
TABLEWARE COLLECTION
2019-2022  VOL.27





T o k i w a
S h o w  R o o m
常 時 約 3 万点の 豊 富な 品 揃えから
プランにマッチした器を手にとって
カタログ掲載の全商品を、実際に手にとって

ご覧いただけます。

ぜひ一度お越しください。



ときわ会URL　https://www.tokiwakai.jp

涌き出すアイデア、  広がるプラン。 思いのままにコーディネイト。

QRコードを読み取る事により、ショールームの
動画を見る事ができます。

T o k i w a  S h o w  R o o m

このカタログに掲載された約3万点 
の商品が、カタログと同じように 
頁毎にまとめて展示されています。
圧倒的な品揃えをあなたのスマホ
でお確かめ下さい！

今すぐアク
セス！

ときわ 27集カタログＰＤＦファイルもご用意しています。
上記のURLにアクセスしてダウンロードできます。※約 350 ＭＢあり時間が掛かる場合があります

●ときわ会は陶磁器の一大産地である岐阜県土岐市にあります●
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 割烹  居酒屋

 カフェ・レストラン  中華

現物を見ながら、プランニングしてみませんか？

料理とともに器はお店の評価に直接つながります。 料理にふさわしくない器に盛り付けら
れた料理では高い評価は得られません。 同じ料理でも盛り付けられる器が違えば印象
は大きく異なります。 それだけに器選びは重要、 当カタログには選び抜かれた和・洋・中
の食器が掲載されていますのでこのカタログ一冊で器選びは完了ですが、実際に手に
取って確かめることができるならより確かな器選びとなることでしょう。 
カタログだけでは分かりづらい細かな質感や重量感を実際に手に取って確かめる事が
出来ます。

● 必要な器は選んだが手に取って質感・サイズ感を確かめたい…。 
● 実際に並べてみて雰囲気を確かめたい…。
● 商品を目前にして並べながらアイデアをまとめたい…。
この様なご要望に当ショールームはお応えすることができます。
掲載商品はカタログの頁ごとに分けられて全頁分展示してありますので、素早く目的
の商品にアクセス、選び出すことができます。

お洒落な
カフェの
器がほしい。

斬新な食器で
店の雰囲気を
一新したい。

存在感があって、
楽しい器を
選びたい。

ひと味違う器を
コーディネイト
したい。



I N D E X

強化磁器商品。丈夫な商品です。　 直火使用可能です。　 食器洗浄機は使用せず、手洗いをおすすめします。　洗
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Reinforced porcelain products. 
It is a durable product.

You can use open fire. 洗 We recommend hand washing 
without using a dishwasher.
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ミ006-017 手造り備前風角尺一盛鉢  
28.8×21.4×8.6㎝（15入・陶） 8,600円
ミ006-027 備前風長角千代口  
9.8×7.8×2.9㎝（150入・陶） 1,120円

ミ006-037 手造り粉引華紋（土物）楕円向付  
19×13×3㎝（60入・陶） 4,000円
ミ006-047 手造り粉引華紋（土物）丸千代口  
φ7.2×3.5㎝（150入・陶） 1,200円

ミ006-057 八ツ橋向付  
25×13.5×8㎝（20入・磁） 5,100円
ミ006-067 八ツ橋丸千代口  
φ7×3.2㎝（150入・磁） 1,150円

ツ006-077 美濃伊賀アラビア文様高台5.5刺身  
17.3×5.8㎝（30入・陶） 4,350円
ツ006-087 美濃伊賀丸千代口  
φ6.2×3.4㎝（200入・陶） 880円

ウ006-097 錦草花花菊型向付  
φ25×15.5×7㎝（30入・強） 3,990円
ウ006-107 錦草花菊型千代口  
φ11×7×3.4㎝（100入・強） 1,650円

ウ006-117 渕赤絵ゴス波高台刺身  
φ15×5㎝（40入・強）（イングレ） 4,900円
ウ006-127 渕赤絵ゴス波高台千代口  
φ6.7×6.9㎝（100入・強）（イングレ） 1,450円

オ006-137 令和プラチナリム刺身鉢  
16×16×5.7㎝（40入・磁） 3,950円
オ006-147 令和プラチナ千代口  
7.9×7.9×3.5㎝（200入・磁） 1,400円

ミ006-157 京橋刺身鉢  
23.3×12.8×5㎝（20入・磁） 4,850円
ミ006-167 京橋丸千代口  
φ6×3㎝（150入・磁） 780円
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ミ007-017 三方型高台刺身鉢  
φ14.3×7㎝（30入・磁） 4,750円
ミ007-027 三方型丸千代口  
φ7×3.4㎝（150入・磁） 1,750円

ト007-037 パールラスター流水 向付  
18.5×17.8×4.5㎝（60入・磁） 2,850円
ト007-047 パールラスター流水 千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 970円

カ007-057 赤絵京山水刺身  
φ15×7㎝（30入・強） 4,200円
カ007-067 赤絵京山水千代口  
φ8.5×5㎝（100入・強） 1,600円

タ007-077 染錦三ツ重瓢子山水絵向付  
φ17.5×6㎝（30入・磁）（有田焼） 4,290円
タ007-087 染錦三ツ重瓢子山水絵千代口  
φ7.5×2.5㎝（180入・磁）（有田焼） 1,760円

タ007-097 二色吹武蔵野高台向付  
φ17.5×5㎝（30入・磁）（有田焼） 4,290円
タ007-107 二色吹武蔵野千代口  
φ7.5×2.5㎝（180入・磁）（有田焼） 1,430円

ト007-117 唐津瓔珞木5.5皿  
16.5×15.5×5.2㎝（60入・陶） 4,150円
ト007-127 唐津瓔珞木千代口  
φ8×2.7㎝（160入・陶） 1,450円

ア007-137 ヒワ高台刺身鉢  
18.3×16.3×8㎝（30入・強） 4,500円
ア007-147 ヒワ高台千代口  
10.9×9.2×4.9㎝（120入・強） 1,080円

メ007-157 黒窯変掛け分け変型足付皿  
21×13.5×3㎝（40入・陶） 4,280円
メ007-167 黒窯変掛け分け千代口  
φ7.8×3㎝（100入・陶） 810円

ミ007-177 柴垣扇向付  
18.3×12×4.5㎝（40入・磁） 4,050円
ミ007-187 柴垣丸千代口  
φ6.8×3.2㎝（150入・磁） 1,500円

ミ007-197 染付太唐草 のし形切立向付  
φ20×11×6㎝（40入・磁） 2,800円
ミ007-207 染付吹墨 丸千代口  
φ6.7×3.2㎝（150入・磁） 850円

ト007-217 三色金松葉刺身鉢  
15.8×15×6.2㎝（50入・磁） 3,800円
ト007-227 三色金松葉千代口  
φ7.3×3.2㎝（200入・磁） 1,500円

ネ007-237 赤武蔵野 平向付  
17.5×5.5㎝（40入・強） 2,750円
ネ007-247 赤武蔵野 平千代口  
8.5×3㎝（100入・強） 910円
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ミ008-017 金彩グリン交趾正角前菜皿  
18×18×1.6㎝（50入・磁） 3,450円
ミ008-027 金彩グリン交趾正角千代口  
6.7×6.7×2.8㎝（150入・磁） 1,550円

ミ008-037 ラスターピンク吹舟型向付  
30.5×10.7×6.5㎝（30入・磁） 3,800円
ミ008-047 ラスターピンク吹丸千代口  
φ6.5×2.9㎝（200入・磁） 860円

ツ008-057 青市松千代折角刺身皿  
25×25×2.5㎝（40入・磁） 2,700円
ツ008-067 青市松丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 750円

ツ008-077 黒結晶丸高台刺身  
φ16.5×6㎝（30入・磁） 2,650円
ツ008-087 黒結晶丸千代口  
φ6.5×3.3㎝（120入・磁） 750円

ミ008-097 金彩焼締め鉄鉢向付  
φ15.2×4.1㎝（60入・陶） 3,450円
ミ008-107 金彩焼締め鉄鉢千代口  
φ6.8×2.4㎝（200入・陶） 1,100円

オ008-117 オレンジ吹舟型高台刺身鉢  
20.8×14.2×8.3㎝（30入・磁） 3,800円
オ008-127 オレンジ吹舟型千代口  
9.1×7×3.6㎝（200入・磁） 1,350円

ウ008-137 黒釉金彩丸紋 向付  
φ15.7×3.3㎝（60入・強） 3,800円
ウ008-147 黒釉金彩丸紋 千代口  
φ8.5×2.7㎝（120入・強） 1,700円

ミ008-157 朱巻金彩高台向付  
φ14.5×6.3㎝（30入・磁） 3,850円
ミ008-167 朱巻金彩丸千代口  
φ6×3㎝（150入・磁） 1,500円

ツ008-177 南蛮二方上り刺身鉢  
19.7×10.6×9㎝（30入・陶） 3,500円
ツ008-187 南蛮千代口  
φ8.2×2.7㎝（200入・陶） 1,050円

イ008-197 金茶菊型さしみ皿  
φ17×3.3㎝（40入・磁） 2,400円
イ008-207 金茶菊型千代口  
φ8.5×2.1㎝（80入・磁） 800円

ウ008-217 赤楽銀彩向付  
φ18×5.5㎝（40入・強） 3,000円
ウ008-227 赤楽銀彩千代久  
φ9×3㎝（100入・強） 1,100円

ウ008-237 錦瓔珞楕円刺身  
21.5×11.5×6.2㎝（40入・強） 3,300円
ウ008-247 錦瓔珞楕円千代口  
9.4×7×2.9㎝（80入・強） 1,550円
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ツ009-017 白釉 ロックプレート（中） 21.5×19×4.2㎝（30入・磁）  3,400円
ツ009-027 白釉 丸とんすい φ10.3×4.2㎝（100入・磁）  780円
ツ009-037 白釉 丸千代口 φ6.2×3.3㎝（150入・磁）  470円

ト009-047 織部流し向付  
φ13.5×5.8㎝（60入・陶） 3,400円
ト009-057 織部流し千代口  
φ7.8×4㎝（160入・陶） 1,250円

ミ009-067 染錦春日（強化） 正角向付  
φ14.5×14.5×3㎝（40入・強） 2,750円
ミ009-077 染錦春日（強化） 正角千代口  
φ7.5×7.5×2.5㎝（120入・強） 1,620円

タ009-087 もえぎ手造り刺身鉢  
φ14.3×5.5㎝（40入・磁） 2,150円
タ009-097 もえぎ手造り千代口  
φ8.1×4㎝（100入・磁） 730円

ミ009-107 コバルトスカシ高台向付  
φ16.7×6.8㎝（30入・磁） 3,700円
ミ009-117 コバルトスカシ丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 780円

キ009-127 紫吹一珍ラスターかまくら型刺身鉢  
15.5×15.2×9.9㎝（40入・磁） 3,450円
キ009-137 ラスター丸千代口  
φ6.3×3.3㎝（150入・磁） 1,050円

ア009-147 南蛮金銀彩向付  
15.7×14.2×4.5㎝（60入・強） 3,780円
ア009-157 南蛮金銀彩千代口  
8.7×7.9×3㎝（150入・強） 1,920円

ツ009-167 飴釉金タタキ アーチ型盛皿（大）  
19.5×19.5×6㎝（30入・磁） 4,050円
ツ009-177 アメ釉金タタキ丸千代口  
φ6.4×3.4㎝（150入・磁） 970円

イ009-187 アメ釉金タタキ 筋入市松正角皿  
18.5×18.5×4㎝（40入・磁） 3,150円
イ009-197 アメ釉金タタキ 丸千代口  
φ7×3.4㎝（120入・磁） 1,150円

ミ009-207 染付捻り祥瑞刺身鉢  
φ15×5.5㎝（60入・磁） 3,380円
ミ009-217 染付捻り祥瑞千代口  
φ7.5×3.2㎝（200入・磁） 1,450円

ツ009-227 いぶし黒釉丸高台刺身  
φ16.5×6㎝（30入・磁） 2,000円
ツ009-237 いぶし黒釉丸千代口  
φ6.5×3.3㎝（150入・磁） 750円

ア009-247 手描き梅六角向付  
16.7×15.3×4.5㎝（40入・強） 3,720円
ア009-257 手描き梅六角千代口  
9.8×9.2×3㎝（100入・強） 1,500円
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ア010-017 若草金彩角鉢  
14.7×14.7×6.5㎝（40入・磁） 3,700円
ア010-027 若草金彩角千代口  
7.8×7.8×4.4㎝（120入・磁） 1,100円

ハ010-037 若草刺身鉢（ガラス）  
φ13×5.5㎝（5×8入）（ガラス） 3,550円
ハ010-047 若草千代口（ガラス）  
φ7.5×3.5㎝（5×18入）（ガラス） 2,200円

ハ010-057 サクラ刺身鉢（ガラス）  
φ13×5.5㎝（5×8入）（ガラス） 3,750円
ハ010-067 サクラ千代口（ガラス）  
φ7.5×3.5㎝（5×18入）（ガラス） 2,100円

ハ010-077 桃山刺身鉢（ガラス） φ13×5.5㎝（5×8入）（ガラス）  3,550円
ハ010-087 桃山千代口（ガラス） φ7.5×3.5㎝（5×18入）（ガラス）  2,100円
ハ010-097 9㎝ギンス（ガラス） φ9㎝（100入）（ガラス）  1,730円

オ010-107 ラスターリングリム刺身鉢  
φ15.2×7.2㎝（40入・磁） 3,000円
オ010-117 ラスターリング千代口  
φ8.4×3.8㎝（200入・磁） 1,250円

カ010-127 加茂川三ツ山刺身  
φ15×7㎝（30入・強） 3,600円
カ010-137 加茂川三ツ山千代口  
φ8.8×4.5㎝（100入・強） 1,500円

ミ010-147 ピンク三ツ切刺身鉢  
14×7㎝（40入・磁） 2,800円
ミ010-157 ピンク三ツ切千代口  
8×4.3㎝（150入・磁） 1,150円

ロ010-167 ピンク吹八角刺身鉢  
φ15.5×6.3㎝（40入・強） 3,400円
ロ010-177 ピンク吹八角千代口  
φ8.5×3㎝（120入・強） 1,340円

ユ010-187 銀彩刷毛巻5.5平鉢  
φ17×4.5㎝（60入・磁） 2,000円
ユ010-197 銀彩刷毛巻丸千代口  
φ9×3.3㎝（100入・磁） 680円

ツ010-207 本窯金彩輪花向付  
φ16×5.5㎝（40入・強） 2,500円
ツ010-217 本窯金彩輪花千代口  
φ7.8×3.3㎝（120入・強） 1,250円

ト010-227 織部高台市松刺身鉢  
14.8×16.5×6㎝（48入・陶） 3,200円
ト010-237 織部丸千代口  
φ7×3.2㎝（200入・陶） 800円

ロ010-247 金吹雪刺身鉢  
18.3×14.2×5.6㎝（40入・強） 3,590円
ロ010-257 金吹雪千代口  
9.3×8×4㎝（120入・強） 1,320円

ミ010-267 黒釉春秋前菜皿  
17×17㎝（60入・磁） 3,200円
ミ010-277 黒釉春秋丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 1,050円

ア010-287 むさしの透し角刺身鉢  
16.4×16.4×6.9㎝（40入・磁） 3,250円
ア010-297 むさしの千代口  
8.5×8.5×4.3㎝（120入・磁） 1,200円

ミ010-307 二色紙風船向付  
φ16.9×13.7×8.2㎝（40入・磁） 3,250円
ミ010-317 二色紙風船千代口  
φ7.8×3.2㎝（150入・磁） 1,180円

ネ010-327 渕金朱塗向付  
18.5×9.5×6㎝（40入・磁） 3,200円
ネ010-337 渕金朱塗丸千代口  
φ6.7×3㎝（40入・磁） 1,000円

ユ010-347 赤柚子天目 向付  
φ15.3×4.5㎝（60入・磁） 1,800円
ユ010-357 赤柚子天目 千代口  
φ9×3㎝（80入・磁） 1,000円

チ010-367 錦紅葉刺身鉢  
18.4×14.2×3.6㎝（60入・磁） 3,000円
チ010-377 錦紅葉千代口  
9×6.6×2.8㎝（120入・磁） 1,500円

ア010-387 金彩ヒワ吹き菊型向付  
15.5×13×5.6㎝（60入・強） 3,450円
ア010-397 金彩ヒワ吹き菊型千代口  
8×6.5×3㎝（150入・強） 1,650円

タ010-407 色絵銀彩多用皿  
15.5×15×6㎝（30入・磁）（有田焼） 3,190円
タ010-417 色絵銀彩千代口  
φ7.5×2.5㎝（180入・磁）（有田焼） 880円
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ミ011-017 ピンク一珍ラスター 舟形向付  
21×10×4.3㎝（40入・磁） 3,300円
ミ011-027 ピンクラスター 丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 900円

ミ011-037 手造り朝鮮唐津楕円四ッ足向付  
20×12.5×3.8㎝（40入・陶） 2,880円
ミ011-047 手造り朝鮮唐津丸千代口  
φ7.2×3.5㎝（150入・陶） 1,170円

ハ011-057 氷光刺身鉢（ガラス） φ14.5×5.6㎝（3×12入）（ガラス）  2,950円
ハ011-067 10㎝ギンス（ガラス） φ10㎝（100入）（ガラス）  1,800円
ハ011-077 氷光千代口（ガラス） φ7×3㎝（5×18入）（ガラス）  1,880円

ア011-087 赤絵竹型向付  
23×11.5×3.7㎝（40入・強） 2,900円
ア011-097 赤絵三ッ足千代口珍味  
φ7.8×3㎝（160入・強） 1,400円

ミ011-107 ルリ千鳥瓢形向付  
20.5×12.5×6.3㎝（30入・磁） 3,250円
ミ011-117 ルリ千鳥丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 730円

ア011-127 交趾唐草高台刺身鉢  
φ16.5×6.8㎝（40入・磁） 3,150円
ア011-137 交趾唐草千代口  
φ8.6×3㎝（120入・磁） 1,300円

タ011-147 ブルー吹彫刻天皿  
φ18×4㎝（30入・磁）（有田焼） 3,080円
タ011-157 ブルー吹彫刻呑水  
φ9×3㎝（100入・磁）（有田焼） 1,100円

ロ011-167 青白磁藍流し刺身鉢  
18.5×14.3×5.8㎝（40入・強） 3,040円
ロ011-177 青白磁藍流し千代口  
9.5×7.8×4㎝（120入・強） 1,280円

キ011-187 金結晶三ツ押高台刺身皿  
φ16.7×7.5㎝（40入・磁） 3,050円
キ011-197 金結晶三ツ足千代口  
φ9.4×3.4㎝（150入・磁） 680円

ミ011-207 備前風丸高台向付  
φ15.5×3㎝（30入・陶） 2,780円
ミ011-217 備前風千代口  
φ7.5×3㎝（120入・陶） 1,500円

ウ011-227 赤楽金彩平向付  
φ18×5.5㎝（40入・強） 3,000円
ウ011-237 赤楽金彩平千代口  
φ9×3㎝（100入・強） 1,100円

ト011-247 息吹ちぎり 刺身鉢  
23×14×4㎝（50入・磁） 1,850円
ト011-257 息吹ちぎり 千代口  
10.6×8.6×3㎝（160入・磁） 720円

ツ011-267 コスモ（シルバー）反高台向付  
φ17×8㎝（40入・磁） 3,000円
ツ011-277 コスモ（シルバー）丸千代口  
φ6.7×3㎝（120入・磁） 900円

キ011-287 一珍赤釉金線高台四方向付  
14×14×4.6㎝（40入・磁） 2,950円
キ011-297 赤釉丸千代口  
φ6.2×3.3㎝（120入・磁） 680円

ミ011-307 ピンクラスター花形高台向付  
17.5×13.6×5.8㎝（40入・磁） 2,950円
ミ011-317 ピンクラスター丸千代口  
6.7×3㎝（200入・磁） 830円

ア011-327 二色吹き三ツ割刺身鉢  
φ16×5.7㎝（40入・磁） 3,000円
ア011-337 二色吹き丸千代口  
φ6.8×3㎝（160入・磁） 750円
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オ012-017 八角高台祥瑞刺身鉢 15.8×6.2㎝（40入・磁）  3,000円
オ012-027 祥瑞八角小鉢 12.4×6㎝（60入・磁）  2,350円
オ012-037 八角高台祥瑞千代口 8.5×4.3㎝（200入・磁）  1,400円

ミ012-047 青白金彩前菜皿  
17×17㎝（60入・磁） 2,800円
ミ012-057 青白金彩丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 1,100円

ロ012-067 魚画楕円向付  
16.3×13.6×5.3㎝（40入・強） 2,380円
ロ012-077 呉須一筆丸千代口  
φ6.8×3㎝（120入・強） 680円

ツ012-087 黄磁切立6.5平皿  
φ20.8×2㎝（40入・陶） 2,900円
ツ012-097 黄磁切立3.3平皿  
φ9×2㎝（120入・陶） 1,200円

ミ012-107 秋草金タタキ正角前菜皿  
18×18×1.7㎝（40入・磁） 2,700円
ミ012-117 秋草金タタキ正角千代口  
6.7×6.7×2.8㎝（150入・磁） 930円

ミ012-127 灰釉アワビ向付  
16.2×13.5×5.7㎝（40入・磁） 2,850円
ミ012-137 灰釉アワビ丸千代口  
φ7.5×3.5㎝（150入・磁） 980円

ロ012-147 黄輝葉型刺身鉢  
28.5×12.2×3.3㎝（40入・強） 2,330円
ロ012-157 黄輝丸千代口  
φ7×3㎝（120入・強） 680円

ミ012-167 青白磁末広刺身皿  
21×16.6×8.5㎝（30入・磁） 3,000円
ミ012-177 青白磁丸千代口  
φ6.2×2.8㎝（150入・磁） 730円

ウ012-187 錦春秋平向付  
φ18×5.5㎝（40入・強） 3,100円
ウ012-197 錦春秋平千代口  
φ9×3㎝（100入・強）（イングレ） 1,050円

ミ012-207 染錦波千鳥45高台皿  
13.5×13.5×6.5㎝（30入・磁） 2,650円
ミ012-217 染錦波千鳥丸千代口  
φ6.7×3㎝（150入・磁） 900円

ミ012-227 花つなぎ 正角前菜皿  
18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 2,780円
ミ012-237 朱巻 丸千代口  
φ6.2×3㎝（200入・磁） 700円

ネ012-247 信楽金銀彩なぶり向付  
φ15×5㎝（40入・磁） 2,500円
ネ012-257 信楽金銀彩千代口  
φ6.5×3㎝（40入・磁） 1,050円

キ012-267 一珍白磁プラチナ線高台四方向付  
14×14×4.6㎝（40入・磁） 2,750円
キ012-277 白磁丸千代口  
φ6.2×3.3㎝（120入・磁） 600円

テ012-287 粉引メ入三ツ押向付  
16×5㎝（60入・陶） 2,800円
テ012-297 粉引メ入三ツ押千代口  
8.5×3㎝（100入・陶） 1,000円

ツ012-307 深青海青磁透し刺身鉢  
φ15.3×6.4㎝（40入・強） 2,750円
ツ012-317 深青海青磁透し千代口  
φ7.7×3.8㎝（150入・強） 950円

ユ012-327 カスリ銀彩 楕円向付（黒）  
16.5×15×5㎝（60入・磁） 1,700円
ユ012-337 カスリ銀彩 千代口ボール（黒）  
φ8.2×3.6㎝（100入・磁） 750円

キ012-347 渕錆マリンブルー八角中鉢  
φ15×5.2㎝（40入・磁） 2,650円
キ012-357 渕錆マリンブルー丸千代口  
φ6.3×3.3㎝（150入・磁） 950円

ミ012-367 ピンク白吹 高台 楕円皿  
23.7×12.8×4.3㎝（40入・磁） 2,650円
ミ012-377 ピンク白吹 丸千代口  
φ6.7×3㎝（200入・磁） 830円

ツ012-387 炭化土四方上り向付  
17.5×15.5×4.3㎝（40入・陶） 2,850円
ツ012-397 炭化土丸千代口  
φ6.8×2.6㎝（200入・陶） 830円

ユ012-407 刷毛金彩 楕円向付（白）  
16.5×15×5㎝（60入・磁） 1,700円
ユ012-417 刷毛金彩 千代口ボール（白）  
φ8.2×3.6㎝（100入・磁） 750円
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ト013-017 灰釉荒土切立6.5皿  
φ20×2.5㎝（24入・磁） 2,700円
ト013-027 灰釉荒土千代口  
φ8.8×2.2㎝（160入・磁） 1,100円

イ013-037 白土孔雀トチリ 刺身鉢  
φ17.5×4.8㎝（60入・陶） 2,600円
イ013-047 白土孔雀トチリ 丸千代口  
φ7×3.4㎝（120入・磁） 1,150円

テ013-057 赤吹きサビ5.0鉢  
φ15×4.3㎝（60入・陶） 2,700円
テ013-067 赤吹きサビ千代口  
φ8.8×3㎝（120入・陶） 1,350円

テ013-077 金彩深緑向付  
15×4㎝（60入・磁） 2,800円
テ013-087 深緑丸千代口  
φ6.2×3㎝（120入・磁） 850円

ト013-097 角渕サビ刺身鉢  
16.7×16.7×4.6㎝（40入・磁） 2,150円
ト013-107 角渕サビ長角千代口  
8.8×6.5×2.5㎝（200入・磁） 830円

ロ013-117 窯変マットブルー 反り楕円ボール 大  
19.6×14.8×4.5㎝（40入・陶） 1,700円
ロ013-127 窯変マットブルー 反り楕円ボール 小  
10.2×7.8×2.5㎝（120入・陶） 680円

ミ013-137 呉須吹透し高台皿  
φ18.5×3㎝（30入・磁） 2,550円
ミ013-147 呉須吹透し丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 650円

ミ013-157 紫白吹 四ッ重ね 前菜皿  
20.5×20.5×2.5㎝（40入・磁） 2,450円
ミ013-167 紫白吹 丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 700円

ト013-177 赤 黒巻彫角大皿  
18×18×1.4㎝（30入・磁） 2,450円
ト013-187 赤 黒巻彫角チョク  
6.7×6.7×2.8㎝（150入・磁） 920円

テ013-197 青地輪花向付  
16×5.5㎝（60入・磁） 2,650円
テ013-207 青地輪花千代口  
8×3.3㎝（120入・磁） 980円

ト013-217 白萩深鉢  
φ14.7×6.2㎝（50入・陶） 2,300円
ト013-227 白萩千代口  
φ9.7×2.8㎝（160入・陶） 800円

ミ013-237 黄釉流水花形向付  
15×4.5㎝（60入・磁） 2,450円
ミ013-247 黄釉流水丸千代口  
φ6.4×3.1㎝（200入・磁） 930円

ツ013-257 紅黒炭三ッ足両切向付  
19×13×6.7㎝（30入・陶） 2,400円
ツ013-267 紅黒炭三ッ足両切丸千代口  
φ7×3.5㎝（120入・陶） 1,050円

オ013-277 粉引あらしやま楕円向付鉢  
15.8×14.5×4.3㎝（40入・磁） 2,600円
オ013-287 粉引あらしやま千代口  
10.2×9.2×3㎝（200入・磁） 1,670円

ミ013-297 かいらぎ舟型向付  
22×10×4.5㎝（30入・陶） 2,600円
ミ013-307 かいらぎ丸千代口  
φ8.3×3㎝（150入・陶） 1,050円

オ013-317 黄釉グリーン梅型向付  
φ15.5×4.7㎝（60入・磁） 2,600円
オ013-327 黄釉グリーン梅型千代口  
8.1×3.3㎝（200入・磁） 1,050円

ト013-337 紺結晶刺身鉢  
φ17×4㎝（60入・陶） 2,400円
ト013-347 紺結晶千代口  
φ8.5×2.7㎝（160入・陶） 1,350円

ト013-357 黄釉グリーン流し向付  
15.8×13.5×5.5㎝（60入・磁） 2,300円
ト013-367 黄釉グリーン流し千代口  
8.8×6.8×3㎝（200入・磁） 1,100円

ト013-377 炭化手ひねり5.5向付  
17×16×3.2㎝（50入・陶） 2,400円
ト013-387 炭化豆皿  
φ8×2㎝（160入・陶） 1,200円

イ013-397 りんか茶練16ボール  
φ16.5×5㎝（30入・磁） 2,400円
イ013-407 りんか茶練8ボール  
φ8.5×3.3㎝（100入・磁） 950円
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ア014-017 白吹瀬戸黒向付  
16.3×13.3×5.3㎝（50入・磁） 2,500円
ア014-027 白吹瀬戸黒丸千代口  
φ6.7×3㎝（160入・磁） 700円

ホ014-037 織部竹型向付  
22.5×9.5×4㎝（36入・陶） 2,500円
ホ014-047 織部竹型千代口  
10.8×6.5×2㎝（80入・陶） 1,080円

ト014-057 白灰釉玉渕刺身鉢  
φ14.9×6㎝（40入・陶） 1,900円
ト014-067 白灰釉玉渕千代口  
φ6.8×3.4㎝（160入・陶） 950円

ミ014-077 鳴海青地菊型向付  
17×12.4×5.8㎝（40入・磁） 2,380円
ミ014-087 鳴海青地丸千代口  
φ6.8×3.3㎝（150入・磁） 950円

ツ014-097 青白磁高台刺身鉢  
φ15.7×4.7㎝（40入・磁） 2,450円
ツ014-107 青白磁丸千代口  
φ6.6×3㎝（200入・磁） 790円

ユ014-117 金結晶 向付  
φ15×5㎝（60入・磁） 1,800円
ユ014-127 金結晶 千代口  
φ9×3㎝（80入・磁） 1,000円

オ014-137 罫書紅梅5.5四方鉢  
15.5×15.5×7.7㎝（30入・磁） 2,500円
オ014-147 罫書紅梅3.3四方鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（120入・磁） 1,150円

ホ014-157 銀河四方上長角皿  
23×11.2×2.2㎝（40入・強） 2,400円
ホ014-167 銀河スタック千代口  
φ6.5×2.5㎝（160入・強） 800円

ミ014-177 平成二色吹 たわみ刺身鉢  
15.2×13.8×6㎝（60入・磁） 1,750円
ミ014-187 平成二色吹 丸千代口  
φ6.2×3㎝（150入・磁） 750円

ユ014-197 カイラギ織部散し 三ッ足6.0皿  
18.5×18.3×4㎝（40入・磁） 1,600円
ユ014-207 カイラギ織部散し 三ッ足3.0皿  
9.5×9.5×3.2㎝（100入・磁） 600円

ミ014-217 花唐草刺身鉢  
φ14×6㎝（60入・磁） 2,350円
ミ014-227 花唐草刺身千代口  
φ8×3.7㎝（150入・磁） 780円

ミ014-237 ほのかなぶり向付  
15.5×15.1×5.3㎝（60入・磁） 1,550円
ミ014-247 ほのか丸千代口  
φ6.3×3㎝（180入・磁） 700円

ミ014-257 鳴海青地三ツ足向付  
φ15.3×5.2㎝（40入・磁） 2,150円
ミ014-267 鳴海青地三ツ足千代口  
φ8.7×3.2㎝（150入・磁） 950円

キ014-277 信楽織部 たわみ型向付  
16.6×15.1×5㎝（40入・磁） 1,350円
キ014-287 信楽織部 丸千代口  
φ7.2×3㎝（150入・磁） 650円

イ014-297 銀黒回角平鉢  
16.5×16.5×4.5㎝（40入・磁） 2,300円
イ014-307 銀黒回角猪口  
8.5×6.5×2.5㎝（200入・磁） 790円

テ014-317 黄青磁花形刺身鉢  
16.8×3.8㎝（60入・磁） 2,300円
テ014-327 黄青磁花形千代口  
8×3㎝（120入・磁） 900円

キ014-337 あずき釉 ひねり型向付  
18.9×11.6×6.2㎝（40入・磁） 1,250円
キ014-347 あずき釉 丸千代口  
φ7.2×3㎝（150入・磁） 650円

テ014-357 赤楽黒吹向付  
φ15.5×4.3㎝（60入・陶） 2,300円
テ014-367 赤楽黒吹千代口  
φ9.5×2.7㎝（120入・陶） 980円

ト014-377 うのふ刺身鉢  
φ16×5㎝（60入・陶） 2,000円
ト014-387 うのふ千代口  
φ8.5×2.5㎝（200入・陶） 780円

ミ014-397 ヒワ見込白刺身皿  
22.5×18×2.7㎝（50入・磁） 2,050円
ミ014-407 ヒワ見込白丸千代口  
6.3×3㎝（200入・磁） 650円
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ヤ015-017 椿染錦三つ足刺身鉢  
φ16×5.5㎝（50入・磁） 1,800円
ヤ015-027 椿染錦三つ足千代口  
φ9.3×3.6㎝（120入・磁） 1,300円

ロ015-037 黄白刺身鉢  
φ15.8×4.3㎝（40入・強） 2,130円
ロ015-047 黄白丸千代口  
φ6.9×3.2㎝（120入・強） 690円

オ015-057 青地流水彫7.0皿 22×6.3×3.7㎝（40入・磁）  2,100円
オ015-067 青地流水彫6.0皿 18.5×13.8×4㎝（50入・磁）  1,850円
オ015-077 青地流水彫丸千代口 φ6.7×3㎝（200入・磁）  980円

ミ015-087 伊賀釉高台6.0皿  
φ19.4×6.3㎝（30入・陶） 1,870円
ミ015-097 伊賀釉高台千代口  
φ8.5×4㎝（120入・陶） 420円

キ015-107 ピンク吹 たわみ型向付  
16.6×15.1×5㎝（40入・磁） 1,350円
キ015-117 ピンク吹 丸千代口  
φ7.2×3㎝（150入・磁） 650円

ツ015-127 ゴス巻平向付  
φ15.7×4.2㎝（60入・陶） 2,050円
ツ015-137 ゴス巻丸千代口  
φ8×3㎝（150入・陶） 770円

ミ015-147 花カゴ向付  
14.5×14×5.2㎝（60入・磁） 2,050円
ミ015-157 花カゴ千代口  
9.3×9×2.7㎝（150入・磁） 980円

ト015-167 灰釉流し刺身鉢  
φ15×4.5㎝（60入・陶） 1,900円
ト015-177 灰釉流し千代口  
φ8.6×3.2㎝（200入・陶） 950円

ト015-187 銀彩ちらし三ツ足向付  
14.5×13.8×5.2㎝（60入・磁） 2,050円
ト015-197 銀彩ちらし千代口  
φ9.1×2.5㎝（160入・磁） 1,050円

ロ015-207 白吹黒水晶片口5.0鉢  
15.1×14.8×4.4㎝（60入・強） 1,660円
ロ015-217 白吹黒水晶片口豆鉢  
8.9×8.7×3.5㎝（120入・強） 860円

ロ015-227 粉引塗分け5.5三角皿  
16.2×16×4㎝（40入・強） 2,120円
ロ015-237 粉引塗分け三角小皿  
8.5×8.5×2.8㎝（120入・強） 1,230円

ト015-247 翠玉ろくべ5.5向付  
φ16.5×4㎝（50入・磁） 1,850円
ト015-257 翠玉タタラ型丸千代口  
φ8.3×2.7㎝（150入・磁） 650円

ツ015-267 かいらぎ両切刺身鉢  
15.2×17×6.6㎝（50入・陶） 1,950円
ツ015-277 かいらぎ丸千代口  
φ7×3.2㎝（200入・陶） 650円

ヤ015-287 茶しぶき21㎝三角鉢  
21×16.5×8㎝（40入・磁）（刺身組） 1,900円
ヤ015-297 茶しぶきちぎり角小付  
10.5×8.5×2.8㎝（60入・磁）（刺身組） 650円

ロ015-307 黄瀬戸織部刺身鉢  
φ16.4×3.4㎝（40入・強） 1,940円
ロ015-317 黄瀬戸織部丸千代久  
φ6.7×2.5㎝（120入・強） 810円

ロ015-327 青い花 刺身鉢  
φ15×4.5㎝（40入・強） 1,700円
ロ015-337 青い花 千代口  
φ9×3.2㎝（100入・強） 760円

ト015-347 呉須刷毛ちぎり向付  
17.8×14×7.4㎝（50入・磁） 1,850円
ト015-357 呉須刷毛丸千代口  
φ6.8×3.2㎝（200入・磁） 900円

ア015-367 美濃岩石刺身皿  
21.5×12.6×3.3㎝（50入・陶） 1,950円
ア015-377 美濃岩石千代口  
φ9×3.7㎝（160入・陶） 700円

ミ015-387 渕サビグリーン吹前菜皿  
17×17㎝（60入・磁） 1,780円
ミ015-397 渕サビグリーン吹丸千代口  
φ6.5×3㎝（200入・磁） 650円

ロ015-407 葵高台刺身鉢  
φ15.5×6.4㎝（40入・磁） 1,790円
ロ015-417 葵丸千代口  
9×2.9㎝（120入・磁） 270円
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ロ016-017 赤釉掛玉渕刺身鉢  
φ14.9×4.2㎝（40入・磁） 1,940円
ロ016-027 赤釉掛丸千代口  
φ8.8×3.2㎝（120入・磁） 590円

ロ016-037 黒釉唐草高台刺身鉢  
φ15.5×6.4㎝（40入・磁） 1,780円
ロ016-047 黒釉唐草丸千代口  
φ9×2.8㎝（120入・磁） 370円

キ016-057 青彩葉型向付  
20.3×11×6.5㎝（40入・磁） 1,680円
キ016-067 青彩葉型千代口  
11.8×7.5×3.8㎝（150入・磁） 780円

ミ016-077 深海青磁流水彫7.0皿 22×16.5×4㎝（30入・磁）  1,750円
ミ016-087 深海青磁流水彫向付 18×13.7×4㎝（40入・磁）  1,650円
ミ016-097 深海青磁流水彫丸千代口 φ6.5×3㎝（150入・磁）  650円

ミ016-107 手書きぶどうスカシ高台皿  
φ18.5×3㎝（30入・磁） 1,750円
ミ016-117 手書きぶどう丸千代口  
φ6.3×3㎝（200入・磁） 600円

ユ016-127 古染唐草刺身鉢  
φ15×6.5㎝（40入・磁） 1,870円
ユ016-137 古染唐草千代口  
φ8×4㎝（100入・磁） 680円

ツ016-147 ちぎり吹墨5.5向付  
18×14.5×7.5㎝（40入・強） 1,700円
ツ016-157 ちぎり吹墨丸千代口  
φ6.7×3.2㎝（200入・強） 830円

ロ016-167 あけぼの 岩型刺身鉢  
19.5×14×4.5㎝（40入・強） 1,860円
ロ016-177 あけぼの 岩型千代口  
11×8×3㎝（100入・強） 730円

ホ016-187 墨吹菊形高台皿  
φ15.5×4㎝（50入・磁） 1,650円
ホ016-197 墨吹菊形千代口  
φ6.8×2.8㎝（150入・磁） 600円

タ016-207 粉引5.5平鉢  
φ17×4.7㎝（40入・磁） 1,630円
タ016-217 粉引丸千代口  
φ9×3.3㎝（100入・磁） 550円

キ016-227 ヒワ釉錆流しなぶり向付  
15.4×15.1×5.3㎝（40入・磁） 1,680円
キ016-237 ヒワ釉錆流し丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 780円

キ016-247 白マット呉須散らしなぶり向付  
15.4×15.1×5.3㎝（40入・磁） 1,680円
キ016-257 白マット呉須散らし丸千代口  
φ6.3×3㎝（150入・磁） 780円

ロ016-267 緑青磁5.0正角鉢  
15.3×15×2.7㎝（60入・強） 1,660円
ロ016-277 緑青磁3.0正角千代口  
7.9×7.9×2.5㎝（150入・強） 860円

タ016-287 銀彩刺身鉢  
φ17×4.5㎝（40入・磁） 1,670円
タ016-297 銀彩千代口  
φ9×3.5㎝（100入・磁） 590円

ユ016-307 淡雪二色吹向付  
φ15.5×5.3㎝（40入・磁） 1,700円
ユ016-317 淡雪二色吹丸千代口  
φ6.8×3㎝（120入・磁） 630円

ロ016-327 緑釉吹反刺身鉢  
φ14.7×4.4㎝（40入・磁） 1,660円
ロ016-337 緑釉吹反千代久  
φ7.6×2.8㎝（120入・磁） 890円
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オ017-017 白天目流し渕立刺身鉢  
16×6.2㎝（40入・磁） 1,580円
オ017-027 白天目流し渕立千代口  
8.2×4.5㎝（150入・磁） 580円

ト017-037 春雪角刺身鉢  
18.5×18.5×3.5㎝（40入・磁） 1,520円
ト017-047 春雪角千代口  
10×10×3㎝（120入・磁） 950円

タ017-057 紅三角たたら皿  
21.2×17.9×3.7㎝（40入・陶） 1,400円
タ017-067 紅角千代口  
7.4×7.4×3.3㎝（120入・陶） 610円

ロ017-077 青白釉刺身鉢  
φ15.2×3.9㎝（40入・磁） 1,620円
ロ017-087 青白釉丸千代口  
φ8.2×2㎝（120入・磁） 450円

ロ017-097 緑彩刺身鉢  
φ17.3×4.6㎝（40入・磁） 1,500円
ロ017-107 緑彩千代口  
φ9.4×3.8㎝（120入・磁） 710円

タ017-117 紅5.5浅鉢  
18×17.4×4.3㎝（40入・陶） 1,550円
タ017-127 紅3.0片口鉢  
9.7×9.3×3.5㎝（120入・陶） 750円

チ017-137 ヒワ青磁唐草彫向付  
φ15.2×4.5㎝（100入・磁） 1,400円
チ017-147 ヒワ青磁唐草彫千代口  
φ8.6×3.2㎝（200入・磁） 490円

ロ017-157 ぬくもり小判型6.0鉢 18.6×13.3×4.1㎝（40入・磁）  1,500円
ロ017-167 ぬくもり小判型5.0鉢 16.2×12.8×3.6㎝（60入・磁）  1,370円
ロ017-177 ぬくもり小判型3.0鉢 9.3×6.7×2.6㎝（120入・磁）  740円

ヤ017-187 古染布目笹刺身鉢  
15.7×6㎝（50入・磁） 1,400円
ヤ017-197 古染布目笹丸千代口  
8.2×3㎝（160入・磁） 530円

イ017-207 鉄結晶扇中鉢  
17.5×16.5×5.4㎝（60入・磁） 1,250円
イ017-217 鉄結晶扇千代口  
8.4×7.3×3.1㎝（180入・磁） 550円

ヤ017-227 かすりひねり向付  
16.5×15×5㎝（50入・磁） 1,380円
ヤ017-237 かすりひねり千代口  
9×8.2×3.3㎝（120入・磁） 630円

イ017-247 鉄結晶翔大鉢  
17.5×16×5.2㎝（60入・磁） 1,250円
イ017-257 鉄結晶翔千代口  
9.8×8.6×3.3㎝（180入・磁） 550円

キ017-267 アメ釉 三ッ足楕円向付  
19.6×9×5.2㎝（40入・磁） 1,280円
キ017-277 アメ釉 楕円小付  
9.7×7.3×3.7㎝（150入・磁） 480円

ユ017-287 ゆらり十草（青）5.0鉢  
φ15×6㎝（40入・磁） 1,450円
ユ017-297 ゆらり十草（青）千代口  
φ8.3×4㎝（100入・磁） 570円

ホ017-307 織部木ノ葉5.5刺身鉢  
20×11×6㎝（50入・磁） 1,480円
ホ017-317 織部木ノ葉刺身千代口  
11.5×7.5×4㎝（80入・磁） 700円

キ017-327 織部 三ッ足楕円向付  
19.6×9×5.2㎝（40入・磁） 1,280円
キ017-337 織部 楕円小付  
9.7×7.3×3.7㎝（150入・磁） 480円

カ017-347 菊割筋刺身鉢  
φ15×4.8㎝（30入・磁） 1,400円
カ017-357 菊割筋千代口  
φ7.8×3.4㎝（120入・磁） 880円

ヤ017-367 石焼織部笹刺身丼  
14.4×14.4㎝（40入・磁） 1,300円
ヤ017-377 石焼織部笹深口千代口  
7.3×7.3㎝（120入・磁） 480円

ユ017-387 金結晶 楕円向付  
16×15×5㎝（60入・磁） 1,150円
ユ017-397 金結晶 波千代口  
φ8.2×3.6㎝（100入・磁） 530円

ユ017-407 カイラギ織部散し 5.5皿  
φ16.5×2.8㎝（60入・磁） 1,100円
ユ017-417 カイラギ織部散し 波千代口  
φ8.2×3.2㎝（100入・磁） 550円
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キ018-017 黒渦 三ッ足向付  
φ15.5×4.7㎝（40入・磁） 1,100円
キ018-027 黒渦 三ッ足千代口  
φ9.9×3㎝（150入・磁） 480円

カ018-037 白吹天目扇中鉢  
17.5×16.4×4.8㎝（50入・磁） 1,250円
カ018-047 白吹天目扇千代口  
8.3×7.3×2.8㎝（200入・磁） 630円

ツ018-057 白釉黒一珍四方上り鉢（中）  
16×16×5.5㎝（50入・磁） 1,250円
ツ018-067 白釉黒一珍四方上り鉢千代口  
8.8×8.8×4.5㎝（120入・磁） 620円

ホ018-077 有明変形刺身鉢  
16×15×4.5㎝（60入・磁） 1,300円
ホ018-087 有明黒千代口  
7.5×7.5×3.2㎝（140入・磁） 550円

ア018-097 四方十草刺身鉢  
φ13.5×5㎝（60入・磁） 1,200円
ア018-107 四方十草丸千代口  
φ7.8×3㎝（160入・磁） 580円

タ018-117 黒備前三ツ足向付  
20.5×20×4.8㎝（40入・陶） 1,250円
タ018-127 黒備前三ツ足千代口  
9.3×9×2.7㎝（160入・陶） 340円

ア018-137 吹墨三足向付  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 1,300円
ア018-147 吹墨丸千代口  
φ8×2.7㎝（120入・磁） 600円

タ018-157 青白磁うず潮向付  
φ15×4.3㎝（40入・磁） 1,100円
タ018-167 青白磁うず潮千代口  
9.3×8.3×3.5㎝（100入・磁） 550円

ホ018-177 粉引織部流向付  
φ15.2×4.5㎝（60入・磁） 1,200円
ホ018-187 粉引織部流千代口  
φ8×2.5㎝（180入・磁） 500円

ア018-197 深海三ツ足向付  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 1,260円
ア018-207 深海丸千代口  
φ8×2.7㎝（140入・磁） 600円

イ018-217 もえぎ輪花向付  
φ15×4.2㎝（60入・磁） 1,250円
イ018-227 もえぎ千代口  
φ8.5×3㎝（200入・磁） 440円

ア018-237 風車三ツ足刺身鉢  
φ15.5×4.5㎝（60入・磁） 1,180円
ア018-247 風車三ツ足3.0鉢  
φ10×3㎝（160入・磁） 520円

ヤ018-257 雪輪型花鳥刺身鉢  
φ15.5×5㎝（40入・磁） 1,100円
ヤ018-267 雪輪型花鳥千代口  
φ8.5×3.2㎝（120入・磁） 480円

ユ018-277 黒銀点紋片口鉢  
17×16×5.2㎝（60入・磁） 980円
ユ018-287 黒銀点紋3.0小皿  
φ7.8×2.3㎝（100入・磁） 390円

ア018-297 深海四ツ足角刺身鉢  
15×15×5㎝（40入・磁） 950円
ア018-307 深海四ツ足角千代口  
8.2×8.2×3㎝（160入・磁） 550円

ア018-317 渦潮刺身皿  
18.2×14.7×2.7㎝（60入・磁） 960円
ア018-327 渦潮角千代口  
8×3.3㎝（40入・磁） 430円

ハ018-337 吹あそび石目5.0鉢  
φ16.5×4.3㎝（80入・磁） 1,080円
ハ018-347 吹あそび石目3.3鉢  
φ11×3㎝（160入・磁） 600円

ツ018-357 黒志野四つ足刺身鉢  
15.5×15.5×5.5㎝（50入・磁） 920円
ツ018-367 黒志野四つ足千代口  
8.5×8.5×3㎝（150入・磁） 530円

イ018-377 黒備前ボール大  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 600円
イ018-387 黒備前千代口  
φ8×2.5㎝（200入・磁） 440円

ミ018-397 白唐津深口正角皿  
16.7×16.7×3.8㎝（60入・磁） 750円
ミ018-407 白唐津深口正角千代口  
7.3×7.3×3㎝（180入・磁） 320円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Soy Sauce Plate 千代口

ホ019-017 
赤絵花紋梅型丸千代口  
φ9×3.5㎝
（160入・強）
980円

ア019-027 
青空豆皿  
10.3×9×2.6㎝
（120入・磁）
730円

ア019-037 
武蔵野切立珍味  
φ6.3×3㎝
（160入・磁）
950円

ホ019-047 
赤絵みのり新丸千代口（スタック型）  
6.6×2.5㎝
（160入・強）
980円

ト019-057 
呉須赤 7㎝角千代口  
7×7×2.4㎝
（200入・磁）
740円

メ019-067 
灰釉2.6珍味入  
φ7.8×3㎝
（250入・陶）
810円

メ019-077 
黒窯変刷毛目珍味入  
φ7.8×3㎝
（250入・陶）
810円

キ019-087 
呉須流し 丸珍味  
φ7.2×3㎝
（150入・磁）
650円

タ019-097 
深海7㎝千代口  
φ7.1×3㎝
（120入・磁）
630円

タ019-107 
琥珀7㎝千代口  
φ7×2.8㎝
（120入・磁）
580円

ア019-117 
黄釉丸千代口  
φ8×2.8㎝
（160入・磁）
650円

テ019-127 
焼き締豆千代口  
φ6.8×2.5㎝
（200入・陶）
620円

テ019-137 
アメかいらぎ豆千代口  
φ6.8×2.5㎝
（200入・陶）
620円

テ019-147 
ヒワかいらぎ豆千代口  
φ6.8×2.5㎝
（200入・陶）
620円

カ019-157 
白天目麦丸千代口  
φ8×3.5㎝
（120入・陶）
580円

チ019-167 
青磁千段切立千代口  
φ6.6×3㎝
（180入・強）
620円

チ019-177 
黄千段切立千代口  
φ6.6×3㎝
（180入・強）
620円

タ019-187 
もえぎ正角千代口  
8×8×2.8㎝
（120入・磁）
550円

チ019-197 
黒伊賀丸千代口  
φ6.6×3㎝
（120入・磁）
530円

ツ019-207 
青白磁トチリ千代口  
φ8.3×4㎝
（200入・磁）
600円

ホ019-217 
吹墨八角スタック珍味  
φ6.5×3㎝
（160入・磁）
580円

キ019-227 
黒備前荒彫角千代口  
8.1×8.1×2.6㎝
（160入・磁）
550円

イ019-237 
青磁角千代口  
8.6×8.6×3.3㎝
（150入・磁）
540円

ホ019-247 
金結晶角千代口  
8×8×2.8㎝
（200入・磁）
560円

タ019-257 
春雪豆千代口  
9×8.5×3.5㎝
（120入・陶）
430円

ツ019-267 
粉引ライン 千代口ボール  
φ8.3×3.8㎝
（100入・磁）
460円

チ019-277 
黄釉丸千代口  
φ6×3.2㎝
（200入・磁）
490円

ウ019-287 
格子織部千代口  
φ9×6×2.5㎝
（100入・磁）
510円

タ019-297 
田園豆千代口  
8.8×8.4×3.3㎝
（120入・陶）
390円

チ019-307 
黒伊賀吹角小付  
7.4×7.4×3.2㎝
（140入・磁）
430円

チ019-317 
黒伊賀梅型小付  
8.3×3㎝
（120入・磁）
430円

ア019-327 
窯変粉引き削ぎ小皿千代口  
φ8.2×2.4㎝
（200入・磁）
500円

ホ019-337 
赤銀彩おとおし千代口  
φ8.2×3.7㎝
（140入・磁）
450円

ホ019-347 
灰釉丸千代口（スタック型）  
φ7×3.3㎝
（160入・磁）
400円

ホ019-357 
渕サビ粉引千代口  
φ8.3×3㎝
（200入・磁）
420円

イ019-367 
里山織部丸千代口  
φ8.3×3㎝
（200入・磁）
400円

ト019-377 
アカネ丸千代口  
φ8.2×3㎝
（160入・磁）
380円

ト019-387 
スカイ丸千代口  
φ8.2×3㎝
（160入・磁）
380円

ロ019-397 
粉引黒オリベ流し天目型小付  
φ8×3.5㎝
（150入・磁）
480円

ヤ019-407 
桜志野豆千代口  
9×8.5×3.3㎝
（180入・磁）
380円

ト019-417 
アカネ角千代口  
7.2×7.2×2.5㎝
（160入・磁）
380円

イ019-427 
金彩雲丸千代口  
φ8.3×3㎝
（200入・磁）
380円

イ019-437 
油滴グリン掛3.0千代口  
φ8.7×3.6㎝
（150入・陶）
380円

ミ019-447 
白雲正角珍味  
7.3×7.3×3㎝
（180入・磁）
320円

ミ019-457 
萩志野花形珍味  
φ8.5×3.2㎝
（180入・磁）
320円

キ019-467 
美濃伊賀黄瀬戸吹渦型小付  
φ8.5×3.5㎝
（180入・磁）
320円

オ019-477 
錆ススキ角鉢角千代口  
7.6×7.6×2.3㎝
（150入・磁）（美濃焼）
360円

ア019-487 
黒結晶三つ足小付  
φ8.3×4㎝
（160入・磁）
280円

ネ019-497 
黒丸珍味 小  
φ6.5×2.8㎝
（200入・磁）
250円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

イ020-017 玉山織部丸鉢  
φ14.2×5㎝（30入・陶） 5,300円

カ020-027 粉引花鳥三ツ足鉢  
15.5×15.5×5.8㎝（40入・陶） 6,800円

カ020-037 シブ入中落中鉢  
φ21×5.8㎝（30入・陶） 6,600円

ミ020-047 絵唐津福紋6.5鉢  
19.5×19.5×8㎝（30入・陶） 6,350円

ミ020-057 備前風 かまくら手さげ皿（大）  
15×13×11㎝（30入・陶） 4,980円

カ020-067 粉引花鳥8.0角鉢  
18.5×18.5×5.5㎝（20入・陶） 12,000円

メ020-077 灰釉ボタモチ四角鉢  
15.5×15.5×3.5㎝（40入・陶） 4,750円

ミ020-087 備前風正角切立鉢  
16.5×16.5×2.5㎝（30入・陶） 4,700円
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向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

メ021-017 刷毛目6.0高台皿  
φ17×5㎝（50入・陶） 4,500円

ミ021-027 オリベ草花6寸三ツ足盛鉢  
19×17.8×7.5㎝（30入・陶） 4,900円

ホ021-037 粉引6.0多用皿（作家物）  
18.5×2.5㎝（30入・陶） 4,700円

メ021-047 暁正角向付  
14×14×3.5㎝（40入・陶） 4,900円

メ021-057 暁刷毛目向付  
φ17.7×6㎝（40入・陶） 4,900円

ハ021-067 墨流し小判皿中（ガラス）  
18×12.8×5.5㎝（36入）（ガラス） 4,800円
ハ021-077 墨流し小判皿小（ガラス）  
15×11×4.5㎝（54入）（ガラス） 4,000円

カ021-087 炭化ネイビー20㎝ディーププレート  
φ20.7×5.5㎝（30入・陶） 4,300円

ミ021-097 ラスター花ちらし手付き盛鉢  
29×17×7.7㎝（30入・磁） 4,400円

ミ021-107 NB18㎝玉子ボール  
18×17.2×12㎝（30入・磁） 4,380円

ツ021-117 粉引（26㎝）ディーププレート  
φ25.5×5㎝（15入・陶） 4,400円

ミ021-127 黒織部筒向  
φ10.8×9.5㎝（60入・陶） 4,050円

ミ021-137 手書き絵瀬戸ぶどう舟形盛鉢  
24.5×15.5×8.5㎝（30入・磁） 3,550円
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小　付

珍　味
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むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ハ022-017 水墨中鉢黒（ガラス）  
φ15×6㎝（24入）（ガラス） 4,200円

ト022-027 シルバー葉型 8.5寸向付  
25.5×14.9×5.5㎝（50入・磁） 3,850円

オ022-037 条根織部銀彩高台皿  
19.7×19.7×4㎝（40入・磁） 4,750円

ミ022-047 点紋ラスター正角向付  
20.3×20.3×2.5㎝（40入・磁） 4,900円

オ022-057 潮騒鳴門 高台皿  
φ18.3×3.5㎝（40入・磁）（美濃焼） 4,250円

ミ022-067 ラスターヒワ吹変形スカシ台付皿  
22×22×4.2㎝（40入・磁） 4,500円

ミ022-077 プラチナピンク吹変形スカシ向付  
22×22×4.2㎝（40入・磁） 4,300円

ツ022-087 藍釉 スタンドプレート  
φ19×8㎝（30入・陶） 4,400円

ト022-097 ゴールド石肌 オーバルボール  
23.3×20.5×5㎝（30入・磁） 3,450円

ミ022-107 手造り粉引華紋（土物）三ツ押盛鉢  
φ19.5×6.5㎝（30入・陶） 3,000円

ミ022-117 黒織部透し向付  
φ14.8×5.3㎝（60入・陶） 3,950円

ト022-127 炭化火色前菜皿  
20.5×21.5×3.3㎝（24入・陶） 4,150円

カ022-137 艶ホワイトスクエアー台皿  
15.5×15.5×5㎝（25入・磁） 4,200円

カ022-147 ブラックスクエアー台皿  
15.5×15.5×5㎝（25入・磁） 4,200円

ミ022-157 ルリ釉彫高台5.8深皿  
17.5×5.3㎝（40入・陶） 4,180円

ミ022-167 火色透かし丸高台皿（手造り）  
φ16×6.5㎝（40入・陶） 3,700円

オ022-177 青締古染山水楕円鉢  
17.6×14×7㎝（30入・陶） 4,250円

ホ022-187 ラスター点紋八角高台皿  
φ16.3×8.5㎝（30入・磁） 4,200円

オ022-197 志野釉赤絵楕円7.0浅鉢  
21.2×15.5×5.5㎝（40入・陶） 3,900円

カ022-207 灰釉手おこし6寸皿  
φ18.5×2.8㎝（30入・陶） 3,800円



割
烹
の
う
つ
わ

23

刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢
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小　付

珍　味

松花堂
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円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

ネ023-017 粉引刷毛反向付  
φ18.5×5.5㎝（40入・陶） 3,900円

オ023-027 織部間取りラスター彩八角高台鉢  
16.7×16.7×8.4㎝（30入・磁） 3,900円

オ023-037 赤絵短冊型三品皿  
33.8×17×1.2㎝（20入・陶） 3,650円

カ023-047 ゴールド線模様6寸皿  
φ21.3×3.3㎝（30入・磁） 3,800円

カ023-057 強化織部二枚重ね錆十草8寸盛皿  
24.3×12×6㎝（12入・陶） 4,200円

ロ023-067 呉須十草変型向付  
17.5×15×6㎝（40入・磁） 2,400円

メ023-077 炭化ボタモチ6.0楕円鉢  
18×16.5×5.5㎝（50入・陶） 3,450円

カ023-087 錆梅花皮6寸浅鉢  
20×3.5㎝（40入・陶） 3,700円

ミ023-097 黒オリベ 鉄吹丸たわみ鉢  
19.5×3.5㎝（40入・陶） 3,350円

ミ023-107 ピンクラスター折紙前菜皿  
22.5×16.8×8㎝（30入・磁） 3,650円

ミ023-117 三日月椿絵向付  
24×11.6×12㎝（30入・磁） 3,650円

ネ023-127 手描きすだれ織部おでん皿  
19×18.5×4.3㎝（30入・陶） 3,000円

カ023-137 渕金ビスクマットくくり鉢（大）  
19×5㎝（30入・磁） 3,250円
カ023-147 渕金ビスクマットくくり鉢（小）  
16×4㎝（40入・磁） 2,750円

ミ023-157 アメ釉銀彩角型向付  
16.5×16.5×4㎝（60入・陶） 3,300円

ミ023-167 織部透かしリム小鉢（手造り）  
φ16×5㎝（50入・陶） 3,250円

ミ023-177 赤絵小町 5.5平鉢  
φ17.2×5㎝（60入・陶） 3,250円

ミ023-187 プラチナ片上り向付  
18×18×8.3㎝（30入・磁） 3,550円

オ023-197 織部片口鉢  
20×17×5.5㎝（30入・陶） 3,500円

ハ023-207 黒土化粧しのぎ6.5角鉢（ブルー）  
19.5×19.5×4.3㎝（36入・陶） 2,100円

ミ023-217 黒織部竹割り盛皿  
32×14×8㎝（30入・陶） 3,500円
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円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ユ024-017 赤柚子黒結晶 6.5鉄鉢  
φ19×3.5㎝（20入・磁） 3,200円
ユ024-027 赤柚子黒結晶 5.5鉄鉢  
φ17.5×3.5㎝（20入・磁） 2,700円

ミ024-037 ピンク白吹二段向付  
21.5×19.5×7㎝（30入・磁） 3,350円

メ024-047 炭化窯変割山椒向付  
φ15×6.5㎝（60入・陶） 3,100円

ミ024-057 備前風六角高台向付  
20×17.2×4.8㎝（30入・陶） 3,000円

キ024-067 トルコブルーマット四ッ足菊彫向付  
φ17.5×4㎝（40入・磁） 3,000円

ト024-077 織部砂目高台向付  
φ17.5×7㎝（40入・陶） 3,500円

オ024-087 駒筋角高台スクエアー台皿  
15.3×15.3×4.6㎝（30入・磁） 3,500円

カ024-097 グリーン流しリム皿  
18.3×3.5㎝（30入・磁） 3,200円

ツ024-107 天目白流片口6.0丼  
19.3×18×6.2㎝（50入・陶） 3,300円
ツ024-117 天目白流片口5.0丼  
16.5×15.5×5.6㎝（60入・陶） 2,950円

ミ024-127 銀彩二色吹アーチ型前菜皿  
20×17×6.5㎝（30入・磁） 3,150円

ミ024-137 備前風 タタキ丸向付  
φ20.5×3.2㎝（40入・陶） 2,880円

ミ024-147 渕赤黄とばし アーチ皿  
16.5×11.7×4.5㎝（50入・磁） 3,050円

ツ024-157 黒釉金彩長皿  
28.8×13.9×1.9㎝（20入・磁） 3,150円

ミ024-167 ピンク一珍輪花向付  
15.5×5.2㎝（60入・磁） 3,080円

ミ024-177 白唐津細十草片口切立鉢  
19.8×17.6×5.3㎝（30入・陶） 2,900円

ミ024-187 黒織部波口6.0盛鉢  
φ18.6×6.7㎝（30入・陶） 2,780円

ツ024-197 ラスター一珍 三ツ足ちぎり向付  
18.5×13×6.7㎝（40入・磁） 2,800円

ミ024-207 ヒワ吹朱紋舟型向付  
24.8×11×3.7㎝（50入・磁） 3,050円

ミ024-217 唐草角高台向付  
15.3×15.3×4.8㎝（30入・磁） 2,950円

ミ024-227 黒織部瓜絵三ッ葉割向付  
15×12.5×5.5㎝（40入・陶） 2,950円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

ミ025-017 黒銀河多用グルメ鉢  
22.5×16.7×6㎝（40入・磁） 2,200円

ミ025-027 古染釣人 角和皿  
18×16×2.5㎝（50入・磁） 2,850円

ト025-037 渕黒金彩トチリ丸皿  
φ17×4.7㎝（40入・磁） 2,750円

タ025-047 銀彩水玉四方皿  
15.5×15.5×4.5㎝（40入・磁） 2,400円

ミ025-057 手造りモダン粉引（土物）リーフフルーツ皿  
22.4×11.2×4.2㎝（60入・陶） 1,950円

カ025-067 渕金白マットたわみ鉢（大）  
φ19.6×5.5㎝（30入・磁） 2,700円
カ025-077 渕金白マットたわみ鉢（小）  
φ16.7×4.6㎝（40入・磁） 2,200円

ト025-087 緑釉 黄流し葉型8.5寸向付  
26×15.3×6㎝（20入・陶） 2,600円

ミ025-097 濃黄葉形 向付  
25.6×15×6㎝（40入・磁） 2,300円

オ025-107 トルコカイラギなぶり平鉢  
17.5×16×4.5㎝（40入・陶） 2,500円

ト025-117 春月角渕前菜皿  
17.5×17.5×3㎝（30入・磁） 2,400円

カ025-127 黄交趾かぶ型鉢  
18.8×15.5×8㎝（40入・磁） 2,300円

ア025-137 青白磁ちぎり向付  
19.7×18.2×4.5㎝（30入・強） 2,300円

ミ025-147 ヒワ吹白唐草たわみ皿  
22.5×18×2.7㎝（50入・磁） 2,300円

ミ025-157 黒伊賀格子角鉢  
15×12.5×8.2㎝（30入・磁） 2,300円

ミ025-167 湖水乱線割山椒向付  
φ17.3×4.2㎝（50入・磁） 2,200円

ツ025-177 白釉舟型向付  
25.3×10×7.3㎝（40入・磁） 2,200円
ツ025-187 白釉舟型前菜皿  
23.2×6.2×4.5㎝（50入・磁） 1,700円

ロ025-197 葵三ツ足6.0鉢  
φ18.4×5.5㎝（40入・磁） 2,160円

ミ025-207 伊賀火だすき三ツ足丸向付  
17×3.6㎝（60入・磁） 1,950円
ミ025-217 栃塗ワンタッチ持ち手（大）  
14.3×20.2㎝（300入） 1,580円

ミ025-227 青白波彫変形皿  
18.5×18×3.8㎝（60入・磁） 1,750円

ミ025-237 黄磁菊型5.3皿  
φ16.2×4㎝（60入・磁） 1,650円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ツ026-017 あら黒 ロックプレート（中）  
21×19×4.2㎝（30入・磁） 3,500円

ト026-027 粉引ヌリ分段付6.5鉢  
φ19×5.6㎝（40入・陶） 3,600円

オ026-037 紺筋十角鉢  
16.7×15.8×6.4㎝（50入・磁）（美濃焼） 3,750円

カ026-047 伊賀炎色切立6.5平皿  
φ20.4×2.3㎝（30入・陶） 3,400円

カ026-057 半掛錆正角皿  
16.5×16.5×3.7㎝（40入・磁） 3,400円

ホ026-067 織部スジ正角皿  
17×17×3.6㎝（40入・磁） 3,380円

ア026-077 金彩織部扇型向付  
21×17.6×5.8㎝（40入・磁） 3,400円

キ026-087 黒唐津くくり鉢（大）  
φ19×5.2㎝（50入・磁） 3,200円
キ026-097 黒唐津くくり鉢（小）  
φ16×4㎝（80入・磁） 2,500円

ミ026-107 灰釉流し朝顔鉢  
15.2×14.4×8㎝（50入・磁） 3,050円

ト026-117 染付菊割輪花 6寸向付  
φ19×4㎝（60入・磁） 2,900円

ミ026-127 金流水楕円高台向付  
19.5×13.4×4.7㎝（30入・磁） 3,180円

ミ026-137 パールレッド正角皿  
16.7×16.7×3.8㎝（40入・磁） 3,150円

ツ026-147 染付一珍風車型小鉢  
28×12×5.7㎝（50入・磁） 2,900円

ト026-157 吹墨エビ六角 6寸皿  
19×16.5×3.5㎝（50入・磁） 2,800円

ト026-167 丸紋山水木甲型 向付  
18.5×14.5×3.8㎝（70入・磁） 2,750円

ミ026-177 朝鮮唐津抹茶碗  
φ12.5×8.2㎝（80入・陶） 2,800円

ツ026-187 マリンブルー竹割型向付  
30.5×13×7.5㎝（30入・陶） 2,900円

ツ026-197 鉄粉黄五角皿（大）  
23.5×23.5×4.5㎝（20入・磁） 2,300円

テ026-207 粉引櫛目楕円和皿  
19.5×17.5×4.5㎝（60入・陶） 3,200円

オ026-217 ダミ丸紋角向付  
15.2×15.2×4.3㎝（60入・磁）（美濃焼） 2,750円



割
烹
の
う
つ
わ

27

刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

キ027-017 渕錆マリンブルー両上り向付  
24.7×10.6×8.5㎝（40入・磁） 2,880円

オ027-027 タコ唐草六角変型向付  
20.5×17.5×4.8㎝（40入・陶） 3,100円

ト027-037 炭化黒切立鉢  
φ16.8×4㎝（40入・陶） 2,900円

オ027-047 九谷風四つ切皿  
18.1×18.1×3.2㎝（40入・磁）（美濃焼） 3,000円

カ027-057 金結晶反型7寸向付  
21×20×6.7㎝（30入・磁） 3,500円

ミ027-067 青白一珍プラチナ正角向付  
18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 2,950円

ツ027-077 織部玉渕7.0鉢  
21.5×19.5×6㎝（30入・陶） 2,800円

ネ027-087 織部手描き向付  
17.5×4.1㎝（40入・陶） 2,650円

ト027-097 青磁竹割前菜皿  
30.8×13×8㎝（20入・磁） 2,850円

ミ027-107 呉須刷毛格子 片口6.5鉢  
19.8×19×5.1㎝（40入・磁） 2,850円

ツ027-117 ラスター一珍 カップ置長角皿  
26.5×12.3×1.7㎝（40入・磁） 3,200円

ツ027-127 格子花楕円鉢  
21.3×15.3×5.5㎝（40入・陶） 2,600円

ツ027-137 織部細十草長角60向付  
17.2×14.4×6㎝（30入・陶） 2,600円

ア027-147 グレース高台向付  
φ16.3×9㎝（30入・磁） 2,650円

ツ027-157 粉引拭取り変形6.5皿  
19.5×19.5×4.7㎝（40入・陶） 2,650円

ミ027-167 ピンクボカシラスタースライド皿  
φ18.5×2㎝（40入・磁） 2,700円

ト027-177 アメ釉くびれ 7寸向付  
21.7×9.5×6㎝（60入・磁） 2,600円

ト027-187 赤一珍菱透し 8寸長皿  
24.8×9×5.4㎝（60入・磁） 2,600円

タ027-197 インディコブルーしのぎ彫6.3向付  
φ18.6×5.4㎝（40入・磁） 2,500円

ト027-207 織部筋彫6寸向付  
19×16.5×5.2㎝（30入・陶） 2,600円



割
烹
の
う
つ
わ

28

刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ト028-017 四方入筋紋6.0皿  
17.5×17.5×2.6㎝（40入・磁） 2,650円

ミ028-027 伊賀火だすきスクエア皿  
18.5×18.5×3㎝（40入・磁） 2,680円

キ028-037 炭化土向付  
20.5×19.2×5㎝（40入・陶） 2,580円

ツ028-047 黒マット線彫正角皿（中）  
14×4.5㎝（30入・磁） 2,550円
ツ028-057 黒マット線彫正角皿（小）  
12×6㎝（40入・磁） 2,450円

ツ028-067 格子花三ツ足5.0鉢  
φ15.3×7㎝（40入・陶） 2,500円

カ028-077 ジャパネスク平鉢  
φ16.8×5㎝（40入・陶） 2,500円

ト028-087 鼠志野カブ向付  
17.3×16.6×5.7㎝（40入・陶） 2,550円

ロ028-097 淡雪 向付  
φ18×4㎝（40入・強） 2,550円

ア028-107 織部金彩春夏段向付  
24.5×9×3.5㎝（30入・磁） 2,400円

キ028-117 オレンジ吹ラスター勾玉平鉢（中）  
16.7×16×4㎝（60入・磁） 2,450円

キ028-127 パープル吹ラスター勾玉平鉢（中）  
16.7×16×4㎝（60入・磁） 2,450円

ツ028-137 織部錆絵舟型向付  
26.1×11.2×4.4㎝（40入・陶） 2,550円

ツ028-147 黒釉両上り向付  
24×10×8㎝（30入・陶） 2,450円

ツ028-157 高山寺たわみ大鉢  
21×19.5×7.5㎝（40入・磁） 2,250円

オ028-167 桜志野平鉢（大）  
φ22.5×5.5㎝（40入・磁） 2,300円

ト028-177 ルリ釉 菊彫楕円皿  
21.8×16×5㎝（20入・磁） 2,350円

ミ028-187 十文字小花耳付向付  
19.5×12.5×4.2㎝（60入・磁） 2,300円

カ028-197 黒陶粉引菊花浅鉢  
φ18.4×3.8㎝（30入・陶） 2,300円

カ028-207 飴釉菊花浅鉢  
φ18.4×3.8㎝（30入・陶） 2,300円

ア028-217 黄釉角中皿  
20×15.8×2.6㎝（40入・磁） 2,450円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

ロ029-017 ラスター花散らし変型サラダボール（ピンク）  
21×14.5×6.6㎝（30入・強） 2,430円

ネ029-027 葉月 中 ゆず黒流し  
28.5×11.4×3.5㎝（40入・陶） 2,300円
ネ029-037 葉月 小 ゆず黒流し  
18.1×9.3×4.8㎝（50入・陶） 1,450円

ロ029-047 東山楕円向付  
18×15.5×4.8㎝（60入・陶） 2,260円

ツ029-057 金流したわみ鉢（大）  
21.2×20.5×6.8㎝（40入・陶） 2,900円
ツ029-067 金流したわみ鉢（小）  
17.3×16.7×5.8㎝（60入・陶） 2,000円

ロ029-077 紺勾玉平鉢  
φ19.3×5.4㎝（50入・強） 2,330円

ト029-087 銀吹クシメ切立向付  
φ13.3×6㎝（40入・陶） 2,150円

ウ029-097 織部塗分正角皿  
17.5×17.5×4㎝（40入・強） 1,950円

キ029-107 炭化土丸向付  
19×18.2×4.2㎝（40入・陶） 1,800円

ト029-117 青呉須貼合せ向付  
18.5×14.2×6㎝（30入・磁） 2,000円

ト029-127 紅柚子貼合（見込灰釉）向付  
18.5×14.2×6㎝（30入・磁） 2,000円

ミ029-137 黒釉桜花スロープ向付  
16×15.6×5㎝（60入・磁） 1,550円

ミ029-147 青地赤絵角向付  
17.5×14.5×2.7㎝（60入・磁） 1,350円

ツ029-157 和黒（わっこく） ちぎり前菜皿  
21.5×15×4㎝（40入・陶） 1,250円

ト029-167 あたご前菜皿  
21×17×4㎝（30入・磁） 1,200円

イ029-177 ビードロ角鉢  
18.5×18.2×5.5㎝（50入・磁） 1,050円

イ029-187 緑釉千段角盛鉢  
φ19.5×5.5㎝（40入・磁） 1,200円

イ029-197 緑釉ジャバラ盛皿  
23×19×5㎝（40入・磁） 1,100円

カ029-207 黒金色流し彫十草型多用鉢  
φ20×4.2㎝（40入・磁） 1,050円

カ029-217 金色流し彫十草型多用鉢  
φ20×4.2㎝（40入・磁） 950円

ミ029-227 窯変金彩5.5浅鉢  
φ17×4㎝（80入・磁） 830円
ミ029-237 窯変金彩3.8浅鉢  
φ12×3㎝（120入・磁） 380円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ユ030-017 プラチナスクエアー5.5鉢  
φ17×4.6㎝（40入・磁） 2,400円
ユ030-027 プラチナスクエアー4.0鉢  
φ13.5×4.5㎝（60入・磁） 1,650円

ア030-037 むらさきパール高台皿  
16×11.5×4.3㎝（40入・磁） 3,500円

ミ030-047 備前灰吹トジメ向付  
18.4×10.2×6.5㎝（40入・陶） 3,350円

ロ030-057 金吹雪向付  
22.8×10×7㎝（40入・強） 3,590円
ロ030-067 金吹雪小鉢  
17.3×8.1×5.5㎝（80入・強） 2,960円

カ030-077 弥七田三ツ押向付  
13.5×5.7㎝（40入・磁） 3,300円

ア030-087 パール合わせ小鉢  
17.2×11.7×6.5㎝（40入・磁） 3,100円

メ030-097 灰釉粉引片口小鉢  
12×11×4.8㎝（90入・陶）（信楽焼） 2,950円

ミ030-107 風船水玉 貫入角鉢  
15×12.5×8.2㎝（30入・磁） 2,300円

ミ030-117 京柳長角向付  
12.5×8.5×6.5㎝（30入・磁） 3,050円

ト030-127 バイオレット二重小鉢  
17.2×11.5×6.5㎝（40入・磁） 3,000円

ミ030-137 NBエクシード7.5吋スクエアーボール  
19.2×19.2×5.8㎝（36入・磁）（中国） 2,150円

ツ030-147 ラスター一珍 ひさご三ツ足向付  
19×16×5㎝（40入・磁） 2,800円

ト030-157 粉引赤絵華 たわみ鉢（小）  
15.5×13.8×6㎝（80入・磁） 2,100円

オ030-167 九谷風正角向付  
14.8×14.8×3㎝（60入・磁）（美濃焼） 3,000円

タ030-177 草花四方なぶり小丼  
13.5×6.5㎝（60入・磁）（有田焼） 2,810円

ミ030-187 灰吹ソギ45丸鉢  
φ14.5×5.3㎝（40入・陶） 2,560円

ツ030-197 マリンブルー吹木ノ葉型向付  
18×16.5×6㎝（50入・陶） 2,900円

テ030-207 荒土ブルー四ッ押向付  
φ16×5㎝（30入・陶） 2,850円

ミ030-217 青白瓷足付四方皿  
17.2×16×4㎝（40入・磁） 2,550円

タ030-227 白釉和紙5.0高台皿  
15.5×14×4.5㎝（40入・磁） 2,500円

ウ030-237 織部流し平鉢  
φ18.5×5.5㎝（40入・強） 2,020円

カ030-247 銀サビ黒ちぎり角皿（中）  
φ17.7×16×5㎝（50入・磁） 2,500円

ア030-257 小枝四方向付  
16×12.3×4.2㎝（60入・磁） 2,600円

オ030-267 黒織部南天角向付  
16.7×14.3×4.7㎝（60入・磁） 2,500円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

ミ031-017 黒織部長角小鉢  
16×8.3×4㎝（60入・磁） 2,450円

ミ031-027 舞小花花形多菜鉢  
φ14.7×4㎝（60入・磁） 2,400円

ミ031-037 桜木コバルトちぎり向付  
16.8×12.6×6㎝（60入・磁） 2,350円

ツ031-047 本窯金彩6.0ツバ丸高台皿  
φ18×5㎝（30入・強） 2,400円

オ031-057 タコ唐草楕円皿  
22×15×4.7㎝（40入・陶） 2,150円

タ031-067 オアシス6.0浅鉢  
φ18.5×5㎝（40入・磁） 2,000円

ツ031-077 黒土萬月高台5.0皿  
15.6×11.5×4.4㎝（60入・磁） 2,300円

テ031-087 赤絵丸紋三つ足向付  
φ14×5.5㎝（50入・陶） 2,500円

ロ031-097 海老画四方型向付  
16.2×12.3×4.5㎝（40入・強） 2,330円

ト031-107 備前ケズリ皿  
φ17.8×2.8㎝（40入・陶） 2,200円

ロ031-117 白油滴刷毛変型角刺身鉢  
17.5×14.5×5.6㎝（60入・陶） 2,400円

ネ031-127 黒いぶし厚楕円中鉢  
17.8×16.5×6㎝（40入・陶） 2,000円

ホ031-137 ゴールドライン高台5.0皿  
φ16×5.2㎝（40入・磁） 2,000円

ネ031-147 織部たこ唐草ひねり4.5寸鉢  
15.5×14×4.8㎝（40入・陶） 2,200円

ロ031-157 御深井呉須刷毛5.5平鉢  
φ16.7×5.7㎝（50入・陶） 2,190円

ミ031-167 黒陶吹片口5.0鉢  
16.5×15.3×5.7㎝（30入・陶） 2,000円

ミ031-177 湖水青白四方小鉢  
13×13×7.6㎝（60入・磁） 2,080円

ツ031-187 ルリ紺葉型向付  
20×13.5×6㎝（40入・磁） 1,950円

ロ031-197 あけぼの多用皿  
23.5×12×3.8㎝（40入・強） 2,160円

ネ031-207 いぶし反浅中鉢  
φ16.7×4.4㎝（40入・陶） 2,000円
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向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味
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むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ミ032-017 灰釉井桁向付  
17.5×11.2×50㎝（50入・磁） 2,150円

オ032-027 タコ唐草楕円前菜皿  
22.7×10.2×3.7㎝（50入・陶） 2,150円

タ032-037 森の湖6.0浅鉢  
φ18.5×5㎝（40入・磁） 2,000円

ト032-047 金結晶正角向付  
14.3×14.3×4.7㎝（50入・磁） 2,000円

ミ032-057 粉引サクランボ楕円鉢  
17×12.2×6.5㎝（40入・磁） 2,200円

ツ032-067 天目白流6.0深皿  
18.8×18×3.3㎝（40入・陶） 2,050円

イ032-077 黒備前扇鉢  
21.5×19×5.5㎝（40入・磁） 1,950円

ア032-087 ゴールデングレーステトラボール  
16.7×16.7×3.3㎝（40入・強） 2,200円

ロ032-097 紅結晶花型6.0鉢  
φ17.8×4.3㎝（40入・磁） 1,890円
ロ032-107 紅結晶花型5.5鉢  
φ15.2×4.3㎝（60入・磁） 1,620円

イ032-117 湯の花ゼブラ高台5.0皿  
φ16.5×5㎝（40入・陶） 2,000円
イ032-127 湯の花ゼブラ高台4.0皿  
φ14×5㎝（60入・陶） 1,450円

イ032-137 ゴールドゼブラ高台5.0皿  
φ16.5×5㎝（40入・陶） 2,000円
イ032-147 ゴールドゼブラ高台4.0皿  
φ14×5㎝（60入・陶） 1,450円

ウ032-157 赤楽花型向付  
φ18.5×5.5㎝（40入・陶） 1,800円

イ032-167 イブシ黒 平鉢  
φ19×4.7㎝（60入・陶） 1,900円

ロ032-177 赤絵花つなぎすげ傘向付  
17.5×15×5.5㎝（40入・陶） 2,260円

ネ032-187 大和扇大鉢  
20.5×18.2×5.5㎝（20入・磁） 1,900円

カ032-197 赤釉玉椿浅広18鉢  
18×15.5×4.5㎝（40入・磁） 1,800円

ミ032-207 NBエクシード6吋モダンボール  
φ15.3×8.5㎝（48入・磁）（中国） 1,680円

オ032-217 桜志野平鉢（中）  
φ19×4.5㎝（60入・磁） 1,850円

ホ032-227 金結晶高台向付  
φ16×5.8㎝（60入・磁） 1,800円

ミ032-237 ほのかスロープ向付  
15.7×15.5×4.6㎝（60入・磁） 1,480円

ヨ032-247 オルジュ 煮物鉢 #034  
17.7×15×5.7㎝（40入・磁） 1,200円

ア032-257 手造り唐草赤平鉢  
φ16.6×4㎝（40入・磁） 1,850円

ウ032-267 赤楽四方皿  
15×15×2.5㎝（40入・陶） 1,950円

カ032-277 サビ釉高台5寸鉢  
φ18×4.5㎝（40入・陶） 1,800円
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小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

ユ033-017 赤絵花正角浅鉢  
15.5×3㎝（40入・陶） 1,800円

オ033-027 モダン十草楕円鉢（大）  
17.7×13.3×7.5㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,850円
オ033-037 モダン十草楕円鉢（小）  
14.5×11×6.8㎝（80入・磁）（美濃焼） 1,300円

ユ033-047 うるし流水（青）5.0鉢  
φ14.5×6㎝（40入・陶） 1,750円

ユ033-057 うるし流水（赤）5.0鉢  
φ14.5×6㎝（40入・陶） 1,750円

ロ033-067 白油滴刷毛正角6寸鉢  
17.6×17.6×4.2㎝（60入・陶） 1,870円

ユ033-077 銀彩結晶楕円向付  
17×13.5×5.5㎝（40入・磁） 1,800円

ハ033-087 アルベロ16㎝ボウル  
φ16×6.5㎝（60入・磁） 2,400円

イ033-097 やきしめろくべ型5.0浅鉢  
φ15.2×4㎝（80入・磁） 1,900円

テ033-107 波唐草6.0皿  
19×13㎝（50入・磁） 1,800円

ホ033-117 青磁三ツ押鉢  
φ16.5×5㎝（60入・磁） 1,650円

タ033-127 織部吹き平鉢  
φ16.7×4㎝（30入・磁） 1,500円

ア033-137 手造り唐草青平鉢  
φ16.6×4㎝（40入・磁） 1,800円

ロ033-147 二色水玉向付  
17.5×10.5×6㎝（60入・強） 1,810円

オ033-157 梅花型鉢  
φ17.9×3.8㎝（50入・磁） 1,650円

ウ033-167 黒潮5.0浅鉢  
φ16.8×4㎝（60入） 1,230円

カ033-177 黄瀬戸織部重ね皿（中）  
18.7×18.7×4.8㎝（30入・陶） 1,650円

ツ033-187 クリーム 5.0高台皿  
φ16.5×5.5㎝（30入・磁） 1,600円

カ033-197 窯変金彩ストライプ7.0皿  
φ19.5×4㎝（30入・磁） 1,580円

ミ033-207 手書きぶどうなぶり向付  
15.6×15.2×5.3㎝（60入・磁） 1,450円

ミ033-217 風船水玉貫入なぶり向付  
15.6×15.2×5.3㎝（60入・磁） 1,480円

ミ033-227 染付土瓶絵なぶり向付  
15.6×15.2×5.3㎝（60入・磁） 1,480円

イ033-237 鉄結晶片口煮物鉢  
17×16×5.2㎝（60入・磁） 1,200円

カ033-247 赤絵金彩5.5平鉢  
φ17.6×5㎝（40入・磁） 1,430円

ロ033-257 信楽吹向付  
17.5×10.5×6㎝（60入・磁） 1,630円
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小　鉢

小　付

珍　味
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むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ネ034-017 手描き織部十草たわみ取り鉢  
16×14.5×5.3㎝（60入・陶） 2,500円

ミ034-027 プラチナ花形多菜鉢  
φ14.7×4㎝（60入・磁） 2,450円

ネ034-037 グリーン伊賀三押5.0鉢  
φ16×4.6㎝（60入・陶） 2,250円
ネ034-047 グリーン伊賀三押4.0鉢  
φ12.2×3.8㎝（80入・陶） 1,250円

ウ034-057 織部釉三方鉢  
φ15.2×15.2×5.2㎝（40入） 1,510円

ア034-067 金彩織部三つ足向付  
φ15.5×3.8㎝（40入・磁） 2,000円

ホ034-077 緑トルコ楕円鉢  
16.8×13×5.5㎝（50入・磁） 2,000円

ア034-087 金彩若草楕円向付  
16.7×14.5×3.7㎝（60入・強） 2,200円

ミ034-097 若草多菜鉢  
φ15×4.3㎝（60入・磁） 2,050円

ツ034-107 天目白流5.0平向付  
φ16.5×3.5㎝（40入・陶） 2,050円

ト034-117 青磁のし型小鉢  
16×15×9㎝（50入・磁） 1,950円

ト034-127 赤柚子 5.5平鉢  
φ17.2×4.1㎝（30入・磁） 1,950円

イ034-137 織部特台 4.0皿  
φ14×8㎝（40入・陶） 2,000円

ユ034-147 淡雪二色吹花型5.0鉢  
φ15×4㎝（40入・磁） 1,950円

ア034-157 琥珀スクエアボール中  
15.7×15.7×5.3㎝（40入・磁） 1,700円

ロ034-167 新緑5.0ボール  
φ15.5×5㎝（80入・陶） 1,730円

ミ034-177 ヒワ吹5.5高杯鉢  
φ16.3×9㎝（40入・磁） 1,700円

ツ034-187 白釉割山椒向付  
13.5×13×8.6㎝（30入・磁） 1,600円

ツ034-197 黒釉割山椒向付  
13.5×13×8.6㎝（30入・磁） 1,600円

ホ034-207 織部唐草4.0平鉢  
16×13.5×4.3㎝（60入・陶） 1,700円

ア034-217 青磁四方上がり15㎝正角皿  
15.2×15.3×2.5㎝（60入・磁） 1,600円

ネ034-227 シルバー刷毛目楕円向付  
16.5×15×5㎝（40入・磁） 1,560円

ツ034-237 青白磁変形笹型前菜皿  
21.5×10.5×4.5㎝（50入・磁） 1,500円

ア034-247 手描き赤絵万暦手造り風平鉢  
φ16.7×5㎝（60入・磁） 1,480円

ホ034-257 プラチナラスター楕円鉢  
16.6×15×5.2㎝（80入・磁） 1,500円
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中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味
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蓋　向
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むし碗

天皿・
とんすい

Sashimi Bowl 向付

ア035-017 手描き色絵草花だ円鉢 大  
17×15.5×5.2㎝（40入・磁） 1,480円

ミ035-027 紅柚子唐草五角 和皿  
16×16×3.3㎝（100入・磁） 1,450円

ミ035-037 手書きかぶらスロープ向付  
16×15.6×5㎝（60入・磁） 1,380円

タ035-047 エメラルドグリーン5.5浅鉢  
17.8×17.1×4.1㎝（40入・陶） 1,500円

ミ035-057 つなぎ水玉スロープ向付  
16×15.6×5㎝（60入・磁） 1,400円
ミ035-067 つなぎ水玉スロープ平小鉢  
12.5×12.3×4㎝（100入・磁） 930円

ネ035-077 黒桜トルコブルーなぶり5.0鉢  
φ15.4×4.7㎝（60入・磁） 1,250円

カ035-087 呉須巻変形5寸鉢  
15.3×14.8×4㎝（50入・磁） 1,450円

カ035-097 粉引刷毛目楕円5.0寸鉢  
16×15×5.8㎝（50入・陶） 1,500円
カ035-107 粉引刷毛目楕円4.5寸鉢  
13.5×13×6㎝（60入・陶） 1,380円

ア035-117 青空雲型向付  
16×12.4×4.2㎝（40入・磁） 1,300円

ネ035-127 化粧刷毛なぶり5.0鉢  
φ15.5×4.7㎝（60入・磁） 1,250円

ハ035-137 若葉6.0盛鉢  
φ18.3×7.5㎝（60入・磁） 1,300円

オ035-147 桜志野平鉢（小）  
φ16.4×5.1㎝（80入・磁） 1,350円

カ035-157 柿すだれ荒ソキ17㎝中鉢  
17×17×3.8㎝（30入・磁） 1,400円

ツ035-167 黒志野四つ足多用鉢  
18×18×5㎝（40入・磁） 1,250円

カ035-177 黄河たまご5.0鉢  
17.5×14.5×6㎝（50入・磁） 1,500円

カ035-187 渕錆灰釉4.8煮物鉢  
15.7×4.5㎝（36入・磁） 1,350円

ア035-197 備前風オーバル向付  
19×18×4.7㎝（40入・磁） 1,350円

カ035-207 筋リム4.5高台皿  
φ15×4㎝（50入・磁） 1,500円

キ035-217 黒吹たわみ5.5向付  
16.8×16.2×4.6㎝（40入・磁） 1,300円

ヤ035-227 手描山茶花5寸平鉢  
φ17.5×5㎝（60入・磁） 1,300円

ミ035-237 粉引花絵向付  
φ16.5×4.5㎝（60入・磁） 1,300円

ア035-247 黒吹沓形三つ足向付  
21×16×3.6㎝（40入・磁） 1,350円

ハ035-257 黒土化粧しのぎ4.5角鉢（ブルー）  
14.3×14.3×4.3㎝（60入・陶） 1,200円

ミ035-267 信楽吹6.0楕円深皿  
20×13.6×3.4㎝（60入・磁） 1,400円
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むし碗

天皿・
とんすい

向付 Sashimi Bowl

ホ036-017 赤銀彩15㎝切立正角皿  
14.5×14.5×2.5㎝（50入・磁） 1,400円

ミ036-027 青白磁片口向付  
17×16.5×5.2㎝（60入・磁） 1,280円

イ036-037 鉄結晶削ぎ煮物鉢  
φ19.5×4㎝（50入・磁） 1,200円

ネ036-047 かごクラフト 16浅鉢 飴  
φ16.4×4.4㎝（60入・磁） 1,250円

ホ036-057 ブルー5.0変形鉢  
16×15×4.5㎝（60入・磁） 1,300円

イ036-067 織部マス入り手造り5寸鉢  
φ16×5.5㎝（60入・磁） 1,150円

ハ036-077 間取赤絵浅鉢  
φ16.7×5㎝（60入・磁） 1,180円

カ036-087 織部格子四角鉢（中）  
15.6×15.6×3.4㎝（40入・磁） 1,200円

ロ036-097 葵三ツ足5.0鉢  
φ15.2×4.7㎝（60入・磁） 1,300円

カ036-107 雫石5.0鉢  
φ16.6×4.2㎝（60入・磁） 1,200円

ユ036-117 藍虹味 手造風舟型鉢  
17×11.5×5.5㎝（50入・磁） 1,150円

ユ036-127 二彩吹 手造風舟型鉢  
17×11.5×5.5㎝（50入・磁） 1,150円

ホ036-137 青白磁岩清水向付  
φ15×5㎝（60入・磁） 1,200円

ア036-147 白釉片口鉢  
17×16×5.2㎝（40入・磁） 1,000円

ア036-157 白釉中鉢  
17.2×15.8×5㎝（40入・磁） 1,000円

ユ036-167 藍虹味 手造風角鉢  
13×13×6㎝（50入・磁） 1,100円

ツ036-177 筋入市松（炭化土）小鉢（中）  
14×14×5.5㎝（60入・陶） 1,200円
ツ036-187 筋入市松（炭化土）小鉢（小）  
11×11×5.7㎝（80入・陶） 1,050円

ア036-197 黒釉たたら風平鉢  
φ17×4.2㎝（40入・磁） 1,000円

ホ036-207 トルコまゆ型鉢  
20×16×3㎝（40入・陶） 1,200円

ハ036-217 黒土化粧しのぎ4.5角鉢（グリーン）  
14.3×14.3×4.3㎝（60入・陶） 1,200円

タ036-227 灰釉たわみ鉢  
17.3×16×4.7㎝（40入・陶） 1,100円

カ036-237 窯変金彩ストライプ5.0皿  
φ16.5×4㎝（50入・磁） 1,000円

タ036-247 黒備前荒そぎ中鉢  
17×17×3.8㎝（40入・陶） 1,100円

ハ036-257 吹雪石目6.0鉢  
φ19.4×4.9㎝（60入・磁） 900円
ハ036-267 吹雪石目4.0鉢  
φ12.7×3.7㎝（120入・磁） 550円

※ブルーに濃淡のバラつきがあります

※ブルーに濃淡のバラつきがあります
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147

157

ユ037-017 二彩吹 なす型鉢  
17.5×12×5.5㎝（50入・磁） 1,050円

ユ037-027 藍虹味 なす型鉢  
17.5×12×5.5㎝（50入・磁） 1,050円

ヨ037-037 穂波煮物鉢  
15.5×15.5×5.5㎝（60入・陶） 1,000円

ユ037-047 黄瀬戸織部吹梅型5.0鉢  
φ15.5×5.5㎝（40入・陶） 1,050円

ツ037-057 黒志野四つ足楕円皿  
23.5×14×4㎝（40入・磁） 970円

ホ037-067 グリーン吹四角中鉢  
15.5×15.5×4㎝（40入・磁） 980円

ア037-077 乳白4.0切立鉢  
φ12.5×5㎝（40入・強） 1,350円

ハ037-087 朱音5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（90入・磁） 980円

ユ037-097 黄瀬戸織部吹5.5浅鉢  
φ17×4㎝（60入・陶） 950円

ユ037-107 織部5.5浅鉢  
φ17×4㎝（60入・陶） 950円

ツ037-117 四方均窯5.0鉢  
φ15.8×4.5㎝（60入・磁） 880円

ア037-127 すぷらっしゅ和み楕円18㎝鉢  
18×17×5.7㎝（40入・磁） 1,000円

ト037-137 織部片口 煮物鉢  
17×16×5.2㎝（50入・磁） 1,120円

ツ037-147 白筋なしネタ皿（大）  
22.7×12.5×2.7㎝（50入・磁） 1,150円
ツ037-157 白筋入りネタ皿（小）  
20.6×9.5×2.3㎝（60入・磁） 1,050円

タ037-167 紺斑点うず型5.5平鉢  
φ17.5×4.5㎝（60入・磁） 830円
タ037-177 紺斑点うず型取鉢  
φ14.3×4.5㎝（80入・磁） 620円

タ037-187 星雲うず型5.5平鉢  
φ17.5×4.5㎝（60入・磁） 860円
タ037-197 星雲うず型取鉢  
φ14.3×4.5㎝（80入・磁） 640円

カ037-207 白いらぼ5.5平鉢  
φ18×5㎝（40入・磁） 730円

ホ037-217 深海マリーン17㎝浅鉢  
φ17×4.3㎝（60入・磁） 570円

ア037-227 瑠璃変形平鉢大  
φ17×4.2㎝（60入・磁） 900円

ア037-237 朱華向付  
φ16.5×4.5㎝（40入・磁） 750円

ホ037-247 櫛目紋5.5向付  
φ16.8×3.8㎝（60入・磁） 500円

ヤ037-257 花山 六兵衛5.5浅鉢  
φ16.8×4.5㎝（80入・磁）（美濃焼） 390円

ヤ037-267 タコ唐草 六兵衛5.5浅鉢  
φ16.8×4.5㎝（80入・磁）（美濃焼） 380円

ヤ037-277 藍染唐草 六兵衛5.5浅鉢  
φ16.8×4.5㎝（80入・磁）（美濃焼） 390円

※色のバラつきがあります。
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

中鉢 Small Bowl 

メ038-017 焼〆金彩6.2そり鉢  
φ18.8×7㎝（50入） 4,280円
メ038-027 焼〆金彩5.1そり鉢  
φ14.5×6.2㎝（80入） 3,250円

メ038-037 渕荒粉引4.0楕円鉢  
13×11.5×6.5㎝（40入・陶） 4,280円

メ038-047 黒窯変5.3楕円鉢  
16×15×5.5㎝（40入） 2,450円
メ038-057 黒窯変4.5楕円鉢  
13.5×12.5×4.5㎝（70入） 1,650円

カ038-067 色十草楕円向付  
14.5×11×5.7㎝（40入・磁） 4,300円

メ038-077 刷毛目あみがさ小鉢  
15×13×6㎝（90入・陶） 3,750円

ツ038-087 双葉トルコ舟型小鉢  
20×8.5×9㎝（30入・陶） 3,850円

メ038-097 灰みかげ高台鉢  
φ15×6㎝（50入・陶） 3,450円

ト038-107 粉引太そぎ反5.5鉢  
φ17.4×5.2㎝（30入・陶） 3,200円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Small Bowl  中鉢

カ039-017 荒粉引切立向付  
φ14.5×3.5㎝（25入・陶） 3,400円

メ039-027 赤絵向付  
φ14.8×55㎝（80入・陶）（信楽焼） 3,050円

オ039-037 タコ唐草くつ型中鉢  
17.5×11×6㎝（50入・陶） 3,150円

ト039-047 ジャパンブルー 昴 S平鉢  
φ16×6㎝（60入・磁） 2,200円

ト039-057 プラチナライン反型向付  
φ17×8㎝（25入・磁） 2,800円

タ039-067 珠玉小丼  
14×13×7.1㎝（40入・磁）（有田焼） 3,030円

ト039-077 織部乱線切立鉢中  
φ14.8×6.4㎝（50入・陶） 2,900円
ト039-087 織部乱線切立鉢小  
φ13.8×7.7㎝（50入・陶） 2,900円

オ039-097 タコ唐草変形片口6.0鉢  
18.5×13.5×8㎝（40入・陶） 3,150円

ミ039-107 黒織部 向付  
14.3×14.3×4.7㎝（60入・陶） 2,700円

ロ039-117 ピンク吹八角向付  
φ12.7×7㎝（60入・強） 2,800円

ミ039-127 むさし野片口小鉢  
17×13.8×7㎝（60入・陶） 2,500円

カ039-137 金彩片口平鉢  
φ14.5×4㎝（60入・強） 2,600円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

中鉢 Small Bowl 

ロ040-017 びいどろ 四角鉢  
13.6×13.6×3㎝（50入・陶） 1,490円

ツ040-027 飴釉金タタキ アーチ型中鉢（中）  
14×14×4.8㎝（40入・磁） 2,850円
ツ040-037 飴釉金タタキ アーチ型小鉢（小）  
11.2×11.2×6㎝（50入・磁） 2,400円

イ040-047 やきしめ梅型4.8鉢  
φ14.5×4.8㎝（80入・磁） 1,800円

ミ040-057 かれすすき抹茶型小鉢  
φ12×6.5㎝（60入・陶） 2,650円

ホ040-067 本粉引かぶらだえん小鉢  
15×13×6㎝（50入・陶） 2,600円

ロ040-077 鉄仙花ヒワ八角5.0鉢  
15.6×15×5.8㎝（40入・磁） 2,350円
ロ040-087 鉄仙花ヒワ八角4.0鉢  
12.5×12.2×4.8㎝（60入・磁） 1,500円

ウ040-097 百人一首仁清風三方鉢  
15.2×15.2×5.2㎝（40入・陶） 2,340円

ト040-107 いぶし三ツ足向付  
φ16×4.5㎝（50入・陶） 2,500円

ミ040-117 白マットサビ流し変型高台小鉢  
14.7×13.7×8㎝（48入・磁） 2,400円

ミ040-127 花びら小鉢  
14.5×10.7×5.3㎝（60入・磁） 2,450円

タ040-137 流水ラスター楕円鉢  
16.8×10.8×4.8㎝（60入・磁） 2,500円

ト040-147 かいらぎ黄オフケ5寸鉢  
φ15.8×6㎝（60入・陶） 2,350円

オ040-157 黒織部南天片口ひさご鉢  
15.2×11.8×7.1㎝（60入・陶） 2,400円

ミ040-167 若草流水小花石庭小鉢  
14.5×12.5×6㎝（60入・磁） 2,300円

カ040-177 kasaneトルコ釉鉢 大  
φ14.5×6㎝（30入・陶） 1,400円

ア040-187 若草金彩楕円中鉢  
17×13.8×5㎝（40入・磁） 2,400円

ミ040-197 ピンクラスター三ケ月4.5小鉢  
13.5×11.2×8.8㎝（60入・磁） 2,150円

ア040-207 せきらん八角たもり鉢小  
13.8×13.2×7.5㎝（40入・磁） 2,200円

ロ040-217 御深井ひねり向付  
φ15.5×6.3㎝（60入・陶） 2,310円

ト040-227 翠玉木の葉5.3多用鉢  
16.3×14.2×5.2㎝（50入・磁） 2,150円

ア040-237 obi 15.5㎝鉢  
φ15.6×6㎝（60入・磁） 2,400円

タ040-247 グリーンピンク吹桔梗渕小丼  
φ13×6.5㎝（40入・磁）（有田焼） 2,310円

カ040-257 白練リンカ16㎝ボウル  
φ16.5×5㎝（50入・磁） 2,400円
カ040-267 白練リンカ12㎝ボウル  
φ12×4.4㎝（80入・磁） 1,350円

ミ040-277 朱巻唐草花楕円鉢  
17.2×12.2×6.7㎝（60入・磁） 2,200円


