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Arita Ware Tea Pot with Handle on Top
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366-101-901　8,200円
鎌倉濃唐花8号土瓶（15×13.8・1200cc） 　　533810290

366-102-901　7,200円
鎌倉濃唐花6号土瓶（13×12.5・900cc） 　　533810390

366-103-901　7,700円
鎌倉十草8号土瓶（15×13.8・1200cc） 　　533810590

366-104-901　7,000円
鎌倉十草6号土瓶（13.5×13・900cc） 　　533810690

366-105-901　7,300円
鎌倉蛸唐草8号土瓶（15×13.8・1200cc） 　　533810890

366-106-901　6,800円
鎌倉蛸唐草6号土瓶（13×12.5・900cc） 　　533810990

366-107-901　6,850円 線濃10号土瓶（16×14.5・1900cc） 　　533820190

366-108-901　5,800円 線濃8号土瓶（14.8×12.5・1360cc） 　　533820290

366-109-901　4,550円 線濃6号土瓶（13×10.5・900cc） 　　533820390

366-201-901　6,850円 京網10号土瓶（16×15.3・1900cc） 　　533820790

366-202-901　5,800円 京網8号土瓶（14.5×13.5・1360cc） 　　533820890

366-203-901　4,550円 京網6号土瓶（12.8×11.5・1000cc） 　　533820990

366-204-901　6,850円 立枠10号土瓶（16×15.3・1850cc） 　　533821090

366-205-901　5,800円 立枠8号土瓶（14.5×13.5・1300cc） 　　533821190

366-206-901　4,550円 立枠6号土瓶（12.8×11.5・950cc） 　　533821290

366-207-901　6,850円 青磁笹 10号土瓶（16×14.5・1900cc） 　　634020490

366-208-901　5,800円 青磁笹 8号土瓶（14.8×12.5・1360cc） 　　634020590

366-209-901　4,550円 青磁笹 6号土瓶（13×10.5・900cc） 　　634020690

366-210-901　6,250円
桜川8号土瓶（M）（15×14.2・1300cc） 　　533930790

366-211-901　5,200円
桜川6号土瓶（M）（13.7×12.5・900cc） 　　533930890

366-301-901　6,000円
草牡丹8号土瓶（M）（15×14.2・1300cc） 　　1136630190

366-302-901　5,100円
草牡丹6号土瓶（M）（13.7×12.5・900cc） 　　1136630290

366-303-901　6,100円 花びょうぶ10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　533840790

366-304-901　5,200円 花びょうぶ8号土瓶（14.5×13.5・1400cc） 　　533840890

366-305-901　4,000円 花びょうぶ6号土瓶（12.8×11.5・1000cc） 　　533840990

366-306-901　6,100円 京染10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　533850190

366-307-901　5,200円 京染8号土瓶（15×12.5・1400cc） 　　533850290

366-308-901　4,000円 京染6号土瓶（13.5×11・1000cc） 　　533850390

366-309-901　5,900円 小町草10号土瓶（16・13.7・1800cc） 　　533910190

366-310-901　5,200円 小町草8号土瓶（15×12.5・1400cc） 　　533910290

366-311-901　3,900円 小町草6号土瓶（13.5×11・1000cc） 　　533910390

366-401-901　5,550円
思い花8号土瓶（M）（15×14.2・1300cc） 　　533930990

366-402-901　5,000円
思い花6号土瓶（M）（13.7×12.5・900cc） 　　533931090

366-403-901　4,200円
錦花格子8号土瓶（Ｍ）（15.5×13.9・1650cc） 　　732950390

366-404-901　2,950円
錦花格子6号土瓶（Ｍ）（13.5×13・1100cc） 　　732950490

タイ製

366-405-901　4,000円
古代十草8号土瓶（M）（15.2×14.5・1650cc） 　　533951090

366-406-901　2,800円
古代十草6号土瓶（M）（14×12.8・1100cc） 　　533951190

タイ製

366-407-901　4,000円
銀のつぼみ8号土瓶（M）（15.3×14.4・1650cc） 　　936830190

366-408-901　2,800円
銀のつぼみ6号土瓶（M）（13.5×13・1100cc） 　　936830290

366-501-901　4,000円
めばえ（M）7号土瓶（14.2×12・1300cc） 　　533840290

366-502-901　3,700円
しゃくなげ 角10号土瓶（Ｍ）（16.5×15・2000cc） 　　732950590

366-503-901　3,400円
しゃくなげ 角8号土瓶（Ｍ）（15.5×13.6・1600cc） 　　732950690

タイ製

366-504-901　3,700円
古染花 角10号土瓶（Ｍ）（16.5×15・2000cc） 　　732950790

366-505-901　3,400円
古染花 角8号土瓶（Ｍ）（15.5・13.6・1600cc） 　　732950890

タイ製

366-506-901　3,300円
濃松葉8号土瓶（M）（15×14・1650cc） 　　834450390

366-507-901　2,700円
濃松葉6号土瓶（M）（13.5×12.5・1100cc） 　　834450490

タイ製

有田焼土瓶/土瓶
高さ
cmφ容量 cc

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ
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367-101-911　7,000円 ふし十草10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533830791

367-102-911　6,000円 ふし十草8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533830891

367-103-911　4,500円 ふし十草6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　533830991

367-104-911　7,000円 唐黄梅10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037310491

367-105-911　6,000円 唐黄梅8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037310591

367-106-911　4,500円 唐黄梅6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037310691

367-107-911　7,000円 水玉10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533930191

367-108-911　5,500円 水玉8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533930291

367-109-911　4,500円 水玉6号土瓶（14×10.5・800cc） 　　533930391

367-110-911　7,000円 桜10号土瓶（M）（17×14・1800cc） 　　533830191

367-111-911　6,500円 桜8号土瓶（M）（15×11.5・1400cc） 　　533830291

367-112-911　4,500円 桜6号土瓶（M）（14×10.5・1000cc） 　　533830391

367-201-911　7,000円 マロン唐草10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037321091

367-202-911　6,000円 マロン唐草8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037321191

367-203-911　4,500円 マロン唐草6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037321291

367-204-911　7,000円 花娘10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533851091

367-205-911　5,500円 花娘8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533851191

367-206-911　4,000円 花娘6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　533851291

367-207-911　7,000円 香梅10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037330491

367-208-911　6,000円 香梅8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037330591

367-209-911　4,500円 香梅6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037330691

367-210-911　6,000円 ゴス笹10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533911091

367-211-911　5,500円 ゴス笹8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533911191

367-212-911　4,000円 ゴス笹6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　533911291

367-301-911　6,000円 菊割十草10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037310791

367-302-911　5,500円 菊割十草8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037310891

367-303-911　4,000円 菊割十草6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037310991

367-304-911　6,000円 静香10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037320191

367-305-911　5,500円 静香8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037320291

367-306-911　4,000円 静香6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037320391

367-307-911　7,500円 錦唐草10号土瓶（M）（16×12・1800cc） 　　533940191

367-308-911　6,800円 錦唐草8号土瓶（M）（15×11・1400cc） 　　533940291

367-309-911　5,200円 錦唐草6号土瓶（M）（13.5×10・1000cc） 　　533940391

367-310-911　6,800円 ゴス白梅10号土瓶（M）（16×12・1800cc） 　　533950791

367-311-911　6,000円 ゴス白梅8号土瓶（M）（15×11・1400cc） 　　533950891

367-312-911　4,800円 ゴス白梅6号土瓶（M）（13.5×10・1000cc） 　　533950991

367-401-911　6,000円
手描笹8号土瓶（M）（15×11.5・1300cc） 　　533920491

367-402-911　4,000円
手描笹6号土瓶（M）（14×10.5・900cc） 　　533920591

367-403-911　5,800円
Fライン8号土瓶（20×13・1150cc） 　　1136740391

367-404-911　3,800円
Fライン6号土瓶（19×11・900cc） 　　1136740491

367-405-911　5,800円
福唐草8号土瓶（20×13・1150cc） 　　1136740591

367-406-911　3,800円
福唐草6号土瓶（19×11・900cc） 　　1136740691

367-407-911　6,500円
ひだまり8号土瓶（M）（15×11.5・1300cc） 　　834540191

367-408-911　4,500円
ひだまり6号土瓶（M）（14×10.5・900cc） 　　834540291

367-501-911　5,500円
ダミ二色山茶花8号土瓶（M）（15×13・1300cc） 　　834550491

367-502-911　4,000円
ダミ二色山茶花6号土瓶（M）（13×12・900cc） 　　834550591

367-503-911　5,500円
かれん8号土瓶（M）（15×13・1300cc） 　　834550291

367-504-911　4,000円
かれん6号土瓶（M）（13×12・900cc） 　　834550391

367-505-911　5,500円
乱千筋6号土瓶（13×11・600cc） 　　834550191

367-506-911　3,500円
ひだまり大急須（M）（12×10・630cc） 　　834710591
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368-101-901　5,350円
青海波紋5号土瓶

（12×10.5・800cc） 　　1037410390

368-102-911　4,000円
水玉4号土瓶

（12×10.5・650cc） 　　534020591

368-103-911　3,800円
ひだまり4号土瓶（M）

（12×9・550cc） 　　937020491

368-104-911　3,800円
ゴス桔梗4号土瓶

（12×8・540cc） 　　534040391

368-105-911　3,800円
乱千筋4号土瓶

（11.5×9.5・400cc） 　　834620591

368-201-911　3,500円
白花4号土瓶

（13×9・500cc） 　　634250391

368-202-911　3,500円
墨はじき花4号土瓶

（13×9・400cc） 　　733060591

368-203-911　3,800円
錦唐草4号土瓶（M）

（12.5×8・500cc） 　　534040491

368-204-911　3,500円
かれん4号土瓶

（500cc） 　　1037460391

368-205-901　3,500円
黄釉ぶどう4号土瓶（U）

（12×9・400cc） 　　634260490

368-301-901　3,500円
グリーン花絵4号土瓶（U）

（12×9・400cc） 　　634360290

368-302-911　3,500円
白梅4号土瓶（M）

（12.5×8・500cc） 　　534060491

368-303-901　3,350円
線濃4号土瓶

（11.7×9.7・650cc） 　　534020490

368-304-901　3,350円
京網4号土瓶

（11.8×9.5・640cc） 　　534020390

368-305-901　3,350円
立枠4号土瓶

（11.5×9.7・740cc） 　　534020190

368-401-901　3,200円
桜川4号土瓶（M）

（12×10・550cc） 　　534030190

368-402-901　3,100円
思い花4号土瓶（M）

（12×10・550cc） 　　534040290

368-403-901　3,000円
さがの4号土瓶

（13×8.7・500cc） 　　834640390

368-404-911　3,000円
Fライン4号土瓶

（17×10・550cc） 　　1136840491

368-405-911　3,000円
福唐草4号土瓶

（17×10・550cc） 　　1136840591

368-501-901　3,000円
あかね草5号土瓶（M）

（12.7×11.2・800cc） 　　634360590

368-502-901　2,900円
めばえM5号土瓶

（12×10.4・800cc） 　　533840390

368-503-901　2,900円
古染ぶどう4号土瓶（U）

（12.8×8.8・650cc） 　　937060290

368-504-901　2,550円
古代十草 4号土瓶（M）

（12×10・600cc） 　　534050390

タイ製

368-505-901　4,500円
古都6号（U）ポット

（13.2×12.3・1000cc） 　　534140190

有田焼土瓶/土瓶
高さ
cmφ容量 cc

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm

容量 cc φ



369有田焼ポット・有田焼急須
Arita Ware Tea Pot, Arita Ware Tea Server
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369-101-901　4,500円
京染6号（U）ポット

（13.2×12.3・1000cc） 　　534140290

369-102-901　3,850円
色絵からし軽々ポット（U）

（9.8×11・480cc） 　　534120190

369-103-901　3,250円
大輪花ポット（U）

（9.5×10.7・440cc） 　　1037540390

369-104-901　3,750円
色彩唐草軽々ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136910490

369-105-901　3,750円
十草軽々ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136910590

369-201-901　3,500円
ぶどう筋彫ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136920190

369-202-901　3,500円
点彩唐草筋彫ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136920290

369-203-901　3,250円
水引草ポット（U）

（8.9×10.2・420cc） 　　1136920390

369-204-901　3,000円
線十草ポット（U）（青）

（9.8×10・450cc） 　　534130190

369-205-901　3,000円
線十草ポット（U）（赤）

（9.8×10・450cc） 　　534130290

369-301-901　2,950円
招福ネコポット（U）

（10×10.5・380cc） 　　534130590

369-302-901　2,900円
ふくろうポット（U）

（9.5×10.7・440cc） 　　937150490

タイ製

369-303-901　2,800円
銀のつぼみポット（U）

（9.5×10.7・440cc） 　　937150590

タイ製

369-304-901　2,800円
古染ぶどうポット（U）

（10×8.8・450cc） 　　937160190

369-305-901　2,100円
万両ポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　534131090

369-401-901　2,100円
唐草ポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　534130790

369-402-901　2,100円
ザクロ ポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　1037560490

369-403-901　2,100円
丸紋うさぎポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　534130890

369-404-901　5,400円
山水急須（セラ茶コシ）

（10.5×10・390cc） 　　534210390

369-405-901　4,550円
淡彩唐草急須（セラ茶コシ）

（10.5×10・390cc） 　　534210490

369-501-911　5,500円
祝唐草急須（U）

（18×6.5・280cc） 　　1136950191

369-502-911　4,500円
大輪花 急須（U）（青）

（10×8・350cc） 　　733310591

369-503-911　4,500円
大輪花急須（U）（赤）

（10×8・350cc） 　　834720591

369-504-911　4,500円
手描き青花（Ｕ）茶こし付き急須

（18×8・300cc） 　　1136950491

369-505-901　6,000円
濃椿小急須（Ｕ）

（9×8・250cc） 　　1136950590



370 有田焼急須
Arita Ware Tea Pot with Side Straight Handle

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

370-101-911　4,000円
水玉急須

（10.5×7.5・400cc） 　　534250191

370-102-901　3,850円
色絵からし軽々急須（U）

（10×11.2・480cc） 　　534220390

370-305-901　3,400円
黒泥 急須（U）

（11.8×7.5・350cc） 　　1137030590

370-502-901　3,100円
草牡丹 急須（M）

（10.5×8.5・430cc） 　　1137050290

370-103-911　3,800円
ゴス桔梗急須（U）

（11×10・360cc） 　　534240191

370-104-901　3,800円
丸椿 急須（U）

（11.5×8.3・450cc） 　　1037620290

370-105-911　3,800円
乱千筋2.5号急須

（10.5×7.5・340cc） 　　834840191

370-201-911　3,600円
濃椿大急須（U）

（10.5×9.5・500cc） 　　1037520391

370-202-901　3,750円
十草軽々急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137020290

370-203-901　3,750円
色彩唐草軽々急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137020390

370-204-901　3,600円
大輪花 急須（U）

（11.5×8.3・450cc） 　　1037630190

370-205-911　3,600円
ひだまり急須（M）

（11×8.5・400cc） 　　834910591

370-503-901　2,700円
赤絵唐草 平口急須（U）

（10.8×9・300cc） 　　1137050390

370-504-901　2,700円
野山 平口急須（U）

（10.8×9・300cc） 　　1137050490

370-505-901　2,700円
流水桜 平口急須（U）

（10.8×9・300cc） 　　1137050590

370-301-911　3,600円
濃十草 急須　

（17×9.5・350cc） 　　937240191

370-302-911　3,800円
錦唐草急須（M）

（11.5×8・520cc） 　　534330191

370-303-901　3,500円
ぶどう筋彫急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137030390

370-304-901　3,500円
点彩唐草筋彫急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137030490

370-401-901　3,250円
青海波紋 急須（U）

（11×8.7・430cc） 　　1037640590

370-402-901　3,250円
水引草急須（U）

（10×10.2・380cc） 　　1137040290

370-403-901　3,200円
黄釉ぶどう急須（U）

（11×9・400cc） 　　634730590

370-404-901　3,200円
グリーン花絵急須（U）

（11×9・400cc） 　　634360190

370-405-901　3,200円
華の詩急須（U）

（10.5×9.2・460cc） 　　534250390

370-501-901　3,100円
唐草地紋急須（U）

（10.5×9.2・460cc） 　　534250490

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ



371有田焼急須
Arita Ware Tea Pot with Side Straight Handle

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

371-101-901　3,150円
クロスライン急須（U）

（10×11・550cc） 　　937310490

371-102-901　3,150円
ハーフドット急須（U）

（10×11・550cc） 　　937310390

371-103-901　3,150円
手描き線急須（U）

（10×11・550cc） 　　937310290

371-104-901　3,150円
モダン切子急須（U）

（10×11・550cc） 　　937310190

371-105-901　3,100円
桜川急須（M）

（10.5×8.5・430cc） 　　534250590

371-201-901　3,000円
思い花急須（M）

（10.5×8.5・430cc） 　　534320590

371-202-901　3,000円
招福ネコ急須（U）

（11×9・500cc） 　　534250290

371-203-911　3,000円
白花 急須

（11×8・550cc） 　　634730491

371-204-911　2,800円
Fライン 急須（緑）

（17×8.5・400cc） 　　1137120491

371-205-911　2,800円
福唐草 急須（青）

（17×8.5・400cc） 　　1137120591

371-301-911　2,800円
墨はじき花 急須

（11×8・400cc） 　　733330591

371-302-911　2,800円
かれん急須

（500cc） 　　1037720491

371-303-911　3,200円
白梅急須（M）

（11.5×8・520cc） 　　534350291

371-304-901　2,800円
古染ぶどう急須（U）

（11×9・430cc） 　　937330490

371-305-901　2,800円
さがの 急須（M）

（10.5×9.2・460cc） 　　834910490

371-401-901　2,600円
めばえ急須（M）

（10.8×10・500cc） 　　534320490

371-402-901　2,700円
めばえM3号急須

（11.5×9.2・450cc） 　　834930590

371-403-901　2,400円
あかね草 急須（Ｍ）

（11.5×9.2・400cc） 　　733330190

371-404-901　2,400円
錦花格子 急須（Ｍ）

（10.5×8.7・450cc） 　　733350390

タイ製

371-405-901　2,100円
万両急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340290

371-501-901　2,100円
十草急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340390

371-502-901　2,100円
ザクロ急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340490

371-503-901　2,100円
丸紋うさぎ急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340190

371-504-901　1,850円
錦からし絵小急須（U）

（8.8×7.7・300cc） 　　534350490

タイ製

371-505-901　1,850円
古代十草小急須（U）

（8.8×7.7・300cc） 　　534350590

タイ製



372 土瓶
Tea Pot with Handle on Top

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

372-101-541　7,000円 濃牡丹10号土瓶（アミ付）（17×14・1880cc） 　　534410154

372-102-541　6,000円 濃牡丹8号土瓶（アミ付）（16×13.8・1700cc） 　　534410254

372-103-541　4,200円 濃牡丹6号土瓶（アミ付）（14.5×12・1050cc） 　　534410354

372-104-541　7,000円 スイトピー10号土瓶（アミ付）（17×14・1880cc） 　　534410454

372-105-541　6,000円 スイトピー8号土瓶（アミ付）（16×13.8・1700cc） 　　534410554

372-106-541　4,200円 スイトピー6号土瓶（アミ付）（14.5×12・1050cc） 　　534410654

372-107-541　7,000円 紫花10号土瓶（アミ付）（17×14・1880cc） 　　534410754

372-108-541　6,000円 紫花8号土瓶（アミ付）（16×13.8・1700cc） 　　534410854

372-109-541　4,200円 紫花6号土瓶（アミ付）（14.5×12・1050cc） 　　534410954

372-110-541　6,700円
桜もみじ8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　534430154

372-111-541　5,000円
桜もみじ6号土瓶（アミ付）（14×11.5・1000cc） 　　534430254

372-112-541　6,700円
風たより8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　534430354

372-113-541　5,000円
風たより6号土瓶（アミ付）（14×11.5・1000cc） 　　534430454

372-201-541　6,700円 桜浪漫（青）六兵衛8号土瓶（16×13・1500cc） 　　937420154

372-202-541　5,000円 桜浪漫（青）六兵衛6号土瓶（14×11.5・1000cc） 　　937420254

372-203-541　3,300円 桜浪漫（青）六兵衛4号土瓶（12×10・680cc） 　　937420354

372-204-541　6,700円 桜浪漫（赤）六兵衛8号土瓶（16×13・1500cc） 　　937420454

372-205-541　5,000円 桜浪漫（赤）六兵衛6号土瓶（14×11.5・1000cc） 　　937420554

372-206-541　3,300円 桜浪漫（赤）六兵衛4号土瓶（12×10・680cc） 　　937420654

372-207-541　6,700円 桜浪漫（黒）六兵衛8号土瓶（16×13・1500cc） 　　937420754

372-208-541　5,000円 桜浪漫（黒）六兵衛6号土瓶（15×11.5・1000cc） 　　937420854

372-209-541　3,300円 桜浪漫（黒）六兵衛4号土瓶（13×10・680cc） 　　937420954

372-210-541　6,000円
梅六兵衛8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　733430154

372-211-541　4,200円
梅六兵衛6号土瓶（アミ付）（15×11.5・1000cc） 　　733430254

372-212-541　6,000円
梅小紋六兵衛8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　534411254

372-213-541　4,200円
梅小紋六兵衛6号土瓶（アミ付）（15×11.5・1000cc） 　　534411354

372-301-201　4,500円 ゴス巻唐草土瓶8.0（21.5×13.5・1500cc） 　　733440920

372-302-201　3,500円 ゴス巻唐草土瓶6.0（20.5×11・1050cc） 　　733441020

372-303-201　2,000円 ゴス巻唐草土瓶4.0（17.5×9.5・720cc） 　　733441120

中国製

372-304-201　2,000円
染付小花4号土瓶

（17.5×9.5・720cc） 　　1137230420

中国製

372-305-611　4,250円
8号土瓶間取古染花（14.5×14.5・1380cc） 　　835030361

372-306-611　3,200円
6号土瓶間取古染花（13.5×12・1000cc） 　　835030461

中国製

372-307-611　4,250円
8号土瓶網目（14.5×14.5・1380cc） 　　534450561

372-308-611　3,200円
6号土瓶網目（13.5×12・1000cc） 　　534550161

中国製

372-309-611　4,250円
8号土瓶ダミ牡丹（14.5×14.5・1380cc） 　　534450361

372-310-611　3,200円
6号土瓶ダミ牡丹（13.5×12・1000cc） 　　534450461

中国製

372-401-411　4,500円 三色ライン８号土瓶（1500cc） 　　1137240141

372-402-411　3,500円 三色ライン６号土瓶（1070cc） 　　1137240241

372-403-411　2,000円 三色ライン４号土瓶（720cc） 　　1137240341

中国製

372-404-411　4,500円
ダミ間取花8号土瓶（1500cc） 　　1137240441

372-405-411　3,500円
ダミ間取花６号土瓶（1070cc） 　　1137240541

中国製

372-406-541　3,200円
濃牡丹5号土瓶（アミ付）

（12.5×9.8・700cc） 　　534420154

372-407-541　3,200円
スイトピー5号土瓶（アミ付）

（12.5×9.8・700cc） 　　534420254

372-408-541　3,200円
紫花5号土瓶（アミ付）

（12.5×9.8・700cc） 　　534420354

372-501-541　3,300円
桜もみじ4号土瓶（アミ付）

（12.5×9.8・700cc） 　　534440154

372-502-541　3,300円
風たより4号土瓶（アミ付）

（12.5×9.8・700cc） 　　534440254

372-503-541　3,200円
梅小紋六兵衛4号土瓶（アミ付）

（12×10・680cc） 　　835030754

372-504-541　3,200円
梅六兵衛4号土瓶（アミ付）

（12×10・680cc） 　　534420554

372-505-411　1,900円
土瓶 さくらさくら

（16×12.5×11.5・600cc） 　　937450441

中国製

有田焼土瓶/土瓶
高さ
cmφ容量 cc

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼



373土瓶
Tea Pot with Handle on Top

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製

陶

373-101-511　4,260円
十草6号土瓶

（19×12.5・1000cc） 　　534530251

陶

373-102-511　4,260円
染錦椿6号土瓶

（19×12.5・1000cc） 　　937510451

陶

373-103-511　2,730円
十草中土瓶

（16.5×10.5・600cc） 　　534530351

陶

373-104-511　2,730円
染錦椿（中）土瓶

（16.5×10.5・600cc） 　　937530351

373-105-471　5,800円
赤絵小花土瓶

（16.5×12.5×10.5・800cc） 　　1137310547

373-201-251　4,000円
あられ土瓶 鉄黒

（17.1×14.7×9.5・800cc） 　　1137320125

373-202-471　3,860円
ビ－ドロ灰釉土瓶

（13.3×11・800cc） 　　1137320247

373-203-011　3,500円
グリーン伊良保5号土瓶（U・茶コシ付）

（19×12・750cc） 　　835120201

373-204-011　3,500円
金彩5号土瓶（U・茶コシ付）

（19×12・750cc） 　　835120101

陶

373-205-521　3,600円
平安桜土瓶Uアミ付

（11.5×14・770cc） 　　534610552

373-301-471　4,400円
伊賀織部5号土瓶（カゴアミ付）

（13.3×11・800cc） 　　937530447

373-302-201　2,000円
さくら淡雪4号土瓶

（12×10・720cc） 　　1037940520

中国製

373-303-521　2,650円
十草丸紋青5号土瓶

（13×9.8・520cc） 　　1037930552

中国製

373-304-511　2,700円
黒伊賀吹玉土瓶（カゴアミ付）

（10.5×9・280cc） 　　534650451

373-305-511　2,700円
粉引玉土瓶（カゴアミ付）

（10.5×9・280cc） 　　534650251

373-401-521　4,200円
うるし釉土瓶Uアミ付

（10.5×11.5・520cc） 　　534710152

373-402-151　3,600円
粉引丸土瓶（カゴアミ付）

（14.3×9.8×11.5・520cc） 　　534730515

373-403-151　3,600円
備前丸土瓶（カゴアミ付）

（14.3×9.8×11.5・520cc） 　　534720515

373-404-521　4,000円
銀黒土瓶（アミ付）大

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1037940452

373-405-601　3,800円
サビ志野 土瓶（大）（16×10.3×11.3・530cc） 　　1137340560

373-406-601　3,680円
サビ志野 土瓶（小）（13.5×9.4×10.1・370cc） 　　1137340660

373-502-351　2,980円
セミマット 土瓶（カゴアミ付）

（9×12・400cc） 　　835150235

373-503-751　2,000円
織部流し土瓶

（11×7.5・400cc） 　　1137350375

陶

373-504-521　4,000円
漆黒 土瓶（小）

（13.5×19.4×10.1・350cc） 　　1137350452

373-505-521　4,100円
夜空 土瓶（アミ付）大（16×10.3×11.3・530cc） 　　1037940352

373-506-521　4,000円
夜空 土瓶（小）（13.5×19.4×10.1・350cc） 　　1137350652

373-501-351　2,980円
黒結晶 土瓶（カゴアミ付）

（9×12・400cc） 　　835150135



374 常滑焼急須
Tokoname Ware Tea Pot with Side Straight Handle

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製 日本製

日本製

日本製

日本製 日本製

陶

374-101-931　2,850円
間宮作朱泥平丸形無地さわやか網

（11×8.5・340cc） 　　535350593

陶

374-102-931　3,050円
間宮作朱泥平丸形松さわやか網

（11×8.5・340cc） 　　835750393

陶

374-103-931　2,850円
間宮作朱泥平つぼ形無地さわやか網

（10.5×9.5・340cc） 　　835750493

陶

374-201-931　2,850円
間宮作朱泥袋形無地平網

（10×9・330cc） 　　835740593

陶

374-202-931　3,050円
間宮作朱泥袋形白梅平網

（10×9・330cc） 　　535350393

374-203-931　2,850円
間宮作朱泥タマゴ形無地さわやか網

（9.5×9・330cc） 　　734150293

陶 陶

374-204-931　3,500円
人水作朱泥平丸形ダイヤカットさわやか網

（10.5×8.5・310cc） 　　635550393

374-205-931　4,500円
人水作朱泥福丸形無地急須さわやか網

（9.5×9・310cc） 　　1038530193

陶

陶

374-301-931　4,650円
人水作朱泥花形ボカシ白梅帯網

（10.5×9・360cc） 　　835730493

陶

374-302-931　5,250円
人水作朱泥筋平形桜帯網

（11×8・380cc） 　　635530593

陶

374-303-931　5,700円
宇幸作朱泥京形無地帯網

（10.5×7.5・260cc） 　　835720393

陶

374-304-931　5,550円
宇幸作朱泥平丸形無地帯網

（11.5×8.5・360cc） 　　635540393

陶

374-305-931　7,700円
宇幸作黒泥モッコ形朱線帯網

（10.5×7.5・270cc） 　　535230493

陶

374-401-931　6,100円
人水作朱泥碗形無地帯網

（12×9.5・500cc） 　　635530493

374-402-931　7,000円
人水作黒窯変碗形無地急須帯網

（12×9.5・500cc） 　　1038550593

陶 陶

374-403-931　3,150円
一心作灰釉丸形さわやか網

（10×9.5・330cc） 　　635520593

陶

374-404-931　3,150円
一心作イラボ釉丸形さわやか網

（10×9.5・330cc） 　　535260393

陶

374-405-931　3,150円
一心作イラボ釉平丸形さわやか網

（12×9・380cc） 　　535260493

374-501-931　3,150円
一心作黒イラボ釉丸形さわやか網

（10.5×10.5・360cc） 　　734110593

陶 陶

374-502-931　3,500円
一心作黒イラボ大さわやか網

（13×10.5・500cc） 　　938160293

陶

374-503-931　3,500円
一心作灰釉大さわやか網

（13×10.5・500cc） 　　938160193

374-504-931　5,850円
柏陽作黒窯変紫変わり線段帯網

（11×10・300cc） 　　1137450493

374-505-931　5,850円
柏陽作窯変ツバ丸形線段帯網

（11×10・300cc） 　　1137450593

374-601-931　5,850円
柏陽作黒窯変福袋形ネコ帯網

（11×10.5・300cc） 　　1137460193

374-602-931　7,150円
柏陽作緑泥平丸ノタ打ちネコ帯網

（14×10・400cc） 　　1137460293

374-603-931　5,850円
柏陽作緑泥後手ノタ打ちネコ帯網

（11×10.5・300cc） 　　1137460393

374-604-931　2,250円
昭龍作朱泥マット無地湯ざまし

（11×6・280cc） 　　734160393

陶

374-605-931　2,800円
昭龍作黒泥マット無地湯ざまし

（11×6・280cc） 　　734160493

陶

平アミ さわやかアミ 帯アミ

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ



375急須
Tea Pot with Side Straight Handle

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

375-101-541　3,500円
紫花大急須（アミ付）

（12×10・600cc） 　　534810454

375-102-541　3,500円
スイトピー大急須（アミ付）

（12×10・600cc） 　　534810354

375-103-541　3,500円
濃牡丹大急須（アミ付）

（12×10・600cc） 　　534810554

375-104-541　2,800円
風たより丸型中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534830354

375-201-541　2,800円
桜もみじ丸型中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534830254

375-202-541　2,600円
紫花中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534820454

375-203-541　2,600円
スイトピー中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534820354

375-204-541　2,600円
濃牡丹中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534820554

375-301-541　3,200円
桜浪漫（黒）中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　937630354

375-302-541　3,200円
桜浪漫（青）中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　937630154

375-303-541　3,200円
桜浪漫（赤）中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　937630254

375-304-351　2,800円
白磁玉急須（茶こし付）

（10.5×11.3・470㏄） 　　1038020535

375-401-541　2,600円
梅小紋丸型中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534830554

375-402-201　2,000円
ダミ間取花急須

（10.5×9・350cc） 　　937650320

中国製

375-403-201　2,000円
染付小花急須

（10.5×9・350cc） 　　937650120

中国製

375-404-571　3,100円
山ブドウ急須 U茶こし付

（10.5×10.3・450cc） 　　835230357

375-501-571　3,100円
錆椿急須 U茶こし付

（10.5×10.3・450cc） 　　835230457

375-502-201　2,200円
天目唐草急須（アミ付）

（10.5×9・350cc） 　　1137550220

375-503-201　2,200円
ナマコ桜急須（アミ付）

（10.5×9・350cc） 　　1137550320

375-504-511　2,950円
色麻葉 反急須

（φ8×9・320cc） 　　1137550451

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼



376 急須
Tea Pot with Side Straight Handle

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

376-101-201　2,000円
さくら淡雪急須

（10.5×9・350cc） 　　1038050420

中国製

376-102-521　1,950円
十草丸紋青DB急須

（φ11×8.6） 　　1038050552

中国製
陶

376-103-541　2,300円
均窯梅紋急須（アミ付）

（11×8.5・450cc） 　　534850558

376-104-521　1,600円
花火BA急須

（φ11×9.3） 　　1038050352

中国製

陶

376-201-561　2,500円
TS急須黒伊賀吹き

（9.7×12・550cc） 　　835320356

陶

376-202-561　2,500円
TS急須粉引

（9.7×12・550cc） 　　835320256

陶

376-203-511　2,490円
錦十草 中急須

（10.5×9・400cc） 　　835340451

陶

376-204-511　2,260円
十草2号小急須

（10×10.5・400cc） 　　534930451

376-301-511　2,500円
黒伊賀吹玉急須（カゴアミ付）

（8.5×9・280cc） 　　534920551

376-302-511　2,500円
白伊賀玉急須（カゴアミ付）

（8.5×9・280cc） 　　534920451

陶

376-303-511　2,490円
椿3号急須

（10.5×9・400cc） 　　534930351

陶

376-304-511　2,260円
錦椿 小急須

（10×10.5・400cc） 　　835340551

376-401-471　2,500円
平安桜急須（カゴアミ付）

（11×8.3・450cc） 　　1038150347

陶

376-402-471　2,500円
満開桜急須（カゴアミ付）

（11×8.3・450cc） 　　937620547

376-403-571　2,400円
お花見急須グリン

（8.9×9.5・300cc/Uアミ付） 　　534850157

376-404-511　1,800円
染付急須 紅梅（2100-4）

（14×9・390cc） 　　937650551

中国製

376-501-411　2,000円
水玉淡雪急須　

（10.5×9・350cc） 　　1137650141

中国製

376-502-411　2,000円
三色ライン急須

（10.5×9・350cc） 　　1137650241

中国製

376-503-411　2,000円
さくら淡雪急須

（10.5×9・350cc） 　　1137650341

中国製

376-504-611　1,800円
三色水玉 急須 アミ付

（10.5×9・350cc） 　　635150561

中国製

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm

容量 cc φ茶こし付
このマークの付いている
商品は茶こし付きです。

茶こし付 茶こし付

茶こし付 茶こし付



377急須・ポット
Tea Pot with Side Straight Handle, Tea Pot

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

陶

377-101-511　2,200円
深海六兵急須

（11×10.5・500cc） 　　1038140451

陶

377-102-511　2,200円
黒備前六兵衛急須

（11×10.5・500cc） 　　937740551

377-103-511　1,900円
切立白梅丸網急須

（φ10×8・350cc） 　　1038050251

中国製

377-104-521　2,200円
白ハケメ カゴ網広口急須

（11×9.5・330cc） 　　1137710452

陶
中国製

377-105-521　1,900円
オーロラ カゴ網急須

（10.5×9・320cc） 　　1137710552

陶

陶

377-201-471　2,200円
オーロラ菊型急須（アミ付）

（10.3×10・380cc） 　　733740147

陶

377-202-511　2,200円
黒備前菊型急須

（10×9.7・380cc） 　　937740251

陶

377-203-511　2,200円
鼡志野六兵急須

（11×10.5・500cc） 　　1038140251

陶

377-204-511　2,200円
白釉十草六兵急須

（11×10.5・500cc） 　　1038140351

377-205-511　2,200円
深海菊型急須

（10×9.5・380cc） 　　1137720551

377-301-081　3,600円
青白磁急須

（14×12.5×16・320cc） 　　1137730108

377-302-611　2,700円
掻き落し急須 グレー

（10.8×11.5・580cc） 　　1137730261

陶

377-303-561　2,500円
TSポット粉引

（9.7×12・550cc） 　　835510456

陶

377-304-151　2,200円
白刷毛目ポット

（10×12.5・550cc） 　　535050115

377-305-081　4,200円
絹衣急須

（11.6×10・460cc） 　　1137730508

377-401-081　2,500円
黒ポット

（11×10.7・500cc） 　　1137740108

陶

377-402-571　2,500円
白マットタテヨコポット（茶こし付）

（10.5×11.5・430cc） 　　1137740257

陶

377-403-571　2,500円
青釉タテヨコポット（茶こし付）

（10.5×11.5・430cc） 　　1137740357

陶

377-404-471　2,200円
十草エベレストポット（アミ付）

（10×10・400cc） 　　733840547

377-405-571　2,700円
唐草ポット

（9.5×10.3・420cc/Uアミ付） 　　535030357

陶

377-501-511　2,200円
黒備前六兵ポット

（11×10.5・500cc） 　　1038350351

陶

377-502-511　2,200円
深海六兵ポット

（11×10.5・500cc） 　　1038350451

陶

377-503-541　2,200円
ねずみ格子六兵衛ポット（アミ付）

（10.5×10・500cc） 　　635220254

陶

377-504-541　2,200円
ナマコ六兵衛ポット（アミ付）

（10.5×10・500cc） 　　635220154

陶

377-505-781　3,900円
粉引ぶどうポット

（18.5×11×10.5・480cc） 　　835520178



378 ポット
Tea Pot

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製

陶

378-101-601　2,240円
サビ十草丸ポット

（11×7.3・450cc） 　　1038320260

陶

378-102-601　2,240円
ゴス十草丸ポット（茶コシ付）

（11×7.3・450cc） 　　733820560

378-103-411　2,000円
水玉淡雪軽量ポット

（11×11.5・450cc） 　　1137810341

中国製

378-104-201　2,000円
さくら淡雪軽量ポット

（11×11.5・450cc） 　　1038330520

中国製

378-105-201　2,000円
染付小花軽量ポット

（17×10×10.5・450cc） 　　937960320

中国製

378-201-411　2,000円
三色ライン軽量ポット

（11×11.5・450cc） 　　1137820141

中国製

378-202-511　2,950円
色麻葉六兵ポット

（9×9.5・420cc） 　　1137820251

378-203-571　2,750円
すみれポット

（9.5×10.3・420cc/アミ付） 　　835550457

378-204-571　2,650円
花うさぎポット

（9.5×10.3・420cc/Uアミ付） 　　535040357

378-205-201　2,000円
ダミ間取花軽量ポット

（17×10×10.5・450cc） 　　1137820520

中国製

378-301-511　3,250円
小町半菊ブルーポット

（9.5×12・440cc） 　　1038320151

378-302-471　3,000円
アラモ－ド（青）ポット（カゴアミ付）

（10.5×11.5・450cc） 　　937920547

378-303-471　3,000円
アラモ－ド（赤）ポット（カゴアミ付）

（10.5×11.5・450cc） 　　937920447

378-304-601　2,450円
小花ポット（アミ付）

（10.3×10.3・400cc） 　　937950160

378-305-151　3,900円
京雅（赤）ポット（Uアミ付）

（11×12・540cc） 　　937810515

陶

378-401-521　2,700円
平安桜ポットUアミ付

（10.5×11・420cc） 　　535030152

陶

378-402-521　2,700円
織部春秋ポットUアミ付

（10.5×11・420cc） 　　535030252

378-403-521　3,600円
銀黒ポット（アミ付）

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1038230552

378-404-521　3,600円
夜空ポット（アミ付）

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1038230452

378-405-521　3,700円
黒信楽ポット（アミ付）

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1038230352

陶

378-501-781　3,900円
緑彩小花ポット

（10.5×10・400cc） 　　535010378

中国製

378-502-521　1,900円
ブルー均窯ポット

（10.5×10・460cc） 　　1137850252

陶 陶

378-503-521　2,300円
ナマコポット

（10.5×11・420cc） 　　733840152

陶

378-504-521　2,300円
白釉ポット

（10.5×11・420cc） 　　733840252

378-505-411　1,800円
黒ポット

（18.2×10.3×11・430cc） 　　1038340541

陶

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm

容量 cc φ



379ポット
Tea Pot

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

379-101-351　2,680円
セミマット ロクロ目ポット（カゴアミ付）

（9×12・360cc） 　　835560235

379-102-161　2,600円
紅華ミニポット

（15×9・200cc） 　　1137910216

379-103-051　2,500円
削ぎ型ポット白（網付）

（16×10.5×10・380cc） 　　1137910305

379-104-051　2,500円
削ぎ型ポット黄（網付）

（16×10.5×10・380cc） 　　1137910405

379-105-471　2,300円
モデルノポット（茶こし付）

（10.5×11.5・450cc） 　　1137910547

379-201-611　1,800円
三色水玉ポット急須

（9×10・350cc） 　　937640561

379-202-611　1,800円
クローバーポット急須

（9×10・350cc） 　　937640461

379-203-511　1,800円
染付ポット 紅梅（2179-4）

（11×10.5・500cc） 　　937960451

中国製

379-204-161　2,100円
白淡雪ポット急須（アミ付）

（11×11・500cc） 　　1038420516

陶

379-205-471　2,150円
白釉ひねりポット（アミ付）

（10×9.5・380cc） 　　733850247

陶

379-301-471　2,500円
ふくろうエベレストポット（カゴアミ付）

（10×10・400cc） 　　937850247

陶

379-302-471　2,100円
ふくろうポット（茶）カゴアミ付

（11×9.5・480cc） 　　835560447

陶

379-303-471　2,100円
ふくろうポット（ピンク）（カゴアミ付）

（11×9.5×・480cc） 　　1038420347

陶

379-304-471　2,100円
ふくろう（白）ポット（カゴアミ付）

（11×9.5・480cc） 　　1038420447

陶

379-305-471　2,100円
ふくろうポット（青）カゴアミ付

（11×9.5・480cc） 　　835560547

379-401-611　2,400円
黒猫 黒ポット急須

（10×12・510cc） 　　937910161

379-402-611　2,400円
黒猫 白ポット急須

（10×12・510cc） 　　937910261

379-403-521　1,600円
藍丸紋BAポット

（φ10.4×10.8・400cc） 　　1038440152

中国製

379-404-521　1,750円
線十草TYポット

（φ10.5×11.7・410cc） 　　1038440252

中国製

379-405-511　1,000円
蓋が落ちにくいベージュ・黒ポット

（8.8×9・300cc） 　　1038440551

中国製

379-501-841　
10,000円
ハイティーキャップ白

（特大）30ケセット 　　

534730884

379-503-841　
13,000円
ハイティーキャップ白

（小）50ケセット 　　

534730684

379-502-841　
14,000円
ハイティーキャップ白

（大）50ケセット 　　

534730784



380 寿司湯呑・ネタ皿
Large Teacup, Sushi Ingredient Plate

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

380-101-241　1,850円
赤ダルマ蓋付大

（9×11.5・340cc） 　　535710324

陶

380-102-571　1,900円
信楽ビードロ筒茶碗

（10.4×10・530cc） 　　734420157

陶

380-103-571　1,900円
黄瀬戸オリベ筒茶碗

（10.4×10・550cc） 　　734410357

陶

380-104-571　1,900円
白志野山水筒茶碗

（10×10・550cc） 　　535630157

陶

380-105-571　1,900円
青志野筒茶碗

（10×10・550cc） 　　535630257

日本製

380-201-791　1,700円
白特大湯呑

（10×11.6・520cc） 　　535630379

陶 陶

380-202-511　1,720円
ねり込大寿司

（8.7×10.8・400cc） 　　535630551

陶

380-203-151　1,460円
粉引刷毛目反大寿司

（8.7×9.8・340cc） 　　535720115

陶

380-204-511　1,300円
唐津ススキ寿司

（8.2×10.5・380cc） 　　535720351

陶

380-205-471　1,200円
風紋寿司湯呑

（8.7×9.8・380cc） 　　535640447

陶

380-301-511　1,100円
ナマコキネ中寿司

（8.5×10・320cc） 　　1038710251

陶

380-302-781　1,050円
渕織部錆十草すし湯呑

（9×9.8・400cc） 　　734430378

陶

380-303-571　1,050円
天目流し大寿司

（8.8×9.8・360cc） 　　535730357

陶

380-304-571　1,050円
三ツ浜茶半掛大寿司

（8.7×9.8・390cc） 　　535640557

陶

380-305-521　1,220円
織部 キネ型 寿司湯呑

（8.2×10.1・300cc） 　　635920152

陶

380-401-511　1,270円
ねずみ白帯寿司

（8.3×10.4・380cc） 　　535630651

陶

380-402-611　980円
粉引十草 寿司湯呑 赤

（8.8×9.4・350cc） 　　1038640361

陶

380-403-611　980円
粉引十草 寿司湯呑 青

（8.8×9.4・350cc） 　　1038640461

380-404-571　980円
ルリ市松寿司湯呑

（7.5×9・250cc） 　　1138040457

380-405-571　980円
朱赤市松寿司湯呑

（7.5×9・250cc） 　　1138040557

380-501-341　1,800円
寿司ネタケース皿A型（大）（22×10×2.5） 　　535650334

380-502-341　1,650円
寿司ネタケース皿A型（中）（20×10×2.5） 　　535650434

380-503-341　2,400円
寿司ネタケース皿B型（大）（21.5×12×2.5） 　　535650134

380-504-341　2,300円
寿司ネタケース皿B型（中）（20×12×2.5） 　　535650234

380-505-701　970円
ビードロネタ皿（21.5×10.2×1.5） 　　1038650670

380-506-701　970円
白ネタ皿（21.5×10.2×1.5） 　　1038650570

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc
盛込皿（細長角）/盛込皿（特大長角）
盛込皿（長角）/盛込皿（角）

高さ
cm

長辺 cm
短辺 cm



381寿司湯呑
Large Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製

陶

381-101-521　1,050円
鬼志野寿司湯呑

（8.8×10・350cc） 　　535740352

陶

381-102-151　1,050円
備前 平型大寿司

（8.8×9.5・360cc） 　　636030115

陶

381-103-571　1,050円
志野ハケ大寿司

（8.7×9.8・360cc） 　　535730457

陶

381-104-571　1,050円
春うらら大寿司

（8.7×9.8・360cc） 　　535730657

陶

381-105-521　1,050円
青志野半掛寿司湯呑

（8.8×10・350cc） 　　535730552

陶

381-106-521　1,050円
唐津花びら寿司湯呑

（8.8×10・350cc） 　　535740252

陶

381-201-521　1,050円
新雪寿司湯呑

（8.8×10・350cc） 　　535740152

陶

381-202-571　1,050円
青均窯平型寿司

（8.5×9.2・330cc） 　　535740457

陶

381-203-571　1,050円
均窯うのふ寿司

（9×9.5・360cc） 　　938330657

陶

381-204-511　950円
織部流寿司

（8.5×9・360cc） 　　535750151

陶

381-205-541　940円
うす萩寿司湯呑

（8×9・280cc） 　　938420254

陶

381-206-541　940円
白粉引寿司湯呑

（8×9・280cc） 　　938340654

381-301-521　1,030円
信楽たぬき寿司湯呑

（9×8.5・300cc） 　　938340552

381-302-611　880円
小花唐草 寿司湯呑 赤

（8.2×9・300cc） 　　1038740361

381-303-611　880円
小花唐草 寿司湯呑 青

（8.2×9・300cc） 　　1038740461

陶

381-304-511　950円
千段青均大寿司

（8×10.3・390cc） 　　636030551

381-305-251　900円
黒砂寿司湯呑

（8.3×9.2・330cc） 　　938350325

陶 陶

381-306-511　880円
オリベ十草寿司

（8.1×9.1・330cc） 　　535760251

381-401-511　880円
黒流星六兵寿司

（8×9.2・320cc） 　　1138140151

陶

381-402-571　800円
窯変寿司

（8×9.3・330cc） 　　734550257

陶

381-403-571　800円
間取花寿司湯呑

（8×9.3・350cc） 　　1038820157

陶

381-404-571　800円
ゴス十草寿司湯呑

（8×9.3・350cc） 　　1038820357

陶

381-405-511　850円
織部たたき寿司

（8.2×9.3・340cc） 　　636040651

陶

381-406-511　880円
美の萩ラセン寿司

（8.1×9.1・330cc） 　　535760351

陶

381-501-571　930円
備前風中寿司

（7.3×9.3・270cc） 　　535810557

陶

381-502-571　930円
均窯うのふ中寿司

（7.8×9.5・270cc） 　　938410457

381-503-571　810円
黒志野ダイヤ寿司湯呑

（8×10.2・280cc） 　　1038740157

381-504-571　810円
青志野ダイヤ寿司湯呑

（8×10.2・280cc） 　　1038740257

陶

381-505-511　900円
布目二色十草寿司

（8.5×9・360cc） 　　535750251

381-506-571　850円
波唐草寿司

（8.6×9・300cc） 　　1038910157



382 寿司湯呑
Large Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製

382-101-161　950円
赤柚木寿司湯呑

（8.3×9.2・300cc） 　　1138210116

382-102-611　880円
まがり十草寿司湯呑赤

（8.4×9・340cc） 　　1138210261

382-103-611　880円
まがり十草寿司湯呑青

（8.4×9・340cc） 　　1138210361

382-104-571　850円
ピンク唐草寿司湯呑

（8.5×9.3・320cc） 　　1138210457

382-105-571　850円
ゴス唐草寿司湯呑

（8.5×9.3・320cc） 　　1138210557

382-106-571　820円
粉引ピンク寿司湯呑

（8.5×9.3・320cc） 　　1138210657

陶

382-201-571　960円
掻き落とし寿司ベージュ

（8.6×9・300cc） 　　1038910457

陶

382-202-571　960円
掻き落とし寿司ピンク

（8.6×9・300cc） 　　1038910557

陶

382-203-571　790円
紺筋角寿司

（8.5×9.5・330cc） 　　535750357

陶

382-204-571　790円
黒銀彩角寿司

（8.5×9.2・330cc） 　　734550357

陶

382-205-471　750円
梅ちらし寿司湯呑

（7.8×9.8・330cc） 　　535820447

陶

382-206-471　750円
均窯寿司湯呑

（7.8×9.8・330cc） 　　535820347

陶

382-301-511　850円
ヒワ亀甲寿司

（7.2×10・330cc） 　　535760551

382-302-201　800円
青磁トクサ中寿司

（7.5×9.6・280cc） 　　734710420

382-303-411　750円
寿司湯呑 水玉清流

（8×9.5・320cc） 　　938430641

陶

382-304-511　750円
金茶笹六兵寿司

（7.9×10・300cc） 　　1138230451

陶

382-305-541　700円
黒水晶 寿司湯呑

（7.7×10.8・400cc） 　　836050354

陶

382-306-151　700円
波ソギ寿司織部流し

（7.7×10.8・400cc） 　　535750615

陶

382-401-571　720円
ささ波寿司

（7.8×9.5・300cc） 　　535820657

陶

382-402-571　680円
赤土白刷毛目寿司

（7.7×8.3・270cc） 　　734640457

陶

382-403-571　650円
青均窯寿司湯呑

（8.5×9.3・320cc） 　　938530157

陶

382-404-571　650円
益子寿司湯呑

（8.5×9.3・320cc） 　　536050357

382-405-571　650円
金茶流しダイヤ寿司湯呑

（8×10.2・280cc） 　　1038840657

382-406-571　650円
ゴスダルマ六兵寿司湯呑

（7.9×10.1・290cc） 　　1038740557

陶

382-501-151　600円
貫入白刷毛寿司

（8.6×9.7・270cc） 　　734650615

382-502-571　580円
天目刷毛目寿司

（8.5×9・260cc） 　　535840457

382-503-201　630円
朱竹中寿司

（6.8×10・270cc） 　　535840320

382-504-571　550円
秋草寿司湯呑

（7.7×9.3・260cc） 　　535830657

382-505-521　550円
十草丸紋 寿司湯呑

（7.8×10.2・300cc） 　　1138250552

中国製

382-506-521　550円
細十草 寿司湯呑

（7.8×10.2・300cc） 　　1138250652

中国製

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc



383寿司湯呑
Large Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

383-101-151　570円
切立六兵衛中寿司 紺刷毛目

（7×10・230cc） 　　1138310115

383-102-571　550円
伊賀オリベ流寿司湯呑

（7.7×9.3・260cc） 　　535830557

383-103-571　550円
刷毛目切立六兵寿司

（7×10・240cc） 　　734740357

383-104-571　550円
鉄赤切立六兵寿司

（7×10・240cc） 　　734740457

383-105-151　500円
渋草寿司湯呑

（7.8×8.5・250cc） 　　1138310515

383-106-151　500円
益子風寿司湯呑

（7.8×8.5・250cc） 　　1138310615

383-201-151　850円
魚文字角寿司

（7.5×10・300cc） 　　535850115

383-202-571　540円
梨地魚文字寿司

（7×10・290cc） 　　734740657

383-203-521　600円
魚文字寿司湯呑

（7.1×10.3・270cc） 　　535850252

383-204-151　720円
寿司湯呑 紺刷毛世渡りの道

（7.2×10.2・330cc） 　　734650315

383-205-511　700円
侍日本白寿司

（7.2×10.2・290cc） 　　1138320551

383-206-511　700円
七転八起寿司

（7.2×9.2・260cc） 　　1138320651

383-301-561　720円
福運招き猫寿し湯呑

（7.5×10・330cc） 　　535850456

383-302-561　720円
開運七福神寿し湯呑

（7.5×10・330cc） 　　535850356

383-303-561　720円
開運達磨寿し湯呑

（7.5×10・330cc） 　　535850556

383-304-151　700円
まぐろ中寿司湯呑

（7.2×10.1・270㏄） 　　1038940515

383-305-561　630円
魚介類10種寿司湯呑

（7.3×9.3・250cc） 　　535860656

383-306-511　700円
すしねた寿司

（7.2×10.2・290cc） 　　1138330651

383-401-151　700円
福づくし中寿司湯呑

（7.2×10.1・270㏄） 　　1038950115

383-402-561　680円
歴代首相漫像寿し湯呑

（7.5×10・330cc） 　　535850656

383-403-541　650円
戦国武将 寿司湯呑

（7.3×9.2・250cc） 　　836130454

383-404-151　650円
菊浜人生五訓中寿司

（7.2×9.2・250cc） 　　535860515

383-405-151　650円
菊型寿司長寿のためにならぬ集

（7.2×9.2・250cc） 　　734750215

383-406-561　450円
黒吹2.4寿司湯呑

（7.2×10.4・300cc） 　　1138340656

383-501-511　420円
白2.4寿司

（7.7×11.4・380cc） 　　1138350151

383-502-511　380円
白六兵寿司

（8×9.2・330cc） 　　1038950551

383-503-561　380円
黄地浜黒2.3湯呑

（7×10.3・260cc） 　　1138350356

383-504-561　350円
寿司湯呑 小

（7.3×10.1・270cc） 　　1138350456

383-505-561　380円
黄地貫入2.5寿司湯呑

（7.8×10.4・330cc） 　　1138350556

383-506-561　360円
白2.4寿司湯呑

（7.4×10.4・300cc） 　　1138350656



384 いっぷく碗
Small Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製

日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

日本製 日本製

384-101-151　1,700円
一服碗皿 黒釉緑花（受皿φ14×3.2） 　　1138410115

384-102-151　 850円
一服碗のみ 黒釉緑花（10×7.2・340cc） 　　1138410215

陶 陶

384-103-151　1,700円
いっぷく碗皿 黒伊賀流星（受皿φ14×3.2） 　　1039010115

384-104-151　 850円
天目流星いっぷく碗（10×7.2・340cc） 　　536260415

陶

384-105-511　1,700円
ロックカップ美の萩C/S（皿13.7×2.8） 　　536350151

384-106-511　1,000円
ロックカップ美の萩（9.7×7.2・280cc） 　　536350251

陶

384-107-201　1,500円
ヒスイ椿C/S（皿13.7×2.8） 　　536350520

384-108-201　 820円
ヒスイ椿カップ（9.4×7.3・220cc） 　　536350620

陶

384-109-151　1,500円
いっぷく碗皿 赤点十草（受皿φ14×3.2） 　　1039011115

384-110-151　 700円
いっぷく碗のみ 赤点十草（φ9×7.2・200cc） 　　1039011215

384-201-411　3,200円
織部すだれ 手びねり湯呑

（10.3×7・250cc） 　　938620241

陶

384-202-411　3,200円
織部かに 大湯呑

（10.5×7.7・300cc） 　　938620141

陶 陶

384-203-601　2,620円
根来 たっぷり碗

（10.8×7.4・400cc） 　　536210260

384-204-261　1,400円
おび山茶花 赤たっぷり碗

（10×7.5・320cc） 　　836240626

384-205-261　1,400円
おび山茶花 青たっぷり碗

（10×7.5・320cc） 　　836240526

陶

384-301-791　2,200円
粉引ソギ小抹茶碗

（φ10×7・320cc） 　　938620646

384-302-751　2,000円
灰釉 手起し陶碗

（9.5×7.7・240cc） 　　536210575

陶

384-303-751　2,000円
織部 手起し陶碗

（9.5×7.7・240cc） 　　536210475

陶

384-304-751　2,000円
飴釉 手起し陶碗

（9.5×7.7・240cc） 　　536210375

陶

384-305-261　1,700円
赤絵万暦ゆとり碗

（10×7.8・285cc） 　　836250126

陶

384-401-791　1,500円
花つなぎ一服碗PK

（10×7・270cc） 　　836230346

陶

384-402-791　1,500円
花つなぎ一服碗紫

（10×7・270cc） 　　836230446

陶

384-403-791　1,500円
ひし葉 いっぷく椀

（10×7・270cc） 　　636420246

陶

384-404-741　1,200円
マーブル陶碗（白）

（9.7×6.8・280cc） 　　1039040174

陶

384-405-741　1,200円
マーブル陶碗（茶）

（9.7×6.8・280cc） 　　1039040274

384-501-791　1,100円
花華いっぷく碗（白）

（10×7・335cc） 　　536250179

陶

384-502-791　1,100円
花華いっぷく碗（黒）

（10×7・335cc） 　　536250279

陶 陶

384-503-511　1,200円
十草小花コーヒーフリーカップ

（10×7.2・330cc） 　　726910151

陶

384-504-051　1,150円
うるし白たっぷり碗

（10×6.5・300cc） 　　1138450405

陶

384-505-051　1,150円
うるし黒たっぷり碗

（10×6.5・300cc） 　　1138450505

陶

384-601-161　1,200円
ゆったり碗 鉄あめ

（9.8×7.5・330cc） 　　636440416

陶

384-602-571　1,050円
白萩いっぷく碗

（9.5×7.5・320cc） 　　536250557

陶

384-603-161　1,200円
ゆったり碗 赤黒

（9.8×7.5・330cc） 　　536230316

陶

384-604-521　1,150円
土灰釉ゆったり碗

（9.2×7.5・320cc） 　　536250352

陶

384-605-521　1,150円
伊賀火色ゆったり碗

（9.2×7.5・320cc） 　　536240652

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc 高さ cm
容量 cc

碗皿
φ

高さ
cm

φ



385いっぷく碗
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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

385-101-571　1,050円
藍染めゆったり碗

（9.5×7.5・320cc） 　　536250457

陶

385-102-571　1,050円
青磁ウェーブいっぷく碗

（9.5×7.5・320cc） 　　536250657

陶

385-103-571　950円
ゆず黒いっぷく碗

（9.7×5.7・230cc） 　　735120557

陶

385-104-571　950円
あけぼのいっぷく碗

（9.7×5.7・230cc） 　　735120457

385-105-751　850円
織部椿ゆったり碗

（9.8×7.5・330cc） 　　636510675

陶

385-201-751　850円
織部十草ゆったり碗

（9.8×7.5・330cc） 　　1138520175

陶

385-202-751　850円
織部水玉ゆったり碗

（9.8×7.5・330cc） 　　1138520275

陶

385-203-751　850円
粉引十草ゆったり碗

（9.8×7.5・330cc） 　　636510575

陶 陶

385-204-201　860円
ゴス十草ゆったり碗

（9.8×7.2・340cc） 　　536310320

385-205-751　850円
二色十草ゆったり碗

（9.8×7.5・330cc） 　　636520375

陶

385-301-151　950円
一服碗 赤ダミ木の葉

（10.3×6.7・330cc） 　　1138530115

陶

385-302-151　950円
手描椿 いっぷく碗

（10.3×6.7・330cc） 　　1138530215

陶

385-303-751　850円
太十草ゆったり碗

（9.8×7.5・330cc） 　　636520275

陶

385-304-751　850円
鼠志野ゆったり碗

（9.8×7.5・330cc） 　　636510475

陶 陶

385-305-571　820円
粉引椿いっぷく碗

（10×7・260cc） 　　636540157

陶

385-401-511　930円
いっぷく碗黒銀彩雲

（9.8×7.2・360cc） 　　836340251

陶

385-402-511　930円
いっぷく碗紫椿

（9.8×7.2・360cc） 　　836340351

陶

385-403-511　930円
いっぷく碗白椿

（9.8×7.2・360cc） 　　836340451

陶

385-404-201　860円
彫山茶花ゆったり碗

（10×7.2・330cc） 　　1039140120

陶

385-405-201　860円
紅花ゆったり碗

（10×7.2・330cc） 　　1039140220

385-501-201　860円
エメラルドゆったり碗

（10×7.2・330cc） 　　1039130620

陶

385-502-741　860円
刷毛目一福碗（白）

（9.7×7.5・340cc） 　　735140374

陶

385-503-741　860円
刷毛目一福碗（黒）

（9.7×7.5・340cc） 　　735140474

陶

385-504-571　780円
マーガレットゆったり碗オレンヂ

（9×6.8・260cc） 　　836360157

陶

385-505-571　780円
マーガレットゆったり碗紫

（9×6.8・260cc） 　　836360257

385-601-781　600円
黄志野一服碗

（9×7.8・300cc） 　　536160678

385-602-781　600円
黒備前一服碗

（9×7.8・300cc） 　　536160578

陶

385-603-351　330円
あそび碗 ブルー

（9.8×6.8・260cc） 　　938760635

陶

385-604-351　380円
あそび碗 ブルーラスター

（9.8×6.8・260cc） 　　938760435

陶

385-605-351　330円
あそび碗 イエロー

（9.8×6.8・260cc） 　　938760535



386 有田焼組湯呑
Set of Arita Ware Teacups
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丼
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特選

茶漬碗
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土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

386-101-911　2,000円
手描き青花 湯呑（大）（7.5×9・200cc） 　　1138610191

386-102-911　2,000円
手描き青花 湯呑（小）（7×8.5・180cc） 　　1138610291

386-103-911　1,800円
錦つゆ草湯呑（大）（7.3×9・180cc） 　　836510391

386-104-911　1,800円
錦つゆ草湯呑（小）（7×8.5・150cc） 　　836510491

386-105-911　1,600円
パステル湯呑（大）（8×8.5・200cc） 　　1138610591

386-106-911　1,600円
パステル湯呑（小）（7.5×7.5・170cc） 　　1138610691

386-107-911　1,600円
粉引水玉 湯呑（大）（7.5×9・200cc） 　　1138610791

386-108-911　1,600円
粉引水玉 湯呑（小）（7×8.5・170cc） 　　1138610891

386-201-911　1,600円
大輪花 湯呑（大）（7.5×7.8・200cc） 　　735310191

386-202-911　1,600円
大輪花 湯呑（小）（7.1×7.2・180cc） 　　735310291

386-203-911　1,500円
濃草花 湯呑（黒）（8×8・200cc） 　　1138620391

386-204-911　1,500円
濃草花 湯呑（赤）（8×8・200cc） 　　1138620491

386-205-911　1,500円
吉野桜湯呑（大）（7.5×8.8・200cc） 　　1039220191

386-206-911　1,500円
吉野桜湯呑（小）（6.8×8・150cc） 　　1039220291

386-207-911　1,400円
一珍菊 湯呑（青）（8×8.5・210cc） 　　1138620791

386-208-911　1,400円
一珍菊 湯呑（赤）（8×8.5・210cc） 　　1138620891

386-301-911　1,400円
一珍和花 湯呑（黒）（8×8.5・210cc） 　　1138630191

386-302-911　1,400円
一珍和花 湯呑（赤）（8×8.5・210cc） 　　1138630291

386-305-911　1,400円
内桔梗湯呑（大）（6.5×8.5・160cc） 　　536460791

386-306-911　1,400円
内桔梗湯呑（小）（6×8・140cc） 　　536460891

386-307-911　1,300円
割草花湯呑（大）（7×8.8・200cc） 　　1039220391

386-308-911　1,300円
割草花湯呑（小）（6.7×8・180cc） 　　1039220491

386-401-911　1,200円
色麻葉 湯呑（大）（7.5×9・180cc） 　　636660591

386-402-911　1,200円
色麻葉 湯呑（小）（6.8×8.5・160cc） 　　636660691

386-403-911　1,100円
濃唐草 面取湯呑（青）（7.5×8.5・170cc） 　　1138640391

386-404-911　1,100円
濃唐草 面取湯呑（赤）（7.5×8.5・170cc） 　　1138640491

386-405-911　1,100円
三色十草うさぎ湯呑（大）（7.5×9・220cc） 　　1138640591

386-406-911　1,100円
三色十草うさぎ湯呑（小）（7×8.5・180cc） 　　1138640691

386-407-911　1,000円
ランの花湯呑（緑）（7.5×8・150cc） 　　938860191

386-408-911　1,000円
ランの花湯呑（黄）（7×7.5・130cc） 　　938860291

386-501-911　1,000円
ひだまり湯呑（大）（6.8×8.5・150cc） 　　836560191

386-502-911　1,000円
ひだまり湯呑（小）（6.5×8・120cc） 　　836560291

386-503-911　930円
ふわふわ湯呑（青）（7.6×8.8・150cc） 　　1039250591

386-504-911　930円
ふわふわ湯呑（赤）（7.6×8.8・150cc） 　　1039250691

386-505-911　800円
Fライン湯呑（緑）（7×8.5・180cc） 　　1138650591

386-506-911　800円
Fライン湯呑（オレンジ）（7×8.5・180cc） 　　1138650691

386-507-911　800円
福唐草 湯呑（青）（7×8.5・180cc） 　　1138650791

386-508-911　800円
福唐草 湯呑（赤）（7×8.5・180cc） 　　1138650891

386-303-911　1,000円
桜流水 湯呑（大）（7×7・200cc） 　　1138630391

386-304-911　1,000円
桜流水 湯呑（小）（6×6.5・180cc） 　　1138630491

386-603-911　850円
ふるさとミニ湯呑（青）（6.5×6・100cc） 　　1138660391

386-604-911　850円
ふるさとミニ湯呑（赤）（6.5×6・100cc） 　　1138660491

386-605-911　1,100円
ひょっとこ湯呑（7.5×8.5・200cc） 　　1138660591

386-606-911　1,100円
おかめ湯呑（7×8・160cc） 　　1138660691

386-607-911　1,400円
サビ市松 湯呑（大）（7.8×9.2・250cc） 　　636650591

386-608-911　1,400円
サビ市松 湯呑（小）（7.2×8.3・160cc） 　　636650691

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc

386-601-911　1,500円
キーポカップBL（9×10.5・220cc） 　　1138660191

386-602-911　1,500円
キーポカップPK（9×10.5・220cc） 　　1138660291
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陶

387-101-901　2,500円
桜流水コップ（大）（7.7×9.4・330cc） 　　536410190

387-102-901　2,500円
桜流水コップ（小）（7.2×8.8・290cc） 　　536410290

387-103-901　2,500円
濃椿コップ（大）（8.6×8.3・300cc） 　　1039310390

387-104-901　2,500円
濃椿コップ（小）（7.8×7.7・230cc） 　　1039310490

387-105-901　1,600円
十草コップ（大）（7×8.5・200cc） 　　636610790

387-106-901　1,600円
十草コップ（小）（6.5×7.6・160cc） 　　636610890

387-107-901　1,600円
京小花コップ（大）（7×8.6・210cc） 　　1138710790

387-108-901　1,600円
京小花コップ（小）（6.4×7.6・150cc） 　　1138710890

387-201-901　1,400円
水引草コップ（大）（7×8.5・200cc） 　　636620590

387-202-901　1,400円
水引草コップ（小）（6.5×7.6・160cc） 　　636620690

387-203-901　1,400円
元禄紋コップ（大）（7.5×9.1・260cc） 　　536430390

387-204-901　1,400円
元禄紋コップ（小）（6.6×8.4・200cc） 　　536430490

387-205-901　1,500円
一閑人コップ（大）（7×9.1・240cc） 　　536430190

387-206-901　1,750円
一閑人コップ（小）（6.6×8.5・210cc） 　　536430290

387-207-901　1,250円
網点紋コップ（大）（7×8.5・210cc） 　　938920790

387-208-901　1,250円
網点紋コップ（小）（6.4×7.5・170cc） 　　938920890

387-301-901　1,200円
線十草コップ（大）（7.5×7.5・190cc） 　　536450190

387-302-901　1,200円
線十草コップ（小）（7×7・160cc） 　　536450290

387-303-901　1,200円
招福ネココップ（大）（7×9.3・240cc） 　　536510590

387-304-901　1,150円
招福ネココップ（小）（6.5×8.5・180cc） 　　536510690

387-305-901　1,150円
地紋織コップ（大）（6.9×8.9・240cc） 　　636730790

387-306-901　1,150円
地紋織コップ（小）（6.6×8.3・210cc） 　　636730890

387-307-901　1,100円
千筋コップ（大）（7.8×9・250cc） 　　536460190

387-308-901　1,100円
千筋コップ（小）（7.3×8.3・190cc） 　　536460290

387-401-901　1,000円
彩釉菊コップ（大）（7.2×8.2・240cc） 　　636710190

387-402-901　1,000円
彩釉菊コップ（小）（6.8×7.8・210cc） 　　636710290

387-403-901　1,000円
渦線水玉軽々コップ（大）（7.3×8.9・240cc） 　　636740190

387-404-901　 900円
渦線水玉軽々コップ（小）（7×8.3・210cc） 　　636740290

387-405-901　900円
唐草地紋コップ（大）（7×8・200cc） 　　536560390

387-406-901　900円
唐草地紋コップ（小）（6.2×7.8・180cc） 　　536560490

387-407-901　950円
宴コップ（大）（6.7×8.3・210cc） 　　536520190

387-408-901　950円
宴コップ（小）（6.4×8・190cc） 　　536520290

387-501-901　900円
紙風船軽々コップ（大）（7.7×8.5・270cc） 　　536520790

387-502-901　900円
紙風船軽々コップ（小）（6.7×8・200cc） 　　536520890

387-503-901　950円
色彩草花コップ（大）（7.3×8.9・250cc） 　　636730390

387-504-901　950円
色彩草花コップ（小）（6.5×8.1・210cc） 　　636730490

陶

387-505-901　850円
黒陶ボーダーコップ（青）（7.5×9・250cc） 　　1039350590

387-506-901　850円
黒陶ボーダーコップ（赤）（7.5×9・250cc） 　　1039350690

陶

387-507-901　850円
小花うさぎコップ（大）（7.2×8.8・250cc） 　　536540190

387-508-901　850円
小花うさぎコップ（小）（6.7×8.4・210cc） 　　536540290

387-601-901　780円
大輪花コップ（青）（7.2×8.3・210cc） 　　1039360190

387-602-901　780円
大輪花コップ（赤）（7.2×8.3・210cc） 　　1039360290

陶

387-603-901　750円
流水コップ（大）（8×8.3・250cc） 　　536550190

387-604-901　750円
流水コップ（小）（7.5×7.5・210cc） 　　536550290

387-605-901　650円
あかね草コップ（大）（6.4×8.5・200cc） 　　636760590

387-606-901　630円
あかね草コップ（小）（6×8.2・170cc） 　　636760690

387-607-901　650円
めばえコップ（大）（6.4×8.5・200cc） 　　536560790

387-608-901　630円
めばえコップ（小）（6×8.2・170cc） 　　536560890
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陶

388-101-791　1,270円
ひし葉 湯呑（大）（7.4×8・200cc） 　　636820546

388-102-791　1,270円
ひし葉 湯呑（小）（7×7.5・160cc） 　　636820646

陶

388-103-791　1,850円
花つなぎ紫湯呑（7.4×8・200cc） 　　636810346

388-104-791　1,850円
花つなぎPR湯呑（7×7.5・160cc） 　　636810446

陶

388-105-741　1,250円
春風湯呑（大）（7.7×8・180cc） 　　536730574

388-106-741　1,250円
春風湯呑（小）（7×7.5・145cc） 　　536730674

陶

388-107-261　1,450円
祥瑞かるかる湯呑（大）（7.7×8・180cc） 　　836620726

388-108-261　1,450円
祥瑞かるかる湯呑（小）（7.1×7.5・160cc） 　　836620826

388-201-701　1,480円
彩り優花湯呑（大）（8×7.8・220cc） 　　636810770

388-202-701　1,380円
彩り優花湯呑（小）（7.8×7.4・200cc） 　　636810870

陶 陶

388-203-741　1,400円
春うらら湯呑（大）（7.9×7.7・195cc） 　　735420774

388-204-741　1,300円
春うらら湯呑（小）（7.6×7.3・175cc） 　　735420874

388-205-701　1,280円
二色ぶどう湯呑（大）（8.7×7.8・220cc） 　　636820170

388-206-701　1,180円
二色ぶどう湯呑（小）（7.8×7.4・200cc） 　　636820270

陶 陶

388-207-741　1,480円
花ちらし湯呑（大）（8×8.1・225cc） 　　836640374

388-208-741　1,320円
花ちらし湯呑（小）（7.5×7.7・190cc） 　　836640474

陶

388-301-741　1,150円
花がすみ湯呑（大）（7.4×8.5・235cc） 　　536750177

388-302-741　1,050円
花がすみ湯呑（小）（6.8×7.7・205cc） 　　536750277

陶

388-303-741　1,250円
粉引唐草湯呑（大）（7.9×7.7・195cc） 　　536720174

388-304-741　1,150円
粉引唐草湯呑（小）（7.6×7.3・175cc） 　　536720274

陶

388-305-741　1,150円
初恋草湯呑（大）（7.5×8.6・235cc） 　　536750374

388-306-741　1,050円
初恋草湯呑（小）（6.8×7.6・205cc） 　　536750474

陶

388-307-741　950円
くるくる湯呑（大）（8×7.6・210cc） 　　536840374

388-308-741　860円
くるくる湯呑（小）（7.6×7.1・180cc） 　　536840474

陶

388-401-261　1,000円
粉引木立湯呑（大）（8×7.8・220cc） 　　836720726

388-402-261　 900円
粉引木立湯呑（小）（7.5×7.2・180cc） 　　836720826

陶

388-403-741　930円
一珍立花湯呑（大）（8×7.6・210cc） 　　636960574

388-404-741　840円
一珍立花湯呑（小）（7.6×7.1・180cc） 　　636960674

陶

388-405-261　1,150円
木の花青湯呑（大）（8.2×7.7・220cc） 　　836710326

388-406-261　1,050円
木の花赤湯呑（小）（7.5×7.3・180cc） 　　836710426

陶

388-407-741　810円
雪小花湯呑（大）（8×7.8・235cc） 　　536940774

388-408-741　680円
雪小花湯呑（小）（7.4×7.2・185cc） 　　536940874

陶

388-501-571　1,200円
黄粉引カブラ湯呑（大）（7.7×9・250cc） 　　636910157

388-502-571　1,150円
黄粉引カブラ湯呑（小）（7×8.5・210cc） 　　636910257

陶

388-503-571　950円
粉引彫十草湯呑（大）（7.5×8・210cc） 　　536840757

388-504-571　950円
粉引彫十草湯呑（小）（7.2×7.8・200cc） 　　536840857

陶

388-505-261　1,100円
粉引き花つなぎ湯呑（大）（7.6×8・220cc） 　　836660726

388-506-261　1,000円
粉引き花つなぎ湯呑（小）（7×7.6・190cc） 　　836660826

陶

388-507-261　950円
粉引ウサギ湯呑（大）（7.4×8.5・230cc） 　　836720126

388-508-261　930円
粉引ウサギ湯呑（小）（7×8・190cc） 　　836720226

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc
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陶

389-101-791　2,100円
粉引面取湯呑（大）（7×8.9・200cc） 　　536630346

389-102-791　2,100円
粉引面取湯呑（小）（6.7×8.3・160cc） 　　536630446

陶

389-103-791　2,100円
粉引ソギ目湯呑（大）（7×8.9・220cc） 　　1039510179

389-104-791　2,100円
粉引ソギ目湯呑（小）（6.7×8.3・160cc） 　　1039510279

陶

389-105-511　990円
椿湯呑（大）（7×8.7・210cc） 　　536910151

389-106-511　960円
椿湯呑（小）（6.5×8.2・200cc） 　　536910251

陶

389-107-251　1,800円
赤絵花鳥湯呑（大）（7.4×9・190cc） 　　536630125

389-108-251　1,800円
赤絵花鳥湯呑（小）（6.5×8.3・170cc） 　　536630225

389-201-251　1,800円
唐草湯呑（大）（7×9・190cc） 　　939130525

389-202-251　1,800円
唐草湯呑（小）（6.5×8.3・170cc） 　　939130625

陶 陶

389-203-261　1,200円
グータン湯呑（大）（8×8.6・270cc） 　　836710126

389-204-261　1,000円
グータン湯呑（小）（7.3×7.4・190cc） 　　836710226

389-205-251　1,300円
南蛮三角タイコ型寿司湯呑（8.4×8.8・280cc） 　　939120125

389-206-251　1,200円
南蛮三角タイコ型寿司湯呑（小）（7.6×8・230cc） 　　939120225

陶 陶

389-207-821　1,100円
萩釉 切立湯呑（大）（7.3×9・200cc） 　　1039520382

389-208-821　1,000円
萩釉 切立湯呑（小）（6.5×8.5・180cc） 　　1039520482

陶

389-301-511　1,320円
ネリ込組湯呑（大）（7×9.2・250cc） 　　536760751

389-302-511　1,240円
ネリ込組湯呑（小）（6.6×8.4・190cc） 　　536760851

陶

389-303-571　930円
土物粉引水玉トクサ湯呑大（青）（7.8×8.7・180cc） 　　536850117

389-304-571　930円
土物粉引水玉トクサ湯呑小（赤）（7.2×8.3・150cc） 　　536850217

陶

389-305-511　990円
色入十草湯呑（大）（6.7×8.5・230cc） 　　536930351

389-306-511　960円
色入十草湯呑（小）（6.7×8・220cc） 　　536930451

陶

389-307-511　870円
粉引ぶどう湯呑（大）（7×8.8・230cc） 　　537010151

389-308-511　850円
粉引ぶどう湯呑（小）（6.8×8・220cc） 　　537010251

陶

389-401-471　1,400円
春うらら湯呑（グリーン）（8×8.5・200cc） 　　536650347

389-402-471　1,400円
春うらら湯呑（ピンク）（8×8.5・200cc） 　　536650447

陶

389-403-471　1,350円
平安桜（青）腰丸カップ（8.5×8・300cc） 　　939320147

389-404-471　1,350円
平安桜（赤）腰丸カップ（8.5×8・300cc） 　　939320247

389-405-511　950円
なでしこ湯呑（青）（7.4×6.8・220cc） 　　735940451

389-406-511　950円
なでしこ湯呑（赤）（7.4×6.8・220cc） 　　735940551

陶

389-407-471　880円
平安桜（青）長湯呑（7.3×8・200cc） 　　837020147

389-408-521　880円
平安桜長湯呑（7.3×8・200cc） 　　537330452

389-501-701　750円
夢ぶどう湯呑（ブルー）（8×8・210cc） 　　837020570

389-502-701　750円
夢ぶどう湯呑（ピンク）（8×8・210cc） 　　837020670

陶

389-503-571　600円
バラブルーゆのみ（8.5×7.5・200cc） 　　1039760757

389-504-571　600円
バラピンクゆのみ（8.5×7.5・200cc） 　　1039760857

389-505-161　420円
淡雪桜湯呑（ブル－）（8×8・190cc） 　　637260516

389-506-161　420円
淡雪桜湯呑（ピンク）（8×8・190cc） 　　637260616

389-507-401　400円
ハピネス長湯呑（ヒワ）（7.5×8.3・220cc） 　　939430740

389-508-401　400円
ハピネス長湯呑（ピンク）（7.5×8.3・220cc） 　　939430840
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390-101-791　1,350円
白磁六兵衛長湯呑（大）（6.6×8.2・160cc） 　　536630779

390-102-791　1,200円
白磁六兵衛長湯呑（小）（6×7.6・100cc） 　　536630879

390-103-471　1,650円
黒雅湯呑（大）（8.5×8.3・280cc） 　　536640347

390-104-471　1,650円
赤雅湯呑（中）（8.2×7.7・240cc） 　　536640447

390-105-151　680円
黒友禅 組湯呑（大）（6.6×9.3・195cc） 　　939360515

390-106-151　640円
白友禅 組湯呑（小）（6.2×8.5・145cc） 　　939360615

390-107-741　950円
吹桜花湯呑（大）（7.3×8.3・210cc） 　　536850774

390-108-741　860円
吹桜花湯呑（小）（7×8・185cc） 　　536850874

陶

390-201-051　800円
赤柚子湯呑（大）（7×9・250cc） 　　1139020105

390-202-051　750円
赤柚子湯呑（小）（6.5×8.5・190cc） 　　1139020205

陶

390-203-741　1,150円
渕飾り湯呑（グレー）（8.1×7.7・195cc） 　　836820574

390-204-741　1,150円
渕飾り湯呑（ピンク）（8.1×7.7・195cc） 　　836820674

陶

390-205-511　870円
かすみ草湯呑（大）（7×9・230cc） 　　537020551

390-206-511　850円
かすみ草湯呑（小）（6.9×8.3・220cc） 　　537020651

390-207-101　630円
十草 大 湯呑（6.6×8.3・180cc） 　　836920110

390-208-101　600円
十草 小 湯呑（6.3×7.9・150cc） 　　836920210

陶

390-301-051　520円
均窯長湯呑（大）（7×9・250cc） 　　537150505

390-302-051　470円
均窯長湯呑（小）（6.5×8.5・190cc） 　　537150605

陶

390-303-161　500円
渋草ペコ湯呑（大）（6.6×8.9・220cc） 　　735750516

390-304-161　450円
渋草ペコ湯呑（小）（6.3×8.4・180cc） 　　735750616

390-305-241　660円
わさび染長湯呑（大）（6.2×9.5・210cc） 　　537060724

390-306-241　600円
わさび染長湯呑（小）（5.7×8.5・180cc） 　　537060824

390-307-241　660円
ローヌキ長湯呑（大）（6.2×9.5・210cc） 　　537060524

390-308-241　600円
ローヌキ長湯呑（小）（5.7×8.5・180cc） 　　537060624

陶

390-401-571　600円
さぎ波湯呑（大）（7×9・210cc） 　　537130357

390-402-571　560円
さぎ波湯呑（小）（6.3×8.5・170cc） 　　537130457

陶

390-403-571　940円
萩タイコ湯呑（大）（7×8.5・230cc） 　　536930157

390-404-571　890円
萩タイコ湯呑（小）（6.3×7.5・170cc） 　　536930257

陶

390-405-571　850円
萩切立湯呑（大）（6.4×8.9・210cc） 　　537020757

390-406-571　830円
萩切立湯呑（小）（6×8.4・170cc） 　　537020857

390-407-241　660円
ローウズ長湯呑（大）（6.2×9.5・210cc） 　　537060324

390-408-241　600円
ローウズ長湯呑（小）（5.7×8.5・180cc） 　　537060424

390-501-571　520円
白磁五角トクサ湯呑（大）（6.2×8.4・190cc） 　　537150357

390-502-571　480円
白磁五角トクサ湯呑（小）（6×8・160cc） 　　537150457

390-503-061　430円
ヒワ長湯呑（大）（7.2×9・240cc） 　　735850706

390-504-061　400円
ヒワ長湯呑（小）（7×8.4・190cc） 　　735850806

390-505-631　420円
明神 切立湯呑（大）（7×8.5・220cc） 　　836960363

390-506-631　400円
明神 切立湯呑（小）（6.6×8・180cc） 　　836960463

陶

390-507-571　450円
渋草湯呑（大）（6.8×8.7・180cc） 　　537150757

390-508-571　400円
渋草湯呑（小）（6.5×8・140cc） 　　537150857

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc
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日本製

陶

391-101-471　1,350円
吹丸長湯呑（緑）（8×8.5・200cc） 　　536650747

391-102-471　1,350円
吹丸長湯呑（赤）（8×8.5・200cc） 　　536650847

陶

391-103-471　1,350円
トンボ長湯呑（緑）（8×8.5・200cc） 　　536650547

391-104-471　1,350円
トンボ長湯呑（赤）（8×8.5・200cc） 　　536650647

陶

391-105-741　1,780円
亜福窯 藍香三ツ足カップ（藍）（8.7×7.8・220cc） 　　536620174

391-106-741　1,780円
亜福窯 藍香三ツ足カップ（桜赤）（8.7×7.8・220cc） 　　536620274

391-107-261　1,350円
カラーグラデーションヒスイ湯呑（8×8・180cc） 　　939310526

391-108-261　1,350円
カラーグラデーションパープル湯呑（8×8・180cc） 　　939310626

陶

391-201-741　1,200円
粉引十草湯呑（青）（8.9×7.8・225cc） 　　536860574

391-202-741　1,200円
粉引十草湯呑（赤）（8.9×7.8・225cc） 　　536860674

391-203-611　890円
掻き落し湯呑グレー（8×8・230cc） 　　1139120361

391-204-611　850円
掻き落し湯呑ピンク（7.4×7.6・200cc） 　　1139120461

陶

391-205-601　760円
二色十草青 湯呑（大）（8×8・210cc） 　　1139120560

391-206-601　710円
二色十草青 湯呑（小）（7.3×7.6・180cc） 　　1139120660

陶

391-207-601　760円
二色十草ピンク 湯呑（大）（8×8・210cc） 　　1139120760

391-208-601　710円
二色十草ピンク 湯呑（小）（7.3×7.6・180cc） 　　1139120860

陶

391-301-571　710円
マーガレット湯呑（オレンヂ）（8×8.8・230cc） 　　836830557

391-302-571　710円
マーガレット湯呑（紫）（8×8.8・230cc） 　　836830657

陶

391-303-571　710円
バラ湯呑（赤）（8×9.2・230cc） 　　735630857

391-304-571　710円
バラ湯呑（青）（8×9.2・230cc） 　　735630757

391-305-511　910円
ダミブルー椿湯呑（大）（7.8×7.7・210cc） 　　836740751

391-306-511　890円
ダミピンク椿湯呑（小）（7×7・170cc） 　　836740851

陶

391-307-611　660円
まがり十草湯呑青（7.3×7.6・200cc） 　　1139130761

391-308-611　660円
まがり十草湯呑赤（7.3×7.6・200cc） 　　1139130861

陶

391-401-571　700円
グリントクサ 丸湯呑（7.7×7.2・200cc） 　　637040357

391-402-571　700円
赤トクサ 丸湯呑（7.7×7.2・200cc） 　　637040457

391-403-151　440円
黒友禅 八角湯呑（6×7.6・130cc） 　　939450715

391-404-151　440円
白友禅 八角湯呑（6×7.6・130cc） 　　939450815

391-405-611　630円
黒猫 黒フリーカップ（8.3×7.5・200cc） 　　939420361

391-406-611　630円
黒猫 白フリーカップ（8.3×7.5・200cc） 　　939420461

陶

391-407-521　550円
志野十草湯呑（大）（7×9・180cc） 　　637150552

391-408-521　480円
志野十草湯呑（小）（6.5×8・150cc） 　　637150652

陶

391-501-471　900円
ふくろう長湯呑（青）（7.7×8.2・240cc） 　　939410747

391-502-471　900円
ふくろう長湯呑（茶）（7.7×8.2・240cc） 　　939410847

陶

391-503-471　900円
ふくろう長湯呑（白）（7.7×8.2・240cc） 　　1039760347

391-504-471　900円
ふくろう湯呑（ピンク）（7.7×8.2・240cc） 　　1039760447

391-505-161　880円
うさぎ湯呑 白（7.5×7.9・240cc） 　　1139150516

391-506-161　880円
うさぎ湯呑 ピンク（7.5×7.9・240cc） 　　1139150616

391-507-571　600円
みやま桜紫 ゆのみ（8.5×7.5・200cc） 　　1039760557

391-508-571　600円
みやま桜ピンク ゆのみ（8.5×7.5・200cc） 　　1039760657
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392-101-751　1,500円
花格子湯呑ピンク

（8.7×8・200cc） 　　1139210175

陶

392-102-751　1,500円
花格子湯呑ブルー

（8.7×8・200cc） 　　1139210275

陶

392-103-791　850円
黒赤ヌリ分カツト絵湯呑み

（7.3×7.3×9・245cc） 　　837140579

陶

392-104-341　1,480円
（手造り）粉引印花長湯呑
（7.5×9.2・250cc） 　　537220634

陶

392-105-781　1,280円
焼炎長湯呑

（7×8.5・180cc） 　　537230477

陶

392-106-521　1,100円
織部 タイコ型 湯呑

（7.5×7.5・240cc） 　　637320552

陶

392-201-471　1,250円
うるし黒丸長湯呑

（8.3×8.5・200cc） 　　536740147

陶

392-202-471　1,250円
うるし白丸長湯呑

（8.3×8.5・200cc） 　　536740247

392-203-511　1,250円
イブシいこみ湯呑

（7.5×8・220cc） 　　1139220351

392-204-071　1,150円
削ぎ目うのふ湯呑

（8×7.3・215cc） 　　1139220407

392-205-071　1,150円
削ぎ目黒銀彩湯呑

（8×7.3・215cc） 　　1139220507

392-206-071　1,150円
削ぎ目赤釉湯呑

（8×7.3・215cc） 　　1139220607

392-301-051　1,080円
白盛切立湯呑（麻の葉）

（6.2×8.6・200cc） 　　1139230105

392-302-051　1,080円
白盛切立湯呑（うず）

（6.2×8.6・200cc） 　　1139230205

392-303-051　1,080円
白盛切立湯呑（おもだか）

（6.2×8.6・200cc） 　　1139230305

392-304-511　1,050円
半菊ロフト湯呑

（8.5×8.8・280cc） 　　1039820151

陶

392-305-151　950円
黒土粉引 削ぎ湯呑

（8.4×7.6・180cc） 　　939530615

392-306-521　1,000円
うるし釉長湯呑

（7×8・200cc） 　　735940152

392-401-701　950円
焼締筒型長湯呑（大）

（7×8.5・240cc） 　　837110170

392-402-601　800円
清流 湯呑

（φ7.2×8.4・220cc） 　　1039830560

陶

392-403-331　840円
ゆず天目湯呑（大）

（6.5×8・200cc） 　　1039830633

陶

392-404-151　730円
均窯流し瓢型湯呑

（8×7.2・170cc） 　　637830615

392-405-601　710円
ゴス十草 湯呑

（8.4×8.5・220cc） 　　735960160

392-406-601　710円
サビ十草湯呑

（8.4×8.5・220cc） 　　537330160

392-501-251　710円
八角ソギ青志野湯呑

（7×9・180cc） 　　537410725

392-502-511　700円
黒伊賀吹ケズリ湯呑

（7×8.5・170cc） 　　537420551

392-503-511　700円
粉引ケズリ湯呑

（7×8.5・170cc） 　　537420651

392-504-601　690円
黒化粧 湯呑

（8.8×8.5×7.7・200cc） 　　1039910160

392-505-521　700円
楽釉白 軽量長湯呑

（φ8.7×8.2・220cc） 　　1039850252

陶

392-506-521　700円
楽釉ナマコ 軽量長湯呑

（φ8.7×8.2・220cc） 　　1039850152

陶

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc
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393-101-151　1,100円
布目呉須十草湯呑

（6.5×8.3・220cc） 　　1139310115

393-102-151　1,000円
切立千段湯呑 十草内渦

（6.8×8・200cc） 　　1139310215

陶

393-103-411　800円
赤柚子湯呑（大）

（8.2×8.6・180cc） 　　1139310341

393-104-261　700円
雲湯呑

（φ7×8・190㏄） 　　1139310426

393-105-101　650円
青地 湯呑

（6.9×8.5・190cc） 　　837160310

393-106-521　700円
楽釉黒 軽量長湯呑

（φ8.7×8.2・220cc） 　　1039850352

陶

陶

393-201-571　500円
黒吹小雪9角湯呑

（6.9×8.3・170cc） 　　1039930257

陶

393-202-571　500円
青均9角湯呑

（6.9×8.3・170cc） 　　1039930357

393-203-571　460円
湖水9角湯呑

（6.9×8.3・170cc） 　　1039950157

陶

393-204-511　550円
柿釉九角湯呑

（7×8.5・200cc） 　　1039930151

陶

393-205-511　540円
さざ波湯呑青地

（7.8×7.8・240cc） 　　637460751

陶

393-206-511　540円
さざ波うでい湯呑

（7.8×7.8・240cc） 　　736060351

393-301-511　450円
朱赤結晶八角湯呑

（6.5×8.5・160cc） 　　735840851

393-302-351　450円
錆うのふ 八角湯呑

（6.5×8.5・160cc） 　　939630335

393-303-351　450円
青地塗分け八角湯呑

（6.6×8.6・160㏄） 　　1039950535

393-304-511　450円
灰釉伊賀八角湯呑

（6.5×8.5・160cc） 　　735840751

393-305-351　450円
備前風 八角湯呑

（6.5×8.5・160cc） 　　939630235

393-306-511　500円
グリン斑点湯呑

（6.5×9.3・240cc） 　　1039920451

393-401-161　520円
赤黒塗分湯呑 小

（6.8×8.2・200cc） 　　1139340116

陶

393-402-571　500円
うのふ十草湯呑

（6.8×8・200cc） 　　537140757

393-403-571　460円
鉄赤切立六兵湯呑

（7×8.3・180cc） 　　735840357

陶

393-404-471　580円
白萩青流しペコ長湯呑

（6.7×9・210cc） 　　537430447

陶

393-405-471　580円
白萩茶流しペコ湯呑

（6.7×9・210cc） 　　537430647

陶

393-406-471　580円
黒水晶青流しペコ長湯呑

（6.7×9・210cc） 　　537430547

393-501-251　470円
貫入腰丸湯呑

（6.8×8.5・200cc） 　　537160625

393-502-251　450円
緑貫入腰丸湯呑

（6.8×8.5・200cc） 　　537160525

393-503-411　460円
陶彩の粋湯呑み ハケメ

（8.2×8・210cc） 　　1039940441

陶

393-504-411　460円
陶彩の粋湯呑み アメ点

（8.2×8・210cc） 　　1039940341

陶

393-505-571　420円
白唐津六兵湯呑

（7.7×8・200cc） 　　537530257

393-506-251　500円
削ぎカップグリーン伊賀

（8×8.1・200cc） 　　735850425
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394-101-701　1,020円
細十草長湯呑（小）

（6.1×8.2・150cc） 　　536820471

陶

394-102-701　1,020円
黒塗内朱長湯呑

（6.4×7.6・170cc） 　　537250371

陶 陶

394-103-051　1,100円
ウッドベース黒釉水玉湯呑

（8×7.3・170cc） 　　939410305

陶

394-104-051　1,100円
アラベスク灰マット湯呑

（8×7.3・170cc） 　　939410405

陶

394-105-331　770円
ゆず天目湯呑（小）

（6×7・140cc） 　　1040020433

394-106-241　750円
織部とくさ長湯呑

（6×8・140cc） 　　537360524

陶

陶

394-201-201　640円
白マットとくさ長湯呑

（6×8・190cc） 　　537360617

陶

394-202-201　640円
白ヒワ長湯呑

（5.8×7.8・140cc） 　　537360420

陶

394-203-471　600円
梅散らし長湯呑

（6.2×8.5・180cc） 　　939730547

394-204-251　600円
ヒワ釉櫛目長湯呑

（φ6.6×8.5・160cc） 　　837240125

394-205-521　570円
伊賀うのふ六兵湯呑

（6.7×8・200cc） 　　537420152

394-206-521　570円
黒伊賀初霜六兵湯呑

（6.7×8・200cc） 　　537420352

394-301-261　550円
縞織長湯呑

（7×8.5・220cc） 　　837160526

陶

394-302-521　520円
鼡志野十草腰丸湯呑

（6.3×8・180cc） 　　537450552

陶

394-303-521　550円
新雪切立湯呑

（6.5×8.5・150cc） 　　537450252

陶

394-304-521　550円
雷雲切立湯呑

（6.5×8.5・150cc） 　　537450152

陶

394-305-521　550円
唐津花びら切立湯呑

（6.5×8.5・150cc） 　　537440752

陶

394-306-521　550円
青志野切立湯呑

（6.5×8.5・150cc） 　　537450352

陶

394-401-521　520円
白志野赤十草腰丸湯呑

（5.9×7.5・180cc） 　　637250852

394-402-251　450円
鼡白渦湯呑（大）

（φ7×8.5・200cc） 　　837250825

394-403-251　500円
青均窯長湯呑

（7×8・200cc） 　　537520225

394-404-251　500円
天目長湯呑

（7×8・200cc） 　　537520125

394-405-571　460円
オリベ竹湯呑

（6.5×7・160cc） 　　736060457

394-406-571　460円
茶天目竹湯呑

（6.5×7・160cc） 　　736060557

394-501-251　430円
渕白ブラウン湯呑 大

（7×8.2・200cc） 　　1139450125

394-502-251　430円
渕白御影紺湯呑 大

（7×8.2・200cc） 　　1139450225

394-503-201　360円
錦織長湯呑

（6.3×8.7・150cc） 　　1139450320

394-504-201　360円
秋草長湯呑　

（6.3×8.7・150cc） 　　1139450420

394-505-511　280円
黒一珍五月雨湯呑

（6×8.2・170cc） 　　1139450551

中国製

394-506-511　280円
白刷毛青ドット湯呑

（6×8.2・170cc） 　　1139450651

中国製

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc
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395-101-781　930円
一珍竹十草長湯呑

（6.5×8.3・200cc） 　　837140778

395-102-781　1,000円
駒筋長湯呑（青）

（6.5×8.3・210cc） 　　537260577

395-103-701　1,000円
一珍しずく長湯呑

（6.6×8.3・210cc） 　　537260671

395-104-781　780円
彫唐草長湯呑

（6.5×8.3・190cc） 　　537340178

395-105-341　950円
青白ケズリ長湯呑

（6.8×8.2・180cc） 　　537340734

395-106-701　780円
四色水玉長湯呑

（6.5×8.2・190cc） 　　1139510670

395-201-701　1,090円
梅ずくし長湯呑

（6.1×8・150cc） 　　537240677

395-202-701　1,090円
千筋長湯呑

（6.1×8・150cc） 　　537240771

395-203-701　750円
格子長湯呑

（6.4×8.2・190cc） 　　837210470

395-204-741　730円
二色ライン長湯呑

（6.2×7.8・160cc） 　　537340574

395-205-741　640円
リボン長湯呑（小）

（6.2×7.8・155cc） 　　637430374

陶

395-206-741　650円
粉引二色十草湯呑（小）

（6.3×7.9・170cc） 　　537360374

陶

395-301-151　570円
トルコ釉ミニコップ

（7×7.8・130cc） 　　1040130415

陶

395-302-511　590円
美濃萩ミニカップ

（6.5×8・190cc） 　　736030551

陶

395-303-511　590円
紫椿ミニカップ

（7.1×7.7・150cc） 　　637260151

陶

395-304-511　590円
白椿ミニカップ

（7.1×7.7・150cc） 　　637260251

395-305-241　520円
萌木小湯呑

（7×7.8・130cc） 　　735830124

陶 陶

395-306-151　570円
黒伊賀流星ミニコップ

（7×7.8・130cc） 　　939640415

395-401-401　410円
黒マットドット長湯呑

（8×8・210cc） 　　637250140

395-402-401　410円
白マットドット長湯呑

（8×8・210cc） 　　637250240

395-403-151　350円
そよ風昆布茶湯呑

（7×6.8・150cc） 　　735860415

395-404-151　350円
水面昆布茶湯呑

（7×6.8・150cc） 　　735860315

395-405-151　730円
色十草 湯呑

（8.5×7.5・240cc） 　　1139540515

陶

395-406-151　730円
手描椿 湯呑

（8.5×7.5・240cc） 　　1139540615

陶

395-501-571　450円
軽々ビードロオフケ湯呑

（7.7×8.2・230cc） 　　736110257

395-502-571　450円
軽々青地刷毛目湯呑

（7.7×8.2・230cc） 　　736110457

395-503-161　590円
淡雪内刷毛湯呑

（7.2×7.2・170cc） 　　939650116

395-504-251　470円
もえぎ小湯呑

（7.6×7.1・190cc） 　　939640625

395-505-511　440円
天目ヌリワケ 長湯呑

（6.5×8・190cc） 　　735860651

395-506-511　440円
益子ヌリワケ 長湯呑

（6.5×8・190cc） 　　735860551



396 長湯呑
Tall Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

陶

396-101-571　520円
油滴切立湯呑

（6.5×8.5・170cc） 　　537450457

陶

396-102-571　520円
備前切立湯呑

（6.5×8.5・170cc） 　　735840457

陶

396-103-571　520円
錆ガラス 湯呑

（6.5×8.5・170cc） 　　837260657

陶

396-104-571　520円
天目ナマコ 湯呑

（6.5×8.5・170cc） 　　837260457

陶

396-105-571　520円
青均半掛切立湯呑

（6.5×8.5・170cc） 　　736110557

陶

396-106-471　480円
均窯流し長湯呑

（6.5×8・180cc） 　　537510747

陶

396-201-511　500円
伊賀湯呑

（7×8.8・240cc） 　　537510551

396-202-261　500円
さび流し長湯呑

（6.5×8・160cc） 　　837260726

396-203-561　530円
口織部黄瀬戸切立湯呑

（6.3×8.4・170cc） 　　537510656

陶

396-204-571　520円
黄瀬戸織部 湯呑

（6.5×8.5・170cc） 　　837310757

陶

396-205-161　490円
ナマコ 腰丸湯呑

（7.7×7.7・160cc） 　　939810316

陶

396-206-161　490円
白均窯 腰丸湯呑

（7.7×7.7・160cc） 　　939810416

396-301-151　430円
黒伊賀ソギカップ

（7.6×8・210cc） 　　939840315

396-302-511　500円
白ハケ天目平成湯呑

（7.8×7.6・230cc） 　　837320451

396-303-251　500円
削ぎカップ黒伊賀

（8×8.1・200cc） 　　736130525

396-304-251　450円
呉須巻六兵衛湯呑

（7×8.5・200cc） 　　939830425

396-305-541　450円
黒備前切立湯呑

（7×8.1・200cc） 　　939840554

396-306-541　450円
刷毛目粉引切立湯呑

（7×8.1・200cc） 　　939830654

396-401-511　460円
青地小花湯呑

（6.5×7.5・190cc） 　　537460751

396-402-151　430円
厚口タル形若草湯呑

（7×7.2・160cc） 　　537520515

396-403-151　430円
タル型益子風湯呑

（7×7.2・160cc） 　　1139640315

396-404-511　360円
備前吹長湯呑

（6.5×8.1・190cc） 　　1040150451

396-405-251　400円
うのふ流し湯呑大

（7×8.5・200cc） 　　939850125

396-406-251　400円
志野化粧土湯呑大

（7×8.5・200cc） 　　939850225

396-501-511　280円
白刷毛錆鳴門 湯呑（MC-04）

（6.2×8.3・200cc） 　　736140551

中国製

396-502-161　350円
木肌白湯呑

（7.8×6.8・160cc） 　　736150716

396-503-701　750円
親子十草長湯呑

（6.4×8.2・190cc） 　　1139650370

396-504-701　750円
ダミライン長湯呑

（6.4×8.2・190cc） 　　1139650470

陶

396-505-571　350円
うのふ十草小湯呑

（6×7.7・140cc） 　　537140857

396-506-781　830円
斑点十草 長湯呑

（φ6×7.6・150㏄） 　　1139650678

寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc



397長湯呑
Tall Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製

日本製 日本製

397-101-701　520円
二本ハケ長湯呑

（6.5×8.3・200cc） 　　1139710170

397-102-701　520円
十草厚口長湯呑

（6.5×8.3・200cc） 　　1139710270

397-103-401　490円
光琳 長湯呑

（8×8・220cc） 　　1139710340

陶

397-104-791　450円
錆トクサスタック湯呑み

（6.8×6.5・130cc） 　　837330479

陶

397-105-251　450円
黒天目スタック湯呑

（6.5×6.5・140cc） 　　736140425

陶

397-106-251　450円
ネズミ志野スタック湯呑

（6.5×6.5・140cc） 　　537550525

397-201-561　600円
百寿湯呑

（6.7×8.2・190cc） 　　1139720156

397-202-561　600円
百福湯呑

（6.7×8.2・190cc） 　　1139720256

397-203-521　480円
ダミ小梅 長湯呑

（7.3×9・200cc） 　　1139720352

中国製

397-204-511　330円
青磁ぶどう湯呑

（φ6.2×7.7・170cc） 　　939910151

397-205-251　300円
白志野湯呑

（6×7・120cc） 　　939940625

陶

397-206-251　300円
益子湯呑

（6×7・120cc） 　　939940525

陶

397-301-511　330円
青磁十草湯呑

（6.2×7.7・170cc） 　　837360451

397-302-511　330円
青磁タコ唐草湯呑

（6.2×7.7・170cc） 　　837360351

397-303-791　350円
ふるさと湯呑

（6.5×8.5・180cc） 　　736160179

陶

397-304-201　320円
鼠志野長湯呑

（5.7×7.5・150cc） 　　537560320

397-305-251　300円
赤志野湯呑

（6×7・120cc） 　　939940425

陶

397-306-151　330円
トルコ流し長湯呑

（5.8×8.2・140cc） 　　736150615

397-401-521　410円
備前初霜小湯呑

（5.9×7.5・120cc） 　　637550352

陶

397-402-201　320円
唐津うず長湯呑

（5.7×7.5・150cc） 　　537560120

陶

397-403-201　320円
天目長湯呑

（5.7×7.5・150cc） 　　537560220

397-404-521　370円
うのふ青渕小湯呑

（6×7.7・120cc） 　　537550152

陶

397-405-341　360円
もえぎ長湯呑

（7.2×7・170cc） 　　537540334

397-406-561　300円
K湯呑 大 ルリ

（6.2×9.2・180cc） 　　1139740656

397-501-541　280円
破線十草（青）長湯呑

（6.5×7.6・180cc） 　　837350454

397-502-541　280円
破線十草（赤）長湯呑

（6.5×7.6・180cc） 　　837350354

397-503-471　300円
信楽風黒長湯呑

（6×8.5・200cc） 　　736160547

397-504-471　280円
信楽風白長湯呑

（6×8.5・200cc） 　　735860847

397-505-471　280円
信楽風織部長湯呑

（6×8.5・200cc） 　　735860747

397-506-201　260円
伊賀風長湯呑

（6×8.5・190cc） 　　537560720



398 有田焼蓋付汲出・千茶
Arita Ware Lidded Short Teacup for Guests

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

398-101-901　3,000円
青海波紋 汲出

（9.6×7.8・180cc） 　　1040410390

398-102-911　3,000円
濃十草 蓋付千茶

（8.5×8.5・160cc） 　　940010191

398-103-911　2,600円
乱千筋汲出

（9×7.5・100cc） 　　837430191

398-104-911　2,500円
大輪花汲出（青）

（8×7.5・120cc） 　　940020291

398-105-911　2,500円
大輪花汲出（赤）

（8×7.5・120cc） 　　940020191

398-201-911　2,500円
ゴス桔梗汲出

（8×7.8・120cc） 　　537620491

398-202-901　2,100円
水引草 汲出

（8.2×8・170cc） 　　837410590

398-203-911　1,800円
ひだまり汲出

（8.7×7.8・120cc） 　　837440291

398-204-901　1,750円
黄巻内ぶどう汲出

（9×7.6・200cc） 　　537630190

398-205-901　1,500円
古染ぶどう汲出

（10×7.8・190cc） 　　940040390

398-301-911　1,500円
白花 汲出

（8×7.3・110cc） 　　637640191

398-302-911　1,500円
墨はじき花 汲出

（8×7.3・110cc） 　　736240391

398-303-901　1,450円
あかね草汲出

（8.5×7.5・200cc） 　　537630690

398-304-911　1,400円
かれん汲出

（8×7.3・140cc） 　　1040440591

398-305-901　1,400円
めばえ汲出

（8.5×7.5・200cc） 　　537640190

398-401-901　1,730円
淡彩唐草千茶

（7.6×5.5・110cc） 　　537660290

398-402-901　2,200円
山水千茶

（7.6×5.5・110cc） 　　537660190

398-404-901　1,750円
青海波紋 京千茶

（9×5.3・180cc） 　　1040450390

398-405-911　1,500円
濃十草 小千茶

（7.5×5・70cc） 　　940050491

398-403-901　2,100円
濃椿 小千茶

（7×4.4・70cc） 　　1139840390

398-501-911　1,400円
乱千筋内外反千茶

（9.5×5.5・100cc） 　　837510191

398-502-911　1,400円
大輪花 千茶（青）

（8.5×6.3・80cc） 　　736260191

398-503-911　1,400円
大輪花 千茶（赤）

（8.5×6.3・80cc） 　　837510491

398-504-901　1,150円
水引草 千茶

（7.5×5・130cc） 　　837520590

398-505-911　1,300円
錦唐草 千茶

（8.8×5.2・90cc） 　　537730691

有田焼千茶/千茶 φ
高さ cm容量 cc

蓋付汲出千茶 高さcm容量 cc

φ



399有田焼千茶
Arita Ware Short Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

399-101-911　1,100円
ゴス桔梗千茶

（8.6×5.8・80cc） 　　537720391

399-102-901　1,050円
招福ネコ千茶

（8.3×5.8・150cc） 　　537720190

399-103-901　930円
宴 京千茶（青）

（8.2×5・150cc） 　　537720590

399-104-901　930円
宴 京千茶（赤）

（8.2×5・150cc） 　　537720690

399-105-901　950円
華の詩千茶

（8×5.3・160cc） 　　537740190

399-201-911　900円
ひだまり千茶

（9×5.3・90cc） 　　837530191

399-202-911　900円
白花 千茶

（8×5.7・90cc） 　　637740391

399-203-901　900円
マスカット 千茶

（7.5×5・130cc） 　　837520690

399-204-901　880円
黄巻内ぶどう千茶

（9×5.5・180cc） 　　537720490

399-205-901　880円
グリーン花絵 千茶　

（8.9×5.4・180cc） 　　637720590

399-301-901　800円
古染ぶどう反千茶

（9.2×5.7・200cc） 　　940140590

399-302-901　720円
唐草地紋千茶

（8×5.3・160cc） 　　537750190

399-303-911　900円
白梅千茶

（7.5×5.5・90cc） 　　637760491

399-304-911　700円
墨はじき花 千茶

（8×5.7・90cc） 　　736360291

399-305-901　640円
丸椿 京千茶

（8×5.5・160cc） 　　1040560190

399-401-911　700円
Fライン 千茶（緑）

（9×6・170cc） 　　1139940191

399-402-911　700円
福唐草 千茶（青）

（9×6・170cc） 　　1139940291

399-403-901　660円
大輪花 京千茶

（8×5.5・160cc） 　　1040550690

399-404-901　630円
あかね草 反千茶

（9.7×5.6・200cc） 　　637750390

399-405-901　600円
あかね草 つぼ千茶

（7.5×5.6・200cc） 　　637750490

399-501-901　650円
めばえ反千茶

（9.7×5.6・200cc） 　　537750290

399-502-901　600円
めばえつぼ千茶

（7.4×5.6・200cc） 　　537750490

399-503-911　600円
かれん千茶

（8×5.7・170cc） 　　1040550591

399-504-901　430円
錦花格子 千茶

（8.2×5.5・170cc） 　　1040560590

タイ製

399-505-901　430円
古代十草 千茶

（8.2×5.5・170cc） 　　1040560690

タイ製



400 千茶
Short Teacup

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製日本製日本製

日本製

陶

400-101-251　1,500円
三島くし目汲み出し大

（9.5×7.1・290cc） 　　537810525

400-102-471　1,660円
赤絵小花千茶

（9×6・190cc） 　　1140010247

陶

400-103-791　1,800円
粉引面取高台千茶

（9.2×6.6・150cc） 　　537810646

400-104-261　550円
錆流し大煎茶

（10.5×6・290cc） 　　837640326

陶

400-105-631　1,000円
翠（みどり）高台煎茶

（φ9.8×6.6･240cc） 　　1040610463

400-106-471　1,160円
伊賀織部反千茶

（9.2×6.2・200cc） 　　940220447

陶

400-201-511　960円
椿千茶

（9×5.3・170cc） 　　537830551

陶

400-202-511　960円
トクサ千茶

（9×5.3・170cc） 　　537830651

陶

400-203-051　880円
うるし黒けずり千茶

（9.7×5.5・180cc） 　　1040620205

陶

400-204-051　880円
うるし白けずり千茶

（9.5×5.5・180cc） 　　736510105

陶

400-205-511　770円
二色ライン千茶

（9.3×5.5・190cc） 　　537840351

陶

400-206-511　770円
伊賀ブルー帯千茶

（9×5.5・160cc） 　　537840451

400-301-261　1,400円
南蛮織部反煎茶

（9.1×6・170cc） 　　837620126

陶

400-302-631　1,000円
翠（みどり）丸煎茶

（φ8.2×6・170cc） 　　1040630263

400-303-521　470円
ダミ小梅 煎茶

（8.8×6・180cc） 　　1140030352

中国製

400-304-051　700円
削ぎ型千茶（黄）

（8.7×6・200cc） 　　1140030405

400-305-051　700円
削ぎ型千茶（白）

（8.7×6・200cc） 　　1140030505

陶

400-306-251　900円
黒砂煎茶

（9.3×5.2・150cc） 　　940220325

陶

400-401-151　600円
ヒワ貫入丸煎茶

（9.2×5.7・170cc） 　　1140040115

陶

400-402-151　600円
白貫入丸煎茶

（9.2×5.7・170cc） 　　1140040215

陶

400-403-151　600円
トルコ貫入丸煎茶

（9.2×5.7・170cc） 　　1140040315

400-404-081　630円
悠玄2.8煎茶

（8.5×5.6・175cc） 　　1040640308

400-405-741　540円
ねずみ志野千茶

（8×8・150cc） 　　537940574

陶

400-406-601　570円
サビ十草千茶

（8.7×5.7・150cc） 　　537850560

400-501-571　570円
黒赤ハケメケズリ千茶

（8.4×5.3・150cc） 　　940240357

400-502-571　570円
クリーム黒ハケメケズリ千茶

（8.4×5.3・150cc） 　　940240457

400-503-051　550円
粉引水玉千茶

（8×5.8・140cc） 　　537860105

陶

400-504-051　680円
赤柚子千茶

（8×5.8・140cc） 　　1140050405

400-505-011　560円
ヒスイ貫入千茶

（8.5×6・175cc） 　　538150101

400-506-011　560円
南蛮千茶

（8.5×6・175cc） 　　537960401

400-601-571　420円
青地貫入煎茶

（8.5×5.3・150cc） 　　736460157

陶

400-602-541　470円
均窯梅紋千茶

（8.5×5.4・180cc） 　　538140658

400-603-161　380円
ルリ渕流反煎茶

（8.2×5.8・120cc） 　　1040660416

陶

400-604-471　450円
均窯反千茶

（8.3×6・120cc） 　　537960247

陶

400-605-601　350円
砂丘 千茶

（8.7×5.7・150cc） 　　637960460

陶

400-606-601　350円
白ボタ 千茶

（8.7×5.7・150cc） 　　637960560

有田焼千茶/千茶 φ
高さ cm容量 cc

蓋付汲出千茶 高さcm容量 cc

φ



401千茶
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日本製日本製日本製

401-101-791　600円
ダミ丸紋蓋付千茶

（9.5×9・165cc） 　　1040710279

401-102-791　1,300円
ダミ槍柄蓋付千茶

（8.3×7.5・165cc） 　　1040710179

401-103-161　1,200円
紅華 小千茶

（7×5.2・120cc） 　　1140110316

401-104-511　1,250円
色唐草（紺）デミ千茶

（7.7×4.8・150cc） 　　1040710551

401-105-151　1,450円
京雅（赤）煎茶

（9.5×5.8・240cc） 　　940310115

401-106-511　1,250円
華 （々赤）デミ千茶

（7.7×4.8・150cc） 　　1040710451

陶

401-201-571　900円
萩反千茶

（8×6.1・150cc） 　　537850457

401-202-151　860円
グリン吹南天千茶

（8.8×5・170cc） 　　537930115

401-203-151　820円
朱巻南天千茶

（8.8×5・170cc） 　　537930215

401-204-541　780円
桜浪漫（黒）千茶

（8×5.7・160cc） 　　940320154

401-205-541　780円
桜浪漫（赤）千茶

（8×5.7・160cc） 　　940320254

401-206-541　780円
桜浪漫（青）千茶

（8×5.7・160cc） 　　940320354

401-301-161　620円
ブルー桜流千茶

（8.8×5.2・170cc） 　　537940416

401-302-161　620円
ヒワ桜流千茶

（8.8×5.2・170cc） 　　537940316

401-303-511　420円
染錦市松小花高浜千茶

（8.8×5.5・220cc） 　　1040730251

中国製

401-304-511　660円
染錦京十草高浜煎茶

（8.8×5.5・220cc） 　　537920151

中国製

401-305-741　650円
芽生え千茶（青）

（8.9×5.2・180cc） 　　537920374

401-306-741　650円
芽生え千茶（赤）

（8.9×5.2・180cc） 　　537920274

陶

401-401-751　1,100円
錆水玉 小湯呑

（6×6・120cc） 　　1140140175

陶

401-402-751　1,100円
千筋赤巻 小湯呑

（6×6・120cc） 　　1140140275

陶

401-403-751　1,100円
藍十草 小湯呑

（6×6・120cc） 　　1140140375

401-404-601　900円
サビ志野 反り千茶

（8×6.8・170cc） 　　1140140460

401-405-521　980円
銀黒干茶

（8×6.7・160cc） 　　1040740152

401-406-521　1,000円
夜空 千茶

（8×6.7・160cc） 　　1040740252

401-501-601　900円
サビ志野 六兵衛千茶 

（7.8×6.4・160cc） 　　1140150160

401-502-261　380円
粉引き煎茶

（9×5.4・160cc） 　　837670526

401-503-521　380円
トレイン煎茶

（φ8×6.6・160cc） 　　1040750352

中国製

401-504-521　380円
十草丸紋青 煎茶

（φ8×6.6・160cc） 　　1040750452

中国製

401-505-521　350円
つる木の実 煎茶

（φ8.6×5.2・140cc） 　　1040750552

中国製

401-506-571　410円
新芽反千茶

（8.5×5.5・150cc） 　　537970257

401-601-571　330円
ゆず黒小湯呑

（6.8×5.8・120cc） 　　940370357

401-602-571　330円
ゆず志野小湯呑

（6.8×5.8・120cc） 　　940370457

401-603-151　750円
紫マット千茶

（9×5.5・180cc） 　　837740215

401-604-151　1,000円
カハラレッドシルバ煎茶

（9×5.5・180cc） 　　940310215

401-605-571　430円
唐草小千茶

（7.7×4.8・120cc） 　　537970157

401-606-571　540円
白磁スミレ小千茶

（7.7×4.8・120cc） 　　537950557
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402-101-781　1,030円
緑彩反千茶

（9.2×5.5・150cc） 　　538010177

402-102-701　1,030円
黄彩反千茶

（9.4×5.6・150cc） 　　538010271

402-103-781　1,030円
二色筋反千茶

（9.2×5.5・160cc） 　　538010378

402-104-741　900円
一珍しずく京千茶

（9×5.2・150cc） 　　538020174

402-105-701　900円
駒筋京千茶（青）

（9×5.2・150cc） 　　537910371

402-106-741　1,320円
駒筋京千茶（赤）

（9×5.2・150cc） 　　537910274

402-201-701　910円
梅ずくし反千茶

（9.3×5.5・140cc） 　　538010677

402-202-701　830円
梨地唐草水切り浜千茶

（φ9.3×5.7・160cc） 　　1040820170

402-203-781　780円
刷毛白たたき水切り浜千茶

（9.8×5.7・160cc） 　　736630578

402-204-741　830円
一珍十草水切り浜千茶

（9.8×5.7・200cc） 　　736630674

402-205-781　830円
間取り渦水切り浜千茶

（9.8×5.7・160cc） 　　1140220578

402-206-781　780円
斑点十草 水切浜千茶

（φ9.8×5.7・160㏄） 　　1140220678

402-301-781　780円
吉祥駒筋 水切り浜千茶

（φ9.8×5.7・160㏄） 　　1140230178

402-302-741　1,050円
ホタルナデシコ千茶

（8.9×5.3・150cc） 　　537910474

402-303-741　780円
彫唐草反千茶

（9.4×5.7・150cc） 　　538020374

402-304-781　750円
ヒワ磁一珍十草反千茶

（9.4×5.7・150cc） 　　538030177

402-305-261　800円
花紋反煎茶

（9.3×5.5・160cc） 　　837710426

402-306-781　750円
一珍青花反千茶

（9.4×5.7・150cc） 　　538020478

402-401-741　750円
ブルー内外水玉反千茶

（9.2×5.5・150cc） 　　538020577

402-402-701　700円
二色ライン反千茶

（9.2×5.5・150cc） 　　538040177

402-403-741　730円
小町ブルー反千茶

（9.3×5.6・150cc） 　　1040840174

402-404-741　750円
呉須巻七宝反千茶

（9.2×5.5・150cc） 　　538030374

402-405-261　700円
白波帯反千茶

（9.4×5.6・160cc） 　　837710526

402-406-701　730円
渕二色十草反千茶

（9.2×5.5・150cc） 　　538020671

402-501-701　700円
千段水玉反千茶

（φ9.5×5・170cc） 　　940450670

402-502-741　700円
丸紋反千茶

（9.2×5.5・150cc） 　　538030474

402-503-781　670円
花つなぎ反千茶

（9.3×5.6・150cc） 　　538030578

402-504-741　570円
駒筋千茶

（9.2×4.7・160cc） 　　538040277

402-505-741　650円
リボン反千茶（大）

（9.2×5.5・145cc） 　　638040574

402-506-741　630円
粉雪ライン反千茶

（9.3×5.5・180cc） 　　837910174

402-601-701　660円
うずまき反千茶 オレンジ

（9.2×5.7・160cc） 　　637920270

402-602-701　660円
うずまき反千茶 紺

（9.2×5.7・160cc） 　　638050170

402-603-701　660円
呉須アミ反千茶

（9.2×5.7・160cc） 　　638040670

402-604-781　600円
ダミライン千茶

（9.4×5・160cc） 　　538040578

402-605-701　600円
親子十草反千茶

（9.4×5・160cc） 　　538040471

402-606-741　600円
格子反千茶

（9.4×5・160cc） 　　538040377

402-701-781　700円
古染十草 千茶

（9.4×5・160cc） 　　940540278

402-702-741　590円
カゴメ厚口反千茶

（9.2×5.2・140cc） 　　638050274

陶

402-703-521　840円
織部春秋反千茶

（9.5×5.8・180cc） 　　537920552

陶

402-704-521　840円
平安桜反千茶

（9.5×5.8・180cc） 　　537920452

陶

402-705-471　880円
平安桜（青）反千茶

（9.7×5.8・170cc） 　　940540147

402-706-261　750円
丸紋うさぎ厚口千茶

（9×5.2・170cc） 　　837720126

有田焼千茶/千茶 φ
高さ cm容量 cc
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403-101-701　680円
四色水玉反千茶

（9.5×5・160cc） 　　1140310170

403-102-161　650円
十草桜厚口大反千茶

（9.2×5.9・160cc） 　　538120616

403-103-571　550円
小萩反千茶

（9×5.5・180cc） 　　538130157

403-104-571　530円
外ゴス内ブドウ厚口反千茶

（9×5.8・180cc） 　　538060457

403-105-161　550円
淡墨桜大反千茶

（9×5.8・160cc） 　　538130316

403-106-511　550円
桜反千茶

（9×5.6・180cc） 　　1040910551

403-201-571　530円
ぶどう厚口反千茶

（9.1×5.8・180cc） 　　538130257

403-202-741　600円
千筋十草厚口反千茶

（9.6×5.5・135cc） 　　538050274

403-203-741　540円
蝶丸紋厚口反千茶

（9.6×5.6・135cc） 　　538060174

403-204-781　480円
呉須十草 千茶

（9.5×5.5・190cc） 　　940540678

403-205-701　430円
二本ハケ目厚口千茶

（φ9.8×5.4） 　　1040940170

403-206-571　500円
唐草厚口反千茶

（9×6・180cc） 　　538130557

403-301-701　430円
厚口二色筋反千茶

（9.8×5.2・180cc） 　　538130671

403-302-741　390円
厚口竹林千茶

（9.7×5・180cc） 　　538070577

403-303-741　390円
唐子厚口千茶

（9.8×5.2・180cc） 　　538070673

403-304-701　430円
十草厚口千茶

（9.8×5.3・180cc） 　　538070273

403-305-741　430円
大輪菊厚口反千茶

（9.8×5.4・180cc） 　　638130673

403-306-701　400円
千段厚口千茶

（9.8×5.4・180cc） 　　538070473

403-401-701　950円
練り抹茶千茶

（9.2×6.2・200cc） 　　1140340170

403-402-701　950円
青白磁千茶

（9×6・190cc） 　　1140340270

403-403-701　700円
鉄仙花千茶

（9.2×6.2・200cc） 　　1140340370

403-404-471　790円
ビ－ドロ灰釉千茶

（9.2×6.2・200cc） 　　1140340447

403-405-701　560円
内外帯千茶

（9.3×5・160cc） 　　538110473

403-406-741　520円
ウズ水玉厚口千茶

（8.8×5・150cc） 　　538060274

403-501-741　430円
ルリラン反千茶

（9.8×5.4・180cc） 　　1140350174

403-502-741　520円
太網厚口千茶

（8.8×5・150cc） 　　1140350274

403-503-251　470円
あられ煎茶 鉄黒

（8.3×5.1・130cc） 　　1140350325

403-504-251　470円
あられ煎茶 白

（8.3×5.1・130cc） 　　1140350425

403-505-401　480円
オーロラ六兵衛 煎茶

（8.8×5.5・190cc） 　　1140350540

403-506-401　480円
エメラルド六兵衛 煎茶

（8.8×5.5・190cc） 　　1140350640

403-601-781　440円
桜千茶

（8.6×5.5・200cc） 　　637940478

403-602-741　520円
ウズ水玉厚口千茶

（8.8×5・150cc） 　　1140360274

403-603-161　490円
ヒワフローラ千茶

（8×5.5・150cc） 　　538150416

403-604-781　370円
桜千茶 小

（7.8×5.4・170cc） 　　837770378

403-605-261　480円
白磁花の香玉湯呑

（7.5×6・175cc） 　　940570526

403-606-351　450円
白磁小玉千茶

（8.2×5.2・150㏄） 　　1040970635

403-701-261　380円
ロクロ目ヒワ丸煎茶

（7.8×5.7・150cc） 　　837670426

403-702-351　280円
泉岳十草千茶

（9×5.6・160cc） 　　538150535

403-703-401　240円
花晴千茶

（9.2×5.7・160cc） 　　837950640

403-704-401　240円
花ちらし千茶

（9.2×5.7・160cc） 　　538150640

403-705-401　240円
光林梅千茶

（9.2×5.7・160cc） 　　940550140

403-706-561　220円
粉引堀 煎茶

（8.4×6・140cc） 　　1140370656
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404-307-511

404-308-511

404-309-511

404-311-511
404-312-511

404-313-511 404-314-511

404-310-511

404-301-701

404-302-701404-303-701

404-304-701

404-305-701 404-306-701

404-207-511

404-208-511

404-209-511

404-211-511
404-212-511
404-213-511

404-214-511 404-215-511

404-210-511

404-201-701

404-202-701
404-203-701

404-204-701

404-205-701 404-206-701

404-113-701

404-114-701404-115-701

404-116-701

404-117-701
404-118-701

404-107-701
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404-110-701

404-111-701
404-112-701

404-109-701
404-101-701

404-102-701

404-104-701

404-105-701
404-106-701

404-103-701

404-101-701　1,750円
古染駒筋汁次（大）（6.5×9.8・160cc） 　　538210171

404-102-701　1,600円
古染駒筋汁次（小）（6.5×7.5・120cc） 　　538210271

404-103-701　1,250円
古染駒筋一穴塩入（5.3×8.3） 　　538210371

404-104-701　1,550円
古染駒筋辛子入（プラサジ付）（6.6×5.5） 　　538210471

404-105-701　 770円
古染駒筋楊枝差（4.7×4.2） 　　538210571

404-106-701　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　538210671

404-107-701　1,300円
鉄結晶汁次（大）（6.5×9.5・200cc） 　　538210773

404-108-701　1,150円
鉄結晶汁次（小）（6.5×7・140cc） 　　538210873

404-109-701　 950円
鉄結晶一穴塩入（5.2×8.2） 　　538211073

404-110-701　1,150円
鉄結晶辛子入（プラサジ付）（6.3×5.6） 　　538210973

404-111-701　 550円
鉄結晶楊枝差（4.8×4.5） 　　538211173

404-112-701　1,300円
鉄結晶カスター盆（22×13×2.3） 　　538211273

404-113-701　1,750円
淡彩ライン汁次（大）（6.5×9.8・160cc） 　　538211371

404-114-701　1,600円
淡彩ライン汁次（小）（6.3×7.6・120cc） 　　538211471

404-115-701　1,250円
淡彩ライン一穴塩入（5.2×8.3） 　　538211571

404-116-701　1,550円
淡彩ライン辛子入（プラサジ付）（6.3×5.3） 　　538211671

404-117-701　 770円
淡彩ライン楊枝差（4.7×4.2） 　　538211771

404-118-701　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　538211871

404-201-701　1,300円
焼締汁次（大）（6.5×10・160cc） 　　538221571

404-202-701　1,150円
焼締汁次（小）（6.5×8・120cc） 　　538221671

404-203-701　 950円
焼締一穴塩入（5.2×8） 　　538221771

404-204-701　1,150円
焼締辛子入（プラサジ付）（6.5×5.5） 　　538221871

404-205-701　 550円
焼締楊枝差（4.8×4.3） 　　538221971

404-206-701　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　538222071

404-207-511　1,780円
粉引汁次（特大）（8.5×9.5・260cc） 　　538230851

404-208-511　1,600円
粉引汁次（大）（7×8.4・170cc） 　　538230951

404-209-511　1,600円
粉引汁次（小）（6.4×7.8・140cc） 　　538231051

404-210-511　 950円
粉引三穴胡椒（5.7×6） 　　538231251

404-211-511　 950円
粉引一穴塩入（5.7×6） 　　538231151

404-212-511　1,070円
粉引辛子入（5.2×6） 　　538231351

404-213-511　 170円
竹さじ（8.2） 　　638231751

404-214-511　 680円
粉引楊子入（5.2×4.1） 　　538231451

404-215-511　1,800円
黒塗盆（24×15.2×3.3） 　　538231551

404-216-611　1,400円
黒備前汁次（大）（7.2×10.4・240cc） 　　638231961

404-217-611　1,100円
黒備前汁次（小）（7.2×8・150cc） 　　638232061

404-218-611　 750円
黒備前辛子入（5.8×5.6） 　　638232161

404-219-611　 160円
竹さじ（8.2） 　　638232261

404-220-611　 550円
黒備前楊示入（5.5×4.5） 　　638232361

404-221-611　1,800円
黒塗カスター盆（24×16×3.3） 　　736820761

404-301-701　1,750円
手描アミ目汁次（大）（6.5×9.8・160cc） 　　538321471

404-302-701　1,600円
手描アミ目汁次（小）（6.3×7.6・120cc） 　　538321571

404-303-701　1,250円
手描アミ目一穴塩入（5.2×8.3） 　　538321671

404-304-701　1,550円
手描アミ目辛子入（プラサジ付）（6.6×5.5） 　　538321771

404-305-701　 770円
手描アミ目楊枝差（4.7×4.2） 　　538321871

404-306-701　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　538321971

404-307-511　1,780円
黒伊賀汁次（特大）（8.5×9.5・260cc） 　　538231651

404-308-511　1,600円
汁次（大）黒伊賀（7×8.4・170cc） 　　538231751

404-309-511　1,600円
汁次（小）黒伊賀（6.4×7.8・140cc） 　　538231851

404-310-511　 950円
三穴胡椒黒伊賀（5.7×6） 　　538232051

404-311-511　 950円
一穴塩入黒伊賀（5.7×6） 　　538231951

404-312-511　1,070円
辛子入黒伊賀（5.2×6） 　　538232151

404-313-511　 680円
楊枝入黒伊賀（5.2×4.1） 　　538232251

404-314-511　1,800円
黒塗盆（24×15.2×3.3） 　　538232351

404-315-611　1,300円
白磁汁次大（7.2×10.4・240cc） 　　736820261

404-316-611　1,000円
白磁汁次小（7.2×8・150cc） 　　736820361

404-317-611　 700円
白磁辛子入（5.8×5.6） 　　736820461

404-318-611　 160円
竹さじ（8.2） 　　736820561

404-319-611　 500円
白磁楊示入（5.5×4.5） 　　736820661

404-320-611　1,800円
黒塗カスター盆（24×16×3.3） 　　638232461

中国製

中国製

中国製

中国製
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404-217-611

404-218-611
404-219-611
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404-319-611 404-320-611
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405-106-071　2,850円
武蔵野汁次（皿付）（9.5×7×7・150cc/皿9.5×2） 　　940710607

405-107-071　1,650円
武蔵野からし入（6×3.4） 　　940710707

405-108-071　1,200円
武蔵野ようじ入（5.5×5.5） 　　940710807

405-109-471　2,000円
伊賀織部四角石目汁次（大）（5.3×5.3×9.5・170cc） 　　538311247

405-110-471　1,800円
伊賀織部四角石目汁次（小）（5.3×5.3××7.5・120cc） 　　538311347

405-111-471　1,730円
伊賀織部四角石目辛子入（プラサジ付）（5.5×5.5×3.5） 　　538311447

405-112-471　 860円
伊賀織部四角石目楊枝差（4.2×4.2×4.3） 　　538311547

405-113-471　2,690円
伊賀織部11.0プレート（13×10.7×1.8） 　　538311647

405-201-701　1,500円
新いぶし黒角型汁次（大）（5.5×5.5×9.2・160cc） 　　941010170

405-202-701　1,350円
新いぶし黒角型汁次（小）（5.5×5.5×7.3・110cc） 　　941010270

405-203-701　1,150円
新いぶし黒角型一穴塩入（4.1×4.1×7.3） 　　941010470

405-204-701　1,350円
新いぶし黒角型辛子入（プラサジ付）（5.2×5.2×5） 　　941010370

405-205-701　 610円
新いぶし黒角型楊枝差（4.3×4.3×4.2） 　　941010570

405-206-701　1,300円
黒塗盆（22×13×1.3） 　　941010670

405-207-701　1,500円
白磁角型汁次（大）（5.5×5.5×9.3・200cc） 　　538310773

405-208-701　1,350円
白磁角型汁次（小）（5.5×5.5×7.5・140cc） 　　638310773

405-209-701　1,150円
白磁角型一穴塩入（4×4×7） 　　538310973

405-210-701　1,350円
白磁角型辛子入（プラサジ付）（5.4×5.4×5.3） 　　538310873

405-211-701　 610円
白磁角型楊枝差（4.1×4.1×4） 　　538311073

405-212-701　1,300円
黒塗盆（22×13×1.3） 　　940721173

405-213-701　1,500円
焼締角型汁次（大）（5.7×5.7×9.5・200cc） 　　538511273

405-214-701　1,350円
焼締角型汁次（小）（5.7×5.7×7.7・140cc） 　　538511373

405-215-701　1,150円
焼締角型一穴塩入（4.3×4.3×7.2） 　　538511573

405-216-701　1,350円
焼締角型辛子入（プラサジ付）（5.4×5.4×5.2） 　　538511473

405-217-701　 610円
焼締角型楊枝差（4.2×4.2×4.2） 　　538511673

405-218-701　1,300円
黒塗盆（22×13×1.3） 　　538511773

405-301-161　1,170円
民芸醤油入（6.5×13・200cc） 　　538331616

405-302-161　1,170円
民芸ソース入（6.5×13・200cc） 　　538331716

405-303-161　 990円
民芸塩入（6×8.5） 　　538331816

405-304-161　 990円
民芸胡椒入（6×8.5） 　　538331916

405-305-161　 990円
民芸七味入（6×8.5） 　　538332016

405-306-161　 570円
民芸楊枝入（5×7） 　　538332116

405-307-161　1,350円
民芸カスター盆（25.8×16×2.3） 　　538332216

405-308-161　1,170円
民芸クロ醤油入（6.5×13・200cc） 　　538330916

405-309-161　1,170円
民芸クロソース入（6.5×13・200cc） 　　538331016

405-310-161　 990円
民芸クロ塩入（6×8.5） 　　538331116

405-311-161　 990円
民芸クロ胡椒入（6×8.5） 　　538331216

405-312-161　 990円
民芸クロ七味入（6×8.5） 　　538331316

405-313-161　 570円
民芸クロ楊枝入（5×7） 　　538331416

405-314-161　1,350円
カスター盆（25.8×16×2.3） 　　538331516

405-315-701　 880円
梨地醤油入（φ7.0×11.5・200cc） 　　1041131570

405-316-701　 880円
梨地惣酢入（φ7.0×11.5・200cc） 　　1041131670

405-317-701　 700円
梨地塩入（φ6×9.5） 　　1041131770

405-318-701　 700円
梨地胡椒入（φ6×9.5） 　　1041131870

405-319-701　 700円
梨地七味入（φ6×9.5） 　　1041131970

405-320-701　 480円
梨地楊枝立（φ5.6×5.2） 　　1041132070

405-321-701　1,400円
カスター盆（26×16.2×2.2） 　　1041132170

405-101-071　2,850円
花鳥汁次（皿付）（9.5×7×7・150cc/皿9.5×2） 　　538310107

405-102-071　1,600円
花鳥S＆P（6×7.5） 　　538310207

405-103-071　1,650円
花鳥平カラシ入（6×3.4） 　　538310307

405-104-071　 240円
花鳥竹サジ（7.5） 　　538310507

405-105-071　1,200円
花鳥楊枝入（5.5×5.5） 　　538310407

405-101-071
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405-103-071 405-104-071
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405-202-701 405-208-701 405-214-701
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406-201-701　1,580円
白磁つづみ型汁次（大）（6×9.5・130cc） 　　838311270

406-202-701　1,380円
白磁つづみ型汁次（小）（6×7.5・80cc） 　　838311370

406-203-701　1,180円
白磁つづみ型塩入（4×7） 　　838311470

406-204-701　1,280円
白磁つづみ型辛子入（プラサジ付）（6×5） 　　838311570

406-205-701　 600円
白磁つづみ型楊枝差（4.5×4） 　　838311670

406-206-701　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　838311770

406-207-511　1,760円
シルバー福汁次（大）（6.5×7.5・130cc） 　　940810151

406-208-511　1,650円
シルバー福汁次（小）（5.5×6・70cc） 　　940810251

406-209-511　1,270円
シルバー三穴胡椒（5.3×6） 　　940810651

406-210-511　1,270円
シルバー一穴塩（5.3×6） 　　940810551

406-211-511　1,490円
シルバー辛子入（5.3×6） 　　940810451

406-212-511　 990円
シルバー福楊枝入（5.3×4.8） 　　940810351

406-213-511　1,700円
黒塗盆（24.1×11.3×2.8） 　　940810751

406-214-511　1,760円
粉引福汁次（大）（6.5×7.5・130cc） 　　940810851

406-215-511　1,650円
粉引福汁次（小）（5.3×6・70cc） 　　940810951

406-216-511　1,270円
粉引福三穴胡椒（5.3×6） 　　940811351

406-217-511　1,270円
粉引福一穴入（5.3×6） 　　940811251

406-218-511　1,490円
粉引福辛子入（5.3×6） 　　940811151

406-219-511　 990円
粉引福楊枝入（5.3×4.8） 　　940811051

406-220-511　1,700円
黒塗盆（24×11×3.3） 　　940811451

406-307-781　1,680円
黒結晶汁次（大）（φ6.4×12・270cc） 　　1041230778

406-308-781　1,580円
黒結晶汁次（中）（φ6.4×11・200cc） 　　1041230878

406-309-781　1,310円
黒結晶汁次辛子入（φ6.3×6.2・90cc） 　　1041230978

406-310-781　 750円
黒結晶汁次楊枝入（φ4.5×5.3） 　　1041231078

406-311-781　2,100円
黒塗盆大（22×12×2.8） 　　1041231178

406-312-781　2,130円
紺ライン汁次（大）（8×4.3×9.2・95cc） 　　538440978

406-313-781　 700円
紺ライン受皿（6×6×1.5） 　　538441078

406-314-781　2,050円
紺ライン汁次（小）（8×4.3×7.8・75cc） 　　538441178

406-315-781　1,820円
紺ライン辛子入（4.3×4.3×5） 　　538441278

406-316-781　 960円
紺ライン楊枝入（3.1×3.1×3.8） 　　538441378

406-317-781　1,700円
紺ライン黒塗盆（22×8.2×1.3） 　　1041231778

406-201-701

406-202-701

406-204-701

406-205-701 408-206-701

406-203-701

406-301-701　1,580円
新いぶし黒つづみ型汁次（大）（6×9.5・150cc） 　　838220970

406-302-701　1,380円
新いぶし黒つづみ型汁次（小）（6×7.5・100cc） 　　838221070

406-303-701　1,180円
新いぶし黒つづみ型塩入（4×7） 　　838221170

406-304-701　1,280円
新いぶし黒つづみ型辛子入（プラサジ付）（6×5） 　　838221270

406-305-701　 600円
新いぶし黒つづみ型楊枝差（4.5×4） 　　838221370

406-306-701　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　838221470

406-301-701

406-302-701

406-304-701

406-305-701 408-306-701

406-303-701

406-212-511
406-211-511

406-210-511

406-209-511 406-207-511

406-208-511

406-213-511
406-219-511

406-218-511

406-217-511

406-216-511 406-214-511

406-215-511

406-220-511

406-308-781

406-307-781

406-310-781

406-309-781
406-311-781

406-101-701　1,580円
瀬戸黒つづみ型汁次（大）（6×9.5・150cc） 　　838310670

406-102-701　1,380円
瀬戸黒つづみ型汁次（小）（6×7.5・80cc） 　　838310770

406-103-701　1,180円
瀬戸黒つづみ型塩入（4×7） 　　838310870

406-104-701　1,280円
瀬戸黒つづみ型辛子入（プラサジ付）（6×5） 　　838310970

406-105-701　 600円
瀬戸黒つづみ型楊枝差（4.5×4） 　　838311070

406-106-701　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　838311170

406-101-701

406-102-701

406-104-701

406-105-701 406-106-701

406-103-701

406-314-781

406-315-781

406-312-781
406-313-781

406-316-781

406-317-781

406-107-471　1,500円
ビ－ドロ灰釉筒型汁次（大）（6.4×9.6・170cc） 　　1140610747

406-108-471　1,340円
ビ－ドロ灰釉筒型汁次（小）（6.4×7.5・125cc） 　　1140610847

406-109-471　1,260円
ビ－ドロ灰釉筒型ミニ汁次（4.6×5.5・50cc） 　　1140610947

406-110-471　1,350円
ビ－ドロ灰釉筒型辛子入れサジ付（6.4×5.3） 　　1140611047

406-111-471　 630円
ビ－ドロ灰釉筒型楊枝差し（4.8×4.3） 　　1140611147

406-112-471　1,300円
黒塗盆（22×13×2.3） 　　1140611247

406-113-701　1,500円
ビードロ灰釉角型汁次（大）（5.7×5.7×9.8・200cc） 　　1140611370

406-114-701　1,350円
ビードロ灰釉角型汁次（小）（5.7×5.7×7.7・140cc） 　　1140611470

406-115-701　1,150円
ビードロ灰釉角型塩入（4.3×4.3×7.2） 　　1140611570

406-116-701　1,330円
ビードロ灰釉角型辛子入（プラサジ付）（5.4×5.4×5.2） 　　1140611670

406-117-701　 610円
ビードロ灰釉角型楊枝差（4.2×4.2×4.2） 　　1140611770

406-118-701　1,300円
黒塗盆（22×13×1.3） 　　1140611870

高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm φ

高さ
cm

盆付カスター/カスター
卓上小物
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cm
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cm
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cm

φ 高さ
cm容量 

cc 高さ cm

φ

406-107-471 406-113-701

406-114-701

406-115-701

406-116-701

406-117-701 406-118-701

406-108-471

406-110-471

406-111-471 406-112-471

406-109-471
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407-201-511　1,050円
黒伊賀吹広口汁次（大）（6.2×7.2・70cc） 　　736920151

407-202-511　 920円
黒伊賀吹広口汁次（小）（6.2×5.6・50cc） 　　736920251

407-203-511　 920円
黒伊賀吹広口辛子入（6.2×5.6） 　　736920351

407-204-511　 720円
黒伊賀吹広口楊枝入（6.2×3.9） 　　736920451

407-205-511　1,700円
（木）カスター盆（小）（24×11×2.8） 　　736920551

407-206-521　1,050円
白釉汁次（8.5×9.5・160cc） 　　538431152

407-207-521　 860円
白釉辛子入（6.5×5.8） 　　538431252

407-208-521　 560円
白釉楊枝入（4.5×5.5） 　　538431352

407-209-521　 920円
白釉黒塗盆（21×11） 　　538431452

407-210-521　1,050円
黒マット汁次（8.5×9.5・160cc） 　　538430752

407-211-521　 860円
黒マット辛子入（6.5×5.8） 　　538430852

407-212-521　 560円
黒マット楊枝入（4.5×5.5） 　　538430952

407-213-521　 920円
黒マット黒塗盆（21×11） 　　538431052

407-301-521　1,350円
黒信楽汁次（6.7×9・140cc） 　　940930152

407-302-521　 950円
黒信楽辛子入（6.5×6.7） 　　940930252

407-303-521　 700円
黒信楽楊枝入（5×5） 　　940930352

407-304-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　940930452

407-305-521　1,050円
白備前汁次（6.7×9・140cc） 　　940930552

407-306-521　 900円
白備前辛子入（6.5×6.7） 　　940930652

407-307-521　 650円
白備前楊枝入（5×5） 　　940930752

407-308-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　940930852

407-309-521　1,050円
銀黒汁次（6.7×9・140cc） 　　940930952

407-310-521　 900円
銀黒辛子入（6.5×6.7） 　　940931052

407-311-521　 650円
銀黒楊枝入（5×5） 　　940931152

407-312-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　940931252

407-201-511

407-202-511

407-203-511
407-205-511

407-204-511

407-206-521 407-210-521

407-208-521 407-212-521

407-207-521 407-211-521

407-209-521 407-213-521

407-301-521 407-305-521
407-309-521

407-302-521 407-306-521 407-310-521

407-304-521 407-308-521 407-312-521

407-303-521 407-307-521 407-311-521

407-101-701　2,030円
青磁ひさご型汁次（大）（7.4×10.8・200cc） 　　1140710170

407-102-701　1,830円
青磁ひさご型汁次（小）（6.5×9.3・140cc） 　　1140710270

407-103-701　1,350円
青磁ひさご型ふりかけ（5.5×7.9） 　　1140710370

407-104-701　1,600円
青磁ひさご型辛子入（6.3×6.3） 　　1140710470

407-105-701　 700円
青磁ひさご型楊枝入（4.9×4.4） 　　1140710570

407-106-701　1,300円
黒塗盆（22×13×1.3） 　　1140710670

407-107-701　2,030円
練り抹茶ひさご型汁次（大）（7.6×11・230cc） 　　1140710770

407-108-701　1,830円
練り抹茶ひさご型汁次（小）（6.7×9.5・150cc） 　　1140710870

407-109-701　1,350円
練り抹茶ひさご型ふりかけ（5.6×8.1） 　　1140711090

407-110-701　1,600円
練り抹茶ひさご型辛子入（6.6×6.6） 　　1140711070

407-111-701　 700円
練り抹茶ひさご型楊枝入（5.1×4.6） 　　1140711170

407-112-701　1,300円
黒塗盆（22×13×1.3） 　　1140711270

407-113-701　1,890円
鉄仙花ひさご型汁次（大）（7.6×11・230cc） 　　1140711370

407-114-701　1,690円
鉄仙花ひさご型汁次（小）（6.7×9.5・150cc） 　　1140711470

407-115-701　1,220円
鉄仙花ひさご型ふりかけ（5.6×8.1） 　　1140711570

407-116-701　1,460円
鉄仙花ひさご型辛子入（6.6×6.6） 　　1140711670

407-117-701　 610円
鉄仙花ひさご型楊枝入（5.1×4.6） 　　1140711770

407-118-701　1,300円
黒塗盆（22×13×1.3） 　　1140711870

陶 陶

407-101-701 407-107-701 407-113-701

407-108-701 407-114-701

407-109-701 407-115-701

407-110-701 407-116-701

407-111-701 407-117-701407-112-701 407-118-701

407-103-701

407-104-701

407-105-701 407-106-701

407-102-701
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408-201-521　1,800円
夜空 夏目型汁次（大）（6.5×10.2・160cc） 　　1140820152

408-202-521　1,720円
夜空 夏目型汁次（小）（5.7×9.3・110cc） 　　1140820252

408-203-521　1,400円
夜空 夏目型辛子入（5.7×5.6） 　　1140820352

408-204-521　 880円
夜空 夏目型楊枝入（5.7×5.7） 　　1140820452

408-205-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　1140820552

408-206-521　1,850円
漆黒 夏目型汁次（大）（6.5×10.2・160cc） 　　1140820652

408-207-521　1,750円
漆黒 夏目型汁次（小）（5.7×9.3・110cc） 　　1140820752

408-208-521　1,450円
漆黒 夏目型辛子入（5.7×5.6） 　　1140820852

408-209-521　 900円
漆黒 夏目型楊枝入（5.7×5.7） 　　1140820952

408-210-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　1140821052

408-211-331　1,500円
手毬汁次（9.8×7×7.5・150cc） 　　1041420833

408-212-331　 650円
手毬受皿（9.3×2） 　　1041420933

408-213-331　1,100円
手毬からし入れ（6.6×4.3） 　　1041421033

408-214-331　 850円
手毬ようじ入れ（5.7×5.3） 　　1041421133

陶 陶 陶
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cm
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408-101-521　2,230円
市松角汁次（大）（4.8×4.8×7.2・120cc） 　　1041410152

408-102-521　2,100円
市松角汁次（4.8×4.8×6.6・100cc） 　　1041410252

408-103-521　1,800円
市松角辛子入（4.8×4.8×4） 　　1041410352

408-104-521　1,200円
市松角楊枝入（3.7×3.7×5） 　　1041410452

408-105-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　1041410552

408-111-521　1,550円
銀黒角汁次（4.8×4.8×6.6・100cc） 　　941011152

408-112-521　1,250円
銀黒角辛子入（4.8×4.8×4） 　　941011252

408-113-521　 800円
銀黒角楊枝入（3.7×3.7×5） 　　941011352

408-114-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　941011452

408-106-521　2,150円
タコ唐草角汁次（大）（4.8×4.8×7.2・120cc） 　　1041411052

408-107-521　1,900円
タコ唐草角汁次（4.8×4.8×6.6・100cc） 　　941010752

408-108-521　1,600円
タコ唐草角辛子入（4.8×4.8×4） 　　941010852

408-109-521　1,100円
タコ唐草角楊枝入（3.7×3.7×5） 　　941010952

408-110-521　 920円
黒塗盆（21×11） 　　941011052

408-111-521

408-112-521

408-113-521

408-114-521
408-105-521 408-110-521

408-102-521

408-201-521 408-206-521 408-211-331

408-212-331

408-214-331

408-213-331

408-202-521 408-207-521

408-204-521 408-209-521

408-203-521 408-208-521

408-205-521 408-210-521

408-107-521

408-101-521 408-106-521

408-103-521 408-108-521

408-104-521 408-109-521

408-301-331　1,850円
ゆず天目ダルマ形ソース入（9.5×13・350cc） 　　538611033

408-302-331　1,400円
ゆず天目醤油差（大）（8×9・220cc） 　　538611133

408-303-331　1,250円
ゆず天目醤油差（小）（7×8・150cc） 　　538611233

408-304-331　 800円
ゆず天目一穴振掛（6.2×8） 　　538611433

408-305-331　 900円
ゆず天目辛子入（6.5×4.5） 　　538611333

408-306-331　 740円
ゆず天目楊子入（5.2×5.2） 　　538611533

408-307-541　2,200円
粉引青磁汁次（大）（7.5×11・200cc） 　　538540154

408-308-541　1,900円
粉引青磁汁次（小）（6.5×8・150cc） 　　538540254

408-309-541　1,350円
粉引青磁塩入（5.5×5.5） 　　538540454

408-310-541　1,350円
粉引青磁辛子入（5.8×5.8） 　　538540354

408-311-541　 240円
竹さじ（8×1） 　　737131754

408-312-541　1,050円
粉引青磁楊枝入（5.5×4.5） 　　538540554

408-313-541　2,200円
黒備前汁次（大）（7.5×11・200cc） 　　538540654

408-314-541　1,900円
黒備前汁次（小）（6.5×8・150cc） 　　538540754

408-315-541　1,350円
黒備前塩入（5.5×5.5） 　　538540954

408-316-541　1,350円
黒備前辛子入（5.8×5.8） 　　538540854

408-317-541　 240円
竹さじ（8×1） 　　737131154

408-318-541　1,050円
黒備前楊枝入（5.5×4.5） 　　538541054

408-307-541 408-313-541

408-308-541 408-314-541

408-309-541 408-315-541

408-312-541 408-318-541

408-310-541 408-316-541408-311-541 408-317-541

408-301-331
408-302-331

408-304-331

408-303-331

408-306-331 408-305-331
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409-101-541　2,400円
粉引青磁角汁次（大）（7×7×8・180cc） 　　538620454

409-102-541　2,000円
粉引青磁角汁次（小）（6×6×7・100cc） 　　538620554

409-103-541　1,400円
粉引青磁角辛子入（5.4×5.4×5） 　　538620654

409-104-541　 240円
竹さじ（8×1） 　　737221054

409-105-541　1,150円
粉引青磁角楊枝入（4.6×4.6×4.5） 　　538620754

409-106-541　2,400円
黒備前角汁次（大）（7×7×8・180cc） 　　538620854

409-107-541　2,000円
黒備前角汁次（小）（6×6×7・100cc） 　　538620954

409-108-541　1,400円
黒備前角辛子入（5.4×5.4×5） 　　538621054

409-109-541　 240円
竹さじ（8×1） 　　737221554

409-110-541　1,150円
黒備前角楊枝入（4.6×4.6×4.5） 　　538621154

409-111-101　2,800円
たこ唐草 角汁次 大（9.3×6.4×9・180cc） 　　941111110

409-112-101　2,350円
たこ唐草 角汁次 小（8.4×5.7×7.5・120cc） 　　941111210

409-113-101　 480円
たこ唐草 受皿（一本筋）（7.6×7.5×1.4） 　　941111310

409-114-101　1,800円
たこ唐草 角カラシ入れ（5.5×5.5×5） 　　941111410

409-115-101　1,300円
たこ唐草 角ヨージ（4.2×4.2×5.2） 　　941111510

409-201-471　2,100円
夢風船筒型汁次（大）（6.4×9.6・150cc） 　　838430147

409-202-471　1,900円
夢風船筒型汁次（小）（6.4×7.5・110cc） 　　838430247

409-203-471　1,800円
夢風船辛子入（プラサジ付）（6.5×5.5） 　　941120447

409-204-471　1,170円
夢風船筒型楊枝差し（4.8×4.3） 　　838430347

409-205-471　2,100円
花ひらり筒型汁次（大）（6.4×9.6・150cc） 　　838430447

409-206-471　1,900円
花ひらり筒型汁次（小）（6.4×7.5・110cc） 　　838430547

409-207-471　1,800円
花ひらり辛子入（プラサジ付）（6.5×5.5） 　　941120847

409-208-471　1,170円
花ひらり筒型楊枝差し（4.8×4.3） 　　838430647

409-209-471　2,100円
唐辛子筒型汁次（大）（6.4×9.6・150cc） 　　838430747

409-210-471　1,900円
唐辛子筒型汁次（小）（6.4×7.5・110cc） 　　838430847

409-211-471　1,800円
唐辛子辛子入（プラサジ付）（6.5×5.5） 　　941121247

409-212-471　1,170円
唐辛子筒型楊枝差し（4.8×4.3） 　　838430947

409-101-541 409-106-541 409-111-101

409-112-101

409-113-101
409-114-101

409-115-101

409-102-541 409-107-541

409-105-541 409-110-541

409-103-541 409-108-541409-104-541 409-109-541

409-201-471 409-205-471 409-209-471

409-210-471409-212-471

409-211-471

409-206-471409-208-471409-202-471
409-204-471

409-203-471 409-207-471

陶 陶

409-301-601　1,650円
サビ志野 夏目ソース油差し（6.5×10.2・160cc） 　　1140930160

409-302-601　1,570円
サビ志野 夏目しょう油差し（5.7×9.3・110cc） 　　1140930260

409-303-601　1,280円
サビ志野 夏目カラシ入れ（5.7×5.6） 　　1140930360

409-304-601　 820円
サビ志野 夏目ヨウジ入れ（4.7×4.7） 　　1140930460

409-310-081　1,950円
白備正油入大（7.5×4.9×10・145cc） 　　941020808

409-311-081　1,800円
白備正油入小（7.8×4.9×8.1・105cc） 　　941020908

409-312-081　1,230円
白備珍味入（5.1×3.8） 　　941021108

409-313-081　 730円
白備楊枝立（3.8×5.2） 　　941021008

409-314-081　1,500円
白磁21cm長角トレー（21.2×8.3×1） 　　941021208

409-305-101　2,300円
白角汁次 大（9.3×6.4×9・180cc） 　　941130610

409-306-101　2,200円
白角汁次 小（8.4×5.7×7.5・120cc） 　　941130710

409-307-101　 440円
受皿（7.5×7.5×1.4） 　　941130810

409-308-101　1,300円
角カラシ（4.2×4.2×5.2） 　　941130910

409-309-101　 750円
角ヨージ（5.5×5.5×5） 　　941131010

409-305-101409-301-601

409-302-601

409-304-601

409-303-601

409-311-081
409-310-081

409-313-081

409-312-081 409-314-081

409-306-101

409-307-101
409-308-101

409-309-101



410 カスター・卓上小物
Caster, Small Articles on the Table

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

410-101-071　1,000円
粉引はんてん広口汁次（大）（7.2×6×7・60cc） 　　737311007

410-102-071　 920円
粉引はんてん広口汁次（小）（7.2×6×5・35cc） 　　737311107

410-103-071　 920円
粉引はんてん広口薬味入（6×5） 　　737311207

410-104-071　1,000円
銀彩広口汁次（大）（7.2×6×7・60cc） 　　737310707

410-105-071　 920円
銀彩広口汁次（小）（7.2×6×5・35cc） 　　737310807

410-106-071　 920円
銀彩広口薬味入（6×5） 　　737310907

410-107-261　1,850円
マルしょうゆ差し（5.5×7.3・60cc） 　　838440726

410-108-261　1,150円
マル1つ穴（5.5×5.5） 　　838440826

410-109-261　1,150円
マル3つ穴（5.5×5.5） 　　838440926

410-110-261　 880円
マルようじ立て（5.5×5） 　　838441026

410-401-901　2,000円
めばえ丸汁次（大）（7.5×10.5・200cc） 　　538740190

410-402-901　2,000円
めばえ丸汁次（小）（7×9.2・150cc） 　　538740290

陶

410-403-161　1,500円
あじろ汁差 グリ－ン（5.7×9・180cc） 　　538640516

410-404-161　1,500円
あじろ汁差 赤（5.7×9・180cc） 　　538640616

陶

410-405-741　1,480円
織部汁次（大）（6.4×9.2・210cc） 　　1041620774

410-406-741　1,380円
黄瀬戸汁次（小）（6.4×8.2・170cc） 　　1041620874

410-407-901　2,000円
花めぐり丸汁次（大）（7.5×10.5・200cc） 　　538730490

410-408-901　2,000円
花めぐり丸汁次（小）（7×9.2・150cc） 　　538730590

410-101-071

410-102-071

410-103-071

410-104-071

410-105-071

410-106-071

410-107-261

410-108-261

410-109-261

410-110-261

410-201-331　1,500円
唐草汁次（9.8×7×7.5・150cc） 　　1041531133

410-202-331　 650円
唐草受皿（9.3×2） 　　1041531233

410-203-331　1,100円
唐草からし入れ（6.6×4.3） 　　1041531333

410-204-331　 850円
唐草ようじ入れ（5.7×5.3） 　　1041531433

410-205-071　1,800円
削ぎ目赤釉汁次（大）（9×8・85cc） 　　1141020507

410-206-071　1,650円
削ぎ目赤釉汁次（小）（8×6.5・65cc） 　　1141020607

410-207-071　1,800円
削ぎ目うのふ汁次（大）（9×8・85cc） 　　1141020707

410-208-071　1,650円
削ぎ目うのふ汁次（小）（8×6.5・65cc） 　　1141020807

410-209-331　1,500円
錦十草汁次（9.8×7×7.5・150cc） 　　1041420133

410-210-331　 650円
錦十草受皿（9.3×2） 　　1041420233

410-211-331　1,100円
錦十草からし入れ（6.6×4.3） 　　1041420333

410-212-331　 850円
錦十草ようじ入れ（5.7×5.3） 　　1041420433

410-201-331 410-205-071

410-206-071

410-207-071

410-208-071

410-209-331

410-210-331

410-212-331

410-211-331

410-202-331

410-204-331

410-203-331

410-301-081　2,250円
紺市松汁次（大）（4.8×4.8×9.3・110cc） 　　1141030108

410-302-081　2,100円
紺市松汁次（小）（4.7×4.7×8・90cc） 　　1141030208

410-303-081　1,850円
紺市松辛子入（4.7×4.7×4） 　　1141030308

410-304-081　1,300円
紺市松楊枝入（3.7×3.7×5） 　　1141030408

410-305-601　2,180円
ルリ市松 角ソース差し（4.9×4.9×9.3・110cc） 　　1141030560

410-306-601　2,100円
ルリ市松 角しょう油差し（4.9×4.9×8・90cc） 　　1141030660

410-307-601　1,820円
ルリ市松 角カラシ入れ（4.9×4.9×5.5） 　　1141030760

410-308-601　1,280円
ルリ市松 角ヨウジ入れ（3.7×3.7×5） 　　1141030860

410-309-901　2,000円
からし絵丸汁次（大）（7.5×10.5・200cc） 　　538730190

410-310-901　2,000円
からし絵丸汁次（小）（7×9.2・150cc） 　　538730290

410-311-901　1,700円
からし絵ミニ丸汁次（5.2×7.2・60cc） 　　538730390

410-312-901　2,000円
マジョリカ丸汁次（大）（7.5×10.5・200cc） 　　538740390

410-313-901　2,000円
マジョリカ丸汁次（小）（7×9.2・150cc） 　　538740490

410-301-081

410-401-901 410-403-161 410-407-901

410-404-161
410-408-901410-406-741

410-405-741

410-402-901
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411卓上小物
Small Articles on the Table

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

日本製

411-406-521　
510円
備前丸串入

（4.8×10） 　　538910652

陶 陶 陶

411-105-331　1,850円
ゆず天目4号ダシ入（8.5×11.5・400cc） 　　538850633

411-405-901　
2,750円
唐草地紋箸立

（7.5×12） 　　538950390

411-407-521　
510円
備前角串入

（4.8×4.8×10） 　　538910552

411-408-901　
1,500円
招福ネコ箸立

（5.7×12） 　　538920590

411-103-541　4,000円
粉引青磁だし入ポット（大）

（8×16・400cc） 　　538850354

411-101-541　4,000円
黒備前だし入ポット（大）

（8×16・400cc） 　　538850154

411-102-541　3,500円
黒備前だし入ポット（小）

（7×13.5・200cc） 　　538850254

411-104-541　3,500円
粉引青磁だし入ポット（小）

（7×13.5・200cc） 　　538850454

411-203-701　2,900円
新いぶし黒筒型出汁入れ

（8.6×13.8・400cc） 　　941320370

411-205-701　2,900円
白磁筒型出汁入れ

（8.3×13.6・400cc） 　　941310570

411-201-751　1,800円
織部 3号ダシ入

（10.5×16.3・580cc） 　　838620575

411-202-751　1,100円
織部 2号ダシ入

（8.5×12.8・300cc） 　　838620675

411-206-701　2,900円
焼締筒型出汁入れ

（8.6×13.8・400cc） 　　941310670

411-301-511　3,200円
粉引汁次（大）

（10.2×18.2・1100cc） 　　838720151

411-304-511　3,200円
天目汁次（大）

（10.2×18.2・1100cc） 　　838710151

411-302-511　2,600円
粉引汁次（中）

（8.7×14.8・680cc） 　　838720251

411-303-511　1,900円
粉引汁次（小）

（7.7×11.6・380cc） 　　838720351

411-401-511　3,200円
飴斑点汁次（大）

（10.2×18.2・1100cc） 　　838710451

411-402-511　2,600円
飴斑点汁次（中）

（8.7×14.8・680cc） 　　838710551

411-403-511　1,900円
飴斑点汁次（小）

（7.7×11.6・380cc） 　　838710651

411-305-511　2,600円
天目汁次（中）

（8.7×14.8・680cc） 　　838710251

411-306-511　1,900円
天目汁次（小）

（7.7×11.6・380cc） 　　838710351

411-404-471　
1,650円
錦十草箸立

（8×10.5） 　　737550147

陶

411-204-701　2,900円
瀬戸黒筒型出汁入れ

（8.6×13.8・400cc） 　　941320470

陶 陶

陶

陶



412 卓上小物
Small Articles on the Table

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

412-101-901　1,800円
招福ネコキャリーバック

（11.5×6×12.2） 　　538920490

412-102-901　2,200円
唐草地紋シャモジ立

（11.5×6×11.2） 　　538920390

412-103-151　850円
青流しバック型しゃもじ入

（13×7.5×10） 　　538930115

412-104-521　770円
黒しゃもじ立

（12.6×5.8×8.8） 　　538930252

412-105-521　770円
白しゃもじ立

（12.6×5.8×8.8） 　　538930352

412-201-151　1,500円
備前風 汁次 小（9.5×7.5×7.5・270cc） 　　639050415

412-202-151　1,250円
備前風 汁次 ミニ（8.5×7×7・180cc） 　　639050515

412-203-151　1,050円
備前風 汁次 マイクロ（7.7×6.5×6.2・150cc） 　　639050615

412-204-151　1,250円
片口汁次（大） 銀黒（12×7×6・150㏄） 　　1041820415

412-205-151　1,100円
片口汁次（小） 銀黒（10×6×5・100㏄） 　　1041820515

412-206-151　 900円
30ピッチャー 黒銀彩（8.2×4.6×4.4・39cc） 　　1141220615

412-207-151　1,250円
片口汁次（大） オリーブ（12×7×6・150㏄） 　　1041820615

412-208-151　1,100円
片口汁次（小） オリーブ（10×6×5・100㏄） 　　1041820715

412-209-151　 900円
30ピッチャー オリーブ（8.2×4.6×4.4・39cc） 　　1141220915

412-210-631　850円
MD cafe（MW）シャモジホルダー（11×4.1×7） 　　1041820963

412-211-631　850円
MD cafe（BK）シャモジホルダー（11×4.1×7） 　　1041820863

412-212-631　850円
MD cafe（RD）シャモジホルダー（11×4.1×7） 　　1141221263

412-213-631　850円
MD cafe（BR）シャモジホルダー（11×4.1×7） 　　1141221363

412-301-521　1,400円
夜空 ドレッシング 大（8.3×10.2・300cc） 　　1041830152

412-302-521　1,200円
夜空 ドレッシング 中（7.5×8.7・210cc） 　　1041830252

412-303-521　1,100円
夜空 ドレッシング 小（6×7.4・110cc） 　　1041830352

412-304-521　1,380円
白備前ドレッシング 大（8.3×10.2・300cc） 　　1041830452

412-305-521　1,160円
白備前ドレッシング 中（5.5×4×8.7・210cc） 　　941430452

412-306-521　1,060円
白備前ドレッシング 小（110cc） 　　941430552

412-307-521　1,380円
銀黒ドレッシング 大（8.3×10.2・300cc） 　　1041830752

412-308-521　1,160円
銀黒ドレッシング 中（5.5×4×8.7・210cc） 　　941430252

412-309-521　1,060円
銀黒 ドレッシング 小（110cc） 　　941430352

412-401-251　1,400円
ソース＆ドレッシングシロン大（9.5×7.5×7.5・250cc） 　　1141240125

412-402-251　1,180円
ソース＆ドレッシングシロン小（8.5×7×7・200cc） 　　1141240225

412-403-251　1,050円
ソース＆ドレッシングシロンミニ（7.5×6×6・130cc） 　　1141240325

412-404-251　500円
白磁片口ミニ（8.5×7.2×4.5・190cc） 　　737650525

412-405-151　500円
虹彩片口ミニドレッシング（8.5×7.2×4.5・190cc） 　　1041840415

陶

412-406-101　700円
南蛮線楊枝立（5×5.7） 　　538910310

412-407-101　800円
しずく楊枝立（5×5.7） 　　538910410

陶

412-408-471　600円
ふくろう楊枝立（青）（5×5） 　　638740147

412-409-471　600円
ふくろう楊枝立（茶）（5×5） 　　638740247

412-410-471　600円
ふくろう楊枝立（ピンク）（5×5） 　　1041840947

412-411-471　600円
ふくろう楊枝立（白）（5×5） 　　1041841047
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413卓上小物
Small Articles on the Table
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灰皿

陶

413-101-511　800円
黄瀬戸オリベ納豆鉢

（16.5×12.5×5.8） 　　539030351

陶

413-102-601　740円
天正黒納豆鉢

（16.5×12.3×8.5） 　　539030560

陶

413-103-601　740円
粉引刷毛納豆鉢

（16.5×12.3×8.5） 　　539030460

陶

413-104-601　740円
粉引青釉納豆鉢

（16.5×12.5×8.3） 　　541902160

陶

413-105-511　660円
うでいドレッシング納豆鉢（小）

（12.4×7.9×5） 　　639040551

陶

413-201-161　880円
天目錆3.8手付オロシ皿（12.5×11×2.5） 　　539120216

413-202-161　830円
天目錆ミニオロシ皿（10×8.8×1.9） 　　539120116

413-203-511　1,750円
富士山ブルーオロシ皿（11.2×8.6×2.5） 　　838840951

413-204-511　1,750円
富士山グリンオロシ皿（11.2×8.6×2.5） 　　838840751

413-205-511　1,750円
富士山レッドオロシ皿（11.2×8.6×2.5） 　　838840851

413-206-471　500円
ナマコふぐおろし小皿（12×9×2.3） 　　639140447

413-207-471　500円
うのふふぐおろし小皿（12×9×2.3） 　　941450547

413-208-511　500円
おろし皿ミニ（1929-020）

（9.9×9.4×2） 　　737750151

中国製

413-301-471　880円
ふくろうおろし皿（茶）（12.3×9.8×2.5） 　　1041850647

413-302-471　880円
ふくろうおろし皿（青）（12.3×9.8×2.5） 　　1041850747

413-303-901　1,150円
ふくろうお玉立

（12×10.5×4.5） 　　539140290

413-304-901　1,500円
招福ネコお玉立

（12×10×3.5） 　　539140190

413-305-701　730円
魚型お玉立てグリーン

（13×11×3.5） 　　539140471

413-401-701　3,320円
ノンスリップおろし器大（白）（17.3×17.3×3.1） 　　539130671

413-402-701　1,990円
ノンスリップおろし器中（白）（13.5×13.5×2.2） 　　539130571

413-403-701　1,220円
ノンスリップおろし器小（白）（10.1×10.1×1.9） 　　539130471

413-404-511　1,380円
おろし皿L（1950-048）（21.3×17.8×3.1） 　　737750451

413-405-511　 980円
おろし皿M（1943-038）（16.7×14.2×2.8） 　　737750351

中国製

413-406-511　1,350円
粉引風味見お玉たて（12.5×10.3×3.1） 　　638910451

413-407-511　1,350円
黒伊賀味見お玉たて（12.5×10.3×3.1） 　　638910551

413-408-511　1,350円
茶伊賀味見お玉たて（12.5×10.3×3.1） 　　638910651

413-407-511

413-408-511

413-406-511



414 卓上小物
Small Articles on the Table

刺身

向付
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珍味

松花堂

前菜皿

付出皿
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天皿

呑水
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多用皿

多用鉢
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フリー
カップ

そば用品
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丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

陶 陶 陶

高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm φ

高さ
cm

盆付カスター/カスター
卓上小物

高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm

φ 高さ
cm容量 

cc 高さ cm

φ
高さ
cm

かめ φ
高さ
cm φ

高さ
cm

茶道具 長辺
cm

短辺
cm

陶 陶

414-106-571　1,350円
錦十草 蓋物

（9×6.2） 　　838940857

中国製中国製 中国製

414-201-011　1,920円
天目5.0蓋物

（13.5×13・1250cc） 　　539330601

414-301-511　810円
黒灰釉カメ（Ｍ）

（10.5×10） 　　1042030251

414-202-011　1,280円
天目4.0蓋物

（11×11・750cc） 　　539330701

414-302-511　450円
黒灰釉カメ（Ｓ）

（8.5×8） 　　1042030351

414-203-011　1,120円
天目3.0蓋物

（10×10・550cc） 　　539330801

414-303-511　300円
黒灰釉カメ（SS）

（6.8×6.8） 　　1042030451

414-204-011　880円
天目2.0蓋物

（8.5×8.5・370cc） 　　539330901

414-205-011　730円
天目1.0蓋物

（7.5×7.5・200cc） 　　539331001

414-101-511　1,930円
5.0蓋物黄瀬戸

（13.5×13） 　　539330151

414-401-201　690円
アメ2.0蓋物

（8.6×9.5） 　　539340220

414-402-201　490円
アメ1.0蓋物

（6.6×8.5） 　　539340320

414-501-201　690円
オリベ2.0蓋物

（8.6×9.5） 　　539340620

414-502-201　490円
オリベ1.0蓋物

（6.6×8.5） 　　539340720

414-403-201　690円
アメ平形蓋物（小）

（8.4×6.7） 　　539340520

414-404-201　760円
アメ2.0切込み付蓋物

（8.6×9.5） 　　539251020

414-503-201　690円
オリベ平形蓋物（小）

（8.4×6.7） 　　539340920

414-405-201　760円
アメ平型（小）切込み付蓋物

（8.4×6.7） 　　539251120

414-506-201　760円
オリベ平型（小）切込み付蓋物

（8.6×6.7） 　　539240820

414-504-201　760円
オリベ2.0切込み付蓋物

（8.6×9.5） 　　539240720

414-505-201　350円
トング（小）（10） 　　539251220

414-102-511　1,320円
4.0蓋物黄瀬戸

（11×11） 　　539330251

414-103-511　1,100円
3.0蓋物黄瀬戸

（10×10） 　　539330351

414-104-511　880円
2.0蓋物黄瀬戸

（8.5×8.5） 　　539330451

414-105-511　720円
1.0蓋物黄瀬戸

（7.5×7.5） 　　539330551

陶

陶 陶

陶 陶

414-206-571　1,350円
赤絵花 蓋物

（9×6.2） 　　838940757

陶

414-304-521　850円
ナマコ瓶型口切フタ物

（8.3×9.5・250cc） 　　737920652

414-305-521　850円
黒マット瓶型口切フタ物

（8.3×9.5・250cc） 　　737920552

陶

陶 中国製



415卓上小物
Small Articles on the Table
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日本製

415-505-521

415-506-151 415-507-521

415-201-151　3,700円
江戸市松ミニ二段重（9×9×9.2） 　　941720115

415-202-151　2,500円
江戸市松ミニ一段重（9×9×5） 　　941720215

415-101-701　13,000円
赤濃山茶花三段重（大）

（14.5×14.5×18） 　　539210471

415-102-701　5,850円
赤濃山茶花二段重（小）

（10.2×10.2×11） 　　539210571

415-301-521　1,100円
天目白流3.0口切蓋物

（10.5×10） 　　539250152

415-302-521　850円
天目白流2.0口切蓋物

（9.5×8.5） 　　539250252

415-303-521　720円
天目白流1.0口切蓋物

（8×6.8） 　　539250352

415-304-521　580円
天目白流ミニ口切蓋物

（7×6.5） 　　539250452

415-401-521　1,100円
赤白流3.0口切蓋物

（10.5×10） 　　539250652

415-402-521　850円
赤白流2.0口切蓋物

（9.5×8.5） 　　539250752

415-403-521　720円
赤白流1.0口切蓋物

（8×6.8） 　　539250852

415-404-521　580円
赤白流ミニ口切蓋物

（7×6.5） 　　539250952

415-501-151　520円
備前薬味壷（大）

（8×7.8・160cc） 　　539230515

415-503-151　470円
備前薬味壷（小）

（7.2×6.8・110cc） 　　941650715

415-505-521　910円 竹杓子（21） 　　539230352

415-506-151　300円 木サジ（12.5×2.2） 　　539230615

415-507-521　280円 木製スプーン（13） 　　539250552

415-502-151　500円
黒薬味壷（大）

（8×7.8・160cc） 　　639210315

415-504-151　450円
白薬味壷（小）

（7.2×6.8・110cc） 　　639210515

415-103-781　3,180円
新緑菊型蓋物二段

（8.5×9） 　　539220678

415-104-781　2,650円
十草菊型蓋物一段

（8.5×6） 　　539220778

陶

415-105-471　1,950円
黒四角二段蓋物

（7×8） 　　1141510547

415-106-471　1,580円
白四角二段蓋物

（7×8） 　　1141510647

415-203-471　3,200円
アミ二段蓋物（中）

（9.5×9） 　　941720347

415-204-471　2,400円
アミ二段蓋物（小）

（7×6.2） 　　941720447

415-205-471　3,200円
桔梗二段蓋物（中）

（9.5×9） 　　941720547

415-206-471　2,400円
桔梗二段蓋物（小）

（7×6.2） 　　941720647

陶

415-305-471　3,750円
赤絵手描菊笹蓋付二段重（7×3.8） 　　1141530547

陶

415-405-151　450円
薬味壺（小）赤（7.2×6.8・110cc） 　　1141540515
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416-101-741　730円
青白磁旅枕箸置

（5.5×2.7×2.1） 　　539560277

416-102-781　730円
黄輝箸置

（5.5×2.7×2.1） 　　539560377

416-103-781　730円
青白磁勾玉型箸置

（4×3.5×2） 　　539570578

416-104-781　730円
黄輝勾玉型箸置

（4×3.5×2） 　　539570678

416-201-741　730円
金彩筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　539560674

416-202-781　690円
染付春秋筐箸置

（4.3×2.8×2） 　　839220378

416-203-781　630円
水玉つなぎ筐箸置

（4.3×2.8×2） 　　839220578

416-204-701　600円
藍一珍筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　1141620470

416-205-701　790円
金彩星雲筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　539560477

416-301-701　520円
小花（青）巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141630170

416-302-701　520円
小花（赤）巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141630270

416-303-741　480円
伊羅保巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141630374

416-305-741　520円
織部巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141630574

416-304-781　730円
赤絵せせらぎ巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141630478

416-401-781　720円
ラスター巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141640178

416-402-701　560円
水玉（紅）巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141640270

416-403-701　560円
水玉（紺）巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141640370

416-404-781　790円
金彩武蔵野巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141640478

416-405-741　580円
塗分箸置

（4×3.8×2.5） 　　539570977

416-406-741　490円
白磁巻紙箸置

（4×3.8×2.5） 　　1141640674

416-501-701　580円
南蛮織部まゆ型箸置

（4.4×3.3×2.6） 　　1141650170

416-502-701　580円
南蛮黄瀬戸まゆ型箸置

（4.4×3.3×2.6） 　　1141650270

416-503-741　630円
葱青磁まゆ箸置

（4.3×3.3×2.6） 　　1141650374

416-504-741　630円
水玉つなぎまゆ箸置

（4.4×3.3×2.6） 　　1141650474

416-505-701　580円
雲海まゆ型箸置

（4.4×3.3×2.6） 　　1141650570

416-506-741　700円
染付唐草まゆ箸置

（4.2×3.3×2.6） 　　539570774

416-601-701　580円
葱青磁筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　1141660170

416-602-701　600円
アメ一珍筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　1141660270

416-603-741　610円
小桜（青）筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　1141660374

416-604-741　610円
小桜（桃）筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　1141660474

416-605-741　480円
伊羅保筐箸置

（4.3×2.7×2） 　　539560774

416-606-781　580円
青白磁筐型箸置

（4.5×2.8×2） 　　539560878

箸置 高さ
cm

長辺
cm 短辺

cm



417箸置
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日本製日本製

417-101-071　900円
吹ツル 箸置

（6×5.2×2.9） 　　539410307

417-102-101　530円
白 折鶴 箸置

（6×5.1×3.3） 　　839510110

417-104-511　780円
赤青海波ツル箸置

（6×5.2×3.3） 　　1042220151

417-103-511　780円
ルリ青海波ツル箸置

（6×5.2×3.3） 　　1042220251

417-105-511　780円
白青海波ツル箸置

（6×5.2×3.3） 　　1042220351

417-106-101　500円
福カエル 箸置

（4.6×3） 　　539510810

417-201-611　800円
手描錦梅鶴 箸置 ルリ

（5.8×5×2.9） 　　1042220561

417-202-611　800円
手描錦梅鶴 箸置 赤

（5.8×5×2.9） 　　1042220461

417-203-611　800円
手描錦梅鶴 箸置 白

（5.8×5×2.9） 　　1042220661

417-204-101　660円
フレンチブルドッグ 箸置

（4.5×2.6×3.4） 　　539440110

417-205-471　650円
張子犬（ピンク） 箸置

（4.3×2.5×3） 　　539470647

417-206-471　650円
張子犬（ヒワ） 箸置

（4.3×2.5×3） 　　539470747

陶

417-301-751　650円
ねこ箸置（G）

（4.5×4） 　　839120575

陶

417-302-751　650円
ねこ箸置（P）

（4.5×4） 　　839120675

日本製

陶

417-304-751　650円
うさぎ箸置（P）

（5.2×4） 　　839120875

日本製

陶

417-303-751　650円
うさぎ箸置（G）

（5.2×4） 　　839120775

417-306-101　680円
鯉のぼりR箸置

（5×2.5×3.8） 　　539440310

417-305-101　680円
鯉のぼりB箸置

（5×2.5×3.8） 　　539440210

417-401-101　600円
くまB 箸置

（3.4×3.2×3.3） 　　539520410

417-402-101　600円
くまR 箸置

（3.4×3.2×3.3） 　　539520310

417-403-471　580円
鯉のぼり（青） 箸置

（5×2.5×1.7） 　　539530547

417-404-471　580円
鯉のぼり（赤） 箸置

（5×2.5×1.7） 　　539530447

417-405-101　420円
白いぬ（ふせ）箸置

（5×2.1×1.2） 　　941960210

417-406-101　320円
白熊くん箸置

（3×4×2.7） 　　639850710

417-501-471　300円
ダックスフンド箸置（青）

（6.7） 　　539820247

417-502-471　300円
ダックスフンド箸置（赤）

（6.7） 　　539820347

417-503-101　410円
白ネコ 白（ヒゲ付）箸置

（5.5×3.2×1.8） 　　941940610

417-504-101　350円
ネコ （茶）箸置

（5.5×3.2×1.8） 　　941940510

417-506-101　280円
かるがもR箸置

（4.5×2.5×3） 　　539840210

417-505-101　280円
かるがもB箸置

（4.5×2.5×3） 　　539840110

417-601-471　250円
亀（グリーン）箸置

（5×3.5×2.2） 　　639850847

417-602-101　330円
うさぎ（3D） 箸置

（4.3×2.1×4.2） 　　738040410

417-604-101　300円
うさぎR 箸置

（5×1.7） 　　539810710

417-603-101　200円
うさぎB 箸置

（5×1.7） 　　539810610

陶

417-605-101　410円
あんこう 箸置

（5.7×3） 　　539710410

陶

417-606-101　400円
ふぐ（南蛮） 箸置

（4.2×2.5） 　　539710910
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日本製
日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

418-101-471　700円
福助（赤）箸置

（4.5×2.8×3） 　　738150247

陶

418-102-751　700円
粉引マーガレット箸置

（4.6×4.6） 　　839020275

陶

418-103-751　700円
粉引黄花箸置

（4.6×4.6） 　　839020175

陶

418-104-751　700円
粉引ツバキ箸置

（4.6×4.6） 　　839020575

陶

418-105-751　700円
粉引スイセン箸置

（4.6×4.6） 　　839020475

陶

418-106-751　700円
粉引バラ箸置

（4.6×4.6） 　　839020375

418-201-101　900円
馬 箸置

（6.2×2.2） 　　539410410

418-202-101　750円
カブト箸置

（4.6×3.7×3） 　　539420210

418-203-101　670円
殿（PP） 箸置

（5×2.8×2.2） 　　539430310

418-204-101　670円
姫（小菊） 箸置

（6×2.8×2.2） 　　539430410

418-205-471　680円
姫 箸置

（6×2.8×2.2） 　　539430547

418-206-471　680円
殿 箸置

（6×2.8×2.2） 　　539430647

418-301-101　700円
大黒 箸置

（4×3.5） 　　539420710

418-302-101　700円
えびす 箸置

（4×3.6） 　　539420810

418-303-471　630円
青鬼 箸置

（5×4） 　　539510147

418-304-471　630円
赤鬼 箸置

（5×4） 　　539510247

陶

418-305-751　650円
おかめ箸置

（4×3.5） 　　839020675

陶

418-306-751　650円
ひょっとこ箸置

（4×3.7） 　　839020775

418-401-101　650円
美人 箸置

（4.3×3.2） 　　539470110

418-402-101　650円
写楽 箸置

（4.3×3.2） 　　539470210

418-403-101　580円
殿 箸置

（4.5×3.2） 　　539470910

418-404-101　580円
姫 箸置

（4×4） 　　539470810

418-405-101　540円
駒筋急須型 箸置

（5.5×4.1×2.8） 　　539530110

418-406-101　500円
がま口R箸置

（4×4×1.5） 　　639740710

陶

418-501-101　650円
ヒスイ 箸置

（5.3×2.4） 　　539440910

418-502-261　680円
若草金彩箸置

（4.9） 　　839230426

陶

418-503-101　460円
アシ 箸置

（4.4×1.5） 　　539530710

418-504-101　550円
てるてる坊主B 箸置

（5.2×2.4×2） 　　539530810

418-505-101　550円
てるてる坊主R 箸置

（5.2×2.4×2） 　　539530910

418-506-101　500円
赤アミ 豆 箸置

（3.3×2.8×0.9） 　　839260610

418-601-101　550円
風船 豆 箸置

（3.3×2.8×0.9） 　　839260510

418-602-051　420円
赤絵豆（大） 箸置

（4.3×3.3） 　　539720105

418-603-101　470円
おかめ豆型 箸置

（4.2×3.2） 　　539540910

418-604-101　470円
ひょっとこ豆型 箸置

（4.2×3.2） 　　539540810

418-605-101　450円
トチリ色十草 箸置

（4.5×4.3） 　　539640210

418-606-101　450円
十草 箸置

（4.3×1.5） 　　539640110

箸置 高さ
cm

長辺
cm 短辺

cm



419箸置
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419-101-101　350円
うなぎ 箸置

（5.5×3.3） 　　539910110

419-102-101　250円
サーモン 箸置

（7.6×3.2） 　　539910210

419-103-101　250円
カツオ 箸置

（6.9×3.4） 　　539910310

419-104-101　250円
フグ 箸置

（7.2×3.4） 　　539910510

419-105-101　250円
カニ 箸置

（6×3.5） 　　539910810

419-106-471　280円
クジラ箸置

（6×1.8×1.5） 　　539921047

419-201-101　240円
ヒラメ 箸置

（5×5） 　　539920810

419-202-101　220円
タコ 箸置

（7.3×2.2） 　　539910610

419-203-101　230円
イカ 箸置

（7.5×2.3） 　　539910710

419-204-101　230円
赤えび 箸置

（5.5×2） 　　539920610

419-205-101　230円
赤かに 箸置

（7×2.5） 　　539920510

419-206-101　300円
くじら青磁

（6×2×1.8） 　　1042660510

419-301-471　380円
なす箸置

（4.8×2.5） 　　738730447

419-302-101　230円
柿（一ツ）箸置

（2.8×2.6） 　　839650410

419-303-101　270円
どんぐり 茶

（4×2.6×1.1） 　　1042720110

419-305-101　290円
とんぼR 箸置

（6×4.8） 　　539810910

419-304-101　290円
とんぼB 箸置

（6×4.8） 　　539810810

419-306-101　280円
青磁 イルカ

（6×2×1） 　　1042440610

419-401-101　260円
あさがお 豆皿 G

（4.5×1.3） 　　738740810

419-402-101　260円
あさがお 豆皿 P

（4.5×1.3） 　　738740710

419-403-101　220円
瓢 箸置

（5.6×2） 　　839670510

419-404-101　260円
白福槌 箸置

（5.3×3.2×0.6） 　　942530510

419-405-611　280円
黒猫 黒ハシ置

（4×3.8×1.3） 　　942060261

419-406-611　280円
黒猫 白ハシ置

（4×3.8×1.3） 　　942060161

419-501-251　450円
いぬ箸置 黒

（4.9×4.5×0.4） 　　1141950125

陶

419-502-251　420円
いぬ箸置き 白

（4.9×4.5×0.4） 　　1141950225

陶

419-504-251　420円
ねこ箸置き 白

（4.8×3×0.4） 　　1141950425

陶

419-503-251　420円
ねこ箸置き 黒

（4.8×3×0.3） 　　1141950325

419-505-251　450円
にわとり箸置 黒

（4.6×4.4×0.4） 　　1141950525

419-506-251　450円
うし箸置 黒

（6.9×3.5×0.4） 　　1141950625

419-601-051　480円
電車箸置（青）

（6×1.3×1.5） 　　1141960105

419-602-151　500円
箸置 トレイン（赤ライン）

（6×1.3×1.5） 　　1141960215

419-603-051　450円
飛行機箸置（青）

（4.3×3.8×1.5） 　　1141960305

419-604-151　500円
箸置 飛行機（赤）

（4.2×3.8） 　　1141960415

419-605-151　350円
箸置 ブルドッグ茶

（4.5×2.7×3.2） 　　1141960515

419-606-251　400円
ぶた箸置 黒

（4.5×2.5×0.4） 　　1141960625
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420-101-511　660円
市松結箸置

（7×1.2） 　　539420302

420-102-511　660円
三色縞箸置

（7×1.2） 　　539420402

420-103-101　580円
刀G 箸置

（7.7×2） 　　539510310

420-104-101　580円
刀R 箸置

（7.7×2） 　　539510410

420-105-471　250円
赤反型箸置

（7.2） 　　1042610547

420-106-471　250円
グリーン反型箸置

（7.2） 　　1042610647

420-201-151　650円
銀鱗箸置 サージ

（11×1×1.5） 　　942220615

420-202-071　410円
赤絵キネ型 箸置

（5.8×1.9×1.7） 　　539550507

420-203-101　540円
水玉 箸置

（7.4×1.9） 　　539530610

420-204-101　720円
金太郎あめ 箸置

（6.3×1.4） 　　539440610

420-205-101　720円
おかめあめ 箸置

（6.3×1.4） 　　539440410

420-206-101　720円
ひょっとこあめ 箸置

（6.3×1.4） 　　539440510

420-301-101　450円
グリン帯 キネ型 箸置

（7×1.1×0.8） 　　942230310

420-302-101　450円
赤帯 キネ型 箸置

（7×1.1×0.8） 　　942230410

420-303-101　470円
天目金たたき 箸置

（7×1.3×1） 　　839330610

420-304-101　280円
白面取りキネ型 箸置

（7×1.3×1） 　　839650510

420-305-101　250円
天目鼓 箸置

（6.7×1.6） 　　539950910

420-306-101　250円
トルコ鼓 箸置

（6.7×1.6） 　　539951010

陶

420-401-101　600円
南蛮丸キネ型 箸置

（6.8×1.3） 　　539630810

420-402-101　500円
赤丸キネ型 箸置

（6.8×1.3） 　　539631010

420-403-101　500円
黄丸キネ型 箸置

（6.8×1.3） 　　539630910

420-404-101　350円
青磁木型 箸置

（6.8×0.8×1.3） 　　839470310

420-405-031　350円
白磁L字箸置

（5.6×1×1.8） 　　539840403

420-406-031　350円
黒L字箸置

（5.6×1×1.8） 　　539840303

420-501-471　270円
れんこん（黒）箸置

（6.5×2.5×1.5） 　　839610347

420-502-471　270円
れんこん（白）箸置

（6.5×2.5×1.5） 　　839610247

陶

420-503-051　260円
ナス箸置

（6.5×2.8×1.5） 　　942960705

420-504-471　300円
六角面取箸置（赤）

（7×1.5） 　　942240447

420-505-471　250円
六角面取箸置（黒）

（7×1.5） 　　839630647

420-506-101　200円
桜 長角箸置

（5×2.4×1） 　　1042950510

420-601-601　500円
藍七宝 京枕箸置

（5.7×2.1×1.2） 　　1042940560

420-602-601　500円
青ホソシマ 京枕箸置

（5.7×2.1×1.2） 　　1042940660

420-603-601　500円
赤市松 京枕箸置

（5.7×2.1×1.2） 　　1042940260

420-604-601　500円
青市松 京枕箸置

（5.7×2.1×1.2） 　　1042940160

420-605-601　500円
緑青海波 京枕箸置

（5.7×2.1×1.2） 　　1042940360

420-606-601　500円
赤青海波 京枕箸置

（5.7×2.1×1.2） 　　1042940460

箸置 高さ
cm

長辺
cm 短辺

cm
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421-101-781　720円
金彩長角 箸置

（4.9×2.6） 　　539420578

421-102-101　370円
三色十草大舟 箸置

（4.8） 　　539770617

421-103-101　370円
玉ツナギ大舟 箸置

（4.8） 　　539770517

陶

421-104-101　240円
志野大舟 箸置

（5×2.5） 　　539930910

陶

421-105-101　240円
オリベ大舟 箸置

（5×2.5） 　　539930710

陶

421-106-101　240円
唐津大舟 箸置

（5×2.5×2.6） 　　539930610

陶

421-201-101　240円
天目大舟 箸置

（5×2.5） 　　539931010

陶

421-202-101　240円
灰釉 大舟 箸置

（5×2.5×2.6） 　　839660410

421-203-781　720円
交趾長角箸置

（4.9×2.6） 　　1142120378

421-204-471　320円
市松箸置（ピンク）

（6.5×2.5） 　　942320247

421-205-471　320円
市松箸置（ブル－）

（6.5×2.5） 　　942320147

421-206-601　140円
黒吹き 橋型箸置

（6.1×1.6×1.6） 　　1142120660

421-301-511　410円
赤カゴメ箸置

（5×1.7） 　　539550202

421-302-511　410円
赤水玉箸置

（5×1.7） 　　539550302

421-303-471　240円
天目枕箸置

（5.3×2） 　　942350147

421-304-101　220円
アミ枕 箸置

（5.3×2） 　　539960710

421-305-101　190円
結 箸置

（6.8×2.8） 　　539950310

421-306-101　330円
白磁結び箸置

（7×3×1） 　　1042740610

421-401-101　200円
菊詰バチ 箸置

（7.5×1.7×1.1） 　　1042750210

421-402-101　200円
梅バチ型 箸置

（7.5×1.7） 　　539960210

421-403-101　200円
若竹バチ 箸置

（7.5×1.7） 　　539960110

421-404-101　200円
アミバチ 箸置

（7.5×1.7） 　　539960610

421-405-101　200円
唐子バチ 箸置

（7.5×1.7） 　　839770310

421-406-471　200円
笹舟（グリ－ン）箸置

（6.5×2） 　　942360347

陶

421-501-101　200円
オリベ切板 箸置

（6.3×2） 　　539850910

陶

421-502-101　200円
天目切板 箸置

（6.3×2） 　　539851010

陶

421-503-101　200円
唐津切板 箸置

（6.3×2） 　　539850610

陶

421-504-101　200円
灰釉切板 箸置

（6.3×2） 　　539850710

陶

421-505-101　200円
志野切板 箸置

（6.3×2） 　　539850810

421-506-151　650円
銀鱗箸置 三角

（7.5×2×1.5） 　　942230515

421-601-301　550円
白志野ぶどう箸置

（10×3×2） 　　738260130

421-602-101　420円
十草 はしわたし 箸置

（9×3×1） 　　539710510

421-603-261　260円
織部吹き箸置き

（6.5） 　　839560526

421-604-411　320円
梅祥瑞 反楕円箸置き

（5.5×3×2.5） 　　839540641

421-605-411　320円
唐草 反楕円箸置き

（5.5×3×2.5） 　　839540741

421-606-411　320円
蛸唐草 反楕円箸置き

（5.5×3×2.5） 　　839540541
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422-101-511　590円
にぎり大トロ箸置

（5×2.8×1.5） 　　738360151

422-102-511　590円
にぎりまぐろ箸置

（5×2.5×1.7） 　　738360251

422-103-511　590円
にぎりシャコ箸置

（6×2.5×1.6） 　　738360351

422-104-511　590円
にぎりエビ箸置

（6×2.5×1.6） 　　738360451

422-105-511　590円
にぎりあなご箸置

（5×2.5×1.5） 　　738560751

422-106-511　590円
にぎりたまご箸置

（5.2×2.2×2） 　　738560451

422-201-511　590円
にぎりかっぱ箸置

（4.7×3×2） 　　738560651

422-202-511　590円
にぎりたくあん箸置

（4.7×3×2） 　　738560551

422-203-511　590円
にぎりてっか箸置

（4.7×3×2） 　　738360551

422-204-511　590円
にぎりうずら箸置

（4×2×1.8） 　　738360751

422-205-511　590円
にぎりイクラ箸置

（4.5×2.7×2.3） 　　738360651

422-206-511　590円
にぎりうに箸置

（4.5×2.5×2） 　　738560851

422-301-511　590円
にぎりイカ箸置

（5.1×2.8×1.5） 　　738360851

422-302-101　260円
白梅 箸置

（3.3×1.2） 　　1042860510

422-303-101　250円
紅梅 箸置

（3.3×1.2） 　　1042860610

422-304-101　200円
新桜 P 箸置

（4.4×0.8） 　　738610710

422-305-101　200円
新桜 Y 箸置

（4.4×0.8） 　　738610810

422-306-101　210円
桜箸置

（4.4×0.8） 　　640030810

422-401-101　350円
ふくろう 箸置

（4.3×1.5） 　　539720710

422-402-101　350円
ねこ玉型 箸置

（4.3×1.5） 　　539720810

422-403-781　720円
交趾正角 箸置

（3.7×3.7） 　　539420678

422-404-781　720円
金彩正角 箸置

（3.7×3.7） 　　1142240478

422-406-561　400円
夢うさぎ赤 箸置

（4.5×1.3） 　　539730256

422-405-561　400円
夢うさぎブルー 箸置

（4.5×1.3） 　　539730156

422-501-101　330円
桜丸 箸置

（3.8×1.2） 　　539730310

422-502-101　210円
ぶどう 箸置

（4×1.4） 　　539871010

422-503-411　320円
濃地紋 丸型箸置き

（4.5×4.5×1.5） 　　839540341

422-504-411　320円
福福 丸型箸置き

（4.5×4.5×1.5） 　　839540141

422-505-411　320円
菊唐草 丸型箸置き

（4.5×4.5×1.5） 　　839540441

422-506-411　320円
丸紋唐子 丸型箸置き

（4.5×4.5×1.5） 　　839540241

陶

422-601-101　240円
志野合せ箸置

（5.3×3.3×1.8） 　　539870710

陶

422-602-101　240円
織部合せ箸置

（5.3×3.3×1.8） 　　539870810

陶

422-603-781　410円
黄瀬戸箸置

（5.2×2.5×1.7） 　　1142260378

陶

422-604-781　410円
織部 箸置

（5.2×2.5×1.7） 　　539440777

422-605-101　210円
葡萄B 箸置

（6.1×3） 　　539960910

422-606-101　600円
白磁芯 箸置

（3.9×1.8） 　　539470510

箸置 高さ
cm

長辺
cm 短辺

cm



423箸置
Chopstick Rest

刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

陶

423-101-051　260円
花 箸置

（4.4×4.2） 　　539841005

陶

423-102-051　260円
月 箸置

（4.2×4.2） 　　539840905

陶

423-103-051　260円
雪 箸置

（4.2×4.2） 　　539840805

423-104-101　300円
うず豆 箸置

（4.4×3.2） 　　539760710

423-105-511　280円
ヒワ金桜 箸置

（4.8×2.8） 　　539840602

423-106-511　280円
円子金桜箸置

（4.8×2.8） 　　539840702

423-201-101　370円
色十草U型 箸置

（4.3×3.1×1.7） 　　539660110

423-202-101　260円
水玉U型 箸置

（4.2×3.7） 　　539750810

423-203-101　270円
白U型 箸置

（4.3×3.9×1.2） 　　839640610

423-204-101　330円
赤 U型 箸置

（4.3×3.1×1.7） 　　839560110

423-205-601　150円
信楽釉 マメ型箸置

（4.4×3.4×1.7） 　　1043230760

423-206-101　360円
色十草 豆 箸置

（5.5×4.2×1.5） 　　1043030210

423-301-081　180円
瀬戸黒枕型箸置

（4.5×1.5） 　　1142330108

423-302-081　180円
青白磁そら豆箸置

（4.5×1.7） 　　1142330208

423-303-101　210円
グリーン豆（大） 箸置

（4.2×3） 　　539860810

423-304-101　210円
黒豆（大） 箸置

（4.2×3） 　　539860610

423-305-151　280円
小豆箸置 青海波

（3.4×3×1.3） 　　738750815

423-306-151　280円
小豆箸置 亀甲

（3.4×3×1.3） 　　738750615

423-401-601　170円
銀彩七宝 マメ型箸置

（4.4×3.4×1.7） 　　1043130560

423-402-311　170円
銀彩唐草箸置

（4.5×3.4） 　　738660831

423-403-601　170円
銀彩格子紋 豆型箸置

（4.4×3.3×1.7） 　　1142340360

423-404-311　170円
銀彩小菊箸置

（4.5×3.4×1.7） 　　1142340431

423-405-311　170円
連輪（黒）箸置

（4.5×3.4×1.7） 　　1142340531

423-406-311　170円
連輪（緑）箸置

（4.5×3.4×1.7） 　　1142340631

423-501-101　250円
赤豆（小） 箸置

（3.2×2.8） 　　1043160310

423-502-101　220円
青磁豆（小） 箸置

（3.2×2.8） 　　539870310

423-503-101　220円
黒豆（小） 箸置

（3.2×2.8） 　　539870110

423-504-101　220円
白磁豆（小） 箸置

（3.2×2.8） 　　539870210

423-505-151　300円
小豆箸置 ツル小花赤

（3.4×3×1.3） 　　738750315

423-506-151　280円
小豆箸置 ツル小花黒

（3.4×3×1.3） 　　738750215

423-601-101　200円
ビーンズW 箸置

（4.3×2.7） 　　539860210

423-602-101　200円
ビーンズG 箸置

（4.3×2.7） 　　539860310

423-603-101　200円
ビーンズY 箸置

（4.3×2.7） 　　539860410

423-604-101　200円
ビーンズOR 箸置

（4.3×2.7） 　　539860510

423-605-101　200円
ビーンズB 箸置

（4.3×2.7） 　　539860110

423-606-101　200円
ビーンズ水色 箸置

（4.3×2.7×1.5） 　　1043230610



424 箸置
Chopstick Rest
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向付
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多用鉢
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多用丼
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箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

424-101-331　460円
山桜 はし置

（3×2） 　　839340433

424-102-331　460円
細唐草 はし置

（3×2） 　　839340733

424-103-331　460円
絞り はし置

（3×2） 　　839340633

424-104-331　460円
七宝 はし置

（3×2） 　　839340533

424-105-051　260円
稲穂 箸置

（3.3×2.2） 　　539820505

424-106-051　310円
赤絵豆（小） 箸置

（3.2×2.2） 　　539820405

424-201-101　230円
びーん白 箸置

（4.6×2.5×1.8） 　　539861010

424-202-101　230円
びーん黒マット 箸置

（4.6×2×1.2） 　　539860910

424-203-031　265円
NB丸反レスト箸置

（4×4） 　　1043240703

424-204-031　320円
黒マット丸反レスト箸置

（4×4） 　　1043240603

424-205-101　230円
ルリ ナス 箸置

（7.2×1.9×1.6） 　　1042660610

424-206-101　230円
ニンジン 箸置

（6.5×1.8×1.4） 　　1043260110

424-301-101　500円
きゅうりなす 箸置

（9.7×2.3×2） 　　839340110

424-302-101　230円
染付ナス 箸置

（7.2×1.9） 　　539940610

424-303-101　230円
竹の子 箸置

（6.5×1.5） 　　539940310

424-304-101　230円
染付レンコン 箸置

（7.6×2） 　　539940510

424-305-101　230円
ダイコン 箸置

（7×2.8） 　　539940710

424-306-101　230円
ハクサイ 箸置

（6.3×2.3） 　　839730410

424-401-101　220円
なす 箸置

（6.8×1） 　　539940410

424-402-101　220円
きゅうり 箸置

（7×1.5） 　　539970210

424-403-101　220円
えんどう 箸置

（7×1.8） 　　839720710

424-404-101　220円
竹節 箸置

（7.5×1.8） 　　539950410

424-405-101　370円
トマト 箸置

（4.6×2.5×1.8） 　　539731010

424-406-601　400円
黄あやめ 箸置

（4.2×3.5×1） 　　1043320160

424-501-101　290円
いちご 箸置

（5.1×3.2×1） 　　942950310

424-502-101　290円
バナナ 箸置

（6.6×2.1×0.9） 　　839670310

424-503-101　290円
りんご R 箸置

（4.5×3.5×1.3） 　　839570410

424-504-741　300円
カブラ 箸置

（5.1×3.5） 　　539930474

424-505-741　300円
カボチャ 箸置

（5.1×2.7） 　　539930574

424-506-741　300円
ニンジン 箸置

（6.2×2.8） 　　539930174

陶

424-601-101　400円
梅（南蛮） 箸置

（3.3×3） 　　539711010

424-602-101　260円
赤梅 箸置

（3.8×3.3） 　　539831010

424-603-101　260円
青梅 箸置

（3.8×3.3） 　　539830910

424-604-471　180円
木の葉箸置（ヒワ）

（6×3.2×2） 　　839760547

424-605-471　180円
木の葉箸置（なまこ）

（6×3.2×2） 　　839760647

424-606-601　270円
青ウノフ モミジ箸置

（6.2×5.7×2.4） 　　1043320260

箸置 高さ
cm

長辺
cm 短辺

cm

陶



425箸置
Chopstick Rest
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レンゲ
スプーン

灰皿

425-101-471　230円
萩角型箸置

（6.5） 　　1042730447

425-102-471　230円
桜角型箸置

（6.5） 　　1042730347

425-103-471　230円
青錦角型箸置

（6.5） 　　1042730247

425-104-471　230円
赤錦角型箸置

（6.5） 　　1042730147

425-105-471　230円
松竹梅角型箸置

（6.5） 　　1142510547

425-106-471　230円
白梅角型箸置

（6.5） 　　1142510647

425-201-031　265円
NB瓢箪レスト

（5×2.5） 　　1043350303

425-202-031　320円
黒マット瓢箪レスト

（5×2.5） 　　1043350403

425-204-031　320円
黒マット細反レスト

（4.8×2.5） 　　1043350603

425-203-031　265円
NB細反レスト

（4.8×2.5） 　　1043350503

425-205-101　180円
白丹尺 箸置

（7×2.2×0.9） 　　1042660410

425-206-051　190円
青磁笹 箸置

（8.5×2） 　　539961005

425-301-031　320円
黒マット音符レスト

（4×3.8） 　　1043340403

425-302-031　265円
NB音符レスト

（4×3.8） 　　1043340503

425-303-031　320円
黒マットリボンレスト

（4.5×2.7） 　　1043340603

425-304-031　265円
NBリボンレスト

（4.5×2.7） 　　1043340703

425-306-031　265円
NB長角レスト

（4.5×2） 　　1043350103

425-305-031　320円
黒マット長角レスト

（4.5×2） 　　1043350203

425-401-031　265円
NB星レスト

（3.3×3.3） 　　1043350703

425-402-031　320円
黒マット星レスト

（3.3×3.3） 　　1043360703

425-404-031　320円
黒マット箸レスト

（8×1.5） 　　1043360103

425-403-031　265円
NB箸レスト

（8×1.5） 　　1043360203

425-405-031　355円
NBフォーク＆スプーンレスト

（8.8×2.3） 　　1043360403

425-406-031　430円
黒マットフォーク＆スプーンレスト

（8.8×2.3） 　　1043360303

425-501-511　380円
ブルーツル箸置

（6×5.2×3.3） 　　1142550151

中国製

425-502-031　355円
NBナイフ＆フォークレスト

（9.8×1.8） 　　1043360603

425-503-031　430円
黒マットナイフ＆フォークレスト

（9.8×1.8） 　　1043360503

425-504-151　280円
箸置 蝶（ピンク）

（4.5×3.4×1.7） 　　1142550415

425-505-151　280円
箸置 蝶（イエロー）

（4.5×3.4×1.7） 　　1142550515

425-506-151　280円
箸置 蝶（ブルー）

（4.5×3.4×1.7） 　　1142550615

425-601-511　380円
赤ツル箸置

（6×5.2×3.3） 　　1043260751

中国製

425-602-511　320円
白ツル箸置

（6×5.2×3.3） 　　1043260651

中国製

425-603-511　380円
ルリツル箸置

（6×5.2×3.3） 　　1043260551

中国製

425-604-151　290円
箸置 新カツオ（紺）

（6.3×3.5×1.7） 　　1142560415

425-605-151　290円
箸置 新ブリ（ヒワ）

（5.8×3×1.8） 　　1142560515

425-606-151　290円
箸置 新タイ（ピンク）

（5.5×3.7×1.3） 　　1142560615
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