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Donabe Hot Pot 土鍋

ケ401-017 石目 東風10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-027 石目 東風9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-037 石目 東風8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-047 石目 東風7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-057 石目 東風6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-067 石目 東風10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-077 石目 東風9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-087 石目 東風8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-097 石目 東風7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-107 団らん 明志野10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-117 団らん 明志野9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-127 団らん 明志野8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-137 団らん 明志野7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-147 団らん 明志野6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-157 団らん 明志野10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-167 団らん 明志野9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-177 団らん 明志野8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-187 団らん 明志野7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-197 団らん 朽葉10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-207 団らん 朽葉9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-217 団らん 朽葉8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-227 団らん 朽葉7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-237 団らん 朽葉6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-247 団らん 朽葉10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-257 団らん 朽葉9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-267 団らん 朽葉8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-277 団らん 朽葉7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-287 団らん 山がすみ10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-297 団らん 山がすみ9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-307 団らん 山がすみ8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-317 団らん 山がすみ7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-327 団らん 山がすみ6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-337 団らん 山がすみ10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-347 団らん 山がすみ9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-357 団らん 山がすみ8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-367 団らん 山がすみ7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-377 団らん 金華10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-387 団らん 金華9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-397 団らん 金華8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-407 団らん 金華7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-417 団らん 金華6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-427 団らん 金華10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-437 団らん 金華9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-447 団らん 金華8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-457 団らん 金華7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-467 団らん 夢路10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-477 団らん 夢路9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-487 団らん 夢路8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-497 団らん 夢路7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-507 団らん 夢路6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-517 団らん 夢路10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-527 団らん 夢路9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-537 団らん 夢路8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-547 団らん 夢路7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-557 石目 粉引黒ライン10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-567 石目 粉引黒ライン9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-577 石目 粉引黒ライン8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-587 石目 粉引黒ライン7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-597 石目 粉引黒ライン6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-607 石目 粉引黒ライン10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-617 石目 粉引黒ライン9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-627 石目 粉引黒ライン8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-637 石目 粉引黒ライン7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-647 石目 銀河10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-657 石目 銀河9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-667 石目 銀河8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-677 石目 銀河7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-687 石目 銀河6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-697 石目 銀河10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-707 石目 銀河9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-717 石目 銀河8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-727 石目 銀河7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-737 石目 なごり雪10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-747 石目 なごり雪9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-757 石目 なごり雪8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-767 石目 なごり雪7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-777 石目 なごり雪6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-787 石目 なごり雪10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-797 石目 なごり雪9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-807 石目 なごり雪8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-817 石目 なごり雪7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-827 粉引黒ライン石目広口 呑水 14.7×13×5.3㎝（120入･磁） 700円
ケ401-837 粉引黒ライン石目 タレ入れ（大） 10×16.7㎝（650㏄）（36入･磁） 2,000円
ケ401-847 粉引黒ライン石目 蓋付タレ入れ（小） 13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入･磁） 2,000円
ケ401-857 粉引黒ライン石目三品盛仕切皿 21×8×2.5㎝（80入･磁） 1,500円
ケ401-867 粉引黒ライン石目二品盛仕切皿 14×8×2.5㎝（120入･磁） 1,100円

ケ401-877 銀河石目深口呑水 14.5×12.3×6㎝（120入･磁） 650円
ケ401-887 銀河石目タレ入れ（大） 10×16.7㎝（650㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-897 銀河石目蓋付タレ入れ（小） 13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-907 銀河石目三品盛仕切皿 21×8×2.5㎝（80入･磁） 1,400円
ケ401-917 銀河石目二品盛仕切皿 14×8×2.5㎝（120入･磁） 1,000円

ケ401-927 新粉引深口呑水 14.5×12.3×6㎝（120入･磁） 650円
ケ401-937 新粉引石目タレ入れ（大） 10×16.7㎝（650㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-947 新粉引石目蓋付タレ入れ（小） 13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-957 新粉引石目三品盛仕切皿 21×8×2.5㎝（80入･磁） 1,400円
ケ401-967 新粉引石目二品盛仕切皿 14×8×2.5㎝（120入･磁） 1,000円
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タジン鍋・ごはん鍋 Taｊine Pot / Rice Cooker

ス402-017 黒金彩タジン鍋（大） φ27.5×16.5㎝（身6㎝）（6入･陶）（萬古焼） 11,500円
ス402-027 黒金彩タジン鍋（中） φ22.7×17㎝（身6㎝）（8入･陶）（萬古焼） 8,000円
ス402-037 黒金彩タジン鍋（小） φ16.7×14㎝（身4.5㎝）（12入･陶）（萬古焼） 5,500円

ス402-047 ブラック7号タジン鍋
26×φ21.3×13㎝（身5㎝）（8入･陶）（萬古焼） 4,600円

ス402-057 焼締タジン鍋（中）20㎝ φ20.5×24㎝（700㏄）（身5.4㎝）（6入･陶）（萬古焼） 9,800円
ス402-067 焼締タジン鍋（小）16㎝ φ16.5×18㎝（350㏄）（身4.5㎝）（12入･陶）（萬古焼） 5,900円

ス402-077 黒釉5号タジン鍋
17.5×φ15.5×12㎝（身4.5㎝）（20入･陶）（萬古焼） 3,300円
ス402-087 唐津刷毛目5号タジン鍋
17.5×φ15.5×12㎝（身4.5㎝）（20入･陶）（萬古焼） 3,300円

ス402-097 織部4号タジン鍋
φ13.5×10.5㎝ 身4.7㎝（30入･陶）（萬古焼） 2,600円
ス402-107 アメ釉4号タジン鍋
φ13.5×10.5㎝ 身4.7㎝（30入･陶）（萬古焼） 2,600円

ス402-117 京風白刷毛目碗付行平
17×φ15×12㎝（身8㎝）（20入･陶）（萬古焼） 4,300円
ス402-127 天目碗付行平
17×φ15×12㎝（身8㎝）（20入･陶）（萬古焼） 4,300円

ス402-227 アメ釉手造ご飯釜
φ25.5×15.5㎝（4入･陶）（萬古焼） 19,500円

メ402-237 五合御飯鍋 26×20×18㎝（6入･陶）（信楽焼） 17,000円
メ402-247 三合御飯鍋 25.5×21×14㎝（6入･陶）（信楽焼） 15,000円
メ402-257 焼杉台 19×19×1.8㎝（170入･陶）（信楽焼） 1,200円

メ402-267 緑釉五合御飯鍋 26×20×18㎝（6入･陶）（信楽焼） 17,000円
メ402-277 緑釉三合御飯鍋 22.5×21×14㎝（6入･陶）（信楽焼） 15,000円
メ402-287 焼杉台 19×19×1.8㎝（170入･陶）（信楽焼） 1,200円

ス402-137 銀峯菊花粉引ご飯鍋5合炊（中蓋付） 28×φ26×17㎝（身12.3㎝）（4入･陶）（萬古焼） 11,000円
ス402-147 銀峯菊花粉引ご飯鍋3合炊（中蓋付） 24.7×φ22.5×16㎝（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,500円
ス402-157 銀峯菊花粉引ご飯鍋2合炊（中蓋付） 21.5×φ19.5×15㎝（身10.3㎝）（8入･陶）（萬古焼） 4,900円

ス402-167 銀峯菊花山吹ご飯鍋5合炊（中蓋付） 28×φ26×17㎝（身12.3㎝）（4入･陶）（萬古焼） 11,000円
ス402-177 銀峯菊花山吹ご飯鍋3合炊（中蓋付） 24.7×φ22.5×16㎝（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,500円
ス402-187 銀峯菊花山吹ご飯鍋2合炊（中蓋付） 21.5×φ19.5×15㎝（身10.3㎝）（8入･陶）（萬古焼） 4,900円

ス402-197 銀峯菊花ルリご飯鍋5合炊（中蓋付） 28×φ26×17㎝（身12.3㎝）（4入･陶）（萬古焼） 11,000円
ス402-207 銀峯菊花ルリご飯鍋3合炊（中蓋付） 24.7×φ22.5×16㎝（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,500円
ス402-217 銀峯菊花ルリご飯鍋2合炊（中蓋付） 21.5×φ19.5×15㎝（身10.3㎝）（8入･陶）（萬古焼） 4,900円
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Taｊine Pot / Rice Cooker タジン鍋・ごはん鍋

ス403-017 大黒ふっくらご飯鍋6合炊（中蓋付） 31×φ25.5×23㎝（身16㎝）（4入･陶）（萬古焼） 18,000円
ス403-027 大黒ふっくらご飯鍋4合炊（中蓋付） 26.5×φ22.8×21㎝（身14.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 13,000円
ス403-037 大黒ふっくらご飯鍋3合炊（中蓋付） 25×φ20×18.5㎝（身13.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 9,400円
ス403-047 大黒ふっくらご飯鍋2合炊（中蓋付） 20×φ16.5×16㎝（身11.4㎝）（8入･陶）（萬古焼） 6,000円

ス403-057 黒丸ご飯鍋7合炊 φ24×27×22㎝（身14㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,800円
ス403-067 黒丸ご飯鍋5合炊 φ21×23.5×19㎝（身12㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,600円
ス403-077 黒丸ご飯鍋3合炊 φ18×21×17㎝（身11㎝）（12入･陶）（萬古焼） 4,000円
ス403-087 黒丸ご飯鍋1合炊 φ14.5×16.5×17㎝（身9㎝）（20入･陶）（萬古焼） 3,400円

ス403-097 るり釉ご飯鍋4合炊（中蓋付）
25×φ21×18.5㎝（身14㎝）（6入･陶）（萬古焼） 8,500円
ス403-107 るり釉ご飯鍋2合炊（中蓋付）
20.5×φ17.5×16.5㎝（身11.5㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,000円

ス403-117 南蛮黒吹ご飯鍋2合炊（中蓋付）
22.5×φ16.5×20㎝（身13.7㎝）（8入･陶）（萬古焼） 7,000円

ス403-127 唐津刷毛目ご飯鍋2合炊（中蓋付）
22.5×φ16.5×20㎝（身13.7㎝）（8入･陶）（萬古焼） 7,000円

ス403-137 黒釉ご飯釜（2合炊）
17×φ15×13.5㎝（身13㎝）（8入･陶）（萬古焼） 8,300円

ヨ403-207 ぷち2.0合炊きご飯鍋
20.5×18×14㎝（1×8入･陶）（マレーシア） 4,550円
ヨ403-217 なでかく型コンロ黒
11.5×11.5×12㎝（12入･磁）（輸入） 4,550円

ス403-147 黒釉1人用ご飯鍋1合炊（中蓋付）
19×φ16×12.5㎝（身9.5㎝）（18入･陶）（萬古焼） 4,000円
ス403-157 黒陶茶碗付ご飯鍋1合炊（中蓋付）
18×φ15×15㎝（身8.8㎝）（12入･陶）（萬古焼） 4,600円

ス403-167 黒釉ご飯釜（1合炊） 15×φ12×11㎝（身10㎝）（12入･陶）（萬古焼） 4,600円
ス403-177 黒釉耐熱コンロ（中） φ11.5×6.5㎝（40入･陶）（萬古焼） 3,100円
ス403-187 黒釉ミニご飯釜（0.5合炊） 11×φ10×12㎝（身9.5㎝）（27入･陶）（萬古焼） 3,600円
ス403-197 黒釉耐熱ミニコンロ φ9.8×6.8㎝（40入･陶）（萬古焼） 2,700円

メ403-227 黒釉五合御飯鍋30×23×23㎝（8入･陶） 16,500円
メ403-237 黒釉三合御飯鍋29×20×19㎝（8入･陶） 13,500円
メ403-247 黒釉一人用御飯鍋22×17×16㎝（16入･陶） 7,650円
メ403-257 焼杉台19×19×1.8㎝（170入）（木製） 1,200円

メ403-267 織部五合御飯鍋 30×23×23㎝（8入･陶） 16,500円
メ403-277 織部三合御飯鍋 29×20×19㎝（8入･陶） 13,500円
メ403-287 織部一人用御飯鍋 22×17×16㎝（16入･陶） 7,650円
メ403-297 焼杉台 19×19×1.8㎝（40入）（木製） 1,200円



和
陶
単
品

404

土鍋・土瓶むし・
鍋小物

寿司湯呑

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・
玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

すり鉢

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

変形大皿

多用丼

大　鉢

丸大皿

小　丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

小鍋 Tabletop Pot

ロ404-017 黒彫十草目玉焼き器
14.8×12.6×6.3㎝（40入･陶） 2,430円

ロ404-027 青磁魚紋目玉焼き器
14.8×12.6×6.3㎝（40入･陶） 2,430円

ロ404-037 うずしお目玉焼き器
14.8×12.6×6.3㎝（40入･陶） 2,430円

ミ404-047 黒織部 いろはミニ鍋
φ12.5×13.5×8.5㎝（40入･陶） 3,600円

ス404-057 織部4号浅鍋
14×φ12.5×7.5㎝（200㏄）（身4.3㎝）（45入･陶）（萬古焼） 2,900円

ス404-067 京風白刷毛目4号浅鍋
14×φ12.5×7.5㎝（200㏄）（身4.3㎝）（45入･陶）（萬古焼） 2,900円

ス404-077 天目4号浅鍋
14×φ12.5×7.5㎝（200㏄）（身4.3㎝）（45入･陶）（萬古焼） 2,900円

ス404-087 唐津刷毛目4号鍋
15.5×φ12.5×8.8㎝（280㏄）（身6㎝）（40入･陶）（萬古焼） 2,450円

ス404-097 織部4号深鍋
15×φ13×8.5㎝（300㏄）（身6.7㎝）（45入･陶）（萬古焼） 2,950円

ス404-107 京風白刷毛目4号深鍋
15×φ13×8.5㎝（300㏄）（身6.7㎝）（45入･陶）（萬古焼） 2,950円

ス404-117 天目4号深鍋
15×φ13×8.5㎝（300㏄）（身6.7㎝）（45入･陶）（萬古焼） 2,950円

ス404-127 鉄結晶4号鍋
15.5×φ12.5×8.8㎝（280㏄）（身6㎝）（40入･陶）（萬古焼） 2,450円

ス404-137 南蛮黒吹ミニ懐石鍋
17.5×φ14.2×5.6㎝（150㏄）（身3.7㎝）（45入･陶）（萬古焼） 2,600円

ス404-147 朱巻金紋4号鍋
14.5×φ13×7.5㎝（350㏄）（身5㎝）（45入･陶）（萬古焼） 3,500円

ス404-157 黒陶刷毛目4.5号鍋
16.5×φ13.5×8㎝（400㏄）（身5.4㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,300円

ス404-167 黒陶刷毛目4号多用深鍋
16×φ12.5×10.5㎝（650㏄）（身7.8㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,600円

ス404-177 焼締5号平鍋
φ15.5×7.5㎝（320㏄）（身4.7㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,900円

ス404-187 唐津刷毛目5号平鍋
18×φ15×8㎝（280㏄）（身4.4㎝）（24入･陶）（萬古焼） 2,650円

ス404-197 鉄結晶5号平鍋
18×φ15×8㎝（280㏄）（身4.4㎝）（24入･陶）（萬古焼） 2,650円

ス404-207 大黒刷毛目5号深鍋
17×φ15×9.5㎝（500㏄）（身6㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,600円
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Tabletop Pot 会席鍋

カ405-017 加茂川会席鍋（蓋強化）
15.5×8.8㎝（20入･陶） 4,600円

カ405-027 加茂川5.5陶板（蓋強化）
16.7×5.8㎝（30入･陶） 4,450円

ミ405-037 洋風小紋陶板なべ
φ18×6.5㎝（30入･陶） 3,900円

ミ405-047 洋風カゴメ浅なべ
φ17×6.8㎝（30入･陶） 3,450円

ス405-057 アメ釉（手造り）5号鍋
φ16.5×12㎝（500㏄）（身6.5㎝）（12入･陶）（萬古焼） 7,200円

ス405-067 織部（手造り）5号鍋
φ16.5×12㎝（500㏄）（身6.5㎝）（12入･陶）（萬古焼） 7,200円
ス405-077 がんじょう釜台（小）
17.5×17.5×8㎝（40入） 3,600円

ス405-087 鉄釉炊鍋
18×φ14×10㎝（500㏄）（身7㎝）（30入･陶）（萬古焼） 3,500円

ス405-097 黒陶刷毛目6号浅鍋
21×φ18×9.8㎝（450㏄）（身5.4㎝）（20入･陶）（萬古焼） 3,900円

ス405-107 鉄釉5号鍋
18×φ15.6×9.5㎝（400㏄）（身5.8㎝）（30入･陶）（萬古焼） 3,100円

ス405-117 織部5.5号鍋
19×φ17×11㎝（500㏄）（身6.3㎝）（20入･陶）（萬古焼） 3,300円
ス405-127 織部5号鍋
17×φ15×9㎝（400㏄）（身5.5㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,600円

ス405-137 京風白刷毛目5.5号鍋
19×φ17×11㎝（500㏄）（身6.3㎝）（20入･陶）（萬古焼） 3,300円
ス405-147 京風白刷毛目5号鍋
17×φ15×9㎝（400㏄）（身5.5㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,600円

ス405-157 天目5.5号鍋
19×φ17×11㎝（500㏄）（身6.3㎝）（20入･陶）（萬古焼） 3,300円
ス405-167 天目5号鍋
17×φ15×9㎝（400㏄）（身5.5㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,600円

ス405-177 鉄結晶碗付雑炊鍋
18×φ15.5×13㎝（700㏄）（身7.5㎝）（24入･陶）（萬古焼） 3,400円

ス405-187 唐津刷毛目碗付雑炊鍋
18×φ15.5×13㎝（700㏄）（身7.5㎝）（24入･陶）（萬古焼） 3,400円

ス405-197 京風白刷毛目碗付雑炊鍋
17×φ15×12.5㎝（700㏄）（身7.7㎝）（24入･陶）（萬古焼） 3,900円

ス405-207 天目碗付雑炊鍋
17×φ15×12.5㎝（700㏄）（身7.7㎝）（24入･陶）（萬古焼） 3,900円

ス405-227 もみじ雑炊鍋
20×φ17.5×13㎝（1100㏄）（身9㎝）（18入･陶）（萬古焼） 3,300円

ス405-237 京風白刷毛目ダルマ雑炊鍋
19.5×φ17×12.5㎝（900㏄）（身8.5㎝）（18入･陶）（萬古焼） 4,000円

ス405-247 天目ダルマ雑炊鍋
19.5×φ17×12.5㎝（900㏄）（身8.5㎝）（18入･陶）（萬古焼） 4,000円

ス405-217 白刷毛目雑炊鍋
20×φ17.5×13㎝（1100㏄）（身9㎝）（18入･陶）（萬古焼） 3,300円
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陶板（小）他 Grilling Plate

ス406-017 茶 柳川皿（小）
φ16.6×2.9㎝（50入･陶）（萬古焼） 1,700円
ス406-027 柳川用釜台（小）
17.3×17.3×3.5㎝（40入） 1,350円

ス406-037 茶 柳川皿（大）
φ20×2.8㎝（40入･陶）（萬古焼） 1,800円
ス406-047 柳川用釜台（大）
22×22×5㎝（30入） 2,000円

ス406-057 黒柳川皿（大）
φ19.5×2.9㎝（40入･陶）（萬古焼） 1,800円
ス406-067 黒柳川皿（小）
φ16.5×2.8㎝（50入･陶）（萬古焼） 1,700円

ス406-077 黒陶櫛目8号陶板 28.5×φ24×4.2㎝（20入･陶）（萬古焼） 3,500円
ス406-087 黒陶櫛目7号陶板 26×φ21×4㎝（30入･陶）（萬古焼） 2,800円
ス406-097 黒陶櫛目6号陶板 22.5×φ18.5×3.5㎝（40入･陶）（萬古焼） 2,200円

ス406-147 鉄結晶耐熱皿
φ16.5×2.5㎝（50入･陶）（萬古焼）（手造り） 1,700円

ス406-157 黒釉葉型陶板（大）
27×19×2.5㎝（40入･陶）（萬古焼） 2,000円
ス406-167 黒釉葉型陶板（小）
23.5×16.5×2㎝（50入･陶）（萬古焼） 1,300円

ス406-177 黒釉葉型鍋（大）
21×14.3×5㎝（450㏄）（40入･陶）（萬古焼） 1,750円
ス406-187 黒釉葉型鍋（小）
17×12.3×5㎝（300㏄）（60入･陶）（萬古焼） 1,050円

ス406-197 アワビ型陶板（大）
21×15×5㎝（350㏄）（30入･陶）（萬古焼） 1,500円
ス406-207 アワビ型陶板（小）
18×14×4㎝（300㏄）（40入･陶）（萬古焼） 1,200円

ス406-117 京風白刷毛目柳川鍋
φ17×6.5㎝（身3.7㎝）（30入･陶）（萬古焼） 3,100円

ス406-127 志野刷毛絵柳川陶板
18.8×φ16.5×6.5㎝（身3.3㎝）（30入･陶）（萬古焼） 3,800円

ス406-137 砂付緑釉柳川陶板
18.8×φ16.5×6.5㎝（身3.3㎝）（30入･陶）（萬古焼） 3,800円

ス406-107 天目柳川鍋
φ17×6.5㎝（身3.7㎝）（30入･陶）（萬古焼） 3,100円

ス406-217 織部（手造り）5号陶板
φ16.5×9.5㎝（身3.5㎝）（16入･陶）（萬古焼） 6,000円

ス406-227 アメ釉（手造り）5号陶板
φ16.5×9.5㎝（身3.5㎝）（16入･陶）（萬古焼） 6,000円

ス406-237 鉄釉5号陶板
18.5×φ15.5×7㎝（身3.5㎝）（30入･陶）（萬古焼） 2,900円

ス406-247 鉄釉6号陶板
22.5×φ18.5×8㎝（身4.2㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,500円

ス406-257 黒釉溶岩風陶板6号
20×20×7㎝（16入･陶）（萬古焼） 3,300円
ス406-267 黒釉溶岩風陶板6号の身のみ
20×20×1.7㎝（30入･陶）（萬古焼） 1,650円

ス406-277 アメ釉4.5号はも鍋
φ14×5.8㎝（500㏄）（30入･陶）（萬古焼） 3,000円
ス406-287 はも鍋用受け皿
φ16×2.5㎝（50入･陶）（萬古焼） 1,400円

ミ406-297 耐熱絵織部蓋付陶板鍋
18.5×17×11㎝（20入･陶） 3,900円

ト406-307 織部格子楕円鍋
18.5×17×11㎝（9入･陶） 4,100円
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Bibimbap Pot / Grilling Plate ビビンバ・焼肉他

ス407-017 黒ビビンバ鍋
φ20.5×7.5㎝（1100㏄）（20入･陶）（萬古焼） 2,500円
ス407-027 ビビンバ鍋用敷台
23×17×1.3（内径φ14.5）㎝（60入）（インドネシア） 2,200円

ス407-037 茶ビビンバ鍋
φ20.5×7.5㎝（1100㏄）（20入･陶）（萬古焼） 2,500円
ス407-047 がんじょう釜台（大）
20×20×7㎝（φ16.5）（30入） 3,800円

ス407-057 びびっこ（ビビンバ用）（黒）
φ15×6.5㎝（600㏄）（30入･陶）（萬古焼） 2,000円
ス407-067 びびっこ（ビビンバ用）用敷台
18×14×1.2（内径φ11.5）㎝（120入）（インドネシア） 1,500円

ス407-077 びびっこ（ビビンバ用）（茶）
φ15×6.5㎝（600㏄）（30入･陶）（萬古焼） 2,000円
ス407-087 がんじょう釜台（小）
17.5×17.5×8㎝（40入） 3,600円

ス407-097 深型ビビンバ鍋（大）黒
φ18×8㎝（1100㏄）（20入･陶）（萬古焼） 2,900円
ス407-107 枠付敷板19㎝
19×19×2㎝（60入） 1,200円

ス407-117 深型ビビンバ鍋（小）黒
φ13.5×6.8㎝（600㏄）（30入･陶）（萬古焼） 1,700円
ス407-127 枠付敷板16㎝
16×16×2㎝（80入） 900円

ス407-137 深型ビビンバ鍋（大）石目
φ18×8㎝（1100㏄）（20入･陶）（萬古焼） 2,900円
ス407-147 がんじょう釜台（大）
20×20×7㎝（30入） 3,800円

ミ407-157 グレー石目調スタッキングビビンバ19㎝φ19×8.2㎝（18入･陶） 2,700円
ミ407-167 グレー石目調スタッキングビビンバ18㎝φ18×7.9㎝（20入･陶） 2,500円
ミ407-177 グレー石目調スタッキングビビンバ14㎝φ14×6.5㎝（30入･陶） 1,800円

ワ407-207 石焼ビビンバ鍋φ16㎝
φ16×H7.5㎝（中国） 3,150円
ワ407-217 敷板内径16㎝用
17.5×22.5×H2㎝（中国） 1,600円

ワ407-227 ビビンバ用スプーン
φ4.5×21㎝ 600円
ワ407-237 アルミヤットコ
3.5×7×17㎝（韓国） 1,250円

ス407-247 黒釉平鍋（小）
25×φ19.5×5.2㎝（800㏄）（30入･陶）（萬古焼） 2,000円

ワ407-187 石焼ビビンバ鍋φ18㎝
φ18×H8㎝（中国） 3,350円
ワ407-197 敷板内径18㎝用
20×20×H2.8㎝（中国） 1,600円

ス407-257 萩風6号変形陶板
24.3×18.8×6.8㎝（450㏄）（30入･陶）（萬古焼） 2,100円

ス407-267 黒6号変形陶板
24.3×18.8×6.8㎝（450㏄）（30入･陶）（萬古焼） 2,100円

ネ407-277 印花耐熱鍋皿
23×21×4㎝（40入･陶）（耐熱） 2,500円

ミ407-287 黒釉 ミニ陶板
φ11×1.8㎝（120入･陶） 1,250円
ミ407-297 黒釉 ミニ五徳
φ8.8×7.4㎝（60入･陶） 1,950円

ス407-307 耐熱（手造り）ステーキ陶板
29×19.5×2.7㎝（15入･陶）（萬古焼） 3,300円
ス407-317 長角枠付敷台
30×23×1.7㎝（40入）（萬古焼） 2,400円

ス407-327 黒（手造り）ミニステーキ陶板
18×15×2.3㎝（30入･陶）（萬古焼） 2,300円
ス407-337 アルミコンロ（火入･敷板付）
φ13.3×9.3㎝（60入）（中国） 2,500円

ス407-347 黒石焼陶板
φ15.8×2㎝（30入･陶）（萬古焼） 2,100円
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陶板（大）・すっぽん鍋 Grilling Plate(Large)

ス408-017 黒（超耐熱）10号手付パエリアパン
33.5×φ30×7.3㎝（10入･陶）（萬古焼） 6,800円
ス408-027 黒（超耐熱）8号手付パエリアパン
28×φ24.5×6.3㎝（16入･陶）（萬古焼） 3,900円

ス408-037 茶（超耐熱）10号手付パエリアパン
33.5×φ30×7.3㎝（10入･陶）（萬古焼） 6,800円
ス408-047 茶（超耐熱）8号手付パエリアパン
28×φ24.5×6.3㎝（16入･陶）（萬古焼） 3,900円

ス408-057 黒（超耐熱）10号パエリアパン手なし
φ30×7.3㎝（12入･陶）（萬古焼） 5,700円
ス408-067 黒（超耐熱）8号パエリアパン手なし
φ24.5×6.3㎝（20入･陶）（萬古焼） 3,200円

ス408-077 灰釉10号耐熱皿 33.5×φ30.5×5㎝（16入･陶）（萬古焼） 4,100円
ス408-087 灰釉8号耐熱皿 28×φ26×4.3㎝（20入･陶）（萬古焼） 2,900円
ス408-097 灰釉7号耐熱皿 25×φ22×3.5㎝（30入･陶）（萬古焼） 2,200円

ス408-107 鉄結晶手付耐熱鉢（大）
28×φ25×7㎝（12入･陶）（萬古焼） 4,700円
ス408-117 鉄結晶手付耐熱鉢（小）
24×φ21×6㎝（20入･陶）（萬古焼） 3,450円

ス408-127 超耐熱ホーロク10号
φ30×3㎝（16入･陶）（萬古焼） 4,500円
ス408-137 超耐熱ホーロク8号
φ24×3㎝（20入･陶）（萬古焼） 2,800円

ハ408-147 耳付鍋どんぶり（耐熱）
26.5×22.5×7.8㎝（40入･陶） 2,650円

ス408-157 鉄赤すっぽん鍋10号 35×φ31×14㎝（1800㏄）（身7㎝）（5入･陶）（萬古焼） 20,000円
ス408-167 鉄赤すっぽん鍋8号 28×φ25×10.5㎝（800㏄）（身5㎝）（8入･陶）（萬古焼） 10,500円
ス408-177 鉄赤すっぽん鍋6号 22×φ19×8㎝（350㏄）（身4㎝）（16入･陶）（萬古焼） 5,500円

ス408-187 アメ釉（手造り）すっぽん鍋9号
35×28×12.5㎝（800㏄）（身6㎝）（6入･陶）（萬古焼） 15,000円
ス408-197 アメ釉（手造り）すっぽん鍋8号
31×24.5×11㎝（600㏄）（身6㎝）（8入･陶）（萬古焼） 13,000円

ス408-207 織部（手造り）7.5号丸鍋
φ23×11.5㎝（700㏄）（身4㎝）（10入･陶）（萬古焼） 10,500円

ス408-217 アメ釉（手造り）7.5号丸鍋
φ23×11.5㎝（700㏄）（身4㎝）（10入･陶）（萬古焼） 10,500円

ス408-227 黒釉（手造り）すっぽん鍋9号
35×φ28×12.5㎝（800㏄）（身6㎝）（6入･陶）（萬古焼） 15,000円
ス408-237 黒釉（手造り）すっぽん鍋8号
31×φ24.5×11㎝（600㏄）（身6㎝）（8入･陶）（萬古焼） 13,000円
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Dobin Soup Pot Set 土瓶むし

メ409-027 南蛮花型土瓶むし
14×10×7.5㎝（270㏄）（36入･陶） 6,500円

メ409-037 南蛮丸型土瓶むし
13×9×8㎝（230㏄）（36入･陶） 6,300円

ス409-047 鉄結晶京型土瓶むし（超耐熱･手造り）
φ12.4×9.2㎝（260㏄）（20入･陶）（萬古焼） 5,500円

ス409-057 焼締急須型土瓶むし（超耐熱･手造り）
φ12.8×10㎝（260㏄）（20入･陶）（萬古焼） 5,700円

メ409-017 南蛮平型土瓶むし
18.5×14.5×9.5㎝（300㏄）（36入･陶） 7,300円

ス409-067 南蛮京風土瓶むし
φ12.5×8㎝（260㏄）（30入･陶）（萬古焼） 4,800円

ス409-077 南蛮鉄鉢土瓶むし
φ11×8.5㎝（300㏄）（30入･陶）（萬古焼） 4,800円

ス409-087 鉄赤平形土瓶むし
15.8×13.2×5.2㎝（250㏄）（5×6入･陶）（萬古焼） 3,600円

ス409-097 黒釉平形土瓶むし
15.8×13.2×5.2㎝（250㏄）（5×6入･陶）（萬古焼） 3,600円

ス409-107 もみじ土瓶むし
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 4,300円

ス409-117 十草土瓶むし
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 4,300円

ス409-127 赤絵万暦土瓶むし
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 4,300円

ス409-137 むさしの巾着土瓶むし
φ10×7.5㎝（280㏄）（5×8入･陶）（萬古焼） 3,700円

ス409-147 むさしの丸土瓶むし
φ10.8×6.5㎝（280㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 3,700円

ス409-157 錆刷毛絵土瓶むし
φ10.8×6.5㎝（280㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 3,700円

ス409-167 備前風土瓶むし
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 3,600円

ス409-177 伊賀釉土瓶むし
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 3,600円

ス409-187 芦絵土瓶むし
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 3,600円

ス409-197 灰釉土瓶むし
φ11.5×6.3㎝（320㏄）（6×6入･陶）（萬古焼） 3,600円

ス409-207 イラボ丸型土瓶むし（耐熱）
φ10.8×6.8㎝（320㏄）（36入･陶）（中国） 2,600円

ス409-217 鉄彩丸型土瓶むし（耐熱）
φ10.8×6.8㎝（320㏄）（36入･陶）（中国） 2,600円

ス409-227 織部平型土瓶むし（耐熱）
φ11.8×6.3㎝（240㏄）（36入･陶）（中国） 2,300円

ス409-237 天目平丸土瓶むし（耐熱）
φ11.8×6.3㎝（240㏄）（36入･陶）（中国） 2,300円

ス409-247 耐熱松葉土瓶むし
φ11.8×6.3㎝（240㏄）（36入･陶）（中国） 2,300円

ス409-257 梨地土瓶むし用コンロ（火入付）
φ10×7㎝（64入･陶）（中国） 2,150円
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鍋小物 Hot Pot Items

ス410-037 黒釉小レンゲ
5×15㎝（320入･陶）（萬古焼） 550円
ス410-047 黒釉小受け台
8.7×6.3×2.5㎝（320入･陶）（萬古焼） 500円

ス410-057 錆掛大レンゲ
7.6×21㎝（160入･陶）（萬古焼） 1,000円
ス410-067 錆掛大受け台
11.8×9.8×3.5㎝（160入･陶）（萬古焼） 820円

ス410-077 錆掛小レンゲ
5×15㎝（320入･陶）（萬古焼） 550円
ス410-087 錆掛小受け台
8.7×6.3×2.5㎝（320入･陶）（萬古焼） 500円

ス410-097 青地大レンゲ
7.6×21㎝（160入･陶）（萬古焼） 1,000円
ス410-107 青地大受け台
11.8×9.8×3.5㎝（160入･陶）（萬古焼） 820円

ス410-117 青地小レンゲ
5×15㎝（320入･陶）（萬古焼） 550円
ス410-127 青地小受け台
8.7×6.3×2.5㎝（320入･陶）（萬古焼） 500円

ス410-017 黒釉大レンゲ
7.6×21㎝（160入･陶）（萬古焼） 1,000円
ス410-027 黒釉大受け台
11.8×9.8×3.5㎝（160入･陶）（萬古焼） 820円

ス410-137 カンゲン大レンゲ
7.6×20.3㎝（160入･陶）（萬古焼） 750円
ス410-147 カンゲン大受台
11×9.3㎝（160入･陶）（萬古焼） 520円

ス410-157 カンゲン小レンゲ
4.7×15.5㎝（320入･陶）（萬古焼） 420円
ス410-167 カンゲン小受台
8.8×6.6㎝（320入･陶）（萬古焼） 290円

ス410-177 京粉引大レンゲ
8×22㎝（160入･陶）（萬古焼） 1,200円
ス410-187 京粉引大受け台
11.5×9.5㎝（160入･陶）（萬古焼） 800円

ス410-197 京粉引小レンゲ
5.2×15.5㎝（320入･陶）（萬古焼） 750円
ス410-207 京粉引小受け台
8.5×6.7㎝（320入･陶）（萬古焼） 480円

ス410-217 だんらん大レンゲ
7.6×21㎝（160入･陶）（萬古焼） 1,000円
ス410-227 だんらん大受台
11.8×9.8×3.5㎝（160入･陶）（萬古焼） 820円

ス410-237 だんらん小レンゲ
5×15㎝（320入･陶）（萬古焼） 550円
ス410-247 だんらん小受台
8.7×6.3×2.5㎝（320入･陶）（萬古焼） 500円

ス410-317 焼杉角板21㎝ 21×21㎝（100入） 900円
ス410-327 焼杉角板18㎝ 18×18㎝（200入） 550円
ス410-337 焼杉角板15㎝ 15×15㎝（200入） 400円
ス410-347 焼杉角板13㎝ 13×13㎝（300入） 300円
ス410-357 焼杉角板11㎝ 11×11㎝（300入） 200円

ス410-257 白小レンゲ
4×14㎝（320入･陶）（萬古焼） 280円
ス410-267 黒小受台
8×5×2.5㎝（320入･陶）（萬古焼） 280円

ス410-277 白穴アキレンゲ
7.2×19㎝（160入･陶）（萬古焼） 450円
ス410-287 黒穴アキ用受台
10.2×8.3×3.3㎝（160入･陶）（萬古焼） 450円

ス410-367 枠付敷台24㎝ 24×24×2㎝（100入） 1,600円
ス410-377 枠付敷台19㎝ 19×19×2㎝（150入） 1,200円
ス410-387 枠付敷台16㎝ 16×16×2㎝（200入） 900円

ス410-397 正角イカダスノコ18㎝ 18×17㎝（200入） 750円
ス410-407 正角イカダスノコ15㎝ 15×15㎝（200入） 530円
ス410-417 正角イカダスノコ13㎝ 13×13㎝（300入） 450円

ス410-427 丸型敷台25.5㎝ φ25.5㎝（100入） 1,450円
ス410-437 丸型敷台19.5㎝ φ19.5㎝（200入） 1,000円
ス410-447 丸型敷台14㎝ φ14㎝（300入） 550円

ス410-457 井型敷台18㎝ 18×18㎝（200入） 500円
ス410-467 井型敷台15㎝ 15×15㎝（300入） 380円
ス410-477 井型敷台13㎝ 13×13㎝（300入） 350円

ワ410-487 半月網 （大） ステンレス
φ18.3×9×1㎝（中国） 1,100円
ワ410-497 半月網 （小） ステンレス
φ17.5×8.5×1㎝（中国） 1,000円

エ410-507 エンボスしゃもじ黒 15.7×5.6㎝ 230円
エ410-517 （大）ヘラ 22.3×6㎝ 350円
エ410-527 （中）ヘラ 19.5×5.5㎝ 250円
エ410-537 （小）ヘラ 16.9×4.6㎝ 200円

ワ410-547 ステンレス･アク取（柄茶） φ8×柄長16.5㎝（1入） 1,370円
ワ410-557 ステンレス･お玉（柄茶）穴無し φ7×柄長16.5㎝（1入） 1,220円
ワ410-567 ステンレス･お玉（柄茶）穴有り φ7×柄長16.5㎝（1入） 1,250円

ユ410-297 お玉杓子（大）
8.5×26㎝（10×8入）（中国） 2,700円
ユ410-307 お玉杓子（小）
7×24.5㎝（20×8入）（中国） 2,200円
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Hot Pot Items 鍋小物

メ411-017 
南蛮杵形ダシ入
φ11×20㎝（10入･陶）
6,800円

メ411-027 
南蛮手付ダシ入
18×10.5×10㎝（10入･陶）
6,800円

メ411-037 
南蛮ガラ入
φ12×11㎝（10入･陶）
3,650円

メ411-047 
灰釉杵形ダシ入
11×11×20㎝（700㏄）（30入･陶）（信楽焼）
6,800円

メ411-057 
灰釉手付ダシ入
18×10.5×10㎝（500㏄）（40入･陶）（信楽焼）
6,800円

メ411-067 
灰釉ガラ入
12×12×11㎝（500㏄）（40入･陶）（信楽焼）
3,650円

ス411-077 
青地木目汁次（大）
φ11×14.5㎝（1000㏄）（6×3入･陶）（萬古焼）
3,800円

ス411-087 
青地木目汁次（小）
φ9×12.5㎝（500㏄）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,200円

ス411-097 
青地木目アラ入（大）
φ13.5×12.2㎝（口径φ12.3㎝）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,200円

ス411-107 
青地木目アラ入（小）
φ11.8×10.2㎝（口径φ9.7㎝）（6×4入･陶）（萬古焼）
2,600円

イ411-117 
黒伊賀汁次（大）
φ10.6×12.5㎝（750㏄）（4×6入･磁）
2,400円

イ411-127 
黒伊賀汁次（小）
φ9.2×11.5㎝（500㏄）（6×6入･磁）
2,100円

ス411-137 
錆刷毛絵汁次（大）
φ11.5×13㎝（800㏄）（6×4入･陶）（萬古焼）
4,000円

ス411-147 
錆刷毛絵汁次（小）
φ10×11.5㎝（500㏄）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,500円

ス411-157 
錆刷毛絵アラ入
φ13.5×12㎝（口径φ11.8㎝）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,400円

ス411-167 
わら灰汁次（大）
φ11.5×13㎝（800㏄）（6×4入･陶）（萬古焼）
4,000円

ス411-177 
わら灰汁次（小）
φ10×11.5㎝（500㏄）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,500円

ス411-187 
わら灰アラ入
φ13.5×12㎝（口径φ11.8㎝）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,400円

ス411-197 
藤総窯三島手付汁次（大）
φ10.6×13.5㎝（800㏄）（6×4入･陶）（萬古焼）
4,000円

ス411-207 
藤総窯三島手付汁次（中）
φ9.7×12㎝（600㏄）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,600円

ス411-217 
藤総窯三島手付汁次（小）
φ8.5×10.5㎝（400㏄）（6×6入･陶）（萬古焼）
3,200円

ス411-227 
藤総窯三島アラ入
φ12.5×11㎝（口径φ11.6㎝）（6×4入･陶）（萬古焼）
3,400円

ト411-237 
白マット タレポット
17×10×10.5㎝（470㏄）（6×8入･磁）
2,800円

ト411-247 
衣目黒 タレポット
17×10×10.5㎝（470㏄）（6×8入･磁）
2,800円

イ411-267 
野木釉汁次 小
φ9×11㎝（500㏄）（36入･磁）
2,100円

ス411-277 
刷毛目片口（大）
18.5×φ16×5.5㎝（30入･陶）（萬古焼）
2,200円

ス411-287 
刷毛目片口（小）
15×φ13×4.5㎝（40入･陶）（萬古焼）
1,650円

ス411-297 
白（手造り）片口
15.5×φ12.5×7.5㎝（450㏄）（30入･陶）（萬古焼）
2,100円

ス411-307 土瓶むし用三又ツル茶 31㎝（500入） 340円
ス411-317 土瓶むし用三又ツル白 31㎝（500入） 340円
ス411-327 土瓶むし用一本ツル（太） 26㎝（1000入） 240円
ス411-337 土瓶むし用一本ツル（細） 26㎝（1000入） 210円

イ411-257 
野木釉汁次 大
φ10.6×12.5㎝（750㏄）（24入･磁）
2,400円
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コンロ・敷板 Grilling Stove / Bottom Board

ス412-017 伊勢コンロ丸10号（金網･敷板付） φ30×12㎝（4入･陶）（萬古焼） 12,500円
ス412-027 伊勢コンロ10号用ゴトク φ29.5×8.5㎝（16入･陶）（萬古焼） 3,900円
ス412-037 伊勢コンロ10号用金網 φ29㎝（100入） 2,600円

ス412-047 伊勢コンロ（手付）丸9号（金網･敷板付） 32×φ27×11㎝（4入･陶）（萬古焼） 11,500円
ス412-057 伊勢コンロ9号用ゴトク φ26.7×7.8㎝（20入･陶）（萬古焼） 3,200円
ス412-067 伊勢コンロ9号用金網 φ26㎝（100入） 2,400円

ス412-077 伊勢コンロ丸7号（金網･敷板付） φ20×10㎝（10入･陶）（萬古焼） 8,400円
ス412-087 伊勢コンロ7号用ゴトク φ19.6×6.2㎝（30入･陶）（萬古焼） 1,600円
ス412-097 伊勢コンロ7号用金網 φ19㎝（100入） 2,100円

ス412-107 アメ釉水コンロ（大）（金網･敷板付） 32×φ30×14㎝（4入･陶）（萬古焼） 17,000円
ス412-117 アメ釉水コンロ用五徳（大） φ30×7㎝（16入･陶）（萬古焼） 8,500円
ス412-127 アメ釉水コンロ用金網（大） φ30㎝（200入） 300円

ス412-137 アメ釉水コンロ（小）（金網･敷板付） 21×φ19.5×13.3㎝（10入･陶）（萬古焼） 11,000円
ス412-147 アメ釉水コンロ用五徳（小） φ19.5×8.3㎝（24入･陶）（萬古焼） 5,500円
ス412-157 アメ釉水コンロ用金網（小） φ20㎝（200入） 220円

ス412-167 伊勢コンロ丸5号（金網･敷板付） φ17×12.5㎝（12入･陶）（萬古焼） 5,800円
ス412-177 伊勢コンロ5号用ゴトク φ16.7×6.5㎝（40入･陶）（萬古焼） 1,200円
ス412-187 伊勢コンロ5号用金網 φ17㎝（100入） 2,100円

ス412-197 黒串焼きコンロ（大）（金網･板付）
32×14.5×13㎝（6入･陶）（萬古焼） 12,500円
ス412-207 串焼きコンロ（大）用金網
32.5×16㎝（50入） 2,800円

ス412-217 黒串焼きコンロ（小）（金網･板付）
18.5×13.5×13㎝（12入･陶）（萬古焼） 6,600円
ス412-227 串焼きコンロ（小）用金網
15×15㎝（100入） 2,200円

ス412-237 
黒吹火消し壷（小）敷板付
φ16×13.5㎝（12入･陶）（萬古焼）
3,800円

メ412-247 
赤楽コンロ（敷板付）
φ12.5×8.5㎝（27入･陶）
13,500円

メ412-257 
黒楽コンロ（敷板付）
φ12.5×8.5㎝（27入･陶）
13,500円

メ412-267 
アメ釉コンロ浅（敷板付）
φ12.5×8.5㎝（27入･陶）
12,300円

メ412-277 
赤楽長角皿コンロ（敷板付）
17.5×11.5×8.5㎝（20入･陶）
15,900円

メ412-287 
黒楽長角コンロ（敷板付）
17.5×11.5×8.5㎝（20入･陶）
15,900円
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Grilling Stove / Bottom Board コンロ・敷板

ス413-197 
黒釉耐熱コンロ（中）
φ11.5×6.5㎝（40入･陶）（萬古焼）
3,100円

ス413-187 
黒釉耐熱ミニコンロ
φ9.8×6.8㎝（40入･陶）（萬古焼）
2,700円

カ413-167 
アルミコンロセット（黒）
（燃料容器）
13×9.5㎝（30入） 2,400円

ス413-207 
むさしの耐熱コンロ
φ11.5×6.5㎝（30入･陶）（萬古焼）
3,100円

ス413-177 
三鈴黒耐熱広口コンロ
φ13×8㎝（40入･陶）（萬古焼）
1,900円

カ413-017 
飛騨コンロ4号
12×12×10.5㎝（12入） 
3,900円

カ413-027 
飛騨コンロ5号
15×15×12.5㎝（12入） 
4,800円

カ413-037 
飛騨コンロ6号
18×18×13㎝（12入） 
6,000円

ス413-047 角金網22㎝ 22×22㎝（100入） 390円
ス413-057 角金網17㎝ 17×17㎝（200入） 370円
ス413-067 角金網15㎝ 15×15㎝（200入） 300円
ス413-077 角金網11.5㎝ 11.5×11.5㎝（400入） 270円

ス413-117 丸金網30㎝ φ30㎝（200入）（中国） 300円
ス413-127 丸金網28㎝ φ28㎝（200入）（中国） 250円
ス413-137 丸金網24㎝ φ24㎝（200入）（中国） 250円
ス413-147 丸金網20㎝ φ20㎝（200入）（中国） 200円
ス413-157 丸金網15㎝ φ15㎝（200入）（中国） 200円

ス413-087 
大輪コンロ21㎝
21×15㎝（6入） 
10,500円

ス413-097 
大輪コンロ15㎝
15×13㎝（12入）
7,300円

ヨ413-107 
イークッカー専用
粉引なでかく型コンロ
11.5×11.5×12㎝（12入･陶）（マレーシア） 
4,550円

ワ413-317 木受台楕円型（大）C-10B U
24×14.5×H1㎝･内寸16.5×12㎝（中国） 1,800円

ワ413-327 木受台楕円型（小）C-11B T
21.5×13×H1㎝･内寸15×10.5㎝（中国） 1,600円

ワ413-337 木受台丸型（大）B-160B V
23×17×H1.5㎝･内寸φ14.5㎝（中国） 1,950円

ワ413-347 木受台丸型（小）C-12B W
18×14×H1㎝･内寸φ11.5㎝（中国） 1,400円

ワ413-277 白木正角木台Dφ145 17.5×17.5×H1.5㎝ 2,950円
ワ413-287 白木正角木台Cφ130 16×16×H1.5㎝ 2,500円
ワ413-297 白木正角木台Bφ115 14.5×14.5×H1.5㎝ 2,300円
ワ413-307 白木正角木台Aφ100 13.5×13.5×H1.5㎝ 2,100円

ワ413-267 白木正角木台Eφ160 19×19×H1.5㎝ 3,250円

ワ413-237 白木正角木台Hφ205 23.5×23.5×H1.5㎝ 4,200円
ワ413-247 白木正角木台Gφ190 22×22×H1.5㎝ 3,750円
ワ413-257 白木正角木台Fφ175 20.5×20.5×H1.5㎝ 3,350円

ワ413-217 白木正角木台Jφ250 28×28×H1.5㎝ 5,450円
ワ413-227 白木正角木台Iφ220 25×25×H1.5㎝ 4,600円
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すり鉢 Mortar
ト414-017 スリ鉢尺五
φ46.5×20㎝（2入･陶） 43,000円
ト414-027 スリ鉢尺三
φ40×17.5㎝（3入･陶） 24,000円
ト414-037 スリ鉢尺二
φ35.5×15.5㎝（5入･陶） 16,000円
ト414-047 スリ鉢尺一
φ32.5×14㎝（5入･陶） 10,500円
ト414-057 スリ鉢尺
φ29.5×13㎝（6入･陶） 6,400円
ト414-067 スリ鉢9.0
φ27.5×11.3㎝（6入･陶） 3,800円
ト414-077 スリ鉢8.0
φ24.5×10.5㎝（10入･陶） 2,600円
ト414-087 スリ鉢7.0
φ21.5×8.8㎝（12入･陶） 1,800円
ト414-097 スリ鉢6.0
φ17.5×7.3㎝（20入･陶） 950円
ト414-107 スリ鉢5.0
φ14×6㎝（40入･陶） 750円
ト414-117 スリ鉢4.0
φ12.8×5.5㎝（60入･陶） 700円

ホ414-127 唐草8.0スリ鉢
φ25×11㎝（12入･陶） 3,400円
ホ414-137 唐草7.0スリ鉢
φ22.8×9㎝（20入･陶） 2,500円
ホ414-147 唐草6.0スリ鉢
φ18.6×7.5㎝（36入･陶） 1,700円
ホ414-157 唐草5.0スリ鉢
φ15×6.6㎝（50入･陶） 1,100円
ホ414-167 唐草4.0スリ鉢
φ12.5×5.5㎝（70入･陶） 850円

ホ414-177 黒マット6.5スリ鉢
20.5×19.5×9㎝（16入･陶）（スリ効率2倍UP） 4,000円
ホ414-187 黒マット5.5スリ鉢
17×16×7.8㎝（30入･陶）（スリ効率2倍UP） 2,300円
ホ414-197 黒マット4.2スリ鉢
13.8×13×6.2㎝（50入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,500円
ホ414-207 黒マット3.5スリ鉢
11.5×10.5×5.5㎝（60入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,100円

ホ414-217 白マット6.5スリ鉢
20.5×19.5×9㎝（16入･陶）（スリ効率2倍UP） 4,000円
ホ414-227 白マット5.5スリ鉢
17×16×7.8㎝（30入･陶）（スリ効率2倍UP） 2,300円
ホ414-237 白マット4.2スリ鉢
13.8×13×6.2㎝（50入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,500円
ホ414-247 白マット3.5スリ鉢
11.5×10.5×5.5㎝（60入･陶）（スリ効率2倍UP） 1,100円

ワ414-257 山椒すりこぎ#5 45㎝ 45㎝（中国） 4,400円
ワ414-267 山椒すりこぎ#4 24㎝ 24㎝（中国） 800円
ワ414-277 山椒すりこぎ#3 17㎝ 17㎝（中国） 500円
ワ414-287 山椒すりこぎ#2 13㎝ 13㎝（中国） 360円
ワ414-297 山椒すりこぎ#1 9㎝ 9㎝（中国） 320円

ワ414-307 檜･ミニすりこぎ 24㎝
24㎝（1入） 840円
ワ414-317 檜･ミニすりこぎ 18㎝
18㎝（1入） 730円
ワ414-327 檜･ミニすりこぎ 12.5㎝
12.5㎝（1入） 530円

カ414-337 すり棒 13㎝
13㎝（100入） 430円
カ414-347 10㎝スリ棒
10㎝（300入） 360円

※スリやすいスリ目 ※スリやすいスリ目



土鍋・土瓶むし・
鍋小物

和
陶
単
品

415

寿司湯呑

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・
玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

すり鉢

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

変形大皿

多用丼

大　鉢

丸大皿

小　丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

Mortar すり鉢

ユ415-017 錆十草片口6.0鉢
19×18×9㎝（30入･陶） 3,000円
ユ415-027 錆十草片口5.0鉢
16×15.5×7.5㎝（40入･陶） 2,500円

ユ415-037 青十草片口6.0鉢
19×18×9㎝（30入･陶） 3,000円
ユ415-047 青十草片口5.0鉢
16×15.5×7.5㎝（40入･陶） 2,500円

カ415-057 紺釉6寸片口すり鉢
19×9㎝（30入･陶） 2,800円

カ415-067 ヒワ釉6寸片口すり鉢
19×9㎝（30入･陶） 2,800円

ヤ415-077 立花灰釉6.0スリ鉢
φ18.5×9㎝（40入･陶） 2,800円
ヤ415-087 立花灰釉5.0スリ鉢
φ15.5×7.5㎝（50入･陶） 2,300円

ユ415-097 黒結晶片口6.0丼
18×9㎝（20入･陶） 2,750円
ユ415-107 黒結晶片口5.0丼
15.5×7.5㎝（30入･陶） 2,200円

オ415-117 唐津花紋片口（中）
17.5×13×6.8㎝（60入･陶） 3,020円
オ415-127 唐津花紋片口（小）
14.5×11×5㎝（80入･陶） 2,250円

オ415-137 織部4.0スリオロシ
12.2×12×4.5㎝（100入･陶） 950円
オ415-147 織部3.2スリオロシ
10.2×9.8×3.5㎝（150入･陶） 790円

ホ415-157 唐草5.0片口スリ鉢
15×6.5㎝（40入･陶） 1,350円
ホ415-167 唐草4.0片口スリ鉢
12.5×5.5㎝（60入･陶） 1,100円

ロ415-177 白オロシ器（大）（ノンスリップ加工） 17.2×3㎝（30入･強） 3,350円
ロ415-187 白オロシ器（中）（ノンスリップ加工） 13.2×2.5㎝（50入･強） 2,010円
ロ415-197 白オロシ器（小）（ノンスリップ加工） 10.5×1.8㎝（80入･強） 1,220円

オ415-207 ゴマダレ入小鉢
15×11×5㎝（80入･陶） 1,350円

カ415-217 泥クシ彫り三.五寸丸片口スリ鉢
φ10×7㎝（40入･陶） 1,850円

カ415-227 
黒結晶4.0片口すり鉢
11.8×11.2×5.1㎝（80入･陶）
1,600円

カ415-237 
ヒワ釉5寸すり鉢
φ15.5×7.5㎝（30入･陶）
2,200円

カ415-247 
唐津3.2寸すり鉢
9.8×3.5㎝（100入･陶）
1,050円

ホ415-257 
黒マット三角3.2スリ鉢
φ9.5×3.8㎝（130入･陶）
940円

ホ415-267 
黒マット三角2.5スリ鉢
φ7.5×3.2㎝（200入･陶）
740円

カ415-277 オレンジ2.5寸すり小鉢 7.7×2.8㎝（80入･陶） 600円
カ415-287 イエロー2.5寸すり小鉢 7.7×2.8㎝（80入･陶） 600円
カ415-297 オリーブ2.5寸すり小鉢 7.7×2.8㎝（80入･陶） 600円

カ415-307 
唐津片口おろし器ミニ 
9×1.5㎝（150入･陶）
1,150円

ト415-317 
織部3.5スリ小付 
φ10.9×4㎝（100入･磁）
600円

ト415-327 
赤3.5スリ小付 
φ10.9×4㎝（100入･磁）
600円



白斑点

ときわ

オリジナ
ル

TOK
IWA

 ORI
GINA

L

ワ416-017 楕円受皿  
16.9×14.7×2.6㎝（陶） 650円

ワ416-027 三品薬味皿 小  
17.4×7.3×2.7㎝（陶） 880円

ワ416-037 三本線11㎝角小鉢  
10.6×10.6×5.7㎝（陶） 800円

ワ416-047 オーバルディッシュ 小  
13.4×8×3㎝（陶） 490円

ワ416-057 オーバルディッシュ 中  
22.7×12.3×4㎝（陶） 1,100円

ワ416-067 オーバルディッシュ 大  
33.2×17.4×5.5㎝（陶） 2,300円

ワ416-077 
スクウェアー10㎝角皿  
10.5×10.5×1.8㎝（陶） 480円

ワ416-087 
スクウェアー13㎝角皿  
13.5×13.5×1.8㎝（陶） 780円

ワ416-097 
スクウェアー16㎝銘々皿  
16.2×16.2×2㎝（陶） 930円

ワ416-107 
スクウェアー21㎝角皿  
21.3×21.3×2.5㎝（陶） 1,800円

ワ416-117 スクウェアー27㎝角皿  
26.7×26.7×2.6㎝（陶） 2,900円ワ416-127 スクウェアー29㎝長角皿  

29.1×12.1×2㎝（陶） 1,200円

ワ416-137 リーフディッシュ26㎝ 小  
26.3×7×2㎝（陶） 950円

ワ416-147 リーフディッシュ32㎝ 中  
32.3×7.8×2.2㎝（陶） 1,150円

ワ416-157 リーフディッシュ38㎝ 大  
38.4×8.5×2.4㎝（陶） 1,550円

ワ416-167 パレット19㎝正角皿  
19×19×2㎝（陶） 1,380円
ワ416-177 パレット25㎝角盛皿  
25×25×2㎝（陶） 2,880円

和
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416 和陶オープン Japanese Tableware（Open Stock）



鉄ペーパー

ときわ

オリジナ
ル

TOK
IWA

 ORI
GINA

L

ワ417-017 楕円受皿  
16.9×14.7×2.6㎝（陶） 650円

ワ417-027 三品薬味皿 小  
17.4×7.3×2.7㎝（陶） 880円

ワ417-037 三本線11㎝角小鉢  
10.6×10.6×5.7㎝（陶） 800円

ワ417-047 オーバルディッシュ 小  
13.4×8×3㎝（陶） 490円

ワ417-057 オーバルディッシュ 中  
22.7×12.3×4㎝（陶） 1,100円

ワ417-067 オーバルディッシュ 大  
33.2×17.4×5.5㎝（陶） 2,300円

ワ417-077 
スクウェアー10㎝角皿  
10.5×10.5×1.8㎝（陶） 480円

ワ417-087 
スクウェアー13㎝角皿  
13.5×13.5×1.8㎝（陶） 780円

ワ417-097 
スクウェアー16㎝銘々皿  
16.2×16.2×2㎝（陶） 930円

ワ417-107 
スクウェアー21㎝角皿  
21.3×21.3×2.5㎝（陶） 1,800円

ワ417-117 スクウェアー27㎝角皿  
26.7×26.7×2.6㎝（陶） 2,900円ワ417-127 スクウェアー29㎝長角皿  

29.1×12.1×2㎝（陶） 1,200円

ワ417-137 リーフディッシュ26㎝ 小  
26.3×7×2㎝（陶） 950円

ワ417-147 リーフディッシュ32㎝ 中  
32.3×7.8×2.2㎝（陶） 1,150円

ワ417-157 リーフディッシュ38㎝ 大  
38.4×8.5×2.4㎝（陶） 1,550円

ワ417-167 パレット19㎝正角皿  
19×19×2㎝（陶） 1,380円
ワ417-177 パレット25㎝角盛皿  
25×25×2㎝（陶） 2,880円

和
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417Japanese Tableware（Open Stock） 和陶オープン



リンカ

カ418-017 
リンカ白 27センチプレート  
φ26.5×3㎝（24入･磁） 
4,300円

カ418-027 
リンカ白 24センチプレート  
φ24.5×3㎝（24入･磁） 
3,400円

カ418-037 
リンカ白 21センチプレート  
φ21.5×3.5㎝（30入･磁） 
2,700円

カ418-047 
リンカ白 17センチプレート  
φ17.5×3㎝（30入･磁） 
2,000円

カ418-057 
リンカ白 15.5センチプレート  
φ15.5×2.5㎝（40入･磁） 
1,800円

カ418-067 
リンカ白 14センチプレート  
φ14×2.5㎝（40入･磁） 
1,600円

カ418-087 
リンカ白 24センチボウル  
φ24.5×6.4㎝（24入･磁） 
4,300円

カ418-097 
リンカ白 21センチボウル  
φ21.5×6㎝（24入･磁） 
3,500円

カ418-107 
リンカ白 16センチボウル  
φ16.5×5㎝（30入･磁） 
2,400円

カ418-117 
リンカ白 12センチボウル  
φ12.5×4.5㎝（30入･磁） 
1,350円

カ418-127 
リンカ白 10センチボウル  
φ10.5×4㎝（40入･磁） 
1,150円

カ418-137 
リンカ白 8センチボウル  
φ8.5×3.3㎝（40入･磁） 
950円

カ418-147 
リンカ白 どんぶり  
φ16.5×8.5㎝（24入･磁） 
3,200円

カ418-157 
リンカ白 小どんぶり  
φ14.5×8㎝（30入･磁） 
2,400円

カ418-167 
リンカ白 茶碗  
φ11.5×6.5㎝（40入･磁） 
1,750円

カ418-077 リンカ白 マグカップ  
12.5×9.3×8.5㎝（30入･磁） 
2,000円
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418 和陶オープン Japanese Tableware（Open Stock）



リンカ

イ419-187 
茶練リンカ 24ボウル  
φ24.5×6.4㎝（24入･磁） 
4,300円

イ419-197 
茶練リンカ 21ボウル  
φ21.5×6㎝（24入･磁） 
3,500円

イ419-207 
茶練リンカ 16ボウル  
φ16.5×5㎝（30入･磁） 
2,400円

イ419-217 
茶練リンカ 12ボウル  
φ12.5×4.5㎝（30入･磁） 
1,350円

イ419-227 
茶練リンカ 10ボウル  
φ10.5×4㎝（40入･磁） 
1,150円

イ419-237 
茶練リンカ 8ボウル  
φ8.5×3.3㎝（40入･磁） 
950円

イ419-247 
茶練リンカ マグ  
12.5×9.3×8.5㎝（30入･磁） 
2,000円

イ419-017 
黒練リンカ 24プレート  
φ24.5×3㎝（24入･磁） 
3,400円

イ419-027 
黒練リンカ 21プレート  
φ21.5×3.5㎝（30入･磁） 
2,700円

イ419-037 
黒練リンカ 17プレート  
φ17.5×3㎝（30入･磁） 
2,000円

イ419-047 
黒練リンカ 15.5プレート  
φ15.5×2.5㎝（40入･磁） 
1,800円

イ419-057 
黒練リンカ 14プレート  
φ14×2.5㎝（40入･磁） 
1,600円

イ419-067 
黒練リンカ 24ボウル  
φ24.5×6.4㎝（24入･磁） 
4,300円

イ419-077 
黒練リンカ 21ボウル  
φ21.5×6㎝（24入･磁） 
3,500円

イ419-087 
黒練リンカ 16ボウル  
φ16.5×5㎝（30入･磁） 
2,400円

イ419-097 
黒練リンカ 12ボウル  
φ12.5×4.5㎝（30入･磁） 
1,350円

イ419-107 
黒練リンカ 10ボウル  
φ10.5×4㎝（40入･磁） 
1,150円

イ419-117 
黒練リンカ 8ボウル  
φ8.5×3.3㎝（40入･磁） 
950円

イ419-127 
黒練リンカ マグカップ  
12.5×9.3×8.5㎝（30入･磁） 
2,000円

イ419-137 
茶練リンカ 24プレート  
φ24.5×3㎝（24入･磁） 
3,400円

イ419-147 
茶練リンカ 21プレート  
φ21.5×3.5㎝（30入･磁） 
2,700円

イ419-157 
茶練リンカ 17プレート  
φ17.5×3㎝（30入･磁） 
2,000円

イ419-167 
茶練リンカ 15.5プレート  
φ15.5×2.5㎝（40入･磁） 
1,800円

イ419-177 
茶練リンカ 14プレート  
φ14×2.5㎝（40入･磁） 
1,600円

和
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419Japanese Tableware（Open Stock） 和陶オープン



ドルチェ

ヨ420-097 カレー皿  
25.5×15×3.7㎝（40入･磁） 
1,200円

ヨ420-087 フリーカップ  
7.7×7.5×10.2㎝（250㏄）（60入･磁） 
600円

ヨ420-077 突出皿  
29.7×9×1.7㎝（40入･磁） 
1,300円

ヨ420-027 長角皿大  
23×13.2×1.3㎝（40入･磁） 
1,200円

ヨ420-037 長角皿中  
17×11.3×1.2㎝（60入･磁） 
800円

ヨ420-017 正角小皿  
9.6×9.6×1.2㎝（100入･磁） 
480円

ヨ420-127 角小付  
6.8×6.8×3.6㎝（120入･磁） 
450円

ヨ420-167 煮物鉢  
17.8×15×6㎝（40入･磁） 
1,200円

ヨ420-147 茶碗  
φ12.5×7㎝（60入･磁） 
800円

ヨ420-107 ドレッシング鉢  
14×9×5.5㎝（40入･磁） 
700円

ヨ420-117 カップ小  
φ8×4.5㎝（120入･磁） 
460円

ヨ420-157 ナッツカップ  
11.3×6.7×4.5㎝（120入･磁） 
500円

ヨ420-047 リーフ鉢 大  
26×20.5×4㎝（40入･磁） 
2,000円

ヨ420-057 リーフ鉢 中  
18×12.7×4㎝（60入･磁） 
900円

ヨ420-137 リーフ小付  
7.6×6.2×2.8㎝（120入･磁） 
450円

ヨ420-067 リーフ小皿  
6.8×5.7×1.3㎝（120入･磁） 
360円
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ドルチェ

ヨ421-017 32㎝長皿 大  
32×13×2.5㎝（20入･磁） 1,400円

ヨ421-027 21㎝長皿 中  
21×11×2㎝（30入･磁） 880円

ヨ421-037 14㎝長皿 小  
14×9×1.5㎝（50入･磁） 550円

ヨ421-047 デザートカップ  
φ11×5.5㎝（30入･磁） 880円

ヨ421-057 プチデザートカップ  
φ7.5×5.5㎝（50入･磁） 620円

ヨ421-067 湯のみ  
9×8×7.5㎝（200㏄）（60入･磁） 620円

ヨ421-077 ボール 小  
φ13.5×8.5㎝（60入･磁） 1,000円

ヨ421-087 ボール 中  
φ18×8㎝（60入･磁） 1,500円

ヨ421-097 大鉢  
23.5×21×6.5㎝（20入･磁） 2,400円

ヨ421-107 プチ7㎝小皿  
7×6×1.5㎝（100入･磁） 360円

ヨ421-117 12.5㎝小皿  
12.5×11×2㎝（60入･磁） 500円

ヨ421-127 18㎝銘々皿  
18×16×2.5㎝（50入･磁） 880円

ヨ421-137 26㎝パスタ皿  
26×24×3㎝（20入･磁） 1,800円

ヨ421-147 プチ7㎝小付  
7×6×3㎝（100入･磁） 360円

ヨ421-157 プチ9.5㎝小付  
9.5×12.5×5㎝（100入･磁） 500円

ヨ421-167 小鉢  
14×12.5×5㎝（100入･磁） 820円

ヨ421-177 中鉢  
18.5×16×6㎝（80入･磁） 1,300円
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かすみ緑

かすみ黄

タ422-017 18㎝丸皿  
φ18.5×2.8㎝（40入･磁） 
1,000円

タ422-027 16.5㎝丸皿  
φ16.5×2.5㎝（60入･磁） 
900円

タ422-037 14.5㎝丸皿  
φ14.5×2.3㎝（80入･磁） 
850円

タ422-047 12.5㎝丸皿  
φ12.6×2㎝（100入･磁） 
550円

タ422-057 17㎝正角皿  
17.5×17.5×2.6㎝（30入･磁） 
2,000円

タ422-067 15.5㎝正角皿  
15.7×15.7×2.2㎝（40入･磁） 
1,700円

タ422-077 13.5㎝正角皿  
13.5×13.5×2㎝（60入･磁） 
1,300円

タ422-087 21㎝長角皿  
21.5×13.5×3㎝（30入･磁） 
2,000円

タ422-097 17㎝長角皿  
17×10.8×2.2㎝（60入･磁） 
1,700円

タ422-107 
12.5㎝浅ボウル  
φ12.7×4.3㎝
（80入･磁） 
950円

タ422-117 
10㎝浅ボウル  
φ10.4×4.5㎝
（100入･磁） 
850円

タ422-127 
8㎝深小鉢  
φ8×5.5㎝
（120入･磁） 
900円

タ422-137 
高台デザート皿  
φ14.8×5.4㎝
（60入･磁） 
2,600円

タ422-147 
高台デザート碗  
φ12×7.7㎝
（60入･磁） 
2,400円

タ422-157 
7㎝浅小鉢  
φ6.8×3㎝
（200入･磁） 
550円

タ422-167 
フリーカップ  
φ8×10.7㎝
（270㏄）（60入･磁） 
1,000円

タ422-177 
カップ小  
φ6.8×7.5㎝
（135㏄）（80入･磁） 
800円

タ422-517 18㎝丸皿  
φ18.5×2.8㎝（40入･磁） 
1,000円

タ422-527 16.5㎝丸皿  
φ16.5×2.5㎝（60入･磁） 
900円

タ422-537 14.5㎝丸皿  
φ14.5×2.3㎝（80入･磁） 
850円

タ422-547 12.5㎝丸皿  
φ12.6×2㎝（100入･磁） 
550円

タ422-557 17㎝正角皿  
18×17.8×2.6㎝（30入･磁） 
2,000円

タ422-567 15.5㎝正角皿  
15.7×15.6×2.3㎝（40入･磁） 
1,700円

タ422-577 13.5㎝正角皿  
13.6×13.6×2㎝（60入･磁） 
1,300円

タ422-587 21㎝長角皿  
21.5×13.5×3㎝（30入･磁） 
2,000円

タ422-597 17㎝長角皿  
16.8×10.7×2.3㎝（60入･磁） 
1,700円

タ422-607 
12.5㎝浅ボウル  
φ12.7×4.5㎝
（80入･磁） 
950円

タ422-617 
10㎝浅ボウル  
φ10.4×4.7㎝
（100入･磁） 
850円

タ422-627 
8㎝深小鉢  
φ8×5.5㎝
（120入･磁） 
900円

タ422-637 
高台デザート皿  
φ15×5.5㎝
（60入･磁） 
2,600円

タ422-647 
高台デザート碗  
φ12×7.7㎝
（60入･磁） 
2,400円

タ422-657 
7㎝浅小鉢  
φ7×3㎝
（200入･磁） 
550円

タ422-667 
フリーカップ  
φ8×10.8㎝
（270㏄）（60入･磁） 
1,000円

タ422-677 
カップ小  
φ6.8×7.5㎝
（135㏄）（80入･磁） 
800円
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藍　潤

タ423-017 4.0皿  φ12.4×1.3㎝（100入･磁） 680円
タ423-027 5.0皿  φ15.2×1.9㎝（80入･磁） 830円
タ423-037 6.0皿  φ18.8×2.1㎝（40入･磁） 1,150円
タ423-047 7.0皿  φ21.3×2.2㎝（40入･磁） 1,300円
タ423-057 8.0皿  φ25×2.4㎝（20入･磁） 2,600円
タ423-067 9.0皿  φ27×2.6㎝（20入･磁） 3,000円

タ423-107 7.5めん皿  
φ22.9×5.3㎝（20入･磁） 1,950円

タ423-117 9.0盛鉢  
φ28.2×5.5㎝（10入･磁） 4,200円

タ423-127 尺盛鉢  
φ30.1×5.7㎝（10入･磁） 7,000円

タ423-137 5.5深丼  
φ16.9×8㎝（20入･磁） 2,400円

タ423-147 6.0深丼  
φ18.2×8.3㎝（20入･磁） 2,900円

タ423-157 丸型5.0丼  
φ15×9.2㎝（20入･磁） 2,000円

タ423-167 5.0丸深丼  
φ15.6×10.1㎝（20入･磁） 2,200円

タ423-177 3.8キムチ丼  
φ11.2×6㎝（60入･磁） 950円

タ423-187 3.8花型丼  
φ11.9×4.1㎝（100入･磁） 680円

タ423-197 16㎝ウイングボール  
15.6×9.3×6.5㎝（60入･磁） 1,700円

タ423-207 4.0三角鉢  
13.5×13.5×7㎝（60入･磁） 1,700円

タ423-217 23㎝ハンププレート  
23.1×23.1×3.5㎝（20入･磁） 3,800円

タ423-227 19㎝折方皿  
19.1×19.1×3.1㎝（40入･磁） 2,400円

タ423-247 
7㎝丸ボール  
φ7.1×5㎝
（160入･磁） 
730円

タ423-257 
8.0たわみ皿  
24.6×23.7×5㎝
（20入･磁） 
2,800円

タ423-267 
5.5刺身皿  
φ17.3×1.8㎝
（40入･磁） 
1,350円

タ423-277 
6.0三つ足鉢  
φ18.9×5.5㎝
（40入･磁） 
2,000円

タ423-287 
3.2深皿  
φ9.9×2.5㎝
（120入･磁） 
550円

タ423-237 絶佳9.5長角皿  
28.9×18×1.5㎝（20入･磁） 4,500円

タ423-297 
3.0反千茶  
φ9.5×5.8㎝
（190㏄）（100入･磁） 
550円

タ423-077 6.0丸浅口切立皿  
φ19×1.6㎝（40入･磁） 1,450円
タ423-087 7.5丸浅口切立皿  
φ22.9×1.7㎝（30入･磁） 2,800円
タ423-097 8.5丸浅口切立皿  
φ26.9×1.5㎝（20入･磁） 4,200円
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琉球るり唐草・サビ唐草

ラ424-017 
六兵衛5.0高ハマ丼  
φ15.3×8㎝（760㏄） 
1,000円

ラ424-047 
琉球ヌキ唐草 
六兵衛5.0高ハマ丼  
φ15.3×8㎝（760㏄） 
1,000円

ラ424-027 
六兵衛5.5高ハマ丼  
φ17×9.1㎝（1100㏄） 
1,300円

ラ424-057 
琉球ヌキ唐草 
六兵衛5.5高ハマ丼  
φ17×9.1㎝（1100㏄） 
1,300円

ラ424-037 
6.5そば丼  
φ19×8㎝（1080㏄） 
1,300円

ラ424-067 
琉球ヌキ唐草 
6.5そば丼  
φ19×8㎝（1080㏄） 
1,300円

ラ424-107 しのぎ浅鉢 大  
φ24.5×6.6㎝ 
2,700円

ラ424-117 しのぎ深鉢 中  
φ12.6×4.8㎝ 
1,100円

ラ424-127 しのぎ深鉢 大  
φ18.6×7㎝ 
1,600円

ラ424-137 6.5薄筋高ハマ丼  
φ20×10㎝（1100㏄） 
2,100円

ラ424-077 5.0皿  
φ15.2×2㎝ 
720円

ラ424-087 7.0皿  
φ22.8×2.6㎝ 
1,350円

ラ424-097 9.0皿  
φ26.5×3.3㎝ 
3,300円

ラ424-147 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（500㏄） 
750円

ラ424-157 六兵衛4.8飯碗  
φ15×7㎝ 
850円

ラ424-167 3.0皿  
φ9.5×2.2㎝ 
520円

ラ424-177 中平碗  
φ11.8×5.5㎝ 
700円

ラ424-187 8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（1400㏄） 
1,700円

ラ424-197 
六兵衛5.0高ハマ丼  
φ15.3×8㎝（760㏄） 
1,000円

ラ424-207 
六兵衛5.5高ハマ丼  
φ17×9.1㎝（1100㏄） 
1,300円

ラ424-217 
6.5そば丼  
φ19×8㎝（1080㏄） 
1,300円

ラ424-257 しのぎ浅鉢 大  
φ24.5×6.6㎝ 
2,700円

ラ424-267 しのぎ深鉢 中  
φ12.6×4.8㎝ 
1,100円

ラ424-277 しのぎ深鉢 大  
φ18.6×7㎝ 
1,600円

ラ424-287 6.5薄筋高ハマ丼  
φ20×10㎝（1100㏄） 
2,100円

ラ424-227 5.0皿  
φ15.2×2㎝ 
720円

ラ424-237 7.0皿  
φ22.8×2.6㎝ 
1,350円

ラ424-247 9.0皿  
φ26.5×3.3㎝ 
3,300円

ラ424-297 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（500㏄） 
750円

ラ424-307 六兵衛4.8飯碗  
φ15×7㎝ 
850円

ラ424-317 3.0皿  
φ9.5×2.2㎝ 
520円

ラ424-327 中平碗  
φ11.8×5.5㎝ 
700円

ラ424-337 8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（1400㏄） 
1,700円
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蒼　月

ラ425-017 3.0寸皿  
φ9.5×2.2㎝（磁） 440円

ラ425-027 5.0寸皿  
φ15.2×2㎝（磁） 750円

ラ425-037 6.0寸皿  
φ17.5×2.2㎝（磁） 900円

ラ425-047 7.0寸皿  
φ22.8×2.6㎝（磁） 1,250円

ラ425-057 9.0寸皿  
φ26.5×3.3㎝（磁） 3,200円

ラ425-067 
スタッキングココットS  
φ6.3×3.4㎝（磁） 500円

ラ425-077 
スタッキングココットM  
φ8×4.2㎝（磁） 650円

ラ425-087 
スタッキングココットL  
φ11.2×5.1㎝（磁） 800円

ラ425-097 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（磁） 600円

ラ425-107 4.2多用丼  
φ13×8㎝（磁） 750円

ラ425-117 5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（磁） 1,200円

ラ425-127 しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（磁） 750円

ラ425-137 しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（磁） 900円

ラ425-147 しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（磁） 1,100円

ラ425-157 しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（磁） 1,300円

ラ425-167 4.0寸ボール  
φ13×4.5㎝（磁） 580円

ラ425-177 4.5寸ボール  
φ14×5㎝（磁） 650円

ラ425-187 玉渕5.5寸浅丼  
φ17×6㎝（磁） 1,000円

ラ425-197 玉渕6.0寸浅丼  
φ19×7.5㎝（磁） 1,400円

ラ425-207 とんすい  
12.5×14.3×5.8㎝（磁） 750円

ラ425-217 そば千代口  
φ8×6㎝（180㏄）（磁） 480円

ラ425-227 薬味皿  
φ8×1.5㎝（磁） 400円

ラ425-237 ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（磁） 750円

ラ425-247 ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（磁） 900円

ラ425-257 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（磁） 750円

ラ425-267 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（磁） 900円

ラ425-277 角皿17.5㎝  
17.5×13×2.2㎝（磁） 1,000円

ラ425-287 角皿26㎝  
26×17.5×3.5㎝（磁） 2,500円

ラ425-297 角皿31㎝  
31×21×4㎝（磁） 3,900円
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窯変志野

オ426-017 3.0寸皿  
φ9.5×2.2㎝（200入･磁） 
400円

オ426-027 5.0寸皿  
φ15.2×2㎝（100入･磁） 
700円

オ426-037 6.0寸皿  
φ17.5×2.2㎝（80入･磁） 
860円

オ426-047 7.0寸皿  
φ22.8×2.6㎝（40入･磁） 
1,100円

オ426-057 9.0寸皿  
φ26.5×3.3㎝（30入･磁） 
2,800円

オ426-067 スタッキングココットS  
φ6.3×3.4㎝（120入･磁） 420円

オ426-077 スタッキングココットM  
φ8×4.2㎝（100入･磁） 550円

オ426-087 スタッキングココットL  
φ11.2×5.1㎝（80入･磁） 750円

オ426-097 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入･磁） 550円

オ426-107 4.2多用丼  
φ13×8㎝（60入･磁） 700円

オ426-117 5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（50入･磁） 1,100円

オ426-127 しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（80入･磁） 650円

オ426-137 しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（60入･磁） 750円

オ426-147 しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（48入･磁） 950円

オ426-157 しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（36入･磁） 1,200円

オ426-167 とんすい  
12.5×14.3×5.8㎝（80入･磁） 
680円

オ426-177 4.0ボール  
φ13×4.5㎝（100入･磁） 
500円

オ426-187 4.5ボール  
φ14×5㎝（80入･磁） 
600円

オ426-197 玉渕5.5寸浅鉢  
φ17×6㎝（60入･磁） 
900円

オ426-207 玉渕6.0寸浅鉢  
φ19×7.5㎝（40入･磁） 
1,300円

オ426-217 薬味入  
φ8×1.5㎝（200入･磁） 
380円

オ426-227 そば千代口  
φ8×6㎝（80入･磁） 
420円

オ426-237 ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（80入･磁） 
650円

オ426-247 ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（80入･磁） 
850円

オ426-257 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（80入･磁） 
650円

オ426-267 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（80入･磁） 
850円

オ426-277 17.5㎝長角皿  
17.5×13×2.2㎝（60入･磁） 900円

オ426-287 26㎝長角皿  
26×17.5×3.5㎝（40入･磁） 2,100円

オ426-297 31㎝長角皿  
31×21×4㎝（25入･磁） 3,200円
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古備前

キ427-017 3.0皿  
φ9.5×2.2㎝（240入･磁） 450円

キ427-027 5.0皿  
φ15.2×2㎝（100入･磁） 800円

キ427-037 6.0皿  
φ17.5×2.2㎝（40入･磁） 950円

キ427-047 7.0皿  
φ22.8×2.6㎝（30入･磁） 1,300円

キ427-057 9.0皿  
φ26.5×3.3㎝（20入･磁） 3,300円

キ427-067 17.5㎝角皿  
17.5×13×2.2㎝（60入･磁） 1,050円

キ427-077 26㎝角皿  
26×17.5×3.5㎝（30入･磁） 2,550円

キ427-087 31㎝角皿  
31×21×4㎝（20入･磁） 3,850円

キ427-097 4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入･磁） 650円

キ427-107 4.2多用丼  
φ13×8㎝（60入･磁） 750円

キ427-117 5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（40入･磁） 1,200円

キ427-127 しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（120入･磁） 750円

キ427-137 しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（80入･磁） 950円

キ427-147 しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入･磁） 1,100円

キ427-157 しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（40入･磁） 1,350円

キ427-167 4.0ボール  
φ13×4.5㎝（100入･磁） 600円

キ427-177 4.5ボール  
φ14×5㎝（80入･磁） 700円

キ427-187 玉渕5.5浅丼  
φ17×6㎝（60入･磁） 1,000円

キ427-197 
玉渕6.0浅丼  
φ19×6.7㎝（40入･磁） 
1,500円

キ427-207 
とんすい  
14.3×12.5×5.8㎝（100入･磁） 
750円

キ427-217 
薬味皿  
φ8×1.5㎝（200入･磁） 
450円

キ427-227 
そば猪口  
φ6×6㎝（180㏄）（120入･磁） 
500円

キ427-237 
ねじりロックカップ  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（100入･磁） 
750円

キ427-247 
ねじりフリーカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（80入･磁） 
950円

キ427-257 
しのぎロックカップ  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（100入･磁） 
750円

キ427-267 
しのぎフリーカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（80入･磁） 
950円

キ427-277 
スタッキングココットL  
φ11.2×5.1㎝（60入･磁） 
850円

キ427-287 
スタッキングココットM  
φ8×4.2㎝（120入･磁） 
650円

キ427-297 
スタッキングココットS  
φ6.3×3.4㎝（160入･磁） 
500円
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銀　麗

キ428-017 9.0皿  
φ27.8×4㎝（20入･磁） 3,600円

キ428-027 8.0皿  
φ24.1×3.6㎝（20入･磁） 3,000円

キ428-037 
7.0皿  
φ20.9×3.3㎝（40入･磁） 
1,600円

キ428-047 6.0皿  
φ18.5×2.8㎝（60入･磁） 1,400円

キ428-057 
5.0皿  
φ15×2.6㎝（80入･磁） 
980円

キ428-067 4.0皿  
φ12.9×2.2㎝（120入･磁） 800円

キ428-077 29㎝長角皿  
28.9×18×1.5㎝（20入･磁） 5,600円

キ428-087 24㎝正角皿  
23.7×23.7×1.8㎝（20入･磁） 5,000円

キ428-097 21㎝焼物皿  
21×14×2.2㎝（40入･磁） 2,100円

キ428-107 16㎝串皿  
15.8×10.9×1.8㎝（80入･磁） 1,500円

キ428-117 29㎝末広型スープ  
φ28.7×6.2㎝（20入･磁） 5,300円

キ428-127 25㎝末広型スープ  
φ25.3×5.7㎝（30入･磁） 3,800円

キ428-137 7.0めん皿  
φ22.8×5㎝（30入･磁） 2,400円

キ428-147 5.5深丼  
φ16.9×8㎝（40入･磁） 3,000円

キ428-157 丸型5.0丼  
φ15.1×9.1㎝（40入･磁） 2,500円

キ428-167 多用丼  
φ12.4×7.7㎝（60入･磁） 1,600円

キ428-177 飯器  
φ11.2×6.6㎝（60入･磁） 1,450円

キ428-187 3.8取丼  
φ11.4×4.2㎝（100入･磁） 900円

キ428-197 11㎝カフェ丼  
φ11.1×7.4㎝（80入･磁） 1,500円

キ428-207 5.0反しのぎ丼  
φ15.4×8.6㎝（48入･磁） 2,100円

キ428-217 15㎝鉄鉢  
φ15.2×5㎝（60入･磁） 1,500円

キ428-227 7㎝千代口  
φ7.1×3㎝（200入･磁） 730円

キ428-237 とんすい  
13×12.1×4.7㎝（100入･磁） 980円

キ428-247 二ツ仕切皿  
12.3×7.5×2.6㎝（80入･磁） 1,100円

キ428-257 三ツ仕切皿  
17.6×7.5×2.7㎝（60入･磁） 1,600円

キ428-267 そば徳利  
φ7.8×8.3㎝（220㏄）（60入･磁） 1,150円

キ428-277 そば猪口  
φ8×6.7㎝（220㏄）（80入･磁） 880円

キ428-287 薬味皿  
φ8.7×1.4㎝（200入･磁） 700円
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流水織部

ミ429-017 
6.8ラーメン丼  
20×7.8㎝（30入･強） 
3,000円

ミ429-027 
5.5深口丼  
17×9㎝（30入･強） 
2,000円

ミ429-037 
5.0多用鉢  
14.7×8.7㎝（40入･強） 
2,000円

ミ429-047 
4.0ライス丼  
12.2×7.5㎝（60入･強） 
1,450円

ミ429-057 
のり茶身丼  
15.5×6.5㎝（60入･強） 
1,200円

ミ429-067 
茶碗  
12.5×6㎝（120入･強） 
880円

ミ429-137 
四角刺身鉢  
14.5×4㎝（40入･強） 
1,480円

ミ429-147 
四角4.0小鉢  
11×4.5㎝（60入･強） 
1,280円

ミ429-157 
四角3.0小鉢  
8×3.5㎝（100入･強） 
700円

ミ429-177 
呑水  
13×5.7㎝（100入･強） 
980円

ミ429-077 
6.3ボール  
19.5×7㎝（30入･強） 
2,700円

ミ429-087 
花形5.0ボール  
15.5×5.5㎝（60入･強） 
1,380円

ミ429-097 
花形4.0ボール  
12.3×4.5㎝（80入･強） 
1,000円

ミ429-107 
花形3.0ボール  
9×3.5㎝（120入･強） 
700円

ミ429-117 
花形4.0小鉢  
12.3×6.8㎝（60入･強） 
1,200円

ミ429-127 
花形3.6小鉢  
11×6㎝（80入･強） 
980円

ミ429-187 
小湯呑  
6.5×8㎝（160㏄）
（（10×10）100入･強） 
800円

ミ429-167 
焼とり皿  
15.5×12.3㎝（100入･強） 
950円

ミ429-227 丸3.0皿  
9.5㎝（200入･強） 
530円

ミ429-237 丸5.0皿  
15.5㎝（80入･強） 
780円

ミ429-247 切立ヤクミ皿  
8.8×2㎝（150入･強） 
580円

ミ429-257 そば千代口  
8.5×6.8㎝（100入･強） 
880円

ミ429-307 珍味  
5.5×4.3㎝（200入･強） 
520円

ミ429-267 そば徳利（小）  
7.5×7.8㎜150㏄（（10×10）100入･強） 
1,000円

ミ429-277 トレー9.0皿  
25×16㎝（40入･強） 
2,850円

ミ429-317 二ツ仕切皿  
12.8×8×2.5㎝（80入･強） 
930円

ミ429-327 まな板千代口  
10×7×3㎝（150入･強） 
700円

ミ429-337 まな板焼物皿  
21.5×15×3.5㎝（30入･強） 
2,050円

ミ429-287 トレー11.0皿  
29.5×19㎝（20入･強） 
5,050円

ミ429-297 トレー12.0皿  
32×20.5㎝（15入･強） 
6,750円

ミ429-347 まな板正角焼物  
17.5×4㎝（30入･強） 
2,050円

ミ429-197 丸6.0皿  
19.5㎝（60入･強） 
1,200円

ミ429-207 丸7.0皿  
22㎝（40入･強） 
1,850円

ミ429-217 丸8.0皿  
25.3㎝（30入･強） 
3,050円
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ミ430-017 6.0多用丼  φ18.5×9.7㎝（30入･磁） ････････････1,780円
ミ430-027 5.0多用丼  φ15×8.5㎝（40入･磁） ･･････････････1,450円
ミ430-037 4.0多用丼  φ12.2×7.3㎝（50入･磁） ･･･････････････920円
ミ430-047 5.5丸鉢  φ16.6×6.3㎝（40入･磁） ･･･････････････1,280円
ミ430-057 4.5丸鉢  φ13.5×5.5㎝（60入･磁） ･･････････････････920円
ミ430-067 24㎝カヌーベーカー  25.1×13×7㎝（50入･磁） ････････3,800円
ミ430-077 27㎝カヌーベーカー  28.1×14.5×7.4㎝（40入･磁） ･････4,550円
ミ430-087 30㎝カヌーベーカー  31.3×16.8×8.7㎝（30入･磁） ･････5,550円
ミ430-097 4.0飯碗  12×6.5㎝（100入･磁） ････････････････････920円
ミ430-107 5.0茶漬  15.1×6.7㎝（60入･磁） ････････････････1,020円
ミ430-117 長湯呑  7.6×8.3㎝（200㏄）（（10×12）120入･磁） ･････800円
ミ430-127 呑水  14.8×12.7×6㎝（80入･磁） ････････････････････920円
ミ430-137 12㎝カヌーボール  12.6×8.2×4.5㎝（120入･磁） ･･･････1,430円

ミ430-147 18㎝カヌーベーカー  19×10×53㎝（60入･磁） ･････････2,680円
ミ430-157 3.3丸鉢  φ9.9×4㎝（150入･磁） ････････････････････760円
ミ430-167 4.5浅鉢  φ13.9×3.8㎝（100入･磁） ･････････････････920円
ミ430-177 6.0浅鉢  φ18.8×4.4㎝（60入･磁） ･･･････････････1,150円
ミ430-187 千代口  φ8.1×2.2㎝（180入･磁） ･･･････････････････520円
ミ430-197 12.5㎝デルタ深ボール  12.4×12×4.4㎝（80入･磁） ････1,780円
ミ430-207 15㎝デルタ深ボール  15×14.5×5㎝（60入･磁）･････････ 2,450円
ミ430-217 17.5㎝デルタ深ボール  17.5×17×6㎝（50入･磁） ･････3,050円
ミ430-227 12㎝スクエア深ボール  12.2×12.2×4.1㎝（100入･磁） ･･･1,780円
ミ430-237 15㎝スクエア深ボール  14.5×14.5×5㎝（80入･磁） ････2,450円
ミ430-247 17.5㎝スクエア深ボール  17.3×17.3×6㎝（60入･磁） ････3,050円
ミ430-257 4.0楕円皿  12×8×2.3㎝（150入･磁） ･･･････････････760円
ミ430-267 4.8楕円皿  14.5×9.4×2.6㎝（100入･磁） ････････1,020円

ミ430-277 6.0楕円皿  18.5×11.6×3.1㎝（60入･磁） ････････1,280円
ミ430-287 7.5楕円皿  23.8×13.8×3.5㎝（40入･磁） ････････1,950円
ミ430-297 6.5丸皿  φ19.5×2.6㎝（60入･磁） ･･･････････････1,050円
ミ430-307 7.5丸皿  φ23.6×3㎝（40入･磁） ･････････････････1,520円
ミ430-317 9.0丸皿  φ28×3.1㎝（30入･磁） ･････････････････2,280円
ミ430-327 尺丸皿  φ30.5×3.2㎝（20入･磁） ････････････････4,450円
ミ430-337 28㎝プラター  28.5×19×3㎝（30入･磁） ･････････4,050円
ミ430-347 31㎝プラター  31×20.8×3.3㎝（20入･磁） ･･･････4,950円
ミ430-357 3.5丸皿  φ10.5×1.8㎝（200入･磁） ･････････････････520円
ミ430-367 4.3丸皿  φ13.2×2.1㎝（150入･磁） ･････････････････650円
ミ430-377 5.0丸皿  φ15.5×2.4㎝（120入･磁） ･････････････････760円
ミ430-387 34㎝プラター  34×22.5×3.8㎝（15入･磁） ･･･････6,580円
ミ430-397 9.0長角皿  28×14.5×2.6㎝（40入･磁） ･･････････2,550円
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粉引石目

ミ431-117 5.5ボール  
φ17×6㎝（45入･磁） 
1,150円

ミ431-107 6.5ボール  
φ20×7.5㎝（30入･磁） 
2,200円

ミ431-097 7.0ボール  
φ22×8.7㎝（24入･磁） 
3,250円

ミ431-087 8.0ボール  
φ25.5×8㎝（20入･磁） 
4,000円

ミ431-167 楕円鉢  
17.2×12.4×6.3㎝（60入･磁） 1,450円

ミ431-157 楕円大鉢  
27×20×9.4㎝（30入･磁） 4,350円

ミ431-027 3.5皿  φ11.5×2.3㎝（200入･磁） 550円

ミ431-067 8.0皿  φ25.3×3.6㎝（30入･磁） 2,050円

ミ431-047 5.0皿  φ16.5×2.3㎝（100入･磁） 660円
ミ431-057 7.0皿  φ22.7×3.2㎝（30入･磁） 1,350円

ミ431-077 9.0皿  φ27.5×3.5㎝（20入･磁） 3,500円

ミ431-037 4.0皿  φ13.3×2.4㎝（150入･磁） 600円

ミ431-217 新型尺二皿  
φ36.8×6.2㎝（10入･磁） 8,500円

ミ431-017 尺皿  
φ31.5×5.6㎝（15入･磁） 
6,000円

ミ431-187 5.0鉢  
φ16.5×4.3㎝（80入･磁） 
1,000円

ミ431-197 6.0鉢  
φ19.4×5.3㎝（60入･磁） 
1,150円

ミ431-177 4.0鉢  
φ12.7×3.8㎝（100入･磁） 
680円

ミ431-207 尺盛鉢  
φ31×6㎝（10入･磁） 6,500円

ミ431-267 型入7.0ラーメン  
φ21×8.5㎝（30入･磁） 
2,300円

ミ431-277 型入8.0ラーメン  
φ24.5×8.5㎝（24入･磁） 
3,800円

ミ431-227 4.0丼  
φ12.6×7.2㎝（60入･磁） 
750円

ミ431-237 5.0丼  
φ15.3×8㎝（40入･磁） 
1,300円

ミ431-247 5.5丼  
φ17.4×9.5㎝（30入･磁） 
2,200円

ミ431-257 高浜5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（36入･磁） 
1,500円

ミ431-337 丸碗  
11.3×6.2㎝（120入･磁） 
1,000円

ミ431-347 レンゲ  
15×4.6×5㎝（300入･磁） 
600円

ミ431-287 4.5ライス  
φ14×6㎝（90入･磁） 
750円

ミ431-317 そば千代口  
φ8.5×6.2㎝（120入･磁） 
750円

ミ431-307 薬味皿  
φ10.0×2㎝（300入･磁） 
500円

ミ431-297 フリーカップ  
φ8.7×11㎝（320㏄）（80入･磁） 
1,050円

ミ431-147 リップル向付  
φ16.5×4.6㎝（60入･磁） 850円

ミ431-327 3.3鉢  
φ11×3.2㎝（150入･磁） 
600円

ミ431-357 小判皿  
22×16.5×3.9㎝（60入･磁） 
1,560円

ミ431-137 リップル8.5鉢  
26×7㎝（30入･磁） 2,750円

ミ431-127 リム尺鉢  
φ31×8.8㎝（10入･磁） 8,500円

ミ431-397 正角4.5皿  
14×14×2.8㎝（120入･磁） 
1,000円

ミ431-407 正角盛皿  
21×21×3㎝（40入･磁） 
1,600円

ミ431-387 正角小鉢  
10.2×10.2×3.5㎝（120入･磁） 
630円

ミ431-367 長皿（小）  
14.3×9.3×2.3㎝（120入･磁） 
840円

ミ431-377 長皿（大）  
33.5×14.5×4.3㎝（30入･磁） 
3,000円

ミ431-417 正角7.0皿  
22×22×3㎝（40入･磁） 
1,920円

ミ431-427 長角8.0皿  
26×17.2×2.8㎝（30入･磁） 
3,250円

ミ431-437 長角尺皿  
31.5×21.4×2.4㎝（15入･磁） 
5,300円
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ツ432-017 9.0皿  
φ28×3.4㎝（磁） 1,250円

ツ432-027 8.0皿  
φ24.4×3.2㎝（磁） 810円

ツ432-037 7.0皿  
φ21.6×2.7㎝（磁） 520円

ツ432-047 5.5皿  
φ17.2×2.3㎝（磁） 400円

ツ432-057 4.5皿  
φ14.2×2.2㎝（磁） 370円

ツ432-067 7.0丸高台鉢  
φ21.8×9㎝（磁） 1,120円

ツ432-077 6.5丸高台鉢  
φ19.5×7.5㎝（磁） 870円

ツ432-087 4.5丸高台鉢  
φ13.4×5.8㎝（磁） 550円

ツ432-097 4.0丸高台鉢  
φ12.1×4.8㎝（磁） 510円

ツ432-107 3.0丸高台鉢  
φ9.4×3.9㎝（磁） 460円

ツ432-117 9.0皿  
φ28×3.4㎝（磁） 1,250円

ツ432-127 8.0皿  
φ24.4×3.2㎝（磁） 810円

ツ432-137 7.0皿  
φ21.6×2.7㎝（磁） 520円

ツ432-147 5.5皿  
φ17.2×2.3㎝（磁） 400円

ツ432-157 4.5皿  
φ14.2×2.2㎝（磁） 370円

ツ432-167 7.0丸高台鉢  
φ21.8×9㎝（磁） 1,120円

ツ432-177 6.5丸高台鉢  
φ19.5×7.5㎝（磁） 870円

ツ432-187 4.5丸高台鉢  
φ13.4×5.8㎝（磁） 550円

ツ432-197 4.0丸高台鉢  
φ12.1×4.8㎝（磁） 510円

ツ432-207 3.0丸高台鉢  
φ9.4×3.9㎝（磁） 460円

ツ432-217 8.0深皿  
φ24.1×4.7㎝（磁） 
1,250円

ツ432-227 7.0深皿  
φ21.3×4.2㎝（磁） 
980円

ツ432-237 4.5深皿  
φ14.6×3.6㎝（磁） 
570円

ツ432-247 4.0深皿  
φ12.8×3.2㎝（磁） 
530円

ツ432-257 3.0深皿  
φ9.8×2.7㎝（磁） 
450円

ツ432-267 7.0丸高台鉢  
φ21.8×9㎝（磁） 
1,600円

ツ432-277 6.5丸高台鉢  
φ19.5×7.5㎝（磁） 
1,280円

ツ432-287 4.5丸高台鉢  
φ13.4×5.8㎝（磁） 
790円

ツ432-297 4.0丸高台鉢  
φ12.1×4.8㎝（磁） 
690円

ツ432-307 3.0丸高台鉢  
φ9.4×3.9㎝（磁） 
590円
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ツ433-017 4.0皿  
φ12×2.1㎝（磁） 
340円

ツ433-027 8.0深皿  
φ24.1×4.7㎝（磁） 
810円

ツ433-037 7.0深皿  
φ21.3×4.2㎝（磁） 
580円

ツ433-047 4.5深皿  
φ14.6×3.6㎝（磁） 
370円

ツ433-057 4.0深皿  
φ12.8×3.2㎝（磁） 
350円

ツ433-067 3.0深皿  
φ9.8×2.7㎝（磁） 
320円

ツ433-077 10.0楕円鉢  
31.4×22.2×4.4㎝（磁） 4,200円

ツ433-087 8.5楕円鉢  
25.8×18.1×3.7㎝（磁） 2,700円

ツ433-097 6.5高台丼  
φ19.3×10.1㎝（磁） 1,120円

ツ433-107 5.5高台丼  
φ16.5×8.6㎝（磁） 800円

ツ433-117 4.5高台丼  
φ13.6×7.5㎝（磁） 
550円

ツ433-127 3.5高台丼  
φ10.8×5.8㎝（磁） 
460円

ツ433-137 7.5楕円鉢  
23.4×16.6×3.3㎝（磁） 
2,000円

ツ433-147 4.0皿  
φ12×2.1㎝（磁） 
340円

ツ433-157 8.0深皿  
φ24.1×4.7㎝（磁） 
810円

ツ433-167 7.0深皿  
φ21.3×4.2㎝（磁） 
580円

ツ433-177 4.5深皿  
φ14.6×3.6㎝（磁） 
370円

ツ433-187 4.0深皿  
φ12.8×3.2㎝（磁） 
350円

ツ433-197 3.0深皿  
φ9.8×2.7㎝（磁） 
320円

ツ433-207 10.0楕円鉢  
31.4×22.2×4.4㎝（磁） 
4,200円

ツ433-217 8.5楕円鉢  
25.8×18.1×3.7㎝（磁） 
2,700円

ツ433-227 6.5高台丼  
φ19.3×10.1㎝（磁） 
1,120円

ツ433-237 5.5高台丼  
φ16.5×8.6㎝（磁） 
800円

ツ433-247 4.5高台丼  
φ13.6×7.5㎝（磁） 
550円

ツ433-257 3.5高台丼  
φ10.8×5.8㎝（磁） 
460円

ツ433-267 7.5楕円鉢  
23.4×16.6×3.3㎝（磁） 
2,000円

ツ433-277 6.5高台丼  
φ19.3×10.1㎝（磁） 
1,600円

ツ433-287 5.5高台丼  
φ16.5×8.6㎝（磁） 
1,180円

ツ433-297 4.5高台丼  
φ13.6×7.5㎝（磁） 
860円

ツ433-307 3.5高台丼  
φ10.8×5.8㎝（磁） 
650円
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なごみ

ホ434-137 白3.5皿  
11.2×2㎝（100入･陶） 
480円

ホ434-147 白5.0皿  
14.5×2.7㎝（70入･陶） 
690円

ホ434-017 黒3.5皿  
11.2×2㎝（100入･陶） 
480円

ホ434-027 黒5.0皿  
14.5×2.7㎝（70入･陶） 
690円

ホ434-157 白四角皿  
12×12×1.8㎝（80入･陶） 
520円

ホ434-167 白豆千代口  
8.8×8.3×3.4㎝（120入･陶） 
450円

ホ434-037 黒四角皿  
12×12×1.8㎝（80入･陶） 
520円

ホ434-047 黒豆千代口  
8.8×8.3×3.4㎝（120入･陶） 
450円

ホ434-197 白楕円万能皿  
20.5×11×2.4㎝（50入･陶） 
990円

ホ434-207 白楕円大皿  
27×20.5×2.8㎝（30入･陶） 
2,650円

ホ434-237 白さんま皿  
28.2×12.7×3㎝（40入･陶） 
1,550円

ホ434-247 白長角天皿  
26.5×20×2.5㎝（30入･陶） 
2,350円

ホ434-077 黒楕円万能皿  
20.5×11×2.4㎝（50入･陶） 
990円

ホ434-087 黒楕円大皿  
27×20.5×2.8㎝（30入･陶） 
2,650円

ホ434-117 黒さんま皿  
28.2×12.7×3㎝（40入･陶） 
1,550円

ホ434-127 黒長角天皿  
26.5×20×2.5㎝（30入･陶） 
2,350円

ホ434-177 白花型小鉢  
12×5㎝（80入･陶） 
690円

ホ434-187 白5.0鉢  
16.5×5.5㎝（40入･陶） 
1,600円

ホ434-057 黒花型小鉢  
12×5㎝（80入･陶） 
690円

ホ434-067 黒5.0鉢  
16.5×5.5㎝（40入･陶） 
1,600円

ホ434-227 白長角千代口  
9×6.2×2.5㎝（140入･陶） 
450円

ホ434-217 白焼物皿  
19.5×10.5×2.8㎝（60入･陶） 
950円

ホ434-107 黒長角千代口  
9×6.2×2.5㎝（140入･陶） 
450円

ホ434-097 黒焼物皿  
19.5×10.5×2.8㎝（60入･陶） 
950円
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黒市松

ロ435-017 4.0丸皿  
φ12.8×1.7㎝（120入･陶） 660円

ロ435-027 6.0丸皿  
φ17.3×1.8㎝（100入･陶） 1,120円

ロ435-037 7.0丸皿  
φ20.7×2.2㎝（80入･陶） 1,620円

ロ435-047 パスタ皿  
φ22.5×2.8㎝（60入･陶） 3,200円

ロ435-057 小皿  
φ8.7×1.5㎝（200入･陶） 420円

ロ435-067 煎茶  
φ8.1×6.1㎝（120入･陶） 540円

ロ435-077 湯呑  
φ8×7.7㎝（100入･陶） 680円

ロ435-087 陶碗（小）  
φ9×6.8㎝（80入･陶） 800円

ロ435-097 陶碗（大）  
φ9.5×8.6㎝（60入･陶） 940円

ロ435-107 楕円取り皿  
17.4×12.7×1.2㎝（120入･陶） 740円

ロ435-117 片口鉢  
14.4×13×8.6㎝（80入･陶） 1,860円

ロ435-127 4.0角皿  
12.3×12.3×2.3㎝（100入･陶） 740円

ロ435-137 7.0正角皿  
20.6×20.6×2.6㎝（40入･陶） 3,000円

ロ435-147 6.0四つ足皿  
16.7×12×2.7㎝（60入･陶） 1,120円

ロ435-157 9.0四つ足皿  
28.5×18.4×4㎝（25入･陶） 3,600円

ロ435-167 突出し皿  
24×9.5×2.2㎝（80入･陶） 1,030円

ロ435-177 サンマ皿  
28.6×12.3×2.7㎝（30入･陶） 1,570円

ロ435-187 7.0長角皿  
20.7×14.5×2.2㎝（60入･陶） 1,350円

ロ435-197 平小鉢  
φ13.5×3.9㎝（120入･陶） 940円

ロ435-207 中平  
φ10.8×5.2㎝（150入･陶） 630円

ロ435-217 大平  
φ11.8×5.6㎝（120入･陶） 720円

ロ435-227 毛料  
φ14.4×6.5㎝（60入･陶） 1,030円

ロ435-237 角特大皿  
29×29×4.2㎝（10入･陶） 5,600円

ロ435-247 正角小鉢  
11×11×3㎝（120入･陶） 700円

ロ435-257 盛り鉢（小）  
φ12.6×5.4㎝（100入･陶） 1,080円

ロ435-267 盛り鉢（中）  
φ16.8×5.5㎝（80入･陶） 1,840円
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深青海

ツ436-057 尺一皿  
φ34.8×4.8㎝（10入･磁） 
5,850円

ツ436-047 尺皿  
φ30×2.7㎝（12入･磁） 
4,650円

ツ436-037 9.0皿  
φ27.2×2.7㎝（15入･磁） 
2,500円

ツ436-027 7.5皿  
φ22.8×2.1㎝（20入･磁） 
1,700円

ツ436-017 6.0皿  
φ19×2㎝（30入･磁） 
1,100円

ツ436-067 
1号徳利  
φ5.3×14.2㎝
（約130㏄）（60入･磁） 
960円

ツ436-087 
グイ呑  
φ6×3.8㎝
（200入･磁） 
500円

ツ436-077 
2号徳利  
φ6×18.5㎝
（約260㏄）（60入･磁） 
1,700円

ツ436-127 6.3ボール  
φ19.5×7.8㎝（20入･磁） 
2,200円

ツ436-117 5.3ボール  
φ16×6㎝（30入･磁） 
1,550円

ツ436-097 3.2ボール  
φ9.7×4㎝（50入･磁） 
860円

ツ436-107 4.3ボール  
φ13.2×5.2㎝（40入･磁） 
1,000円

ツ436-137 3.8深口ボール  
φ11.8×7.6㎝（40入･磁） 
1,350円

ツ436-167 5.5多用丼  
φ17.3×9㎝（30入･磁） 
2,280円

ツ436-157 4.8多用丼  
φ15×7.5㎝（40入･磁） 
1,900円

ツ436-147 3.8多用丼  
φ11.7×6.3㎝（50入･磁） 
1,150円

ツ436-177 5.0のり茶  
φ15.3×6.4㎝（50入･磁） 
1,200円

ツ436-187 長湯呑  
φ6.5×7.8㎝（80入･磁） 
740円

ツ436-197 とんすい  
13.6×12.1×6.2㎝（80入･磁） 
1,000円

ツ436-217 6.0浅口ボール  
φ18.4×4.6㎝（40入･磁） 
1,200円

ツ436-207 7.5浅口ボール  
φ23.3×6㎝（30入･磁） 
3,000円

ツ436-227 4.5浅口ボール  
φ14×3.9㎝（50入･磁） 
950円

ツ436-237 5.5切立ボール  
φ17.3×4.8㎝（40入･磁） 
1,550円

ツ436-247 5.0皿  
φ15×2㎝（80入･磁） 
860円

ツ436-257 3.5皿  
φ10.3×2㎝（120入･磁） 
680円

ツ436-267 7.0長角皿  
21×14×2.5㎝（30入･磁） 
2,050円

ツ436-277 角千代口  
10.5×7.3×2.7㎝（100入･磁） 
740円
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千段十草

ラ437-017 4.0皿  
φ12.4×2.2㎝（磁） 480円

ラ437-027 5.0皿  
φ15.7×2.5㎝（磁） 650円

ラ437-037 6.0皿  
φ18.3×2.5㎝（磁） 800円

ラ437-047 7.0皿  
φ21.6×2.9㎝（磁） 950円

ラ437-057 8.0皿  
φ25.2×3㎝（磁） 1,750円

ラ437-067 尺皿  
φ31.2×4㎝（磁） 3,700円

ラ437-077 4.0ボール  
φ13×4.5㎝（磁） 650円

ラ437-087 4.5ボール  
φ14×5㎝（磁） 800円

ラ437-097 5.0ボール  
φ15.4×5.5㎝（磁） 900円

ラ437-107 6.0ボール  
φ17.8×6.6㎝（磁） 1,400円

ラ437-117 7.0ボール  
φ21.8×8㎝（磁） 3,000円

ラ437-127 5.0スープ  
φ15.3×3.5㎝（磁） 650円

ラ437-137 6.0スープ  
φ19×4.3㎝（磁） 1,200円

ラ437-147 6.3高台丼  
φ18.5×7.8㎝（磁） 1,400円

ラ437-157 6.8高台丼  
φ21.2×8.3㎝（磁） 1,700円

ラ437-167 6.0多用鉢  
φ17.8×7㎝（磁） 1,400円

ラ437-177 4.1多用丼  
φ12.8×7㎝（磁） 800円

ラ437-187 中平碗  
φ11.8×5.5㎝（磁） 700円

ラ437-197 おふくろ3.3皿  
φ10×1.8㎝（磁） 480円

ラ437-207 角千代口  
9.5×7.2×2.3㎝（磁） 550円

ラ437-217 長丸トレー  
19.8×14.4×2㎝（磁） 700円

ラ437-227 角皿（小）  
11.6×11.6×2.2㎝（磁） 700円

ラ437-237 角皿（中）  
17.5×11.6×2.2㎝（磁） 1,100円

ラ437-247 角皿（大）  
23.3×11.6×2.2㎝（磁） 1,400円

ラ437-257 四角小皿  
14×14×2㎝（磁） 
850円

ラ437-267 四角中皿  
19.3×19.3×2.3㎝（磁） 
1,400円

ラ437-277 四角大皿  
23.2×23.2×2.8㎝（磁） 
2,400円

ラ437-287 そば千代口  
φ8.1×6.3㎝（180㏄）（磁） 
550円

ラ437-297 薬味皿  
φ8.5×1.7㎝（磁） 
450円

ラ437-307 8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（磁） 
1,700円
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なごみ

ロ438-017 布目4.5丸皿  
φ13.7×2㎝（120入･陶） 1,100円

ロ438-027 布目5.5丸皿  
φ16.3×2.4㎝（100入･陶） 1,530円

ロ438-037 深口4.5皿  
φ14.5×3.5㎝（120入･陶） 1,050円

ロ438-047 深口5.5皿  
φ16.5×3.8㎝（100入･陶） 1,400円

ロ438-057 片押5.0鉢  
14.8×13.3×5.1㎝（80入･陶） 1,800円

ロ438-067 正角6.5皿  
15.5×15.5×3.3㎝（80入･陶） 1,380円

ロ438-077 正角7.5皿  
20.1×20.1×4㎝（60入･陶） 2,420円

ロ438-087 呑水  
12.8×10.5×3.8㎝（100入･陶） 
810円

ロ438-097 
三つ葉小鉢（小）  
8×8×5㎝（100入･陶） 
900円

ロ438-107 
三つ葉小鉢（大）  
10×10×6.3㎝（80入･陶） 
1,250円

ロ438-117 片口3.0鉢  
11.7×9.5×4.1㎝（120入･陶） 
850円

ロ438-127 片口4.0鉢  
12.5×11.5×5.9㎝（100入･陶） 
1,250円

ロ438-137 4.0ボール  
φ13×4.2㎝（100入･陶） 
980円

ロ438-147 半月浜月7.0皿  
21×18×2.4㎝（30入･陶） 2,380円

ロ438-157 
渕付3.6浅鉢  
φ11×3㎝（100入･陶） 
900円

ロ438-167 
渕付4.3浅鉢  
φ13×3.4㎝（100入･陶） 
1,250円

ロ438-177 
三足丸千代口  
φ7×2.4㎝（150入･陶） 
600円

ロ438-187 菱形7.0鉢  
21×19.6×5㎝（60入･陶） 2,250円

ロ438-197 正角3.0皿  
8.8×8.8×2㎝（150入･陶） 600円

ロ438-207 正角4.0皿  
11×11×25㎝（120入･陶） 860円

ロ438-217 正角4.5鉢  
13.5×13.5×3.8㎝（80入･陶） 1,650円

ロ438-227 正角10.0皿  
23×23×4.9㎝（15入･陶） 4,300円

ロ438-237 5.5長角皿  
16×11×1.5㎝（120入･陶） 950円

ロ438-247 7.0長角皿  
19.3×12.3×2.3㎝（100入･陶） 1,350円

ロ438-257 8.0長角皿  
23.3×14×2.8㎝（80入･陶） 1,850円

ロ438-267 突出し皿  
23×8.7×2㎝（100入･陶） 1,350円

ロ438-277 鮎皿  
25×10.5×1㎝（80入･陶） 1,500円
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グリーン志野

207
197

ケ439-017 腰張4.2丼  
φ13×8㎝（磁） 750円

ケ439-027 腰張5.0丼  
φ15.5×7.8㎝（磁） 1,100円

ケ439-037 深口5.0丼  
φ15.6×8㎝（磁） 900円

ケ439-047 深口5.5丼  
φ17×8.7㎝（磁） 1,100円

ケ439-057 京風6.5ボウル  
φ19.8×7.6㎝（磁） 1,400円

ケ439-067 京風7.0ボウル  
φ21.8×8.5㎝（磁） 2,200円

ケ439-077 大名6.8丼  
φ21.3×8.4㎝（磁） 1,900円

ケ439-087 3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ439-097 4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 600円

ケ439-107 5.5ボウル  
φ17×5.3㎝（磁） 800円

ケ439-117 リム3.0皿  
φ10×2㎝（磁） 450円

ケ439-127 リム3.5皿  
φ11.4×2.2㎝（磁） 500円

ケ439-137 リム4.0皿  
φ13.3×2.2㎝（磁） 550円

ケ439-147 リム8.0皿  
φ24.7×3.5㎝（磁） 2,000円

ケ439-157 リム9.0皿  
φ28×4㎝（磁） 2,800円

ケ439-167 丸7.0皿  
φ22.4×3.4㎝（磁） 1,200円

ケ439-177 丸5.0皿  
φ16.6×2.7㎝（磁） 650円

ケ439-187 丸6.0皿  
φ20.4×3.8㎝（磁） 900円

ケ439-197 1合徳利  
φ8×7.6㎝（190㏄）（磁） 950円
ケ439-207 2合徳利  
φ8.5×10.1㎝（320㏄）（磁） 1,200円

ケ439-217 そば猪口  
φ8.4×6.2㎝（175㏄）（磁） 
500円

ケ439-227 3.0薬味皿  
φ9×1.8㎝（磁） 
450円

ケ439-237 茶碗  
φ11.4×6.9㎝（磁） 
550円

ケ439-247 ライス丼  
φ15×6.5㎝（磁） 
800円

ケ439-257 リムスープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 
550円
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雪・月・花

月雪 花

オ440-017 白磁 雪 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-027 白磁 月 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-037 白磁 花 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-047 薄桜 雪 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-057 薄桜 月 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-067 薄桜 花 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-077 青磁 雪 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-087 青磁 月 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円

オ440-097 青磁 花 盛皿  
φ30.3×2.2㎝（磁） 7,000円
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