
中華
オープン

666 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

紅
鳳
華

666-1-611　1,400円
61/2 吋メタ皿（16.5×2） 　　557400161

666-9-611　2,800円
8 吋プラター（21×14.8） 　　557400961

666-14-611　8,500円
ティーポット（9.5・600cc） 　　557401461

666-27-611　3,800円
8 吋丸高台皿（20.8×5.5） 　　557402761

666-29-611　1,350円
41/2 吋スープ碗（11.4×5） 　　557402961

666-28-611　3,800円
71/2 吋八角高台皿（19×5） 　　557402861

666-30-611　2,600円
4.8 吋ライス丼（15×7） 　　557403061

666-15-611　1,300円
3.0 反千茶（9.7×5.8） 　　557401561

666-23-611　3,500円
6 吋玉丼（15.8×6） 　　557402361

666-16-611　3,500円
ガラ入（9.5×9） 　　557401661

666-24-611　3,000円
8 吋ラーメン丼（19.8×6.5） 　　557402461

666-17-611　4,000円
カスター（9.5・70cc） 　　557401761

666-18-611　900円
老酒盃（6×4） 　　557401861

666-19-611　7,000円
老酒ポット（18・350cc） 　　557401961

666-2-611　1,850円
71/2 吋メタ皿（19×2） 　　557400261

666-10-611　3,000円
9 吋プラター（23.5×16.7） 　　557401061

666-3-611　2,000円
8 吋メタ皿（20.8×2.2） 　　557400361

666-11-611　4,200円
10 吋プラター（26.2×19） 　　557401161

666-4-611� 2,500円9 吋メタ皿（23.5×2.5） 　　557400461

666-5-611� 3,800円10 吋メタ皿（25.8×2.5） 　　557400561

666-6-611� 7,000円12 吋メタ皿（31×3.5） 　　557400661

666-7-611� 19,500円14 吋メタ皿（35×4） 　　557400761

666-8-611� 38,800円16 吋メタ皿（40.5×4） 　　557400861

666-12-611� 6,800円12 吋プラター（30.5×22.5） 　　557401261

666-13-611� 12,800円14 吋プラター（36.5×27） 　　557401361

666-20-611� 4,350円71/2 吋玉丼（19.5×7.5） 　　557402061

666-21-611� 6,350円8 吋玉丼（21.3×7.8） 　　557402161

666-22-611� 11,000円8.0 玉丼（24.3×9.2） 　　557402261

666-25-611� 3,200円71/2 吋反高台丼（20.3×8.3） 　　557402561

666-26-611� 3,800円8 吋反高台丼（21×8.5） 　　557402661

666-31-611� 1,000円33/4 吋深皿（9.7×2.5） 　　557403161

666-32-611� 1,350円51/2 吋フルーツ（14×3） 　　557403261

666-33-611� 1,100円レンゲ台（9×5.3×2.4） 　　557403361

666-34-611� 1,050円レンゲ（14.5×4.3） 　　557403461



中華
オープン

667中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

珠
洛

667-1-611　1,400円
61/2 吋メタ皿（16.5×2） 　　557700161

667-9-611　2,800円
8 吋プラター（21×14.8） 　　557700961

667-14-611　8,500円
ティーポット

（14.2×9.5・600cc） 　　557701461

667-37-611　3,000円
8 吋ラーメン丼

（19.8×6.5） 　　557704061
667-36-611　3,800円
8 吋反高台丼（21×8.4） 　　557703961

667-35-611　3,200円
71/2 吋反高台丼（20.3×8） 　　557703861

667-30-611　
3,500円
ガラ入

（9.5×9） 　　557703261

667-25-611　
1,300円
4 吋スープ碗

（10.2×4.6） 　　557702861

667-17-611　1,750円
カラシ入

（6.5×8.5） 　　557701761

667-2-611　1,850円
71/2 吋メタ皿（19×2） 　　557700261

667-10-611　3,000円
9 吋プラター（23.5×16.7） 　　557701061

667-15-611　3,300円
カスタートレー

（21×8×1.5） 　　557701561

667-21-611　1,150円
スープレンゲ（15×4.2） 　　557702361

667-22-611　1,100円
兼用レンゲ台（9.3×5.5×1.5） 　　557702461

667-23-611　1,100円
レンゲ台（9×5.3×2.4） 　　557702561

667-24-611　1,050円
レンゲ（14.5×4.3） 　　557702661

667-28-611　1,000円
33/4 吋取皿（9.5×2.5） 　　557703061

667-29-611　1,350円
51/2 吋取皿（14×2.8） 　　557703161

667-38-611　3,800円
8 吋丸高台皿

（20.5×5.5） 　　557704161

667-26-611　
1,350円
41/2 吋スープ碗

（11.4×4.8） 　　557702761

667-18-611　900円
老酒盃

（6×4） 　　557702061

667-3-611　2,000円
8 吋メタ皿（20.8×2.2） 　　557700361

667-11-611　4,200円
10 吋プラター（26.2×19） 　　557701161

667-16-611　4,000円
カスター

（6×9.5・70cc） 　　557701661

667-27-611　
2,600円
6 吋ライス丼

（15.3×7） 　　557702961

667-19-611　7,000円
老酒ポット

（8.5×18・350cc） 　　557702161

667-20-611　3,800円
71/2 吋八角高台皿

（19×5） 　　557702261

667-4-611� 2,500円9 吋メタ皿（23.5×2.5） 　　557700461

667-5-611� 3,800円10 吋メタ皿（25.8×2.5） 　　557700561

667-6-611� 7,000円12 吋メタ皿（31×3.5） 　　557700661

667-7-611� 19,500円14 吋メタ皿（35×3.8） 　　557700761

667-8-611� 38,800円16 吋メタ皿（40.5×3.8） 　　557700861

667-12-611� 6,800円12 吋プラター（30.5×22.5） 　　557701261

667-13-611� 12,800円14 吋プラター（36.5×27） 　　557701361

667-31-611� 3,500円6 吋玉丼（15.8×6） 　　557703461

667-32-611� 4,350円71/2 吋玉丼（19.5×7.5） 　　557703561

667-33-611� 6,350円8 吋玉丼（21.5×8） 　　557703661

667-34-611� 11,000円91/2 吋玉丼（24.5×9） 　　557703761



中華
オープン

668 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

夢
彩
華

668-1-311　1,630円
61/2 吋メタ丸皿（16.6×1.6） 　　557600131

668-9-311　3,300円
8 吋プラター（21×15×2.2） 　　557600931

668-14-311　10,050円
ティーポット（14.2×9.8・800cc） 　　557601531

668-15-311　1,480円
反千茶（9.8×5.7） 　　557601631

668-22-311　1,400円
灰皿（10.7×3） 　　557602631

668-23-311　1,120円
33/4 吋深皿（9.6×2.1） 　　557602731

668-29-311　4,760円
6.5 八角高台皿（19×5.5） 　　557603331

668-19-311　2,000円
カラシ入（6.3×4.3） 　　557602031

668-20-311　1,050円
老酒盃（6×3.9） 　　557602331

668-21-311　8,500円
老酒ポット（8.5×18・350cc） 　　557602431

668-2-311　2,200円
71/2 吋メタ丸皿（19×2） 　　557600231

668-10-311　3,700円
9 吋プラター（23.3×16.5×2.5） 　　557601031

668-3-311　2,450円
8 吋メタ丸皿（21×2.2） 　　557600331

668-11-311　5,250円
10 吋プラター（26×19×2.7） 　　557601131

668-4-311� 3,100円9 吋メタ丸皿（23.5×2.7） 　　557600431

668-5-311� 4,760円10 吋メタ丸皿（26×2.7） 　　557600531

668-6-311� 8,250円12 吋メタ丸皿（31×3.5） 　　557600631

668-7-311� 20,500円14 吋メタ丸皿（35×4.2） 　　557600731

668-8-311� 41,000円16 吋メタ丸皿（40.6×4.8） 　　557600831

668-12-311　8,250円
12 吋プラター（31×22.5×3） 　　557601231

668-13-311　14,800円
14 吋プラター（36.3×27.5×3.5） 　　557601331

668-16-311　4,700円
カスター醤油（6×9.3・75cc） 　　557601731

668-17-311　4,700円
カスター辣油（6×9.3・75cc） 　　557601831

668-18-311　4,700円
カスター酢（6×9.3・75cc） 　　557601931

668-24-311� 1,460円5 吋取皿（13×3） 　　557602831

668-25-311� 1,520円51/2 吋取皿（14×3） 　　557602931

668-26-311� 680円箸置（6.3×1.5） 　　557603031

668-27-311� 1,630円41/2 吋スープ碗（11.3×5.2） 　　557603131

668-28-311� 2,550円6 吋ライス丼（15.5×7） 　　557603231

668-30-311� 1,350円レンゲ台（9.3×5.5×2.3） 　　557603431

668-31-311� 1,300円レンゲ（14.8×4.5） 　　557603531

668-34-311　5,320円
8 吋スープボール（20.3×7.5） 　　557603931

668-32-311� 3,200円6.5 反高台丼（20×8.5） 　　557603631

668-33-311� 4,760円7.0 反高台丼（21.5×9） 　　557603731

668-35-311� 7,380円9 吋スープボール（22.3×8.2） 　　557604031

668-36-311� 11,100円10 吋スープボール（24.5×9.2） 　　557604131

668-37-311� 3,650円5.0 玉丼（15.7×6.4） 　　557604231

668-38-311� 4,540円6.5 玉丼（19.5×7.5） 　　557604331

668-39-311� 6,580円7.0 玉丼（21.4×8） 　　557604431
668-40-311　4,200円
7.0 丸高台皿（21×6） 　　557604631



中華
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669中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

天
紅（
強
化
U
W
）

669-1-071　1,280円
61/2 吋丸皿（17×2.3） 　　557900107

669-8-071　1,900円
8 吋プラター（21×15.1×2.4） 　　557900807

669-33-071　2,810円
八角高台皿（18×4.5） 　　557903407

669-14-071　7,200円
ティーポット（大）（14×14.5・900cc） 　　557901407

669-2-071　1,530円
71/2 吋丸皿（19×2.3） 　　557900207

669-9-071　2,270円
9 吋プラター（23.8×17.3×2.6） 　　557900907

669-34-071　2,810円
7.0 丸高台皿（21.5×5.9） 　　557903507

669-15-071　4,600円
ティーポット（小）（11・450cc） 　　557901507

669-17-071　1,590円
カラシ入（6.6×4.5） 　　557901807

669-19-071　660円
老酒盃（5.8×3.7・50cc） 　　557902007

669-3-071　1,780円
8 吋丸皿（21×2.7） 　　557900307

669-10-071　2,760円
10 吋プラター（26.3×19×2.9） 　　557901007

669-35-071　860円
レンゲ台（9×5.8×2.6） 　　557903607

669-36-071　800円
レンゲ（15×4.5） 　　557903707

669-29-071　920円
4 吋小皿（10.2×2.2） 　　557903007

669-32-071　3,300円
ガラ入（大）（11.5×12） 　　557903307

669-16-071　960円
反千茶（7.7×5.4・120cc） 　　557901607

669-18-071　3,600円
カスター（10.5・120cc） 　　557901907

669-20-071　5,050円
老酒ポット（18.5×9.3・300cc） 　　557902107

669-4-071� 2,050円9 吋丸皿（23.7×2.7） 　　557900407

669-5-071� 3,120円10 吋丸皿（26.1×3.1） 　　557900507

669-6-071� 5,930円12 吋丸皿（30.7×3.6） 　　557900607

669-7-071� 17,600円14 吋丸皿（35×3.7） 　　557900707

669-11-071� 4,100円12 吋プラター（31.5×22.5×3.5） 　　557901107

669-12-071� 7,050円14 吋プラター（36.1×26.5×3.9） 　　557901207 669-13-071� 11,670円16 吋プラター（41.5×30×4.7） 　　557901307

669-21-071� 2,160円5.0 玉丼（15×6.3・540cc） 　　557902207

669-22-071� 2,340円6.0 玉丼（17.6×6.4・715cc） 　　557902307

669-23-071� 2,920円6.5 玉丼（19.2×7.3・1000cc） 　　557902407

669-24-071� 3,820円7.0 玉丼（21×7.7・1300cc） 　　557902507

669-25-071� 2,070円6.5 リムラーメン（19.2×7.4・900cc） 　　557902607

669-26-071� 2,900円7.0 リムラーメン（21.5×8.3・1300cc） 　　557902707

669-27-071� 960円5 吋取皿（12.5×2.6） 　　557902807

669-28-071� 1,160円51/2 吋取皿（14.2×3） 　　557902907

669-30-071� 1,130円41/4 吋飯碗（10.5×5） 　　557903107

669-31-071� 1,180円41/2 吋飯碗（11.3×5.5） 　　557903207

669-37-071� 8,490円8 吋とんき（20.7×9.3・880cc） 　　557903807

669-38-071� 11,090円9 吋とんき（23×10.4・1200cc） 　　557903907

669-39-071� 15,880円10 吋とんき（25.7×7.8・1600cc） 　　557904007

669-40-071� 20,510円11 吋とんき（27.4×12.8・2400cc） 　　557904107



670-1-611　1,400円
61/2 吋メタ皿（16.5×2） 　　557800161

670-9-611　2,800円
8 吋プラター（21×14.8） 　　557800961

670-2-611　1,850円
71/2 吋メタ皿（19×2） 　　557800261

670-10-611　3,000円
9 吋プラター（23.5×16.7） 　　557801061

670-23-611　1,300円
41/2 吋スープ碗（11.4×4.8） 　　557802461

670-36-611　3,000円
8 吋ラーメン丼（19.8×6.5） 　　557803561

670-27-611　1,200円
5 吋取皿（12.7×5.8） 　　557803561

670-3-611　2,000円
8 吋メタ皿（20.8×2.2） 　　557800361

670-11-611　4,200円
10 吋プラター（26.2×19） 　　557801161

670-24-611　2,600円
4.8 吋ライス丼（15.3×7） 　　557802561

670-37-611　3,800円
8 吋丸高台皿（20.8×5.5） 　　557803661

670-28-611　1,350円
51/2 吋フルーツ（14×3） 　　557802761

670-29-611　3,500円
ガラ入（9.5×9） 　　557802861

670-14-611　8,500円
ティーポット（14.2×9.5・600cc） 　　557801461

670-17-611　4,000円
カスター（6×9.5・70cc） 　　557801761

670-15-611　1,250円
4 吋反千茶（9.7×5.5） 　　557801561

670-18-611　900円
老酒盃（6×4） 　　557801861

670-16-611　1,750円
カラシ入（6.5×8.5） 　　557801661

670-19-611　7,000円
老酒ポット（8.5×18・350cc） 　　557802061

670-20-611　3,800円
71/2 吋八角高台皿（19×5） 　　557802161

670-4-611� 2,500円9 吋メタ皿（23.5×2.5） 　　557800461

670-5-611� 3,800円10 吋メタ皿（25.8×2.5） 　　557800561

670-6-611� 7,000円12 吋メタ皿（31×3.5） 　　557800661

670-7-611� 19,500円14 吋メタ皿（35×3.8） 　　557800761

670-8-611� 38,800円16 吋メタ皿（40.5×3.8） 　　557800861

670-12-611� 6,800円12 吋プラター（30.5×22.5） 　　557801261

670-13-611� 12,800円14 吋プラター（36.5×27） 　　557801361

670-21-611� 1,100円レンゲ台（9×5.3×2.4） 　　557802261

670-22-611� 1,000円レンゲ（14.5×4.3） 　　557802361

670-25-611� 1,000円3 吋深皿（7.5×1.8） 　　557803561

670-26-611� 1,100円3.2 吋深皿（9.7×2.5） 　　557802661

670-30-611� 3,400円6 吋玉丼（15.8×6） 　　557802961

670-31-611� 4,300円71/2 吋玉丼（19.5×7.5） 　　557803061

670-32-611� 6,300円8 吋玉丼（21.5×8） 　　557803161

670-33-611� 10,000円玉丼（24.5×9） 　　557803261

670-34-611� 3,150円71/2 吋反高台丼（20.3×8） 　　557803361

670-35-611� 3,800円8 吋反高台丼（21×8.5） 　　557803461
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670 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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671中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

天
翔
鳳
凰

671-1-061　1,280円
メタ玉 61/2 吋丸皿

（16.7×2） 　　862700106

671-4-061� 2,200円メタ玉 9 吋丸皿（23.5×2.2） 　　862700406

671-5-061� 3,380円メタ玉 10 吋丸皿（26×2.7） 　　862700506

671-6-061� 6,180円メタ玉 12 吋丸皿（31.5×3） 　　862700606

671-2-061　1,640円
メタ玉 71/2 吋丸皿

（19×2.2） 　　862700206

671-3-061　1,750円
メタ玉 8 吋丸皿

（20.7×2.2） 　　862700306

671-9-061　3,800円
7.0 玉丼（21.6×8・1300cc） 　　862700906

671-10-061　6,100円
8.0 玉丼（24.5×9・2300cc） 　　862701006

671-11-061　2,580円
6.5 高台丼（19.5×8・1150cc） 　　862701106

671-12-061　3,000円
7.0 高台丼（21.5×8・1270cc） 　　862701206

671-13-061　5,200円
8.0 高台丼（25×9・1890cc） 　　862701306

671-14-061　3,150円
7.0 丸高台（21×5.9） 　　862701406

671-15-061　3,000円
6.5 八角高台皿（18.7×4.7） 　　862701506

671-16-061　820円
3.0 反煎茶（9.2×5.5） 　　862701606

671-17-061　900円
3.6 スープ碗（11.2×5.3） 　　862701706

671-18-061　680円
3.0 皿

（10.2×2） 　　862701806

671-19-061　680円
3.2 深皿

（9.7×2.5） 　　862701906

671-20-061　1,150円
玉渕 51/2 吋取皿

（14×3） 　　862702006

671-21-061　600円
レンゲ台

（9×5.5×2） 　　862702106

671-22-061　520円
レンゲ

（13.7×7.5） 　　862702206

671-7-061� 2,180円5.0 玉丼（15×6.3・550cc） 　　862700706

671-8-061� 2,750円6.5 玉丼（19.7×7.7・1100cc） 　　862700806



672-1-061　1,640円
リム玉 71/2 吋丸皿

（19.3×2） 　　862800106

672-5-061　2,480円
リム玉 8 吋プラター

（21×15.3×2.5） 　　862800506

672-9-061　3,000円
6.5 八角高台皿

（18.7×4.7） 　　862800906

672-26-061　6,100円
8.0 玉丼

（24.5×9・2300cc） 　　862802606

672-29-061　5,200円
8.0 高台丼

（25×9・1890cc） 　　862802906

672-23-061� 2,180円5.0 玉丼（15×6.3・550cc） 　　862802306

672-24-061� 2,750円6.5 玉丼（19.7×7.7・1100cc） 　　862802406

672-25-061� 3,800円7.0 玉丼（21.6×8・1300cc） 　　862802506

672-2-061　1,750円
リム玉 8 吋丸皿

（20.8×2.2） 　　862800206

672-6-061　2,900円
リム玉 9 吋プラター

（23.5×17.3×2.5） 　　862800606

672-12-061　1,500円
4.8 ライス丼

（15×6.4） 　　862801206

672-3-061　2,200円
リム玉 9 吋丸皿

（23×2.2） 　　862800306

672-7-061　3,820円
リム玉 10 吋プラター

（25.8×19×2.7） 　　862800706

672-13-061　3,150円
7.0 丸高台

（21×5.9） 　　862801306

672-4-061　3,380円
リム玉 10 吋丸皿

（26.5×2.6） 　　862800406

672-8-061　5,920円
リム玉 12 吋プラター

（31.4×23.2×3.3） 　　862800806

672-14-061　2,600円
玉渕 9 吋スープ

（23×4.2） 　　862801406

672-15-061　680円
3.0 皿（10.2×1.8） 　　862801506

672-16-061　740円
3.5 皿（11.2×2） 　　862801606

672-17-061　1,150円
玉渕 51/2 吋取皿（14×3） 　　862801706

672-18-061　　900円
3.6 スープ碗（11.2×5.3） 　　862801806

672-19-061　820円
3.0 反煎茶（9.2×5.5） 　　862801906

672-20-061　720円
老酒盃（6×4.3） 　　862802006

672-27-061　2,580円
6.5 高台丼（19.5×8・1150cc） 　　862802706

672-28-061　3,000円
7.0 高台丼（21.5×8・1270cc） 　　862802806

672-21-061　3,200円
角老酒ポット（13.5・270cc） 　　862802106

672-22-061　2,800円
ガラ入れ（9.5×7.7） 　　862802206

672-10-061　600円
レンゲ台（9.3×5.5×2.3） 　　862801006

672-11-061　520円
レンゲ（13.7×7.5） 　　862801106

中華
オープン

672 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

白
盛
鳳
凰



673-1-601　650円
玉渕 6 1/2 吋メタ丸皿

（16.3×1.9） 　　558500160

673-2-601　780円
玉渕 7 1/2 吋メタ丸皿

（19.7×1.9） 　　558500260

673-3-601　870円
玉渕 8 吋メタ丸皿

（21×2.3） 　　558500360

673-4-601� 1,030円玉渕 9 吋メタ丸皿（23.3×2.8） 　　558500460

673-5-601� 1,520円玉渕 10 吋メタ丸皿（26.3×2.5） 　　558500560

673-6-601� 3,370円玉渕 12 吋メタ丸皿（32×3.6） 　　558500660

673-7-601� 7,800円玉渕 14 吋メタ丸皿（36.3×4） 　　558500760

673-8-601　1,200円
玉渕 8 吋メタプラター

（21×15.1×2） 　　558500860

673-9-601　1,370円
玉渕 9 吋メタプラター

（23.5×17×2.3） 　　558500960

673-10-601　1,690円
玉渕 10 吋メタプラター

（26.2×18.6×2.8） 　　558501060

673-12-601� 5,060円
673-11-601� 2,500円玉渕 12 吋メタプラター（31.3×22.2×3.2） 　　558501160

玉渕 14 吋メタプラター（37×28×3.3） 　　558501260

673-13-601� 7,310円玉渕 16 吋メタプラター（42.7×31×4） 　　558501360

673-14-601� 1,200円玉渕 8 吋リムプラター（20.9×14.6×2.3） 　　558501460

673-15-601� 1,370円玉渕 9 吋リムプラター（23.4×16.7×2.4） 　　558501560

673-16-601� 1,690円玉渕 10 吋リムプラター（25.5×18.5×2.6） 　　558501660

673-17-601� 2,500円玉渕 12 吋リムプラター（31.5×22.8×3.3） 　　558501760

673-18-601　
900円
3.6 スープ碗

（11.7×5.4・240cc） 　　558501860

673-19-601　
1,240円
4.8 ライス丼

（15×6） 　　558501960

673-20-601　
530円
3.0 皿

（9.9×2） 　　558502060

673-21-601　
600円
玉渕 5 1/2 吋フルーツ皿

（14.2×3.2） 　　558502160

673-22-601　520円
レンゲ台（8.6×5.7） 　　558502260

673-23-601　380円
レンゲ（13×4.2） 　　558502360

673-24-601　1,010円
八角シューマイ皿

（19.3×18.8×3.6） 　　558502460

673-25-601� 1,750円6.0 丸高台皿（18.5×5.5） 　　558502560

673-26-601� 2,680円7.0 丸高台皿（21.2×5.7） 　　558502660

673-27-601　830円
玉渕 6 1/2 吋オートミル

（16.3×4.8） 　　558502760

673-28-601� 910円玉渕 8 吋スープ（20.8×3.5） 　　558502860

673-29-601� 1,080円玉渕 9 吋スープ（23.5×4） 　　558502960

673-30-601� 2,000円6.5 高台丼（19.5×7.9・1080cc） 　　558503060

673-31-601� 2,500円7.0 高台丼（21.3×8・1150cc） 　　558503160

673-32-601� 4,650円8.0 高台丼（24.6×9・1750cc） 　　558503260

673-33-601� 1,200円切立 6.3 丼（19.5×6.6・950cc） 　　558503360

673-34-601� 2,260円切立 6.8 丼（20.8×7.8・1100cc） 　　558503460

673-35-601　1,550円
6.8 反り高台丼

（21×8.3・1350cc） 　　558503560

673-36-601� 2,470円6.5 玉丼（19.7×7.3・1100cc） 　　558503660

673-37-601� 3,440円7.0 玉丼（21.5×8・1500cc） 　　558503760

中華
オープン

673中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

三
色
雷
門
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674 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

北
京
中
華

674-18-601� 2,420円
八角高台皿（19.6×4.8） 　　558301860

674-21-601　870円
3.6スープ碗（11.7×5.4・240cc） 　　558302160

674-25-601　630円
4.0皿（12.9×2.4） 　　558302560

674-42-601　3,280円
中絵7.0玉丼（21.5×8・1500cc） 　　558304260

674-22-601　1,190円
4.8ライス丼（15×6） 　　558302260

674-26-601　550円
玉渕51/2吋フルーツ（14.2×3.2） 　　558302660

674-3-601　570円
玉渕6 1/2吋メタ丸皿

（16.3×1.9） 　　558300360

674-4-601　690円
玉渕7 1/2吋メタ丸皿

（19.5×1.9） 　　558300460

674-5-601� 780円玉渕8吋メタ丸皿（21×2.5） 　　558300560

674-6-601� 890円玉渕9吋メタ丸皿（23.3×2.6） 　　558300660

674-7-601� 1,390円玉渕10吋メタ丸皿（26.3×2.5） 　　558300760

674-8-601� 3,200円玉渕12吋メタ丸皿（32×3.6） 　　558300860

674-9-601� 7,700円玉渕14吋メタ丸皿（36.3×4） 　　558300960

674-10-601� 1,290円玉渕9吋リムプラター（23.4×16.7×2.4） 　　558301060

674-11-601� 1,540円玉渕10吋リムプラター（25.5×18.5×2.6） 　　558301160

674-12-601� 1,050円玉渕8吋メタプラター（21×15.1×2） 　　558301260

674-13-601� 1,290円玉渕9吋メタプラター（23.5×17×2.3） 　　558301360

674-14-601� 1,490円玉渕10吋メタプラター（26.2×18.2×2.8） 　　558301460

674-15-601� 2,310円玉渕12吋メタプラター（31.3×22.2×3.2） 　　558301560

674-16-601� 4,800円玉渕14吋メタプラター（37×28×3.3） 　　558301660

674-17-601� 7,100円玉渕16吋メタプラター（42.7×31×4） 　　558301760

674-19-601� 480円レンゲ台（8.6×5.7） 　　558301960

674-20-601� 370円レンゲ（13×4.2） 　　558302060

674-23-601� 490円3.0皿（9.9×2） 　　558302360

674-24-601� 550円3.5皿（11.3×2.1） 　　558302460

674-35-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,900円6.5高台丼（リム付）（19.5×7.9　36入・1080cc） 　　558303560

674-36-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,390円7.0高台丼（リム付）（21.3×8・1150cc） 　　558303660

674-37-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,470円8.0高台丼（リム付）（24.6×9　20入・1750cc） 　　558303760

674-38-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300円6.5反り高台丼（20×8.4・1300cc） 　　558303860

674-39-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,440円6.8反り高台丼（21×8.3・1350cc） 　　558303960

674-40-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,350円外絵6.5玉丼（19.7×7.3・1100cc） 　　558304060

674-41-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,280円外絵7.0玉丼（21.5×8・1500cc） 　　558304160

674-1-601　650円
玉渕7 1/2リムミート皿（19.2×2） 　　558300160

674-2-601　890円
玉渕9吋リムミート皿（23.2×2.4） 　　558300260

674-27-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,050円切立6.3丼（19.5×6.6） 　　558302760

674-28-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,140円切立6.8丼（20.8×7.6・1130cc） 　　558302860

674-29-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,680円6.0丸高台皿（18.5×5.5） 　　558302960

674-30-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,570円7.0丸高台皿（21.2×5.7） 　　558303060

674-31-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,880円9吋モッコ（23.2×16×4.5） 　　558303160

674-32-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,480円10吋モッコ（25.6×17.8×4.8） 　　558303260

674-33-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 810円玉渕8吋スープ皿（20.6×3.5） 　　558303360

674-34-601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 950円玉渕9吋スープ皿（23.5×4） 　　558303460



中華
オープン

675中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

675-1-311　1,070円
8 吋メタ丸皿（21×2.3） 　　558705131

675-2-311　1,250円
9 吋メタ丸皿（23.6×2.5） 　　558705231

675-3-311� 1,800円リム 8 吋プラター（20.6×15×2.3） 　　558705331

675-4-311� 1,980円リム 9 吋プラター（23.4×17×2.3） 　　558705431

675-5-311� 960円8 吋スープ皿（20.8×4.2） 　　558705531

675-6-311� 1,100円9 吋スープ皿（23×4.2） 　　558705631

675-7-311　1,300円
6.0 八角皿（19.2×4.5） 　　558705731

675-8-311　550円
レンゲ（14×4.5） 　　558705831

675-9-311� 600円3.0 皿（10×2） 　　558705931

675-10-311� 840円51/2 吋取皿（14.2×3） 　　558706031
675-11-311　730円
3.6 スープ碗（11.8×5.8） 　　558706131

675-12-311　960円
4.8 ライス丼（14.8×6.3） 　　558706231

675-13-311　1,350円
切立 6.3 丼（19.7×7） 　　558706331

675-14-311� 1,400円6.5 反高台丼（20×8.7） 　　558706431

675-15-311� 1,580円6.8 反高台丼（21.2×8.7） 　　558706531

675-16-311� 1,580円リム 7.0 高台丼（21.5×7.5） 　　558706631

675-17-311� 2,000円6.5 玉丼（19.7×7.4） 　　558706731

675-18-311� 2,800円7.0 玉丼（21.7×8.3） 　　558706831
675-19-311　2,300円
リム 7.5 高台丼（23.2×9.2） 　　558706931

675-20-311　1,500円
7.0 丸高台皿（22×6.5） 　　558707031

染
付
鳳
凰

675-51-601� 1,200円5.0 玉丼（15.6×6.4・560cc） 　　558805160

675-52-601� 2,600円7.0 玉丼（21.8×7.8・1350cc） 　　558805260

675-53-601　1,400円
7.0 丸高台皿

（22×6.5） 　　558805360

675-54-601　1,300円
八角シューマイ皿

（19.5×18.7×4.7） 　　558805460

675-55-601� 1,300円玉渕 8 吋メタプラター（21.3×15.2×2.3） 　　558805560

675-56-601� 1,600円玉渕 9 吋メタプラター（23.8×17.4×2.6） 　　558805660

675-57-601　600円
スープ碗（11.7×5.7・250cc） 　　558805760

675-58-601　800円
ライス丼（15.2×6.4） 　　558805860

675-61-601　450円
3.0 皿

（10.1×2） 　　558805960

675-62-601　500円
3.5 皿

（11.3×2.2） 　　558806060

675-63-601　550円
4.0 皿

（13.3×2.4） 　　558806160

675-64-601� 1,200円6.3 反り高台丼（19.1×7.8・1000cc） 　　558806460

675-65-601� 1,300円6.5 反り高台丼（20×8.5・1300cc） 　　558806560

675-66-601� 1,600円6.8 反り高台丼（21×8.5・1350cc） 　　558806660

675-67-601� 900円5.0 反り高台丼（15.5×6.4・580cc） 　　558806760

675-68-601� 1,000円5.8 反り高台丼（17.6×7.2・800cc） 　　558806860

675-69-601　1,600円
リム 7.0 高台丼

（21.3×7.8・1100cc） 　　558806960

675-70-601　2,500円
7.5 高台丼

（23×9.2・1700cc） 　　968107060

675-60-601� 1,300円6.8 切立丼（20.4×7.7・950cc） 　　558806360

675-59-601� 1,100円6.3 切立丼（19.5×6.8・950cc） 　　558806260

シ
ル
ク
竜



676-12-601　650円
11.5cm スープ碗

（11.5×5.8） 　　759901260

676-14-601　1,300円
19cm 高台丼（19×7.7・1300cc） 　　759901460

676-24-601　2,700円
22cm 玉渕丼（21.9×8・1350cc） 　　759902460

676-37-601　2,000円
23cm 冷麺鉢（23×7.0） 　　863703760

676-38-601　2,500円
26cm 冷麺鉢（26×6.5） 　　863703860

676-39-601　2,100円
リップル 23cm 皿（23.3×4.3） 　　863703960

676-40-601　2,400円
リップル 25.5cm 皿（25.6×4.6） 　　863704060

676-41-601　800円
リップル 16.5cm 鉢（16.4×4.3） 　　863704160

676-30-601　1,900円
24cm パスタボール（24×5） 　　759903060

676-31-601　900円
飯器（13×8） 　　759903160

676-27-601　1,600円
21cm リム丼（21.3×7.7・1100cc） 　　759902760

676-13-601　600円
14cm 玉渕取り皿

（14.3×3） 　　759901360

676-1-601　500円
13cm メタ玉皿（13.2×1.6） 　　759900160

676-2-601� 600円15cm メタ玉皿（15.2×1.8） 　　759900260

676-3-601� 650円17cm メタ玉皿（16.9×1.8） 　　759900360

676-4-601� 750円19cm メタ玉皿（18.9×2.4） 　　759900460

676-5-601� 800円21cm メタ玉皿（21.2×2.3） 　　759900560

676-6-601� 1,100円24cm メタ玉皿（24.2×2.8） 　　759900660

676-7-601� 1,700円27.5cm メタ玉皿（27.5×3.1） 　　759900760

676-8-601� 1,000円19cm プラター（18.8×13.7×2） 　　759900860

676-9-601� 1,200円21cm プラター（21.2×15.1×2.3） 　　759900960

676-10-601� 1,500円23.5cm プラター（23.6×17.1×2.6） 　　759901060

676-11-601� 1,800円26cm プラター（26.3×19×2.9） 　　759901160

676-15-601� 1,600円21cm 高台丼（21×8.4・1350cc） 　　759901560

676-16-601� 2,600円23cm 高台丼（22.8×9.1・1700cc） 　　759901660

676-17-601� 1,500円22cm 丸高台皿（21.9×6.5） 　　759901760

676-18-601� 2,700円24cm 丸高台皿（24.5×6.9） 　　759901860

676-19-601� 1,100円19.5cm 切立丼（19.7×7・950cc） 　　759901960

676-20-601� 1,400円20cm 切立丼（20.4×7.4・950cc） 　　759902060

676-21-601� 800円11.5cm 玉渕丼（11.3×4.5） 　　759902160

676-22-601� 1,300円15.5cm 玉渕丼（15.5×6.5・560cc） 　　759902260

676-23-601� 2,000円20cm 玉渕丼（19.7×7.5） 　　759902360

676-25-601� 800円13.5cm ライス丼（13.5×6.1） 　　759902560

676-26-601� 900円15cm ライス丼（14.8×6.4） 　　759902660

676-28-601� 3,000円27cm スリムベーカー（27×15.8×5.6） 　　759902860

676-29-601� 3,600円30cm スリムベーカー（29.9×18.2×6.1） 　　759902960

676-32-601� 450円丸 10cm 小皿（9.9×1.9） 　　759903260

676-33-601� 500円丸 11cm 小皿（11.2×2） 　　759903360

676-34-601� 550円丸 13cm 小皿（13.1×2.2） 　　759903460

676-35-601� 1,200円深口 15.5cm 丼（15.7×7.8） 　　759903560

676-36-601� 1,400円深口 17cm 丼（17.2×8.6） 　　759903660

中華
オープン

676 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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677中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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677-10-341　1,650円
ライス丼（15.5×7） 　　559201334

677-11-341　920円
3.8 汁碗（12×6） 　　559201434

677-12-341　780円
3.6 汁碗（11×5） 　　559201534

677-13-341　730円
反千茶（9.5×5.5） 　　559201634

677-14-341　820円
3.8 取碗（11.5×4） 　　559201734

677-15-341　750円
丸 3.0 皿（9.5×2） 　　559201834

677-16-341　910円
4.0 取皿（12.5×3） 　　559201934

677-17-341　2,100円
6.0 八角高台皿

（19×5） 　　559202134

677-18-341　390円
レンゲ台

（9.3×5.5） 　　559202234

677-19-341　480円
レンゲ

（14.8×4.5） 　　559202334

677-20-341　2,460円
5.0 玉丼

（16×6.8） 　　559202534

677-21-341　2,650円
6.5 玉丼

（19.5×7） 　　559202634

677-22-341　6,050円
8.0 玉丼

（25×9.3） 　　559202734

677-23-341　2,000円
6.5 反丼（19.5×7） 　　559202834

677-24-341　2,960円
7.0 反丼（21.5×8） 　　559202934

677-25-341　2,650円
7.0 丸高台皿（22×6） 　　559203034

677-26-341� 4,350円8.0 丸高台皿（24×7） 　　559203134

677-27-341� 7,500円9.0 丸高台皿（26.5×8.5） 　　559203234

677-1-341　1,450円
丸 6.5 皿

（19.5×2.5） 　　559200134

677-2-341　2,150円
丸 7.0 皿

（21.5×3） 　　559200234

677-3-341　2,700円
丸 7.5 皿

（23×3.5） 　　559200334

677-4-341　3,550円
丸 8.0 皿

（25×4） 　　559200434

677-5-341　4,950円
丸 9.0 皿

（28×4.5） 　　559200534

677-6-341　8,100円
丸 10.0 皿（31×5） 　　559200634

677-7-341　11,100円
丸 11.0 皿（33.5×5） 　　559200734

677-8-341　1,850円
8 吋プラター（20.5×14.5×2.5） 　　559200934

677-9-341　2,100円
9 吋プラター（23.5×17×3） 　　559201034



中華
オープン

678 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

678-1-601　600円
スープ碗

（11.7×5.6・250cc） 　　557300360

678-6-601� 1,060円6.3 切立丼（19.7×6.8・950cc） 　　557301360

678-7-601� 1,320円6.8 切立丼（20.5×5・950cc） 　　557301460 678-10-601� 2,720円8.0 丸高台皿（24.6×7） 　　557301760

678-9-601� 1,450円7.0 丸高台皿（22×6.5） 　　557301660

678-2-601　880円
ライス丼

（15×6.4） 　　557300260

678-3-601　1,100円
5.0 玉丼

（15.7×6.3・560cc） 　　557300460

678-4-601　1,320円
6.5 反り高台丼

（20.2×8.4・1300cc） 　　557300560

678-5-601　1,190円
7.0 皿

（21.8×3.2） 　　557300160

678-8-601　1,540円
6.8 反り高台丼

（21.1×8.5・1350cc） 　　557301560

678-11-601　3,110円
リム 8.0 高台丼

（24.7×8.3） 　　557301860

678-12-601　490円
3.0 皿

（10×2） 　　557300860

678-13-601　530円
3.5 皿

（11.5×2.2） 　　557300760

678-14-601　620円
4.0 皿

（13.1×2.4） 　　557300660

678-15-601　530円
3.2 深皿

（10.1×2.7） 　　557300960

678-16-601　710円
呑水

（13.4×12.3×4.6） 　　557301260

678-17-601　620円
レンゲ台

（9.5×5.9） 　　557301060

678-18-601　620円
レンゲ

（13.8×4.7） 　　557301160

678-51-031　　900円
TAB61 プレート（16.2×2.2） 　　864100103

678-52-031　1,170円
TAB71 プレート（18×2.2） 　　864100203

678-53-031　1,450円
TAB81 プレート（20.4×2.3） 　　864100303

678-54-031　1,800円
TAB91 プレート（23.3×2.7） 　　864100403

678-55-031　2,480円
TAB101 プレート

（26.5×3） 　　864100503

678-56-031　4,430円
TAB121 プレート

（30.7×3.9） 　　864100603

678-57-031　690円
TA20103 ヤクミ皿（8.1×1.9） 　　864101203

678-58-031　700円
TA35103 タレ皿（10.4×2） 　　864101303

678-59-031　830円
TA5103 取皿（小）

（13×2.3） 　　864101003

678-60-031　840円
TA55102 取皿

（14.4×3.2） 　　864101103

678-61-031　1,120円
TAB65103 深口ハーフチャーハン

（16.9×2.6） 　　864100703

678-62-031　1,500円
TAB85103 深口一品皿

（21.6×2.8） 　　864100803

678-63-031　1,720円
TAB9103 深口焼そば

（23.9×2.9） 　　864100903

678-64-031　770円
TA8903 丸スープボール

（11.6×6.1） 　　864101503

678-65-031　1,000円
TA52403 ご飯

（13.2×6.4） 　　864101403

678-66-031　1,770円
TA8403 6.5 吋反丼

（20×7.9） 　　864101603

678-67-031　1,980円
TA9403 7 吋反丼

（21.7×8.2） 　　864101703

678-68-031　2,000円
TA8405 7 吋丸高台

（21.2×5.9） 　　864101803
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679中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

679-1-631　360円
12cm 皿

（12×2.1） 　　1167900163

679-2-631　400円
14cm 皿

（14.2×2.2） 　　1167900263

679-3-631　420円
17cm 皿

（17.2×2.3） 　　1167900363

679-4-631　510円
19cm 皿（19.8×2.4） 　　1167900463

679-5-631　550円
21cm 皿（21.6×2.7） 　　1167900563

679-6-631　　830円
24cm 皿（24.4×3.2） 　　1167900663

679-7-631　1,350円
28cm 皿（28×3.4） 　　1167900763

679-8-631　1,200円
17cm プラター

（17×11×1.8） 　　1167900863

679-9-631　1,350円
21cm プラター

（21.3×13.8×2.3） 　　1167900963

679-10-631　1,600円
24cm プラター（23.7×15.2×2.5） 　　1167901063

679-11-631　2,100円
26cm プラター（26.2×17×2.8） 　　1167901163

679-12-631　2,500円
30cm プラター（29.8×19.2×3.1） 　　1167901263

679-13-631　2,800円
32cm プラター（32×20.5×2.6） 　　1167901363

679-14-631　340円
10cm 深皿

（9.8×2.7） 　　1167901463

679-15-631　360円
11cm 深皿

（11.1×2.7） 　　1167901563

679-16-631　370円
13cm 深皿

（12.8×3.2） 　　1167901663

679-17-631　390円
14cm 深皿

（14.6×3.6） 　　1167901763

679-18-631　610円
21cm 深皿（21.3×4.2） 　　1167901863

679-19-631　830円
24cm 深皿（24.1×4.7） 　　1167901963

679-20-631　1,000円
切立 18cm 深丼

（18×9.2・990cc） 　　1167902063

679-21-631　1,160円
切立 19cm 深丼

（18.8×10.2・1,200cc） 　　1167902163

679-22-631　970円
新切立 21cm 丼

（20.6×8.3・1,150cc） 　　1167902263

679-23-631　1,050円
新切立 22cm 丼

（21.6×9.1・1,350cc） 　　1167902363

679-24-631　380円
9cm 丸鉢（9.1×3.9・150cc） 　　1167902463

679-25-631　410円
12cm 丸鉢（11.8×4.8・290cc） 　　1167902563

679-26-631　510円
14cm 丸鉢（14×5.6・510cc） 　　1167902663

679-27-631　580円
15cm 丸鉢（15.4×6.4・710cc） 　　1167902763

679-28-631　450円
11cm 丸丼（11×6.1・300cc） 　　1167902863

679-29-631　500円
12cm 丸丼（12.5×7・450cc） 　　1167902963

679-30-631　530円
14cm 丸丼（14.3×7.8・670cc） 　　1167903063

679-31-631　580円
16cm 丸丼（15.6×8.2・820cc） 　　1167903163

679-32-631　470円
切立 13cm ライス碗

（13.1×6・300cc） 　　1167903263

679-33-631　530円
切立 14cm ライス碗（14×6.6・390cc） 　　1167903363

679-34-631　580円
切立 15cm ライス碗（15.1×7.2・490cc） 　　1167903463

679-35-631　330円
7cm 正角皿

（7×7×3.2） 　　1167903563

679-36-631　520円
14cm 二連皿

（13.7×7×3.2） 　　1167903663

679-37-631　650円
20cm 三連皿

（20×7×3.2） 　　1167903763

679-38-631　370円
受台

（9.4×5.6） 　　1167903863

679-39-631　320円
カギレンゲ -S

（14×4.7） 　　1167903963

679-40-631　370円
カギレンゲ -L

（15.6×5） 　　1167904063

679-41-631　490円
ラーメンレンゲ

（17.6×5.2） 　　1167904163

天　

青



680-1-301　1,250円
7.0 皿（21.8×3） 　　1066200130

680-2-301　1,500円
7.5 皿（23.1×3.7） 　　1066200230

680-3-301　2,400円
8.0 皿（24.7×3.8） 　　1066200330

680-10-301　1,100円
8 吋プラター（20.5×14.8×2.6） 　　1066201030

680-11-301　1,500円
9 吋プラター（23.5×17×2.7） 　　1066201130

680-12-301　1,700円
10 吋プラター（26×18.8×3.1） 　　1066201230

680-13-301　1,600円
9 吋仕切小判皿（23.5×17×2.8） 　　1066201330

680-14-301　1,750円
6.0 高浜皿

（18.7×4.3） 　　1066201430

680-15-301　2,250円
7.0 高浜皿（21.8×4.7） 　　1066201530

680-16-301　3,500円
8.0 高浜皿（24.2×5.2） 　　1066201630

680-17-301　 6,000円
9.0 高浜皿（28×5.6） 　　1066201730

680-18-301　10,000円
10.0 高浜皿（30.8×6.3） 　　1066201830

680-19-301　15,000円
11.0 高浜皿（34.2×6.3） 　　1066201930

680-20-301　22,000円
12.0 高浜皿（37.2×6.9） 　　1066202030

680-21-301　
460円
3.0 皿

（9.5×2.1） 　　

1066202130

680-22-301　500円
3.5 皿（11.6×2.1） 　　1066202230

680-23-301　600円
4.5 皿（14.4×2.5） 　　1066202330

680-24-301　 730円
5.0 皿（16.3×2.7） 　　1066202430

680-25-301　1,000円
6.0 皿（18.6×2.9） 　　1066202530

680-26-301　
1,500円
6.0 八角高台皿

（19×5） 　　1066202630

680-27-301　1,700円
7.0 丸高台皿（21.2×6.4） 　　1066202730

680-28-301　3,300円
8.0 丸高台皿（24×7.4） 　　1066202830

680-29-301　2,800円
7.5 新丸高台（23.3×6.8） 　　1066202930

680-30-301　5,300円
8.5 新丸高台（26.7×8） 　　1066203030

680-31-301　
1,200円
大茶

（15.4×7） 　　1066203130

680-32-301　
750円
4.0 ボール

（12.6×4） 　　1066203230

680-33-301　1,100円
5.0 ボール（16×5.3） 　　1066203330

680-34-301　1,900円
6.5 ボール（20×7.5） 　　1066203430

680-35-301　1,400円
6.5 丼（20×8） 　　1066203530

680-36-301　1,550円
7.0 丼（21×8） 　　1066203630

680-37-301　3,400円
8.0 丼（25×9.5） 　　1066203730

680-38-301　1,800円
6.5 玉丼（20.3×7.8） 　　1066203830

680-39-301　2,800円
7.0 玉丼（22×8.2） 　　1066203930

680-40-301　4,800円
8.0 玉丼（24×9.2） 　　1066204030

680-41-301　
1,600円
骨入（小）

（10.3×9.3） 　　1066204130

680-42-301　
2,800円
骨入（大）

（11.5×12.6） 　　1066204230

680-43-301　
600円
スープ碗

（11.6×5.5） 　　1066204330

680-44-301　
500円
反千茶

（9.5×5.6） 　　1066204430

680-45-301　
600円
4.0 深皿

（12.7×3.3） 　　1066204530

680-46-301　
850円
呑水

（12.9×11.1×4.8） 　　1066204630

680-47-301　
500円
レンゲ台

（9.5×5.9×2.3） 　　1066204730

680-48-301　
450円
レンゲ

（13.8×4.6×4.6） 　　1066204830

680-5-301� 4,800円10.0 皿（30.8×4.1） 　　1066200530

680-4-301� 3,380円9.0 皿（28×4） 　　1066200430

680-6-301� 6,750円11.0 皿（34.6×5） 　　1066200630

680-8-301� 17,600円
680-9-301� 26,000円

13.0 皿（40×5.3） 　　1066200830

14.0 皿（42.7×5.4） 　　1066200930

680-7-301� 9,600円12.0 皿（37.6×5.2） 　　1066200730
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680 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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Chinese Tableware （Open Stock）
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681-1-601　1,300円
6.0 皿（18.3×2.6） 　　1066300160

681-2-601　1,450円
7.0 皿（21.5×3.1） 　　1066300260

681-3-601　1,800円
7.5 皿（23.5×3.3） 　　1066300360

681-10-601　1,800円
8 吋プラター（21.4×15.4×2.3） 　　1066301060

681-11-601　2,200円
9 吋プラター（24.1×17.5×2.4） 　　1066301160

681-12-601　2,900円
10 吋プラター（26.4×19×2.5） 　　1066301260

681-13-601　2,300円
9 吋仕切小判（23.5×17.3×2.7） 　　1066301360

681-14-601　2,900円
10 吋仕切小判（26.2×18.7×2.7） 　　1066301460

681-15-601　550円
3.0 皿（10×1.9） 　　1066301560

681-16-601　680円
3.5 皿（11.6×2.1） 　　1066301660

681-17-601　720円
4.0 皿（13.3×2.2） 　　1066301760

681-18-601　780円
4.5 皿（13.8×2.4） 　　1066301860

681-19-601　880円
5.0 皿（15.3×2.5） 　　1066301960

681-20-601　780円
4.2 ライス丼

（12.6×6.1・300cc） 　　1066302060

681-21-601　1,100円
4.8 ライス丼

（15.2×6.2・450cc） 　　1066302160

681-22-601　2,900円
ガラ入（小）

（10.8×10.2・530cc） 　　1066302260

681-23-601　1,500円
6.5 八角シューマイ皿

（18.8×18.2×4.2） 　　1066302360

681-24-601　2,300円
6.5 八角高台皿

（19.5×18.5×4.8） 　　1066302460

681-25-601　2,400円
7.0 丸高台皿（21.2×5.7） 　　1066302560

681-26-601　3,600円
8.0 丸高台皿（24.9×7.1） 　　1066302660

681-27-601　1,350円
8 吋スープ（20.8×3.8） 　　1066302760

681-28-601　1,800円
9 吋スープ（23.3×4.2） 　　1066302860

681-29-601　2,200円
7.0 反高台丼

（21.5×8.7・1300cc） 　　1066302960

681-30-601　1,700円
6.5 高台丼

（19.6×8.1・1100cc） 　　1066303060

681-31-601　2,100円
6.8 高台丼

（20.9×7.9・1150cc） 　　1066303160

681-32-601　2,200円
7.0 高台丼（21.5×8.1・1270cc） 　　1066303260

681-33-601　3,200円
7.5 高台丼（23.1×9・1450cc） 　　1066303360

681-34-601　4,200円
8.0 高台丼（24.9×8.8・1890cc） 　　1066303460

681-35-601　2,100円
6.5 玉丼

（19.9×7.4・1100cc） 　　1066303560

681-36-601　3,000円
7.0 玉丼

（21.7×8・1300cc） 　　1066303660

681-37-601　5,100円
8.0 玉丼

（25.2×9.1・2300cc） 　　1066303760

681-38-601　
830円
3.8 取丼

（11.6×4.3・220cc） 　　1066303860

681-39-601　
830円
3.8 花型丼

（12.1×3.9・200cc） 　　1066303960

681-40-601　
780円
3.6 スープ碗

（11.9×5.6・260cc） 　　1066304060

681-41-601　
600円
3.0 反千茶

（9.6×5.8・195cc） 　　1066304160

681-42-601　600円
3.2 深皿（10.1×2.6） 　　1066304260

681-43-601　730円
4.0 深皿（12.8×3.1） 　　1066304360

681-44-601　
880円
呑水

（12.4×11.9×4.8・220cc） 　　1066304460

681-45-601　
780円
レンゲ台

（9.5×5.7×2.4） 　　1066304560

681-46-601　
780円
レンゲ

（15.4×4.7） 　　1066304660

681-4-601� 2,700円8.0 皿（24.8×3.5） 　　1066300460

681-5-601� 3,300円9.0 皿（28.4×3.8） 　　1066300560

681-6-601� 5,300円10.0 皿（31.1×4.3） 　　1066300660

681-7-601� 7,400円11.0 皿（34.6×4.4） 　　1066300760

681-8-601� 10,400円12.0 皿（37.6×4.7） 　　1066300860

681-9-601� 17,200円13.0 皿（40.8×4.8） 　　1066300960



中華
オープン

682 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

682-16-031　390円
MEGA ヤクミ皿（TA20103）

（8.1×1.9） 　　966601603

682-10-031� 1,450円MEGA 9 吋プラター（TAB93）（23.4×17.1×2.3） 　　966601003 682-12-031� 2,400円MEGA 12 吋プラター（TAB123）（29×23×3.2） 　　966601203

682-2-031� 720円MEGA 7 吋プレート（TAB71）（18.0×2.2） 　　966600203

682-1-031� 530円MEGA 6 吋プレート（TAB61）（16.2×2.2） 　　966600103

682-3-031� 880円MEGA 8 吋プレート（TAB81）（20.4×2.3） 　　966600303

682-4-031� 1,080円MEGA 9 吋プレート（TAB91）（23.3×2.7） 　　966600403

682-6-031� 3,000円MEGA 12 吋プレート（TAB121）（30.7×3.9） 　　966600603

682-7-031� 5,950円MEGA 14 吋プレート（TAB141）（34.5×4） 　　966600703

682-8-031� 11,500円MEGA 16 吋プレート（TAB161）（39.3×4.7） 　　966600803

682-5-031� 1,480円MEGA 10 吋プレート（TAB101）（26.5×3） 　　966600503

682-11-031� 1,600円MEGA 10 吋プラター（TAB103）（26.2×19.1×2.8） 　　966601103682-9-031� 1,200円MEGA 8 吋プラター（TBA83）（20.6×15.1×2.2） 　　966600903

682-15-031� 1,200円MEGA 9 吋深口プレート（TAB9103）（23.9×2.9） 　　966601503

682-14-031� 1,100円MEGA 8 吋深口プレート（TAB85103）（21.6×2.8） 　　966601403

682-13-031� 790円MEGA 7 吋深口プレート（TAB65103）（16.9×2.6） 　　966601303

682-17-031　390円
MEGA タレ皿（TA35103）

（10.4×2.0） 　　966601703

682-18-031　520円
MEGA 取皿（TA5103）

（13×2.3） 　　966601803

682-19-031　520円
MEGA 51/2 吋フルーツ（TA55102）

（14.4×3.2） 　　966601903

682-20-031　260円
MEGA soya2.6（TA201）

（8×2.7） 　　966602003

682-21-031　350円
MEGA soya2.8（TA21）

（8.7×2.3） 　　966602103

682-22-031　360円
MEGA soya3.5（TA351）

（10.5×2.6） 　　966602203

682-23-031　420円
MEGA soya4.5（TA451）

（11.8×2.8） 　　966602303
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683-1-031　720円
MEGA 丼 S（TA6404）

（15.5×8.5） 　　966700103

683-2-031　830円
MEGA 丼 M（TA7404）

（17×8.6） 　　966700203

683-3-031　1,650円
MEGA 八角皿（SQJ81）

（19.2×18.2×4.5） 　　966700303

683-4-031　1,050円
MEGA 16cm ハーフラーメン（THD6403）

（15.8×5.9・700cc） 　　966700403

683-5-031　1,650円
MEGA 7 寸丸高台（TA8405）

（21.2×5.9・500cc） 　　966700503

683-6-031　1,350円
MEGA 6.5 寸反丼（TA8403）

（20×7.9・1290cc） 　　966700603

683-7-031　1,450円
MEGA 7 寸反丼（TA9403）

（21.7×8.2・1420cc） 　　966700703

683-8-031　3,250円
MEGA 8.5 寸浅口丼（TA10403）

（25.8×7.1・1700cc） 　　966700803

683-9-031　800円
MEGA リムライスボール（TA52403）

（13.2×6.4・430cc） 　　966700903

683-10-031　500円
MEGA 丸スープボール（TA8903）

（11.6×6.1・390cc） 　　966701003

683-11-031　400円
MEGA 11.5cm スープボール（TA99）

（11.3×6.1・260cc） 　　966701103

683-12-031　350円
MEGA 10cm 千茶（TA59）

（9.7×5.3・180cc） 　　966701203

中華
オープン

683中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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684 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

684-38-151　390円
シルキー 4 吋ライス丼（9.7×5・170㏄） 　　1168403815

684-39-151　480円
シルキー 41/2 吋ライス丼（11×5.6・260㏄） 　　1168403915

684-40-151　780円
シルキー 5 吋ライス丼（12.6×6.4・400㏄） 　　1168404015

684-1-151　520円
シルキー 6 吋メタ皿（15×1.8） 　　1168400115

684-2-151　650円
シルキー 7 吋メタ皿（17.8×2） 　　1168400215

684-3-151　　910円
シルキー 8 吋メタ皿（20.4×2.1） 　　1168400315

684-4-151　1,200円
シルキー 9 吋メタ皿（22.5×2.5） 　　1168400415

684-5-151　1,640円
シルキー 10 吋メタ皿（26×2.5） 　　1168400515

684-6-151　2,900円
シルキー 12 吋メタ皿（30.4×3） 　　1168400615

684-7-151　��5,700円
シルキー 14 吋メタ皿（35×4.1） 　　1168400715

684-8-151　11,000円
シルキー 16 吋メタ皿（40×4.8） 　　1168400815

684-9-151　 520円
シルキー 6 吋リム皿（15×1.8） 　　1168400915

684-10-151　650円
シルキー 7 吋リム皿（17.7×2） 　　1168401015

684-11-151　　910円
シルキー 8 吋リム皿（20.5×2.2） 　　1168401115

684-12-151　1,200円
シルキー 9 吋リム皿（22.7×2.3） 　　1168401215

684-13-151　2,100円
シルキー 10 吋リム皿

（26.7×2.8） 　　1168401315

684-14-151　3,800円
シルキー 12 吋リム皿

（30×3） 　　1168401415

684-15-151　　780円
シルキー 8 吋プラター（20.2×14×1.7） 　　1168401515

684-16-151　1,050円
シルキー 9 吋プラター（22.6×15.8×1.8） 　　1168401615

684-17-151　1,600円
シルキー 10 吋プラター（25.2×17.7×2） 　　1168401715

684-18-151　2,000円
シルキー 12 吋プラター（30.5×21.5×2.4） 　　1168401815

684-19-151　2,900円
シルキー 14 吋プラター（35×24.7×2.6） 　　1168401915

684-20-151　4,000円
シルキー 16 吋プラター（40.4×28.4×3.3） 　　1168402015

684-21-151　210円
シルキー 21/2 吋小皿

（6×2） 　　1168402115

684-22-151　240円
シルキー 3 吋小皿

（7.3×2.3） 　　1168402215

684-23-151　260円
シルキー 31/4 吋小皿

（8×2） 　　1168402315

684-24-151　300円
シルキー 33/4 吋小皿

（9.5×2.5） 　　1168402415

684-25-151　350円
シルキー 4 吋小皿

（10×2.7） 　　1168402515

684-26-151　390円
シルキー 41/2 吋小皿

（11.5×2.4） 　　1168402615

684-27-151　680円
シルキー 6 吋スープ（15×2.7） 　　1168402715

684-28-151　930円
シルキー 7 吋スープ（17.5×3.2） 　　1168402815

684-29-151　1,190円
シルキー 8 吋スープ

（20×3.8） 　　1168402915

684-30-151　1,600円
シルキー 9 吋スープ

（22.2×4.1） 　　1168403015

684-31-151　　870円
シルキー 6 吋ラーメン丼（15.5×4.8・400㏄） 　　1168403115

684-32-151　1,050円
シルキー 7 吋ラーメン丼（17.7×5.3・600㏄） 　　1168403215

684-33-151　1,500円
シルキー 8 吋ラーメン丼（20×6.2・900㏄） 　　1168403315

684-34-151　1,900円
シルキー 9 吋ラーメン丼（22.5×7・1350㏄） 　　1168403415

684-35-151　1,600円
シルキー 7 吋玉丼（18.2×7.7・1050㏄） 　　1168403515

684-36-151　2,350円
シルキー 8 吋玉丼（20.6×9.1・1700㏄） 　　1168403615

684-37-151　3,650円
シルキー 91/2 吋玉丼

（24.2×10・2700㏄） 　　1168403715

684-41-151　310円
シルキー 33/4 吋スープ碗

（9.2×4.6・130㏄） 　　1168404115

684-42-151　480円
シルキー 41/2 吋スープ碗

（11.3×5.7・230㏄） 　　1168404215

684-43-151　
260円
シルキー レンゲ

（13×4） 　　1168404315

684-44-151　2,600円
シルキー ポット

（21×13.5×8.2・700㏄） 　　1168404415

684-45-151　
440円
シルキー 湯呑

（8×6.1・130㏄） 　　1168404515

684-46-151　610円
シルキー コーヒー碗

（7.6×5.5・140㏄） 　　1168404615

684-47-151　390円
シルキー コーヒー受皿

（12.3×2） 　　1168404715

684-48-151　650円
シルキー スタック兼用碗

（8×6.4・220㏄） 　　1168404815

684-49-151　480円
シルキー 受皿

（14.7×2.4） 　　1168404915
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685中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

685-1-251　440円
10cm メタ丸皿（10×2） 　　1168500125

685-2-251　450円
12cm メタ丸皿（11.9×1.8） 　　1168500225

685-3-251　480円
14cm メタ丸皿（14.1×2.1） 　　1168500325

685-4-251　510円
17cm メタ丸皿（17.1×2） 　　1168500425

685-5-251　700円
19cm メタ丸皿（19.3×2.3） 　　1168500525

685-6-251　1,000円
24cm メタ丸皿（23.6×3.1） 　　1168500625

685-7-251　1,550円
26cm メタ丸皿（26.3×3.6） 　　1168500725

685-8-251　1,500円
メタプラター 20cm（20.4×14.4×2.2） 　　1168500825

685-9-251　1,700円
メタプラター 23cm（22.8×16.2×2.3） 　　1168500925

685-10-251　2,450円
メタプラター 25cm（25.3×18.2×2.6） 　　1168501025

685-11-251　3,750円
メタプラター 31cm（30.5×22×3.2） 　　1168501125

685-12-251　430円
10cm メタ丸深皿（9.5×2.3） 　　1168501225

685-13-251　430円
12cm メタ丸深皿（12.6×2.7） 　　1168501325

685-14-251　440円
14cm メタ丸深皿（13.9×3.2） 　　1168501425

685-15-251　620円
16cm メタ丸深皿（15.9×3.1） 　　1168501525

685-16-251　800円
19cm メタ丸深皿（19.2×4） 　　1168501625

685-17-251　850円
20cm メタ丸深皿（20.3×4.3） 　　1168501725

685-18-251　1,000円
23cm メタ丸深皿

（23.4×4.6） 　　1168501825

685-19-251　1,100円
八角高台皿

（18.5×18×4） 　　1168501925

685-20-251　670円
16cm ボール

（16.5×4.8） 　　1168502025

685-21-251　800円
ハーフリム 20cm 深皿

（20×3.7） 　　1168502125

685-22-251　1,000円
ハーフリム 24cm 深皿

（23.5×4.1） 　　1168502225

685-23-251　600円
玉渕 11cm 丼（11.1×4.3・210cc） 　　1168502325

685-24-251　650円
玉渕 13cm 丼（12.6×4.9・270cc） 　　1168502425

685-25-251　　950円
玉渕 15cm 丼（15.2×6.4・600cc） 　　1168502525

685-26-251　1,250円
玉渕 19cm 丼（19×7.3・950cc） 　　1168502625

685-27-251　800円
13cm 深丼（13.2×7.6・510cc） 　　1168502725

685-28-251　750円
12cm 深丼（12.1×7.4・400cc） 　　1168502825

685-29-251　880円
15cm 深丼

（14.5×8.2・680cc） 　　1168502925

685-30-251　1,100円
高台 19cm 丼（19×7.5・970cc） 　　1168503025

685-31-251　1,300円
高台 20cm 丼（19.9×8.1・1100cc） 　　1168503125

685-32-251　1,350円
高台 21cm 丼

（20.9×8.2・1250cc） 　　1168503225

685-33-251　1,300円
切立 17cm 深丼（17.5×8.9・950cc） 　　1168503325

685-34-251　1,450円
切立 18cm 深丼（18.1×10・1100cc） 　　1168503425

685-35-251　1,150円
切立高台 19cm 丼（19×7.3・950cc） 　　1168503525

685-36-251　1,350円
切立高台 21cm 丼（21.2×7.3・1150cc） 　　1168503625

685-37-251　600円
丸 11cm ライス

（11.5×5.4・160cc） 　　1168503725

685-38-251　650円
切立 12cm ライス

（12.7×5.9・280cc） 　　1168503825

685-39-251　740円
リム 14cm ライス

（14.3×6.1・370cc） 　　1168503925

685-40-251　550円
反型 11cm スープ碗

（11.2×5.6・250cc） 　　1168504025

685-41-251　650円
反型 13cm スープ碗

（12.7×6.3・330cc） 　　1168504125

685-42-251　550円
9cm 丸鉢

（8.7×3.7・140cc） 　　1168504225

685-43-251　550円
反湯呑

（9.3×5.8・200cc） 　　1168504325

685-44-251　710円
二連薬味皿

（10.5×7.8×1.5） 　　1168504425

685-45-251　1,100円
スタック二品皿

（11.7×7.1×2.5） 　　1168504525

685-46-251　1,500円
スタック三品皿

（17×7.3×2.6） 　　1168504625

685-47-251　360円
長角箸置き

（6.6×1.9×1.4） 　　1168504725

685-48-251　620円
ラーメンレンゲ

（16.6×5・20cc） 　　1168504825

685-49-251　400円
カギレンゲ

（15×4.9・26cc） 　　1168504925

685-50-251　400円
中サジ

（14.3×4.6・20cc） 　　1168505025

685-51-251　360円
レンゲ台

（8.9×5.3） 　　1168505125
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686 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

686-1-311　　880円
61/2 吋丸皿（16.5×1.8） 　　966500131

686-2-311　1,200円
71/2 吋丸皿（18.8×2） 　　966500231

686-3-311　1,300円
8 吋丸皿（20.7×2） 　　966500331

686-4-311　1,650円
9 吋丸皿（23.5×2.5） 　　966500431

686-5-311　2,700円
10 吋丸皿（26×2.6） 　　966500531

686-6-311　4,400円
12 吋丸皿（30.8×3.6） 　　966500631

686-7-311　11,000円
14 吋丸皿（35.3×3.7） 　　966500731

686-8-311　22,000円
16 吋丸皿（40×4.4） 　　966500831

686-9-311　1,800円
8 吋プラター

（21×14.8×2.3） 　　966500931

686-10-311　2,000円
9 吋プラター

（23.5×16.7×2.4） 　　966501031

686-11-311　2,900円
10 吋プラター

（26×19×2.6） 　　966501131

686-12-311　4,400円
12 吋プラター（31×22.4×3.2） 　　966501231

686-13-311　8,100円
14 吋プラター（36×26.8×3.6） 　　966501331

686-14-311　1,850円
6.0 反高台丼

（18.6×7.6） 　　966503231

686-15-311　1,900円
6.5 反高台丼（20×8.5） 　　966503331

686-16-311　2,600円
7.0 反高台丼（21×8.5） 　　966503431

686-17-311　1,950円
5.0 玉丼（15.5×6） 　　966503531

686-18-311　2,500円
6.5 玉丼（19.5×7.5） 　　966503631

686-19-311　3,600円
7.0 玉丼（21.2×7.7） 　　966503731

686-20-311　2,900円
8 吋スープボール（20×7.5） 　　966503831

686-21-311　4,000円
9 吋スープボール（22.5×8） 　　966503931

686-22-311　6,000円
10 吋スープボール（25.3×8.8） 　　966504031

686-23-311　
2,800円
6.5 八角高台皿

（18.7×4.7） 　　966502231

686-24-311　
2,200円
7.0 丸高台皿

（20.7×5.4） 　　966502331

686-25-311　
880円
41/2 吋スープ碗

（11.6×5.3） 　　966502431

686-26-311　
1,400円
5 吋ライス

（15×6.7） 　　966502531

686-27-311　
680円
33/4 吋深皿

（9.6×2.4） 　　966502631

686-28-311　780円
5 吋取皿

（12.7×2.7） 　　966502731

686-29-311　830円
51/2 吋取皿

（14×3） 　　966502831

686-30-311　
1,110円
カラシ入

（6.4×4.4） 　　966502931

686-31-311　
2,600円
カスター

（9.3×6.2×9.4・95cc） 　　966503031

686-32-311　
5,400円
ティーポット（大）

（22×14×10・945cc） 　　966501431

686-33-311　
4,600円
老酒ポット

（15.8×8.5×17.8・390cc） 　　966501531

686-34-311　
550円
老酒盃

（6×4） 　　966501631

686-35-311　
700円
21/2 吋千茶

（7.4×5.3） 　　966501731

686-36-311　
780円
4 吋反千茶

（9.8×5.7） 　　966501831

686-37-311　
750円
レンゲ台

（9×5.5×2） 　　966501931

686-38-311　
730円
レンゲ

（14.8×4.5） 　　966502031

686-39-311　
380円
箸置

（6.4×1.7×1.3） 　　966502131

686-40-311　
750円
灰皿

（10.7×3） 　　966503131
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687中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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687-11-631　 680円
20cm メタプラター（19.3×13×2） 　　556900563

687-12-631　 810円
23cm メタプラター（22.3×15×2.2） 　　556900663

687-13-631　1,150円
25cm メタプラター（24.5×16.3×2.5） 　　556900163

687-1-631　370円
15cm メタ皿（15.2×2.1） 　　1168700163

687-2-631　500円
18cm メタ皿（17.8×2.2） 　　1168700263

687-3-631　650円
20cm メタ皿（20.2×2.4） 　　1168700363

687-4-631　 900円
22.5cm メタ皿（22.5×2.5） 　　1168700463

687-5-631　1,200円
26cm メタ皿（26.2×3） 　　1168700563

687-6-631　1,800円
28cm メタ皿（27.9×3.2） 　　1168700663

687-14-631　1,350円
27.5cm メタプラター（27.5×17.5×3） 　　864300263

687-15-631　1,650円
30cm メタプラター（30.5×22×2.8） 　　556900263

687-9-631　 6,500円
41cm メタ皿（40.6×5.2） 　　1168700963

687-10-631　10,000円
46cm メタ皿（45.5×6） 　　1168701063

687-7-631　2,200円
31cm メタ皿（30.4×3.8） 　　1168700763

687-8-631　4,400円
36cm メタ皿（35.5×4.3） 　　1168700863

687-16-631　2,250円
35cm メタプラター（35×25×3） 　　556900363

687-17-631　3,600円
41.5cm メタプラター（41.5×29.3×3.5） 　　556900463

687-18-631　280円
7cm 小皿

（7.2×2） 　　556900763

687-22-631　1,100円
23cm フカヒレスープ

（23×4.1） 　　556902163

687-30-631　600円
角ソース

（4.1×9・110cc） 　　556901363

687-19-631　350円
8.5cm 小皿

（8.6×2.2） 　　556900863

687-31-631　350円
三穴塩こしょう

（4×4×5） 　　556901463

687-20-631　400円
11cm 小皿

（11×2.4） 　　556900963

687-23-631　470円
11.5cm めし碗（玉渕）

（11.5×5.8） 　　966902863

687-32-631　350円
角楊子入れ

（4×4×5.5） 　　556901563

687-21-631　470円
13cm 小皿

（13×2.5） 　　556901063

687-24-631　580円
13cm めし碗

（13×6.5） 　　556903063

687-28-631　730円
13cm 二ツ仕切皿

（13×8.7×2.2） 　　556902563

687-27-631　430円
11cm スープ碗

（11.3×5.5） 　　1168702763

687-26-631　370円
10cm スープ碗

（10×5） 　　1168702663

687-33-631　500円
トレー

（13.7×5.5×1.7） 　　556901663

687-34-631　1,700円
ポット（S）

（12.5×7.5・500cc） 　　556901163

687-35-631　2,300円
ポット（L）

（16×9・1000cc） 　　1168703563

687-25-631　770円
14cm めし丼（玉渕）

（14.1×7.2） 　　966903063

687-29-631　900円
20cm 三ツ仕切皿

（19.7×8.3×2.5） 　　556902663

687-36-631　300円
反千茶

（8×5.5・140cc） 　　556901263

687-30-631～
33-631

収納イメージ
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688 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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688-15-631　580円
20cm リム高台皿

（20×3.3） 　　865402363

688-11-631� 300円12cm リム高台皿（12×2.8） 　　865401963

688-12-631� 350円14cm リム高台皿（14×2.9） 　　865402063

688-13-631� 410円15cm リム高台皿（15×3.2） 　　865402163

688-14-631� 530円17.5cm リム高台皿（17.7×3） 　　865402263

688-2-631� 290円13cm 皿（12.7×2.2） 　　865400263

688-1-631� 280円10.5cm 皿（10.5×2.3） 　　865400163

688-3-631� 310円15cm 皿（14.9×2.3） 　　865400363

688-4-631� 330円16cm 皿（16.5×2.2） 　　865400463

688-6-631� 420円メタ玉 21cm 皿（21×2.4） 　　865400663

688-5-631� 410円メタ玉 19cm 皿（19×2.4） 　　865400563

688-7-631� 700円メタ玉 24cm 皿（24×2.6） 　　865400763

688-9-631� 1,100円メタ玉 28cm 皿（28×3.4） 　　865400963

688-8-631� 1,000円メタ玉 26cm 皿（25.8×2.8） 　　865400863

688-10-631� 3,000円メタ玉 32cm 皿（31.8×4.2） 　　865401063

688-16-631　630円
22cm リム高台皿

（22×3.6） 　　865402463

688-17-631　1,000円
24.5cm リム高台皿

（24.5×4.1） 　　865402563

688-18-631　1,500円
28cm リム高台皿

（28×4.3） 　　865402663

688-19-631　210円
9.2cm 深皿

（9.2×2.1） 　　865402763

688-20-631　230円
9.7cm 深皿

（9.7×2.4） 　　865402863

688-21-631　280円
10cm 深皿

（10×2.5） 　　865402963

688-23-631　310円
14cm 深皿

（14.2×3.1） 　　865403163

688-22-631　300円
13cm 深皿

（13.1×2.9） 　　865403063

688-24-631　400円
16cm 深皿

（16.2×3.4） 　　865403263

688-25-631　560円
21cm 深皿（21.3×3.8） 　　865403363

688-26-631　740円
24.5cm 深皿（24.7×4.6） 　　865403463

688-27-631　480円
22cm 丼受皿（21.8×3.8） 　　865403563

688-28-631　650円
24cm 丼受皿（24.2×4.6） 　　865403663

688-29-631　940円
丸高台 7.0 皿（22×6.8） 　　865403763

688-30-631　1,760円
丸高台 8.0 皿（24.2×7.2） 　　865403863

688-31-631　700円
切立 6.5 丼（19.6×7.2・910cc） 　　865403963

688-32-631　880円
切立 7.0 丼（21.5×7.5・1120cc） 　　865404063
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689中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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689-4-631　1,380円
メタ玉 10 吋プラター

（26.3×18.8×2.7） 　　865500463

689-10-631　1,380円
リム玉 10 吋プラター

（25.9×18.8×2.7） 　　865501063

689-14-631　730円
切立高台 6.5 丼

（19.8×8・990cc） 　　865501463

689-1-631� 820円
689-2-631� 930円
689-3-631� 1,100円

689-5-631　2,300円
メタ玉 12 吋プラター

（31.6×22.8×3.5） 　　865500563

689-11-631　2,300円
リム玉 12 吋プラター

（32×23.2×3.2） 　　865501163

689-15-631　890円
切立高台 7.0 丼

（21.7×8.7・1200cc） 　　865501563

689-6-631　4,200円
メタ玉 14 吋プラター

（37.5×28.2×2.9） 　　865500663

689-12-631　4,200円
リム玉 14 吋プラター

（37×27.5×2.7） 　　865501263

689-16-631　1,520円
切立高台 7.5 丼

（23.8×8.8・1500cc） 　　865501663

689-18-631　1,350円
9.0 ギョウザ皿

（22.8×16.6） 　　865503263

689-7-631　6,300円
メタ玉 16 吋プラター

（42.5×31×4.3） 　　865500763

689-13-631　6,300円
リム玉 16 吋プラター

（42.5×31×3.6） 　　865501363

689-17-631　1,750円
切立高台 8.0 丼

（25.2×9.6・1800cc） 　　865501763

689-19-631　1,150円
切立 7.5 浅丼

（23.5×6.3・1000cc） 　　865501863

689-8-631　　930円
リム玉 8 吋プラター（20.8×15.2×2.3） 　　865500863

689-9-631　1,100円
リム玉 9 吋プラター（23.2×17×2.6） 　　865500963

689-23-631� 380円玉 3.8 丼（11.5×4.5） 　　865502063

689-24-631� 400円玉 4.2 丼（13×5） 　　865502163

689-25-631� 420円玉 4.5 丼（13.8×5.6） 　　865502263

689-26-631� 580円玉 5.0 丼（16×6.4） 　　865502363

689-27-631� 750円玉 6.5 丼（19.6×8・1150cc） 　　865502463

689-28-631� 970円玉 6.8 丼（20.6×8.4・1400cc） 　　865502563

689-29-631� 1,690円玉 7.0 丼（21.8×7.9・1400cc） 　　865502663

689-30-631� 2,800円玉 8.0 丼（25.2×9.4・2300cc） 　　865502763

メタ玉 7.5 吋プラター（19.4×13.8×2.3） 　　865500163

メタ玉 8 吋プラター（21×15.2×2.2） 　　865500263

メタ玉 9 吋プラター（23.7×17×2.5） 　　865500363

689-20-631　1,370円
切立 8.0 浅丼

（24.2×7.9・1400cc） 　　865501963

689-21-631　820円
リム高台 6.5 丼

（19.7×8・1120cc） 　　865502863

689-22-631　880円
リム高台 7.0 丼

（21.2×8.3・1350cc） 　　865502963
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690 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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高台 7.0 丼
（21.5×8.6・1400cc） 　　865600163

690-38-631� 270円カギレンゲ L（15.6×5） 　　865604163

690-39-631� 270円レンゲ受台（9.4×5.6） 　　865604263

690-40-631� 450円呑水（13.2×12.5×4.4） 　　865604363

690-2-631　1,450円
高台 7.5 丼

（23×9・1850cc） 　　865600263

690-3-631　730円
新高台 6.5 丼

（19.6×7.7・1070cc） 　　865600363

690-4-631　840円
新高台 6.8 丼

（20.5×8.4・1250cc） 　　865600463

690-5-631　1,100円
新玉渕 7.0 丼

（22×8.8・1480cc） 　　865600563

690-6-631　400円
11cm 多用丼

（10.8×6.2・270cc） 　　865600663

690-7-631　500円
12cm 多用丼

（11.8×6.7・360cc） 　　865600763

690-8-631　550円
13cm 多用丼

（13.2×7.3・470cc） 　　865600863

690-9-631　650円
14cm 多用丼

（14.2×8.3・600cc） 　　865600963

690-10-631　720円
15cm 多用丼

（14.7×8.7・730cc） 　　865601063

690-11-631　800円
16.5cm 多用丼

（16.5×8.9・850cc） 　　865601163

690-12-631　460円
13cm 玉丼

（12.8×7.1・450cc） 　　865601363

690-13-631　550円
14cm 玉丼

（13.8×7.8・570cc） 　　865601463

690-14-631　650円
14.5cm 玉丼

（14.6×8.2・700cc） 　　865601563

690-15-631　820円
16.5cm 玉丼

（16.4×8.5・830cc） 　　865601663

690-16-631　1,100円
18cm 玉丼

（18.1×9.6・1200cc） 　　865601763

690-17-631　1,200円
19cm 玉丼

（19×9.7・1400cc） 　　865601863

690-18-631　340円
9cm ボール

（9.1×3.9） 　　865602163

690-19-631　370円
12cm ボール

（11.8×4.8） 　　865602263

690-20-631　430円
14cm ボール

（14×5.6） 　　865602363

690-21-631　770円
17cm ボール

（16.3×6.5） 　　865602463

690-22-631　360円
12cm ライス丼

（11.7×5.9・350cc） 　　865602563

690-23-631　520円
13cm ライス丼

（13×6.3・450cc） 　　865602663

690-24-631　530円
4.8 丸ライス碗（14.9×6.4） 　　865602763

690-25-631　460円
4.8 リムライス碗（14.9×6.4） 　　865602863

690-35-631　690円
八角高台皿

（18.8×4） 　　865603863

690-36-631　380円
ラーメンレンゲ（17.6×5.2） 　　865603963

690-37-631　220円
カギレンゲ S（14×4.7） 　　865604063

690-26-631� 380円3.8 丸碗（12.1×5.9） 　　865602963

690-27-631� 420円4.2 丸碗（13×6.2） 　　865603063

690-28-631� 450円4.5 丸碗（14.2×6.5） 　　865603163

690-29-631� 420円切立ライス碗（小）（13.1×6） 　　865603263

690-30-631� 470円切立ライス碗（中）（14×6.6） 　　865603363

690-31-631� 530円切立ライス碗（大）（15.1×7.2） 　　865603463

690-32-631� 340円反 3.6 碗（11.9×5.8） 　　865603563

690-33-631� 420円反 4.2 碗（13.3×6.5） 　　865603663

690-34-631� 510円反 4.8 碗（15×7.2） 　　865603763
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691中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

691-22-631� 390円タレ皿（10×2.3） 　　865702263

691-23-631� 420円5.0 フルーツ（13.1×2.6） 　　865702363

691-24-631� 430円5.5 フルーツ（14.2×3.1） 　　865702463

691-1-631　390円
5 吋プレート（12.5×1.9） 　　865700163

691-2-631　440円
6 吋プレート（15×2） 　　865700263

691-3-631　480円
BB プレート（16.3×2） 　　865700363

691-4-631　580円
7.5 吋プレート（19×2.2） 　　865700463

691-5-631　600円
8 吋プレート（21×2.3） 　　865700563

691-6-631　930円
9 吋プレート（23.4×2.4） 　　865700663

691-7-631　1,370円
10 吋プレート（25.6×2.5） 　　865700763

691-8-631　1,500円
11 吋プレート（27.8×3） 　　865700863

691-9-631　 1,100円
玉高台 6.5 丼（19.5×7.9・1150cc） 　　865700963

691-10-631　1,200円
玉高台 6.8 丼（20.6×8.6・1400cc） 　　865701063

691-11-631　1,300円
玉高台 7.0 丼

（21.8×8.8・1480cc） 　　865701163

691-12-631　1,050円
反高台 6.5 丼（19.6×7.5・1070cc） 　　865701263

691-13-631　1,200円
反高台 6.8 丼（20.6×8・1250cc） 　　865701363

691-14-631　1,270円
反高台 7.0 丼

（21.7×8.4・1400cc） 　　865701463

691-15-631　540円
玉 3.8 丼（11.2×4.4・230cc） 　　865701563

691-16-631　580円
玉 4.2 丼（12.9×5・320cc） 　　865701663

691-17-631　610円
玉 4.5 丼

（13.8×5.5・400cc） 　　865701763

691-18-631　830円
玉 5.0 丼

（16×6.4・650cc） 　　865701863

691-19-631　490円
反 3.6 碗

（11.9×5.8・260cc） 　　865701963

691-20-631　600円
反 4.2 碗

（13.3×6.5・370cc） 　　865702063

691-21-631　730円
反 4.8 碗

（15×7.2・570cc） 　　865702163

691-25-631　950円
フカヒレスープ皿

（24.4×5） 　　865702563

691-26-631　1,150円
丸高台 7.0 皿

（22×6.3） 　　865702663

691-27-631　950円
赤 8 吋受皿

（21.6×3.8） 　　865702763

※赤線無しはｐ692～693をご覧ください。

玄
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692 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

黒
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692-1-631　340円
13cm 皿（12.7×2.2） 　　865000163 692-7-631� 1,150円26cm メタ玉皿（25.8×2.8） 　　865000763

692-8-631� 1,260円28cm メタ玉皿（28×3.4） 　　865000863

692-9-631� 3,300円32cm メタ玉皿（31.8×4.2） 　　865000963
692-2-631　360円
15cm 皿（14.9×2.3） 　　865000263

692-3-631　380円
16cm 皿（16.5×2.2） 　　865000363

692-4-631　500円
19cm メタ玉皿（19×2.4） 　　865000463

692-5-631　530円
21cm メタ玉皿（21×2.4） 　　865000563

692-6-631　750円
24cm メタ玉皿（23.5×2.6） 　　865000663

692-10-631　
230円
9.2cm 深皿

（9.2×2.1） 　　865001063

692-11-631　
240円
9.7cm 深皿

（9.7×2.4） 　　865001163

692-12-631　
310円
10cm 深皿

（10×2.5） 　　865001263

692-13-631　
350円
13cm 深皿

（13.1×2.9） 　　865001363

692-14-631　
350円
14cm 深皿

（14.2×3.1） 　　865001463

692-15-631　
560円
21cm 深皿

（21.1×4.3） 　　865001563

692-16-631　
830円
24.5cm 深皿

（24.7×5.1） 　　865001663

692-17-631　850円
玉高台 6.5 丼

（19.6×8・1150cc） 　　865001763

692-18-631　1,000円
玉高台 6.8 丼

（20.6×8.4・1400cc） 　　865001863

692-19-631　1,100円
玉高台 7.0 丼

（22×8.9・1480cc） 　　865001963

692-20-631　3,100円
玉高台 8.0 丼

（25.2×9.4・2300cc） 　　865002063

692-21-631　480円
13.0cm 玉丼

（12.8×7.1・460cc） 　　865002163

692-22-631　570円
14.0cm 玉丼

（13.8×7.8・570cc） 　　865002263

692-23-631　690円
14.5cm 玉丼

（14.5×8.2・700cc） 　　865002363

692-24-631　870円
16.5cm 玉丼

（16.8×8.5・830cc） 　　865002463

692-25-631　1,200円
18cm 玉丼

（18.3×9.1・1200cc） 　　865002563

692-26-631　1,300円
19cm 玉丼

（19×9.7・1400cc） 　　865002663

692-27-631　430円
玉 3.8 丼

（11.5×4.5・230cc） 　　865002763

692-28-631　460円
玉 4.2 丼

（13×5・320cc） 　　865002863

692-29-631　490円
玉 4.5 丼

（13.8×5.6・400cc） 　　865002963

692-30-631　670円
玉 5.0 丼

（16×6.4・650cc） 　　865003063

692-31-631　980円
丸高台 7.0 皿

（22×6.3） 　　865003163



中華
オープン

693中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

黒
御
影

693-1-631　840円
新高台 6.5 丼

（19.6×7.7・1070cc） 　　865100163

693-2-631　960円
新高台 6.8 丼

（20.5×8.4・1250cc） 　　865100263

693-3-631　1,250円
切立 7.8 浅丼

（23.5×6.3・1000cc） 　　865100363

693-4-631　1,500円
切立 8.0 浅丼

（24.2×7.9・1400cc） 　　865100463

693-5-631　850円
切立高台 6.5 丼

（19.8×8・990cc） 　　865100563

693-6-631　1,050円
切立高台 7.0 丼

（21.7×8.8・1200cc） 　　865100663

693-7-631　1,650円
切立高台 7.5 丼

（23.8×8.8・1500cc） 　　865100763

693-8-631　1,850円
切立高台 8.0 丼

（25.2×9.6・1800cc） 　　865100863

693-9-631　390円
反 3.6 碗

（11.9×5.8・260cc） 　　865100963

693-10-631　490円
反 4.2 碗

（13.3×6.5・370cc） 　　865101063

693-11-631　580円
反 4.8 碗

（15×7.2・570cc） 　　865101163

693-12-631　1,030円
高台 7.0 丼

（21.5×8.6・1400cc） 　　865101263

693-13-631　520円
22cm 丼受皿

（21.8×3.8） 　　865101363

693-14-631　480円
切立ライス碗（小）

（13.1×6・300cc） 　　865101463

693-15-631　530円
切立ライス碗（中）

（14×6.6・390cc） 　　865101563

693-16-631　580円
切立ライス碗（大）

（15.1×7.2・490cc） 　　865101663

693-17-631　760円
八角高台皿

（18.8×4.0） 　　865101763

693-18-631　1,050円
メタ玉 8 吋プラター

（21×15.2×2.2） 　　865101963

693-19-631　1,270円
メタ玉 9 吋プラター

（23.7×17×2.5） 　　865102063

693-20-631　1,650円
メタ玉 10 吋プラター

（26.3×18.8×2.7） 　　865102163

693-21-631　1,550円
9.0 ギョウザ皿

（22.8×16.6） 　　865102263

693-22-631　480円
呑水

（13.2×12.5×4.4） 　　865101863

693-23-631　380円
9cm ボール

（9.1×3.9） 　　865102563

693-24-631　490円
ラーメンレンゲ

（17.6×5.2） 　　865102663

693-25-631　320円
カギレンゲ S

（14×4.7） 　　865102763

693-26-631　370円
カギレンゲ L

（15.6×5） 　　865102863

693-27-631　370円
レンゲ受台

（9.4×5.6） 　　865102963



694-1-311　340円
白 4.5 皿

（14.4×2.3） 　　659800131

694-2-311　370円
白 5.5 皿

（16.3×2.5） 　　659800231

694-3-311　460円
白 7.0 皿

（21.3×2.5） 　　659800331

694-4-311� 800円白 8.0 皿（24.8×3.3） 　　659800431

694-5-311� 1,200円白 9.0 皿（27.7×3.3） 　　659800531

694-6-311� 370円白 4.5 深皿（14.7×3.8） 　　659800631

694-7-311� 470円白 7.0 深皿（21.5×4） 　　659800731

694-8-311� 800円白 8.0 深皿（24.5×5） 　　659800831

694-9-311　420円
白 5.0 煮物鉢（16.7×5.2） 　　659800931

694-10-311� 740円白 6.5 反丼（20×7.8） 　　659801031

694-11-311� 860円白 6.8 反丼（20.5×8.6） 　　659801131

694-12-311� 920円白 7.0 反丼（21.5×9） 　　659801231

694-13-311� 420円白 4.0 深丼（12.7×6.3） 　　659801331

694-14-311� 560円白 4.5 深丼（13.6×7.8） 　　659801431

694-15-311� 700円白 5.0 深丼（15×8.3） 　　659801531

694-16-311� 740円白 5.5 深丼（16×8.7） 　　659801631

694-17-311� 950円白 6.0 深丼（18×9.3） 　　659801731

694-18-311� 1,100円白 6.3 深丼（18.8×10.2） 　　659801831

694-19-311　1,050円
白麺鉢（中）（22.3×7） 　　659801931

694-20-311　1,350円
白麺鉢（大）（24×6.8） 　　659802031

694-21-311　680円
白 5.0 鉢（16.5×6.6） 　　659802131

694-22-311　510円
白 4.5 鉢（14.2×6） 　　659802231

694-23-311　420円
白 4.2 鉢（13×4.5） 　　659802331

694-24-311　420円
白 3.8 鉢（11×6） 　　659802431

694-25-311　390円
黒耀 4.5 皿

（14.4×2.3） 　　659802531

694-26-311　420円
黒耀 5.5 皿

（16.3×2.5） 　　659802631

694-27-311　540円
黒耀 7.0 皿

（21.3×2.5） 　　659802731

694-28-311� 860円黒耀 8.0 皿（24.8×3.3） 　　659802831

694-29-311� 1,350円黒耀 9.0 皿（27.7×3.3） 　　659802931

694-30-311� 420円黒耀 4.5 深皿（14.7×3.8） 　　659803031

694-31-311� 550円黒耀 7.0 深皿（21.5×4） 　　659803131

694-32-311� 860円黒耀 8.0 深皿（24.5×5） 　　659803231

694-33-311　480円
黒耀 5.0 煮物鉢（16.7×5.2） 　　659803331

694-34-311� 830円黒耀 6.5 反丼（20×7.8） 　　659803431

694-35-311� 980円黒耀 6.8 反丼（20.5×8.6） 　　659803531

694-36-311� 1,050円黒耀 7.0 反丼（21.5×9） 　　659803631

694-39-311� 760円黒耀 5.0 深丼（15×8.3） 　　659803931

694-40-311� 820円黒耀 5.5 深丼（16×8.7） 　　659804031

694-41-311� 1,100円黒耀 6.0 深丼（18×9.3） 　　659804131

694-42-311� 1,260円黒耀 6.3 深丼（18.8×10.2） 　　659804231

694-43-311　1,200円
黒耀麺鉢（中）（22.3×7） 　　659804331

694-44-311　1,540円
黒耀麺鉢（大）（24×6.8） 　　659804431

694-45-311　820円
黒耀 5.0 鉢（16.5×6.6） 　　659804531

694-46-311　580円
黒耀 4.5 鉢（14.2×6） 　　659804631

694-47-311　480円
黒耀 4.2 鉢（13×4.5） 　　659804731

694-48-311　480円
黒耀 3.8 鉢（11×6） 　　659804831

694-37-311� 470円黒耀 4.0 深丼（12.7×6.3） 　　659803731

694-38-311� 630円黒耀 4.5 深丼（13.6×7.8） 　　659803831

中華
オープン

694 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）
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695中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

丼
三
昧

695-1-311　460円
白反 4.0 丼（12.8×7.5） 　　659200930

695-2-311　540円
白反 4.5 丼（13.8×8） 　　659300131

695-3-311　640円
白反 5.0 丼（15×8.5） 　　659300231

695-4-311　680円
白反 5.5 丼（16.4×8.6） 　　659300331

695-5-311　900円
白反 6.0 丼（17.6×9.5） 　　659300431

695-6-311　1,050円
白反 6.3 丼（18.8×9.8） 　　659300531

695-7-311　530円
黒耀反 4.0 丼（12.8×7.5） 　　659300631

695-8-311　620円
黒耀反 4.5 丼（13.8×8） 　　659300731

695-9-311　780円
黒耀反 5.0 丼（15×8.5） 　　659300831

695-10-311　820円
黒耀反 5.5 丼（16.4×8.6） 　　659300931

695-11-311　1,100円
黒耀反 6.0 丼（17.6×9.5） 　　659301031

695-12-311　1,210円
黒耀反 6.3 丼（18.8×9.8） 　　659301131

695-13-311　470円
白切立 4.0 丼（12.2×7） 　　659301231

695-14-311　520円
白切立 4.5 丼（13.7×7.8） 　　659301331

695-15-311　600円
白切立 5.0 丼（14.8×8.5） 　　659301431

695-16-311　680円
白切立 5.5 丼（16.6×8.6） 　　659301531

695-17-311　900円
白切立 6.0 丼（18×9.2） 　　659301631

695-18-311　1,050円
白切立 6.3 丼（18.8×10.2） 　　659301731

695-19-311　530円
黒耀切立 4.0 丼（12.2×7） 　　659301831

695-20-311　620円
黒耀切立 4.5 丼（13.7×7.8） 　　659301931

695-21-311　780円
黒耀切立 5.0 丼（14.8×8.5） 　　659302031

695-22-311　820円
黒耀切立 5.5 丼（16.6×8.6） 　　659302131

695-23-311　1,100円
黒耀切立 6.0 丼（18×9.2） 　　659302231

695-24-311　1,210円
黒耀切立 6.3 丼（18.8×10.2） 　　659302331

695-25-311　480円
白けずり 4.0 丼（12.8×7.5） 　　659302431

695-26-311　560円
白けずり 4.5 丼（13.8×8） 　　659302531

695-27-311　700円
白けずり 5.0 丼（15×8.5） 　　659302631

695-28-311　750円
白けずり 5.5 丼（16.4×8.6） 　　659302731

695-29-311　950円
白けずり 6.0 丼（17.6×9.5） 　　659302831

695-30-311　1,100円
白けずり 6.3 丼（18.8×9.8） 　　659302931

695-31-311　550円
黒耀けずり 4.0 丼（12.8×7.5） 　　659303031

695-32-311　640円
黒耀けずり 4.5 丼（13.8×8） 　　659303131

695-33-311　800円
黒耀けずり 5.0 丼（15×8.5） 　　659303231

695-34-311　860円
黒耀けずり 5.5 丼（16.4×8.6） 　　659303331

695-35-311　1,080円
黒耀けずり 6.0 丼（17.6×9.5） 　　659303431

695-36-311　1,210円
黒耀けずり 6.3 丼（18.8×9.8） 　　659303531



中華
オープン

696 中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

696-1-631　510円
12cm 高台深口丼

（12.2×6.6・370cc） 　　1169600163

696-2-631　560円
14cm 高台深口丼

（13.6×7.5・460cc） 　　1169600263

696-3-631　660円
15cm 高台深口丼

（14.6×8.2・560cc） 　　1169600363

696-4-631　750円
16cm 高台深口丼

（16.5×8.6・720cc） 　　1169600463

696-5-631　950円
18cm 高台深口丼

（18×9.6・950cc） 　　1169600563

696-6-631　1,100円
19cm 高台深口丼

（19.3×10.1・1150cc） 　　1169600663

696-7-631　800円
20cm 高台丼

（19.5×7.5・990cc） 　　1169600763

696-8-631　980円
21cm 高台丼

（21.4×9・1200cc） 　　1169600863

696-9-631　1,950円
25cm 高台丼

（25.2×9.5・1800cc） 　　1169600963

696-10-631　520円
飯碗

（14.1×6.4・390cc） 　　1169601063

696-11-631　1,050円
20cm ボール

（19.5×8・1100cc） 　　1169601163

696-12-631　1,150円
21cm ボール

（21.3×9・1400cc） 　　1169601263

696-13-631　1,950円
24cm ボール

（24.1×9.3・1920cc） 　　1169601363

696-14-631　520円
12cm 高台深口丼 黒耀

（12.2×6.6・370cc） 　　1169601463

696-15-631　650円
14cm 高台深口丼 黒耀

（13.6×7.5・460cc） 　　1169601563

696-16-631　800円
15cm 高台深口丼 黒耀

（14.6×8.2・560cc） 　　1169601663

696-17-631　860円
16cm 高台深口丼 黒耀

（16.5×8.6・720cc） 　　1169601763

696-18-631　1,100円
18cm 高台深口丼 黒耀

（18×9.6・950cc） 　　1169601863

696-19-631　1,270円
19cm 高台深口丼 黒耀

（19.3×10.1・1150cc） 　　1169601963

696-20-631　920円
20cm 高台丼 黒耀

（19.5×7.5・990cc） 　　1169602063

696-21-631　1,120円
21cm 高台丼 黒耀

（21.4×9・1200cc） 　　1169602163

696-22-631　2,160円
25cm 高台丼 黒耀

（25.2×9.5・1800cc） 　　1169602263

696-23-631　570円
飯碗 黒耀

（14.1×6.4・390cc） 　　1169602363

696-24-631　1,130円
20cm ボール 黒耀

（19.5×8・1100cc） 　　1169602463

696-25-631　1,250円
21cm ボール 黒耀

（21.3×9・1400cc） 　　1169602563

696-26-631　2,150円
24cm ボール 黒耀

（24.1×9.3・1920cc） 　　1169602663

ぺ
ト
ラ
丼
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697中華オープン
Chinese Tableware （Open Stock）

黒
柚
子
中
華

697-1-561　1,500円
7.5 皿（23.7×3.4） 　　556000156

697-2-561　2,900円
9.0 皿（28.5×3.7） 　　556000256

697-3-561　4,200円
尺皿（30.8×4.1） 　　556000356

697-4-561� 480円4.0 皿（12.9×2.2） 　　556000656

697-5-561� 600円4.5 皿（15×2.2） 　　556000756

697-6-561� 750円5.5 皿（18×2.6） 　　556000456

697-7-561� 1,100円6.5 皿（21×3.1） 　　556000556

697-8-561　1,100円
8 吋プラター（21×14.6×2.6） 　　556000856

697-9-561　1,300円
9 吋プラター（23.5×17×2.6） 　　556000956

697-10-561　1,500円
10 吋プラター（26×19×2.9） 　　556001056

697-11-561　2,900円
12 吋プラター（31.6×22.4×3） 　　556001156

697-12-561　1,300円
十角 7.5 皿（23×3） 　　556001256

697-13-561　1,400円
八角多用皿（24×15.5×2.8） 　　556001356

697-14-561　600円
3.6 スープ碗（11.7×5.2） 　　556001456

697-15-561� 800円4.8 ライス碗（15×6.2） 　　556001556

697-16-561� 450円3.0 皿（9.5×2.4） 　　556001656
697-17-561　750円
砂目型レンゲ（17.8×4.5×3.9） 　　556001756

697-18-561� 1,100円6.0 玉丼（18.3×6.7） 　　556001856

697-19-561� 1,600円7.0 玉丼（21.3×8） 　　556001956
697-20-561　1,400円
6.8 高台丼（21.2×8.7） 　　556002056

697-21-561　1,200円
6.3 高台丼（18.5×7.8） 　　556002156

697-22-561　1,300円
八角シュウマイ（18.3×18.3×4.3） 　　556002256

697-23-561� 1,800円八角 6.3 丼（19×9.7） 　　556002356

697-24-561� 2,500円八角 7.0 丼（22×11.4） 　　556002456
697-25-561　850円
八角 4.8 飯碗（14.6×7.5） 　　556002556

697-26-561� 1,800円鳴門 6.5 反丼（20×8.9） 　　556002656

697-27-561� 2,000円鳴門 7.0 反丼（21.5×9.5） 　　556002756

697-28-561� 2,000円六兵衛 7.0 丼（22.5×8.8） 　　556002856

697-29-561� 2,600円六兵衛 8.0 丼（25×9.4） 　　556002956
697-30-561　850円
六兵衛 4.8 飯碗（15×7） 　　556003056



698-101-351　2,380円
天目金彩竜リム7.0丼

（21.5×7.7・1120cc） 　　560220435

698-102-351　2,500円
天目金彩竜6.8反高台丼

（21×8.3・1300cc） 　　560220335

698-103-351　2,150円
天目金彩竜6.8切立丼

（20.3×7.6・940cc） 　　866650235

698-104-351　1,800円
天目金彩竜6.3切立丼

（19.5×6.8・900cc） 　　560220135

698-201-331　2,150円
雲竜黒耀削り7.0丼

（21.6×8.5・1300cc） 　　660420233

698-202-331　2,000円
雲竜白釉削り7.0丼

（21.6×8.5・1300cc） 　　660420133

698-203-331　2,350円
雲海黒耀19cm深ボール

（19×10.2・1200cc） 　　1169820333

698-204-331　2,250円
雲海白釉19cm深ボール

（19×10.2・1200cc） 　　1169820433

698-301-331　2,200円
雲海黒御影切立高台7.0丼

（21.3×8.2・900cc） 　　1169830133

698-302-331　2,000円
雲海白釉切立高台7.0丼

（21.3×8.2・900cc） 　　1169830233

698-303-331　1,950円
雲竜白釉7.0反丼

（21×8・900cc） 　　866030433

698-304-331　1,950円
雲竜黒マット7.0反丼

（21×8・900cc） 　　660430133

698-401-331　2,200円
雲竜黒耀深口切立6.3丼

（19×10.4・1200cc） 　　660430333

698-402-331　2,000円
雲竜白釉深口切立6.3丼

（19×10.4・1200cc） 　　660430433

698-403-331　2,000円
赤雲竜21cmめん皿

（21×5.3） 　　1169840333

698-404-331　2,000円
グレー雲竜21cmめん皿

（21×5.3） 　　1169840433

698-501-331　1,300円
赤雲竜13cmボール

（13×7.2・500cc） 　　1169850133

698-502-331　700円
雲竜レンゲ（赤柄）

（14.5×4.8） 　　762440333

698-503-331　1,300円
グレー雲竜13cmボール

（13×7.2・500cc） 　　1169850333

698-504-331　700円
雲竜レンゲ（グレー柄）

（14.5×4.8） 　　762450333
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698 中華単品
Chinese-style Tableware



699-101-611　1,600円
唐彩7.0高台丼（21.3×7.8・1270cc） 　　969310161

699-102-611　1,300円
唐彩6.5高台丼（19.5×7.6・1100cc） 　　969310261

699-103-611　2,000円
唐彩6.5玉丼（19.5×7.2・1100cc） 　　969310361

699-104-611　1,500円
唐彩5.0玉丼（15.5×6・550cc） 　　969310461

699-105-611　1,500円
唐彩7.0丸高台皿

（21×5.3） 　　969310661

699-106-611　1,600円
唐彩八角高台皿

（19.4×4.5） 　　969310561

699-107-611　620円
唐彩レンゲ

（4.5×14.5×4.3） 　　969310761

699-201-261　6,800円
三色牡丹8.0玉丼（25.5×9.5・2380cc） 　　865820326

699-202-261　4,300円
三色牡丹7.0玉丼（22×8.7・1560cc） 　　865820426

699-203-261　3,000円
三色牡丹6.5玉丼（19.6×7.5・1150cc） 　　865820526

699-204-261　2,600円
三色牡丹反高台7.0丼（21.5×8.5・1400cc） 　　865820126

699-205-261　2,300円
三色牡丹反高台6.5丼（20.3×8.3・1200cc） 　　865820226

699-206-261　2,250円
三色牡丹7.0高台皿

（21.3×5.9） 　　865820726

699-207-261　2,250円
三色牡丹6.5八角高台皿

（19.5×4.5） 　　865820626

699-301-251　2,100円
粉引ライン反6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　560240525

699-302-251　3,300円
粉引ライン玉渕7.0丼

（21.5×8・1400cc） 　　560240625

699-303-251　1,750円
粉引ライン7.0丸高台皿

（22×6.3） 　　560240425

699-304-251　1,100円
粉引ライン4.8ライス

（15×6.5・360cc） 　　560240325

699-305-251　700円
粉引ライン3.6スープ碗

（11.8×5.5・250cc） 　　560240225

699-306-251　550円
粉引ライン3.0丸皿

（10×2） 　　560240125

699-401-251　3,200円
ブルーマーブル7.0反高台丼

（21.3×8.8・1300cc） 　　560230425

699-402-251　4,500円
ブルーマーブル7.0玉丼

（21.5×8・1400cc） 　　560230525

699-403-251　1,550円
ブルーマーブル4.8ライス

（15×6.2・360cc） 　　560230325

699-404-251　1,100円
ブルーマーブル3.6スープ

（11.8×5.5・250cc） 　　560230225

699-405-251　800円
ブルーマーブル3.0皿

（10×1） 　　560230125

699-501-261　1,050円
赤刷毛7.0切立丼（21.5×7.3・1090cc） 　　865930326

699-502-261　 800円
赤刷毛6.5切立丼（19.5×6.5・830cc） 　　865930426

699-503-261　1,650円
赤刷毛7.0反高台丼

（21.4×8.7・1320cc） 　　865930126

699-505-261　680円
赤刷毛多用碗

（12.8×7・560cc） 　　865930526

699-504-261　1,300円
赤刷毛6.8反高台丼

（20.3×8.5・1230cc） 　　865930226
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699中華単品
Chinese-style Tableware



700-101-611　2,000円
あかつき渦6.0丼（18.3×11.3・1300cc） 　　969510461

700-102-611　1,700円
あかつき渦5.0丼（16.5×9.5・750cc） 　　969510561

700-103-611　2,000円
あけぼの渦6.0丼（18.3×11.3・1300cc） 　　969510661

700-104-611　1,700円
あけぼの渦5.0丼（16.5×9.5・750cc） 　　969510761

700-105-611　2,600円
あかつき八角7.0丼（21.8×11・1700cc） 　　969510161

700-106-611　2,000円
あかつき八角6.3丼（19.5×10・1160cc） 　　969510261

700-107-611　2,600円
あけぼの八角7.0丼（21.8×11・1700cc） 　　969510361

700-108-611　2,000円
あけぼの八角6.3丼（19.5×9.7・1160cc） 　　1069410461

700-201-031　2,000円
白八角7.0丼（22×11.4・1700cc） 　　1170020103

700-202-031　1,800円
白八角6.3丼（19×9.7・1160cc） 　　1170020203

700-203-031　2,000円
黒海流6.5薄筋高ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1170020303

700-204-031　2,000円
白海流6.5薄筋高ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1170020403

700-205-611　2,860円
白ブリーズ ボールL（21.7×7×10.7・1600cc） 　　969530361

700-206-611　1,980円
白ブリーズ ボールM（20×7.9・950cc） 　　969530461

700-301-261　1,700円
金雷門切立6.8丼（20.5×7.5・900cc） 　　865840426

700-302-261　1,500円
金雷門切立6.3丼（19.7×6.5・920cc） 　　865840526

700-303-261　2,150円
金雷門反高台6.8丼

（21.2×8.5・1350cc） 　　865840126

700-304-261　1,800円
金雷門反高台6.5丼

（20.1×8.3・1260cc） 　　865840226

700-305-081　2,100円
白20.5cm麺ボール

（20.5×8・1000cc） 　　969520208

700-401-261　5,700円 
スーパーチャイナ華清（絵付）7.0寸玉丼（21.2×7.8・1350cc） 　　865810326

700-402-261　4,200円 
スーパーチャイナ華清（絵付）6.5寸玉丼（19.3×7.2・1050cc） 　　865810426

700-403-261　3,250円 
スーパーチャイナ華清（絵付）5.0寸玉丼（15.6×6.2・570cc） 　　865810526

700-404-261　4,200円
スーパーチャイナ華清（絵付）7.0寸反高台丼

（20.9×8.5・1250cc） 　　865810126

700-405-261　3,150円
スーパーチャイナ華清（絵付）6.5寸反高台丼

（19.5×8・1150cc） 　　865810226

700-406-261　3,550円
スーパーチャイナ華清（絵付）7.0寸丸高台皿

（20.8×5.7） 　　865810726

700-407-081　3,000円
赤20.5cm麺ボール

（20.5×8・1000cc） 　　969520108

700-501-011　2,200円
黒 麺丼

（22.3×9・1400cc） 　　866140301

700-502-011　2,000円
白 麺丼

（22.3×9・1400cc） 　　866140401

700-503-011　1,900円
黒 桂林丼小

（20.5×8.7・1100cc） 　　969520301

700-504-011　1,800円
白 桂林丼小

（20.5×8.7・1100cc） 　　969520401
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701-101-261　5,200円
手描き唐草6.8丼

（19.8×7.5・1280cc） 　　969550326

701-102-261　4,000円
黄交趾6.8ラーメン丼

（20×7.5・1260cc） 　　866130326

701-103-261　5,200円
乳白7.5ラーメン丼（22.3×8・2650cc） 　　866110726

701-104-261　4,200円
乳白6.8ラーメン丼（20.2×7.7・1260cc） 　　866110826

701-105-251　2,750円
黄河三方掛7.0寸富士型丼

（23×22.5×7・1250cc） 　　762710125

701-201-611　2,000円
わび紺ねず6.5千段高ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1069520561

701-202-611　2,200円
千段 朱 6.5ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1069530161

701-203-081　2,100円
錆粉引切立ラーメン

（20×10・1200cc） 　　969650108

701-204-081　2,700円
根来切立ラーメン

（20×10・1200cc） 　　969650208

701-301-331　2,000円
結晶天目7.0麺丼

（20.5×8.3・1200cc） 　　969540233

701-302-081　1,900円
黒切立ラーメン

（20×10・1200cc） 　　969650308

701-303-411　1,200円
手びねり6.3丼 粉引

（19.7×10.2・950cc） 　　969750141

701-304-411　1,200円
手びねり6.3丼 織部

（19.7×10.2・950cc） 　　969750241

701-401-611　1,200円
あかつき渦小丼

（14×9・600cc） 　　969550161

701-402-611　1,200円
あけぼの渦小丼

（14×9・600cc） 　　969550261

701-403-631　1,700円
高台7.0丼（赤）

（21.4×8.6・1400cc） 　　865940463

701-404-081　2,700円
赤釉6.5反高台丼

（20×8.2・1200cc） 　　660320308

701-501-411　1,280円
中華黒6.8ラーメン丼

（21.5×9・1100cc） 　　1170150141

701-502-341　1,500円
白ケズリ6.0丼（18.3×10・1200cc） 　　866150334

701-503-341　1,300円
白ケズリ5.5丼（16.5×9・850cc） 　　866150434

701-504-311　1,060円
黒耀けずり7.0丼（21.5×8.6・1350cc） 　　762630531

701-505-311　 980円
黒耀けずり6.8丼（20.7×8.3・1150cc） 　　762630631

701-506-311　950円
白けずり7.0丼（21.5×8.6・1350cc） 　　762640531

701-507-311　850円
白けずり6.8丼（20.7×8.3・1150cc） 　　762640631
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日本製日本製

702-101-601　2,240円
たこ唐草7.0反り高台丼（21.6×8.4・1200cc） 　　560050160

702-102-601　2,020円
たこ唐草6.5反り高台丼（20.2×8・1050cc） 　　560050260

702-103-601　2,280円
たこ唐草（赤）7.0反り高台丼（21.6×8.4・1200cc） 　　969630160

702-104-601　2,060円
たこ唐草（赤）6.5反り高台丼（20.2×8・1050cc） 　　969630260

702-105-261　2,700円
鳳凰S7.0反高台丼（21.9×8.4・1200cc） 　　865910126

702-106-261　2,500円
鳳凰S6.5反高台丼（20.5×8・1060cc） 　　865910226

702-107-261　2,300円
鳳凰S6.8丸丼（20.8×6.6・980cc） 　　865910326

702-108-261　1,900円
鳳凰S6.5丸丼（19.5×7・900cc） 　　865910426

702-201-311　1,700円
波唐草6.8高台丼（21.2×8.7・1360cc） 　　559802762

702-202-311　1,400円
波唐草6.3高台丼（18.5×7.8・1000cc） 　　559802662

702-203-341　1,500円
オリエント6.8高台丼（21.2×8.3・1400cc） 　　866130534

702-204-341　1,300円
オリエント6.3高台丼（18.5×7.8・950cc） 　　866130634

702-205-341　1,500円
青海梅6.8高台丼（21.2×8.3・1400cc） 　　866120734

702-206-341　1,300円
青海梅6.3高台丼（18.5×7.8・950cc） 　　866120834

702-207-571　900円
龍紋6.8ラーメン（20.5×8・1300cc） 　　866130157

702-208-571　760円
龍紋6.3ラーメン（19×7.4・900cc） 　　866130257

702-301-331　2,350円
おどり竜7.0反高台丼

（21.7×8.5・1200cc） 　　866140133

702-302-331　1,850円
おどり竜6.8丸丼

（20.7×6.8・1000cc） 　　866150133

702-303-331　2,150円
おどり竜6.5反高台丼

（20.2×8・1000cc） 　　866140233

702-304-331　1,600円
おどり竜6.5丸丼

（19.5×7・900cc） 　　866150233

702-401-411　1,280円
美濃古紋6.8ラーメン（21.5×9・1100cc） 　　1170240141

702-402-411　 960円
美濃古紋6.3ラーメン（19.5×7.2・800cc） 　　1170240241

702-403-521　1,050円
菊唐草6.8ラーメン丼（20.7×8・1300cc） 　　660430552

702-404-521　 800円
菊唐草6.3ラーメン丼（19×7・800cc） 　　660430652

702-405-411　1,280円
中華黒壽6.8ラーメン

（21.5×9・1100cc） 　　1069650141

陶

702-406-411　1,200円
中華青壽6.8ラーメン

（21.5×9・1100cc） 　　1069650241

702-501-011　950円
藍染牡丹68ラーメン丼（20.5×8・1200cc） 　　1069640101

702-502-011　710円
藍染牡丹63ラーメン丼（19×7.5・950cc） 　　1069640201

702-503-011　950円
銀彩花言葉68ラーメン丼 白（20.5×8・1200cc） 　　1069640701

702-504-011　710円
銀彩花言葉63ラーメン丼 白（19×7.5・950cc） 　　1069640801

702-505-011　950円
銀彩花言葉68ラーメン丼 黒

（20.5×8・1200cc） 　　1069640301

702-506-011　950円
侍68ラーメン丼

（φ20.5×8） 　　1170250601
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703-101-251　1,950円
錆天目高台6.8丼

（20.3×8.3・1300cc） 　　762710425

703-102-311　1,500円
海流7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　560040431

703-103-311　1,500円
黒海7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　969710431

703-104-311　1,500円
白檀（びゃくだん）7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　969710331

703-201-351　1,300円
中華雲龍6.8ラーメン（21.5×9・1300㏄） 　　1069820735

703-202-351　 980円
中華雲龍6.3ラーメン（19.5×7.2・1000㏄） 　　1069820835

703-203-541　1,200円
青海波6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069730154

703-204-311　1,500円
黒檀（こくたん）7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　560040131

703-205-311　1,500円
水墨7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　560040231

703-301-351　1,250円
油滴結晶6.8ラーメン（21.5×9・1450cc） 　　762730535

703-302-351　 890円
油滴結晶6.3ラーメン（19.5×7.2・1000cc） 　　762730635

703-303-351　1,250円
鉄赤流し白萩6.8ラーメン（21.5×9・1450cc） 　　762730335

703-304-351　 890円
鉄赤流し白萩6.3ラーメン（19.5×7.2・1000cc） 　　762730435

703-305-351　1,250円
鉄赤流し砂目黒6.8ラーメン（21.5×9・1450cc） 　　762740135

703-306-351　 890円
鉄赤流し砂目黒6.3ラーメン（19.5×7.2・1000cc） 　　762740235

703-307-541　1,150円
ワサビ6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069740154

703-401-541　1,150円
明世荒刷毛6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　969730154

703-402-541　1,150円
雪志野6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069730354

703-403-541　1,150円
砂地藍流し6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069740254

703-404-541　1,150円
十六夜6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　560050654

703-501-521　1,220円
月の輪6.5水輪めん丼

（φ19.8×9・1260cc） 　　1069750152

703-502-521　1,220円
ハケメ白雪6.5水輪めん丼

（19.8×9・1260cc） 　　969750352

703-503-311　1,100円
備長しのぎ6.3ラーメン丼

（19.7×7.8） 　　1069740411

703-504-311　1,100円
青刷毛目しのぎ6.3ラーメン丼

（19.7×7.8） 　　1069740311
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704-101-311　3,380円
高級うるし天目リム8.5反丼（26×9.4・2050cc） 　　866310631

704-102-311　1,550円
高級うるし天目リム7.0反丼（21.7×7.8・1150cc） 　　866310731

704-103-311　1,280円
高級うるし天目リム6.5反丼（19.4×7.4・950cc） 　　866310831

704-104-311　1,550円
高級うるし天目6.8丼

（21×8.6・1280cc） 　　866330231

704-105-261　1,500円
柚子天目反高台7.0丼（21.2×8.5・1300cc） 　　866310226

704-106-261　1,300円
柚子天目反高台6.8丼（20.2×8.3・1200cc） 　　866310326

704-107-261　1,300円
青磁7.0反高台丼（21.5×9・1320cc） 　　866310426

704-108-261　1,100円
青磁6.5反高台丼（20×8・1200cc） 　　866310526

704-201-601　1,800円
青華ホタル6.8反高台丼

（21×8.5・1350cc） 　　560130360

704-202-401　1,370円
翔陽ラーメン鉢

（19.7×9・1100cc） 　　969750440

704-203-521　2,100円
月の輪8.0深鉢

（24×7.6・1550cc） 　　660340252

704-204-521　2,100円
ハケメ白雪8.0深鉢

（24×7.6・1550cc） 　　660340152

704-301-521　1,050円
十草うさぎ6.8ラーメン丼

（φ20.8×8・1300cc） 　　762920652

704-302-571　900円
鳳凰6.8ラーメン丼

（20.5×8・1300cc） 　　560130157

704-303-401　690円
黒ドット深口ラーメン丼

（18×9・1100cc） 　　1069830240

704-304-401　690円
白ドット深口ラーメン丼

（18×9・1100cc） 　　1069830140

704-401-011　950円
めで鯛68ラーメン丼 赤（20.5×8・1200cc） 　　1069850701

704-402-011　710円
めで鯛63ラーメン丼 赤（19×7.5・950cc） 　　1069850801

704-403-011　950円
めで鯛68ラーメン丼 青（20.5×8・1200cc） 　　1069850501

704-404-011　710円
めで鯛63ラーメン丼 青（19×7.5・950cc） 　　1069850601

704-405-011　950円
歌舞伎68ラーメン丼（20.5×8・1200cc） 　　1069850101

704-406-011　710円
歌舞伎63ラーメン丼（19×7.5・950cc） 　　1069850201

704-407-011　950円
忍者68ラーメン 黒（20.5×8・1200cc） 　　1069850301

704-408-011　710円
忍者63ラーメン 黒（19×7.5・950cc） 　　1069850401

704-501-011　950円
トンボ68ラーメン丼（20.5×8・1200cc） 　　1069840101

704-502-011　710円
トンボ63ラーメン丼（19×7.5・950cc） 　　1069840201

704-503-011　950円
ドラゴン68ラーメン丼 紺（20.5×8・1200cc） 　　1069840701

704-504-011　710円
ドラゴン63ラーメン丼 紺（19×7.5・950cc） 　　1069840801

704-505-011　950円
ドラゴン68ラーメン丼 黒（20.5×8・1200cc） 　　1069840501

704-506-011　710円
ドラゴン63ラーメン丼 黒（19×7.5・950cc） 　　1069840601

704-507-011　950円
ドラゴン68ラーメン丼 赤（20.5×8・1200cc） 　　1069840301

704-508-011　710円
ドラゴン63ラーメン丼 赤（19×7.5・950cc） 　　1069840401

中華単品 φ
高さ cm容量 cc
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705-101-311　1,490円
黒巻赤帯切立深口6.3丼

（18.8×10.2・1200cc） 　　660410431

705-102-311　1,490円
朱巻黒帯切立深口6.3丼

（18.8×10.2・1200cc） 　　660310331

705-103-611　1,270円
三ツ龍6.8高台丼

（21.3×8.6・1350cc） 　　762840561

705-104-611　1,000円
見込ホーオー6.3切立丼

（19.2×7・900cc） 　　762860261

705-201-611　1,580円
（手描）あかつき7.0高台丼
（21.6×8.5・1350cc） 　　660420561

705-202-611　1,580円
（手描）あかつき7.0切立丼（21.4×7.5・1200cc） 　　660420361

705-203-611　1,350円
（手描）あかつき6.5切立丼（19.4×7・900cc） 　　660420461

705-204-611　1,270円
北京6.8高台丼

（21.3×8.6・1350cc） 　　762840461

705-205-611　1,030円
北京6.3切立丼

（19.2×7・900cc） 　　762860161

705-301-471　1,800円
赤ハケメ花万暦6.3切立丼

（19.2×7） 　　1069930547

705-302-331　1,950円
天竜6.8高台丼

（21.3×8.5・1300cc） 　　866420133

705-303-611　1,380円
6.8高台丼青竜（21.5×8.4・1350cc） 　　560120361

705-304-611　1,300円
6.5高台丼青竜（20×8.5・1200cc） 　　560120461

705-305-611　1,030円
青竜6.3切立丼

（19.2×7・900cc） 　　1069950161

705-401-411　1,040円
軽量麺鉢 古染彩華

（19.8×8.6・1000cc） 　　970020241

705-402-411　1,040円
軽量麺鉢 古染立花

（19.8×8.6・1000cc） 　　970020341

705-403-351　980円
藍小花6.8めん鉢

（20.2×7.5・1350cc） 　　1070050235

705-404-011　710円
彩の花63ラーメン丼

（19×7.5・800cc） 　　1070040301

705-501-521　850円
内外京十草青6.3ラーメン丼

（φ19.2×7.2） 　　1070040252

705-502-521　1,060円
土岐唐草青6.3ラーメン丼

（φ19.2×7.2） 　　1070040152

705-503-011　710円
千年桜63ラーメン丼 赤

（19×7.5・950cc） 　　1070040401

705-504-411　630円
黒刷毛目6.3ラーメン丼

（19.5×7.5・450cc） 　　1170550441
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706-101-411　630円
紺吹き6.3ラーメン丼

（19.5×7.5・450cc） 　　1170610141

706-102-411　630円
こげ茶白吹き6.3ラーメン丼

（19.5×7.5・450cc） 　　1170610241

706-103-511　700円
京天目6.3ラーメン丼

（19.5×6.7） 　　1170610351

706-104-791　900円
電車ラーメン

（φ16×7・500cc） 　　970150346

706-201-601　870円
ホーオー八角シューマイ皿

（19.5×19×3.5） 　　560160160

706-202-261　2,200円
青磁8.0丸高台皿

（24×7.3） 　　970050326

706-203-261　14,500円
吉祥鳳丸11.0皿（34×4.3） 　　865850626

706-204-261　 9,000円
吉祥鳳丸10.0皿（31.5×4） 　　865850726

706-302-081　780円
うるし天目3.6スープ

（11.8×5.5） 　　1070150608

706-303-251　5,000円
天目アベック丼

（26×15.5×8・600cc×2） 　　560361125

706-304-251　5,000円
白磁アベック丼

（26×15.5×8・600cc×2） 　　560360925

706-401-511　700円
白砂6.3ラーメン丼

（19.5×6.7） 　　1170640151

706-402-311　800円
白切立6.3丼

（19.7×6.8） 　　1170640231

706-403-311　900円
白切立6.8丼

（20.3×7.6） 　　1170640331

706-404-561　600円
6寸高台丼

（18.3×6.7） 　　1170640456

706-501-611　1,100円
UW中華手無フカヒレ身（11.7×5） 　　560310561

706-502-611　 640円
UW中華手無フカヒレフタ（11×3.5・200cc） 　　560310461

706-503-611　 640円
UW中華手無フカヒレ受皿（15.2×2.3） 　　560310661

706-504-611　1,300円
UW中華手付フカヒレ身（13.5×11.9×5.4） 　　560310261

706-505-611　 710円
UW中華手付フカヒレフタ（12.4×4・200cc） 　　560310161

706-506-611　 640円
UW中華手付フカヒレ受皿（15.2×2.3） 　　560310361

706-507-081　 980円
フカヒレ（フタ）（11×5） 　　866710808

706-508-081　1,600円
フカヒレスープカップ（12.5×10.6×5.5・275cc） 　　866710708

706-509-611　600円
軽量玉渕8吋スープ

（21×3.5） 　　1170650961

706-301-081　1,100円
うるし天目4.8ライス丼

（15×6.2） 　　1070150508
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707-101-081　500円
白4.0ライス

（12.1×5.5） 　　1170710108

707-102-081　550円
白4.5ライス

（13.5×6） 　　1170710208

707-201-081　900円
白5.0玉渕丼

（15.7×6.5） 　　1170720108

707-202-081　1,300円
白6.0玉渕丼

（18.5×6.8） 　　1170720208

707-301-311　2,500円 白リム8.0丼（24.5×8.4・1770cc） 　　560350631

707-302-311　1,100円 白リム7.0丼（21.5×7.5・1075cc） 　　560350531

707-303-311　1,800円 白リム7.5高台丼（23.2×9.2・1600cc） 　　560350731

707-304-311　1,100円 白6.8反高台丼（21.2×8.7・1350cc） 　　560340531

707-305-311　 900円 白5.8反高台丼（17.6×7.2・770cc） 　　560340431

707-306-311　 700円 白5.0反高台丼（15.7×6.5・585cc） 　　560340331

707-401-311　600円
白南京丼

（12×6） 　　560320231

707-402-311　1,050円
白丸菓子碗

（12.8×7.2） 　　560320131

707-403-311　490円
白厚口3.4スープ碗

（10.8×5.2） 　　560320731

707-404-311　520円
白厚口3.6スープ碗

（11.8×5.5） 　　560320631

707-405-311　620円
白厚口4.0スープ碗

（12.5×6.2） 　　560320531

707-501-311　440円
白りん千茶

（7.4×5.5・125cc） 　　560330131

707-502-311　440円
白2号反千茶

（9.4×5.7・175cc） 　　560330231

707-503-311　640円
白カラシ入

（6.5×4） 　　560330831

707-506-061　280円
腰丸切立湯呑 大

（6.5×9.1・200cc） 　　660730906

707-507-061　250円
腰丸切立湯呑 小

（6.2×8.5・170cc） 　　660731006

707-504-311　280円
辛子スプーン（小）

（6.4×1.2） 　　1070130431

707-505-311　430円
白切立楊枝立

（3.4×4.5） 　　560330731
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有田焼
オープン

708 有田焼オープン
Open Stock Arita Ware

安
楽
窯

土鍋以外は直火使用不可です。

708-16-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����2,600円丸二品薬味入（16.5×8.5×3.5）�　　564302790

708-15-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����2,600円竹型ニ品薬味入（14.5×9×3.5）�　　564302490708-3-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��28,000円
蓋13,400円�身14,600円�　　

11.0蓋付陶板（35.5×33.5×12）　564301990

708-5-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�����4,150円
蓋1,900円�身2,250円�　　

5.5土鍋（19×17×9）　564300690

708-4-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��27,500円
蓋12,350円�身15,150円�　　

11.0土鍋（36.5×33×16.5）　564300190

708-1-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�����3,700円骨入（小）（12.5×9.5）�　　564301290

708-2-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����4,950円ポンズ入（小）（400cc）�　　564301390 708-14-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����1,650円手付呑水（小）（12.5×5）�　　564302590

708-6-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����3,800円
コンロ2,250円�火皿850円�台皿700円�　　

コンロセット（14×8.8）　564301590

708-13-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����2,400円
レンゲ1,200円�丸台皿1,200円�　　

丸台付レンゲ（小）（15×5）　564302890

708-12-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��12,800円
蓋5,400円�身7,400円�　　

8.0土鍋（26.5×24×13）　564300490

708-11-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����5,450円
蓋2,250円�身3,200円�　　

6.5土鍋（20.7×19×9.7）　564300590

708-10-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����5,300円
蓋2,750円�身2,550円�　　

6.5蓋付陶板（20.5×18.5×8）　564302190

708-9-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��23,650円
蓋10,650円�身13,000円�　　

10.0土鍋（34×30×15.5）　564300290

708-8-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��17,350円
蓋7,700円�身9,650円�　　

9.0土鍋（29×27×14）　564300390

708-7-901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��18,100円
蓋8,450円�身9,650円�　　

9.0蓋付陶板（30.5×28.5×10）　564302090

708-1-901 708-2-901
708-3-901
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萬古焼
オープン

709萬古焼オープン
Open Stock Banko Ware

銀
峯
花
三
島
直火

菊
花
直火

陶

709-1-841  ����������17,000円
11.0深鍋（37.5×34×19） 　　563400484

709-2-841  ����������10,000円
10.0深鍋（33.5×30.5×17） 　　563400384

709-3-841  ����������� 7,100円
9.0深鍋（30.5×27.5×16） 　　563400884

709-4-841  ����������� 5,300円
8.0深鍋（27.5×25×14） 　　563400784

709-5-841  ����������� 4,200円
7.0深鍋（24×21.5×12.5） 　　563401384

709-6-841  ����������� 2,700円
6.0深鍋（20.5×18.5×11） 　　563401284

709-7-841  ����������� 2,600円
5.5深鍋（19×17×10） 　　563401184

709-8-841  ����������� 2,400円
5.0深鍋（17×15×9） 　　563401584

709-9-841  ����������� 2,850円
6.0陶板（20.5×19×8） 　　563401884

709-10-841  ��������� 5,200円
8.0陶板（27×25×11） 　　563401784

709-11-841  ��������� 2,700円
5.5雑炊鍋（19×17×12） 　　563401484

709-12-841  ��������� 2,900円
徳利汁次（大）（900cc） 　　563400184

709-13-841  ��������� 2,300円
徳利汁次（中）（500cc） 　　563400284

709-14-841  ��������� 2,700円
荒入（大）（12×13） 　　563400984

709-15-841  ��������� 2,000円
荒入（小）（10×10） 　　563401084

709-16-841  ������������680円
呑水（大）（13.5×12×5.5） 　　563402184

709-17-841  ������������650円
呑水（小）（12.5×11.5×5.2） 　　563402284

709-18-841  ��������� 1,050円
二種ヤクミ（18×9.5×3） 　　563401984

709-19-841  ������������420円
小レンゲ（14.5×5） 　　563402784

709-20-841  ������������350円
小台（9×6.3×2.7） 　　563402884

709-21-841  ������������730円
穴あき大レンゲ（21.5×7.5） 　　563402384

709-22-841  ������������570円
大台（13×9.5×3.8） 　　563402684

709-23-841  ������������680円
大レンゲ（21.5×7.5） 　　563402584

銀峯花三島

陶

709-51-841  ��������� 7,400円
菊花山吹9.0鍋（31.5×29×15） 　　763810184

709-52-841  ��������� 7,400円
菊花アメ釉9.0鍋（31.5×29×15） 　　867410384

709-53-841  ��������� 7,400円
菊花織部9.0鍋（31.5×29×15） 　　763810384

709-54-841  ��������� 7,400円
菊花ルリ9号鍋（31.5×29×15） 　　1070305684

709-55-841  ��������� 7,400円
菊花黒9.0鍋（31.5×29×15） 　　1170905584

709-56-841  ��������� 5,500円
菊花黒8.0鍋（27.5×25.5×14.5） 　　1170905684

709-57-841  ��������� 2,800円
菊花山吹6.0鍋（21×19×11.5） 　　763810284

709-58-841  ��������� 2,800円
菊花織部6.0鍋（21×19×11.5） 　　763810484

709-59-841  ��������� 2,800円
菊花黒6.0鍋（21×19×11.5） 　　1170905984

709-60-841  ��������� 2,800円
菊花アメ釉6.0鍋（21×19×11.5） 　　867410484

709-61-841  ��������� 2,800円
菊花ルリ6号鍋（21×19×11.5） 　　1070305784

709-62-841  ������������770円
菊花アメ釉小鉢（13×5） 　　1170906284

709-63-841  ������������770円
菊花黒小鉢（13×5） 　　1170906384

709-64-841  ������������770円
菊花織部小鉢（13×5） 　　1170906484

709-65-841  ������������770円
菊花ルリ小鉢（13×5） 　　1170906584

菊花

709-1-841

709-3-841
709-2-841

709-4-841 709-6-841
709-5-841

709-7-841

709-12-841
709-13-841

709-14-841
709-15-841

709-19-841
709-20-841

709-21-841
709-22-841

709-8-841

709-10-841

709-18-841

709-17-841

709-16-841

709-51-841

709-52-841

709-53-841

709-54-841

709-57-841

709-58-841
709-55-841
709-56-841

709-61-841

709-60-841
709-59-841

709-62-841 709-63-841 709-64-841 709-65-841

709-11-841

709-9-841

709-23-841

土鍋以外は直火使用不可です。
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傘立

710 土鍋（萬古焼）（IH対応）
Earthenware Pot （Banko Ware） （IH Compatible）

直火 IH 陶

日本製

710-101-811　11,000円
IH対応テジュネ9.0鍋（30.5×12） 　　763710181

710-102-811　 8,000円
IH対応テジュネ8.0鍋（28.5×25.5×13） 　　970720681

710-103-811　11,000円
IH対応ベロル9.0土鍋（32.5×28.5×14.5） 　　867240481

710-104-811　 8,000円
IH対応ベロル8.0鍋（28.5×25.5×13） 　　763710281

710-201-841　9,500円
粉吹IH対応9号鍋（プレート付）

（31×28×16） 　　970730584

710-202-841　10,000円
貫入IH対応9.0号深鍋（プレート付）

（32.5×28.5×14） 　　664610884

710-203-841　14,000円
花三島IH対応10.0深鍋（プレート付）（34×31×17） 　　564210384

710-204-841　10,500円
花三島IH対応9.0深鍋（プレート付）（31.5×28×15.5） 　　564210484

710-205-841　 8,800円
花三島IH対応8.0深鍋（プレート付）（27.5×25×14） 　　564210584

710-206-841　 7,600円
花三島IH対応7.0深鍋（プレート付）（24.5×22×13） 　　564210684

土鍋以外は直火使用不可です。

日本製日本製

710-301-821　11,000円
IH対応むさし野9.0深鍋（32×28×17） 　　564221082

710-302-821　 9,900円
IH対応むさし野8.0深鍋（29×25×16） 　　564220982

710-303-811　14,000円
IH・直火両対応京粉引10.0深鍋（34×30.5×16） 　　867220581

710-304-811　12,000円
IH・直火両対応京粉引9.0深鍋（32×27×16） 　　564220181

710-305-811　 9,000円
IH・直火両対応京粉引8.0深鍋（29×25×15） 　　564220281

710-306-811　 1,250円
京粉引呑水（15.5×13.5×5） 　　564220481

710-307-821　6,380円
七福神IH対応8号鍋（29×25×16） 　　763720682

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm
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711土鍋（萬古焼）（IH対応）　 　　　
Earthenware Pot （Banko Ware） （IH Compatible）

直火 IH 陶

711-101-811　14,000円
IH黒釉9.0深鍋（33×27×17） 　　763640981

711-102-811　12,500円
IH黒釉8.0深鍋（30×25×14.5） 　　763641081

711-103-811　14,000円
IH白釉9号深鍋（33×27×17） 　　763621081

711-104-811　12,500円
IH白釉8号深鍋（30×25×14.5） 　　763621181

711-201-821　14,550円
マグマテックグリーン9.0IH対応9号

（32×28×17） 　　1070520182

711-202-821　13,750円
マグマテックグリーン8.0IH対応8号

（29×25×16） 　　867320682

711-203-821　14,550円
マグマテックアーバン9.0IH対応9号

（32×28×17） 　　867320182

711-204-821　13,750円
マグマテックアーバン8.0IH対応8号

（29×25×16） 　　867320282

711-205-821　14,550円
マグマテックカントリー9.0IH対応9号

（32×28×17） 　　867310482

711-206-821　13,750円
マグマテックカントリー8.0IH対応8号

（29×25×16） 　　867310582

711-301-811　8,500円 厚口9.0鍋（黒）（34×28×16） 　　564130781

711-302-811　4,800円 厚口7.0鍋（黒）（28×22×13） 　　564130881

711-303-811　1,400円 耐熱小鉢（黒）（15×12×5.5） 　　564130981

711-304-811　8,500円 厚口9.0鍋（白）（34×28×16） 　　564131081

711-305-811　4,800円 厚口7.0鍋（白）（28×22×13） 　　564131181

711-306-811　1,400円 耐熱小鉢（白）（15×12×5.5） 　　564131281

土鍋以外は直火使用不可です。



712 土鍋（萬古焼）
Earthenware Pot （Banko Ware）
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陶

日本製

日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

712-101-841　7,400円 銀峯貫入10.0浅鍋（35.5×30.5×16） 　　563500184

712-102-841　5,400円 銀峯貫入9.0浅鍋（32.5×28×15） 　　563500584

712-103-841　3,900円 銀峯貫入8.0浅鍋（29×25×13.5） 　　563500484

712-104-841　3,100円 銀峯貫入7.0浅鍋（26×22×12） 　　563500384

712-105-841　2,000円 銀峯貫入6.0浅鍋（22×18.5×10） 　　563500684

712-106-841　 680円 銀峯貫入呑水（14×13×5） 　　563501684

712-107-841　14,000円 京三島11.0京型鍋（36×34×18） 　　664411184

712-108-841　 8,700円 京三島10.0京型鍋（32.5×30×16） 　　564010784

712-109-841　 6,200円 京三島9.0京型鍋（29.5×27.5×15） 　　564010884

712-110-841　 4,700円 京三島8.0京型鍋（26.5×24.5×14） 　　564010984

712-111-841　 3,600円 京三島7.0京型鍋（23×21.5×11） 　　564011084

712-112-841　 2,350円 京三島6.0京型鍋（20×18.5×10） 　　564011184

712-113-821　11,400円 伊賀南蛮10.0京型鍋（35×30×19） 　　1070620182

712-114-821　 8,400円 伊賀南蛮9.0京型鍋（33×28×16） 　　1070620282

712-115-821　 6,200円 伊賀南蛮8.0京型鍋（29×25×14） 　　1070620382

712-116-821　 4,800円 伊賀南蛮7.0京型鍋（26×21×12） 　　1070620482

712-117-821　 3,200円 伊賀南蛮6.0京型鍋（22×18×11） 　　1070620582

712-201-821　8,200円
ブイヤベース9.0土鍋（32.5×28.5×14.5） 　　1171220182

712-202-821　6,400円
ブイヤベース8.0土鍋（28.5×25.5×13） 　　1171220282

712-203-811　8,200円
ホワイトスタイル9.0土鍋（32.5×28.5×14.5） 　　867540781

712-204-811　6,400円
ホワイトスタイル8.0土鍋（28.5×25.5×13） 　　867540881

712-205-811　8,200円
ブラウンスタイル9.0土鍋（32.5×28.5×14.5） 　　867541081

712-206-811　6,400円
ブラウンスタイル8.0土鍋（28.5×25.5×13） 　　867541181

712-301-811　6,800円
伊賀焼 天目8.5深鍋（28×26×16.5） 　　970830481

712-302-811　3,500円
伊賀焼 天目6.5深鍋（24×20×12.5） 　　970830581

712-303-811　3,000円
伊賀焼 天目6.0深鍋（22.5×18×11） 　　970830681

712-304-811　6,800円
伊賀焼 アメ8.5深鍋（28×26×16.5） 　　970830181

712-305-811　3,500円
伊賀焼 アメ6.5深鍋（24×20×12.5） 　　970830281

712-306-811　3,000円
伊賀焼 アメ6.0深鍋（22.5×18×11） 　　970830381

712-307-811　6,800円
伊賀焼 黄地8.5深鍋（28×26×16.5） 　　970830781

712-308-811　3,500円
伊賀焼 黄地6.5深鍋（24×20×12.5） 　　970830881

712-309-811　3,000円
伊賀焼 黄地6.0深鍋（22.5×18×11） 　　970830981

土鍋以外は直火使用不可です。

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm



713土鍋（萬古焼） 　  　
Earthenware Pot （Banko Ware）
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かめ

茶道具
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花瓶
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傘立

陶

日本製 日本製 日本製

日本製

713-101-841　8,800円 伊良保10.0深鍋（35×32×19） 　　564040184

713-102-841　6,400円 伊良保9.0深鍋（32×28.5×16） 　　564040284

713-103-841　5,100円 伊良保8.0深鍋（28.5×25.5×15） 　　564040384

713-104-841　3,000円 伊良保6.0深鍋（22.5×19.3×11.5） 　　564040484

713-105-841　8,300円
硬筆9.0深鍋（32×27.5×16） 　　564031184

713-106-821　6,400円
むぎ9号土鍋（33×28.5×16） 　　1171310682

713-107-821　5,200円
むぎ8号土鍋（29×25.5×15.5） 　　1171310782

713-201-821　7,700円 油摘9.0深鍋（33×28×16） 　　1070710582

713-202-821　6,000円 油摘8.0深鍋（29×25×15） 　　1070710682

713-203-821　4,800円 油摘7.0深鍋（25×21.5×14.5） 　　1070710782

713-204-821　3,200円 油摘6.0深鍋（22.5×18.5×10.5） 　　1070710882

713-205-821　7,100円
京もみじ9.0深鍋（32×28×17） 　　564020282

713-206-821　5,700円
京もみじ8.0深鍋（29×25×16） 　　564020382

713-207-821　3,100円
京もみじ6.0深鍋（23×18×12） 　　564020582

713-208-821　7,100円 天目刷毛目9.0深鍋（33×28×16） 　　1070730182

713-209-821　5,700円 天目刷毛目8.0深鍋（29×25×15） 　　1070730282

713-210-821　4,700円 天目刷毛目7.0深鍋（25×21.5×14.5） 　　1070730382

713-211-821　3,100円 天目刷毛目6.0深鍋（22.5×18.5×10） 　　1070730482

713-301-821　7,300円 黒鉄砂9.0深鍋（33×28×16） 　　564111182

713-302-821　5,450円 黒鉄砂8.0深鍋（29×25×15） 　　564111282

713-303-821　4,450円 黒鉄砂7.0深鍋（25×21.5×14.5） 　　564111382

713-304-821　3,350円 黒鉄砂6.0深鍋（22.5×18.5×10.5） 　　564111482

713-305-821　6,300円
志野9号土鍋（33×28.5×16） 　　1171330582

713-306-821　5,100円
志野8号土鍋（29×25.5×15.5） 　　1171330682

713-307-811　13,000円 アメ釉10.0深鍋（37×32×18） 　　564130181

713-308-811　 9,600円 アメ釉9.0深鍋（34×29×16） 　　564130281

713-309-811　 7,300円 アメ釉8.0深鍋（31×25.5×14） 　　564130381

713-310-811　 5,500円 アメ釉7.0深鍋（27×22.5×12.5） 　　564130481

713-311-811　 3,800円 アメ釉6.0深鍋（24×19.5×11.5） 　　564130581

713-312-811　 1,000円 アメ釉呑水（15.5×13.5×5） 　　564130681

土鍋以外は直火使用不可です。



714 土鍋（萬古焼）（伊賀焼）
Earthenware Pot （Banko Ware）（Iga Ware）
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直火 陶

日本製

714-101-811　9,400円
黄彩草花10.0土鍋（35×32×19） 　　867521381

714-102-811　6,500円
黄彩草花9.0土鍋（31.5×29×18） 　　867521481

714-103-811　5,200円
黄彩草花8.0土鍋（29.5×26×17） 　　867521581

714-104-811　3,000円
黄彩草花6.0土鍋（22.5×19×11.5） 　　867521681

714-105-251　5,200円
るり唐草8号土鍋（28×24.8×13・2000cc） 　　1171410525

714-106-251　4,100円
るり唐草7号鍋（24×21×11.5・1250cc） 　　1171410625

714-107-841　4,900円
黒暖二人用鍋（25.5×21.5×11.5） 　　564121484

714-201-811　8,000円
和三盆黒9.0深鍋（31×28×15.5） 　　1171420181

714-202-811　6,800円
和三盆黒8.0深鍋（29×25×14） 　　1171420281

714-203-811　5,500円
和三盆黒7.0深鍋（26×22×12） 　　1171420381

714-204-811　4,000円
和三盆黒6.0深鍋（19×22×10.5） 　　1171420481

714-205-811　7,500円
ラウンド9.0鍋白（32×27×16.5） 　　1171420581

714-206-811　6,300円
ラウンド8.0鍋白（28×24×14.5） 　　1171420681

714-207-811　4,500円
ラウンド7.0鍋白（25×22×12） 　　1171420781

714-208-811　7,500円
ラウンド9.0鍋黒（32×27×16.5） 　　1171420881

714-209-811　6,300円
ラウンド8.0鍋黒（28×24×14.5） 　　1171420981

714-210-811　4,500円
ラウンド7.0鍋黒（25×22×12） 　　1171421081

714-303-811　9,000円
伊賀乳白9.0鍋（31.5×26×17） 　　1070930381

714-304-811　4,300円
伊賀乳白6.0鍋（22×18.5×12） 　　1070930481

土鍋以外は直火使用不可です。

714-301-811　9,000円
伊賀ツヤ黒9.0鍋（31.5×26×17） 　　1070930181

714-302-811　4,300円
伊賀ツヤ黒6.0鍋（22×18.5×12） 　　1070930281

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm
土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm



715多用鍋・ホーロク（萬古焼）（伊賀焼） 　 　
 Versatile Earthenware Pot, Earthenware Plate for Roasting （Banko Ware） （IgaWare）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

日本製

日本製

714-303-811　9,000円
伊賀乳白9.0鍋（31.5×26×17） 　　1070930381

714-304-811　4,300円
伊賀乳白6.0鍋（22×18.5×12） 　　1070930481

715-101-821　9,700円
京もみじ9.0仕切鍋（31×28×18） 　　563710382

715-102-841　9,200円
鉄釉9.0蒸し鍋（サナ付）（31.5×29×18） 　　664740384

715-103-841　7,200円
鉄釉8.0蒸し鍋（サナ付）（29.5×26×16.5） 　　664730282

715-201-821　4,300円
焼いも鍋丸形小（石付）（21×18×16） 　　1071030582

715-202-821　5,700円
焼いも鍋「いも太郎」（石2袋付）

（28×24×14） 　　564140282

715-203-841　5,300円
鉄赤6.0スッポン鍋

（22×19.5×8） 　　564410684

715-401-841　4,200円
ホーロク10.0皿（30×3） 　　564440284

715-402-841　2,600円
ホーロク8.0皿（24×3） 　　564440384

715-403-841　2,200円
ホーロク7.5皿（22.5×3） 　　971930384

715-301-821　3,200円
伊賀南蛮6.0タジン鍋

（22×19×11） 　　1071420382

715-302-821　4,200円
超耐熱タジン鍋「尚武」

（26×22.5×23.5） 　　1071420482

715-404-841　6,800円 五楽鍋（大）（31×27×15） 　　564410784

715-405-841　5,300円 五楽鍋（中）（27×23.5×13） 　　564410884

715-406-841　3,800円 五楽鍋（小）（22×20×11） 　　564410984

土鍋以外は直火使用不可です。



716 スッポン鍋・多用鍋（萬古焼）
Earthenware Pot for Soft Shell Turtle Hot Pot, Versatile Earthenware Pot （Banko Ware）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

716-101-811　13,000円
窯変スッポン9.0鍋

（33×27×16） 　　563910381

716-102-811　13,000円
艶黒スッポン9.0鍋

（33×27×16） 　　563910181

716-103-811　15,000円
あめ釉スッポン9.0鍋

（35×28.5×14） 　　867620381

716-201-811　10,000円
窯変スッポン7.0鍋

（27×21×13） 　　563910481

716-202-811　10,000円
艶黒スッポン7.0鍋

（27×21×13） 　　563910281

716-203-811　12,000円
あめ釉スッポン7.0鍋

（27×22×12.5） 　　867630381

716-301-811　14,000円
窯変9.0鍋（33×29×18） 　　563920181

716-302-811　12,000円
窯変8.0鍋（30×24×15） 　　563920281

716-303-811　10,000円
窯変7.0鍋（26×21×16） 　　563920381

716-304-811　18,000円
艶黒10.0鍋（35×30×17） 　　563930181

716-305-811　14,000円
艶黒9.0鍋（32×27×15） 　　563930281

716-306-811　12,000円
艶黒8.0鍋（29×24×15） 　　563930381

716-307-811　10,000円
艶黒7.0鍋（26×21×14） 　　563930481

716-308-811　20,000円
あめ釉10.0鍋（36×30.5×18） 　　867610881

716-309-811　17,000円
あめ釉9.0鍋（33×28×16） 　　867610981

716-310-811　14,000円
あめ釉8.0鍋（30×25×14） 　　867611081

716-311-811　12,000円
あめ釉7.0鍋（27×21.5×13） 　　867611181

716-401-811　4,000円
焼〆6.0鍋

（21×18×11） 　　563830381

716-402-811　4,000円
いおり6.0深鍋

（21×17×14） 　　563840281

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cmコンロ
高さcm

φ
φ

短辺
cm高さ

cm

長辺
cm

短辺
cm

長辺
cm

長辺
cm

短辺
cm

高さ cmφ 短辺
cm

φ

高さ
cm

高さ cm
容量 cc

オーブン食器
耐熱

長辺cm

長辺 cm
短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm
土鍋以外は直火使用不可です。



717土鍋（伊賀焼） 　 　
Earthenware Pot （Iga Ware）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

日本製

日本製

日本製

日本製
日本製

717-101-811　9,000円
伊賀麦藁手8.0鍋

（30×27×16） 　　1070910481

717-102-811　15,000円
伊賀山形9.0土鍋（34×27×19.5） 　　1070920481

717-103-811　 5,500円
伊賀山形5.0土鍋（20×16×11） 　　1070920581

717-201-811　11,000円
古伊賀ご飯鍋 3合炊

（25×22.5×18） 　　1070920181

717-202-811　4,500円
伊賀ひだすき5.0土鍋（21×17×10） 　　1070910281

717-203-811　3,500円
伊賀ひだすき4.0土鍋（17.5×14×8.5） 　　1070910381

717-204-811　11,000円
伊賀ご飯釜 3合炊（23×20.5×13.5） 　　1070920281

717-205-811　 8,000円
伊賀ご飯釜 2合炊（20.5×18×12） 　　1070920381

717-301-811　6,000円
伊賀行平鍋クリーム6.0（26.5×20×17・1000cc） 　　1171730181

717-302-811　4,500円
伊賀行平鍋クリーム5.0（23.5×18×14・700cc） 　　1171730281

717-303-811　3,600円
伊賀行平鍋クリーム4.0（19×14×12.5・350cc） 　　1171730381

717-304-811　3,000円
伊賀あたため鍋クリーム大（19×14×9・500cc） 　　1171730481

717-305-811　2,500円
伊賀あたため鍋クリーム小（15×11.5×7・200cc） 　　1171730581

717-306-811　3,000円
伊賀あたため鍋アメ大（19×14×9・500cc） 　　1171730681

717-307-811　2,500円
伊賀あたため鍋アメ小（15×11.5×7・200cc） 　　1171730781

717-401-811　12,000円
伊賀炭焼き水コンロ8寸

（23.5×11） 　　1070910181

717-402-811　15,000円
伊賀焼かごみ鍋黒9.0

（30×26×11） 　　1171740281

717-403-811　15,000円
伊賀焼かごみ鍋白9.0

（30×26×11） 　　1171740381

土鍋以外は直火使用不可です。
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