
770 スリ鉢
Mortar

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

日本製

日本製

770-101-401　3,120円
（駄知）赤絵菊6.0スリ鉢
（18.3×9） 　　572040540

770-103-411　2,000円
赤絵6.0すり鉢

（19×7.5） 　　978610541

陶

陶

770-201-781　1,600円 黒釉納豆すり鉢（15×13×6.8） 　　539010278

770-202-741　1,600円 黒釉三角すり鉢（14.5×12.8×3.8） 　　505120377

770-203-741　1,030円 黒釉手付ドレッシング鉢（12×10.3×5） 　　506310574

770-204-511　2,860円
ワラ灰掛丸5.5寸すり鉢（16.3×7.5） 　　876130451

770-205-511　2,970円
ワラ灰掛手付丸5.5すり鉢（19×16.3×7.5） 　　876130251

陶 陶

770-206-161　1,290円
口付丸型4.0スリ鉢（青イラボ）（11.6×4.8） 　　539020516

770-207-161　1,290円
口付丸型4.0スリ鉢（オリベ）（11.6×4.8） 　　539020416

陶

770-301-331　820円
朱赤4.0丸スリ鉢

（12.8×6.3） 　　673660433

陶

770-401-511　1,550円
乳白納豆鉢（大）

（16.7×11.6×8.3） 　　1076540451

陶

770-403-161　1,290円
ゴマだれ鉢（アメ）

（15×11.7×4.7） 　　539020316

770-302-331　820円
織部4.0丸スリ鉢

（12.8×6.3） 　　673660333

770-303-331　820円
天目4.0丸スリ鉢

（12.8×6.3） 　　673660133

770-304-791　620円
深口スリ鉢4.0

（11.7×5.5） 　　507651377

770-402-511　1,550円
黒マット納豆鉢（大）

（16.7×11.6×8.3） 　　1076540551

770-404-161　1,290円
ゴマだれ鉢（オリベ）

（15×11.7×4.7） 　　539020216

770-405-161　1,290円
ゴマだれ鉢（天目）

（15×11.7×4.7） 　　539020116

770-102-401　2,500円
（駄知）赤絵菊5.0スリ鉢
（15.5×8） 　　572040640

770-104-411　1,450円
赤絵5.0すり鉢

（15×6.8） 　　978610641

770-105-411　1,200円
赤絵4.0すり鉢

（12.5×5.5） 　　978610741

スリ鉢 φ
高さ
cm

770-105-411

770-103-411

770-104-411

770-203-741

770-201-781

770-202-741



771スリ鉢
Mortar

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

日本製

日本製

陶

771-101-161　2,200円 白カスリ6.0スリ鉢片口（18.8×7.3） 　　572050116

771-102-161　1,400円 白カスリ5.0スリ鉢片口（14.9×6.4） 　　572050216

771-103-161　1,130円 白カスリ4.0スリ鉢片口（12.4×5.2） 　　572050316

陶

771-104-161　1,780円 唐草6.0スリ鉢（18.7×7.5） 　　572050416

771-105-161　1,180円 唐草5.0スリ鉢（14.8×6.2） 　　572050516

771-106-161　 880円 唐草4.0スリ鉢（12.4×5.2） 　　572050616

陶

771-107-761　660円 片口スリ鉢（大）（13.5×12×5） 　　673650176

771-108-761　580円 片口スリ鉢（中）（12×10.7×5） 　　673650276

771-109-761　500円 片口スリ鉢（小）（9.8×8.7×3.8） 　　673650376

771-201-511　3,080円
粉引線かき5.5麦トロ鉢

（16.2×15.3×9.8） 　　876120451

陶

771-203-761　1,850円
白マット5.0スリ鉢

（16.5×7.5） 　　572030176

771-205-761　1,850円
黒マット5.0スリ鉢

（16.5×7.5） 　　572030376

陶

771-301-511　1,700円
唐津麦とろ鉢（大）

（16.5×15.2×9.5） 　　673530251

陶

771-304-511　1,700円
黒マット麦とろ鉢（大）

（16.5×15.2×9.5） 　　673530551

771-401-511　1,700円
ワラ白麦トロ鉢（大）

（16.2×15.6×9.7） 　　876110151

陶 陶

771-404-511　1,700円
白マット麦とろ鉢（大）

（16.5×15.2×9.5） 　　978720451

771-202-511　2,200円
粉引線かき4.2麦トロ鉢

（12.8×12.4×8） 　　876120551

771-204-761　690円
白マット3.5スリ鉢

（10.5×4.5） 　　572030276

771-206-761　690円
黒マット3.5スリ鉢

（10.5×4.5） 　　572030476

771-302-511　1,430円
唐津麦とろ鉢（中）

（13.2×12.2×8.2） 　　673530351

771-303-511　1,210円
唐津麦とろ鉢（小）

（11×10.6×6.5） 　　673530451

771-305-511　1,430円
黒マット麦とろ鉢（中）

（13.2×12.2×8.2） 　　673530651

771-306-511　1,210円
黒マット麦とろ鉢（小）

（11.3×10.3×6.8） 　　673530751

771-402-511　1,430円
ワラ白麦トロ鉢（中）

（13×12.6×8.1） 　　876110251

771-403-511　1,210円
ワラ白麦トロ鉢（小）

（11×10.6×6.5） 　　876110351

771-405-511　1,430円
白マット麦とろ鉢（中）

（13.2×12.2×8.2） 　　978720551

771-406-511　1,210円
白マット麦とろ鉢（小）

（11.3×10.3×6.8） 　　978720651



772 スリ鉢
Mortar

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

772-101-931　78,400円 常滑焼スリ鉢18号（59×23） 　　875910193

772-102-931　29,050円 常滑焼スリ鉢15号（46×20） 　　571920193

772-103-931　12,050円 常滑焼スリ鉢13号（40×16） 　　571920293

772-104-931　 8,000円 常滑焼スリ鉢12号（37×15） 　　571920393

772-105-931　 4,950円 常滑焼スリ鉢11号（33×14） 　　571920493

772-106-931　 3,050円 常滑焼スリ鉢10号（31×13） 　　571920593

772-201-151　39,000円 駄知すり鉢15.0（46×19.8） 　　571910915

772-202-151　22,500円 駄知すり鉢13.0（40.5×17.3） 　　571911015

772-203-151　14,800円 駄知すり鉢12.0（35.5×15.5） 　　571911115

772-204-151　 9,600円 駄知すり鉢11.0（32.7×14） 　　571911215

772-205-151　 6,300円 駄知すり鉢10.0（29.5×13） 　　571911315

772-206-151　 3,500円 駄知すり鉢9.0（27.5×11.5） 　　571911415

772-301-541　6,000円 高田焼10.0スリ鉢（30×13） 　　571910154

772-302-541　4,200円 高田焼9.0スリ鉢（27×12） 　　571910254

772-303-541　3,000円 高田焼8.0スリ鉢（24.5×10） 　　571910354

772-304-541　2,100円 高田焼7.0スリ鉢（22.5×9） 　　571910454

φ

高さ
cm

仏神具 φ
高さ
cm

772-107-931　2,550円 常滑焼スリ鉢9号（28×12） 　　571920693

772-108-931　2,150円 常滑焼スリ鉢8号（25×10） 　　571920793

772-109-931　1,640円 常滑焼スリ鉢7号（22×9） 　　571920893

772-110-931　1,200円 常滑焼スリ鉢6号（19×8） 　　571920993

772-111-931　 800円 常滑焼スリ鉢5号（16×7） 　　571921093

772-207-151　2,400円 駄知すり鉢8.0（24.8×10.5） 　　571911515

772-208-151　1,650円 駄知すり鉢7.0（22×9） 　　571911615

772-209-151　 860円 駄知すり鉢6.0（17.5×7.3） 　　571911715

772-210-151　 690円 駄知すり鉢5.0（14×6） 　　571911815

772-211-151　 640円 駄知すり鉢4.0（12.5×5.5） 　　571911915

772-305-541　1,350円 高田焼6.0スリ鉢（18.5×7.5） 　　571910554

772-306-541　 820円 高田焼5.0スリ鉢（15×7） 　　571910654

772-307-541　 620円 高田焼4.0スリ鉢（12×5.5） 　　571910854

駄知

高田焼

常滑焼



773スリ棒・薬土瓶・かめ
Pestle, Earthenware Pot for Herbal Medicine, Earthenware Jar

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

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

773-101-951　2,500円 ［木］太口当り棒 白木15.0（45） 　　571921195

773-102-951　2,100円 ［木］太口当り棒 白木13.0（39） 　　571921295

773-103-951　1,800円 ［木］太口当り棒 白木12.0（36） 　　571921395

773-104-951　1,550円 ［木］太口当り棒 白木10.0（30） 　　571921595

773-105-951　1,450円 ［木］太口当り棒 白木8.0（24） 　　571921495

773-106-951　 750円 ［木］細口当り棒 白木13.0（39） 　　571921695

773-107-951　 700円 ［木］細口当り棒 白木12.0（36） 　　571921795

773-108-951　 640円 ［木］細口当り棒 白木10.0（30） 　　571921895

773-109-951　 380円 ［木］細口当り棒 白木8.0（24） 　　571921995

773-110-951　 300円 ［木］細口当り棒 白木6.0（18） 　　571922095

773-111-951　 280円 ［木］細口当り棒 白木5.0（15） 　　571922295

773-112-951　 280円 ［木］細口当り棒 白木4.0（12） 　　571922195

773-113-971　1,750円 （木製）山椒すり棒（36） 　　571922397

773-114-971　1,200円 （木製）山椒すり棒（30） 　　571922497

773-115-971　 900円 （木製）山椒すり棒（24） 　　571922597

773-116-971　 750円 （木製）山椒すり棒（18） 　　571922697

773-117-971　 500円 （木製）山椒すり棒（10） 　　571922797

日本製

陶

773-118-541　3,000円
アメ白流し8.0薬用土瓶

（21×13.5・1600cc） 　　571810754

773-201-931　6,400円
アメ釉10号1.8リットルミニ丸蓋付かめ

（16×17） 　　1177320193

773-301-931　2,250円
アメ釉3号0.54リットルミニ丸蓋付かめ

（10×11.5） 　　572120393

高さ
cm

薬土瓶
φ容量 cc

高さ
cm

かめ φ

773-202-931　3,500円
アメ釉8号1.44リットルミニ丸蓋付かめ

（14×15.5） 　　572120193

773-203-931　2,800円
アメ釉5号0.9リットルミニ丸蓋付かめ

（13×13.5） 　　572120293

773-302-931　1,900円
アメ釉2号0.36リットルミニ丸蓋付かめ

（9×10） 　　572120493

773-303-931　1,600円
アメ釉1号0.18リットルミニ丸蓋付かめ

（8×8.5） 　　572120593

773-119-541　2,600円
アメ白流し6.0薬用土瓶

（18.5×12・1200cc） 　　571810854

中国製101～112



786 仏神具
Buddhist Equipment, Ritual Article

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

786-101-521　1,650円
御神前6.0榊立

（H18） 　　8入

786-201-521　
860円
青地竹型5.0榊立

（H15） 　　20入

786-301-521　
420円
御神前2.0湯呑

（6.1×6） 　　20入

786-401-521　
490円
白金蓮2.2湯呑

（6.7×6.8） 　　20入

786-501-521　
420円
白金蓮大仏器

（5.8×6.2） 　　25入

φ

高さ
cm

仏神具 φ
高さ
cm

786-102-521　800円
御神前5.0榊立

（H15.5） 　　20入

786-103-521　520円
御神前4.0榊立

（H12.5） 　　30入

786-104-521　1,400円
白6.0榊立

（H18） 　　8入

786-105-521　630円
白5.0榊立

（H15.5） 　　20入

786-106-521　420円
白4.0榊立

（H12.5） 　　30入

786-202-521　
600円
青地竹型4.0榊立

（H12） 　　30入

786-203-521　2,700円
白6.0平次（H18） 　　4入

786-204-521　1,800円
白5.0平次（H16） 　　8入

786-205-521　800円
白4.0平次（H12.7） 　　10入

786-206-521　680円
白3.5平次（H10.5） 　　10入

786-207-521　
630円
白3.0平次

（H9.2） 　　30入

786-208-521　590円
白2.0水玉（6.5×7.4） 　　20入

786-209-521　530円
白1.8水玉（5.2×6.6） 　　25入

786-210-521　
510円
白1.5水玉

（4.9×6.1） 　　30入

786-302-521　
400円
御神前1.8湯呑

（5.7×6） 　　25入

786-303-521　
300円
御神前1.6湯呑

（4.9×5.2） 　　30入

786-304-521　
300円
御神前小出し

（7×3.2） 　　70入

786-305-521　
290円
御神前大深

（5.4×3.7） 　　70入

786-306-521　
300円
錦小出し

（7×3.2） 　　60入

786-307-521　
290円
錦大深

（5.4×3.7） 　　70入

786-402-521　
420円
白金蓮2.0湯呑

（6.1×6） 　　20入

786-403-521　
400円
白金蓮1.8湯呑

（5.7×6） 　　25入

786-404-521　
300円
白金蓮1.6湯呑

（4.9×5.2） 　　30入

786-405-521　
300円
白金蓮小出し

（7×3.2） 　　60入

786-406-521　
290円
白金蓮大深

（5.4×3.7） 　　70入

786-407-521　
400円
錦1.8湯呑

（5.7×6） 　　25入

786-408-521　
300円
錦1.6湯呑

（4.9×5.2） 　　30入

786-502-521　
390円
白金蓮中仏器

（5×5.6） 　　30入

786-503-521　
420円
錦大仏器

（5.8×6.2） 　　25入

786-504-521　
390円
錦中仏器

（5×5.6） 　　30入

786-505-521　
490円
青地金蓮大仏器

（5.8×6.2） 　　25入

786-506-521　
440円
青地金蓮中仏器

（5×5.6） 　　30入

786-507-521　
490円
青地金蓮1.8湯呑

（5.7×6） 　　25入

786-508-521　
390円
青地金蓮1.6湯呑

（4.9×5.2） 　　30入



787仏神具
Buddhist Equipment, Ritual Article

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

787-101-521　
2,050円
青地金蓮6.0玉仏花

（H16.5） 　　6入

787-201-521　
2,000円
白金蓮6.0玉仏花

（H16.5） 　　6入

787-301-521　
4,500円
青地金蓮5.0香炉

（15） 　　

787-401-521　
4,000円
白金蓮5.0香炉

（15） 　　

787-501-521　
880円
白5.0口一立

（H14.3） 　　

787-102-521　
1,600円
青地金蓮5.0玉仏花

（H14） 　　9入

787-103-521　
1,300円
青地金蓮4.5玉仏花

（H13） 　　12入

787-104-521　
1,050円
青地金蓮4.0玉仏花

（H11.5） 　　16入

787-105-521　2,850円
錦5.0稲荷（H15） 　　10入

787-106-521　2,050円
錦4.0稲荷（H12） 　　10入

787-107-521　1,950円
錦3.5稲荷（H10.5） 　　10入

787-108-521　1,650円
錦3.0稲荷（H9） 　　10入

787-202-521　
1,480円
白金蓮5.0玉仏花

（H14） 　　9入

787-203-521　
1,180円
白金蓮4.5玉仏花

（H13） 　　12入

787-204-521　
950円
白金蓮4.0玉仏花

（H11.5） 　　16入

787-205-521　
1,550円
白金蓮7.0並仏花

（H17） 　　8入

787-206-521　
950円
白金蓮6.0並仏花

（H15） 　　20入

787-207-521　
680円
白金蓮5.0並仏花

（H12.8） 　　30入

787-302-521　
1,150円
青地金蓮4.0香炉

（11.5） 　　

787-303-521　
980円
青地金蓮3.5香炉

（10.5） 　　18入

787-304-521　
700円
青地金蓮3.0香炉

（9） 　　20入

787-305-521　
550円
青地金蓮線香立

（H11） 　　42入

787-306-521　
430円
青地線香立

（H11） 　　42入

787-402-521　
1,050円
白金蓮4.0香炉

（11.5） 　　

787-403-521　
900円
白金蓮3.5香炉

（10.5） 　　18入

787-404-521　
650円
白金蓮3.0香炉

（9） 　　20入

787-405-521　
330円
茶線香立

（5.5×6） 　　40入

787-406-521　
650円
香炉灰大

（600g） 　　40入

787-407-521　
340円
香炉灰小

（150g） 　　180入

787-502-521　
530円
白4.0口一立

（H11.3） 　　

787-503-521　
460円
白3.0口一立

（H9） 　　

787-504-521　
440円
白2.5口一立

（H7.8） 　　

787-505-521　
380円
白2.0口一立

（H6.5） 　　24入

787-506-521　
370円
白1.5口一立

（H5.3） 　　30入

787-507-521　
200円
白神皿3.0皿

（9） 　　

787-508-521　
180円
白神皿2.5皿

（7.5） 　　

787-509-521　
200円
カワラケ皿（無釉）3.0皿

（9） 　　

787-510-521　
180円
カワラケ皿（無釉）2.5皿

（7.5） 　　



788 仏神具
Buddhist Equipment, Ritual Article

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

788-101-791　23,400円
稲荷9.0（27） 　　673210179

788-201-791　5,400円
平次7.0（H21.3） 　　571620177

788-202-791　3,000円
平次6.0（H18） 　　571620277

788-301-791　1,190円
水玉3.0（8.5×10.5） 　　571630177

788-302-791　 980円
水玉2.5（7×8.5） 　　571630277

788-401-791　
135円
ヌリ皿2.0

（6.2） 　　571640777

788-501-791　
900円
ガラス風防（替）

（5.8×9.2） 　　772240979

φ

高さ
cm

仏神具 φ
高さ
cm

788-102-791　15,750円
稲荷8.0（23.5） 　　673210279

788-103-791　14,850円
稲荷7.0（22） 　　673210379

788-104-791　7,200円
稲荷6.0（18） 　　673210479

788-105-791　3,300円
稲荷5.0（15） 　　673210579

788-106-791　2,400円
稲荷4.0（12） 　　673210679

788-107-791　2,250円
稲荷3.5（10.6） 　　673210779

788-108-791　1,980円
稲荷3.0（9） 　　673210879

788-203-791　2,100円
平次5.0（H15.5） 　　571620377

788-204-791　 920円
平次4.0（H12.2） 　　571620477

788-205-791　 740円
平次3.5（H10.7） 　　571620577

788-206-791　650円
平次3.0（H9.5） 　　571620677

788-207-791　590円
平次2.5（H8.2） 　　571620777

788-208-791　560円
平次2.0（H7.2） 　　571620877

788-209-791　3,870円
榊立7.0（H21.5） 　　571610177

788-210-791　2,000円
榊立6.0（H18.3） 　　571610277

788-211-791　860円
榊立5.0（H14.5） 　　571610377

788-212-791　630円
榊立4.0（H12.5） 　　571610477

788-213-791　540円
榊立3.5（H11） 　　673221379

瀬戸型

788-303-791　
640円
水玉2.0

（5.5×6.5） 　　571630477

788-304-791　600円
水玉1.8（5×6） 　　571630577

788-305-791　570円
水玉1.5（4.3×5.5） 　　571630677

788-306-791　
810円
高盃3.0

（9×5.8） 　　571640177

788-307-791　
650円
高盃2.5

（8×4.8） 　　571640277

788-308-791　
560円
高盃2.0

（6.4×4） 　　571640377

788-309-791　
510円
ローソク立3.0

（H9.2） 　　571630877

788-310-791　
460円
ローソク立2.5

（H7.3） 　　571630777

788-311-791　
360円
ローソク立2.0

（H6） 　　571630977

788-402-791　
140円
ヌリ皿2.5

（7.5） 　　571640677

788-403-791　
145円
ヌリ皿2.8

（8.7） 　　571640577

788-404-791　
160円
ヌリ皿3.0

（9.5） 　　571640477

788-405-791　
135円
カワラケ2.0（無釉）

（6.5） 　　673240179

788-406-791　
140円
カワラケ2.5（無釉）

（8） 　　673240279

788-407-791　
145円
カワラケ2.8（無釉）

（8.5） 　　673240379

788-408-791　
160円
カワラケ3.0（無釉）

（9.2） 　　673240479

788-502-791　
2,350円
ガラス風防ローソク立て

（9×13） 　　772241079

788-503-791　
320円 
野線香立（白）

（6.5） 　　772250179

788-506-791　3,900円
青磁香炉6.0（18.8×10.5） 　　571650479

788-507-791　2,800円
青磁香炉5.0（15.5×10） 　　571650579

788-508-791　3,900円
白地香炉6.0（18.8×10.5） 　　571650279

788-509-791　2,800円
白地香炉5.0（15.5×10） 　　571650379

788-504-791　
320円 
野線香立（茶）

（6.5） 　　772250279

788-505-791　
320円 
野線香立（青地）

（6.5） 　　772250379



789仏神具
Buddhist Equipment, Ritual Article

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

789-101-791　4,600円
唐草投入尺

（φ12.5×30.5） 　　1077110179

789-201-791　4,600円
白投入尺

（φ12.5×30.5） 　　1077120179

789-301-791　
4,800円
梅投入れ尺

（φ12.5×30.3） 　　1077130179

789-401-701　1,800円
錦7.0仏花瓶（細）

（φ8.5×17.3） 　　1077150370

789-404-571　640円
心経湯呑（大）

（7.2×10.3） 　　772250857

789-501-571　2,000円
松立6寸

（14×18） 　　571740157

789-505-011　990円
野花立（特大）

（8.5×30） 　　571750301

789-102-791　4,300円
唐草投入8.0

（φ12.×24.5） 　　1077110279

789-103-791　2,300円
唐草投入7.0

（φ9×21.5） 　　1077110379

789-202-791　4,300円
白投入8.0

（φ12.×24.5） 　　1077120279

789-203-791　2,300円
白投入7.0

（φ9×21.5） 　　1077120379

789-302-791　
4,500円
梅投入れ8.0

（φ12×24.8） 　　1077130279

789-303-791　
2,600円
梅投入れ7.0

（φ8.5×22） 　　1077130379

789-304-791　
2,500円
梅投入れ6.0

（φ8.5×18） 　　1077130479

789-402-701　1,100円
錦6.0仏花瓶（細）

（φ7.4×15） 　　1077150470

789-403-701　850円
錦5.0仏花瓶（細）

（φ6.2×12.8） 　　1077150570

789-405-571　470円
心経湯呑（小）

（6.5×8） 　　772250957

789-406-571　330円
心経湯呑（ミニ）

（5.5×6.8） 　　772251057

789-506-011　540円
野花立（大）

（6×26） 　　571750101

789-502-571　1,200円
松立5寸

（11.5×14.5） 　　571740257

789-503-571　1,080円
松立4.5寸

（11×13） 　　571740357

789-504-571　980円
松立4寸

（9.5×11.5） 　　571740457



774 茶道具
Tea Ceremony Set

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

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製
日本製

774-101-751　18,500円
茶道具（茶箱）黒塗茶の湯揃

（16×16×25.8） 　　570210175

陶

774-102-751　22,500円
茶道具（茶箱）手提茶箱揃

（26.2×17.1×17.1） 　　570210275

陶

774-201-751　40,000円
茶道具（茶箱）桐色紙箱揃

（25.6×17.5×25.6） 　　570210375

陶

774-202-751　70,000円
茶道具（茶箱）焼桐色紙箱揃

（25.8×19×26） 　　570220375

陶

774-301-751　61,000円
茶道具（茶箱）桐短冊箱揃

（18.2×18×51.2） 　　570220175

陶

774-302-751　84,000円
茶道具（茶箱）焼桐短冊箱揃

（17.7×17.7×51.8） 　　570220275

陶

高さ
cm茶道具 長辺

cm
短辺
cm φ 高さ cm容量 cc



775茶道具  　
Tea Ceremony Set

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

陶

日本製日本製

日本製日本製

日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

775-101-751　16,500円
織部木瓜喰篭（大）（景陶作）（化）（22×20×12） 　　570310175

775-102-751　16,500円
志野木瓜喰篭（大）（景陶作）（化）（22×20×12） 　　570310375

775-201-751　9,800円
織部木瓜喰篭（小）（景陶作）（化）（19×17×11） 　　570310275

775-202-751　9,800円
志野木瓜喰篭（小）（景陶作）（化）（19×17×11） 　　570310475

775-301-751　6,100円
織部菓子鉢（景陶作）（化）（18×8.5） 　　570320175

775-302-751　6,600円
紅志野菓子鉢（景陶作）（化）（18×8.5） 　　570320275

775-303-751　6,100円
志野菓子鉢（景陶作）（化）（18×8.5） 　　570320375

775-401-751　31,000円
紅彩黒楽茶盌（卓山作）（桐）（12×8） 　　570330175

775-402-751　18,000円
織部茶盌（鉄山作）（桐）（12×8） 　　570330275

775-403-751　18,000円
唐津茶盌（鉄山作）（桐）（12×7.8） 　　570330375

775-404-751　11,500円
粉引茶盌（成起窯）（木）（13×8） 　　570340575

775-501-751　11,000円
織部茶盌（加実窯）（木）（12.5×7.8） 　　570340175

775-502-751　11,500円
黒織部茶盌（成起窯）（木）（12.5×7.8） 　　570340275

775-503-751　11,500円
織部茶盌（成起窯）（木）（12.5×7.8） 　　570340375

775-504-751　11,500円
刷毛目茶盌（成起窯）（木）（13×8） 　　570340475



776 抹茶盌
Matcha Bowl

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

陶

日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

776-101-751　10,000円
織部茶盌（景陶作）（木）

（12×7.8） 　　570430375

776-102-751　10,000円
鼡志野茶盌（景陶作）（木）

（12×7.8） 　　570420475

776-103-751　10,000円
紅志野茶盌（景陶作）（木）

（12×8） 　　570410575

776-104-751　11,000円
鼡志野茶盌（加実窯）（木）

（12.5×7.8） 　　570410375

776-105-751　11,000円
黄瀬戸茶盌（加実窯）（木）

（12.5×7.8） 　　570410475

776-201-751　10,000円
黄瀬戸茶盌（景陶作）（木）

（12×7.8） 　　570430275

776-202-751　11,000円
志野茶盌（加実窯）（木）

（12.5×7.8） 　　570410175

776-203-751　11,000円
黒織部茶盌（加実窯）（木）

（12.5×7.8） 　　570410275

776-204-751　10,000円
志野茶盌（景陶作）（木）

（12×7.8） 　　570430175

776-205-751　8,800円
赤楽茶盌（卓山作）（木）

（12×8.2） 　　570440175

776-301-751　5,000円
仁清松鶴茶盌（化粧箱）

（12.3×8） 　　570640175

776-302-751　5,000円
仁清波車茶盌（化粧箱）

（12.3×8） 　　570640375

776-303-751　5,000円
仁清高砂茶盌（化粧箱）

（12.3×8） 　　570630475

776-304-751　5,000円
仁清手まり茶盌（化粧箱）

（12.3×8） 　　570640275

776-305-751　8,800円
黒楽茶盌（卓山作）（木）

（12×8.2） 　　570430575

776-401-751　5,000円
黒仁清朱竹茶盌（化粧箱）

（12.3×8） 　　570630575

776-402-751　3,800円
仁清間取鳳凰茶盌（化粧箱）

（12.3×8） 　　570640475

776-403-751　3,000円
仁清安南茶盌（化粧箱）

（12.3×8） 　　570640575

776-404-571　3,200円
唐津ツタ抹茶盌（トムソン箱）

（12.5×8） 　　570450457

776-405-571　3,200円
志野椿抹茶盌（トムソン箱）

（12×8） 　　570530457

776-501-791　2,500円
織部抹茶碗（貼箱）

（12.5×8） 　　771130279

776-502-791　2,500円
オフケ抹茶碗（貼箱）

（12.5×8） 　　672150479

776-503-791　2,500円
黄瀬戸抹茶碗

（12.5×8） 　　771120579

776-504-791　2,500円
鉄赤抹茶碗（貼箱）

（12.5×8） 　　570710479

776-505-791　2,500円
五本手抹茶碗（貼箱）

（12.5×8） 　　570720179

高さ
cm茶道具 長辺

cm
短辺
cm φ 高さ cm容量 cc



777抹茶盌  　
Matcha Bowl

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

陶

日本製

日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

777-101-751　18,000円
織部平茶盌（鉄山作）（桐）

（15.8×5.8） 　　570510175

777-102-751　8,800円
黄瀬戸平茶盌（景陶作）（木）

（14.5×5.5） 　　570510475

777-103-751　8,800円
織部平茶盌（景陶作）（木）

（14.5×5.5） 　　570510575

777-104-751　18,000円
唐津平茶盌（鉄山作）（桐）

（15.8×5.8） 　　570510275

777-105-251　2,200円
辰砂夏抹茶

（14.5×5.5） 　　874450125

777-201-151　2,700円
白志野山水抹茶碗（トムソン箱）

（11×8・530cc） 　　570730115

777-202-571　2,700円
美佐野抹茶盌（トムソン箱）

（12×8） 　　977730257

777-203-151　2,800円
抹茶碗 黒マット釉赤流し（トムソン箱）

（11.7×8.2・530cc） 　　672320515

777-204-791　3,000円
油滴天目抹茶碗（貼箱）

（11.3×8） 　　1077640279

777-205-791　3,000円
三彩抹茶碗（貼箱）

（12.5×8.4） 　　1177720579

777-301-151　2,700円
緑均窯抹茶碗（トムソン箱）

（11×8・530cc） 　　570730215

777-302-571　2,700円
錆ガラス 抹茶（トムソン箱）

（11.8×8.5） 　　874540557

777-303-151　2,700円
赤らく風抹茶碗 （トムソン箱）

（12×8・590cc） 　　1177730315

777-304-151　2,700円
織部抹茶碗（トムソン箱）

（11×8・530cc） 　　570720515

777-305-151　2,700円
青志野抹茶碗（トムソン箱）

（11×8・530cc） 　　570730315

777-401-571　2,700円
青志野抹茶盌（トムソン箱）

（11.6×8） 　　977840157

777-402-571　2,700円
信楽ビードロ抹茶盌（トムソン箱）

（12×8） 　　771140257

777-403-251　2,600円
錆絵桜志野抹茶碗

（11.5×7.7） 　　1177740325

777-404-331　2,700円
紫辰砂抹茶碗（トムソン箱）

（12.4×7.8） 　　1177740433

777-405-331　2,700円
根来赤抹茶碗（トムソン箱）

（12.7×8） 　　1177740533

777-501-571　2,400円
油滴天目 抹茶碗（トムソン箱）

（11.7×7.8） 　　874550357

777-502-571　2,400円
織部抹茶（トムソン箱）

（11.5×7.8） 　　1177750257

777-503-571　2,400円
灰釉抹茶碗（トムソン箱）

（12×8.3） 　　1177750357

777-504-331　2,700円
新緑抹茶碗（トムソン箱）

（12.7×8） 　　1177750433

777-505-151　2,500円
白化粧桜 抹茶碗 （トムソン箱）

（12.3×8） 　　1177750515



778 抹茶盌
Matcha Bowl

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

日本製

日本製

778-101-151　2,500円
抹茶碗 赤吹天目

（13×7.3） 　　1177810115

陶

778-102-571　2,400円
オリベグリーン抹茶碗（トムソン箱）

（12×8.3） 　　1177810257

778-103-511　2,500円
黒ブルー抹茶碗

（11.3×7・550cc） 　　1177810351

778-104-571　2,400円
桃山抹茶（トムソン箱）

（11.5×7.8） 　　1177810457

778-105-571　2,400円
ヒスイ均窯抹茶（トムソン箱）

（11.5×7.8） 　　1177810557

778-201-251　2,350円
抹茶碗織部

（11.7×7.8・550cc） 　　977830525

陶 陶

778-202-571　2,000円
織部山水抹茶盌（トムソン箱）

（11.7×7.8） 　　672150557

陶

778-203-571　2,000円
南蛮ビートロ抹茶碗（トムソン箱）

（11×7.5） 　　1177820357

陶

778-204-571　1,850円
粉引抹茶盌（トムソン箱）

（12.5×8） 　　570750457

陶

778-205-571　1,850円
綾織部抹茶盌（トムソン箱）

（12.5×8） 　　570750557

陶

778-301-541　1,700円
白粉引抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977850154

陶

778-302-541　1,700円
赤らく抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977830454

陶

778-303-541　1,700円
黒ゆず抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977850454

陶

778-304-541　1,700円
青均窯抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977840554

陶

778-305-541　1,700円
鼠志野たたき抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977840454

陶

778-401-541　1,700円
ブルー抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977850354

陶

778-402-541　1,700円
織部抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977850554

陶

778-403-541　1,700円
ピンク志野たたき抹茶碗

（11.5×7.5・450cc） 　　977850254

陶

778-404-571　2,000円
粉引 グリン流し 抹茶碗（トムソン箱）

（12.6×6.8） 　　874450557

陶

778-405-571　2,000円
粉引 トクサ平型 抹茶碗（トムソン箱）

（12.6×6.8） 　　874450457

陶

778-501-571　3,000円
ラスター京型抹茶盌（トムソン箱）

（13×6.5） 　　570550557

陶

778-502-571　3,000円
虹彩京型抹茶盌（トムソン箱）

（13×6.5） 　　570550457

778-503-331　1,200円
橘花抹茶碗

（13×7.8） 　　1177850333

778-504-331　1,200円
翠雨抹茶碗

（13×7.8） 　　1177850433

778-505-331　1,200円
雪花抹茶碗

（13×7.8） 　　1177850533

高さ
cm茶道具 長辺

cm
短辺
cm φ 高さ cm容量 cc



779抹茶盌
Matcha Bowl

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

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製

日本製

日本製

陶

779-101-571　2,000円
ピンク粉引抹茶碗（トムソン箱）

（11×7.5） 　　1177910157

陶

779-102-571　2,000円
青磁抹茶盌（トムソン箱）

（11×7.5） 　　570750157

779-103-571　1,850円
織部抹茶盌（トムソン箱）

（10×6.1） 　　977950657

779-104-571　1,850円
天目抹茶盌（トムソン箱）

（10×6.1） 　　977940657

779-105-151　1,400円
抹茶碗 鉄赤刷毛目

（11.4×7） 　　1177910515

陶

陶

779-201-051　1,750円
鼠志野錆刷毛目甘味鉢

（10.9×7.7） 　　1077720205

陶

779-202-051　1,650円
萩緑流し甘味鉢

（10.9×7.7） 　　1077720405

陶

779-203-051　1,750円
総織部窯変甘味鉢

（10.9×7.7） 　　1077720105

陶

779-204-051　1,650円
柿釉黒いぶし甘味鉢

（10.9×7.7） 　　1077720305

779-205-151　1,400円
抹茶碗 黒釉金刷毛

（11.4×7） 　　1177920515

陶

陶

779-301-571　1,800円
油滴天目 野点 抹茶碗（トムソン箱）

（11×6.5） 　　874740457

陶

779-302-161　1,800円
織部野点抹茶盌（トムソン箱）

（10×6.2） 　　570760416

陶

779-303-571　1,800円
青磁ヌリ分サビ野点抹茶（トムソン箱）

（11×6.5） 　　1177930357

陶

779-304-161　1,800円
青志野野点抹茶盌（トムソン箱）

（10×6.2） 　　570760116

陶

779-305-571　1,800円
ヒスイ野点抹茶碗（トムソン箱）

（11×6.5） 　　1177930557

779-401-151　2,200円
野点茶碗 萩白

（10.5×6.5・250cc） 　　1177940115

陶

779-402-151　2,200円
野点茶碗 赤釉

（10.5×6.5・250cc） 　　1177940215

陶 陶

779-403-571　1,900円
新雪野点茶盌（トムソン箱入）

（10×6.4） 　　771340357

陶

779-404-571　1,900円
雪志野 野点茶盌（トムソン箱）

（10×6.5） 　　672360157

陶

779-405-161　1,800円
油滴天目野点抹茶盌（トムソン箱）

（10×6.2） 　　570760316

陶

779-406-571　1,400円
マーガレット抹茶オレンヂ（トムソン箱）

（11×7.5） 　　874740557

779-501-511　2,200円
青均千筋野点

（10×6.5・300cc） 　　1177950151

779-502-151　2,200円
野点茶碗 信楽風

（10.5×6.5・250cc） 　　1177950215

陶

779-503-151　2,200円
野点茶碗 トルコマット

（10.5×6.5・250cc） 　　1177950315

陶

779-504-151　1,600円
野点茶碗 ビードロ流し （トムソン箱）

（9.2×7.3・300cc） 　　1177950415

陶

779-505-151　1,600円
野点茶碗 白萩藍掛 （トムソン箱）

（9.2×7.3・300cc） 　　1177950515

陶

779-506-151　1,600円
野点茶碗 いぶし黒 （トムソン箱）

（9.2×7.3・300cc） 　　1177950615

陶



780 インテリア小物
Small Articles for Interior Decoration

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

陶

780-101-791　9,900円 白ネコ左 10号（33） 　　873810179

780-102-791　4,950円 白ネコ左 8号（24.5） 　　873810279

780-103-791　3,200円 白ネコ左 7号（21） 　　873810379

780-104-791　2,700円 白ネコ左 6号（18.5） 　　873810479

780-105-791　1,800円 白ネコ左 5号（14.5） 　　873810579

780-106-791　1,650円 白ネコ左 4号（13） 　　873810679

780-107-791　9,900円 白ネコ右 10号（33） 　　873810779

780-108-791　5,100円 白ネコ右 8号（24.5） 　　873810879

780-109-791　4,000円 白ネコ右 7号（21） 　　873810979

780-110-791　2,900円 白ネコ右 6号（18.5） 　　873811079

780-111-791　1,760円 白ネコ右 5号（14.5） 　　873811179

780-112-791　1,650円 白ネコ右 4号（13） 　　873811279

780-113-791　3,500円
縁起物赤絵おじぎ猫（大）

（9.5×7） 　　570020379

780-114-791　2,200円
縁起物赤絵おじぎ猫（小）

（7.5） 　　570020479

780-115-791　3,500円
縁起物赤絵お祈り猫（大）

（12） 　　570020579

780-116-791　2,200円
縁起物赤絵お祈り猫（小）

（9.5） 　　570020679

780-201-791　2,400円
レトロ招き猫千万両白左（15×10） 　　1178020179

780-202-791　2,400円
レトロ招き猫千万両白右（15×10） 　　1178020279

780-203-791　2,400円
レトロ招き猫千万両黒左（15×10） 　　1178020379

780-204-791　2,400円
レトロ招き猫千万両黒右（15×10） 　　1178020479

780-205-791　2,400円
レトロ招き猫千万両金左（15×10） 　　1178020579

780-206-791　2,400円
レトロ招き猫千万両金右（15×10） 　　1178020679

780-207-791　2,400円
レトロ招き猫千万両赤左（15×10） 　　1178020779

780-208-791　2,400円
レトロ招き猫千万両赤右（15×10） 　　1178020879

780-301-791　4,100円
丸台付千万両招き猫（15.5） 　　1178030179

陶
780-302-791　2,800円
横ネコバンク（大）ブチ（19×11.5×13） 　　977040379

780-303-791　2,000円
横ネコバンク（小）ブチ（15×10×11） 　　977040479

陶
780-304-791　2,800円
横ネコバンク（大）黒（19×11.5×13） 　　977040579

780-305-791　2,000円
横ネコバンク（小）黒（15×10×11） 　　977040679

陶
780-306-791　1,550円
ほほえみネコちゃん恵比寿大黒白ペアー

（5） 　　977050379

陶
780-401-791　1,300円
ほほえみ福おじぎ猫白バンク

（7.7） 　　977050179

陶
780-402-791　1,300円
ほほえみ福おじぎ猫金バンク

（7.7） 　　977050279

陶
780-403-791　1,450円
ぶた貯金箱（小）（底穴あき）

（11.5×9/ストッパー付） 　　770430379

陶 陶
780-404-791　1,900円
ぶた貯金箱（中）（底穴あき）

（14×10/ストッパー付） 　　770430479

780-405-791　2,300円
ぶた貯金箱（大）（底穴あき）

（18×14/ストッパー付） 　　770430579

780-117-791　3,500円
縁起物赤絵手長猫 右

（13） 　　570020779

780-118-791　3,500円
縁起物赤絵手長猫 左

（13） 　　570020879

インテリア小物 高さ
cm長辺

cm
短辺
cm

※8号以下は髭が手書き、写真は10号です。右手が上がっているもののみ、5・8・10号は小判の
文字が千万両です。4・6・7号は小判の文字が百万両です。青エプロンは6号からです。

780-115-791 780-117-791

780-118-791

780-116-791



781インテリア小物
Small Articles for Interior Decoration

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

日本製
日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製

日本製

日本製

日本製日本製

日本製

日本製日本製

781-101-991　1,000円 風水BKまる福招き猫･黒（9） 　　57012080Y

781-102-991　1,000円 風水BKまる福招き猫･ピンク（9） 　　57012090Y

781-103-991　1,000円 風水BKまる福招き猫･赤（9） 　　57012100Y

781-104-991　1,000円 風水BKまる福招き猫･黄（9） 　　57012110Y

日本製

781-108-991　1,750円 笑福ねこ･ベージュ（9） 　　57012010Y

781-109-991　1,750円 笑福ふくろう･ベージュ（9） 　　57012020Y

781-110-991　1,750円 笑福うさぎ･ベージュ（10） 　　57012030Y

781-201-991　2,200円
ますます繁盛招き猫･黄

（11） 　　57013010Y

陶
781-202-991　2,200円
ますます繁盛ふくろう･ベージュ

（11） 　　57013020Y

陶
781-203-991　1,200円
ありがとう うさぎ

（6） 　　57013030Y

陶

781-301-991　1,950円
金運風水福朗くん親子（親9・子5.5） 　　57011010Y

陶

781-302-991　1,950円
金運風水招き猫親子（親9・子5.5） 　　57011020Y

陶

781-303-991　1,750円
MONEY来ねこ貯金箱･金（10.5） 　　57011030Y

陶

781-304-991　1,750円
富来朗くん貯金箱･金（10.5） 　　57011040Y

陶

781-401-991　2,200円
招福づくし招き猫貯金箱・白

（17.5） 　　57014030Y

陶

781-403-991　4,400円
ジャンボBKまる招き猫･白

（20） 　　57014010Y

陶

781-402-991　2,200円
招福づくし招き猫貯金箱・黄

（17.5） 　　57014040Y

781-404-991　4,400円
ジャンボBKまる招き猫･黄

（20） 　　57014020Y

781-204-991　1,200円
ありがとう 小坊さん･茶

（5.5） 　　57013040Y

781-205-991　1,200円
ありがとう ふくろう

（5） 　　57013050Y

781-206-991　1,200円
ありがとう ねこ

（5） 　　57013060Y

陶 陶 陶

781-105-991　1,000円 風水BKまる福招き猫･白（9） 　　57012120Y

781-106-991　1,000円 風水BKまる福招き猫･緑（9） 　　57012130Y

781-107-991　1,000円 風水BKまる福招き猫･金（9） 　　57012140Y

781-111-991　2,050円 土もの招き猫貯金箱（10） 　　57012040Y

781-112-991　2,050円 土ものふくろう貯金箱（10） 　　57012070Y

781-113-991　1,750円 土もの丸ねこ貯金箱（8.5） 　　57012060Y

781-114-991　1,750円 土もの丸ふくろう貯金箱（8） 　　57012050Y

陶 陶

陶 陶 陶 陶



782 常滑焼招き猫
Tokoname Ware Maneki-neko Lucky Cat

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

782-101-931　30,350円
白手長小判猫13号（右手）（28×27×43） 　　1178210193

782-102-931　15,500円
白小判猫10号（右手）（23.5×22×33） 　　1178210293

782-103-931　 9,200円
白小判猫8号（右手）（18×16×25） 　　1178210393

782-104-931　 7,000円
白小判猫7号（右手）（16.5×14×23） 　　1178210493

782-105-931　 5,300円
白小判猫6号（右手）（13.5×12.5×19） 　　1178210593

782-106-931　 3,900円
白小判猫5号（右手）（11×10×16） 　　1178210693

782-107-931　 3,200円
白小判猫4号（右手）（9.5×8.5×13） 　　1178210793

782-108-931　30,350円
白手長小判猫13号（左手）（28×27×43） 　　1178210893

782-109-931　15,500円
白小判猫10号（左手）（23.5×22×33） 　　1178210993

782-110-931　 9,200円
白小判猫8号（左手）（18×16×25） 　　1178211093

782-111-931　 7,000円
白小判猫7号（左手）（16.5×14×23） 　　1178211193

782-112-931　 5,300円
白小判猫6号（左手）（13.5×12.5×19） 　　1178211293

782-113-931　 3,900円
白小判猫5号（左手）（11×10×16） 　　1178211393

782-114-931　 3,200円
白小判猫4号（左手）（9.5×8.5×13） 　　1178211493

782-201-931　40,000円
黒手長小判猫13号（右手）（28×27×43） 　　1178220193

782-202-931　20,000円
黒小判猫10号（右手）（23.5×22×33） 　　1178220293

782-203-931　11,750円
黒小判猫8号（右手）（18×16×25） 　　1178220393

782-204-931　 9,200円
黒小判猫7号（右手）（16.5×14×23） 　　1178220493

782-205-931　 6,750円
黒小判猫6号（右手）（13.5×12.5×19） 　　1178220593

782-206-931　 5,050円
黒小判猫5号（右手）（11×10×16） 　　1178220693

782-207-931　 4,150円
黒小判猫4号（右手）（9.5×8.5×13） 　　1178220793

782-208-931　40,000円
黒手長小判猫13号（左手）（28×27×43） 　　1178220893

782-209-931　20,000円
黒小判猫10号（左手）（23.5×22×33） 　　1178220993

782-210-931　11,750円
黒小判猫8号（左手）（18×16×25） 　　1178221093

782-211-931　 9,200円
黒小判猫7号（左手）（16.5×14×23） 　　1178221193

782-212-931　 6,750円
黒小判猫6号（左手）（13.5×12.5×19） 　　1178221293

782-213-931　 5,050円
黒小判猫5号（左手）（11×10×16） 　　1178221393

782-214-931　 4,150円
黒小判猫4号（左手）（9.5×8.5×13） 　　1178221493

782-301-931　20,000円
赤小判猫10号（右手）（23.5×22×33） 　　1178230193

782-302-931　11,750円
赤小判猫8号（右手）（18×16×25） 　　1178230293

782-303-931　 9,200円
赤小判猫7号（右手）（16.5×14×23） 　　1178230393

782-304-931　 6,750円
赤小判猫6号（右手）（13.5×12.5×19） 　　1178230493

782-305-931　 5,050円
赤小判猫5号（右手）（11×10×16） 　　1178230593

782-306-931　 4,150円
赤小判猫4号（右手）（9.5×8.5×13） 　　1178230693

782-307-931　20,000円
赤小判猫10号（左手）（23.5×22×33） 　　1178230793

782-308-931　11,750円
赤小判猫8号（左手）（18×16×25） 　　1178230893

782-309-931　 9,200円
赤小判猫7号（左手）（16.5×14×23） 　　1178230993

782-310-931　 6,750円
赤小判猫6号（左手）（13.5×12.5×19） 　　1178231093

782-311-931　 5,050円
赤小判猫5号（左手）（11×10×16） 　　1178231193

782-312-931　 4,150円
赤小判猫4号（左手）（9.5×8.5×13） 　　1178231293

782-401-931　35,500円
黄金小判猫10号（右手）（23.5×22×33） 　　1178240193

782-402-931　21,950円
黄金小判猫8号（右手）（18×16×25） 　　1178240293

782-403-931　11,650円
黄金小判猫6号（右手）（13.5×12.5×19） 　　1178240393

782-404-931　 7,750円
黄金小判猫5号（右手）（11×10×16） 　　1178240493

782-405-931　 6,200円
黄金小判猫4号（右手）（9.5×8.5×13） 　　1178240593

782-406-931　35,500円
黄金小判猫10号（左手）（23.5×22×33） 　　1178240693

782-407-931　21,950円
黄金小判猫8号（左手）（18×16×25） 　　1178240793

782-408-931　11,650円
黄金小判猫6号（左手）（13.5×12.5×19） 　　1178240893

782-409-931　 7,750円
黄金小判猫5号（左手）（11×10×16） 　　1178240993

782-410-931　 6,200円
黄金小判猫4号（左手）（9.5×8.5×13） 　　1178241093

φ

高さ
cm

ミニ花瓶/花瓶/傘立 高さ
cm長辺

cm
短辺
cmインテリア小物 高さ

cm長辺
cm

短辺
cm

※掲載されている猫は全て8号の大きさです。 ※サイズ表記は横幅・奥行・高さの順番になります。 ※号数によってはヒゲ、模様、首まわりの仕様が異なります。

※赤小判猫7号は特注の為少々時間が掛かります。

※黄金小判猫は半年近く待つ事になります。



783招き猫・花瓶
Maneki-neko Lucky Cat, Flower Vase

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

陶

783-101-931　32,950円
大入白猫13号（左手）

（28×27×43） 　　671730293

783-102-931　18,100円
大入白猫10号（左手）

（23.5×22×33） 　　671730393

783-103-931　10,600円
大入白猫8号（左手）

（18×16×25） 　　671730493

陶

783-104-931　22,600円
三匹猫10号

（36×20.5×33） 　　671720193

783-105-931　14,200円
三匹猫8号

（27×15×26） 　　671720293

783-106-931　11,100円
三匹猫7号

（24×13.5×23） 　　671720393

783-107-931　 9,200円
三匹猫6号

（20.5×11×19） 　　671720493

783-201-571　2,500円
布目天目花瓶

（9×22） 　　571020257

783-202-571　2,500円
布目白花瓶

（9×22） 　　571020357

783-203-201　2,800円
黒伊賀八角ケズリ花瓶

（8×23.5） 　　978430320

783-204-201　2,800円
雪化粧八角ケズリ花瓶

（8×23.5） 　　978430420

783-205-571　1,900円
茶吹き筒花瓶8号

（21） 　　1178320557

783-301-791　1,450円
切立花瓶（ナマコ）

（8×19.5） 　　672620479

783-302-791　1,450円
切立花瓶（青地）

（8×19.5） 　　771620579

783-303-161　1,450円
白樺型花瓶（茶流し）

（8.2×19.7） 　　571030116

783-304-571　1,450円
白樺花瓶赤茶

（8.2×19.8×6） 　　672620357

783-305-571　1,800円 
ナマコ花瓶7号（21） 　　1178330557

783-306-571　 920円 
ナマコ小花瓶（16） 　　1178330657

783-401-571　1,450円
白樺花瓶黄瀬戸

（8.2×19.8×6） 　　672620257

783-402-161　1,450円
白樺型花瓶（黒伊賀）

（8.2×19.7） 　　571030216

783-403-791　1,450円
切立花瓶（ビードロ）

（8×19.5） 　　672620179

783-404-571　1,850円
ナマコ筒花瓶8号

（21） 　　1178340457

783-405-571　1,850円
吹き黒花瓶7号

（21） 　　1178340557

常滑焼

常滑焼



784 ミニ花瓶
Small Flower Vase

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

784-101-201　560円 角モノクロ（青）一輪挿し（4.3×10.3） 　　1178410120

784-102-201　560円 角モノクロ（白）一輪挿し（4.3×10.3） 　　1178410220

784-103-201　560円 角モノクロ（黒）一輪挿し（4.3×10.3） 　　1178410320

陶
784-104-571　450円 黒丸一輪立（7×6） 　　570830857

784-105-571　450円 白丸一輪立（7×6） 　　570830957

784-106-571　450円 オリベ流丸一輪立（7×6） 　　570831057

陶
784-107-571　700円 串目オリベ流し掛花花瓶（5.4×13） 　　570820457

784-108-571　700円 串目青流し掛花花瓶（5.4×13） 　　570820557

784-109-571　730円 オリベ流角花瓶（6.5×16.5） 　　570911057

784-110-571　730円 白流しグリン角花瓶（6.5×16.5） 　　570911157

784-201-201　560円 八面体菊小路（白）（9×5.6） 　　1178420120

784-202-201　560円 八面体菊小路（青）（9×5.6） 　　1178420220

784-203-201　560円 八面体菊小路（黒）（9×5.6） 　　1178420320

陶
784-204-571　450円 ナマコ角一輪立 　　1078220357

784-205-571　450円 織部流し角一輪立（2.2×4.8×11） 　　570910457

784-206-571　450円 唐津角一輪立（2.2×4.8×11） 　　570910557

784-207-201　560円 角筒小花（緑）（2.2×11） 　　1178420720

784-208-201　560円 角筒小花（青）（2.2×11） 　　1178420820

784-209-201　560円 角筒小花（黄）（2.2×11） 　　1178420920

陶
784-301-571　450円 八面体一輪立白（9×5.3） 　　672411057

784-302-571　450円 八面体一輪立オリベ流（9×5.3） 　　672411157

784-303-571　450円 八面体一輪立唐津（9×5.3） 　　672411257

784-304-571　450円 八面体一輪立黒（9×5.3） 　　672411357

陶
784-305-161　1,450円 民芸つる付花瓶 ゴズ吹（7×11） 　　672430416

784-306-161　1,450円 民芸つる付花瓶 黒吹（7×11） 　　672430516

784-307-161　1,450円 民芸つる付花瓶 赤吹（7×11） 　　672430616

陶
784-308-161　520円
天目流耳付ミニ花瓶（9×8） 　　570921016

784-309-571　500円
ナマコ耳付ミニ花瓶（9×8） 　　1078310957

陶
784-310-571　730円
青流し茶花瓶（7×17） 　　570810957

784-311-571　730円
オリベ流梨地花瓶（7×17） 　　570811057

784-401-571　920円
黒吹筒花瓶（16） 　　1178440157

784-402-571　920円
白吹筒花瓶（16） 　　1178440257

784-403-161　1,150円
六兵衛口細花瓶 残雪（φ6×17.3） 　　978430216

784-404-161　1,250円
六兵衛口細花瓶 黒窯変（φ6×17.3） 　　978430116

784-405-571　1,850円 茶三彩ストレート花瓶（20） 　　1178440557

784-406-571　1,800円 ナマコストレート花瓶（20） 　　1178440657

784-407-571　1,850円 白三彩ストレート花瓶（20） 　　1178440757

φ

高さ
cm

ミニ花瓶/花瓶/傘立 高さ
cm長辺

cm
短辺
cm

784-101-201 784-102-201 784-103-201

784-104-571

784-105-571
784-106-571 784-107-571

784-108-571

784-109-571

784-110-571

784-201-201

784-202-201

784-203-201
784-204-571

784-205-571
784-206-571 784-207-201 784-208-201

784-209-201

784-301-571

784-303-571

784-302-571

784-304-571

784-305-161 784-306-161
784-307-161

784-308-161

784-309-571

784-310-571
784-311-571

784-401-571
784-402-571

784-403-161 784-404-161
784-405-571

784-406-571
784-407-571

φ

高さ
cm

ミニ花瓶/花瓶/傘立 高さ
cm長辺

cm
短辺
cm



785ミニ花瓶
Small Flower Vase

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

陶
785-101-571　500円 ラスター民芸ミニ花瓶（9×8） 　　570930157

785-102-571　500円 グリン流民芸ミニ花瓶（9×8） 　　570930457

785-103-161　520円 民芸エメラルド流ミニ花瓶（9×8） 　　1078340616

陶

785-104-571　500円 オリベ流し民芸ミニ花瓶（9×8） 　　570920957

785-105-571　500円 天目流し四角ミニ花瓶（9×8） 　　1078340257

785-106-571　500円 三彩流ミニ花瓶（9×8） 　　1078340357

785-107-201　560円 球型春秋（白）（7×6） 　　1178510720

785-108-201　560円 球型春秋（青）（7×6） 　　1178510820

785-109-201　560円 球型春秋（黒）（7×6） 　　1178510920

785-201-201　580円 小花一輪差し（8.5） 　　570920720

785-202-201　580円 錦織一輪差し（8.5） 　　570920620

785-203-201　580円 桜もみじ一輪差し（1.8×8.5） 　　672520920

785-204-201　580円 ナマコ桜一輪差し（1.8×8.5） 　　672520820

785-205-201　580円 サクラ一輪差し（8.5） 　　570920520

785-206-201　560円 
千寿一輪差し（1.8×8.3） 　　1178520620

785-207-201　560円 
藍友禅一輪差し（1.8×8.3） 　　1178520720

785-208-511　780円 
赤志野花玉手付花瓶（8×9.5） 　　570830751

陶
785-209-571　450円 黒丸一輪立（2.2×4.8×11） 　　570910157

785-210-571　450円 唐津丸一輪立（2.2×4.8×11） 　　570910257

785-211-571　450円 白流し丸一輪立（2.2×4.8×11） 　　570910357

785-212-571　450円 オリベ流丸一輪立（2.2×4.8×11） 　　570910657

陶
785-301-571　500円 織部流し六角民芸ミニ花瓶（9×8） 　　570930857

785-302-571　500円 ナマコ六角ミニ花瓶 　　1078330557

785-303-571　500円 黒六角ミニ花瓶（9×8） 　　1078330657

陶
785-304-161　520円 ナマコ流民芸ミニ花瓶（9×8） 　　570930516

785-305-571　500円 青流しペコ民芸ミニ花瓶（9×8） 　　570930357

785-306-571　500円 ペコピンクミニ花瓶（9×8.5） 　　672540258

陶
785-307-161　520円 三彩丸ミニ花瓶（9×8） 　　570931016

785-308-571　500円 サビウズ民芸ミニ花瓶（9×8） 　　570931157

785-309-571　500円 青流しミニ花瓶（9×8.5） 　　672540158

785-310-571　500円 サビトクサツル花瓶（9×8.5） 　　1078331057

陶
785-401-571　650円 丸掛花瓶天目（5×14） 　　570820657

785-402-571　650円 丸掛花瓶織部（5×14） 　　570820757

785-403-571　680円 竹うのふ掛花花瓶（5×14.1） 　　570820857

785-404-571　680円 竹萩色掛花花瓶（5×14.1） 　　570820957

785-405-571　680円 竹伊賀風掛花花瓶（5×14.1） 　　570821057

陶
785-406-571　520円 しずく花瓶織部ラスター（1.8×7.5×10.2） 　　672540957

785-407-571　520円 しずく花瓶黒伊賀（1.8×7.5×10.2） 　　672541057

785-408-571　520円 白うずしずく花瓶（7.5×10.2） 　　771520957

陶
785-409-571　520円 白化粧うずしずく花瓶（7.5×10.2） 　　771521057

785-410-571　520円 益子しずく花瓶（7.5×10.2） 　　1078340857

785-411-571　520円 しずく花瓶青十草（1.8×7.5×10.2） 　　672541257

785-101-571

785-102-571

785-103-161

785-104-571

785-105-571

785-106-571

785-107-201

785-108-201

785-109-201

785-209-571

785-210-571

785-211-571
785-212-571

785-301-571
785-302-571

785-303-571 785-304-161

785-305-571 785-306-571 785-307-161

785-308-571

785-309-571

785-310-571

785-401-571
785-402-571

785-403-571

785-404-571
785-405-571

785-406-571

785-407-571

785-408-571

785-409-571

785-410-571

785-411-571

785-206-201
785-207-201

785-208-511

785-201-201

785-202-201

785-203-201

785-204-201

785-205-201



790 傘立（信楽焼）
Umbrella Stand (Shigaraki 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

日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

790-101-921　
12,000円
白ぼかしふくろう傘立

（21.5×46） 　　1179010192

陶
790-102-921　
14,000円
ルリ花彫傘立

（22×46） 　　1179010292

陶

790-201-921　14,000円
白櫛目傘立

（23×42） 　　1179020192

陶

790-202-921　15,000円
古陶四角傘立

（17×17×47） 　　1179020292

陶

790-203-921　16,000円
櫛目傘立

（22×43） 　　1179020392

陶

790-204-921　22,000円
花透し長傘立

（21×57） 　　1179020492

陶

790-301-921　25,000円
白櫛目広口傘立

（27.5×46） 　　1179030192

陶

790-302-921　26,000円
火色壷型傘立

（33.5×43） 　　1179030292

陶

790-401-921　25,000円
古窯たわみ傘立

（30×29×45） 　　1179040192

陶

790-402-921　30,000円
ペアふくろう透し彫傘立

（36×28×48） 　　1179040292

陶

790-403-921　40,000円
白窯変手桶傘立

（34×55） 　　1179040392

陶

φ

高さ
cm

ミニ花瓶/花瓶/傘立 高さ
cm長辺

cm
短辺
cm


	kigura11_53.pdf
	kigura11_54.pdf
	kigura11_55.pdf
	kigura11_56.pdf
	kigura11_57.pdf

