磁）（中国） 600円
ホ524-066 スタイルⅡ赤片口鉢（SS）
11.8×7.2×4.5㎝（5×12入･磁）（中国） 780円

ホ524-076 
スタイルⅡ赤片口鉢（S）
14.5×8.7×5.5㎝（5×6入･磁）（中国） 
1,000円

ツ524-136 コスモ（シルバー）スクエア17.5cm皿
17.5×17.5×1.5㎝（50入･磁） 2,600円
ツ524-146 コスモ（シルバー）スクエア24cm皿
24×24×1.8㎝（30入･磁） 3,400円
ツ524-156 コスモ（シルバー）スクエア27cm皿
27×27×2㎝（20入･磁） 4,000円

ア524-106 
しずく黒ボール S
12×7.4×4㎝（140入･磁） 

380円

ア524-116 
しずく黒ボール M
13.9×8.8×4.3㎝（120入･磁） 

450円

ア524-126 
しずく黒ボール L
15.5×9.8×5㎝（100入･磁） 

500円

キ524-166 アーバン白片口鉢 SSS
9.3×5.8×3.5㎝（5×16入･磁）（中国） 430円
キ524-176 アーバン白片口鉢 SS
11.8×7.2×4.3㎝（5×12入･磁）（中国） 600円

キ524-186 
アーバン白片口鉢 S
14.8×8.8×5.5㎝（5×6入･磁）（中国） 

730円

キ524-196 
アーバン白片口鉢 M
16.3×10.2×6.2㎝（5×6入･磁）（中国） 

930円

キ524-206 
アーバン片口鉢（L）
18.3×11.2×6.8㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,150円

カ524-256 白磁片口6㎝角鉢
5.5×5.5×5㎝（80入･磁） 820円
ツ524-266 コスモ（シルバー）25cm仕切プレート
25×25×2㎝（20入･磁） 3,600円キ524-216 アーバンエンボス角小皿

9.5×9.5×1.7㎝（5×20入･磁）（中国） 350円
キ524-226 アーバンエンボス角盛皿
21×21×2㎝（5×6入･磁）（中国） 1,450円

カ524-236 鉄釉プリムプレートS
10×10×2㎝（120入･磁） 550円
カ524-246 鉄釉プリムプレートM
18×18×2.4㎝（50入･磁） 1,350円

テ524-346 真和陶金彩18.5㎝皿
φ18.5×1.5㎝（80入） 2,800円

テ524-336 真和陶金彩23.5㎝皿
φ23.5×1.5㎝（50入） 4,200円

テ524-326 真和陶金彩28.5㎝皿
φ28.5×2㎝（30入） 6,200円

キ524-296 アーバンエンボス角鉢（S）
11.5×11.5×5.8㎝（5×6入･磁）（中国） 700円

キ524-286 アーバンエンボス角鉢（M）
14.8×14.8×6.8㎝（5×6入･磁）（中国） 1,100円

キ524-276 アーバンエンボス角鉢（L）
18.3×18.3×8.8㎝（5×4入･磁）（中国） 1,850円

テ524-316 真和陶金彩煮物鉢
φ20×5㎝（40入） 4,000円

テ524-306 真和陶金彩兜煮鉢
φ25.5×5㎝（30入） 6,000円

モ
ダ
ン
ス
タ
イ
ル

モダンスタイル524



ネ525-016 白千段角皿 中
18.3×18.3×3㎝（60入･磁） 1,320円
ネ525-026 白千段角皿 大
20.5×20.5×3㎝（40入･磁） 1,730円

カ525-056 白磁CALM13㎝プレート
13×13×1.5㎝（60入･磁） 1,050円

カ525-046 白磁CALM19㎝プレート
20.2×20.2×2㎝（50入･磁） 2,300円

カ525-036 白磁CALMディナープレート
26.8×26.8×2㎝（30入･磁） 3,850円

イ525-066 ホワイトすり鉢ボウル（S）
10.2×8.7×5㎝（100㏄）（80入･磁） 950円
イ525-076 ホワイトすり鉢ボウル（M）
13×11.2×6㎝（200㏄）（60入･磁） 1,300円
イ525-086 ホワイトすり鉢ボウル（L）
17.3×14.8×7.8㎝（500㏄）（40入･磁） 2,350円

イ525-116 ブラックすり鉢ボウル（S）
10.2×8.7×5㎝（100㏄）（80入･磁） 950円
イ525-126 ブラックすり鉢ボウル（M）
13×11.2×6㎝（200㏄）（60入･磁） 1,300円
イ525-136 ブラックすり鉢ボウル（L）
17.3×14.8×7.8㎝（500㏄）（40入･磁） 2,350円

キ525-146 アーバンエンボス細長鉢WH（S）
28×7.8×3.2㎝（5×6入･磁）（中国） 1,000円
キ525-156 アーバンエンボス細長鉢WH（L）
38×8×3.3㎝（5×6入･磁）（中国） 1,450円

タ525-166 新玄グレー粉引長角焼物皿
22.4×14×2㎝（40入･磁） 1,800円
タ525-176 新玄グレー粉引長角皿（大）
30.5×20×2㎝（10入･磁） 3,500円

タ525-186 新玄いぶし黒長角焼物皿
22.4×14×2㎝（30入･磁） 1,800円
タ525-196 新玄いぶし黒長角皿（大）
30.5×20×2㎝（10入･磁） 3,500円

カ525-206 パピエ19cm皿
19.6×19.6×1.9㎝（30入･磁） 2,700円
カ525-216 パピエ23cm皿
23.3×23.3×2.4㎝（30入･磁） 4,100円
カ525-226 パピエ25cm皿
25.5×25.5×2.4㎝（20入･磁） 4,500円
カ525-236 パピエ27cm皿
27.7×27.7×2.3㎝（15入･磁） 5,300円

カ525-096 白磁笹小鉢
14×8.5×5.5㎝（60入･磁） 770円
カ525-106 白磁笹トレー
27×9.3×4㎝（50入･磁） 1,200円

テ525-246 真和陶青銀彩18.5㎝皿
φ18.5×1.5㎝（80入） 2,800円
テ525-256 真和陶青銀彩23.5㎝皿
φ23.5×1.5㎝（50入） 4,200円
テ525-266 真和陶青銀彩28.5㎝皿
φ28.5×2㎝（30入） 6,200円

テ525-276 真和陶青銀彩煮物鉢
φ20×5㎝（40入） 4,000円
テ525-286 真和陶青銀彩兜煮鉢
φ25.5×5㎝（30入） 6,000円

カ525-296 パピエ31cm長角皿
31.5×21×2.3㎝（20入･磁） 4,500円
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ネ526-016 プラージュ28㎝リムプラター
28×19×2.9㎝（30入･磁） 3,100円
ネ526-026 プラージュ30.5㎝リムプラター
30.5×20×3.1㎝（20入･磁） 3,700円
ネ526-036 プラージュ34㎝リムプラター
34×22.4×3.3㎝（15入･磁） 4,800円

ト526-046 フォンテ23㎝プラター
23×16.7×3.1㎝（40入･磁） 1,700円
ト526-056 フォンテ26㎝プラター
26.1×19×3.5㎝（30入･磁） 2,400円
ト526-066 フォンテ29㎝プラター
29×21.2×4.2㎝（24入･磁） 3,000円
ト526-076 フォンテ31.5㎝プラター
31.5×22.8×4.8㎝（24入･磁） 3,600円
ト526-086 フォンテ36㎝プラター
36×26×4.7㎝（12入･磁） 6,400円

カ526-116 白磁長楕円皿
41.2×17.6×4.5㎝（30入･磁） 4,300円

ミ526-096 白テリーヌ（小）
22.5×11.3×11.5㎝（12入･磁）（中国） 4,000円

ミ526-106 白テリーヌ（大）
30.7×11.5×12.5㎝（12入･磁）（中国） 5,600円

ネ526-146 白フィッシュプレート小
42.3×18.3×3.3㎝（6入･磁） 4,800円
ネ526-156 白フィッシュプレート大
54.5×22×3.8㎝（4入･磁） 7,300円

ハ526-126 ルナホワイト舟型浅鉢（小）
32×15.4×5.5㎝（36入･磁）（中国） 1,500円
ハ526-136 ルナホワイト舟型浅鉢（中）
36.4×17.5×6㎝（36入･磁）（中国） 2,500円

ホ526-166 スタイルⅡ白舟型浅大鉢（L）
40.5×19.5×6㎝（3×4入･磁）（中国） 4,500円
ホ526-176 スタイルⅡ白舟型浅大鉢（LL）
47×23×7.5㎝（2×4入･磁）（中国） 6,200円
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ミ527-016 NB10吋長角前菜皿
25.3×6.9×3㎝（36入･磁）（中国） 860円
ミ527-026 NB12吋長角前菜皿
30.4×8.1×3.9㎝（36入･磁）（中国） 1,250円

ミ527-036 NB長角6.0皿
16.8×10.2×1.8㎝（60入･磁）（中国） 640円
ミ527-046 NB長角7.0皿
19.3×11.8×2㎝（60入･磁）（中国） 860円
ミ527-056 NB長角8.5皿
23.8×13.2×2㎝（36入･磁）（中国） 1,250円

カ527-066 NB3ピースパレット
27.5×9×2.3㎝（40入･強） 1,550円

カ527-076 NB6ピースパレット
26.5×14.5×2㎝（30入･強） 2,550円

カ527-146 NB9ピースパレット
21×21×1.2㎝（20入･強） 2,550円

キ527-086 NB三ツ仕切オードブル/S
16.8×16.8×3.5㎝（40入･磁）（中国） 1,200円
キ527-096 NB三ツ仕切オードブル/M
22.8×22.8×4㎝（24入･磁）（中国） 2,000円
キ527-106 NB三ツ仕切オードブル/L
26×26×5㎝（12入･磁）（中国） 3,500円

ミ527-116 NB5.5吋角ボール
14.2×14.2×5.8㎝（36入･磁）（中国） 1,320円
ミ527-126 NB7.0吋角ボール
18×18×7㎝（18入･磁）（中国） 2,600円
ミ527-136 NB9.0吋角ボール
22.8×22.8×9㎝（12入･磁）（中国） 5,350円

キ527-156 
NBアラカルトツインボール（S）
18.5×12×3㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,050円

キ527-166 
NBアラカルトツインボール（M）
24.3×16.5×3.8㎝（5×4入･磁）（中国） 
2,000円

キ527-176 
NBアラカルトツインボール（L）
28.5×19.5×4.5㎝（3×6入･磁）（中国） 
3,000円

ミ527-186 モダンライン12吋オーバルスーププレート
30.5×17.4×4.5㎝（12入･磁）（中国） 3,650円
ミ527-196 モダンライン14吋オーバルスーププレート
35.7×19.5×4.8㎝（18入･磁）（中国） 5,200円
ミ527-206 モダンライン16吋オーバルスーププレート
40.8×22.5×5㎝（12入･磁）（中国） 6,000円

ミ527-216 NB19吋オーバルプレート
47.8×18.8×3.8㎝（12入･磁）（中国） 6,700円
ミ527-226 NB21.5吋オーバルプレート
54.2×22.3×4㎝（8入･磁）（中国） 9,150円

ほんのりベージュかかった
ニューボン素材は温かみを感じさせます。Newbone ニューボン
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ホ528-016 スタイルⅠ白27㎝長角皿
27.3×14.5×2㎝（5×4入･磁）（中国） 1,450円

ホ528-026 スタイルⅠ黒27㎝長角皿
27.3×14.5×2㎝（5×4入･磁）（中国） 1,550円

ホ528-036 スタイルⅠ赤27㎝長角皿
27.3×14.5×2㎝（5×4入･磁）（中国） 2,000円

キ528-046 
レシピ20㎝長角皿 WH
20.2×11×1.8㎝（5×6入･磁）（中国） 

950円

キ528-056 
レシピ20㎝長角皿 BK
20.2×11×1.8㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,050円

ホ528-066 
スタイルⅠ赤20㎝長角皿
20.2×11×1.8㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,250円

キ528-076 レシピ33㎝長角皿 WH
33.2×12×2.3㎝（3×6入･磁）（中国） 2,100円
キ528-086 レシピ40㎝長角皿 WH
40.3×15×2.4㎝（2×6入･磁）（中国） 3,800円

ネ528-146 
スクウェアホワイト12.5㎝ボール
12.5×12.5×3.8㎝（80入･磁） 

1,300円

ア528-156 クラウド3ピース
23×9×1.8㎝（60入･磁） 1,350円

ア528-166 クラウド2ピースL
22.4×12.5×2.5㎝（40入･磁） 1,700円

カ528-196 白磁コワケ6ツ仕切皿
25.7×17.1×2.9㎝（30入･磁） 2,200円

ホ528-096 
スタイルⅠ白33㎝長角皿（大幅）
33×18×3㎝（3×4入･磁）（中国） 

3,000円 ホ528-106 スタイルⅠ白48㎝長角皿
47.5×18×2.5㎝（2×4入･磁）（中国） 5,000円

ネ528-116 
スクウェアホワイト15㎝皿
15.2×15.2×1.9㎝（80入･磁） 

1,500円

ネ528-126 
スクウェアホワイト10.5㎝深皿
10.5×10.5×2.1㎝（120入･磁） 

850円

ネ528-136 
スクウェアホワイト15.5㎝深皿
15.5×15.5×2.9㎝（80入･磁） 

1,800円

ト528-176 フリースタイル13.5㎝ダイアボール
13.9×9×4㎝（80入･磁） 730円
ト528-186 フリースタイル16.5㎝ダイアボール
16.5×10.9×5㎝（60入･磁） 1,250円

ホ528-256 スタイルⅡ白角鉢S
10×10×3.8㎝（5×16入･磁）（中国） 600円
ホ528-266 スタイルⅡ白角鉢M
12×12×4.8㎝（5×12入･磁）（中国） 950円
ホ528-276 スタイルⅡ白角鉢L
14.3×14.3×5.5㎝（5×6入･磁）（中国） 1,200円

カ528-286 染付白マロン32㎝トレー
32.4×18×2.8㎝（24入･磁） 2,000円

カ528-296 白磁ドリップ27㎝ランチプレート
26.8×23.5×3.4㎝（24入･磁） 4,900円

ト528-216 フォンテ27.5㎝オーバル長皿　27.7×8.9×1.8㎝（60入･磁） 1,900円
ト528-226 フォンテ30.5㎝オーバル長皿　30.7×10.1×2.1㎝（40入･磁） 2,200円
ト528-236 フォンテ33㎝オーバル長皿　33.3×10.9×2.3㎝（30入･磁） 2,400円
ト528-246 フォンテ35.5㎝オーバル長皿　35.8×12×2.5㎝（24入･磁） 3,900円

ト528-206 フォンテ24.5㎝オーバル長皿　24.6×7.9×1.6㎝（80入･磁） 1,300円

ト528-306 フリースタイル9㎝切立正角プレート
9.4×9.4×1.9㎝（100入･磁） 680円
ト528-316 フリースタイル24.5㎝リム正角プレート
24.5×24.5×1.3㎝（24入･磁） 3,100円
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カ529-046 白磁葉皿
31.2×8×1.5㎝（50入･磁） 1,450円

ハ529-056 ルナホワイト変形皿（小）
14.7×12.3×2.4㎝（108入･磁）（中国） 640円

ホ529-126 スタイルⅠ白2仕切皿
18.2×8.8×2.6㎝（5×6入･磁）（中国） 920円

ホ529-136 スタイルⅠ白3仕切皿
25×9×2.6㎝（5×6入･磁）（中国） 1,150円

ト529-016 シーニュ8㎝トールボール 　φ8×5.6㎝（80入･磁） 700円
ト529-026 シーニュ10㎝トールボール　φ10×7㎝（80入･磁） 880円
ト529-036 シーニュ11.5㎝トールボール　φ11.7×8.5㎝（60入･磁） 1,200円

ホ529-116 
スタイルⅠ白4仕切正角皿
17.8×17.8×2.6㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,500円

ホ529-066 スタイルⅠ白角小皿
5.8×5.8×1.5㎝（10×20入･磁）（中国） 230円
ホ529-076 スタイルⅠ赤角小皿
5.8×5.8×1.5㎝（10×20入･磁）（中国） 300円
ホ529-086 スタイル茶角小皿
5.8×5.8×1.5㎝（10×20入･磁）（中国） 280円
ホ529-096 スタイル緑角小皿
5.8×5.8×1.5㎝（10×20入･磁）（中国） 280円

ホ529-106 
スタイルⅠ黒角小皿
5.8×5.8×1.5㎝（10×20入･磁）（中国） 

250円

ホ529-146 スタイルⅠ白4仕切長皿
32.3×9×2.6㎝（5×6入･磁）（中国） 1,650円

タ529-156 コワケ9つ仕切皿
25.5×25.5×2.9㎝（20入･磁） 2,750円

オ529-166 白窯変コワケ9仕切り皿
25.4×25.4×3.2㎝（20入･磁）（美濃焼） 4,000円

ホ529-176 スタイルⅠ白9P角鉢
24×24×3.8㎝（3×4入･磁）（中国） 4,250円

キ529-186 
アーバン角鉢 WH1P
8.2×8.2×3.8㎝（5×20入･磁）（中国） 

530円

キ529-196 
アーバン角鉢 WH2P
16×8.2×3.8㎝（5×12入･磁）（中国） 

930円

キ529-206 
アーバン角鉢 WH3P
24.2×8.2×3.8㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,350円

ホ529-216 スタイルⅠ白4P角鉢
16×16×4㎝（5×4入･磁）（中国） 1,750円

ホ529-226 スタイルⅠ白6P角鉢
24×16.3×3.8㎝（5×4入･磁）（中国） 2,650円

キ529-236 
アーバン角鉢 BK1P
8.2×8.2×3.8㎝（5×20入･磁）（中国） 
560円

キ529-246 
アーバン角鉢 BK2P
16×8.2×3.8㎝（5×12入･磁）（中国） 

1,050円

キ529-256 
アーバン角鉢 BK3P
24.2×8.2×3.8㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,450円

ホ529-266 スタイルⅠ黒4P角鉢
16×16×4㎝（5×4入･磁）（中国） 2,000円

ネ529-276 白磁2P深皿
19.3×9.7×2.9㎝（60入･磁） 1,500円

ホ529-286 
スタイルⅠ赤1P角鉢
8.2×8.2×3.8㎝（5×20入･磁）（中国） 

630円

ホ529-296 
スタイルⅠ赤2P角鉢
16×8×3.8㎝（5×12入･磁）（中国） 

1,200円

ホ529-306 
スタイルⅠ赤3P角鉢
24×8×3.8㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,750円

ホ529-316 
スタイルⅠ赤4P角鉢
16×16×4㎝（5×4入･磁）（中国） 

2,300円

ネ529-326 白磁3P深皿
29.1×9.7×2.9㎝（40入･磁） 2,600円

066 076 086 096
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キ530-016 アーバン角皿 WH4P
21.5×21.5×2㎝（5×4入･磁）（中国） 1,900円

キ530-026 白磁四品浅口プレート（大）
24.5×24.5×2.2㎝（20入･磁）（中国） 2,900円

キ530-066 
アーバン角皿WH1P
10×10×1.8㎝（5×20入･磁）（中国） 

550円

キ530-076 
アーバン角皿 WH2P
20×10×1.8㎝（5×12入･磁）（中国） 

1,000円

ネ530-036 
スクウェアホワイト11㎝取り皿
11.1×11.1×1.6㎝（120入･磁） 800円

ネ530-046 
白磁2P皿
22.2×11×1.7㎝（60入･磁） 

1,800円

ネ530-056 
白磁3P皿
32.8×10.9×1.7㎝（40入･磁） 

2,800円

キ530-086 アーバン角皿 WH3P
30.2×10×1.8㎝（5×6入･磁）（中国） 1,450円

カ530-096 
白磁パレットスクエアーS
φ9.5×9.5×1.6㎝（100入･磁） 

550円

カ530-106 白パレットロング
29×9.4×1.6㎝（60入･磁） 1,350円

キ530-116 白磁三品浅口プレート（大）
37.2×12.5×2.4㎝（20入･磁）（中国） 2,400円

キ530-126 
白磁三品浅口プレート（小）
29×9.5×2㎝（30入･磁）（中国） 

1,300円

キ530-136 黒備前デューク二品皿
16.8×8.4×3㎝（60入･磁）（中国） 1,000円

キ530-146 黒備前デューク三品皿
25.2×8.4×3㎝（40入･磁）（中国） 1,350円

キ530-156 白磁四品浅口プレート（小）
19×19×2㎝（30入･磁）（中国） 1,900円

ア530-166 結晶3ピース
26.8×8.8×2.5㎝（50入･強） 1,500円

ア530-176 結晶6ピース
26.5×14.6×2㎝（30入･強） 2,500円

ハ530-186 
ルナホワイト角鉢
8.2×8.2×3.8㎝
（100入･磁）（中国） 360円

ハ530-196 
ルナホワイト二ッ切鉢
16.2×8.2×3.8㎝
（60入･磁）（中国） 640円

ハ530-206 
ルナホワイト三ッ切鉢
24.6×8.2×3.8㎝
（30入･磁）（中国） 910円

キ530-216 白磁デューク二品皿
16.8×8.4×3㎝（60入･磁）（中国） 950円

キ530-226 白磁デューク三品皿
25.2×8.4×3㎝（40入･磁）（中国） 1,250円

キ530-236 白磁九品プレート
23×23×2.4㎝（20入･磁）（中国） 2,800円

キ530-246 白磁四品深口プレート（大）
24.5×24.5×4㎝（20入･磁）（中国） 2,800円

タ530-256 ディンプル1
11×8×3㎝（80入･磁） 770円

タ530-266 ディンプル2
18.2×8×3㎝（80入･磁） 1,100円

タ530-276 ディンプル3
25.8×8×3㎝（60入･磁） 1,430円

光沢を抑えた錆色がシックな雰囲気。
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カ531-026 白磁二ツ切皿
17×8.5×2.4㎝（100入･磁） 1,050円

カ531-046 白磁四ツ切皿
17×17×2.4㎝（40入･磁） 1,800円

カ531-016 
白磁コワケミニ三つ仕切皿
19.8×6.4×2㎝（80入･磁） 800円

カ531-036 白磁三ツ切皿
25.7×8.5×2.4㎝（60入･磁） 1,500円

ミ531-056 白スクエア6㎝豆鉢
6×6×2.5㎝（216入･磁）（中国） 230円

ミ531-066 白スクエア2連皿
12.2×6×2.5㎝（60入･磁）（中国） 420円

ミ531-076 白スクエア3連皿
18×6×2.5㎝（60入･磁）（中国） 530円

カ531-176 
フリースタイル白オリメ長皿
32.2×11.5×2.2㎝（30入･磁） 

2,500円

ネ531-086 白磁6Pトレー
26.3×16.9×2.8㎝（30入･磁） 3,700円

キ531-096 ピンク吹ディンプル2プレート
19.8×8×3㎝（60入･磁）（中国） 1,200円

キ531-106 ピンク吹ディンプル3プレート
27.5×8×3㎝（80入･磁）（中国） 1,600円

キ531-136 ピンク吹三品浅口プレート
29×9.5×2㎝（60入･磁）（中国） 1,500円

キ531-146 ピンク吹四品浅口プレート
19×19×2㎝（60入･磁）（中国） 2,200円

キ531-206 白磁四品プレート
23×23×2.6㎝（20入･磁）（中国） 2,600円

タ531-216 ディンプル4
16.5×16.5×3.5㎝（40入･磁） 1,980円

カ531-156 白磁プリムボールM
16.8×16.8×3.5㎝（80入･磁） 1,350円

カ531-166 白磁プリムボールL
22.6×22.6×5.1㎝（50入･磁） 2,400円

カ531-116 白磁プリムプレートS
10×10×2㎝（120入･磁） 550円

カ531-126 白磁プリムプレートM
18×18×2.4㎝（50入･磁） 1,350円

キ531-186 白磁ディンプル2プレート
19.8×8×3㎝（80入･磁）（中国） 1,000円

キ531-196 白磁ディンプル3プレート
27.5×8×3㎝（60入･磁）（中国） 1,300円

キ531-226 白磁ディンプル6プレート
27.5×16×3㎝（50入･磁）（中国） 2,600円

キ531-236 白磁ディンプル9プレート
27.5×23.5×3㎝（20入･磁）（中国） 3,600円

ほのかなピンク色が柔らかいイメージです。

薬味入れや、小さな料理に使える
デザインも、雰囲気も様々な
小分けプレートを集めました。
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ハ532-016 ヴァリアLW30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円
ハ532-026 ヴァリアLB30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円
ハ532-036 ヴァリアLV30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円
ハ532-046 ヴァリアLR30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円

ハ532-056 ヴァリアLW27.5㎝リムプレート　φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 3,100円
ハ532-066 ヴァリアLB27.5㎝リムプレート　φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 3,100円
ハ532-076 ヴァリアLV27.5㎝リムプレート　φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 3,100円
ハ532-086 ヴァリアLR27.5㎝リムプレート　φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 3,100円

ハ532-096 
ヴァリアLB24㎝ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（50入･磁） 1,700円

ハ532-106 
ヴァリアLW24㎝ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（50入･磁） 1,700円

ハ532-116 
ヴァリアLV24㎝ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（50入･磁） 1,700円

ハ532-126 
ヴァリアLR24㎝ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（50入･磁） 1,700円

ハ532-136 
ヴァリアLB26.5㎝ディープスープボール
φ26.5×5㎝（40入･磁） 2,800円

ハ532-146 
ヴァリアLW26.5㎝
ディープスープボール
φ26.5×5㎝（40入･磁） 2,800円

ハ532-156 
ヴァリアLV26.5㎝ディープスープボール
φ26.5×5㎝（40入･磁） 2,800円

ハ532-166 
ヴァリアLR26.5㎝
ディープスープボール
φ26.5×5㎝（40入･磁） 2,800円
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ハ533-016 
トレーセホワイト 
27.5㎝リムプレート
φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 

3,100円

ハ533-026 
トレーセブラック 
27.5㎝リムプレート
φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 

3,100円

ハ533-036 
トレーセベージュ 
27.5㎝リムプレート
φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 

3,100円

ハ533-056 
トレーセホワイト 30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円
ハ533-066 
トレーセブラック 30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円
ハ533-076 
トレーセベージュ 30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円
ハ533-086 
トレーセレッド 30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（20入･磁） 5,300円

ハ533-046 
トレーセレッド 
27.5㎝リムプレート
φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 

3,100円

ハ533-096 
トレーセホワイト 24㎝ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（40入･磁） 1,700円

ハ533-106 
トレーセブラック 24㎝
ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（40入･磁） 1,700円 ハ533-116 

トレーセベージュ 24㎝ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（40入･磁） 1,700円

ハ533-126 
トレーセレッド 24㎝
ディープスープボール
φ24.1×4.5㎝（40入･磁） 1,700円

ハ533-136 
トレーセホワイト 26.5㎝ディープスープボール
φ26.5×5㎝（30入･磁） 2,800円

ハ533-146 
トレーセブラック 
26.5㎝ディープスープボール
φ26.5×5㎝（30入･磁） 2,800円

ハ533-156 
トレーセベージュ 26.5㎝ディープスープボール
φ26.5×5㎝（30入･磁） 2,800円

ハ533-166 
トレーセレッド 26.5㎝
ディープスープボール
φ26.5×5㎝（30入･磁） 2,800円
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キ534-026 プラチナライン26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 4,600円

キ534-046 ゴールドライン26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 4,600円

キ534-076 ホワイトビスク26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 3,500円

キ534-016 パールラスター26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 4,700円

キ534-036 バイオレットラスタ26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 4,800円

キ534-066 グリーンラスター26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 4,800円

キ534-096 ピンクラスター26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 4,800円

キ534-056 ホワイト&ブラウン26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 3,500円

キ534-086 ブラック&ブラウン26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 3,500円

ニュア
ン
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あ
る
質
感
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キ535-036 黒彩21㎝プレート
φ21×2㎝（50入･磁） 2,100円

キ535-026 黒彩24㎝プレート
φ24×2.4㎝（40入･磁） 2,350円

キ535-016 黒彩28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,000円

キ535-046 黒彩26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 3,650円

キ535-076 紅彩21㎝プレート
φ21×2㎝（50入･磁） 2,100円

キ535-066 紅彩24㎝プレート
φ24×2.4㎝（40入･磁） 2,350円

キ535-056 紅彩28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,000円

キ535-086 紅彩26㎝ディープスープ
φ26.5×6.3㎝（40入･磁） 3,650円

テ535-096 ゴールドサン4P28プレート
27×27×2.2㎝（12入）（イタリア）（ガラス） 7,700円

テ535-106 シルバーサン4P28プレート
27×27×2.2㎝（12入）（イタリア）（ガラス） 7,700円

テ535-116 ブラックサン4P28プレート
27×27×2.2㎝（12入）（イタリア）（ガラス） 7,700円

シックで艶やか。
漆塗のような独特な質感が
ひと味違う雰囲気のうつわです。
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タ536-016 テラビスク27cmディナー
φ27×2.5㎝（20入･磁） 3,500円

タ536-026 WASHI27cmディナー
φ27.5×2.4㎝（20入･磁） 2,300円

タ536-036 クロス27cmディナー
φ27.8×2.7㎝（20入･磁） 3,000円

タ536-046 ジャーディン27cmワイドプレート
φ27.7×2.1㎝（20入･磁） 3,000円

タ536-056 テラ27cmディナー
φ27.2×2.6㎝（20入･磁） 2,500円

タ536-066 モンド27㎝ディナー
φ27.3×2.3㎝（20入･磁） 2,500円

タ536-076 コーラル27cmディナー
φ27.8×2.5㎝（20入･磁） 2,300円

タ536-086 SAZANAMI27cmディナー
φ27.7×2.8㎝（20入･磁） 2,300円

タ536-096 TATAKI27㎝ディナー
φ27.4×2.8㎝（20入･磁） 2,400円
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タ537-016 エディ27cmディナー
φ27.3×2.7㎝（20入･磁） 2,300円

タ537-026 インハート27cmディナー（Pink）
φ27.5×2.8㎝（20入･磁） 3,600円

タ537-036 インハート27cmディナー
φ27.6×2.5㎝（20入･磁） 3,000円

タ537-046 十字プレート27cmディナー
φ27×2.7㎝（20入･磁） 2,400円

タ537-056 TSUMUGI27㎝ディナー
φ27.2×2.3㎝（20入･磁） 2,500円

タ537-066 ドット27㎝ディナー（アメ）
φ27×2.3㎝（20入･磁） 2,800円

タ537-076 レステ27cmディナー
φ27.1×3㎝（20入･磁） 2,400円

タ537-086 エスカリエ27.5cmワイドプレート
φ27.7×1.5㎝（20入･磁） 2,800円

タ537-096 サーフェス27㎝ディナー
φ27.6×1.8㎝（20入･磁） 2,800円
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ホ538-016 ベルサイユローズ12吋皿
φ30.5×2.7㎝（20入･磁） 9,500円
ホ538-026 ベルサイユローズ10吋皿
φ26×2.7㎝（30入･磁） 5,800円

ホ538-036 マロンゴールド10吋皿
φ27.2×3㎝（30入･磁） 5,480円
ホ538-046 マロンゴールド9吋皿
φ24×2.8㎝（40入･磁） 3,480円
ホ538-056 マロンゴールド7.5吋皿
φ19.7×2.5㎝（60入･磁） 2,580円

ホ538-066 ベルコリーヌ10吋皿
φ26㎝（30入･強） 3,300円
ホ538-076 ベルコリーヌ9吋皿
φ23.3㎝（40入･強） 2,200円
ホ538-086 ベルコリーヌ7.5吋皿
φ20㎝（60入･強） 1,750円

ホ538-096 エレガントゴールド10吋皿
φ26×2.6㎝（30入･磁） 5,450円
ホ538-106 エレガントゴールド9吋皿
φ23×2.5㎝（40入･磁） 3,950円
ホ538-116 エレガントゴールド7.5吋皿
φ19×2.3㎝（60入･磁） 3,000円

ホ538-126 ディープブルーゴールド10吋皿
φ27.2×3㎝（30入･磁） 4,780円
ホ538-136 ディープブルーゴールド9吋皿
φ24×2.8㎝（40入･磁） 3,100円
ホ538-146 ディープブルーゴールド7.5吋皿
φ19.7×2.5㎝（60入･磁） 2,100円

ホ538-156 インペリアル10吋皿
φ26×2.7㎝（30入･磁） 6,700円
ホ538-166 インペリアル9吋皿
φ23×2.5㎝（40入･磁） 4,900円
ホ538-176 インペリアル7.5吋皿
φ19.5×2㎝（60入･磁） 3,900円

ホ538-186 ドンチーレッド10吋皿
φ27.5㎝（30入･強） 10,500円
ホ538-196 ドンチーレッド9吋皿
φ23.5㎝（40入･強） 6,300円
ホ538-206 ドンチーレッド7.5吋皿
φ19.2㎝（60入･強） 4,200円

ホ538-216 ビジョーパープル10吋皿
φ27.5㎝（30入･強） 10,500円
ホ538-226 ビジョーパープル9吋皿
φ23.5㎝（40入･強） 6,300円
ホ538-236 ビジョーパープル7.5吋皿
φ19.2㎝（60入･強） 4,200円

ホ538-246 
ロイヤルクローバー透かし12吋皿
φ31×3㎝（20入･磁）
（※光の当たり具合で絵が浮かび上がります。） 6,800円
ホ538-256 
ロイヤルクローバー透かし10吋皿
φ26×2.5㎝（30入･磁）
（※光の当たり具合で絵が浮かび上がります。） 4,000円

ホ538-266 エジンバラ10吋ディナー皿
φ26㎝（30入･強） 2,900円
ホ538-276 エジンバラ9吋ミート皿
φ23.2㎝（40入･強） 1,800円
ホ538-286 エジンバラ7.5吋ケーキ皿
φ20㎝（60入･強） 1,350円

ホ538-296 グリーングラス10吋皿
φ26×2.7㎝（30入･強） 7,400円
ホ538-306 グリーングラス9吋皿
φ23×2.5㎝（40入･強） 4,900円
ホ538-316 グリーングラス7.5吋皿
φ19.5×2㎝（60入･強） 4,000円

ホ538-326 ブルーローズ透かし12吋皿
φ31×3㎝（20入･磁）
（※光の当たり具合で絵が浮かび上がります。） 6,800円
ホ538-336 ブルーローズ透かし10吋皿
φ26×2.5㎝（30入･磁）
（※光の当たり具合で絵が浮かび上がります。） 4,000円
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キ539-016 
ブラック&ブラウン28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 2,700円

キ539-026 
ホワイトブラウン28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 2,700円

キ539-036 
パールラスター28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,750円

キ539-046 
ゴールドライン28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,600円

キ539-056 
バイオレット28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,900円

キ539-066 
プラチナライン28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,600円

キ539-076 
ピンクラスター28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,900円

ネ539-126 
クーシュRD30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（30入･磁） 5,300円
ネ539-136 
クーシュRD27.5リムプレート
φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 3,100円

ネ539-146 
マーブルBK30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（30入･磁） 5,700円
ネ539-156 
マーブルBK27.5リムプレート
φ27.5×2.5㎝（30入･磁） 3,300円

キ539-086 
グリーンラスター28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 3,900円

キ539-096 
ホワイトビスク28㎝プレート
φ28×2.8㎝（30入･磁） 2,700円

ネ539-106 
クーシュBK30㎝サービングプレート
φ30.3×2.5㎝（30入･磁） 5,300円
ネ539-116 
クーシュBK27.7㎝リムプレート
φ27.7×2.5㎝（30入･磁） 3,100円
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カ540-016 28㎝プレート  
φ27.8×3.6㎝（15入･磁） 
3,000円

カ540-026 26㎝プレート  
φ26.3×2.9㎝（20入･磁） 
2,500円

カ540-036 24㎝プレート  
φ24.3×2.7㎝（25入･磁） 
1,500円

カ540-046 
22㎝プレート  
φ22.5×2.4㎝（30入･磁） 
1,300円

カ540-056 
19.5㎝プレート  
φ19.8×2.1㎝（40入･磁） 
1,100円

カ540-066 
15.5㎝プレート  
φ15.7×1.8㎝（50入･磁） 
900円

カ540-076 14㎝ボール  
φ14×5.4㎝（40入･磁） 
1,100円

カ540-086 12㎝ボール  
φ12.2×4.8㎝（50入･磁） 
1,000円

カ540-096 23.5㎝浅ボール  
φ23.6×5.8㎝（20入･磁） 2,500円

カ540-106 20㎝浅ボール  
φ20.3×4.9㎝（25入･磁） 2,200円

カ540-116 14.5㎝浅ボール  
φ14.5×3.6㎝（30入･磁） 1,100円

カ540-126 多用カップ  
φ9.3×7㎝（265㏄）（50入･磁） 800円

カ540-136 
19.5㎝ スクエアープレート  
19.5×19.5×1㎝（30入･磁） 2,500円

カ540-146 
21.5㎝ スクエアープレート  
21.5×21.5×1㎝（25入･磁） 2,900円

カ540-156 
23.5㎝ スクエアープレート  
23.5×23.5×1㎝（20入･磁） 3,500円

カ540-166 25.5㎝ スクエアープレート  
25.5×25.5×1㎝（20入･磁） 3,800円

カ540-176 35㎝ナロープレート  
35×10.1×1㎝（30入･磁） 3,800円

カ540-186 花笑23.5㎝浅鉢  
φ23.8×5㎝（20入･磁） 2,800円

カ540-196 
花笑16.5㎝浅鉢  
φ16.5×4.7㎝（30入･磁） 
1,400円

カ540-206 
花笑13.5㎝浅鉢  
φ13.5×4.3㎝（50入･磁） 
900円

カ540-216 
花笑17.5㎝ボウル  
φ17×6.2㎝（40入･磁） 
2,100円

カ540-226 
花笑12㎝ボウル  
φ12×4.3㎝（60入･磁） 
1,000円

カ540-236 
花笑10.5㎝ボウル  
φ10.3×3.8㎝（80入･磁） 
800円

カ540-246 
花笑7.5㎝ボウル  
φ7.3×3.2㎝（120入･磁） 
600円

洋陶オープン洋
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カ541-016 28㎝プレート  
φ27.8×3.6㎝（15入･磁） 
3,300円

カ541-026 26㎝プレート  
φ26.3×2.9㎝（20入･磁） 
2,800円

カ541-036 24㎝プレート  
φ24.3×2.7㎝（25入･磁） 
1,700円

カ541-046 
22㎝プレート  
φ22.5×2.4㎝（30入･磁） 
1,400円

カ541-056 
19.5㎝プレート  
φ19.8×2.1㎝（40入･磁） 
1,200円

カ541-066 
15.5㎝プレート  
φ15.7×1.8㎝（50入･磁） 
1,000円

カ541-076 14㎝ボール  
φ14×5.4㎝（40入･磁） 
1,200円

カ541-086 12㎝ボール  
φ12.2×4.8㎝（50入･磁） 
1,100円

カ541-096 23.5㎝浅ボール  
φ23.6×5.8㎝（20入･磁） 2,800円

カ541-106 20㎝浅ボール  
φ20.3×4.9㎝（25入･磁） 2,400円

カ541-116 14.5㎝浅ボール  
φ14.5×3.6㎝（30入･磁） 1,200円

カ541-126 多用カップ  
φ9.3×7㎝（265㏄）（50入･磁） 900円

カ541-136 
19.5㎝ スクエアープレート  
19.5×19.5×1㎝（30入･磁） 2,700円

カ541-146 
21.5㎝ スクエアープレート  
21.5×21.5×1㎝（25入･磁） 3,200円

カ541-156 
23.5㎝ スクエアープレート  
23.5×23.5×1㎝（20入･磁） 3,800円

カ541-166 25.5㎝ スクエアープレート  
25.5×25.5×1㎝（20入･磁） 4,200円

カ541-176 35㎝ナロープレート  
35×10.1×1㎝（30入･磁） 4,200円

カ541-186 花笑23.5㎝浅鉢  
φ23.8×5㎝（20入･磁） 2,900円

カ541-196 
花笑16.5㎝浅鉢  
φ16.5×4.7㎝（30入･磁） 
1,500円

カ541-206 
花笑13.5㎝浅鉢  
φ13.5×4.3㎝（50入･磁） 
1,000円

カ541-216 
花笑17.5㎝ボウル  
φ17×6.2㎝（40入･磁） 
2,200円

カ541-226 
花笑12㎝ボウル  
φ12×4.3㎝（60入･磁） 
1,100円

カ541-236 
花笑10.5㎝ボウル  
φ10.3×3.8㎝（80入･磁） 
850円

カ541-246 
花笑7.5㎝ボウル  
φ7.3×3.2㎝（120入･磁） 
650円
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ミ542-036 
変形丸型9.0皿  
27×26×3.8㎝（20入･磁） 
2,050円

ミ542-046 
ちぎり角皿小  
13×13×3.1㎝（80入･磁） 
780円

ミ542-056 
ちぎり角皿中  
17×15.8×3.8㎝（60入･磁） 
1,200円

ミ542-066 
ちぎり角皿大  
24.2×20.5×5㎝（30入･磁） 
1,800円

ミ542-076 ちぎり長角8.0皿  
25×13×5.8㎝（30入･磁） 1,450円

ミ542-086 長角13.5大皿  
41×16×7.5㎝（12入･磁） 4,350円

ミ542-096 折り紙盛込皿  
27.3×27.3×4㎝（20入･磁） 3,350円

ミ542-106 
丸角6.5中鉢  
20×20×7㎝（30入･磁） 
2,050円

ミ542-116 
4.0鉢  
12.8×12.5×6㎝（80入･磁） 
1,200円

ミ542-126 
5.5鉢  
16.5×16×8.7㎝（40入･磁） 
1,650円

ミ542-136 
スープ碗  
16×13.2×5.2㎝（60入･磁） 
1,200円

ミ542-146 
4.5皿  
15×14.8×1.8㎝（100入･磁） 
680円

ミ542-156 
フリーカップ（大）  
10×9.6×10.8㎝（400㏄）（80入･磁） 
1,280円

ミ542-166 7.5リムボール  
23.3×3.8㎝（40入･磁） 2,450円

ミ542-176 ちぎり9.5皿  
29.3×18.5×5.2㎝（30入･磁） 2,700円

ミ542-186 8.0寸水面皿  
φ24.3×5.2㎝（20入･磁） 5,550円

ミ542-196 11.0寸波紋長角皿  
34.6×9.8×3.1㎝（40入･磁） 3,250円

ミ542-206 12.0まな板皿  
37.2×11.8×2.0㎝（30入･磁） 3,500円

ミ542-216 13.0まな板皿  
40.5×14.3×2.0㎝（20入･磁） 4,400円

ミ542-226 折紙型4.5小鉢  
14×14×8㎝（60入･磁） 
1,650円

ミ542-236 剣先皿  
28.2×10×4.5㎝（60入･磁） 
1,400円

ミ542-246 芙蓉葉5.0皿  
15×13×4.3㎝（80入･磁） 
1,180円

ミ542-256 芙蓉葉7.5皿  
23.5×22×5㎝（40入･磁） 
1,850円

ミ542-016 
うず形5.0皿  
16×15.5×2.5㎝（90入･磁） 
830円

ミ542-026 
うず形6.0皿  
19×18.5×3㎝（60入･磁） 
1,200円

ミ542-266 
ハス型高台デザート  
15×13.5×8㎝（48入･磁） 1,750円

ミ542-276 花型多菜鉢  
15×4.5㎝（60入･磁） 
1,400円

ミ542-286 舟形ボール  
10,5×5×4.3㎝（150入･磁） 
900円

洋陶オープン洋
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タ543-036 24㎝ミート  
φ24×2.6㎝（30入･磁） 
1,650円

タ543-146 24㎝ミート黒  
φ24×2.6㎝（30入･磁） 2,000円

タ543-046 27㎝ディナー  
φ27×3.3㎝（20入･磁） 
2,800円

タ543-156 27㎝ディナー黒  
φ27×3.2㎝（20入･磁） 3,400円

タ543-056 
24㎝サークルプレート（ハマ付）  
φ23.7×1.1㎝（30入･磁） 3,200円

タ543-076 24㎝スクエアプレート（ハマ付）  24×24×1.1㎝（20入･磁） 3,200円
タ543-066 12㎝スクエアプレート（ハマ付）  12×12×1.1㎝（80入･磁） 1,050円

タ543-086 27㎝スクエアプレート（ハマ付）  26.7×26.7×1.1㎝（20入･磁） 5,000円

タ543-106 
26㎝レクタングルプレート（ハマ付）  
26.3×12×1.1㎝（40入･磁） 2,100円

タ543-206 
23㎝レクタングルプレート（ハマ付）黒  
23.6×11×1.1㎝（60入･磁） 2,450円

タ543-166 
24㎝サークルプレート（ハマ付）黒  
φ23.7×1.1㎝（30入･磁） 3,900円

タ543-176 12㎝スクエアプレート（ハマ付）黒  12×12×1.1㎝（80入･磁） 1,250円
タ543-186 24㎝スクエアプレート（ハマ付）黒  24×24×1.1㎝（20入･磁） 3,900円
タ543-196 27㎝スクエアプレート（ハマ付）黒  26.7×26.7×1.1㎝（20入･磁） 6,000円

タ543-216 
26㎝レクタングルプレート（ハマ付）黒  
26.3×12×1.1㎝（40入･磁） 2,600円

タ543-096 
23㎝レクタングルプレート（ハマ付）  
23.6×11×1.1㎝（60入･磁） 2,000円

タ543-116 36㎝スレンダープレート（ハマ付）  
36.5×7.5×1.1㎝（40入･磁） 2,500円

タ543-226 36㎝スレンダープレート（ハマ付）黒  
36.5×7.5×1.1㎝（40入･磁） 3,000円

タ543-016 17㎝パン  
φ17×2㎝（80入･磁） 
850円

タ543-026 20㎝デザート  
φ20.2×2.3㎝（40入･磁） 
1,200円

タ543-126 17㎝パン黒  
φ17×2㎝（80入･磁） 1,050円

タ543-136 20㎝デザート黒  
φ20.1×2.4㎝（40入･磁） 1,450円
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タ544-016 レステ17㎝パン  
φ17.1×2㎝（80入･磁） 1,050円

タ544-026 レステ20㎝デザート  
φ19.8×2.4㎝（50入･磁） 1,400円

タ544-036 レステ24㎝ミート  
φ24×2.9㎝（30入･磁） 1,900円

タ544-046 レステ27㎝ディナー  
φ26.6×3㎝（20入･磁） 3,400円

タ544-056 24㎝平型スープ  
φ23.4×4.5㎝（30入･磁） 3,000円

タ544-066 26㎝平型スープ  
φ26×5.2㎝（20入･磁） 4,000円

タ544-076 30㎝楕円反型スープ  
30.2×18.6×6.8㎝（30入･磁） 5,400円

タ544-086 23㎝スウィングパスタ  
23.3×23.3×6.8㎝（20入･磁） 4,700円

タ544-156 カリタ14㎝ディッシュ  
φ14.1×1.7㎝（100入･磁） 830円
タ544-166 カリタ17㎝パン  
φ17×2㎝（80入･磁） 980円

タ544-176 
カリタ20㎝デザート  
φ20×2.3㎝（50入･磁） 1,350円

タ544-186 
カリタ24㎝ミート  
φ24×2.8㎝（30入･磁） 1,850円

タ544-196 
カリタ27㎝ディナー  
φ27×3㎝（20入･磁） 3,300円

タ544-206 
カリタ30㎝チョップ  
φ29.8×3.7㎝（10入･磁） 5,600円

タ544-096 24㎝長角皿  
24×12×2.2㎝（40入･磁） 2,550円

タ544-106 32㎝長角皿  
31.6×16.5×2.8㎝（30入･磁） 4,350円

タ544-116 13㎝皿  
13.3×13.3×2.4㎝（80入･磁） 1,300円

タ544-126 19㎝皿  
19.2×19.2×3㎝（30入･磁） 2,550円

タ544-136 23㎝皿  
22.8×22.8×3.4㎝（20入･磁） 4,000円

タ544-146 28㎝皿  
27×27×4㎝（10入･磁） 6,900円

洋陶オープン洋
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アルバ

ケ545-016 
27㎝リムプレート  
φ27×2.9㎝（磁）
2,400円

ケ545-026 
23㎝リムプレート  
φ23×2.5㎝（磁）
1,300円

ケ545-036 
21㎝リムプレート  
φ21×2.2㎝（磁）
1,100円

ケ545-046 
19.5㎝リムプレート  
φ19.5×2.1㎝（磁）
1,000円

ケ545-056 
17.5㎝リムプレート  
φ17.5×1.9㎝（磁）
800円

ケ545-066 
16㎝リムプレート  
φ16×1.8㎝（磁）
700円

ケ545-076 
25.5㎝ディープスープボール  
φ25.5×5.4㎝（磁）
2,400円

ケ545-086 
23.5㎝ディープスープボール  
φ23.8×5.2㎝（磁）
1,700円

ケ545-096 
27㎝リムスープボール  
φ26.8×4.6㎝（磁）
2,400円

ケ545-106 
24㎝リムスープボール   
φ23×4.4㎝（磁）
2,000円

ケ545-116 
16.5㎝トロンバトールボール  
φ16.5×10㎝（磁）
2,400円

ケ545-126 
14.5㎝トロンバトールボール  
φ14.7×8.9㎝（磁）
1,900円

ケ545-136 
12.5㎝トロンバトールボール  
φ12.5×8㎝（磁）
1,500円

ケ545-176 
23㎝プラター  
23×16.7×3.1㎝（磁）
1,900円

ケ545-186 
26㎝プラター  
26.1×19×3.5㎝（磁）
2,800円

ケ545-196 
29㎝プラター  
29×21.2×3.7㎝（磁）
3,300円

ケ545-206 
31.5㎝プラター  
31.5×22.8×4㎝（磁）
3,900円

ケ545-216 
28㎝プレート  
φ28.1×2.8㎝（磁）
2,400円

ケ545-226 
23㎝プレート  
φ23×2.8㎝（磁）
1,300円

ケ545-236 
19㎝プレート  
φ19×2.5㎝（磁）
1,000円

ケ545-246 
18㎝プレート  
φ18.1×2㎝（磁）
800円

ケ545-256 
25㎝スクエアープレート  
φ25×3㎝（磁）
3,900円

ケ545-266 
20㎝スクエアプレート  
φ20×2.4㎝（磁）
2,500円

ケ545-156 カプチーノカップ  
12.5×10.4×7.7㎝（230㏄）（磁） 1,000円
ケ545-166 兼用ソーサー  
φ15.1×2㎝（磁） 700円

ケ545-146 コーヒーカップ  
11.7×9.4×7.1㎝（200㏄）（磁） 950円
ケ545-166 兼用ソーサー  
φ15.1×2㎝（磁） 700円
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グラシアプレーン 

タ546-016 17㎝パン  φ17.7×2.2㎝（40入･磁） ････････････ 700円
タ546-026 20㎝デザート  φ20.7×2.3㎝（40入･磁） ････････ 980円
タ546-036 24㎝ミート  φ24.4×3㎝（20入･磁） ･･････････ 1,350円
タ546-046 27㎝ディナー  φ27.1×2.9㎝（20入･磁） ･････ 2,300円
タ546-056 30㎝チョップ  φ30.2×3.5㎝（10入･磁） ･････ 4,000円
タ546-066 19㎝ボール  φ18.7×9.9㎝（20入･磁） ･･･････ 3,400円
タ546-076 15㎝ボール  φ14.7×7.7㎝（40入･磁） ･･･････ 1,900円
タ546-086 12㎝ボール  φ11.8×6.2㎝（60入･磁） ･･･････ 1,050円
タ546-096 10.5㎝ボール  φ10.4×5.5㎝（80入･磁） ･･･････ 830円
タ546-106 9㎝ボール  φ8.8×4.6㎝（80入･磁） ･････････････ 630円

タ546-116 7.5㎝ボール  φ7.4×3.9㎝（80入･磁） ･･････････ 580円
タ546-126 9㎝切立ボール  φ9.1×7.2㎝（40入･磁） ･･･････ 750円
タ546-136 6.5㎝切立ボール  φ6.9×5.5㎝（60入･磁） ･････ 630円
タ546-146 28㎝リム型スープ  φ27.8×6.6㎝（20入･磁） ･･ 4,800円
タ546-156 28㎝ハット型スープ  φ27.6×5.7㎝（20入･磁）･･ 4,400円
タ546-166 24㎝スープ  φ24.1×5.1㎝（20入･磁） ･･･････ 2,100円
タ546-176 24㎝平型スープ  φ23.1×4㎝（20入･磁） ･･･ 2,900円
タ546-186 26㎝平型スープ  φ25.8×4.8㎝（20入･磁） ･･ 3,800円
タ546-196 29㎝平型スープ  φ28.3×4.4㎝（20入･磁） ･･ 4,800円
タ546-206 24㎝正角皿  φ23.7×2.1㎝（20入･磁） ･･････ 3,300円

タ546-216 パルモデザートボール（フタ）  φ11.1×4.8㎝（60入･磁） ･･ 830円
タ546-226 11㎝切立ボール  φ11.1×6.1㎝（40入･磁） ････ 830円
タ546-236 薄口兼用受皿（大）  φ13.8×2.3㎝（80入･磁）･･ 650円
タ546-246 カプチーノ  φ11.1×6.2㎝（250㏄）（40入･磁） ････ 950円
タ546-256 切立コーヒー碗  φ9×7.3㎝（210㏄）（60入･磁） ･･ 850円
タ546-266 コーヒー碗  φ9.1×11.7×6.1㎝（215㏄）（60入･磁） ･･ 850円
タ546-276 受皿  φ13.8×2㎝（80入･磁） ･･･････････････････ 650円

洋陶オープン洋
陶
オ
ー
プ
ン

546



グラシアブラウン＆ブラック

ネ547-016 グラシアブラウン17㎝パン皿  φ17.3×2.4㎝（60入･磁） 930円
ネ547-026 グラシアブラウン20㎝デザート  φ20.4×2.7㎝（25入･磁） 1,300円
ネ547-036 グラシアブラウン24㎝ミート  φ23.9×3.2㎝（20入･磁） 1,800円
ネ547-046 グラシアブラウン30㎝チョップ  φ29.8×3.7㎝（10入･磁） 5,200円

ネ547-056 
グラシアブラウン24㎝スープ  
φ23.9×5.3㎝（20入･磁） 2,800円

ネ547-066 
グラシアブラウン24㎝平型スープ  
φ23.9×5.3㎝（20入･磁） 3,800円

ネ547-076 
グラシアブラウン26㎝平型スープ  
φ25.3×5.2㎝（15入･磁） 5,000円

ネ547-086 グラシアブラウン9㎝ボール  φ9.1×4.8㎝（100入･磁） 830円
ネ547-096 グラシアブラウン10.5㎝ボール  φ10.4×5.6㎝（60入･磁） 1,100円
ネ547-106 グラシアブラウン12㎝ボール  φ12.1×6.3㎝（60入･磁） 1,400円
ネ547-116 グラシアブラウン15㎝ボール  φ14.8×7.7㎝（40入･磁） 2,500円

ネ547-126 グラシアブラウン薄口受皿大とボール  
φ13.6×2.3㎝（90入･磁） 1,830円
ネ547-136 グラシアブラウン9㎝切立ボールのみ  
φ9.1×7.4㎝（75入･磁） 980円

ネ547-146 グラシアブラウン薄口受皿大とボール  
φ13.6×2.3㎝（90入･磁） 1,950円
ネ547-156 グラシアブラウン11㎝切立ボールのみ  
φ11.1×6.2㎝（100入･磁） 1,100円

ネ547-166 グラシアブラウン薄口受皿大  
φ13.6×2.3㎝（90入･磁） 850円
ネ547-176 グラシアブラウン薄口受皿小  
φ11×2.1㎝（120入･磁） 780円

ネ547-186 グラシアブラック17㎝パン皿  φ17.3×2.4㎝（60入･磁） 980円
ネ547-196 グラシアブラック20㎝デザート  φ20.4×2.4㎝（25入･磁） 1,400円
ネ547-206 グラシアブラック24㎝ミート  φ23.9×3.2㎝（20入･磁） 1,900円
ネ547-216 グラシアブラック27㎝ディナー  φ26.7×3.3㎝（15入･磁） 3,300円
ネ547-226 グラシアブラック30㎝チョップ  φ29.8×3.7㎝（10入･磁） 5,600円

ネ547-236 
グラシアブラック24㎝スープ  
φ23.9×5.3㎝（20入･磁） 
3,000円

ネ547-246 
グラシアブラック26㎝平型スープ  
φ25.3×5.2㎝（20入･磁） 
5,400円

ネ547-256 グラシアブラック9㎝ボール  φ9.1×4.8㎝（100入･磁） 900円
ネ547-266 グラシアブラック12㎝ボール  φ12.1×6.3㎝（60入･磁） 1,500円
ネ547-276 グラシアブラック15㎝ボール  φ14.8×7.7㎝（40入･磁） 2,800円
ネ547-286 グラシアブラック19㎝ボール  φ18.9×9.9㎝（20入･磁） 4,800円

ネ547-296 グラシアブラック薄口受皿小とボール  
φ11×2.1㎝（120入･磁） 1,680円
ネ547-306 グラシアブラック7.5㎝ボールのみ  
φ7.4×3.9㎝（100入･磁） 830円

ネ547-316 グラシアブラック薄口受皿大とボール  
φ13.6×2.3㎝（90入･磁） 2,130円
ネ547-326 グラシアブラック10.5㎝ボールのみ  
φ10.4×5.6㎝（60入･磁） 1,200円

ネ547-336 グラシアブラック薄口受皿小とボール  
φ11×2.1㎝（120入･磁） 1,800円
ネ547-346 グラシアブラック6.5㎝切立ボールのみ  
φ6.9×5.6㎝（100入･磁） 950円

ネ547-356 グラシアブラック薄口受皿大とボール  
φ13.6×2.3㎝（90入･磁） 1,980円
ネ547-366 グラシアブラック9㎝切立ボールのみ  
φ9.1×7.4㎝（75入･磁） 1,050円

ネ547-376 グラシアブラック薄口受皿大とボール  
φ13.6×2.3㎝（90入･磁） 2,130円
ネ547-386 グラシアブラック11㎝切立ボールのみ  
φ11.1×6.2㎝（100入･磁） 1,200円

ネ547-396 
グラシアブラック薄口受皿大  
φ13.6×2.3㎝（90入･磁） 930円

ネ547-406 
グラシアブラック薄口受皿小  
φ11×2.1㎝（120入･磁） 850円
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ダイヤセラム

ヤ548-136 コーヒー碗  
φ7.6×6.5㎝（190㏄）（6×10入･強）
720円
ヤ548-116 兼用受皿  
15.3㎝（強）
410円

ヤ548-086 デミタス碗  
φ6.2×5.2㎝（100㏄）（6×12入･強）
660円
ヤ548-096 デミタス受皿  
12.8㎝（強）
410円

ヤ548-016 
6.5吋パン皿  
φ16.7×2.4㎝（120入･強）
450円

ヤ548-026 
7.5吋ケーキ皿  
φ20×2.4㎝（90入･強）
630円

ヤ548-036 
9吋ミート  
φ23.8×2.4㎝（50入･強）
900円

ヤ548-046 
10吋ミート  
φ26×3.1㎝（40入･強）
1,400円

ヤ548-056 
ベーカー  
25.3×17×5.1㎝（30入･強）
3,300円

ヤ548-066 
10吋プラター  
27×18.6×2.7㎝（40入･強）
1,800円

ヤ548-106 紅茶碗
φ8.9×5.7㎝（200㏄）（6×10入･強）
730円  ヤ548-076 

12吋プラター  
30.5×20.7×3.1㎝（30入･強）
3,300円

ヤ548-126 アメリカン碗
φ8×7.8㎝（260㏄）（6×8入･強）
840円

ヤ548-146 
ポット（小）  
φ7.3×11.8㎝（600㏄）（40入･強）
3,600円

ヤ548-156 
ポット（大）  
φ8.6×15㎝（790㏄）（30入･強）
4,300円

ヤ548-166 
シュガー  
φ6.5×8.4㎝（180㏄）（6×20入･強）
2,400円

ヤ548-176 
クリーマー  
φ4.6×6.5㎝（100㏄）（6×20入･強）
1,750円

ヤ548-186 
ブイヨンカップ  
φ10.8×5.2㎝（300㏄）（6×10入･強）
1,400円

ヤ548-196 
ランチ皿（大）  
29×19.6×2.4㎝（30入･強）
4,600円

ヤ548-206 
5.5吋フルーツ  
φ13.9×3.2㎝（120入･強）
410円

ヤ548-216 
6.5吋オートミル  
φ16.5×4.8㎝（90入･強）
630円

ヤ548-226 
7.5吋クープ  
φ19×3.8㎝（60入･強）
760円

ヤ548-236 
9吋スープ  
φ23×4.1㎝（50入･強）
900円

ヤ548-246 
丸グラタン  
12.6×11.2×4㎝（120入･強）
610円

ヤ548-256 
8.5吋グラタン  
20.2×12.6×3.2㎝（60入･強）
1,750円

ヤ548-266 
メタ10吋大皿  
φ26.3×3.6㎝（40入･強）
1,450円

ヤ548-276 
メタ9吋大皿  
φ23.6×3.1㎝（50入･強）
940円

ヤ548-286 
メタ7.5吋中皿  
φ19.3×2.3㎝（60入･強）
650円

ヤ548-296 
メタ6.5吋中皿  
φ17.1×2㎝（120入･強）
480円

ヤ548-306 
メタ5吋小皿  
φ11.9×1.8㎝（150入･強）
420円

ヤ548-316 
メタ4吋小皿  
φ10×2㎝（200入･強）
410円

ヤ548-326 
メタ9吋深皿  
φ23.4×4.6㎝（40入･強）
940円

ヤ548-336 
メタ8吋深皿  
φ20.3×4.3㎝（50入･強）
800円

ヤ548-346 
スタックボールLL  
φ15.8×6.5㎝（40入･強）
1,100円

ヤ548-356 
スタックボールL  
φ13.5×6㎝（50入･強）
790円

ヤ548-366 
スタックボールM  
φ11.6×5.4㎝（80入･強）
700円

ヤ548-376 
スタックボールS  
φ10.6×4.5㎝（100入･強）
620円

ヤ548-386 
スタックボールSS  
φ8.3×4㎝（120入･強）
530円

ヤ548-396 
反深口4.8丼  
φ14.5×8.2㎝（50入･強）
830円

ヤ548-406 
反深口4.2丼  
φ13.2×7.6㎝（60入･強）
760円

ヤ548-416 
反深口3.8丼  
φ12×7.4㎝（80入･強）
710円

ヤ548-426 
スタックグラタンL  
φ15×4㎝（60入･強）
800円

ヤ548-436 
スタックグラタンM  
φ13.7×3.6㎝（80入･強）
700円

ヤ548-446 
スタックグラタンS  
φ12×3.5㎝（100入･強）
600円

ヤ548-456 
ブイヨンソーサー  
φ16.8×2.4㎝（60入･強）
410円

ヤ548-466 テール コーヒー碗  
φ8.6×6.6㎝（190㏄）（60入･強） 810円

ヤ548-116 兼用受皿  
15.3㎝（強）
410円

ヤ548-116 兼用受皿  
15.3㎝（強）
410円

ヤ548-476 テール コーヒー受皿  
15.3㎝（60入･強）　　　　　410円
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ダイヤセラム（高強度磁器）

タ549-086 
9.5㎝深皿  
φ9.5×2.3㎝（200入･強） 
410円

タ549-096 
13㎝ボール  
φ12.7×5.5㎝（120入･強） 
600円

タ549-106 
12㎝ボール  
φ11.5×4.8㎝（120入･強） 
550円

タ549-116 
10.5㎝ボール  
φ10.5×4.9㎝（120入･強） 
500円

タ549-126 
15㎝スタック平鉢  
φ15.3×4.2㎝（80入･強） 
800円

タ549-136 
14㎝スタック平鉢  
φ13.7×3.7㎝（60入･強） 
700円

タ549-146 
12㎝スタック平鉢  
φ12×3.6㎝（80入･強） 
600円

タ549-156 
10㎝スタック平鉢  
φ10×3.2㎝（120入･強） 
500円

タ549-166 
8㎝スタック平鉢  
φ8×2.8㎝（200入･強） 
400円

タ549-176 
12㎝スタックボール  
φ11.5×5.4㎝（100入･強） 
700円

タ549-186 
11㎝スタックボール  
φ10.6×4.5㎝（120入･強） 
620円

タ549-196 
10㎝スタックボール  
φ9.4×4.1㎝（160入･強） 
550円

タ549-206 
8㎝スタックボール  
φ8.3×4㎝（200入･強） 
530円

タ549-216 
7㎝スタックボール  
φ7.1×3.3㎝（200入･強） 
410円

タ549-226 
6㎝スタックボール  
φ6×3㎝（300入･強） 
350円

タ549-236 
ミルクカップ  
φ7.7×6㎝（180㏄）（100入･強） 
650円

タ549-246 マグカップ  
9.7×7.3×7.3㎝（220㏄）（80入･強） 810円

タ549-256 スタックマグカップ  
9.6×7.4×7.1㎝（190㏄）（80入･強） 770円

タ549-266 スタックスープカップ  
10.8×8.4×6㎝（220㏄）（80入･強） 720円

タ549-276 両手スタックカップ  
13.2×8.3×6㎝（230㏄）（60入･強） 770円

タ549-286 21㎝仕切皿  
φ21.6×2.6㎝（40入･強） 1,850円

タ549-296 26㎝仕切皿  
φ26×2.5㎝（30入･強） 2,850円

タ549-306 反深3.8小丼  
φ12.1×7.4㎝（80入･強） 710円

タ549-316 茶碗  
φ11×4.6㎝（120入･強） 300円

タ549-016 20㎝浅皿  
φ20.4×2.9㎝（60入･強） 830円

タ549-026 18㎝浅皿  
φ17.8×2.6㎝（80入･強） 670円

タ549-036 16㎝浅皿  
φ16×2㎝（120入･強） 500円

タ549-046 18㎝深皿  
φ17.8×4㎝（80入･強） 750円

タ549-056 16㎝深皿  
φ15.8×4㎝（80入･強） 660円

タ549-066 
14㎝深皿  
φ13.7×3.2㎝（120入･強） 
410円

タ549-076 
13㎝深皿  
φ12.5×2.7㎝（120入･強） 
410円

タ549-326 京茶碗  
φ11.5×5.4㎝（120入･強） 570円

タ549-336 飯碗（蓋）  
φ10.8×3.3㎝（200入･強） 620円
タ549-346 飯碗（身）  
φ12.3×6㎝（60入･強） 660円

タ549-356 ココット（蓋）  
φ11×3.2㎝（200入･強） 620円
タ549-366 ココット（身）  
13.3×12×5.5㎝（310㏄）（60入･強） 660円

タ549-376 ミニ深鉢（蓋）  
φ8.5×1.4㎝（200入･強） 620円
タ549-386 ミニ深鉢（身）  
φ7.5×5.3㎝（100入･強） 660円
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マーレ

キ550-016 21㎝丸皿  
φ21.3×2.8㎝（50入･磁） 1,000円

キ550-026 23㎝丸皿  
φ23×2.8㎝（40入･磁） 1,100円

キ550-036 24㎝丸皿  
φ24.4×3.3㎝（40入･磁） 1,200円

キ550-046 27㎝丸皿  
φ27×3.4㎝（30入･磁） 2,100円

キ550-056 31㎝丸皿  
φ31.3×3.4㎝（20入･磁） 360円

キ550-066 
15.5㎝丸皿  
φ15.5×1.9㎝（120入･磁） 
550円

キ550-076 
17.5㎝丸皿  
φ17.7×2.3㎝（100入･磁） 
650円

キ550-086 
19.5㎝丸皿  
φ19.8×2.7㎝（80入･磁） 
900円

キ550-096 27.5㎝ゴンドラベーカー  
27.5×13.3×9.5㎝（30入･磁） 3,700円

キ550-106 コーヒーカップ  
10.9×8.2×7㎝（185㏄）（80入･磁） 800円
キ550-116 兼用ソーサー  
φ15.2×2.2㎝（80入･磁） 550円

キ550-126 カプチーノカップ  
12.5×9.8×5.8㎝（220㏄）（80入･磁） 900円

キ550-146 エスプレッソソーサー  
φ12.8×1.7㎝（120入･磁） 500円

キ550-136 エスプレッソカップ  
9×7×5.8㎝（115㏄）（120入･磁） 700円

キ550-166 17.5㎝角皿  
17.5×2.7㎝（60入･磁） 1,800円
キ550-176 20.5㎝角皿  
20.5×2.9㎝（30入･磁） 2,200円 キ550-186 24㎝角皿  

24×3.2㎝（20入･磁） 3,100円
キ550-196 27㎝角皿  
27×3.3㎝（15入･磁） 3,900円

キ550-206 32㎝角皿  
φ32.2×3.5㎝（10入･磁） 6,600円

キ550-216 36.5㎝プラター  
36.5×26.3×5㎝（20入･磁） 6,400円

キ550-226 24㎝プラター  
24×17.3×3.8㎝（60入･磁） 1,800円

キ550-236 26.5㎝プラター  
26.5×18.1×4㎝（50入･磁） 2,400円

キ550-246 29㎝プラター  
29×20.9×4.6㎝（30入･磁） 3,000円

キ550-256 31㎝プラター  
31×22.1×4.8㎝（30入･磁） 3,600円

キ550-266 27㎝カヌー皿  
27.3×12.5×3.2㎝（50入･磁） 2,000円

キ550-276 29㎝カヌー皿  
29.3×13.2×3.2㎝（40入･磁） 2,400円

キ550-286 31㎝カヌー皿  
31.3×14.2×3.4㎝（30入･磁） 3,100円

キ550-296 24.5㎝スープボール  
φ24.5×4.4㎝（40入･磁） 1,300円

キ550-156 15.5㎝角皿  
φ15.6×2.3㎝（80入･磁） 1,700円

キ550-116 兼用ソーサー  
φ15.2×2.2㎝（80入･磁） 550円
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マーレ

キ551-126 21㎝カヌーベーカー  
21×11×5.8㎝（60入･磁） 2,500円

キ551-116 
18㎝カヌーベーカー  
18.3×9.3×4.9㎝（80入･磁）
2,000円

キ551-106 
12㎝カヌーボール  
12.3×7.9×4.3㎝（120入･磁）
1,100円

キ551-166 24.5ワイドリムボール  
φ24.5×5.8㎝（40入･磁） 2,400円

キ551-176 28㎝ワイドリムボール  
φ28×6.4㎝（30入･磁） 3,600円

キ551-196 
7㎝スタックスフレ  
φ7.3×3.3㎝（70㏄）（200入･磁） 
480円

キ551-206 
7.5㎝スタックスフレ  
φ7.9×3.7㎝（95㏄）（160入･磁） 
500円

キ551-216 
9㎝スタックスフレ  
φ9.1×4.2㎝（160㏄）（120入･磁） 
550円

キ551-226 
10㎝スタックスフレ  
φ10×4.7㎝（225㏄）（100入･磁） 
700円

キ551-186 
6.5㎝スタックスフレ  
φ6.6×3㎝（55㏄）（160入･磁） 
400円

キ551-236 28㎝角プラター  
28.3×18.1×2.2㎝（40入･磁） 3,300円

キ551-246 30㎝角プラター  
30×19.5×2.4㎝（30入･磁） 3,500円

キ551-256 34㎝角プラター  
34×21.5×2.7㎝（20入･磁） 4,600円

キ551-266 36㎝角プラター  
26×23×3㎝（15入･磁） 6,500円

キ551-276 28㎝長角皿  
28.2×12×2.1㎝（40入･磁） 2,400円

キ551-286 30㎝長角皿  
30.4×12.9×2.1㎝（30入･磁） 2,600円

キ551-296 33㎝長角皿  
33.4×14.2×2.3㎝（20入･磁） 3,400円

キ551-016 23㎝ピザプレート  
φ23×1.7㎝（40入･磁） 2,200円

キ551-026 28㎝ピザプレート  
φ28×1.7㎝（30入･磁） 3,500円

キ551-036 34㎝ピザプレート  
φ34.2×1.8㎝（20入･磁） 5,300円

キ551-046 
20㎝スープボール  
φ20×6㎝（60入･磁） 1,100円

キ551-056 
18㎝フルーツボール  
φ17.9×5.7㎝（80入･磁） 880円

キ551-066 14.5㎝ボール  
φ14.4×4.6㎝（100入･磁） 700円

キ551-076 両手スープカップ  
φ10.6×5.9㎝（300㏄）（80入･磁） 1,300円
キ551-086 兼用ソーサー  
φ15.2×2.2㎝（80入･磁） 550円

キ551-096 片手スープカップ  
φ10.6×5.9㎝（300㏄）（80入･磁）1,200円

キ551-136 24㎝カヌーベーカー  
24×12.6×6.7㎝（50入･磁） 3,000円

キ551-146 27㎝カヌーベーカー  
27×14×7㎝（40入･磁） 3,400円

キ551-156 30㎝カヌーベーカー  
30.1×15.7×8.2㎝（30入･磁） 4,200円

キ551-086 兼用ソーサー  
φ15.2×2.2㎝（80入･磁）　　550円
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ヤ552-016 11吋ミート  φ27.8×3.3㎝（36入･磁） ･･･････1,050円
ヤ552-026 10吋ディナー皿  φ26.3×3.1㎝（40入･磁） ････950円
ヤ552-036 9吋ミート  φ23.2×3.1㎝（50入･磁） ････････････650円
ヤ552-046 8吋ミート  φ21.3×2.5㎝（60入･磁） ････････････440円
ヤ552-056 7.5吋ケーキ皿  φ19.5×2.4㎝（90入･磁） ･････400円
ヤ552-066 6.5吋パン皿  φ17×2.2㎝（120入･磁） ････････320円
ヤ552-076 11吋パスタ皿  φ28.6×4.4㎝（30入･磁） ･･･1,100円
ヤ552-086 9.5吋パスタ皿  φ25×5.1㎝（40入･磁） ･･･････750円
ヤ552-096 8.5吋パスタ皿  φ22.2×4.2㎝（50入･磁） ･････500円
ヤ552-106 5.5吋フルーツ  φ14.5×3.8㎝（120入･磁） ･････320円

ヤ552-116 19㎝深ボール  φ18.6×10.2㎝（40入･磁） ･･1,000円
ヤ552-126 18㎝深ボール  φ18×9.2㎝（50入･磁） ････････850円
ヤ552-136 16㎝深ボール  φ16.5×8.7㎝（60入･磁） ･･････700円
ヤ552-146 15㎝深ボール  φ14.8×8.5㎝（80入･磁） ･･････650円
ヤ552-156 13㎝深ボール  φ13.7×7.8㎝（80入･磁） ･･････540円
ヤ552-166 12㎝深ボール  φ12.2×7㎝（80入･磁） ････････480円
ヤ552-176 9㎝深ボール  φ9.4×6.2㎝（100入･磁） ････････400円
ヤ552-186 21㎝ボール  φ21.6×8.9㎝（40入･磁） ･････････950円
ヤ552-196 20㎝ボール  φ20.1×8.2㎝（40入･磁） ･････････850円
ヤ552-206 19㎝ボール  φ18.8×7.3㎝（50入･磁） ･････････700円

ヤ552-216 14㎝ボール  φ14.2×6.7㎝（60入･磁） ･････････450円
ヤ552-226 11㎝ボール  φ11.2×6㎝（80入･磁） ･･････････380円
ヤ552-236 グラタン L  φ16.3×4.5㎝（50入･磁） ･･･････････500円
ヤ552-246 グラタン M  φ14.6×4.3㎝（60入･磁） ･･････････450円
ヤ552-256 グラタン S  φ13.3×4㎝（70入･磁） ････････････400円
ヤ552-266 17㎝スープ  φ17.5×4.7㎝（60入･磁） ･････････500円
ヤ552-276 オートミル  φ15.7×5.6㎝（90入･磁） ･･･････････400円
ヤ552-286 コップ S  φ8.1×8.5㎝（120入･磁） ･････････････400円
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フレスコ

ケ553-016 
25.5㎝リムプレート  
φ25.7×2.5㎝（磁）
1,400円

ケ553-026 
23㎝リムプレート  
φ23×2.3㎝（磁）
850円

ケ553-036 
19㎝リムプレート  
φ19.3×2.1㎝（磁）
600円

ケ553-046 
17㎝リムプレート  
φ17×2㎝（磁）
500円

ケ553-056 
15㎝リムプレート  
φ15×1.5㎝（磁）
450円

ケ553-066 
25.5㎝リムパスタボール  
φ25.5×4.7㎝（磁）
1,600円

ケ553-076 
20.5㎝リムスープボール  
φ21×4.8㎝（磁）
1,000円

ケ553-086 
17.5㎝リムシリアルボール  
φ18×4.8㎝（磁）
900円

ケ553-096 
16.5㎝リムフルーツボール  
φ16.5×3㎝（磁）
800円

ケ553-106 
27㎝オーバルベーカー  
27.8×18.1×6.9㎝（磁）
3,000円

ケ553-116 
37㎝オブロングプレート  
37.2×19×2.7㎝（磁）
4,500円

ケ553-126 
34㎝オブロングプレート  
34.3×18×2.4㎝（磁）
3,400円

ケ553-136 
31㎝オブロングプレート  
31.3×16.7×2.2㎝（磁）
2,700円

ケ553-146 
27㎝リムスクエアプレート  
φ27.5×2.7㎝（磁）
2,700円

ケ553-156 
24㎝リムスクエアプレート  
φ24×2.6㎝（磁）
2,300円

ケ553-166 
21.5㎝リムスクエアプレート  
φ21.5×2.5㎝（磁）
1,900円

ケ553-176 
18.5㎝リムスクエアプレート  
φ18.5×2.3㎝（磁）
1,700円

ケ553-186 
15.5㎝リムスクエアプレート  
φ15.5×2㎝（磁）
900円

ケ553-196 
32㎝リム長角皿  
32×10.5×1.6㎝（磁）
2,600円

ケ553-296 
9㎝スクエアースタックボール  
φ9×3.9㎝（磁）
900円

ケ553-306 
6.5㎝スクエアスタックボール  
φ6.6×3㎝（磁）
700円

ケ553-316 
ティーポット  
17×8.5×10.5㎝（磁）
3,000円

ケ553-326 
ミルクピッチャー3人用  
5.8×3.4×6㎝（磁）
400円

ケ553-336 
ミルクピッチャー2人用  
5×3×5㎝（磁）
350円

ケ553-346 
灰皿  
11.1×9.1×2㎝（磁）
700円

ケ553-356 
ナッツ小皿  
8.8×7.6×2.5㎝（磁）
350円

ケ553-216 コーヒーカップ  
11.3×8.2×6.3㎝（185㏄）（磁） 700円
ケ553-226 兼用ソーサー  
φ14.5×1.8㎝（磁） 450円

ケ553-236 エスプレッソカップ  
9.8×7.4×5.2㎝（110㏄）（磁） 600円
ケ553-246 エスプレッソソーサー  
φ12.5×1.7㎝（磁） 400円

ケ553-256 19㎝浅口スタックグラタン  
19×16×3.8㎝（磁） 1,800円
ケ553-266 16㎝浅口スタックグラタン  
16×13.5×3.5㎝（磁） 1,600円

ケ553-276 19㎝深口スタックグラタン  
19.5×16×4.4㎝（磁） 2,000円
ケ553-286 16㎝深口スタックグラタン  
16×13.5×4㎝（磁） 1,800円

ケ553-206 カプチーノカップ  
12×9.4×6.7㎝（250㏄）（磁） 800円
ケ553-226 兼用ソーサー  
φ14.5×1.8㎝（磁） 450円
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タ554-016 17.5㎝プレート  φ17.5×2㎝（40入･磁） ･･･････････････････780円
タ554-026 19㎝プレート  φ19.1×2㎝（40入･磁） ･･････････････････1,000円
タ554-036 21㎝プレート  φ20.8×2.2㎝（20入･磁） ･････････････････1,100円
タ554-046 23㎝プレート  φ23.1×2.5㎝（20入･磁） ･････････････････1,300円
タ554-056 25.5㎝プレート  φ25.6×2.7㎝（20入･磁） ･･････････････2,000円
タ554-066 28㎝プレート  φ27.8×3㎝（20入･磁） ･･････････････････2,300円
タ554-076 13.5㎝マルチボール  φ13.5×7.6㎝（40入･磁） ････････1,200円
タ554-086 12㎝マルチボール  φ12×6.8㎝（40入･磁） ････････････1,000円
タ554-096 11㎝マルチボール  φ11×6.2㎝（60入･磁） ･･･････････････900円
タ554-106 7.5㎝角鉢  7.5×3.5㎝（80入･磁） ･････････････････････････800円
タ554-116 9.5㎝角鉢  9.5×4.5㎝（80入･磁） ･･････････････････････1,200円
タ554-126 12.5㎝角鉢  12×5.6㎝（40入･磁） ･････････････････････1,900円
タ554-136 14㎝角鉢  14×6.5㎝（40入･磁） ･･･････････････････････2,100円

タ554-146 10㎝オーバルボール  10.2×7.1×3.4㎝（80入･磁） ･････1,000円
タ554-156 15.5㎝オーバルボール  15×10.8×5.2㎝（40入･磁） ･･･1,700円
タ554-166 20㎝オーバルボール  20.3×14.2×6.8㎝（20入･磁） ････2,800円
タ554-176 23㎝リムスープボール  φ23.3×3.5㎝（20入･磁） ･･･････1,400円
タ554-186 26㎝リムスープボール  φ25.8×3.7㎝（20入･磁） ･･･････2,100円
タ554-196 タレ皿  7.7×1.9㎝（80入･磁） ･･････････････････････････････800円
タ554-206 8.5㎝スクエアーボール  8.7×2.8㎝（80入･磁） ････････1,000円
タ554-216 10.5㎝スクエアーボール  10.8×3.3㎝（80入･磁） ･････1,100円
タ554-226 12.5㎝スクエアーボール  12.5×3.8㎝（40入･磁） ･････1,400円
タ554-236 8.5㎝スクエアー深皿  8.5×1.7㎝（80入･磁） ･････････････850円
タ554-246 11㎝スクエアー深皿  11×2.3㎝（80入･磁） ･･･････････1,000円
タ554-256 13㎝スクエアー深皿  13×2.6㎝（40入･磁） ･･･････････1,500円
タ554-266 17.5㎝スクエアー深皿  17.8×3.3㎝（40入･磁） ･･･････2,200円

タ554-276 18.5㎝角皿  18.6×2.2㎝（40入･磁） ･･･････････････････2,000円
タ554-286 21㎝角皿  21.2×2.4㎝（20入･磁） ･････････････････････2,500円
タ554-296 23.5㎝角皿  23.4×2.7㎝（20入･磁） ･･･････････････････3,200円
タ554-306 25.5㎝角皿  25.6×2.9㎝（20入･磁） ･･･････････････････3,600円
タ554-316 27.5㎝角皿  27.5×3.1㎝（20入･磁） ･･･････････････････4,200円
タ554-326 21㎝オーバルプラター  21.3×12.6×3.2㎝（30入･磁） ･･1,500円
タ554-336 28㎝オーバルプラター  28.4×16.8×4.2㎝（20入･磁） ･･3,300円
タ554-346 28㎝角プラター  28.2×18.2×2㎝（20入･磁） ･･･････････3,400円
タ554-356 30㎝角プラター  30.1×19.6×2.2㎝（10入･磁） ･････････3,900円
タ554-366 32㎝角プラター  32.2×21.2×2.4㎝（10入･磁） ･････････4,200円
タ554-376 コーヒー碗  φ9.4×7㎝（200㏄）（60入･磁） ･･････････････････900円
タ554-386 受皿  φ15.1×2㎝（60入･磁） ･･････････････････････････････650円
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ブリオ

ケ555-156 カプチーノカップ レッド  
12.1×9.4×6.1㎝（225㏄）（磁） 1,000円
ケ555-176 兼用ソーサー レッド  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-166 コーヒーカップ レッド  
11.8×8.8×5.7㎝（180㏄）（磁） 950円
ケ555-176 兼用ソーサー レッド  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-186 カプチーノカップ ブラウン  
12.1×9.4×6.1㎝（225㏄）（磁） 1,000円
ケ555-206 兼用ソーサー ブラウン  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-196 コーヒーカップ ブラウン  
11.8×8.8×5.7㎝（180㏄）（磁） 950円
ケ555-206 兼用ソーサー ブラウン  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-216 カプチーノカップ ブラック  
12.1×9.4×6.1㎝（225㏄）（磁） 1,000円
ケ555-236 兼用ソーサー ブラック  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-226 コーヒーカップ ブラック  
11.8×8.8×5.7㎝（180㏄）（磁） 950円
ケ555-236 兼用ソーサー ブラック  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-246 カプチーノカップ イエロー  
12.1×9.4×6.1㎝（225㏄）（磁） 1,000円
ケ555-266 兼用ソーサー イエロー  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-256 コーヒーカップ イエロー  
11.8×8.8×5.7㎝（180㏄）（磁） 950円
ケ555-266 兼用ソーサー イエロー  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-276 カプチーノカップ グリーン  
12.1×9.4×6.1㎝（225㏄）（磁） 1,000円
ケ555-296 兼用ソーサー グリーン  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-286 コーヒーカップ グリーン  
11.8×8.8×5.7㎝（180㏄）（磁） 950円
ケ555-296 兼用ソーサー グリーン  
φ14×2.3㎝（磁） 700円

ケ555-016 
32㎝プレート  
φ32×3.1㎝（磁）
4,200円

ケ555-026 
27.5㎝プレート  
φ27.7×2.6㎝（磁）
2,400円

ケ555-036 
23㎝プレート  
φ23.3×2.2㎝（磁）
1,300円

ケ555-046 
19㎝プレート  
φ19.3×1.9㎝（磁）
1,000円

ケ555-056 
16㎝プレート  
φ16×1.5㎝（磁）
700円

ケ555-066 
24㎝スープ･パスタボール  
φ24.1×5.8㎝（磁）
1,900円

ケ555-076 
22㎝スープ･パスタボール  
φ22×5.5㎝（磁）
1,400円

ケ555-086 
15㎝ボール  
φ15×3.8㎝（磁）
930円

ケ555-126 
ピュアホワイト 11㎝ホローボール  
φ11×3.2㎝（磁）
1,200円

ケ555-136 
ピュアホワイト 9㎝ホローボール  
φ9×2.6㎝（磁）
1,000円

ケ555-146 
ピュアホワイト 11㎝オーバルホローボール  
10×7×4.4㎝（磁）
1,100円

ケ555-106 コーヒーカップ  
11.8×8.8×5.7㎝（180㏄）（磁） 850円
ケ555-116 兼用ソーサー  
φ14×3.2㎝（磁） 600円

ケ555-096 カプチーノカップ  
12.1×9.4×6.1㎝（225㏄）（磁） 930円
ケ555-116 兼用ソーサー  
φ14×3.2㎝（磁） 600円
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ホワイトアルト

アリス白磁マット

オ556-056 27㎝ディナー  
φ27.3×3.6㎝（30入･磁） 1,000円

オ556-046 26㎝ミート  
φ26×2.5㎝（40入･磁） 860円

オ556-036 23㎝ミート  
φ22.8×2.5㎝（50入･磁） 560円

オ556-026 20㎝デザート  
φ19.5×2.2㎝（90入･磁） 360円

オ556-016 16㎝パン皿  
φ16.2×2㎝（120入･磁） 290円

オ556-066 23㎝スープ  
φ23.2×4.4㎝（50入･磁） 560円

オ556-076 21㎝スープ  
φ21.4×4.2㎝（60入･磁） 380円

オ556-086 20㎝スープ  
φ20.5×3.7㎝（60入･磁） 380円

オ556-096 14㎝フルーツ  
φ14.2×3㎝（120入･磁） 290円

オ556-106 16㎝ボール  
φ16×5.1㎝（40入･磁） 360円

オ556-116 24㎝ボール  
φ23.5×6.2㎝（30入･磁） 970円

オ556-166 イルカ仕切皿（大）  
27×26.5×3㎝（磁） 2,500円

オ556-176 イルカ仕切皿（小）  
23.5×23×3㎝（磁） 2,000円

オ556-126 コーヒー碗  
φ7.9×6.9㎝（195㏄）（磁） 570円
オ556-136 ソーサー  
φ14.2×2.6㎝（磁） 220円

オ556-146 紅茶碗  
φ9.2×6㎝（220㏄）（磁） 620円
オ556-156 ソーサー  
φ14.2×2.6㎝（磁） 220円

オ556-516 13㎝取皿（白磁）  
φ12.7×1.7㎝（磁） 310円

オ556-526 17㎝丸皿（白磁）  
φ16.9×2.0㎝（磁） 350円

オ556-536 20㎝丸皿（白磁）  
φ20.3×2.4㎝（磁） 420円

オ556-546 24㎝丸皿（白磁）  
φ24.2×2.8㎝（磁） 670円

オ556-556 27㎝丸皿（白磁）  
φ27.1×3.2㎝（磁） 1,000円

オ556-566 
12㎝ボール（白磁）  
φ11.8×5.8㎝（磁） 350円

オ556-576 
13㎝ボール（白磁）  
φ13.1×5.3㎝（磁） 430円

オ556-586 
16㎝ボール（白磁）  
φ15.8×6.5㎝（磁） 550円

オ556-596 
20㎝ボール（白磁）  
φ19.9×7.0㎝（磁） 750円

オ556-606 
21㎝ボール（白磁）  
φ20.9×8.0㎝（磁） 990円

オ556-616 コーヒーカップ（白磁）  
9.5×7.0×6.5㎝（130㏄）（磁） 480円
オ556-626 ソーサー（白磁）  
15.0×2.3㎝（磁） 320円
オ556-636 コーヒースプーン（強化）  
13.6×2.8㎝（強） 390円

オ556-646 
マグカップ（白磁）  
11.0×8.1×8.6㎝（磁） 
560円

オ556-656 
12㎝角皿（白磁）  
12.4×12.4×2.1㎝（磁） 
700円

オ556-666 
16㎝角皿（白磁）  
16.5×16.5×2.4㎝（磁） 
920円

オ556-676 
21㎝角皿（白磁）  
21×21×2.7㎝（磁） 
1,390円

オ556-686 
25㎝角皿（白磁）  
25×25×3㎝（磁） 
1,970円

オ556-696 
29㎝角皿（白磁）  
29×29×4㎝（磁） 
3,000円

オ556-706 
22㎝深皿（白磁）  
φ22.1×4.0㎝（磁） 520円

オ556-716 
24㎝深皿（白磁）  
φ24.7×4.4㎝（磁） 670円

オ556-726 
14㎝深皿（白磁）  
φ14.6×3.4㎝（磁） 320円
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オーバル&スクウエアー 

ネ557-016 オーバル 25㎝ 浅皿 白  24.7×21.8×3.1㎝（磁） ･･･････870円
ネ557-026 オーバル 21㎝ 浅皿 白  21.1×18.8×2.5㎝（磁） ･･･････590円
ネ557-036 オーバル 17㎝ 浅皿 白  17.1×15.4×2.2㎝（磁） ･･･････440円
ネ557-046 オーバル 13㎝ 浅皿 白  12.8×11.7×2.4㎝（磁） ･･･････390円
ネ557-056 オーバル 28㎝ 深皿 白  27.5×24.6×3.9㎝（磁） ････1,350円
ネ557-066 オーバル 25㎝ 深皿 白  24.7×21.9×4.3㎝（磁） ･･･････870円
ネ557-076 オーバル 22㎝ 深皿 白  22×19.5×4㎝（磁） ･･････････690円
ネ557-086 オーバル 17㎝ 深皿 白  17.3×15.4×3.3㎝（磁） ･･･････440円
ネ557-096 オーバル 14㎝ 深皿 白  14.3×12.8×3.6㎝（磁） ･･･････390円
ネ557-106 オーバル 10㎝ 深皿 白  10.4×9.2×3㎝（磁） ･･････････470円
ネ557-116 オーバル 9㎝ 深皿 白  8.6×7.8×2.5㎝（磁） ･･･････････470円
ネ557-126 オーバル 24㎝ ボール 白  24.4×21.6×7㎝（磁） ････1,500円

ネ557-136 オーバル 21㎝ ボール 白  20.6×17.3×6.3㎝（磁） ･･1,050円
ネ557-146 オーバル 17㎝ ボール 白  16.6×15.3×5.5㎝（磁） ･････590円
ネ557-156 オーバル 14㎝ ボール 白  13.9×12.3×5㎝（磁） ･･･････530円
ネ557-166 オーバル 12㎝ ボール 白  11.6×10.3×4.4㎝（磁） ･････490円
ネ557-176 オーバル 9㎝ ボール 白  8.8×7.7×4㎝（磁） ･･･････････430円
ネ557-186 スクウエアー 25㎝浅皿  24.8×24.8×2.9㎝（磁） ････1,350円
ネ557-196 スクウエアー 22㎝浅皿  22×22×2.9㎝（磁） ･･･････････870円
ネ557-206 スクウエアー 19㎝浅皿  18.6×18.6×2.7㎝（磁） ･･･････590円
ネ557-216 スクウエアー 15㎝浅皿  15.4×15.4×2.3㎝（磁） ･･･････440円
ネ557-226 スクウエアー 12㎝浅皿  11.6×11.6×2.4㎝（磁） ･･･････390円
ネ557-236 スクウエアー 25㎝深皿  25×25×4㎝（磁） ･････････1,350円
ネ557-246 スクウエアー 22㎝深皿  21.8×21.8×4.3㎝（磁） ･･･････870円

ネ557-256 スクウエアー 20㎝深皿  19.5×19.5×3.8㎝（磁） ･･･････690円
ネ557-266 スクウエアー 15㎝深皿  15.4×15.4×3.2㎝（磁） ･･･････440円
ネ557-276 スクウエアー 13㎝深皿  12.9×12.9×3.5㎝（磁） ･･･････390円
ネ557-286 スクウエアー 9㎝深皿  9.2×9.2×3㎝（磁） ･････････････530円
ネ557-296 スクウエアー 8㎝深皿  7.8×7.8×2.6㎝（磁） ･･･････････380円
ネ557-306 スクウエアー 22㎝ボール  21.9×21.9×7.1㎝（磁） ･･1,500円
ネ557-316 スクウエアー 18㎝ボール  17.7×17.7×6.5㎝（磁） ･･1,050円
ネ557-326 スクウエアー 16㎝ボール  15.5×15.5×5.5㎝（磁） ･････590円
ネ557-336 スクウエアー 12㎝ボール  12.4×12.4×5㎝（磁） ･･･････530円
ネ557-346 スクウエアー 10㎝ボール  10.3×10.3×4.4㎝（磁） ･････490円
ネ557-356 スクウエアー 8㎝ボール  7.8×7.8×3.9㎝（磁） ･･････････480円
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リアルホワイト 

ハ558-016 21デザートプレート  φ21×2.4㎝（50入･磁） ･･････････650円
ハ558-026 24.5ミート  φ24.5×2.8㎝（40入･磁） ･････････････････850円
ハ558-036 26ディナープレート  φ26.2×2.8㎝（36入･磁） ･････1,400円
ハ558-046 27.5ディナープレート  φ27.9×2.8㎝（30入･磁） ･･1,700円
ハ558-056 31チョッププレート  φ31×3.3㎝（20入･磁） ･･･････3,100円
ハ558-066 17プレート  φ17×2㎝（100入･磁） ･･･････････････････500円
ハ558-076 19.5ケーキプレート  φ19.5×2.1㎝（80入･磁） ･･･････600円
ハ558-086 スタック両手スープカップ  16×φ10.8×5.5㎝（300㏄）（10×8入･磁） ･･1,200円
ハ558-096 スタック片手スープカップ  13.4×φ10.8×5.5㎝（300㏄）（10×8入･磁）･･1,100円
ハ558-106 スタックカプチーノ碗  φ8.5×6.1㎝（230㏄）（10×10入･磁） ･･800円

ハ558-116 スタックコーヒー碗  φ8.2×5.5㎝（180㏄）（10×12入･磁） ･･700円
ハ558-126 兼用受皿  φ14.3㎝（120入･磁） ･････････････････････430円
ハ558-136 17オートミール  φ17×4.9㎝（90入･磁） ･･････････････780円
ハ558-146 14.5フルーツ  φ14.6×3.2㎝（120入･磁） ････････････530円
ハ558-156 12㎝ウェーブボール  12.1×11.7×6.6㎝（80入･磁） ･･780円
ハ558-166 スタックエスプレッソ碗  φ6.5×5.2㎝（100㏄）（20×8入･磁） ･･600円
ハ558-176 エスプレッソ受皿  φ12.3㎝（120入･磁） ･････････････400円
ハ558-186 24パスタボール  φ24×4.8㎝（36入･磁） ･･････････1,400円
ハ558-196 24リムスープ  φ24.3×3.9㎝（40入･磁） ･･･････････1,300円
ハ558-206 26リムスープ  φ26.3×4.7㎝（30入･磁） ･･･････････1,800円

ハ558-216 26オーバルベーカー  26×18.6×5.5㎝（40入･磁） ･･2,700円
ハ558-226 30オーバルベーカー  30×21.3×5.5㎝（30入･磁） ･･3,300円
ハ558-236 25リムプラター  25.8×17.5×3.4㎝（40入･磁） ････1,700円
ハ558-246 27リムプラター  27.3×19.2×3.8㎝（36入･磁） ････1,900円
ハ558-256 31リムプラター  32×22.8×4.2㎝（30入･磁） ･･････2,800円
ハ558-266 35リムプラター  35.7×23.7×4.3㎝（20入･磁） ････4,800円
ハ558-276 37リムプラター  37.5×26.3×4.6㎝（16入･磁） ････5,400円
ハ558-286 26ピザプレート  φ26.2×1.2㎝（30入･磁） ･････････2,800円
ハ558-296 31.5ピザプレート  φ31.7×1.1㎝（20入･磁） ･･･････4,000円
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プレッツァ 

ヤ559-016 W6.5吋パン皿  φ17.3×2.3㎝（120入･磁） ･･･360円
ヤ559-026 W8吋デザート  φ21.5×2.5㎝（60入･磁） ･････500円
ヤ559-036 W9.5吋ミート  φ24.6×3.3㎝（50入･磁） ･･････680円
ヤ559-046 W11吋ディナー  φ28×3.8㎝（40入･磁） ･･1,100円
ヤ559-056 W12吋チョップ  φ31.3×4.7㎝（30入･磁） ･･3,900円
ヤ559-066 W8吋スープ  φ21.8×3.8㎝（60入･磁） ･･･････550円
ヤ559-076 W9吋スープ  φ24.2×4.6㎝（50入･磁） ･･･････730円
ヤ559-086 N7.5吋ケーキ  φ19×2.5㎝（90入･磁） ･･･････420円
ヤ559-096 N8吋デザート  φ21.3×2.6㎝（60入･磁） ･･････460円
ヤ559-106 N9.5吋ミート  φ24.6×3.3㎝（50入･磁） ･･････630円
ヤ559-116 N10.5吋ディナー  φ27.5×3.9㎝（40入･磁） ･990円
ヤ559-126 N6.5吋パン皿  φ17.4×2.4㎝（120入･磁） ･･･330円
ヤ559-136 N8吋スープ  φ21.8×3.6㎝（60入･磁） ･･･････500円
ヤ559-146 N9吋スープ  φ24.2×4.2㎝（50入･磁） ･･･････680円
ヤ559-156 Nフルーツ  φ14.2×3.3㎝（120入･磁） ････････310円

ヤ559-166 Nオートミル  φ17×5㎝（90入･磁） ････････････420円
ヤ559-176 N9吋サラダボール  φ23.8×6.4㎝（40入･磁） ･･1,270円
ヤ559-186 13㎝フリーボール  φ13.2×6.3㎝（60入･磁） ･･530円
ヤ559-196 16㎝フリーボール  φ15.8×6.4㎝（50入･磁） ･･730円
ヤ559-206 12㎝フリーボール  φ11.7×6.1㎝（80入･磁） ･･380円
ヤ559-216 11㎝フリーボール  φ10.6×5.9㎝（120入･磁） ･･350円
ヤ559-226 8㎝フリーボール  φ8.5×5.7㎝（150入･磁） ･･･320円
ヤ559-236 アメリカン碗  270㏄（6×8入･磁） ････････････660円
ヤ559-246 受皿  φ16.6×2.5㎝（60入･磁） ･･･････････････280円
ヤ559-256 コーヒー碗  220㏄（6×10入･磁） ･････････････600円
ヤ559-266 デミタス碗  110㏄（6×12入･磁） ･････････････550円
ヤ559-276 デミ受皿  φ13.3×2.1㎝（80入･磁） ･･･････････260円
ヤ559-286 フリーカップ  φ7.6×10.5㎝（270㏄）（80入･磁） ･･480円
ヤ559-296 10㎝小皿  φ10×2.7㎝（200入･磁） ･･････････310円
ヤ559-306 ポットS  480㏄（60入･磁） ････････････････2,900円

ヤ559-316 ポットL  800㏄（40入･磁） ･････････････････3,600円
ヤ559-326 セロリ皿L  36.3×16×5.2㎝（20入･磁） ･････1,700円
ヤ559-336 セロリ皿S  25.6×12×4㎝（40入･磁） ･･････1,000円
ヤ559-346 強化スプーン  14㎝（200入･磁） ･････････････360円
ヤ559-356 クリーマー  90㏄（120入･磁） ･････････････1,500円
ヤ559-366 シュガー  170㏄（80入･磁） ･･･････････････2,100円
ヤ559-376 12㎝角皿  12.4×2.6㎝（100入･磁） ･･････････650円
ヤ559-386 14㎝角皿  14.5×2.6㎝（90入･磁） ････････1,080円
ヤ559-396 18㎝角皿  17.8×2.6㎝（60入･磁） ････････1,470円
ヤ559-406 23㎝角皿  22.7×2.6㎝（50入･磁） ････････1,800円
ヤ559-416 長角皿L  30.7×15.7×2.1㎝（40入･磁） ････1,350円
ヤ559-426 長角皿S  22.3×10.4×1.8㎝（60入･磁） ･･･････990円
ヤ559-436 長角皿M  30.7×10.4×1.8㎝（50入･磁） ･･･1,230円
ヤ559-446 8㎝角皿  7.7×1.5㎝（150入･磁） ･････････････340円
ヤ559-456 10㎝角皿  9.6×2㎝（120入･磁） ･････････････390円
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粉引黒い斑点
※クリーム色に黒い点々がついた和風洋食器です。受皿はすべて共通です。

ホ560-026 コーヒー碗  
φ7.4×6.8㎝（160㏄）（100入･磁） 390円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-016 
26㎝楕円ベーカー  
26.3×18.5×6㎝（30入･磁）
2,000円

ホ560-126 スタックスープ碗  
φ10×5.4㎝（280㏄）（60入･磁） 490円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-136 
AS13㎝皿（メタ）  
φ12.7×2.2㎝（120入･磁）
320円

ホ560-146 
AS15㎝皿（メタ）  
φ15×2.3㎝（80入･磁）
340円

ホ560-156 
リム17㎝皿  
φ16.7×2.2㎝（70入･磁）
360円

ホ560-166 
リム19㎝皿  
φ19×2.3㎝（50入･磁）
430円

ホ560-176 
リム21㎝皿  
φ21×2.3㎝（40入･磁）
450円

ホ560-186 
リム23㎝皿  
φ23×2.5㎝（35入･磁）
610円

ホ560-196 
リム26㎝皿  
φ26.2×3㎝（30入･磁）
980円

ホ560-206 
10㎝深皿（メタ）  
φ10×2.5㎝（140入･磁）
290円

ホ560-216 
14㎝深皿（メタ）  
φ14.2×3㎝（120入･磁）
330円

ホ560-226 
16㎝深鉢（メタ）  
φ16×5㎝（60入･磁）
430円

ホ560-236 
19㎝深皿（メタ）  
φ19.5×3.8㎝（50入･磁）
510円

ホ560-246 
リム21㎝深皿  
φ21×4.2㎝（40入･磁）
510円

ホ560-256 
リム23㎝深皿  
φ23.5×4.5㎝（35入･磁）
610円

ホ560-266 
7㎝ボール  
φ7.4×4㎝（140入･磁）
270円

ホ560-276 
9㎝ボール  
φ9×5.2㎝（100入･磁）
430円

ホ560-286 
11㎝ボール  
φ11.5×5.5㎝（80入･磁）
480円

ホ560-296 
14㎝ボール  
φ14.2×6㎝（60入･磁）
590円

ホ560-306 
16㎝ボール  
φ16.2×6.6㎝（50入･磁）
720円

ホ560-316 
19㎝ボール  
φ19.6×7.6㎝（40入･磁）
840円

ホ560-326 
21㎝ボール  
φ20.7×8.8㎝（30入･磁）
990円

ホ560-046 兼用碗  
φ8.3×5.5㎝（170㏄）（100入･磁） 410円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-056 カプチーノ碗  
φ9×5.6㎝（210㏄）（80入･磁） 420円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-066 アメリカン碗  
φ7.8×7.2㎝（220㏄）（80入･磁） 420円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-076 スープ碗  
φ10×5.4㎝（240㏄）（60入･磁） 490円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-086 スタックコーヒー碗  
φ7.2×6.5㎝（180㏄）（100入･磁） 390円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-096 スタック兼用碗  
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（100入･磁） 410円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-106 スタックカプチーノ碗  
φ9×5.8㎝（240㏄）（80入･磁） 420円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ560-116 スタックアメリカン碗  
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（80入･磁） 420円
ホ560-036 兼用受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円
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316
326

016
026
036

126
136

146
116

336
346
356

246
256

046
056
066

366

266

576

276

436
446
456
466
476
486

156
166
176
186
196

076
086
096
106

416
426

376
386
396
406

516
526
536
546
556
566

496
506

216
226
236

206

286
296
306

白玉渕 

ヤ561-206 手付8吋プラター  20.8×12.8㎝（60入･磁） ･････900円
ヤ561-216 手付9吋プラター  24×14.8㎝（50入･磁） ････ 1,350円
ヤ561-226 手付10吋プラター  25.5×15.7㎝（40入･磁）･･ 1,380円
ヤ561-236 手付12吋プラター  31×19.5㎝（30入･磁） ･･ 2,200円
ヤ561-246 8吋スープ  φ21×4.2㎝（60入･磁） ･･････････････440円
ヤ561-256 9吋スープ  φ23.5×4.7㎝（50入･磁） ････････････560円
ヤ561-266 7.5吋クープ  φ19×3.7㎝（60入･磁） ････････････580円
ヤ561-276 6.5吋オートミル  φ16.4×4.9㎝（90入･磁） ･･･････390円
ヤ561-286 9吋セロリー皿  23.3×11×3㎝（40入･磁） ････ 1,100円
ヤ561-296 12吋セロリー皿  30.8×14×4㎝（30入･磁） ･･ 2,450円
ヤ561-306 14吋セロリー皿  36×17×4.7㎝（20入･磁） ･･ 3,000円
ヤ561-316 楕円10吋ランチ皿  25.7×18.2㎝（40入･磁） ･･ 1,580円
ヤ561-326 楕円12吋ランチ皿  30.5×21.5㎝（30入･磁） ･･ 2,400円
ヤ561-336 丸8吋ランチ皿  φ20.6×2.4㎝（50入･磁） ････ 1,250円
ヤ561-346 丸9吋ランチ皿  φ22.6×3㎝（40入･磁） ･･････ 1,450円
ヤ561-356 丸10吋ランチ皿  φ25×3.5㎝（30入･磁） ････ 1,880円
ヤ561-366 9吋餃子皿  22.8×16.5㎝（50入･磁）･････････ 1,250円
ヤ561-376 メタ8吋プラター  21.2×14.7㎝（60入･磁） ･･･････860円
ヤ561-386 メタ9吋プラター  23.5×16.3㎝（50入･磁） ････ 1,050円

ヤ561-396 メタ10吋プラター  26.1×18.1㎝（40入･磁） ･･ 1,280円
ヤ561-406 メタ12吋プラター  31.5×22.6㎝（30入･磁） ･･ 2,000円
ヤ561-416 メタ14吋プラター  37.6×28.6㎝（20入･磁） ･･ 3,680円
ヤ561-426 メタ16吋プラター  42.4×31㎝（20入･磁） ････ 5,500円
ヤ561-436 8吋プラター  20.8×14.6㎝（60入･磁） ･･･････････860円
ヤ561-446 9吋プラター  23.3×16.9㎝（50入･磁） ････････ 1,050円
ヤ561-456 10吋プラター  25.7×18.7㎝（40入･磁） ･･････ 1,280円
ヤ561-466 12吋プラター  30.6×22.6㎝（30入･磁） ･･････ 2,000円
ヤ561-476 14吋プラター  37.5×27.5㎝（20入･磁） ･･････ 3,680円
ヤ561-486 16吋プラター  41.6×30.5㎝（20入･磁） ･･････ 5,500円
ヤ561-496 メタ6.5吋パン皿  φ16.3×2.2㎝（120入･磁） ････310円
ヤ561-506 メタ7.5吋ケーキ皿  φ19×2.4㎝（90入･磁） ･････360円
ヤ561-516 メタ8吋ミート  φ21.1×2.2㎝（60入･磁） ･･････････360円
ヤ561-526 メタ9吋ミート  φ23.8×2.5㎝（50入･磁） ･･････････560円
ヤ561-536 メタ10吋ミート  φ25.9×2.6㎝（40入･磁） ････････860円
ヤ561-546 メタ12吋皿  φ31.8×3.6㎝（30入･磁） ････････ 3,300円
ヤ561-556 メタ14吋皿  φ35.4×4.2㎝（20入･磁） ････････ 8,300円
ヤ561-566 メタ16吋皿  φ41.1×4.3㎝（12入･磁） ･･････ 18,000円
ヤ561-576 5.5吋フルーツ  φ14×3㎝（120入･磁） ･･････････290円

ヤ561-106 角12吋プラター（ウス）  29.7×19.6㎝（30入･磁） ･･ 2,450円
ヤ561-116 12吋仕切ベーカー  30.7×18×4.7㎝（20入･磁） ･･ 3,600円
ヤ561-126 9吋ベーカー  24×17.2×5㎝（40入･磁） ･･････ 1,250円
ヤ561-136 10吋ベーカー  26.2×19×6㎝（30入･磁） ･････ 2,200円
ヤ561-146 角13吋ランチ皿  28.6×21.8㎝（20入･磁） ･･･ 3,880円
ヤ561-156 6.5吋パン皿  φ16.5×1.6㎝（120入･磁） ････････310円
ヤ561-166 7.5吋ケーキ皿  φ19.2×2㎝（90入･磁） ･････････360円
ヤ561-176 8吋ミート  φ21×1.8㎝（60入･磁） ････････････････370円
ヤ561-186 9吋ミート  φ23×2㎝（50入･磁） ･････････････････560円
ヤ561-196 10吋ミート  φ26.3×2.7㎝（40入･磁） ･････････ 1,150円

ヤ561-016 C型8吋ベーカー  21.5×13×5㎝（60入･磁） ･･ 1,150円
ヤ561-026 C型9吋ベーカー  24.2×14.7×5.4㎝（40入･磁） ･･ 1,300円
ヤ561-036 C型10吋ベーカー  26.8×16×6㎝（30入･磁） ･･ 2,150円
ヤ561-046 手付8吋ベーカー  21×12.9×4.4㎝（50入･磁） ･･ 1,000円
ヤ561-056 手付9.5吋ベーカー  24.4×15×5㎝（40入･磁） ･･ 1,750円
ヤ561-066 手付10吋ベーカー  26×15.2×5㎝（30入･磁） ･･ 2,200円
ヤ561-076 角8吋プラター（ウス）  18.2×12.2㎝（60入･磁） ･･780円
ヤ561-086 角9吋プラター（ウス）  22.3×14.9㎝（50入･磁） ･･ 1,250円
ヤ561-096 角10吋プラター（ウス）  26×17.2㎝（40入･磁） ･･ 1,700円
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ハーモニー

ヤ562-076 8.5吋スープ  
φ22.2×4.2㎝（50入･磁） 500円

ヤ562-086 9.5吋スープ  
φ25×5㎝（40入･磁） 650円

ヤ562-096 11吋スープ  
φ28.6×4.4㎝（30入･磁） 1,100円

ヤ562-106 7.5吋クープ  
φ19.5×3.8㎝（50入･磁） 420円

ヤ562-116 オートミル  
φ16×5㎝（60入･磁） 380円

ヤ562-126 5.5吋フルーツ  
φ14.2×3㎝（100入･磁） 320円

ヤ562-136 5吋取皿  
φ12.7×2.2㎝（150入･磁） 280円

ヤ562-146 4吋小皿  
φ10×2.5㎝（120入･磁） 280円

ヤ562-156 11㎝ボール  
φ11.2×6㎝（80入･磁） 380円

ヤ562-166 14㎝ボール  
φ14.2×6.7㎝（60入･磁） 450円

ヤ562-176 19㎝ボール  
φ18.8×7.3㎝（40入･磁） 700円

ヤ562-186 21㎝ボール  
φ21.6×9㎝（30入･磁） 950円

ヤ562-196 25㎝ボール  
φ25.5×9.5㎝（30入･磁） 1,600円

ヤ562-206 9㎝深ボール  
φ9.4×6.2㎝（100入･磁） 400円

ヤ562-216 12㎝深ボール  
φ12.2×7.3㎝（80入･磁） 480円

ヤ562-226 13㎝深ボール  
φ13.7×7.8㎝（60入･磁） 540円

ヤ562-236 15㎝深ボール  
φ14.8×8.5㎝（50入･磁） 650円

ヤ562-246 16㎝深ボール  
φ16.5×8.7㎝（40入･磁） 700円

ヤ562-256 19㎝深ボール  
φ18.6×10.2㎝（30入･磁） 1,000円

ヤ562-266 飯碗  
φ11.5×6.4㎝（120入･磁） 450円

ヤ562-276 グラタンS  
φ13.3×4㎝（80入･磁） 400円

ヤ562-286 グラタンM  
φ14.6×4.3㎝（50入･磁） 450円

ヤ562-056 7.5吋ケーキ皿  
φ19.5×2.4㎝（60入･磁） 380円
ヤ562-066 6.5吋パン皿  
φ17×2.2㎝（80入･磁） 320円

ヤ562-016 11吋ミート  
φ27.8×3.3㎝（30入･磁） 1,050円
ヤ562-026 10吋ミート  
φ26.3×3㎝（40入･磁） 950円
ヤ562-036 9吋ミート  
φ23.2×3㎝（40入･磁） 600円
ヤ562-046 8吋ミート  
φ21.3×2.5㎝（50入･磁） 400円

ヤ562-296 グラタンL  
φ16.3×4.5㎝（40入･磁） 500円

ヤ562-306 アメリカン碗  
φ8×8.6㎝（210㏄）（60入･磁） 550円
ヤ562-316 兼用受皿  
φ15×2.3㎝（60入･磁） 280円

ヤ562-326 コーヒー碗  
φ7.5×6.8㎝（170㏄）（60入･磁） 500円
ヤ562-336 兼用受皿  
φ15×2.3㎝（60入･磁） 280円

ヤ562-346 エスプレッソ碗  
φ7×6.5㎝（130㏄）（80入･磁） 460円
ヤ562-356 兼用受皿  
φ15×2.3㎝（80入･磁） 280円
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シルキーウェーブ

ツ563-016 61/2パン皿  
φ17㎝（80入･磁） 700円

ツ563-026 71/2吋ライス皿  
φ19.8㎝（60入･磁） 880円

ツ563-036 9吋シート  
φ23.5㎝（50入･磁） 1,300円

ツ563-046 10吋ディナー皿  
φ26㎝（40入･磁） 2,000円

ツ563-056 ブリオンカップ  
φ11.5㎝（310㏄）（10×6入･磁） 1,450円
ツ563-066 受皿  
φ17㎝（80入･磁） 700円

ツ563-076 コーヒー碗  
7.7×6.5㎝（185㏄）（6×8入･磁） 830円
ツ563-086 兼用受皿  
14.5㎝（磁） 650円

ツ563-096 アメリカン碗  
8.9×7.4㎝（250㏄）（6×8入･磁） 1,050円
ツ563-106 兼用受皿  
14.5㎝（磁） 650円

ツ563-116 紅茶碗  
9.2×5.2㎝（190㏄）（6×8入･磁） 880円
ツ563-126 兼用受皿  
14.5㎝（磁） 650円

ツ563-136 61/2吋オートミル  
φ16.3㎝（80入･磁） 950円

ツ563-146 71/2吋クープ  
φ19㎝（60入･磁） 1,250円

ツ563-156 9吋スープ  
φ23.5㎝（50入･磁） 1,600円

ツ563-166 12吋プラター  
31.5×19.5㎝（20入･磁） 3,600円

ツ563-176 
51/2吋フルーツ  
φ14㎝（100入･磁） 
700円

ツ563-186 
シェル51/2吋サラダボール  
14.5×14.2×4㎝（80入･磁） 
1,450円

ツ563-196 
グラタン  
20.8×12.4㎝（50入･磁） 
1,600円

ツ563-206 
花型6吋ボール  
14×14×3.1㎝（60入･磁） 
930円

ツ563-216 
アマンド  
8.5×8.5㎝（120入･磁） 
600円

ツ563-226 
シェルトレイ（小）  
10.2×10㎝（80入･磁） 
700円

ツ563-236 
シェル5吋コキール  
13×12.5㎝（80入･磁） 
1,000円

ツ563-246 
シェルトレイ（大）  
24.3×23.7㎝（30入･磁） 
3,300円
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フォルム・リンツ（K364）（中国）（磁器）

イ564-186 
スクエアボール6”  
15.5×15.5×4.7㎝ 1,500円

イ564-196 
スクエアボール8”  
19.5×19.5×5.8㎝ 2,100円

イ564-206 
スクエアボール91/4”  
23.3×23.3×6.5㎝ 3,050円

イ564-216 
スクエアプレート7”  
17×17×2㎝ 1,350円

イ564-226 
スクエアプレート8”  
20×20×2.5㎝ 1,700円

イ564-236 
スクエアプレート81/2”  
21.5×21.5×2.7㎝ 2,100円

イ564-246 
スクエアプレート10”  
26×26×3.5㎝ 2,850円

イ564-256 
スクエアプレート12”  
30.3×30.3×3.5㎝ 4,950円

イ564-266 
クーププレート7”  
φ18×3.1㎝ 1,250円

イ564-276 
クーププレート8”  
φ20.3×3.5㎝ 1,700円

イ564-286 
クーププレート9”  
φ22.5×3.7㎝ 2,100円

イ564-296 
クーププレート103/4”  
φ27.5×4.5㎝ 3,450円

イ564-306 
クーププレート12”  
φ30.5×5㎝ 4,800円

イ564-316 
ハス切ボール（SS）  
11.3×11.1×4.5㎝ 670円

イ564-326 
ハス切ボール（S）  
14.3×14×6㎝ 950円

イ564-336 
ティーカップ  
φ10.4×5.5㎝（200㏄） 950円

イ564-346 
コーヒーカップ  
φ9×6.5㎝（200㏄） 950円

イ564-356 
兼用ソーサー  
φ15×2㎝ 760円

イ564-366 
オーバルプレート81/2”  
20.7×13×4.5㎝ 1,700円

イ564-376 
オーバルプレート11”  
27.2×16×5.5㎝ 2,550円

イ564-386 オーバルプレート12”  
32.4×19.7×7.3㎝ 4,750円

イ564-016 
プレート5”  
φ12.5×1.3㎝
570円

イ564-026 
プレート6”  
φ15.5×1.5㎝
800円

イ564-036 
プレート7”  
φ18×1.7㎝
1,150円

イ564-046 
プレート8”  
φ20.3×1.8㎝ 
1,500円

イ564-056 プレート9”  
φ23.4×2.2㎝ 1,950円

イ564-066 プレート10”  
φ25.8×2.2㎝ 2,550円

イ564-076 プレート12”  
φ30.7×2.8㎝ 4,100円

イ564-086 ボール51/4”  
φ12.8×7.1㎝ 1,350円

イ564-096 ボール6”  
φ15.1×8.5㎝ 1,800円

イ564-106 ボール7”  
φ18.1×19.5㎝ 3,000円

イ564-116 ボール8”  
φ20.3×10.2㎝ 4,000円

イ564-126 ボール101/2”  
φ26.5×12.4㎝ 9,500円

イ564-136 ボール121/2”  
φ31×13.8㎝ 10,500円

イ564-146 
スクエアボール11”  
27.3×27.3×8㎝ 5,700円

イ564-156 
ピーチボール（S）  
11.5×10×4.3㎝ 
1,300円

イ564-166 
ピーチボール（M）  
13.5×11.8×5.2㎝ 
1,700円

イ564-176 
ピーチボール（L）  
17.5×15.5×6.5㎝ 
2,550円

イ564-396 
ディバイドプレート 3ホール  
18.3×6×2㎝ 530円

イ564-406 
ディバイドプレート 2ホール  
14.5×7.1×2.8㎝ 480円

イ564-416 
スクエアプレート10㎝  
10×10×0.8㎝ 380円

イ564-446 
スクエアプレート22㎝  
22×22×1.7㎝ 1,900円

イ564-426 
スクエアプレート15㎝  
15×15×1.5㎝ 760円

イ564-456 
スクエアプレート26㎝  
26.3×26.3×2㎝ 2,600円

イ564-436 
スクエアプレート18㎝  
18.2×18.2×1.5㎝ 1,200円

イ564-466 
スクエアプレート31㎝  
31×31×2.3㎝ 3,800円

洋陶オープン洋
陶
オ
ー
プ
ン

564



エウロパビアンカ（中国）

イ565-076 トライアングルマルチボール（S）  
18×18×9㎝ 2,500円
イ565-086 トライアングルマルチボール（M）  
24.5×24.5×12.2㎝ 4,200円
イ565-096 トライアングルマルチボール（L）  
29.0×29×13.6㎝ 6,100円

イ565-106 反り型ボール（S）  
29×13.3×12.4㎝ 4,200円
イ565-116 反り型ボール（M）  
33×16×13㎝ 6,300円
イ565-126 反り型ボール（L）  
40.6×17.6×14.5㎝ 8,550円

イ565-136 トライアングルプレート（S）  
28×24.7×3.7㎝ 3,000円
イ565-146 トライアングルプレート（M）  
33.3×29.1×4.2㎝ 3,800円
イ565-156 トライアングルプレート（L）  
39×33×4.8㎝ 4,900円

イ565-166 ケーキプレート（S）  
29.3×12.9×2㎝ 2,850円
イ565-176 ケーキプレート（M）  
34.7×15.2×2.1㎝ 3,800円

イ565-186 11㎝leanボール  
φ11.5×4.6㎝ 700円
イ565-196 14㎝leanボール  
φ14.1×5.8㎝ 950円

イ565-206 
18.5㎝leanボール  
φ18.5×8.6㎝ 1,700円

イ565-216 
21㎝leanボール  
φ21×9.8㎝ 3,000円

イ565-226 
23.5㎝leanボール  
φ23.5×10.2㎝ 3,800円

イ565-236 アソートプレートデュオ（S）  
19.1×9.6×1.8㎝ 1,150円
イ565-246 アソートプレートデュオ（L）  
30.7×15.5×2.9㎝ 2,300円

イ565-256 アソートプレートトリオ（S）  
28.7×9.4×1.7㎝ 2,100円
イ565-266 アソートプレートトリオ（M）  
36.8×12.4×2.1㎝ 3,250円

イ565-016 コードパン16インチ用  
40.7×17.7×4.7㎝ 11,400円

イ565-026 コードパン20インチ用  
52×33×5.5㎝ 16,600円

イ565-046 
スクエアーマルチボール（M）  
21.5×21.5×8.6㎝ 2,500円
イ565-056 
スクエアーマルチボール（L）  
26.7×26.7×10㎝ 5,300円
イ565-066 
スクエアーマルチボール（LL）  
30×30×11㎝ 6,650円

イ565-036 
スクエアーマルチボール（S）  
15.6×15.6×6.7㎝ 1,300円

イ565-276 スクエアプレート（M）  
37.8×37.8×3.8㎝ 8,500円

イ565-286 スクエアプレート（L）  
44.5×44.5×4㎝ 13,000円

イ565-296 
オーバープレート（S）  
30×12×2.5㎝ 1,900円

イ565-306 
オーバープレート（M）  
34.8×13.7×3㎝ 2,800円

イ565-316 オーバープレート（L）  
45.8×17.3×3.7㎝ 6,000円
イ565-326 オーバープレート（LL）  
55.7×21×4.2㎝ 8,500円

イ565-336 
コニカルボール（SS）  
φ9.8×6.3㎝ 660円

イ565-346 
コニカルボール（S）  
φ13.5×8.2㎝ 1,500円

イ565-356 
コニカルボール（M）  
φ17.3×10.2㎝ 2,600円

イ565-366 
コニカルボール（L）  
φ20.2×12.2㎝ 3,400円

イ565-376 
コニカルボール（LL）  
φ22.4×13.5㎝ 4,700円
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アルテ

ラ566-016 
ホワイト 6吋プレート  
φ15.2×1.5㎝（磁）
660円

ラ566-026 
ホワイト 7.5吋プレート  
φ19×1.7㎝（磁）
880円

ラ566-036 
ホワイト 9吋プレート  
φ22.6×2㎝（磁）
1,200円

ラ566-046 
ホワイト 10吋プレート  
φ25.5×3㎝（磁）
1,760円

ラ566-056 
ホワイト 11吋プレート  
φ27.8×3㎝（磁）
2,080円

ラ566-066 
ホワイト 12吋プレート  
φ30.5×3.7㎝（磁）
3,500円

ラ566-076 
ホワイト 9吋リムスープ  
φ22.3×2.6㎝（磁）
1,300円

ラ566-086 
ホワイト 10吋リムスープ  
φ25×3.4㎝（磁）
1,860円

ラ566-096 
ホワイト 9吋カレー&スープ  
φ22.2×3.7㎝（磁）
1,300円

ラ566-106 
ホワイト 7吋クープスープ  
φ19.5×3.8㎝（磁）
980円

ラ566-116 
ホワイト 6.5吋オートミル  
φ17×4.4㎝（磁）
880円

ラ566-126 
ホワイト 5.5吋フルーツ  
φ14.4×3.3㎝（磁）
660円

ラ566-136 
ホワイト コーヒーカップ  
φ8×7㎝（190㏄）（磁）
760円

ラ566-146 
ホワイト カプチーノカップ  
φ9.1×6.4㎝（220㏄）（磁）
820円

ラ566-156 
ホワイト 兼用ソーサー  
φ14.8×1.8㎝（磁）
550円

ラ566-166 
ホワイト エスプレッソカップ  
φ7×5.8㎝（100㏄）（磁）
660円

ラ566-176 
ホワイト エスプレッソソーサー  
φ13.3×1.1㎝（磁）
480円

ラ566-186 
ブラック 6吋プレート  
φ15.2×1.5㎝（磁）
660円

ラ566-196 
ブラック 7.5吋プレート  
φ19×1.7㎝（磁）
880円

ラ566-206 
ブラック 9吋プレート  
φ22.6×2㎝（磁）
1,200円

ラ566-216 
ブラック 10吋プレート  
φ25.5×3㎝（磁）
1,760円

ラ566-226 
ブラック 11吋プレート  
φ27.8×3㎝（磁）
2,080円

ラ566-236 
ブラック 12吋プレート  
φ30.5×3.7㎝（磁）
3,500円

ラ566-246 
ブラック 9吋リムスープ  
φ22.3×2.6㎝（磁）
1,300円

ラ566-256 
ブラック 10吋リムスープ  
φ25×3.4㎝（磁）
1,860円

ラ566-266 
ブラック 9吋カレー&スープ  
φ22.2×3.7㎝（磁）
1,300円

ラ566-276 
ブラック 7吋クープスープ  
φ19.5×3.8㎝（磁）
980円

ラ566-286 
ブラック 6.5吋オートミル  
φ17×4.4㎝（磁）
880円

ラ566-296 
ブラック 5.5吋フルーツ  
φ14.4×3.3㎝（磁）
660円

ラ566-306 
ブラック コーヒーカップ  
φ8×7㎝（190㏄）（磁）
760円

ラ566-316 
ブラック カプチーノカップ  
φ9.1×6.4㎝（220㏄）（磁）
820円

ラ566-326 
ブラック 兼用ソーサー  
φ14.8×1.8㎝（磁）
550円

ラ566-336 
ブラック エスプレッソカップ  
φ7×5.8㎝（100㏄）（磁）
660円

ラ566-346 
ブラック エスプレッソソーサー  
φ13.3×1.1㎝（磁）
480円
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TUBE BLACK

TUBE WHITE

ラ567-016 
18㎝スクウェアプレート  
18×18×2㎝（磁） 1,500円

ラ567-026 
21㎝スクウェアプレート  
21×21×2㎝（磁） 2,300円

ラ567-036 
24.5㎝スクウェアプレート  
24.5×24.5×2㎝（磁） 3,080円

ラ567-046 11㎝角鉢  
11×11×4㎝（磁） 
980円

ラ567-056 16㎝角鉢  
15.5×15.5×4㎝（磁） 
1,760円

ラ567-066 プレートM  
φ18.5×1.8㎝（磁） 1,400円

ラ567-076 プレートL  
φ23.5×1.8㎝（磁） 2,400円

ラ567-086 プレートLL  
φ27.1×1.8㎝（磁） 3,200円

ラ567-096 ココットS  
φ6.3×3.4㎝（磁） 
500円

ラ567-106 ココットM  
φ7.9×4.2㎝（磁） 
620円

ラ567-116 ココットL  
φ11.2×5.1㎝（磁） 
980円

ラ567-126 カップ  
φ6.3×6.5㎝（130㏄）（磁） 
560円

ラ567-136 カップtall  
φ6.3×10.4㎝（250㏄）（磁） 
820円

ラ567-516 
18㎝スクウェアプレート  
18×18×2㎝（磁） 1,500円

ラ567-526 
21㎝スクウェアプレート  
21×21×2㎝（磁） 2,300円

ラ567-536 
24.5㎝スクウェアプレート  
24.5×24.5×2㎝（磁） 3,080円

ラ567-546 11㎝角鉢  
11×11×4㎝（磁） 
980円

ラ567-556 16㎝角鉢  
15.5×15.5×4㎝（磁） 
1,760円

ラ567-566 プレートM  
φ18.5×1.8㎝（磁） 1,400円

ラ567-576 プレートL  
φ23.5×1.8㎝（磁） 2,400円

ラ567-586 プレートLL  
φ27.1×1.8㎝（磁） 3,200円

ラ567-596 ココットS  
φ6.3×3.4㎝（磁） 
500円

ラ567-606 ココットM  
φ7.9×4.2㎝（磁） 
620円

ラ567-616 ココットL  
φ11.2×5.1㎝（磁） 
980円

ラ567-626 カップ  
φ6.3×6.5㎝（130㏄）（磁） 
560円

ラ567-636 カップtall  
φ6.3×10.4㎝（250㏄）（磁） 
820円
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トリエステ

NBエクシード

016
026

036
046

076

086

096

ケ568-516 
27.5㎝プレート  
φ27.5×2.8㎝（磁）
1,700円

ケ568-526 
24.5㎝プレート  
φ24.8×2.4㎝（磁）
900円

ケ568-536 
23㎝プレート  
φ23.5×2.4㎝（磁）
800円

ケ568-546 
21.5㎝プレート  
φ21.8×2.2㎝（磁）
700円

ケ568-556 
19.5㎝プレート  
φ19.5×2㎝（磁）
650円

ケ568-566 
17㎝プレート  
φ17.5×1.9㎝（磁）
550円

ケ568-576 
16㎝プレート  
φ16×1.7㎝（磁）
500円

ケ568-636 
13㎝ボール  
φ13.5×7.5㎝（磁）
1,000円

ケ568-646 
12㎝ボール  
φ12×6.8㎝（磁）
850円

ケ568-656 
11㎝ボール  
φ11×6.2㎝（磁）
750円

ケ568-666 
26.5㎝ディープスープボール  
φ26.8×4.7㎝（磁） 1,800円

ケ568-676 
23.5㎝ディープスープボール  
φ23.8×5㎝（磁） 1,400円

ケ568-596 カプチーノカップ  
12×9.5×6.8㎝（磁） 900円
ケ568-616 兼用ソーサー  
φ15.3×2㎝（磁） 500円

ケ568-606 エスプレッソカップ  
9.8×7.4×5.2㎝（磁） 650円
ケ568-626 エスプレッソソーサー  
φ12.6×1.7㎝（磁） 450円

ケ568-586 コーヒーカップ  
11.5×8.8×6.4㎝（磁） 750円
ケ568-616 兼用ソーサー  
φ15.3×2㎝（磁） 500円

ミ568-056 モダンライン8吋スープ皿  
φ20.2×3.5㎝（36入･磁）（中国） 1,800円

ミ568-066 セーヌ9.5吋スープ皿  
24×24×4.2㎝（18入･磁）（中国） 3,380円

ミ568-076 6吋スクエアーボール  
15.2×15.2×4.4㎝（72入･磁）（中国） 950円
ミ568-086 7.5吋スクエアーボール  
19.2×19.2×5.8㎝（36入･磁）（中国） 2,150円
ミ568-096 9吋スクエアーボール  
23.2×23.2×6.3㎝（24入･磁）（中国） 3,000円

ミ568-106 セーヌ8吋平皿  
21×21×2.2㎝（30入･磁）（中国） 1,620円
ミ568-116 セーヌ10吋平皿  
24.8×24.8×2.5㎝（12入･磁）（中国） 3,150円

ミ568-126 6吋ウイング皿  
15.5×15.5×1.8㎝（60入･磁）（中国） 
800円

ミ568-136 7吋ウイング皿  
18.2×18.2×2㎝（48入･磁）（中国） 
1,150円

ミ568-146 
5吋モダンボール  
φ12.8×7㎝（48入･磁）（中国） 
900円

ミ568-156 
6吋モダンボール  
φ15.3×8.5㎝（48入･磁）（中国） 
1,680円

ミ568-166 
3連モダン皿  
28.6×9.7×2㎝（48入･磁）（中国） 
1,600円

ミ568-176 
4.5吋シャワーボール  
11.7×10.7×5.2㎝（96入･磁）（中国） 
550円

ミ568-186 コーヒー碗  
C9.7×7.5×8S13.3×1.6㎝（170㏄）（60入･磁）（中国） 
1,050円
ミ568-196 コーヒー受皿  
9.7×7.5×8㎝（170㏄）（72入･磁）（中国） 
700円

ミ568-206 デミタス碗  
C7.5×5.8×5.5S11×1.5㎝（80㏄）（80入･磁）（中国） 
870円
ミ568-216 デミタス受皿  
7.5×5.8×5.5㎝（80㏄）（72入･磁）（中国） 
580円

ミ568-036 モダンライン8吋丸皿  
φ20.2×1.7㎝（36入･磁）（中国） 1,450円
ミ568-046 モダンライン10吋丸皿  
φ25×2㎝（24入･磁）（中国） 2,300円

ミ568-026 モダンライン7吋丸皿  
φ17.8×1.5㎝（60入･磁）（中国） 1,080円

ミ568-016 モダンライン6吋丸皿  
φ15.2×1.5㎝（72入･磁）（中国） 750円
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レーベン

ジェノーブ

ハ569-516 
27㎝リムプレート  
φ27×3.1㎝（30入･磁）
2,500円

ハ569-526 
23㎝リムプレート  
φ23×2.6㎝（50入･磁）
1,350円

ハ569-536 
21㎝リムプレート  
φ21×2.4㎝（60入･磁）
1,100円

ハ569-546 
17㎝リムプレート  
φ17×2㎝（100入･磁）
730円

ハ569-556 
27.5㎝メタ皿  
φ27.8×3.2㎝（30入･磁）
2,200円

ハ569-566 
23㎝メタ皿  
φ23.3×2.8㎝（50入･磁）
1,200円

ハ569-576 
19㎝メタ皿  
φ19.3×2.5㎝（90入･磁）
900円

ハ569-586 
17.5㎝皿  
φ17.8×2.2㎝（100入･磁）
800円

ハ569-596 
23㎝角皿  
23.4×23.4×2.5㎝（40入･磁）
2,900円

ハ569-606 
20.5㎝角皿  
20.5×20.5×2.2㎝（50入･磁）
2,300円

ハ569-616 
18㎝角皿  
18×18×2㎝（60入･磁）
1,800円

ハ569-626 
16㎝角皿  
16×16×1.8㎝（80入･磁）
1,700円

ハ569-636 
12㎝角皿  
12×12×1.7㎝（100入･磁）
930円

ハ569-656 
コーヒー受皿  
φ15.2×2.2㎝（120入･磁）
550円

ハ569-646 
コーヒー碗  
φ8.2×10.9×7㎝（185㏄）（120入･磁）
800円

ハ569-666 
エスプレッソ碗  
φ7×9×5.8㎝（115㏄）（140入･磁）
700円
ハ569-676 
エスプレッソ受皿  
φ12.8×1.7㎝（140入･磁）
500円

ハ569-686 
マグカップ  
φ9×12.1×8㎝（300㏄）
（60入･磁）
1,000円

ハ569-696 
19㎝しずくベーカー  
19×12.8×5.8㎝（50入･磁）
2,300円

ハ569-706 
23㎝しずくベーカー  
23.2×15.5×7㎝（40入･磁）
3,100円

ハ569-056 30㎝丸皿  
φ30.2×3.4㎝（24入･磁） 3,800円

ハ569-066 24㎝ワイドスープ  
φ24.5×5.4㎝（50入･磁） 2,100円

ハ569-076 26㎝スープ  
φ26.2×5.5㎝（40入･磁） 2,800円

ハ569-086 
10.5㎝ボール  
φ10.6×4.7㎝（80入･磁） 
780円

ハ569-096 
13㎝ボール  
φ13.1×5.8㎝（60入･磁） 
1,200円

ハ569-106 
15.5㎝ボール  
φ15.7×6.9㎝（50入･磁） 
1,800円

ハ569-116 
18㎝ボール  
φ18.5×8㎝（40入･磁） 
2,300円

ハ569-126 
21㎝ボール  
φ21.1×9.3㎝（30入･磁） 
3,000円

ハ569-136 9㎝STボール  
φ9.1×3.8㎝（180入･磁） 530円
ハ569-146 7㎝STボール  
φ7.1×3.1㎝（200入･磁） 380円

ハ569-156 
5㎝STボール  
φ5.1×2.2㎝（240入･磁） 
300円

ハ569-166 ティーポット  
19×10.8×11.7㎝（520㏄）
（36入･磁） 
4,100円

ハ569-176 シュガー  
φ9×9.6㎝（220㏄）
（48入･磁） 
2,200円

ハ569-186 クリーマー  
9.1×5.8×6.3㎝（100㏄）
（72入･磁） 
1,850円

ハ569-196 コーヒー碗  
9.2×6.8×6.6㎝（170㏄）（120入･磁） 880円
ハ569-206 コーヒー受皿  
φ14.1×2.2㎝（120入･磁） 630円

ハ569-216 紅茶碗  
9.8×7.5×5.7㎝（180㏄）（120入･磁） 880円
ハ569-226 紅茶受皿  
φ14.1×2.2㎝（120入･磁） 630円

ハ569-236 デミタス碗  
7.8×5.5×5.6㎝（100㏄）（120入･磁） 800円
ハ569-246 デミタス受皿  
φ11.8×2.2㎝（120入･磁） 600円

ハ569-016 
17㎝丸皿  
φ17.6×2.2㎝（90入･磁） 
750円

ハ569-026 
20㎝丸皿  
φ20.6×2.3㎝（60入･磁） 
1,050円

ハ569-036 
24㎝丸皿  
φ24.5×3㎝（50入･磁） 
1,400円

ハ569-046 27㎝丸皿  
φ27×3㎝（30入･磁） 2,400円
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黒御影

※受皿はすべて共通です。
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186
196
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216
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LSP（軽量） 

カ570-036 10吋ディナー皿  
25.7×2.5㎝（25入･強） ････････････2,400円
カ570-046 9吋ミート皿  
23.8×1.8㎝（30入･強） ････････････1,450円
カ570-056 7･1/2吋ケーキ皿  
19.1×1.8㎝（60入･強） ･･･････････････990円
カ570-066 6･1/2吋パン皿  
16.1×1.7㎝（80入･強） ･･･････････････750円
カ570-076 C型シリアルボール  
14×7.6㎝（50入･強） ･･････････････1,550円
カ570-086 E型シリアルボール（L）  
20×8.8㎝（30入･強） ･･････････････4,500円
カ570-096 E型シリアルボール（M）  
15.5×9.3㎝（50入･強） ････････････2,750円
カ570-106 E型シリアルボール（S.S）  
11×5.5㎝（60入･強） ･･････････････1,100円
カ570-116 E型シリアルボール（S）  
13.3×7.5㎝（80入･強） ････････････1,550円
カ570-126 スープカップ  
11.7×7.4㎝（465㏄）（80入･強） ･････2,250円
カ570-136 9吋スープ皿  
23.5×3.8㎝（40入･強） ････････････1,450円
カ570-146 ブイヨン碗  
9.9×5.5㎝（碗260㏄）（80入･強） ････1,750円
カ570-156 7･1/2吋クープ  
19×3.4㎝（60入･強） ･･････････････1,200円
カ570-166 6･1/2吋オートミル  
16.6×4.8㎝（80入･強） ････････････1,200円
カ570-176 5･1/2吋フルーツ皿  
14×2.9㎝（100入･強） ････････････････750円
カ570-186 コーヒー碗  
7.7×6.9㎝（48入･強） ･･････････････1,250円
カ570-196 コーヒー受皿  
170㏄（80入･強） ････････････････････650円
カ570-206 アメリカン碗  
7.9×7.3㎝（48入･強） ･･････････････1,300円
カ570-216 アメリカン受皿  
210㏄（80入･強） ････････････････････650円
カ570-226 デミタス碗  
5.6×5.3㎝（60入･強） ･･････････････1,200円
カ570-236 デミタス受皿  
100㏄（100入･強） ･･･････････････････600円
カ570-246 紅茶碗  
8.4×5.9㎝（48入･強） ･･････････････1,250円
カ570-256 紅茶受皿  
180㏄（80入･強） ････････････････････650円

カ570-016 12吋プレスプレート  
31×2.5㎝（25入･強） ･･････････････5,300円
カ570-026 10･3/4吋ディナー皿  
27.8×2.5㎝（25入･強） ････････････2,900円

ホ570-576 
AS13㎝皿（メタ）  
φ12.7×2.2㎝（120入･磁） 
320円

ホ570-586 
AS15㎝皿（メタ）  
φ15×2.3㎝（80入･磁） 
340円

ホ570-596 
リム17㎝皿  
φ16.7×2.2㎝（70入･磁） 
360円

ホ570-606 
リム19㎝皿  
φ19×2.3㎝（50入･磁） 
430円

ホ570-616 
リム21㎝皿  
φ21×2㎝（40入･磁） 
450円

ホ570-626 
リム23㎝皿  
φ23×2.5㎝（35入･磁） 
610円

ホ570-636 
リム26㎝皿  
φ26.2×3㎝（30入･磁） 
980円

ホ570-646 
10㎝深皿（メタ）  
φ10×2.5㎝（140入･磁） 290円

ホ570-656 
14㎝深皿（メタ）  
φ14.2×3㎝（120入･磁） 330円

ホ570-666 
16㎝深鉢（メタ）  
φ16×5㎝（60入･磁） 430円

ホ570-676 19㎝深皿（メタ）  
φ19.5×3.8㎝（50入･磁） 510円

ホ570-686 リム21㎝深皿  
φ21×4.2㎝（40入･磁） 510円

ホ570-696 リム23㎝深皿  
φ23.5×4.5㎝（35入･磁） 610円

ホ570-706 
7㎝ボール  
φ7.4×4㎝（140入･磁） 
270円

ホ570-716 
9㎝ボール  
φ9×5.2㎝（100入･磁） 
430円

ホ570-726 
11㎝ボール  
φ11.5×5.5㎝（80入･磁） 
480円

ホ570-736 
14㎝ボール  
φ14.2×6㎝（60入･磁） 
590円

ホ570-746 
21㎝ボール  
φ20.7×8.8㎝（30入･磁） 
990円

ホ570-756 
26㎝楕円ベーカー  
26.3×18.5×6㎝（30入･磁） 
2,000円

ホ570-516 コーヒー碗  
φ7.4×6.8㎝（160㏄）（100入･磁） 390円
ホ570-526 共通受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ570-556 スタックカプチーノ碗  
φ9×5.8㎝（240㏄）（80入･磁） 420円
ホ570-526 共通受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ570-566 スタックアメリカン碗  
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（80入･磁） 420円
ホ570-526 共通受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ570-526 共通受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ570-536 スタックコーヒー碗  
φ7.2×6.5㎝（180㏄）（100入･磁） 390円

ホ570-526 共通受皿  
φ14.8×2㎝（100入･磁） 320円

ホ570-546 スタック兼用碗  
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（100入･磁） 410円
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うず模様

UTY

ミ571-016 
17㎝プレート  
φ17×2㎝（100入･磁） 600円

ミ571-026 
19.5㎝ケーキプレート  
φ19.5×2.2㎝（80入･磁） 750円

ミ571-036 
21㎝デザートプレート  
φ21×2.4㎝（60入･磁） 800円

ミ571-046 
24.5㎝ミートプレート  
φ24.5×2.7㎝（50入･磁） 1,100円

ミ571-056 
26㎝ディナープレート  
φ26.2×2.8㎝（30入･磁） 1,700円

ミ571-066 
27.5㎝ディナープレート  
φ27.8×2.8㎝（20入･磁） 2,000円

ミ571-076 25㎝リムプラター  
25.9×17.5×3.3㎝（40入･磁） 2,100円

ミ571-086 27㎝リムプラター  
27.3×19.3×3.8㎝（30入･磁） 2,300円

ミ571-096 31㎝リムプラター  
32×22.8×4.2㎝（20入･磁） 3,100円

ミ571-106 24㎝リムスープ  
φ24.3×3.9㎝（50入･磁） 1,700円

ミ571-116 26㎝リムスープ  
φ26.3×4.5㎝（40入･磁） 2,200円

ミ571-126 14.5㎝フルーツ  
φ14.6×3.3㎝（150入･磁） 600円

ミ571-136 17㎝オートミル  
φ17×4.8㎝（80入･磁） 850円

ミ571-146 24㎝パスタボール  
φ24×4.8㎝（40入･磁） 1,700円

ミ571-156 20㎝深口ボール  
φ20.3×10.3㎝（30入･磁） 2,300円

ミ571-166 コーヒー碗  
9.8×7×6.3㎝（160㏄）（120入･磁） 800円
ミ571-176 兼用受皿  
φ14.3×2㎝（120入･磁） 530円

ミ571-186 ティー碗  
11.7×9.3×5.2㎝（190㏄）（120入･磁） 830円
ミ571-176 兼用受皿  
φ14.3×2㎝（120入･磁） 530円

ミ571-196 カプチーノ碗  
10×7.5×7.1㎝（210㏄）（100入･磁） 900円
ミ571-176 兼用受皿  
φ14.3×2㎝（120入･磁） 530円

ミ571-206 エスプレッソ碗  
8.2×6×5.5㎝（100㏄）（120入･磁） 700円
ミ571-216 エスプレッソ受皿  
φ12.3×1.7㎝（120入･磁） 480円

ヤ571-516 
12吋プレート  
φ31×3.5㎝（24入･強）
6,000円

ヤ571-526 
10吋ディナー皿  
φ27×3㎝（40入･強）
2,350円

ヤ571-536 
9吋ミート  
φ23.2×2.5㎝（50入･強）
1,300円

ヤ571-546 
7.5吋ケーキ皿  
φ19×2㎝（60入･強）
950円

ヤ571-556 
6.5吋パン皿  
φ16.5×2㎝（120入･強）
700円

ヤ571-566 
9吋スープ皿  
φ23.2×4.5㎝（50入･強）
1,350円

ヤ571-576 
7.5吋クープ  
φ19×3.8㎝（60入･強）
1,100円

ヤ571-586 
6.5吋オートミル  
φ17.5×5.2㎝（90入･強）
1,100円

ヤ571-596 
5.5吋フルーツ皿  
φ14.2×3.2㎝（120入･強）
700円

ヤ571-616 コーヒー受皿  
15.2㎝（60入･強）　　　　　　　650円

ヤ571-606 コーヒー碗  
φ8.5×7㎝（190㏄）（60入･強） 1,100円

ヤ571-636 紅茶受皿  
15.2㎝（60入･強）　　　　　　　650円

ヤ571-626 紅茶碗  
φ9.6×5.8㎝（220㏄）（60入･強） 1,100円

ヤ571-646 
デミタス受皿  
（72入･強）
550円

ヤ571-656 
デミタス碗  
φ6.3×5.5㎝（90㏄）（72入･強）
1,050円

ヤ571-666 
ブイヨンカップ  
φ10×5.5㎝（240㏄）（60入･強）
1,600円

ヤ571-676 
ポット  
φ10.5×16㎝（600㏄）（24入･強）
6,400円

ヤ571-686 
シュガー  
φ8.5×12㎝（220㏄）（80入･強）
3,100円

ヤ571-696 
クリーマー 大  
φ7.5×10.5㎝（200㏄）（120入･強）
2,850円

ヤ571-706 
クリーマー 小  
φ6×8㎝（100㏄）（120入･強）
2,550円

ヤ571-716 
ピッチャー  
φ5.5×7㎝（70㏄）（150入･強）
1,100円

ヤ571-726 
12吋プラター  
32.7×20.3㎝（30入･強）
3,800円

ヤ571-736 
10吋ベーカー  
26.2×16.5㎝（40入･強）
3,800円

ヤ571-746 
ナッピー皿  
8.5×8.5㎝（250入･強）
620円
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K/Wホワイト

ジュピター

ヤ572-016 
12吋大皿  
φ31×3㎝（30入･磁）
3,000円

ヤ572-026 
10吋ミート  
φ26.7×2㎝（40入･磁）
1,100円

ヤ572-036 
9吋ミート  
φ23×2㎝（50入･磁）
680円

ヤ572-046 
7.5吋ケーキ皿  
φ19.6×1.8㎝（90入･磁）
530円

ヤ572-056 
6.5吋パン皿  
φ16.5×1.5㎝（120入･磁）
380円

ヤ572-066 
9吋スープ皿  
φ23×4.5㎝（50入･磁）
700円

ヤ572-076 
7.5吋クープ  
φ19.4×3.5㎝（60入･磁）
550円

ヤ572-086 
6.5吋オートミル  
φ16.3×4.7㎝（90入･磁）
550円

ヤ572-096 
5.5吋フルーツ  
φ14×3.2㎝（120入･磁）
390円

ヤ572-106 
10吋プラター  
25.6×17.5×3.5㎝（40入･磁）
1,900円

ヤ572-116 
12吋プラター  
31×21×3.5㎝（30入･磁）
2,500円

ヤ572-126 
14吋プラター  
36×24×4㎝（20入･磁）
4,800円

ヤ572-136 
9.5吋ベーカー  
24.5×17.5×5.2㎝（40入･磁）
2,500円

ヤ572-146 
8.5吋グラタン  
21.2×13×2.8㎝（60入･磁）
870円 ヤ572-166 コーヒー受皿  

14.5㎝（60入･磁）　　　　　　 370円

ヤ572-156 コーヒー碗  
φ7.7×6.5㎝（200㏄）（60入･磁） 730円

ヤ572-176 
マグカップ  
φ8.2×8㎝（300㏄）（60入･磁）
920円

ヤ572-186 
ブイヨンカップ  
φ12×5.4㎝（60入･磁）
1,350円

ヤ572-196 
キャセロール  
φ19×16㎝（1750㏄）（20入･磁）
6,000円

ヤ572-206 
グレビー（身）  
15×10×11㎝（550㏄）（磁）
3,000円

イ572-546 27㎝ディナー皿  
φ27.3×3.6㎝（磁） 3,400円

イ572-556 26㎝スープ皿  
φ26×4.5㎝（磁） 3,700円

イ572-566 24㎝スープ皿  
φ24.3×4.5㎝（磁） 2,600円

イ572-576 24㎝ミート皿（リムライン）  
φ24×2㎝（磁） 2,500円

イ572-586 27㎝ディナー皿（リムライン）  
φ27.3×2㎝（磁） 4,600円

イ572-596 24㎝平型プレート  
φ24×2.3㎝（磁） 3,000円

イ572-516 17㎝パン皿  
φ17×2.3㎝（磁） 1,100円

イ572-526 21㎝デザート皿  
φ21×2.5㎝（磁） 1,500円

イ572-536 24㎝ミート皿  
φ24×3㎝（磁） 1,900円
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モワール（特白磁）
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シェルホワイト 
オ573-016 61/2吋ミート  
17.2×2㎝（磁） ･･･････････････････････290円
オ573-026 71/2吋ミート  
19.5×2.2㎝（磁） ･････････････････････360円
オ573-036 9吋ミート  
23.2×2.3㎝（磁） ･････････････････････560円
オ573-046 10吋ミート  
26.4×2.8㎝（磁） ･････････････････････850円
オ573-056 91/2吋ベーカー  
25×18.5×5.1㎝（磁） ･･････････････2,100円
オ573-066 61/2吋オートミル  
16.3×5.2㎝（磁） ･････････････････････360円
オ573-076 51/2吋フルーツ  
14.3×3.2㎝（磁） ･････････････････････280円
オ573-086 71/2吋クープ  
19.6×4.1㎝（磁） ･････････････････････400円
オ573-096 9吋スープ  
23.2×4.4㎝（磁） ･････････････････････560円
オ573-106 10吋プラター  
26.8×7.8×2.7㎝（磁） ･････････････1,200円
オ573-116 121/2吋プラター  
32×21×2.7㎝（磁） ････････････････2,000円
オ573-126 14吋プラター  
36.8×24.2×3.2㎝（磁） ････････････3,100円
オ573-136 グラタン皿  
21.5×11.2×3.5㎝（磁） ････････････1,200円

タ573-516 24㎝パスタ  
φ24.5×4.6㎝（30入･磁） 2,300円

タ573-526 24㎝ミート  
φ23.7×3㎝（30入･磁） 1,800円

タ573-536 24㎝ワイドスープ  
φ24.5×4.5㎝（30入･磁） 2,300円

タ573-546 27㎝ディナー  
φ26.8×2.9㎝（20入･磁）（裏ハマ:9.7㎝） 3,000円

タ573-556 25㎝スライドスープ  
24.4×5.4×2.7㎝（20入･磁） 3,300円

タ573-566 25㎝丸パスタ  
25.1×24.2×5.2㎝（20入･磁） 3,300円

タ573-576 27㎝ワイドディナー  
φ26.6×3㎝（20入･磁）（裏ハマ:8.8㎝） 3,300円

タ573-586 30㎝オーバルボール  
30.6×19×8.3㎝（20入･磁） 4,100円

タ573-596 31㎝プラター  
31.4×19×5.1㎝（30入･磁） 3,800円

タ573-606 19㎝丸パスタ  
18.8×17.5×4.5㎝（60入･磁） 1,700円

タ573-616 22㎝丸パスタ  
21.4×20.7×4.4㎝（40入･磁） 2,300円

タ573-626 29㎝楕円皿  
28.6×26.3×4.3㎝（20入･磁） 4,900円
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スーピッド
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JAPAN･OBI 
ホ574-516 グリーン角取皿  
14.5×14.5×2㎝（80入･磁） ･･･････1,300円
ホ574-526 グリーン角中皿  
20.5×20.5×2.3㎝（40入･磁） ･･････2,300円
ホ574-536 グリーン角盛皿  
27.5×27.5×3㎝（26入･磁） ･･･････3,980円
ホ574-546 グリーン角ボール（小）  
16×16×5.5㎝（60入･磁） ･････････2,300円
ホ574-556 グリーン角ボール（大）  
20×20×7㎝（30入･磁） ･･･････････4,200円
ホ574-566 グリーン舟形小皿  
32×12×3㎝（40入･磁） ･･･････････2,400円
ホ574-576 グリーン舟形大皿  
44×17×4㎝（30入･磁） ･･･････････5,900円
ホ574-586 白角取皿  
14.5×14.5×2㎝（80入･磁） ･･････････880円
ホ574-596 白角中皿  
20.5×20.5×2.3㎝（40入･磁） ･･････1,750円
ホ574-606 白角盛皿  
27.5×27.5×3㎝（26入･磁） ･･･････3,200円
ホ574-616 白角ボール（小）  
16×16×5.5㎝（60入･磁） ･････････1,750円
ホ574-626 白角ボール（大）  
20×20×7㎝（30入･磁） ･･･････････3,300円
ホ574-636 白舟形小皿  
32×12×3㎝（40入･磁） ･･･････････1,800円
ホ574-646 白舟形大皿  
44×17×4㎝（30入･磁） ･･･････････4,800円

ア574-076 28㎝平型スープ（白磁）  
φ28×4.3㎝（20入･磁） 5,000円

ア574-086 24㎝リーセスープ（白磁）  
φ24.3×4.3㎝（30入･磁） 2,300円

ア574-096 25㎝モンターニュ（白磁）  
φ25×3.7㎝（30入･磁） 3,800円

ア574-106 20㎝フリスビー（白磁）  
φ20.5×4㎝（40入･磁） 1,500円
ア574-116 24㎝フリスビー（白磁）  
φ24.3×4.5㎝（30入･磁） 2,200円

ア574-126 24㎝エスカー（白磁）  
φ24×4.1㎝（30入･磁） 2,000円
ア574-136 26㎝エスカー（白磁）  
φ26×4.2㎝（20入･磁） 3,000円

ア574-146 
ライオントリュフ白小（受皿別）  
11.2×9.1×6.8㎝（40入･磁） 
1,800円

ア574-156 
ライオントリュフ白中（受皿別）  
13.3×11×7.6㎝（40入･磁） 
1,900円

ア574-166 ライオントリュフ白大（受皿別）  
14.2×11.7×9㎝（30入･磁） 2,150円
ア574-176 トリュフ白兼用受皿  
φ16.6×2.7㎝（80入･磁） 600円

ア574-186 センダン24㎝（白磁）  
φ24.5×3.4㎝（30入･磁） 2,000円
ア574-196 センダン28㎝（白磁）  
φ28×4㎝（20入･磁） 2,600円

ア574-246 センダン20㎝（白磁）  
φ20.5×3.5㎝（40入･磁） 1,200円
ア574-256 センダン23㎝（白磁）  
φ23×4.5㎝（30入･磁） 1,600円

ア574-206 
シェルトリュフ白（小）（受皿別）  
9.5×7.4×7.8㎝（165㏄）（磁） 
1,800円

ア574-216 
シェルトリュフ白（中）（受皿別）  
10.1×8.3×7.9㎝（200㏄）（磁） 
1,850円

ア574-226 シェルトリュフ白（大）（受皿別）  
11.1×9.3×8.4㎝（250㏄）（磁） 1,950円
ア574-236 トリュフ白 兼用受皿  
φ16.6×2.7㎝（磁） 600円

ア574-016 24㎝ハットスープ（白磁）  
φ24×5㎝（30入･磁） 2,100円
ア574-026 26㎝ハットスープ（白磁）  
φ26.3×5.5㎝（25入･磁） 2,800円

ア574-036 24㎝ハット巾広スープ（白磁）  
φ24.5×5.5㎝（30入･磁） 2,100円

ア574-046 20㎝平型スープ（白磁）  
φ19.5×3.6㎝（40入･磁） 2,200円
ア574-056 23㎝平型スープ（白磁）  
φ23.1×3.5㎝（30入･磁） 3,000円

ア574-066 26㎝平型スープ（白磁）  
φ25.7×4.3㎝（25入･磁） 4,000円
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サンサーラ
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デリカ

タ575-316 23㎝プラター  
23.2×19×2.3㎝（20入･磁） ････････1,500円
タ575-326 26㎝プラター  
26.3×21.8×2.4㎝（20入･磁） ･･･････1,900円
タ575-336 29㎝プラター  
29×24.3×2.7㎝（20入･磁） ････････2,800円
タ575-346 27㎝ベーカー  
27.4×19.3×5.5㎝（20入･磁） ･･･････2,600円
タ575-356 31㎝深口プラター  
31.2×23×4㎝（20入･磁） ･･････････2,800円
タ575-366 16㎝ボール  
16×5.6㎝（40入･磁） ･･････････････1,600円
タ575-376 13㎝ボール  
13×4.5㎝（60入･磁） ･････････････････900円
タ575-386 36㎝オーバルプレート  
36.2×12.7×2.3㎝（10入･磁） ･･･････4,000円
タ575-396 41㎝オーバルプレート  
41.2×14.5×2.7㎝（10入･磁） ･･･････6,000円

ア575-016 17㎝プレート  φ17×2㎝（80入･磁） 900円
ア575-026 20㎝プレート  φ20.5×2.5㎝（60入･磁） 1,100円
ア575-036 24㎝プレート  φ23.7×2.6㎝（40入･磁） 1,200円
ア575-046 28㎝プレート  φ28.2×3.2㎝（20入･磁） 2,100円

ア575-056 24㎝ボール  
φ24×9.1㎝（20入･磁） 6,000円

ア575-066 24㎝スープボール  
φ23.7×3.5㎝（40入･磁） 1,250円

ア575-076 コーヒー碗  
φ10×5.7㎝（230㏄）（80入･磁） 1,100円
ア575-086 コーヒー受皿  
φ17×2（80入･磁） 900円

カ575-616 14吋小判ベーカー  
36×21×4.5㎝（磁） 6,200円

カ575-626 16吋小判ベーカー  
40.5×28.5×5㎝（磁） 9,400円

カ575-636 16吋角プラター  
42×26×4㎝（磁） 7,500円
カ575-646 18吋角プラター  
47.1×29.2×4.4㎝（磁） 22,000円

カ575-656 14吋角プラター  
36×24.4×3.6㎝（磁） 4,700円

カ575-666 八角 15吋角プラター  
33.7×24.3×4.1㎝（磁） 4,800円
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スパピット

ネ576-096 
アンバー 24㎝スープボール  
φ24×6㎝（磁） 
2,200円

ネ576-106 
アンバー 20㎝スープボール  
φ20×5.3㎝（磁） 
1,300円

ネ576-116 
アンバー 26㎝ベーカー  
27×17.2×5.5㎝（磁） 
3,800円

ネ576-126 
アンバー 17㎝ボール  
φ17×6.3㎝（磁） 
1,400円

ネ576-146 アンバー ラテカップ  
φ12×6.8㎝（415㏄）（磁） 1,400円
ネ576-156 アンバー ラテソーサー  
φ17.5×2.5㎝（磁） 900円

ネ576-166 アンバー コーヒーカップ  
φ8.5×6.3㎝（180㏄）（磁） 800円
ネ576-176 アンバー コーヒーソーサー  
φ14.1×2.5㎝（磁） 700円

ネ576-186 
白 26㎝ディナー  
φ25.4×3.2㎝（磁） 2,000円

ネ576-196 
白 23㎝ミート  
φ22.8×3.1㎝（磁） 1,400円

ネ576-206 
白 19.5㎝ケーキ  
φ19.3×2.8㎝（磁） 900円

ネ576-216 
白 17.5㎝パン  
φ17.8×2.4㎝（磁） 850円

ネ576-226 
白 15.5㎝パン  
φ15.2×2.3㎝（磁） 800円

ネ576-236 白 28.5㎝プラター  
28.5×22.4×4㎝（磁） 3,800円
ネ576-246 白 26㎝プラター  
26×19.8×3.5㎝（磁） 2,800円
ネ576-256 白 24㎝プラター  
24×18.4×3.2㎝（磁） 2,000円

ネ576-286 
白 24㎝スープボール  
φ24×6㎝（磁） 
1,900円

ネ576-296 
白 20㎝スープボール  
φ20×5.2㎝（磁） 
1,200円

ネ576-306 
白 26㎝ベーカー  
27×17.4×5.4㎝（磁） 
3,300円

ネ576-316 
白 17㎝ボール  
φ16.5×6.2㎝（磁） 
1,300円

ネ576-326 
白 13.5㎝ボール  
φ13.4×5.5㎝（磁） 
800円

ネ576-266 白 ラテカップ  
φ12×6.7㎝（415㏄）（磁） 1,300円
ネ576-276 白 ラテソーサー  
φ17.5×2.5㎝（磁） 800円

ネ576-336 白 コーヒーカップ  
φ8.4×6.2㎝（180㏄）（磁） 700円
ネ576-346 白 コーヒーソーサー  
φ14×2.4㎝（磁） 600円

ネ576-136 
アンバー 13.5㎝ボール  
φ13.7×5.5㎝（磁） 
900円

ネ576-356 
白 28㎝プレート  
φ28.2×3.5㎝（磁） 2,500円

ネ576-366 
白 26㎝プレート  
φ26×3.2㎝（磁） 2,000円

ネ576-376 
白 23.5㎝プレート  
φ23.4×3㎝（磁） 
1,200円

ネ576-386 
白 21㎝プレート  
φ21×2.9㎝（磁） 
1,000円

ネ576-396 
白 19㎝プレート  
φ19×2.5㎝（磁） 
900円

ネ576-406 
白 17.5㎝プレート  
φ17.5×2.3㎝（磁） 
800円

ネ576-416 白 21㎝浅ボール  
φ21×5㎝（磁） 1,800円

ネ576-426 白 15.5浅ボール  
φ15.5×4.7㎝（磁） 1,300円

ネ576-066 
アンバー 28.5㎝プラター  
28.9×22.4×3.9㎝（磁） 
4,200円

ネ576-076 
アンバー 26㎝プラター  
26×20×3.5㎝（磁） 
3,000円

ネ576-086 
アンバー 24㎝プラター  
24.1×18.5×3.4㎝（磁） 
2,200円

ネ576-016 アンバー 26㎝ディナー  
φ26×3.2㎝（磁） 2,200円
ネ576-026 アンバー 23㎝ミート  
φ23.2×3㎝（磁） 1,500円

ネ576-036 アンバー 19.5㎝ケーキ  
φ19.8×2.9㎝（磁） 1,000円
ネ576-046 アンバー 17.5㎝パン  
φ17.8×2.4㎝（磁） 950円

ネ576-056 
アンバー 15.5㎝パン  
φ15.5×2.5㎝（磁） 900円

洋陶オープン洋
陶
オ
ー
プ
ン

576



キャリー

ハ577-126 ソーサー（TB）  
φ15.2×2㎝（磁） 850円

ハ577-136 プラターL（OR）  
29.5×20×2.9㎝（磁） 3,800円

ハ577-146 プラターM（OR）  
27×18×2.8㎝（磁） 3,200円

ハ577-156 プラターS（OR）  
25×16.7×2.6㎝（磁） 3,000円

ハ577-166 
ボールL（OR）  
φ15.1×5.9㎝（磁） 
1,700円

ハ577-176 
ボールM（OR）  
φ13.3×5.3㎝（磁） 
1,100円

ハ577-186 
ボールS（OR）  
φ12×4.8㎝（磁） 
1,000円

ハ577-196 ベーカーL（OR）  
25.4×18.5×4.6㎝（磁） 3,500円

ハ577-206 ベーカーM（OR）  
22.2×16.2×4.3㎝（磁） 2,800円

ハ577-216 ベーカーS（OR）  
19.7×14.5×4㎝（磁） 2,300円

ハ577-226 マグ（OR）  
12.3×9.1×8㎝（300㏄）（磁） 
1,100円

ハ577-236 コーヒーカップ（OR）  
10.5×7.8×6.8㎝（175㏄）（磁） 900円
ハ577-246 ソーサー（OR）  
φ15.2×2㎝（磁） 850円

ハ577-256 プラターL（NV）  
29.5×20×2.9㎝（磁） 3,800円

ハ577-266 プラターM（NV）  
27×18×2.8㎝（磁） 3,200円

ハ577-276 プラターS（NV）  
25×16.7×2.6㎝（磁） 3,000円

ハ577-286 
ボールL（NV）  
φ15.1×5.9㎝（磁） 
1,700円

ハ577-296 
ボールM（NV）  
φ13.3×5.3㎝（磁） 
1,100円

ハ577-306 
ボールS（NV）  
φ12×4.8㎝（磁） 
1,000円

ハ577-316 ベーカーL（NV）  
25.4×18.5×4.6㎝（磁） 3,500円

ハ577-326 ベーカーM（NV）  
22.2×16.2×4.3㎝（磁） 2,800円

ハ577-336 ベーカーS（NV）  
19.7×14.5×4㎝（磁） 2,300円

ハ577-346 マグ（NV）  
12.3×9.1×8㎝（300㏄）（磁） 
1,100円

ハ577-046 
ボールL（TB）  
φ15.1×5.9㎝（磁） 
1,700円

ハ577-056 
ボールM（TB）  
φ13.3×5.3㎝（磁） 
1,100円

ハ577-066 
ボールS（TB）  
φ12×4.8㎝（磁） 
1,000円

ハ577-076 ベーカーL（TB）  
25.4×18.5×4.6㎝（磁） 3,500円

ハ577-086 ベーカーM（TB）  
22.2×16.2×4.3㎝（磁） 2,800円

ハ577-096 ベーカーS（TB）  
19.7×14.5×4㎝（磁） 2,300円

ハ577-106 マグ（TB）  
12.3×9.1×8㎝（300㏄）（磁） 
1,100円

ハ577-116 コーヒーカップ（TB）  
10.5×7.8×6.8㎝（175㏄）（磁） 900円

ハ577-356 コーヒーカップ（NV）  
10.5×7.8×6.8㎝（175㏄）（磁） 900円
ハ577-366 ソーサー（NV）  
φ15.2×2㎝（磁） 850円

ハ577-376 プラターL（RD）  
29.5×20×2.9㎝（磁） 3,800円

ハ577-386 プラターM（RD）  
27×18×2.8㎝（磁） 3,200円

ハ577-396 プラターS（RD）  
25×16.7×2.6㎝（磁） 3,000円

ハ577-406 
ボールL（RD）  
φ15.1×5.9㎝（磁） 
1,700円

ハ577-416 
ボールM（RD）  
φ13.3×5.3㎝（磁） 
1,100円

ハ577-426 
ボールS（RD）  
φ12×4.8㎝（磁） 
1,000円

ハ577-436 ベーカーL（RD）  
25.4×18.5×4.6㎝（磁） 3,500円

ハ577-446 ベーカーM（RD）  
22.2×16.2×4.3㎝（磁） 2,800円

ハ577-456 ベーカーS（RD）  
19.7×14.5×4㎝（磁） 2,300円

ハ577-466 マグ（RD）  
12.3×9.1×8㎝（300㏄）（磁） 
1,100円

ハ577-476 コーヒーカップ（RD）  
10.5×7.8×6.8㎝（175㏄）（磁） 900円
ハ577-486 ソーサー（RD）  
φ15.2×2㎝（磁） 850円

ハ577-016 プラターL（TB）  
29.5×20×2.9㎝（磁） 3,800円

ハ577-026 プラターM（TB）  
27×18×2.8㎝（磁） 3,200円

ハ577-036 プラターS（TB）  
25×16.7×2.6㎝（磁） 3,000円
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コローレ

キ578-016 
41㎝オーバルプラター GR  
41.2×29×5.1㎝（10入･磁）
8,800円

キ578-026 
オーバルプラター（L） GR  
30.5×25×3.4㎝（20入･磁）
2,800円

キ578-036 
オーバルプラター（M） GR  
22.7×19×3.2㎝（40入･磁）
1,500円

キ578-046 
オーバルプラター（S） GR  
18.5×15.1×2.8㎝（60入･磁）
850円

キ578-056 
41㎝オーバルプラター OR  
41.2×29×5.1㎝（10入･磁）
8,800円

キ578-066 
オーバルプラター（L） OR  
30.5×25×3.4㎝（20入･磁）
2,800円

キ578-076 
オーバルプラター（M） OR  
22.7×19×3.2㎝（40入･磁）
1,500円

キ578-086 
オーバルプラター（S） OR  
18.5×15.1×2.8㎝（60入･磁）
850円

キ578-096 
41㎝オーバルプラター WH  
41.2×29×5.1㎝（10入･磁）
7,800円

キ578-106 
オーバルプラター（L） WH  
30.5×25×3.4㎝（20入･磁）
2,500円

キ578-116 
オーバルプラター（M） WH  
22.7×19×3.2㎝（40入･磁）
1,350円

キ578-126 
オーバルプラター（S） WH  
18.5×15.1×2.8㎝（60入･磁）
750円

キ578-136 
パスタボール GR  
φ24.1×6.3㎝（30入･磁）
2,500円

キ578-146 
オーバルボール GR  
18.2×14×7.3㎝（40入･磁）
1,800円

キ578-206 
パスタボール OR  
φ24.1×6.3㎝（30入･磁）
2,500円

キ578-216 
オーバルボール OR  
18.2×14×7.3㎝（40入･磁）
1,800円

キ578-276 
パスタボール WH  
φ24.1×6.3㎝（30入･磁）
2,300円

キ578-286 
オーバルボール WH  
18.2×14×7.3㎝（40入･磁）
1,650円

キ578-156 
両手スープグラタン GR  
φ15.7×11.9×5㎝（60入･磁）
1,200円

キ578-226 
両手スープグラタン OR  
φ15.7×11.9×5㎝（60入･磁）
1,200円

キ578-296 
両手スープグラタン WH  
φ15.7×11.9×5㎝（60入･磁）
1,100円

キ578-166 
スフレ（L） GR  
10.2×5.5㎝（270㏄）（80入･磁）
650円

キ578-176 
スフレ（M） GR  
9×5㎝（190㏄）（100入･磁）
550円

キ578-186 
スフレ（S） GR  
6.8×3.8㎝（85㏄）（160入･磁）
380円

キ578-236 
スフレ（L） OR  
10.2×5.5㎝（270㏄）（80入･磁）
650円

キ578-246 
スフレ（M） OR  
9×5㎝（190㏄）（100入･磁）
550円

キ578-256 
スフレ（S） OR  
6.8×3.8㎝（85㏄）（160入･磁）
380円

キ578-306 
スフレ（L） WH  
10.2×5.5㎝（270㏄）（80入･磁）
600円

キ578-316 
スフレ（M） WH  
9×5㎝（190㏄）（100入･磁）
500円

キ578-326 
スフレ（S） WH  
6.8×3.8㎝（85㏄）（160入･磁）
350円

キ578-196 
マグ GR  
φ9.7×7.2㎝（250㏄）（80入･磁）
800円

キ578-266 
マグ OR  
φ9.7×7.2㎝（250㏄）（80入･磁）
800円

キ578-336 
マグ WH  
φ9.7×7.2㎝（250㏄）（80入･磁）
750円
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コローレ

キ579-156 
スクエアプレート（S）WH  
16.5×16.5×3.1㎝（80入･磁）
750円

キ579-196 
25㎝ラージボール GR  
φ25.3×10㎝（20入･磁）
5,500円

キ579-206 
17.5㎝トールボール GR  
φ17.7×11.4㎝（30入･磁）
2,700円

キ579-216 
14㎝マルチボール GR  
φ14×7.6㎝（40入･磁）
1,300円

キ579-226 
10.5㎝スモールボール GR  
φ10.8×4.9㎝（60入･磁）
680円

キ579-236 
25㎝ラージボール OR  
φ25.3×10㎝（20入･磁）
5,500円

キ579-246 
17.5㎝トールボール OR  
φ17.7×11.4㎝（30入･磁）
2,700円

キ579-256 
14㎝マルチボール OR  
φ14×7.6㎝（40入･磁）
1,300円

キ579-266 
10.5㎝スモールボール OR  
φ10.8×4.9㎝（60入･磁）
680円

キ579-276 
25㎝ラージボール WH  
φ25.3×10㎝（20入･磁）
5,200円

キ579-286 
17.5㎝トールボール WH  
φ17.7×11.4㎝（30入･磁）
2,600円

キ579-296 
14㎝マルチボール WH  
φ14×7.6㎝（40入･磁）
1,200円

キ579-306 
10.5㎝スモールボール WH  
φ10.8×4.9㎝（60入･磁）
600円

キ579-046 
舟型グラタン GR  
φ22×12.7×4㎝（48入･磁）
1,200円

キ579-056 
丸グラタン（L） GR  
φ16×14.6×5.4㎝（48入･磁）
1,200円

キ579-066 
丸グラタン（S） GR  
φ13×11.5×6㎝（60入･磁）
800円

キ579-106 
舟型グラタン OR  
φ22×12.7×4㎝（48入･磁）
1,200円

キ579-116 
丸グラタン（L） OR  
φ16×14.6×5.4㎝（48入･磁）
1,200円

キ579-126 
丸グラタン（S） OR  
φ13×11.5×6㎝（60入･磁）
800円

キ579-166 
舟型グラタン WH  
φ22×12.7×4㎝（48入･磁）
1,100円

キ579-176 
丸グラタン（L） WH  
φ16×14.6×5.4㎝（48入･磁）
1,100円

キ579-186 
丸グラタン（S） WH  
φ13×11.5×6㎝（60入･磁）
750円

キ579-016 
スクエアプレート（L）GR  
25.8×25.8×3.8㎝（30入･磁）
2,800円

キ579-026 
スクエアプレート（M）GR  
19.5×19.5×3.6㎝（60入･磁）
1,500円

キ579-036 
スクエアプレート（S）GR  
16.5×16.5×3.1㎝（80入･磁）
850円

キ579-076 
スクエアプレート（L）OR  
25.8×25.8×3.8㎝（30入･磁）
2,800円

キ579-086 
スクエアプレート（M）OR  
19.5×19.5×3.6㎝（60入･磁）
1,500円

キ579-096 
スクエアプレート（S）OR  
16.5×16.5×3.1㎝（80入･磁）
850円

キ579-136 
スクエアプレート（L）WH  
25.8×25.8×3.8㎝（30入･磁）
2,500円

キ579-146 
スクエアプレート（M）WH  
19.5×19.5×3.6㎝（60入･磁）
1,350円
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トライアングル 

ピアット 

ト580-016 イエロー10吋皿  
φ26.5×4㎝（40入･磁） ･････････････4,600円
ト580-026 アメ10吋皿  
φ26.5×4㎝（40入･磁） ･････････････3,700円
ト580-036 ブルー10吋皿  
φ26.5×4㎝（40入･磁） ･････････････3,700円
ト580-046 黒吹10吋皿  
φ26.5×4㎝（40入･磁） ･････････････3,700円
ト580-056 白10吋皿  
φ26.5×4㎝（40入･磁） ･････････････2,400円
ト580-066 イエロー9吋皿  
φ24×3.7㎝（50入･磁） ･････････････2,950円
ト580-076 アメ9吋皿  
φ24×3.7㎝（50入･磁） ･････････････2,330円
ト580-086 ブルー9吋皿  
φ24×3.7㎝（50入･磁） ･････････････2,330円
ト580-096 黒吹9吋皿  
φ24×3.7㎝（50入･磁） ･････････････2,330円
ト580-106 白9吋皿  
φ24×3.7㎝（50入･磁） ･････････････1,500円
ト580-116 イエロー8吋皿  
φ20×3㎝（60入･磁） ･･････････････1,940円
ト580-126 アメ8吋皿  
φ20×3㎝（60入･磁） ･･････････････1,550円
ト580-136 ブルー8吋皿  
φ20×3㎝（60入･磁） ･･････････････1,550円
ト580-146 黒吹8吋皿  
φ20×3㎝（60入･磁） ･･････････････1,550円
ト580-156 白8吋皿  
φ20×3㎝（60入･磁） ･･････････････1,000円

ト580-516 グリーン71/2吋皿  
φ19.3×2.6㎝（40入･磁） ･･･････････1,490円
ト580-526 イエロー9吋皿  
φ23×3㎝（30入･磁） ･･････････････2,500円
ト580-536 グリーン10吋皿  
φ25.5×3.3㎝（25入･磁） ･･･････････3,300円
ト580-546 イエロー12吋皿  
φ30.5×3.4㎝（20入･磁） ･･･････････7,500円
ト580-556 グリーン61/2吋皿  
φ16.7×2.3㎝（60入･磁） ･･･････････1,200円
ト580-566 イエロー71/2吋皿  
φ19.3×2.6㎝（40入･磁） ･･･････････1,750円
ト580-576 グリーン9吋皿  
φ23×3㎝（30入･磁） ･･････････････2,200円
ト580-586 イエロー10吋皿  
φ25.5×3.3㎝（25入･磁） ･･･････････3,850円
ト580-596 グリーン12吋皿  
φ30.5×3.4㎝（20入･磁） ･･･････････6,500円
ト580-606 イエロー61/2吋皿  
φ16.7×2.3㎝（60入･磁） ･･･････････1,350円
ト580-616 イエロー61/2ボール  
φ17×6㎝（30入･磁） ･･････････････4,200円
ト580-626 グリーン61/2ボール  
φ17×6㎝（30入･磁） ･･････････････3,900円
ト580-636 グリーン紅茶碗  
φ9.3×5.5㎝（220㏄）（48入･磁） ････1,450円
ト580-646 イエロー受皿  
φ14.7×2.1㎝（80入･磁） ･･･････････1,250円
ト580-656 イエローコーヒー碗  
φ7.4×6.8㎝（200㏄）（48入･磁） ････1,650円
ト580-666 グリーン41/2ボール  
φ11.7×4.7㎝（100入･磁） ･･････････1,490円
ト580-676 イエロー41/2ボール  
φ11.7×4.7㎝（100入･磁） ･･････････1,750円
ト580-686 イエロー紅茶碗  
φ9.3×5.5㎝（220㏄）（48入･磁） ････1,650円
ト580-696 グリーン受皿  
φ14.7×2.1㎝（80入･磁） ･･･････････1,100円
ト580-706 グリーンコーヒー碗  
φ7.4×6.8㎝（200㏄）（48入･磁） ････1,450円

洋陶オープン洋
陶
オ
ー
プ
ン

580



ピッツ（OR）

Mキャラメル

ピッツ（GR）

ハ581-616 
26㎝ディナー皿  
φ26×3.2㎝（30入･磁）
2,000円

ハ581-626 
23㎝ミート皿  
φ23.2×3㎝（40入･磁）
1,400円

ハ581-636 
19.5㎝ケーキ皿  
φ19.8×2.9㎝（60入･磁）
1,000円

ハ581-646 
15.5㎝パン皿  
φ15.5×2.5㎝（100入･磁）
800円

ハ581-656 
31.5㎝プラター  
31.8×22×3.7㎝（30入･磁）
4,400円

ハ581-666 
26㎝プラター  
26.2×18.2×2.7㎝（40入･磁）
2,800円

ハ581-676 
24㎝プラター  
24×17×2.7㎝（50入･磁）
2,000円

ハ581-686 
23㎝ボール  
φ23.2×8.3㎝（20入･磁）
2,500円

ハ581-696 
20㎝ボール  
φ20×7㎝（30入･磁）
2,300円

ハ581-706 
17㎝ボール  
φ17×6.3㎝（40入･磁）
1,300円

ハ581-716 
13.5㎝ボール  
φ13.7×5.5㎝（80入･磁）
850円

ハ581-726 
10㎝ボール  
φ10.2×4.1㎝（120入･磁）
700円

ハ581-736 
ダイナーマグ  
12.2×8.8×9.3㎝（345㏄）（60入･磁）
1,200円

ハ581-746 ダイナーカップ  
11.4×8×8.6㎝（240㏄）（80入･磁）
1,100円
ハ581-756 ダイナーソーサー  
φ15.3×2㎝（80入･磁）
600円

ハ581-776 コーヒーソーサー  
φ14.3×2.5㎝（80入･磁）
600円

ハ581-766 コーヒーカップ  
10.5×7.8×7.3㎝（180㏄）（80入･磁）
800円

ハ581-016 26㎝ディナー  
φ26×3.2㎝（磁） 2,200円

ハ581-026 23㎝ミート  
φ23.2×3㎝（磁） 1,500円

ハ581-036 
19.5㎝ケーキ  
φ19.8×2.9㎝（磁） 
1,000円

ハ581-046 
17.5㎝パン  
φ17.8×2.4㎝（磁） 
950円

ハ581-056 
15.5㎝パン  
φ15.5×2.5㎝（磁） 
900円

ハ581-106 
28.5㎝プラター  
28.9×22.4×3.9㎝（磁） 
4,200円

ハ581-116 
26㎝プラター  
26×20×3.5㎝（磁） 
3,000円

ハ581-126 
24㎝プラター  
24.1×18.5×3.4㎝（磁） 
2,200円

ハ581-066 24㎝スープ  
φ24×6㎝（磁） 2,200円

ハ581-076 20㎝スープ  
φ20×5.3㎝（磁） 1,300円

ハ581-146 
17㎝ボール  
φ17×6.3㎝（磁） 
1,400円

ハ581-156 
13.5㎝ボール  
φ13.7×5.5㎝（磁） 
900円

ハ581-166 コーヒーカップ  
11×8.5×6.3㎝（180㏄）（磁） 800円
ハ581-176 コーヒーソーサー  
φ14.1×2.5㎝（磁） 700円

ハ581-086 ラテカップ  
14.8×12×6.8㎝（415㏄）（磁） 1,400円
ハ581-096 ラテボール兼用ソーサー  
φ17.5×2.5㎝（磁） 900円

ハ581-136 
27㎝ベーカー  
27×17.2×5.5㎝（磁） 
3,800円

ハ581-316 26㎝ディナー  
φ26×3.2㎝（磁） 2,200円

ハ581-326 23㎝ミート  
φ23.2×3㎝（磁） 1,500円

ハ581-336 
19.5㎝ケーキ  
φ19.8×2.9㎝（磁） 
1,000円

ハ581-346 
17.5㎝パン  
φ17.8×2.4㎝（磁） 
950円

ハ581-356 
15.5㎝パン  
φ15.5×2.5㎝（磁） 
900円

ハ581-406 
28.5㎝プラター  
28.9×22.4×3.9㎝（磁） 
4,200円

ハ581-416 
26㎝プラター  
26×20×3.5㎝（磁） 
3,000円

ハ581-426 
24㎝プラター  
24.1×18.5×3.4㎝（磁） 
2,200円

ハ581-366 24㎝スープ  
φ24×6㎝（磁） 2,200円

ハ581-376 20㎝スープ  
φ20×5.3㎝（磁） 1,300円

ハ581-436 
27㎝ベーカー  
27×17.2×5.5㎝（磁） 
3,800円

ハ581-446 
17㎝ボール  
φ17×6.3㎝（磁） 
1,400円

ハ581-456 
13.5㎝ボール  
φ13.7×5.5㎝（磁） 
900円

ハ581-466 コーヒーカップ  
11×8.5×6.3㎝（180㏄）（磁） 800円
ハ581-476 コーヒーソーサー  
φ14.1×2.5㎝（磁） 700円

ハ581-386 ラテカップ  
14.8×12×6.8㎝（415㏄）（磁） 1,400円
ハ581-396 ラテボール兼用ソーサー  
φ17.5×2.5㎝（磁） 900円
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カントリーサイドダークブラウン

ケ582-016 27㎝ディナー皿  
φ27.2×2.7㎝（磁） 2,100円

ケ582-026 25.5㎝ディナー皿  
φ25.6×2.6㎝（磁） 1,900円

ケ582-036 23㎝ミート皿  
φ23.4×2.2㎝（磁） 1,200円

ケ582-046 21㎝ミート皿  
φ21.3×2.2㎝（磁） 1,000円

ケ582-056 20㎝ケーキ皿  
φ20×2㎝（磁） 950円

ケ582-066 17.5㎝ケーキ皿  
φ17.7×1.8㎝（磁） 800円

ケ582-076 16㎝パン皿  
φ16×1.7㎝（磁） 650円

ケ582-086 25.5㎝パスタボール  
φ25.5×5.1㎝（磁） 2,100円

ケ582-096 24㎝パスタボール  
φ24.1×4.9㎝（磁） 1,900円

ケ582-106 22.5㎝パスタボール  
φ22.5×4.6㎝（磁） 1,500円

ケ582-116 22㎝スープパスタ  
φ22.3×5.2㎝（磁） 1,400円

ケ582-126 19㎝スープボール  
φ19.2×4.4㎝（磁） 1,200円

ケ582-136 15.5㎝フルーツボール  
φ15.1×5.1㎝（磁） 950円

ケ582-146 32.5㎝プラター  
32.6×22.8×3.9㎝（磁） 4,200円

ケ582-156 29㎝プラター  
29×20.1×3.6㎝（磁） 3,100円

ケ582-166 26.5㎝プラター  
26.5×18.2×3.4㎝（磁） 2,800円

ケ582-176 スタックスープボール  
9.9×6.3㎝（260㏄）（磁） 850円

ケ582-186 7.5㎝ソースカップ  
φ7.6×4.4㎝（磁） 650円

ケ582-196 6㎝ソースカップ  
φ6.2×3.6㎝（磁） 550円

ケ582-216 ティーカップ  
11.8×9.5×6.1㎝（225㏄）（磁） 850円
ケ582-226 兼用ソーサー  
φ15.2×1.9㎝（磁） 550円

ケ582-206 コーヒーカップ  
10.7×8.4×6.7㎝（170㏄）（磁） 850円
ケ582-226 兼用ソーサー  
φ15.2×1.9㎝（磁） 550円

ケ582-236 マグカップ  
11.3×8.8×9.2㎝（315㏄）（磁） 950円

ケ582-256 兼用ソーサー  
φ15.3×2.5㎝（磁） 600円

ケ582-246 スタックコーヒーカップ  
10.9×8.3×6㎝（185㏄）（磁） 1,000円

ケ582-266 オブロングラタン  
19.4×11.4×3.7㎝（磁） 1,700円

ケ582-276 シュガー  
φ8.3×9.3㎝（255㏄）（磁） 2,000円

ケ582-286 クリーマー  
11.1×6.3×7.6㎝（180㏄）（磁） 1,800円
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カントリーサイドネイビーブルー

ケ583-016 27㎝ディナー皿  
φ27.2×2.7㎝（磁） 2,100円

ケ583-026 25.5㎝ディナー皿  
φ25.6×2.6㎝（磁） 1,900円

ケ583-036 23㎝ミート皿  
φ23.4×2.2㎝（磁） 1,200円

ケ583-046 21㎝ミート皿  
φ21.3×2.2㎝（磁） 1,000円

ケ583-056 20㎝ケーキ皿  
φ20×2㎝（磁） 950円

ケ583-066 17.5㎝ケーキ皿  
φ17.7×1.8㎝（磁） 800円

ケ583-076 16㎝パン皿  
φ16×1.7㎝（磁） 650円

ケ583-086 25.5㎝パスタボール  
φ25.5×5.1㎝（磁） 2,100円

ケ583-096 24㎝パスタボール  
φ24.1×4.9㎝（磁） 1,900円

ケ583-106 22.5㎝パスタボール  
φ22.5×4.6㎝（磁） 1,500円

ケ583-116 22㎝スープパスタ  
φ22.3×5.2㎝（磁） 1,400円

ケ583-126 19㎝スープボール  
φ19.2×4.4㎝（磁） 1,200円

ケ583-136 15.5㎝フルーツボール  
φ15.5×5.1㎝（磁） 950円

ケ583-146 32.5㎝プラター  
32.6×22.8×3.9㎝（磁） 4,200円

ケ583-156 29㎝プラター  
29×20.1×3.6㎝（磁） 3,100円

ケ583-166 26.5㎝プラター  
26.5×18.2×3.4㎝（磁） 2,800円

ケ583-176 スタックスープボール  
9.9×6.3㎝（260㏄）（磁） 850円

ケ583-186 7.5㎝ソースカップ  
φ7.6×4.4㎝（磁） 650円

ケ583-196 6㎝ソースカップ  
φ6.2×3.6㎝（磁） 550円

ケ583-216 ティーカップ  
11.8×9.5×6.1㎝（225㏄）（磁） 850円
ケ583-226 兼用ソーサー  
φ15.2×1.9㎝（磁） 550円

ケ583-236 マグカップ  
11.3×8.8×9.2㎝（315㏄）（磁） 950円

ケ583-266 オブロングラタン  
19.4×11.4×3.7㎝（磁） 1,700円

ケ583-276 シュガー  
φ8.3×9.3㎝（255㏄）（磁） 2,000円

ケ583-286 クリーマー  
11.1×6.3×7.6㎝（180㏄）（磁） 1,800円

ケ583-206 コーヒーカップ  
10.7×8.4×6.7㎝（170㏄）（磁） 850円
ケ583-226 兼用ソーサー  
φ15.2×1.9㎝（磁） 550円

ケ583-246 スタックコーヒーカップ  
10.9×8.3×6㎝（185㏄）（磁） 1,000円
ケ583-256 兼用ソーサー  
φ15.3×2.5㎝（磁） 600円
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カラーリフレクション

016

116

026

126

036

046

056
066

076

086

096
106

シルバーラッフル 
ミ584-016 31㎝プレート  
φ31×2.9㎝（20入･磁） ･････････････6,750円
ミ584-026 25.5㎝プレート  
φ25.5×2.7㎝（30入･磁） ･･･････････3,550円
ミ584-036 23㎝プレート  
φ23.1×2.4㎝（50入･磁） ･･･････････2,650円
ミ584-046 19㎝プレート  
φ19.1×2㎝（80入･磁） ･････････････1,850円
ミ584-056 17.5㎝プレート  
φ17.5×1.9㎝（120入･磁） ･･････････1,550円
ミ584-066 13㎝マルチボール  
φ13.5×7.6㎝（60入･磁） ･･･････････2,350円
ミ584-076 12㎝マルチボール  
φ12×6.8㎝（80入･磁） ･････････････2,000円
ミ584-086 11㎝マルチボール  
φ11×6.2㎝（100入･磁） ･･･････････1,800円
ミ584-096 コーヒー碗  
9.4×11.4×7㎝（200㏄）（（10×12）120入･磁） ･･･1,800円
ミ584-106 受皿  
φ15.1×2.1㎝（120入･磁） ･･････････1,350円
ミ584-116 26㎝リムスープ  
φ26×3.7㎝（30入･磁） ･････････････3,800円
ミ584-126 23㎝リムスープ  
φ23.3×3.5㎝（50入･磁） ･･･････････2,700円

ケ584-526 グリーンプレート  
φ27×3㎝（磁） 3,100円

ケ584-536 ピンクボウル  
13.6×7.6㎝（磁） 1,300円

ケ584-546 グリーンボウル  
13.6×7.6㎝（磁） 1,300円

ケ584-556 ピンクスープ皿  
φ27×4.8㎝（磁） 2,800円

ケ584-566 グリーンスープ皿  
φ27×4.8㎝（磁） 2,800円

ケ584-576 
ピンクマグ  
φ8.6×11.5×9.8㎝（330㏄）（磁） 
1,100円

ケ584-586 
グリーンマグ  
φ8.6×11.5×9.8㎝（330㏄）（磁） 
1,100円

ケ584-596 ピンクコーヒーカップ  
φ8.3×10.5×6.2㎝（170㏄）（磁） 1,000円
ケ584-606 ピンクコーヒーソーサー  
φ15.2×2㎝（磁） 800円

ケ584-616 グリーンコーヒーカップ  
φ8.3×10.5×6.2㎝（170㏄）（磁） 1,000円
ケ584-626 グリーンコーヒーソーサー  
φ15.2×2㎝（磁） 800円

ケ584-516 ピンクプレート  
φ27×3㎝（磁） 3,100円
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ハイテクゴールド
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086076096
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276
266
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116 206
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296
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156

シルバーリッチ 
ヤ585-016 12吋チョップ皿  
φ30.5×2.9㎝（30入･強） ････････････････････ 6,500円
ヤ585-026 10吋ディナー皿  
φ27.7×2.8㎝（40入･強） ････････････････････ 3,700円
ヤ585-036 9吋ミート  
φ23.2×2.6㎝（50入･強） ････････････････････ 2,350円
ヤ585-046 8吋ミート  
φ20.9×2.4㎝（60入･強） ････････････････････ 2,100円
ヤ585-056 7.5吋ケーキ皿  
φ19×2.3㎝（60入･強） ･･････････････････････ 1,750円
ヤ585-066 6.5吋パン皿  
φ16.5×1.7㎝（120入･強） ･･･････････････････ 1,450円
ヤ585-076 7.5吋クープ  
φ19×4.4㎝（60入･強） ･･････････････････････ 2,000円
ヤ585-086 9吋スープ  
φ23×4.2㎝（50入･強） ･･････････････････････ 2,400円
ヤ585-096 オートミル  
φ14.5×4.2㎝（90入･強） ････････････････････ 1,750円
ヤ585-106 5.5吋フルーツ皿  
φ14.2×3.1㎝（120入･強） ･･･････････････････ 1,450円
ヤ585-116 アメリカン受皿  
200㏄（48入･強） ･･････････････････････････ 1,350円
ヤ585-126 アメリカン碗  
200㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 2,000円
ヤ585-136 コーヒー受皿  
175㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,350円
ヤ585-146 コーヒー碗  
175㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,900円
ヤ585-156 紅茶受皿  
175㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,350円
ヤ585-166 紅茶碗  
175㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,900円
ヤ585-176 ブイヨン受皿  
φ10.2×5.6㎝（40入･強） ････････････････････ 1,350円
ヤ585-186 ブイヨン碗  
φ10.2×5.6㎝（60入･強） ････････････････････ 2,400円
ヤ585-196 デミタス受皿  
90㏄（72入･強）････････････････････････････ 1,100円
ヤ585-206 デミタス碗  
90㏄（80入･強）････････････････････････････ 1,600円
ヤ585-216 ティポット  
1000㏄（24入･強） ･････････････････････････ 9,100円
ヤ585-226 シュガーポット  
270㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 3,600円
ヤ585-236 クリーマー  
140㏄（80入･強） ･･････････････････････････ 3,400円
ヤ585-246 切立コーヒー受皿  
150㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,250円
ヤ585-256 切立コーヒー碗  
150㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,750円
ヤ585-266 切立ダベ受皿  
180㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,250円
ヤ585-276 切立ダベ碗  
180㏄（60入･強） ･･････････････････････････ 1,750円
ヤ585-286 切立デミタス受皿  
120㏄（72入･強） ･･････････････････････････ 1,050円
ヤ585-296 切立デミタス碗  
120㏄（80入･強） ･･････････････････････････ 1,450円

ア585-516 6.5吋ミート  
φ17×1.8㎝（強） 
A-柄付1,250円
B-無地730円 

ア585-526 7.5吋ミート  
φ19.5×2.2㎝（強） 
A-柄付1,450円
B-無地900円 

ア585-536 9吋ミート  
φ22.8×2.2㎝（強） 
A-柄付2,100円
B-無地1,350円 

ア585-546 10吋ミート  
φ26×2.5㎝（強） 
A-柄付3,100円
B-無地2,100円 

ア585-556 6.5吋ボール  
φ17×5㎝（60入･強） 
柄付3,000円

ア585-566 7.5吋ボール  
φ19.3×5.5㎝（40入･強） 
柄付3,600円

ア585-576 7.5吋クープ  
φ19×4㎝（強） 
A-柄付1,900円
B-無地1,300円 

ア585-586 
5.5吋フルーツ  
φ14×3.2㎝（強） 
A-柄付1,200円
B-無地730円 

ア585-596 オニオン（無地）  
13×10.6×8.5㎝（270㏄）（強） 
無地1,750円

ア585-626 アメリカン碗  
220㏄（60入･強） 
柄付1,820円
ア585-636 兼用受皿  
（強） 
柄付1,030円

ア585-616 紅茶碗  
200㏄（60入･強） 
柄付1,520円
ア585-636 兼用受皿  
（強） 
柄付1,030円

ア585-606 コーヒー碗  
190㏄（60入･強） 
柄付1,520円
ア585-636 兼用受皿  
（強） 
柄付1,030円

ア585-656 丸6.5吋グラタン（無地）  
16×13.3×3.8㎝（強） 
無地1,700円

ア585-646 丸7.5吋グラタン（無地）  
19×15.7×3.8㎝（強） 
無地1,750円

洋
陶
オ
ー
プ
ン

洋陶オープン 585



516 526

716
726

536 546

556

736
746
756

766

676

776

566
576
586
596

616
626

606

リアルゴールド

親子金線 

ヤ586-206 
デミタス碗のみ  
φ6×5㎝（100㏄）（6×12入･強）
1,150円
ヤ586-216 
デミタス受皿  
12.8×1.7㎝（強）
700円

ヤ586-246 
アメリカン碗のみ  
φ8×7.6㎝（260㏄）（6×8入･強）
1,350円
ヤ586-256 
兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
760円

ヤ586-256 
兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
760円

ヤ586-256 
兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
760円

ヤ586-516 玉6.5吋パン皿  
φ16.5㎝（120入･磁） ･････････････････720円
ヤ586-526 玉7.5吋ケーキ皿  
φ19.5㎝（90入･磁） ･･････････････････900円
ヤ586-536 玉8吋ミート皿  
φ21㎝（60入･磁） ･････････････････1,000円
ヤ586-546 玉9吋ミート皿  
φ23.5㎝（50入･磁） ･･･････････････1,150円
ヤ586-556 玉10吋ディナー皿  
φ26.5㎝（40入･磁） ･･･････････････1,720円
ヤ586-566 玉8吋プラター  
20.5×14.5㎝（60入･磁） ･･･････････1,250円
ヤ586-576 玉9吋プラター  
23×16.5㎝（50入･磁） ･････････････1,450円
ヤ586-586 玉10吋プラター  
25.5×18.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,720円
ヤ586-596 玉12吋プラター  
30.5×22.5㎝（30入･磁） ･･･････････2,850円
ヤ586-606 玉7.5吋クープ  
φ19×3.5㎝（60入･磁） ････････････････980円
ヤ586-616 玉8吋スープ皿  
φ21×4㎝（60入･磁） ･･････････････1,000円
ヤ586-626 玉9吋スープ皿  
φ23.5×4.5㎝（50入･磁） ･･･････････1,150円
ヤ586-636 玉メタ6.5吋パン皿  
φ16㎝（120入･磁） ･･･････････････････720円
ヤ586-646 玉メタ7.5吋ケーキ皿  
φ19.5㎝（90入･磁） ･･････････････････900円
ヤ586-656 玉メタ8吋皿  
φ20.7㎝（60入･磁） ･･･････････････1,000円
ヤ586-666 玉メタ9吋皿  
φ23.5㎝（50入･磁） ･･･････････････1,150円
ヤ586-676 玉メタ10吋皿  
φ26㎝（40入･磁） ･････････････････1,720円
ヤ586-686 玉メタ12吋皿  
φ35.5㎝（30入･磁） ･･･････････････4,000円
ヤ586-696 玉メタ8吋プラター  
21×14.5㎝（60入･磁） ･････････････1,250円
ヤ586-706 玉メタ9吋プラター  
23.8×16.5㎝（50入･磁） ･･･････････1,450円
ヤ586-716 玉メタ10吋プラター  
26×18㎝（40入･磁） ･･･････････････1,720円
ヤ586-726 玉メタ12吋プラター  
31×23㎝（30入･磁） ･･･････････････2,850円
ヤ586-736 8吋ベーカー  
21.5×15×5㎝（50入･磁） ･･････････1,400円
ヤ586-746 9吋ベーカー  
24×17×5.5㎝（40入･磁） ･･････････1,580円
ヤ586-756 10吋ベーカー  
26×18.5×6㎝（30入･磁） ･･････････2,580円
ヤ586-766 玉5.5吋フルーツ皿  
φ13.7×3.2㎝（120入･磁） ･････････････720円
ヤ586-776 玉6.5吋オートミル  
φ16.5×5㎝（90入･磁） ････････････････950円

ヤ586-016 6.5吋パン皿  
φ16.7㎝（120入･強） 780円
ヤ586-026 7.5吋ケーキ皿  
φ20㎝（90入･強） 1,030円

ヤ586-036 9吋ミート  
φ23.3㎝（50入･強） 1,400円
ヤ586-046 10吋ディナー皿  
φ26㎝（40入･強） 2,200円

ヤ586-056 10吋プラター  
26×18㎝（40入･強） 2,650円
ヤ586-066 12吋プラター  
30.3×20.5㎝（30入･強） 4,400円
ヤ586-076 14吋プラター  
36×24.5㎝（20入･強） 6,300円

ヤ586-086 ランチ皿（大）  
28.3×19㎝（30入･強） 6,000円

ヤ586-096 ベーカー  
24.7×16.5㎝（30入･強） 4,000円

ヤ586-106 9吋スープ  
φ23㎝（50入･強） 1,400円

ヤ586-116 7.5吋クープ  
φ19.2㎝（60入･強） 1,200円

ヤ586-126 オートミル  
φ16.5㎝（90入･強） 1,050円

ヤ586-136 5.5吋フルーツ皿  
φ13.8㎝（120入･強） 750円

ヤ586-146 
グラタン皿  
20.8×12.5㎝（60入･強）
2,300円

ヤ586-156 
ブイヨンカップ  
φ10.7×5㎝（6×10入･強）
2,000円

ヤ586-166 
クリーマー  
4.6×6.5㎝（100㏄）（6×20入･強）
2,250円

ヤ586-176 
シュガーポット  
6.5×8.4㎝（180㏄）（6×20入･強）
3,200円

ヤ586-186 
ポット（小）  
7.3×11.8㎝（440㏄）（40入･強）
4,700円

ヤ586-196 
ポット（大）  
8.6×15㎝（700㏄）（30入･強）
5,900円

ヤ586-226 
コーヒー碗のみ  
φ7.5×6.3㎝（190㏄）（6×10入･強）
1,200円

ヤ586-236 
紅茶碗のみ  
φ8.8×5.4㎝（200㏄）（6×10入･強）
1,250円
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グリーンセラム 

ヤ587-096 
デミタス碗  
6.2×5.2㎝（100㏄）（6×12入･強）
1,000円
ヤ587-106 
デミタス受皿  
12.8×1.7㎝（強）
630円

ヤ587-136 
アメリカン碗  
8×7.8㎝（260㏄）（6×8入･強）
1,250円
ヤ587-146 
兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
650円

ヤ587-146 
兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
650円

ヤ587-146 
兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
650円

ツ587-516 7吋パン皿  
φ17.5㎝（80入･磁） ･･････････････････920円
ツ587-526 8吋ケーキ皿  
φ19.5㎝（60入･磁） ･･･････････････1,200円
ツ587-536 9吋ミート皿  
φ23㎝（50入･磁） ･････････････････1,700円
ツ587-546 10吋ディナー皿  
φ27㎝（40入･磁） ･････････････････2,550円
ツ587-556 6吋パン皿  
φ15.5㎝（80入･磁） ･･････････････････880円
ツ587-566 12吋Sチョップ皿  
φ30.5㎝（20入･磁） ･･･････････････4,700円
ツ587-576 フルーツボール  
φ16㎝（60入･磁） ･････････････････1,200円
ツ587-586 スパゲティーボール  
φ23㎝（40入･磁） ･････････････････1,750円
ツ587-596 片手スープ  
φ10×5.5㎝（280㏄）（10×6入･磁） ･･1,550円
ツ587-606 ナッピー皿  
φ10㎝（120入･磁） ･･･････････････････880円
ツ587-616 スモールボール  
φ12㎝（80入･磁） ････････････････････970円
ツ587-626 スープボール  
φ19㎝（60入･磁） ･････････････････1,300円
ツ587-636 アメリカン碗  
φ8.8×7.8㎝（300㏄）（10×6入･磁） ･･1,250円
ツ587-646 兼用受皿  
13.9㎝（磁） ･････････････････････････880円
ツ587-656 コーヒー碗  
φ7.7×6.8㎝（230㏄）（磁） ･･････････1,100円
ツ587-666 兼用受皿  
13.9㎝（磁） ･････････････････････････880円
ツ587-676 紅茶碗  
φ9×5.5㎝（230㏄）（磁） ････････････1,100円
ツ587-686 兼用受皿  
13.9㎝（磁） ･････････････････････････880円

ヤ587-016 6.5吋パン皿  
φ16.7㎝（120入･強） 750円

ヤ587-196 
ブイヨンカップ  
φ10.7×5㎝（6×10入･強）
1,800円

ヤ587-026 7.5吋ケーキ皿  
φ20㎝（90入･強） 960円

ヤ587-116 
コーヒー碗のみ  
7.6×6.5㎝（180㏄）（6×10入･強）
1,100円

ヤ587-206 
オートミル  
φ16.5㎝（90入･強）
980円

ヤ587-036 9吋ミート  
φ23.3㎝（50入･強） 1,300円

ヤ587-126 
紅茶碗のみ  
8.9×5.7㎝（200㏄）（6×10入･強）
1,150円

ヤ587-216 
5.5吋フルーツ皿  
φ13.5㎝（120入･強）
700円

ヤ587-046 10吋ディナー皿  
φ26㎝（40入･強） 2,000円

ヤ587-226 
7.5吋クープ  
φ19.2㎝（60入･強）
1,100円

ヤ587-056 
ポット（小）  
7.3×11.8㎝（440㏄）（40入･強）
4,500円

ヤ587-156 
ベーカー  
24.7×16.5×5.1㎝（40入･強）
3,800円

ヤ587-236 ランチ皿（大）  
28.3×19㎝（30入･強） 
5,500円

ヤ587-066 
ポット（大）  
8.6×15㎝（700㏄）（30入･強）
5,700円

ヤ587-166 
10吋プラター  
26×18㎝（40入･強）
2,450円

ヤ587-246 
9吋スープ  
φ23㎝（50入･強）
1,350円

ヤ587-076 
シュガーポット  
6.5×8.4㎝（180㏄）（6×20入･強）
3,000円

ヤ587-176 
12吋プラター  
30.3×20㎝（30入･強）
4,200円

ヤ587-256 
グラタン皿  
20.8×12.5㎝（60入･強）
2,250円

ヤ587-086 
クリーマー  
4.6×6.5㎝（100㏄）（6×20入･強）
2,150円

ヤ587-186 
14吋プラター  
34×23㎝（20入･強）
6,000円

ヤ587-266 
丸小グラタン  
φ12.8×4㎝（80入･強）
950円
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グランデ・メモリー

ニューバージョン

ネ588-516 6.5吋ミート皿  
φ17㎝（100入･磁） 1,110円

ネ588-526 7.5吋ミート皿  
φ19.6㎝（60入･磁） 1,420円

ネ588-536 9吋ミート皿  
φ23㎝（50入･磁） 2,030円

ネ588-546 10吋ミート皿  
φ26㎝（40入･磁） 3,190円

ネ588-556 9吋スープ  
φ23㎝（50入･磁） 2,400円

ネ588-566 
7.5吋クープ  
φ20㎝（60入･磁） 
1,790円

ネ588-576 
3.5吋ボール  
φ9.1×4.2㎝（120入･磁） 
1,110円

ネ588-586 
4.5吋ボール  
φ11.3×5㎝（100入･磁） 
1,600円

ネ588-596 
5.5吋ボール  
φ14.2×5.8㎝（80入･磁） 
2,580円

ネ588-606 
6.5吋ボール  
φ15.8×6.8㎝（80入･磁） 
3,190円

ネ588-616 
5.5吋フルーツ  
φ14.7㎝（100入･磁） 
1,110円

ネ588-626 
6.5吋オートミル  
φ17㎝（90入･磁） 
1,540円

ネ588-636 
3.8吋深口皿（タレ入）  
φ9.7×2.3㎝（200入･磁） 
1,170円

ネ588-646 
ブイヨンカップ  
φ10.8×16×5.3㎝（120入･磁） 
2,400円

ネ588-656 コーヒーカップ  
φ8×6.5㎝（120入･磁） 1,420円
ネ588-666 兼用受皿  
φ14.7㎝（120入･磁） 1,050円

ネ588-676 アメリカンカップ  
φ8.6×6.8㎝（120入･磁） 1,720円
ネ588-686 兼用受皿  
φ14.7㎝（120入･磁） 1,050円

ネ588-696 ティーカップ  
φ9.2×5.5㎝（120入･磁） 1,420円
ネ588-706 兼用受皿  
φ14.7㎝（120入･磁） 1,050円

ツ588-016 61/2吋皿  
φ17×24㎝（60入･磁） 1,250円

ツ588-026 71/2吋皿  
φ19.6×2.9㎝（60入･磁） 1,600円

ツ588-036 9吋皿  
φ23.5×3.1㎝（50入･磁） 2,300円

ツ588-046 10吋皿  
φ26×3.4㎝（40入･磁） 3,500円

ツ588-056 12吋皿  
φ30.8×3.5㎝（20入･磁） 6,800円

ツ588-066 51/2吋フルーツ  
φ14.5×3.7㎝（80入･磁） 1,250円

ツ588-076 61/2吋オートミル  
φ17×4.5㎝（60入･磁） 1,700円

ツ588-086 71/2吋クープ  
φ19.6×4.3㎝（50入･磁） 2,250円

ツ588-096 9吋スープ  
φ23.3×4.2㎝（40入･磁） 2,850円

ツ588-106 片手スープカップ  
12.7×10.5×6㎝（330㏄）（10×6入･磁） 
2,100円

ツ588-116 マグ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×6入･磁） 
2,000円

ツ588-126 アメリカン碗  
8.3×7.7㎝（240㏄）（6×8入･磁） 1,850円
ツ588-136 兼用受皿  
15㎝（磁） 1,150円

ツ588-146 コーヒー碗  
7.6×7.1㎝（190㏄）（6×8入･磁） 1,650円
ツ588-156 兼用受皿  
15㎝（磁） 1,150円

ツ588-166 紅茶碗  
9.5×5.8㎝（230㏄）（6×8入･磁） 1,650円
ツ588-176 兼用受皿  
15㎝（磁） 1,150円
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カ589-606 
9吋スープ  
φ23.2×4.2㎝（30入･磁）
2,750円

カ589-516 
61/2パン皿  
φ16.7×2.5㎝（100入･磁） 1,200円

カ589-576 
51/2フルーツ  
φ14.1×3.8㎝（100入･磁）
1,200円

カ589-526 
71/2ケーキ皿  
φ19.2×2.8㎝（80入･磁） 1,500円

カ589-586 
61/2オートミル  
φ16.7×4.5㎝（80入･磁）
1,650円

カ589-536 
9吋ミート皿  
φ23.3×3㎝（40入･磁） 2,230円

カ589-596 
71/2クープ  
φ19.5×4.5㎝（60入･磁）
2,160円

カ589-546 
10吋ディナー皿  
φ25.6×3.5㎝（30入･磁） 3,400円

カ589-556 
12吋ディナー皿  
φ30.7×3.6㎝（20入･磁） 6,800円

カ589-616 ティー碗  
φ9.5×5.8㎝（210㏄）（48入･磁） 1,530円
カ589-626 ティー受皿  
φ14.8×2.3㎝（48入･磁） 1,020円

カ589-566 
51/2吋ボール  
φ14.5×5.5㎝（50入･磁）
2,400円

カ589-636 コーヒー碗  
φ7.2×7.1㎝（180㏄）（48入･磁） 1,530円
カ589-646 コーヒー受皿  
φ14.8×2.3㎝（48入･磁） 1,020円

イ589-016 
丸型61/2吋パン皿  
φ16.4×2.4㎝（磁） 1,100円

イ589-026 
丸型71/2吋ケーキ皿  
φ19.5×2.9㎝（磁） 1,450円

イ589-036 
丸型9吋ミート皿  
φ23.3×3.3㎝（磁） 2,000円

イ589-046 
丸型10吋ディナー皿  
φ25.9×3.6㎝（磁） 3,400円

イ589-056 丸型12吋チョップ皿  
φ31×3.6㎝（磁） 6,700円

イ589-066 
51/2フルーツ皿  
φ14.3×3.9㎝（磁） 1,100円

イ589-076 
61/2オートミル  
φ16.9×4.4㎝（磁） 1,600円

イ589-086 
31/2ボール  
φ9.3×4.1㎝（磁） 1,100円

イ589-096 
41/2ボール  
φ11.5×4.7㎝（磁） 1,600円

イ589-106 
61/2ボール  
φ17×6.4㎝（磁） 3,400円

イ589-116 
手付カップ  
φ7.5×7㎝（磁） 1,500円
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オ590-516 61/2吋ミート  
φ16.8×1.4㎝（磁） 900円

オ590-526 71/2吋ミート  
φ19.3×1.9㎝（磁） 1,150円

オ590-536 9吋ミート  
φ23×2.1㎝（磁） 1,300円

オ590-546 10吋ミート  
φ26.5×2.4㎝（磁） 2,100円

オ590-556 8吋スープ  
φ21×4㎝（磁） 1,200円

オ590-566 9吋スープ  
φ23.5×4.1㎝（磁） 1,350円

オ590-576 71/2吋クープ  
φ19.4×3.5㎝（磁） 1,150円

オ590-586 6吋オートミル  
φ16.5×4.5㎝（磁） 1,150円

オ590-596 51/2吋フルーツ  
φ14.3×3㎝（磁） 900円

オ590-606 ポット  
17.5×13㎝（磁） 5,550円

オ590-616 クリーマー  
8×6.7㎝（磁） 2,450円

オ590-626 シュガー  
8.6×8.2㎝（磁） 3,500円

オ590-636 コーヒー碗  
碗φ8.3×6.5･皿φ15.5㎝（磁） 1,350円
オ590-646 受皿  
15.5㎝（磁） 900円

ツ590-016 8吋ライス皿  
φ21.2㎝（6×6入･磁） ･･････････････1,500円
ツ590-026 9吋ミート皿  
φ24㎝（6×5入･磁） ････････････････1,600円
ツ590-036 10吋ディナー皿  
φ26.5㎝（6×5入･磁） ･･････････････2,150円
ツ590-046 12吋チョップ皿  
φ31㎝（1×18入･磁） ･･････････････4,350円
ツ590-056 6吋パン皿  
φ16.5㎝（6×16入･磁） ････････････････930円
ツ590-066 7吋ケーキ皿  
φ18.4㎝（6×12入･磁） ･････････････1,050円
ツ590-076 10吋ベーカー  
25.5×16.5×5.6㎝（6×6入･磁） ･････2,650円
ツ590-086 8吋グラタン  
21×11.4×3.3㎝（6×12入･磁） ･･････1,600円
ツ590-096 マグ  
φ7.7×8.5㎝（240㏄）（6×12入･磁） ･･1,050円
ツ590-106 紅茶碗  
8.5×5.5㎝（200㏄）（10×10入･磁） ･････950円
ツ590-116 兼用受皿  
16×1.8㎝（6×8入･磁） ････････････････630円
ツ590-126 シュガー  
9.5×7㎝（6×12入･磁） ･････････････2,450円
ツ590-136 スープカップ  
13.5×12×5㎝（300㏄）（6×9入･磁） ･1,350円
ツ590-146 コーヒー碗  
7.3×6.7㎝（200㏄）（10×10入･磁） ･････950円
ツ590-156 兼用受皿  
16×1.8㎝（6×8入･磁） ････････････････630円
ツ590-166 クリーマー  
6.4×8.5㎝（180㏄）（10×10入･磁） ･･1,550円
ツ590-176 8吋スープ  
φ21.5×4㎝（6×8入･磁） ･･･････････1,600円
ツ590-186 角10吋プラター  
27×19㎝（6×6入･磁） ･････････････3,150円
ツ590-196 角12吋プラター  
30.5×21.5㎝（6×4入･磁） ･･････････5,250円
ツ590-206 7吋クープ  
φ18.5×3.8㎝（6×8入･磁） ･････････1,300円
ツ590-216 6吋フルーツ  
φ15×3㎝（6×12入･磁） ････････････1,050円
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516

616

526

626

536

636

546

646

556

656

566

666

576

586

596
606

クィーン 

マトリクス 
ア591-516 25㎝スクエアープレートW  
25×25×3.7㎝（16入･磁） ･･･････････････････ 3,700円
ア591-526 20㎝スクエアープレートW  
19.7×19.7×3㎝（20入･磁） ･････････････････ 2,500円
ア591-536 16㎝スクエアープレートW  
15.8×15.8×2.4㎝（40入･磁） ････････････････ 1,900円
ア591-546 26㎝クープ皿W  
φ25.8×3㎝（16入･磁） ･･････････････････････ 2,200円
ア591-556 23㎝クープ皿W  
φ23.3×2.8㎝（20入･磁） ････････････････････ 1,400円
ア591-566 19㎝クープ皿W  
φ19.3×2.5㎝（40入･磁） ････････････････････ 1,100円
ア591-576 17.5㎝スクエアーボールW  
17.6×17.6×6.9㎝（20入･磁） ････････････････ 2,500円
ア591-586 15.5㎝スクエアーボールW  
15.5×15.5×6㎝（40入･磁） ･････････････････ 2,100円
ア591-596 25㎝スクエアープレートB  
25×25×3.7㎝（16入･磁） ･･･････････････････ 3,700円
ア591-606 20㎝スクエアープレートB  
19.7×19.7×3㎝（20入･磁） ･････････････････ 2,500円
ア591-616 16㎝スクエアープレートB  
15.8×15.8×2.4㎝（40入･磁） ････････････････ 1,900円
ア591-626 26㎝クープ皿B  
φ25.8×3㎝（16入･磁） ･･････････････････････ 2,200円
ア591-636 23㎝クープ皿B  
φ23.3×2.8㎝（20入･磁） ････････････････････ 1,400円
ア591-646 19㎝クープ皿B  
φ19.3×2.5㎝（40入･磁） ････････････････････ 1,100円
ア591-656 17.5㎝スクエアーボールB  
17.6×17.6×6.9㎝（20入･磁） ････････････････ 2,500円
ア591-666 15.5㎝スクエアーボールB  
15.5×15.5×6㎝（40入･磁） ･････････････････ 2,100円

ミ591-226 コーヒー碗  
碗φ7.4×7.1皿φ15.3×2.5㎝（170㏄）（60入･磁） 750円
ミ591-236 コーヒー受皿  
φ7.4×7.1㎝（170㏄）（100入･磁） 680円

ミ591-246 紅茶碗  
碗φ10.6×6皿φ15.3×2.5㎝（60入･磁） 800円
ミ591-256 紅茶受皿  
φ10.6×6㎝（240㏄）（100入･磁） 680円

ミ591-266 アメリカン碗  
碗φ8.5×7.7皿φ15.3×2.5㎝（60入･磁） 800円
ミ591-276 アメリカン受皿  
φ8.5×7.7㎝（250㏄）（100入･磁） 680円

ミ591-016 6吋パン皿  
φ15×2.5㎝（100入･磁） 780円

ミ591-026 7吋ケーキ皿  
φ19.5×3.1㎝（60入･磁） 920円

ミ591-036 9吋ミート皿  
φ23×3.2㎝（40入･磁） 1,450円

ミ591-046 10吋ディナー皿  
φ25.5×3.2㎝（30入･磁） 2,050円

ミ591-056 11吋ミート皿  
φ28.5×3.3㎝（20入･磁） 4,300円

ミ591-066 
4吋深ボール  
φ11×6.7㎝（60入･磁）
800円

ミ591-076 
5吋深ボール  
φ12×7.8㎝（40入･磁）
1,150円

ミ591-086 
6吋深ボール  
φ15×7.5㎝（36入･磁）
1,550円

ミ591-096 
7吋深ボール  
φ17.5×9㎝（30入･磁）
1,880円

ミ591-106 
4吋ボール  
φ10×4㎝（120入･磁）
780円

ミ591-116 
51/2吋ボール  
φ13.4×5.4㎝（80入･磁）
850円

ミ591-126 
8吋ボール  
φ20×6.9㎝（40入･磁）
1,780円

ミ591-136 
9吋ボール  
φ23.2×8.3㎝（20入･磁）
2,880円

ミ591-146 
71/2吋プラター  
18.5×11.8×2.5㎝（60入･磁）
1,450円

ミ591-156 
91/2吋プラター  
23.3×16.5×2.9㎝（40入･磁）
2,000円

ミ591-166 
10吋プラター  
25.8×18×2.7㎝（30入･磁）
2,950円

ミ591-176 
12吋プラター  
31×21.4×3.6㎝（20入･磁）
4,700円

ミ591-186 
14吋プラター  
36×25.5×4㎝（15入･磁）
6,850円

ミ591-196 
4吋小皿  
φ11×2.2㎝（180入･磁）
620円

ミ591-206 
グラタン  
16×14×5㎝（60入･磁）
1,950円

ミ591-216 
7吋パスタボール  
φ18×4.8㎝（40入･磁）
1,300円
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グレース 

ブルーウェーブ 

ヤ592-096 デミタス碗  
6.2×5.2㎝（100㏄）（6×12入･強）
1,380円
ヤ592-106 デミタス受皿  
（強）
980円

ヤ592-136 アメリカン碗  
8×7.8㎝（260㏄）（6×8入･強）
1,550円
ヤ592-146 兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
980円

ヤ592-146 兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
980円

ヤ592-146 兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
980円

ヤ592-566 デミタス碗  
80㏄（6×12入･強）
1,640円
ヤ592-576 デミタス受皿  
（強）
960円

ヤ592-606 コーヒー碗  
170㏄（6×10入･強）
1,800円
ヤ592-616 兼用受皿  
（強）
1,000円

ヤ592-016 6.5吋パン皿  
φ16.7㎝（120入･強） 950円

ヤ592-026 7.5吋ケーキ皿  
φ20㎝（90入･強） 1,280円

ヤ592-036 9吋ミート  
φ23.3㎝（50入･強） 1,600円

ヤ592-046 10吋ディナー皿  
φ26㎝（40入･強） 2,450円

ヤ592-056 
ポット（小）  
7.3×11.8㎝（440㏄）（40入･強）
5,300円

ヤ592-066 
ポット（大）  
8.6×15㎝（700㏄）（30入･強）
6,300円

ヤ592-216 
5.5吋フルーツ  
φ13.8㎝（120入･強）
980円

ヤ592-246 
9吋スープ  
φ23㎝（50入･強）
1,600円

ヤ592-076 
シュガーポット  
6.5×8.4㎝（180㏄）（6×20入･強）
3,500円

ヤ592-086 
クリーマー  
4.6×6.5㎝（100㏄）（6×20入･強）
2,680円

ヤ592-116 コーヒー碗のみ  
7.6×6.5㎝（190㏄）（6×10入･強）
1,480円

ヤ592-126 紅茶碗のみ  
8.9×5.7㎝（200㏄）（6×10入･強）
1,530円

ヤ592-156 ベーカー  
24.7×16.5×5㎝（40入･強） 4,600円

ヤ592-166 10吋プラター  
26×18㎝（40入･強） 2,900円

ヤ592-176 12吋プラター  
30.3×20.5㎝（30入･強） 4,900円

ヤ592-186 14吋プラター  
36×24.5㎝（20入･強） 6,800円

ヤ592-196 
ブイヨンカップ  
φ10.7×5㎝（6×10入･強）
2,280円

ヤ592-206 
オートミル  
φ16.5㎝（90入･強）
1,280円

ヤ592-226 
7.5吋クープ  
φ19.2㎝（60入･強）
1,450円

ヤ592-236 
ランチ皿（大）  
28.3×19㎝（30入･強）
6,300円

ヤ592-256 
グラタン皿  
20.8×12.5㎝（60入･強）
2,550円

ヤ592-266 
丸小グラタン  
φ12.8×4㎝（80入･強）
1,280円

ヤ592-626 
ティーポット  
800㏄（24入･強）
8,000円

ヤ592-636 
クリーマー  
170㏄（10×12入･強）
2,880円

ヤ592-646 
シュガーポット  
260㏄（10×6入･強）
3,600円

ヤ592-656 
ブイヨンカップ  
φ10×5.5㎝（6×12入･強）
2,400円

ヤ592-686 12吋プラター  
32×23㎝（30入･強） 4,800円

ヤ592-706 16吋プラター  
43×30.5㎝（15入･強） 13,000円

ヤ592-716 7.5吋クープ  
φ19.5×3.5㎝（60入･強） 1,900円

ヤ592-726 9吋スープ  
φ23.5×4㎝（50入･強） 2,200円

ヤ592-736 5.5吋フルーツ  
φ14.2×3㎝（120入･強） 1,300円

ヤ592-746 6.5吋オートミル  
φ16.5×5㎝（90入･強） 1,800円

ヤ592-756 耳付グラタン  
20×4.5㎝（50入･強） 2,800円

ヤ592-546 10吋ディナー  
φ26㎝（40入･強） 3,700円

ヤ592-556 12吋プレート  
φ30.5㎝（30入･強） 7,000円

ヤ592-516 6.5吋パン皿  
φ16.3㎝（120入･強） 1,300円

ヤ592-526 7.5吋ケーキ皿  
φ19.2㎝（90入･強） 1,650円

ヤ592-536 9吋ミート  
φ23㎝（50入･強） 2,200円

ヤ592-696 14吋プラター  
37×26㎝（20入･強） 8,000円

ヤ592-676 10吋プラター  
26×18.5㎝（40入･強） 3,200円

ヤ592-666 9吋プラター  
24×17㎝（50入･強） 2,500円

ヤ592-586 
紅茶碗のみ  
170㏄（6×10入･強）
1,800円
ヤ592-616 
兼用受皿  
（強）
1,000円

ヤ592-596 
アメリカン碗のみ  
200㏄（6×8入･強）
1,900円
ヤ592-616 
兼用受皿  
（強）
1,000円
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マリーナ 

ロールスタン 

ヤ593-016 紅茶碗  
9×5.7㎝（200㏄）（6×10入･強）
1,170円
ヤ593-026 兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
780円

ヤ593-036 デミタス碗  
100㏄（6×12入･強）
1,050円
ヤ593-046 デミタス受皿  
（強）
700円

ヤ593-056 コーヒー碗のみ  
7.6×6.5㎝（190㏄）（6×10入･強）
1,120円
ヤ593-026 兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
780円

ヤ593-066 アメリカン碗のみ  
8×7.8㎝（260㏄）（6×8入･強）
1,170円
ヤ593-026 兼用受皿  
15.3×1.9㎝（強）
780円

ヤ593-646 コーヒー碗  
φ8×7.7㎝（180㏄）（6×10入･磁）
1,200円
ヤ593-656 コーヒー受皿  
14.6×2㎝（6×10入･磁）
750円

ヤ593-106 
6.5吋オートミル  
φ16.5㎝（90入･強）
980円

ヤ593-116 
9吋スープ  
φ23㎝（50入･強）
1,350円

ヤ593-126 
7.5吋クープ  
φ19.2㎝（60入･強）
1,150円

ヤ593-196 6.5吋パン皿  
φ16.7㎝（120入･強） 730円

ヤ593-136 
5.5吋フルーツ  
φ13.8㎝（120入･強）
680円

ヤ593-206 7.5吋ケーキ皿  
φ20㎝（90入･強） 1,000円

ヤ593-076 
ポット  
8.6×15㎝（700㏄）（30入･強）
5,700円

ヤ593-146 
ブイヨンカップ  
φ10.7×5㎝（6×10入･強）
1,900円

ヤ593-216 9吋ミート  
φ23.3㎝（50入･強） 1,350円

ヤ593-086 
シュガーポット  
6.5×8.4㎝（180㏄）（6×20入･強）
3,250円

ヤ593-156 
8.5吋グラタン  
20.3×12.5㎝（60入･強）
2,300円

ヤ593-226 10吋ミート  
φ26㎝（40入･強） 2,000円

ヤ593-096 
クリーマー  
4.6×6.5㎝（100㏄）（6×20入･強）
2,400円

ヤ593-166 10吋プラター  
26×18㎝（40入･強） 2,450円

ヤ593-236 ランチ皿（大）  
28.3×19㎝（30入･強） 6,000円

ヤ593-176 12吋プラター  
30.5×20.5㎝（30入･強） 4,230円

ヤ593-186 14吋プラター  
36×24.5㎝（20入･強） 6,100円

ヤ593-516 6.5吋パン皿  
φ16.5×1.5㎝（120入･磁） 800円

ヤ593-526 7.5吋ケーキ皿  
φ19.5×2㎝（90入･磁） 1,050円

ヤ593-536 9吋ミート  
φ23×2.2㎝（50入･磁） 1,300円

ヤ593-546 10吋ディナー皿  
φ26.7×2.4㎝（40入･磁） 2,000円

ヤ593-556 12吋プレート  
φ31×3㎝（30入･磁） 4,800円

ヤ593-566 5.5吋フルーツ  
φ13.8×3.1㎝（120入･磁） 800円

ヤ593-576 6.5吋オートミル  
φ16.5×4.8㎝（90入･磁） 1,000円

ヤ593-586 7.5吋クープ  
φ19.5×3.6㎝（60入･磁） 1,100円

ヤ593-596 9吋スープ  
φ23×4.4㎝（50入･磁） 1,300円

ヤ593-606 9.5吋ベーカー  
24.5×18.3×5.3㎝（30入･磁） 3,600円

ヤ593-616 10吋プラター  
25.6×18×3.3㎝（40入･磁） 2,900円

ヤ593-626 12吋プラター  
31×21×3.5㎝（30入･磁） 3,700円

ヤ593-636 14吋プラター  
36×23.8×3.8㎝（20入･磁） 7,000円

ヤ593-666 
ブイヨンカップ  
φ11.5×5.6㎝（60入･磁）
2,000円
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エメラルドグリーン

※電子レンジ不可

※電子レンジOK

016 026 036
046

056 066

076

086
096

ゴールドメユール

ロイヤルマロン 
ホ594-016 61/2吋パン皿  
φ16.5×2㎝（80入･磁） ･････････････1,050円
ホ594-026 7.5吋ケーキ皿  
φ19.3×2㎝（60入･磁） ･････････････1,260円
ホ594-036 9吋ミート皿  
φ23.3×2.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,600円
ホ594-046 10吋ディナー皿  
φ26×2.5㎝（30入･磁） ･････････････2,650円
ホ594-056 51/2吋フルーツ  
φ14×3㎝（80入･磁） ･･････････････1,050円
ホ594-066 71/2吋クープ  
φ19.5×3.5㎝（60入･磁） ･･･････････1,350円
ホ594-076 9吋スープ  
φ23.5×4.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,650円
ホ594-086 コーヒー碗  
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（100入･磁） ･･･1,500円
ホ594-096 受皿  
φ15.2㎝（100入･磁） ･･････････････1,000円

タ594-616 14㎝フルーツ（ブルー）  
φ14.9×3.1㎝（100入･磁） 750円

タ594-626 16㎝パン皿（ブルー）  
φ16×2.1㎝（100入･磁） 750円

タ594-636 19㎝ケーキ（ブルー）  
φ19.6×2.2㎝（60入･磁） 1,000円

タ594-646 23㎝ミート（ブルー）  
φ23.7×2.8㎝（40入･磁） 1,400円

タ594-656 27㎝ディナー（ブルー）  
φ27.3×3㎝（30入･磁） 2,150円

タ594-666 14㎝フルーツ（ピンク）  
φ14.9×3.1㎝（100入･磁） 750円

タ594-676 16㎝パン皿（ピンク）  
φ16×2.1㎝（100入･磁） 750円

タ594-686 19㎝ケーキ（ピンク）  
φ19.6×2.2㎝（60入･磁） 1,000円

タ594-696 23㎝ミート（ピンク）  
φ23.7×2.8㎝（40入･磁） 1,400円

タ594-706 27㎝ディナー（ピンク）  
φ27.3×3㎝（30入･磁） 2,150円

ホ594-316 6吋パン皿  
φ16㎝（100入･磁） 
980円

ホ594-326 7.5吋ケーキ皿  
φ19.7㎝（60入･磁） 
1,350円

ホ594-336 9吋ミート皿  
φ23.7㎝（40入･磁） 
1,800円

ホ594-346 10吋ディナー皿  
φ27㎝（30入･磁） 
3,000円

ホ594-356 5.5吋フルーツ  
φ14.6×3.1㎝（80入･磁） 
980円

ホ594-366 コーヒー碗  
碗φ7×7.4㎝（160㏄）（100入･磁） 1,620円
ホ594-376 コーヒー受皿  
φ14.6㎝（120入･磁） 1,080円

ホ594-386 ブリオン碗  
φ9.5×5㎝（230㏄）（80入･磁） 1,600円
ホ594-396 ブリオン受皿  
φ16㎝（100入･磁） 980円
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ヤ595-016 23㎝ミート皿  
φ23.5㎝（50入･磁） ･･･････････････1,500円
ヤ595-026 27㎝ディナー皿  
φ27㎝（36入･磁） ･････････････････2,300円
ヤ595-036 31.5㎝大皿  
φ31.5㎝（24入･磁） ･･･････････････4,300円
ヤ595-046 19.5㎝ケーキ皿  
φ19.5㎝（60入･磁） ･･･････････････1,300円
ヤ595-056 15.5㎝パン皿  
φ15.5㎝（120入･磁） ･････････････････900円
ヤ595-066 17.5㎝パン皿  
φ17.5㎝（90入･磁） ･･･････････････1,000円
ヤ595-076 15.5㎝フルーツ皿  
φ15.5×3㎝（90入･磁） ･････････････1,000円
ヤ595-086 16㎝オートミル  
φ16×5㎝（60入･磁） ･･････････････1,100円
ヤ595-096 19㎝スープ  
φ19×4㎝（40入･磁） ･･････････････1,200円
ヤ595-106 25.5㎝カレースパ皿  
φ25.5×4㎝（120入･磁） ･･･････････2,100円
ヤ595-116 コーヒー碗  
200㏄（60入･磁） ････････････････････950円
ヤ595-126 受皿  
φ15㎝（60入･磁） ････････････････････800円

ア595-616 7半ケーキ皿  
φ19.8㎝（60入･磁） ･･･････････････1,300円
ア595-626 9吋ミート皿  
φ23.4㎝（40入･磁） ･･･････････････1,500円
ア595-636 10吋ディナー皿  
φ27㎝（30入･磁） ･････････････････2,300円
ア595-646 12吋大皿  
φ31.5㎝（20入･磁） ･･･････････････4,300円
ア595-656 5半フルーツ･ボール  
φ15.5×3.3㎝（80入･磁） ･･･････････1,000円
ア595-666 7半クープ･ボール  
φ19×4㎝（60入･磁） ･･････････････1,200円
ア595-676 6半オートミル  
φ16.3×5㎝（80入･磁） ･････････････1,100円
ア595-686 10吋カレー･スパゲティー皿  
φ26×4㎝（30入･磁） ･･････････････2,100円
ア595-696 受皿  
φ15㎝（60入･磁） ････････････････････800円
ア595-706 コーヒー碗  
φ7.8×6.5㎝（190㏄）（100入･磁） ･･････950円
ア595-716 6半パン皿  
φ17.5㎝（80入･磁） ･･･････････････1,000円
ア595-726 6吋パン皿  
φ15.5㎝（100入･磁） ･････････････････900円

イ595-316 61/2吋ミート  
φ16.8㎝（磁） 1,100円

イ595-326 71/2吋ミート  
φ19㎝（磁） 1,350円

イ595-336 9吋ミート  
φ24.2㎝（磁） 1,900円

イ595-346 10吋ミート  
φ26㎝（磁） 2,850円

イ595-356 10吋ベーカー  
25.5×15.8×4.5㎝（磁） 4,300円

イ595-366 8吋スープ  
φ22×3.8㎝（磁） 1,900円

イ595-376 51/2吋フルーツ  
φ14.3×3.8㎝（磁） 1,100円

イ595-386 61/2吋オートミル  
φ16.5×5.2㎝（磁） 1,350円

イ595-396 クリームスープ碗  
φ11.8×5.2㎝（250㏄）（磁） 2,050円

イ595-406 紅茶一客C/S  
φ9×6.6㎝（180㏄）（磁） 2,050円
イ595-416 紅茶碗のみ  
（磁） 1,200円

イ595-426 コーヒー客C/S  
φ8×5㎝（180㏄）（磁） 2,050円
イ595-436 コーヒー碗のみ  
（磁） 1,200円
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ハ596-026 9吋ミート  
φ23.7㎝（50入･磁） ･･･････････････1,480円
ハ596-036 10吋ディナー  
φ26.5㎝（40入･磁） ･･･････････････2,150円
ハ596-046 6吋パン  
φ16㎝（120入･磁） ･･･････････････････750円
ハ596-056 5吋ボール  
φ13.2×3.9㎝（120入･磁） ･････････････750円

ハ596-016 7.5吋ケーキ  
φ19.3㎝（90入･磁） ･･･････････････1,030円

ヤ596-616 10吋ミート  
φ25.8×2.6㎝（40入･強） ･･･････････2,200円
ヤ596-626 9吋ミート  
φ23.5×2.1㎝（50入･強） ･･･････････1,400円
ヤ596-636 7.5吋ケーキ皿  
φ19.2×1.8㎝（90入･強） ･･････････････930円
ヤ596-646 6.5吋パン皿  
φ16.2×1.6㎝（120入･強） ･････････････700円
ヤ596-656 9吋スープ  
φ23×4.3㎝（50入･強） ･････････････1,800円
ヤ596-666 8吋スープ  
φ21×3.7㎝（60入･強） ･････････････1,500円
ヤ596-676 6吋オートミル  
φ15.3×3.5㎝（90入･強） ･･･････････1,000円
ヤ596-686 アメリカン碗  
φ8×8㎝（270㏄）（80入･強） ････････1,150円
ヤ596-696 紅茶碗  
φ8.4×5㎝（190㏄）（6×10入･強） ･･････960円
ヤ596-706 コーヒー碗  
φ7.1×6㎝（160㏄）（6×10入･強） ･･････960円
ヤ596-716 兼用受皿  
14.7×2㎝（6×10入･強） ･･････････････640円
ヤ596-726 ブイヨンカップ  
15.3×10×5.5㎝（60入･強） ････････1,550円

タ596-316 23㎝ミート  
φ23.5×2.4㎝（40入･磁） 620円

タ596-326 19㎝ケーキ  
φ19.3×2.4㎝（60入･磁） 430円

タ596-336 16㎝パン皿  
φ16.1×2㎝（80入･磁） 320円

タ596-346 23㎝ベーカー  
23.8×21.6×4.8㎝（40入･磁） 700円

タ596-356 13㎝ボール  
φ13.2×4㎝（80入･磁） 320円

タ596-366 21㎝スープ  
φ21×4㎝（30入･磁） 430円

タ596-376 16.5㎝オートミル  
φ16.7×5㎝（80入･磁） 430円
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ハ597-316 ブラックカフェオレ  
φ13.2×6.9㎝（60入･磁） ･･････････････820円
ハ597-326 ホワイトカフェオレ  
φ13.2×6.9㎝（60入･磁） ･･････････････820円
ハ597-336 ブラックタンブラー  
φ6.9×9.0㎝（180㏄）（10×10入･磁） ･･･550円
ハ597-346 ホワイトタンブラー  
φ6.9×9.0㎝（180㏄）（10×10入･磁） ･･･550円
ハ597-356 ブラックケーキ  
φ19.1㎝（60入･磁） ･･････････････････910円
ハ597-366 ブラックミート  
φ23.3㎝（40入･磁） ･･･････････････1,300円
ハ597-376 ブラックスープ  
φ21×4㎝（40入･磁） ･･････････････1,200円
ハ597-386 ブラックサラダボール  
φ18.1×5.3㎝（50入･磁） ･･･････････1,050円
ハ597-396 ブラックボール  
φ10.5×4.2㎝（100入･磁） ･････････････500円
ハ597-406 ブラックカップ  
φ8.4×4.7㎝（170㏄）（100入･磁） ･･････650円
ハ597-416 ブラックソーサー  
φ13.4×1.8㎝（100入･磁） ･････････････550円
ハ597-426 ホワイトカップ  
φ8.4×4.7㎝（170㏄）（6×10入･磁） ･････650円
ハ597-436 ホワイトソーサー  
φ13.4×1.8㎝（100入･磁） ･････････････550円

ミ597-616 黒釉丸グラタン（小）  
φ12×14.5×4.5㎝（60入･陶） 1,100円

ミ597-626 黒釉丸グラタン（大）  
φ14.5×18×5.3㎝（40入･陶） 1,500円

ミ597-636 黒釉楕円グラタン（小）  
18.7×11×3.6㎝（60入･陶） 1,300円

ミ597-646 黒釉楕円グラタン（大）  
23.5×13.2×4.1㎝（50入･陶） 1,750円

ミ597-656 黒釉片手グラタン  
φ15.2×23×5.5㎝（36入･陶） 1,750円

ミ597-666 白釉丸グラタン（小）  
φ12×14.5×4.5㎝（60入･陶） 1,100円

ミ597-676 白釉丸グラタン（大）  
φ14.5×18×5.3㎝（40入･陶） 1,500円

ミ597-686 白釉楕円グラタン（小）  
18.7×11×3.6㎝（60入･陶） 1,300円

ミ597-696 白釉楕円グラタン（大）  
23.5×13.2×4.1㎝（50入･陶） 1,750円

ミ597-706 白釉片手グラタン  
φ15.2×23×5.5㎝（36入･陶） 1,750円

ミ597-726 
黒釉22㎝変形浅鍋  
28×22×7㎝（36入･陶） 2,200円

ミ597-716 
白釉22㎝変形浅鍋  
28×22×7㎝（36入･陶） 2,200円

ミ597-736 
黒スタッキングビビンバ14㎝  
φ14×6.5㎝（50入･陶） 1,650円

ミ597-746 
黒スタッキングビビンバ18㎝  
φ18×7.9㎝（30入･陶） 2,300円

ミ597-756 
黒スタッキングビビンバ19㎝  
φ19×8.2㎝（20入･陶） 2,500円

ヨ597-106 ポット  
17×11.5×14.5㎝（600㏄）
（36入･磁）（中国） 
2,600円

ヨ597-116 マグカップ  
12×8×10㎝（340㏄）
（60入･磁）（中国） 
600円

ヨ597-126 
コーヒー碗と受皿  
12×9×7㎝（300㏄）（60入･磁）（中国） 
1,200円

ヨ597-076 13㎝ボール  
φ13×7㎝（60入･磁）（中国） 
700円

ヨ597-086 ボール  
φ15.5×5㎝（60入･磁）（中国） 
700円

ヨ597-016 リム皿 S  
φ19×2.5㎝（60入･磁）（中国） 
750円

ヨ597-026 リム皿 L  
φ24×3㎝（36入･磁）（中国） 
1,200円

ヨ597-066 パスタ皿  
φ21.8×4㎝（36入･磁）（中国） 
1,100円

ヨ597-036 角皿 S  
14×14×2.5㎝
（60入･磁）（中国） 
650円

ヨ597-046 角皿 L  
9×9×3.5㎝
（40入･磁）（中国） 
800円

ヨ597-056 角皿 LL  
22×22×4㎝（24入･磁）（中国） 
1,100円

ヨ597-096 リム楕円ボール  
16.7×14×5㎝（60入･磁）（中国） 
900円
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イグニース

ハ598-016 
手付きパン ブラック 小  
19.3×14×5.9㎝（400㏄）（陶） 2,500円

ハ598-026 
手付きソースパン ブラック 中  
22.5×16.5×6.2㎝（600㏄）（陶） 3,000円

ハ598-036 
手付きソースパン ブラック 大  
25×18.5×6.4㎝（815㏄）（陶） 3,300円

ハ598-046 
16㎝ソースポット ブラック  
16.1×12.5×6.5㎝（385㏄）（陶） 1,400円

ハ598-056 
手付きボール 
ブラック  
14.8×12.5×6.4㎝（410㏄）（陶） 1,800円

ハ598-066 
スタック12㎝深ボール 
ブラック  
φ12.3×5㎝（335㏄）（陶） 1,100円

ハ598-076 
深型ソースディッシュ 
ブラック  
φ11.7×4.7㎝（340㏄）（陶） 1,100円

ハ598-086 
スタック切立ウォーマー 
ブラック 大  
φ11.1×9㎝（陶） 2,400円

ハ598-096 
スタック円ウォーマー 
ブラック 小  
8.8×11.7×8.7㎝（陶） 2,200円

ハ598-106 
手付きパン ブラウン 小  
19.3×14×5.9㎝（400㏄）（陶） 2,500円

ハ598-116 
手付きソースパン ブラウン 中  
22.5×16.5×6.2㎝（600㏄）（陶） 3,000円

ハ598-126 
手付きソースパン ブラウン 大  
25×18.5×6.4㎝（815㏄）（陶） 3,300円

ハ598-136 
16㎝ソースポット ブラウン  
16.1×12.5×6.5㎝（385㏄）（陶） 1,400円

ハ598-146 
手付きボール 
ブラウン  
14.8×12.5×6.4㎝（410㏄）（陶） 1,800円

ハ598-156 
スタック12㎝深ボール 
ブラウン  
φ12.3×5㎝（335㏄）（陶） 1,100円

ハ598-166 
深型ソースディッシュ 
ブラウン  
φ11.7×4.7㎝（340㏄）（陶） 1,100円

ハ598-176 
スタック切立ウォーマー 
ブラウン 大  
φ11.1×9㎝（陶） 2,400円

ハ598-186 
スタックラウンドウォーマー 
ブラウン 小  
8.8×11.7×8.7㎝（陶） 2,200円

ハ598-196 
手付きパン ベイクオレンジ 小  
19.3×14×5.9㎝（400㏄）（陶） 3,300円

ハ598-206 
手付きソースパン ベイクオレンジ 中  
22.5×16.5×6.2㎝（600㏄）（陶） 3,700円

ハ598-216 
手付きソースパン ベイクオレンジ 大  
25×18.5×6.4㎝（815㏄）（陶） 4,200円

ハ598-226 
16㎝ソースポット ベイクオレンジ  
16.1×12.5×6.5㎝（385㏄）（陶） 1,800円

ハ598-236 
手付きボール 
ベイクオレンジ  
14.8×12.5×6.4㎝（410㏄）（陶） 2,000円

ハ598-246 
スタック12㎝深ボール 
ベイクオレンジ  
φ12.3×5㎝（335㏄）（陶） 1,300円

ハ598-256 
深型ソースディッシュ 
オレンジ  
φ11.7×4.7㎝（340㏄）（陶） 1,300円

ハ598-266 
スタック切立ウォーマー 
オレンジ 大  
φ11.1×9㎝（陶） 2,900円

ハ598-276 
スタック丸ウォーマー 
オレンジ 小  
8.8×11.7×8.7㎝（陶） 2,500円

ハ598-286 
フォーク （5本セット）  
17.4㎝ 600円

ハ598-296 
コルク 16㎝丸型敷台  
φ16×1.2㎝ 450円

ハ598-306 
コルク 14㎝角型敷台  
14×14×1.2㎝ 450円

ハ598-316 
木台付ソースウォーマーセット アルコール用  
13.4×11.8×7.5㎝ 3,800円
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ブラックセラム（超耐熱･直火OK!!） 

ス599-016 シチュー鍋（大）  33×φ25×14㎝（身7.8㎝）（8入･陶） ･････････ 7,000円
ス599-026 シチュー鍋（小）  23.5×φ17.5×10.5㎝（身6.5㎝）（16入･陶） ･･･ 3,500円
ス599-036 蓋付リゾット  20.5×φ17.5×9.5㎝（身5.2㎝）（20入･陶） ･･･････ 3,500円
ス599-046 蓋付ドリア  17.5×φ15.5×8.5㎝（身5.2㎝）（25入･陶） ･････････ 2,500円
ス599-056 蓋付グラタン  15×φ13×7.5㎝（身5㎝）（30入･陶） ･･･････････ 1,900円
ス599-066 丸ドリア  17.5×φ15×5.2㎝（40入･陶） ･･････････････････････ 1,250円
ス599-076 丸リゾット  20.5×φ17.5×5.2㎝（30入･陶） ･･･････････････････ 1,750円
ス599-086 丸グラタン  15×φ12.5×5㎝（50入･陶） ････････････････････････ 950円
ス599-096 新型オーバルグラタン（中）  24.5×15×5㎝（30入･陶） ･････ 2,000円
ス599-106 新型オーバルグラタン（大）  29×19×5.5㎝（20入･陶） ･････ 2,900円

ス599-116 新型オーバルグラタン（小）  18.5×11.3×4.8㎝（50入･陶） ･･･ 1,200円
ス599-126 ホンジュパン  21×φ12×9㎝（20入･陶） ･････････････････････ 2,700円
ス599-136 ミルクパン（小）  23×φ13×6.3㎝（30入･陶） ････････････････ 2,150円
ス599-146 ミルクパン（大）  25×φ17×6.5㎝（20入･陶） ････････････････ 3,700円
ス599-156 ソースパン（大）  26.5×φ18×5㎝（20入･陶） ････････････････ 2,350円
ス599-166 ソースパン（小）  19.5×φ12.5×4.8㎝（40入･陶） ････････････ 1,300円
ス599-176 エッグパン蓋付  21×φ16×8㎝（身3㎝）（20入･陶） ･･･････････ 2,700円
ス599-186 エッグパン蓋なし  21×φ16×3㎝（40入･陶） ････････････････ 1,350円
ス599-196 立筋特大グラタン  29.5×18.5×4㎝（30入･陶） ･････････････ 2,100円
ス599-206 立筋オーバルグラタン  23×14.5×4㎝（50入･陶） ･･････････ 1,200円

ス599-216 片手スナック（大）  27.5×φ21×3.3㎝（30入･陶）････････････ 1,950円
ス599-226 片手スナック（小）  22.5×φ16.5×2.7㎝（40入･陶） ･･････････ 1,250円
ス599-236 丸グラタン敷台（小）  18×14×1.2㎝（内寸φ11.7㎝）（120入）（インドネシア） ･･･ 1,500円
ス599-246 丸グラタン敷台（大）  23×17×1.5㎝（内寸φ14.5㎝）（60入）（インドネシア） ･･･ 2,200円
ス599-256 小判グラタン敷台NO.3  24×14.5×12㎝（内寸17×11㎝）（120入）（インドネシア） ･･･ 2,000円
ス599-266 新目玉焼  20.5×φ15×7㎝（身3.2㎝）（20入･陶） ･････････････ 2,100円
ス599-276 片手スープ  16.5×φ12.5×4㎝（60入･陶） ･･････････････････････ 900円
ス599-286 陶板（小）  23.5×22×2.8㎝（40入･陶） ･･････････････････････ 1,800円
ス599-296 陶板（大）  29×27.5×3㎝（24入･陶） ･･･････････････････････ 2,900円
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レンジ食器 

ヤ600-016 角9吋パイ皿  19×5.3㎝（30入･磁） ･････････ 2,500円
ヤ600-026 角7吋パイ皿  14.8×5㎝（40入･磁） ･････････ 1,650円
ヤ600-036 角5吋パイ皿  φ10.6×4.6㎝（60入･磁） ･････････ 830円
ヤ600-046 12吋オーバルベーキング  31.3×20×7㎝（20入･磁） ･･ 5,900円
ヤ600-056 2.7吋スフレ  φ6.9×4㎝（200入･磁） ･･･････････ 290円
ヤ600-066 3.5吋スフレ  φ9×4.6㎝（120入･磁） ･･･････････ 340円
ヤ600-076 4吋スフレ  φ10.4×4.7㎝（100入･磁） ･･･････････ 450円
ヤ600-086 5.5吋スフレ  φ14.2×6.7㎝（60入･磁） ･･････ 1,200円
ヤ600-096 6.5吋スフレ  φ16.8×7㎝（40入･磁） ････････ 1,950円
ヤ600-106 7.5吋スフレ  φ19×7.7㎝（30入･磁） ････････ 2,500円

ヤ600-116 丸5吋パイ皿  φ13.3㎝（60入･磁） ･････････････ 580円
ヤ600-126 丸6吋パイ皿  φ15.5㎝（60入･磁） ･････････････ 680円
ヤ600-136 丸7吋パイ皿  φ17㎝（50入･磁） ････････････ 1,000円
ヤ600-146 丸8吋パイ皿  φ20.5㎝（40入･磁） ･･････････ 1,400円
ヤ600-156 丸9吋パイ皿  φ22.7㎝（30入･磁） ･･････････ 1,800円
ヤ600-166 丸10吋パイ皿  φ25.7㎝（20入･磁） ････････ 2,300円
ヤ600-176 丸12吋パイ皿  φ30.5㎝（15入･磁） ････････ 5,300円
ヤ600-186 8吋ラザニヤ  21×15.3×3.8㎝（50入･磁） ･･･ 2,250円
ヤ600-196 10吋ラザニヤ  26×18.7×4.5㎝（30入･磁） ･･ 3,350円
ヤ600-206 12吋ラザニヤ  32×23×6㎝（20入･磁） ･････ 6,300円

ヤ600-216 10吋舟グラタン  27×14.5×4㎝（30入･磁） ･･ 2,200円
ヤ600-226 12吋舟グラタン  32×17.5×5㎝（20入･磁） ･･ 2,700円
ヤ600-236 舟9吋パイ皿  23×15㎝（30入･磁） ･････････ 1,800円
ヤ600-246 舟10吋パイ皿  25.7×16.5㎝（30入･磁） ････ 2,450円
ヤ600-256 舟7吋パイ皿  18×11.8㎝（60入･磁） ･･･････ 1,300円
ヤ600-266 舟5吋パイ皿  13.2×8.3㎝（90入･磁） ･･････････ 600円
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テ601-076 7吋オーバルプラター  
17.6×12.7×3.8㎝（24入･強）（中国） 980円

テ601-086 8吋オーバルプラター  
20.2×14.8×4㎝（24入･強）（中国） 1,080円

テ601-096 9吋オーバルプラター  
22.5×16.5×3.8㎝（24入･強）（中国） 1,300円

テ601-106 11吋オーバルプラター  
27.6×19.2×3.8㎝（24入･強）（中国） 1,960円

テ601-116 13吋オーバルプラター  
32.7×23.4×4㎝（18入･強）（中国） 3,200円

テ601-126 15吋オーバルプラター  
38×26.3×4㎝（12入･強）（中国） 4,080円

テ601-136 17吋オーバルプラター  
43.5×31.8×5.3㎝（8入･強）（中国） 10,000円

テ601-146 9.5吋角プラター  
23.6×14.9×3.3㎝（48入･強）（中国） 1,400円

テ601-156 11吋角プラター  
26.8×16.6×3.7㎝（24入･強）（中国） 1,950円

テ601-166 12吋角プラター  
29×19×4.3㎝（24入･強）（中国） 2,580円

テ601-176 13吋角プラター  
31.5×21.7×4.7㎝（12入･強）（中国） 3,880円

テ601-186 14吋角プラター  
36×25×5㎝（12入･強）（中国） 5,180円

テ601-196 
4吋オーバルスフレ  
9.6×6.1×3㎝（144入･強）（中国） 
380円

テ601-206 
3.8吋オーバルスフレ  
9×5.6×3㎝（144入･強）（中国） 
350円

テ601-216 
3.5吋オーバルスフレ  
8.3×5.2×3㎝（192入･強）（中国） 
320円

テ601-226 
3.2吋オーバルスフレ  
7.7×4.8×2.9㎝（192入･強）（中国） 
280円

テ601-236 
2.5吋トールスフレ  
φ6.3×5.8㎝（144入･強）（中国） 
320円

テ601-246 
2.3吋トールスフレ  
φ5.8×5.2㎝（144入･強）（中国） 
280円

テ601-256 
2.0吋トールスフレ  
φ5.3×4.5㎝（240入･強）（中国） 
230円

テ601-266 
1.8吋トールスフレ  
φ4.8×3.8㎝（288入･強）（中国） 
150円

テ601-016 2吋スフレ  
φ5.5×2.9㎝（中国） 160円

テ601-026 3吋スフレ  
φ7.6×3.5㎝（中国） 250円

テ601-036 4吋スフレ  
φ10×4.6㎝（中国） 520円

テ601-046 5吋スフレ  
φ12.5×5.5㎝（中国） 800円

テ601-056 5.5吋スフレ  
φ14.8×6.7㎝（中国） 1,000円

テ601-066 6吋オーバルプラター  
15.3×10.4×3.4㎝（48入･強）（中国） 680円
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ス602-016 マルシェオーバルグラタン大（超耐熱）  
29×19×5.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 3,300円

ス602-026 マルシェオーバルグラタン中（超耐熱）  
24.5×15×5㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,300円

ス602-036 マルシェオーバルグラタン小（超耐熱）  
18.5×11.3×4.8㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,350円

ス602-046 マルシェ丸グラタン大（超耐熱）  
21.5×φ19.5×5.2㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,300円
ス602-056 マルシェ丸グラタン小（超耐熱）  
15×φ13×5.5㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,350円

ス602-066 マルシェ片手グラタン（超耐熱）  
19×φ13×4.8㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,350円

ス602-076 マロンオーバルグラタン大（超耐熱）  
29×19×5.5㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,900円
タ602-086 楕円型木台  
32×20×2㎝（内寸25×17.5㎝）（20入）（木） 5,000円

ス602-096 マロンオーバルグラタン中（超耐熱）  
24.5×15×5㎝（30入・陶）（萬古焼） 2,000円

ス602-106 マロンオーバルグラタン小（超耐熱）  
18.5×11.3×4.8㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,200円

ス602-116 マロン丸グラタン大（超耐熱）  
21.5×φ19.5×5.2㎝（20入・陶）（萬古焼） 2,000円
ス602-126 マロン丸グラタン小（超耐熱）  
15×φ13×5.5㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,200円

ス602-136 マロン片手グラタン（超耐熱）  
19×φ13×4.8㎝（40入・陶）（萬古焼） 1,200円

ス602-146 グリーンライン丸グラタン  
20.5×φ16.5×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 780円

ス602-156 オレンジライン丸グラタン  
20.5×φ16.5×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 780円

ス602-166 ブルーライン丸グラタン  
20.5×φ16.5×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 780円

ス602-176 グリーンライン小判グラタン  
21.5×13×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 780円

ス602-186 オレンジライン小判グラタン  
21.5×13×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 780円

ス602-196 ブルーライン小判グラタン  
21.5×13×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 780円

ス602-206 モノトーン丸グラタン（小）  
16×φ13.5×3.5㎝（60入・陶）（萬古焼） 820円
ス602-216 丸グラタン敷台（小）  
17×14×1.2･内寸φ11.5㎝（120入）（インドネシア） 1,500円

ス602-246 モノトーン小判グラタン  
21×11×3.8㎝（60入・陶）（萬古焼） 820円
ス602-256 小判グラタン敷台N0.2  
22×11.5×1㎝（内寸16.5×10）（120入）（インドネシア） 1,200円

ハ602-266 Sha･La･La21丸グラタン茶  
21×17.2×4.2㎝（24入・陶）（中国）（オーブン可） 2,100円
ハ602-276 Sha･La･La18.5丸グラタン茶  
18.5×15.5×3.7㎝（36入・陶）（中国）（オーブン可） 1,900円

ス602-286 セミストン丸グラタン  
15.5×14×3.8㎝（60入・陶）（萬古焼） 700円

ス602-296 セミストン小判グラタン  
21×11×3.8㎝（60入・陶）（萬古焼） 700円

ス602-306 白釉小判グラタン（超耐熱）  
22×14×4㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,350円

ス602-316 白釉丸グラタン（超耐熱）  
20.5×φ16.5×3.8㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,350円

ス602-326 乳白丸グラタン（大）  
20×φ16×3.8㎝（50入・陶）（萬古焼） 850円
ス602-336 乳白丸グラタン（小）  
16.8×φ13.5×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 650円

ス602-346 乳白小判グラタン（大）  
22.5×14×4㎝（50入・陶）（萬古焼） 850円
ス602-356 乳白小判グラタン（小）  
19×11.5×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 650円

ス602-366 乳白長角グラタン  
21.5×12×4㎝（50入・陶）（萬古焼） 800円

ワC602-416 スリ塗丸木台Oφ160 E   
22×18.5×H1.5㎝ 2,350円
ワC602-426 スリ塗丸木台Nφ145 F   
20.5×16.8×H1.5㎝ 2,100円

ワC602-436 スリ塗丸木台Lφ115 G   
17.5×13.8×H1.5㎝ 1,750円
ワC602-446 スリ塗丸木台Kφ100 H   
16×12×H1.5㎝ 1,700円
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ス602-236 丸グラタン敷台（大）  
23×17×1.3･内寸φ14.5㎝（60入）（インドネシア） 2,200円

ス602-226 モノトーン丸グラタン（大）  
19×φ16×3.5㎝（50入・陶）（萬古焼） 1,050円

ワC602-456 スリ塗舟型木台Z（190×140）  I
25×16×H1.5㎝ 2,500円
ワC602-466 スリ塗舟型木台Y（175×125） J  
23.5×14.8×H1.5㎝ 2,450円

ワC602-376 スリ塗丸木台Sφ220 A  
28×24.5×H1.5㎝ 3,750円
ワC602-386 スリ塗丸木台Rφ205 B  
26.5×23×H1.5㎝ 3,350円

ワC602-396 スリ塗丸木台Qφ190 C  
25×20.5×H1.5㎝ 2,950円
ワC602-406 スリ塗丸木台Pφ175 D 
23.5×19.5×H1.5㎝ 2,550円

■G
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■N ■N
イ603-016 
赤クルールスープシチュー  
19×15×5㎝（40入・陶）
1,550円

イ603-026 
イエロークルールスープシチュー  
19×15×5㎝（40入・陶）
1,450円

イ603-036 
イエロー長方形グラタン  
21×10.7×4㎝（40入・陶）
1,550円

イ603-046 
オレンジ長方形グラタン  
21×10.7×4㎝（40入・陶）
1,550円

ホ603-056 
オレンジ玉子グラタン  
16×10.4×4.1㎝（60入・磁）
720円

ア603-066 
ホワイトオーバルグラタン  
16×10.5×4㎝（60入・磁）
600円

ホ603-076 
黒耐熱グラタン  
17.2×14.8×4.5㎝（60入・陶）
880円

ホ603-086 
白耐熱グラタン  
17.2×14.8×4.5㎝（60入・陶）
880円

カ603-096 
アメ丸グラタン  
18.5×15.5×4.5㎝（40入・磁）
1,050円

カ603-106 
ホワイト丸グラタン  
18.5×15.5×4.5㎝（40入・磁）
1,050円

カ603-116 
アメ釉両手楕円グラタン  
18×11×4㎝（40入・磁）
800円

カ603-126 
ホワイト両手楕円グラタン  
18×11×4㎝（40入・磁）
750円

ホ603-216 
ピンクチェックグラタン  
21×11×3.8㎝（60入・陶）
1,080円

ホ603-226 
ブルーチェックグラタン  
21×11×3.8㎝（60入・陶）
1,080円

ス603-236 
ブラックセラムフィッシュパン  
27.5×19×4㎝（20入・陶）（萬古焼）
2,500円

ス603-266 
セミストン片手グラタン  
17.5×φ13×4.2㎝（60入・陶）（萬古焼）
730円

ス603-276 
掛分片手グラタン  
18×φ13.5×5.5㎝（60入・陶）（萬古焼）
820円

ス603-286 
掛分丸グラタン  
20.3×φ16.5×4㎝（60入・陶）（萬古焼）
780円

カ603-316 
レッド両手楕円グラタン  
18×11×4㎝（40入・磁）
850円

ウ603-326 
白8インチ舟型グラタン  
20.5×10.7×2.5㎝（60入・磁）
820円

ホ603-336 
白磁舟グラタン  
21×10.5×4.2㎝（60入・磁）
650円

カ603-346 
エビグラタン  
15.2×9.7×7.3㎝（60入・磁）
1,700円

ロ603-356 
藍十草手付き小鉢  
13.8×11.8×5.4㎝（50入・磁）
1,300円

ハ603-136 ルナホワイト19㎝スタックグラタン  
18.9×15.4×4.8㎝（40入・磁）（中国） 1,750円
ハ603-146 ルナホワイト16.5㎝スタックグラタン  
16.9×13.6×4.4㎝（48入・磁）（中国） 1,450円

カ603-156 白グラタンL  
21×13×4.5㎝（40入・磁） 1,200円
カ603-166 白グラタンM  
17.5×11×4.5㎝（50入・磁） 950円

イ603-176 軽量強化HWラウンドグラタン（大）  
18.2×22.2×5.5㎝（5×8入・強）（マレーシア） 1,800円
イ603-186 軽量強化HWラウンドグラタン（小）  
17.5×14.1×4.5㎝（5×8入・強）（マレーシア） 1,350円

イ603-196 ホワイトオーバルグラタン 大  
23.2×13.7×5.1㎝（5×8入・磁）（マレーシア） 2,000円
イ603-206 ホワイトオーバルグラタン 小  
21.2×12.5×4.7㎝（5×8入・磁）（マレーシア） 1,600円

ス603-246 乳白片手サラダ  
19×φ14×4.5㎝（60入・陶）（萬古焼） 900円
ス603-256 乳白片手スープ  
16×φ12×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 700円

ス603-296 掛分小判グラタン  
21.3×13×4㎝（60入・陶）（萬古焼） 780円
ス603-306 小判グラタン敷台NO.3  
24×14.5×1.2㎝･内寸17×11.5㎝（120入）（インドネシア） 2,000円

キ603-366 呉須十草グラタン  
15×9.7×3.5㎝（80入・磁） 880円
キ603-376 呉須十草受皿  
15.5×12.5×2.2㎝（80入・磁） 880円

ワC603-386 スリ塗舟型木台X（160×110） K   
22×13×H1.5㎝ 1,950円
ワC603-396 スリ塗舟型木台Y-2（145×95） L 
19×12×H1.5㎝ 1,750円

ワC603-416 スリ塗長丸木台V（200×125） N   24×14.3×H1.5㎝ 2,500円
ワC603-426 スリ塗長丸木台U（185×110） O   23×12.5×H1.5㎝ 2,200円
ワC603-436 スリ塗長丸木台T（170×90）  P  21.5×11×H1.5㎝ 1,950円

ワC603-406 スリ塗長丸木台W（215×140） M   25.5×16×H1.5㎝ 2,750円 ワC603-446 木受台長角 Q   
22×11.5×H1.2㎝･内寸17.7×10㎝（中国） 1,100円

ワC603-456 木受台角型（内寸長） R  
22.3×11.5×H1.5㎝･内寸18×9.8㎝（中国） 1,100円

ワC603-466 スリ塗丸木台Mφ130 S  
19×15×H1.5㎝ 1,950円

■■L ■■L
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ス604-016 乳白キッシュパン（大）
φ26×3.5㎝（20入･陶）（萬古焼） 2,300円
ス604-026 乳白キッシュパン（中）
φ19×3㎝（50入･陶）（萬古焼） 1,400円
ス604-036 乳白キッシュパン（小）
φ15.5×3㎝（60入･陶）（萬古焼） 860円

ハ604-046 ルナホワイト 26cmパイ皿
φ26×3.5㎝（20入･磁） 1,950円
ハ604-056 ルナホワイト 23cmパイ皿
φ23×3.2㎝（30入･磁） 1,480円
ハ604-066 ルナホワイト 20.5cmパイ皿
φ20.2×3.2㎝（40入･磁） 1,180円
ハ604-076 ルナホワイト 18.5cmパイ皿
φ17.8×3㎝（60入･磁） 880円
ハ604-086 ルナホワイト 15.5cmパイ皿
φ15.2×3㎝（80入･磁） 690円
ハ604-096 ルナホワイト13.5cmパイ皿
φ13.1×2.5㎝（100入･磁） 570円
ハ604-106 ルナホワイト10cmパイ皿
φ10×2.6㎝（120入･磁） 420円

キ604-116 白ハートキッシュ/LL
25.5×24×3㎝（18入･磁）（中国） 2,500円
キ604-126 白ハートキッシュ/L
20.5×19×3㎝（24入･磁）（中国） 1,900円
キ604-136 白ハートキッシュ/M
16×15×3㎝（30入･磁）（中国） 1,350円
キ604-146 白ハートキッシュ/S
11.8×11×3㎝（60入･磁）（中国） 800円
キ604-156 白ハートキッシュ/SS
7.5×7×3㎝（80入･磁）（中国） 400円

ホ604-166 白ピザ･ケーキプレート（小）
φ28×1.6㎝（60入･磁） 3,300円

キ604-176 
J3白耳付グラタン（L）
29×23.5×5.5㎝（2×4入･磁）（中国） 

3,400円

キ604-186 
J3白耳付グラタン（M）
23.3×19.5×5㎝（3×4入･磁）（中国） 

2,250円

キ604-196 
J3白耳付グラタン（S）
19×16.5×4㎝（5×6入･磁）（中国） 

1,350円

キ604-206 
J3白耳付グラタン（SS）
15.8×14.3×3.5㎝（5×6入･磁）（中国） 

930円

タ604-216 青マーブルスープカップのみ（軽量）
φ11.6×6.5㎝（400㏄）（60入･陶） 990円
タ604-226 青マーブルティプレートのみ（軽量）
22.9×15.4×2㎝（60入･陶） 1,260円

タ604-236 黒マーブルスープカップのみ（軽量）
φ11.6×6.5㎝（400㏄）（60入･陶） 990円
タ604-246 黒マーブルティプレートのみ（軽量）
22.9×15.4×2㎝（60入･陶） 1,260円

ホ604-276 ピンクローズカップのみ（軽量）
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（100入･陶） 920円
ホ604-286 ピンクローズデザートプレートのみ
22.8×15.3㎝（50入･陶） 1,400円

ホ604-256 ブルーローズカップのみ（軽量）
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（100入･陶） 920円
ホ604-266 ブルーローズデザートプレートのみ
22.8×15.3㎝（50入･陶） 1,400円

ホ604-296 エジンバラブリオン碗と受皿
φ10.5×5㎝（240㏄）（40入･強） 3,250円
ホ604-306 エジンバラブリオン碗のみ
φ10.5×5㎝（240㏄）（60入･強） 2,250円

ミ604-316 フェアリー スープ碗と皿
14.3×φ11.3×6.1㎝、φ16.2×2.5㎝（皿）（30入･陶） 3,850円
ミ604-326 フェアリー スープ碗のみ
14.3×φ11.3×6.1㎝（300㏄）（60入･陶） 2,100円

ホ604-336 新白磁両手スープ碗と受皿
φ9.5×5㎝（240㏄）（40入･磁） 1,100円
ホ604-346 新白磁両手スープ碗のみ
φ9.5×5㎝（240㏄）（60入･磁） 580円

ト604-356 フォンテ両手スープ碗と受皿
10.4×5.6㎝（270㏄）（30入･磁） 1,850円
ト604-366 フォンテ両手スープ碗のみ
15.6×10.4×5.6㎝（270㏄）（60入･磁） 1,300円

ト604-376 フォンテ片手スープ碗と受皿
10.4×5.6㎝（270㏄）（30入･磁） 1,750円
ト604-386 フォンテ片手スープ碗のみ
12.9×10.4×5.6㎝（270㏄）（60入･磁） 1,200円
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ミ605-216 うのふ渕茶マルチ碗と受皿  
φ8.5×10.5×6.2㎝（60入・陶） 2,350円
ミ605-226 うのふ渕茶マルチ碗のみ  
φ8.5×10.5×6.2㎝（100入・陶） 1,400円

カ605-236 均窯シチューボールと受皿  
15×10.5×6.7㎝（380㏄）（40入・磁） 1,430円
カ605-246 均窯シチューボールのみ  
15×10.5×6.7㎝（380㏄）（60入・磁） 900円

タ605-256 黒備前スープ碗と受皿  
φ11×5㎝（270㏄）（40入・陶） 890円
タ605-266 黒備前スープ碗のみ  
φ11×5㎝（270㏄）（60入・陶） 520円

ホ605-276 ブルーライン手付碗と受皿  
φ12×5㎝（240㏄）（40入・磁） 1,780円
ホ605-286 ブルーライン手付碗のみ  
φ12×5㎝（240㏄）（60入・磁） 980円

カ605-016 
白たたきスープカップ  
φ12×14.5×7㎝（350㏄）（60入・陶）
1,450円

イ605-026 
軽量強化HWスープカップ  
φ12×6.3㎝（420㏄）（3×20入・強）（マレーシア）
1,350円

イ605-036 
軽量強化HWスタックスープカップ  
φ11.6×6.1㎝（460㏄）（3×20入・強）（マレーシア）
1,300円

ホ605-046 
コンパクトスタックスープカップ  
φ9.3×6.3㎝（260㏄）（80入・強）
1,000円

ア605-056 
ホワイティー片手スープカップ  
φ8.7×5㎝（195㏄）（100入・強）
990円

ヤ605-066 
NBカフェオレカップ  
φ12.4×7㎝（400㏄）（40入・磁）
850円

ホ605-076 
かるーん（軽量）スープカップ  
φ10.5×5.5㎝（300㏄）（80入・磁）
770円

ヤ605-086 
NBカフェオレボール  
φ12.4×7㎝（400㏄）（60入・磁）
750円

カ605-096 
白磁切立スープカップ  
φ10.5×5.8㎝（300㏄）（80入・磁）
720円

ホ605-106 
らせん水玉軽量スープカップ  
φ10.5×5.5㎝（300㏄）（80入・磁）
770円

ホ605-116 
NB31スープカップ（大）  
φ11.3×7㎝（390㏄）（60入・磁）
470円

カ605-126 
白スタッキングスープカップ  
φ9.7×5.6㎝（260㏄）（80入・磁）
540円

ホ605-136 
NB100スタックスープカップ  
φ10.2×5.5㎝（300㏄）（80入・磁）
470円

カ605-146 
厚口黄地片手スープカップ  
φ10.3×6.2㎝（230㏄）（60入・磁）
570円

ホ605-156 
スープマグカップ  
φ8.8×6㎝（220㏄）（80入・磁）
380円

ホ605-166 
NB反スープカップ  
φ11×5.5㎝（350㏄）（60入・磁）
700円

カ605-176 
白片手スープカップ  
φ10.2×5.7㎝（300㏄）（80入・磁）
620円

ホ605-186 
粉引黒斑点スープカップ  
φ10×5.4㎝（240㏄）（80入・磁）（黒い点々あり）
490円

ホ605-196 
粉引黒斑点スタックスープカップ  
φ10×5.4㎝（280㏄）（60入・磁）（黒い点々あり）
490円

ホ605-206 
黄手付スープカップ  
φ10.5×7㎝（330㏄）（60入・磁）
720円

ト605-296 
吹南蛮マルチカップ  
φ12×7.2㎝（520㏄）（80入・陶）
1,500円
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コ
ー
ヒ
ー カ606-016 織部渋入り珈琲碗皿  

φ8.5×11.7×8.5×6.5㎝（200㏄）（30入・陶） 3,800円
カ606-026 織部渋入り珈琲碗のみ  
φ8.5×11.7×8.5×6.5㎝（200㏄）（50入・陶） 2,300円

カ606-036 りんご花コーヒー碗と受皿  
13×φ10.5×6.2㎝（200㏄）（80入・陶） 3,600円
カ606-046 りんご花コーヒー碗のみ  
φ10.5×6.2㎝（200㏄）（100入・陶） 2,160円

ト606-056 コーヒー鼡紅葉碗と受皿  
φ10×7㎝（200㏄）（60入・陶） 3,600円
ト606-066 コーヒー鼡紅葉碗のみ  
φ10×7㎝（80入・陶） 2,040円

オ606-076 織部山茶花コーヒー碗と受皿  
碗φ10.5×6.5㎝･皿15.7×15㎝（60入・陶） 3,450円
オ606-086 織部山茶花コーヒー碗のみ  
240cc（陶） 2,020円

ト606-096 コーヒー紅志野紅葉碗と受皿  
φ10×7㎝（230㏄）（60入・陶） 3,500円
ト606-106 コーヒー紅志野紅葉碗のみ  
φ10×7㎝（80入・陶） 1,980円

ト606-116 鼠志野カブコーヒー碗と受皿  
φ8.5×6.8㎝（240㏄）（60入・陶） 3,250円
ト606-126 鼠志野カブコーヒー碗のみ  
φ8.5×6.8㎝（80入・陶） 1,950円

カ606-136 ぎやまん菊型碗と受皿  
φ9×6.3㎝（200㏄）（48入・磁） 3,400円
カ606-146 ぎやまん菊型碗のみ  
200cc（50入・磁） 1,750円

メ606-156 掛分け切立コーヒー碗皿  
7.5×6.5㎝（45入・陶）（信楽焼） 3,250円
メ606-166 掛分け切立コーヒー碗  
180㏄（90入・陶）（信楽焼） 1,950円

オ606-176 手描小花コーヒー碗と受皿  
φ8.9×7㎝（230㏄）（60入・磁） 3,050円
オ606-186 手描小花コーヒー碗のみ  
φ8.9×7㎝（60入・磁） 1,750円

オ606-196 手描小花ティーカップと受皿  
φ12.4×4.9㎝（60入・磁） 3,050円
オ606-206 手描小花ティーカップのみ  
φ12.4×4.9㎝（200㏄）（60入・磁） 1,750円

オ606-216 手描小手鞠コーヒー碗と受皿  
φ8.9×7㎝（230㏄）（60入・磁） 3,050円
オ606-226 手描小手鞠コーヒー碗のみ  
8.9×7㎝（60入・磁） 1,750円

オ606-236 手描小手鞠ティーカップと受皿  
φ12.4×4.9㎝（200㏄）（60入・磁） 3,050円
オ606-246 手描小手鞠ティーカップのみ  
φ12.4×4.9㎝（60入・磁） 1,750円

オ606-256 手描萩コーヒー碗と受皿  
φ8.9×7㎝（230㏄）（60入・磁） 3,050円
オ606-266 手描萩コーヒー碗のみ  
φ8.9×7㎝（60入・磁） 1,750円

オ606-276 手描萩ティーカップと受皿  
φ12.4×4.9㎝（60入・磁） 3,050円
オ606-286 手描萩ティーカップのみ  
φ12.4×4.9㎝（200㏄）（60入・磁） 1,750円

ト606-296 乱線彫りコーヒー碗と受皿  
φ8.2×6㎝（150㏄）（60入・陶） 3,000円
ト606-306 乱線彫りコーヒー碗のみ  
φ8.2×6㎝（80入・陶） 1,800円

メ606-316 若草コーヒー碗皿  
10.5×7.8×6.5㎝（60入・陶）（信楽焼） 2,900円
メ606-326 若草コーヒー碗のみ  
180㏄（120入・陶）（信楽焼） 1,750円
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ミ607-016 フェアリーコーヒー碗と受皿  
φ7.9×10.8×7.3㎝（175㏄）、φ11.6×2.3㎝（皿）（48入・陶） 2,640円
ミ607-026 フェアリー コーヒー碗のみ  
10.8×φ7.9×7.3㎝（175㏄）（80入・陶） 1,650円

ロ607-036 流水小花（赤）コーヒー碗と受皿  
φ9.1×5.9㎝（140㏄）（6×10入・陶） 2,600円
ロ607-046 流水小花（赤）コーヒー碗のみ  
140㏄（陶） 1,560円

ロ607-056 流水小花（青）コーヒー碗と受皿  
φ9.1×5.9㎝（140㏄）（6×10入・陶） 2,600円
ロ607-066 流水小花（青）コーヒー碗のみ  
140㏄（陶） 1,560円

オ607-076 タコ唐草コーヒー碗と受皿  
φ10.5×9.5×7.3㎝･皿15.4×14.6㎝（60入・陶） 2,450円
オ607-086 タコ唐草コーヒー碗のみ  
240cc（陶） 1,400円

ア607-096 赤いろはコーヒー碗と受皿  
150㏄（60入・陶） 2,550円
ア607-106 赤いろはコーヒー碗のみ  
φ9.4×5㎝（150㏄）（80入・陶） 1,430円

カ607-136 ピンク色十草タタラコーヒー碗と受皿  
10.2×8.2×5.9㎝（190㏄）（36入・磁） 2,500円
カ607-146 ピンク色十草タタラコーヒー碗  
10.2×8.2×5.9㎝（190㏄）（60入・陶） 1,500円

カ607-156 ブルー色十草タタラコーヒー碗と受皿  
10.2×8.2×5.9㎝（190㏄）（36入・磁） 2,500円
カ607-166 ブルー色十草タタラコーヒー碗  
10.2×8.2×5.9㎝（190㏄）（60入・陶） 1,500円

ア607-116 黒いろはコーヒー碗と受皿  
150㏄（60入・陶） 2,550円
ア607-126 黒いろはコーヒー碗のみ  
φ9.4×5㎝（150㏄）（80入・陶） 1,430円

ロ607-176 桜志野コーヒー碗と受皿  
φ7.3×7㎝（200㏄）（6×10入・陶） 2,400円
ロ607-186 桜志野コーヒー碗のみ  
200㏄（陶） 1,500円

ロ607-196 手造りウノフコーヒー碗と受皿  
φ14.8×7.7㎝（180㏄）（6×10入・陶） 2,400円
ロ607-206 手造りウノフコーヒー碗のみ  
180㏄（陶） 1,500円

ロ607-216 赤十草コーヒー碗と受皿  
皿φ15×1.5㎝（150㏄）（6×10入・陶） 2,400円
ロ607-226 赤十草コーヒー碗のみ  
150㏄（陶） 1,320円

ロ607-236 紺十草コーヒー碗と受皿  
皿φ15×1.5㎝（150㏄）（6×10入・陶） 2,400円
ロ607-246 紺十草コーヒー碗のみ  
150㏄（陶） 1,320円

カ607-256 リ･コーヒー碗と受皿  
12.3×9.8×6㎝（210㏄）（48入・陶） 2,400円
カ607-266 リ･コーヒー碗のみ  
210cc（50入・陶） 1,650円

ロ607-276 粉引小紋コーヒー碗と受皿  
φ9.2×6.2㎝（200㏄）（6×10入・陶） 2,400円
ロ607-286 粉引小紋コーヒー碗のみ  
200㏄（陶） 1,500円

ロ607-316 十草コーヒー碗と受皿  
皿φ8.4×5.8㎝（180㏄）（6×10入・陶） 2,400円
ロ607-326 十草コーヒー碗のみ  
180㏄（陶） 1,500円

ロ607-296 黒吹絵彫コーヒー碗と受皿  
φ8.3×6.8㎝（140㏄）（6×10入・陶） 2,400円
ロ607-306 黒吹絵彫コーヒー碗のみ  
140㏄（陶） 1,500円

メ607-336 焼〆ビードロコーヒー碗と受皿  
φ7.5×6.3㎝（60入・陶） 2,360円
メ607-346 焼〆ビードロコーヒー碗のみ  
180㏄（130入・陶） 1,300円

ホ607-356 花友禅コーヒー碗と受皿  
φ8.8×6.5㎝（200㏄）（60入・陶） 2,200円
ホ607-366 花友禅コーヒー碗のみ  
φ8.8×6.5㎝（200㏄）（100入・陶） 1,400円

ア607-376 鼠志野コーヒー碗と受皿  
皿14.5×2㎝（60入・陶） 2,100円
ア607-386 鼠志野コーヒー碗  
φ7.5×6.5㎝（80入・陶） 1,250円

ホ607-396 織部市松コーヒー碗と受皿  
φ9×6.5㎝（200㏄）（48入・陶） 2,100円
ホ607-406 織部市松コーヒー碗のみ  
φ9×6.5㎝（200㏄）（80入・陶） 1,300円
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テ608-016 流星碗と受皿  
φ13.5×2.8㎝（60入・陶） 2,000円
テ608-026 流星さざ波コーヒー碗のみ  
12×9×7.2㎝（200㏄）（120入・陶） 1,100円

テ608-036 芽生碗と受皿  
φ13.5×2.8㎝（60入・陶） 2,000円
テ608-046 芽生さざ波コーヒー碗のみ  
12×9×7.2㎝（200㏄）（120入・陶） 1,100円

テ608-056 南蛮さざ波碗と受皿  
φ13.5×2.8㎝（200㏄）（60入・陶） 2,000円
テ608-066 南蛮さざ波コーヒー碗のみ  
12×9×7.2㎝（200㏄）（120入・陶） 1,100円

ア608-076 緑線コーヒー碗と受皿  
碗9×7･皿13.2㎝（200㏄）（60入・陶） 1,900円
ア608-086 緑線コーヒー碗のみ  
φ9×7㎝（200㏄）（80入・陶） 1,330円

ア608-096 深海コーヒー碗と受皿  
φ8.7×5.6㎝（170㏄）（60入・磁） 1,850円
ア608-106 深海コーヒー碗のみ  
φ8.7×5.6㎝（170㏄）（80入・磁） 1,100円

イ608-116 白刷毛碗と受皿  
φ8.5×7.5㎝（180㏄）（6×10入・陶） 1,850円
イ608-126 白刷毛碗のみ  
φ8.5×7.3㎝（180㏄）（100入・陶） 1,100円

ホ608-136 南蛮織部流コーヒー碗と受皿  
φ7×6㎝（160㏄）（60入・陶） 1,850円
ホ608-146 南蛮織部流コーヒー碗のみ  
φ7×6㎝（160㏄）（100入・陶） 1,110円

ホ608-156 手造り黒鉄砂碗と受皿  
φ6.8×6㎝（180㏄）（60入・陶） 1,830円
ホ608-166 手造り黒鉄砂碗のみ  
φ6.8×6㎝（180㏄）（100入・陶） 1,100円

ア608-176 青彩コーヒー碗と受皿  
φ9×6.5㎝（170㏄）（60入・陶） 1,800円

ハ608-216 緑彩菊コーヒー碗と受皿  
φ9.5×6.3㎝（60入・磁） 1,780円
ハ608-226 緑彩菊コーヒー碗のみ  
165㏄（120入・磁） 950円

テ608-236 黒均窯十草コーヒー碗と受皿  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（磁） 1,710円
テ608-246 黒均窯十草コーヒー碗  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（60入） 880円

テ608-256 白均窯十草コーヒー碗と受皿  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（磁） 1,710円
テ608-266 白均窯十草コーヒー碗  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（60入） 880円

ア608-276 伊良保コーヒー碗と受皿  
φ8×6.4㎝（185㏄）（60入・磁） 1,700円
ア608-286 伊良保コーヒー碗のみ  
φ8×6.4㎝（185㏄）（80入・磁） 1,040円

ロ608-296 手造り風志野コーヒー碗と受皿  
12×8.8×6.3㎝（140㏄）（6×10入・陶） 1,670円
ロ608-306 手造り風志野コーヒー碗のみ  
12×8.8×6.3㎝（140㏄）（6×10入・陶） 930円

ホ608-316 祥瑞コーヒー碗と受皿  
φ6.5×6.7㎝（180㏄）（60入・磁） 1,650円
ホ608-326 祥瑞コーヒー碗のみ  
φ6.5×6.7㎝（180㏄）（100入・磁） 990円

カ608-336 二色内外十草コーヒー碗と受皿  
φ9×5㎝（190㏄）（48入・陶） 1,650円
カ608-346 二色内外十草碗のみ  
190cc（50入・陶） 930円

ホ608-356 粉引十草コーヒー碗と受皿  
φ8.5×6㎝（180㏄）（48入・陶） 1,570円
ホ608-366 粉引十草コーヒー碗のみ  
φ8.5×6㎝（180㏄）（100入・陶） 950円

ホ608-376 青渦コーヒー碗と受皿  
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（60入・磁） 1,550円
ホ608-386 青渦コーヒー碗のみ  
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（100入・磁） 930円

ホ608-396 白渦コーヒー碗と受皿  
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（60入・磁） 1,550円
ホ608-406 白渦コーヒー碗のみ  
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（100入・磁） 930円

カ608-416 南蛮碗と受皿  
φ9×6.5㎝（220㏄）（48入・陶） 1,540円
カ608-426 南蛮碗のみ  
220cc（50入・陶） 920円

ホ608-436 青地貫入コーヒー碗と受皿  
9×6.7㎝（200㏄）（60入・陶） 1,500円
ホ608-446 青磁貫入コーヒー碗のみ  
φ9×6.7㎝（200㏄）（100入・陶） 950円

イ608-456 渕ピンクコーヒー碗皿  
φ8.3×7.8㎝（180㏄）（60入・磁） 1,500円
イ608-466 渕ピンクコーヒー碗のみ  
φ8.3×7.8㎝（180㏄）（100入・磁） 800円

イ608-476 渕ブルーコーヒー碗皿  
φ8.3×7.8㎝（180㏄）（60入・磁） 1,500円
イ608-486 渕ブルーコーヒー碗のみ  
φ8.3×7.8㎝（180㏄）（100入・磁） 800円

ロ608-496 格子小花 黒コーヒー碗と受皿  
12×8.8×7.5㎝（180㏄）（60入・陶） 1,480円
ロ608-506 格子小花 黒コーヒー碗のみ  
12×8.8×7.5㎝（180㏄）（60入・陶） 800円

ホ608-186 白天目コーヒー碗と受皿  φ8.5×5㎝（180㏄）（60入･陶） 1,800円
ホ608-196 白天目コーヒー碗のみ  φ8.5×5㎝（180㏄）（100入･陶） 1,080円
ホ608-206 白天目スプーンのみ  11.5㎝（200入･陶） 330円
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ネ609-016 唐草コーヒー碗と受皿  
碗φ8.4×6.9･皿φ13.9×2.2㎝（200㏄）（6×10入・磁） 1,350円
ネ609-026 唐草コーヒー碗のみ  
φ8.4×6.9㎝（200㏄）（100入・磁） 750円

ネ609-036 染付松葉コーヒー碗と受皿  
φ8.2×6.8㎝（190㏄）（6×10入・磁） 1,350円
ネ609-046 染付松葉コーヒー碗のみ  
φ8.2×6.8㎝（190㏄）（100入・磁） 750円

ネ609-056 染付花小紋コーヒー碗と受皿  
φ8.2×6.8㎝（190㏄）（6×10入・磁） 1,350円
ネ609-066 染付小紋コーヒー碗のみ  
φ8.2×6.8㎝（190㏄）（100入・磁） 750円

ホ609-076 花伊万里コーヒー碗と受皿  
φ9×6.8㎝（240㏄）（50入・磁） 1,400円
ホ609-086 花伊万里コーヒー碗のみ  
φ9×6.8㎝（240㏄）（100入・磁） 850円

ホ609-096 桃花コーヒー碗と受皿  
φ9×6.8㎝（240㏄）（50入・磁） 1,400円
ホ609-106 桃花コーヒー碗のみ  
φ9×6.8㎝（240㏄）（100入・磁） 850円

ホ609-136 織部木葉コーヒー碗と受皿  
φ9×7㎝（200㏄）（60入・磁） 1,400円
ホ609-146 織部木葉コーヒー碗のみ  
φ9×7㎝（200㏄）（100入・磁） 890円

ホ609-156 なまこ木葉コーヒー碗と受皿  
φ9×7㎝（200㏄）（60入・陶） 1,400円
ホ609-166 なまこ木葉コーヒー碗のみ  
φ9×7㎝（200㏄）（100入・陶） 890円

イ609-176 赤茶織部吹コーヒーカップと受皿  
φ6.5×6㎝（140㏄）（60入・磁） 1,300円
イ609-186 赤茶織部吹 コーヒーカップ  
φ6.5×6㎝（140㏄）（180入・陶） 800円

ホ609-196 マーブルコーヒー碗と受皿  
φ8×6.5㎝（190㏄）（60入・磁） 1,200円
ホ609-206 マーブルコーヒー碗のみ  
φ8×6.5㎝（190㏄）（100入・磁） 710円

ロ609-116 彫芦コーヒー碗と受皿  
皿φ13×8.5×1.4㎝（130㏄）（6×10入・陶） 1,400円
ロ609-126 彫芦コーヒー碗のみ  
130㏄（陶） 770円

ネ609-236 梨地グレーコーヒー碗と受皿  
φ8.7×6.8㎝（250㏄）（6×10入・磁） 1,150円
ネ609-246 梨地グレーコーヒー碗のみ  
φ8.7×6.8㎝（250㏄）（100入・磁） 600円

ネ609-256 梨地ピンクコーヒー碗と受皿  
φ8.7×6.8㎝（250㏄）（6×10入・磁） 1,150円
ネ609-266 梨地ピンクコーヒー碗のみ  
φ8.7×6.8㎝（250㏄）（100入・磁） 600円

キ609-296 カヤメ赤ベージュコーヒー碗と受皿  
φ9×7.5㎝（210㏄）（72入・陶） 1,080円
キ609-306 カヤメ赤ベージュコーヒー碗のみ  
210cc（100入・陶） 660円

ホ609-216 あけぼのコーヒー碗と受皿  
φ8.2×7.6㎝（200㏄）（60入・磁） 1,180円
ホ609-226 あけぼのコーヒー碗のみ  
φ8.2×7.6㎝（200㏄）（80入・磁） 620円

キ609-276 白伊賀コーヒー碗と受皿  
φ9×7.5㎝（210㏄）（72入・陶） 1,080円
キ609-286 白伊賀コーヒー碗のみ  
210cc（80入・陶） 660円

キ609-316 縄手ナマココーヒー碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・陶） 1,080円
キ609-326 縄手ナマココーヒー碗のみ  
210㏄（80入・陶） 650円

ホ609-356 白均窯縄手コーヒー碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・陶） 1,050円
ホ609-366 白均窯縄手コーヒー碗のみ  
φ9×6.6㎝（210㏄）（100入・陶） 650円

ホ609-376 ベージュ唐津コーヒー碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・陶） 1,050円
ホ609-386 ベージュ唐津コーヒー碗のみ  
φ9×6.6㎝（210㏄）（100入・陶） 650円

ホ609-396 白雲コーヒー碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・陶） 1,050円
ホ609-406 白雲コーヒー碗のみ  
φ9×6.6㎝（210㏄）（100入・陶） 650円

キ609-336 縄手織部コーヒー碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・磁） 1,080円
キ609-346 縄手織部コーヒー碗のみ  
210㏄（80入・磁） 650円

ホ609-416 黄織部けずりコーヒー碗と受皿  
φ8×7.5㎝（170㏄）（60入・磁） 1,100円
ホ609-426 黄織部けずりコーヒー碗のみ  
φ8×7.5㎝（170㏄）（100入・磁） 600円

ホ609-436 赤塗分コーヒー碗と受皿  
φ7.9×6㎝（190㏄）（60入・磁） 1,020円
ホ609-446 赤塗分コーヒー碗のみ  
φ7.9×6㎝（190㏄）（100入・磁） 620円

ア609-456 伊賀コーヒー碗と受皿  
φ6.6×6.2㎝（160㏄）（60入・磁） 1,000円
ア609-466 伊賀コーヒー碗のみ  
φ6.6×6.2㎝（160㏄）（80入・磁） 600円

ア609-476 若草織部コーヒー碗と受皿  
φ6.6×6.2㎝（160㏄）（60入・磁） 1,000円
ア609-486 若草織部コーヒー碗のみ  
φ6.6×6.2㎝（160㏄）（80入・磁） 600円

タ609-496 黒備前コーヒー碗と受皿  
φ8×6.2㎝（180㏄）（48入・磁） 870円
タ609-506 黒備前コーヒー碗のみ  
φ8×6.2㎝（180㏄）（60入・磁） 500円
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ホ610-016 ドンチーレッド丸型碗と受皿  
φ8.3×5.5㎝（200㏄）（48入・磁） 5,200円
ホ610-026 ドンチーレッド丸型碗のみ  
φ8.3×5.5㎝（200㏄）（100入・磁） 3,200円

ホ610-036 ドンチーベージュ丸型碗と受皿  
φ8.3×5.5㎝（200㏄）（48入・磁） 5,200円
ホ610-046 ドンチーベージュ丸型碗のみ  
φ8.3×5.5㎝（200㏄）（100入・磁） 3,200円

ア610-056 N.B金彩ぶどうコーヒー碗と受皿  
φ8.3×6㎝（190㏄）（60入・磁） 2,400円

ホ610-066 エジンバラコーヒー碗と受皿  
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（60入・強） 2,400円
ホ610-076 エジンバラコーヒー碗のみ  
φ7.5×6.5㎝（200㏄）（100入・強） 1,450円

ホ610-086 エジンバラ紅茶碗と受皿  
φ8.8×5.5㎝（200㏄）（60入・強） 2,450円
ホ610-096 エジンバラ紅茶碗のみ  
φ8.8×5.5㎝（200㏄）（100入・強） 1,500円

ウ610-106 ネジリバラアメリカン碗と受皿  
8.4×8.2㎝（245㏄）（6×10入・磁） 2,470円
ウ610-116 ネジリバラアメリカン碗のみ  
8.4×8.2㎝（245㏄）（12×10入・磁） 1,550円

ウ610-126 ネジリバラコーヒー碗と受皿  
7.8×7㎝（170㏄）（6×10入・磁） 2,170円
ウ610-136 ネジリバラコーヒー碗のみ  
7.8×7㎝（170㏄）（12×10入・磁） 1,250円

ウ610-146 ネジリバラ紅茶碗と受皿  
8.6×6㎝（200㏄）（6×10入・磁） 2,170円
ウ610-156 ネジリバラ紅茶碗のみ  
8.6×6㎝（200㏄）（磁） 1,250円

イ610-166 華 ブ々ルーコーヒー碗と受皿  
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（6×10入・陶） 1,900円
イ610-176 華 ブ々ルーコーヒー碗のみ  
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（100入・陶） 1,100円

イ610-186 華 ピ々ンクコーヒー碗と受皿  
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（6×10入・陶） 1,900円
イ610-196 華 ピ々ンクコーヒー碗のみ  
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（100入・陶） 1,100円

イ610-206 友禅コーヒー碗と受皿  
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（6×10入・陶） 1,900円
イ610-216 友禅コーヒー碗のみ  
φ9.5×5.7㎝（220㏄）（100入・陶） 1,100円

ア610-226 N.Bノーブルローズコーヒー碗と受皿  
φ8.6×6.5㎝（170㏄）（60入・磁） 1,850円

ア610-236 N.Bシンホニーコーヒー碗と受皿  
φ8.3×6㎝（190㏄）（60入・磁） 1,800円

ホ610-246 カトレアコーヒー碗と受皿  
φ7.5×7㎝（200㏄）（60入・磁） 1,780円
ホ610-256 カトレアコーヒー碗のみ  
φ7.5×7㎝（200㏄）（100入・磁） 1,140円

ホ610-266 カトレア紅茶碗と受皿  
φ9×5.2㎝（200㏄）（60入・磁） 1,780円
ホ610-276 カトレア紅茶碗のみ  
φ9×5.2㎝（200㏄）（100入・磁） 1,140円

ホ610-286 フルーツコーヒー碗と受皿  
φ8×6.5㎝（200㏄）（60入・磁） 1,780円
ホ610-296 フルーツコーヒー碗のみ  
φ8×6.5㎝（200㏄）（100入・磁） 1,140円

ホ610-306 フルーツ紅茶碗と受皿  
φ9.2×5㎝（200㏄）（60入・磁） 1,780円
ホ610-316 フルーツ紅茶碗のみ  
φ9.2×5㎝（200㏄）（100入・磁） 1,140円

ホ610-326 マドレーヌコーヒー碗と受皿  
φ8×6.7㎝（200㏄）（60入・磁） 1,780円
ホ610-336 マドレーヌコーヒー碗のみ  
φ8×6.7㎝（200㏄）（100入・磁） 1,140円

ホ610-346 マドレーヌ紅茶碗と受皿  
φ9×5.5㎝（200㏄）（60入・磁） 1,780円
ホ610-356 マドレーヌ紅茶碗のみ  
φ9×5.5㎝（200㏄）（100入・磁） 1,140円

ホ610-366 フルーツランドコーヒー碗と受皿  
φ9.7×6.2㎝（220㏄）（60入・磁） 1,700円
ホ610-376 フルーツランドコーヒー碗のみ  
φ9.7×6.2㎝（220㏄）（100入・磁） 1,100円

ホ610-386 グリーンロマンスコーヒー碗と受皿  
φ9.5×6.2㎝（200㏄）（60入・磁） 1,650円
ホ610-396 グリーンロマンスコーヒー碗のみ  
φ9.5×6.2㎝（200㏄）（100入・磁） 990円

ホ610-406 マロンロマンスコーヒー碗と受皿  
φ9.5×6.2㎝（200㏄）（60入・磁） 1,650円
ホ610-416 マロンロマンスコーヒー碗のみ  
φ9.5×6.2㎝（200㏄）（100入・磁） 990円

ホ610-426 ブルーローズコーヒー碗と受皿（軽量）  
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（60入・陶）（軽量） 1,500円
ホ610-436 ブルーローズコーヒーカップのみ（軽量）  
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（100入・陶） 920円

ホ610-446 ピンクローズコーヒー碗と受皿（軽量）  
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（60入・陶）（軽量） 1,500円
ホ610-456 ピンクローズコーヒーカップのみ（軽量）  
φ8.9×6.8㎝（210㏄）（100入・陶） 920円

ハ610-466 緑彩ぶどうコーヒー碗と受皿  
φ8.5×6.2㎝（60入・磁）（中国） 1,150円
ハ610-476 緑彩ぶどうコーヒー碗のみ  
200㏄（120入・磁）（中国） 800円
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イ611-016 ビオレッタコーヒーカップと受皿  
φ7.8×6.8㎝（200㏄）（60入・磁） 1,750円
イ611-026 ビオレッタ コーヒーカップ  
φ7.8×6.8㎝（200㏄）（200入・磁） 950円

ウ611-036 茶筋アメリカン碗と受皿  
φ8×8㎝（240㏄）（磁） 1,900円
ウ611-046 茶筋 アメリカン碗  
φ8×8㎝（240㏄）（60入・磁） 1,200円

ウ611-056 茶筋コーヒー碗と受皿  
φ7.1×6.9㎝（165㏄）（磁） 1,700円
ウ611-066 茶筋 コーヒー碗  
φ7.1×6.9㎝（165㏄）（60入・磁） 1,000円

ウ611-076 茶筋紅茶碗と受皿  
φ8.2×6.2㎝（200㏄）（磁） 1,700円
ウ611-086 茶筋 紅茶碗  
φ8.2×6.2㎝（200㏄）（60入・磁） 1,000円

ホ611-096 赤マットコーヒー碗と受皿  
φ6.5×7㎝（180㏄）（60入・陶） 1,520円
ホ611-106 赤マットコーヒー碗のみ  
φ6.5×7㎝（180㏄）（100入・陶） 930円

タ611-116 黒マーブルコーヒー碗と受皿（軽量）  
φ9.5×5.7㎝（250㏄）（48入・陶） 1,300円
タ611-126 黒マーブル碗のみ  
φ9.5×5.7㎝（250㏄）（80入・陶） 720円

タ611-136 青マーブルコーヒー碗と受皿（軽量）  
φ9.5×5.7㎝（250㏄）（48入・陶） 1,300円
タ611-146 青マーブル碗のみ  
φ9.5×5.7㎝（250㏄）（80入・陶） 720円

ネ611-156 スパビット白コーヒー碗と受皿  
10.4×8×7.5㎝（180㏄）（60入・磁） 1,600円
ネ611-166 スパビット白コーヒー碗のみ  
10.4×8×7.5㎝（180㏄）（100入・磁） 900円

ト611-176 ラバーブラウンコーヒー碗と受皿  
10.4×8×7.5㎝（180㏄）（60入・磁） 1,800円
ト611-186 ラバーブラウン コーヒー碗  
10.4×8×7.5㎝（180㏄）（100入・磁） 1,000円

ハ611-196 Sha･La･Laコーヒー碗と受皿  
φ8.5×7㎝（60入・陶）（中国） 1,500円
ハ611-206 Sha･La･Laコーヒー碗のみ  
210㏄（100入・陶）（中国） 900円

タ611-216 プリートラテ（Homura）碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・磁） 2,900円
タ611-226 プリートラテ（Homura）碗のみ  
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入・磁） 1,650円

タ611-236 プリートカプチーノ（Homura）碗と受皿  
φ8.6×6㎝（150㏄）（60入・磁） 2,800円
タ611-246 プリートカプチーノ（Homura）碗のみ  
φ8.6×6㎝（150㏄）（80入・磁） 1,550円

ハ611-256 手彫り小花コーヒー碗と受皿  
φ8.5×6.2㎝（60入・磁）（中国） 1,150円
ハ611-266 手彫り小花コーヒー碗のみ  
200㏄（120入・磁）（中国） 800円

ア611-276 茶ラインコーヒー碗と受皿  
φ7×6.5㎝（170㏄）（60入・磁） 1,500円
ア611-286 茶ラインコーヒー碗のみ  
φ7×6.5㎝（170㏄）（80入・磁） 880円

ホ611-296 アメコーヒー碗と受皿  
φ8.5×6.8㎝（220㏄）（50入・磁） 1,250円
ホ611-306 アメコーヒー碗のみ  
φ8.5×6.8㎝（220㏄）（100入・磁） 730円

タ611-316 プリートラテ（Brown）碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・磁） 2,300円
タ611-326 プリートラテ（Brown）碗のみ  
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入・磁） 1,500円

タ611-336 プリートカプチーノ（Brown）碗と受皿  
φ8.6×6㎝（150㏄）（60入・磁） 2,150円
タ611-346 プリートカプチーノ（Brown）碗のみ  
φ8.6×6㎝（150㏄）（80入・磁） 1,350円

ヤ611-356 サンアメリカン碗と受皿  
8.5×8.5㎝（250㏄）（48入・磁） 1,350円
ヤ611-366 サンアメリカン碗のみ  
250cc 800円

ヤ611-376 サンコーヒー碗と受皿  
7.8×6.7㎝（200㏄）（60入・磁） 1,200円
ヤ611-386 サンコーヒー碗のみ  
200cc 650円

ホ611-416 黒御影コーヒー碗と受皿  
φ7.4×6.8㎝（170㏄）（50入・磁） 710円
ホ611-426 黒御影コーヒー碗のみ  
φ7.4×6.8㎝（170㏄）（100入・磁） 390円

ホ611-436 黒御影スタックアメリカン碗と受皿  
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（50入・磁） 740円
ホ611-446 黒御影スタックアメリカン碗のみ  
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（80入・磁） 420円

ホ611-456 黒御影スタックカプチーノ碗と受皿  
φ9×5.8㎝（240㏄）（50入・磁） 740円
ホ611-466 黒御影スタックカプチーノ碗のみ  
φ9×5.8㎝（240㏄）（80入・磁） 420円

ホ611-476 黒御影スタックコーヒー碗と受皿  
φ7.2×6.6㎝（180㏄）（50入・磁） 710円
ホ611-486 黒御影スタックコーヒー碗のみ  
φ7.2×6.6㎝（180㏄）（100入・磁） 390円

ホ611-496 黒御影スタック兼用碗と受皿  
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（50入・磁） 730円
ホ611-506 黒御影スタック兼用碗のみ  
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（100入・磁） 410円

ヤ611-396 サン紅茶碗と受皿  
9.2×5.8㎝（200㏄）（60入・磁） 1,200円
ヤ611-406 サン紅茶碗のみ  
200cc 650円
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ネ612-016 軽量強化 オーレカップ大と受皿  
φ11.6×6.1㎝（460㏄）（60入・強）（マレーシア）（軽量強化） 1,820円
ネ612-026 軽量強化 オーレカップ大  
φ11.6×6.1㎝（460㏄）（100入・強）（マレーシア）（軽量強化） 1,090円

ネ612-036 軽量強化スタックマグと受皿  
φ8.5×8.4㎝（340㏄）（60入・強）（マレーシア）（軽量強化） 1,820円
ネ612-046 軽量強化スタックマグ  
φ8.5×8.4㎝（340㏄）（100入・強）（マレーシア）（軽量強化） 1,090円

ネ612-056 軽量強化スタックカップと受皿  
φ8.5×6.6㎝（260㏄）（60入・強）（マレーシア）（軽量強化） 1,640円
ネ612-066 軽量強化スタックカップ  
φ8.5×6.6㎝（260㏄）（100入・強）（マレーシア）（軽量強化） 910円

ネ612-076 軽量強化マグカップと受皿  
φ8.6×8.5㎝（320㏄）（60入・強）（マレーシア）（軽量強化） 1,820円
ネ612-086 軽量強化マグカップ  
φ8.6×8.5㎝（320㏄）（100入・強）（マレーシア）（軽量強化） 1,090円

イ612-096 軽量強化HW碗と受皿  
φ8.7×6.5㎝（200㏄）（3×20入・強）（マレーシア） 1,750円
イ612-106 軽量強化HW皿のみ  
φ15.1×1.6㎝（6×10入・強）（マレーシア） 840円

ホ612-116 マーチNBアメリカン碗と受皿  
φ8.3×7.5㎝（220㏄）（50入・磁） 1,350円
ホ612-126 マーチNBアメリカン碗のみ  
φ8.3×7.5㎝（220㏄）（80入・磁） 800円

ホ612-136 マーチNBコーヒー碗と受皿  
φ8.2×6.3㎝（180㏄）（60入・磁） 1,300円
ホ612-146 マーチNBコーヒー碗のみ  
φ8.2×6.3㎝（180㏄）（100入・磁） 750円

ホ612-156 マーチNB紅茶碗と受皿  
φ9.2×5㎝（160㏄）（60入・磁） 1,300円
ホ612-166 マーチNB紅茶碗のみ  
φ9.2×5㎝（160㏄）（100入・磁） 750円

ホ612-176 NBクレスタアメリカン碗と受皿  
φ8.2×9.2㎝（240㏄）（50入・磁） 1,650円
ホ612-186 NBクレスタアメリカン碗のみ  
φ8.2×9.2㎝（240㏄）（80入・磁） 1,100円

ホ612-206 NBクレスタコーヒー碗のみ  
φ7.6×8.2㎝（190㏄）（80入・磁） 950円

ホ612-196 NBクレスタコーヒー碗と受皿  
φ7.6×8.2㎝（190㏄）（50入・磁） 1,500円

ア612-216 Hアメリカン碗と受皿  
φ8.1×7.1㎝（220㏄）（60入・強） 2,150円
ア612-226 Hアメリカン碗のみ  
φ8.1×7.1㎝（220㏄）（80入・強） 1,410円

ウ612-236 ボン中玉アメリカン碗と受皿  
8×7.6㎝（240㏄）（6×10入・磁） 2,220円
ウ612-246 ボン中玉アメリカン碗のみ  
8×7.6㎝（240㏄）（12×10入・磁） 1,380円

ウ612-256 ボンスタックアメリカン碗と受皿  
8.4×6.2㎝（200㏄）（6×10入・磁） 1,780円
ウ612-266 ボンスタックアメリカン碗のみ  
8.4×6.2㎝（200㏄）（12×10入・磁） 1,120円

ア612-276 NBストリームアメリカンコーヒー碗と受皿  
φ8.5×7.5㎝（240㏄）（60入・磁） 1,350円
ア612-286 NBストリームアメリカン碗のみ  
φ8.5×7.5㎝（240㏄）（80入・磁） 910円

ヤ612-296 NBサン アメリカン碗と受皿  
φ8.5×8.5㎝（250㏄）（48入・磁） 1,350円
ヤ612-306 NBサン アメリカン碗  
φ8.5×8.5㎝（250㏄）（磁）（美濃焼） 800円

ア612-316 Hコーヒー碗と受皿  
φ8×6.5㎝（190㏄）（60入・強） 1,850円
ア612-326 Hコーヒー碗のみ  
φ8×6.5㎝（190㏄）（80入・強） 1,110円

ウ612-336 ボン中玉コーヒー碗と受皿  
7.8×6㎝（180㏄）（6×10入・磁） 1,620円
ウ612-346 ボン中玉コーヒー碗のみ  
7.8×6㎝（180㏄）（12×10入・磁） 1,060円

ウ612-356 ボンスタックコーヒー碗と受皿  
7.4×6.5㎝（170㏄）（6×10入・磁） 1,620円
ウ612-366 ボンスタックコーヒー碗のみ  
7.4×6.5㎝（170㏄）（12×10入・磁） 950円

ア612-376 NBストリームコーヒー碗と受皿  
φ7.8×6.7㎝（185㏄）（60入・磁） 1,250円
ア612-386 NBストリームコーヒー碗のみ  
φ7.8×6.7㎝（185㏄）（80入・磁） 810円

ヤ612-396 NBサン コーヒー碗と受皿  
φ7.8×6.5㎝（200㏄）（60入・磁） 1,200円
ヤ612-406 NBサン コーヒー碗  
φ7.8×6.5㎝（200㏄）（磁）（美濃焼） 650円

ア612-416 H紅茶碗と受皿  
φ9.3×5.4㎝（200㏄）（60入・強） 1,850円
ア612-426 H紅茶碗のみ  
φ9.3×5.4㎝（200㏄）（80入・強） 1,110円

ウ612-446 ボン中玉紅茶碗のみ  
8.6×6㎝（200㏄）（12×10入・磁） 1,060円

ウ612-436 ボン中玉紅茶碗と受皿  
8.6×6㎝（200㏄）（6×10入・磁） 1,620円

ウ612-456 ボンスタック紅茶碗と受皿  
8.4×6.2㎝（200㏄）（6×10入・磁） 1,620円
ウ612-466 ボンスタック紅茶碗のみ  
8.4×6.2㎝（200㏄）（12×10入・磁） 950円

ア612-476 NBストリーム紅茶碗と受皿  
φ10.2×5.7㎝（225㏄）（60入・磁） 1,250円
ア612-486 NBストリーム紅茶碗のみ  
φ10.2×5.7㎝（225㏄）（80入・磁） 810円

ヤ612-496 NBサン紅茶碗と受皿  
φ9.2×5.8㎝（200㏄）（60入・磁） 1,200円
ヤ612-506 NBサン 紅茶碗  
φ9.2×5.8㎝（200㏄）（磁）（美濃焼） 650円
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ウ613-016 ネジアメリカン碗と受皿  
8.4×8.2㎝（250㏄）（6×10入・磁） 2,030円
ウ613-026 ネジアメリカン碗のみ  
8.4×8.2㎝（250㏄）（12×10入・磁） 1,320円

ウ613-036 ネジコーヒー碗と受皿  
7.7×7.2㎝（175㏄）（6×10入・磁） 1,750円
ウ613-046 ネジコーヒー碗のみ  
7.7×7.2㎝（175㏄）（12×10入・磁） 1,040円

ウ613-056 ネジ紅茶碗と受皿  
8.6×6㎝（200㏄）（6×10入・磁） 1,750円
ウ613-066 ネジ紅茶碗のみ  
8.6×6㎝（200㏄）（12×10入・磁） 1,040円

ト613-076 ニューボンねじりコーヒー碗皿  
φ14.4×2㎝（60入・磁） 1,050円
ト613-086 ニューボンねじり碗のみ  
φ7.9×6.6㎝（190㏄）（100入・磁） 630円

ア613-096 N.Bネジリコーヒー碗と受皿  
φ8×6.7㎝（170㏄）（60入・磁） 900円
ア613-106 NBネジリコーヒー碗のみ  
φ8×6.7㎝（170㏄）（80入・磁） 540円

ア613-116 N.B高台コーヒー碗と受皿  
碗φ8.3×7･皿φ14.6㎝（180㏄）（60入・磁） 1,000円
ア613-126 NB高台コーヒー碗のみ  
8.3×7㎝（180㏄）（80入・磁） 600円

ホ613-136 NB丸コーヒー碗と受皿（軽量）  
φ7.5×6.8㎝･受皿φ14.4㎝（210㏄）（60入・磁） 900円
ホ613-146 NB丸コーヒー碗のみ（軽量）  
φ7.5×6.8㎝（210㏄）（100入・磁） 540円

ハ613-156 エルキュールスタックコーヒー碗と受皿  
φ7.8×6.3㎝（170㏄）（6×10入・強） 1,500円
ハ613-166 エルキュールスタックコーヒー碗のみ  
170cc（20×6入・強） 900円

ハ613-176 エルキュールスタックデミタス碗と受皿  
φ6.5×4.8㎝（100㏄）（6×12入・強） 1,350円
ハ613-186 エルキュールスタックデミタス碗のみ  
100㏄（20×8入・強） 800円

ホ613-196 マーチNBデミタス碗と受皿  
φ6.3×5.7㎝（85㏄）（80入・磁） 1,180円
ホ613-206 マーチNBデミタス碗のみ  
φ6.3×5.7㎝（85㏄）（120入・磁） 680円

タ613-216 プリートラテ碗と受皿  
φ9×6.6㎝（210㏄）（60入・磁） 1,750円
タ613-226 プリートラテ碗のみ  
φ9×6.6㎝（210㏄）（80入・磁） 1,100円

タ613-236 プリートカプチーノ碗と受皿  
φ8.6×6㎝（150㏄）（60入・磁） 1,600円
タ613-246 プリートカプチーノ碗のみ  
φ8.6×6㎝（150㏄）（80入・磁） 950円

ア613-256 Sアメリカン碗と受皿  
φ8.3×7.5㎝（250㏄）（60入・強） 1,800円
ア613-266 Sアメリカン碗のみ  
8.3×7.5㎝（250㏄）（80入・強） 1,270円

ア613-276 Sコーヒー碗と受皿  
φ7.6×6.5㎝（190㏄）（60入・強） 1,500円
ア613-286 Sコーヒー碗のみ  
7.6×6.5㎝（190㏄）（80入・強） 970円

ア613-296 S紅茶碗と受皿  
φ8.8×5㎝（200㏄）（60入・強） 1,500円
ア613-306 S紅茶碗のみ  
8.8×5㎝（200㏄）（80入・強） 970円

ト613-316 フォンテカプチーノ碗と受皿  
9×6.7㎝（210㏄）（36入・磁） 1,450円
ト613-326 フォンテカプチーノ碗のみ  
9×6.7㎝（210㏄）（80入・磁） 900円

ト613-336 フォンテコーヒー碗と受皿  
8.3×6.3㎝（160㏄）（36入・磁） 1,350円
ト613-346 フォンテコーヒー碗のみ  
8.3×6.3㎝（160㏄）（80入・磁） 800円

ホ613-356 白磁PPアメリカン碗と受皿  
φ8.2×7.8㎝（250㏄）（48入・磁） 1,250円
ホ613-366 白磁PPアメリカンカップのみ  
φ8.2×7.8㎝（250㏄）（80入・磁） 820円

ホ613-376 白磁PPコーヒー碗と受皿  
φ7.8×6.6㎝（195㏄）（60入・磁） 1,120円
ホ613-386 白磁PPコーヒーカップのみ  
φ7.8×6.6㎝（195㏄）（100入・磁） 690円

ホ613-396 白磁PP紅茶碗と受皿  
φ8.5×5.7㎝（190㏄）（60入・磁） 1,150円
ホ613-406 白磁PP紅茶カップのみ  
φ8.5×5.7㎝（190㏄）（100入・磁） 720円

カ613-416 白磁ブルーム碗と受皿  
11×8×6㎝（150㏄）（80入・磁） 2,400円
カ613-426 白磁ブルーム碗のみ  
11×8×6㎝（150㏄）（80入・磁） 1,300円

ヤ613-436 2Wスープ碗と受皿  
φ10×6㎝（270㏄）（48入・磁） 1,400円

ヤ613-446 清流 コーヒー碗と受皿  
φ8×6.5㎝（240㏄）（磁） 1,200円
ヤ613-456 清流 コーヒー碗  
φ8×6.5㎝（240㏄）（60入・磁）（美濃焼） 650円

ネ613-466 siro 厚口カフェカップと受皿  
12×9.5×6.2㎝（250㏄）（60入・磁） 1,290円
ネ613-476 siro 厚口カフェカップ  
12×9.5×6.2㎝（250㏄）（100入・磁） 650円

ネ613-486 siro ナツメ型コーヒー碗と受皿  
11.5×8×6.7㎝（230㏄）（60入・磁） 1,140円
ネ613-496 siro ナツメ型コーヒー碗  
11.5×8×6.7㎝（230㏄）（100入・磁） 500円
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ヤ614-016 スタックアメリカン 碗と皿  
φ9.7×6㎝（250㏄）（48入・磁） 1,350円
ヤ614-026 スタックアメリカン 碗のみ  
9.7×6㎝（250㏄）（磁） 800円

ヤ614-036 スタックコーヒー 碗と皿  
φ8.3×5.5㎝（150㏄）（60入・磁） 1,180円
ヤ614-046 スタックコーヒー 碗のみ  
8.3×5.5㎝（150㏄）（磁） 620円

ホ614-056 白厚口高台コーヒー碗と受皿  
φ7.7×9.3㎝（200㏄）（40入・磁） 1,530円
ホ614-066 白厚口高台コーヒー碗のみ  
φ7.7×9.3㎝（200㏄）（60入・磁） 1,100円

ホ614-076 白厚口ホテルコーヒー碗と受皿  
φ8.5×7.3㎝（200㏄）（50入・磁） 1,180円
ホ614-086 白厚口ホテルコーヒー碗のみ  
φ8.5×7.3㎝（200㏄）（80入・磁） 750円

ヤ614-096 花形 コーヒー碗と受皿  
φ8×6.4㎝（200㏄）（磁） 1,200円
ヤ614-106 花形 コーヒー碗  
φ8×6.4㎝（200㏄）（60入・磁）（美濃焼） 650円

ハ614-116 フレスココーヒー碗と受皿  
φ8.2×6.3㎝（185㏄）（6×10入・磁） 1,130円
ハ614-126 フレスココーヒー碗のみ  
185㏄（20×6入・磁） 700円

キ614-136 白スタック紅茶碗と受皿  
φ8.6×6.1㎝（210㏄）（60入・磁）（中国） 1,100円
キ614-146 白スタック紅茶碗のみ  
φ8.6×6.1㎝（210㏄）（60入・磁）（中国） 620円

キ614-156 白スタックコーヒー碗と受皿  
φ7.3×6.6㎝（160㏄）（60入・磁）（中国） 1,080円
キ614-166 白スタックコーヒー碗のみ  
φ7.3×6.6㎝（160㏄）（60入・磁）（中国） 600円

ホ614-176 新名陶コーヒー碗と受皿  
φ8.2×6㎝（150㏄）（60入・磁） 1,080円
ホ614-186 新名陶コーヒー碗のみ  
φ8.2×6㎝（150㏄）（100入・磁） 650円

ネ614-196 siro 小コーヒー碗と受皿  
10×7.3×6.6㎝（180㏄）（60入・磁） 1,050円
ネ614-206 siro 小コーヒー碗  
10×7.3×6.6㎝（180㏄）（100入・磁） 500円

ハ614-216 スペランツァスタッキングコーヒー碗と受皿  
（60入・磁） 820円
ハ614-226 スペランツァスタッキングコーヒー碗のみ  
φ8.6×10.8×5.8㎝（190㏄）（120入・磁） 390円

ハ614-236 CRコーヒー碗と受皿  
φ7.4×6.5㎝（175㏄）（6×10入・磁） 850円
ハ614-246 CRコーヒー碗のみ  
175㏄（20×6入・磁） 530円

ホ614-256 新スタックコーヒー碗と受皿  
φ8.3×5.5㎝（190㏄）（60入・磁） 820円
ホ614-266 新スタックコーヒー碗のみ  
φ8.3×5.5㎝（190㏄）（100入・磁） 380円

ホ614-396 白磁PPデミタス碗と受皿  
φ6.6×5㎝（100㏄）（80入・磁） 980円
ホ614-406 白磁PPデミタスカップのみ  
φ6.6×5㎝（100㏄）（120入・磁） 580円

ホ614-276 スタンダードコーヒー碗と受皿  
φ7.5×6.8㎝（180㏄）（60入・磁） 830円
ホ614-286 スタンダードコーヒー碗のみ  
φ7.5×6.8㎝（180㏄）（100入・磁） 400円

イ614-296 白ネジコーヒー碗と受皿  
φ7.4×7㎝（180㏄）（6×10入・磁） 580円
イ614-306 白ネジコーヒー碗のみ  
φ7.4×7㎝（180㏄）（120入・磁） 360円

ホ614-496 粉引黒斑点コーヒー碗と受皿  
φ7.4×6.8㎝（170㏄）（50入・磁）（黒い斑点有り） 710円
ホ614-506 粉引黒斑点コーヒー碗のみ  
φ7.4×6.8㎝（170㏄）（100入・磁）（黒い斑点有り） 390円

ホ614-516 粉引黒斑点兼用碗と受皿  
φ8.3×5.5㎝（170㏄）（60入・磁）（黒い点々あり） 730円
ホ614-526 粉引黒斑点兼用碗のみ  
φ8.3×5.5㎝（170㏄）（100入・磁）（黒い点々あり） 410円

ト614-336 フォンテエスプレッソ碗と受皿  
7.2×5.3㎝（100㏄）（48入・磁） 1,200円
ト614-346 フォンテエスプレッソ碗のみ  
7.2×5.3㎝（100㏄）（100入・磁） 700円

ト614-356 フォンテデミ碗と受皿  
6.7×4.6㎝（70㏄）（48入・磁） 1,150円
ト614-366 フォンテデミ碗のみ  
6.7×4.6㎝（70㏄）（100入・磁） 650円

ヤ614-376 スタックデミ 碗と皿  
φ7×5㎝（100㏄）（72入・磁） 1,000円
ヤ614-386 スタックデミ 碗のみ  
7×5㎝（100㏄）（磁） 500円

タ614-316 プリートエスプレッソ碗と受皿  
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（60入・磁） 1,460円
タ614-326 プリートエスプレッソ碗のみ  
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（120入・磁） 830円

タ614-416 プリートエスプレッソ（Homura）碗と受皿  
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（60入・磁） 2,600円
タ614-426 プリートエスプレッソ（Homura）碗のみ  
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（120入・磁） 1,400円

タ614-436 プリートエスプレッソ（Brown）碗と受皿  
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（60入・磁） 1,930円
タ614-446 プリートエスプレッソ（Brown）碗のみ  
φ6.5×5.7㎝（80㏄）（120入・磁） 1,150円

ホ614-456 粉引黒斑点アメリカン碗と受皿  
φ7.8×7.2㎝（220㏄）（50入・磁）（黒い点々あり） 740円
ホ614-466 粉引黒斑点アメリカン碗のみ  
φ7.8×7.2㎝（220㏄）（80入・磁）（黒い点々あり） 420円

ホ614-476 粉引黒斑点カプチーノ碗と受皿  
φ9×5.6㎝（210㏄）（50入・磁）（黒い点々あり） 740円
ホ614-486 粉引黒斑点カプチーノ碗のみ  
φ9×5.6㎝（210㏄）（80入・磁）（黒い点々あり） 420円

ホ614-536 粉引黒斑点スタックアメリカン碗と受皿  
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（50入・磁）（黒い点々あり） 740円
ホ614-546 粉引黒斑点スタックアメリカン碗のみ  
φ7.8×7.1㎝（230㏄）（80入・磁）（黒い点々あり） 420円

ホ614-556 粉引黒斑点スタックカプチーノ碗と受皿  
φ9×5.8㎝（240㏄）（50入・磁）（黒い点々あり） 740円
ホ614-566 粉引黒斑点スタックカプチーノ碗のみ  
φ9×5.8㎝（240㏄）（80入・磁）（黒い点々あり） 420円

ホ614-596 粉引黒斑点スタック兼用碗と受皿  
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（50入・磁）（黒い斑点有り） 730円
ホ614-606 粉引黒斑点スタック兼用碗のみ  
φ8.2×5.6㎝（190㏄）（100入・磁）（黒い斑点有り） 410円

ホ614-576 粉引黒斑点スタックコーヒー碗と受皿  
φ7.2×6.6㎝（180㏄）（50入・磁）（黒い斑点有り） 710円
ホ614-586 粉引黒斑点スタックコーヒー碗のみ  
φ7.2×6.6㎝（180㏄）（100入・磁）（黒い斑点有り） 390円
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ソール取外し可 ソール取外し可 ソール取外し可

キ615-016 
ノンスリップシリコンソールマグ/BK  
φ8.5×8.6㎝（250㏄）（36入・磁）（中国）（レンジ・食洗機可）
1,100円

キ615-026 
ノンスリップシリコンソールマグ/WH  
φ8.5×8.6㎝（250㏄）（36入・磁）（中国）（レンジ・食洗機可）
1,100円

キ615-036 
ノンスリップシリコンソールマグ/LGR  
φ8.5×8.6㎝（250㏄）（36入・磁）（中国）（レンジ・食洗機可）
1,100円

ウ615-046 
ヨーグルト  
φ8.8×9.8㎝（325㏄）（10×6入・磁）
1,400円

ウ615-056 
小ジョツキ  
φ8.8×8.6㎝（300㏄）（60入・磁）
1,100円

イ615-066 
ニューボン厚口ソリ型マグ  
φ8×7.5㎝（240㏄）（6×12入・磁）（中国）
390円

イ615-076 
軽量強化HWスタックマグカップ  
φ8.5×8.4㎝（340㏄）（3×20入・強）（マレーシア）
1,300円

イ615-086 
軽量強化HWスタックカップ（中）  
φ8.5×6.6㎝（260㏄）（3×20入・強）（マレーシア）
970円

イ615-116 
ニューボン口広マグ特大  
φ10.2×8㎝（370㏄）（6×8入・磁）（中国）
550円

ネ615-126 
ホワイトプランタンマグ  
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入・磁）
550円

イ615-156 
ニューボン重ねマグ  
φ7.5×8.5×7.9㎝（260㏄）（6×8入・磁）（中国）
530円

ホ615-166 
NB94スープカップ（小）  
φ9.5×7.8㎝（340㏄）（60入・磁）
470円

イ615-176 
ニューボンソリ型マグ大  
φ8.7×7.5㎝（290㏄）（6×8入・磁）（中国）
430円

ホ615-186 
NB10スタックマグ  
φ8.2×8.8㎝（320㏄）（80入・磁）
470円

イ615-196 
ニューボン切立マグ  
φ7.5×8.8㎝（290㏄）（6×8入・磁）（中国）
420円

イ615-206 
ニューボン腰丸マグ  
φ7.6×8.9㎝（290㏄）（6×8入・磁）（中国）
420円

ホ615-216 
かるーん（軽量）マグカップ  
φ8.5×8.5㎝（325㏄）（80入・磁）
770円

キ615-226 
アーバンJ型マグ（白）  
φ9.3×8.4㎝（200㏄）（6×8入・磁）（中国）
680円

カ615-236 
白スペシャルマグ  
10×8.5㎝（350㏄）（60入・磁）
600円

カ615-266 
白エフエフマグ  
11.4×8.5×8.3㎝（260㏄）（60入・磁）
480円

カ615-276 
コーラマグ  
φ7.1×10×9㎝（200㏄）（80入・磁）
500円

カ615-286 
白ブイマグ  
10.5×7.9×8.3㎝（240㏄）（60入・磁）
480円

ネ615-296 
腰丸厚口マグ  
φ8.8×7.2㎝（270㏄）（80入・磁）
470円

ホ615-306 
ダブルマグ  
φ7.8×9㎝（300㏄）（80入・磁）
410円

カ615-316 
ビーエスマグ  
φ8×11.3×9.3㎝（250㏄）（80入・磁）
400円

ホ615-326 
白80マグ  
φ7.8×9㎝（300㏄）（80入・磁）
410円

ホ615-336 
切立スタックマグ  
φ8.4×8.8㎝（340㏄）（70入・磁）
400円

ホ615-346 
ホーダン厚口マグ（小）  
φ8×7.8㎝（230㏄）（80入・磁）
400円

ホ615-356 
サークルマグ  
φ7×7.5㎝（200㏄）（100入・磁）
360円

ア615-366 
白マグ  
φ7.2×7.6㎝（205㏄）（80入・磁）
360円

イ615-376 
白スタックマグ大  
φ8.3×5.5㎝（180㏄）（80入・磁）
420円

ホ615-386 
トールスタックマグ（白）  
φ8.2×7.3㎝（220㏄）（80入・磁）
390円

ホ615-396 
ショートスタックマグ（白）  
φ8.3×5.5㎝（190㏄）（80入・磁）
380円

ハ615-096 NBダイナーマグ（大）  
12.2×8.8×9.3㎝（340㏄）（60入･磁） 1,250円
ハ615-106 NBダイナーマグ（小）  
11.4×8×8.6㎝（240㏄）（80入･磁） 1,150円

イ615-136 ニューボンラッパマグ大  
φ8.9×9.8㎝（320㏄）（20×3入･磁）（中国） 530円
イ615-146 ニューボンラッパマグ中  
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（6×8入･磁）（中国） 460円

ホ615-246 ホテル厚口マグ（大）  
φ8.7×8.7㎝（330㏄）（60入･磁） 540円
ホ615-256 ホテル厚口マグ（小）  
φ8×8㎝（230㏄）（80入･磁） 400円
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カ616-016 
鼡十草マグカップ  
φ8.8×12.5×8.9㎝（240㏄）（80入・陶）
4,250円

ネ616-026 
三島櫛目マグ  
φ9.8×8.5㎝（310㏄）（10×6入・陶）
3,300円

ロ616-036 
赤絵志野マグ  
φ9.4×10.8㎝（260㏄）（6×10入・陶）
2,900円

ト616-046 
鼠志野カブマグカップ  
12.8×9.7×9.3㎝（330㏄）（60入・陶）
2,400円

ト616-056 
織部塗り分けぶどうマグカップ  
12×9.2×7.8㎝（300㏄）（60入・陶）
2,400円

ハ616-066 
織部ペルシャ紋マグ  
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入・陶）
2,300円

ハ616-076 
間取藍ぶどうマグ  
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入・陶）
2,300円

ハ616-086 
織部花唐草マグ  
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入・陶）
2,200円

ハ616-096 
アメ釉花紋マグ  
φ8.7×7.6㎝（300㏄）（60入・陶）
2,200円

ハ616-106 
粉引花唐草マグ（青）  
12.8×8.7×7.6㎝（300㏄）（60入・陶）
2,300円

ハ616-116 
粉引花唐草マグ（紅）  
12.8×8.7×7.6㎝（300㏄）（60入・陶）
2,300円

ユ616-126 
パステルレッド切立マグ  
φ8.5×8.5㎝（350㏄）（60入・陶）
2,000円

ユ616-136 
栗毛灰釉切立マグ  
φ8.5×8.5㎝（350㏄）（60入・陶）
2,000円

ユ616-146 
ブルールレット切立マグ  
φ8.5×8.5㎝（350㏄）（60入・陶）
2,000円

ユ616-156 
ブラウンルレット切立マグ  
φ8.5×8.5㎝（350㏄）（60入・陶）
2,000円

ユ616-166 
霞十草（藍）マグ  
（330㏄）（60入・磁）
1,900円

ユ616-176 
霞十草（紫）マグ  
（330㏄）（60入・磁）
1,900円

ロ616-186 
粉引小紋マグ  
φ9.2×10.5㎝（290㏄）（6×10入・陶）
1,750円

ロ616-196 
白呉須コスモスマグ（ピンク）  
12.5×9.3×9㎝（340㏄）（6×10入・陶）
1,800円

ロ616-206 
白呉須コスモスマグ（パープル）  
12.5×9.3×9㎝（340㏄）（6×10入・陶）
1,800円

ロ616-216 
あじさい紺マグ  
φ9×10.4㎝（290㏄）（6×10入・陶）
1,750円

ロ616-226 
あじさい赤マグ  
φ9×10.4㎝（290㏄）（6×10入・陶）
1,750円

ア616-236 
アースオレンジマグ白  
φ8.7×12.2×9.2㎝（300㏄）（80入・陶）
1,700円

ア616-246 
アースオレンジマグ黒  
φ8.7×12.2×9.2㎝（300㏄）（80入・陶）
1,700円

カ616-256 
ピンク色十草マグ  
11.8×8.6×9.1㎝（280㏄）（60入・陶）
1,600円

カ616-266 
ブルー色十草マグ  
11.8×8.6×9.1㎝（280㏄）（60入・陶）
1,600円

ハ616-276 
粉引一珍花マグ（紅）  
φ9.2×8.5㎝（300㏄）（60入・陶）
1,500円

ハ616-286 
粉引一珍花マグ（青）  
φ9.2×8.5㎝（300㏄）（60入・陶）
1,500円

ハ616-296 
緑彩ぶどうマグ（緑）  
φ9.3×9㎝（310㏄）（60入・陶）
1,500円

ハ616-306 
緑彩ぶどうマグ（紫）  
φ9.3×9㎝（310㏄）（60入・陶）
1,500円

ア616-316 
赤いろはマグ  
φ8.2×9.3㎝（270㏄）（80入・陶）
1,400円

ア616-326 
黒いろはマグ  
φ8.2×9.3㎝（270㏄）（80入・陶）
1,400円

ロ616-336 
線彫十草マグ（赤）  
250㏄（6×10入・陶）
1,350円

ロ616-346 
線彫十草マグ（黒）  
250㏄（6×10入・陶）
1,350円

ロ616-356 
赤十草マグ  
250㏄（6×10入・陶）
1,300円

ロ616-366 
紺十草マグ  
250㏄（6×10入・陶）
1,300円

616

スープカップ

コーヒー

マグカップ

洋陶小物

カトラリー

しゃもじ・お玉・
スプーン・フォーク

ガラス製品

レンジ食器
（グラタン）

洋
陶
単
品

レンジ食器
（グラタン）

マグカップ



オ617-016 
手描萩マグ  
11.2×8.8×7.7㎝（80入・磁）
1,900円

カ617-026 
織部椿マグカップ（小）  
12×9×8.2㎝（220㏄）（60入・陶）
1,500円

ア617-036 
ねこねこねこマグ赤  
φ8.4×11.5×8.8㎝（300㏄）（陶）
1,450円

ア617-046 
ねこねこねこマグ青  
φ8.4×11.5×8.8㎝（300㏄）（陶）
1,450円

ソ617-056 
錆唐草（青）六兵衛マグカップ  
φ8×9㎝（250㏄）（6入・磁）（有田焼）
1,300円

ソ617-066 
スイート（赤）六兵衛マグカップ  
φ8×9㎝（250㏄）（6入・磁）（有田焼）
1,300円

ソ617-076 
つる唐草六兵衛マグカップ  
φ8×9㎝（250㏄）（6入・磁）（有田焼）
1,300円

ソ617-086 
錆唐草（赤）六兵衛マグカップ  
φ8×9㎝（250㏄）（6入・磁）（有田焼）
1,300円

ソ617-096 
スイート（青）六兵衛マグカップ  
φ8×9㎝（250㏄）（6入・磁）（有田焼）
1,300円

ハ617-106 
ブラウン花唐草マグ  
11.4×9×9.4㎝（350㏄）（60入・陶）
1,300円

ハ617-116 
ブラウンチェックマグ  
11.4×9×9.4㎝（350㏄）（60入・陶）
1,300円

ロ617-126 
淡墨 コーヒー碗  
11.5×9×7.8㎝（210㏄）（80入・強）
1,260円

カ617-136 
御本手桜マグ  
φ8.6×9.5㎝（280㏄）（60入・陶）
1,300円

カ617-146 
粉引野の花椿マグ  
12×8.7×9.5㎝（280㏄）（60入・陶）
1,300円

ハ617-156 
間取赤絵軽々マグ  
φ9×8.9㎝（340㏄）（60入・陶）
1,200円

ア617-166 
緑線マグ  
φ9.2×9㎝（330㏄）（80入・陶）
1,150円

キ617-176 
十草化粧リーフ赤土ベージュマグ  
φ8.5×8.8㎝（320㏄）（80入・磁）
1,150円

キ617-186 
新黒油滴リーフマグ  
φ8.5×8.8㎝（320㏄）（80入・磁）
1,150円

イ617-196 
白刷毛切立マグ  
φ7.7×9.5㎝（300㏄）（80入・磁）
1,100円

イ617-206 
ヌリ分け水玉切立マグ  
φ7.7×9.5㎝（300㏄）（80入・磁）
1,100円

ロ617-216 
格子小花 黒ソリマグ  
11.5×9×8.5㎝（260㏄）（60入・陶）
1,080円

ハ617-226 
手描ルリ十草マグ  
φ9.3×9㎝（350㏄）（10×8入・陶）
1,050円

ハ617-236 
手描小花マグ  
φ9.3×9㎝（350㏄）（10×8入・陶）
1,050円

イ617-246 
手描桜 ひねりマグ  
φ9.2×9㎝（350㏄）（60入・陶）
1,050円

ロ617-256 
手造り風志野マグ  
12.2×9.5×7.5㎝（200㏄）（6×10入・陶）
1,050円

ロ617-266 
格子小花 黒マグ  
13×9.6×9㎝（300㏄）（60入・陶）
1,040円

ロ617-276 
格子小花 白みのりマグ  
11.5×8.5×9㎝（300㏄）（60入・陶）
1,040円

キ617-286 
ブルー桜タル型マグ  
φ8×9.5㎝（300㏄）（80入・磁）
1,000円

キ617-296 
ピンク桜タル型マグ  
φ8×9.5㎝（300㏄）（80入・磁）
1,000円

イ617-306 
黒伊賀ドットマグカップ  
φ10.3×8㎝（320㏄）（80入・陶）
1,050円

イ617-316 
赤伊賀ドットマグカップ  
φ9×8.5㎝（230㏄）（100入・陶）
990円

ユ617-326 
呉須おふけクラフトマグ  
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（60入・陶）
950円

ユ617-336 
呉須遊クラフトマグ  
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（60入・陶）
950円

イ617-346 
ゴス二本十草ゆったりマグ  
φ9.5×8㎝（300㏄）（80入・陶）
940円

イ617-356 
粉引点抜ゆったりマグ  
φ9.5×8㎝（300㏄）（80入・陶）
940円

イ617-366 
黄粉引ゴス幾何紋ソギマグ  
φ8.8×8.2㎝（250㏄）（80入・陶）
830円
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イ618-016 
ホワイト長手マグ  
φ9.5×7㎝（250㏄）（60入・磁）
1,650円

イ618-026 
アスタリスクマグ 白  
φ8.2×8㎝（220㏄）（80入・磁）
720円

イ618-036 
ブラック長手マグ  
φ9.5×7㎝（220㏄）（60入・磁）
1,650円

イ618-046 
備前風長手マグ  
φ9.4×6.8㎝（220㏄）（60入・陶）
1,550円

ホ618-056 
ヨリソウ（宇宙）マグカップ  
φ8.2×8.8㎝（300㏄）（80入・陶）
1,580円

ホ618-066 
ヨリソウ（薄紅）マグカップ  
φ8.2×8.8㎝（300㏄）（80入・陶）
1,580円

ホ618-076 
エジンバラマグカップ  
φ7.8×7.7㎝（240㏄）（80入・強）
1,500円

キ618-086 
粉引小花マグ  
φ8.5×9.5㎝（340㏄）（60入・陶）
1,100円

ホ618-096 
間取藍花マグカップ  
φ8.4×8.8㎝（310㏄）（80入・磁）
1,030円

ホ618-106 
藍凛唐草マグカップ  
φ8.4×8.8㎝（310㏄）（80入・磁）
1,030円

ア618-116 
クリスタルピンク五角マグ  
φ8.5×9.2㎝（295㏄）（80入・磁）
1,000円

ア618-126 
クリスタルヴァイオレット五角マグ  
φ8.5×9.2㎝（295㏄）（80入・磁）
1,000円

イ618-136 
華々赤切立マグ  
φ8×9.3㎝（300㏄）（80入・陶）
990円

イ618-146 
華 ブ々ルー切立マグ  
φ8×9.3㎝（300㏄）（80入・陶）
990円

ホ618-156 
レッドラインマグ（軽量）  
φ7.8×9.8㎝（300㏄）（80入・磁）
980円

ホ618-166 
グリーンラインマグ（軽量）  
φ7.8×9.8㎝（300㏄）（80入・磁）
980円

イ618-176 
染付間取り花マグ  
φ8×9㎝（270㏄）（80入・磁）
950円

イ618-186 
染付ぶどうマグ  
φ8×9㎝（270㏄）（80入・磁）
950円

ユ618-196 
呉須遊カフェマグ  
φ10×7㎝（270㏄）（60入・陶）
950円

ユ618-206 
呉須おふけカフェマグ  
φ10×7㎝（270㏄）（60入・陶）
950円

ユ618-216 
志野ドット錆クラフトマグ  
φ8.5×8.5㎝（270㏄）（60入・陶）
950円

ユ618-226 
志野ドット錆カフェマグ  
φ10×7㎝（270㏄）（60入・陶）
950円

ホ618-236 
白渦マグ  
8×10㎝（300㏄）（80入・磁）
910円

ホ618-246 
青渦マグ  
8×10㎝（300㏄）（80入・磁）
910円

ハ618-256 
若葉マグカップ  
10.7×7.5×9.5㎝（230㏄）（10×8入・磁）
950円

イ618-266 
厚口コーヒーマグ薄茶渦  
φ7.5×8.7㎝（200㏄）（100入・磁）
880円

イ618-276 
厚口コーヒーマグ織部渦  
φ7.5×8.7㎝（200㏄）（100入・磁）
880円

カ618-286 
北欧グリーンコーヒー碗  
φ8.4×11.3×7㎝（80入・磁）
850円

カ618-296 
北欧マスタードコーヒー碗  
φ8.4×11.3×7㎝（80入・磁）
850円

カ618-306 
北欧グレーコーヒー碗  
φ8.4×11.3×7㎝（80入・磁）
850円

ウ618-316 
ゴス桜マグ（CK）  
φ8.3×8.6㎝（230㏄）（80入・磁）
900円

ウ618-326 
ピンク桜マグ（CK）  
φ8.3×8.6㎝（230㏄）（80入・磁）
900円

タ618-336 
パープルラスターラッパマグ（軽量）  
φ8.7×8.7㎝（300㏄）（60入・陶）
800円

タ618-346 
ピンクラスターラッパマグ（軽量）  
φ8.7×8.7㎝（300㏄）（60入・陶）
800円

タ618-356 
黒マーブルマグ（軽量）  
φ8.7×8.7㎝（300㏄）（60入・陶）
800円

タ618-366 
青マーブルマグ（軽量）  
φ8.7×8.7㎝（300㏄）（60入・陶）
800円

618

スープカップ

コーヒー

マグカップ

洋陶小物

カトラリー

しゃもじ・お玉・
スプーン・フォーク

ガラス製品

レンジ食器
（グラタン）

洋
陶
単
品

レンジ食器
（グラタン）

マグカップ



ユ619-016 
青ネコ スープカップ  
φ10.4×7㎝（290㏄）（60入・陶）
780円

ユ619-026 
茶刷毛 マグ  
φ9.8×9.5㎝（330㏄）（60入・陶）
780円

ネ619-036 
イエロープランタンマグ  
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入・磁）
780円

ネ619-046 
ピンクプランタンマグ  
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入・磁）
780円

ネ619-056 
ブループランタンマグ  
φ8.4×8.5㎝（300㏄）（10×8入・磁）
780円

ホ619-066 
梅抜マグカップ  
φ8.5×8㎝（280㏄）（80入・陶）
770円

ホ619-076 
チョコ色スタックマグ（軽量）  
φ8×9.2㎝（340㏄）（80入・磁）
750円

ホ619-086 
オレンジ色スタックマグ（軽量）  
φ8×9.2㎝（340㏄）（80入・磁）
750円

ユ619-096 
青ネコ マグ  
φ8.5×8.7㎝（280㏄）（60入・陶）
750円

ユ619-106 
白マット削マグ  
8.5×8.5㎝（約250㏄）（60入・陶）
750円

ユ619-116 
黒マット削マグ  
8.5×8.5㎝（約250㏄）（60入・陶）
750円

キ619-126 
アーバンJ型マグ（黒）  
φ9.3×8.4㎝（200㏄）（6×8入・磁）（中国）
730円

イ619-136 
ファンタジー青マグ  
φ8.2×8㎝（250㏄）（80入・陶）
720円

イ619-146 
ファンタジー赤マグ  
φ8.2×8㎝（250㏄）（80入・陶）
720円

イ619-156 
Tシャツマグ  
φ9.5×8.6㎝（330㏄）（80入・陶）
720円

イ619-166 
リーフマグ  
φ9.5×8.6㎝（330㏄）（80入・陶）
720円

オ619-176 
いぶし一珍十草小粋マグ  
φ7.9×9㎝（80入・陶）
700円

オ619-186 
伊賀風十草小粋マグ  
φ7.9×9㎝（80入・陶）
700円

ホ619-196 
ナマコサビマグ  
φ8.5×7.7㎝（300㏄）（80入・磁）
700円

ホ619-206 
糸つむぎマグカップ  
φ9×8㎝（320㏄）（80入・磁）
660円

オ619-216 
かつら川小粋マグ  
φ8.7×8.4㎝（80入・陶）
650円

ホ619-226 
ナマコマグカップ  
φ7.6×8.3㎝（300㏄）（80入・陶）
650円

ホ619-236 
ヒワマグカップ  
φ7.6×8.3㎝（300㏄）（80入・陶）
650円

ハ619-246 
ミストブラックマグ  
φ8.6×7.5㎝（270㏄）（80入・磁）
640円

ハ619-256 
ミストホワイトマグ  
φ8.6×7.5㎝（270㏄）（80入・磁）
640円

ホ619-266 
ライトピンクマグカップ  
φ7.6×9㎝（300㏄）（80入・磁）
490円

ホ619-276 
ライトブルーマグカップ  
φ7.6×9㎝（300㏄）（80入・磁）
490円

ホ619-286 
玉渕オレンジマグ  
φ7.3×8.8㎝（205㏄）（80入・磁）
380円

ホ619-296 
玉渕あおマグ  
φ7.3×8.8㎝（205㏄）（80入・磁）
350円

ホ619-306 
玉渕みどりマグ  
φ7.3×8.8㎝（205㏄）（80入・磁）
350円

イ619-316 
アニマルうしマグ  
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入・磁）
530円

イ619-326 
アニマルくまマグ  
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入・磁）
530円

イ619-336 
アニマルうさぎマグ  
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入・磁）
530円

イ619-346 
アニマルぶたマグ  
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入・磁）
530円

イ619-356 
アニマルねこマグ  
φ7×7.2㎝（200㏄）（20×6入・磁）
530円

キ619-366 
リボン猫（ピンク）マグ  
10.5×7.5㎝（210㏄）（60入・磁）
610円
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ハ620-016 
Sha･La･Laポット（U）  
500㏄（30入・陶）（中国）
2,500円

ハ620-026 
PJ白磁ティーポット  
390㏄（1×32入・磁）
3,600円

ハ620-036 
CTNBティーポット  
390㏄（1×32入・磁）
3,200円

テ620-046 
A･N･W角ポット  
460㏄（24入・磁）（中国）
1,400円

テ620-056 
A･N･Wコーヒーポット  
400㏄（24入・磁）（中国）
1,250円

ヤ620-066 
タル型ジョグ大  
φ10×15×10.5㎝（650）（60入・磁）
2,200円

ヤ620-076 
タル型ジョグ小  
φ7×11×7㎝（200）（80入・磁）
1,300円

テ620-086 
A･N･WクリーマーA型（小）  
195㏄（6×16入・磁）（中国）
460円

カ620-096 
白磁丸汁差し  
180㏄（100入・磁）
1,500円

イ620-106 ホワイトクリーマー 大  
φ6.1×6㎝（80㏄）（150入・磁） 1,000円
イ620-116 ホワイトクリーマー 小  
φ5×4.7㎝（40㏄）（200入・磁） 700円

イ620-126 レッドクリーマー 大  
φ6.1×6㎝（80㏄）（150入・磁） 1,000円
イ620-136 レッドクリーマー 小  
φ5×4.7㎝（40㏄）（200入・磁） 700円

イ620-146 オーレクリーマー 大  
φ6.1×6㎝（80㏄）（150入・磁） 1,000円
イ620-156 オーレクリーマー 小  
φ5×4.7㎝（40㏄）（200入・磁） 700円

カ620-166 
白磁プチ冷酒器  
6.2×4.8×5㎝（45㏄）（100入・磁）
700円

ウ620-176 
白地シロップ  
φ4.5×4.5㎝（45㏄）（20×12入・磁）
510円

ウ620-186 
NBクリーマ（小）  
φ5.2×4.8㎝（60㏄）（300入・磁）
510円

カ620-196 
白マットフレッシュ  
5.8×5.1×5㎝（60㏄）（120入・陶）
700円

カ620-206 
白マットフレッシュ小  
4.6×4.3×3.9㎝（35㏄）（100入・陶）
450円

カ620-216 
銀メッキピッチャー  
7.2×2.2×H2.5㎝（300入）
380円

イ620-256 
ホワイト味見お玉立て（ハート）  
12.2×10.3×3㎝（80入・磁）
1,500円

イ620-266 
ブラック味見お玉立て（ハート）  
12.2×10.3×3㎝（80入・磁）
1,500円

イ620-276 
ピンク味見お玉立て（ハート）  
12.2×10.3×3㎝（80入・磁）
1,500円

イ620-226 
ホワイト味見お玉立て（丸）  
12.5×10.3×3㎝（60入・磁）
1,500円

イ620-236 
ブラック味見お玉立て（丸）  
12.5×10.3×3㎝（80入・磁）
1,500円

イ620-246 
マットブラウン味見お玉立て（丸）  
12.5×10.3×3㎝（80入・磁）
1,500円

テ620-286 
A･N･Wシュガーポット  
φ6.3×9.2㎝（6×6入・磁）（中国）
700円

イ620-296 
ブラックしゃもじ立て  
10×5×10㎝（60入・磁）
1,450円

カ620-306 
白磁ちょっとおろし  
14.5×4.9×1.5㎝（100入・磁）
880円

カ620-316 
白磁スプーン  
15.3×4.1×2.3㎝（150入・磁）
740円

ロ620-326 
H.C.ディナースプーン  
17×3.2㎝（200入・強）
540円

ロ620-336 
H.C.スイーツスプーン  
14.2×2.4㎝（300入・強）
360円

ロ620-346 
H.C.バターナイフ  
15.2×2.6㎝（300入・強）
580円

ロ620-356 
H.C.ジャムナイフ  
13×2.4×3.8㎝（300入・強）
670円

ロ620-366 
玉レンゲ  
18.3㎝（200入・磁）
720円

ロ620-376 
H.C.丸型カレースプーン  
17.5×3.9×2.5㎝（200入・強）
470円

ロ620-386 
H.C.菱型カレースプーン  
18.5×4.1×3㎝（200入・強）
470円

ロ620-396 
N.B.ドリアン  
13.8×4.2㎝（300入・磁）
400円

ロ620-406 
H.C.ポタージュスプーン  
14×3.4㎝（300入・強）
360円

ロ620-416 
H.C.ナイフスプーン  
13.2×3.1㎝（300入・強）
360円

ロ620-426 
H.C.ヨーグルトスプーン  
13.6×2.8㎝（300入・強）
290円

ア620-436 
NBスプーン  
13×2.6㎝（400入・磁）
260円
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カ621-016 
白ライオントリュフL  
14.3×11.8×8.8㎝（470㏄）（50入・磁）
2,300円

カ621-026 
白ライオントリュフM  
13×11×7.5㎝（320㏄）（60入・磁）
1,800円

カ621-036 
白ライオントリュフS  
11.4×9.5×7㎝（230㏄）（80入・磁）
1,300円

キ621-046 
ピンク吹ライオントリフ（大）  
14×11.8×9.1㎝（480㏄）（20入・磁）（中国）
2,400円

キ621-056 
ピンク吹ライオントリフ（中）  
13×10.5×8.3㎝（350㏄）（30入・磁）（中国）
2,000円

キ621-066 
ピンク吹ライオントリフ（小）  
12×9.5×7.8㎝（250㏄）（40入・磁）（中国）
1,650円

ハ621-076 
プリンカップ  
φ8.1×7.9㎝（250㏄）（100入・磁）
370円 ヤ621-116 白2.8深口プリン  

φ7×5.8㎝（150入・磁） 250円

ヤ621-106 白3吋深口プリン  
φ8×6㎝（120入・磁） 290円

ヤ621-126 
アメ色9㎝三段ボール  
φ8.7×5㎝（150入・磁）
410円

ヤ621-136 
白9㎝三段ボール  
φ8.7×5㎝（150入・磁）
380円

ハ621-146 
MOREアメプチデザート  
10×7.5×5.5㎝（150㏄）（120入・磁）
500円

ト621-156 
カラット マルチカップ  
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入・磁）
260円

ト621-166 
リバー マルチカップ  
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入・磁）
260円

ト621-176 
ネルマルチカップ  
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入・磁）
260円

ト621-186 
ブリッジ マルチカップ  
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入・磁）
260円

ト621-196 
ヨーク マルチカップ  
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入・磁）
260円

ト621-206 
プディング マルチカップ  
φ7.1×6㎝（120㏄）（100入・磁）
260円

ア621-216 
リップルブルーカップS  
φ8×5.2㎝（160入・磁）
280円

ア621-226 
リップルオリベカップS  
φ8×5.2㎝（160入・磁）
280円

ヤ621-236 
アメ色手付プチボール  
9×7×4㎝（200入・磁）
390円

ヤ621-246 
白手付プチボール  
9×6.7×3.5㎝（200入・磁）
360円

ヤ621-256 
アメ色3吋レリーフボール  
φ7.8×4.3㎝（200入・磁）
310円

ヤ621-266 
白3.5吋レリーフボール  
φ8×4.3㎝（150入・磁）
300円

ヤ621-356 
白8㎝スライドボール  
8×6.3×5㎝（200入・磁）
360円

ヤ621-366 
アメ色3.5吋ビーンズボール  
9.2×6.7×3.7㎝（200入・磁）
390円

ヤ621-376 
白3.5吋ビーンズボール  
9.2×6.8×3.5㎝（200入・磁）
360円

タ621-276 片口ボール大  
11.3×8.4×5.8㎝（80入・磁） 800円
タ621-286 片口ボール小  
9.5×6.8×5.4㎝（120入・磁） 700円

ヤ621-086 アメ色3吋深口プリン  
φ8×6㎝（120入・磁） 360円
ヤ621-096 アメ色2.8深口プリン  
φ7×5.8㎝（150入・磁） 310円

ロ621-296 スワン ホワイトドレッシング（大）  
11.8×8.5×6㎝（130入・磁） 630円
ロ621-306 スワン ホワイトドレッシング（中）  
10.5×7.2×5.2㎝（150入・磁） 550円
ロ621-316 スワン ホワイトドレッシング（小）  
9×6.3×4.5㎝（200入・磁） 420円

ヤ621-326 白リーフボール L  
15.5×9.8×5㎝（80入・磁） 600円
ヤ621-336 白リーフボール M  
14×8.6×4.2㎝（120入・磁） 480円
ヤ621-346 白リーフボール S  
11.7×7.3×4㎝（200入・磁） 410円

ロ621-436 白マロントレー（L）  
8.7×5.8×3.8㎝（120入・強） 400円
ロ621-446 白マロントレー（S）  
6.8×4.5×2.6㎝（200入・強） 200円

ロ621-386 
カラー片口小鉢 レッド  
9×7.5×3.5㎝（300入・磁）
690円

ロ621-396 
カラー片口小鉢 ブルー  
9×7.5×3.5㎝（300入・磁）
690円

ロ621-406 
カラー片口小鉢 イエロー  
9×7.5×3.5㎝（300入・磁）
690円

ロ621-416 
カラー片口小鉢 グリーン  
9×7.5×3.5㎝（300入・磁）
690円

ロ621-426 
カラー片口小鉢 ホワイト  
9×7.5×3.5㎝（300入・磁）
690円
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ヤ622-016 
白3連スクエア深皿  
20.5×6.8×3㎝（60入・磁）
700円

ヤ622-026 
白2連スクエア深皿  
13.5×6.8×3㎝（80入・磁）
530円

ヤ622-036 
白7㎝スクエア深皿  
6.8×3㎝（200入・磁）
360円

ヤ622-046 
アメ色7㎝スクエア深皿  
6.8×3㎝（200入・磁）
390円

ヤ622-056 
アメ色2連スクエア深皿  
13.5×6.8×3㎝（80入・磁）
530円

ヤ622-066 
アメ色3連スクエア深皿  
20.5×6.8×3㎝（60入・磁）
730円

ロ622-076 
スワン ホワイト二品皿（小）  
14×7×3㎝（150入・磁）
550円

ロ622-086 
スワン ホワイト三品皿  
20.3×7×3㎝（120入・磁）
760円

ロ622-096 
青磁丸二品皿  
10.8×6.5×2.3㎝（150入・磁）
470円

ロ622-106 
青磁丸三品皿  
15.6×6.5×2.3㎝（130入・磁）
630円

ロ622-116 
ホワイト丸二品皿  
10.8×6.5×2.3㎝（170入・磁）
470円

ロ622-126 
ホワイト丸三品皿  
15.6×6.5×2.3㎝（130入・磁）
630円

ロ622-136 
スワン 青磁二品皿（小）  
14×7×3㎝（150入・磁）
550円

ロ622-146 
スワン 青磁三品皿  
20.3×7×3㎝（120入・磁）
760円

ロ622-156 
スワン 青磁四品皿  
14×7×3㎝（80入・磁）
1,100円

ロ622-166 
カラー3品皿 レッド  
17.5×5.8×2.1㎝（100入・磁）
780円

ロ622-176 
カラー3品皿 ブルー  
17.5×5.8×2.1㎝（100入・磁）
780円

ロ622-186 
カラー3品皿 イエロー  
17.5×5.8×2.1㎝（100入・磁）
780円

ロ622-196 
カラー3品皿 グリーン  
17.5×5.8×2.1㎝（100入・磁）
780円

ロ622-206 
カラー3品皿 ホワイト  
17.5×5.8×2.1㎝（100入・磁）
780円

ロ622-216 
カラー片口珍味 レッド  
6×4.8×2.9㎝（200入・磁）
480円

ロ622-226 
カラー片口珍味 ブルー  
6×4.8×2.9㎝（200入・磁）
480円

ロ622-236 
カラー2品皿 レッド  
14.8×7.4×2.4㎝（100入・磁）
780円

ロ622-246 
カラー2品皿 ブルー  
14.8×7.4×2.4㎝（100入・磁）
780円

ロ622-256 
カラー2品皿 イエロー  
14.8×7.4×2.4㎝（100入・磁）
780円

ロ622-266 
カラー2品皿 グリーン  
14.8×7.4×2.4㎝（100入・磁）
780円

ロ622-276 
カラー2品皿 ホワイト  
14.8×7.4×2.4㎝（100入・磁）
780円

ロ622-286 
カラー片口珍味 イエロー  
6×4.8×2.9㎝（200入・磁）
480円

ロ622-296 
カラー片口珍味 グリーン  
6×4.8×2.9㎝（200入・磁）
480円

ヤ622-306 
白7㎝スクエアボール  
7×4.4㎝（200入・磁）
350円

ヤ622-316 
白8.5㎝Vボール  
8.4×6.7×4.8㎝（200入・磁）
380円

ロ622-406 
カラー片口珍味 ホワイト  
6×4.8×2.9㎝（200入・磁）
480円

ホ622-416 オレンジ17.5㎝キャセロール  17.8×15.5×9.3㎝（680㏄）（30入・陶） 3,900円
ホ622-426 オレンジ14.5㎝キャセロール  15×13×8.2㎝（420㏄）（40入・陶） 3,200円
ホ622-436 オレンジ11.5㎝キャセロール  12.5×10.6×7.2㎝（260㏄）（50入・陶） 3,000円

ハ622-446 Sha･La･La20オーバルキャセロール茶  20×12×9㎝（12入・陶）（中国）（オーブン可） 2,600円
ハ622-456 Sha･La･La17.5オーバルキャセロール茶  17.5×11×6.5㎝（24入・陶）（中国）（オーブン可） 2,000円
ハ622-466 Sha･La･La14オーバルキャセロール茶  14×9×6㎝（48入・陶）（中国）（オーブン可） 1,300円

カ622-346 レッドベーキングカップ丸大  
φ6.3×1.7㎝（100入・磁） 220円
カ622-356 レッドベーキングカップ丸小  
φ4.4×1.2㎝（120入・磁） 200円

ウ622-326 アマンド（中）  
12.5×10.2×3㎝（200入・磁） 640円
ウ622-336 アマンド（小）  
9×8×2.6㎝（300入・磁） 410円

カ622-366 ホワイトベーキングカップ丸大  
φ6.3×1.7㎝（100入・磁） 220円
カ622-376 ホワイトベーキングカップ丸小  
φ4.4×1.2㎝（120入・磁） 200円

カ622-386 アメベーキングカップ丸大  
φ6.3×1.7㎝（100入・磁） 220円
カ622-396 アメベーキングカップ丸小  
φ4.4×1.2㎝（120入・磁） 200円

ハ622-476 ポルックキャセロール中  
23×19×8.8㎝（8入・陶）（中国）（オーブン可） 6,500円
ハ622-486 ポルックキャセロール小  
20×16×8.5㎝（12入・陶）（中国）（オーブン可） 5,800円

ミ622-496 オレンジエスカルゴ  
φ15.8×2.6㎝（24入・磁）（中国） 1,320円
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ウ623-016 スフレ4吋  
φ10.3×5.5㎝（290㏄）（60入・磁） 580円
ウ623-026 スフレ3吋半  
φ8.9×4.8㎝（200㏄）（100入・磁） 490円

ウ623-036 
スフレ3吋  
φ7.8×3.9㎝（100㏄）（120入・磁）
390円

ウ623-046 
スフレ2吋半  
φ6.8×3.8㎝（90㏄）（160入・磁）
380円

カ623-056 
白10㎝スフレ  
φ10.4×5.5㎝（80入・磁）
470円

カ623-066 
白8㎝スフレ  
φ8.3×4.4㎝（100入・磁）
330円

カ623-076 
白7㎝スフレ  
φ7×3.8㎝（120入・磁）
230円

ハ623-086 
スフレ特大  
φ9×4.9㎝（120入・磁）
400円

タ623-096 
9.3スタックスフレ  
φ9.3×4.5㎝（170㏄）（100入・磁）
500円

タ623-106 
8.0スタックスフレ  
φ8×3.8㎝（110㏄）（160入・磁）
430円

タ623-116 
7.3スタックスフレ  
φ7.3×3.6㎝（95㏄）（200入・磁）
400円

タ623-126 
6.5スタックスフレ  
φ6.5×3.2㎝（60㏄）（200入・磁）
380円

タ623-136 
5.2スタックスフレ  
φ5.2×2.6㎝（30㏄）（300入・磁）
350円

ア623-146 
白7㎝スフレ  
φ7×3.3㎝（70cc）（200入・磁）
210円

ア623-156 
白フライパン  
φ9×12.5×3.6㎝（120cc）（120入・磁）
510円

ハ623-166 
スフレ（大）  
φ8.8×4.2㎝（160㏄）（120入・磁）
350円

ハ623-176 
スフレ（中）  
φ7.9×3.6㎝（100㏄）（160入・磁）
250円

ハ623-186 スフレ（小）  
φ6.7×3.7㎝（80㏄）（200入・磁） 210円
ハ623-196 スフレ（SS）  
φ6×3.6㎝（60㏄）（240入・磁） 190円

ハ623-206 
スフレSSS  
φ5×2.7㎝（30㏄）（300入・磁）
180円

ハ623-216 
スタックスフレ（大）  
φ9×4.5㎝（180㏄）（120入・磁）
350円

ハ623-226 
スタックスフレ（中）  
φ8.1×4㎝（125㏄）（200入・磁）
240円

ハ623-236 
スタックスフレ（小）  
φ7.1×3.5㎝（80㏄）（300入・磁）
200円

ト623-246 
8.5㎝スタックボール  
φ8.5×3.4㎝（90㏄）（160入・磁）
550円

ト623-256 
7.5㎝スタックボール  
φ7.6×3.1㎝（60㏄）（160入・磁）
530円

ト623-266 
KNスフレ（大）  
φ7.6×4㎝（90㏄）（120入・磁）
230円

ト623-276 
KNスフレ（小）  
φ7.1×3.8㎝（80㏄）（160入・磁）
200円

イ623-286 
小判スフレ（中）  
8.7×5.4×3.4㎝（70㏄）（300入・磁）
370円

イ623-296 
小判スフレ（小）  
8×5×3㎝（45㏄）（300入・磁）
370円

イ623-306 
丸スフレミニ  
φ5×3㎝（30㏄）（300入・磁）
195円

カ623-316 
白スタックスフレ80  
φ8.1×4.2㎝（120入・磁）
320円

カ623-326 
白スタックスフレ70  
φ6.9×3.7㎝（150入・磁）
280円

カ623-336 
白スタックスフレ60  
φ6×3.1㎝（200入・磁）
250円

カ623-346 
レッドスタックスフレ80  
φ8.1×4.2㎝（120入・磁）
550円

カ623-356 レッドスタックスフレ70  
φ6.9×3.7㎝（150入・磁） 520円
カ623-366 レッドスタックスフレ60  
φ6×3.1㎝（200入・磁） 400円

カ623-386 グリーンスタックスフレ70  
φ6.9×3.7㎝（150入・磁） 390円
カ623-396 グリーンスタックスフレ60  
φ6×3.1㎝（200入・磁） 380円

カ623-376 
グリーンスタックスフレ80  
φ8.1×4.2㎝（120入・磁）
430円

ハ623-406 
ビビッドカラースフレM（レッド）  
φ9×4.9㎝（200㏄）（120入・磁）
500円

ハ623-416 
ビビッドカラースフレS（レッド）  
φ6.9×3.8㎝（75㏄）（200入・磁）
350円

ハ623-426 
ビビッドカラースフレM（オレンジ）  
φ9×4.9㎝（200㏄）（120入・磁）
500円

ハ623-436 
ビビッドカラースフレS（オレンジ）  
φ6.9×3.8㎝（75㏄）（200入・磁）
350円

ハ623-446 
スフレ黒（小）  
φ6.5×3.5㎝（70㏄）（200入・磁）
250円

カ623-456 
イエロースタックスフレ80  
φ8.1×4.2㎝（120入・磁）
430円

カ623-466 イエロースタックスフレ70  
φ6.9×3.7㎝（150入・磁） 390円
カ623-476 イエロースタックスフレ60  
φ6×3.1㎝（200入・磁） 380円
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Cutlery
18-8ステンレス／中国製

SAVARAN 
サヴァラン

NAPPAGE
ナパージュ

タ624-016 
サヴァランテーブルナイフ（HSH）  
23.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,100円

タ624-026 
サヴァランテーブルフォーク  
20㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,100円

タ624-036 
サヴァランデザートナイフ（HSH）  
20.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ624-046 
サヴァランデザートフォーク  
18.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
950円

タ624-056 
サヴァランデザートスプーン  
18.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ624-066 
サヴァランケーキフォーク  
15.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
600円

タ624-076 
サヴァランコーヒースプーン  
11㎝（200入）（中国）（ステンレス）
550円

タ624-086 
サヴァランティースプーン  
14.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
600円

タ624-096 
サヴァランスープスプーン  
18.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ624-106 
サヴァランバターナイフ（HSH）  
18.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
900円

タ624-116 
ナパージュテーブルナイフ（HSH）  
23.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ624-126 
ナパージュテーブルフォーク  
20.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ624-136 
ナパージュフィッシュナイフ  
20.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,100円

タ624-146 
ナパージュフィッシュフォーク  
18.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ624-156 
ナパージュデザートナイフ（HSH）  
21.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ624-166 
ナパージュデザートフォーク（HH）  
18.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
950円

タ624-176 
ナパージュデザートスプーン  
18.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ624-186 
ナパージュケーキフォーク  
15㎝（200入）（中国）（ステンレス）
600円

タ624-196 
ナパージュコーヒースプーン  
11.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
550円

タ624-206 
ナパージュティースプーン  
14㎝（200入）（中国）（ステンレス）
600円

タ624-216 
ナパージュスープスプーン  
17.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ624-226 
ナパージュバターナイフ  
15.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
850円

タ624-236 
ナパージュサービングフォーク  
22.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,700円

タ624-246 
ナパージュサービングスプーン  
22㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,700円
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PLUME 
プリューム

PRALINE 
プラリネ
ハンドルマットフィニッシュ

タ625-016 
プリュームテーブルナイフ（HSH）  
21.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,100円

タ625-026 
プリュームテーブルフォーク  
19.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ625-036 
プリュームフィッシュナイフ  
19.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ625-046 
プリュームフィッシュフォーク  
17.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ625-056 
プリュームデザートナイフ（HSH）  
20㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円

タ625-066 
プリュームデザートフォーク  
17㎝（200入）（中国）（ステンレス）
950円

タ625-076 
プリュームデザートスプーン  
17.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
850円

タ625-086 
プリュームコーヒースプーン  
11.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
550円

タ625-096 
プリュームティースプーン  
13.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
600円

タ625-106 
プリュームスープスプーン  
16.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
850円

タ625-116 
プリュームバターナイフ  
15.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
800円

タ625-126 
プリュームソーダスプーン  
18.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
750円

タ625-136 
プリュームグルメスプーン  
17.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
900円

タ625-146 
プリュームケーキフォーク  
14.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
650円

タ625-156 
プラリネテーブルナイフ（HSH）  
22.6㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ625-166 
プラリネテーブルスプーン  
19.8㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,300円

タ625-176 
プラリネテーブルフォーク  
19.4㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ625-186 
プラリネデザートナイフ（HSH）  
20.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ625-196 
プラリネデザートフォーク  
18.2㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ625-206 
プラリネデザートスプーン  
18.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ625-216 
プラリネケーキフォーク  
14.9㎝（200入）（中国）（ステンレス）
850円

タ625-226 
プラリネコーヒースプーン  
11.2㎝（200入）（中国）（ステンレス）
650円

タ625-236 
プラリネティースプーン  
13.7㎝（200入）（中国）（ステンレス）
700円

タ625-246 
プラリネスープスプーン  
17.5㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,200円

タ625-256 
プラリネバターナイフ  
18.1㎝（200入）（中国）（ステンレス）
1,000円
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GELATO 
ジェラート

RIO リオ

LILAS リラ

ケ626-016 
リオデザートフォーク  
18㎝
950円

ケ626-026 
リオデザートスプーン  
17㎝
950円

ケ626-036 
リオヒメフォーク  
12.4㎝
500円

ケ626-046 
リオコーヒースプーン  
11.6㎝
500円

ケ626-056 
リオティースプーン  
13.6㎝
600円

ケ626-066 
リオスープスプーン  
17.5㎝
950円

ケ626-076 
リオバターナイフ  
15.5㎝
600円

ケ626-086 
リオアイスクリームスプーン  
13.4㎝
600円

ケ626-096 
リオシュガースプーン  
12.1㎝
600円

ケ626-106 
ジェラートデザートフォーク  
18.5㎝
1,000円

ケ626-116 
ジェラートデザートスプーン  
18.5㎝
1,000円

ケ626-126 
ジェラートヒメフォーク  
12.4㎝
550円

ケ626-136 
ジェラートコーヒースプーン  
12.1㎝
550円

ケ626-146 
ジェラートティースプーン  
13.6㎝
600円

ケ626-156 
ジェラートスープスプーン  
17.8㎝
1,000円

ケ626-166 
ジェラートソーダスプーン  
17㎝
780円

ケ626-176 
ジェラートバターナイフ  
15.3㎝
700円

ケ626-186 
ジェラートアイスクリームスプーン  
13.5㎝
600円

ケ626-196 
ジェラートシュガースプーン  
12.4㎝
650円

ケ626-206 
ジェラートメロンスプーン  
13.2㎝
800円

ケ626-216 
リラデザートナイフ  
21.3㎝
1,000円

ケ626-226 
リラデザートフォーク  
18㎝
850円

ケ626-236 
リラデザートスプーン  
17.5㎝
850円

ケ626-246 
リラヒメフォーク  
12㎝
450円

ケ626-256 
リラケーキフォーク  
13.7㎝
500円

ケ626-266 
リラコーヒースプーン  
11.8㎝
450円

ケ626-276 
リラティースプーン  
12.8㎝
500円

ケ626-286 
リラパスタフォーク  
17.8㎝
850円

ケ626-296 
リラソーダスプーン  
19㎝
550円

ケ626-306 
リラバターナイフ  
13.7㎝
500円

ケ626-316 
リラアイスクリームスプーン  
12.5㎝
500円

ワA626-326 
木製カトラリーサーバー ブラウン  
26.4×8.1×4.6㎝（ベトナム）（積重ね仕様）
3,300円

ワA626-336 
木製カトラリーサーバー ナチュラル  
26.4×8.1×4.6㎝（ベトナム）（積重ね仕様）
3,300円

ユ626-346 
宴カトラリーケース（目摺り）  
25×11×4㎝（30入）（中国）
1,650円

ユ626-356 
宴カトラリーケース浅型 （目摺り）  
25×11×2.5㎝（40入）（中国）
1,450円

18-8ステンレス

18-8ステンレス

18-8ステンレス
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PARFAIT 
パルフェ

TORTE
トルテ

SAINT 
HONORE
サントノーレ

ケ627-016 
パルフェデザートナイフ  
20.1㎝（18-8ステンレス）
1,100円

ケ627-026 
パルフェデザートフォーク  
17.8㎝（18-8ステンレス）
950円

ケ627-036 
パルフェデザートスプーン  
17.8㎝（18-8ステンレス）
950円

ケ627-046 
パルフェヒメフォーク  
12.1㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ627-056 
パルフェケーキフォーク  
13㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ627-066 
パルフェコーヒースプーン  
11.5㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ627-076 
パルフェティースプーン  
12.9㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ627-086 
パルフェパスタフォーク  
17.5㎝（18-8ステンレス）
900円

ケ627-096 
パルフェスープスプーン  
17.5㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ627-106 
パルフェソーダスプーン  
18㎝（18-8ステンレス）
800円

ケ627-116 
パルフェバターナイフ  
14.5㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ627-126 
パルフェアイスクリームスプーン  
12.2㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ627-136 
パルフェシュガースプーン  
11.6㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ627-146 
パルフェロングメロンスプーン  
18.4㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ627-156
トルテデザートナイフ  
21.5㎝（18-8ステンレス）
1,100円

ケ627-166 
トルテデザートフォーク  
18㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ627-176 
トルテデザートスプーン  
18.2㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ627-186 
トルテヒメフォーク  
12.1㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ627-196 
トルテケーキフォーク  
13.8㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-206 
トルテコーヒースプーン  
12㎝（18-8ステンレス）
500円

ケ627-216 
トルテティースプーン  
13.8㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-226 
トルテパスタフォーク  
17.7㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ627-236 
トルテスープスプーン  
17㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ627-246 
トルテバターナイフ  
14㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-256 
トルテアイスクリームスプーン  
13㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-266 
トルテテーブルナイフ  
23.3㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ627-276 
トルテテーブルフォーク  
20㎝（18-8ステンレス）
1,200円

ケ627-286 
サントノーレデザートナイフ  
20.2㎝（18-8ステンレス）
1,000円

ケ627-296 
サントノーレデザートフォーク  
18.5㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ627-306 
サントノーレデザートスプーン  
18.2㎝（18-8ステンレス）
850円

ケ627-316 
サントノーレヒメフォーク  
13.1㎝（18-8ステンレス）
450円

ケ627-326 
サントノーレケーキフォーク  
15.4㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-336 
サントノーレティースプーン  
13.7㎝（18-8ステンレス）
550円

ケ627-346 
サントノーレアイスクリームスプーン  
15.5㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-356 
サントノーレラージティースプーン  
15.9㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-366 
サントノーレヴィヨンスプーン  
15.9㎝（18-8ステンレス）
600円

ケ627-376 
サントノーレサラダフォーク  
16.5㎝（18-8ステンレス）
600円
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ハ628-066 スプーンL（紫檀）  20.3×4.3㎝（200入）（インドネシア） 800円
ハ628-056 スプーンL（サオ）  20.3×4.3㎝（200入）（インドネシア） 800円
ハ628-046 スプーンM（紫檀）  16.5×3.8㎝（300入）（インドネシア） 580円
ハ628-036 スプーンM（サオ）  16.5×3.8㎝（300入）（インドネシア） 580円
ハ628-026 スプーンS（紫檀）  14.3×3㎝（300入）（インドネシア） 550円
ハ628-016 スプーンS（サオ）  14.3×3㎝（300入）（インドネシア） 550円 ユ628-076 民芸竹レンゲスプーン  16.5×4㎝（200入）（中国） 360円

ユ628-086 民芸竹煮豆スプーン  4×15㎝（20×10入）（中国） 290円
ユ628-096 民芸竹茶碗蒸しスプーン  2.5×13.5㎝（20×10入）（中国） 290円
ユ628-106 民芸竹クリームスプーン  2.5×13㎝（20×10入）（中国） 290円
ユ628-116 民芸竹コーヒースプーン  3×13㎝（20×10入）（中国） 290円

ワA628-126 白木･万能スプーン  21.5×4㎝ 530円
ワC628-136 （木）スプーンNO.5 JTDool  φ3.6×17㎝（中国） 450円
ワA628-146 白木･雑炊スプーン  16.5×4.7㎝ 480円
ワA628-156 白木･デザートスプーン  15×2.6㎝ 450円
ワA628-166 白木･茶碗蒸スプーン  13.5×2.9㎝ 450円
ワA628-176 白木･コーヒースプーン  12×2.5㎝ 430円

ワA628-186 ビーチ･ミニ玉杓子  20.5×6㎝（輸入・中国） 780円
ワA628-196 ビーチ･スープスプーン  17.8×4.3㎝（輸入・中国） 600円
ワA628-206 ビーチ･レンゲスプーン  16×3.8㎝（輸入・中国） 550円
ワA628-216 ビーチ･スプーン  18×3.2㎝（輸入・中国） 550円
ワA628-226 ビーチ･デザートスプーン  16×3.3㎝（輸入・中国） 450円
ワA628-236 ビーチ･デザートフォーク  16.5×2.1㎝（輸入・中国） 450円

ワA628-246 赤柄塗雑炊スプーン  15.5×4㎝ 1,250円
ワA628-256 赤柄塗茶碗蒸スプーン  13.5×3.1㎝ 1,050円
ワA628-266 赤柄塗デザートスプーン  13.5×2.6㎝（竹） 1,000円
ワA628-276 セパレートスプーン（朱）  14×2.4㎝（竹） 1,450円
ワA628-286 赤柄塗小判スプーン  13.5×2.6㎝（竹） 1,150円
ワA628-296 セパレートフォーク（朱）  14.5×0.5㎝（竹） 1,250円

ワA628-306 白竹スプーン（L）  16×4.3㎝ 430円
ワA628-316 白竹茶碗蒸スプーン（M）  13.8×2.8㎝ 280円
ワA628-326 白竹ミニ茶碗むしスプーン  12.6×2.5㎝（中国） 250円
ワA628-336 白竹デザートスプーン  13.5×2.8㎝ 1,200円
ワA628-346 白竹かわせみフォーク  11×1.1㎝ 550円

ワA628-356 すす竹･万能スプーン  21.5㎝ 900円
ワA628-366 すす竹･フォーク （L）  21.5㎝（ナツメ材） 900円
ワA628-376 すす竹･豆腐スプーン  19㎝ 1,300円
ワA628-386 すす竹･サービススプーン  18㎝ 1,300円
ワA628-396 すす竹･カレースプーン  17㎝ 1,650円
ワA628-406 すす竹･スープスプーン  16.5㎝ 880円

ワA628-416 すす竹･デザートフォーク  15㎝ 750円
ワA628-426 すす竹利休フォーク  12×1.2㎝（フェノール木質樹脂） 380円
ワA628-436 すす竹･コーヒースプーン  13.5㎝ 750円
ワA628-446 すす竹･アイスクリームスプーン  14.7㎝ 750円
ワA628-456 すす竹･茶碗蒸スプーン  13.5㎝ 750円
ワA628-466 すす竹･砂糖スプーン  12㎝ 750円

ワA628-476 本漆カレースプーン  17.6×4㎝（中国）（栓（せん）材） 550円
ワA628-486 本漆ナイフ  12×1㎝（竹） 360円
ワA628-496 本漆フォーク  12×0.9㎝（竹） 360円
ワA628-506 本漆スプーン  12×2.5㎝（中国）（受注生産商品） 360円

ワA628-516 本漆アイスクリームスプーン（朱）  13.5㎝（中国） 850円
ワA628-526 本漆アイスクリームスプーン（溜）  13.5㎝（中国） 850円
ワA628-536 本漆デザートスプーン（大）朱  12.3㎝（中国） 850円
ワA628-546 本漆デザートスプーン（大）黒  12.3㎝（中国） 850円
ワA628-556 本漆コーヒースプーン（朱）  13.4㎝（中国） 1,050円
ワA628-566 本漆コーヒースプーン（黒）  13.4㎝（中国） 1,050円

ワA628-576 本漆デザートスプーン（小）溜  11.5㎝（中国） 900円
ワA628-586 本漆デザートスプーン（小）朱  11.5㎝（中国） 900円
ワA628-596 本漆デザートスプーン（小）黒  11.5㎝（中国） 900円
ワA628-606 本漆茶碗蒸スプーン（溜）  13㎝（中国）（ナツメ） 1,050円
ワA628-616 本漆茶碗蒸スプーン（黒）  13㎝（中国）（ナツメ） 1,050円
ワA628-626 本漆茶碗蒸スプーン（朱）  13㎝（中国）（ナツメ） 1,050円

ワA628-636 本漆フォーク（溜）  13㎝（中国） 750円
ワA628-646 本漆フォーク（朱）  13㎝（中国） 850円
ワA628-656 本漆フォーク（黒）  13㎝（中国） 850円
ワA628-666 本漆長細型スプーン（溜）  13.5㎝（中国） 900円
ワA628-676 本漆長細型スプーン（黒）  13.5㎝（中国） 900円
ワA628-686 本漆長細型スプーン（朱）  13.5㎝（中国） 900円
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ユ629-016 亀甲杓子（小）  18×5㎝（80入）（中国） 1,200円
ワA629-026 サオ･スプーン（大）  20.3×4.3㎝（インドネシア） 1,050円
ワA629-036 レンゲスプーン  20.5×3.5㎝（中国）（荷木（かもく） ナツメ） 750円
ワC629-046 ごまめスプーン  φ5.5×22㎝（ベトナム） 480円
ワC629-056 （木）手長レンゲ DX-12-1  φ4.3×19㎝（中国） 680円

ワA629-066 ストッパー付 摺り漆レンゲ  16.5×4.2㎝（タモ材（はぎ合わせ）） 1,450円
ワA629-076 木製レンゲ（黒）  15.7×3.8㎝ 1,200円
ワA629-086 木製レンゲ（朱）  15.7×3.8㎝ 1,200円
ワA629-096 レンゲ受台  9.6×5.8×H2㎝（中国）（木製） 680円

ワA629-106 木製レンゲ薄型（茶）  15×3.9㎝（中国） 1,200円
ユ629-116 塗分レンゲ  15×4.3㎝（300入）（中国） 1,100円
ユ629-126 チリレンゲ  15×4㎝（300入）（中国） 930円
ワA629-136 木製レンゲ（摺漆）  16×4.2㎝（中国） 900円
ワC629-146 （木）レンゲ NO.1 DX087  φ4.3×15㎝（中国） 750円

ワC629-156 （木）レンゲ NO.3 DX-851  φ3.6×15㎝（中国） 680円
ワC629-166 （木）レンゲ NO.2 DX-003  φ4.3×15.5㎝（中国） 680円
ワC629-176 （木）レンゲ NO.4 DX-850  φ4×16.5㎝（中国） 680円
ホ629-186 レンゲ茶木  15.5㎝（500入）（中国）（木製） 550円
ホ629-196 レンゲ白木  15.5㎝（500入）（中国）（木製） 550円

ワA629-206 なめらかスプーン･小（摺漆）  16×3㎝ 900円
ハ629-216 中華レンゲ（紫檀）  16.2×4㎝（300入）（インドネシア） 800円
ハ629-226 中華レンゲ（サオ）  16.2×4㎝（300入）（インドネシア） 800円
ワA629-236 サオ･スプーン（中）  16.5×3.8㎝（インドネシア） 750円
ワC629-246 （木）丸スプーン  φ4.2×18.5㎝（中国） 500円

ホ629-256 スプーン茶木（L）  18.5㎝（500入）（中国）（木製） 530円
ホ629-266 スプーン白木（L）  18.5㎝（500入）（中国）（木製） 530円
ワC629-276 （木）スプーンNO.6  φ3.5×16.5㎝（中国） 450円
ホ629-286 スプーン茶木（M）  15.5㎝（500入）（中国）（木製） 400円
ホ629-296 スプーン白木（M）  15.5㎝（500入）（中国）（木製） 400円

ワA629-306 カレースプーン（摺漆）  18.5×4㎝（欅（けやき）材） 1,150円
ワA629-316 煮豆スプーン（摺漆）  17.3×4.5㎝（欅（けやき）材） 1,150円
ワA629-326 マルチスプーン（摺漆）  16.5×3.9㎝（欅（けやき）材） 980円
ワA629-336 サオ･レンゲスプーン  16.2×4㎝（インドネシア） 900円
ユ629-346 煮豆スプーン（木）  17.5㎝（20×10入）（中国） 900円

ワA629-356 摺漆荒彫 小判型スプーン  14×3㎝（中国）（楓（かえで）材 竹） 750円
ワA629-366 木製スプーン （摺漆）  13.5×2.6㎝（ハンの木 栓（せん）材） 980円
ワA629-376 デザートスプーン（摺漆）  13.5×2.5㎝（タモ材（はぎ合わせ）） 730円
ワA629-386 茶碗蒸しスプーン（摺漆）  13×2.5㎝（タモ材（はぎ合わせ）） 730円
ワA629-396 菓子楊枝（摺漆）  12.5×0.5㎝ 220円

ワA629-406 ティースプーン（摺漆）  13.5×3㎝ 680円
ユ629-416 ティースプーン（木）  13.5㎝（20×10入）（中国） 660円
ワA629-426 サオ･スプーン（小）  14.3×3㎝（インドネシア） 650円
ユ629-436 デザートスプーン（木）  13㎝（20×10入）（中国） 660円
ワA629-446 サオ･アイスクリームスプーン  12.5×2.5㎝（インドネシア） 650円

ワC629-456 （竹）白スプーン  φ2.5×15㎝（中国） 300円
ワA629-466 竹スプーン（C）むし用  13×2.9㎝（中国） 400円
ワA629-476 竹スプーン（A）ミニむし用  11×3㎝（中国） 450円
ワC629-486 （竹）スス丸スプーン  φ2×12.5㎝（中国） 280円
ワA629-496 竹スプーン（B）むし用  12.5×2.3㎝（中国） 450円

エ629-506 AC箸茶碗蒸しスプーン 別甲  13.1×2.7㎝（1000入） 240円
ワA629-516 白竹茶碗むしスプーン（S）  11.1×2.7㎝（中国） 250円
ワA629-526 本漆糸巻きスプーン  13×3㎝（栓（せん）材） 450円
ホ629-536 スプーン茶木（S）  12.7㎝（600入）（中国）（木製） 360円
ホ629-546 スプーン白木（S）  12.7㎝（600入）（中国）（木製） 360円

ワA629-556 本漆スプーン（黒柄）  12×2.5㎝（中国）（受注生産商品） 400円
ワA629-566 本漆スプーン（赤柄）  12×2.5㎝（中国）（受注生産商品） 400円
ワC629-576 （木）塗分けスプーン  φ2.3×12㎝（中国） 380円
ワC629-586 （竹）小判スプーン（大）  φ2×13.5㎝（中国） 200円
ワC629-596 （竹）小判スプーン（小）  φ2×11㎝（中国） 200円
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ワA630-016 摺り漆お玉（大）  
φ8.5×18㎝（輸入・中国） 3,400円
ワA630-026 摺り漆お玉（小）  
φ6×12㎝（輸入・中国） 1,750円

ワA630-036 摺り漆お玉（中）  
φ7×17.5㎝（輸入・中国） 2,700円
ユ630-046 お玉杓子（小）  
7×24.5㎝（20×8入）（中国） 2,000円

ワA630-056 
摺り漆深型お玉 布貼り  
φ8.5×20㎝（輸入・中国）
2,500円

ワA630-066 
摺り漆深型お玉 はつり  
φ8.5×20㎝（輸入・中国）
2,500円

ワC630-076 （木）お玉 柄短（大）白  
φ9.5×26㎝（中国） 2,450円
ワC630-086 （木）お玉 柄短（小）白  
φ7.5×23㎝（中国） 1,400円

ワC630-096 （木）お玉 柄短（大）茶  
φ9.5×26㎝（中国） 2,450円
ワC630-106 （木）お玉 柄短（小）茶  
φ7.5×23㎝（中国） 1,400円

ワC630-116 （木）お玉 柄長（大）茶  
φ7.5×28㎝（中国） 2,100円
ワC630-126 （木）お玉 柄長（小）茶  
φ7×26㎝（中国） 1,950円

ワC630-136 （木）お玉 柄長（大）白  
φ7.5×28㎝（中国） 2,100円
ワC630-146 （木）お玉 柄長（小）白  
φ7×26㎝（中国） 1,950円

ワA630-156 
ナチュラル田舎杓子（中）  
φ9×7.2×19.6㎝（輸入・中国）
1,350円

ワA630-166 田舎杓子（大）  
約φ10×柄長26.5㎝（中国） 1,350円
ワA630-176 田舎杓子（中）  
約φ8.7×柄長22㎝（中国） 1,200円

ワA630-186 
玉杓子（摺漆）  
φ7.4×16.2×5.5㎝（輸入・中国）
1,200円

ワA630-196 
ナチュラル田舎杓子（小）  
φ7×16.4×6㎝（輸入・中国）
1,000円

ワA630-206 
ファインポリマー･田舎杓子（小）  
φ6.7×17×5.5㎝（輸入・中国）
1,350円

ワA630-216 
田舎杓子（クリアー）  
約φ6.7×柄長17㎝（中国）
900円

ワA630-226 田舎杓子（小）  
約φ6.7×柄長17㎝（中国） 900円
ワA630-236 田舎杓子（特小）  
約φ6.5×柄長14.5㎝（中国） 880円

ユ630-246 
田舎杓子  
21.5×7.5㎝（200入）（中国）
860円

ワA630-256 ニュー玉杓子 （中） 摺漆  
φ8×27㎝（輸入・中国） 1,350円
ワA630-266 ニュー玉杓子 （小） 摺漆  
φ6.5×21.5㎝（輸入・中国） 1,200円

ワA630-276 
木製アームトングブラウン  
30×3.7㎝（ベトナム）
2,200円

ワA630-286 
木製アームトングナチュラル  
30×3.7㎝（ベトナム）
2,200円

ユ630-296 
ブナ トング（大）  
27.5×4.5㎝（30入）（中国）
2,100円

ユ630-306 
ブナ トング（小）  
21×4.5㎝（40入）（中国）
1,750円

ユ630-316 
炭化竹サラダサーバー  
21×6.5×4.5㎝（200入）（中国）
880円

ユ630-326 
炭化竹アイストング  
18×5×1㎝（200入）（中国）
450円

ユ630-336 
炭化竹箸トング  
30×5×1㎝（200入）（中国）
420円

ワC630-346 
（木）ヘラ 茶  
φ6×30㎝（中国）
1,100円

ワC630-356 
（木）ヘラ 白  
φ6×30㎝（中国）
1,100円

ユ630-366 
炭化竹 ハンバーグ返し  
29.5×6.2㎝（60入）（中国）
410円

ユ630-376 
炭化竹 返しターナー（大）  
29.5×6.5㎝（60入）（中国）
380円

ユ630-386 
炭化竹 返しターナー（小）  
22.7×6.2㎝（80入）（中国）
350円

ユ630-396 
炭化竹 ターナー（大）  
30×6.3㎝（60入）（中国）
380円

ユ630-406 
炭化竹 ケーキサーバー  
23×6㎝（80入）（中国）
380円

ワA630-416 木製豆ひしゃく（中）  
約φ4×L21（25.8）㎝ 900円
ワA630-426 木製豆ひしゃく（小）  
約φ3×L18.4（22）㎝ 600円
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ウ631-016 5色ラインスプーン  φ12.4×2.9㎝（300入・強） 850円
ウ631-026 黄釉スプーン  φ2.9×12.8㎝（300入・強） 750円
ウ631-036 トルコスプーン  φ2.9×12.8㎝（300入・強） 750円
ウ631-046 桃釉スプーン  φ2.9×12.8㎝（300入・強） 750円
ウ631-056 クリーム釉スプーン  φ12.4×2.9㎝（300入・強） 750円

イ631-066 さくらスプーン  12.8㎝（200入・磁） 570円
イ631-076 若草花スプーン  12.8㎝（200入・磁） 570円
イ631-086 紫綱代スプーン  12.8㎝（200入・磁） 570円
イ631-096 小花スプーン  12.8㎝（200入・磁） 570円
イ631-106 虹スプーン  12.8㎝（200入・磁） 570円

ウ631-116 南蛮黒フリワケスプーン（蝶）  12.2㎝（200入・磁） 480円
ウ631-126 南蛮黒ヌリワケスプーン（ウサギ）  12.2㎝（200入・磁） 480円
ウ631-136 南蛮黒ヌリワケスプーン（桜）  12.2㎝（200入・磁） 480円
ウ631-146 南蛮黒ヌリワケスプーン（トンボ）  12.2㎝（200入・磁） 480円
ウ631-156 南蛮黒ヌリワケスプーン（ねこ）  12.2㎝（200入・磁） 480円

ウ631-166 トラネコ紫スプーン  12×8㎝（200入・磁） 440円
ウ631-176 トラネコ紺スプーン  12×8㎝（200入・磁） 440円
ウ631-186 トラネコ赤スプーン  12×8㎝（200入・磁） 440円
ウ631-196 トラネコ黄スプーン  12×8㎝（200入・磁） 440円
ウ631-206 トラネコグリンスプーン  12×8㎝（200入・磁） 440円

ウ631-216 唐草スプーン（赤）  12㎝（200入・磁） 440円
ウ631-226 唐草スプーン（グリン）  12㎝（200入・磁） 440円
ウ631-236 唐草スプーン（紫）  12㎝（200入・磁） 440円
ウ631-246 唐草スプーン（紺）  12㎝（200入・磁） 440円
ウ631-256 唐草スプーン（オレンジ）  12㎝（200入・磁） 440円

ウ631-266 信楽藍染刺子スプーン  12.5㎝（200入・磁） 370円
ウ631-276 信楽藍染市松スプーン  12.5㎝（200入・磁） 370円
ウ631-286 信楽藍染十草スプーン  12.5㎝（200入・磁） 370円
ウ631-296 信楽藍染鹿ノ子スプーン  12.5㎝（200入・磁） 370円
カ631-306 手造り山茶花スプーン  12.3㎝（200入・陶） 630円

ロ631-316 花唐草（ブルー）スプーン  13.3×3.3㎝（150入・強） 870円
ロ631-326 花唐草受台（ブルー）  7.5×5.2㎝（180入・強） 580円
ロ631-336 花唐草（ピンク）スプーン  13.3×3.3㎝（150入・強） 870円
ロ631-346 花唐草受台（ピンク）  7.5×5.2㎝（180入・強） 580円

カ631-356 土物スプーンストライプ  11.3㎝（200入・陶） 300円
カ631-366 土物スプーン七宝  11.3㎝（200入・陶） 300円
カ631-376 土物スプーン格子  11.3㎝（200入・陶） 300円
カ631-386 土物スプーン亀甲  11.3㎝（200入・陶） 300円
カ631-396 土物スプーン網目  11.3㎝（200入・陶） 300円

エ631-406 A シュガースプーン黒内朱  11×3㎝ 450円
エ631-416 A シュガースプーン朱内黒  11×3㎝ 450円
エ631-426 ACナイフ黒  11.7×0.9㎝ 240円
エ631-436 ACナイフ朱  11.7×0.9㎝ 240円
エ631-446 ACフォーク黒  12.9×1.2㎝ 240円
エ631-456 ACフォーク朱  12.9×1.2㎝ 240円

エ631-466 AC箸出雲スプーン 朱  13×2.6㎝（500入） 110円
エ631-476 AC箸出雲スプーン 黒  13×2.6㎝（500入） 110円
エ631-486 AC箸出雲スプーン 別甲  13×2.6㎝（500入） 120円
エ631-496 AC箸祇園スプーン 朱  13.4×2.6㎝（500入） 110円
エ631-506 AC箸祇園スプーン 黒  13.4×2.6㎝（500入） 110円
エ631-516 AC箸祇園スプーン 別甲  13.4×2.6㎝（500入） 120円

エ631-526 A 茶碗蒸しスプーン朱塗  13.1×2.7㎝ 310円
エ631-536 A 茶碗蒸しスプーン黒塗  13.1×2.7㎝ 310円
エ631-546 ACコーヒースプーン朱  13.4×2.4㎝ 280円
エ631-556 ACコーヒースプーン黒  13.4×2.4㎝ 280円
エ631-566 ACアイスクリームスプーン朱  13.7×2.9㎝ 270円
エ631-576 ACアイスクリームスプーン黒  13.7×2.9㎝ 270円

エ631-586 TA箸雅レンゲ（小） 黒塗  15.2×4㎝（500入） 580円
エ631-596 TA箸雅レンゲ（小） 朱塗  15.2×4㎝（500入） 580円
エ631-606 A レンゲ新溜  15.8×4.1㎝ 630円
エ631-616 A レンゲ朱内黒  15.8×4.1㎝ 630円
エ631-626 A レンゲ黒内朱  15.8×4.1㎝ 630円

エ631-636 A ピーナッツスプーン（大）朱内黒  17.1×4.3㎝ 575円
エ631-646 A ピーナッツスプーン（大）黒内朱  17.1×4.3㎝ 575円
エ631-656 TA若レンゲ朱内黒 耐熱  20.1×4.6㎝ 700円
エ631-666 TA若レンゲ黒内朱 耐熱  20.1×4.6㎝ 700円
エ631-676 A ナスレンゲ朱内黒  16.1×4.2㎝ 630円
エ631-686 A ナスレンゲ黒内朱  16.1×4.2㎝ 630円

エ631-696 ACかゆスプーン黒  19.5×3.4㎝ 240円
エ631-706 ACかゆスプーン朱  19.5×3.4㎝ 240円
エ631-716 ACかゆスプーンスカイブルー  19.5×3.4㎝ 300円
エ631-726 ACかゆスプーンイエロー  19.5×3.4㎝ 300円
エ631-736 ACかゆスプーンピンク  19.5×3.4㎝ 300円

エ631-746 A レードルスプーン（大）朱内黒  19.2×5.7㎝ 800円
エ631-756 A レードルスプーン（大）黒内朱  19.2×5.7㎝ 800円
エ631-766 SPS箸耐熱田舎お玉 イエロー  22×7.1㎝（200入） 750円
エ631-776 SPS箸耐熱田舎お玉 黒  22×7.1㎝（200入） 750円
エ631-786 SPS箸耐熱田舎お玉 モカ  22×7.1㎝（200入） 750円
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イ632-016 レッドリムプレート28cm
φ28×1.8㎝（4×2入）（トルコ） 5,500円
イ632-026 レッドリムプレート22.5cm
φ22.5×1.7㎝（6×4入）（トルコ） 3,300円

イ632-036 ゴールドリムプレート28cm
φ28×1.8㎝（4×2入）（トルコ） 5,500円
イ632-046 ゴールドリムプレート22.5cm
φ22.5×1.7㎝（6×4入）（トルコ） 3,300円

イ632-056 ブラウンリムプレート28cm
φ28×1.8㎝（4×2入）（トルコ） 5,500円
イ632-066 ブラウンリムプレート22.5cm
φ22.5×1.7㎝（6×4入）（トルコ） 3,300円

イ632-076 ガラス正角プレートL
18×18×2㎝（6×8入）（中国） 770円

イ632-086 ガラス正角プレートM
15×15×1.8㎝（6×16入）（中国） 620円

イ632-096 ガラス正角プレートS
13×13×1.8㎝（6×16入）（中国） 510円

イ632-106 ガラス丸プレート
φ15.7×1.8㎝（6×8入）（中国） 620円

イ632-116 ガラス長角プレートM
22.2×16.2×1.8㎝（6×8入）（中国） 770円

イ632-126 ガラス長角プレートS
16.5×12.2×1.8㎝（6×16入）（中国） 510円

イ632-136 
ガラス 13㎝ボール10581
φ13×5㎝（磁）（トルコ） 860円

ワC632-146 
吹ガラス 抹茶&小鉢 グリーン
φ11×7㎝（中国） 2,200円

ワC632-156 
吹ガラス 抹茶&小鉢 イエロー
φ11×7㎝（中国） 2,200円

ハ632-166 笹の葉小皿（ガラス）
22×8.5㎝（24入） 3,900円

ハ632-176 笹の葉中皿（ガラス）
27×10㎝（20入） 4,700円

イ632-186 ガラスプレートS 10327
φ19×1.7㎝（磁）（トルコ） 850円

イ632-196 ガラスディーププレート 10331
φ22×3.4㎝（磁）（トルコ） 850円

イ632-206 
ガラスコースタードーム
φ10×10.5㎝（磁）（トルコ） 

1,100円

イ632-216 
ガラス ソースポットS
φ8.3×6㎝（磁）（トルコ） 

850円

イ632-226 
ガラス ソースポットM
φ12.5×8㎝（磁）（トルコ） 

1,100円

ハ632-236 
アンピラブルアッシュトレイ灰皿 
クリア 8.5
φ8.5×3.6㎝（24入）（フランス）（ガラス） 

400円

ハ632-246 
アンピラブルアッシュトレイ灰皿 
ブラック 8.5
φ8.5×3.6㎝（24入）（フランス）（ガラス） 
500円

ハ632-256 
アンピラブルアッシュトレイ灰皿 
ブラック 10.7
φ10.7×3.5㎝（24入）（フランス）（ガラス） 
650円
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イ633-016 ガラスプレート30㎝ 10582
φ30×2㎝（磁）（トルコ） 2,400円
イ633-026 ガラス プレート20㎝ 10583
φ20×1.7㎝（磁）（トルコ） 950円

ワC633-036 ガラス 長角盛皿
48×12×3㎝（中国） 3,100円

ワC633-046 ガラス 清流四角盛皿
30×30×4㎝（中国） 2,500円

ワC633-056 ガラス 清流長角皿
39×24×2㎝（中国） 3,100円

ワC633-066 ガラス 摺ガラス
33×29×1㎝（中国） 2,500円

ワC633-076 ガラス 正角渕四方張盛皿
27×27×5㎝（中国） 2,500円

ワC633-086 ガラス つば形盛皿
38×28×2㎝（中国） 3,100円

ワC633-096 ガラス つば形四角盛皿
30×30×2㎝（中国） 2,500円

ワC633-106 
3825ガラス（正角）さざ波
10.5×10.5×2.5㎝（中国） 350円

ワC633-116 
1200ガラス（正角）流水
10.5×10.5×2.5㎝（中国） 350円

ワC633-126 
3832ガラス（正角）色線筋
10.5×10.5×2.5㎝（中国） 350円

ワC633-136 
3839ガラス（正角）月世界
10.5×10.5×2.5㎝（中国） 350円

ワC633-146 
4162ガラス（長角）
ホワイトグリーン
13×11×2㎝（中国） 350円

ワC633-156 
4160ガラス（長角）
ブラウンポイント
13×11×2㎝（中国） 350円

ワC633-166 
4136ガラス（長角）
イエローポイント
13×11×2㎝（中国） 350円

ワC633-176 
4161ガラス（長角）
ブラウンスクエアー
13×11×2㎝（中国） 350円

ワC633-186 
4159ガラス（長角）
レッドグリーン
13×11×2㎝（中国） 350円
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ケ634-096 イマージュ16.5㎝ボウル  
φ16.7×5.2㎝（6入）（トルコ） 1,000円
ケ634-106 イマージュ19㎝浅ボウル  
φ19.2×4.2㎝（6入）（トルコ） 1,300円

ケ634-016 イマージュ27.5㎝クープ皿  φ27.6×1.9㎝（6入）（トルコ） 1,900円
ケ634-026 イマージュ21㎝クープ皿  φ21×1.5㎝（6入）（トルコ） 1,200円

ケ634-036 イマージュ27㎝リムプレート  φ27×2.7㎝（6入）（トルコ） 2,100円
ケ634-046 イマージュ21㎝リムプレート  φ21.2×1.9㎝（6入）（トルコ） 1,400円
ケ634-056 イマージュ17.5㎝リムプレート  φ17.5×1.5㎝（24入）（トルコ） 950円

ケ634-066 イマージュ25.5㎝リムスープボウル  φ25.6×6.1㎝（6入）（トルコ） 2,200円
ケ634-076 イマージュ22.5㎝リムスープボウル  φ22.7×5.1㎝（6入）（トルコ） 2,100円
ケ634-086 イマージュ20㎝リムスープボウル  φ20.2×4.5㎝（6入）（トルコ） 1,900円

ケ634-116 イマージュ19.5㎝深ボウル  φ19.7×6.3㎝（6入）（トルコ） 1,200円
ケ634-126 イマージュ16㎝深ボウル  φ16.4×5.8㎝（6入）（トルコ） 1,000円
ケ634-136 イマージュ13㎝深ボウル  φ13×5.4㎝（12入）（トルコ） 900円

ケ634-146 オアシス24㎝スクエアーボウル  24.1×8.7㎝（6入）（トルコ） 2,100円
ケ634-156 オアシス19㎝スクエアーボウル  19.3×7.6㎝（6入）（トルコ） 1,300円
ケ634-166 オアシス15㎝スクエアーボウル  15.1×5.8㎝（6入）（トルコ） 1,000円
ケ634-176 オアシス12㎝スクエアーボウル  12×4.9㎝（6入）（トルコ） 800円

ケ634-186 オアシス25㎝ピジョンボウル  
25×19.3×9.5㎝（6入）（トルコ） 2,100円
ケ634-196 オアシス16.5㎝ピジョンボウル  
16×13.6×6.9㎝（12入）（トルコ） 900円

ケ634-206 オアシス19.5㎝マルチボウル  
φ19.5×7.4㎝（6入）（トルコ） 1,500円
ケ634-216 オアシス14㎝マルチボウル  
φ14×7.3㎝（24入）（トルコ） 880円

ケ634-226 
オアシス13.5㎝浅ボウル  
φ13.6×3.8㎝（6入）（トルコ） 830円

ケ634-236 リビーウインチェスタ 85cc  
φ7.6×3.4㎝（89㏄） 500円
ケ634-246 リビーウインチェスタ 40cc  
φ6×2.8㎝（44㏄） 450円
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ケ635-016 
デュラレックスアンバー マグ  
10×7.6×7.8㎝（250㏄） 850円

ケ635-026 
デュラレックスアンバー 
タンブラー 大  
φ7.3×12.7㎝（280㏄） 750円

ケ635-036 
デュラレックスアンバー 
タンブラー 中  
φ7.8×8.2㎝（210㏄） 650円

ケ635-046 
デュラレックスアンバー 
タンブラー 小  
φ7.7×7.6㎝（160㏄） 600円

ケ635-056 
デュラレックスアンバー 
手付きボウル  
16.6×13.5×6.6㎝ 600円

ケ635-066 
デュラレックスアンバー 
ボウル 17㎝  
φ17×7.5㎝ 1,100円

ケ635-076 
デュラレックスアンバー 
ボウル 10.5㎝  
φ10.5×5㎝ 550円

ケ635-086 
デュラレックスアンバー 
13㎝ボウル  
φ13.6×7㎝ 600円

ケ635-096 
デュラレックスアンバー 
スクエアーボウル 大  
φ11×4.6㎝ 700円

ケ635-106 
デュラレックスアンバー 
スクエアーボウル 小  
φ9×3.9㎝ 650円

ケ635-116 
デュラレックスサファイア 
マグ  
10.3×7×8.9㎝（250㏄） 800円

ケ635-126 
デュラレックスサファイア 
タンブラー  
φ7.7×8㎝（210㏄） 500円

ケ635-136 
デュラレックスサファイア マグ  
9.8×7.7×6.7㎝（220㏄） 500円
ケ635-146 
デュラレックスサファイア マグ ソーサー  
φ13.5×1.5㎝ 450円

ケ635-156 
デュラレックスサファイア 
ディナープレート  
φ23.5×2㎝ 850円

ケ635-166 
デュラレックスサファイア 
デザートプレート  
φ19×1.7㎝ 600円

ケ635-176 
デュラレックスサファイア 
スーププレート  
φ19.5×3.7㎝ 800円

ケ635-186 
デュラレックスサファイア 
ボウル 23㎝  
φ23×9.5㎝（2200㏄） 1,800円

ケ635-196 
デュラレックスサファイア 
ボウル 17㎝  
φ17×7.5㎝（910㏄） 1,000円

ケ635-206 
デュラレックスサファイア 
ボウル 10.5㎝  
φ10.5×5㎝（450㏄） 500円
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イ636-066 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）ゼニックス 
インテンシティー ステーキプレート
29.7×26×3㎝ 3,000円

イ636-076 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス インテンシティー 
ピザプレート 32㎝
φ32×1.7㎝ 2,800円

イ636-086 
ゼニックス（超強化ガラス食器）パスタプレート28.5㎝
φ28.5×4.5㎝ 4,350円

イ636-096 
ゼニックス（超強化ガラス食器）オーバルプラター35㎝
35×26×2.6㎝ 4,900円

イ636-106 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
テンデンシー サラダボール 27㎝
φ27×9㎝ 5,700円

イ636-116 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス インテンシティー リゾットプレート
φ28.8×5.7㎝ 3,800円

イ636-016 ゼニックス（超強化ガラス食器）サービスプレート31㎝
φ31×1.6㎝ 4,350円
イ636-026 ゼニックス（超強化ガラス食器）ディナープレート27.5㎝
φ27.5×2㎝ 2,950円
イ636-036 ゼニックス（超強化ガラス食器）ディナープレート25.5㎝
φ25.5×1.9㎝ 2,450円

イ636-146 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス ヤルタ サラダボウル 25㎝
24.5×24.5×7.6㎝ 5,700円

イ636-136 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス ヤルタ スーププレート 19㎝
19.3×19.3×4.4㎝ 2,300円

イ636-126 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス ヤルタ マルチボウル 15㎝
15.3×15.3×5.5㎝ 1,800円

イ636-046 ゼニックス（超強化ガラス食器）サラダプレート20.5㎝
φ20.5×1.8㎝ 1,700円
イ636-056 ゼニックス（超強化ガラス食器）ケーキプレート16㎝
φ16×1.7㎝ 1,350円
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イ637-036 
ゼニックス（超強化ガラス食器）変形オーバルプレート31.5㎝
31.5×26.5×3.2㎝ 3,650円

イ637-106 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
スーププレート22㎝
φ22×3.7㎝ 2,450円

イ637-116 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス インテンシティー マルチボウル 16㎝
φ16×4.5㎝ 1,600円

イ637-126 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形ボウル16㎝
φ16×4.7㎝ 1,700円

イ637-086 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス テンデンシー パスタプレート
φ28×5.6㎝ 3,400円
イ637-096 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形ディーププレート23㎝
φ23×4.1㎝ 2,450円

イ637-016 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス ヤルタ ディナープレート 26㎝
26×26×2.2㎝ 2,850円

イ637-026 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス ヤルタ デザートプレート 20㎝
20×20×1.9㎝ 1,900円

イ637-046 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形サービスプレート31.5㎝
φ31.5×2.7㎝ 4,350円

イ637-056 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形ディナープレート27㎝
φ27×2.9㎝ 2,950円

イ637-066 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形ディナープレート22㎝
φ22×3㎝ 2,000円

イ637-076 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形デザートプレート17㎝
17×15×4.3㎝ 1,700円

イ637-136 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス インテンシティー スタッキングカップ
φ7.7×5.8㎝（185㏄） 1,600円
イ637-146 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
ゼニックス インテンシティー ソーサー
φ13.8×1.7㎝ 1,200円
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ハ638-016 アンピラブルボウル 20㎝  φ20×9.2㎝（6入）（フランス） 1,300円
ハ638-026 アンピラブルボウル 17㎝  φ17×7.8㎝（36入）（フランス） 850円
ハ638-036 アンピラブルボウル 14㎝  φ14×6.5㎝（36入）（フランス） 550円
ハ638-046 アンピラブルボウル 12㎝  φ12×5.3㎝（36入）（フランス） 400円

ハ638-056 アンピラブルボウル 10㎝  φ10×4.9㎝（36入）（フランス） 330円
ハ638-066 アンピラブルボウル 9㎝  φ9×4.1㎝（36入）（フランス） 280円
ハ638-076 アンピラブルボウル 7㎝  φ7×3.5㎝（36入）（フランス） 230円
ハ638-086 アンピラブルボウル 6㎝  φ6×2.7㎝（36入）（フランス） 200円

ハ638-096 アルカドボウル 20㎝  
φ20×8㎝（12入）（フランス） 1,000円

ハ638-106 アルカドボウル 18㎝  
φ18×7.5㎝（24入）（フランス） 950円

ハ638-116 アルカドボウル 15㎝  
φ15×6.6㎝（36入）（フランス） 700円

ハ638-126 アルカドボウル 10㎝  
φ10×4.2㎝（36入）（フランス） 350円

ハ638-136 コスモスボウル 20  
φ20×9.5㎝（24入）（フランス） 1,300円

ハ638-146 コスモスボウル 17  
φ17×8.1㎝（24入）（フランス） 1,000円

ハ638-156 コスモスボウル 12  
φ12×5.6㎝（36入）（フランス） 580円

ハ638-166 コスモスボウル 10  
φ10×4.7㎝（36入）（フランス） 500円

ハ638-176 
コクーンサラダボウル 21㎝  
φ21×11.6㎝（6入）（フランス） 1,900円

ハ638-186 
コクーンサラダボウル 18㎝  
φ18×9.8㎝（6入）（フランス） 1,300円

ハ638-196 
コクーンサラダボウル 15㎝  
φ15×8.3㎝（8入）（フランス） 1,000円

ハ638-206 コクーンサラダボウル 12㎝  
φ12×6.7㎝（36入）（フランス） 530円
ハ638-216 コクーンサラダボウル 6㎝  
φ6×3.3㎝（36入）（フランス） 400円

638

スープカップ

コーヒー

マグカップ

洋陶小物

カトラリー

しゃもじ・お玉・
スプーン・フォーク

ガラス製品

レンジ食器
（グラタン）

洋
陶
単
品

レンジ食器
（グラタン）

ガラス製品



ケ639-016 
アトランティックアイスクリーム  
φ10.1×7.9㎝（172㏄）（6入）（タイ）
700円

ケ639-026 
ボルミオリロコアラスカ デザート 260cc  
φ10.4×9.4㎝（260㏄）
830円

ケ639-036 
リビーファンテン 190cc  
φ10.1×12.3㎝（192㏄）
1,100円

ケ639-046 
リビーファンテン 250cc  
φ9.4×11.8㎝（250㏄）
1,300円

ハ639-056 
ソルベアイスクープ 380cc  
φ11.7×9.4㎝（380㏄）（24入）（フランス）
950円

ハ639-066 
ソルベアイスクープ 210cc  
φ10×7.8㎝（210㏄）（24入）（フランス）
800円

ケ639-076 リビーファンテン 200cc  
φ9.4×8.3㎝（206㏄） 1,200円
ケ639-086 リビーファンテン 130cc  
φ10.4×6㎝（133㏄） 650円
ケ639-096 リビーファンテン 100cc  
φ9.5×5.7㎝（104㏄） 630円

ケ639-106 ボルミオリロコプリマベラ 240cc  
φ13.5×13.7㎝（240㏄） 1,100円
ケ639-116 リビーファンテン 130cc  
φ9×10㎝（133㏄） 1,200円

ケ639-126 ボルミオリロコゲンチアナ 155cc  
φ10×15.5㎝（155㏄） 1,300円
ケ639-136 リビーファンテン 185cc  
φ10.1×14.6㎝（185㏄） 1,100円
ケ639-146 リビーファンテン 155cc  
φ10.7×14.9㎝（155㏄） 1,100円

ハ639-156 ヴァンカラフェ 1L  
11.9×7.5×20.3㎝（1000㏄）（6入）（フランス） 950円
ハ639-166 ヴァンカラフェ 0.5L  
7.8×5.8×16.4㎝（500㏄）（12入）（フランス） 750円

ハ639-176 アルクピッチャー 1L  
14.5×12.7×21.8㎝（1000㏄）（6入）（フランス） 1,400円
ハ639-186 アルクピッチャー 0.5L  
12.5×9.7×14.6㎝（500㏄）（12入）（フランス） 1,100円

ハ639-196 クアドロピッチャー 1.1L  
12.3×8.5×24.2㎝（1100㏄）（6入）（フランス） 1,300円
ハ639-206 クアドロピッチャー 0.5L  
12.3×8.5×15.7㎝（500㏄）（6入）（フランス） 1,100円
ハ639-216 クアドロピッチャー 2L  
14.4×8.8×25.6㎝（2000㏄）（4入）（フランス） 2,000円
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ケ639-226 
ボルミオリロコミズーレ 1000cc  
φ10.8×26㎝（1000㏄）
1,700円

ケ639-236 
ボルミオリロコミズーレ 500cc  
φ8.4×24㎝（500㏄）
1,200円

ケ639-246 
ボルミオリロコミズーレ 250cc  
φ6.8×19㎝（250㏄）
880円

ケ639-256 
ボルミオリロコロックバージャグ 1800cc  
16.5×12.5×23.6㎝（1800㏄）
2,500円

ケ639-266 
ボルミオリロコビストロ 600cc  
12.3×10×14.5㎝（600㏄）
1,200円
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ケ640-016 
デュラレックスピカルディ 360cc  
φ8.8×12.4㎝（360㏄）
1,000円

ケ640-026 
デュラレックスピカルディ 310cc  
φ9×9.4㎝（310㏄）
650円

ケ640-036 
デュラレックスピカルディ 250cc  
φ8.6×9㎝（250㏄）
600円

ケ640-046 
デュラレックスピカルディ 220cc  
φ8×8.4㎝（220㏄）
500円

ケ640-056 
デュラレックスピカルディ 160cc  
φ7.5×7.8㎝（160㏄）
450円

ケ640-066 
デュラレックスピカルディ 130cc  
φ6.9×7.2㎝（130㏄）
380円

ケ640-076 
デュラレックスピカルディ 90cc  
φ6.5×6.7㎝（90㏄）
330円

ケ640-086 
デュラレックスピカルディマリン 360cc  
φ8.8×12.4㎝（360㏄）
1,000円

ケ640-096 
デュラレックスピカルディマリン 310cc  
φ9×9.4㎝（310㏄）
700円

ケ640-106 
デュラレックスピカルディマリン 220cc  
φ8×8.4㎝（220㏄）
600円

ケ640-116 
デュラレックスプリズム 330cc  
φ8.1×12.5㎝（330㏄）
1,000円

ケ640-126 
デュラレックスプリズム 275cc  
φ8.7×9.2㎝（275㏄）
650円

ケ640-136 
デュラレックスプリズム 220cc  
φ7.9×8.5㎝（220㏄）
600円

ケ640-146 
デュラレックスプリズム 170cc  
φ7.4×7.8㎝（170㏄）
500円

ハ640-156 
グラニティタンブラー 310cc  
φ7.5×14㎝（310㏄）（48入）（フランス）
450円

ハ640-166 
グラニティタンブラー 350cc  
φ8.5×12.2㎝（350㏄）（48入）（フランス）
650円

ハ640-176 
グラニティオールド 270cc  
φ8.5×9.8㎝（270㏄）（48入）（フランス）
650円

ハ640-186 
グラニティオールド 240cc  
φ8.5×8.9㎝（240㏄）（48入）（フランス）
580円

ハ640-196 
グラニティオールド 200cc  
φ8×8.1㎝（200㏄）（48入）（フランス）
500円

ハ640-206 
グラニティオールド 160cc  
φ7.3×7.3㎝（160㏄）（48入）（フランス）
450円

ハ640-216 
ノルヴェージュタンブラー 320cc  
φ7.4×12.5㎝（320㏄）（72入）（フランス）
400円

ハ640-226 
ノルヴェージュタンブラー 270cc  
φ7.2×11.4㎝（270㏄）（24入）（フランス）
350円

ハ640-236 
ノルヴェージュオールド 200cc  
φ7.2×8.8㎝（200㏄）（24入）（フランス）
300円

ハ640-246 
アルカドオールド 250cc  
φ8.3×8.6㎝（250㏄）（72入）（フランス）
480円

ハ640-256 
ブリタニアジョッキ 20oz  
13.8×9.4×12.5㎝（560㏄）（24入）（フランス）
800円

ハ640-266 
ボックアテマグカップ 230cc  
10.5×7.5×10.6㎝（230㏄）（24入）（フランス）
700円

ケ640-276 
リビーフレアピルスナー 565cc  
φ9.5×20.3㎝（569㏄）
700円

ケ640-286 
リビーフレアピルスナー 340cc  
φ7.9×18.4㎝（340㏄）
880円

ケ640-296 
リビーフレアピルスナー 325cc  
φ7.9×17.8㎝（326㏄）
550円

ケ640-306 
リビーアワーグラス 440cc  
φ8.2×16.8㎝（444㏄）
980円

ケ640-316 
リビーアワーグラス 355cc  
φ7.9×15.2㎝（355㏄）
850円

ケ640-326 
リビーアワーグラス 295cc  
φ6.9×14.6㎝（296㏄）
700円

ケ640-336 
ボルミオリロコパラディオ 545cc  
φ7.8×27.8㎝（545㏄）
1,200円
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タ641-016 00446HSタンブラー（ボビン）  
φ6.7×9.5㎝（250㏄）（120入・強） 430円
タ641-026 00445HSタンブラー（ボビン）  
φ6.7×8㎝（200㏄）（120入・強） 420円

タ641-036 00446HS-ESLタンブラー  
φ6.7×9.5㎝（250㏄）（120入・強） 450円
タ641-046 00368HSタンブラー  
φ7.1×8.7㎝（240㏄）（96入・強） 430円

タ641-056 00368HS-SFタンブラー  
φ7.1×8.7㎝（240㏄）（96入・強） 470円
タ641-066 08004HS-SSタンブラー  
φ6.9×7.6㎝（210㏄）（96入・強） 430円

タ641-076 08004HS-SFタンブラー  
φ6.9×7.6㎝（210㏄）（96入・強） 430円
タ641-086 08309HSオンザロック  
φ7.1×8.2㎝（235㏄）（96入・強） 850円

タ641-096 CB-02152パブ9タンブラー  
φ7.2×8.7㎝（245㏄）（96入・強） 430円
タ641-106 CB-02152-BLパブ9タンブラー  
φ7.2×8.7㎝（245㏄）（96入・強） 450円

タ641-116 00346HSタンブラー  
φ6.7×9.5㎝（250㏄）（120入・強） 430円
タ641-126 00345HSタンブラー  
φ6.7×8㎝（200㏄）（120入・強） 420円

タ641-136 01108HSタンブラー  
φ6.4×10㎝（210㏄）（120入・強） 420円
タ641-146 01106HSタンブラー  
φ6×9.3㎝（170㏄）（120入・強） 400円

タ641-156 05100HSタンブラー  
φ6.4×11.9㎝（275㏄）（96入・強） 470円
タ641-166 05105HSタンブラー  
φ5.3×10.4㎝（160㏄）（120入・強） 430円

タ641-176 08319HSタンブラー  
φ6.1×12.2㎝（270㏄）（72入・強） 850円
タ641-186 08310HSタンブラー  
φ6.4×12.5㎝（315㏄）（72入・強） 850円

タ641-196 08308HSタンブラー  
φ5.9×11.5㎝（240㏄）（96入・強） 830円
タ641-206 08306HSタンブラー  
φ5.5×10.7㎝（190㏄）（120入・強） 790円

タ641-216 08305HS一口ビール  
φ5.1×10㎝（150㏄）（120入・強） 770円

タ641-226 01110HSタンブラー  
φ7.1×11.7㎝（275㏄）（96入・強） 430円
タ641-236 B-33102HSタンブラー  
φ7.2×10.4㎝（240㏄）（96入・強） 500円

タ641-246 P01204HS14タンブラー  
φ8.7×13.5㎝（420㏄）（48入・強） 900円
タ641-256 P01205HS12タンブラー  
φ8.4×13㎝（360㏄）（48入・強） 860円

タ641-266 CP01201 10タンブラー  
φ7.8×12.8㎝（305㏄）（48入・強） 630円
タ641-276 CP01202 8タンブラー  
φ8.5×9.1㎝（240㏄）（72入・強） 590円

タ641-286 CP01203 6タンブラー  
φ7.8×8.3㎝（178㏄）（72入・強） 560円

タ641-296 B45101HSフリーグラス  
φ7.9×9.2㎝（295㏄）（72入・強） 540円
タ641-306 B45102HSタンブラー  
φ7.9×10.3㎝（325㏄）（72入・強） 540円

タ641-316 P33101HSロングタンブラー  
φ9.6×14.5㎝（490㏄）（36入・強） 1,380円
タ641-326 P33102HSタンブラー  
φ8.5×11.3㎝（300㏄）（48入・強） 1,200円

タ641-336 P33103HSオンザロック  
φ9.2×9.5㎝（310㏄）（48入・強） 1,200円
タ641-346 35805HSアイスティー  
φ8.4×11㎝（290㏄）（72入・強） 990円

タ641-356 35803HSジュース  
φ7×12.5㎝（230㏄）（72入・強） 930円
タ641-366 33030HSゴブレット  
φ8.2×15.4㎝（340㏄）（48入・強） 950円
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ケ642-016 
コームタンブラー350  
φ7.5×13.4㎝（336㏄）（6入）（タイ）
500円

ケ642-026 
コームロック270  
φ7.7×9.6㎝（254㏄）（6入）（タイ）
380円

ケ642-036 
ロッシュトップドリンク230  
φ7.1×8.2㎝（214㏄）（6入）（タイ）
330円

ケ642-046 
クリフロック300  
φ7.8×9㎝（284㏄）（6入）（タイ）
450円

ケ642-056 
クリフロック280  
φ7.4×8.9㎝（256㏄）（6入）（タイ）
380円

ケ642-066 
クリフロック240  
φ7.3×8.5㎝（230㏄）（6入）（タイ）
380円

ケ642-076 
ボルミオリロコバビエラ 510cc  
13×8.4×18.3㎝（510㏄）
1,200円

ケ642-086 
ボルミオリロコバビエラ 380cc  
12.5×7.6×16.8㎝（380㏄）
1,000円

ケ642-096 
ケニアマグ  
φ11.3×8.4×10.2㎝（300㏄）（タイ）
750円

ケ642-106 
ミュニックピルスナー340  
φ7.6×16.4㎝（340㏄）（6入）（タイ）
500円

ケ642-116 
ミュニックピルスナー200  
φ7.3×13.1㎝（200㏄）（6入）（タイ）
450円

ケ642-126 
コームロングドリンク390  
φ7.4×18.3㎝（370㏄）（6入）（タイ）
700円

ケ642-136 
ミュニックピルスナー400  
φ8×17㎝（392㏄）（6入）（タイ）
550円

ケ642-146 ロッシュトップドリンク370  
φ6.4×14.5㎝（346㏄）（6入）（タイ） 450円
ケ642-156 ロッシュトップドリンク300  
φ6.3×12.5㎝（284㏄）（6入）（タイ） 380円

ケ642-166 クリフロングドリンク350  
φ7×14㎝（342㏄）（6入）（タイ） 450円
ケ642-176 クリフロングドリンク290  
φ6.2×14.1㎝（270㏄）（6入）（タイ） 380円

ケ642-186 リビーシカゴ 310cc  
φ6×16.5㎝（310㏄） 450円
ケ642-196 リビーシカゴ 260cc  
φ5.9×14.6㎝（260㏄） 450円

ケ642-206 リビーシカゴ 220cc  
φ5.8×13.1㎝（220㏄） 400円
ケ642-216 リビーシカゴ 140cc  
φ5.3×10㎝（140㏄） 400円

ケ642-226 
ボルミオリロコイプスロン 320cc  
12.1×9.3×11.2㎝（320㏄）
1,300円

ケ642-236 
ボルミオリロコイプスロン 220cc  
10.7×8.3×10㎝（220㏄）
1,200円

ケ642-246 
ボルミオリロコイプスロン 110cc  
9×6.7×8㎝（110㏄）
1,000円

ケ642-256 
ボルミオリロコオスロ 330cc  
11.7×8.9×10.7㎝（330㏄）
1,100円

ケ642-266 
ボルミオリロコオスロ 220cc  
10.7×8.2×9.6㎝（220㏄）
1,000円

ケ642-276 
ボルミオリロコオスロ 100cc  
9.2×6.7×6.2㎝（100㏄）
880円

タ642-286 
36201HSパフェ  
φ9×11.6㎝（195㏄）（48入・強）
970円

タ642-296 
35812HSミニパフェ  
φ7.4×9㎝（120㏄）（72入・強）
880円

タ642-306 
35813HSパフェ  
φ8.6×11㎝（200㏄）（48入・強）
990円

タ642-316 
36202HSデザート  
φ9×8.5㎝（170㏄）（60入・強）
900円

タ642-326 
32831HSアイスクリーム  
φ9.4×8.4㎝（180㏄）（60入・強）
1,170円

タ642-336 
30G67HSソルベ  
φ8.4×7.8㎝（135㏄）（60入・強）
1,420円
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タ643-016 
08006HSロングタンブラー  
φ7.7×17㎝（410㏄）（48入・強）
680円

タ643-026 
00542HSビヤーグラス  
φ6.4×17㎝（360㏄）（48入・強）
780円

タ643-036 
00535HSロングタンブラー  
φ7.7×15.2㎝（435㏄）（48入・強）
680円

タ643-046 
00549HSロングタンブラー  
φ7×14㎝（365㏄）（60入・強）
650円

タ643-056 
05111HSゾンビー  
φ5.9×15㎝（300㏄）（96入・強）
600円

タ643-066 
B05124HSタンブラー  
φ8.2×9㎝（220㏄）（96入・強）
560円

タ643-076 
B05125HSタンブラー  
φ7.1×7.8㎝（135㏄）（120入・強）
500円

ハ643-086 
プリンセサタンブラー 310cc  
φ6×16.4㎝（310㏄）（24入）（フランス）
600円

ハ643-096 
プリンセサタンブラー 12oz  
φ6.6×14.8㎝（380㏄）（48入）（フランス）
480円

ハ643-126 
ビーミングオールド 300cc  
φ8.3×11.5㎝（300㏄）（24入）（フランス）
600円

ハ643-136 
サルトタンブラー 350cc  
7.6×6.5×12.1㎝（350㏄）（48入）（フランス）
630円

ハ643-146 
シェトランドタンブラー 220cc  
φ7.3×12.3㎝（220㏄）（48入）（フランス）
450円

ハ643-156 
プリンセサオールド 320cc  
φ7.9×9.4㎝（320㏄）（48入）（フランス）
550円

ハ643-166 
プリンセサオールド 220cc  
φ7×8.5㎝（220㏄）（48入）（フランス）
450円

ハ643-176 
スターリングオールド 300cc  
φ8.2×8.8㎝（300㏄）（24入）（フランス）
430円

ハ643-186 
スターリングオールド 200cc  
φ7.2×7.8㎝（200㏄）（24入）（フランス）
380円

ハ643-196 
イスランドオールド 300cc  
φ7.9×9.3㎝（300㏄）（48入）（フランス）
450円

ハ643-206 
イスランドオールド 200cc  
φ7×8.4㎝（200㏄）（48入）（フランス）
380円

ハ643-216 
コメタオールド 350cc  
φ11.6×8.6㎝（350㏄）（24入）（フランス）
750円

ハ643-226 
シェトランドオールド 250cc  
φ9×8.8㎝（250㏄）（48入）（フランス）
500円

ハ643-236 
イスランドショットグラス 60cc  
φ3.8×10.5㎝（60㏄）（72入）（フランス）
250円

ハ643-246 
ヴィーニュタンブラー 60cc  
φ4.2×9㎝（60㏄）（48入）（フランス）
300円

ハ643-256 
ビーミングタンブラー 80cc  
φ5.2×9.1㎝（80㏄）（24入）（フランス）
550円

ハ643-266 
ホットショットショット 70cc  
φ5.5×8.5㎝（70㏄）（48入）（フランス）（ガラス）
450円

ハ643-276 
イスランドタンブラー 100cc  
φ5.1×8.7㎝（100㏄）（48入）（フランス）
330円

ハ643-286 
シェトランドタンブラー 90cc  
φ6×7.8㎝（90㏄）（48入）（フランス）
350円

ハ643-296 
ホットショットショット 34cc  
φ4.5×7㎝（34㏄）（72入）（フランス）
350円

ハ643-306 
グラニティミニグラス 45cc  
φ5×5.7㎝（45㏄）（48入）（フランス）
350円

ハ643-316 
トレックショット 60cc  
φ5.2×6.1㎝（60㏄）（24入）（フランス）
480円

ハ643-326 
ジンミニグラス 50cc  
φ4.8×5.7㎝（50㏄）（144入）（フランス）
180円

ハ643-336 
ジンミニグラス 30cc  
φ4.2×5.2㎝（30㏄）（144入）（フランス）
180円

ハ643-346 
ストックホルムミニグラス 40cc  
φ4.4×5.3㎝（40㏄）（48入）（フランス）
230円

ハ643-106 
プリンセサタンブラー 10oz  
φ6.5×12.7㎝（315㏄）（48入）（フランス）
450円

ハ643-116 
ビーミングタンブラー 270cc  
φ6.6×14.5㎝（270㏄）（24入）（フランス）
600円
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016

086

146

216 226 236 246 256 266 276

156 166 176 186 196 206

096 106 116 126 136

026 036 046 056 066 076

タ644-016 ブルゴーニュ  
φ9.9×21.1㎝（565㏄）（36入・強） 2,200円
タ644-026 ボルドー  
φ8.9×22.5㎝（535㏄）（36入・強） 2,200円

タ644-036 ワイン350  
φ7.7×20.5㎝（350㏄）（48入・強） 1,800円
タ644-046 ワイン300  
φ7.3×20㎝（300㏄）（48入・強） 1,800円

タ644-066 ワイン250  
φ6.9×19.6㎝（250㏄）（48入・強） 1,800円
タ644-076 ワイン210  
φ6.6×18.6㎝（210㏄）（48入・強） 1,600円

ハ644-086 プリンセサワイン 230cc  
7.3×6.8×17.4㎝（230㏄）（48入）（フランス） 880円
ハ644-096 エレガンスワイン 245cc  
7.4×6.9×16.6㎝（245㏄）（48入）（フランス） 650円

ハ644-106 プリンセサワイン 190cc  
6.7×6.2×16.5㎝（190㏄）（48入）（フランス） 630円
ハ644-116 エレガンスワイン 190cc  
6.9×6.3×15.3㎝（190㏄）（24入）（フランス） 630円

ハ644-126 プリンセサフルート 150cc  
5.3×5×19.6㎝（150㏄）（48入）（フランス） 800円
ハ644-136 リンツタンブラー 390cc  
φ6.9×20.6㎝（390㏄）（24入）（フランス） 680円

ハ644-146 イスランドタンブラー 360cc  
φ6.4×17㎝（360㏄）（48入）（フランス） 480円
ハ644-156 イスランドタンブラー 310cc  
φ6×16.6㎝（310㏄）（48入）（フランス） 450円

ハ644-166 イスランドタンブラー 330cc  
φ6.3×15.7㎝（330㏄）（48入）（フランス） 450円
ハ644-176 イスランドタンブラー 290cc  
φ6.3×14.5㎝（290㏄）（48入）（フランス） 430円

ハ644-186 イスランドタンブラー 220cc  
φ5.8×13.1㎝（220㏄）（48入）（フランス） 350円
ハ644-196 イスランドタンブラー 160cc  
φ5.5×10㎝（160㏄）（48入）（フランス） 280円

ハ644-206 
スターリングタンブラー 240cc  
φ6.5×11.5㎝（240㏄）（48入）（フランス）
380円

タ644-216 B21141CSビヤーグラス（薄作り）  
φ6.3×17㎝（395㏄）（60入・強） 1,600円
タ644-226 B21112CSタンブラー（薄作り）  
φ7.2×13.5㎝（370㏄）（60入・強） 1,450円

タ644-236 B21109CSオンザロック（薄作り）  
φ8.2×8.9㎝（305㏄）（60入・強） 1,350円
タ644-246 B21108CSタンブラー（薄作り）  
φ7×10.7㎝（265㏄）（60入・強） 1,350円

タ644-256 
B21105CS一口ビール（薄作り）  
φ5.4×9.2㎝（150㏄）（72入・強）
1,170円

ホ644-266 ウォールミニグラス（L）  
φ6.5×4.3㎝（60cc）（300入）（中国）（二重ガラス） 530円
ホ644-276 ウォールミニグラス（S）  
φ5.8×3㎝（40cc）（300入）（中国）（二重ガラス） 420円

タ644-056 
フルートシャンパン  
φ6.6×22.6㎝（170㏄）（48入・強）
2,200円
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076

016 026 036 046 056 066

086 096 106 116 126

136

206

286 296 306 316 326 336 346 356

216 226 236 246 256 266 276

146 156 166 176 186 196

タ645-016 30K35HSワイン  
φ8.5×22.2㎝（445㏄）（48入・強） 1,780円
タ645-026 30K36HSワイン  
φ7.7×21㎝（330㏄）（48入・強） 1,780円

タ645-036 30K37HSワイン  
φ7.2×19.7㎝（260㏄）（60入・強） 1,780円
タ645-046 30L36HSワイン  
φ7.7×17.5㎝（330㏄）（60入・強） 1,700円

タ645-056 30L37HSワイン  
φ7.2×16.3㎝（255㏄）（60入・強） 1,700円
タ645-066 30K30HSゴブレット  
φ7.7×15.8㎝（305㏄）（48入・強） 1,780円

タ645-076 32830HSゴブレット  
φ7.8×17.5㎝（305㏄）（60入・強） 1,170円
タ645-086 32835HSワイン  
φ7.2×16㎝（225㏄）（60入・強） 1,080円

タ645-096 32836HSワイン  
φ6.5×14.5㎝（165㏄）（72入・強） 1,050円
タ645-106 30G30HSゴブレット  
φ7.4×18.5㎝（300㏄）（60入・強） 1,420円

タ645-116 30G35HSワイン  
φ6.9×18㎝（235㏄）（60入・強） 1,420円
タ645-126 30G36HSワイン  
φ6.3×16.2㎝（170㏄）（72入・強） 1,370円

タ645-136 30K83HSボルドー  
φ9.7×22.4㎝（610㏄）（48入・強） 1,980円
タ645-146 30K85HSブルゴーニュ  
φ10.7×21.2㎝（670㏄）（48入・強） 1,980円

タ645-156 32864HSフルートシャンパン  
φ6.4×21.8㎝（160㏄）（60入・強） 1,380円
タ645-166 30K54HSフルートシャンパン  
φ7.2×22.1㎝（170㏄）（48入・強） 1,780円

タ645-176 32854HSフルートシャンパン  
φ6×19㎝（165㏄）（60入・強） 1,170円
タ645-186 32851HSビヤーグラス  
φ7×18㎝（325㏄）（60入・強） 1,170円

タ645-196 
32850HSジュース  
φ7×16㎝（270㏄）（60入・強）
1,170円

タ645-206 32825HSブランデー  
φ8.6×12.6㎝（330㏄）（60入・強） 1,170円
タ645-216 30G25HSブランディー  
φ8.4×12㎝（310㏄）（60入・強） 1,420円

タ645-226 35100HSピルスナー  
φ7.4×17㎝（330㏄）（48入・強） 1,000円
タ645-236 35101HSピルスナー  
φ7.3×15.5㎝（270㏄）（48入・強） 950円

タ645-246 35102HSミニピルスナー  
φ6.6×10.2㎝（135㏄）（60入・強） 900円
タ645-256 33051HSビヤーグラス  
φ6.5×14.6㎝（285㏄）（72入・強） 990円

タ645-266 35804HSビヤーグラス  
φ7×14.5㎝（295㏄）（72入・強） 990円
タ645-276 35811HSピルスナー  
φ6.8×16㎝（360㏄）（72入・強） 930円

タ645-286 30G34HSシャンパン  
φ8.4×11.7㎝（135㏄）（60入・強） 1,360円
タ645-296 32834HSシャンパン  
φ8.3×11.5㎝（150㏄）（60入・強） 1,060円

タ645-306 30G38HSシェリー  
φ4.8×13.2㎝（75㏄）（72入・強） 1,300円
タ645-316 30G39HSリキュール  
φ4.8×10㎝（45㏄）（72入・強） 1,300円

タ645-326 30G40HS冷酒  
φ5.4×8.5㎝（65㏄）（72入・強） 1,360円
タ645-336 30G43HSカクテル  
φ6.5×16㎝（90㏄）（60入・強） 1,420円

タ645-346 30G33HSカクテル  
φ8.2×12㎝（82㏄）（60入・強） 1,360円
タ645-356 32833HSカクテル  
φ7.6×10.8㎝（85㏄）（72入・強） 1,080円
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金鳳（強化セラミック）

ツ646-046 
9吋丸皿  
φ23.5×2.5㎝（50入･強） 
2,000円

ツ646-056 
8吋丸皿  
φ20.8×2㎝（60入･強） 
1,650円

ツ646-066 
71/2吋丸皿  
φ19×2㎝（60入･強） 
1,500円

ツ646-076 
61/2吋丸皿  
φ16.5×2㎝（80入･強） 
1,150円

ツ646-086 10吋プラター  
26.2×19㎝（40入･強） 4,000円

ツ646-096 9吋プラター  
23.5×16.7㎝（50入･強） 3,000円

ツ646-106 8吋プラター  
21×15㎝（60入･強） 2,600円

ツ646-116 7.0反高台丼  
φ21×8.5㎝（30入･強） 3,400円

ツ646-126 6.5反高台丼  
φ19.8×8.2㎝（40入･強） 2,950円

ツ646-136 7.0玉丼  
φ21.3×7.8㎝（20入･強） 5,200円

ツ646-146 6.5玉丼  
φ19.5×7.2㎝（30入･強） 3,550円

ツ646-156 5.0玉井  
φ15.3×6㎝（40入･強） 2,800円

ツ646-166 八角高台皿  
19×4.7㎝（40入･強） 3,600円

ツ646-186 10吋ボール  
φ25.5×8.8㎝（20入･強） 7,900円

ツ646-196 9吋ボール  
φ22.5×8.2㎝（30入･強） 5,300円

ツ646-206 8吋ボール  
φ20.5×7.5㎝（30入･強） 3,900円

ツ646-176 7.0丸高台皿  
φ20.8×5.7㎝（30入･強） 2,800円

ツ646-216 4.5取皿  
φ14.2×3㎝（60入･強） 1,200円

ツ646-226 4.0取皿  
φ12.8×2.7㎝（80入･強） 1,150円

ツ646-236 
5.0ライス丼  
φ15.4×7㎝（60入･強） 
2,150円

ツ646-246 
4.2ライス丼  
φ12.7×5.7㎝（80入･強） 
1,380円

ツ646-256 
3.8スープ碗  
φ11.4×5㎝（80入･強） 
1,280円

ツ646-266 
反煎茶  
φ9.8×5.5㎝（100入･強） 
1,200円

ツ646-276 
3.2深皿  
φ9.8×2.5㎝（200入･強） 
1,050円

ツ646-016 
14吋丸皿  
φ35×3.7㎝（15入･強） 
15,200円

ツ646-026 
12吋丸皿  
φ31.2×3.5㎝（20入･強） 
6,100円

ツ646-036 
10吋丸皿  
φ26×2.5㎝（40入･強） 
3,050円

ツ646-286 
辛子入れ  
φ6.5×4㎝（100入･強） 
1,550円

ツ646-296 レンゲ  
14.5×5.1×1.5㎝（200入･強） 
1,000円
ツ646-306 レンゲ台  
9.2×5.5×2.2㎝（200入･強） 
1,000円
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天目金彩竜

イ647-016 尺皿  
φ31.1×4.3㎝（磁） 7,800円

イ647-026 9.0皿  
φ28×3.7㎝（磁） 4,800円

イ647-036 8.0皿  
φ24.7×3.3㎝（磁） 4,200円

イ647-046 7.0皿  
φ21.4×3.1㎝（磁） 2,800円

イ647-056 6.0皿  
φ18.8×2.7㎝（磁） 2,100円

イ647-066 5.0皿  
φ15×2.4㎝（磁） 1,500円

イ647-076 10吋プラター  
26.5×18.7×3㎝（磁） 2,400円

イ647-086 9吋プラター  
24×17×2.5㎝（磁） 2,200円

イ647-096 8吋プラター  
21×15.2×2.3㎝（磁） 1,800円

イ647-106 7.0丸高台皿  
φ22×6.5㎝（磁） 2,450円

イ647-116 八角高台皿  
18.5×4.5㎝（磁） 2,200円

イ647-126 8.0玉丼  
φ25×9.3㎝（磁） 6,600円

イ647-136 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（磁） 4,000円

イ647-146 6.5玉丼  
φ19.5×7.5㎝（磁） 2,700円

イ647-156 8.0高台丼  
φ24.5×9㎝（磁） 4,400円

イ647-166 7.0高台丼  
φ21.3×7.6㎝（磁） 2,600円

イ647-176 6.8切立丼  
φ20.3×7.5㎝（磁） 2,100円

イ647-186 6.3切立丼  
φ19.5×7㎝（磁） 1,800円

イ647-196 ライス丼  
φ15×6.3㎝（磁） 1,450円

イ647-206 スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 1,100円

イ647-216 9吋仕切小判皿  
24×17×2.8㎝（磁） 3,000円

イ647-226 3.0皿  
φ9.8×1.9㎝（磁） 850円

中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

中華・アジアンオープン 647



チェンマイ

ハ648-146 モアレッド8.0丸高台皿  
φ24.5×7㎝（30入･磁） 3,300円

ハ648-016 
モアレッド11吋メタ玉皿  
φ27.5×3㎝（30入･磁） 
2,100円

ハ648-026 
モア11吋メタ玉皿  
φ27.5×3㎝（30入･磁） 
1,980円

ハ648-036 
モア9.5吋メタ玉皿  
φ24×2.9㎝（40入･磁） 
1,250円

ハ648-046 
モア21㎝ニューリム皿  
φ21×2.4㎝（60入･磁） 
1,100円

ハ648-056 
モア17㎝ニューリム皿  
φ17×2㎝（100入･磁） 
930円

ハ648-066 
モア6.8ニュー高台丼  
φ21.2×8.5㎝（36入･磁） 
1,800円

ハ648-076 
モア5.0ニュー高台丼  
φ15.7×6.5㎝（48入･磁） 
1,050円

ハ648-086 
モア6.0フォー鉢  
φ18.3×7.5㎝（48入･磁） 
1,550円

ハ648-096 
モア24リムスープ  
φ24.3×3.9㎝（50入･磁） 
1,700円

ハ648-106 
モア26リムスープ  
φ26.3×4.5㎝（40入･磁） 
2,300円

ハ648-116 
モアリップル7.5皿  
φ23.7×4.4㎝（40入･磁） 
1,450円

ハ648-126 
モア風欄7.0鉢  
φ21.3×4.5㎝（50入･磁） 
1,880円

ハ648-136 
モアリップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入･磁） 
2,700円

ハ648-156 モア8.0丸高台皿  
φ24.5×7㎝（30入･磁） 3,150円

ハ648-166 
27.5㎝ディナープレート  
φ27.8×2.8㎝（30入･磁） 
1,600円

ハ648-176 
26㎝ディナープレート  
φ26.2×2.8㎝（40入･磁） 
1,500円

ハ648-186 
24.5㎝ミートプレート  
φ24.5×2.7㎝（50入･磁） 
1,100円

ハ648-196 
21㎝デザートプレート  
φ21×2.4㎝（60入･磁） 
880円

ハ648-206 
19.5㎝ケーキプレート  
φ19.5×2.2㎝（80入･磁） 
800円

ハ648-216 17㎝プレート  
φ17×2㎝（100入･磁） 630円

ハ648-226 丸4.0皿  φ13×2.3㎝（160入･磁） 530円
ハ648-236 丸3.5皿  φ11.3×2㎝（200入･磁） 450円
ハ648-246 丸3.0皿  φ10×1.5㎝（240入･磁） 430円

ハ648-256 10吋プラター  
26×19×2.5㎝（40入･磁） 
1,900円

ハ648-266 9吋プラター  
24×17.3×2.3㎝（50入･磁） 
1,500円

ハ648-276 8吋プラター  
21×15×2.1㎝（60入･磁） 
1,300円

ハ648-286 7.5高台丼  
φ23×9.2㎝（30入･磁） 
2,500円

ハ648-296 6.8高台丼  
φ21.2×8.5㎝（36入･磁） 
1,600円

ハ648-306 6.3高台丼  
φ19×7.7㎝（48入･磁） 
1,200円

ハ648-316 7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（40入･磁） 1,400円

ハ648-326 7.0玉渕丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） 2,600円

ハ648-336 6.5玉渕丼  
φ20×7.7㎝（36入･磁） 1,900円

ハ648-346 
5.0玉渕丼  
φ15.7×6.5㎝（60入･磁） 
1,200円

ハ648-356 
3.8玉渕丼  
φ11.5×4.5㎝（120入･磁） 
650円

ハ648-366 
6.8切立丼  
φ20.3×7.6㎝（40入･磁） 
1,300円

ハ648-376 6.3切立丼  
φ19.7×6.8㎝（48入･磁） 
1,100円

ハ648-386 4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） 
600円

ハ648-396 8.0リム丼  
φ24.8×8.3㎝（24入･磁） 
2,900円

ハ648-406 7.0リム丼  
φ21.3×7.6㎝（30入･磁） 
1,600円

ハ648-416 
17㎝オートミール  
φ17×4.8㎝（80入･磁） 900円

ハ648-426 
24.5㎝パスタボール  
φ24.5×5㎝（40入･磁） 1,600円

ハ648-436 
26㎝オーバルベーカー  
26×18.7×5.5㎝（30入･磁） 
2,800円

ハ648-446 
八角シューマイ  
φ19.5×4.7㎝（48入･磁） 
1,300円

ハ648-456 
14.5㎝フルーツ  
φ14.6×3.3㎝（120入･磁） 
630円

ハ648-466 
5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（80入･磁） 
800円

ハ648-476 
4.5ライス丼  
φ13.5×6㎝（100入･磁） 
700円

中華・アジアンオープン中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

648



波唐草

タ649-016 
尺皿  
φ30.5×4.3㎝（10入･磁）
3,800円

タ649-026 
9.0皿  
φ28.7×4㎝（10入･磁）
2,680円

タ649-036 
7.5皿  
φ23.7×3.4㎝（20入･磁）
1,250円

タ649-046 
6.5皿  
φ20.7×3㎝（40入･磁）
880円

タ649-056 
5.5皿  
φ17.8×2.6㎝（40入･磁）
730円

タ649-066 
4.5皿  
φ14.8×2.2㎝（60入･磁）
650円

タ649-076 
4.0皿  
φ12.9×2.2㎝（60入･磁）
600円

タ649-086 
3.3皿  
φ10×1.8㎝（80入･磁）
500円

タ649-096 8.0ボール  
φ24×9.5㎝（8入･磁） 5,280円

タ649-106 7.0ボール  
φ22.2×8㎝（14入･磁） 3,000円

タ649-116 6.0ボール  
φ18.8×6.5㎝（30入･磁） 1,980円

タ649-126 5.5ボール  
φ16.3×5.5㎝（40入･磁） 980円

タ649-146 6.8高台丼  
φ21.2×8.7㎝（20入･磁） 1,550円

タ649-156 6.3高台丼  
φ18.5×7.8㎝（20入･磁） 1,300円

タ649-166 八角シューマイ  
19×19×4.8㎝（20入･磁） 1,350円

タ649-136 4.0ボール  
φ13×5.5㎝（60入･磁） 700円

タ649-176 4.8ライス碗  
φ15×6.5㎝（40入･磁） 800円

タ649-186 とんすい  
14×12.2×6.2㎝（60入･磁） 800円

タ649-226 3.8多用丼  
φ11.7×6㎝（60入･磁） 800円

タ649-196 4.1多用丼  
φ13×7.2㎝（40入･磁） 1,080円

タ649-206 4.6多用丼  
φ14.2×8㎝（40入･磁） 1,350円

タ649-216 5.1多用丼  
φ15.4×9.3㎝（30入･磁） 1,780円

タ649-236 3.3多用丼  
φ10.5×5.2㎝（60入･磁） 720円

タ649-246 長丸トレー  
19.4×14×2㎝（30入･磁） 720円

タ649-256 角千代口  
9.5×7.2×2.3㎝（100入･磁） 550円

タ649-266 薬味皿  
φ8.5×1.5㎝（100入･磁） 480円

タ649-276 丸千代口  
φ8.3×4㎝（100入･磁） 550円

タ649-286 煎茶  
φ9×6㎝（80入･磁） 630円

タ649-296 中平碗  
φ11.8×5.5㎝（80入･磁） 720円

タ649-306 レンゲ  
15㎝（100入･磁） 680円
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東　鳳

ツ650-016 尺二皿  
φ36.8×4.7㎝（10入･磁） 
14,300円

ツ650-026 尺皿  
φ30.5×4.4㎝（12入･磁） 
6,800円

ツ650-036 9.0皿  
φ27.5×4㎝（16入･磁） 
4,000円

ツ650-046 8.0皿  
φ24.3×3.8㎝（20入･磁） 
3,000円

ツ650-056 7.0皿  
φ21.3×3.7㎝（30入･磁） 
1,500円

ツ650-066 
12吋プラター  
31.5×23.3㎝（30入･磁） 
3,500円

ツ650-076 
10吋プラター  
26×19㎝（40入･磁） 
1,800円

ツ650-086 
9吋プラター  
23.5×17㎝（50入･磁） 
1,500円

ツ650-096 
8吋プラター  
21×5.8㎝（60入･磁） 
1,300円

ツ650-106 反6.5高台丼  
φ20.5×8.3㎝（40入･磁） 1,700円
ツ650-116 反7.0高台丼  
φ21.5×8㎝（30入･磁） 1,950円

ツ650-126 切立6.8丼  
φ20×7.3㎝（30入･磁） 1,450円

ツ650-136 8.0玉丼  
φ25.3×9.5㎝（20入･磁） 4,900円

ツ650-146 7.0玉丼  
φ22×8.2㎝（30入･磁） 3,100円

ツ650-156 6.5玉丼  
φ19.8×7.8㎝（40入･磁） 2,200円

ツ650-166 5.0玉丼  
φ15.8×6.5㎝（50入･磁） 1,750円

ツ650-176 リム付7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 1,900円
ツ650-186 リム付8.0高台丼  
φ24.5×8.5㎝（20入･磁） 3,900円

ツ650-196 8吋スープ  
φ20.7㎝（60入･磁） 1,100円
ツ650-206 9吋スープ  
φ23.3㎝（50入･磁） 1,400円

ツ650-216 8.0丸高台皿  
φ24.3×7㎝（20入･磁） 3,200円

ツ650-226 7.0丸高台皿  
φ21.5×5.5㎝（30入･磁） 1,600円

ツ650-236 6.5八角高台皿  
19.3×4.5㎝（40入･磁） 1,750円

ツ650-246 9吋仕切皿  
23.5×17.5㎝（50入･磁） 1,750円

ツ650-256 4.8ライス丼  
φ15×6.3㎝（60入･磁） 
920円

ツ650-266 3.6スープ碗  
φ12×5.3㎝（80入･磁）
630円

ツ650-276 反煎茶  
φ9.2×6㎝（160入･磁） 
750円

ツ650-286 4.0深皿  
φ13×3㎝（100入･磁） 
630円

ツ650-296 4.0皿  
φ13×2.3㎝（120入･磁） 
570円

ツ650-306 3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（200入･磁） 
460円

ツ650-316 ガラ入（大）  
φ12×11㎝（20入･磁） 
2,850円

ツ650-326 ガラ入（小）  
φ9.5×9㎝（30入･磁） 
2,000円

ツ650-336 1号徳利  
6×13.5㎝（160㏄）（20×4入･磁） 
980円

ツ650-346 盃（小）  
φ5×4㎝（200入･磁） 
520円

ツ650-356 深口盃（小）  
φ5.2×3.7㎝（200入･磁） 
580円

ツ650-366 レンゲ台  
5.8×9.5㎝（200入･磁） 640円
ツ650-376 レンゲ  
4.5×14㎝（200入･磁） 570円
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ヒスイぼたん

ホ651-026 9吋丸皿  
φ23.6㎝（32入･磁） 2,300円

ホ651-036 8.5吋丸皿  
φ22.4㎝（36入･磁） 2,000円 ホ651-046 10吋メタプラター  

26×18.5㎝（30入･磁） 2,200円
ホ651-056 9吋メタプラター  
24×17㎝（40入･磁） 2,000円
ホ651-066 8吋メタプラター  
21×15㎝（50入･磁） 1,750円

ホ651-016 10吋丸皿  
φ26㎝（28入･磁） 2,500円

ホ651-076 10吋リムプラター  
26×19㎝（30入･磁） 2,000円

ホ651-086 9吋リムプラター  
23×16.8㎝（40入･磁） 1,750円

ホ651-096 8吋リムプラター  
20.3×14.7㎝（50入･磁） 1,500円 ホ651-106 八角シューマイ皿  

19×4.5㎝（40入･磁） 2,000円
ホ651-116 9.5吋仕切皿  
24×17㎝（40入･磁） 2,100円

ホ651-126 8.0玉丼  
φ24.5×10.5㎝（18入･磁） 6,200円

ホ651-136 7.5玉丼  
φ22×8.5㎝（26入･磁） 4,700円

ホ651-146 6.5玉丼  
φ19.8×7.8㎝（34入･磁） 3,100円

ホ651-156 ミニ58玉丼  
φ17.8×7.3㎝（50入･磁） 2,100円

ホ651-166 8.0反高台丼  
φ24.8×9.5㎝（20入･磁） 4,700円

ホ651-176 7.5反高台丼  
φ23×8.8㎝（26入･磁） 3,550円

ホ651-186 7.0反高台丼  
φ21.7×8.5㎝（30入･磁） 2,550円

ホ651-196 6.5反高台丼  
φ20.3×8.5㎝（36入･磁） 2,300円

ホ651-206 ミニ58反高台丼  
φ17.2×7.3㎝（50入･磁） 1,750円

ホ651-216 6.8切立丼  
φ20.5×7.7㎝（36入･磁） 2,300円

ホ651-226 6.5高台切立丼  
φ20×9㎝（36入･磁） 2,400円

ホ651-236 7.5冷麺深皿  
φ22×4.2㎝（40入･磁） 2,300円

ホ651-246 7.0高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,300円

ホ651-256 
5.5吋深口皿  
φ14.2×3.4㎝（80入･磁）
1,250円

ホ651-266 3.0皿  
φ9.8㎝（160入･磁） 480円

ホ651-276 3.5皿  
φ11.3㎝（140入･磁） 520円

ホ651-286 4.0皿  
φ12.8㎝（120入･磁） 580円

ホ651-296 5吋深皿  
φ13×3㎝（100入･磁） 1,150円

ホ651-306 
汁碗  
φ11.6×6㎝（80入･磁）
1,200円

ホ651-316 
ライス丼  
φ14.8×6.5㎝（60入･磁）
1,400円

ホ651-326 レンゲのみ  
14㎝（160入･磁） 650円
ホ651-336 レンゲ台のみ  
9.5×5.5㎝（200入･磁） 700円
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スーパーチャイナ華清

ア652-036 
12吋丸皿  
φ31.5㎝（30入･強） 
A-柄付7,000円 
B-無地4,000円

ア652-046 
10吋丸皿  
φ26㎝（40入･強） 
A-柄付3,700円 
B-無地2,100円

ア652-056 
9吋丸皿  
φ23.4㎝（50入･強） 
A-柄付2,400円 
B-無地1,350円

ア652-066 
8吋丸皿  
φ20.8㎝（60入･強） 
A-柄付1,900円 
B-無地1,050円

ア652-076 
7.5吋丸皿  
φ19㎝（80入･強） 
A-柄付1,700円 
B-無地950円

ア652-086 
6.5吋丸皿  
φ16.4㎝（100入･強） 
A-柄付1,400円 
B-無地700円

ア652-096 
ティーポット（小）（白磁）  
600㏄（30入･磁） 
A-柄付7,000円 
B-無地4,000円

ア652-106 
ティーポット（大）（白磁）  
900㏄（30入･磁） 
A-柄付8,400円 
B-無地4,900円

ア652-116 14吋メタプラ  
36.3×27㎝（20入･強） 
A-柄付12,500円 B-無地7,200円
ア652-126 12吋メタプラ  
31×22.4㎝（30入･強） 
A-柄付6,700円 B-無地4,000円
ア652-136 10吋メタプラ  
26×18.9㎝（40入･強） 
A-柄付4,700円 B-無地2,550円
ア652-146 9吋メタプラ  
23.1×16.5㎝（50入･強） 
A-柄付3,200円 B-無地1,800円

ア652-016 
16吋丸皿  
φ40.8㎝（10入･強） 
A-柄付36,000円 
B-無地20,000円

ア652-026 
14吋丸皿  
φ35.5㎝（20入･強） 
A-柄付19,000円 
B-無地10,000円

ア652-156 老酒盃  
φ6×4㎝（200入･強） 
A-柄付880円 B-無地500円
ア652-166 老酒ポット（白磁）  
390㏄（30入･磁） 
A-柄付7,000円 B-無地4,100円

ア652-176 7.0寸反高台丼  
φ20.9×8.5㎝（30入･強） 
A-柄付4,000円 B-無地2,100円
ア652-186 6.5寸反高台丼  
φ19.5×8㎝（40入･強） 
A-柄付3,000円 B-無地1,550円

ア652-196 7.0寸玉丼  
φ21.2×7.8㎝（30入･強） 
A-柄付5,700円 
B-無地3,200円

ア652-206 6.5寸玉丼  
φ19.3×7.2㎝（30入･強） 
A-柄付4,200円 
B-無地2,200円

ア652-216 5.0寸玉丼  
φ15.6×6.2㎝（40入･強） 
A-柄付3,250円 
B-無地1,750円

ア652-226 8.0寸丸高台皿  
φ24×7.1㎝（30入･強） 
柄付5,600円

ア652-236 7.0寸丸高台皿  
φ20.8×5.7㎝（40入･強） 
A-柄付3,400円 
B-無地1,850円

ア652-246 
10吋スープボール  
φ25.2×9㎝（10入･強） 
A-柄付9,000円 
B-無地5,400円

ア652-256 
9吋スープボール  
φ22.3×8㎝（20入･強） 
A-柄付5,800円 
B-無地3,600円

ア652-266 
8吋スープボール  
φ20.1×7㎝（30入･強） 
A-柄付4,300円 
B-無地2,600円

ア652-276 
八角6.5寸高台皿（白磁）  
17.8×4.6㎝（40入･磁） 
A-柄付3,900円 
B-無地2,100円

ア652-286 
辛子入  
φ6.5×4㎝（200入･強） 
A-柄付1,600円 
B-無地980円

ア652-296 
箸置  
6.4×1.7㎝（300入） 
A-柄付550円 
B-無地330円

ア652-306 
4.5吋スープ碗  
φ11.5×5.2㎝（100入･強） 
A-柄付1,400円 
B-無地780円

ア652-316 
4.0吋スープ碗  
φ10.2×4.5㎝（120入･強） 
A-柄付1,300円 
B-無地700円

ア652-326 
6.0吋ライス丼  
φ15.3×7㎝（60入･強） 
A-柄付2,400円 
B-無地1,250円

ア652-336 
4.5吋ライスボール  
φ11.3×4.8㎝（100入･強） 
A-柄付1,400円 
B-無地830円

ア652-346 
反煎茶  
φ9.7×5.6㎝（120入･強） 
A-柄付1,250円 
B-無地700円

ア652-356 
コーヒー（1客）  
180㏄（60入･強） 
柄付2,550円

ア652-366 
1号徳利（白磁）  
150㏄（120入･強） 
柄付1,850円

ア652-376 
ぐい呑  
φ4.7×4㎝（200入･強） 
柄付910円

ア652-386 
ラー油カスター（白磁）  
6×9×9.5㎝（80入･磁） 
柄付3,600円

ア652-396 
酢カスター（白磁）  
6×9×9.5㎝（80入･磁） 
柄付3,600円

ア652-406 
醤油カスター（白磁）  
6×9×9.5㎝（80入･磁） 
A-柄付3,600円 
B-文字なし柄なし無地2,300円

ア652-416 
5.5吋取皿  
φ14×3㎝（120入･強） 
A-柄付1,400円 
B-無地730円

ア652-426 
5吋取皿  
φ12.7×2.8㎝（140入･強） 
A-柄付1,300円 
B-無地700円

ア652-436 
3.5吋深皿  
φ9.5×2.6㎝（200入･強） 
A-柄付1,050円 
B-無地550円

ア652-446 レンゲ  
14.7×4.5㎝（300入･強） 
A-柄付1,000円 B-無地580円
ア652-456 レンゲ台  
9.7×5.5㎝（300入･強） 
A-柄付1,050円 B-無地630円
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トルファン（絵付）・シーヌ（無地）

カ653-096 12吋プラター  
φ31㎝（30入･磁） 
A-柄付6,200円 
B-無地4,000円

カ653-106 10吋プラター  
φ26㎝（40入･磁） 
A-柄付3,500円 
B-無地2,400円

カ653-116 9吋プラター  
φ23.5㎝（50入･磁） 
A-柄付2,900円 
B-無地1,800円

カ653-126 
10吋スープボール  
φ25×9㎝（20入･磁） 
A-柄付7,500円 
B-無地5,200円

カ653-136 
9吋スープボール  
φ22.5×8㎝（30入･磁） 
A-柄付5,000円 
B-無地3,500円

カ653-146 
8吋スープボール  
φ20×7.4㎝（30入･磁） 
A-柄付3,600円 
B-無地2,500円

カ653-156 
9吋ボール  
φ23×6.8㎝（30入･磁） 
A-柄付5,100円 
B-無地3,500円

カ653-166 
4･1/2吋ボール  
φ12×4.5㎝（60入･磁） 
A-柄付1,600円 
B-無地1,000円

カ653-176 7･1/2吋反高台丼  
φ19.6×8.2㎝（30入･磁） 
A-柄付2,600円 B-無地1,600円

カ653-186 8吋反高台丼  
φ21×8.3㎝（30入･磁） 
A-柄付3,100円 B-無地2,000円

カ653-016 14吋丸皿  
φ35.4㎝（10入･磁） 
A-柄付16,000円 
B-無地9,900円

カ653-026 12吋丸皿  
φ31.4㎝（15入･磁） 
A-柄付6,200円 
B-無地3,800円

カ653-036 10吋丸皿  
φ26㎝（20入･磁） 
A-柄付3,100円 
B-無地2,000円

カ653-046 
9吋丸皿  
φ23.1㎝（30入･磁） 
A-柄付2,030円 
B-無地1,300円

カ653-056 
8吋丸皿  
φ20.8㎝（40入･磁） 
A-柄付1,600円 
B-無地1,000円

カ653-066 
7.5吋丸皿  
φ18.9㎝（60入･磁） 
A-柄付1,500円 
B-無地900円

カ653-076 
6.5吋丸皿  
φ16.4㎝（80入･磁） 
A-柄付1,100円 
B-無地680円

カ653-086 14吋プラター  
φ36㎝（10入･磁） 
A-柄付11,000円 
B-無地7,000円

カ653-196 8吋丸高台皿  
φ21×7㎝（30入･磁） 
A-柄付2,700円 B-無地1,600円

カ653-206 7･3/4吋八角高台皿  
φ18.7×4.5㎝（30入･磁） 
A-柄付3,300円 B-無地2,000円

カ653-216 
5吋ライス  
φ12.5×5.8㎝（60入･磁） 
A-柄付1,350円 
B-無地800円

カ653-226 
4･1/2吋スープ  
φ11.5×5㎝（60入･磁） 
A-柄付1,200円 
B-無地730円

カ653-236 
4吋スープ  
φ10.2×4.7㎝（80入･磁） 
A-柄付1,050円 
B-無地650円 カ653-246 

4吋反煎茶  
φ9.8×5.6㎝ 200㏄（100入･磁） 
A-柄付1,050円 
B-無地650円

カ653-256 
ティーポット（大）  
905㏄（24入･磁） 
A-柄付6,100円 
B-無地4,900円

カ653-266 老酒呑  
φ6×3.7㎝ 50㏄（120入･磁） 
A-柄付800円 B-無地500円
カ653-276 老酒ポット  
400㏄（16入･磁） 
A-柄付5,850円 B-無地4,100円

カ653-286 
5･1/2吋取皿  
φ14×3㎝（120入･磁） 
A-柄付1,080円 
B-無地680円

カ653-296 
3･3/4吋深皿  
φ9.6㎝（100入･磁） 
A-柄付800円 
B-無地530円

カ653-306 カスター（ラー油）  
90㏄（80入･磁） A-柄付3,000円 B-無地2,900円
カ653-316 カスター（酢）  
90㏄（80入･磁） A-柄付3,000円 B-無地2,900円
カ653-326 カスター（醤油）  
90㏄（80入･磁） A-柄付3,000円 B-無地2,900円
カ653-336 カスター盆  
25.5×11.5㎝（80入･磁） 1,500円

カ653-346 
カラシ入  
φ5.8×3.5㎝（120入･磁） 
A-柄付1,600円 
B-無地980円

カ653-356 レンゲ  
14.3×4.3㎝（200入･磁） 
A-柄付980円 B-無地600円
カ653-366 レンゲ台  
9×5.5㎝（200入･磁） 
A-柄付1,000円 B-無地630円
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ニューチャイナ（白・黒・赤）

カ654-016 
白玉渕28㎝皿  
φ28×3.4㎝（20入･磁）
990円

カ654-026 
白玉渕26㎝皿  
φ26×2.8㎝（30入･磁）
860円

カ654-036 
白玉渕24㎝皿  
φ24×2.6㎝（40入･磁）
560円

カ654-046 
白玉渕21㎝皿  
φ21×2.4㎝（50入･磁）
420円

カ654-056 
白玉渕19㎝皿  
φ19×2.4㎝（60入･磁）
360円

カ654-066 
白玉渕16㎝皿  
φ16.5×2.2㎝（80入･磁）
310円

カ654-076 
白24.5㎝深皿  
φ24.4×5.1㎝（30入･磁）
670円

カ654-086 
白21㎝深皿  
φ21.1×4.3㎝（50入･磁）
530円

カ654-096 
白14㎝深皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁）
290円

カ654-106 
白13㎝深皿  
φ13.1×2.9㎝（100入･磁）
280円

カ654-116 
白10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁）
260円

カ654-126 
白22㎝丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁）
450円

カ654-136 
白反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁）
770円

カ654-146 
白反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁）
710円

カ654-186 
白反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（100入･磁）
310円

カ654-196 
白丸高台7.0皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁）
850円

カ654-206 
白反深口6.3丼  
φ18.8×9.8㎝（30入･磁）
950円

カ654-216 
白反深口6.0丼  
φ17.6×9.5㎝（40入･磁）
820円

カ654-156 
白反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁）
630円

カ654-166 
白反4.8碗  
φ15×7.2㎝（60入･磁）
480円

カ654-176 
白反4.2碗  
φ13.3×6.5㎝（70入･磁）
400円

カ654-226 
白反深口5.5丼  
φ16.4×8.6㎝（50入･磁）
680円

カ654-236 
白反深口5.0丼  
φ15.1×8.5㎝（60入･磁）
640円

カ654-246 
黒玉渕28㎝皿  
φ28×3.4㎝（20入･磁）
1,150円

カ654-256 
黒玉渕26㎝皿  
φ26×2.8㎝（30入･磁）
980円

カ654-276 
黒玉渕21㎝皿  
φ21×2.4㎝（50入･磁）
450円

カ654-286 
黒玉渕19㎝皿  
φ19×2.4㎝（60入･磁）
430円

カ654-296 
黒玉渕16㎝皿  
φ16.5×2.2㎝（80入･磁）
360円

カ654-306 
黒24.5㎝深皿  
φ24.4×5.1㎝（30入･磁）
670円

カ654-316 
黒21㎝深皿  
φ21.1×4.3㎝（50入･磁）
530円

カ654-326 
黒14㎝深皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁）
330円

カ654-336 
黒13㎝深皿  
φ13.1×2.9㎝（100入･磁）
330円

カ654-346 
黒10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁）
290円

カ654-356 
黒22㎝丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁）
490円

カ654-366 
黒反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁）
880円

カ654-376 
黒反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁）
820円

カ654-386 
黒反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁）
720円

カ654-396 
黒反4.8碗  
φ15×7.2㎝（60入･磁）
550円

カ654-406 
黒反4.2碗  
φ13.3×6.5㎝（70入･磁）
460円

カ654-416 
黒反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（100入･磁）
370円

カ654-426 
黒丸高台7.0皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁）
930円

カ654-436 
黒反深口6.3丼  
φ18.8×9.8㎝（30入･磁）
1,100円

カ654-446 
黒反深口6.0丼  
φ17.6×9.5㎝（40入･磁）
950円

カ654-456 
黒反深口5.5丼  
φ16.4×8.6㎝（50入･磁）
780円

カ654-466 
黒反深口5.0丼  
φ15.1×8.5㎝（60入･磁）
740円

カ654-476 
赤玉渕26㎝皿  
φ26×2.8㎝（20入･磁）
1,580円

カ654-486 
赤玉渕24㎝皿  
φ24×2.6㎝（30入･磁）
1,190円

カ654-496 
赤玉渕21㎝皿  
φ21×2.4㎝（40入･磁）
920円

カ654-506 
赤玉渕19㎝皿  
φ19×2.4㎝（50入･磁）
890円

カ654-516 
赤玉渕16㎝皿  
φ16.5×2.2㎝（60入･磁）
690円

カ654-526 
赤14㎝深皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁）
570円

カ654-536 
赤10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁）
450円

カ654-546 
赤22㎝丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁）
870円

カ654-556 
赤反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（100入･磁）
590円

カ654-566 
赤反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁）
1,450円

カ654-576 
赤反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁）
1,350円

カ654-586 
赤反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁）
1,190円

カ654-266 
黒玉渕24㎝皿  
φ24×2.6㎝（40入･磁）
610円
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ロイヤルホワイト（中国）

キ655-016 
6吋メタ皿  
φ15.2×1.8㎝（72入･強）
600円

キ655-026 
7吋メタ皿  
φ18.4×1.8㎝（60入･強）
770円

キ655-036 
8吋メタ皿  
φ20.6×2.2㎝（36入･強）
980円

キ655-046 
9吋メタ皿  
φ23.4×2.7㎝（24入･強）
1,160円

キ655-056 
101/4吋メタ皿  
φ26.1×3㎝（24入･強）
1,780円

キ655-066 
12吋メタ皿  
φ30.8×3.3㎝（12入･強）
4,400円

キ655-076 14吋メタ皿  
φ35.5×3.5㎝（8入･強） 9,180円

キ655-086 16吋メタ皿  
φ41×4㎝（6入･強） 13,480円

キ655-096 
61/4吋リム皿  
φ16×1.8㎝（72入･強）
600円

キ655-106 
71/4吋リム皿  
φ18.3×1.9㎝（60入･強）
770円

キ655-116 
81/4吋リム皿  
φ21×2.2㎝（36入･強）
980円

キ655-126 
91/4吋リム皿  
φ23.4×2.3㎝（24入･強）
1,160円

キ655-136 101/4吋リム皿  
φ26×2.4㎝（24入･強） 1,780円

キ655-146 
12吋リム皿  
φ31.2×2.8㎝（12入･強）
3,950円

キ655-156 
8吋プラター  
φ21.1×14.8×1.8㎝（36入･強）
1,250円

キ655-166 
9吋プラター  
φ23.6×16.8×2㎝（24入･強）
1,630円

キ655-176 
10吋プラター  
φ25.7×18.9×2.4㎝（24入･強）
2,500円

キ655-186 
12吋プラター  
φ30.7×22×2.4㎝（18入･強）
3,800円

キ655-196 
14吋プラター  
φ35.2×25.4×2.8㎝（12入･強）
6,800円

キ655-206 
16吋プラター  
φ40.2×28.9×3.5㎝（10入･強）
9,480円

キ655-216 6吋スープ  
φ15.1×3.1㎝（72入･強） 630円

キ655-226 7吋スープ  
φ17.7×3.4㎝（48入･強） 770円

キ655-236 8吋スープ  
φ20.1×3.7㎝（36入･強） 980円

キ655-246 9吋スープ  
φ23.1×4㎝（24入･強） 1,160円

キ655-256 ポット  
950㏄（12入･強） 3,900円

キ655-266 湯呑  
φ7.6×6㎝（72入･強） 480円

キ655-276 5吋ライス丼  
φ13×6.9㎝（48入･強） 950円

キ655-286 71/4吋玉丼  
φ18.4×7㎝（24入･強） 1,950円

キ655-296 81/4吋玉丼  
φ20.6×7.5㎝（18入･強） 2,380円

キ655-306 91/4吋玉丼  
φ23.3×9.2㎝（12入･強） 3,500円

キ655-316 6吋ラーメン丼  
φ15.1×5.4㎝（48入･強） 980円

キ655-326 7吋ラーメン丼  
φ17.7×5.8㎝（36入･強） 1,280円

キ655-336 8吋ラーメン丼  
φ20.5×6.6㎝（24入･強） 1,730円

キ655-346 9吋ラーメン丼  
φ22.8×7.1㎝（18入･強） 1,950円

キ655-356 
33/4吋スープ碗  
φ9.4×4.9㎝（96入･強）
390円

キ655-366 
41/2吋スープ碗  
φ11.3×5.3㎝（48入･強）
570円

キ655-376 
33/4吋タレ皿  
φ9.5×2.2㎝（192入･強）
390円

キ655-386 
41/4吋深皿  
φ10.5×2.8㎝（144入･強）
530円

キ655-396 
43/4吋深皿  
φ12.5×3㎝（96入･強）
560円

キ655-406 
レンゲ  
13.3×4.6㎝（360入･強）
360円

キ655-416 
4吋ライス丼  
φ9.9×4.9㎝（60入･強）
570円

キ655-426 
41/2吋ライス丼  
φ11.6×5.7㎝（48入･強）
600円

キ655-436 スタック兼用碗  
φ8.5×5.8㎝（180㏄）（36入･強） 950円
キ655-446 受皿  
φ15×2㎝（72入･強） 530円

キ655-456 コーヒー碗  
φ7.7×5.6㎝（150㏄）（72入･強） 920円
キ655-466 コーヒー受皿  
φ13.4×2.2㎝（144入･強） 530円
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516

616

526

726

626
636

736

536
546

646

746

756
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566
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656
666
676

766
776

586
596

606

716

686
696
706

彩　華 

北京（磁器） 
ツ656-516 新型7.5高台丼  φ23×9㎝（20入･磁） ･･････････････2,100円
ツ656-526 新型7.0玉丼  φ21.4×8㎝（30入･磁） ･･･････････････2,300円
ツ656-536 新型切立6.5丼  φ19.5×7㎝（40入･磁） ････････････1,100円
ツ656-546 新型切立7.0丼  φ21.4×7.3㎝（30入･磁） ･･････････1,350円
ツ656-556 新型リム付7.0高台丼  φ21.3×8.3㎝（30入･磁） ･･･1,400円
ツ656-566 新型リム付8.0高台丼  φ24.5×8.7㎝（20入･磁） ･･･2,800円
ツ656-576 新型4.8ライス丼  φ14.9×6.1㎝（60入･磁） ････････････930円
ツ656-586 新型反6.5高台丼  φ20.3×8.2㎝（40入･磁）････････1,300円
ツ656-596 新型反7.0高台丼  21.5×8.4㎝（30入･磁） ･････････1,550円
ツ656-606 新型7.0丸高台皿  φ22×6.6㎝（30入･磁） ･････････1,500円
ツ656-616 3.6スープ碗  φ11.7×5.6㎝（80入･磁） ･････････････････650円
ツ656-626 新型8吋スープ  φ20.9×3.9㎝（60入･磁） ･･････････････940円
ツ656-636 新型9吋スープ  φ23×4.2㎝（50入･磁） ･････････････1,200円
ツ656-646 新型八角6.0シューマイ皿  19.2×4.3㎝（40入･磁） ･････1,150円
ツ656-656 新型8吋メタ皿  φ20.9×2.1㎝（60入･磁） ･･････････････900円
ツ656-666 新型9吋メタ皿  φ23.5×2.3㎝（50入･磁） ･･･････････1,200円
ツ656-676 新型10吋メタ皿  φ25.8×2.3㎝（40入･磁） ･･････････1,500円
ツ656-686 8吋メタ玉プラター  21×2.2㎝（60入･磁） ･･･････････1,350円
ツ656-696 9吋メタ玉プラター  23.6×2.3㎝（50入･磁） ･････････1,500円
ツ656-706 10吋メタ玉プラター  26.6×2.8㎝（40入･磁） ･･･････1,850円
ツ656-716 12吋メタ玉プラター  31.6×3.3㎝（30入･磁） ･･･････2,750円
ツ656-726 4.5取皿  φ14×3㎝（100入･磁） ････････････････････････650円
ツ656-736 新型厚口5.0皿  φ15×2.2㎝（100入･磁） ･･････････････620円
ツ656-746 新型厚口4.0皿  φ12.5×2.1㎝（120入･磁） ････････････490円
ツ656-756 新型厚口3.0皿  10×2.3㎝（160入･磁） ･･･････････････450円
ツ656-766 レンゲ  13.7×4.6×5㎝（200入･磁） ･････････････････････420円
ツ656-776 レンゲ台  8.9×5.2×1.9㎝（200入･磁） ･･････････････････470円

ミ656-176 
7.0丸高台皿  
φ20.5×5.5㎝（30入･強）
3,700円

ミ656-056 7.0玉丼  
φ21.3×7.8㎝（30入･強）
6,700円

ミ656-136 
9吋メタプラター  
23.5×16.7×2.5㎝（60入･強）
3,200円

ミ656-146 
10吋メタプラター  
26.2×19.0×2.5㎝（40入･強）
4,100円

ミ656-126 
8吋メタプラター  
21×14.8×2.2㎝（80入･強）
2,850円

ミ656-106 
12吋メタ丸皿  
φ31×3.5㎝（30入･強）
7,400円

ミ656-116 
14吋メタ丸皿  
φ35×4㎝（20入･強）
20,900円

ミ656-066 8.0玉丼  
φ24.3×9.2㎝（20入･強）
11,800円

ミ656-166 
8角6.0高台皿  
φ19.0×5.0㎝（40入･強）
2,950円

ミ656-076 
71/2吋メタ丸皿  
φ19.0×2.0㎝（80入･強）
1,650円

ミ656-086 
9吋メタ丸皿  
φ23.5×2.5㎝（50入･強）
2,200円

ミ656-096 
10吋メタ丸皿  
φ25.8×2.5㎝（40入･強）
3,450円

ミ656-156 
14吋メタプラター  
36.5×27×3.5㎝（20入･強）
11,800円

ミ656-036 5.0玉丼  
φ15.3×6.0㎝（60入･強）
3,800円

ミ656-046 6.0玉丼  
φ19.0×7.5㎝（40入･強）
4,850円

ミ656-186 
8.0丸高台皿  
φ24.0×7㎝（24入･強）
6,600円

ミ656-016 6.3反高台丼  
φ19.3×8.2㎝（40入･強）
3,350円

ミ656-026 6.8反高台丼  
φ20.7×8.5㎝（30入･強）
4,000円
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ミ657-516 5.0玉丼  φ15.8×6.3㎝（60入･磁） ･････････････ 1,950円
ミ657-526 6.5玉丼  φ19.8×7.1㎝（40入･磁） ･････････････ 2,800円
ミ657-536 7.0玉丼  φ21.6×8㎝（30入･磁） ･･･････････････ 3,850円
ミ657-546 8.0玉丼  φ24.8×9㎝（20入･磁） ･･･････････････ 6,500円
ミ657-556 7.0リム付丼  φ21.5×7.6㎝（30入･磁） ･････････ 2,150円
ミ657-566 8.0リム付丼  φ24.5×8.8㎝（20入･磁） ･････････ 4,600円
ミ657-576 6.3高台丼  φ19.2×7.7㎝（40入･磁） ･･････････ 1,900円
ミ657-586 6.5高台丼  φ20.2×8.1㎝（40入･磁） ･･････････ 2,000円
ミ657-596 6.8高台丼  φ21×8.4㎝（30入･磁） ････････････ 2,150円
ミ657-606 7.5高台丼  φ23.3×9㎝（24入･磁） ････････････ 3,450円
ミ657-616 切立6.3丼  φ19.7×7㎝（50入･磁） ････････････ 1,380円
ミ657-626 切立6.8丼  φ20.5×7.4㎝（40入･磁） ･･････････ 1,850円
ミ657-636 7.0丸高台皿  φ22×6.3㎝（30入･磁） ･････････ 2,100円
ミ657-646 8.0丸高台皿  φ24.7×6.7㎝（20入･磁） ････････ 4,350円
ミ657-656 8吋スープ  φ21×4.2㎝（60入･磁） ･････････････ 1,150円
ミ657-666 9吋スープ  φ23.6×4.2㎝（50入･磁） ･･･････････ 1,300円
ミ657-676 ガラ入  9.5×10㎝（40入･磁） ･･･････････････････ 2,650円
ミ657-686 71/2吋メタ皿  φ19.1㎝（80入･磁） ･･･････････ 1,250円
ミ657-696 8吋メタ皿  φ21.2㎝（60入･磁） ････････････････ 1,300円
ミ657-706 9吋メタ皿  φ23.5㎝（50入･磁） ････････････････ 1,550円
ミ657-716 10吋メタ皿  φ26.5㎝（40入･磁） ･･････････････ 2,250円
ミ657-726 12吋メタ皿  φ31.6㎝（20入･磁） ･･････････････ 5,600円
ミ657-736 14吋メタ皿  φ36㎝（10入･磁） ･･････････････ 13,500円
ミ657-746 51/2吋フルーツ皿  φ13.8×3.2㎝（150入･磁） ･･･830円
ミ657-756 3.6スープ碗  φ11.7×5.3㎝（120入･磁）･･･････････900円
ミ657-766 4.8ライス丼  φ15.2×6.2㎝（60入･磁） ･････････ 1,280円
ミ657-776 8角シューマイ皿  φ18.7×4.7㎝（45入･磁） ･････ 1,500円
ミ657-786 カスター辣油  35×8.5㎝（（10×12）120入･磁） ･･ 1,950円
ミ657-796 カスター醤油  3.5×8.5㎝（（10×12）120入･磁） ･ 1,950円
ミ657-806 カスター酢  3.5×8.5㎝（（10×12）120入･磁） ････ 1,950円
ミ657-816 レンゲ  13.7×4.7㎝（300入･磁） ･･･････････････････500円
ミ657-826 レンゲ台  9×5.5㎝（200入･磁） ･･･････････････････550円
ミ657-836 3.0皿  φ9.8×2㎝（300入･磁）･････････････････････500円
ミ657-846 3.5皿  φ11.3×2㎝（200入･磁） ･･･････････････････580円
ミ657-856 4.0皿  φ13×2.3㎝（150入･磁） ･･･････････････････880円
ミ657-866 8吋メタプラター  21×15㎝（60入･磁） ･････････ 1,650円
ミ657-876 9吋メタプラター  23.5×16.8㎝（50入･磁） ･････ 1,880円
ミ657-886 10吋メタプラター  26.4×18.9㎝（40入･磁） ････ 2,380円
ミ657-896 12吋メタプラター  31.8×23.2㎝（20入･磁） ････ 3,750円
ミ657-906 14吋メタプラター  36×26㎝（15入･磁） ･･･････ 7,600円

ホ657-016 8.5吋メタ丸皿  φ21.2×2.7㎝（30入･磁） 1,400円
ホ657-026 7.5吋メタ丸皿  φ19.5×2.3㎝（60入･磁） 1,300円
ホ657-036 6.5吋メタ丸皿  φ17×2㎝（80入･磁） 1,100円 ホ657-046 6.8高台丼  

φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,950円
ホ657-056 6.5高台丼  
φ20×8.5㎝（36入･磁） 1,750円

ホ657-066 5.0高台丼  
φ15.7×6.5㎝（50入･磁） 1,300円

ホ657-076 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（28入･磁） 3,200円

ホ657-086 6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（30入･磁） 2,350円

ホ657-096 5.0玉丼  
φ15.7×6.5㎝（40入･磁） 1,650円

ホ657-106 6.8切立丼  
φ20.3×7.6㎝（40入･磁） 1,650円

ホ657-156 
4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（80入･磁）
880円

ホ657-166 
3.5深口丼  
φ10.5×5.8㎝（60入･磁）
980円

ホ657-176 
3.8深口丼  
φ11.4×6.4㎝（50入･磁）
1,100円

ホ657-116 
3.0皿  
φ10×1.5㎝（160入･磁）
670円

ホ657-126 
4.0皿  
φ13×2.3㎝（120入･磁）
800円

ホ657-136 
3.2深皿  
φ10×2.7㎝（160入･磁）
670円

ホ657-146 
4.0取皿  
φ12.5×2.5㎝（100入･磁）
820円
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紅華祥

ト658-016 切立6.5丼  
φ20.5×7.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,800円
ト658-026 7.0リム高台丼  
φ21.4×7.5㎝（30入･磁） ･･･････････2,130円
ト658-036 6.5高台丼  
φ20.2×8.5㎝（40入･磁） ･･･････････2,050円
ト658-046 6.8高台丼  
φ21×8.8㎝（40入･磁） ･････････････2,100円
ト658-056 7.0丸高台皿  
φ22×6.5㎝（50入･磁） ･････････････2,100円
ト658-066 4.8ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） ･････････････1,350円
ト658-076 八角シューマイ  
18.5×4.5㎝（50入･磁） ････････････1,800円
ト658-086 8吋丸皿  
φ21㎝（40入･磁） ･････････････････1,400円
ト658-096 9吋丸皿  
φ23.5㎝（30入･磁） ･･･････････････1,600円
ト658-106 10吋丸皿  
φ26.5㎝（30入･磁） ･･･････････････2,300円
ト658-116 4.5取皿  
φ14.2×3㎝（80入･磁） ･････････････1,050円
ト658-126 3.6スープ碗  
φ11.7×6㎝（80入･磁） ･････････････1,050円
ト658-136 3.0皿  
φ10㎝（120入･磁） ･･･････････････････760円
ト658-146 4.0皿  
φ12.9㎝（100入･磁） ･････････････････980円
ト658-156 8吋プラター  
21.5×15.3㎝（60入･磁） ･･･････････2,100円
ト658-166 9吋プラター  
24×17.2㎝（40入･磁） ･････････････2,300円
ト658-176 10吋プラター  
26.2×18.8㎝（30入･磁） ･･･････････2,750円

ト658-516 9.0皿  
φ27.4×3.8㎝（30入･磁） 5,800円

ト658-526 8.0皿  
φ24.6×3.6㎝（40入･磁） 4,700円

ト658-536 7.0皿  
φ21.2×3.2㎝（50入･磁） 2,950円

ト658-546 6.3高台丼  
φ19.3×7.9㎝（40入･磁） 2,400円
ト658-556 6.5高台丼  
φ20.3×8.7㎝（40入･磁） 2,500円
ト658-566 6.8高台丼  
φ21.2×8.6㎝（30入･磁） 2,530円

ト658-616 ライス丼  
φ14.9×6.3㎝（60入･磁） 1,700円

ト658-626 3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（80入･磁） 1,400円

ト658-636 4.5取皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁） 1,300円

ト658-646 4.0皿  
φ13.3×2.5㎝（80入･磁） 1,100円

ト658-656 3.0皿  
φ10×2㎝（100入･磁） 920円

ト658-576 6.5玉丼  
φ19.8×7.7㎝（40入･磁） 3,200円

ト658-586 7.0玉丼  
φ22.2×8㎝（30入･磁） 4,100円

ト658-596 7.0高台皿  
φ22.2×6.5㎝（40入･磁） 2,530円

ト658-606 八角皿  
18.7×4.8㎝（50入･磁） 1,900円

ト658-666 レンゲ  
14.2㎝（150入･磁） 500円
ト658-676 レンゲ台  
9㎝（150入･磁） 550円
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八海
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謙信

ミ659-016 リップル8.5鉢  
φ26.3×7㎝（30入･磁） 3,600円

ミ659-026 リム尺丼  
φ31×8.8㎝（10入･磁） 9,200円

ミ659-036 7.0ボール  
φ22.1×7.8㎝（24入･磁） 3,950円

ミ659-046 6.8ラーメン丼  
φ21×8.5㎝（30入･磁） 3,100円

ミ659-056 8.0ラーメン丼  
φ24.3×8.5㎝（24入･磁） 4,700円

ミ659-066 4.0丼  
φ12.4×7.2㎝（60入･磁） 1,200円

ミ659-076 飯丼  
φ14.2×6㎝（60入･磁） 1,150円

ミ659-416 玉渕7.0丼  
φ21.5×8㎝（30入･磁） 3,600円

ミ659-426 玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,600円

ミ659-436 高台7.5丼  
φ23×9.3㎝（24入･磁） 3,450円

ミ659-446 高台6.8丼  
φ21.2×8.7㎝（30入･磁） 2,400円

ミ659-456 高台6.5丼  
φ20.2×8.7㎝（40入･磁） 1,950円

ミ659-466 ライス丼  
φ15×6.3㎝（60入･磁） 1,200円

ミ659-476 スープ碗  
φ11.6×5.8㎝（150入･磁） 920円

ミ659-616 玉渕7.0丼  
φ21.5×8.2㎝（30入･磁） 3,100円

ミ659-626 玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,250円

ミ659-636 高台7.5丼  
φ23×9.3㎝（24入･磁） 3,000円

ミ659-646 高台6.8丼  
φ21.2×8.7㎝（30入･磁） 2,000円

ミ659-656 高台6.5丼  
φ20.2×8.7㎝（40入･磁） 1,650円

ミ659-666 ライス丼  
φ15×6.3㎝（60入･磁） 1,000円

ミ659-676 スープ碗  
φ11.6×5.8㎝（150入･磁） 760円

ミ659-216 リップル8.5鉢  
φ26.3×7㎝（30入･磁） 3,600円

ミ659-226 リム尺丼  
φ31×8.8㎝（10入･磁） 9,200円

ミ659-236 7.0ボール  
φ22.1×7.8㎝（24入･磁） 3,950円

ミ659-246 6.8ラーメン丼  
φ21×8.5㎝（30入･磁） 3,100円

ミ659-256 8.0ラーメン丼  
φ24.3×8.5㎝（24入･磁） 4,750円

ミ659-266 4.0丼  
φ12.4×7.2㎝（60入･磁） 1,250円

ミ659-276 飯丼  
φ14.2×6㎝（60入･磁） 1,150円
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ア660-106 玉渕9吋プラター  
23×17㎝（50入･磁） ･･･････････････1,950円
ア660-116 玉渕10吋プラター  
25.5×19㎝（40入･磁） ･････････････2,450円
ア660-126 玉渕12吋プラター  
31.6×23㎝（30入･磁） ･････････････3,800円
ア660-136 玉渕9吋丸メタ皿  
φ23.2㎝（50入･磁） ･･･････････････1,500円
ア660-146 玉渕8吋ニク  
φ21㎝（60入･磁） ･････････････････1,100円
ア660-156 玉渕9吋ニク  
φ23㎝（50入･磁） ･････････････････1,450円
ア660-166 八角高台皿  
19.3×4.5㎝（50入･磁） ････････････1,500円
ア660-176 スープ碗  
φ11.5×6㎝（100入･磁） ･･････････････850円
ア660-186 玉渕3.0皿  
φ10.2×㎝（200入･磁） ････････････････720円

ア660-016 反高台6.3丼  
φ19×7.7㎝（50入･磁） ･････････････1,700円
ア660-026 反高台6.5丼  
φ20.1×8.3㎝（40入･磁） ･･･････････1,800円
ア660-036 反高台6.8丼  
φ21.2×8.5㎝（40入･磁） ･･･････････2,150円
ア660-046 切立6.3丼  
φ19.7×6.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,400円
ア660-056 切立6.8丼  
φ20.5×7.5㎝（40入･磁） ･･･････････1,700円
ア660-066 丸高台7.0皿  
φ22.2×6㎝（30入･磁） ･････････････1,900円
ア660-076 玉渕8吋スープ  
φ20.7㎝（60入･磁） ･･･････････････1,100円
ア660-086 玉渕9吋スープ  
φ23㎝（50入･磁） ･････････････････1,450円
ア660-096 玉渕8吋プラター  
20.5×15㎝（60入･磁） ･････････････1,650円

ホ660-516 
6.5玉丼  
φ19.8×7.4㎝（30入･磁） 
2,500円

ホ660-526 
7.0玉丼  
φ21.5×7.8㎝（24入･磁） 
3,500円

ホ660-536 
8.0玉丼  
φ25×9.3㎝（18入･磁） 
5,500円

ホ660-546 
6.5反高台丼  
φ20×8.5㎝（36入･磁） 
1,880円

ホ660-556 
6.8反高台丼  
φ21×8.4㎝（30入･磁） 
2,100円

ホ660-566 
6.8切立丼  
φ20.5×7.5㎝（36入･磁） 
1,930円

ホ660-576 
ライス丼  
φ14.8×6.4㎝（60入･磁） 
1,300円

ホ660-586 
スープ碗  
φ11.8×5.3㎝（80入･磁） 
640円

ホ660-596 
7.0高台皿  
φ21.8×6.4㎝（40入･磁） 
2,100円

ホ660-606 
八角皿  
18.4×19×4.8㎝（40入･磁） 
1,480円 ホ660-616 

8吋メタプラター  
21×15.2㎝（60入･磁） 
1,400円

ホ660-626 
9吋メタプラター  
23.6×16.8㎝（40入･磁） 
1,600円

ホ660-636 4.0皿  
φ13㎝（100入･磁） 780円

ホ660-646 71/2吋丸皿  
φ19㎝（60入･磁） 830円

ホ660-656 8吋丸皿  
φ21㎝（46入･磁） 900円

ホ660-666 9吋丸皿  
φ23.7㎝（36入･磁） 1,200円

ホ660-676 10吋丸皿  
φ26㎝（30入･磁） 1,700円

ホ660-686 12吋丸皿  
φ31.5㎝（20入･磁） 4,450円

ホ660-696 4.5取皿  
φ14×3㎝（80入･磁） 720円

ホ660-706 レンゲ  
13.8㎝（160入･磁） 360円

ホ660-716 6.3切立丼  
φ19.6×6.8㎝（40入･磁） 1,590円
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オ661-016 7.0玉丼  φ21.5×7.6㎝（磁） ･･････････3,720円
オ661-026 6.5玉丼  φ19.7×7.2㎝（磁） ･･････････2,570円
オ661-036 反高台6.8丼  φ21×8.4㎝（磁） ･･････1,950円
オ661-046 反高台6.5丼  φ20×8.3㎝（磁） ･･････1,750円
オ661-056 切立6.8丼  φ20.7×7.5㎝（磁） ･･･････1,650円
オ661-066 切立6.3丼  φ19.5×7㎝（磁） ･････････1,160円
オ661-076 4.8ライス丼  φ15×6㎝（磁） ･･････････1,080円
オ661-086 7.0丸高台皿  φ22×6.3㎝（磁） ･･････2,000円
オ661-096 リム7.0丼  φ21.6×7.5㎝（磁） ････････1,950円
オ661-106 八角シューマイ  18.7×4.5㎝（磁） ･････1,360円
オ661-116 3.6スープ碗  φ12×5.5㎝（磁） ･･････････830円
オ661-126 3.2深皿  φ10.5×2.3㎝（磁） ･････････････620円
オ661-136 4.0深皿  φ13.1×2.9㎝（磁） ･････････････680円
オ661-146 レンゲ  13.7×4.6㎝（磁） ･････････････････600円
オ661-156 レンゲ台  9.4×5.6㎝（磁） ････････････････740円
オ661-166 8吋メタプラター  21×2㎝（磁） ･･･････1,650円
オ661-176 9吋メタプラター  23.4×2.4㎝（磁） ･･･1,900円
オ661-186 10吋メタプラター  26×24㎝（磁） ････2,400円
オ661-196 12吋メタプラター  30.8×3㎝（磁） ･･･4,200円
オ661-206 14吋メタプラター  36×3㎝（磁） ･････8,000円
オ661-216 10吋メタミート  φ26×2.5㎝（磁） ･････2,050円
オ661-226 12吋メタミート  φ31×3.3㎝（磁） ･････5,200円
オ661-236 8吋スープ  21×4㎝（磁） ･････････････1,050円
オ661-246 9吋スープ  23.5×4.5㎝（磁） ･････････1,250円

オ661-516 反高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（磁） ･･････････････････2,150円
オ661-526 反高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（磁） ･･････････････････2,350円
オ661-536 切立6.3丼  
φ19.7×6.8㎝（磁） ････････････････1,600円
オ661-546 切立6.8丼  
φ20.3×7.6㎝（磁） ････････････････2,050円
オ661-556 リム7.0丼  
φ21.3×7.5㎝（磁） ････････････････2,450円
オ661-566 6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（磁） ･･････････････････3,100円
オ661-576 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（磁） ･･････････････････4,500円
オ661-586 6.0八角シューマイ  
19×4.6㎝（磁） ････････････････････1,700円
オ661-596 7.0丸高台皿  
φ22×6㎝（磁） ････････････････････2,320円
オ661-606 8吋スープ  
φ21.6×3.8㎝（磁） ････････････････1,150円
オ661-616 9吋スープ  
φ24×4.6㎝（磁） ･･････････････････1,300円
オ661-626 8吋ミート  
φ21×2.4㎝（磁） ･･････････････････1,150円
オ661-636 9吋ミート  
φ24×2.6㎝（磁） ･･････････････････1,300円
オ661-646 3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） ････････････････1,000円
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ミ662-026 白高台6.8丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,700円
ミ662-036 白玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） ･････････････2,250円
ミ662-046 白玉渕7.0丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） ･････････････3,150円
ミ662-056 白けずり6.8丼  
φ21×8.5㎝（30入･磁） ･････････････2,000円
ミ662-066 白3.8深口丼  
φ11.4×6.4㎝（60入･磁） ･･････････････740円
ミ662-076 白リップル7.5皿  
φ23×4.4㎝（40入･磁） ･････････････1,300円
ミ662-086 白スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） ･････････････630円
ミ662-096 黒高台7.5丼  
φ23×9.2㎝（24入･磁） ･････････････2,550円
ミ662-106 黒高台6.8丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,700円
ミ662-116 黒玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） ･････････････2,250円
ミ662-126 黒玉渕7.0丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） ･････････････3,150円
ミ662-136 黒けずり6.8丼  
φ21×8.5㎝（30入･磁） ･････････････2,000円
ミ662-146 黒3.8深口丼  
φ11.4×6.4㎝（60入･磁） ･･････････････740円
ミ662-156 黒リップル7.5皿  
φ23×4.4㎝（40入･磁） ･････････････1,300円
ミ662-166 黒スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） ･････････････630円

ミ662-016 白高台7.5丼  
φ23×9.2㎝（24入･磁） ･････････････2,550円

ア662-516 6.5玉丼  
φ19.7×7.5㎝（30入･磁） ･･･････････2,700円
ア662-526 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（20入･磁） ･････････････3,800円
ア662-536 5.0玉丼  
φ15.5×6㎝（40入･磁） ･････････････2,200円
ア662-546 6.5反高台丼  
φ20.2×8.4㎝（40入･磁） ･･･････････1,900円
ア662-556 7.0反高台丼  
φ21.7×8.8㎝（40入･磁） ･･･････････2,500円
ア662-566 玉渕9吋スープ  
φ23.5×4.3㎝（30入･磁） ･･･････････2,000円
ア662-576 丸7.0高台皿  
φ21.2×5.5㎝（40入･磁） ･･･････････2,200円
ア662-586 4.8ライス丼  
φ15×6.3㎝（80入･磁） ･････････････1,200円
ア662-596 八角6.5高台皿  
18.5×4.7㎝（60入･磁） ････････････2,400円
ア662-606 3.6スープ碗  
φ12×5.2㎝（100入･磁） ･･････････････950円
ア662-616 3.2深皿  
φ10×2.5㎝（200入･磁） ･･････････････750円
ア662-626 丸7.0皿  
φ21.7×3.2㎝（30入･磁） ･･･････････1,800円
ア662-636 丸9.0皿  
φ27.7×3.5㎝（20入･磁） ･･･････････5,000円
ア662-646 丸10.0皿  
φ31.5×4㎝（10入･磁） ･････････････9,000円
ア662-656 丸11.0皿  
φ34×4.3㎝（10入･磁） ･･･････････14,500円
ア662-666 9吋プラター  
24×17×2.3㎝（30入･磁） ･･････････2,500円
ア662-676 4.0深皿  
12.8×3.2㎝（120入･磁） ･･････････････900円
ア662-686 5.5吋取皿  
φ14×3㎝（100入･磁） ････････････････950円
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ツ663-516 6.5玉丼  
φ20.3×8㎝（40入･磁） ･････････････2,250円
ツ663-526 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） ･････････････3,600円
ツ663-536 7.0丸高台皿  
φ21.2×6.3㎝（30入･磁） ･･･････････2,200円
ツ663-546 リム付6.5反丼  
φ19.6×7.8㎝（40入･磁） ･･･････････1,950円
ツ663-556 リム付7.0反丼  
φ21×8㎝（30入･磁） ･･････････････2,250円
ツ663-566 ライス丼  
φ15.6×7㎝（60入･磁） ･････････････1,550円
ツ663-576 8吋プラター  
20.5×14.8㎝（60入･磁） ･･･････････1,350円
ツ663-586 9吋プラター  
23.6×17㎝（50入･磁） ･････････････1,650円
ツ663-596 10吋プラター  
26.2×19㎝（40入･磁） ･････････････2,700円
ツ663-606 4.0スープ碗  
φ12.3×6㎝（80入･磁） ･････････････1,150円
ツ663-616 3.6スープ碗  
φ11×5.5㎝（100入･磁） ･･････････････880円
ツ663-626 玉割  
φ11.4×4.2㎝（80入･磁） ･･････････････880円
ツ663-636 6.0八角皿  
19×4.8㎝（40入･磁） ･･････････････2,150円
ツ663-646 3.0皿  
φ9.5㎝（200入･磁） ･･････････････････620円
ツ663-656 3.5皿  
φ11.6㎝（160入･磁） ･････････････････670円
ツ663-666 4.5皿  
φ14.6㎝（100入･磁） ･････････････････810円
ツ663-676 5.0皿  
φ16.4㎝（80入･磁） ･･･････････････1,100円
ツ663-686 6.0皿  
φ18.6㎝（60入･磁） ･･･････････････1,500円
ツ663-696 7.0皿  
φ21.8㎝（50入･磁） ･･･････････････1,850円
ツ663-706 8.0皿  
φ24.8㎝（40入･磁） ･･･････････････3,850円
ツ663-716 反煎茶  
φ9.2×5.5㎝（100入･磁） ･･････････････740円
ツ663-726 4.0深皿  
φ12.3×3.2㎝（80入･磁） ･･････････････790円
ツ663-736 9吋仕切プラター  
24×16.5㎝（40入･磁） ･････････････1,750円
ツ663-746 二ツ切薬味皿  
7.8×15.5㎝（80入･磁） ････････････1,350円

ミ663-016 6.3反丼  
φ19×6.8㎝（50入･磁） 1,300円
ミ663-026 6.5反丼  
φ19.5×7.2㎝（40入･磁） 1,450円
ミ663-036 7.0反丼  
φ21.5×8㎝（30入･磁） 2,200円

ミ663-046 6.5腰張丼  
φ19.5×7㎝（30入･磁） 2,250円
ミ663-056 7.0腰張丼  
φ22×8.4㎝（24入･磁） 4,100円
ミ663-066 8.0腰張丼  
φ24.5×10㎝（20入･磁） 5,700円

ミ663-076 7.0高台皿  
φ22.9×6.7㎝（30入･磁） 1,950円
ミ663-086 8.0高台皿  
φ24.5×7.2㎝（24入･磁） 3,150円

ミ663-096 
8.8高台皿  
φ26.5×8.4㎝（20入･磁）
6,350円

ミ663-106 
8.0浅丼  
φ24.5×7.5㎝（30入･磁）
3,400円

ミ663-286 
骨入れ  
φ9.5×11.3㎝（40入･磁）
1,950円

ミ663-136 
3.0皿  
φ9.5㎝（300入･磁）
580円

ミ663-146 
3.8皿  
φ11.5㎝（150入･磁）
630円

ミ663-156 
7.0皿  
φ21.5㎝（40入･磁）
1,700円

ミ663-166 
8.0皿  
φ25㎝（30入･磁）
2,800円

ミ663-176 
9.0皿  
φ28㎝（20入･磁）
3,850円

ミ663-186 
尺皿  
φ31㎝（15入･磁）
7,200円

ミ663-196 
尺一皿  
φ33.7㎝（10入･磁）
10,100円

ミ663-206 
尺三皿  
φ40㎝（6入･磁）
22,000円

ミ663-126 
9吋プラター  
φ23.5×17.2㎝（50入･磁）
1,700円

ミ663-236 
3.4汁碗  
φ10.8×5㎝（120入･磁）
680円

ミ663-246 
3.6汁碗  
φ11.5×6.2㎝（120入･磁）
820円

ミ663-256 
ライス丼  
φ15.5×7㎝（60入･磁）
1,350円

ミ663-266 
3.8スープ碗  
φ11.5×4.2㎝（120入･磁）
720円

ミ663-276 
反煎茶  
φ9×5.4㎝（120入･磁）
630円

ミ663-116 
八角6.0シューマイ  
φ19×4㎝（45入･磁）
1,450円

ミ663-216 
4.0深皿  
φ12×2.8㎝（150入･磁）
720円

ミ663-226 
4.5深皿  
φ13.8㎝（120入･磁）
820円

中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

中華・アジアンオープン 663



赤壁
※キズがつきにくい商品です。

釉彩若草

釉彩ピンク

ミ664-016 玉高台7.0丼  
φ22×8.9㎝（30入･磁）
1,180円

ミ664-026 反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁）
1,100円

ミ664-036 反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁）
1,020円

ミ664-046 反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁）
890円

ミ664-056 7.0受皿 黒御影  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁）
490円

ミ664-066 7.0丸高台皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁） 1,080円

ミ664-076 8.0深皿  
φ24.5×5.1㎝（30入･磁） 860円 ミ664-116 

反4.8碗  
φ15×7.2㎝（60入･磁）
690円

ミ664-126 
反4.2碗  
φ13.3×6.5㎝（80入･磁）
570円

ミ664-136 
反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（120入･磁）
460円

ミ664-146 
玉3.8丼  
φ11.5×4.5㎝（80入･磁）
510円

ミ664-156 
4.0皿  
φ12.7×2.2㎝（120入･磁）
370円

ミ664-166 
5.0皿  
φ14.9×2.3㎝（100入･磁）
410円

ミ664-176 
5.5皿  
φ16.5×2.2㎝（80入･磁）
450円

ミ664-186 
6.0皿  
φ19×2.4㎝（60入･磁）
510円

ミ664-196 
7.0皿  
φ21×2.4㎝（60入･磁）
510円

ミ664-206 
8.0皿  
φ24×2.6㎝（30入･磁）
760円

ミ664-216 
8.5皿  
φ26×2.8㎝（30入･磁）
1,180円

ミ664-086 4.5深皿  
φ14.2×3.1㎝（100入･磁）
410円

ミ664-096 4.2深皿  
φ13.1×2.9㎝（120入･磁） 400円

ミ664-106 3.2深皿  
φ10×2.5㎝（150入･磁） 370円

ミ664-226 
9.0皿  
φ28×3.4㎝（20入･磁）
1,360円

ミ664-516 高台7.5丼  
φ23×9.2㎝（24入･磁） 2,800円

ミ664-526 高台6.8丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,750円

ミ664-536 高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（40入･磁） 1,480円

ミ664-546 玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,150円
ミ664-556 玉渕7.0丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） 3,300円

ミ664-566 けずり石目6.8丼  
φ21.2×8.4㎝（30入･磁） 2,150円

ミ664-576 
4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） 650円

ミ664-586 
5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） 980円

ミ664-596 
石目4.0丼  
φ12.5×7.2㎝（60入･磁） 720円

ミ664-606 丸3.0皿  
φ10×1.5㎝（300入･磁） 460円

ミ664-616 丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（200入･磁） 500円

ミ664-626 
玉渕4.8取り皿  
φ14×2.9㎝（150入･磁） 600円

ミ664-816 高台7.5丼  
φ23×9.2㎝（24入･磁） 2,800円

ミ664-826 高台6.8丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,750円

ミ664-836 高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（40入･磁） 1,480円

ミ664-846 玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,150円
ミ664-856 玉渕7.0丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） 3,300円

ミ664-866 けずり石目6.8丼  
φ21.2×8.4㎝（30入･磁） 2,150円

ミ664-876 
4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） 650円

ミ664-886 
5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） 980円

ミ664-896 
石目4.0丼  
φ12.5×7.2㎝（60入･磁） 720円

ミ664-906 
丸3.0皿  
φ10×1.5㎝（300入･磁） 460円

ミ664-916 
丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（200入･磁） 500円

ミ664-926 
玉渕4.8取り皿  
φ14×2.9㎝（150入･磁） 600円
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新古代波

ルリ白竜 
ホ665-516 ミニ玉丼  
φ17.8×7.3㎝（50入･磁） ･･･････････1,980円
ホ665-526 6.5玉丼  
φ19.8×7.8㎝（34入･磁） ･･･････････2,850円
ホ665-536 7.5玉丼  
φ22×8.5㎝（26入･磁） ･････････････4,350円
ホ665-546 8.0玉丼  
φ24.5×11㎝（18入･磁） ･･･････････5,700円
ホ665-556 ミニ反高台丼  
φ17.2×7.3㎝（50入･磁） ･･･････････1,680円
ホ665-566 6.5反高台丼  
φ20.3×8.5㎝（36入･磁） ･･･････････2,150円
ホ665-576 7.0反高台丼  
φ21.7×8.5㎝（30入･磁） ･･･････････2,350円
ホ665-586 7.5反高台丼  
φ23.5×8.8㎝（26入･磁） ･･･････････3,400円
ホ665-596 6.8切立丼  
φ20.5×7.7㎝（36入･磁） ･･･････････2,150円
ホ665-606 7.5冷麺深皿  
φ22×4.2㎝（40入･磁） ･････････････2,280円
ホ665-616 八角シューマイ皿  
19×4.5㎝（40入･磁） ･･････････････1,950円
ホ665-626 7.0高台皿  
φ21×6㎝（40入･磁） ･･････････････2,280円
ホ665-636 8吋メタプラター  
21×15㎝（50入･磁） ･･･････････････1,680円
ホ665-646 9吋メタプラター  
24×17㎝（40入･磁） ･･･････････････1,900円
ホ665-656 10吋メタプラター  
26×18.5㎝（30入･磁） ･････････････2,200円
ホ665-666 9.5吋仕切皿  
24×17㎝（40入･磁） ･･･････････････2,000円
ホ665-676 3.0丸皿  
φ9.8㎝（160入･磁） ･･････････････････470円
ホ665-686 4.0丸皿  
φ12.8㎝（120入･磁） ･････････････････550円
ホ665-696 5.5吋深皿  
φ14.2×3.4㎝（100入･磁） ･･････････1,180円
ホ665-706 8.5吋丸皿  
φ22.2㎝（36入･磁） ･･･････････････1,950円
ホ665-716 9吋丸皿  
φ23.7㎝（32入･磁） ･･･････････････2,200円
ホ665-726 10吋丸皿  
φ26㎝（28入･磁） ･････････････････2,500円
ホ665-736 汁碗  
φ11.5×6㎝（80入･磁） ･････････････1,150円
ホ665-746 ライス丼  
φ14.8×6.2㎝（60入･磁） ･･･････････1,380円
ホ665-756 レンゲのみ  
14㎝（160入･磁） ････････････････････650円
ホ665-766 レンゲ台のみ  
9.5×5.5㎝（200入･磁） ･･･････････････700円

ホ665-016 
11吋メタ丸皿  
φ27.5×3㎝（20入･磁）
1,700円

ホ665-026 
91/2吋メタ丸皿  
φ24×2.9㎝（30入･磁）
1,100円

ホ665-036 
81/2吋メタ丸皿  
φ21.2×2.7㎝（40入･磁）
800円

ホ665-046 
71/2吋メタ丸皿  
φ19.5×2.3㎝（60入･磁）
730円

ホ665-056 
61/2吋メタ丸皿  
φ17×2㎝（70入･磁）
630円

ホ665-066 
6吋メタ丸皿  
φ15.5×1.8㎝（80入･磁）
580円 ホ665-106 5.5深口丼  

φ17×8.7㎝（30入･磁） 1,400円
ホ665-116 5.0深口丼  
φ15.6×8㎝（40入･磁） 1,180円

ホ665-156 7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（40入･磁） 1,500円

ホ665-166 4.8取皿  
φ14×2.9㎝（100入･磁） 580円

ホ665-076 
丸4.0皿  
φ13×2.3㎝（100入･磁）
530円

ホ665-086 
丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（140入･磁）
450円

ホ665-096 
丸3.0皿  
φ10×1.5㎝（160入･磁）
430円

ホ665-126 7.5高台丼  
φ23×9.2㎝（26入･磁） 2,600円

ホ665-136 6.8高台丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,580円

ホ665-146 6.3高台丼  
φ19×7.7㎝（40入･磁） 1,300円

ホ665-176 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（26入･磁） 2,700円

ホ665-186 6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（30入･磁） 2,000円

ホ665-196 
5.0玉丼  
φ15.7×6.5㎝（40入･磁）
1,300円

ホ665-206 
5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁）
880円

ホ665-216 
4.5ライス丼  
φ13.5×6㎝（80入･磁）
780円

ホ665-226 
スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（80入･磁）
630円

ホ665-236 
飯器  
φ13.2×8.2㎝（60入･磁）
880円
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黒結晶 

タ666-016 六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（10入･磁） ･････････････2,380円
タ666-026 六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（20入･磁） ･･･････････1,850円
タ666-036 八角7.0丼  
φ22×11.4㎝（20入･磁） ･･･････････2,300円
タ666-046 八角6.3丼  
φ19×9.7㎝（20入･磁） ･････････････1,650円
タ666-056 八角4.8飯碗  
φ14.6×7.5㎝（40入･磁） ･･････････････690円
タ666-066 六兵衛4.8飯碗  
φ15×7㎝（40入･磁） ･････････････････690円
タ666-076 鳴門7.0反丼  
φ21.5×9.5㎝（20入･磁） ･･･････････1,870円
タ666-086 鳴門6.5反丼  
φ20×8.9㎝（20入･磁） ･････････････1,650円
タ666-096 十角7.5皿  
23×3㎝（20入･磁） ････････････････1,030円
タ666-106 八角多用皿  
24.5×16×2.5㎝（20入･磁） ････････1,260円
タ666-116 六兵衛多用皿  
24.2×16×2.5㎝（20入･磁） ････････1,260円
タ666-126 3.0皿  
φ9.5×2.4㎝（100入･磁） ･･････････････370円
タ666-136 砂目型レンゲ  
18×5㎝（100入･磁） ･･････････････････640円

タ666-516 六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（10入･磁） ･････････････2,580円
タ666-526 六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（20入･磁） ･･･････････2,000円
タ666-536 八角7.0丼  
φ22×11.4㎝（20入･磁） ･･･････････2,450円
タ666-546 八角6.3丼  
φ19.5×9.7㎝（20入･磁） ･･･････････1,800円
タ666-556 八角4.8飯碗  
φ14.6×7.5㎝（40入･磁） ･･････････････800円
タ666-566 六兵衛4.8飯碗  
φ15×7㎝（40入･磁） ･････････････････800円
タ666-576 鳴門7.0反丼  
φ21.5×9.5㎝（20入･磁） ･･･････････2,000円
タ666-586 鳴門6.5反丼  
φ20×8.9㎝（20入･磁） ･････････････1,800円
タ666-596 十角7.5皿  
23×3㎝（20入･磁） ････････････････1,150円
タ666-606 八角多用皿  
24.5×16×2.8㎝（20入･磁） ････････1,380円
タ666-616 六兵衛多用皿  
24.2×16×2.5㎝（20入･磁） ････････1,380円
タ666-626 3.0皿  
φ9.5×2.4㎝（100入･磁） ･･････････････460円
タ666-636 砂目レンゲ  
18×5㎝（100入･磁） ･･････････････････680円
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オ667-606 白13㎝ライス丼  φ13.0×6.3㎝（磁） ････････････520円
オ667-616 白リムライス碗  φ14.9×6.4㎝（磁） ･････････････440円
オ667-626 白4.8丸ライス碗  φ14.9×6.4㎝（磁） ･･･････････500円
オ667-636 白9㎝ボール  φ9.1×3.9㎝（磁） ･････････････････320円
オ667-646 白12㎝ボール  φ11.2×4.6㎝（磁） ･･････････････350円
オ667-656 白14㎝ボール  φ14×5.6㎝（磁） ･･･････････････520円
オ667-666 白17㎝ボール  φ16.3×6.5㎝（磁） ･･････････････770円
オ667-676 白22㎝手付プラター  20.8×13×2.5㎝（磁） ････860円
オ667-686 白25㎝手付プラター  24×15×2.7㎝（磁） ･･･ 1,300円
オ667-696 白22㎝丸深皿  φ21.6×3.8㎝（磁） ･････････････440円
オ667-706 白24㎝丸深皿  φ24.0×4.6㎝（磁） ･････････････560円
オ667-716 白17㎝取皿  φ16.7×2.2㎝（磁） ･･･････････････310円
オ667-726 白19㎝丸皿  φ19.1×2.2㎝（磁） ･･･････････････360円
オ667-736 白25㎝丸皿  φ24.6×3.2㎝（磁） ･･･････････････560円
オ667-746 白27㎝丸皿  φ27.2×3.6㎝（磁） ･･･････････････860円
オ667-756 白31㎝丸皿  φ31.8×4.2㎝（磁） ････････････ 2,700円
オ667-766 白17㎝浅鉢  φ16.8×4.9㎝（磁） ･･･････････････360円
オ667-776 白13㎝深皿  φ12.7×2.2㎝（磁） ･･･････････････280円
オ667-786 白14㎝深皿  φ14.9×2.3㎝（磁） ･･･････････････290円
オ667-796 白10㎝タレ皿  φ9.9×2.7㎝（磁） ･･･････････････260円
オ667-806 塗り分け碗レンゲ  11.5×4.8㎝（磁） ････････････330円
オ667-816 塗り分け多用レンゲ  13.2×4.3㎝（磁） ･････････290円
オ667-826 塗り分け長レンゲ  19.2×5.2㎝（強） ････････････720円

オ667-516 白21㎝反高台7.0丼  φ21.4×8.6㎝（磁） ･･････770円
オ667-526 白20㎝反高台6.5丼  φ19×7.4㎝（磁） ････････650円
オ667-536 白21㎝リム高台7.0丼  φ21.2×8.3㎝（磁） ････800円
オ667-546 白20㎝リム高台6.5丼  φ19.5×8.0㎝（磁） ････740円
オ667-556 白16㎝5.0玉丼  φ16.0×6.4㎝（磁） ･･･････････550円
オ667-566 白20㎝6.5玉丼  φ19.7×7.6㎝（磁） ･･･････････650円
オ667-576 白23㎝7.0玉丼  φ23.2×7.3㎝（磁） ････････ 1,540円
オ667-586 白反3.6汁碗  φ11.9×5.8㎝（磁） ･･･････････････310円
オ667-596 白12㎝ライス丼  φ11.7×5.9㎝（磁） ････････････340円

ハ667-016 26㎝丸皿  
φ26×3.2㎝（30入･磁） 2,100円

ハ667-026 23㎝丸皿  
φ23.2×3㎝（40入･磁） 1,600円

ハ667-036 19.5㎝丸皿  
φ19.8×2.8㎝（60入･磁） 1,100円

ハ667-066 
15.5㎝丸皿  
φ15.5×2.5㎝（80入･磁） 
850円

ハ667-106 
13㎝深皿  
φ13×3㎝（100入･磁） 
750円

ハ667-116 
タレ皿  
φ10×2.6㎝（200入･磁） 
680円

ハ667-096 
10㎝ボール  
φ10.2×4㎝（90入･磁） 
800円

ハ667-046 
13.5㎝ボール  
φ13.6×5.4㎝（80入･磁） 
900円

ハ667-056 
20㎝ボール  
φ20×6.9㎝（50入･磁） 
1,700円

ハ667-126 
タレ入れ付お好み取皿  
22.6×8.6×2.1㎝（30入･磁） 
1,700円

ハ667-076 
飯丼小  
φ12.3×6.5㎝（60入･磁） 
900円

ハ667-086 
飯丼大  
φ17.7×8.9㎝（40入･磁） 
1,900円

ハ667-136 
15.5㎝丸皿（青）  
φ15.5×2.5㎝（80入･磁） 
850円

ハ667-176 
13㎝深皿（青）  
φ13×3㎝（100入･磁） 
750円

ハ667-166 
10㎝ボール（青）  
φ10.2×4㎝（90入･磁） 
800円

ハ667-186 
タレ皿（青）  
φ10×2.6㎝（200入･磁） 
680円

ハ667-196 
タレ入れ付お好み取皿（青）  
22.6×8.6×2.1㎝（30入･磁） 
1,700円

ハ667-146 
飯丼小（青）  
φ12.3×6.5㎝（60入･磁） 
900円

ハ667-156 
飯丼大（青）  
φ17.7×8.9㎝（40入･磁） 
1,900円

中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

中華・アジアンオープン 667



ユーラシア（WH）

ネ668-016 
（WH） 17㎝プレート  
17.2×2.3㎝（磁） 350円

ネ668-026 
（WH） 19㎝プレート  
19.8×2.4㎝（磁） 420円

ネ668-036 
（WH） 21㎝プレート  
21.6×2.7㎝（磁） 450円

ネ668-046 
（WH） 24㎝プレート  
24.4×3.2㎝（磁） 650円

ネ668-056 
（WH） 26.5㎝プレート  
26.8×3.2㎝（磁） 950円

ネ668-066 
（WH） 28㎝プレート  
28×3.4㎝（磁） 1,050円

ネ668-076 
（WH） 14㎝プレート  
14.2×2.2㎝（磁） 320円

ネ668-086 
（WH） 12㎝プレート  
12×2.1㎝（磁） 290円

ネ668-096 
（WH） 15㎝深ボール  
14.6×8.2㎝（磁） 580円

ネ668-106 
（WH） 16㎝深ボール  
16.5×8.6㎝（磁） 700円

ネ668-116 
（WH） 18㎝深ボール  
18×9.6㎝（磁） 850円

ネ668-126 
（WH） 19㎝深ボール  
19.3×10.1㎝（磁） 980円

ネ668-136 
（WH） 11㎝深ボール  
10.8×5.8㎝（磁） 400円

ネ668-146 
（WH） 12㎝深ボール  
12.2×6.4㎝（磁） 440円

ネ668-156 
（WH） 14㎝深ボール  
13.6×7.5㎝（磁） 480円

ネ668-166 
（WH） 16㎝ボール  
16×6.4㎝（磁） 600円

ネ668-176 
（WH） 19㎝ボール  
19.5×7.5㎝（磁） 760円

ネ668-186 
（WH） 20㎝ボール  
20.7×8.7㎝（磁） 850円

ネ668-196 
（WH） 22㎝ボール  
21.8×9㎝（磁） 980円

ネ668-206 
（WH） 10㎝ボール  
9.4×3.9㎝（磁） 400円

ネ668-216 
（WH） 12㎝ボール  
12.1×4.8㎝（磁） 440円

ネ668-226 
（WH） 14㎝ボール  
13.4×5.8㎝（磁） 480円

ネ668-256 （WH） デミタスC/S  
13.3㎝（磁） 740円
ネ668-266 （WH） デミタスカップのみ  
6.6×5.6㎝（110㏄）（磁） 480円

ネ668-276 （WH） 兼用ティーC/S  
15.7㎝（磁） 860円
ネ668-286 （WH） 兼用ティーカップのみ  
9.5×5.9㎝（220㏄）（磁） 580円

ネ668-296 （WH） アメリカンC/S  
15.7㎝（磁） 900円
ネ668-306 （WH） アメリカンカップのみ  
8.3×7.6㎝（240㏄）（磁） 620円

ネ668-316 （WH） 両手ブリヨンC/S  
15.7×2㎝（磁） 1,200円
ネ668-326 （WH） 両手ブリヨンカップのみ  
10.4×6㎝（290㏄）（磁） 920円

ネ668-336 
（WH） 21㎝スープ  
21.3×4.2㎝（磁） 500円

ネ668-346 
（WH） 24㎝スープ  
24.1×4.7㎝（磁） 650円

ネ668-356 （WH） 片手スープC/S  
15.7㎝（磁） 1,060円
ネ668-366 （WH） 片手スープカップのみ  
10.4×6㎝（290㏄）（磁） 780円

ネ668-376 
（WH） 21㎝プラター  
21×15.1×3.1㎝（磁） 1,300円

ネ668-386 
（WH） 23㎝プラター  
23.4×16.6×3.3㎝（磁） 1,600円

ネ668-396 
（WH） 26㎝プラター  
25.8×18.1×3.7㎝（磁） 2,200円

ネ668-406 
（WH） 31㎝プラター  
31.3×22.1×4.4㎝（磁） 2,350円

ネ668-416 （WH） 36㎝プラター  
35.5×24.5×5㎝（磁） 6,000円
ネ668-426 （WH） 41㎝プラター  
41.5×28.7×5.5㎝（磁） 6,900円

ネ668-436 
（WH） 13㎝フルーツ  
12.8×3.2㎝（磁） 300円

ネ668-446 
（WH） 14㎝フルーツ  
14.6×3.6㎝（磁） 320円

ネ668-456 
（WH） 16㎝オートミル  
16×5.1㎝（磁） 420円

ネ668-466 
（WH） 10㎝深皿プレート  
9.8×2.7㎝（磁） 280円

ネ668-476 
（WH） 11㎝深皿プレート  
11.1×2.7㎝（磁） 290円

ネ668-236 （WH） コーヒーC/S  
15.7㎝（磁） 790円
ネ668-246 （WH） コーヒーカップのみ  
7.9×6.9㎝（190㏄）（磁） 510円
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ユーラシア（BK）（黒御影）

ネ669-016 
（BK） 17㎝プレート  
17.2×2.3㎝（磁） 400円

ネ669-026 
（BK） 19㎝プレート  
19.8×2.4㎝（磁） 480円

ネ669-036 
（BK） 21㎝プレート  
21.6×2.7㎝（磁） 520円

ネ669-046 
（BK） 24㎝プレート  
24.4×3.2㎝（磁） 750円

ネ669-056 
（BK） 26.5㎝プレート  
26.8×3.2㎝（磁） 1,090円

ネ669-066 
（BK） 28㎝プレート  
28×3.4㎝（磁） 1,200円

ネ669-076 
（BK） 14㎝プレート  
14.2×2.2㎝（磁） 370円

ネ669-086 
（BK） 12㎝プレート  
12×2.1㎝（磁） 340円

ネ669-096 
（BK） 15㎝深ボール  
14.6×8.2㎝（磁） 670円

ネ669-106 
（BK） 16㎝深ボール  
16.5×8.6㎝（磁） 800円

ネ669-116 
（BK） 18㎝深ボール  
18×9.6㎝（磁） 980円

ネ669-126 
（BK） 19㎝深ボール  
19.3×10.1㎝（磁） 1,120円

ネ669-136 
（BK） 11㎝深ボール  
10.8×5.8㎝（磁） 460円

ネ669-146 
（BK） 12㎝深ボール  
12.2×6.4㎝（磁） 510円

ネ669-156 
（BK） 14㎝深ボール  
13.6×7.5㎝（磁） 550円

ネ669-166 
（BK） 16㎝ボール  
16×6.4㎝（磁） 690円

ネ669-176 
（BK） 19㎝ボール  
19.5×7.5㎝（磁） 870円

ネ669-186 
（BK） 20㎝ボール  
20.7×8.7㎝（磁） 980円

ネ669-196 
（BK） 22㎝ボール  
21.8×9㎝（磁） 1,120円

ネ669-206 
（BK） 10㎝ボール  
9.4×3.9㎝（磁） 460円

ネ669-216 
（BK） 12㎝ボール  
12.1×4.8㎝（磁） 510円

ネ669-226 
（BK） 14㎝ボール  
13.4×5.8㎝（磁） 550円

ネ669-236 （BK） コーヒーC/S  
15.7㎝（磁） 1,050円
ネ669-246 （BK） コーヒーカップのみ  
7.9×6.9㎝（190㏄）（磁） 730円

ネ669-256 （BK） デミタスC/S  
13.3㎝（磁） 950円
ネ669-266 （BK） デミタスカップのみ  
6.6×5.6㎝（110㏄）（磁） 650円

ネ669-276 （BK） 兼用ティーC/S  
15.7㎝（磁） 1,100円
ネ669-286 （BK） 兼用ティーカップのみ  
9.5×5.9㎝（220㏄）（磁） 770円

ネ669-296 （BK） アメリカンC/S  
15.7㎝（磁） 1,180円
ネ669-306 （BK） アメリカンカップのみ  
8.3×7.6㎝（250㏄）（磁） 860円

ネ669-316 （BK） 両手ブリヨンC/S  
15.7×2㎝（磁） 1,610円
ネ669-326 （BK） 両手ブリヨンカップのみ  
10.4×6㎝（290㏄）（磁） 1,290円

ネ669-336 
（BK） 21㎝スープ  
21.3×4.2㎝（磁） 580円

ネ669-346 
（BK） 24㎝スープ  
24.1×4.7㎝（磁） 750円

ネ669-356 （BK） 片手スープC/S  
15.7㎝（磁） 1,370円
ネ669-366 （BK） 片手スープカップのみ  
10.4×6㎝（290㏄）（磁） 1,050円

ネ669-376 
（BK） 21㎝プラター（深型）  
21×15.1×3.1㎝（磁） 1,600円

ネ669-386 
（BK） 23㎝プラター（深型）  
23.4×16.6×3.3㎝（磁） 2,000円

ネ669-396 
（BK） 26㎝プラター（深型）  
26×18.1×3.7㎝（磁） 2,700円

ネ669-406 
（BK） 31㎝プラター（深型）  
31.3×22.1×4.4㎝（磁） 4,200円

ネ669-416 
（BK） 13㎝フルーツ  
12.8×3.2㎝（磁） 350円

ネ669-426 
（BK） 14㎝フルーツ  
14.6×3.6㎝（磁） 370円

ネ669-436 
（BK） 16㎝オートミル  
16×5.1㎝（磁） 480円

ネ669-446 
（BK） 10㎝深皿プレート（タレ皿）  
9.8×2.7㎝（磁） 320円

ネ669-456 
（BK） 11㎝深皿プレート（タレ皿）  
11.1×2.7㎝（磁） 340円
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青　磁

オ670-036 11.0皿  
φ34×4.3㎝（磁） 6,000円
オ670-046 10.0皿  
φ31×4.5㎝（磁） 4,600円

オ670-056 9.0皿  
φ27.5×3.7㎝（磁） 2,700円
オ670-066 8.0皿  
φ24.4×3.5㎝（磁） 2,300円

オ670-076 7.5皿  
φ23.2×3.3㎝（磁） 1,450円
オ670-086 7.0皿  
φ21×3.2㎝（磁） 1,150円

オ670-096 6.0皿  
φ19×2.5㎝（磁） 1,050円
オ670-106 5.0皿  
φ15×2.6㎝（磁） 750円

オ670-116 4.5皿  
φ13.5×2.6㎝（磁） 680円
オ670-126 4.0皿  
φ13×2.3㎝（磁） 600円

オ670-136 3.5皿  
φ11.5×2㎝（磁） 550円
オ670-146 3.0皿  
φ9.7×1.8㎝（磁） 480円

オ670-166 
10吋プラター  
26×18.5×3㎝（磁） 
2,600円

オ670-156 
12吋プラター  
31.3×22.5×3㎝（磁） 
4,100円

オ670-176 
9吋プラター  
23.7×17×2.5㎝（磁） 
2,000円

オ670-186 
8吋プラター  
21×15×2.3㎝（磁） 
1,700円

オ670-196 八角高台皿  
19.5×5㎝（磁） 1,500円

オ670-236 ガラ入（小）  
φ10.4×10㎝（磁） 2,300円

オ670-246 8.0高台丼  
φ24.7×8.8㎝（磁） 3,400円

オ670-256 7.5高台丼  
φ23×8.8㎝（磁） 2,600円

オ670-266 7.0高台丼  
φ21.5×8.2㎝（磁） 1,750円

オ670-276 6.8高台丼  
φ20.5×7.9㎝（磁） 1,700円

オ670-286 6.5高台丼  
φ20×8㎝（磁） 1,350円

オ670-016 13.0皿  
φ40×4.7㎝（磁） 14,500円
オ670-026 12.0皿  
φ37.4×4.8㎝（磁） 8,600円

オ670-296 8.0玉丼  
φ24.7×9.2㎝（磁） 4,600円 オ670-306 7.0玉丼  

φ21.8×7.8㎝（磁） 2,700円
オ670-316 6.5玉丼  
φ19.4×7.3㎝（磁） 1,900円

オ670-326 6.0玉丼  
φ18.5×6.8㎝（磁） 1,600円
オ670-336 5.0玉丼  
φ15.7×6.2㎝（磁） 1,500円

オ670-346 リム付切立6.8丼  
φ21.5×7.8㎝（磁） 1,600円
オ670-356 リム付切立6.5丼  
φ19.6×6.8㎝（磁） 1,150円

オ670-366 10吋仕切小判皿  
25.8×18.5×3㎝（磁） 2,600円
オ670-376 9吋仕切小判皿  
23×17×2.5㎝（磁） 2,100円

オ670-386 7.0反高台  
φ21.3×9㎝（磁） 1,750円
オ670-396 6.5反高台  
φ20×8.3㎝（磁） 1,350円
オ670-406 6.0反高台  
φ18.8×7.9㎝（磁） 1,300円

オ670-416 9吋スープ  
φ23×4.2㎝（磁） 1,650円

オ670-426 8吋スープ  
φ20.7×3.7㎝（磁） 1,200円

オ670-436 
4.8ライス丼  
φ14.8×6.2㎝（磁） 
850円

オ670-446 
4.2ライス丼  
φ12.6×5.8㎝（磁） 
680円

オ670-456 
4.0深皿  
φ12.6×3㎝（磁） 
650円

オ670-206 8.0丸高台  
φ24.3×6.8㎝（磁） 2,900円
オ670-216 7.0丸高台  
φ21×5.6㎝（磁） 1,600円
オ670-226 6.0丸高台  
φ18.6×5㎝（磁） 1,200円

オ670-466 
八角シューマイ  
19×4.2㎝（磁） 
1,200円

オ670-476 
反煎茶  
φ9.3×5.8㎝（磁） 
550円

オ670-486 
とんすい  
12.5×12×4.5㎝（磁） 
780円

オ670-496 
3.8花型丼  
φ11.8×4㎝（磁） 
680円

オ670-506 
3.2深皿  
φ9.7×2.5㎝（磁） 
550円

オ670-516 
3.6スープ碗  
φ11.6×5.4㎝（磁） 
680円

オ670-526 レンゲ  
15×4.7×4.7㎝（磁） 550円
オ670-536 レンゲ台  
9.3×5.5×2.3㎝（磁） 600円
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白粉引

   
 

タ671-076 15㎝皿  
φ14.9×2.3㎝（100入･磁）
340円

タ671-086 13㎝皿  
φ12.6×2.2㎝（120入･磁）
320円

タ671-096 24.5㎝深皿  
φ24.5×5.1㎝（30入･磁）
670円

タ671-106 21㎝深皿  
φ21.3×4.3㎝（40入･磁）
530円

タ671-116 14㎝深皿  
φ14×3.2㎝（120入･磁）
330円

タ671-126 13㎝深皿  
φ13.1×2.9㎝（140入･磁）
330円

タ671-136 10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（200入･磁）
290円

タ671-146 7.0反高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁）
880円

タ671-156 6.8反高台丼  
φ20.6×8.4㎝（30入･磁）
820円

タ671-166 6.5反高台丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁）
720円

タ671-176 8.0玉高台丼  
φ25.7×9.4㎝（16入･磁）
2,800円

タ671-186 7.0玉高台丼  
φ22×9㎝（20入･磁）
980円

タ671-196 6.8玉高台丼  
φ20.7×8.5㎝（30入･磁）
880円

タ671-206 6.5玉高台丼  
φ19.6×8㎝（30入･磁）
750円

タ671-216 5.0玉丼  
φ16×6.8㎝（40入･磁）
630円

タ671-226 4.5玉丼  
φ14×5.6㎝（60入･磁）
460円

タ671-236 4.2玉丼  
φ13×5㎝（60入･磁）
440円

タ671-246 3.8玉丼  
φ11.5×4.5㎝（60入･磁）
410円

タ671-256 4.8反碗  
φ15.2×7.2㎝（60入･磁）
550円

タ671-266 4.2反碗  
φ13.3×6.5㎝（60入･磁）
460円

タ671-276 3.6反碗  
φ11.5×5.8㎝（60入･磁）
370円

タ671-296 7.0丸高台皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁）
930円

タ671-306 八角高台皿  
19.5×18.7×4.5㎝（40入･磁）
720円

タ671-286 6.3反深口丼  
φ19×10.2㎝（30入･磁）
1,100円

タ671-316 6.0反深口丼  
φ17.7×9.8㎝（30入･磁）
950円

タ671-326 5.5反深口丼  
φ16.5×8.6㎝（40入･磁）
780円

タ671-336 5.0反深口丼  
φ15.1×8.5㎝（50入･磁）
740円

タ671-346 4.5反深口丼  
φ13.8×8㎝（60入･磁）
590円

タ671-356 4.0反深口丼  
φ12.8×7.5㎝（80入･磁）
500円

タ671-366 8.0受皿  
φ21.8×3.8㎝（40入･磁）
490円

タ671-376 ラーメンレンゲ  
17.6×5.3㎝（200入･磁） 465円

タ671-386 カギレンゲL  
15.6×5.2㎝（300入･磁） 345円

タ671-396 カギレンゲS  
14×4.7㎝（300入･磁） 295円
タ671-406 受台  
9.4×5.6×2.1㎝（300入･磁） 345円

タ671-016 28㎝皿  
φ28×3.3㎝（20入･磁）
1,150円

タ671-026 26㎝皿  
φ25.7×2.8㎝（30入･磁）
980円

タ671-036 24㎝皿  
φ23.7×2.8㎝（40入･磁）
610円

タ671-046 21㎝皿  
φ21×2.6㎝（50入･磁）
450円

タ671-056 19㎝皿  
φ19×2.5㎝（60入･磁）
430円

タ671-066 16㎝皿  
φ16.3×2.3㎝（80入･磁）
360円
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白中華

カ672-096 
丸6.0皿  
φ19.3×2.9㎝（60入･磁）
980円

カ672-106 
丸5.0皿  
φ16.6×2.7㎝（80入･磁）
780円

カ672-116 
丸4.0皿  
φ13.8×2.2㎝（100入･磁）
580円

カ672-126 
丸3.8皿  
φ11.7×2.3㎝（120入･磁）
530円

カ672-136 
丸3.0皿  
φ9.4×2.1㎝（150入･磁）
480円

カ672-146 
白玉16吋メタプラター  
41.5×30.5×4㎝（12入･磁）
6,300円

カ672-156 
白玉14吋メタプラター  
36.3×26×3.8㎝（20入･磁）
4,300円

カ672-166 
白玉12吋メタプラター  
31.5×22.8×3.5㎝（30入･磁）
2,350円

カ672-176 
白玉10吋メタプラター  
26.3×18.7×3㎝（40入･磁）
1,380円

カ672-186 
白玉9吋メタプラター  
23.5×17.2×2.5㎝（50入･磁）
1,120円

カ672-196 
白玉8吋メタプラター  
21×15×2.1㎝（60入･磁）
950円

カ672-206 
白玉7吋メタプラター  
19×13.7×1.8㎝（70入･磁）
950円

カ672-216 9.0丸高台皿  
φ26.8×8.4㎝（10入･磁） 6,200円

カ672-226 8.0丸高台皿  
φ24.4×7㎝（20入･磁） 2,200円

カ672-236 7.0丸高台皿  
φ22×6.4㎝（30入･磁） 1,150円

カ672-246 6.0丸高台皿  
18.9×5.4㎝（30入･磁） 850円

カ672-256 八角シューマイ皿  
19.2×18.5×4.6㎝（30入･磁） 840円

カ672-266 手付フカヒレ  
14.2×11.8×8.8㎝（40入･強）
1,900円
カ672-276 フカヒレ用受皿  
15×2.3㎝（80入･強）
620円

カ672-286 手無フカヒレ  
11.6×7.2㎝（60入･強）
1,700円
カ672-296 フカヒレ用受皿  
15×2.3㎝（80入･強）
620円

カ672-306 
6.5ボール  
φ20.1×7.2㎝（30入･磁）
1,750円

カ672-316 
5.0ボール  
φ16×5.2㎝（50入･磁）
1,150円

カ672-326 
4.0ボール  
φ12.5×3.9㎝（60入･磁）
730円 カ672-346 9吋仕切小判皿  

22.8×16.4×2.5㎝（50入･磁） 1,250円

カ672-336 10吋仕切小判皿  
25×18×2.4㎝（40入･磁） 1,600円

カ672-356 8吋仕切小判皿  
21×15×2㎝（60入･磁） 830円

カ672-366 強化白レンゲ  
φ14.5×4.4㎝（200入･強） 580円
カ672-376 強化白レンゲ台  
φ9×5.4×2㎝（200入･強） 650円

カ672-386 
玉渕8.0丼  
φ24.6×9.4㎝（20入･磁）
3,700円

カ672-396 
玉渕7.0丼  
φ21.7×7.8㎝（30入･磁）
2,200円

カ672-406 
フカヒレ8寸皿  
φ24.5×5㎝（磁）
990円

カ672-416 
フカヒレ7寸皿  
φ21×4.3㎝（磁）
800円

カ672-426 
6寸深皿  
φ19.3×3.3㎝（磁）
600円

カ672-016 
丸尺三皿  
φ40×4.7㎝（8入･磁）
12,800円

カ672-026 
丸尺二皿  
φ37.4×4.8㎝（10入･磁）
7,600円

カ672-036 
丸尺一皿  
φ34×4.3㎝（15入･磁）
5,300円

カ672-046 
丸尺皿  
φ30.7×5.2㎝（20入･磁）
4,000円

カ672-056 
丸9.0皿  
φ27.7×4.6㎝（20入･磁）
3,400円

カ672-066 
丸8.0皿  
φ24.9×3.9㎝（30入･磁）
2,700円

カ672-076 
丸7.5皿  
φ23.4×3.7㎝（50入･磁）
1,950円

カ672-086 
丸7.0皿  
φ22×3.3㎝（60入･磁）
1,600円
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白中華

カ673-016 玉渕6.5丼  
φ19.7×7.4㎝（30入･磁）
1,500円

カ673-026 玉渕6.0丼  
φ18.5×6.8㎝（30入･磁）
1,350円

カ673-036 玉渕5.0丼  
φ15.5×6.5㎝（40入･磁）
950円

カ673-046 玉渕3.8丼  
φ11.5×4.5㎝（40入･磁）
500円

カ673-056 6.8反高台丼  
φ21×8.4㎝（30入･磁）
1,150円

カ673-066 6.5反高台丼  
φ20×8.5㎝（30入･磁）
1,030円

カ673-076 8.0高台丼  
24.7×8.8㎝（20入･磁） 3,000円

カ673-086 7.0高台丼  
21.5×8.2㎝（30入･磁） 1,550円

カ673-096 切立6.8丼  
φ20.2×7.5㎝（30入･磁） 950円
カ673-106 切立7.0丼  
φ20.6×7.8㎝（30入･磁） 1,180円

カ673-116 
台湾ラーメン丼  
15.3×7.3㎝（30入･磁）
1,080円

カ673-126 
ミニ反丼  
17.4×7.4㎝（40入･磁）
1,070円

カ673-136 
丸菓子碗  
φ12.8×6.8㎝（60入･磁）
1,100円

カ673-146 
大茶碗  
φ12.5×7.6㎝（50入･磁）
1,150円

カ673-156 
4.8ライス丼  
φ15×6.4㎝（60入･磁）
650円

カ673-166 
4.5ライス丼  
φ13.6×6.1㎝（60入･磁）
580円

カ673-176 
4.0ライス丼  
φ12.1×5.4㎝（100入･磁）
530円

カ673-186 
4.2ライス丼  
φ12.5×5.9㎝（60入･磁）
590円

カ673-196 
厚口3.8南京丼  
φ11.7×6㎝（60入･磁）
600円

カ673-206 
3.8スープ取鉢  
φ11.5×4.1㎝（80入･磁）
630円

カ673-216 
11.3㎝飯碗  
φ11.3×5.9㎝（80入･強）
620円

カ673-226 
10.7㎝飯碗  
φ10.7×53㎝（80入･強）
590円

カ673-236 
厚口3.6スープ碗  
φ11.4×5.8㎝（80入･磁）
530円

カ673-246 
厚口3.4スープ碗  
φ10.7×5㎝（80入･磁）
500円

カ673-256 
厚口2号反煎茶  
φ9.5×5.6㎝（120入･磁）
460円

カ673-266 
厚口7.2㎝リン煎茶  
φ7.2×5.3㎝（150入･磁）
460円

カ673-276 
とんすい  
12.5×11.5×6.4㎝（80入･磁）
1,000円

カ673-286 
白玉4.5取皿  
φ14×2.7㎝（100入･磁）
500円

カ673-296 
4.3取皿  
φ13.7×2.7㎝（120入･磁）
350円

カ673-306 
10.5㎝小皿  
φ10.3×2.8㎝（150入･強）
480円

カ673-316 
7.2㎝小皿  
φ7.5×1.9㎝（180入･強）
380円

カ673-326 
玉33タレ皿  
φ10×2.5㎝（150入･磁）
300円

カ673-336 
玉3.0皿  
φ9.4×2.0㎝（150入･磁）
230円

カ673-346 
切立楊子入  
φ3.5×4.7㎝（120入･磁）
460円

カ673-356 
カラシ入  
φ6.1×3.3㎝（120入･磁）
650円

カ673-366 
マル五2.0長湯呑  
φ6.6×7.5㎝（120入･磁）
290円

カ673-376 
カスター醤油  
125㏄（80入･磁）
1,800円

カ673-386 
カスター酢  
125㏄（80入･磁）
1,800円

カ673-396 
カスター辣油  
125㏄（80入･磁）
1,800円

カ673-406 
二ツ仕切皿  
12×7.2×2.1㎝（100入･磁）
750円

カ673-416 
三ツ仕切皿  
18×7.2×2.3㎝（60入･磁）
1,200円

カ673-426 
5.0深口丼  
φ15.5×8.5㎝（磁）
1,050円

カ673-436 
4.6深口丼  
φ14×7.8㎝（磁）
840円

カ673-446 
4.0深口丼  
φ12.5×6.8㎝（磁）
610円

カ673-456 
3.8深口丼  
φ11.5×6.5㎝（磁）
560円

カ673-466 
3.5深口丼  
φ10.5×5.8㎝（磁）
480円
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渕雷門三竜

朱金雷門

皇　帝

オ674-316 リム7.0丼  
φ21.6×7.6㎝（磁） 2,650円

オ674-326 切立6.8丼  
φ20.7×7.5㎝（磁） 2,350円

オ674-336 
反6.5高台丼  
φ20×8.3㎝（磁） 2,500円

オ674-346 
反7.0高台丼  
φ21×8.5㎝（磁） 2,650円

オ674-356 スープ碗  
φ12×5.5㎝（磁） 1,200円

オ674-366 7.0玉丼  
φ21.5×7.6㎝（磁） 4,420円

オ674-376 6.5玉丼  
φ19.7×7.1㎝（磁） 3,350円

オ674-386 7.0高台皿  
φ22×6.3㎝（磁） 2,420円

オ674-396 八角シューマイ  
18.7×4.5㎝（磁） 1,850円

オ674-016 反高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（磁） 1,750円

オ674-026 反高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（磁） 1,900円

オ674-036 切立6.3丼  
φ19.7×6.8㎝（磁） 1,250円

オ674-046 切立6.8丼  
φ20.3×7.6㎝（磁） 1,650円

オ674-056 リム7.0丼  
φ21.6×7.6㎝（磁） 1,900円

オ674-066 7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（磁） 1,950円

オ674-076 9吋スープ  
φ24×4.6㎝（磁） 1,450円

オ674-086 8吋スープ  
φ21.6×3.8㎝（磁） 1,300円

オ674-096 八角シューマイ  
18.7×4.5㎝（磁） 1,350円

オ674-106 3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 770円

オ674-616 
切立6.3丼  
φ19.7×6.8㎝（磁） 1,450円

オ674-626 
切立6.8丼  
φ20.3×7.6㎝（磁） 1,950円

オ674-636 
反高台6.8丼  
φ21×8.4㎝（磁） 2,300円

オ674-646 
反高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（磁） 2,050円

オ674-656 
リム7.0丼  
φ21.6×7.6㎝（磁） 2,300円

オ674-666 
7.0玉丼  
φ21.5×7.6㎝（磁） 4,150円

オ674-676 
6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（磁） 2,900円

オ674-686 
7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（磁） 2,300円

オ674-696 
8吋スープ  
φ21.6×3.8㎝（磁） 1,300円

オ674-706 
9吋スープ  
φ24×4.6㎝（磁） 1,450円

オ674-716 
6.0八角シューマイ  
18.7×18.7×4.5㎝（磁） 1,600円

オ674-726 
3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 900円
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晩餐歓（丼）

テ675-016 紫7.0丸高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,250円

テ675-036 紫リム7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,750円

テ675-056 紫6.5反高台丼  
φ20.5×8.2㎝（40入･磁） 2,450円

テ675-076 紫5.0玉丼  
φ16×6.3㎝（50入･磁） 2,550円

テ675-096 紫7.0玉丼  
φ22.3×8.2㎝（30入･磁） 4,300円

テ675-026 紫8.0丸高台皿  
φ24×7.3㎝（30入･磁） 3,900円

テ675-046 紫リム8.0高台丼  
φ24.3×8.5㎝（20入･磁） 5,200円

テ675-066 紫7.0反高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 2,750円

テ675-086 紫6.5玉丼  
φ20×7.5㎝（40入･磁） 3,200円

テ675-106 紫8.0玉丼  
φ26×9.5㎝（20入･磁） 6,800円

テ675-116 ヒワ7.0丸高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,250円

テ675-136 ヒワリム7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,750円

テ675-156 ヒワ6.5反高台丼  
φ20.5×8.2㎝（40入･磁） 2,450円

テ675-176 ヒワ5.0玉丼  
φ16×6.3㎝（50入･磁） 2,550円

テ675-196 ヒワ7.0玉丼  
φ22.3×8.2㎝（30入･磁） 4,300円

テ675-126 ヒワ8.0丸高台皿  
φ24×7.3㎝（30入･磁） 3,900円

テ675-146 ヒワリム8.0高台丼  
φ24.3×8.5㎝（20入･磁） 5,200円

テ675-166 ヒワ7.0反高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 2,750円

テ675-186 ヒワ6.5玉丼  
φ20×7.5㎝（40入･磁） 3,200円

テ675-206 ヒワ8.0玉丼  
φ26×9.5㎝（20入･磁） 6,800円

テ675-216 オレンジ7.0丸高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,250円

テ675-226 オレンジ8.0丸高台皿  
φ24×7.3㎝（30入･磁） 3,900円

テ675-236 オレンジリム7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,750円

テ675-246 オレンジリム8.0高台丼  
φ24.5×8.5㎝（20入･磁） 5,200円

テ675-256 オレンジ6.5反高台丼  
φ20.5×8.2㎝（40入･磁） 2,450円

テ675-266 オレンジ7.0反高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 2,750円

テ675-296 オレンジ7.0玉丼  
φ22.3×8.2㎝（30入･磁） 4,300円

テ675-306 オレンジ8.0玉丼  
φ26×9.5㎝（20入･磁） 6,800円

テ675-276 オレンジ5.0玉丼  
φ16×6.3㎝（50入･磁） 2,550円

テ675-286 オレンジ6.5玉丼  
φ20×7.5㎝（40入･磁） 3,200円
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カ676-016 極刷毛黒六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（24入・磁） 3,000円
カ676-026 極刷毛黒六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（30入・磁） 2,500円

カ676-036 
極刷毛黒八角6.3丼  
φ19.7×10㎝（40入・磁）
2,300円

カ676-046 
極刷毛黒8.0寸つけ麺皿  
φ24.4×4.9㎝（30入・磁）
1,650円

カ676-056 極刷毛黒ロクロ目4.5丼  
φ14.3×8.4㎝（50入・磁） 760円
カ676-066 極刷毛黒ロクロ目4.0丼  
φ12.7×7㎝（60入・磁） 660円

カ676-076 極刷毛白六兵衛8.0丼  
φ25×9.4㎝（24入・磁） 3,000円
カ676-086 極刷毛白六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（30入・磁） 2,500円

カ676-096 
極刷毛白八角6.3丼  
φ19.7×10㎝（40入・磁）
2,300円

カ676-106 
極刷毛白8.0寸つけ麺皿  
φ24.4×4.9㎝（30入・磁）
1,650円

カ676-116 極刷毛白ロクロ目4.5丼  
φ14.3×8.4㎝（50入・磁） 760円
カ676-126 極刷毛白ロクロ目4.0丼  
φ12.7×7㎝（60入・磁） 660円

ア676-136 三色牡丹8.0玉丼  
φ25.5×9.5㎝（20入・磁） 6,200円
ア676-146 三色牡丹7.0玉丼  
φ22×8.7㎝（30入・磁） 3,900円

ア676-156 
三色牡丹6.5玉丼  
φ19.6×7.5㎝（40入・磁）
2,800円

ア676-166 三色牡丹反高台7.0丼  
21.5×8.5㎝（30入・磁） 2,400円
ア676-176 三色牡丹反高台6.5丼  
φ20.3×8.3㎝（40入・磁） 2,200円

ア676-186 
三色牡丹7.0高台皿  
21.3×5.9㎝（30入・磁）
2,100円

ア676-196 
三色牡丹6.5八角高台皿  
19.5×4.5㎝（40入・磁）
2,200円

テ676-206 福福寿リム7.0丼  
φ21.5×7.5㎝（30入・磁） 2,300円
テ676-216 福福寿切立6.8丼  
φ20.5×7.5㎝（40入・磁） 1,850円

テ676-226 福福寿反6.8高台丼  
φ21×8.5㎝（30入・磁） 2,300円
テ676-236 福福寿反6.5高台丼  
φ20×8.5㎝（30入・磁） 2,050円

テ676-246 
福福寿7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（40入・磁）
2,150円

テ676-256 
福福寿ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入・磁）
1,500円

テ676-266 
福福寿スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入・磁）
1,000円

ホ676-276 
紅鳳凰イングレーズ7.5玉丼  
φ22.3×9㎝（24入・磁）
4,650円

ホ676-286 
紅鳳凰イングレーズ6.5玉丼  
φ19.8×7.9㎝（30入・磁）
2,980円

ホ676-296 
紅鳳凰イングレーズ7.0高台丼  
φ21.7㎝（30入・磁）
2,380円

ホ676-306 
紅鳳凰イングレーズ6.5高台丼  
φ20.3×8.2㎝（36入・磁）
2,200円

ホ676-316 
紅鳳凰イングレーズ仕切皿（ギョーザ用）  
24.5×17.5×3.3㎝（40入・磁）
2,100円

676

ラーメン丼

中華レンゲ

中華食器
シリーズ

中
華
単
品

中華食器
シリーズ

中華食器シリーズ



ネ677-016 
三色パステル7.0玉丼  
φ21.5×8㎝（30入・磁）
4,400円

ネ677-026 
三色パステル7.0反高台丼  
φ21.1×8.6㎝（30入・磁）
2,650円

ネ677-036 
三色パステル4.8ライス丼  
φ14.8×6.1㎝（60入・磁）
1,450円

ネ677-046 
三色パステル3.6スープ碗  
φ11.7×5.3㎝（120入・磁）
1,050円

ネ677-056 
三色パステル51/2吋取皿  
φ14×3㎝（100入・磁）
1,250円

ネ677-066 
三色パステル3.0皿  
φ9.6×1.9㎝（200入・磁）
740円

ホ677-076 青寿6.8ラーメン丼  
φ21.5×9㎝（30入・磁） 1,070円
ホ677-086 青寿6.3ラーメン丼  
φ19.5×7㎝（40入・磁） 800円

ホ677-096 
青寿八角皿  
18.5×3.5㎝（50入・磁）
760円

ホ677-106 
青寿丸高台皿  
φ18.5×5.5㎝（40入・磁）
690円

ホ677-116 
青寿小判皿  
19.5×14×2.2㎝（40入・磁）
980円

ホ677-126 
青寿3.6スープ碗  
φ12×5.5㎝（100入・磁）
420円

ホ677-136 
青寿4.0取皿  
φ14×3.2㎝（100入・磁）
360円

ネ677-146 
ブルーマーブル7.0玉丼  
φ21.5×8㎝（30入・磁）
3,560円

ネ677-156 
ブルーマーブル7.0反高台  
φ21.3×8.8㎝（30入・磁）
2,340円

ネ677-166 
ブルーマーブル4.8ライス  
φ15×6.2㎝（60入・磁）
1,150円

ネ677-176 
ブルーマーブル3.6スープ  
φ11.8×5.5㎝（120入・磁）
900円

ネ677-186 
ブルーマーブル丸3.0皿  
φ9.7×1.8㎝（200入・磁）
620円

ト677-196 
玄潮6.5玉丼  
φ19.5×7.5㎝（40入・磁）
1,050円

ト677-206 
玄潮6.8寸高台反丼  
φ21×8.4㎝（32入・磁）
1,160円

ト677-216 
玄潮6寸高台反丼  
φ18.2×7.6㎝（50入・磁）
800円

ト677-226 玄潮7寸切立丼  
φ21.4×7.2㎝（40入・磁） 800円
ト677-236 玄潮6.3切立丼  
φ19.5×6.3㎝（50入・磁） 600円

ト677-246 
玄潮7寸高台皿  
φ22×6.2㎝（40入・磁）
900円

テ677-256 スーパー青白磁21㎝反高台丼  
φ20.8×8.2㎝（24入） 3,800円
テ677-266 スーパー青白磁20㎝反高台丼  
φ20×8.2㎝（30入） 3,300円

テ677-276 スーパー青白磁24㎝高台皿  
φ24×6.7㎝（20入） 5,000円
テ677-286 スーパー青白磁21㎝高台皿  
φ20.8×5.7㎝（30入） 3,300円

テ677-296 
スーパー青白磁15㎝ライス  
φ15×7㎝（60入）
2,200円

テ677-306 スーパー青白磁26㎝プラター  
26.2×18.7×2.6㎝（40入） 3,200円
テ677-316 スーパー青白磁24㎝プラター  
23.8×17×2.3㎝（50入） 2,800円

テ677-326 
スーパー青白磁12㎝スープ  
φ11.5×5.2㎝（80入）
1,250円

テ677-336 
スーパー青白磁10㎝たれ皿  
φ9.8×2.5㎝（120入）
980円
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ハ678-016 中華白6.8ラーメン  
φ21.5×8.6㎝（36入・磁） 1,050円
ハ678-026 中華白6.5ラーメン  
φ20×8㎝（40入・磁） 960円

ハ678-036 
中華白6.3ラーメン  
φ19.5×7.2㎝（48入・磁）
840円

ハ678-046 
中華白八角シューマイ皿  
φ18.5×3.5㎝（40入・磁）
700円

ハ678-056 
中華白小判皿  
19.5×14×2.2㎝（60入・磁）
850円

ハ678-066 
中華白3.6スープ碗  
φ11.9×5.5㎝（120入・磁）
350円

ハ678-076 
中華白4.0取皿  
φ14.1×3.1㎝（120入・磁）
300円

カ678-086 
スーパー青白磁7.0丸反丼  
φ21.7×8.3㎝（30入・強）
2,300円

カ678-096 
スーパー青白磁7.0玉丼  
φ21.8×8.1㎝（30入・強）
3,000円

カ678-106 
スーパー青白磁5.0玉丼  
φ15.8×6㎝（50入・強）
1,700円

カ678-116 
スーパー青白磁4.8ライス丼  
φ15×6.7㎝（50入・強）
1,050円

カ678-126 
スーパー青白磁3.6スープ碗  
φ11.7×5.5㎝（80入・強）
870円

ネ678-136 
粉引ライン反6.8高台丼  
φ21.2×8.3㎝（30入・磁）
2,050円

ネ678-146 
粉引ライン7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（36入・磁）
1,700円

ネ678-156 
粉引ライン7.0玉丼  
φ21.9×7.9㎝（30入・磁）
3,100円

ネ678-166 
粉引ラインライス丼  
φ15×6.3㎝（60入・磁）
930円

ネ678-176 
粉引ラインスープ碗  
φ11.6×5.6㎝（120入・磁）
680円

ネ678-186 
粉引ライン3.0皿  
φ10.1×2㎝（200入・磁）
490円

ア678-196 
二度焼間取竜7.5高台丼  
23×9㎝（30入・磁）
4,700円

ア678-206 
二度焼間取竜7.0反高台丼  
21×8.4㎝（30入・磁）
3,900円

ア678-216 
二度焼間取竜7.0玉丼  
21.8×7.8㎝（30入・磁）
4,850円

ア678-226 
二度焼間取竜切立丼  
φ19.3×10.4㎝（30入・磁）
3,900円

ホ678-236 よもぎ三角紋7.5玉丼  
φ22×8.5㎝（28入・磁） 3,800円
ホ678-246 よもぎ三角紋6.5玉丼  
φ20×7.5㎝（34入・磁） 2,580円

ホ678-256 よもぎ三角紋7.0反高台丼  
φ21.7×8.4㎝（30入・磁） 2,150円
ホ678-266 よもぎ三角紋6.5反高台丼  
φ20.3×8㎝（36入・磁）  1,900円

ホ678-276 
よもぎ三角紋切立6.8丼  
φ20.3×7.5㎝（40入・磁）
1,900円

ホ678-286 
よもぎ三角紋7.0高台皿  
φ21.3×6㎝（40入・磁）
1,900円

ホ678-296 
よもぎ三角紋シューマイ皿  
φ19×4.5㎝（50入・磁）
1,720円
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ホ679-016 たこ唐草7.0反高台丼  
21.8×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ホ679-026 たこ唐草6.5反高台丼  
20.5×8㎝（36入・磁） 1,980円

ホ679-036 たこ唐草7.0切立高台丼  
φ21×9㎝（30入・磁） 2,300円
ホ679-046 たこ唐草6.5切立高台丼  
φ19.8×8.8㎝（36入・磁） 2,000円

ホ679-056 銀彩雷門7.0反高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ホ679-066 銀彩雷門6.5反高台丼  
φ20.3×8㎝（36入・磁） 1,980円

ホ679-076 銀彩雷門7.0切立高台丼  
φ21×9㎝（30入・磁） 2,300円
ホ679-086 銀彩雷門6.5切立高台丼  
φ19.8×8.8㎝（36入・磁） 2,000円

ア679-096 鳳凰S7.0反高台丼  
φ21.9×8.4㎝（30入・磁） 2,600円
ア679-106 鳳凰S6.5反高台丼  
φ20.5×8㎝（30入・磁） 2,350円

ア679-116 鳳凰S6.8丸丼  
φ20.8×6.6㎝（40入・磁） 2,100円
ア679-126 鳳凰S6.5丸丼  
φ19.5×7㎝（40入・磁） 1,750円

ア679-136 赤刷毛7.0反高台丼  
φ21.4×8.7㎝（30入・磁） 1,450円
ア679-146 赤刷毛6.8反高台丼  
φ20.3×8.5㎝（36入・磁） 1,250円

ア679-156 赤刷毛7.0切立丼  
φ21.5×7.3㎝（30入・磁） 940円
ア679-166 赤刷毛6.5切立丼  
φ19.5×6.5㎝（40入・磁） 720円

ヤ679-176 黒巻切立高台7.0丼  
φ21.5×8.8㎝（30入・磁） 1,030円
ヤ679-186 黒巻切立高台6.5丼  
φ19.8×8㎝（40入・磁） 890円

ヤ679-196 黒巻切立6.3深丼  
φ18.8×10.2㎝（30入・磁） 1,170円
ヤ679-206 黒巻切立5.5深丼  
φ16.6×8.6㎝（40入・磁） 880円

タ679-216 市松6.8高台丼  
φ21.2×8.8㎝（20入・磁） 1,450円

ヤ679-226 市松 黒8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（30入・磁） 1,580円

カ679-236 赤ゆず反型6.5ラーメン丼  
20.3×8.4㎝（26入・磁） 4,400円

カ679-246 黒ゆず反型6.5ラーメン丼  
20.5×8.4㎝（26入・磁） 3,600円

カ679-256 白釉反型6.5ラーメン丼  
φ20.3×8.4㎝（26入・磁） 3,600円

ア679-266 青磁7.0反高台丼  
φ21.5×9㎝（30入・磁） 1,200円
ア679-276 青磁6.5反高台丼  
φ20×8㎝（40入・磁） 1,050円

ユ679-286 根来7.0めん鉢  
φ21×10.5㎝（20入・強） 3,600円

ユ679-296 根来7.5腰張丼  
φ22×9.5㎝（20入・強） 3,700円

ユ679-306 根来7.0丸反丼  
φ21×8.5㎝（30入・強） 2,700円
ユ679-316 根来6.5丸反丼  
φ19×8㎝（30入・強） 2,300円

ア679-326 青磁8.0丸高台皿  
φ24×7.3㎝（30入・磁） 2,100円
ア679-336 青磁6.0丸高台皿  
φ18.5×5.3㎝（50入・磁） 880円
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ミ680-016 染錦春日リム付8.0丼  
24.6×8.6㎝（20入・強） 5,250円

ミ680-026 染錦春日7.0玉丼  
φ22.3×8.3㎝（30入・強） 4,300円

テ680-036 黒昇竜六兵衛8.0丼  
φ25×6.1㎝（20入・磁） 4,900円
テ680-046 黒昇竜六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（30入・磁） 3,850円

カ680-056 赤絵万暦鳳凰7.0変形鉢  
20.8×19.7×9.5㎝（30入・磁） 4,500円

ホ680-066 イングレーズ龍虎八角7.0丼  
φ22×11㎝（24入・磁） 3,580円

ホ680-076 イングレーズ龍虎八角6.3丼  
φ19.3×9.5㎝（30入・磁） 2,700円

カ680-086 白玉粉引青竜虎八角7.0丼  
φ22×11㎝（20入・磁）（イングレーズ） 3,300円

カ680-096 白玉粉引赤竜虎八角6.3丼  
φ19.5×10㎝（20入・磁）（イングレーズ） 2,550円

ミ680-106 丸紋万暦反70丼  
φ21×9㎝（30入・磁） 3,400円

ミ680-116 赤唐草7.0反丼  
φ21.7×8.5㎝（30入・磁） 3,300円

ミ680-126 時代屋7.0反丼  
φ21.7×8.5㎝（30入・磁） 3,300円

ト680-136 三色間取竜高台6.8丼  
φ21.4×8.5㎝（40入・磁） 2,400円

ホ680-146 おどり竜（青）7.0反高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ホ680-156 おどり竜（青）6.5反高台丼  
φ20.3×8㎝（36入・磁） 1,980円

ホ680-166 おどり竜（赤）7.0反高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ホ680-176 おどり竜（赤）6.5反高台丼  
φ20.3×8㎝（36入・磁） 1,980円

ホ680-186 トルコ三ツ竜7.0反高台丼  
21.7×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ホ680-196 トルコ三ツ竜6.5反高台丼  
20.3×8.3㎝（36入・磁） 1,960円

ホ680-206 トルコ三ツ竜6.8切立丼  
20.5×7.8㎝（36入・磁） 1,960円

ミ680-216 黒巻反68高台丼  
φ20.5×8.4㎝（30入・磁） 1,090円
ミ680-226 黒巻反65高台丼  
φ19.6×7.7㎝（40入・磁） 980円

ミ680-236 黒巻反70高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入・磁） 1,180円
ミ680-246 白丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入・磁） 550円

ミ680-256 赤巻反68高台丼  
φ20.5×8.4㎝（30入・磁） 1,290円
ミ680-266 赤巻反65高台丼  
φ19.6×7.7㎝（40入・磁） 1,180円

ミ680-276 赤巻反70高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入・磁） 1,370円
ミ680-286 白丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入・磁） 550円
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ヤ681-016 ざくろ7.0多用丼  
21.5×8㎝（30入・磁） 2,880円

ヤ681-026 果実7.0多用丼  
21.5×8㎝（30入・磁） 2,880円

ヤ681-036 草花鳳凰7.0多用丼  
21.5×8㎝（30入・磁） 2,880円

ヤ681-046 花鳥7.0多用丼  
21.5×8㎝（30入・磁） 2,880円

ト681-056 紫彩唐草高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（24入・磁） 2,500円
ト681-066 紫彩唐草高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（30入・磁） 2,480円

ヤ681-076 花6.8高台丼  
20.8×8.5㎝（40入・磁） 2,300円
ヤ681-086 花6.3高台丼  
18.2×7.6㎝（50入・磁） 1,980円

ト681-096 深セン彩華高台6.8丼  
φ21.4×8.5㎝（40入・磁） 2,400円

ト681-106 四川牡丹高台6.8丼  
φ21.4×8.5㎝（40入・磁） 2,400円

ヤ681-116 鳳凰6.8高台丼  
20.8×8.5㎝（40入・磁） 2,300円
ヤ681-126 鳳凰6.3高台丼  
18.2×7.6㎝（50入・磁） 1,980円

ヤ681-136 間取竜6.8高台丼  
20.8×8.5㎝（40入・磁） 2,300円
ヤ681-146 間取竜6.3高台丼  
18.2×7.6㎝（50入・磁） 1,980円

ヤ681-156 万暦6.8高台丼  
21×8.6㎝（40入・磁） 2,300円

ヤ681-166 濃牡丹6.8高台丼  
21×8.6㎝（40入・磁） 2,300円

ヤ681-176 錦牡丹6.8高台丼（グリーン）  
21×8.6㎝（40入・磁） 2,300円

ト681-186 紅翔鳳高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（24入・磁） 2,100円
ト681-196 紅翔鳳高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（30入・磁） 2,050円

ヤ681-206 緑彩間取6.8高台丼  
21×8.6㎝（40入・磁） 2,300円

イ681-216 桃唐草6.8高台丼  
φ21×8.5㎝（30入・磁） 2,150円

ヤ681-226 錦牡丹6.8高台丼（ブルー）  
21×8.6㎝（40入・磁） 2,300円

イ681-236 黄彩鳳凰6.8高台丼  
φ21×8.5㎝（30入・磁） 1,450円

イ681-246 藍花鳥6.8高台丼  
φ21×8.5㎝（30入・磁） 1,450円

ヤ681-256 間取三景グリン6.3ラーメン丼  
φ19.6×7.4㎝（50入・磁） 1,200円
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ト682-016 いぶし白ライン反9.0丼  
φ26.7×7.7㎝（16入・磁） 7,000円

ミ682-026 朱巻花つなぎ型入8.0ラーメン丼  
24.2×8.5㎝（24入・磁） 4,400円

カ682-036 備前流し9.5反丼  
φ28.3×9.4㎝（15入・陶） 4,300円
カ682-046 備前流し8.0反丼  
φ25.2×8㎝（20入・陶） 3,400円

ミ682-056 花唐草8.0ラーメン丼  
24.3×8.5㎝（24入・磁） 4,250円
ミ682-066 花唐草6.8ラーメン丼  
21×8.5㎝（30入・磁） 2,700円

カ682-076 ゴールド変形7寸丼  
20.8×19.7×9.5㎝（30入・磁） 4,550円

オ682-086 紺結晶7.0玉丼  
φ21.3×8㎝（30入・磁） 3,600円

ト682-096 いぶし白ライン玉丸7.5丼  
φ22×8.7㎝（20入・磁） 3,500円

ハ682-106 紅深丼  
φ21.4×9㎝（24入・磁） 3,450円

カ682-116 極刷毛赤六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（30入・磁） 3,700円

ア682-126 ラ･うっ麺八角丼  
φ20×10.5㎝（20入・磁） 3,300円

テ682-136 三彩7.0反高台丼  
φ21.2×8.8㎝（36入） 3,200円

ホ682-146 大玉渕呉須刷毛7.3丼（軽量土）  
φ22×8.3㎝（25入・磁） 3,200円

タ682-156 紅7.0もえぎ鉢  
φ21.9×8.7㎝（20入・陶） 2,900円

ア682-166 黒結晶緑流たもり丼  
φ21.5×8.4㎝（30入・磁） 3,100円

タ682-176 赤釉7.0丼  
φ21×9㎝（20入・磁） 2,800円

ア682-186 ラ･うっ麺7.0削ぎ丼  
φ20.8×8.4㎝（30入・磁） 2,800円

ハ682-196 朱天目6.8反高台丼  
φ21.2×8.5㎝（36入・磁） 2,800円

テ682-206 雲竜ヒスイ六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（30入・陶） 2,750円

ホ682-216 黒水晶白竜7.0反高台丼  
21.5×8.5㎝（30入・磁） 2,750円
ホ682-226 黒水晶白竜6.5反高台丼  
20.3×8.2㎝（36入・磁） 2,580円

ホ682-236 朱巻ラーメン丼  
22×8㎝（30入・磁） 2,750円
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ミ683-016 めばえ7.0玉渕丼  
21.5×8.8㎝（30入・磁） 2,720円

ミ683-026 めばえ8.0ラーメン丼  
25×8.5㎝（20入・磁） 2,600円

ミ683-036 朱赤 8.0丼  
φ24.5×8.3㎝（20入・磁） 2,550円

タ683-046 ゴス刷毛目7.0丼  
φ21×8.8㎝（20入・磁） 2,400円

カ683-056 銀黒釉六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（30入・磁） 2,500円

ホ683-066 染付朱巻7.0反高台丼（イングレ）  
φ21.5×8.5㎝（30入・磁） 2,400円
ホ683-076 染付朱巻6.5反高台丼（イングレ）  
φ20×8㎝（36入・磁） 2,150円

カ683-086 ゴールド雷門桂林丼  
φ22.3×9㎝（30入・磁） 2,600円

ト683-096 超赤巻き7.0切立丼（イングレーズ）  
φ21.5×7.7㎝（30入・磁） 2,400円
ト683-106 超赤巻き6.5切立丼（イングレーズ）  
φ19.5×7㎝（40入・磁） 2,200円

ハ683-116 吹雪 6.8けずり丼  
φ20.5×8.3㎝（30入・磁） 2,300円

ヤ683-126 粋波切立八面丼  
φ20.2×10.3㎝（40入・磁） 2,300円

ミ683-136 呉須絵玉渕7.0丼  
21.5×8.8㎝（30入・磁） 2,200円

ホ683-146 中夏7.0反高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入・強） 2,200円
ホ683-156 中夏6.5反高台丼  
φ20.3×8㎝（36入・強） 2,000円

ユ683-166 結晶白刷毛けずり6.8丼  
φ20.5×8㎝（30入・磁） 2,000円

ユ683-176 白柚子茶巻けずり6.8丼  
φ20.5×8㎝（30入・磁） 2,000円

ネ683-186 錆天目高台6.8丼  
φ20.3×8.3㎝（30入・磁） 1,950円

ユ683-196 結晶白刷毛高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（30入・磁） 1,800円

ユ683-206 白柚子茶巻高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（30入・磁） 1,800円

カ683-216 黒備前7.0反高台丼  
21.5×8.3㎝（30入・磁） 1,600円

タ683-226 赤釉7.0スリ鉢丼  
φ21.8×9㎝（20入・陶） 1,700円

タ683-236 オリベ7.0スリ鉢丼  
φ21.8×9㎝（20入・陶） 1,700円
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ヤ684-016 唐子ファミリー6.8高台丼  
21×8.5㎝（40入・磁） 2,350円

ヤ684-026 染付三ツ竜6.8高台丼  
21×8.5㎝（40入・磁） 2,200円

ヤ684-036 古代鳳凰6.8高台丼  
21×8.5㎝（40入・磁） 2,200円

ヤ684-046 黒釉金龍6.8高台丼  
φ21.2×8.3㎝（40入・磁） 1,950円
ヤ684-056 黒釉金龍6.3高台丼  
φ18.7×8㎝（50入・磁） 1,480円

イ684-066 黒耀雲竜深口切立6.3丼  
φ19×10.3㎝（36入・磁） 2,350円

イ684-076 黒みかげ雲竜高台切立7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入・磁） 2,150円

イ684-086 白釉赤雲竜深口切立6.3丼  
φ19×10.3㎝（36入・磁） 2,100円

イ684-096 白釉赤雲竜高台切立7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入・磁） 2,000円

カ684-106 黒雷門切立深口6.3丼  
φ18.8×10.2㎝（40入・磁） 1,700円

カ684-116 白雷門切立深口6.3丼  
φ18.8×10.2㎝（40入・磁） 1,550円

ホ684-126 白釉赤雲竜21㎝反丼  
φ21×8㎝（36入・磁） 2,000円

ホ684-136 白釉赤雲竜23㎝玉丼  
φ23.2×7㎝（30入・磁） 2,650円

ト684-146 高台白ハケ6.8丼  
φ21×8.5㎝（40入・磁） 1,700円
ト684-156 高台白ハケ6.5丼  
φ20×8.5㎝（40入・磁） 1,900円

ホ684-166 雲竜反6.8丼  
φ21.2×8.6㎝（30入・磁） 1,850円
ホ684-176 雲竜反6.5丼  
φ20.3×8.5㎝（36入・磁） 1,650円

イ684-186 豹柄ラーメン6.8丼  
φ21×7.6㎝（30入・磁） 1,600円
イ684-196 豹柄ラーメン6.5丼  
φ19.5×7.2㎝（30入・磁） 1,400円

ヤ684-206 黒釉銀竜紋6.8高台丼  
φ21.2×8.3㎝（40入・磁） 1,580円
ヤ684-216 黒釉銀竜紋6.3高台丼  
φ18.5×7.8㎝（50入・磁） 1,300円

タ684-226 白檀7.0反丼  
φ21.5×8.5㎝（20入・磁） 1,400円

タ684-236 黒檀7.0反丼  
φ21.5×8.5㎝（20入・磁） 1,400円

ネ684-246 黒海 7.0反丼  
φ21.5×8.7㎝（36入・磁） 1,500円

ホ684-256 黒彫刻6.8高台丼  
φ21.5×8.5㎝（36入・磁） 1,350円
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ア685-246 黒結晶7.0玉丼  φ21×8.5㎝（30入・磁） 990円
ア685-256 黒結晶6.5玉丼  φ19.5×7.5㎝（40入・磁） 720円
ア685-266 黒結晶5.0玉丼  φ16×6.5㎝（50入・磁） 640円

ア685-276 ヴォルテックス21.5㎝丼  φ21.4×8.9㎝（30入・磁） 950円
ア685-286 ヴォルテックス20.5㎝丼  φ20.5×8.6㎝（30入・磁） 890円
ア685-296 ヴォルテックス20㎝丼  φ19.9×7.9㎝（40入・磁） 710円

ハ685-016 白刷毛鉄結晶石目6.8ラーメン  
φ21.3×8.5㎝（30入・磁） 1,350円

ハ685-026 白刷毛青磁石目6.8ラーメン  
φ21.3×8.5㎝（30入・磁） 1,350円

ユ685-036 ラーメン横丁（黒）6.5めん丼  
φ20×9.5㎝（30入・磁） 1,350円

ユ685-046 ラーメン横丁（白）6.5めん丼  
φ20×9.5㎝（30入・磁） 1,350円

キ685-056 染付彩華めん鉢  
φ20×9㎝（40入・磁） 1,350円

ホ685-066 和風6.8ラーメン丼  
21×8.5㎝（30入・磁） 1,250円

ホ685-076 和風6.5丸丼  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 1,100円

カ685-086 ダークグレーうのふ削り六兵衛6.3丼  
φ20.4×10㎝（30入・磁） 1,150円

ハ685-096 黒壽6.8ラーメン  
φ21.5×8.6㎝（36入・磁） 1,150円

ツ685-106 白粉引 しのぎ6.8ラーメン丼  
φ21.5×8.5㎝（40入・磁） 1,150円
ツ685-116 白粉引 しのぎ6.3ラーメン丼  
φ19.5×7.5㎝（50入・磁） 820円

ヨ685-126 朱巻 6.8ラーメン  
φ21.5×9㎝（40入・磁） 1,100円
ヨ685-136 朱巻 6.3ラーメン  
φ19.7×7.5㎝（40入・磁） 800円

ト685-146 ホワイト グレーしのぎ型6.8ラーメン  
φ21.8×9㎝（40入・磁） 1,100円
ト685-156 ホワイト グレーしのぎ型6.3ラーメン  
φ20×7.8㎝（40入・磁） 800円

ハ685-166 筆ちらし6.8ラーメン  
φ21.5×9㎝（36入・磁） 1,100円
ハ685-176 筆ちらし6.3ラーメン  
φ19.5×7.2㎝（48入・磁） 780円

ハ685-186 三島赤楽外刷毛新型どんぶり  
φ19.5×9㎝（1150㏄）（40入・磁） 1,050円

ハ685-196 三島新型どんぶり  
φ19.5×9㎝（1150㏄）（40入・磁） 1,050円

ア685-206 黒結晶19㎝深口多用丼  
φ19×10㎝（30入・磁） 1,100円
ア685-216 黒結晶17.5㎝深口多用丼  
φ17.6×9.5㎝（40入・磁） 950円

ホ685-226 染付鳳凰ラーメン丼  
φ20.3×8㎝（36入・磁） 950円

ホ685-236 染付ホタル牡丹ラーメン丼  
φ20.3×8㎝（36入・磁） 950円
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ホ686-016 黒うずライン7.0反丼  
φ21.5×10.5㎝（30入・磁） 3,350円
ホ686-026 黒うずライン6.0反丼  
φ18.3×10㎝（30入・磁） 2,650円

ホ686-036 白うずライン7.0反丼  
φ21.5×10.5㎝（30入・磁） 3,350円
ホ686-046 白うずライン6.0反丼  
φ18.3×10㎝（30入・磁） 2,650円

カ686-056 イワグロ7.0変形丼  
20.8×19.7×9.5㎝（30入・磁） 3,000円

カ686-066 白釉変型7.0丼  
20.8×19.7×9.5㎝（30入・磁） 2,800円

ハ686-076 えでぃー21㎝深ボール  
φ21.2×9.2㎝（24入・磁） 2,200円

ハ686-086 いぶし黒21㎝深ボール  
φ21.2×9.2㎝（24入・磁） 2,400円

カ686-096 白ブリーズボールM  
φ20×7.9㎝（950㏄）（30入・磁） 2,100円

カ686-106 黒ブリーズボールM  
φ20×7.9㎝（950㏄）（30入・磁） 2,200円

カ686-116 黒桂林丼  
φ22.3×9㎝（30入・磁） 2,250円

カ686-126 白桂林丼  
φ22.3×9㎝（30入・磁） 1,950円

カ686-136 黒ゆず6.0反深口丼  
18.6×9.7㎝（40入・磁） 2,000円

カ686-146 白6.0反深口丼  
φ18.6×9.7㎝（30入・磁） 1,650円

カ686-156 白7.0しのぎ丼  
φ21×8㎝（30入・磁） 1,900円

カ686-166 黒7.0しのぎ丼  
φ21×8㎝（30入・磁） 2,000円

ヤ686-176 白高台7.0けずり丼  
φ21.5×8.6㎝（30入・磁） 830円
ヤ686-186 白高台6.8けずり丼  
φ20.7×8.3㎝（40入・磁） 770円

ヤ686-196 黒耀高台7.0けずり丼  
φ21.5×8.6㎝（30入・磁） 960円
ヤ686-206 黒耀高台6.8けずり丼  
φ20.7×8.3㎝（40入・磁） 890円

カ686-216 黒雲19㎝深ボール  
φ19.3×10.2㎝（50入・磁） 1,900円

カ686-226 白雲19㎝深ボール  
φ19.3×10.2㎝（50入・磁） 1,800円

ネ686-236 天目アベック丼  
26×15.5×8㎝（30入・磁） 4,500円

ネ686-246 白アベック丼  
26×15.5×8㎝（30入・磁） 4,500円
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ホ687-156 白磁九州6.8ラーメン丼  20.7×6.6㎝（36入・磁） 1,170円
ホ687-166 白磁九州6.3ラーメン丼  19.7×6.8㎝（40入・磁） 940円
ホ687-176 白磁九州ミニ丼  φ18×6.2㎝（48入・磁） 890円

ア687-186 白19㎝ヌードルボール  φ18.9×10㎝（40入・磁） 950円
ア687-196 白18㎝ヌードルボール  φ18×9.2㎝（40入・磁） 820円
ア687-206 白15㎝ヌードルボール  φ14.8×8.5㎝（50入・磁） 640円

ハ687-016 白翔8.0けずり丼  
φ24.5×8.5㎝（20入・磁） 2,800円

ハ687-026 白翔6.8けずり丼  
φ20.5×8.3㎝（30入・磁） 1,700円

カ687-036 白六兵衛7.0丼  
φ22.5×8.8㎝（30入・磁） 2,200円

ミ687-046 白八角7.0丼  
φ22×11.4㎝（30入・磁） 1,870円
ミ687-056 白八角6.3丼  
φ19×9.7㎝（40入・磁） 1,650円

ア687-076 ビューグルSW21.5㎝ボール  
φ21.5×10㎝（30入・磁） 1,900円
ア687-086 ビューグルSW20㎝ボール  
φ20×9.5㎝（30入・磁） 1,700円

ハ687-066 白翔八面切立ラーメン丼  
φ20.2×10.3㎝（30入・磁） 1,900円

ホ687-096 白磁7.0切立高台丼  
φ21×9㎝（30入・磁） 1,680円
ホ687-106 白磁6.5切立高台丼  
φ19.5×8.7㎝（36入・磁） 1,450円

カ687-116 スタイリッシュ21㎝ラーメン丼  
φ20.8×9㎝（30入・磁） 1,300円
カ687-126 スタイリッシュ19㎝ラーメン丼  
φ19.5×7.8㎝（40入・磁） 1,100円

ハ687-136 タイスキ6.0フォー鉢  
φ18.3×7.5㎝（40入・磁） 1,850円

ハ687-146 ホタル青磁6.5反丼  
φ19.5×7.2㎝（36入・磁） 1,200円

ユ687-216 ラーメン横丁（黒）反6.0丼  
φ18.5×8㎝（40入・磁） 950円

ユ687-226 ラーメン横丁（白）反6.0丼  
φ18.5×8㎝（40入・磁） 950円

キ687-236 透かし唐草めん丼  
φ18.8×7.7㎝（40入・磁） 780円

キ687-246 藍唐草めん丼  
φ18.8×7.7㎝（40入・磁） 780円

キ687-256 雷紋竜6.0ラーメン丼  
φ18.8×7.7㎝（40入・磁） 780円

キ687-266 唐人6.0ラーメン丼  
φ18.8×7.7㎝（40入・磁） 780円

ト687-276 寿来門切立6.3丼  
φ19.3×6.3㎝（50入・磁） 450円

イ687-286 電車子供ラーメン  
φ16×7㎝（40入・磁） 1,050円
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ヤ688-016 朱巻切立高台7.0丼  
φ21.5×8.8㎝（30入・磁） 1,030円
ヤ688-026 朱巻切立高台6.5丼  
φ19.8×8㎝（40入・磁） 890円

ヤ688-036 朱巻切立6.3深丼  
φ18.8×10.2㎝（30入・磁） 1,170円
ヤ688-046 朱巻切立5.5深丼  
φ16.6×8.6㎝（40入・磁） 880円

ヤ688-056 北京6.8高台丼  
21.4×8.5㎝（40入・磁） 1,200円

ヤ688-066 赤巻鳳凰6.8切立丼  
20.3×7.4㎝（40入・磁） 1,250円

ヤ688-076 赤巻三ツ竜6.8高台丼  
φ21.4×8.6㎝（40入・磁） 1,200円

ト688-086 赤巻三ツ竜切立6.8丼  
φ21.5×7.5㎝（40入・磁） 1,400円

ト688-096 赤巻三ツ竜切立6.3丼  
φ19.6×7.1㎝（50入・磁） 1,100円

ト688-106 赤巻鳳凰切立6.3丼  
φ19.6×7.1㎝（50入・磁） 1,050円

ミ688-116 赤ラーメンレンゲ  
17.6×5.2㎝（180入・磁） 480円
ミ688-126 赤受台  
9.4×5.6×2.2㎝（200入・磁） 400円

ミ688-136 赤カギレンゲ（L）  
15.6×5㎝（200入・磁） 370円
ミ688-146 赤カギレンゲ（S）  
14×4.7㎝（200入・磁） 320円
ミ688-156 赤受台  
9.4×5.6×2.2㎝（200入・磁） 400円

ミ688-166 黒ラーメンレンゲ  
17.6×5.2㎝（180入・磁） 480円
ミ688-176 黒受台  
9.4×5.6×2.2㎝（200入・磁） 360円

ミ688-186 黒カギレンゲ（L）  
15.6×5㎝（200入・磁） 370円
ミ688-196 黒カギレンゲ（S）  
14×4.7㎝（200入・磁） 320円
ミ688-206 黒受台  
9.4×5.6×2.2㎝（200入・磁） 360円

ロ688-216 黒結晶反レンゲ（大）  
16×4.7×5.7㎝（300入・磁） 760円
ホ688-226 黒反レンゲ  
15×4.8㎝（180入・磁） 360円
ロ688-236 黒結晶受台  
9.5×6×2.8㎝（30×8入・磁） 540円

ロ688-246 天目上レンゲ  
14.2㎝（400入・磁） 300円
ロ688-256 天目レンゲ台  
9.2×5.4×2㎝（30×12入・磁） 370円

ロ688-266 織部レンゲ  
13.9×4.5×3㎝（40×12入・陶） 290円
ロ688-276 織部レンゲ台  
8.7×5.4×2.4㎝（30×12入・陶） 290円

ロ688-286 黄瀬戸レンゲ  
13.9×4.5×3㎝（40×12入・陶） 290円
ロ688-296 黄瀬戸レンゲ台  
8.7×5.4×2.4㎝（30×12入・陶） 290円

ロ688-336 ラーメンレンゲ  
17.5×5.2×3.7㎝（240入・磁） 380円
ロ688-346 ラーメンレンゲ受台  
10.8×6.5×2.6㎝（240入・磁） 300円

ロ688-356 白強化レンゲ  
14.4㎝（50×12入・強） 350円
ロ688-366 白強化レンゲ台  
9.1×5.5㎝（300入・強） 300円

ロ688-376 白上レンゲ  
14×4.5×4.6㎝（50×12入・磁） 195円
ロ688-386 白上レンゲ台  
9×5.7㎝（300入・磁） 270円

ロ688-396 白並レンゲ  
13㎝（50×12入・磁） 150円
ロ688-406 白並レンゲ台  
8.5×5.5㎝（300入・磁） 210円

ウ688-416 タコ唐草レンゲ  
φ15.5×4㎝（100入・磁） 1,050円
ウ688-426 タコ唐草レンゲ台  
8×5.4×2.5㎝（100入・磁） 750円

ウ688-436 青白磁レンゲ  
φ14.3×4.5㎝（300入・強） 640円
ウ688-446 青白磁レンゲ台  
9×5.7×2.3㎝（300入・強） 560円

ロ688-456 青磁上レンゲ（新）  
14㎝（50×12入・磁） 250円
ロ688-466 青磁上レンゲ台（新）  
5.7×9㎝（30×12入・磁） 300円

ロ688-306 丸型ラーメンレンゲ（大）  
19×5.2×4㎝（240入・磁） 500円
ロ688-316 中型ラーメンレンゲ  
18.2×4.4×3.1㎝（240入・磁） 420円
ロ688-326 丸型ラーメン受台（大）  
10.8×5.9×2.5㎝（300入・磁） 260円

ロ688-476 白6.0反レンゲ  
18×4.3×3.4㎝（200入・強） 810円
ロ688-486 小判受台（掛付）  
8.5×5.7×2.5㎝（200入・強） 560円

ロ688-496 
手長反レンゲ  
16.5×4.4㎝（200入・強）
900円

ロ688-506 
手長反レンゲ（大）  
15×4.4㎝（300入・強）
670円

ロ688-516 
手長反レンゲ（小）  
12.7×3.2㎝（300入・強）
670円

ウ688-526 刺子ブチレンゲ（赤）大  
13.8×4㎝（160入・磁） 520円
ウ688-536 刺子プチレンゲ（赤）小  
12×3.2㎝（200入・磁） 480円

ウ688-546 刺子プチレンゲ（青）大  
13.8×4㎝（160入・磁） 520円
ウ688-556 刺子プチレンゲ（青）小  
12×3.2㎝（200入・磁） 480円

ウ688-566 
引掛けレンゲ（黒）  
φ5×16.7×2.7㎝（100入・磁）
310円

ウ688-576 
引掛けレンゲ（ロマンス）  
φ5×16.7×2.7㎝（100入・磁）
290円

ウ688-586 
引掛けレンゲ（白）  
φ5×16.7×2.7㎝（100入・磁）
290円
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ロ689-016 
鍋用レンゲ  
25.7×5.1×4.9㎝（200入・磁）
1,250円

ロ689-026 
H.C.ラージラーメンレンゲ（軽量）  
20×5.3×4.3㎝（200入・強）
790円

ロ689-036 
トーフレンゲ  
18.3㎝（200入・磁）
760円

ロ689-046 
白丸掛レンゲ（大）  
18.3×5.9㎝（300入・磁）
640円

ロ689-056 
H.C.かゆレンゲ  
15.3×4.7×4.5㎝（200入・強）
470円

ロ689-066 
白平レンゲ  
15×4.7㎝（300入・磁）
430円

ロ689-076 
鍋レンゲ赤  
15.5×6×1.6㎝（200入・強）
1,020円

ロ689-086 
鍋レンゲ白  
15.5×6×1.6㎝（200入・強）
870円

ウ689-096 
黒釉万能レンゲ  
18.7×4.5㎝（120入・磁）
710円

ホ689-106 
サジかげんレンゲ（具だけすくえる）  
16.5×4.7㎝（180入・磁）
460円

ホ689-116 
黒カギ付レンゲ  
16.5×4.7㎝（180入・磁）
420円

ホ689-126 
白カギ付レンゲ  
16.5×4.7㎝（200入・磁）
300円

ロ689-136 
天目掛匙（大）  
17.5㎝（300入・磁）
670円

ホ689-146 
白穴レンゲ  
14.2㎝（180入・磁）
330円

ロ689-156 
青磁ラーメンレンゲ  
17.2×5×2.2㎝（240入・磁）
390円

ト689-166 
青磁渕掛レンゲ  
14.5㎝（200入・磁）
400円

オ689-176 
どんぶりレンゲ  
16.5×4.7㎝（200入・強）
650円

カ689-186 
白レンゲ  
15.2㎝（120入・強）
580円

オ689-196 
チャーハンレンゲ  
15.7×4.5㎝（200入・強）
580円

オ689-206 
スープレンゲ  
14.9×4.4㎝（200入・強）
580円

ロ689-216 白丸掛レンゲ（中）  
17.2×4.8㎝（300入・磁） 540円
ロ689-226 白丸掛レンゲ（小）  
13.4×4.3㎝（300入・磁） 260円

ロ689-236 
5.0反レンゲ  
15×3.6×3㎝（300入・強）
480円

カ689-246 
白6.0掛ラーメンレンゲ  
17.5×4.5㎝（120入・磁）
440円

ロ689-256 
H.C.チャーハンレンゲ  
16.2×4.4㎝（200入・強）
420円

カ689-266 
白磁引掛レンゲ  
16.2㎝（150入・磁）
420円

ロ689-276 
白ヒレ掛レンゲ  
15.1×4.8㎝（300入・磁）
290円

ロ689-286 
丸型ラーメンレンゲ（小）  
14.8×4.5×3.5㎝（400入・磁）
260円

ロ689-296 
両掛レンゲ  
14㎝（400入・磁）
250円

ロ689-306 
片掛レンゲ  
14.5㎝（400入・磁）
240円

ロ689-316 
5.0並匙  
15×4.2×3.4㎝（400入・磁）
210円

ロ689-326 
白カギ付レンゲ  
15.5×4.3×3.7㎝（500入・磁）
195円

ロ689-336 
白穴レンゲ  
13.5㎝（50×12入・磁）
195円

エ689-346 
箸耐熱フィットレンゲ 黒  
17.5×4.2㎝（500入）
200円

エ689-356 
箸耐熱フィットレンゲ 茶  
17.5×4.2㎝（500入）
210円

エ689-366 
箸耐熱フィットレンゲ 黄  
17.5×4.2㎝（500入）
210円

エ689-376 
箸耐熱フィットレンゲ 白  
17.5×4.2㎝（500入）
200円

エ689-386 
箸耐熱フィットレンゲ 赤  
17.5×4.2㎝（500入）
200円

エ689-396 
BW-72レンゲ黒  
17×4.5㎝（メラミン）
195円

エ689-406 
W-72レンゲアイボリー  
17×4.5㎝（メラミン）
195円

ワA689-416 
レンゲ受台  
9.6×5.8×H2㎝（中国）（木製）
680円

エ689-426 
箸ユニークレンゲ 黒  
17×4.5㎝（400入）
230円

エ689-436 
箸ユニークレンゲ 朱  
17×4.5㎝（400入）
230円

エ689-446 
箸ユニークレンゲ 白  
17×4.5㎝（400入）
210円

エ689-456 
越前漆器新レンゲ 朱  
13.8×4.5㎝
200円

エ689-466 
箸SMC-78 ひっかけレンゲ （青磁）  
14.7×4.2㎝（400入）
280円

エ689-476 
箸MC-78 ひっかけレンゲ （アイボリー）  
14.7×4.2㎝（400入）
280円

エ689-486 
箸SMC-77 レンゲ （重厚型）（青磁）  
14.5×4.3㎝（400入）
270円

エ689-496 
箸MC-77 レンゲ （重厚型）（アイボリー）  
14.5×4.3㎝（400入）
270円

＜メラミン樹脂＞

＜メラミン樹脂＞
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

エ690-016 
TA 3.2寸錦小吸椀 消黒天銀  
φ9.7×9㎝（260㏄）（100入） 1,700円

エ690-026 
TA 3.2寸錦小吸椀 溜天銀  
φ9.7×9㎝（260㏄）（100入） 1,950円

エ690-036 
TA 3.4寸弥生吸椀 笹 S･H塗   
φ10.2×9㎝（260㏄）（100入） 3,150円

エ690-046 
TA多宝小吸椀 朱パール八雲  
φ10.1×9㎝（240㏄）（100入） 2,650円

エ690-056 
TA 3.8寸仙才椀 黒 銀刷毛目  
φ11.1×9.7㎝（300㏄）（100入） 2,800円

エ690-066 
TA小丸椀 黒 洗  
φ10.4×10㎝（210㏄）（100入） 1,300円

エ690-076 
TM花小吸椀 ウルミ乱糸 洗  
φ10.3×10.1㎝（220㏄）（100入） 2,150円

エ690-086 
TA古代椀 朱木目 洗  
φ11.3×11.2㎝（250㏄）（100入） 1,700円

エ690-096 
TA 3.7寸荒筋椀 溜 洗  
φ11.1×9.9㎝（250㏄）（100入） 1,700円

エ690-106 
TA越前椀 溜筋目塗り分け 洗  
φ11.1×9.9㎝（240㏄）（100入） 2,150円

エ690-116 
TA ABS3.8寸亀甲吸椀 黒内朱  
φ11.3×9.3㎝（290㏄）（100入） 1,150円

エ690-126 
A 4寸真亀甲吸椀 黒内朱  
φ12×8.6㎝（250㏄）（100入） 1,100円

エ690-136 
A 4寸真亀甲吸椀 溜  
φ12×8.6㎝（250㏄）（100入） 1,250円

エ690-146 
TA真亀甲飯器 黒内朱 洗  
φ13.4×10.5㎝･内寸φ12.6×6㎝（440㏄）（100入） 
1,700円

エ690-156 
TA真亀甲飯器 溜内黒塗 洗  
φ13.4×10.5㎝･内寸φ12.6×6㎝（440㏄）（100入） 
1,900円

エ690-166 
TA 4寸千筋ケヤキ吸椀 栃 洗  
φ11.8×9.8㎝（320㏄）（100入） 1,250円

エ690-176 
TA 3.8寸仙才椀 溜武蔵野日月 洗  
φ11.1×9.7㎝（300㏄）（100入） 3,650円

エ690-186 
TM3.7寸玉子椀 黒に短冊 洗  
φ11.2×10.2㎝（310㏄）（100入） 3,000円

エ690-196 
TA御殿吸椀 栃刷毛目つば金 洗  
φ12×10㎝（290㏄）（100入） 2,100円

エ690-206 
TM御殿吸椀 黒竹 S･H塗  洗   
φ12×9.6㎝（250㏄）（100入） 3,250円

エ690-216 
A 4.5寸小槌ケヤキ吸椀 栃  
φ12.8×9㎝（310㏄）（100入） 1,400円

エ690-226 
M 4.5寸小槌吸椀 根来  
φ13×9㎝（330㏄）（100入） 1,500円

エ690-236 
TM4寸蛤椀 黒  
φ12.2×8.3㎝（280㏄）（100入） 1,850円

エ690-246 
TM4寸平富士椀 朱金銀かすみ  
φ12×8.1㎝（290㏄）（100入） 2,900円

エ690-256 
TM4寸新仙才椀 黒銀ぼかしつば金  
φ12.2×8.2㎝（290㏄）（100入） 2,800円

エ690-266 
A 5.5寸風味椀 黒内朱つば天金  
φ16.4×9㎝（600㏄）（60入） 1,800円

エ690-276 
M 5.3寸平富士煮物椀 銀渦刷毛目  
φ16.1×8.2㎝（100入） 3,800円

エ690-286 
TA 5.5寸羽反煮物椀 黒金ライン 洗   
φ16.3×9.4㎝（60入） 2,450円

エ690-296 
M 6寸木目椀 栃  
φ18×10.5㎝（60入） 2,450円

エ690-306 
A 6寸小槌煮物椀 溜箔笹  
φ18.4×10㎝（60入） 2,500円
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洗 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。



SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

エ691-016 
TM糸巻小吸椀 黒金ひも  
φ7.7×8.6㎝（150㏄）（200入） 1,520円

エ691-026 
TAつづみ小吸椀 溜筋目塗り分け  
φ7.3×8.9㎝（170㏄）（200入） 1,700円

エ691-036 
TM竹泉箸洗椀 青銀パール  
φ7×9.7㎝（120㏄）（100入） 2,200円

エ691-046 
TM菊形箸洗椀 朱内黒 洗  
φ7.6×9.7㎝（180㏄）（100入） 1,600円

エ691-056 
TA 2.8寸玉子椀 溜内朱 洗  
φ8.3×8.1㎝（150㏄）（100入） 1,450円

エ691-066 
TM姫小吸椀 溜金線 洗  
φ8.4×9.6㎝（190㏄）（100入） 2,600円

エ691-076 
M 段駒小吸椀 溜  
φ10.1×7㎝（220㏄）（100入） 1,500円

エ691-086 
A 千筋欅小吸椀 黒内朱  
φ9×9.5㎝（230㏄）（100入） 900円

エ691-096 
TA千筋小吸椀 溜内朱 洗  
φ9×7.9㎝（260㏄）（100入） 900円

エ691-106 
TA 3寸リリー椀 赤はけ流し 洗  
φ8.9×8.8㎝（180㏄）（200入） 2,100円

エ691-116 
TM3寸ひさご小吸椀 グリーンライン 洗   
φ8.9×9.2㎝（240㏄）（100入） 2,300円

エ691-126 
M 鈴型小吸椀 黒帯金松葉  
φ9×9㎝（230㏄）（100入） 2,600円

エ691-136 
TA 3寸富士小吸椀 栃 洗  
φ9.1×9㎝（200㏄）（100入） 1,500円

エ691-146 
TA 3.1寸京型木目椀 溜 洗  
φ9.6×9.4㎝（190㏄）（100入） 1,550円

エ691-156 
TM3.1寸京型吸椀 黒紫銀かすり 洗   
φ9.5×9.5㎝（210㏄）（100入） 2,200円

エ691-166 
TA 3.3寸美里吸椀 溜刷毛目 洗  
φ10×9.7㎝（210㏄）（100入） 1,950円

エ691-176 
TA 3.3寸美里吸椀 グリーンかすみ 洗   
φ10×9.7㎝（210㏄）（100入） 2,500円

エ691-186 
TA 3.5寸玉子椀 赤刷毛目梨地  
φ10.1×10.3㎝（250㏄）（100入） 2,900円

エ691-196 
A 3.2寸亀甲小吸椀 黒  
φ9.7×9.5㎝（180㏄）（200入）（重厚タイプ） 550円

エ691-206 
A 3.2寸亀甲小吸椀 溜  
φ9.7×9.5㎝（180㏄）（200入）（重厚タイプ） 600円

エ691-216 
TA真3.2寸亀甲小吸椀 黒 洗  
φ9.7×9.2㎝（180㏄）（200入）（重厚タイプ） 650円

エ691-226 
TA真3.2寸亀甲小吸椀 吟朱  
φ9.7×9.2㎝（190㏄）（200入） 700円

エ691-236 
A ニュー3.2寸亀甲小吸椀黒内朱  
φ9.7×9.5㎝（180㏄）（200入）（重厚タイプ） 510円

エ691-246 
TA 耐熱ニュー3.2寸亀甲小吸椀黒内朱 洗   
φ9.7×9.5㎝（180㏄）（200入）（重厚タイプ） 780円

エ691-256 
TA 3寸荒筋木目椀 黒 洗  
φ9.3×9.8㎝（210㏄）（100入） 750円

エ691-266 
TA 3寸荒筋木目椀 溜内朱 洗  
φ9.3×9.8㎝（210㏄）（100入） 850円

エ691-276 
TA 3.3寸布目吸椀 黒天朱 洗  
φ10.4×8.5㎝（220㏄）（100入） 950円

エ691-286 
TA 3.3寸布目吸椀 栃 洗  
φ10.4×8.5㎝（220㏄）（100入） 1,450円

エ691-296 
A 桐木目小吸椀 黒内朱  
φ9.5×9.5㎝（200㏄）（200入） 700円

エ691-306 
A 桐木目小吸椀 溜  
φ9.5×9.5㎝（200㏄）（200入） 750円

エ691-316 
A 田吾作吸椀 黒内朱  
φ10.2×9.4㎝（220㏄）（100入） 1,150円

エ691-326 
A 田吾作吸椀 栃  
φ10.2×9.4㎝（220㏄）（100入） 1,250円

エ691-336 
A 積重亀甲椀 黒  
φ10.3×10.2㎝（230㏄）（200入） 700円

エ691-346 
A 積重亀甲椀 新溜  
φ10.3×10.2㎝（230㏄）（200入） 700円

エ691-356 
TA 3.8寸千筋小吸椀 朱つば黒 洗  
φ10.3×10.4㎝（200㏄）（100入） 1,550円

エ691-366 
TA 3.8寸千筋小吸椀 溜内朱 洗  
φ10.3×10.4㎝（200㏄）（100入） 1,600円
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

ヌ692-016 
A ニュー亀甲小吸椀 黒  
φ9.7×9.3㎝ 500円
ヌ692-026 
TA耐熱ニュー亀甲小吸椀 黒  
φ9.7×9.3㎝ 650円

ヌ692-036 
A ニュー亀甲小吸椀 黒内朱  
φ9.7×9.3㎝ 510円
ヌ692-046 
TA耐熱ニュー亀甲小吸椀 黒内朱  
φ9.7×9.3㎝ 780円

ヌ692-056 
A ニュー亀甲小吸椀 新溜  
φ9.7×9.3㎝ 520円
ヌ692-066 
TA耐熱ニュー亀甲小吸椀 新溜  
φ9.7×9.3㎝ 780円

ヌ692-076 
A 木調小吸椀 黒  
φ9.3×10㎝ 550円

ヌ692-086 
A 木調小吸椀 ウルミ  
φ9.3×10㎝ 650円

ヌ692-096 
A 3.0寸ミニ亀甲小吸椀 黒  
φ9×9.3㎝ 600円

ヌ692-106 
A 3.0寸ミニ亀甲小吸椀 新溜  
φ9×9.3㎝ 650円

ヌ692-116 
A 3.0寸ミニ亀甲小吸椀 栃  
φ9×9.3㎝ 950円

ヌ692-126 
A 光亀甲小吸椀 黒  
φ9.4×10㎝ 550円

ヌ692-136 
A 光亀甲小吸椀 溜  
φ9.4×10㎝ 650円

ヌ692-146 
A 亀甲小吸椀 黒  
φ9.7×9.9㎝ 500円

ヌ692-156 
A 亀甲小吸椀 黒天朱  
φ9.7×9.9㎝ 550円
ヌ692-166 
TA耐熱亀甲小吸椀 黒天朱  
φ9.7×9.9㎝ 950円

ヌ692-176 
A 亀甲小吸椀 溜  
φ9.7×9.9㎝ 600円
ヌ692-186 
TA耐熱亀甲小吸椀 溜  
φ9.7×9.9㎝ 1,000円

ヌ692-196 
A ケヤキ小吸椀 黒  
φ10.2×9.4㎝ 700円
ヌ692-206 
TA耐熱ケヤキ小吸椀 黒  
φ10.2×9.4㎝ 900円

ヌ692-216 
A ケヤキ小吸椀 ウルミ  
φ10.2×9.4㎝ 750円
ヌ692-226 
TA耐熱ケヤキ小吸椀 ウルミ  
φ10.2×9.4㎝ 900円

ヌ692-236 
A 千筋ケヤキ小吸椀 黒天朱  
φ9.3×9.7㎝ 650円
ヌ692-246 
TA耐熱千筋ケヤキ小吸椀 黒天朱  
φ9.3×9.7㎝ 950円

ヌ692-256 
A 千筋ケヤキ小吸椀 溜  
φ9.3×9.7㎝ 700円
ヌ692-266 
TA耐熱千筋ケヤキ小吸椀 溜  
φ9.3×9.7㎝ 1,000円

ヌ692-276 
A 千筋ケヤキ小吸椀 栃  
φ9.3×9.7㎝ 900円

ヌ692-286 
A 3.5寸乱引木目小吸椀 黒内朱  
φ10.1×9.9㎝ 750円
ヌ692-296 
TA耐熱3.5寸乱引木目小吸椀 黒内朱  
φ10.1×9.9㎝ 850円

ヌ692-306 
A 3.5寸乱引木目小吸椀 溜  
φ10.1×9.9㎝ 850円
ヌ692-316 
TA耐熱3.5寸乱引木目小吸椀 溜  
φ10.1×9.9㎝ 950円

ヌ692-326 
A 3.5寸乱引木目小吸椀 栃  
φ10.1×9.9㎝ 1,000円

φ90×H93mm（H66） 230cc,93g（60g）

φ97×H99mm（H70） 295cc,89g（60g）

φ93×H97mm（H69） 280cc,75g（52g） φ101×H99mm（H70） 300cc,98g（72g）

φ94×H100mm（H70） 
270cc,79g（53g）

φ102×H94mm（H62） 
255cc,97g（67g）

φ93×H100mm（H70） 
275cc,72g（48g）

φ97×H93mm（H67） 285cc,90g（62g）
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SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

ヌ693-016 
木質菊型小吸椀 チーク  
φ7.7×9.8㎝ 1,900円

ヌ693-026 
木質菊型小吸椀 吟朱  
φ7.7×9.8㎝ 1,700円

ヌ693-036 
A 線引き箸洗椀（小） 黒朱ヒモ  
φ7.7×9.7㎝ 1,500円

ヌ693-046 
A 線引き箸洗椀（小） 溜  
φ7.7×9.7㎝ 1,300円

ヌ693-056 
A 姫わらべ小吸椀 溜  
φ9×9.1㎝ 1,100円

ヌ693-066 
A 姫わらべ小吸椀 朱ぼかし  
φ9×9.1㎝ 1,100円

ヌ693-076 
TA 3寸ゆり小吸椀 一分溜乱ライン  
φ8.9×9㎝ 2,100円

ヌ693-086 
TA 3寸ゆり小吸椀 一分溜松葉  
φ8.9×9㎝ 1,950円

ヌ693-096 
TA一口小吸椀 茶金刷毛目ツバ黒  
φ9.3×10㎝ 2,400円

ヌ693-106 
TA一口小吸椀 溜  
φ9.3×10㎝ 1,750円

ヌ693-116 
TA忍小吸椀 朱一筆  
φ9.3×8.6㎝ 2,500円

ヌ693-126 
TA忍小吸椀 溜  
φ9.3×8.6㎝ 1,600円

ヌ693-136 
TA 3.5寸玉子椀 金光彩高台内金ライン  
φ10.2×10.4㎝ 1,950円

ヌ693-146 
TA 3.5寸玉子椀 銀光彩ぼかし高台内金ライン  
φ10.2×10.4㎝ 1,950円

ヌ693-156 
TA 3.2寸玉子椀 銀ぼかし蓋高台内金  
φ9.6×10㎝ 2,400円

ヌ693-166 
TA 3.2寸玉子椀 溜  
φ9.6×10㎝ 1,650円

φ77×H98mm（H73） 205cc,71g（51g）

φ90×H91mm（H70） 265cc,70g（50g）

φ93×H100mm（H72） 250cc,117g（87g）

φ102×H104mm（H75） 300cc,140g（85g）

φ77×H97mm（H78） 220cc,67g（52g）

φ89×H90mm（H67） 230cc,93g（72g）

φ93×H86mm（H65） 240cc,120g（85g）

φ96×H100mm（H71） 265cc,113g（76g）
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

エ694-016 
A 羽反ラーメン丼 （小）茶金かすり  
φ15×6.5㎝（400㏄）（120入） 1,650円

エ694-026 
A 羽反ラーメン丼 （中）黒内朱ライン  
φ18.8×7.6㎝（1000㏄）（100入） 1,500円

エ694-036 
A 5寸乱筋木目丼 黒内朱  
φ15×8.7㎝（780㏄）（120入） 800円

エ694-046 
A 6寸乱筋木目丼 黒内朱  
φ17.8×8.7㎝（100入） 900円

エ694-056 
A うどん丼 花梨内朱  
φ17×9.1㎝（1100㏄）（100入） 1,600円

エ694-066 
TA 4.5寸刷毛目羽反丼 溜内朱 洗  
φ13.6×8㎝（790㏄）（100入） 950円

エ694-076 
A 4.7寸四季丼 黒千筋内朱  
φ14.1×7.2㎝（800㏄）（120入） 780円

エ694-086 
A 5寸桐木目丼 トチ内黒  
φ14.3×8.5㎝（870㏄）（100入） 1,000円

エ694-096 
A 6寸亀甲鉢 黒内朱  
φ18.5×8.4㎝（1400㏄）（60入） 1,050円

エ694-106 
A 渕布目ラーメン鉢黒内朱  
φ19.9×8.4㎝（1050㏄）（100入） 950円

A 多用ボール 内外黒刷毛目  
エ694-116 3寸  φ10×5.3㎝（200㏄）（100入） 850円
エ694-126 4寸  φ12×6㎝（340㏄）（100入） 1,100円
エ694-136 5寸  φ14.2×6.7㎝（520㏄）（80入） 1,600円
エ694-146 5.5寸  φ16.6×7.3㎝（800㏄）（60入） 2,400円
エ694-156 6寸  φ18.2×8㎝（1200㏄）（40入） 2,700円
エ694-166 7寸  φ20.8×9㎝（1700㏄）（40入） 4,250円

A 多用ボール 蓋 黒天朱  
エ694-176 3寸  11×11×1.9㎝（200入） 600円
エ694-186 4寸  13×13×1.9㎝（150入） 700円
エ694-196 5寸  15.3×15.3×2㎝（120入） 950円
エ694-206 5.5寸  17.7×17.7×2.2㎝（100入） 1,150円
エ694-216 6寸  19.5×19.5×2.2㎝（80入） 1,300円

M 永平寺鉢 黒内朱  
エ694-226 2.8寸  φ8.5×4.1㎝（135㏄）（140入） 850円
エ694-236 3.5寸  φ10.5×5.9㎝（310㏄）（120入） 1,000円
エ694-246 4.3寸  φ12.9×6.6㎝（520㏄）（100入） 1,200円
エ694-256 5.3寸  φ15.8×7.7㎝（900㏄）（80入） 1,800円

A 太鼓鉢 黒刷毛目内朱  
エ694-266 4寸  φ12.1×6.2㎝（100入） 1,050円
エ694-276 5寸  φ15×7.5㎝（80入） 1,350円
エ694-286 6寸  φ18.2×9.3㎝（60入） 1,750円

エ694-296 
A 鳴門そば鉢 黒内朱天黒（小）  
φ18×5.3㎝（80入） 1,200円

エ694-306 
A 鳴門そば鉢 黒内朱天黒（大）  
φ21×6㎝（60入） 1,550円

エ694-316 
M MW-32 トレー アイボリー  
φ20×3.5㎝（100入） 900円

エ694-326 
M MW-32 トレー 黒  
φ20×3.5㎝（100入） 900円

エ694-336 
M MW-32 トレー 赤  
φ20×3.5㎝（100入） 900円

A 越前鉢 黒石目  
エ694-346 6.5寸  φ19.5×5.8㎝（80入） 1,800円
エ694-356 7.5寸  φ23×6.8㎝（60入） 2,300円
エ694-366 8.5寸  φ26.5×7.8㎝（60入） 2,900円
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洗 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。



SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

エ695-016 
A 新3.2寸汁椀 黒木目内朱（通気穴付）  
φ9.6×6.8㎝（270㏄）（400入） 
200円

エ695-026 
A 4寸亀甲汁椀 黒内朱  
φ11.5×6㎝（330㏄）（400入） 
200円

エ695-036 
A 3.2寸亀甲汁椀 黒内朱  
φ9.6×6.8㎝（200㏄）（300入） 
400円

エ695-046 
A 3.2寸亀甲汁椀 溜内黒  
φ9.6×6.8㎝（200㏄）（300入） 
430円

エ695-056 
A 羽反亀甲木目汁椀 黒内朱  
φ10.7×6.6㎝（320㏄）（300入） 
380円

エ695-066 
A 汁椀 朱内黒  
φ11.2×6.8㎝（280㏄）（200入） 
370円

エ695-076 
TA 3.3寸美里荒筋汁椀 黒内朱  
φ10×6.9㎝（210㏄）（200入） 
600円

エ695-086 
TA 3.3寸美里荒筋汁椀 茶石目  
φ10×6.9㎝（210㏄）（200入） 
780円

エ695-096 
A 羽反木目汁椀 黒内朱  
φ11.2×7.4㎝（330㏄）（200入） 
600円

エ695-106 
A 羽反木目汁椀 溜  
φ11.2×7.4㎝（330㏄）（200入） 
750円

エ695-116 
TA ニュー千筋ケヤキ椀 黒内朱（通気穴付） 洗   
φ12×6.2㎝（290㏄）（200入） 
750円

エ695-126 
TAニュー千筋ケヤキ椀 溜（通気穴付） 洗   
φ12×6.2㎝（290㏄）（200入） 
800円

エ695-136 
PETひさご彫込汁椀 黒内朱  
φ10.6×6.8 ㎝（380㏄）（200入） 
680円

エ695-146 
PETひさご彫込汁椀 栃内黒  
φ10.6×6.8㎝（380㏄）（200入） 
850円

エ695-156 
PET 羽反渕布目筋汁椀 緑乾漆内朱  
φ10.3×7 ㎝（340㏄）（200入） 
900円

エ695-166 
PET 羽反渕布目筋汁椀 茶乾漆内朱  
φ10.3×7 ㎝（340㏄）（200入） 
900円

エ695-176 
PET 3.8寸荒筋汁椀 黒内朱  
φ11.1×6.4 ㎝（390㏄）（200入） 
680円

エ695-186 
PET 3.8寸荒筋汁椀 栃内黒  
φ11.1×6.4 ㎝（390㏄）（200入） 
850円

エ695-196 
A 3寸亀甲汁椀 黒内朱  
φ9.6×6㎝（270㏄）（300入） 
360円

エ695-206 
A 寿汁椀 歌舞伎内朱  
φ10.4×7.3㎝（350㏄）（300入） 
1,150円

エ695-216 
A ひさご汁椀 黒内朱  
φ10×7.5㎝（350㏄）（200入） 
480円

エ695-226 
TA 3.3寸布目汁椀 黒  
φ10.4×6.5㎝（230㏄）（200入） 
630円

エ695-236 
TA 3.6寸亀甲木目汁椀 黒内朱  
φ10.9×7㎝（380㏄）（200入） 
700円

エ695-246 
A 3.8寸刷毛目汁椀 うるみ  
φ11.3×7.1㎝（400㏄）（200入） 
620円

エ695-256 
A 4寸雅汁椀 溜内朱  
φ11.7×6.1㎝（380㏄）（300入） 
690円

エ695-266 
A 平安汁椀 朱彩  
φ11.7×6.3㎝（380㏄）（200入） 
820円

エ695-276 
TAロクロ汁椀 黒内朱  
φ11.4×7.1㎝（400㏄）（200入） 
870円

エ695-286 
TAロクロ汁椀 銀透き塗り分け  
φ11.4×7.1㎝（400㏄）（200入） 
1,350円

エ695-296 
A 4寸乱筋木目丼 黒内朱  
φ12×7.7㎝（470㏄）（200入） 
700円

エ695-306 
A 4寸彩汁椀 茶刷毛目  
φ12.6×7.4㎝（480㏄）（100入） 
1,050円

エ695-316 
TA 3.8寸木目汁椀 内外ケヤキ  
φ11.6×7㎝（400㏄）（200入） 
1,180円

エ695-326 
TA赤坂飯椀 黒内朱  
φ12.2×6.2㎝（360㏄）（200入） 
650円

エ695-336 
TA赤坂飯椀 漆調銀朱塗  
φ12.2×6.2㎝（360㏄）（200入） 
1,000円

エ695-346 
TA 4寸つぼみ木目椀 溜春慶内黒  
φ12×6.9㎝（370㏄）（200入） 
980円

エ695-356 
A 茶漬飯椀 黒油滴  
φ14.7×5.7㎝（460㏄）（200入） 
950円

エ695-366 
A 茶漬飯椀 赤茶刷毛目  
φ14.7×5.7㎝（460㏄）（200入） 
1,150円
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

ヌ696-016 
A 3.2寸亀甲汁椀 黒内朱  
φ9.7×7㎝ 400円

ヌ696-026 
A 3.2寸亀甲汁椀 溜内黒  
φ9.7×7㎝ 430円

ヌ696-036 
A 木目汁椀 黒内朱  
φ10.5×6.9㎝ 550円

ヌ696-046 
A 木目汁椀 溜内黒  
φ10.5×6.9㎝ 600円

ヌ696-056 
A 3.7寸亀甲椀 黒内朱  
φ10.8×7㎝ 450円

ヌ696-066 
A 3.7寸亀甲椀 溜内朱  
φ10.8×7㎝ 600円

ヌ696-076 
A 新4寸亀甲汁椀 黒内朱  
φ11.7×6.1㎝ 250円

ヌ696-086 
A 新4寸亀甲汁椀 溜内朱  
φ11.7×6.1㎝ 380円

ヌ696-096 
A 無地亀甲汁椀 黒内朱  
φ11.1×6.9㎝ 450円

ヌ696-106 
A 無地亀甲汁椀 溜内黒  
φ11.1×6.9㎝ 480円

ヌ696-116 
A 羽反亀甲汁椀 溜内黒  
φ11×6.7㎝ 700円

ヌ696-126 
A 羽反亀甲汁椀 春慶内黒  
φ11×6.7㎝ 700円

ヌ696-136 
A 3.5寸筋汁椀 黒内朱  
φ10.5×6.8㎝ 450円

ヌ696-146 
A 3.5寸筋汁椀 溜内黒  
φ10.5×6.8㎝ 500円

ヌ696-156 
A 布目乱筋汁椀 黒帯朱内朱  
φ10.6×6.8㎝ 850円

ヌ696-166 
A 布目乱筋汁椀 栃内朱  
φ10.6×6.8㎝ 900円

A ロクロ目汁椀 黒内朱  
ヌ696-176 （大）  φ11.1×6.9㎝ 650円
ヌ696-186 （中）  φ10.3×6.9㎝ 550円
ヌ696-196 （小）  φ9.4×6.4㎝ 500円

A ロクロ目汁椀 溜内黒  
ヌ696-206 （大）  φ11.1×6.9㎝ 650円
ヌ696-216 （中）  φ10.3×6.9㎝ 600円
ヌ696-226 （小）  φ9.4×6.4㎝ 550円

φ97×H70mm
310cc,58g

φ108×H70mm
390cc,75g

φ111×H69mm
360cc,54g

φ105×H68mm
330cc,78g

φ105×H69mm
350cc,86g

φ117×H61mm
350cc,58g

φ110×H67mm
350cc,72g

φ116×H68mm
360cc,74g

大：φ111×H69mm 300cc,74g
中：φ103×H69mm 290cc,69g
小：φ94×H64mm 230cc,48g
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SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

ヌ697-016 
TA 10.0耐熱スタック木目汁椀 新溜内黒  
φ10×6.8㎝ 600円

ヌ697-026 
TA 10.0耐熱スタック木目汁椀 新溜内朱  
φ10×6.8㎝ 600円

ヌ697-036 
TA 10.0耐熱スタック木目汁椀 黒内朱  
φ10×6.8㎝ 600円

ヌ697-046 
TA耐熱11.5木調汁椀 黒内朱  
φ11.6×6.7㎝ 800円

ヌ697-056 
TA耐熱11.5木調汁椀 摺り  
φ11.6×6.7㎝ 1,150円

ヌ697-066 
TA耐熱10.5木調汁椀 黒内朱  
φ10.5×6.2㎝ 700円

ヌ697-076 
TA耐熱10.5木調汁椀 摺り  
φ10.5×6.2㎝ 1,100円

ヌ697-086 
TA耐熱12.0木調お好み椀 摺り  
φ12.2×7.6㎝ 500cc 140g 1,550円

ヌ697-096 
TA耐熱12.8木調お好み椀 摺り  
φ13.5×7.5㎝ 600cc 170g 1,850円

A 内外乱引汁椀 黒内朱  
ヌ697-106 （大）  φ12.2×7.1㎝ 600円
ヌ697-116 （中）  φ10.9×7.1㎝ 450円
ヌ697-126 （小）  φ9.9×7.1㎝ 400円
TA耐熱内外乱引汁椀 黒内朱  
ヌ697-136 （大）  φ12.2×7.1㎝ 700円
ヌ697-146 （中）  φ10.9×7.1㎝ 500円
ヌ697-156 （小）  φ9.9×7.1㎝ 450円

A 内外乱引汁椀 新溜内朱  
ヌ697-166 （大）  φ12.2×7.1㎝ 600円
ヌ697-176 （中）  φ10.9×7.1㎝ 450円
ヌ697-186 （小）  φ9.9×7.1㎝ 400円
TA耐熱内外乱引汁椀 新溜内朱  
ヌ697-196 （大）  φ12.2×7.1㎝ 700円
ヌ697-206 （中）  φ10.9×7.1㎝ 500円
ヌ697-216 （小）  φ9.9×7.1㎝ 450円

耐熱スタック木目汁椀

耐熱115木調汁椀 耐熱105木調汁椀

耐熱木調お好み椀

安定感のある
スタッキング

大：φ122×H71mm 450cc,103g
中：φ109×H71mm 360cc,85g
小：φ99×H71mm 320cc,76g

φ100×H68mm 300cc,77g

φ116×H67mm 400cc,122g φ105×H62mm 320cc,80g
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

エ698-016 
TA（小）割子飯器 黒 洗  
φ12.3×7.6㎝･内寸φ10.9×5.1㎝（100入） 
700円

エ698-026 
TA（小）割子飯器 溜内朱塗 洗  
φ12.3×7.6㎝･内寸φ10.9×5.1㎝（100入） 
920円

エ698-036 
A 昇月飯器 銀朱  
φ9.5×7.7㎝（100入） 1,300円

エ698-046 
A 昇月飯器 溜  
φ9.5×7.7㎝（100入） 1,450円

エ698-056 
A 亀甲飯器 曙  
φ12.2×9.5㎝･内寸φ11×7.5㎝（60入） 
1,900円

エ698-066 
TA千筋飯器 黒内朱 洗  
φ11.6×9㎝･内寸φ10.2×6.7㎝（100入） 
1,000円

エ698-076 
TA千筋飯器 栃内黒塗 洗  
φ11.6×9㎝･内寸φ10.2×6.7㎝（100入） 
1,300円

エ698-086 
TAミニ木彫飯器 栃 洗  
φ13×8㎝･内寸φ12.1×5.2㎝（100入） 
2,150円

エ698-096 
TAミニ木彫飯器 根来 洗  
φ13×8㎝･内寸φ12.1×5.2㎝（100入） 
2,350円

A 京飯器 梨地つゆ草内朱  
エ698-106 1段  
12.3×11.4×9.1㎝･内寸φ10×7.1㎝（80入） 
1,150円
エ698-116 2段  
12.3×11.4×10.8㎝･内寸φ10×7.1㎝（60入） 
1,500円

エ698-126 
TA乱筋飯器 黒内朱  
φ13.5×10㎝･内寸φ11.8×5.9㎝（100入） 
1,500円

エ698-136 
TA乱筋飯器 栃内黒塗  
φ13.5×10㎝･内寸φ11.8×5.9㎝（100入） 
1,750円

エ698-146 
TA（小）ロクロ飯器 溜内朱  
φ10.5×7.6㎝･内寸φ9×5.9㎝（100入） 
1,600円

エ698-156 
TA（中）メンパ飯器 春慶内黒塗  
φ11.8×8.1㎝･内寸φ10.1×6.6㎝（500㏄）（100入） 
1,700円

エ698-166 
A 千筋飯器 溜  
φ17×8.5㎝･内寸φ14.5×5.1㎝（40入） 
2,600円

エ698-176 
A（中）亀甲丼椀 栃  
φ13.3×11.7㎝（80入） 1,800円

エ698-186 
A かぶせ丼 梨地内朱  
φ17.5×10.5㎝（50入） 2,200円

エ698-196 
A 高台かぶせ木目椀 栃  
φ15.2×12.5㎝（60入） 1,950円

エ698-206 
A 亀甲飯器 栃内黒塗 2人用平付  
φ18.3×10.5㎝･内寸φ15×8㎝（40入） 3,920円
エ698-216 
A 亀甲飯器 栃内黒塗 3人用平付  
φ21×12㎝･内寸φ16×9.5㎝（24入） 5,000円

エ698-226 
A 亀甲飯器 
栃内黒塗 5人用平付  
φ27×13.8㎝･内寸φ22×10.5㎝（16入） 
6,350円

エ698-236 
A（中）亀甲丼椀 黒内朱  
φ13.3×11.7㎝（80入） 1,400円
エ698-246 
A（大）亀甲丼 黒内朱  
φ15.6×13.8㎝（50入） 1,400円

エ698-256 
A 5.5寸大平椀 黒内朱天黒  
φ16.6×9.5㎝（60入） 1,300円
エ698-266 
A 6寸大平煮物椀 黒内朱天黒  
φ18.1×9.5㎝（60入） 1,350円

エ698-276 
M 5.5寸大平椀 白正方寺内朱  
φ16.6×9.6㎝（60入） 2,800円
エ698-286 
A 6寸大平煮物椀 白正方寺内朱  
φ18.1×9.5㎝（60入） 2,800円

エ698-296 
TA 5.5寸煮物椀 栃布目  
φ16.7×10.1㎝（60入） 2,400円
エ698-306 
TA 6寸小槌煮物椀 栃布目  
φ18×10.5㎝（750㏄）（60入） 2,800円

エ698-316 
A 6寸大名椀 溜つば金  
φ18×12.4㎝（60入） 2,500円
エ698-326 
A 7寸大名型丼椀 溜つば金  
φ19.6×13㎝（50入） 3,000円
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洗 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。



SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

エ699-016 
A 6寸角太閤皿 黒（全面塗）  
18.2×18.2×3.8㎝（80入） 2,000円

エ699-026 
A（小）長角盛箱 溜  
20×14.8×5㎝（60入） 2,050円

エ699-036 
A 花鼓盛箱 グリーン透き底黒塗  
20.9×15.9×4.8㎝（50入） 2,800円

エ699-046 
A（大）長角盛箱 朱内色紙金箔 S･H塗   
21.2×16.7×4.6㎝（50入） 3,000円

エ699-056 
A 4.5寸前菜箱 漆調春慶内黒塗 蓋  
13.5×13.5×1.2㎝（80入） 1,550円
エ699-066 
A 4.5寸前菜箱 漆調春慶内黒塗 身  
13.5×13.5×5.3㎝（60入） 2,350円

エ699-076 
A 6寸浪漫重 白雲流内塗無 蓋  
18.2×18.2×1.5㎝（100入） 900円
エ699-086 
A 6寸浪漫重 白雲流内塗無 身  
18.2×18.2×5㎝（80入） 950円

エ699-096 
A 7.5寸長手弁当用 前菜皿 金煌塗  
21.8×11.5×1㎝ 1,800円
エ699-106 
A 7.5寸長手弁当金煌塗親  
21.7×11.4×5.5㎝ 2,550円

エ699-116 
A 尺1寸つば付長角皿 栃  
32.9×13.6×2㎝（100入） 1,750円

エ699-126 
A 尺2.5寸つば付長角皿 栃  
38×20×2㎝（60入） 2,350円

エ699-136 
A 3.4寸丸小鉢 
黒天朱  
φ9.6×3.7㎝（200入） 400円

エ699-146 
A 3.4寸丸小鉢 
朱天黒  
φ9.6×3.7㎝（200入） 400円

エ699-156 
A 3.4寸丸小鉢 
漆調総春慶塗  
φ9.6×3.7㎝（200入） 750円

エ699-166 
A（小）象足丼重 梨地内朱塗  
14.2×12.5×7㎝（容量150～200g対応）（60入） 
1,180円

エ699-176 
A（小）象足丼重 茶パール扇面内朱塗  
14.2×12.5×7㎝（容量150～200g対応）（60入） 
1,450円

エ699-186 
TA耐熱丼重 新木目黒内朱塗 洗  
16.8×14.3×7.8㎝（容量300～350g対応）（60入） 
1,750円

エ699-196 
TA 耐熱丼重 新木目漆調春慶内朱塗 洗   
16.8×14.3×7.8㎝（容量300～350g対応）（60入） 
3,600円

エ699-206 
A 爪掛新木目丼重 黒内朱塗  
15.8×13×6.4㎝（容量200～250g対応）（60入） 
1,450円

エ699-216 
A 爪掛千筋丼重 溜内朱塗  
15.8×13×6.4㎝（60入） 1,600円

エ699-226 
A 匠丼重 （小）漆調消溜内朱  
16.7×14.5×7･内寸14.2×11.8×4.6㎝ 
3,300円

エ699-236 
A 匠丼重 （大）漆調消溜内朱  
18×15.2×7･内寸15×12×4.7㎝ 
3,950円
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

ヌ700-016 
A ケヤキ割子（小） 黒塗（内黒）  
φ12.4×7.6㎝ 650円
ヌ700-026 
TA耐熱ケヤキ割子（小） 黒塗（内黒）  
φ12.4×7.6㎝ 800円

ヌ700-036 
A ケヤキ割子（小） 溜塗（内朱）  
φ12.4×7.6㎝ 870円
ヌ700-046 
TA耐熱ケヤキ割子（小） 溜塗（内朱）  
φ12.4×7.6㎝ 1,000円

ヌ700-056 
A ケヤキ割子 黒塗（内黒）  
φ13.5×8.3㎝ 670円
ヌ700-066 
TA耐熱ケヤキ割子 黒塗（内黒）  
φ13.5×8.3㎝ 850円

ヌ700-076 
A ケヤキ割子 ウルミ塗（内黒）  
φ13.5×8.3㎝ 750円
ヌ700-086 
TA耐熱ケヤキ割子 ウルミ塗（内黒）  
φ13.5×8.3㎝ 900円

ヌ700-096 
A 元禄木目飯器 朱（内朱）  
11.4×10.5×7.8㎝ 1,150円

ヌ700-106 
A 元禄木目飯器 溜（内朱）  
11.4×10.5×7.8㎝ 1,200円

ヌ700-116 
TA耐熱縁高飯器 黒金ライン（内黒）  
φ10.5×8.2㎝ 1,600円

ヌ700-126 
TA耐熱縁高飯器 溜金ライン（内黒）  
φ10.5×8.2㎝ 1,850円

ヌ700-136 
TA 耐熱DXワッパ飯器 黒ツヤ消し（内黒） （小）  
φ10.4×7.4㎝ 1,050円
ヌ700-146 
TA 耐熱DXワッパ飯器 黒ツヤ消し（内黒） （大）  
φ11.6×8㎝ 1,200円

ヌ700-156 
TA耐熱DXワッパ飯器 溜内朱 （小）  
φ10.4×7.4㎝ 1,400円
ヌ700-166 
TA耐熱DXワッパ飯器 溜内朱 （大）  
φ11.6×8㎝ 1,650円

ヌ700-176 
A 荒波飯器 黒内朱  
φ12.1×9.8㎝ 1,800円
ヌ700-186 
A 荒波飯器（蓋） 黒内朱  
 650円
ヌ700-196 
A 荒波飯器（親） 黒内朱  
 1,150円

ヌ700-206 
A 荒波飯器 新溜内朱  
φ12.1×9.8㎝ 1,800円
ヌ700-216 
A 荒波飯器（蓋） 新溜内朱  
 650円
ヌ700-226 
A 荒波飯器（親） 新溜内朱  
 1,150円

ヌ700-236 
TA耐熱富士型飯器 黒天朱（内朱）  
φ11.9×9.3㎝ 1,350円

ヌ700-246 
TA耐熱富士型飯器 栃塗（内朱）  
φ11.9×9.3㎝ 1,350円

ヌ700-256 
TA 耐熱ミニロクロ目飯器 黒朱ライン（内黒）  
φ12.3×7.5㎝ 1,480円

ヌ700-266 
TA耐熱ミニロクロ目飯器 根来  
φ12.3×7.5㎝ 1,750円

小：φ124×H76mm（φ110×H62mm） 420cc,137g（87g） φ135×H83mm（φ123×H67mm） 560cc,168g（112g）

φ105×H82mm（φ100×H70mm） 490cc,150g（116g）

φ121×H98mm（φ114×H78mm） 500cc,222g（159g）

φ123×H75mm（φ104×H68mm） 440cc,191g（131g）

φ119×H93mm（φ110×H76mm） 460cc,167g（114g）

114×105×H78mm（φ97×H70mm） 370cc,106g（73g）

（小）：φ104×H74mm（φ95×H68mm） 370cc,111g（74g）
（大）：φ116×H80mm（φ107×H73mm） 490cc,142g（94g）
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109mm

53mm

スタッキングOK

SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

ヌ701-016 
TA耐熱木目丼重 黒内朱  
16.8×14.3×7.2㎝ 1,750円

ヌ701-026 
A 光月丼重 溜パール松内朱  
16.7×14.3×8㎝ 1,650円

ヌ701-036 
A ミニ丼重 青パール竹  
14×12.1×7.3㎝ 1,350円

ヌ701-046 
TA耐熱木目丼重 溜内朱  
16.8×14.3×7.2㎝ 1,850円

ヌ701-056 
A 光月丼重 梨地御所車内朱  
16.7×14.3×8㎝ 1,900円

ヌ701-066 
A ミニ丼重 梨地御所車  
14×12.1×7.3㎝ 1,500円

TA耐熱木彫飯器 溜（内朱）  
ヌ701-076 （小）  φ12.8×7.8㎝ 2,100円
ヌ701-086 （中）  φ14×9.8㎝ 2,750円
ヌ701-096 （大）  φ17.5×9.8㎝ 3,700円

TA耐熱木彫飯器 栃（内黒）  
ヌ701-106 （小）  φ12.8×7.8㎝ 2,200円
ヌ701-116 （中）  φ14×9.8㎝ 2,700円
ヌ701-126 （大）  φ17.5×9.8㎝ 3,500円

ヌ701-136 
A はつり亀甲丼 曙（内黒）  
φ15×9.5㎝ 3,900円

ヌ701-146 
A はつり亀甲丼 栃塗（内黒）  
φ15×9.5㎝ 3,800円

ヌ701-156 
A はつり亀甲丼 黒塗（内黒）  
φ15×9.5㎝ 3,250円

はつり亀甲丼（重厚型）

耐熱木目丼重 光月丼重 ミニ丼重

木彫飯器

φ150×H95mm（H77mm） 730cc,494g（396g）

（小）：φ128×H78mm（H61mm） 500cc,207g（146g）
（中）：φ140×H98mm（H79mm） 750cc,328g（247g）
（大）：φ175×H98mm（H72mm） 1,000cc,466g（324g）
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

エ702-056 
A 尺3寸長手千筋松花堂 黒渕朱内黒塗（仕切別）  
38×26.3×6.5㎝（20入） 2,700円

エ702-066 
A 尺3寸長手松花堂用B5ツ仕切  
35.3×23.5×4㎝ 580円

エ702-076 
A 万葉弁当 蓋 漆調春慶内黒塗  
25.6×13.7×2㎝（100入） 2,400円
エ702-086 
A 万葉弁当 親 漆調総春慶裏黒塗  
24.6×12.8×5.5㎝（80入） 3,100円

エ702-096 
A 万葉弁当 蓋 白漆内黒塗  
25.6×13.7×2㎝（100入） 2,350円
エ702-106 
A 万葉弁当 親 総白漆裏黒塗  
24.6×12.8×5.5㎝（80入） 2,400円

エ702-116 
A 8.5寸木目松花堂 
黒渕朱内塗無（仕切別）  
26×26×6㎝（40入） 1,250円

エ702-126 
A 8.5寸木目松花堂 
溜内黒塗（仕切別）  
26×26×6㎝（40入） 2,050円

エ702-136 
A 8.5寸松花堂用 
十字仕切  
23.4×23.4×4㎝ 260円

エ702-146 
A 華角鉢 漆調総春慶裏黒塗  
11.8×11.8×4.4㎝ 1,500円
エ702-156 
A 5勺マス 漆調総春慶裏黒塗1ケ  
5.9×5.9×4.2㎝（200入） 1,000円

エ702-166 
A 華角鉢 総白漆裏黒塗  
11.8×11.8×4.4㎝ 1,250円
エ702-176 
A 5勺マス 総白漆裏黒塗1ケ  
5.9×5.9×4.2㎝（200入） 800円

エ702-186 
A 8.5寸松花堂用
新セット仕切 朱天黒  
23.4×23.4×3.8㎝（60入） 
950円

エ702-196 
A 8.5寸松花堂用
D.X仕切 朱天黒  
23.5×23.5×4㎝（60入） 
1,000円

エ702-206 
A 8.5寸松花堂用
トンカツ仕切 朱天黒  
23.5×23.5×4㎝（60入） 
1,100円

エ702-216 
A 8.5寸松花堂用 
T字仕切（一体型）  
23.4×12×3.9㎝ 
300円

エ702-226 
TA ABS3.8寸菊鉢 
溜  
φ11.3×3.3㎝（200入） 
850円

エ702-236 
TA ABS3.8寸菊鉢 
銀塗  
φ11.3×3.3㎝（200入） 
1,450円

エ702-016 
A ニュー尺3寸深型長手木目松花堂 黒天朱  
38.5×26.5×9.2㎝（20入） 3,600円

エ702-026 
A ニュー尺3寸深型長手木目松花堂 溜  
38.5×26.5×9.2㎝（20入） 4,450円

エ702-036 
A ニュー尺3寸長手木目松花堂 溜（仕切別）  
38.5×26.5×6.5㎝（20入） 3,700円

エ702-046 
A 尺3寸長手松花堂用A6ツ仕切  
35.3×23.5×4㎝ 560円

エ702-246 
A 4寸丸鉢 
朱内金（段付）  
φ11.5×4.2㎝（200入） 
900円

エ702-256 
A D.X角鉢 
朱天黒  
11.3×11.3×3.5㎝（200入） 
500円

エ702-266 
TA若狭角鉢 
溜  
11.5×11.5×3.4㎝（200入） 
950円

エ702-276 
A 正角皿 
朱渕黒  
11×11×1.2㎝（200入） 
650円

エ702-286 
A 扇型タレ付鉢 
黒内朱天黒  
11.1×11.1×3.7㎝（200入） 
800円

エ702-296 
TA隅切タレ付角鉢 
赤絵 洗  
11.3×11.3×3.5㎝（200入） 
1,150円

エ702-306 
A 3.5寸片手かご 
クリーム  
11.6×10.3×2.7㎝（200入） 
500円

エ702-316 
A 3.5寸片手かご 
溜  
11.6×10.3×2.7㎝ 
400円

エ702-326 
A 丸透かし鉢 
朱天金  
φ11.4×3.9㎝（100入） 
1,150円

エ702-336 
A 隅切透かし鉢 
黒天金  
11.3×11.3×4㎝（100入） 
1,200円

エ702-346 
TA ABSこのは鉢（大） 
織部  
13×10.5×3.4㎝（200入） 
1,050円

エ702-356 
A 角竹皿 溜  
11×11×1㎝（200入） 
750円

エ702-366 
A 長手タレ付鉢 朱天黒  
23×11.3×3.8㎝（100入） 1,100円
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洗 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。



SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

●四季弁当（11.5cm程の松花堂パーツ対応）

●泉寿弁当（9cm程の松花堂パーツ対応） ●8.5寸へギ目松花堂（11.5cm程の松花堂パーツ対応）

TA四季弁当 黒内朱 洗  
エ703-016 蓋  
37.3×13.5×2㎝（100入） 1,250円
エ703-026 タレ付親  
36×12.4×5.5㎝（60入） 1,550円
エ703-036 3ツ仕切親  
36×12.4×5.5㎝･内寸11.5×11.5×H4.5㎝（60入）
 1,550円

A 四季弁当 春慶内黒塗  
エ703-046 蓋  
37.3×13.5×2㎝（100入） 1,150円
エ703-056 タレ付親  
36×12.4×5.5㎝（60入） 1,500円
エ703-066 3ツ仕切親  
36×12.4×5.5㎝･内寸11.5×11.5×H4.5㎝（60入）
 1,500円

A 泉寿弁当 黒渕朱  
エ703-076 蓋  
32.4×11.9×2㎝（100入） 800円
エ703-086 タレ付親  
31.5×10.9×5.5㎝（60入） 1,050円
エ703-096 仕切無親  
31.5×10.9×5.5㎝（60入） 1,050円
エ703-106 3ツ仕切親  
31.5×10.9×5.5㎝･内寸10×10×H4.5㎝（60入）
 1,050円

A 8.5寸ヘギ目松花堂 溜内朱  
エ703-116 蓋  
25.5×13.6×2㎝（100入） 1,050円
エ703-126 仕切無親  
24.3×12.5×5.9㎝（60入） 1,350円
エ703-136 2ッ仕切  
24.3×12.5×5.9㎝･内寸11.5×11.5×H4.5㎝（60入）
 1,350円

エ703-146 
A ニュー尺3寸長手木目松花堂 黒天朱春秋  
38.5×26.5×6.5㎝（20入） 3,800円
エ703-156 
A 尺3寸長手松花堂用D.X懐石仕切 朱天黒  
35.8×24.1×4㎝（40入） 1,600円

エ703-166 
A 尺1寸長手ヘギ目松花堂 黒渕朱（6ツ仕切付）  
31.3×26×6.8㎝（20入） 3,600円

エ703-176 
A 尺1寸長手三里弁当梨地二色菊（5ツ仕切付）  
30.8×24.7×6㎝（20入） 3,200円

エ703-186 
A 尺0寸長手隅丸松花堂 黒渕朱（D.X仕切付）  
30.8×21.8×6.5㎝（20入） 2,900円

エ703-196 
A 9寸長手三里弁当 パールツタ（仕切付）  
27.2×21.2×6.3㎝（40入） 2,650円

エ703-206 
A 8寸角弁当 金箔（A仕切 黒付）  
24.2×24.2×6㎝（40入） 2,300円

エ703-216 
A ニュー8寸角固定弁当マルーン  
24.2×24.2×6.3㎝（40入） 1,700円

エ703-226 
A 7寸角固定松花堂黒木目渕朱（固定仕切）  
22.5×22.5×6㎝（40入） 1,450円

漆　器

メラミン
食器

木製品

竹製品

敷　紙

漆
器・木
製
品・そ
の
他

漆器 703



尺3寸松花堂

大寿弁当黒渕朱 大寿弁当溜内朱

8.5寸木目松花堂

A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

ヌ704-016 
A 8.5寸木目松花堂 仕切別 黒渕朱（内塗なし）  
26×26×6.5㎝ 1,250円
ヌ704-026 
A 8.5寸木目松花堂 仕切別 黒渕朱（内塗品）  
26×26×6.5㎝ 1,600円

ヌ704-036 
A 8.5寸木目松花堂 仕切別 溜内黒  
26×26×6.5㎝ 2,050円

ヌ704-046 
A 8.5寸松花堂用
十字仕切  
23.4×23.4×4㎝ 260円

ヌ704-056 
A 8.5寸松花堂用
T字仕切  
23.4×23.4×4㎝ 300円

ヌ704-066 
A 8.5寸松花堂用
DX幕の内仕切 朱天黒  
23.5×23.5×4㎝ 1,000円

ヌ704-076 
A 8.5寸松花堂用
舟型仕切 朱天黒  
23.5×23.5×3.5㎝ 1,350円

ヌ704-086 
A 尺3千筋舟渕松花堂 仕切別 黒渕朱  
37.8×26×6.3㎝ 2,700円

ヌ704-096 
A 尺3木目松花堂 仕切別 黒天朱  
37.6×26×6.3㎝ 2,900円

ヌ704-106 
A 尺3千筋松花堂 仕切別 黒天朱  
37.7×26×6.5㎝ 3,500円

ヌ704-116 
A 尺3松花堂用A仕切  
35.2×23.5×4㎝ 560円

ヌ704-126 
A 尺3松花堂用B仕切  
35.2×23.5×4㎝ 580円

ヌ704-136 
A 尺3松花堂用D仕切  
35.2×23.5×4㎝ 600円

ヌ704-146 
A 尺3松花堂用ひょうたん仕切 朱天黒  
35.3×23.5×3.9㎝ 1,400円

A 大寿弁当 黒渕朱（箱親は別途）  
ヌ704-156 一段  37.5×13.5×6.5㎝ 2,000円
ヌ704-166 二段  37.5×13.5×11㎝ 3,150円
ヌ704-176 三段  37.5×13.5×16.2㎝ 4,300円

ヌ704-186 
A 大寿弁当 蓋 黒渕朱  
37.5×13.5×2㎝ 850円

ヌ704-196 
A 尺3長手障子 蓋 黒  
37.5×13.8×2㎝ 2,000円

ヌ704-206 
A 大寿弁当 三ッ仕切親 黒天朱  
36.2×12.6×5.7㎝ 1,150円

ヌ704-216 
A 大寿弁当 タレ付親 黒天朱  
36.2×12.6×5.7㎝ 1,150円

ヌ704-226 
A 大寿弁当 箱親 黒天朱  
36.2×12.6×5.7㎝ 1,200円

114 114

114 114

A 大寿弁当 溜内朱（箱親は別途）  
ヌ704-236 一段  37.5×13.5×6.5㎝ 2,300円
ヌ704-246 二段  37.5×13.5×11㎝ 3,650円
ヌ704-256 三段  37.5×13.5×16.2㎝ 5,000円

ヌ704-266 
A 大寿弁当 蓋 溜内朱  
37.5×13.5×2㎝ 950円

ヌ704-276 
A 尺3長手障子 蓋 溜  
37.5×13.8×2㎝ 2,500円

ヌ704-286 
A 大寿弁当 三ッ仕切親 溜内朱  
36.2×12.6×5.7㎝ 1,350円

ヌ704-296 
A 大寿弁当 タレ付親 溜内朱  
36.2×12.6×5.7㎝ 1,350円

ヌ704-306 
A 大寿弁当 箱親 溜内朱  
36.2×12.6×5.7㎝ 1,400円

漆　器

メラミン
食器

木製品

竹製品

敷　紙
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漆器704



SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

ヌ705-016 
A 7.5寸ダイヤ松花堂用T字仕切 黒  
20.3×10.7×3.5㎝ 400円

ヌ705-026 
A 7.5寸ダイヤ松花堂用十字仕切 黒  
20.3×20.3×3.5㎝ 400円

ヌ705-036 
A 8寸角山路ダイヤ 溜毘沙門天  
24.3×24.3×2.9㎝ 3,100円
ヌ705-046 
A 7.5寸角山路ダイヤ盛箱 溜毘沙門天  
22.2×22.2×5.4㎝ 2,850円
ヌ705-056 
A 6寸角山路ダイヤ盛箱 溜毘沙門天  
17.8×17.8×4.5㎝ 2,100円

ヌ705-066 
A 8寸角山路ダイヤ 朱内黒天朱  
24.3×24.3×2.9㎝ 2,000円
ヌ705-076 
A 7.5寸角山路ダイヤ盛箱 黒内朱天黒  
22.2×22.2×5.4㎝ 1,950円
ヌ705-086 
A 6寸角山路ダイヤ盛箱 朱内黒天朱  
17.8×17.8×2.9㎝ 1,400円

ヌ705-096 
A 7.5寸ダイヤ松花堂用T字仕切 黒  
20.3×10.7×3.5㎝ 400円

ヌ705-106 
A 7.3寸王冠盛箱用十字仕切 黒  
20.3×20.3×3.5㎝ 400円

ヌ705-116 
A 8寸王冠前菜盆 銀天べっ甲SL裏黒  
φ25.1×3.4㎝ 3,600円
ヌ705-126 
A 7.3寸王冠盛箱 銀内黒天黒  
φ23×6.3㎝ 3,450円
ヌ705-136 
A 6寸王冠盛箱 銀内黒天黒  
φ17.8×5.3㎝ 2,950円

ヌ705-146 
A 8寸王冠前菜盆 溜毘沙門天  
φ25.1×3.4㎝ 3,000円
ヌ705-156 
A 7.3寸王冠盛箱 溜毘沙門天  
φ23×6.3㎝ 2,800円
ヌ705-166 
A 6寸王冠盛箱 溜毘沙門天  
φ17.8×5.3㎝ 2,050円

ヌ705-176 
A 8.5寸元禄松花堂（蓋） ホワイトアクアSLタタキ  
26×26×3.1㎝ 3,250円
ヌ705-186 
A 8.5寸元禄松花堂（親） ホワイトアクア  
24.7×24.7×7㎝ 3,450円

ヌ705-196 
A 8.5寸元禄松花堂（蓋） 黒内ウルミ乾漆クリヤータタキ  
26×26×3.1㎝ 2,400円
ヌ705-206 
A 8.5寸元禄松花堂（親） 黒  
24.7×24.7×7㎝ 2,150円

角山路ダイヤ箱膳

王冠松花堂（収納コンパクトタイプ）

8.5寸元禄松花堂

漆　器

メラミン
食器

木製品

竹製品

敷　紙
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漆器 705



A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

エ706-016 
A 段付丸そば皿（小）朱渕黒 本体  
φ21.7×2.9㎝（80入） 1,500円

エ706-026 
A 段付丸そば皿（小）黒渕朱 本体  
φ21.7×2.9㎝（80入） 1,500円
エ706-036 
竹ス（15φ）1枚  
φ15㎝（竹） 380円

エ706-046 
A 段付丸そば皿（大） 朱渕黒 本体  
φ25.5×3.8㎝（60入） 1,750円

エ706-056 
A 段付丸そば皿（大） 黒渕朱 本体  
φ25.5×3.8㎝（60入） 1,750円
エ706-066 
竹ス（19.5φ）1枚  
φ19.5㎝（竹） 380円

エ706-076 
A 7寸麺桶 白木金帯内朱  
φ20.5×6.4㎝（60入） 2,000円 エ706-086 

A 7寸麺桶 黒帯朱内朱本体  
φ20.5×6.4㎝（60入） 1,800円
エ706-096 
AP 7寸麺桶用スノ子  
φ17.5㎝（200入） 500円

エ706-106 
A 7寸角布目そば皿 溜（底板付） 本体  
21.2×21.2×3㎝ 900円
エ706-116 
竹ス（17×17㎝）1枚  
17×17㎝（竹） 380円

エ706-126 
A 竹型つゆ入れ 溜  
φ8×6㎝（200入） 800円

エ706-136 
A 竹型ヤクミ皿 溜  
φ8×2.5㎝（200入） 500円

エ706-146 
A 千筋角ザルそばセイロ 黒天朱（底板付） 本体  
20.5×19.3×5.4㎝（60入） 1,850円
エ706-156 
竹ス（17×17㎝）1枚  
17×17㎝（竹） 380円

エ706-166 
A 竹目つゆ入れ 
黒内朱天黒  
φ7.8×6.4㎝（200入） 400円

エ706-176 
A 新薬味皿 朱天黒  
φ7.8×0.5㎝（500入） 
200円

エ706-186 
A 樽型そば皿 朱帯黒（底板付） 本体  
φ21.2×3.4㎝ 1,700円
エ706-196 
竹ス（19.5φ）1枚  
φ19.5㎝（竹） 380円

エ706-206 
A 樽型つゆ入れ 
朱帯黒  
φ8.4×6.2㎝ 750円

エ706-216 
A 樽型ヤクミ皿
朱天黒  
φ8.5×1.1㎝ 300円

エ706-226 
A ニュー井桁一口セイロ（底板付） 
黒内朱 本体   
14.8×16.7×5.4㎝（60入） 1,300円

エ706-246 
A ニュー井桁一口セイロ（底板付） 
朱天朱 本体  
14.8×16.7×5.4㎝（60入） 1,300円

エ706-236 
竹ス（11.8×11.8㎝）1枚  
11.8×11.8㎝（竹） 380円

エ706-256 
A 千筋盛そばセイロ 溜内朱（底板付） 本体  
21.8×14.2×5.7㎝（60入） 1,800円
エ706-266 
竹ス（18×12㎝）1枚  
18×12㎝（竹） 380円

エ706-276 
A 角つゆ入れ 新溜  
7.4×7.4×6㎝（200入） 600円
エ706-286 
A 角ヤクミ皿 黒天朱  
7.5×7.5×1.2㎝（500入） 350円

A 釜揚げ 黒帯朱  
エ706-296 （大）  
φ21×19㎝（10入） 9,800円
エ706-306 （小）浅型  
φ17.6×16㎝（20入） 4,200円

エ706-316 
A 桶型つゆ入れ 黒に帯朱  
φ10×6㎝（200入） 700円
エ706-326 
A D.Xヤクミ皿 黒天朱  
φ10.2×1.3㎝（500入） 300円

エ706-336 
ACタル型七味入れ 
朱に帯黒  
φ5.8×7㎝（200入） 
595円

エ706-346 
ACタル型七味入れ 
溜  
φ5.8×7㎝（200入） 
680円

エ706-356 
M（小）桶型ヤクミ入れ 
黒帯朱（小さじ付）  
φ5.3×4.1㎝（300入） 
1,200円

A ゆとう 朱  
エ706-366 （小）
（300㏄）  φ9×9.5㎝（100入） 1,450円
エ706-376 （大）
（500㏄）  φ10.6×10.1㎝（80入） 2,300円

A とっくりダシ入れ 朱  
エ706-386 小（170㏄）  φ7×7.5㎝（100入） 680円
エ706-396 中（450㏄）  φ10×11.5㎝（80入） 1,050円
エ706-406 大（770㏄）  φ11.5×14㎝（60入） 1,250円

漆　器

メラミン
食器

木製品
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SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

8寸丸布目そば皿 溜  
ヌ707-016 A 本体  φ23.2×3㎝ 850円
ヌ707-026 竹ス  19.8㎝（竹） 380円
ヌ707-036 PPPP竹ス  19.6㎝ 400円
ヌ707-046 PP丸強化PP竹ス クリーム  
19.6㎝ 400円

8寸丸布目そば皿 朱渕黒  
ヌ707-056 A 本体  φ23.2×3㎝ 750円
ヌ707-066 竹ス  19.8㎝（竹） 380円
ヌ707-076 PPPP竹ス  19.6㎝ 400円
ヌ707-086 PP丸強化PP竹ス クリーム  
19.6㎝ 400円

7寸角布目そば皿 溜  
ヌ707-096 A 本体  21×21×3㎝ 900円
ヌ707-106 竹ス  17.3×17.3㎝（竹） 380円
ヌ707-116 PPPP竹ス  17.1×17.1㎝ 390円
ヌ707-126 PP正角強化PP竹ス クリーム  
17.1×17.1㎝ 390円

7寸角布目そば皿 朱渕黒  
ヌ707-136 A 本体  21×21×3㎝ 750円
ヌ707-146 竹ス  17.3×17.3㎝（竹） 380円
ヌ707-156 PPPP竹ス  17.1×17.1㎝ 390円
ヌ707-166 PP正角強化PP竹ス クリーム  
17.1×17.1㎝ 390円

ミニセイロ 黒内朱  
ヌ707-176 A 本体（底板付）  
17×15.4×6.1㎝ 2,000円
ヌ707-186 竹ス  11.5×11.5㎝（竹） 380円
ヌ707-196 PP正角強化PP竹ス クリーム  
11.5×11.5㎝ 380円

角セイロ 黒内朱  
ヌ707-206 A 本体（底板付）  
22.5×20.8×5.9㎝ 2,650円
ヌ707-216 竹ス  17.3×17.3㎝（竹） 380円
ヌ707-226 PPPP竹ス  17.1×17.1㎝ 390円
ヌ707-236 PP正角強化PP竹ス クリーム  
17.1×17.1㎝ 390円

長角セイロ 黒内朱  
ヌ707-246 A 本体（底板付）  
23.6×15.8×6.1㎝ 2,600円
ヌ707-256 竹ス  18×12.3㎝（竹） 380円
ヌ707-266 PPPP竹ス  17.5×12㎝ 400円
ヌ707-276 PP長角強化PP竹ス クリーム  
18×12.1㎝ 400円

ヌ707-286 
A 樽七味入 朱黒ひも  
φ6×6.5㎝ 595円

ヌ707-296 
PP正角PP竹ス  
17.1×17.1㎝ 390円

ヌ707-306 
PP丸PP竹ス  
19.6㎝ 400円

ヌ707-316 
PP長角PP竹ス  
17.5×12㎝ 400円

A ふる里鉢 黒内朱  
ヌ707-326 6.5寸  φ19.5×5.8㎝ 1,650円
ヌ707-336 7.5寸  φ23×6.8㎝ 2,100円
ヌ707-346 8.5寸  φ26.5×7.8㎝ 2,650円

A 千筋ナツメ鉢 黒内朱  
ヌ707-356 3寸  φ9×4㎝ 660円
ヌ707-366 4寸  φ11.8×5.5㎝ 750円
ヌ707-376 5寸  φ14.8×6.2㎝ 1,050円
ヌ707-386 6寸  φ17.3×7.5㎝ 1,450円
ヌ707-396 7寸  φ19.8×8.3㎝ 1,750円

TA樹脂製やすらぎ汁次 焼き締め  
ヌ707-406 ミニ（250cc）  14×8.2×11.7㎝ 3,450円
ヌ707-416 小（350cc）  15.9×9.2×13.2㎝ 3,850円
ヌ707-426 中（500cc）  17.4×10.2×14.8㎝ 4,550円
ヌ707-436 大（750cc）  19.6×11.6×16.9㎝ 5,300円
ヌ707-446 特大（1000cc）  21.3×12.6×18.6㎝ 6,400円

ヌ707-456 
A 丸湯筒（小）300cc 朱  
φ9×9.5㎝ 1,450円
ヌ707-466 
A 丸湯筒（大）500cc 朱  
φ10.6×10.5㎝ 2,300円

ヌ707-476 
A 3.3寸桶型つゆ入 黒朱ひも  
φ10×6㎝ 700円
ヌ707-486 
A 3.3寸薬味皿 黒天朱  
φ10.1×1㎝ 300円

ヌ707-496 
A 渕太千代口 黒内朱  
φ8×6.2㎝ 750円
ヌ707-506 
A 渕太薬味皿 朱天黒  
φ8×1.2㎝ 250円

焼き締め

250cc 350cc 500cc

1000cc750cc
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

ヌ708-016 
A 5.5寸やすらぎ三角平皿 若竹塗  
16.4×15.8×4.3㎝ 1,400円
ヌ708-026 
A 7寸やすらぎ三角平皿 若竹塗  
20.7×19.6×5.4㎝ 1,500円

ヌ708-036 
A 5.5寸やすらぎ三角平皿 茶パール  
16.4×15.8×4.3㎝ 830円
ヌ708-046 
A 7寸やすらぎ三角平皿 茶パール  
20.7×19.6×5.4㎝ 850円

ヌ708-056 
A 5.5寸やすらぎ角皿 若竹塗  
16.8×16.8×2.7㎝ 1,450円

ヌ708-066 
A 5.5寸やすらぎ角皿 茶パール  
16.8×16.8×2.7㎝ 850円

ヌ708-076 
A 8寸やすらぎ三角篭 若竹塗  
24×15.2×13.4㎝ 1,750円

ヌ708-086 
A 8寸やすらぎ三角篭 茶パール  
24×15.2×13.4㎝ 1,050円

ヌ708-096 
A 6.5寸やすらぎ丸篭 ゴマ竹塗  
φ20×23×5.2㎝ 1,750円

ヌ708-106 
A 6.5寸やすらぎ丸篭 茶パール  
φ20×23×5.2㎝ 1,150円

ヌ708-116 
A 7寸やすらぎ箕 ゴマ竹塗  
21.8×19.6×6.1㎝ 1,800円

ヌ708-126 
A 7寸やすらぎ箕 茶パール  
21.8×19.6×6.1㎝ 1,000円

A 寿丸篭 溜パール  
ヌ708-136 3.5寸  φ10.3×11.6×1.8㎝ 400円
ヌ708-146 4寸  φ12.2×13.7×2.7㎝ 470円
ヌ708-156 5寸  φ15×16.8×2.5㎝ 550円
ヌ708-166 6寸  φ18×19.8×3㎝ 670円

8寸やすらぎ三角籠 6.5寸やすらぎ丸籠

7寸やすらぎ箕

5.5寸やすらぎ角皿5.5寸・7寸やすらぎ三角平皿

越前竹取物語®（樹脂製塗物）※軽くて、破損に強い！

寿丸篭
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6寸角竹皿 三角平皿

小三角皿

SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

エ709-016 
A 6寸角竹皿 グリーン  
16.6×16.6×3㎝（120入） 850円

エ709-026 
A 6寸角竹皿 白木  
16.6×16.6×3㎝（120入） 1,050円

エ709-036 
A 三角平皿 茶パール  
20.5×19.7×5.4㎝（120入） 800円

エ709-046 
A 三角平皿 白木  
20.5×19.7×5.4㎝（120入） 1,050円

A 片手かご 茶パール  
エ709-056 5寸  
16.8×φ15×4㎝（300入） 550円
エ709-066 6寸  
19.5×φ17.9×4.4㎝（200入） 670円

A 竹かご マロン（折畳式）  
エ709-076 5寸  
φ14.8×14.4㎝（200入） 700円
エ709-086 6寸  
φ17.9×17㎝（150入） 850円
エ709-096 7寸  
φ21×19.5㎝（100入） 1,000円

A 長手手提かご 溜（折畳式）  
エ709-106 5.5寸  
16.8×12.2×11㎝（200入） 750円
エ709-116 7寸  
20.6×15×14.3㎝（150入） 1,000円
エ709-126 9寸  
26.5×16.8×15㎝（100入） 1,500円

エ709-136 
A（小）三角平皿 茶パール  
16×16.7×4.2㎝（150入） 800円

エ709-146 
A（小）三角平皿 白木  
16×16.7×4.2㎝（150入） 1,050円

エ709-156 
A 飛鳥丸手提盛器 黒  
17.5×16×22.5㎝（50入） 
1,950円

エ709-166 
A 飛鳥角手提盛器 黒  
14.5×12.5×22.5㎝（50入） 
2,100円

エ709-176 
A 5寸片手桶 
朱に帯黒 本体  
14.8×13.9×11.8㎝（80入） 
1,750円

エ709-186 
A 5寸片手桶 白木金帯 本体  
14.8×13.9×11.8㎝（80入） 2,100円
エ709-196 
A 5寸片手桶用 ABS目皿  
φ11.9×2㎝（200入） 800円

A 半月高台皿 金渕朱  
エ709-206 5.5寸  16.5×13.7×3.8㎝（100入） 1,750円
エ709-216 6寸  18.4×15.8×3.8㎝（60入） 2,000円
A 半月高台皿 金渕朱  
エ709-226 7寸  20.2×17.8×4㎝（60入） 2,150円
エ709-236 8寸  24.2×21.2×4.5㎝（40入） 2,600円

エ709-246 
A 3連珍味台 新黒石目（小）  
24.5×9.3×3.5㎝･穴内寸 6.2×6.2㎝（80入） 1,550円
エ709-256 
A 3連珍味台 新黒石目（大）  
27.3×10.3×4㎝･穴内寸 6.9×6.9㎝（60入） 1,750円

エ709-266 
A 三点珍味台 新黒石目  
26.1×9.1×1.6㎝･穴内寸 φ5.1×0.6㎝（100入） 1,050円
エ709-276 
A 三点珍味台 本朱塗  
26.1×9.1×1.6㎝･穴内寸 φ5.1×0.6㎝（100入） 950円

エ709-286 
A 9寸固定三点珍味入れ 黒内塗  
27.8×9.1×4.8㎝･穴内寸 8.8×8.8×4㎝（60入） 1,700円
エ709-296 
A 8.5寸固定三点珍味入れ 黒内塗  
25.4×8.8×4.8㎝･穴内寸 7.8×7.8×4㎝（60入） 1,600円

エ709-306 
A（小）三点珍味入れ 黒内朱  
19.3×6.8×3.7㎝･穴内寸 5.9×5.9×3㎝（100入） 1,000円
エ709-316 
A（小）二点珍味入れ 黒内朱  
13×6.8×3.6㎝･穴内寸 5.9×5.9×3㎝（100入） 850円

エ709-326 
A 8.5寸長手懐石プレート 溜  
25.8×18.6×1.5㎝（80入） 1,700円

エ709-336 
A 9.2寸長角盛器 黒  
28×16×2㎝（60入） 1,350円
エ709-346 
A 9.2寸長角盛器 本朱塗  
28×16×2㎝（60入） 1,500円

エ709-356 
A 竹取盛器三点盛り 若竹  
29.8×10.1×4.8㎝･穴内寸 8.5×8.5×3.7㎝底狭 3,000円
エ709-366 
A 竹取盛器二点盛り 若竹  
21×10.1×4.8㎝･穴内寸 8.5×8.5×3.7㎝底狭 2,700円

エ709-376 
A 竹取盛器三点盛り スス竹  
29.8×10.1×4.8㎝･穴内寸 8.5×8.5×3.7㎝底狭 3,000円
エ709-386 
A 竹取盛器二点盛り スス竹  
21×10.1×4.8㎝･穴内寸 8.5×8.5×3.7㎝底狭 2,700円
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湯呑用蓋

つみれ入れ

茶碗蒸し用蓋

A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

TA耐熱ABS土瓶 志野2色笹  
エ710-016 （小）（0.7ℓ）  
17×13×10.8㎝（60入） 4,300円
エ710-026 （中）（1ℓ）  
19×15×13.7㎝（30入） 5,200円
エ710-036 （大）（1.8ℓ）  
21.5×17.3×14.7㎝（30入） 6,650円

TA耐熱ABS土瓶 瑠璃金竹  
エ710-046 （小）（0.7ℓ）  
17×13×10.8㎝（60入） 4,350円
エ710-056 （中）（1ℓ）  
19×15×13.7㎝（30入） 5,250円
エ710-066 （大）（1.8ℓ）  
21.5×17.3×14.7㎝（30入） 6,750円

M 湯呑蓋（つまみ付）黒  
エ710-076 2.1寸  外寸φ6.6㎝･内寸φ6.2㎝（500入） 280円
エ710-086 2.2寸  外寸φ6.9㎝･内寸φ6.5㎝（500入） 290円
エ710-096 2.3寸  外寸φ7.2㎝･内寸φ6.8㎝（500入） 300円
エ710-106 2.4寸  外寸φ7.4㎝･内寸φ7㎝（500入） 310円
エ710-116 2.5寸  外寸φ8.2㎝･内寸φ7.5㎝（500入） 320円
エ710-126 2.6寸  外寸φ8.3㎝･内寸φ7.9㎝（500入） 330円
エ710-136 2.8寸  外寸φ8.8㎝･内寸φ8.5㎝（500入） 340円
エ710-146 3.0寸  外寸φ9.4㎝･内寸φ9㎝（500入） 350円

エ710-156 
M 茶碗蒸し八角蓋 黒木目  
10×9.3×1.5㎝（100入） 450円

エ710-166 
A（小）つみれ入れ グリーン  
φ3.7×15㎝（140入） 1,400円

エ710-176 
A（中）つみれ入れ グリーン  
φ3.7×20㎝（120入） 1,600円

エ710-186 
A（大）つみれ入れ グリーン  
φ3.7×25㎝（100入） 1,800円

エ710-196 
A 茶びつ 金堆朱  
φ31×12.5㎝（10入） 8,600円
エ710-206 
A 茶こぼし 金堆朱  
φ12.1×6.7㎝（60入） 2,400円
エ710-216 
A 茶筒（中ブタ付） 金堆朱  
φ8.7×9㎝（60入） 3,500円

エ710-226 
A 茶びつ茶石目 ハード加工   
φ31×12.5㎝（10入） 6,300円
エ710-236 
A 茶こぼし茶乾漆  
φ12.1×6.7㎝（60入） 830円
エ710-246 
A 茶筒（中ブタ付）茶乾漆  
φ8.7×9㎝（60入） 1,050円

エ710-256 
M 3.6寸梅木目茶托 栃  
φ10.8×1.9㎝（200入） 800円

エ710-266 
M 4寸梅木目茶托 黒  
φ11.9×2㎝（200入） 600円

エ710-276 
M 胴張木目茶托 栃  
11.4×11.4×1.8㎝（200入） 900円

エ710-286 
A だるま茶托 本堆朱  
φ12.7×2.3㎝（200入） 1,500円

エ710-296 
A 4寸D.X亀甲茶托 黒  
φ12×2.8㎝（200入） 650円

エ710-306 
A 菊型茶托 黒天朱  
φ12×2.3㎝（200入） 750円

エ710-316 
A 5寸京風隅折皿 黒渕朱  
15×10.5×1.3㎝（200入） 530円

エ710-326 
A うちわ菓子皿 錦パール天黒  
14.7×13.7×2.4㎝（200入） 650円

エ710-336 
A 松葉皿 溜  
17.8×11.5×2㎝（200入） 1,050円

エ710-346 
A 7.5寸扇面皿 溝付黒天朱  
22.3×11.5×1.1㎝（200入） 1,250円

エ710-356 
M 半月銘々皿 黒に笹  
14.7×13.9×1.3㎝（200入） 1,450円

エ710-366 
M 5寸菓子皿 綿糸ベージュ  
φ15×1.6㎝（200入） 1,900円

エ710-376 
A 竹目おしぼり入れ 溜  
17×7×2㎝（200入） 700円

エ710-386 
A（小）笹皿 溜  
19.5×7×1.2㎝（200入） 750円

エ710-396 
M 小判おしぼり入れ パール色紙金箔  
20.3×8.5×2.2㎝（200入） 1,600円

エ710-406 
A 丸茶碗蒸し台 梨地  
φ12.5×1.3㎝（200入） 450円

エ710-416 
A 角茶碗蒸し台 黒木目  
12.8×12.8×1.6㎝（200入） 500円

エ710-426 
A 4.5寸つば付正角盆 銀朱  
13.3×13.3×2㎝（100入） 700円
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洗 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。



SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

A 新デリカ両面番重 黒内朱  
エ711-016 尺1寸  33.3×20.5×5㎝（20入） 3,600円
エ711-026 尺2寸  36.3×20.7×5㎝（40入） 3,850円

新デリカ両面番重 白木内朱  
エ711-036 A 尺1寸  33.3×20.5×5㎝（40入） 3,800円
エ711-046 （小）ステンレス目皿  31.8×19×1.3㎝（100入） 2,200円
エ711-056 A 尺2寸  36.3×20.7×5㎝（40入） 4,100円
エ711-066 （大）ステンレス目皿  34.5×19×1.3㎝（100入） 2,300円

M（小）デリカバット 黄内白  
エ711-076 尺0寸  30×19×3.4㎝（60入） 3,200円
エ711-086 尺1.5寸  34.5×19×3.4㎝（50入） 3,500円
エ711-096 尺3寸  40×19×3.4㎝（40入） 4,000円

M（大）デリカバット 黒内朱  
エ711-106 尺0寸  30×28×3.4㎝（50入） 4,200円
エ711-116 尺1.5寸  34.5×28×3.4㎝（40入） 4,900円
エ711-126 尺3寸  40×28×3.4㎝（40入） 6,400円

小判盛皿 朱天黒（全面塗）  
エ711-136 M 7寸  21×15.8×3.7㎝（40入） 1,500円
エ711-146 A 9寸  26.8×20.2×4㎝（30入） 1,600円
エ711-156 A 尺1寸  33.3×25×4.2㎝（20入） 2,150円
エ711-166 A 尺3寸  39.8×30×4.2㎝（20入） 2,750円
エ711-176 A 尺5寸  45.8×34.3×4.5㎝（10入） 3,800円

A 清流盛器 色紙金箔渕朱 S･H塗   
エ711-186 （小）  27×22.7×3.3㎝（40入） 2,750円
エ711-196 （中）  35.7×29.6×4.1㎝（20入） 3,600円
エ711-206 （大）  45.9×38.7×4.7㎝（10入） 6,700円
エ711-216 尺2寸長手  35.5×14.8×4.1㎝（50入） 2,600円

TA ABS長角波皿 黒（塗無）エンボス加工 洗  
エ711-226 21㎝  21×16.6×3.3㎝（60入） 1,150円
エ711-236 26㎝  26×20.6×4㎝（40入） 1,500円
エ711-246 30㎝  30×23.8×4㎝（30入） 2,050円

TA ABS角波皿 黒（塗無）エンボス加工 洗  
エ711-256 14.5㎝角  14.5×14.5×3㎝（120入）（0.5～1人用） 750円
エ711-266 16㎝角  16.5×16.5×3.2㎝（120入）（1人用） 800円
エ711-276 20㎝角  20.2×20.2×3.2㎝（90入）（2人用） 950円
エ711-286 24㎝角  24×24×3.3㎝（80入）（3人用） 1,350円
エ711-296 27㎝角  27×27×3.3㎝（60入）（5人用） 1,700円
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

A ケヤキ会席盆 黒天朱  
ヌ712-016 尺1  33×24×2㎝ 1,150円
ヌ712-026 尺2  36×26×2㎝ 1,350円
ヌ712-036 新尺2  37×29×1.8㎝ 1,550円
ヌ712-046 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,550円
ヌ712-056 尺4  42.5×30.5×2㎝ 1,850円
ヌ712-066 尺5  45.5×32×2㎝ 2,350円
ヌ712-076 尺6  48.5×33×2㎝ 3,300円

A ケヤキ会席盆 黒天朱SL  
ヌ712-086 尺1  33×24×2㎝ 1,250円
ヌ712-096 尺2  36×26×2㎝ 1,450円
ヌ712-106 新尺2  37×29×1.8㎝ 1,600円
ヌ712-116 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,650円
ヌ712-126 尺4  42.5×30.5×2㎝ 1,950円
ヌ712-136 尺5  45.5×32×2㎝ 2,650円
ヌ712-146 尺6  48.5×33×2㎝ 3,450円

A ケヤキ会席盆 黒  
ヌ712-156 尺1  33×24×2㎝ 950円
ヌ712-166 尺2  36×26×2㎝ 1,150円
ヌ712-176 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,300円
ヌ712-186 尺4  42.5×30.5×2㎝ 1,600円
ヌ712-196 尺5  45.5×32×2㎝ 2,050円
ヌ712-206 尺6  48.5×33×2㎝ 2,550円

A ケヤキ会席盆 黒SL  
ヌ712-216 尺1  33×24×2㎝ 1,250円
ヌ712-226 尺2  36×26×2㎝ 1,450円
ヌ712-236 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,650円
ヌ712-246 尺4  42.5×30.5×2㎝ 1,950円
ヌ712-256 尺5  45.5×32×2㎝ 2,650円
ヌ712-266 尺6  48.5×33×2㎝ 3,450円

A 新木目会席盆 新溜  
ヌ712-276 尺1  33×24×2㎝ 1,100円
ヌ712-286 尺2  36×26×2㎝ 1,300円
ヌ712-296 新尺2  37×29×1.8㎝ 1,500円
ヌ712-306 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,500円
ヌ712-316 尺4  42.5×30.5×2㎝ 1,850円
ヌ712-326 尺5  45.5×32×2㎝ 2,300円
ヌ712-336 尺6  48.5×33×2㎝ 3,000円

A 新木目会席盆 新溜SL  
ヌ712-346 尺1  33×24×2㎝ 1,400円
ヌ712-356 尺2  36×26×2㎝ 1,650円
ヌ712-366 新尺2  37×29×1.8㎝ 1,800円
ヌ712-376 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,900円
ヌ712-386 尺4  42.5×30.5×2㎝ 2,300円
ヌ712-396 尺5  45.5×32×2㎝ 2,750円
ヌ712-406 尺6  48.5×33×2㎝ 3,600円

A 新木目会席盆 黒天朱  
ヌ712-416 尺1  33×24×2㎝ 1,050円
ヌ712-426 尺2  36×26×2㎝ 1,250円
ヌ712-436 新尺2  37×29×1.8㎝ 1,450円
ヌ712-446 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,450円
ヌ712-456 尺4  42.5×30.5×2㎝ 1,800円
ヌ712-466 尺5  45.5×32×2㎝ 2,250円
ヌ712-476 尺6  48.5×33×2㎝ 2,950円

A 新木目会席盆 黒天朱SL  
ヌ712-486 尺1  33×24×2㎝ 1,350円
ヌ712-496 尺2  36×26×2㎝ 1,600円
ヌ712-506 新尺2  37×29×1.8㎝ 1,700円
ヌ712-516 尺3  39.5×28.5×2㎝ 1,850円
ヌ712-526 尺4  42.5×30.5×2㎝ 2,200円
ヌ712-536 尺5  45.5×32×2㎝ 2,650円
ヌ712-546 尺6  48.5×33×2㎝ 3,550円

A 桐木目会席盆 新溜SL  
ヌ712-556 尺1  33.7×26.5×1.6㎝ 1,550円
ヌ712-566 尺2  36.7×28.6×1.6㎝ 1,750円
ヌ712-576 尺3  39.7×30.9×1.6㎝ 2,050円
ヌ712-586 尺4  43.7×34.2×1.6㎝ 2,650円
ヌ712-596 尺5  47×37.2×1.8㎝ 3,250円
ヌ712-606 尺6  50×39.6×1.8㎝ 3,850円

A 桐木目会席盆 黒天朱  
ヌ712-616 尺1  33.7×26.5×1.6㎝ 1,180円
ヌ712-626 尺2  36.7×28.6×1.6㎝ 1,330円
ヌ712-636 尺3  39.7×30.9×1.6㎝ 1,530円
ヌ712-646 尺4  43.7×34.2×1.6㎝ 2,080円
ヌ712-656 尺5  47×37.2×1.8㎝ 2,480円
ヌ712-666 尺6  50×39.6×1.8㎝ 3,150円

A 桐木目会席盆 黒天朱SL  
ヌ712-676 尺1  33.7×26.5×1.6㎝ 1,450円
ヌ712-686 尺2  36.7×28.6×1.6㎝ 1,650円
ヌ712-696 尺3  39.7×30.9×1.6㎝ 1,900円
ヌ712-706 尺4  43.7×34.2×1.6㎝ 2,500円
ヌ712-716 尺5  47×37.2×1.8㎝ 3,000円
ヌ712-726 尺6  50×39.6×1.8㎝ 3,600円

ケヤキ会席盆　※新尺2は尺2サイズを奥広にしたタイプのお盆です。　

新木目会席盆　※新尺2は尺2サイズを奥広にしたタイプのお盆です。　

桐木目会席盆（奥広タイプ）

ノンスリップ加工 ノンスリップ加工

ノンスリップ加工ノンスリップ加工

ノンスリップ加工 ノンスリップ加工
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SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

利休盆（DX重圧型）

清流長手木目盆

大寿木目盆（奥広タイプ）

A 利休盆 黒天朱  
ヌ713-016 尺1  33.2×24.2×1.8㎝ 900円
ヌ713-026 尺2  36.2×26.4×1.8㎝ 1,050円
ヌ713-036 尺3  39.2×28.8×1.8㎝ 1,150円
ヌ713-046 尺4  42.3×31×1.8㎝ 1,650円
ヌ713-056 尺5  45.3×33.2×1.8㎝ 1,850円

A 利休盆 黒天朱SL  
ヌ713-066 尺1  33.2×24.2×1.8㎝ 1,150円
ヌ713-076 尺2  36.2×26.4×1.8㎝ 1,300円
ヌ713-086 尺3  39.2×28.8×1.8㎝ 1,500円
ヌ713-096 尺4  42.3×31×1.8㎝ 2,100円
ヌ713-106 尺5  45.3×33.2×1.8㎝ 2,450円

A 利休盆 溜  
ヌ713-116 尺1  33.2×24.2×1.8㎝ 1,050円
ヌ713-126 尺2  36.2×26.2×1.8㎝ 1,250円
ヌ713-136 尺3  39.2×28.8×1.8㎝ 1,450円
ヌ713-146 尺4  42.3×31×1.8㎝ 1,900円
ヌ713-156 尺5  45.3×33.2×1.8㎝ 2,250円

A 利休盆 溜SL  
ヌ713-166 尺1  33.2×24.2×1.8㎝ 1,550円
ヌ713-176 尺2  36.2×26.2×1.8㎝ 1,750円
ヌ713-186 尺3  39.2×28.8×1.8㎝ 2,000円
ヌ713-196 尺4  42.3×31×1.8㎝ 2,550円
ヌ713-206 尺5  45.3×33.2×1.8㎝ 2,900円

A 清流長手木目盆 黒天朱  
ヌ713-216 尺1  34×24.6×1.5㎝ 930円
ヌ713-226 尺2  36×26×1.5㎝ 1,080円
ヌ713-236 尺3  39.4×28.4×1.5㎝ 1,200円
ヌ713-246 尺4  42.4×30.4×1.5㎝ 1,680円
ヌ713-256 尺5  45.6×32.8×1.5㎝ 1,850円

A 清流長手木目盆 黒天朱SL  
ヌ713-266 尺1  34×24.6×1.5㎝ 1,230円
ヌ713-276 尺2  36×26×1.5㎝ 1,380円
ヌ713-286 尺3  39.4×28.4×1.5㎝ 1,580円
ヌ713-296 尺4  42.4×30.4×1.5㎝ 2,230円
ヌ713-306 尺5  45.6×32.8×1.5㎝ 2,530円

A 清流長手木目盆 溜  
ヌ713-316 尺1  34×24.6×1.5㎝ 1,080円
ヌ713-326 尺2  36×26×1.5㎝ 1,280円
ヌ713-336 尺3  39.4×28.4×1.5㎝ 1,430円
ヌ713-346 尺4  42.4×30.4×1.5㎝ 1,920円
ヌ713-356 尺5  45.6×32.8×1.5㎝ 2,280円

A 清流長手木目盆 溜SL  
ヌ713-366 尺1  34×24.6×1.5㎝ 1,500円
ヌ713-376 尺2  36×26×1.5㎝ 1,700円
ヌ713-386 尺3  39.4×28.4×1.5㎝ 1,950円
ヌ713-396 尺4  42.4×30.4×1.5㎝ 2,550円
ヌ713-406 尺5  45.6×32.8×1.5㎝ 2,800円

A 大寿木目盆 黒天朱  
ヌ713-416 尺1  33.5×26×2.2㎝ 1,050円
ヌ713-426 尺2  36×28.2×2.2㎝ 1,300円
ヌ713-436 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 1,450円
ヌ713-446 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 2,000円
ヌ713-456 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 2,400円
ヌ713-466 尺6  48.6×38×2.6㎝ 2,900円
ヌ713-476 尺7  52×40×2.6㎝ 3,500円

A 大寿木目盆 黒天朱SL  
ヌ713-486 尺1  33.5×26×2.2㎝ 1,250円
ヌ713-496 尺2  36×28.2×2.2㎝ 1,550円
ヌ713-506 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 1,800円
ヌ713-516 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 2,550円
ヌ713-526 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 2,950円
ヌ713-536 尺6  48.6×38×2.6㎝ 4,100円
ヌ713-546 尺7  52×40×2.6㎝ 4,800円

TA耐熱大寿木目盆 黒天朱  
ヌ713-556 尺1  33.5×26×2.2㎝ 1,450円
ヌ713-566 尺2  36×28.2×2.2㎝ 1,800円
ヌ713-576 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 2,050円
ヌ713-586 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 2,550円
ヌ713-596 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 3,050円
ヌ713-606 尺6  48.6×38×2.6㎝ 4,000円
ヌ713-616 尺7  52×40×2.6㎝ 4,600円

TA耐熱大寿木目盆 黒天朱SL  
ヌ713-626 尺1  33.5×26×2.2㎝ 1,700円
ヌ713-636 尺2  36×28.2×2.2㎝ 2,050円
ヌ713-646 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 2,350円
ヌ713-656 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 3,050円
ヌ713-666 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 3,650円
ヌ713-676 尺6  48.6×38×2.6㎝ 4,700円
ヌ713-686 尺7  52×40×2.6㎝ 5,250円

A 大寿木目盆 溜塗  
ヌ713-696 尺1  33.5×26×2.2㎝ 1,300円
ヌ713-706 尺2  36×28.2×2.2㎝ 1,600円
ヌ713-716 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 1,800円
ヌ713-726 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 2,350円
ヌ713-736 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 2,750円
ヌ713-746 尺6  48.6×38×2.6㎝ 3,450円
ヌ713-756 尺7  52×40×2.6㎝ 3,950円

A 大寿木目盆 溜塗SL  
ヌ713-766 尺1  33.5×26×2.2㎝ 1,650円
ヌ713-776 尺2  36×28.2×2.2㎝ 2,000円
ヌ713-786 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 2,250円
ヌ713-796 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 2,750円
ヌ713-806 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 3,250円
ヌ713-816 尺6  48.6×38×2.6㎝ 3,750円
ヌ713-826 尺7  52×40×2.6㎝ 4,350円

TA耐熱大寿木目盆 溜塗  
ヌ713-836 尺1  33.5×26×2.2㎝ 1,950円
ヌ713-846 尺2  36×28.2×2.2㎝ 2,400円
ヌ713-856 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 2,650円
ヌ713-866 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 3,350円
ヌ713-876 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 4,000円
ヌ713-886 尺6  48.6×38×2.6㎝ 4,950円
ヌ713-896 尺7  52×40×2.6㎝ 5,700円

TA耐熱大寿木目盆 溜塗SL  
ヌ713-906 尺1  33.5×26×2.2㎝ 2,150円
ヌ713-916 尺2  36×28.2×2.2㎝ 2,600円
ヌ713-926 尺3  39.2×30.7×2.2㎝ 2,950円
ヌ713-936 尺4  42.7×33.3×2.2㎝ 3,700円
ヌ713-946 尺5  45.6×35.6×2.2㎝ 4,400円
ヌ713-956 尺6  48.6×38×2.6㎝ 5,400円
ヌ713-966 尺7  52×40×2.6㎝ 6,200円

ノンスリップ加工

ノンスリップ加工

ノンスリップ加工

ノンスリップ加工

ノンスリップ加工

ノンスリップ加工

ノンスリップ加工

ノンスリップ加工
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耐熱温度120℃　高温洗浄OK！

A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

A 富士長手木目盆 黒渕朱  
エ714-016 尺1寸  33×24.2×1.6㎝（50入） 900円
エ714-026 尺2寸  36×26.4×1.6㎝（40入） 1,050円
エ714-036 尺3寸  39×28.6×1.6㎝（40入） 1,150円
エ714-046 尺4寸  42×30.8×1.7㎝（40入） 1,650円
エ714-056 尺5寸  45×33×1.7㎝（30入） 1,850円
エ714-066 尺6寸  48×35.2×1.7㎝（30入） 2,500円
A 富士長手木目盆 黒渕朱N.S ノンスリップ加工   
エ714-076 尺1寸  33×24.2×1.6㎝（50入） 1,150円
エ714-086 尺2寸  36×26.4×1.6㎝（40入） 1,300円
エ714-096 尺3寸  39×28.6×1.6㎝（40入） 1,500円
エ714-106 尺4寸  42×30.8×1.7㎝（40入） 2,100円
エ714-116 尺5寸  45×33×1.7㎝（30入） 2,450円
エ714-126 尺6寸  48×35.2×1.7㎝（30入） 3,300円

A 地木目長手盆 黒天朱  
エ714-136 尺1寸  33.5×26×2.2㎝（50入） 1,050円
エ714-146 尺2寸  36×28.2×2.2㎝（40入） 1,300円
エ714-156 尺3寸  39.2×30.7×2.2㎝（40入） 1,450円
エ714-166 尺4寸  42.6×33.3×2.5㎝（40入） 2,000円
エ714-176 尺5寸  45.6×35.6×2.4㎝（30入） 2,400円
エ714-186 尺6寸  48.3×37.5×2.5㎝（30入） 2,900円
A 地木目長手盆 黒天朱N.S ノンスリップ加工   
エ714-196 尺1寸  33.5×26×2.2㎝（50入） 1,250円
エ714-206 尺2寸  36×28.2×2.2㎝（40入） 1,550円
エ714-216 尺3寸  39.2×30.7×2.2㎝（40入） 1,800円
エ714-226 尺4寸  42.6×33.3×2.5㎝（40入） 2,550円
エ714-236 尺5寸  45.6×35.6×2.4㎝（30入） 2,950円
エ714-246 尺6寸  48.3×37.5×2.5㎝（30入） 4,100円

A 一休木目盆 黒天朱  
エ714-256 尺1寸  33×24×2㎝（50入） 1,050円
エ714-266 尺2寸  35.7×25.6×1.8㎝（40入） 1,250円
エ714-276 新尺2寸  37×29×1.8㎝（40入） 1,450円
エ714-286 尺3寸  39.2×28.2×1.8㎝（40入） 1,450円
エ714-296 尺4寸  42.5×30.3×1.8㎝（40入） 1,800円
エ714-306 尺5寸  45.4×31.6×2㎝（30入） 2,250円
エ714-316 尺6寸  48.2×33×2㎝（20入） 2,950円
A 一休木目盆 黒天朱N.S ノンスリップ加工   
エ714-326 尺1寸  33×24×2㎝（50入） 1,350円
エ714-336 尺2寸  35.7×25.6×1.8㎝（40入） 1,600円
エ714-346 新尺2寸  37×29×1.8㎝（40入） 1,750円
エ714-356 尺3寸  39.2×28.2×1.8㎝（40入） 1,850円
エ714-366 尺4寸  42.5×30.3×1.8㎝（40入） 2,200円
エ714-376 尺5寸  45.4×31.6×2㎝（30入） 2,650円
エ714-386 尺6寸  48.2×33×2㎝（20入） 3,550円

A つるぎ長手盆 グリーン雲流  
エ714-396 尺1寸  33×24.2×1.6㎝（50入） 1,900円
エ714-406 尺2寸  36×26.4×1.6㎝（40入） 2,250円
エ714-416 尺3寸  39×28.6×1.6㎝（40入） 2,700円
エ714-426 尺4寸  42×30.8×1.7㎝（40入） 3,100円
エ714-436 尺5寸  45×33×1.7㎝（30入） 3,700円

A ケヤキ会席盆 新溜N.S ノンスリップ加工   
エ714-446 尺1寸  33×24×2㎝（50入） 1,350円
エ714-456 尺2寸  35.7×25.6×1.8㎝（40入） 1,650円
エ714-466 尺3寸  39.2×28.2×1.8㎝（40入） 1,900円
エ714-476 尺4寸  42.5×30.3×1.8㎝（40入） 2,350円
エ714-486 尺5寸  45.4×31.6×2㎝（30入） 3,050円

A 桐木目長手盆 栃  
エ714-496 尺1寸  33.7×26.5×1.6㎝（50入） 1,600円
エ714-506 尺2寸  36.7×28.6×1.6㎝（40入） 1,850円
エ714-516 尺3寸  39.7×30.9×1.6㎝（40入） 2,250円
エ714-526 尺4寸  43.7×34.2×1.6㎝（40入） 2,700円
エ714-536 尺5寸  47×37.2×1.8㎝（30入） 3,250円

A ダイヤ木目盆 黒  
エ714-546 尺1寸  32×23×2.1㎝（50入） 1,270円
エ714-556 尺2寸  36×27×2.1㎝（40入） 1,540円
エ714-566 尺3寸  39×29.5×2.1㎝（40入） 1,740円
エ714-576 尺4寸  42.4×30.5×2.2㎝（40入） 2,240円
エ714-586 尺5寸  45×31.5×2.3㎝（20入） 2,900円
エ714-596 尺6寸  48×33×2.3㎝（20入） 2,990円

A 竹目長手盆 グリーン天黒N.S ノンスリップ加工   
エ714-606 尺1寸  33×23.9×1.9㎝（50入） 1,800円
エ714-616 尺2寸  35.7×25.7×1.9㎝（40入） 2,150円
エ714-626 新尺2寸  37×29×1.9㎝（40入） 2,400円
エ714-636 尺3寸  39.5×31.1×2㎝（40入） 2,550円
エ714-646 尺4寸  42.5×30.3×2㎝（40入） 3,100円
エ714-656 尺5寸  45.5×31.7×2㎝（30入） 3,800円

TA耐熱一休布目盆 朱カスリN.S ノンスリップ加工  洗  
エ714-666 尺1寸  33×24×2㎝（50入） 2,550円
エ714-676 尺2寸  35.7×25.6×1.8㎝（40入） 3,050円
エ714-686 新尺2寸  37×29×1.8㎝（40入） 3,350円
エ714-696 尺3寸  39.2×28.2×1.8㎝（40入） 3,600円
エ714-706 尺4寸  42.5×30.3×1.8㎝（40入） 4,200円
エ714-716 尺5寸  45.4×31.6×2㎝（30入） 4,750円
エ714-726 尺6寸  48.2×33×2㎝（20入） 5,400円

FRP耐熱ケヤキ長手盆 黒天朱N.S ノンスリップ加工  洗  
エ714-736 尺2寸  36×27×2㎝（50入） 3,550円
エ714-746 尺3寸  39×29×2㎝（40入） 3,750円
エ714-756 尺4寸  42×31.3×2㎝（30入） 4,500円
エ714-766 尺5寸  45×33.8×2.1㎝（30入） 5,050円
エ714-776 尺6寸  48.3×36×2.2㎝（20入） 6,050円
エ714-786 尺8寸  54.3×40.4×2.3㎝（20入） 7,000円

FRP耐熱ケヤキ角盆 黒天朱N.S ノンスリップ加工  洗  
エ714-796 尺0寸  30×30×2㎝（50入） 3,200円
エ714-806 尺1寸  34×34×2㎝（40入） 3,750円
エ714-816 尺2寸  37×37×2㎝（40入） 4,500円

FRP耐熱ケヤキ角盆 茶タタキN.S ノンスリップ加工  洗  
エ714-826 尺0寸  30×30×2㎝（50入） 3,200円
エ714-836 尺1寸  34×34×2㎝（40入） 3,750円
エ714-846 尺2寸  37×37×2㎝（40入） 4,500円
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SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

A おもてなし盆 溜  
エ715-016 尺1寸  33×24.4×2.3㎝（50入） 1,600円
エ715-026 尺2寸  36×26.5×2.4㎝（50入） 1,750円
エ715-036 尺3寸  39×28.8×2.5㎝（40入） 1,950円
エ715-046 尺4寸  42×30.9×2.7㎝（40入） 2,350円
エ715-056 尺5寸  46.2×34×2.8㎝（30入） 2,800円

TAおもてなし盆 黒石目NS加工 ノンスリップ加工   
エ715-066 尺0寸  30×22.2×2.3㎝（50入） 2,150円
エ715-076 尺1寸  33×24.4×2.3㎝（50入） 2,300円
エ715-086 尺2寸  36×26.5×2.4㎝（50入） 2,650円
エ715-096 尺3寸  39×28.8×2.5㎝（40入） 3,050円
エ715-106 尺4寸  42×30.9×2.7㎝（40入） 3,450円
エ715-116 尺5寸  46.2×34×2.8㎝（30入） 4,100円

A 祥雲盆 黒石目 ハード塗   
エ715-126 尺2寸  36.3×26×2.1㎝（50入） 1,750円
エ715-136 尺3寸  39.3×28.2×2㎝（40入） 2,150円
エ715-146 尺4寸  42.5×30.5×2.5㎝（40入） 2,500円
エ715-156 尺5寸  45.5×32.6×2.5㎝（30入） 3,100円
エ715-166 尺6寸  48.4×34.6×2.8㎝（30入） 3,800円
エ715-176 尺8寸  54.5×39×3㎝（20入） 4,400円

A 宴盆 春慶渕黒  
エ715-186 尺1寸  33.5×24×2㎝（50入） 1,900円
エ715-196 尺2寸  36.5×26×2.1㎝（50入） 2,200円
エ715-206 尺3寸  39.7×27.7×2.2㎝（40入） 2,650円
エ715-216 尺4寸  42.8×31×2.3㎝（40入） 3,100円
エ715-226 尺5寸  45.6×32.1×2.3㎝（30入） 3,550円
エ715-236 尺6寸  48.4×34×2.4㎝（20入） 3,950円

A 宴盆 溜N.S ノンスリップ加工   
エ715-246 尺1寸  33.5×24×2㎝（50入） 2,100円
エ715-256 尺2寸  36.5×26×2.1㎝（50入） 2,450円
エ715-266 尺3寸  39.7×27.7×2.2㎝（40入） 2,800円
エ715-276 尺4寸  42.8×31×2.3㎝（40入） 3,200円
エ715-286 尺5寸  45.6×32.1×2.3㎝（30入） 3,600円
エ715-296 尺6寸  48.4×34×2.4㎝（20入） 4,000円

A 利久盆 うるみ石目渕黒N.S ノンスリップ加工  軽量型   
エ715-306 尺1寸  33.1×23.8×2㎝（60入） 2,400円
エ715-316 尺2寸  36.1×26×2㎝（50入） 2,700円
エ715-326 尺3寸  39.2×28.2×2㎝（40入） 3,000円
エ715-336 尺4寸  42.2×30.4×2㎝（40入） 3,700円
エ715-346 尺5寸  45.2×32.5×2㎝（30入） 4,100円
エ715-356 尺6寸  48.3×34.7×2㎝（20入） 4,700円

A 半月両面盆 朱渕黒/黒刷毛目  
エ715-366 尺1寸  33.5×29.2×2㎝（50入） 2,350円
エ715-376 尺2寸  36.5×31.7×2㎝（40入） 2,550円
エ715-386 尺3寸  39.8×34.5×2.1㎝（40入） 2,850円
エ715-396 尺4寸  42×36×2.2㎝（30入） 3,500円
エ715-406 尺5寸  45×38.3×2.4㎝（30入） 4,150円

A 錦半月盆 御影塗N.S ノンスリップ加工   
エ715-416 尺2寸  36×31×1㎝（40入） 2,800円
エ715-426 尺3寸  39×33.6×1㎝（40入） 3,300円
エ715-436 尺4寸  42×36.2×1㎝（30入） 3,900円
エ715-446 尺5寸  44.8×38.7×1.1㎝（30入） 4,400円

A 新小判盆 総溜塗 ノンスリップ加工   
エ715-456 尺2寸  36.5×27.8×2㎝（50入） 2,300円
エ715-466 尺3寸  39.2×30×2㎝（40入） 2,700円
エ715-476 尺4寸  43×32.8×2㎝（40入） 3,200円

A 正角木目盆 黒天朱  
エ715-486 8寸  24.2×24.2×2㎝（60入） 1,030円
エ715-496 9寸  27.5×27.5×2㎝（60入） 1,280円
エ715-506 尺0寸  30.5×30.5×2㎝（50入） 1,530円
エ715-516 尺1寸  33.5×33.5×2㎝（40入） 1,850円
エ715-526 尺2寸  36.7×36.7×2.5㎝（40入） 2,100円

A 角隅切木目盆 新溜天黒N.S ノンスリップ加工   
エ715-536 尺0寸  31.6×31.6×1.6㎝（50入） 2,050円
エ715-546 尺1寸  34.6×34.6×1.6㎝（40入） 2,300円
エ715-556 尺2寸  37.7×37.7×1.6㎝（40入） 2,600円

A 長手布目盆 黒N.S ノンスリップ加工   
エ715-566 9寸  27.3×21.3×1.6㎝（60入） 1,350円
エ715-576 尺0寸  30.5×21.4×1.7㎝（60入） 1,600円
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●六角箸

当社のエコ樹脂箸は自社JIS認定工場で生産しており、品質も安全で安心してご使用になれます。樹脂箸については特注にて抗菌仕様にできます。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない樹脂で、耐加水分解性に優れた自動食器洗浄機に向いた樹脂箸です。

SPS樹脂箸 洗浄機対応・消毒保管庫対応（耐熱温度240℃）

●先端が四角になった六角箸

●先端が細四角で使い易いタイプ

●太箸タイプ

●PET樹脂にガラス繊維を配合した強化樹脂製。洗浄機対応。

ローズブラウン ブラウン

日本製

A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

SPS21㎝六角箸  
エ716-036 ブラック  21.4×0.9×0.8㎝ 230円
エ716-046 ローズブラウン  21.4×0.9×0.8㎝ 250円
エ716-056 ブラウン  21.4×0.9×0.8㎝ 250円
SPS22.7㎝六角箸 洗  
エ716-066 ブラック  22.7×0.9×0.8㎝ 230円
エ716-076 ローズブラウン  22.7×0.9×0.8㎝ 250円
エ716-086 ブラウン  22.7×0.9×0.8㎝ 250円
SPS新21㎝六角先端角箸  
エ716-096 ブラック  21×0.8×0.8㎝ 270円
エ716-106 ローズブラウン  21×0.8×0.8㎝ 300円
エ716-116 ブラウン  21×0.8×0.8㎝ 300円
SPS新22.7㎝六角先端角箸 洗  
エ716-126 ブラック  22.7×0.8×0.8㎝ 275円
エ716-136 ローズブラウン  22.7×0.8×0.8㎝ 305円
エ716-146 ブラウン  22.7×0.8×0.8㎝ 305円
SPS21㎝面彫箸  
エ716-156 ブラック  21×0.7×0.7㎝ 230円
エ716-166 ローズブラウン  21×0.7×0.7㎝ 260円
エ716-176 ブラウン  21×0.7×0.7㎝ 260円
SPS22.7㎝面彫箸 洗  
エ716-186 ブラック  22.7×0.8×0.8㎝ 230円
エ716-196 ローズブラウン  22.7×0.8×0.8㎝ 260円
エ716-206 ブラウン  22.7×0.8×0.8㎝ 260円
SPS21㎝ノミ彫亀甲先端角箸  
エ716-216 ブラック  21×0.8×0.8㎝ 260円
エ716-226 ローズブラウン  21×0.8×0.8㎝ 290円
エ716-236 ブラウン  21×0.8×0.8㎝ 290円
SPS22.7㎝ノミ彫亀甲先端角箸 洗  
エ716-246 ブラック  22.7×0.8×0.8㎝ 275円
エ716-256 ローズブラウン  22.7×0.8×0.8㎝ 305円
エ716-266 ブラウン  22.7×0.8×0.8㎝ 305円

エ716-276 
A ニュー箸箱 黒渕朱（楊子入付）  
27.5×10×7.2㎝･内寸21.5㎝（40入） 2,800円

エ716-286 
A 新箸箱 白木（楊子入無し）  
28×10×7.3㎝･内寸26㎝（40入） 3,500円

エ716-296 
A カスター付箸箱 黒天朱（楊子入付）  
28.3×10.7×8㎝（40入） 4,100円

エ716-306 
A 26㎝ カスター付箸箱 黒天朱  
28.3×10.7×8㎝･内寸26.2㎝（40入） 3,750円

エ716-316 
A メニュー立て付きニュー箸箱 黒渕朱（楊子入付）  
27.5×12.8×7.2㎝･内寸21.5㎝ 4,000円

エ716-326 
A 24㎝箸箱 新溜（楊枝入付）  
30.5×10.2×7㎝･内寸24.4㎝（40入） 3,750円

エ716-336 
A 楊枝入付箸立 黒  
12×9.6×13.3㎝（50入） 2,700円

エ716-346 
TA楊枝入れ付き箸立 白木塗  
11.7×9.6×13.3㎝ 3,200円

PET四角箸 ニュー格子ブラック 洗  
エ716-016 21㎝  21×0.7×0.7㎝ 125円
エ716-026 22.5㎝  22.5×0.7×0.7㎝ 125円

箸箱 カスター付箸箱

楊枝入付箸立
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箸置きやナイフ、フォークレストと
して様々な利用に対応した設
計。裏側は掃除のしやすい形状
で衛生的にご使用できます。

SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

メニュー立て付カスター台

業務用 木製積層箸（耐熱木）洗浄機対応・消毒保管庫対応（耐熱温度100℃）日本製

エ717-016 
22.5㎝細箸 （胴張） 墨味  
22.5×0.7×0.7㎝（木） 1,100円
エ717-026 
22.5㎝細箸 （胴張） 朱面  
22.5×0.7×0.7㎝（木） 1,100円

エ717-036 
23㎝面彫煌き箸 墨味  
23×0.8×0.8㎝（木） 1,200円
エ717-046 
23㎝面彫煌き箸 朱面  
23×0.8×0.8㎝（木） 1,200円

エ717-056 
23.5㎝極細5mm角箸 木肌  
23.5×0.5×0.5㎝（木） 1,420円
エ717-066 
23.5㎝極細5mm角箸 朱面  
23.5×0.5×0.5㎝（木） 1,420円

エ717-076 
25.5㎝細6mm角箸 墨味  
25.6×0.7×0.6㎝（木） 1,900円
エ717-086 
25.5㎝細6mm角箸 朱面  
25.6×0.7×0.6㎝（木） 1,900円

エ717-096 
27㎝細身取箸 墨味  
27×0.7×0.7㎝（木） 2,500円
エ717-106 
32㎝菜箸 朱面  
32×0.9×0.9㎝（木） 2,010円

エ717-116 
Mメニュー立て付きカスター ブラック（ショート）  
29×15×11.3㎝（60入） 4,300円

エ717-126 
Mメニュー立て付きカスター ホワイト（ロング）  
29×15×16.3㎝（60入） 4,400円

エ717-136 
A ニューカスター付箸箱 シルバーメタリック  
28.2×10×8.2㎝（40入） 4,800円

A カスター盆 黒天朱  
エ717-146 ミニ  21.5×10×3.7㎝（100入） 880円
エ717-156 7寸  21.5×13.1×4㎝（80入） 950円
エ717-166 8寸  25×14×4㎝（60入） 1,350円
エ717-176 9寸  28×16.8×4㎝（40入） 1,550円

エ717-186 
AC伝票立て 
透明（底板付）  
φ4.7×7㎝（300入） 500円

エ717-196 
A 八角妻楊枝入れ 
黒天朱  
4×4×5.6㎝（200入） 500円

エ717-206 
A くし立て  
φ6×13.5㎝（100入） 
1,800円

エ717-216 
AC枕型箸止兼用箸置 
黒内朱  
6×1.6×1.3㎝ 270円

エ717-226 
AC枕型箸止兼用箸置 
朱内黒  
6×1.6×1.3㎝ 270円

エ717-236 
ACマルチレスト 黒  
7.9×1.9×1.6㎝ 
250円

エ717-246 
ACマルチレスト 朱  
7.9×1.9×1.6㎝ 
250円

エ717-256 
A サーバーレスト マロン  
25.5×8.9×4.7㎝（80入） 750円

エ717-266 
A サーバーレスト 花梨  
25.5×8.9×4.7㎝（80入） 1,650円

エ717-276 
A 段付サーバーレスト 黒  
25.2×7.4×3.4㎝（100入） 900円

エ717-286 
A 竹型はし立て 新溜  
φ8×11.8㎝（80入） 1,250円

エ717-296 
A 八角木目はし立て 黒天朱（大）  
9×8.3×13.2㎝（80入） 1,200円
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

ヌ718-016 
SPS21.8㎝えびす四角箸 黒OM  
21.8×0.7×0.7㎝ 100円

ヌ718-026 
SPS21.8㎝えびす四角箸 茶OM  
21.8×0.7×0.7㎝ 150円

ヌ718-036 
SPS22.5㎝えびす筋目四角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 115円

ヌ718-046 
SPS22.5㎝えびす筋目五角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 115円

ヌ718-056 
SPS22.5㎝えびす筋目六角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 115円

ヌ718-066 
PBT21㎝筋目四角箸 黒OM  
21×0.8×0.8㎝ 155円

ヌ718-076 
PBT22.5㎝筋目四角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-086 
PBT21㎝筋目四角箸 エンジOM  
21×0.8×0.8㎝ 160円

ヌ718-096 
PBT22.5㎝筋目四角箸 エンジOM  
22.5×0.9×0.9㎝ 180円

ヌ718-106 
PBT21㎝筋目五角箸 黒OM  
21×0.8×0.8㎝ 155円

ヌ718-116 
PBT22.5㎝筋目五角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-126 
PBT21㎝筋目五角箸 エンジOM  
21×0.8×0.8㎝ 165円

ヌ718-136 
PBT22.5㎝筋目五角箸 エンジOM  
22.5×0.9×0.9㎝ 175円

ヌ718-146 
PBT21㎝筋目六角箸 黒OM  
21×0.8×0.8㎝ 155円

ヌ718-156 
PBT22.5㎝筋目六角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-166 
PBT21㎝筋目六角箸 エンジOM  
21×0.8×0.8㎝ 165円

ヌ718-176 
PBT22.5㎝筋目六角箸 エンジOM  
22.5×0.9×0.9㎝ 175円

ヌ718-186 
PBT21㎝チェック四角箸 黒OM  
21×0.8×0.8㎝ 160円

ヌ718-196 
PBT22.5㎝チェック四角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-206 
PBT21㎝チェック四角箸 エンジOM  
21×0.8×0.8㎝ 160円

ヌ718-216 
PBT22.5㎝チェック四角箸 エンジOM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-226 
PBT21㎝チェック五角箸 黒OM  
21×0.8×0.8㎝ 160円

ヌ718-236 
PBT22.5㎝チェック五角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-246 
PBT21㎝チェック五角箸 エンジOM  
21×0.8×0.8㎝ 160円

ヌ718-256 
PBT22.5㎝チェック五角箸 エンジOM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-266 
PBT21㎝チェック六角箸 黒OM  
21×0.8×0.8㎝ 160円

ヌ718-276 
PBT22.5㎝チェック六角箸 黒OM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

ヌ718-286 
PBT21㎝チェック六角箸 エンジOM  
21×0.8×0.8㎝ 160円

ヌ718-296 
PBT22.5㎝チェック六角箸 エンジOM  
22.5×0.9×0.9㎝ 170円

SPS樹脂箸

PBT樹脂箸

耐熱温度240℃・洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

耐熱温度200℃・洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

えびす四角箸

えびす四角箸

えびす筋目四角箸 MADE IN CHINA

えびす筋目五角箸 MADE IN CHINA

えびす筋目六角箸 MADE IN CHINA

筋目四角箸 MADE IN CHINA

筋目五角箸 MADE IN CHINA

筋目六角箸 MADE IN CHINA

チェック四角箸 MADE IN CHINA

チェック五角箸 MADE IN CHINA

チェック六角箸 MADE IN CHINA
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四角木目箸

面彫箸

面取箸

六角木目箸

六角一刀彫箸

亀甲箸

SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

PBT樹脂塗箸

箸止＆箸置

耐熱温度200℃・洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

ヌ719-016 
PBT22.5㎝四角木目箸 溜（2回塗）  
22.5×0.7×0.7㎝ 780円
ヌ719-026 
PBT22.5㎝四角木目箸 春慶（2回塗）  
22.5×0.7×0.7㎝ 780円

ヌ719-036 
PBT22.7㎝面彫箸 チーク（2回塗）  
22.7×0.8×0.8㎝ 750円
ヌ719-046 
PBT22.7㎝面彫箸 春慶（2回塗）  
22.7×0.8×0.8㎝ 750円

ヌ719-056 
PBT20.5㎝六角木目箸 チーク（2回塗）  
20.5×0.7×0.8㎝ 780円

ヌ719-066 
PBT22㎝六角木目箸 チーク（2回塗）  
22×0.8×0.9㎝ 800円

ヌ719-076 
PBT20.5㎝六角木目箸 春慶（2回塗）  
20.5×0.7×0.8㎝ 780円

ヌ719-086 
PBT22㎝六角木目箸 春慶（2回塗）  
22×0.8×0.9㎝ 800円

ヌ719-096 
PBT21㎝面取箸 チーク（2回塗）  
21×0.9×0.9㎝ 780円

ヌ719-106 
PBT22.6㎝面取箸 チーク（2回塗）  
22.6×0.9×0.9㎝ 800円

ヌ719-116 
PBT21㎝面取箸 春慶（2回塗）  
21×0.9×0.9㎝ 780円

ヌ719-126 
PBT22.6㎝面取箸 春慶（2回塗）  
22.6×0.9×0.9㎝ 800円

ヌ719-136 
PBT22.5㎝六角一刀彫箸 溜（2回塗）  
22.5×0.9×0.9㎝ 780円

ヌ719-146 
PBT24㎝六角一刀彫箸 溜（2回塗）  
24×0.9×0.9㎝ 830円

ヌ719-156 
PBT22.5㎝六角一刀彫箸 春慶（2回塗）  
22.5×0.9×0.9㎝ 780円

ヌ719-166 
PBT24㎝六角一刀彫箸 春慶（2回塗）  
24×0.9×0.9㎝ 830円

ヌ719-176 
PBT22.6㎝亀甲箸 チーク（2回塗）  
22.6×0.9×0.9㎝ 750円

ヌ719-186 
PBT24㎝亀甲箸 チーク（2回塗）  
24×0.9×0.9㎝ 800円

ヌ719-196 
PBT22.6㎝亀甲箸 春慶（2回塗）  
22.6×0.9×0.9㎝ 750円

ヌ719-206 
PBT24㎝亀甲箸 春慶（2回塗） 
24×0.9×0.9㎝ 800円

ヌ719-216 
ACビーンズ箸止兼用箸置 朱  
4.1×2.8×1.5㎝ 350円

ヌ719-226 
ACビーンズ箸止兼用箸置 黒  
4.1×2.8×1.5㎝ 350円

ヌ719-236 
A ブリッジ箸止兼用箸置 朱  
4×2.7×1.3㎝ 500円

ヌ719-246 
A ブリッジ箸止兼用箸置 黒  
4×2.7×1.3㎝ 500円

ACACかんざし箸止&箸置  
ヌ719-256 白OM  φ2.7×1.3㎝ 300円
ヌ719-266 黒OM  φ2.7×1.3㎝ 300円
ヌ719-276 朱OM  φ2.7×1.3㎝ 300円

ACACミニブリッジ箸止&箸置  
ヌ719-286 白OM  2.9×1.3×1.2㎝ 260円
ヌ719-296 黒OM  2.9×1.3×1.2㎝ 260円
ヌ719-306 朱OM  2.9×1.3×1.2㎝ 260円

ACかんざし ACミニブリッジ
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

A S.D.X桶 梨地内黒  
エ720-016 7寸  φ24.5×6.1㎝･内寸φ19.6×4.3㎝（60入） 1,300円
エ720-026 8寸  φ27.5×6.2㎝･内寸φ22.2×4.3㎝（30入） 2,550円
エ720-036 9寸  φ30.4×6.6㎝･内寸φ25.2×4.6㎝（20入） 3,300円
エ720-046 尺0寸  φ33.8×6.8㎝･内寸φ28.4×4.7㎝（20入） 3,800円
エ720-056 尺1寸  φ37×6.9㎝･内寸φ31.3×5㎝（20入） 4,700円
エ720-066 尺2寸  φ40.3×7㎝･内寸φ34.3×5.1㎝（20入） 5,300円
エ720-076 尺3寸  φ43.8×7.4㎝･内寸φ37.6×5.2㎝（10入） 7,000円

A S.D.X桶 黒日月  
エ720-086 7寸  φ24.5×6.1㎝･内寸φ19.6×4.3㎝（60入） 2,450円
エ720-096 8寸  φ27.5×6.2㎝･内寸φ22.2×4.3㎝（30入） 4,000円
エ720-106 9寸  φ30.4×6.6㎝･内寸φ25.2×4.6㎝（20入） 5,200円
エ720-116 尺0寸  φ33.8×6.8㎝･内寸φ28.4×4.7㎝（20入） 5,700円
エ720-126 尺1寸  φ37×6.9㎝･内寸φ31.3×5㎝（20入） 7,200円
エ720-136 尺2寸  φ40.3×7㎝･内寸φ34.3×5.1㎝（20入） 8,100円
エ720-146 尺3寸  φ43.8×7.4㎝･内寸φ37.6×5.2㎝（10入） 9,650円

エ720-156 
A D.X7.5寸盛込桶 白木帯金内黒塗  
φ22.8×7.9㎝（30入） 3,200円
エ720-166 
A D.X7.5寸盛込桶 紫檀帯金  
φ22.8×7.9㎝（30入） 3,950円
エ720-176 
A D.X7.5寸盛込桶用 目皿 白木塗  
φ19.6×2㎝ 1,150円

エ720-186 
A D.X尺0寸盛込桶 白木帯金内黒塗  
φ30×8.5㎝（20入） 4,900円
エ720-196 
A D.X尺0寸盛込桶 紫檀帯金  
φ30×8.5㎝（20入） 6,200円
エ720-206 
A D.X尺0寸盛込桶用 目皿 白木塗  
φ26.5×2㎝ 1,900円

A D.X富士型桶 紫檀帯金 底黒塗  
エ720-216 7寸  φ22×5.5㎝（60入） 2,500円
エ720-226 8寸  φ25×6㎝（40入） 3,600円
エ720-236 9寸  φ28×6㎝（20入） 4,450円
エ720-246 尺0寸  φ31×6㎝（20入） 5,200円
エ720-256 尺1寸  φ34×6㎝（20入） 6,200円
エ720-266 尺2寸  φ37×6.2㎝（20入） 7,400円
エ720-276 尺3寸  φ40×6.3㎝（20入） 8,300円
エ720-286 尺4寸  φ43.5×6.6㎝（10入） 9,600円

エ720-296 
A（小）角ガリ入れ 
黒渕朱（切込有）  
11×11×10.9㎝（80入） 
1,750円

エ720-306 
A（大）角ガリ入れ 
朱渕黒（切込有）  
12×12×11.6㎝（80入） 
2,050円

エ720-316 
AC（大）角ガリ入れ 
透明（切込有）  
12×12×11.6㎝（80入） 
3,300円

エ720-326 
A 隅丸ガリ入れ 
白木塗（切込有）  
10×11.1×8.8㎝（80入） 
2,100円

エ720-336 
A 桶型ガリ入れ 
朱木目天黒（切込有）  
φ10.8×8.3㎝（80入） 
1,400円

エ720-346 
A 木彫ガリ入れ 
栃（切込有）  
φ10.5×10.5㎝（100入） 
2,700円

エ720-356 
A D.Xタイコ型のぞき 
黒内朱  
φ9.5×2.5㎝（200入） 
490円

エ720-366 
レモントング  
10L㎝（ステンレス） 380円

エ720-376 
トング（中）  
15L㎝（ステンレス） 430円

A こね鉢 黒内朱  
エ720-386 9寸  φ26.3×8.3㎝（20入） 2,300円
エ720-396 尺0.5寸  φ31.1×8.3㎝（10入） 4,250円
エ720-406 尺2寸  φ36×9.6㎝（10入） 5,900円

エ720-416 
M 9寸片口こね鉢 黒内朱  
φ26.2×8.7㎝（20入） 4,000円

エ720-426 
M 尺3寸小判型こね鉢 黒内朱  
39.1×33×9.3㎝（6入） 12,500円

156
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176
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洗 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。



SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

エ721-016 
A ナインホールプレート 
陶磁器調白 S･H塗   
25.5×25.5×2.7㎝（40入） 2,900円

エ721-026 
A スリーコンビプレート 
陶磁器調白 S･H塗   
25.5×25.5×2.7㎝（40入） 2,900円

エ721-036 
TAベガスプレート 
陶磁器調白 S･H塗  洗   
25.5×25.5×2.7㎝（40入） 3,600円

エ721-046 
TAカリブプレート 
陶磁器調白 S･H塗  洗   
25.5×25.5×2.7㎝（40入） 3,400円

エ721-056 
A シックスホールプレート 
陶磁器調白 S･H塗   
25.6×17×2.7㎝（50入） 2,200円

エ721-066 
A ツーコンビプレート 
陶磁器調白 S･H塗   
25.5×17×2.4㎝（50入） 2,100円

エ721-076 
TAナイスプレート5ツ仕切 
白木 洗  
27×19.2×1.5㎝（50入） 2,600円

エ721-086 
TAナイスプレート5ツ仕切 
白アクア 洗  
27×19.2×1.5㎝（50入） 2,650円

エ721-096 
Mメラミンブロックプレート9ッ仕切 白  
27.3×27.3×2㎝（70入） 3,300円

エ721-106 
Mメラミンブロックベガスプレート 白  
27.2×27.2×2㎝（60入） 3,400円

エ721-116 
Mメラミンブロックプレート四仕切 白  
27.2×27.2×2㎝（60入） 2,700円

エ721-126 
Mメラミンブロックプレート6ッ仕切 白  
28.6×18.7×2㎝（80入） 2,000円

エ721-136 
Mメラミンブロックプレート9ッ仕切 黒  
27.3×27.3×2㎝（70入） 3,300円

エ721-146 
Mメラミンブロックベガスプレート 黒  
27.2×27.2×2㎝（60入） 3,400円

エ721-156 
Mメラミンブロックプレート四仕切 黒  
27.2×27.2×2㎝（60入） 2,700円

エ721-166 
Mメラミンブロックプレート6ッ仕切 黒  
28.6×18.7×2㎝（80入） 2,000円

エ721-176 
PCハードタンブラー250 
クリア 洗  
φ7×10.4㎝（300㏄）（100入） 
700円

エ721-186 
PCハードタンブラー250 
アンバー 洗  
φ7×10.4㎝（300㏄）（100入） 
700円

エ721-196 
PCハードタンブラー250 
マリン 洗  
φ7×10.4㎝（300㏄）（100入） 
700円

エ721-206 
AC波鉢  
φ12.7×4.4㎝（200入） 950円

エ721-216 
A（小）サラダボール 溜  
φ13×4.2㎝（160入） 650円

エ721-226 
A（大）サラダボール 溜  
φ14.5×4.6㎝（100入） 750円

樹脂製タンブラー 軽くて丈夫なスタックタンブラー サラダボール

メラミン食器

軽量樹脂トレー 表面が硬質でキズに強く、汚染防止にもなります。SH塗
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スタッキングOK
A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

ヌ722-016 
A 尺1ABS花かご 黒渕朱裏黒乾漆  
34.5×32.3×6.2㎝ 5,600円

ヌ722-026 
A 尺1ABS花かご 若竹裏黒乾漆  
34.5×32.3×6.2㎝ 6,200円

ヌ722-036 
A 尺1ABS花かご すす竹裏黒乾漆  
34.5×32.3×6.2㎝ 6,200円

ヌ722-046 
A 尺1ABS花かご ごま竹裏黒乾漆  
34.5×32.3×6.2㎝ 6,500円

ヌ722-056 
A ABS菊鉢（大） ピンクボカシ  
φ11.4×3.6㎝ 700円
ヌ722-066 
A ABS菊鉢（大） 青磁  
φ11.4×3.6㎝ 700円
ヌ722-076 
A 新丸かご 若竹  
φ11.2×3.7㎝ 950円
ヌ722-086 
A 新丸かご 染溜   
φ11.2×3.7㎝ 900円
ヌ722-096 
A ABS菊鉢（大） 黄色  
φ11.4×3.6㎝ 650円
ヌ722-106 
TA耐熱トッティーリップル椀 紫内黒  
13.6×11.2×5.8㎝ 900円

A ABS竹丸かご 溜パール  
ヌ722-116 8寸  φ23.1×4.8㎝ 2,650円
ヌ722-126 9寸  φ27.1×4.8㎝ 3,000円
ヌ722-136 尺0寸  φ31.3×6.1㎝ 5,000円

A ABS竹丸かご 総黒内朱  
ヌ722-146 8寸  φ23.1×4.8㎝ 2,850円
ヌ722-156 9寸  φ27.1×4.8㎝ 3,200円
ヌ722-166 尺0寸  φ31.3×6.1㎝ 5,200円

A ABS竹丸かご クリーム内朱  
ヌ722-176 8寸  φ23.1×4.8㎝ 2,850円
ヌ722-186 9寸  φ27.1×4.8㎝ 3,200円
ヌ722-196 尺0寸  φ31.3×6.1㎝ 5,200円

尺1 ABS花かご盛器

ABS竹丸かご盛器
φ231

φ271

φ313

φ187

φ227

φ260
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SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂 洗浄機可

25cm角ABS1/3プレート

耐熱30cm角渕付1/5プレート 耐熱30cm角渕付9点プレート 耐熱30cm箸置付プレート

メラミン6点・9点プレート25cm角ABS9点プレート

ヌ723-016 
A 25㎝角ABS 1/3プレート 黒銀パール  
25.5×25.5×2.8㎝ 2,200円

ヌ723-026 
A 25㎝角ABS 9点プレート 黒乾漆タタキ  
25.5×25.5×2.8㎝ 2,100円

ヌ723-036 
M 長角メラミン白6点プレート  
25.5×17×2.4㎝ 1,450円

ヌ723-046 
A 25㎝角ABS 1/3プレート ホワイトアクア  
25.5×25.5×2.8㎝ 2,750円

ヌ723-056 
A 25㎝角ABS 9点プレート ホワイトアクア裏黒  
25.5×25.5×2.8㎝ 2,700円

ヌ723-066 
M 角メラミン白9点プレート  
25.5×25.5×2.8㎝ 2,250円

ヌ723-076 
TA耐熱30㎝角渕付5/1プレート 黒タタキ  
30×30×2.8㎝ 2,600円

ヌ723-086 
TA耐熱30㎝角渕付9点プレート 黒タタキ  
30×30×2.8㎝ 2,600円

ヌ723-096 
TA耐熱30㎝角渕付5/1プレート 白クリヤー  
30×30×2.8㎝ 3,000円

ヌ723-106 
TA耐熱30㎝角渕付9点プレート 白クリヤー  
30×30×2.8㎝ 3,000円

ヌ723-116 
TA耐熱30㎝箸置き付プレート ホワイト  
30×28×2.1㎝ 2,800円

※箸をセットしたまま積み重ねできます。

※プレートの渕が広く
持ちやすいデザインです。
又、箸をセットする事もできます。

※カレー・ケチャップなどの料理を盛り付けると、シミの原因になりますのでご注意下さい。
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A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂　 AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂　M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂　木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂　 TM  熱硬化特殊樹脂 洗浄機可  

M 細渕付丸盛鉢  
ヌ724-016 11.6㎝  φ11.6×4.8㎝ 950円
ヌ724-026 12.8㎝  φ12.8×5㎝ 1,050円
ヌ724-036 14㎝  φ14×5.5㎝ 1,250円

ヌ724-046 15㎝  φ15×5.7㎝ 1,550円
ヌ724-056 19㎝  φ19×7.1㎝ 2,000円
ヌ724-066 21㎝  φ21×8㎝ 2,500円
ヌ724-076 23㎝  φ23.2×8.5㎝ 3,400円

M ウェーブ丸盛皿  
ヌ724-086 30㎝  φ30.5×5.3㎝ 4,700円
ヌ724-096 35㎝  φ35.6×5.9㎝ 7,500円
ヌ724-106 40㎝  φ40.6×6.4㎝ 9,700円

M 隅丸長角盛皿  
ヌ724-116 44㎝  
44.5×22×4.5㎝ 6,200円
ヌ724-126 50㎝  
49.5×27.5×5㎝ 8,800円
ヌ724-136 56㎝  
56×32.5×5㎝ 10,500円
ヌ724-146 71㎝  
71×40.5×5㎝ 15,500円

M ウェーブ丸盛鉢  
ヌ724-156 28㎝  φ28.6×12㎝ 6,500円
ヌ724-166 31㎝  φ31.6×12.5㎝ 8,200円
ヌ724-176 35㎝  φ34.6×13㎝ 10,800円

M 大葉盛鉢  
ヌ724-186 14㎝  
14×7×2.5㎝ 900円
ヌ724-196 19㎝  
19.3×10.2×3.5㎝ 1,750円
ヌ724-206 25㎝  
24.7×13.5×4.6㎝ 2,850円
ヌ724-216 31㎝  
31.5×17×5.6㎝ 4,900円
ヌ724-226 39㎝  
38.9×20.8×6.6㎝ 6,800円
ヌ724-236 50㎝  
50×24×6㎝ 7,000円
ヌ724-246 52㎝  
51.7×28.3×8.5㎝ 10,500円
ヌ724-256 59㎝  
58.7×32×9㎝ 12,800円

M 長角深盛皿  
ヌ724-266 35㎝  35×25×7㎝ 6,300円
ヌ724-276 45㎝  45×30×7㎝ 8,100円

M スクエアー盛鉢  
ヌ724-286 8㎝  8×8×4.6㎝ 1,100円
ヌ724-296 11㎝  10.9×10.9×5.6㎝ 1,650円
ヌ724-306 13㎝  13.8×13.8×6.6㎝ 2,300円
ヌ724-316 16.5㎝  16.5×16.5×7.6㎝ 3,100円
ヌ724-326 19㎝  19.2×19.2×8.6㎝ 4,100円

ヌ724-336 22㎝  22.4×22.4×9.5㎝ 5,400円
ヌ724-346 25㎝  25.5×25.5×10.5㎝ 7,800円
ヌ724-356 28㎝  28.5×28.5×11.5㎝ 9,900円
ヌ724-366 31㎝  31.5×31.5×12.5㎝ 12,700円
ヌ724-376 40㎝  40×40×14.5㎝ 16,500円

M スクエアー盛皿  
ヌ724-386 30㎝  30.5×30.5×3.5㎝ 4,800円
ヌ724-396 35㎝  35.5×35.5×4㎝ 6,800円
ヌ724-406 40㎝  40.5×40.5×4.5㎝ 9,200円

266

276

406

396
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ブッフェ盛皿・盛鉢　Melamine Ware ※軽くて、破損に強い！
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さざ波ウェーブ盛皿  
ヌ725-016 AC38㎝ 本体  
φ38×3.7㎝ 11,000円
ヌ725-026 38㎝用スタンド  
φ32×11㎝（鉄） 6,500円
ヌ725-036 AC42㎝ 本体  
φ42.5×3.8㎝ 12,000円
ヌ725-046 42㎝用スタンド  
φ36.5×11㎝（鉄） 7,000円
ヌ725-056 AC48㎝ 本体  
φ47.7×3.5㎝ 16,000円
ヌ725-066 48㎝用スタンド  
φ41.7×11㎝（鉄） 7,800円

さざ波ウェーブ長角盛皿  
ヌ725-076 AC48㎝ 本体  
48.5×37×3㎝ 12,500円
ヌ725-086 48㎝用スタンド  
42.5×31×11㎝（鉄） 7,800円
ヌ725-096 AC54㎝ 本体  
54×37.3×3.1㎝ 13,500円
ヌ725-106 54㎝用スタンド  
48×31.3×11㎝（鉄） 8,500円
ヌ725-116 AC59㎝ 本体  
58.7×39×3.6㎝ 17,000円
ヌ725-126 59㎝用スタンド  
52.7×33×11㎝（鉄） 8,800円

ACさざ波長角盛皿（細タイプ）  
ヌ725-136 33㎝  32.8×17.5×2.5㎝ 4,400円
ヌ725-146 40㎝  40.2×17.6×2.6㎝ 5,350円
ヌ725-156 50㎝  50×17.5×2.7㎝ 7,000円

さざ波丸鉢  
ヌ725-166 AC25㎝ 本体  φ25×7.4㎝ 9,500円
ヌ725-176 AC25㎝用目皿  φ23×0.6㎝ 2,800円
ヌ725-186 AC32㎝ 本体  φ32.5×7.5㎝ 12,500円
ヌ725-196 AC32㎝用目皿  φ30×0.6㎝ 4,300円
ヌ725-206 AC39㎝ 本体  φ39×9.5㎝ 16,500円
ヌ725-216 AC39㎝用目皿  φ36×0.6㎝ 6,600円
ヌ725-226 39㎝用スタンド  φ33×11㎝（鉄） 7,000円

ヌ725-296 
AC27㎝亀甲盛鉢 ブルー  
φ27.7×7.6㎝ 11,000円

ヌ725-306 
AC38㎝亀甲盛鉢 ブルー  
φ38.5×12㎝ 18,000円

ヌ725-316 
38㎝亀甲盛鉢用スタンド  
φ29×11㎝（鉄） 5,600円

ヌ725-326 
AC･ALさざ波雛段盛器  
50×42×16.3㎝ 27,500円

ヌ725-336 
AC･AL50㎝さざ波長角低足盛台  
50×15×6㎝ 15,000円

ヌ725-346 
AC･AL50㎝さざ波長角高足盛台  
50×15×11.5㎝ 15,700円

ヌ725-356 
AC･AL40㎝さざ波盛台  
40×30×6㎝ 16,000円

ACさざ波四方上り深盛鉢  
ヌ725-236 27㎝ 本体  27×27×7.8㎝ 6,200円
ヌ725-246 27㎝用目皿  18×18×0.6㎝ 2,400円
ヌ725-256 31㎝ 本体  31.5×31.5×9.8㎝ 8,000円
ヌ725-266 31㎝用目皿  20×20×0.6㎝ 2,900円
ヌ725-276 36㎝ 本体  36.5×36.5×11.6㎝ 11,000円
ヌ725-286 36㎝用目皿  24×24×0.6㎝ 3,500円
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さざ波盛器（AC樹脂） ※軽くて、破損に強い！

SPS  SPS樹脂　TA  耐熱ABS樹脂 洗浄機可  　P.P  ポリプロピレン樹脂 洗浄機可　 FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂 洗浄機可　木 木製品　 PET  ペット樹脂 洗浄機可　PBT  PBT樹脂
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ワD726-016 
丸皿φ28 白 メラミンM11-184  
φ28×3.1㎝（中国）
2,300円

ワD726-026 
丸皿φ24白 メラミンM11-101  
φ23.8×2.8㎝（中国）
1,900円

ワD726-036 
丸皿φ21 白 メラミンM11-102  
φ21×2.6㎝（中国）
1,450円

ワD726-046 
丸皿φ18 白 メラミンM11-103  
φ18×2.4㎝（中国）
1,050円

ワD726-056 
丸皿φ15 白 メラミンM11-104  
φ15×2.2㎝（中国）
850円

ワD726-066 
丸皿φ13 白 メラミンM11-105  
φ13×2㎝（中国）
550円

ワD726-076 
楕円皿（大）白 メラミンM11-209  
32×14.3×3㎝（中国）
1,850円

ワD726-086 
楕円皿（小）白 メラミンM11-210  
26.5×11.5×2.5㎝（中国）
1,300円

ワD726-096 
小判皿（大）白 メラミンM11-112  
23.8×13.6×3.1㎝（中国）
1,450円

ワD726-106 
小判皿（中）白 メラミンM11-113  
18×10×2.5㎝（中国）
750円

ワD726-116 
小判皿（小）白 メラミンM11-114  
11.8×7.9×2㎝（中国）
400円

ワD726-126 
角皿（大）白 メラミンM11-115  
24.4×14.5×2.4㎝（中国）
1,450円

ワD726-146 
丸深皿（大）白 メラミンM11-106  
φ18×4.3㎝（中国）
1,450円

ワD726-156 
丸深皿（中）白 メラミンM11-107  
φ14.8×4㎝（中国）
900円

ワD726-166 
丸深皿（小）白 メラミンM11-108  
φ13.5×3.5㎝（中国）
750円

ワD726-176 
小鉢（大）白 メラミンM11-117  
φ9.8×3.7㎝（中国）
550円

ワD726-186 
小鉢（小）白 メラミンM11-118  
φ8×2.3㎝（中国）
400円

ワD726-196 
たれ入れ丸 白 メラミンM11-205  
φ7.8×3㎝（中国）
500円

ワD726-206 
どんぶり（大）白 メラミンM11-119  
φ17.1×8.4㎝（中国）
1,950円

ワD726-216 
どんぶり（小）白 メラミンM11-120  
φ15×8.1㎝（中国）
1,750円

ワD726-226 
飯器（大）白 メラミンM11-121  
φ13.5×7.5㎝（中国）
1,400円

ワD726-236 
飯器（小）白 メラミンM11-122  
φ12.2×7㎝（中国）
1,200円

ワD726-246 
深鉢（大） 白 メラミンM11-207  
φ15×7.1㎝（中国）
1,300円

ワD726-266 
角深皿（大）白メラミンM11-109  
17.5×17.5×6㎝（中国）
1,950円

ワD726-276 
角深皿（中）白 メラミンM11-110  
15×15×5㎝（中国）
1,200円

ワD726-286 
角深皿（小）白 メラミンM11-111  
12×12×4.5㎝（中国）
750円

ワD726-296 
朴葉皿（大） 白 メラミンM11-211  
18×15×5㎝（中国）
1,300円

ワD726-306 
朴葉皿（中） 白 メラミンM11-212  
15×12.5×4.6㎝（中国）
1,100円

ワD726-316 
朴葉皿（小） 白 メラミンM11-213  
12×10×4㎝（中国）
550円

ワD726-326 
笹皿（大）白 メラミンM11-214  
36×17×6㎝（中国）
2,200円

ワD726-336 
笹皿（中）白 メラミンM11-215  
32×15.5×5㎝（中国）
1,850円

ワD726-346 
笹皿（小）白 メラミンM11-216  
27×13×4.5㎝（中国）
1,300円

ワD726-356 メラミンとん水白M11-186  
φ12.5×4.5㎝（中国） 1,050円
ワD726-366 メラミンとん水（小）白M11-270  
φ11×4㎝（中国） 1,000円

ワD726-386 たれ入れ二ツ切白 メラミンM11-201  
13×6.8×2.7㎝（中国） 750円

ワD726-376 たれ入れ三ツ切白 メラミンM11-203  
19.4×6.8×2.7㎝（中国） 1,100円

ワD726-396 
湯呑白 メラミンM11-100  
φ7.7×8.2㎝（中国）
800円

ワD726-136 
角皿（小）白 メラミンM11-116  
18.4×12.4×2㎝（中国）
900円

ワD726-256 
深鉢（小） 白 メラミンM11-208  
φ12×7.1㎝（中国）
1,100円
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ワD727-016 
丸皿φ28 黒 メラミンM11-185  
φ28×3.1㎝（中国）
2,300円

ワD727-026 
丸皿φ24 黒 メラミンM11-124  
φ23.8×2.8㎝（中国）
1,900円

ワD727-036 
丸皿φ21 黒 メラミンM11-125  
φ21×2.6㎝（中国）
1,450円

ワD727-046 
丸皿φ18 黒 メラミンM11-126  
φ18×2.4㎝（中国）
1,050円

ワD727-056 
丸皿φ15 黒 メラミンM11-127  
φ15×2.2㎝（中国）
850円

ワD727-066 
丸皿φ13 黒 メラミンM11-128  
φ13×2㎝（中国）
550円

ワD727-076 
楕円皿（大）黒 メラミンM11-219  
32×14.3×3㎝（中国）
1,850円

ワD727-086 
楕円皿（小）黒 メラミンM11-220  
26.5×11.5×2.5㎝（中国）
1,300円

ワD727-096 
小判皿（大）黒 メラミンM11-135  
23.8×13.6×3.1㎝（中国）
1,450円

ワD727-106 
小判皿（中）黒 メラミンM11-136  
18×10×2.5㎝（中国）
750円

ワD727-116 
小判皿（小）黒 メラミンM11-137  
11.8×7.9×2㎝（中国）
400円

ワD727-126 
角皿（大）黒 メラミンM11-138  
24.4×14.5×2.4㎝（中国）
1,450円

ワD727-136 
角皿（小）黒 メラミンM11-139  
18.4×12.4×2㎝（中国）
900円

ワD727-146 
丸深皿（大）黒 メラミンM11-129  
φ18×4.3㎝（中国）
1,450円

ワD727-156 
丸深皿（中）黒 メラミンM11-130  
φ14.8×4㎝（中国）
900円

ワD727-166 
丸深皿（小）黒 メラミンM11-131  
φ13.5×3.5㎝（中国）
750円

ワD727-176 
小鉢（大）黒 メラミンM11-140  
φ9.8×3.7㎝（中国）
550円

ワD727-186 
小鉢（小）黒 メラミンM11-141  
φ8×2.3㎝（中国）
360円

ワD727-206 
どんぶり（大）黒 メラミンM11-142  
φ17.1×8.4㎝（中国）
1,950円

ワD727-216 
どんぶり（小）黒 メラミンM11-143  
φ15×8.1㎝（中国）
1,750円

ワD727-226 
飯器（大）黒 メラミンM11-144  
φ13.5×7.5㎝（中国）
1,400円

ワD727-236 
飯器（小）黒 メラミンM11-145  
φ12.2×7㎝（中国）
1,200円

ワD727-246 
深鉢（大） 黒 メラミンM11-217  
φ15×7.1㎝（中国）
1,300円

ワD727-266 
角深皿（大）黒 メラミンM11-132  
17.5×17.5×6㎝（中国）
1,950円

ワD727-276 
角深皿（中）黒 メラミンM11-133  
15×15×5㎝（中国）
1,200円

ワD727-286 
角深皿（小）黒 メラミンM11-134  
12×12×4.5㎝（中国）
750円

ワD727-296 
朴葉皿（大） 黒 メラミンM11-221  
18×15×5㎝（中国）
1,300円

ワD727-306 
朴葉皿（中） 黒 メラミンM11-222  
15×12.5×4.6㎝（中国）
1,100円

ワD727-316 
朴葉皿（小） 黒 メラミンM11-223  
12×10×4㎝（中国）
550円

ワD727-326 
笹皿（大）黒 メラミンM11-224  
36×17×6㎝（中国）
2,200円

ワD727-336 
笹皿中 黒 メラミンM11-225  
32×15.5×5㎝（中国）
1,850円

ワD727-346 
笹皿（小） 黒 メラミンM11-226  
27×13×4.5㎝（中国）
1,300円

ワD727-356 メラミンとん水黒M11-187  
φ12.5×4.5㎝（中国） 1,050円
ワD727-366 メラミンとん水（小）黒M11-271  
φ11×4㎝（中国） 1,000円

ワD727-376 たれ入れ三ツ切黒 メラミンM11-204  
19.4×6.8×2.7㎝（中国） 1,100円
ワD727-386 たれ入れ二ツ切黒 メラミンM11-202  
13×6.8×2.7㎝（中国） 750円

ワD727-396 
湯呑黒 メラミンM11-123  
φ7.7×8.2㎝（中国）
800円

ワD727-196 
たれ入れ丸 黒 メラミンM11-206  
φ7.8×3㎝（中国）
500円

ワD727-256 
深鉢（小） 黒 メラミンM11-218  
φ12×7.1㎝（中国）
1,100円
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ワA728-016 ナプキン/メニュースタンド（ナチュラル）
11×8.9×10.7㎝（ビーチ） 4,000円
ワA728-026 ナプキンスタンド（ナチュラル）
11.7×10.7㎝ 3,000円
ワA728-036 メニュースタンド（ナチュラル）
11×7×10.7㎝ 2,200円

ワA728-046 ナプキン/メニュースタンド （ブラウン）
11×8.9×10.7㎝ 4,000円
ワA728-056 ナプキンスタンド（ブラウン）
11×7×10.7㎝ 3,000円
ワA728-066 メニュースタンド（ブラウン）
11×7×10.7㎝ 2,300円

ワA728-076 SC木製ナプキン&メニュースタンドナチュラル
10×5.8×10.5㎝（ベトナム） 3,000円
ワA728-086 SC木製ナプキンスタンドナチュラル
10×5×10.5㎝（ベトナム） 2,550円
ワA728-096 SC木製メニュースタンドナチュラル
10×5×10.5㎝（ベトナム） 2,250円

ワA728-106 ハイブラック ナプキン立
14×7×11㎝ 2,900円
ワA728-116 ハイブラック メニュースタンド
13.5×5×9.4㎝ 2,800円

ワA728-126 ナプキン立（H.BR）
約14×7×H11㎝ 2,900円
ワA728-136 メニュースタンド （ハイブラウン）
13.5×5×9.4㎝ 2,700円

ワA728-196 
HiブラウンW型メニュースタンド
15×8.5×9.7㎝（中国） 2,800円

ワA728-206 
山型ワイドメニュースタンド･ブラウン
16×7×10㎝ 3,000円

ワA728-216 
メニュー･ナプキン立 （山型）
14.1×8.9×12㎝（ホワイトアッシュ） 

5,000円
ワA728-226 焼杉箸箱（楊子入付）
約29×9.2×H7.5㎝ 7,750円

ワA728-146 SC木製ナプキン&メニュースタンドブラウン
10×5.8×10.5㎝（ベトナム） 3,000円
ワA728-156 SC木製ナプキンスタンドブラウン
10×5×10.5㎝（ベトナム） 2,550円
ワA728-166 SC木製メニュースタンドブラウン
10×5×10.5㎝（ベトナム） 2,250円

ワA728-236 SC木製カトラリースタンドブラウン
8×8×13㎝（ベトナム） 2,700円
ワA728-246 ひのき丸型ナプキン立
φ6.7×10㎝（檜） 2,000円

ワA728-176 焼杉ナプキン立
11×8.9×10.7㎝（ビーチ） 3,500円
ワA728-186 焼杉メニューナプキン立
13×8.5×12㎝（杉） 3,300円

ホ728-316 光琳桜青木製箸（洗浄機対応）
23㎝（300入）（耐熱温度100℃） 770円
ユ728-326 紫壇仕上32cm銘木菜箸
32㎝（400入）（中国） 430円
ユ728-336 先角彫刻木箸黒檀仕上（10膳入）
22.5㎝（5×20入）（中国） 3,950円
ユ728-346 先角すす竹箸（10膳入）
22.5㎝（10×30入）（中国） 1,850円
ユ728-356 先角彫刻木箸栗（10膳入）
22.5㎝（5×20入）（中国） 3,950円

ホ728-306 光琳桜朱木製箸（洗浄機対応）
23㎝（300入）（耐熱温度100℃） 770円

ワA728-276 銘木六角箸鉄刀木
L22.5㎝（中国） 400円
ホ728-286 桜紺木製箸（洗浄機対応）
23㎝（300入）（耐熱温度100℃） 770円
ホ728-296 桜赤木製箸（洗浄機対応）
21㎝（300入）（耐熱温度100℃） 770円

ワA728-256 食洗対応箸樺の木（赤）
L23㎝ 1,650円
ワA728-266 銘木六角箸（栗）
L22.5㎝（中国） 400円

ワA728-406 
32021天然木サラダボウル･
こげ茶 14㎝
φ14×5.5㎝（ベトナム）（積重ね仕様） 

2,000円
ワA728-416 
32024天然木サラダボウル･
こげ茶 21㎝
φ21×8㎝（ベトナム）（積重ね仕様） 

3,500円

ワA728-366 かぼちゃ銘々皿5寸（根来）
φ15×2.5㎝ 4,000円
ワA728-376 かぼちゃ銘々皿5寸（曙）
φ15×2.5㎝ 4,000円

ワA728-386 かぼちゃ銘々皿6寸（根来）
18㎝ 5,500円
ワA728-396 かぼちゃ銘々皿6寸（曙）
φ18×2.5㎝ 5,500円
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ワC729-016 金屏風（二折）
30×17.5㎝ 980円

ワC729-026 金屏風（四折）
15×10㎝ 1,600円

ワA729-036 
木製スパイストレイ ブラウン S
24×7×1.2㎝（ベトナム） 1,800円

ワA729-046 
カスター盆（小）
23.5×7.8×1.4㎝（木） 2,400円

ワA729-056 
木製スパイストレイ ナチュラル S
24×7×1.2㎝（ベトナム） 1,800円

ワA729-066 ひのき･U型おしぼり皿
19×7.5×1.4㎝（檜（ひのき）材） 1,800円
ワA729-076 欅･U型オシボリ皿（クリアー）
19×7.2㎝（欅（けやき）材） 1,350円
ワA729-086 欅U型オシボリ皿
約19×7㎝ 1,200円

ワA729-096 欅･ワイドおしぼり皿（4～5人用）
19×12㎝ 2,600円
ワA729-106 ひのき･ワイドおしぼり皿（4～5人用）
19×12×2㎝ 2,400円
ワA729-116 焼杉･ワイドおしぼり皿（4～5人用）
19×12㎝ 2,200円

ワA729-156 手彫りおしぼり皿･黒1人用
18×5.6×1.5㎝（中国）（ナツメ） 1,280円
ワA729-166 手彫りおしぼり皿･朱（1人用）
18×5.6×1.5㎝（中国）（ナツメ） 1,280円

ワA729-176 手彫りおしぼり皿･黒（2～3人用）
19×7.5×1.5㎝（中国）（ナツメ） 1,600円
ワA729-186 手彫りおしぼり皿･朱（2～3人用）
19×7.5×1.5㎝（中国）（ナツメ） 1,600円

ワA729-196 のし竹オシボリ皿（黒）
19.5×7.5㎝ 2,700円
ワA729-206 のし竹オシボリ皿（朱）
19.5×7.5㎝ 2,700円

ワA729-216 栓オシボリ皿
約18.5×6.7㎝ 1,350円

ワA729-126 ひのき･紅節オシボリ皿
18×9㎝（檜（ひのき）材） 2,500円
ワA729-136 すす竹おしぼり受け
18×7㎝ 1,050円
ユ729-146 竹 舟型おしぼり受け
18×7㎝（120入）（中国） 650円

ワA729-226 朝霧おしぼり受け（クリア）
17×6.5㎝ 2,500円
ワA729-236 朝霧おしぼり受け（スキ溜）
17×6.5㎝ 2,500円
ワA729-246 朝霧おしぼり受け（深縁）
17×6.5㎝ 2,500円

ワA729-256 竹おしぼり受け（紅溜）
18×7㎝ 1,650円
ワA729-266 栓U型オシボリ皿
約19×6.2㎝ 1,200円

ユ729-276 布貼りおしぼり受け
18×6.8㎝（120入）（中国） 1,800円
ユ729-286 白 松おしぼり受け
18×7㎝（120入）（中国） 770円

ワA729-296 32031天然木サラダボウル･ナチュラル 14㎝
φ14×5.5㎝（ベトナム）（積重ね仕様） 2,000円
ワA729-306 32034天然木サラダボウル･ナチュラル 21㎝
φ21×8㎝（ベトナム）（積重ね仕様） 3,500円

ワA729-336 天然木ラウンドプレートナチュラル φ24cm
φ24×4㎝（ベトナム） 3,600円
ワA729-346 天然木ラウンドプレートナチュラル φ27cm
φ27×4㎝（ベトナム） 4,300円

ワA729-316 天然木ラウンドプレートナチュラル φ18cm
φ18×4㎝（ベトナム） 2,400円
ワA729-326 天然木ラウンドプレートナチュラル φ21cm
φ21×4㎝（ベトナム） 2,900円
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ワA730-016 けやき長手盆（尺四）
42×28.5×1.8㎝（欅（けやき）材 竹） 9,200円
ワA730-026 けやき長手盆（尺三）
38×27×1.8㎝（欅（けやき）材 ナツメ） 7,900円
ワA730-036 けやき長手盆（尺二）
35×24.4×1.8㎝（欅（けやき）材 ナツメ） 6,300円

ワA730-046 新型長手盆･ノンスリップ加工（大）
40×30×2.1㎝（タモ材（はぎ合わせ） ナツメ） 8,200円
ワA730-056 新型長手盆･ノンスリップ加工（中）
38×27×2.1㎝（タモ材（はぎ合わせ） 竹） 6,900円
ワA730-066 新型長手盆･ノンスリップ加工（小）
36×24×2.1㎝（タモ材（はぎ合わせ） 竹） 5,600円

ユ730-076 シンプルトレー（L）
39×29×2.5㎝（5×6入）（中国） 4,500円
ユ730-086 シンプルトレー（M）
36×27×2.5㎝（5×6入）（中国） 4,050円
ユ730-096 シンプルトレー（S）
33×24×2.5㎝（5×6入）（中国） 3,600円

ワA730-106 焼杉･長手盆（尺五）
45.4×31.1×2.9㎝ 10,500円
ワA730-116 焼杉･長手盆（尺三）
39.5×27.5×2.9㎝（ナツメ） 8,500円
ワA730-126 焼杉･長手盆（尺二）
36.5×24.2×2㎝（ナツメ） 6,300円

ワA730-136 白木長角トレイ 薄型（大）
39×29×1.3㎝ 5,800円
ワA730-146 白木長角トレイ 薄型（小）
33×24×1.3㎝ 4,800円

ワA730-156 摺漆定食盆（大）
44×33×2.5㎝（中国）（ナツメ） 6,000円
ワA730-166 摺漆定食盆（中）
40×30×2.5㎝（中国）（ナツメ） 5,400円
ワA730-176 摺漆定食盆（小）
35×27×2.5㎝（中国）（ナツメ） 5,100円

ワA730-186 新型脇取盆 （大） 黒
64×40×3.5㎝ 24,500円
ワA730-196 新型脇取盆 （小） 黒
51×32×3.5㎝ 21,500円

ワA730-206 白木脇取盆（大）
60×39×5㎝ 18,600円
ワA730-216 白木脇取盆（小）
45×30×5㎝ 13,200円
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ワA731-016 ひのき会席膳（尺二）
36×36×1.8㎝（受注生産商品 ナツメ） 11,300円
ワA731-026 ひのき会席膳（尺一）
33×33×1.8㎝（受注生産商品 檜（ひのき）材） 10,300円
ワA731-036 ひのき会席膳（尺○）
30×30×1.8㎝（受注生産商品 欅（けやき）材） 9,400円

ワA731-046 栓･会席盆（大）
36×36×1.9㎝（栓（せん）材 欅（けやき）材） 6,700円
ワA731-056 栓･会席盆（中）
33×33×1.9㎝（栓（せん）材 檜（ひのき）材） 6,300円
ワA731-066 栓･会席盆（小）
30×30×1.9㎝（栓（せん）材 檜（ひのき）材） 5,700円

ユ731-136 リバーシブルマットスクエアー
42×33×0.5㎝（30入）（中国） 4,300円

ユ731-146 リバーシブルマットオーバル
42×33×0.5㎝（30入）（中国） 4,300円

ユ731-116 古代14.0長角敷膳
42×33×0.5㎝（30入）（中国） 5,200円

ユ731-126 古代14.0小判敷膳
42×33×0.5㎝（30入）（中国） 5,200円

ワA731-156 栓･料理運び盆
60.3×40.3×9㎝ 18,000円

ワA731-166 栓･脇取盆（小）
57.3×35.4×4.5㎝ 12,500円
ワA731-176 栓･ミニ脇取盆（大）
45.3×30×4.3㎝ 8,800円
ワA731-186 栓･ミニ脇取盆（小）
42.3×27.2×4.3㎝ 8,500円

ワA731-196 新型脇取盆 （大） 茶
64×40×3.5㎝ 24,500円
ワA731-206 新型脇取盆 （小） 茶
51×32×3.5㎝ 21,500円

ワA731-076 ケヤキ･仁取盆 尺○
29.5㎝ 13,800円
ワA731-086 ケヤキ･仁取盆 9寸
26.5㎝ 9,700円
ワA731-096 ケヤキ･仁取盆 8寸
23.5㎝ 7,500円
ワA731-106 ケヤキ･仁取盆 7寸
20.5㎝ 6,800円
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ワC732-016 （木）長盛器（茶渕）
50×13×2㎝（中国） 6,900円

ワC732-026 亀甲曙舟型盛皿
55×13×H3㎝（中国） 7,000円

ワC732-036 亀甲根来舟型盛皿
55×13×H3㎝（中国） 7,000円

ワC732-046 長角銀盛器（大）
50×12×2㎝（ベトナム） 7,000円
ワC732-056 長角銀盛器（小）
35×12×2㎝（ベトナム） 6,000円

ワC732-066 長角金盛器（大）
50×12×H2㎝（ベトナム） 7,000円
ワC732-076 長角金盛器（小）
35×12×H2㎝（ベトナム） 6,000円

ワC732-206 （P）布渕盛台
33×13.5×2㎝ 1,450円

ワC732-166 長角金盛器（細長形）
45×8×1.9㎝（ベトナム） 5,800円
ワC732-176 長角金盛器（細短形）
35×7×1.5㎝（ベトナム） 4,400円

ワC732-186 長角黒盛器（細長形）
45×8×1.9㎝（中国） 5,000円
ワC732-196 長角黒盛器（細短形）
35×7×1.5㎝（中国） 3,650円

ワC732-086 （木）長盛器（黒/朱）
55×13×3.5㎝（中国） 6,000円

ワC732-116 （木）長盛器（細形）（朱/黒）
53×9×3.5㎝（中国） 5,500円

ワC732-096 （木）長盛器（黒）
55×13×3.5㎝（中国） 6,000円
ワC732-106 （木）長盛器（細形）（黒）
53×9×3.5㎝（中国） 5,500円

ワC732-126 長角黒盛器（大）
50×12×H2㎝（ベトナム） 6,000円
ワC732-136 長角黒盛器（小）
35×12×H2㎝（ベトナム） 4,200円

ワC732-146 長角銀盛器（細長形）
45×8×1.9㎝（ベトナム） 5,800円
ワC732-156 長角銀盛器（細短形）
35×7×1.5㎝（ベトナム） 4,400円
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ワD733-016 せいろ蒸セット（大）M40-525
20×20×9㎝（中国） 5,250円
ワD733-026 せいろ蒸セット（中）M40-524
18×18×9㎝（中国） 4,400円
ワD733-036 せいろ蒸セット（小）M40-523
14×14×8㎝（中国） 4,000円

ワA733-046 
栃 亀甲ノミ目ひつまぶし飯器 生漆仕上 2人用（しゃもじ付）
φ18×11㎝ 39,000円
ワA733-056 
摺り漆木製飯器セット（蓋付）大･しゃもじ付
φ17.5×9.5㎝（輸入･中国） 13,500円

ワA733-066 
栃 亀甲ノミ目ひつまぶし飯器 生漆仕上 1人用（しゃもじ付）
φ15×9㎝ 31,500円
ワA733-076 
摺り漆木製飯器セット（蓋付）（中B）しゃもじ付
φ14×9.5㎝（輸入･中国） 8,600円

ユ733-106 
京羽反 汁椀 目摺り
φ11.5×6.8㎝（200入）（中国） 

1,300円

ユ733-116 
一筋 汁椀 目摺り
φ11.5×6.8㎝（200入）（中国） 

1,300円

ユ733-126 
羽友小 汁椀 目摺り
φ10×6.8㎝（200入）（中国） 

1,050円

ユ733-136 
都 汁椀 目摺り
φ11.5×6.8㎝（200入）（中国） 

1,300円

ワA733-086 摺り漆木製飯器（蓋付） 中
φ11×7.5㎝（輸入･中国） 4,600円
ワA733-096 摺り漆木製飯器（蓋付） 小
φ9.8×7㎝（輸入･中国） 3,800円

ワA733-146 木製クラフトカップ ブラウン（L）
φ8.2×6㎝（輸入･ベトナム） 2,100円
ワA733-156 木製クラフトカップ ブラウン（M）
φ7×5.1㎝（輸入･ベトナム） 1,650円
ワA733-166 木製クラフトカップ ブラウン（S）
φ6.4×4.2㎝（輸入･ベトナム） 1,500円

ワA733-176 木製クラフトカップ ナチュラル（L）
φ8.2×6㎝（輸入･ベトナム） 2,100円
ワA733-186 木製クラフトカップ ナチュラル（M）
φ7×5.1㎝（輸入･ベトナム） 1,650円
ワA733-196 木製クラフトカップ ナチュラル（S）
φ6.4×4.2㎝（輸入･ベトナム） 1,500円

ユ733-256 ブナ サービスボード（大）
44.5×13×2㎝（30入）（中国） 5,800円
ユ733-266 ブナ サービスボード（小）
30×13×1.5㎝（40入）（中国） 3,800円

ワA733-276 檜･杓子
48㎝ 3,000円

ワA733-216 すす竹デザートカップ（スプーン付）　φ7×7㎝ 2,950円
ワC733-226 （木）桶　7×7×12㎝（中国） 750円
ユ733-236 民芸 竹スパイス スプーン　9×1.4㎝（500入）（中国） 200円
ユ733-246 民芸 竹薬味 スプーン　7.8×1㎝（500入）（中国） 180円

ワA733-206 白竹デザートカップ（スプーン付）　φ7×7㎝ 2,900円

ワA733-346 檜しゃもじ（特大）
φ8.3×29㎝ 900円
ワA733-356 檜しゃもじ（大）
φ7×22.5㎝ 600円
ワA733-366 檜しゃもじ（小）
φ6×19㎝ 520円

エ733-376 杓子（釜飯用）
16×5.5㎝ 190円
ユ733-386 炭化竹飯杓子
20×6.5㎝（200入）（中国） 320円
ユ733-396 飯杓子
17.5×5.5㎝（200入）（中国） 990円
ワA733-406 飯杓子（摺漆）
17.5㎝（輸入･中国） 1,200円

ワA733-286 檜･杓子
35㎝ 1,250円
ワA733-296 檜･杓子
29㎝ 800円

ワA733-306 檜･杓子
24.5㎝ 550円
ワA733-316 檜･杓子
21.5㎝ 350円
ワA733-326 檜･杓子
19㎝ 300円
ワA733-336 檜･杓子
16㎝ 280円
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ワB734-016 杉中華セイロ（身）φ18
φ18㎝（中国） 2,000円
ワB734-026 杉中華セイロ（蓋）φ18
φ18㎝（中国） 1,800円
ワB734-036 杉中華セイロ（身）φ21
φ21㎝（中国） 2,150円
ワB734-046 杉中華セイロ（蓋）φ21
φ21㎝（中国） 2,000円
ワB734-056 杉中華セイロ（身）φ24
φ24㎝（中国） 2,400円
ワB734-066 杉中華セイロ（蓋）φ24
φ24㎝（中国） 2,200円
ワB734-076 杉中華セイロ（身）φ27
φ27㎝（中国） 3,400円
ワB734-086 杉中華セイロ（蓋）φ27
φ27㎝（中国） 2,700円
ワB734-096 杉中華セイロ（身）φ30
φ30㎝（中国） 4,550円
ワB734-106 杉中華セイロ（蓋）φ30
φ30㎝（中国） 3,600円

ワB734-276 
小笹皿（小）
15×9㎝ 1,100円

ワB734-286 
小笹皿（中）
18×9㎝ 1,150円

ワB734-296 
小笹皿（大）
23×11.5㎝ 1,500円

ワB734-306 
小笹皿（特大）
31×12㎝ 1,700円

ワC734-226 ひご竹ス
11×11㎝（中国） 250円
ワC734-236 竹スA
11×11㎝（中国） 230円

ユ734-246 ウオルナット スタッキングコースター
φ9.2×1.2㎝（200入）（中国） 900円
ユ734-256 ブナ スタッキングコースター
φ9.2×1.2㎝（200入）（中国） 900円
ワC734-266 麻コースター
10×10㎝（中国） 200円

ワA734-176 焼杉･板そば（身･竹ス）塗装付 小
32.2×18.2×H3.8㎝ 7,350円

ワA734-116 新すだれ弁当 桜柄 大
22.8×11.7×5.5㎝（中国） 550円
ワA734-126 新すだれ弁当 桜柄 小
22.8×7.8×5.2㎝（中国） 450円

ワA734-136 新すだれ弁当 無地 大
22.8×11.7×5.5㎝（中国） 520円
ワA734-146 新すだれ弁当 無地 小
22.8×7.8×5.2㎝（中国） 430円

ワA734-156 すだれ弁当（大）
約22.8×12×H5.5㎝（中国） 650円
ワA734-166 すだれ弁当（小）
約22.8×8.1×H5.2㎝（中国） 520円

ワC734-186 竹スφ19.5
19.5㎝（中国） 300円
ワC734-196 竹スφ16.5
16.5㎝（中国） 300円

ワC734-206 竹スφ15
15㎝（中国） 300円
ワC734-216 竹スφ12
12㎝（中国） 300円
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ワA735-116 点心セイロ（身）φ15
φ15㎝（中国） 1,000円
ワA735-126 点心セイロ（蓋）φ15
φ15㎝（中国） 1,000円
ワA735-136 点心セイロ（身）φ13
φ13㎝（中国） 900円
ワA735-146 点心セイロ（蓋）φ13
φ13㎝（中国） 900円
ワA735-156 点心セイロ（身）φ10㎝
φ10×5㎝（中国） 850円

ワA735-036 点心セイロ（身）φ27㎝
φ27×8.4㎝（中国） 3,200円
ワA735-046 点心セイロ（蓋）φ27㎝
φ27×5㎝（中国） 3,200円
ワA735-056 点心セイロ（身）φ24㎝
φ24×7.7㎝（中国） 2,500円
ワA735-066 点心セイロ（蓋）φ24㎝
φ24×4㎝（中国） 2,500円
ワA735-076 点心セイロ（身）φ21㎝
φ21×6.6㎝（中国） 1,800円
ワA735-086 点心セイロ（蓋）φ21㎝
φ21×4㎝（中国） 1,800円
ワA735-096 点心セイロ（身）φ18㎝
φ18×6.6㎝（中国） 1,200円
ワA735-106 点心セイロ（蓋）φ18㎝
φ18×4㎝（中国） 1,200円

ワA735-016 点心セイロ（身）φ30㎝
φ30×8.5㎝（中国） 4,300円
ワA735-026 点心セイロ（蓋）φ30㎝
φ30×5.5㎝（中国） 4,300円

ワA735-166 点心セイロ（蓋）φ10㎝
φ10×3㎝（中国） 850円

ワA735-176 おわん型竹ザル 白 21.5㎝
φ21.5×6.5㎝ 650円
ワA735-186 おわん型竹ザル 白 20㎝
φ20.5×6.5㎝ 560円
ワA735-196 おわん型竹ザル 白 15㎝
φ15×5㎝ 260円
ワA735-206 おわん型竹ザル 白 13㎝
φ13×4㎝ 220円
ワA735-216 おわん型竹ザル白φ10㎝ 22539
φ10×3.5㎝ 190円

ワB735-226 染竹ユリ篭カズラ付（大）
φ19×H6㎝（中国） 1,350円
ワB735-236 染竹ユリ篭カズラ付（中）
φ15×H6㎝（中国） 1,250円
ワB735-246 染竹ユリ篭カズラ付（小）
φ12.5×H5㎝（中国） 1,050円

ワB735-256 白竹ユリ篭カズラ付（大）
φ19×H6㎝（中国） 1,350円
ワB735-266 白竹ユリ篭カズラ付（中）
φ15×H6㎝（中国） 1,250円
ワB735-276 白竹ユリ篭カズラ付（小）
φ12.5×H5㎝（中国） 1,000円

ワB735-286 白竹高台付盛器（尺3）
φ39×8㎝（中国） 4,950円
ワB735-296 白竹高台付盛器（尺）
φ30×8㎝（中国） 4,550円

ワB735-306 盆ザル（並）尺3
φ39㎝（ベトナム） 1,300円
ワB735-316 盆ザル（並）尺2
φ36㎝（ベトナム） 1,200円
ワB735-326 盆ザル（並）尺1
φ33㎝（ベトナム） 1,100円
ワB735-336 盆ザル（並）尺
φ30㎝（ベトナム） 950円
ワB735-346 盆ザル（並）9寸
φ27㎝（ベトナム） 830円
ワB735-356 盆ザル（並）8寸
φ24㎝（ベトナム） 700円
ワB735-366 盆ザル（並）7寸
φ21㎝（ベトナム） 580円

ワA735-376 新･揚ザル（深型） φ54
φ54×17㎝ 27,500円
ワA735-386 新･揚ザル（深型） φ51
φ51×16㎝ 24,800円
ワA735-396 新･揚ザル（深型） φ48
φ48×15㎝ 22,500円
ワA735-406 新･揚ザル（深型） φ45
φ45×15㎝ 19,500円
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KG-01  白オ 704-11
KG-03  緑オ 704-11
KG-05  クリームオ 704-11

KG-02  青オ 704-11
KG-04  ピンクオ 704-11
KG-06  紫オ 704-11

●お品書きの印刷に

　最適です

●Ａ３、Ｂ５サイズ

　も御座います。

●詳しくはお問い合

　わせ下さいませ。

高級コピー用和紙尺三まっと金銀雲流
お品書きを2枚レイアウト
してコピーします…

手で間単にちぎって2分割！
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ピンク

クリーム

ブルー

白

A4（マイクロミシン目） CT-01M

白サイズ 価格

B4（マイクロミシン目）

2450円

4220円 CT-13M

CT-02M

ブルー価格

CT-03M2590円

4490円

クリーム

CT-04M

CT-14M CT-15M CT-16M

オ709-123

オ709-123

オ709-123 オ709-123 オ709-123

オ709-123 オ709-123 オ709-123

ピンク

A4（ミシン目無し） CT-01
B4（ミシン目無し）

2040円

3810円 CT-13

CT-02 CT-032180円

4080円
CT-04

CT-14 CT-15 CT-16

オ709-123

オ709-123

オ709-123 オ709-123 オ709-123

オ709-123 オ709-123 オ709-123

通常のミシン目よりも細
かく繊細な刃物を使用し
て加工しており、「ミシ
ン目」というより「点目」
に近い仕上がりです。
コピー時に紙の２重送り・
紙詰まりがし難い加工です。

マイクロミシン目
とは？

コピー代節約して
コストダウン !!!

ミシン目無しも
あります

■100枚入

●耐熱調理フィルムの結束にご利用
　頂けます

●電子ﾚﾝｼﾞOK、耐熱温度：約200℃

●使用前に必ず調理試作を行い、使用
　可否をご確認下さい

耐熱調理フィルム 経　　　木

クリア懐敷

水引 箸袋色彩耐油紙

500mm角

HRF-500

9520円

HRF-T500

7480円

厚口
(#25)

薄口
(#16)　　　　　　　　　

サイズ 175mm角

HRF-175オ711-215

オ711-215

オ711-215

オ711-215

オ711-215

オ711-215

オ711-215

オ711-215

オ711-215

オ711-215

1230円

HRF-T175

1090円

250mm角

HRF-250

2590円

HRF-T250

2180円

350mm角

HRF-350

4490円

HRF-T350

3810円

420mm角

HRF-420

6800円

HRF-T420

5440円

直火でなければ約２2０℃の高温で調理できる透明耐熱フィル
ムです。
蒸し物などに幅広く御利用頂けます。
－４０℃まで使用可能ですので、事前に仕込んだ素材をフィルム
で包み冷凍、そのままオーブンで調理してお客様に提供する事
も可能となり、仕込み食材を扱う場合に、非常に便利です。
フィルムは調理中の素材の旨みを閉じ込める為、食材の味を十
分に引き出します。
密閉することにより、香りも閉じ込めますので、お客様が召し上
がる際にフィルムを開けて頂ければ、風味をダイレクトにお楽し
み頂けます。
食品素材に応じて通気の量を変化させることで調理温度を調整
出来ます。

●

●
●

●

●

●

■100枚入
■3540円

■サイズ　264×390mm　

■100枚入 ■ハート型サイズ 10X11cm

■100枚入

※ 耐熱調理フィルムは直火で使用する事はできません｡
※ 食材を包まないフィルムのみの加熱(空焼き)はおやめ下さい。
※ 油の量、調理温度、その他条件により、調理器具の設定温度が耐熱温度220℃以下でもフィルムが溶け出す恐れがありますので、

 ご注意下さい。
　 ※ ご使用される場合、必ず事前に調理テストを行い、条件を整えてご利用下さい。
※ 誤った使用方法ではＰＬ法の補償が出来かねますのでご注意下さい。

＜注意点＞

12ｃｍ角

1910円

15ｃｍ角

3000円

18ｃｍ角

4080円

20ｃｍ角

5990円

CR-120 TA-120 CS-120

オ789-222 オ789-222 オ789-222

CR-150 TA-150 CS-150

オ789-222 オ789-222 オ789-222

CR-180 TA-180 CS-180

オ789-222 オ789-222 オ789-222

CR-200 TA-200 CS-200

オ789-222

12ｃｍ角

1360円

15ｃｍ角

1910円

18ｃｍ角

3810円

20ｃｍ角

4080円

CU-120

オ789-222

CU-150

オ789-222

オ789-222
オ789-222
オ789-222
オ789-222
オ789-222
オ789-222

710円
1070円
8440円

790円
1220円
9930円

CU-180

オ789-222

CU-200

オ789-222オ789-222 オ789-222

●片面にシリコン加工を施しております。
●剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼
　きなどの調理用敷紙に最適です。

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

色 12cm角 960 円 15cm角 1360 円 18cm角 2040 円
ライトブルー

グリーン

ピンク

イエロー

チョコ

TA-C09BN
オ 704-011

TA-C09GN
オ 704-011

TA-C09PN
オ 704-011

TA-C09YN
オ 704-011

TA-C09CN
オ 704-011

9cm角 550 円 ハート 1230 円

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011ホワイト TA-C01WN

TA-C12BN

TA-C12GN

TA-C12PN

TA-C12YN

TA-C12CN

TA-C12WN

TA-C15BN

TA-C15GN

TA-C15PN

TA-C15YN

TA-C15CN

TA-C15WN

TA-C18BN

TA-C18GN

TA-C18PN

TA-C18YN

TA-C18CN

TA-C18WN

TA-C01BN

TA-C01GN

TA-C01PN

TA-C01YN

TA-C01CN
オ 704-011

●

売れ筋商品

■サイズ
　約425×120mm 厚み0.2mm
■上　CE-K01
　1束（約100枚入）   1,640円
　並　CE-K02
　1束（約100枚入）　1,500円
■材質アカマツ（国産） 
　※並はフシ入り商品となります。

■CE-KH　経木ひも（国産）
約500×5mm　 約100本入　2,180円

売れ筋商品

オ736-016
オ736-026
オ736-036 

オ736-046
オ736-056
オ736-066 

オ736-076

オ736-086

オ736-116

オ736-126

オ736-156

オ736-166

オ736-196

オ736-206

オ736-096

オ736-106

オ736-136

オ736-146

オ736-176

オ736-186

オ736-216

オ736-226

オ736-236

オ736-246

オ736-256

オ736-266

オ736-276

オ736-286

オ736-296

オ736-306

オ736-316

オ736-326

オ736-366

オ736-376

オ736-386

オ736-396

オ736-406

オ736-416

オ736-426

オ736-436

オ736-446

オ736-456

オ736-466

オ736-476

オ736-486

オ736-496

オ736-506

オ736-516

オ736-526

オ736-536

オ736-546

オ736-556

オ736-566

オ736-576

オ736-586

オ736-596

オ736-606

オ736-616

オ736-626

オ736-636

オ736-646

オ736-656

オ736-666

オ736-676

オ736-686

オ736-696

オ736-706

オ736-716

オ736-726

オ736-736

オ736-746

オ736-756

オ736-766

オ736-776

オ736-786

オ736-796

オ736-806

オ736-816
オ736-826
オ736-836
オ736-846
オ736-856
オ736-866

オ736-336

オ736-346

オ736-356

漆　器

メラミン
食器

木製品

竹製品

敷　紙

漆
器・木
製
品・そ
の
他

敷紙736



RS-100  100mm 角　1090 円オ 704-11
オ 704-11
オ 704-11
オ 704-11
オ 704-11

オ 704-11
オ 704-11
オ 704-11
オ 704-11
オ 704-11

RS-120  120mm 角　1770 円

RS-150  150mm 角　2320 円

RS-200  200mm 角　4490 円

RS-300  300mm 角　8160 円

RS-E100  100mm 角　1230 円

RS-E120  120mm 角　2040 円

RS-E150  150mm 角　2720 円

RS-E200  200mm 角　5170 円

RS-E300  300mm 角　9390 円

GS-01  無地 90mm 角　  　3130 円

GS-02  無地 120mm 角　　5170 円

GS-03  無地 150mm 角　　8160 円

GS-C01  市松 90mm 角　　1450 円

GS-C02  市松 120mm 角　 2450 円

GS-C03  市松 150mm 角　 4080 円

GS-04  無地 180mm 角　 12240 円

OPU-11
オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

レインボーシート 金銀敷紙

ＯＰ雲流シート

抗菌ＯＫシート

無地

エンボス

　色 10cm角
1090 円

12cm角
1360 円

15cm角
1910 円

　ホワイト
　パープル
　ピンク

　ミント
　カラシ
　オレンジ

OPU-12

OPU-13

OPU-15

OPU-17

OPU-18

OPU-21

OPU-22

OPU-23

OPU-25

OPU-27

OPU-28

OPU-51

OPU-52

OPU-53

OPU-55

OPU-57

OPU-58

RP-N150
オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

絵柄 ニュース ハーブ レース

150mm角　2860 円
180mm角　4080 円
195×215mm　4490 円
182×257mm(B5)　5310 円
210×297mm(A4)　7350 円
257×364mm(B4)　9800 円

RP-N180

RP-N195

RP-NB5

RP-NA4

RP-NB4

RP-H150

RP-H180

RP-H195

RP-HB5

RP-HA4

RP-HB4

RP-R150

RP-R180

RP-R195

RP-RB5

RP-RA4

RP-RB4

RP-J150

RP-J180

RP-J195

RP-JB5

RP-JA4

RP-JB4

オ 704-011

オ 704-011

オ 704-011

オ 704-011

オ 704-011

オ 704-011

万葉四季紙

OPK-09  2040 円
オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

オ 704-011 オ 704-011 オ 704-011

仕様

無地 市松 雲流

9cm角

12cm角

15cm角

18cm角

20cm角

OPK-12  2720 円

OPK-15  3680 円

OPK-18  5440 円

OPK-20  6400 円

OPK-C09   960 円

OPK-C12  1450 円

OPK-C15  2070 円

OPK-C18  3270 円

OPK-C20  4080 円

OPK-U09  1750 円

OPK-U12  2720 円

OPK-U15  4080 円

OPK-U18  6260 円

OPK-U20  7080 円

■100枚入

■100枚入

GS-M01     90mm 丸　　　6800 円

GS-M02   120mm 丸　　　8840 円

GS-M03   150mm 丸　　 11560 円

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

オ 704-11

ラミ雲流懐敷　カラーラミペーパー

●虹色に輝くシートがお料理を華やかに彩り
　ます。直接食材を盛り付け出来ます。

●雲流和紙に片面ＯＰフィルム加工を施してありま
　すので、直接食品を載せて頂けます
●耐熱温度約100℃（使用状況により異なります）

●ＰＥＴシートで両面を

　ラミネート加工してあり

　ますので、両面共食品を

　直接のせてご使用頂け

　ます。

●表面は金色、裏面は銀色

●耐熱温度：

　約－70℃～150℃

■100枚入

●雲流和紙にラミ加工施
　した柔らかい質感。
●両面とも直接食品を盛
　り付けて頂けます。被
　せ、巻き、敷きなど使
　用用途は多彩。
●耐熱温度：
　約-30℃～60℃

10cm　  820円
12cm　1230円
15cm　1640円
18cm　2320円

OP-C11
オ 704-011

OP-C21
オ 704-011

OP-C31
オ 704-011

OP-C41
オ 704-011

OP-C12
オ 704-011

OP-C22
オ 704-011

OP-C32
オ 704-011

OP-C42
オ 704-011

OP-C13
オ 704-011

OP-C23
オ 704-011

OP-C33
オ 704-011

OP-C43
オ 704-011

OP-C14
オ 704-011

OP-C24
オ 704-011

OP-C34
オ 704-011

OP-C44
オ 704-011

OP-C15
オ 704-011

OP-C25
オ 704-011

OP-C35
オ 704-011

OP-C45
オ 704-011

色 10cm角 12cm角 15cm角
白色

紅梅色

藤色

若竹色

水色

18cm角

無地

市松

丸

ホワイト パープル ピンク ミント カラシ オレンジ

■500枚入 ■500枚入

■200枚入

白色 紅梅色 藤色 若竹色 水色

●フィルム表面に付着する浮遊菌、あるいは雑菌の繁殖
　を抑えるとともに、死滅させてゆきます。その効果は
　長時間持続します。
●無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高
　く、お弁当、お料理に安心してご使用頂けます。
●フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が
　出来ますので、商品価値を高めます。
●無地・市松・雲流、両面抗菌仕様となります。
●耐熱温度：約－50℃～120℃

※市松柄は食用インキを使用しておりませんので、
　印刷面が食品に触れないようご注意下さい。

■500枚入 ■200枚入 ■200枚入安全性の高い抗菌ＯＰフィルム採用！

■300枚入

●食品を直接載せたり、包んだり、様々な用途
　でご使用頂けます。
●パンやドーナツ、チョコレートの油汚れから
　食器を保護します。
●紙面側は油分を吸い込み、ラミネート加工面
　は耐油・撥水性があります。
　使用用途に合わせてご使用下さい。
●耐熱温度：約130℃
（使用状況により異なります）

売れ筋商品

売れ筋商品

オ737-256

オ737-266

オ737-276

オ737-286

オ737-296

オ737-306

オ737-316

オ737-326

オ737-336

オ737-346

オ737-356

オ737-366

オ737-376

オ737-386

オ737-396

オ737-406

オ737-416

オ737-426

オ737-436

オ737-446

オ737-016

オ737-026

オ737-036

オ737-046

オ737-056

オ737-066

オ737-076

オ737-086

オ737-096

オ737-106

オ737-116

オ737-126

オ737-136

オ737-146

オ737-156

オ737-166

オ737-176

オ737-186

オ737-196

オ737-206

オ737-216

オ737-226

オ737-236

オ737-246

オ737-456
オ737-466
オ737-476
オ737-486
オ737-496

オ737-506
オ737-516
オ737-526
オ737-536
オ737-546

オ737-736
オ737-746
オ737-756
オ737-766

オ737-776
オ737-786
オ737-796

オ737-806
オ737-816
オ737-826

オ737-556

オ737-566

オ737-576

オ737-586

オ737-596

オ737-606

オ737-616

オ737-626

オ737-636

オ737-646

オ737-656

オ737-666

オ737-676

オ737-686

オ737-696

オ737-706

オ737-716

オ737-726

オ737-836

オ737-846

オ737-856

オ737-866

オ737-876

オ737-886

オ737-896

オ737-906

オ737-916

オ737-926

オ737-936

オ737-946

オ737-956

オ737-966

オ737-976

漆　器

メラミン
食器

木製品

竹製品

敷　紙

漆
器・木
製
品・そ
の
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敷紙 737



素地と釉薬の収縮率の違いを利用して、釉薬上にひび割れを
生じさせる技法です。
長時間にわたり、食物や汁物を入れたままにしておきますと、汚
れがひびに染み込み、取れにくくなります。

☞ワンポイントアドバイス（土物・貫入食器等）
●最初に使う時は、米のとぎ汁で30分ほど煮てください。
貫入や素地の無釉部分を目づまりさせ、料理に含まれる油分や水
分が入り込むのを防ぐ効果があります。

※米のとぎ汁で煮沸する時、沸騰しているところへ器を入れないでください。
　少しずつ加熱して煮沸します。
※米のとぎ汁の他にも、小麦粉を水で溶いた液体の中に浸けておく方法も
　あります。

電子レンジやオーブンには、使用しないでください。
ご使用後は、台所用洗剤を使用して柔らかいスポンジや布で軽
く洗ってください。
クレンザーやナイロンたわしなどで強く洗うと金や銀・絵柄が剥
げたり、表面にキズが付きますのでご注意ください。
食器洗浄機を長時間使用されますと、金や銀・絵柄を傷める原
因になりますのでご注意ください。
銀絵付製品には、漂白剤を使用しないでください。

茶渋やシミなどをつきにくいようにするために、ご使用前に熱湯
に浸してください。また、あらかじめ生地に水分を十分含ませてか
らご使用ください。
ご使用後は、台所用洗剤で汚れをすぐに落とし、よく洗い流して
ください。また、完全に乾燥してから、ご収納ください。
陶器は吸水性がありますので、ご使用後は、水に浸したままにし
ておきますと汚れた水を吸収し、カビやシミ・臭気の原因になりま
すのでご注意ください。
茶渋やシミなどの汚れが気になる場合は、台所用の漂白剤など
をご使用ください。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

新しい漆は匂いがすることがあります。
お酢を含ませたガーゼで拭いた後洗い
流すか、米ぬかに入れておくと匂いが消
えます。
すすぎには、お湯を使い水切れをよくし、
すぐに柔らかい布で拭き取ってくださ
い。その後、直射日光を避け乾燥させて
ください。
天然の漆は傷がつきやすいので、他の
食器と一緒に洗わず漆器だけで洗って
ください。　

A  ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐久性が高く、衝撃にも強く、色もはげにくい素材。

AC  アクリル樹脂・熱可塑性樹脂
透明度が高い。洗浄機の使用不可。

M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂
重量感があるが、落とすと割れる可能性がある。

木質 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂
樹脂に木粉を配合したもの。耐熱温度90℃～100℃。

TM  熱硬化特殊樹脂  洗浄機使用可能  
手ざわりがソフトで耐熱性・保温性に優れる。

SPS  SPS樹脂
シンジオタクチックポリスチレンの略で、耐熱性に優れる。

TA  耐熱ABS樹脂  洗浄機使用可能  
従来のABS樹脂より耐熱性が高い。電子レンジ不可。

P.P  ポリプロピレン樹脂  洗浄機使用可能  
軽く割れにくいが、傷がつきやすいので注意が必要。

FRP  FRP樹脂・熱硬化性樹脂  洗浄機使用可能  
ガラス繊維と不飽和ポリエステルを配合した、難燃性強化プラスチック。

木 木製品
洗う時は、ぬるま湯を使い手洗いをする。

PET  ペット樹脂  洗浄機使用可能  
ポリエチレンテレフタレートの略で、耐熱性に優れる。

PBT  PBT樹脂
ポリブチレンテレフタレートの略で、耐熱性に優れる。

中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して、スポンジや柔らかい布
で丁寧に洗ってください。カット加工がある物は、柔らかいブラシ
で洗ってください。内側を洗う時は、ひねり洗いをせず、柄つきの
スポンジなどをご使用ください。
ぬるま湯で十分すすぎ洗いをして、乾いた布の上に伏せ、乾く
前にガラスを包みこむようにして、柔らかな布などで水気をよく拭
き取ってください。
クリスタルガラスは、急激な温度変化（特に急冷）や衝突で割
れることがありますので、ご注意ください。

業務用の食器洗浄機を使用しますと破損する事がありますの
でご注意ください。
酸性食品により、変色する事がありますのでご注意ください。

■陶器・ガラス

■漆器

大切な器だから、長く使ってほしい。
大切な器とずっと付き合っていくための、お手入れ方法や色々な豆知識をご紹介します。

土　物

貫　入

金・銀・絵付け

ガラス

交　趾



陶器は技法上、釉薬が器の底面にはかかっておらず、土のままの状態になっています。
大体の商品は、テーブルに傷がつかないように処理しておりますが、ざらつきが気になるようでしたら、
器の底面をサンドペーパー等で研磨してください。より滑らかな状態でお使いいただけます。

●

●

●
●

●

●
●
●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●

初めてご使用になる時は、米のとぎ汁やクズ野菜などを沸騰後
10分ほど煮つめてください。土鍋が締まり丈夫になります。2度
目からは普通にご使用ください。
天ぷら・フライなどの「揚げ物」には使用しないでください。
火災になる恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
空炊きはしないでください。
ご使用前は、土鍋の外側の水分をよく拭き取ってから、弱火か
らご使用ください。
加熱した土鍋に触れる時は、必ず鍋つかみなどを使用して火傷
などにご注意ください。
テーブルなどに置く時は、鍋敷きをご使用ください。
熱くなった鍋を急に冷たい場所に置かないでください。
万一、鍋底より水分がしみ出た場合は、米のとぎ汁を入れて煮
つめていただきますと治ります。
ご使用後は、カビや臭気防止の為にもよく洗い、風通しのよい
所で完全に乾燥してからご収納ください。

■アイテム別

直接火にかけずに、電子レンジやオーブンでご使用ください。
加熱後、素手で鍋に触れますと火傷をする恐れがありますの
で、鍋つかみなどをご使用ください。
テーブルなどに直接置きますと、テーブル表面を傷つける事があ
りますので、必ず鍋敷きをご使用ください。

加熱した陶板に触れる時は、鍋つかみなどを使用し、蒸気には
充分ご注意ください。
陶板をテーブルなどに置く時は、鍋敷きなどをご使用ください。
電気コンロを使用する時は、ヒーター部分との間を1㎝以上あけ
てご使用ください。
フリーザー（冷凍庫）に入れておいた場合は、すぐに火にかけず、
しばらくしてからご使用ください。
天ぷら・フライなどの揚げ物には使用しないでください。
ご使用後は、よく乾燥させてから収納してください。

磁

陶

直接火にかけることができます。空焚き不可、強火不可のものもあります
ので、アイテム別の注意事項（上記）をご覧下さい。
強化磁器と呼ばれる素材です。アルミナ原料などが多く含まれ、緻密で
結合力が強く、丈夫な素材です。
磁器と呼ばれる素材です。ここではせっ器（ストーン）も含みます。比較的
丈夫な素材です。
陶器と呼ばれる素材で、ここでは土物も含みます。多孔質のため、磁器に
比べて強度は低い素材です。熱は磁器より伝わりにくい素材といえます。

強度の高い順
①強化　②磁器　③陶器　
熱の伝わりにくい順
①陶器　②磁器　③強化
※あくまで、使われている素材の表示です。実際の丈夫さ、熱
の伝わりにくさは、器の厚みや形の影響力も大きいので、器と
してトータルな性能や特性を示すものではありません。
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この製品は直接火にかけられないものもありますが、次の点に
ご注意ください。
必ず弱火でご使用ください。
強火で使用されますと、本体に付いている「つる」の根本が焦
げる事がありますのでご注意ください。
「つる」の針金部分が熱伝導により熱くなりますのでご注意下
さい。
空炊きはしないでください。
加熱後は、受皿や鍋敷きなどをご使用ください。
熱いまま、急に冷たい場所に置く事は避けてください。
ご使用後は、カビ防止の為に洗浄後、よく乾燥させてください。

直接火にかけずに、電子レンジやオーブンでご使用ください。
加熱後、素手で触れると火傷する事がありますので、鍋つかみ
などをご使用ください。
テーブルなどに直接置きますと、テーブル表面を傷つける事があ
りますので、必ず鍋敷きをご使用ください。
加熱後、急に冷やさないでください。
ご使用後は水でよく洗い、完全に乾燥させてから収納してくださ
い。

カタログ中の表示について

土　鍋

陶　板

IH鍋

土瓶むし

グラタン皿



ミ021-076 ヒダ織部向付  
16.5×16.5×6㎝（30入・陶） 4,150円

全商品浜擦研摩済です

陶磁器のサイズ・容量・色について

商品サイズの測り方基準 表  示  法

スペックの見方

cc表示は目一杯入れた時の目安です。
※陶磁器のサイズは多少の誤差が生じますので、予めご了承ください。

 1. 丸皿は直径 径○○cm
 2. 長角皿は辺を測る 長辺○○cm×短辺○○cm
 3. 角鉢 長辺cm×短辺cm×高さcm
 4. 多用丼・鉢 直径cm×高さcm
 5. 容器（徳利・急須など）
  容器のいる品は

容量（目安）=○○cc
1号=約180cc、2号、10号で表す

 6. 寿司湯呑・湯呑 外直径cm×高さcm
 7. 蓋物（蓋物・むし・平むし） 身の直径cm×蓋付の高さcm
 8. 変型物・貝型 長辺cm×短辺cm×高さcm

 9. コーヒー碗・マグ・ブリオン 外直径cm×高さcm（cc）
 10. ポット・シュガー・クリーマー等 一杯容器ccで表示
 11. 土鍋・行平・スリ鉢 1号=1寸（約3.0cm）

品名

品番

サイズ カートン入数 素材 上代

　一般に陶磁器のサイズ・容量・色は、生産工程・焼成温度の変化・生産型の磨耗等
によって多少の変化が生じます。
　カタログに表示されているサイズ・容量も厳密に測っておりますが、上記の原因に
て多少の差が生じる場合もありますので、御諒承頂きます様、お願い申し上げます。

●手描き商品は、ひとつひとつ職人の手作業により、線の太さ、線の描き方に誤差が
　生じます。
●釉薬の性質上、釉薬の濃淡・釉薬だれが生じる場合がございます。
●印刷インキの性質上、実際の色と幾分異なるものがありますので、ご承知おきくだ
　さい。
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このカタログは業務用カタログです。表示価格には消費税は含まれておりません。 発行：2016年9月
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