
ぎやまん

イ441-017 茄子紺 BLUE 3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（150入･磁） 1,320円
イ441-027 茄子紺 BLUE 3.5皿  
φ11×1.8㎝（120入･磁） 1,440円
イ441-037 茄子紺 BLUE 4.0皿  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,570円
イ441-047 茄子紺 BLUE 4.5皿  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 2,000円
イ441-057 茄子紺 BLUE 6.0皿  
φ18×2.5㎝（60入･磁） 2,940円
イ441-067 茄子紺 BLUE 7.0皿  
φ20.5×2.8㎝（40入･磁） 4,000円
イ441-077 茄子紺 BLUE 8.0皿  
φ24×3㎝（30入･磁） 4,820円

イ441-087 
茄子紺 BLUE 
楕円千代口  
8.8×7.5×3.2㎝（150入･磁） 
1,320円

イ441-097 
茄子紺 BLUE 
楕円鉢  
16×13×6㎝（60入･磁） 
4,000円

イ441-107 
茄子紺 BLUE 
丸小皿  
φ9×3㎝（120入･磁） 
1,320円

イ441-117 
茄子紺 BLUE 
浅小鉢  
φ12×4.2㎝（100入･磁） 
2,000円

イ441-127 
茄子紺 BLUE 楕円大皿  
25.5×19×4㎝（30入･磁） 
5,630円

イ441-137 
茄子紺 BLUE 
高台珍味  
φ8×4.5㎝（100入･磁） 
1,630円

イ441-147 
茄子紺 BLUE 
高台デザート  
φ11.5×6.5㎝（60入･磁） 
2,500円

イ441-157 
茄子紺 BLUE コーヒー碗皿  
φ8.5×6㎝（210㏄）（60入･磁） 4,750円
イ441-167 
茄子紺 BLUE コーヒー皿のみ  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 2,000円

イ441-177 
茄子紺 BLUE デミタス碗皿  
φ6.5×5.3㎝（90㏄）（60入･磁） 3,750円
イ441-187 
茄子紺 BLUE デミタス皿のみ  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,570円

イ441-197 
茄子紺 BLUE 
丸小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入･磁） 
2,250円

イ441-207 
茄子紺 BLUE 
リーフ皿 小  
16×14.8×2.5㎝（60入･磁） 
2,000円

イ441-217 
茄子紺 BLUE 
リーフ皿 大  
25.5×23.6×5.8㎝（30入･磁） 
5,630円

イ441-227 利休 GREEN 3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（150入･磁） 1,320円
イ441-237 利休 GREEN 3.5皿  
φ11×1.8㎝（120入･磁） 1,440円
イ441-247 利休 GREEN 4.0皿  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,570円
イ441-257 利休 GREEN 4.5皿  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 2,000円
イ441-267 利休 GREEN 6.0皿  
φ18×2.5㎝（60入･磁） 2,940円
イ441-277 利休 GREEN 7.0皿  
φ20.5×2.8㎝（40入･磁） 4,000円
イ441-287 利休 GREEN 8.0皿  
φ24×3㎝（30入･磁） 4,820円

イ441-297 
利休 GREEN 
楕円千代口  
8.8×7.5×3.2㎝（150入･磁） 
1,320円

イ441-307 
利休 GREEN 
楕円鉢  
16×13×6㎝（60入･磁） 
4,000円

イ441-317 
利休 GREEN 
丸小皿  
φ9×3㎝（120入･磁） 
1,320円

イ441-327 
利休 GREEN 
浅小鉢  
φ12×4.2㎝（100入･磁） 
2,000円

イ441-337 
利休 GREEN 
楕円大皿  
25.5×19×4㎝（30入･磁） 
5,630円

イ441-347 
利休 GREEN 
高台珍味  
φ8×4.5㎝（100入･磁） 
1,630円

イ441-357 
利休 GREEN 
高台デザート  
φ11.5×6.5㎝（60入･磁） 
2,500円

イ441-367 
利休 GREEN コーヒー碗皿  
φ8.5×6㎝（210㏄）（60入･磁） 4,750円
イ441-377 
利休 GREEN コーヒー皿のみ  
φ14.5×2.5㎝（80入･磁） 2,000円

イ441-387 
利休 GREEN デミタス碗皿  
φ6.5×5.3㎝（90㏄）（60入･磁） 3,750円
イ441-397 
利休 GREEN デミタス皿のみ  
φ12.2×2.1㎝（100入･磁） 1,570円

イ441-407 
利休 GREEN 
丸小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入･磁） 
2,250円

イ441-417 
利休 GREEN 
リーフ皿 小  
16×14.8×2.5㎝（60入･磁） 
2,000円

イ441-427 
利休 GREEN 
リーフ皿 大  
25.5×23.6×5.8㎝（30入･磁） 
5,630円

イ441-437 
漆 BROWN リーフ皿 小  
16×14.8×2.5㎝（60入･磁） 2,000円

イ441-447 
漆 BROWN リーフ皿 大  
25.5×23.6×5.8㎝（30入･磁） 5,630円
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三島手

ネ442-017 高台珍味  
φ9.5×9.5㎝（80入･陶） 2,900円

ネ442-027 高台小鉢  
φ11.5×7.3㎝（60入･陶） 3,100円

ネ442-037 割山椒  
11.8×11.8×8.5㎝（80入･陶） 4,100円

ネ442-047 桜鉢  
15×15×6㎝（80入･陶） 5,600円

ネ442-057 楕円鉢  
17×14.5×7.3㎝（80入･陶） 5,500円

ネ442-067 蓋物  
φ12×10㎝（30入･陶） 
7,400円

ネ442-077 
楕円はし置  
5.5×3.5×1㎝（200入･陶） 
600円

ネ442-087 
丸はし置  
4.3×4.3×1㎝（200入･陶） 
600円

ネ442-097 
櫛目マグ  
φ9.8×8.5㎝（310㏄）（60入･陶） 
3,300円

ネ442-107 
櫛目汲み出し大  
φ9.5×7.1㎝（290㏄）（100入･陶） 
1,500円

ネ442-117 
櫛目水割カップ  
φ9.6×9.7㎝（400㏄）（60入･陶） 
1,900円

ネ442-127 銘銘皿  
13.5×13.5×2.2㎝（80入･陶） 1,500円

ネ442-137 扇皿  
18.3×11×2.8㎝（80入･陶） 1,900円

ネ442-147 葉皿  
21×9.8×3.8㎝（80入･陶） 1,900円

ネ442-157 焼物皿  
25×9.5×2㎝（40入･陶） 4,400円

ネ442-167 長方皿  
24×13.5×2㎝（40入･陶） 4,760円

ネ442-177 半円盛皿  
24×24×3.2㎝（20入･陶） 7,500円

ネ442-187 楕円盛鉢  
30×16.5×4㎝（60入･陶） 7,500円

ネ442-197 さんま皿  
33.5×10×2.5㎝（40入･陶） 4,600円

ネ442-207 くし目まな板皿  
36.5×22×4.5㎝（10入･陶） 16,200円
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窯変銀彩結晶

タ443-017 丸3.5皿  
φ10.3×1.8㎝（160入･磁） 450円

タ443-027 丸4.0皿  
φ13.3×2.2㎝（100入･磁） 500円

タ443-037 丸5.0皿  
φ16×2.8㎝（60入･磁） 700円

タ443-047 丸6.0皿  
φ20×2.9㎝（30入･磁） 1,300円

タ443-057 丸7.0皿  
φ22.3×3㎝（20入･磁） 1,700円

タ443-067 丸8.0皿  
φ25.5×3.5㎝（20入･磁） 2,400円

タ443-077 四足角7.0皿  
16.8×16.8×3.8㎝（30入･磁） 1,700円

タ443-087 四足角8.0皿  
20.5×20.3×4.5㎝（20入･磁） 2,700円

タ443-097 4.2めし丼  
φ13.2×8.2㎝（40入･磁） 1,500円

タ443-107 深口5.0ボール  
φ15.3×8㎝（30入･磁） 1,700円

タ443-117 深口5.5ボール  
φ17.2×8.4㎝（20入･磁） 2,100円

タ443-127 深口6.0ボール  
φ18.3×8.4㎝（20入･磁） 2,400円

タ443-137 切立7.0盛皿  
φ20.7×3㎝（30入･磁） 
2,200円

タ443-147 切立8.0盛皿  
φ24.5×3.6㎝（20入･磁） 
2,900円

タ443-157 岩形角5.0皿  
14.5×14.3×3.4㎝（40入･磁） 
1,000円

タ443-167 四足岩形角8.0皿  
19.5×19.3×4.9㎝（20入･磁） 
2,400円

タ443-177 二葉小鉢  
14.6×9.5×8.8㎝（60入･磁） 
1,800円

タ443-187 
ダ円向付  
16.5×13×5.4㎝（40入･磁） 
1,700円

タ443-197 
四折千代口  
8×8×4.3㎝（100入･磁） 
600円

タ443-207 
四折小付  
8.7×8.7×4.8㎝（100入･磁） 
800円

タ443-217 
四折3.5小鉢  
9.7×9.5×5.8㎝（80入･磁） 
970円

タ443-227 
四折4.0小鉢  
11×11×6.4㎝（40入･磁） 
1,200円

タ443-237 
四折4.5小鉢  
12.3×12.3×7㎝（40入･磁） 
1,400円

タ443-247 ツバ付7.5皿  
φ23×3.2㎝（20入･磁） 2,100円

タ443-257 浅口5.0ボール  
φ15.7×5.5㎝（30入･磁） 1,400円

タ443-267 浅口6.0ボール  
φ19.3×7.3㎝（20入･磁） 2,200円

タ443-277 7.0盛鉢  
φ21.8×5.7㎝（20入･磁） 2,200円
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ユ444-017 丸3.0皿  φ9.5×1.5㎝（150入･磁） ･････････ 520円
ユ444-027 丸4.0皿  φ14.5×2㎝（100入･磁） ･･････････ 700円
ユ444-037 丸5.0皿  φ17×2.5㎝（60入･磁） ･･･････････ 930円
ユ444-047 丸6.0皿  φ19.5×2.5㎝（40入･磁） ･･････ 1,280円
ユ444-057 丸7.0皿  φ22.5×3㎝（30入･磁） ････････ 2,200円
ユ444-067 丸8.0皿  φ25×3.5㎝（20入･磁） ････････ 3,480円
ユ444-077 丸10.0皿  φ30.5×4.5㎝（10入･磁） ････ 7,800円
ユ444-087 丸型5.5丼  φ17×8㎝（30入･磁） ･･･････ 2,600円
ユ444-097 丸型6.5丼  φ19.5×9㎝（20入･磁） ･････ 3,400円
ユ444-107 夏目4.5丼  φ12.5×7.5㎝（40入･磁） ････ 1,700円
ユ444-117 夏目5.0丼  φ14×9㎝（30入･磁） ･･･････ 2,400円
ユ444-127 夏目5.5丼  φ16×10㎝（20入･磁） ･･････ 2,600円
ユ444-137 6.5ボール  φ20×7.5㎝（20入･磁） ･･････ 3,900円

ユ444-147 6.0ボール  φ17.5×7㎝（30入･磁） ･･････ 3,000円
ユ444-157 5.0ボール  φ16×6㎝（40入･磁） ････････ 1,850円
ユ444-167 4.5ボール  φ12.5×6㎝（40入･磁） ･･････ 1,550円
ユ444-177 4.0ボール  φ10.5×6㎝（60入･磁） ･･････ 1,200円
ユ444-187 千代口ボール  φ8.5×4㎝（120入･磁） ･････ 600円
ユ444-197 中平  φ12×6.5㎝（100入･磁） ･･････････････ 850円
ユ444-207 一号徳利  約170㏄（100入･磁） ････････ 1,000円
ユ444-217 二号徳利  約280㏄（80入･磁） ･････････ 1,700円
ユ444-227 ぐい呑  φ6×3.5㎝（150入･磁） ･････････････ 550円
ユ444-237 湯呑（小）  φ6×7㎝（100入･磁）････････････ 850円
ユ444-247 飯器  φ10.5×8㎝（30入･磁） ････････････ 1,500円
ユ444-257 木蓋  11.5㎝ ･････････････････････････････ 380円
ユ444-267 深口とんすい  11×12×5㎝（80入･磁） ････ 1,480円

ユ444-277 6.5腰張丼  φ20×8㎝（20入･磁） ･･･････ 3,600円
ユ444-287 一号そば徳利  約220㏄（80入･磁）････････ 980円
ユ444-297 そば猪口  φ8×6.5㎝（100入･磁） ･･････････ 930円
ユ444-307 8.0めん皿  φ24×5㎝（30入･磁） ････････ 3,000円
ユ444-317 切立ヤクミ皿  φ8×1.5㎝（120入･磁） ･･････ 600円
ユ444-327 焼物皿  19.5×14×3㎝（40入･磁） ･･･････ 2,100円
ユ444-337 突出皿  19.5×10.5×3㎝（40入･磁） ･････ 1,800円
ユ444-347 長千代口  10×6.5×3㎝（120入･磁） ･･･････ 800円
ユ444-357 正角10.0皿  22.5×22.5×3.5㎝（15入･磁） ････ 4,380円
ユ444-367 二ツ切皿  12×7.5×2.5㎝（60入･磁） ････ 1,200円
ユ444-377 三ツ切皿  19.5×8.5×2.5㎝（50入･磁） ････ 1,800円
ユ444-387 のり茶  φ15×10㎝（30入･磁） ･･･････････ 1,980円
ユ444-397 のり茶（身）  φ15×7㎝（40入･磁） ･･･････ 1,380円
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油滴天目

ユ445-017 
丸3.0皿  
φ9.5×1㎝（150入･陶） 
600円

ユ445-027 
丸3.5皿  
φ12.5×1.5㎝（120入･陶） 
730円

ユ445-037 
丸4.0皿  
φ15.5×2㎝（100入･陶） 
830円

ユ445-047 
丸5.0皿  
φ17.5×2.5㎝（80入･陶） 
1,200円

ユ445-057 丸6.0皿  
φ20×3㎝（40入･陶） 1,500円

ユ445-067 丸7.0皿  
φ23.5×3.5㎝（30入･陶） 2,400円

ユ445-077 丸8.0皿  
φ25.5×3.5㎝（20入･陶） 
4,150円

ユ445-087 正角10.0皿  
23×23×3.5㎝（15入･陶） 4,800円

ユ445-097 切立焼物皿  
21.5×16.5×3㎝（20入･陶） 2,480円

ユ445-107 切立千代口  
8×6×3.5㎝（120入･陶） 1,000円

ユ445-117 切立突出皿  
24.5×11.5×2.5㎝（30入･陶） 2,400円

ユ445-127 丸型6.5丼  
φ20×9㎝（20入･陶） 
4,100円

ユ445-137 丸型5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入･陶） 
3,000円

ユ445-147 夏目5.5丼  
φ16.5×10.5㎝（20入･陶） 
3,200円

ユ445-157 反6.5丼  
φ19.5×9.5㎝（30入･陶） 
2,380円

ユ445-167 反6.0丼  
φ18.5×8.5㎝（40入･陶） 
2,050円

ユ445-177 
6.0ボール  
φ18×7.5㎝（30入･陶） 
3,200円

ユ445-187 
5.0ボール  
φ16×6.5㎝（40入･陶） 
2,150円

ユ445-197 
4.5ボール  
φ13×6.5㎝（40入･陶） 
1,900円

ユ445-207 
4.0ボール  
φ10.5×6.5㎝（60入･陶） 
1,380円

ユ445-217 
千代口ボール  
φ8.5×4.5㎝（120入･陶） 
780円

ユ445-227 のり茶  
φ15.5×10㎝（30入･陶） 2,150円
ユ445-237 のり茶（身）  
φ15.5×7.5㎝（40入･陶） 1,480円

ユ445-247 
玉湯呑（大）  
φ8×8㎝（80入･陶） 
1,260円

ユ445-257 
玉湯呑（小）  
φ7×7.5㎝（100入･陶） 
1,150円

ユ445-267 
二号徳利  
約360㏄（60入･陶） 
1,900円

ユ445-277 
一号徳利  
約170㏄（80入･陶） 
1,150円

ユ445-287 
ぐい呑  
φ6×4㎝（120入･陶） 
550円

ユ445-297 飯器  
φ11×8㎝（30入･陶） 1,850円
ユ445-307 木蓋  
11.5㎝ 380円

ユ445-317 
むし碗  
φ9.5×9.5㎝（60入･陶） 
1,650円

ユ445-327 
中平  
φ12.5×6㎝（60入･陶） 
1,080円

ユ445-337 
大型とんすい  
12.5×11.5×5㎝（60入･陶） 
1,750円

ユ445-347 
そば徳利  
約220㏄（80入･陶） 
1,150円

ユ445-357 
そば猪口  
φ8×6.5㎝（80入･陶） 
1,150円

ユ445-367 
二ツ切皿  
12×7.5×2.5㎝（60入･陶） 
1,250円

ユ445-377 
三ツ切皿  
20×8.5×2.5㎝（50入･陶） 
2,200円
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ツ446-017 6.5ボール  φ19.5×7㎝（30入･磁） ･･････ 2,600円
ツ446-027 7.0ボール  φ21×7.7㎝（20入･磁） ･･････ 3,500円
ツ446-037 6.0深口丼  φ18×9.2㎝（30入･磁） ･････ 2,300円
ツ446-047 ぐい呑  5.6×3.8㎝（160入･磁） ･････････････ 540円
ツ446-057 1号徳利  6×12.5㎝（150㏄）（20×4入･磁） ･･･ 850円
ツ446-067 2号徳利  7×15.5㎝（300㏄）（20×4入･磁） ･･･ 1,500円
ツ446-077 5.0ボール  φ14.5×4.6㎝（30入･磁） ･････ 1,050円
ツ446-087 夏目4.0丼  φ12×7.5㎝（40入･磁） ･･････ 1,450円
ツ446-097 長湯呑（小）  6×7㎝（140㏄）（20×4入･磁） ･･･ 720円
ツ446-107 長湯呑（大）  6.6×7.8㎝（200㏄）（20×4入･磁） ･･･ 810円

ツ446-117 のり茶  φ16×9㎝（40入･磁） ････････････ 1,730円
ツ446-127 のり茶（身）  φ16×6.8㎝（60入･磁） ･････ 1,050円
ツ446-137 大平  φ12.2×6㎝（80入･磁） ･･･････････････ 730円
ツ446-147 5.5深口丼  φ16.6×8.8㎝（40入･磁） ････ 1,750円
ツ446-157 とんすい  φ12.6×5.6㎝（80入･磁） ･･････････ 810円
ツ446-167 丸6.0皿  φ18.2㎝（50入･磁） ･･･････････ 1,150円
ツ446-177 丸7.0皿  φ22㎝（40入･磁） ･････････････ 1,700円
ツ446-187 丸8.0皿  φ24.8㎝（30入･磁） ･･･････････ 2,950円
ツ446-197 丸9.0皿  φ27.6㎝（15入･磁） ･･･････････ 5,100円
ツ446-207 丸10.0皿  φ30.5㎝（10入･磁） ･････････ 7,500円

ツ446-217 手造長角10.0皿  24.5×18.5×2㎝（10入･磁） ････ 3,650円
ツ446-227 手造長角11.0皿  27×21×2.2㎝（10入･磁） ････ 5,650円
ツ446-237 焼鳥皿  15.4×12.2㎝（50入･磁） ･･･････････ 890円
ツ446-247 丸5.0皿  φ15㎝（60入･磁） ････････････････ 770円
ツ446-257 丸3.5皿  φ10.2㎝（100入･磁） ･････････････ 540円
ツ446-267 二ツ仕切皿  14.7×9×3㎝（60入･磁） ･･･ 1,050円
ツ446-277 三ツ仕切皿  21×9×3㎝（40入･磁） ･････ 1,460円
ツ446-287 丸3.0皿  φ9.2㎝（120入･磁） ･･････････････ 500円
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ツ447-017 三ツ山5.0丼  φ14.6×6㎝（40入･磁） ･･･ 1,450円
ツ447-027 しょう油差し（小）  7×8㎝（160㏄）（20×5入･磁） ･･･ 1,250円
ツ447-037 しょう油差し（大）  8×8.5㎝（250㏄）（16×5入･磁） ･･･ 1,400円
ツ447-047 4号ダシ入  12.7×8.7×12.3㎝（400㏄）（16×4入･磁） ･･･ 1,860円
ツ447-057 ガラ入（小）  12.5×9.7㎝（20入･磁） ･････ 1,800円
ツ447-067 三ツ山4.0丼  φ12.2×7㎝（50入･磁） ･･･ 1,120円
ツ447-077 丸取鉢  φ12.2×4.6㎝（80入･磁） ･･･････････ 890円
ツ447-087 三ツ山3.6丼  φ10.5×6㎝（60入･磁） ･･････ 920円
ツ447-097 三ツ山千代口  φ7.8×3.3㎝（100入･磁） ･････ 540円
ツ447-107 4.0鉄鉢  φ12.2×5.2㎝（50入･磁） ･････････ 950円

ツ447-117 5.5鉄鉢  φ15.5×6㎝（40入･磁） ････････ 1,450円
ツ447-127 玉割  φ11×44㎝（60入･磁） ････････････････ 740円
ツ447-137 切立3.0薬味皿  φ9.5×2㎝（100入･磁） ･････ 540円
ツ447-147 2.8鉄鉢  φ8.5×3.8㎝（100入･磁） ･････････ 550円
ツ447-157 楊枝入  φ5.2×5.2㎝（20×5入･磁） ･････････ 730円
ツ447-167 振掛  φ5×6.5㎝（20×5入･磁） ･･････････････ 760円
ツ447-177 段付そば猪口  φ9×7㎝（80入･磁） ････････ 840円
ツ447-187 1号そば徳利  8×8㎝（170㏄）（20×5入･磁） ･･･ 980円
ツ447-197 2号そば徳利  9×9.5㎝（300㏄）（16×5入･磁） ･･･ 1,450円
ツ447-207 辛子入  φ6.5×4㎝（20×5入･磁） ･･･････････ 870円

ツ447-217 ダルマソース  9×13㎝（360㏄）（9×4入･磁） ･･･ 1,860円
ツ447-227 突出皿  22.5×9.5×2.8㎝（40入･磁） ･････ 1,570円
ツ447-237 焼物皿  20.2×14.5×3.5㎝（40入･磁） ･････ 1,720円
ツ447-247 おにぎり皿  20.5×10.5×2㎝（50入･磁） ････ 1,550円
ツ447-257 おでん皿  φ18.2×4㎝（40入･磁） ････････ 1,200円
ツ447-267 箸置  6.5×2.5×1.5㎝（200入･磁） ･･････････ 340円
ツ447-277 長角千代口  10×7×3㎝（120入･磁） ･･････ 550円
ツ447-287 レンゲ（小）  15.8㎝（150入･磁） ･･･････････ 630円
ツ447-297 レンゲ台（小）  9×6.5㎝（150入･磁） ･･･････ 530円
ツ447-307 7.5めん皿  φ22.5×5.2㎝（30入･磁） ････ 2,300円
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柚子天目

ユ448-087 正角8.0皿  
18.5×18.5×3㎝（30入･磁） 3,180円

ユ448-097 長9.0皿  
21.5×18.5×2.5㎝（30入･磁） 4,200円

ユ448-107 角4.0千代口  
10×9.5×3㎝（80入･磁） 
1,100円

ユ448-117 突出皿  
19.5×10×3㎝（40入･磁） 
1,600円

ユ448-127 焼物皿  
20×15×3㎝（40入･磁） 
2,100円

ユ448-137 長千代口  
9.5×7.5×3㎝（120入･磁） 
780円

ユ448-147 波角7.5皿  
17×17×2.5㎝（30入･磁） 
2,600円

ユ448-157 波角5.0皿  
12×12×1.5㎝（60入･磁） 
1,400円

ユ448-167 6.0平鉢  
φ18.5×6㎝（30入･磁） 
2,500円 ユ448-177 7.0平鉢  

φ22.5×6.5㎝（20入･磁） 4,800円

ユ448-187 丸型8.0丼  
φ26×11㎝（15入･磁） 7,000円

ユ448-197 丸型7.0丼  
φ23×9.5㎝（20入･磁） 6,000円

ユ448-207 丸型6.5丼  
φ20×9㎝（20入･磁） 3,600円

ユ448-217 丸型5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入･磁） 2,600円

ユ448-227 のり茶  
φ15.5×10㎝（40入･磁） 1,800円
ユ448-237 のり茶（身）  
φ15.5×7㎝（60入･磁） 1,380円

ユ448-247 丸6.0ボール  
φ18.5×6.5㎝（30入･磁） 3,000円

ユ448-257 丸5.0ボール  
φ15.5×6㎝（40入･磁） 1,780円

ユ448-267 
丸4.5ボール  
φ12.5×6㎝（40入･磁） 
1,450円

ユ448-277 
丸4.0ボール  
φ10.5×6.5㎝（60入･磁） 
1,200円

ユ448-287 
千代口ボール  
φ8×4㎝（120入･磁） 
600円 ユ448-297 6.0そば丼  

φ17.5×7.5㎝（40入･磁） 1,500円

ユ448-307 
6.5そば丼  
φ19×7.5㎝（30入･磁） 
1,800円

ユ448-317 夏目5.5丼  
φ16.5×10㎝（30入･磁） 2,800円

ユ448-017 丸3.0皿  
φ9.5×1㎝（160入･磁） 
500円

ユ448-027 丸4.0皿  
φ14.5×2㎝（120入･磁） 
680円

ユ448-037 丸5.0皿  
φ17×2.5㎝（80入･磁） 
930円

ユ448-047 丸6.0皿  
φ19.5×2.5㎝（40入･磁） 
1,280円

ユ448-057 丸7.0皿  
φ22.5×3㎝（30入･磁） 2,180円

ユ448-067 丸8.0皿  
φ25×3.5㎝（20入･磁） 3,450円

ユ448-077 正角10.0皿  
23.5×23.5×4㎝（20入･磁） 4,350円

ユ448-327 
夏目5.0丼  
φ14.5×9㎝（20入･磁） 
2,600円

ユ448-337 飯器  
φ11×8㎝（30入･磁） 1,500円
ユ448-347 木蓋  
11.5㎝ 380円

ユ448-357 
中平  
φ12.5×6㎝（100入･磁） 
850円

ユ448-367 
角4.0小鉢  
11×11×6.5㎝（60入･磁） 
1,650円

ユ448-377 
角3.8小鉢  
10×10×6㎝（80入･磁） 
1,550円

ユ448-387 
玉子割  
φ11.5×4.5㎝（80入･磁） 
930円

ユ448-397 
土瓶  
約850㏄（24入･磁） 
3,600円

ユ448-407 
湯呑（大）  
φ6×8㎝（100入･磁） 
850円

ユ448-417 
湯呑（小）  
φ5.8×7.5㎝（100入･磁） 
820円

ユ448-427 
煎茶  
φ8.5×6㎝（80入･磁） 
880円

ユ448-437 一号徳利  
約140㏄（100入･磁） 900円
ユ448-447 二号徳利  
約260㏄（80入･磁） 1,550円

ユ448-457 
ぐい呑  
φ6×4㎝（200入･磁） 
490円

ユ448-467 
むし碗  
φ9×9.5㎝（60入･磁） 
1,450円

ユ448-477 
そば徳利（小）  
約200㏄（80入･磁） 
980円

ユ448-487 
そば猪口  
φ9×6㎝（100入･磁） 
950円

ユ448-497 
とんすい  
13×12×5㎝（100入･磁） 
850円

ユ448-507 
二ツ切皿  
12×7.5×2.5㎝（80入･磁） 
1,050円

ユ448-517 三ツ切皿  
20×9×2.5㎝（60入･磁） 1,800円

ユ448-527 レンゲ（小）  
15×4.5㎝（120入･磁） 680円
ユ448-537 レンゲ台（小）  
8.5×6㎝（120入･磁） 680円
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柚子天目

ア449-017 反高台6.8丼  
φ20.2×8.3㎝（24入･磁） 1,280円

ア449-027 反高台7.0丼  
φ21.3×8.5㎝（20入･磁） 1,350円

ア449-037 釜上5.5丼  
φ17.3×9㎝（30入･磁） 1,350円

ア449-047 釜上6.0丼  
φ19×9㎝（2０入･磁） 1,600円

ア449-057 5.5多用丼  
φ17×8.7㎝（30入･磁） 980円

ア449-067 夏目4.8丼  
φ15×10㎝（30入･磁） 1,200円

ア449-077 夏目5.0丼  
φ16.1×10.2㎝（24入･磁） 1,400円

ア449-087 めん5.8丼  
φ18×9.6㎝（24入･磁） 1,100円

ア449-097 めん6.5丼  
φ19.7×9.5㎝（30入･磁） 1,250円

ア449-107 5.0身丼  
φ15.9×7.9㎝（40入･磁） 700円
ア449-117 蓋丼  
φ15.7×10.6㎝（24入･磁） 1,250円

ア449-127 大茶（身）  
φ15.2×6.9㎝（60入･磁） 650円

ア449-137 5.8そば丼  
φ17.7×7.5㎝（50入･磁） 680円

ア449-147 6.5そば丼  
φ19.6×8.2㎝（30入･磁） 850円

ア449-157 6.5玉丼  
φ19.8×7.6㎝（16入･磁） 1,350円

ア449-167 8.0盛鉢  
φ24.4×7.8㎝（20入･磁） 1,550円

ア449-177 丸3.0皿  
φ9.8×1.7㎝（200入･磁） 340円

ア449-187 丸3.5皿  
φ12.4×2㎝（140入･磁） 350円

ア449-197 丸4.0皿  
φ13.4×2㎝（100入･磁） 420円

ア449-207 丸5.0皿  
φ16.8×2.3㎝（70入･磁） 520円

ア449-217 丸6.0皿  
φ19.5㎝（80入･磁） 700円

ア449-227 丸7.0皿  
φ22.5×3.3㎝（30入･磁） 900円

ア449-237 丸8.0皿  
φ25.7×3.4㎝（20入･磁） 1,300円

ア449-247 丸9.0皿  
φ29㎝（10入･磁） 2,400円

ア449-257 丸10.0皿  
φ31.5㎝（10入･磁） 4,500円

ア449-267 長角6.0皿  
19×12.8×3㎝（50入･磁） 750円

ア449-277 長角8.0皿  
22×15×3.8㎝（30入･磁） 1,050円

ア449-287 丸11.0皿  
φ35.2×5.1㎝（5入･磁） 6,500円

ア449-297 飯器  
φ13×7.2㎝（50入･磁） 
650円

ア449-307 梅型3.6小鉢  
φ11.5×6㎝（90入･磁） 
550円

ア449-317 とんすい  
13×12.1×4.4㎝（100入･磁） 
400円

ア449-327 そば猪口  
φ8.3×5.6㎝（100入･磁） 
650円

ア449-337 そば2号徳利  
φ8×11㎝（60入･磁） 1,500円

ア449-347 二品薬味皿  
12.5×7.2×2㎝（100入･磁） 900円
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ト450-017 4.5丼  φ14.5×7.1㎝（60入･磁） ･･････････ 1,560円
ト450-027 6.0丼  φ18.3×7.8㎝（40入･磁） ･･････････ 2,350円
ト450-037 焼杉蓋（小）  12.4×12.3×1.8㎝（磁） ･･･････ 720円
ト450-047 飯器（小）（身）  10.6×7.8㎝（40入･磁） ････ 1,450円
ト450-057 徳利1号  180㏄（20×6入･磁） ･････････････ 870円
ト450-067 徳利2号  320㏄（10×8入･磁） ･･････････ 1,450円
ト450-077 ぐい呑  φ5×3.9㎝（200入･磁） ･･････････････ 440円
ト450-087 煎茶  φ9.2×6.2㎝（120入･磁） ･･････････････ 720円
ト450-097 長湯呑（小）  φ6×7.8㎝（20×6入･磁） ･･････ 900円
ト450-107 長湯呑（大）  φ6.8×8.5㎝（20×6入･磁） ････ 1,020円
ト450-117 土瓶  11㎝（900㏄）（2×10入･磁） ････････ 3,550円
ト450-127 パスタ皿  φ26.3×3.8㎝（20入･磁） ･･･････ 3,200円
ト450-137 大平  φ13×5.6㎝（80入･磁） ････････････････ 840円
ト450-147 のり茶漬  15.4×9.5㎝（60入･磁） ････････ 2,150円

ト450-157 中平  φ12×5.5㎝（100入･磁）･･･････････････ 720円
ト450-167 むし碗（大）  φ8.3×8.9㎝（60入･磁） ･･････ 1,450円
ト450-177 むし碗（小）  φ7.8×8㎝（80入･磁） ･･･････ 1,250円
ト450-187 梅型天ぷら皿  20.7×3㎝（40入･磁） ････ 2,050円
ト450-197 梅型4.8鉢  14.5×5㎝（80入･磁） ･･･････ 1,680円
ト450-207 4.5丸皿（リム付）  φ13.7×1.8㎝（120入･磁） ･･･ 1,050円
ト450-217 7.0丸皿（リム付）  φ21.6×2.5㎝（40入･磁） ････ 2,200円
ト450-227 8.0丸皿（リム付）  φ25×3㎝（30入･磁） ･･･ 3,200円
ト450-237 9.0丸皿（リム付）  φ27.8××3.2㎝（20入･磁） ･･･ 3,750円
ト450-247 尺丸皿（リム付）  φ31.7×3.4㎝（15入･磁） ･･･ 7,950円
ト450-257 梅型呑水  11.7×4.5㎝（60入･磁） ･･･････ 1,150円
ト450-267 ねじり千代口  7.7×7.7×3.5㎝（160入･磁） ････ 510円
ト450-277 ねじり刺身鉢  15×15×5㎝（40入･磁） ･･･ 1,800円
ト450-287 9.0長角皿  21.5×18.5×2.8㎝（30入･磁） ････ 2,250円

ト450-297 正角仕切皿  16.7×16.7×3㎝（30入･磁） ･･･ 1,300円
ト450-307 7.0長角仕切皿  19×13.2×2.5㎝（40入･磁） ･･･ 1,200円
ト450-317 5.5丸皿  φ16.9×2㎝（120入･磁） ･･･････ 1,300円
ト450-327 6.5丸皿  φ19.7×2.4㎝（100入･磁） ･･････ 1,900円
ト450-337 3.5丸皿  φ10×2㎝（150入･磁） ････････････ 510円
ト450-347 突出仕切皿  20.6×9.5×2.2㎝（60入･磁） ･･ 1,050円
ト450-357 6.0長角皿  17.4×11.4×2.9㎝（60入･磁） ･･･ 760円
ト450-367 7.0長角皿  19×13.2×2.8㎝（50入･磁） ･･･ 1,100円
ト450-377 長角小皿  9.5×6.5×3㎝（150入･磁） ･･･････ 400円
ト450-387 長皿  29×13.6×1.6㎝（20入･磁） ････････ 2,050円
ト450-397 8.0長角皿  21×14.3×3.3㎝（40入･磁） ･･･ 1,450円
ト450-407 のり皿  14×11×1.9㎝（100入･磁） ･･････････ 580円
ト450-417 突出皿  21×9.5×2.6㎝（60入･磁） ･･････････ 950円
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ト451-017 石目4.5飯碗  φ13.6×8.8㎝（40入･磁） ･･････････1,620円
ト451-027 石目3.8飯碗  φ11.2×8㎝（60入･磁） ････････････1,200円
ト451-037 飯器（大）蓋付  φ12.5×10.4㎝（30入･磁） ･･･････2,380円
ト451-047 飯器身丈（大）  φ11.6×8.7㎝（磁） ･･････････････1,600円
ト451-057 飯器（小）蓋付  φ11.4×9.6㎝（40入･磁） ････････2,200円
ト451-067 飯器身丈（小）  φ10.5×7.8㎝（磁） ･･････････････1,450円
ト451-077 ロクベ6.0丼  φ18×9.2㎝（20入･磁） ････････････2,900円
ト451-087 ロクベ茶碗（大）  φ15×7.6㎝（40入･磁） ････････1,900円
ト451-097 ロクベ茶碗（中）  φ13.5×7㎝（50入･磁） ････････1,450円
ト451-107 ロクベ茶碗（小）  φ12×6㎝（60入･磁） ･･････････1,200円
ト451-117 ロクベ豆茶碗  φ11×5.2㎝（80入･磁） ･･････････････950円
ト451-127 むし碗（大）  φ8×8.9㎝（60入･磁） ･･･････････････1,450円
ト451-137 むし碗（小）  φ7.8×8.4㎝（80入･磁） ･･････････････1,250円
ト451-147 ロクベ長湯呑（大）  φ6.6×8.2㎝（20×6入･磁） ････1,200円
ト451-157 ロクベ長湯呑（小）  φ6×7.8㎝（20×6入･磁） ･･････1,100円
ト451-167 大平  φ12.8×5.8㎝（80入･磁） ･･････････････････････840円
ト451-177 中平  φ12.2×5.4㎝（100入･磁） ･････････････････････720円
ト451-187 石目5.3楕円鉢  16.2×12.6×4.6㎝（60入･磁） ････ 1,700円

ト451-197 ロクベ8.5浅鉢  φ26×6.6㎝（20入･磁） ･･････････5,700円
ト451-207 ロクベ7.0浅鉢  φ21.2×5.6㎝（30入･磁） ････････3,200円
ト451-217 ロクベ5.0浅鉢  φ15×4.2㎝（40入･磁） ･･････････1,800円
ト451-227 ロクベ丸千代口  φ8.5×2.8㎝（150入･磁） ･･････････600円
ト451-237 ロクベ8.5ボール  φ25.5×4.5㎝（20入･磁） ･･････3,800円
ト451-247 ロクベ6.5ボール  φ19×4㎝（30入･磁） ･･････････2,100円
ト451-257 ロクベ4.5ボール  φ13.3×4㎝（40入･磁） ････････1,300円
ト451-267 ロクベ3.6ボール  φ10.7×3.3㎝（100入･磁） ････････870円
ト451-277 一口カップ  φ7.2×10㎝（178㏄）（10×6入･磁） ････1,300円
ト451-287 流水向付  φ15×5.4㎝（30入･磁） ･･･････････････1,950円
ト451-297 流水小鉢  φ12.8×5.8㎝（80入･磁） ･･････････････1,700円
ト451-307 流水中付  φ11.2×6㎝（100入･磁） ･･････････････1,400円
ト451-317 流水小付  φ9.3×5.4㎝（120入･磁） ･･････････････1,050円
ト451-327 流水小付（小）  φ7×4.6㎝（150入･磁） ･････････････720円
ト451-337 流水7.0三角皿  21×3.5㎝（30入･磁） ･･････････2,800円
ト451-347 流水6.0三角皿  16.8×2.8㎝（40入･磁） ････････2,200円
ト451-357 流水5.0三角皿  13.8×2.4㎝（60入･磁） ････････1,450円
ト451-367 流水呑水  φ10.8×4.2㎝（80入･磁） ･･････････････1,400円

ト451-377 流水丸千代口  φ8.2×3.4㎝（120入･磁） ･･･････････600円
ト451-387 12.0長角楕円鉢  36.5×18×6.7㎝（20入･磁） ･････7,200円
ト451-397 10.0長角楕円鉢  29.5×14.7×5.5㎝（30入･磁） ････3,600円
ト451-407 12.0長角細長皿  36×10.2×3.7㎝（20入･磁） ････ 2,200円
ト451-417 9.0長角四方皿  27×17×4㎝（30入･磁） ････････2,750円
ト451-427 7.5長角四方皿  21.7×13.3×3.3㎝（40入･磁） ････1,900円
ト451-437 5.5長角四方皿  16.5×10×2.3㎝（50入･磁） ･･･････720円
ト451-447 長角四方小皿  10.7×7×1.8㎝（60入･磁） ･･････････580円
ト451-457 8.5四方皿  26×26×6㎝（15入･磁） ･････････････4,350円
ト451-467 7.5四方皿  21.3×21.3×4.5㎝（20入･磁） ････････2,350円
ト451-477 6.0四方皿  17.8×17.5×3.8㎝（30入･磁） ････････1,950円
ト451-487 5.0四方皿  14.3×14.3×3.5㎝（40入･磁） ････････1,450円
ト451-497 松花堂四方皿  11×11×2.5㎝（60入･磁） ･･････････870円
ト451-507 流水焼物皿  21.2×13×3.4㎝（30入･磁） ････････2,400円
ト451-517 流水長角小皿  9.2×7.2×3㎝（120入･磁） ･･････････540円
ト451-527 流水付出皿  23.6×6.4×2.6㎝（60入･磁） ････････1,450円
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オ452-017 のり茶丼  φ15.5×9.5㎝（磁）････････ 3,500円
オ452-027 蓋丼  φ15.5×11㎝（磁） ････････････ 3,500円
オ452-037 十角高台3.6丼  11.5×6.5㎝（磁） ････2,400円
オ452-047 十角高台4.0丼  13×7㎝（磁） ･････ 2,650円
オ452-057 十角高台千代口  8.5×4㎝（磁） ･･･ 1,200円
オ452-067 十角高台刺身鉢  15.5×6.5㎝（磁） ･･ 3,500円
オ452-077 4号土瓶  12×11㎝（800㏄）（磁） ････ 5,500円
オ452-087 京型土瓶  12×8㎝（520㏄）（磁） ････ 5,300円
オ452-097 桔梗型4.5丼  φ13.5×7.5㎝（磁） ･･ 2,300円
オ452-107 桔梗型3.6丼  φ10.5×6㎝（磁） ････ 1,750円
オ452-117 京型蓋向  φ14.6×8㎝（磁） ････････ 3,750円
オ452-127 桔梗型4.0丼  φ12.5×7㎝（磁） ････ 1,980円
オ452-137 京型急須  10×7.5㎝（250㏄）（磁） ････ 4,000円
オ452-147 京型湯呑  φ7×6㎝（磁） ･･･････････ 1,400円
オ452-157 急須  10×10㎝（420㏄）（磁） ････････ 4,450円
オ452-167 桔梗型刺身鉢  φ15×7㎝（磁） ･････ 2,950円

オ452-177 桔梗型千代口  φ8.5×4㎝（磁） ･･･････ 950円
オ452-187 中平  φ11.5×5㎝（磁） ･･････････････ 1,150円
オ452-197 太平  φ12.5×5.5㎝（磁） ････････････ 1,250円
オ452-207 珍味小鉢  φ9×6㎝（磁） ･･･････････ 1,590円
オ452-217 京型煎茶  φ8.5×5.5㎝（磁） ････････ 1,250円
オ452-227 長湯呑（大）  φ6.5×8.8㎝（磁） ･････ 1,480円
オ452-237 長湯呑（小）  φ6×8㎝（磁） ･････････ 1,430円
オ452-247 丸一号徳利  6×13㎝（磁） ･････････ 1,600円
オ452-257 丸二号徳利  7.5×13.5㎝（磁） ･････ 2,700円
オ452-267 京グイ呑  φ5×3.5㎝（磁） ･･････････････ 950円
オ452-277 むし碗  φ8×9.3㎝（磁） ･･････････････ 2,360円
オ452-287 花型3.5皿  φ12㎝（磁） ･･････････････ 800円
オ452-297 花型3.0皿  φ10㎝（磁） ･･････････････ 770円
オ452-307 花型4.0皿  φ13.5㎝（磁） ･････････････ 860円
オ452-317 花型5.0皿  φ16.5㎝（磁） ･･････････ 1,160円
オ452-327 花型6.0皿  φ18.5㎝（磁） ･･････････ 1,900円

オ452-337 平蓋向  φ16×8.5㎝（磁） ･･･････････ 3,800円
オ452-347 円菓子碗  φ11.8×7.7㎝（磁） ･･･････ 4,100円
オ452-357 双葉形突出皿  5.8×19.5㎝（磁） ･･･ 2,850円
オ452-367 松型突出皿  8×21㎝（磁） ･････････ 2,850円
オ452-377 松型和皿  15×18.5㎝（磁）･････････ 3,050円
オ452-387 紅葉型和皿  18.3×18㎝（磁） ･･････ 3,050円
オ452-397 十角高台天皿  22.8㎝（磁） ･･･････ 4,850円
オ452-407 とんすい  11×12×5.5㎝（磁） ･･･････ 1,420円
オ452-417 波型8.0皿  14.5×21.5㎝（磁） ･････ 2,550円
オ452-427 珍味入  8×6.5㎝（磁） ･･････････････ 1,780円
オ452-437 波型7.0皿  12×19㎝（磁） ･････････ 1,980円
オ452-447 箸置  12×19㎝（磁） ･･･････････････････ 550円
オ452-457 波型突出皿  9.5×21㎝（磁） ･･･････ 2,200円
オ452-467 波型千代口  6.5×10㎝（磁） ･･･････ 1,100円
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オ453-017 灰皿  φ14.4×8㎝（磁） ･･････････････ 3,350円
オ453-027 5.0多用丼  φ15.5×8.3㎝（磁） ･････ 2,050円
オ453-037 5.0ボール  φ16.3×6.5㎝（磁） ･･････ 1,980円
オ453-047 6.0ボール  φ19.3×7.5㎝（磁） ･･････ 2,500円
オ453-057 京型土瓶  550㏄（磁） ･････････････ 4,330円
オ453-067 4号土瓶  900㏄（磁） ･･････････････ 4,800円
オ453-077 7号土瓶  1450㏄（磁） ･････････････ 6,000円
オ453-087 10号土瓶  1850㏄（磁） ･･･････････ 7,100円
オ453-097 蓋丼  φ15.8×8.2㎝（磁） ････････････ 2,600円
オ453-107 平蓋向  φ16.2×5.4㎝（磁） ･････････ 2,680円
オ453-117 のり茶  φ15.2×7㎝（磁） ････････････ 2,680円
オ453-127 急須  550㏄（磁） ･･････････････････ 3,650円
オ453-137 京型急須  360㏄（磁） ･････････････ 3,250円
オ453-147 京煎茶  φ8.4×5.6㎝（磁）･･････････････ 900円
オ453-157 反煎茶  φ9.1×6㎝（磁） ･･･････････････ 850円
オ453-167 京型玉湯呑  φ7.5×6.2㎝（磁） ･････ 1,000円
オ453-177 花角3.6丼  8.8×5.2㎝（磁） ････････ 1,410円

オ453-187 花角4.0丼  10×7㎝（磁） ･･････････ 1,540円
オ453-197 花角4.5丼  11×7.5㎝（磁）･････････ 1,800円
オ453-207 花角刺身鉢  13.7×6.8㎝（磁）･･････ 2,240円
オ453-217 花角千代口  7.3×4㎝（磁） ･･･････････ 770円
オ453-227 桔梗型3.6丼  10.7×6㎝（磁） ･･････ 1,280円
オ453-237 桔梗型4.0丼  12.1×6.7㎝（磁） ････ 1,430円
オ453-247 桔梗型4.5丼  13.5×7.5㎝（磁） ････ 1,650円
オ453-257 桔梗型刺身鉢  15.3×7㎝（磁） ････ 2,130円
オ453-267 桔梗型千代口  8.7×4㎝（磁） ･････････ 710円
オ453-277 二号燗  330㏄（磁） ････････････････ 2,100円
オ453-287 一号燗  150㏄（磁） ････････････････ 1,250円
オ453-297 小ぐい呑  φ4.8×4㎝（磁） ･･････････････ 630円
オ453-307 京ぐい呑  φ5×3.6㎝（磁） ･･････････････ 700円
オ453-317 汁差し  250㏄（磁） ････････････････ 2,100円
オ453-327 花型3.0皿  10.2㎝（磁） ･･････････････ 550円
オ453-337 花型3.5皿  12㎝（磁） ････････････････ 580円
オ453-347 花型4.0皿  13.6㎝（磁） ･･････････････ 610円

オ453-357 むし碗  φ8×7.4㎝（磁） ･･････････････ 1,650円
オ453-367 大平  φ12.8×5.3㎝（磁） ･･･････････････ 920円
オ453-377 中平  φ11.8×5㎝（磁） ･････････････････ 830円
オ453-387 丸7.0皿  φ22×3.5㎝（磁） ･･････････ 1,740円
オ453-397 とんすい  12.2×11×5.7㎝（磁） ･･････ 1,030円
オ453-407 花型5.0皿  16.3㎝（磁） ･･････････････ 830円
オ453-417 花型6.0皿  19.4㎝（磁） ･･･････････ 1,360円
オ453-427 竹割刺身皿  15.6×22.6×3.9㎝（磁） ･･ 2,800円
オ453-437 長角6.0皿  17.7×12.1㎝（磁） ･････ 1,350円
オ453-447 長角7.0皿  20.4×13.3㎝（磁） ･････ 1,800円
オ453-457 角渕正角皿  22.3×3.3㎝（磁） ･･････ 4,800円
オ453-467 角渕突出皿  23.7×10㎝（磁） ･･････ 2,180円
オ453-477 銘々皿  12×11.3㎝（磁）････････････ 1,020円
オ453-487 角渕長千代口  10.3×7㎝（磁）････････ 830円
オ453-497 角渕焼物皿  21.5×14.2㎝（磁） ････ 2,420円
オ453-507 箸置  6.3×1.7×1.6㎝（磁） ･････････････ 420円

和
陶
オ
ー
プ
ン

453Japanese Tableware（Open Stock） 和陶オープン



まごころ

ア454-017 花型3.0皿  
φ10.5×2㎝（200入･磁） 600円

ア454-027 花型3.5皿  
φ12㎝（200入･磁） 660円

ア454-037 花型4.0皿  
φ13.5×2.5㎝（120入･磁） 720円

ア454-047 花型5.0皿  
φ16.5㎝（100入･磁） 940円

ア454-057 花型6.0皿  
φ19.5×3.5㎝（40入･磁） 1,500円

ア454-067 丸3.0皿  
φ10㎝（200入･磁） 600円

ア454-077 
丸3.5皿  
φ12×2.2㎝（160入･磁） 
630円

ア454-087 丸4.0皿  
φ13.5㎝（160入･磁） 700円

ア454-097 丸5.0皿  
φ16.5×2.7㎝（80入･磁） 930円

ア454-107 丸6.0皿  
φ19.5㎝（60入･磁） 1,500円

ア454-117 丸7.0皿  
φ21.7×3.7㎝（40入･磁） 1,950円

ア454-127 竹渕のり皿  
14.2×10.1×2.2㎝（100入･磁） 1,500円

ア454-137 波型7.0多用皿  
18.9×12.2×1.7㎝（80入･磁） 1,650円

ア454-147 竹渕突出皿  
23.4×10×2.6㎝（50入･磁） 2,450円

ア454-157 角渕突出皿  
23.7×10.2×2.7㎝（50入･磁） 2,450円

ア454-167 竹渕焼物皿  
22×14.6×2.7㎝（36入･磁） 2,750円

ア454-177 竹渕千代口  
10.4×7×3.1㎝（160入･磁） 1,000円

ア454-187 角渕焼物皿  
21.7×14.5×3㎝（36入･磁） 2,900円

ア454-197 角渕千代口  
10.3×7×2.7㎝（160入･磁） 1,000円

ア454-207 箸置  
6.4×1.8×1.6㎝（400入･磁） 470円

ア454-217 蓋丼  
φ15.7×10.8㎝･身φ15.7×8.3㎝
（30入･磁） 
3,000円

ア454-227 のり茶  
φ15.5×9.6㎝･身φ15.7×7㎝
（40入･磁） 
2,850円

ア454-237 蓋向  
φ16.5×8.6㎝･身φ16.5×5.5㎝
（30入･磁） 
3,000円

ア454-247 むし碗  
φ8.2×9.5㎝･身φ8.2×7.6㎝
（60入･磁） 
2,000円

ア454-257 京型反煎茶  
φ8.5×5.7㎝（140入･磁） 
1,050円

ア454-267 中平  
φ11.8×5.3㎝（120入･磁） 
950円

ア454-277 花角3.6鉢  
8.7×8.7×6㎝（100入･磁） 
1,650円

ア454-287 花角4.0鉢  
10×10×7㎝（80入･磁） 
1,750円

ア454-297 花角4.5鉢  
11.3×11.3×7.7㎝（50入･磁） 
2,100円

ア454-307 花角刺身鉢  
14×14×6.8㎝（40入･磁） 
2,650円

ア454-317 花角千代口  
7.3×7.3×4㎝（160入･磁） 
930円

ア454-327 とんすい  
12×11×5.8㎝（120入･磁） 
1,200円

ア454-337 
桔梗型刺身鉢  
φ15.3×7㎝（40入･磁） 
2,500円

ア454-347 
桔梗型千代口  
φ8.7×4㎝（160入･磁） 
850円

ア454-357 
桔梗型4.5鉢  
φ13.5×7.4㎝（60入･磁） 
2,000円

ア454-367 
桔梗型4.0鉢  
φ12.4×7㎝（80入･磁） 
1,650円

ア454-377 
桔梗型3.6鉢  
φ10.4×6.2㎝（120入･磁） 
1,500円

ア454-387 
珍味小鉢  
φ7.8×6.7㎝（100入･磁） 
1,350円
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青白磁唐草

イ455-017 3.0皿  
φ9.3×1.8㎝（磁） 620円

イ455-027 5.0皿  
φ16.3×2.8㎝（磁） 840円

イ455-037 6.0皿  
φ18.7×2.9㎝（磁） 1,100円

イ455-047 7.0皿  
φ21.7×3.2㎝（磁） 1,500円

イ455-057 8.0皿  
φ25×3.8㎝（磁） 2,730円

イ455-067 9.0皿  
φ28×3.9㎝（磁） 3,830円

イ455-077 10.0皿  
φ30.8×4.3㎝（磁） 7,250円

イ455-087 11.0皿  
φ34.5×5.3㎝（磁） 9,010円

イ455-097 12.0皿  
φ37×5.5㎝（磁） 12,550円

イ455-107 6.0大高浜皿  
φ18.5×5㎝（磁） 2,890円

イ455-117 7.0大高浜皿  
φ22×5.4㎝（磁） 3,780円

イ455-127 8.0大高浜皿  
φ25×6.5㎝（磁） 5,990円

イ455-137 9.0大高浜皿  
φ28×7.2㎝（磁） 9,450円

イ455-147 10.0大高浜皿  
φ30×7.8㎝（磁） 17,850円

イ455-157 葉形5.0皿  
17×10.5×2.4㎝（磁） 1,210円

イ455-167 葉形7.0皿  
21×13×2.7㎝（磁） 1,630円

イ455-177 葉形8.5皿  
26.2×17×3㎝（磁） 3,730円

イ455-187 葉形10.0皿  
32.4×21×3.8㎝（磁） 5,000円

イ455-197 葉形12.0皿  
36.5×23.5×3.8㎝（磁） 10,500円

イ455-207 長角12.0盛皿  
29.3×22.5×3.3㎝（磁） 12,180円

イ455-217 長角8.0焼物皿  
20.7×14.6×3.7㎝（磁） 2,050円

イ455-227 長角8.0長角皿  
21.6×11.5×2.3㎝（磁） 1,890円

イ455-237 長角6.0前菜皿  
15.7×11.7×2.3㎝（磁） 1,420円

イ455-247 長角9.0突出皿  
25×11.6×2.5㎝（磁） 2,520円

イ455-257 長角10.0突出皿  
27.5×12.3×2.7㎝（磁） 2,780円

イ455-267 長角千代口  
9.6×6.7×3㎝（磁） 1,000円

イ455-277 二ツ仕切皿  
15.7×7.8×2.3㎝（磁） 1,370円

イ455-287 三ツ仕切皿  
19.2×8.2×2.3㎝（磁） 1,840円

イ455-297 6.0角鉢  
15.3×15.3×4.3㎝（磁） 
2,260円

イ455-307 4.5角鉢  
11.5×11.5×5.7㎝（磁） 
1,530円

イ455-317 4.0角鉢  
10×10×4.8㎝（磁） 
1,420円

イ455-327 
葉形千代口  
11×7.2×2.9㎝（磁） 
840円

イ455-337 雪割刺身鉢  
φ16×5㎝（磁） 1,420円

イ455-347 雪割千代口  
φ8.3×2.8㎝（磁） 740円

イ455-357 角千代口  
7.5×7.5×3㎝（磁） 930円

イ455-367 菊彫3.6小鉢  
φ10.9×3.8㎝（磁） 970円

イ455-377 菊彫千代口  
φ8.5×2.7㎝（磁） 840円

イ455-387 新菊3.8玉割  
φ11.7×4.3㎝（磁） 950円

イ455-397 新菊千代口  
φ8.8×3.2㎝（磁） 840円

イ455-407 葉形とんすい  
14.5×9.7×5.5㎝（磁） 1,210円

イ455-417 鶴とんすい  
14.3×9.6×4.5㎝（磁） 1,210円
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風の舞

雪の舞

タ456-527 リップル8.5皿  φ25.7×4.5㎝（20入･磁） 1,900円
タ456-537 リップル7.5皿  φ23.7×4.4㎝（20入･磁） 1,200円
タ456-547 リップル6.0皿  φ19.5×3.7㎝（40入･磁） 800円
タ456-557 リップル5.0皿  φ16.5×3.3㎝（60入･磁） 650円
タ456-567 リップル4.8皿  φ14.5×2.9㎝（80入･磁） 600円
タ456-577 リップル4.0皿  φ12×2.5㎝（100入･磁） 550円

タ456-587 リップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（15入･磁） 
2,200円

タ456-597 リップル7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（20入･磁） 
1,900円

タ456-607 リップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（60入･磁） 
750円

タ456-617 リップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（80入･磁） 
650円

タ456-627 リップル3.5鉢  
φ11×3.2㎝（100入･磁） 
550円

タ456-517 8.0大鉢  
φ26.3×9.1㎝（10入･磁） 
2,800円

タ456-637 
リップル4.5深鉢  
φ14×5.6㎝
（60入･磁） 
750円

タ456-647 
リップル碗 大  
φ13.7×7.5㎝（490㏄）
（60入･磁） 
900円

タ456-657 
リップル碗 小  
φ11×7.3㎝（310㏄）
（60入･磁） 
700円

タ456-667 
リップル碗 ミニ  
φ9.3×6.8㎝（210㏄）
（80入･磁） 
600円

タ456-677 
リップル碗 プチ  
φ7.4×4㎝（70㏄）
（180入･磁） 
500円

タ456-687 
リップル茶碗  
φ11.3×6.2㎝
（80入･磁） 
750円

タ456-697 
リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）
（60入･磁） 
900円

タ456-707 
リップル湯呑  
φ7.3×8.4㎝（210㏄）
（80入･磁） 
750円

タ456-027 リップル8.5皿  φ25.7×4.5㎝（20入･磁） 1,900円
タ456-037 リップル7.5皿  φ23.7×4.4㎝（20入･磁） 1,200円
タ456-047 リップル6.0皿  φ19.5×3.7㎝（40入･磁） 800円
タ456-057 リップル5.0皿  φ16.5×3.3㎝（60入･磁） 650円
タ456-067 リップル4.8皿  φ14.5×2.9㎝（80入･磁） 600円
タ456-077 リップル4.0皿  φ12×2.5㎝（100入･磁） 550円

タ456-087 リップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（15入･磁） 
2,200円

タ456-097 リップル7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（20入･磁） 
1,900円

タ456-107 リップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（60入･磁） 
750円

タ456-117 リップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（80入･磁） 
650円

タ456-127 リップル3.5鉢  
φ11×3.2㎝（100入･磁） 
550円

タ456-017 8.0大鉢  
φ26.3×9.1㎝（10入･磁） 
2,800円

タ456-137 
リップル4.5深鉢  
φ14×5.6㎝
（60入･磁） 
750円

タ456-147 
リップル碗 大  
φ13.7×7.5㎝（490㏄）
（60入･磁） 
900円

タ456-157 
リップル碗 小  
φ11×7.3㎝（310㏄）
（60入･磁） 
700円

タ456-167 
リップル碗 ミニ  
φ9.3×6.8㎝（210㏄）
（80入･磁） 
600円

タ456-177 
リップル碗 プチ  
φ7.4×4㎝（70㏄）
（180入･磁） 
500円

タ456-187 
リップル茶碗  
φ11.3×6.2㎝
（80入･磁） 
750円

タ456-197 
リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）
（60入･磁） 
900円

タ456-207 
リップル湯呑  
φ7.3×8.4㎝（210㏄）
（80入･磁） 
750円
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風蘭 月の香

いこい

ツ457-017 8.0丸皿  
φ24.8×2.8㎝（20入･磁） 1,700円

ツ457-027 7.0丸皿  
φ21.8×2.7㎝（30入･磁） 1,100円

ツ457-037 6.0丸皿  
φ19.4×2.7㎝（60入･磁） 900円

ツ457-047 5.0丸皿  
φ15.7×2.3㎝（80入･磁） 650円

ツ457-057 4.0丸皿  
φ12.8×2㎝（100入･磁） 600円

ツ457-067 6.0深鉢  
φ17.5×5.1㎝（30入･磁） 1,000円

ツ457-077 4.5深鉢  
φ13.2×4.2㎝（60入･磁） 600円

ツ457-087 4.0深皿  
φ13.4×2.2㎝（100入･磁） 500円

ツ457-097 3.0深皿  
φ9.1×1.7㎝（150入･磁） 450円

ツ457-107 6.0盛鉢  
φ18.3×7.5㎝（40入･磁） 1,300円

ツ457-117 4.0丼  
φ12.1×7.3㎝（50入･磁） 
800円

ツ457-127 飯碗  
φ12×6.5㎝（80入･磁） 
750円

ツ457-137 4.2小鉢  
φ12.7×6.7㎝（60入･磁） 
850円

ツ457-147 3.2小鉢  
φ10.2×6.5㎝（80入･磁） 
550円

ツ457-157 8.5鉢  
φ26.3×4.8㎝（20入･磁） 
2,400円

ツ457-167 7.0鉢  
φ21.3×4.5㎝（30入･磁） 
1,500円

ツ457-177 5.5鉢  
φ16.7×5㎝（50入･磁） 
800円

ツ457-187 4.5鉢  
φ14.3×5.1㎝（60入･磁） 
650円

ツ457-197 フリーカップ  
φ8×9.6㎝（250㏄）（60入･磁） 
850円

ツ457-207 長湯呑  
φ6.8×8.2㎝（180㏄）（80入･磁） 
750円

ツ457-217 湯呑  
φ7.7×6㎝（165㏄）（80入･磁） 
450円

ツ457-227 そば千代口  
φ8.8×6.5㎝（200㏄）（80入･磁） 
550円

ロ457-517 4.0丸皿  
φ13.1×1.4㎝（120入･陶） 700円

ロ457-527 7.0丸皿  
φ20.8×1.8㎝（80入･陶） 1,770円

ロ457-537 正角大皿  
29×29×4.2㎝（15入･陶） 5,400円

ロ457-547 角銘々皿（厚口）  
12.5×12.5×2.1㎝（120入･陶） 750円

ロ457-557 突出し皿  
24×9.5×1.5㎝（100入･陶） 1,040円

ロ457-567 さんま皿  
28.5×12.5×2.5㎝（80入･陶） 1,620円

ロ457-577 四ツ足皿  
16.8×11.8×2.2㎝（100入･陶） 1,170円

ロ457-587 焼物皿  
20.5×14.5×1.5㎝（100入･陶） 
1,350円

ロ457-597 正角小鉢  
10.5×10.5×2.2㎝（100入･陶） 
720円

ロ457-607 小皿  
φ8.8×1.3㎝（200入･陶） 
430円

ロ457-617 中平  
φ11×5.4㎝（120入･陶） 
590円

ロ457-627 大平  
φ12.3×5.8㎝（120入･陶） 
680円

ロ457-637 毛料  
φ14.7×6.8㎝（80入･陶） 
1,040円

ロ457-647 煎茶  
φ8.5×6㎝（120入･陶） 
540円

ロ457-657 長湯呑  
φ8.3×7.6㎝（100入･陶） 
720円
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ミ458-517 6.0深口多用丼  φ19×10.2㎝（30入･陶） ･･････ 3,150円
ミ458-527 高台5.8多用丼  φ17.8×9.8㎝（30入･陶） ･･････2,650円
ミ458-537 玉渕5.5丼  φ17.3×8.5㎝（36入･陶） ･･･････････1,750円
ミ458-547 玉渕6.0丼  φ19.8×8.7㎝（30入･陶） ･･･････････2,080円
ミ458-557 夏目4.5多用丼  φ13.5×8.3㎝（40入･陶） ･･････ 1,650円
ミ458-567 夏目4.8多用丼  φ14.3×9.3㎝（36入･陶） ･･････ 2,050円
ミ458-577 夏目5.5多用丼  φ16.5×10.2㎝（30入･陶） ･････ 2,780円
ミ458-587 4.5ボール  φ14.8×5.7㎝（60入･陶） ････････････1,550円
ミ458-597 5.5ボール  φ17.3×7.7㎝（40入･陶） ････････････2,500円
ミ458-607 飯器（身）  φ10.8×7.9㎝（40入･陶） ･････････････1,520円
ミ458-617 木蓋  12㎝（200入･陶） ････････････････････････････540円
ミ458-627 のり茶  φ15×9.8㎝（36入･陶） ･･････････････････ 1,850円
ミ458-637 中平  φ12.1×5.8㎝（120入･陶） ････････････････････920円
ミ458-647 のり茶身丼  φ15×7㎝（60入･陶） ･･･････････････ 1,280円
ミ458-657 四ツ山2.8小鉢  φ9.2×6.3㎝（120入･陶） ･････････720円
ミ458-667 梅形刺身鉢  φ15.5×6.3㎝（45入･陶） ･･････････ 1,980円
ミ458-677 梅形千代口  φ8.3×4㎝（150入･陶） ･･･････････････700円
ミ458-687 むし碗  φ9.3×9.5㎝（60入･陶） ･･････････････････ 1,650円
ミ458-697 そば千代口  φ8.7×6.1㎝（120入･陶） ･･････････････700円
ミ458-707 そば徳利  φ7.5×9.5㎝（170㏄）（（10×8）80入･陶） ･･･ 1,000円
ミ458-717 長湯呑  φ6.1×8.2㎝（150㏄）（（10×12）120入･陶） ･･･････780円
ミ458-727 呑水  φ13×6㎝（100入･陶） ･･･････････････････････920円
ミ458-737 梅形3.3小鉢  φ10.5×5㎝（120入･陶） ････････････750円
ミ458-747 梅形4.0小鉢  φ12.5×5.5㎝（100入･陶） ･･･････1,150円
ミ458-757 梅形4.5小鉢  φ14×6㎝（80入･陶） ････････････1,550円
ミ458-767 切立3.0皿  φ9.5×1.8㎝（200入･陶） ･･････････････530円
ミ458-777 二ツ切やくみ皿  12.2×7.5×2.3㎝（80入･陶） ･･･････880円
ミ458-787 正角尺皿  21.5×21.5×3㎝（15入･陶） ･･････････4,300円
ミ458-797 丸3.0皿  φ10.4㎝（240入･陶） ････････････････････520円
ミ458-807 丸5.0皿  φ15㎝（90入･陶） ･･･････････････････････950円
ミ458-817 丸6.0皿  φ19.8㎝（60入･陶） ･･･････････････････1,250円
ミ458-827 丸7.0皿  φ22.3㎝（30入･陶） ･･･････････････････2,050円
ミ458-837 丸8.0皿  φ25.7㎝（20入･陶） ･･･････････････････2,900円
ミ458-847 長角千代口  9.6×6.4㎝（150入･陶） ･･･････････････700円
ミ458-857 四ツ足焼物皿  21.2×14.5㎝（40入･陶） ････････2,200円
ミ458-867 四ツ足付出皿  24.2×9㎝（50入･陶） ･･･････････ 1,950円

ミ458-107 浅口5.0ボール  
φ16×5.6㎝（45入･磁） 2,080円
ミ458-117 浅口6.0ボール  
φ19×7㎝（36入･磁） 3,100円

ミ458-077 深口5.0ボール  
φ15.5×8.2㎝（40入･磁） 2,350円
ミ458-087 深口5.5ボール  
φ16.9×8.8㎝（36入･磁） 2,900円
ミ458-097 深口6.0ボール  
φ18.5×8.6㎝（30入･磁） 3,450円

ミ458-207 飯器（身）  
φ11×8.4㎝（40入･磁） 1,860円
ミ458-217 木蓋  
11.5㎝（200入･磁） 540円

ミ458-177 
深口夏目4.5多用丼  
φ12.9×8.3㎝（40入･磁） 
1,980円

ミ458-187 
刺身鉢  
φ14.5×6㎝（60入･磁） 
1,950円

ミ458-197 
千代口  
φ8.1×3.7㎝（150入･磁） 
780円

ミ458-127 丸3.5小鉢  
φ10.5×5.3㎝（100入･磁） 1,200円
ミ458-137 丸4.0小鉢  
φ12.5×5.9㎝（80入･磁） 1,380円

ミ458-227 
丸呑水  
φ12.1×4.6㎝（100入･磁） 
1,150円

ミ458-237 
手付呑水  
φ12.8×5.1㎝（100入･磁） 
1,080円

ミ458-247 
中平  
φ12.3×5.2㎝（120入･磁） 
1,080円

ミ458-017 
丸3.5皿  
φ10.5×1.7㎝
（200入･磁） 
700円

ミ458-027 丸4.0皿  φ13.6×2.6㎝（150入･磁） 840円
ミ458-037 丸5.0皿  φ16.3×2.8㎝（100入･磁） 1,000円
ミ458-047 丸6.0皿  φ20.5×2.9㎝（60入･磁） 1,550円
ミ458-057 丸7.0皿  φ22.3×3.3㎝（40入･磁） 2,200円
ミ458-067 丸8.0皿  φ25.3×3.8㎝（30入･磁） 3,180円

ミ458-307 
小湯呑  
φ6.5×7.7㎝（180㏄）（120入･磁） 
1,050円

ミ458-317 
大湯呑  
φ6.8×8.5㎝（225㏄）（100入･磁） 
1,080円

ミ458-327 
丸珍味  
φ5.4×4.8㎝（300入･磁） 
670円

ミ458-337 
切立珍味  
φ5.8×5.8㎝（180入･磁） 
820円

ミ458-147 高台蓋丼  
φ15.5×12.6㎝（30入･磁） 
3,680円

ミ458-157 蓋向  
φ16.7×9㎝（36入･磁） 
2,800円

ミ458-167 むし碗  
φ9.5×8.8㎝（80入･磁） 
1,980円

ミ458-277 
ボール千代口  
φ8.5×3.5㎝（150入･磁） 
800円

ミ458-257 
6.8平鉢  
φ20.1×7㎝（30入･磁） 
2,800円

ミ458-297 
そば千代口  
φ81×67㎝（100入･磁） 
1,380円

ミ458-267 
深口60皿  
φ18×4㎝（40入･磁） 
1,780円

ミ458-287 
豆皿  
φ91×2.3㎝（240入･磁） 
760円
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ツ459-617 
4.8ボール  
φ14.5×5.6㎝（60入･磁） 
1,550円

ツ459-607 
3.8ボール  
φ11.5×4.6㎝（80入･磁） 
820円

ツ459-597 
千代口ボール  
φ8.2×3.6㎝（100入･磁） 
510円

ツ459-637 
三ツ足5.0浅鉢  
15.3×3.5㎝（30入･磁） 
1,100円

ツ459-627 
三ツ足4.0浅鉢  
12.8×3㎝（40入･磁） 
720円

ツ459-647 
三ツ足6.0浅鉢  
18.7×4㎝（20入･磁） 
1,550円

ツ459-657 
三ツ足千代口  
9.5×3.5㎝（100入･磁） 
510円

ツ459-677 長千代口  
10.3×7.2×2.5㎝（100入･磁） 
510円

ツ459-667 7.0焼物皿  
20.3×14×2㎝（40入･磁） 
1,250円

ツ459-687 9.0焼物皿  
24.5×17.5×3㎝（20入･磁） 
2,350円

ヤ459-017 
蓋向  
φ16.5×9㎝（36入･磁） 
1,600円

ヤ459-027 
1号そば徳利  
200㏄（20×6入･磁） 
750円

ヤ459-037 
2号そば徳利  
300㏄（10×10入･磁） 
900円

ヤ459-047 
グイ呑  
φ4.6×4.6㎝（10×20入･磁） 
450円

ヤ459-057 
1号徳利  
200㏄（20×6入･磁） 
800円

ヤ459-067 
2号徳利  
320㏄（20×5入･磁） 
1,300円

ヤ459-077 
むし碗  
φ9×9㎝（60入･磁） 
1,200円

ヤ459-087 
薬味小皿  
φ9㎝（200入･磁） 
400円

ヤ459-097 
そば猪口  
φ8.5×6.3㎝（120入･磁） 
650円

ヤ459-107 4.5丼  
φ13.5×5.7㎝（60入･磁） 
700円

ヤ459-117 5.0丼  
φ15×6.4㎝（60入･磁） 
800円

ヤ459-127 6.0丼  
φ17.7×6.6㎝（50入･磁） 
900円

ヤ459-137 角4.0小鉢  
10.5×9.4㎝（80入･磁） 
750円

ヤ459-147 角4.5小鉢  
11.7×11.4㎝（60入･磁） 
900円

ヤ459-157 角刺身鉢  
15.5×13.7㎝（40入･磁） 
1,300円

ヤ459-167 深千代口  
8.3×7.4㎝（180入･磁） 
450円

ヤ459-177 三ツ山3.3小鉢  
9.5×6.3㎝（90入･磁） 
700円

ヤ459-187 丸3.0皿  
φ10.8㎝（200入･磁） 
450円

ヤ459-197 丸4.0皿  
φ13㎝（150入･磁） 
500円

ヤ459-207 丸5.0皿  
φ16㎝（120入･磁） 
650円

ヤ459-217 丸6.0皿  
φ19.2㎝（60入･磁） 
900円

ヤ459-227 丸7.0皿  
φ22.5㎝（30入･磁） 
1,250円

ヤ459-237 貝型刺身皿  
22.5㎝（30入･磁） 
1,600円

ヤ459-247 正角3.6小鉢  
8.7×4.5㎝（80入･磁） 
800円

ヤ459-257 正角4.0小鉢  
9.3×5㎝（60入･磁） 
900円

ヤ459-267 長二ツ切皿  
15×8.4㎝（60入･磁） 
950円

ヤ459-277 とんすい  
12.9××4.4㎝（120入･磁） 
700円

ヤ459-287 
正角千代口  
9.7×7.1㎝（180入･磁） 
480円

ヤ459-297 
正角5.0鉢  
15×3.2㎝（30入･磁） 
1,200円

ヤ459-307 
正角6.0鉢  
18.3×3.5㎝（30入･磁） 
2,400円

ヤ459-317 
長角千代口  
9.7×7.1㎝（180入･磁） 
450円

ヤ459-327 
角焼物皿  
20.4×14.2㎝（40入･磁） 
1,300円

ヤ459-337 
角6.0皿  
17×11.8㎝（60入･磁） 
900円

ヤ459-347 
角突出皿  
24.5×9.6㎝（40入･磁） 
1,200円

ツ459-537 玉渕6.5小判皿  
19.5×12.4×2.6㎝（50入･磁） 
880円

ツ459-527 玉渕8.0小判皿  
24×15.5×2.6㎝（30入･磁） 
1,450円

ツ459-547 玉渕3.5皿  
φ10.5×2.3㎝（80入･磁） 540円

ツ459-557 玉渕4.5皿  
φ14×2.3㎝（60入･磁） 740円

ツ459-567 玉渕5.5皿  
φ16.5×2.3㎝（50入･磁） 970円

ツ459-577 玉渕6.5皿  
φ20.5×2.8㎝（40入･磁） 1,500円

ツ459-587 玉渕8.0皿  
φ24.5×3㎝（30入･磁） 2,750円

ツ459-517 玉渕9.0小判皿  
27.3×17.8×2.7㎝（20入･磁） 
2,050円
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ロ460-017 
3.3皿  
φ10.5×1.8㎝（150入･陶） 
600円

ロ460-027 
4.0皿  
φ12.8×2.3㎝（120入･陶） 
630円

ロ460-037 
5.0皿  
φ16.3×2.7㎝（100入･陶） 
880円

ロ460-047 
7.0皿  
φ21.8×2.8㎝（80入･陶） 
1,420円

ロ460-057 
マユ型皿（小）  
21.2×10.4×2㎝（100入･陶） 
990円

ロ460-067 
マユ型皿（大）  
25.3×14.3×2㎝（40入･陶） 
2,160円

ロ460-077 
花型5.5鉢  
φ15.2×4.2㎝（60入･陶） 
1,300円

ロ460-087 
丸千代口  
φ7.9×3.6㎝（150入･陶） 
630円

ロ460-097 
3.5丼  
φ10.5×5㎝（120入･陶） 
810円

ロ460-107 
4.5丼  
φ13.5×7.7㎝（80入･陶） 
1,690円

ロ460-117 
5.0丼  
φ15.5×9㎝（60入･陶） 
2,250円

ロ460-127 
反蓋丼  
φ15.5×10.8㎝（50入･陶） 
1,960円

ロ460-137 
煮物碗  
φ12.7×8.4㎝（50入･陶） 
1,740円

ロ460-147 
中平  
φ11.6×5㎝（150入･陶） 
660円

ロ460-157 
大平  
φ12.7×5.6㎝（120入･陶） 
770円

ロ460-167 
反煎茶  
φ8.5×5.7㎝（150入･陶） 
630円

ロ460-177 
長湯呑  
φ6.6×7.5㎝（100入･陶） 
770円

ロ460-187 
呑水（小）  
12.8×12×4.5㎝（120入･陶） 
700円

ロ460-197 
呑水（大）  
17.5×11.8×4.5㎝（100入･陶） 
990円

ロ460-207 
徳利（小）  
150㏄（120入･陶） 
990円

ロ460-217 
徳利（大）  
280㏄（80入･陶） 
1,200円

ロ460-227 
ぐい呑  
φ5×3.5㎝（320入･陶） 
450円

ロ460-237 
そば猪口  
φ8.2×6.6㎝（100入･陶） 
590円

ロ460-247 
そば徳利  
190㏄（100入･陶） 
1,080円

ロ460-257 
薬味皿  
φ8.8×1.6㎝（200入･陶） 
450円

ツ460-517 夏目5.5丼  φ16.5×10.5㎝（30入･陶） ･･･････ 2,800円
ツ460-527 夏目5.0丼  φ14.5×9㎝（40入･陶） ･･････････ 2,050円
ツ460-537 夏目4.5丼  φ13.5×8.2㎝（50入･陶） ････････ 1,700円
ツ460-547 6.0ボール  φ18×9㎝（30入･陶） ････････････ 3,100円
ツ460-557 玉渕6.0丼  φ19.5×8.5㎝（30入･陶） ････････ 2,150円
ツ460-567 高浜5.8丼  φ17.5×9.5㎝（30入･陶） ････････ 2,650円
ツ460-577 のり茶  φ15×9.8㎝（30入･陶） ･･････････････ 1,900円
ツ460-587 のり茶（身）  φ15×7㎝（50入･陶） ･･･････････ 1,350円
ツ460-597 むし碗  φ9×9.5㎝（50入･陶） ････････････････ 1,700円
ツ460-607 珍味  9.3×6.2㎝（100入･陶） ･･･････････････････ 720円
ツ460-617 中平  φ12×6㎝（80入･陶） ･････････････････････ 940円
ツ460-627 刺身鉢  φ15.5×6㎝（40入･陶） ･･････････････ 2,000円
ツ460-637 4.0鉢  φ12.6×5.5㎝（50入･陶） ･････････････ 1,200円
ツ460-647 丸千代口  φ8.5×4㎝（100入･陶） ･･････････････ 710円
ツ460-657 長湯呑  φ6.3×8.2㎝（80入･陶） ････････････････ 790円
ツ460-667 1号徳利  140㏄（60入･陶） ･･･････････････････ 990円
ツ460-677 2号徳利  300㏄（60入･陶） ････････････････ 1,850円
ツ460-687 ぐい呑  φ6.8×4㎝（200入･陶）･･････････････････ 550円
ツ460-697 1号そば徳利  200㏄（60入･陶） ･･･････････････ 980円
ツ460-707 そば猪口  φ9×6㎝（80入･陶） ･･････････････････ 720円
ツ460-717 薬味皿  φ9.5㎝（120入･陶） ･･･････････････････ 530円
ツ460-727 丸6.0皿  φ19.4×3㎝（40入･陶） ････････････ 1,300円
ツ460-737 丸7.0皿  φ22×3.2㎝（30入･陶） ････････････ 2,050円
ツ460-747 丸8.0皿  φ25×3.5㎝（20入･陶） ････････････ 2,900円
ツ460-757 丸3.0皿  φ10.5×2㎝（120入･陶） ･･････････････ 530円
ツ460-767 とんすい  13×12×5.5㎝（80入･陶） ･････････････ 930円
ツ460-777 長千代口  9.5×6.5×1.8㎝（80入･陶） ･･････････ 720円
ツ460-787 角小皿  9.5×9.5×2㎝（100入･陶） ･･････････････ 720円
ツ460-797 小判皿  24.5×15.5×2.2㎝（40入･陶） ･･･････ 2,200円
ツ460-807 四ツ足突出皿  24×9×2㎝（40入･陶） ･･････ 1,950円
ツ460-817 四ツ足焼物皿  21×14×2.2㎝（40入･陶） ･･･ 2,150円

和
陶
オ
ー
プ
ン

460 和陶オープン Japanese Tableware（Open Stock）



瀬戸黒

翠玉（貫入）

527

537

717
727
737

547

557
567

597

627

637

677
697

707

517

747
757 767

577 587

607
617

647 657

667

687

217

037

247

047 057 067

257
267
277

077

287

087
097

307

107

117

127

137

147
157

187
197

207

017

027

227

237

297

167

177

ト461-017 ロクベ 8.0 浅鉢  φ26×6.7㎝（20入･磁） ･･･････････6,200円
ト461-027 ロクベ 7.0 浅鉢  φ21×6㎝（24入･磁） ･････････････3,600円
ト461-037 ロクベ 5.0 浅鉢  φ15×4.1㎝（50入･磁） ･･･････････2,100円
ト461-047 ロクベ 湯呑（大）  φ6.5×8.5㎝（80入･磁） ･･････････1,400円
ト461-057 ロクベ 湯呑（小）  φ6×8㎝（100入･磁） ････････････1,300円
ト461-067 石目 4.5 飯碗  φ13.6×8.6㎝（50入･磁） ･･･････････1,900円
ト461-077 石目 3.8 飯碗  φ11.5×8㎝（60入･磁） ･････････････1,500円
ト461-087 飯器 （小）  φ10.5×8㎝（60入･磁） ･･････････････････1,700円
ト461-097 飯器 木蓋  11.5×2㎝（120入）（木製） ･･････････････････840円
ト461-107 石目5.3 楕円鉢  16.5×12.2×4.6㎝（50入･磁） ･････2,000円
ト461-117 蒸し碗 （小）  φ7.5×8.5㎝（6×12入･磁） ････････････1,550円
ト461-127 ロクベ 3.6ボール  φ11×3.6㎝（120入･磁） ･････････1,000円
ト461-137 ロクベ 4.5ボール  φ13.6×4㎝（60入･磁） ･･････････1,480円
ト461-147 ロクベ 6.5ボール  φ19.5×4.5㎝（36入･磁） ････････2,300円
ト461-157 ロクベ 8.5ボール  φ26×4.8㎝（20入･磁） ･･････････4,200円
ト461-167 八角 刺身鉢  14.7×14.7×5.2㎝（40入･磁） ･････････2,200円
ト461-177 八角 チョク  8.6×8.6×2㎝（120入･磁）･････････････････720円
ト461-187 石目 角小鉢 （小）  8.3×8.3×3.6㎝（100入･磁） ･･･････820円
ト461-197 石目 角小鉢 （大）  10×10×4㎝（80入･磁） ････････1,460円
ト461-207 3.0 丸皿  φ9.5×1.3㎝（150入･磁） ････････････････････580円
ト461-217 石目5.0 丸皿  φ15.2×2.1㎝（80入･磁） ･･･････････････850円
ト461-227 石目 二連皿 （大）  17.6×9×3.2㎝（80入･磁） ･･････1,400円
ト461-237 石目 三連皿 （大）  26.4×9×3.2㎝（60入･磁） ･･････2,000円
ト461-247 長角 四方小皿  10.8×6.8×2㎝（100入･磁） ･･･････････680円
ト461-257 5.5 長角四方皿  16.8×10.2×2.5㎝（60入･磁） ･････1,280円
ト461-267 7.5 長角四方皿  22.4×13.7×3.2㎝（40入･磁） ･････2,200円
ト461-277 9.0 長角四方皿  27.8×17×3.8㎝（20入･磁） ･･････3,200円
ト461-287 12.0 長角四方皿  36.5×10.5×4.2㎝（15入･磁） ･･･2,500円
ト461-297 石目 11.0プレート  33.2×10.7×1.8㎝（15入･磁） ･･･2,550円
ト461-307 石目 9.0プレート  28×10×1.8㎝（20入･磁） ････････2,000円

ロ461-517 六兵衛6.0寸丼  
φ18.2×9.5㎝（30入･磁） ･･･････････3,720円
ロ461-527 六兵衛8.5浅丼  
φ26.5×7.2㎝（20入･磁） ･･･････････6,700円
ロ461-537 六兵衛豆茶碗  
φ11.1×5.7㎝（150入･磁） ･･････････1,200円
ロ461-547 六兵衛茶碗（小）  
φ12.3×6.5㎝（120入･磁） ･･････････1,500円
ロ461-557 六兵衛茶碗（中）  
φ13.8×7.3㎝（100入･磁） ･･････････1,850円
ロ461-567 六兵衛茶碗（大）  
φ15.7×8㎝（80入･磁） ･････････････2,400円
ロ461-577 六兵衛呑水（小）  
13.5×11.8×7㎝（80入･磁） ････････1,300円
ロ461-587 六兵衛呑水（大）  
15.3×13.8×7.8㎝（60入･磁） ･･･････1,550円
ロ461-597 石目前菜皿  
22×11.2×5.6㎝（60入･磁） ････････3,300円
ロ461-607 7.5寸長角四方皿  
22.7×13.7×3㎝（60入･磁） ････････2,400円
ロ461-617 9.0寸長角四方皿  
28.2×17.3×3.9㎝（40入･磁） ･･･････3,900円
ロ461-627 12.0寸長角四方楕円鉢  
37.5×18.2×6.4㎝（15入･磁） ･･･････9,000円
ロ461-637 10.0寸長角四方楕円鉢  
31×15×5.6㎝（20入･磁） ･･････････4,600円
ロ461-647 タタラ呑水  
φ11.5×4㎝（120入･磁） ･･･････････1,020円
ロ461-657 タタラ丸千代口  
φ8.7×3㎝（200入･磁） ････････････････720円
ロ461-667 12.0寸長角四方皿  
36.2×10.3×4.2㎝（40入･磁） ･･･････2,800円
ロ461-677 石目丸小鉢（大）  
φ11.5×3.6㎝（100入･磁） ･･････････1,100円
ロ461-687 石目丸小鉢（小）  
φ8.8×3.3㎝（130入･磁） ･･････････････740円
ロ461-697 松花堂四方銘々皿  
11.5×11.5×3㎝（100入･磁） ･･･････1,100円
ロ461-707 5.0寸四方皿  
14.7×14.7×3.4㎝（60入･磁） ･･･････1,850円
ロ461-717 6.0寸四方皿  
18×18×4㎝（40入･磁） ････････････2,550円
ロ461-727 7.5寸四方皿  
22.7×22.7×4.8㎝（30入･磁） ･･･････3,000円
ロ461-737 8.5寸四方皿  
26.8×26.8×5.8㎝（20入･磁） ･･･････5,500円
ロ461-747 長角四方小皿  
11×7×2.2㎝（130入･磁） ･････････････740円
ロ461-757 長角四方5.5皿  
17×10.5×2.7㎝（80入･磁） ････････1,340円
ロ461-767 石目11.0プレート  
33.3×11×1.9㎝（35入･磁） ････････2,800円
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ロ462-017 菱形7.0鉢  
16.6×16×5.2㎝（40入･強） ････････2,770円
ロ462-027 三方小鉢（大）  
φ11.8×6㎝（80入･強） ･････････････1,370円
ロ462-037 三方小鉢（中）  
φ10×5.5㎝（100入･強） ･･･････････1,140円
ロ462-047 三方小鉢（小）  
φ8.4×5.3㎝（120入･強） ･･･････････1,030円
ロ462-057 10.0大皿  
φ28.8×4.7㎝（15入･強） ･･･････････6,850円
ロ462-067 玉渕6.0鉢  
φ18×4.8㎝（40入･強） ･････････････2,770円
ロ462-077 3.6丸丼  
φ11.5×3.7㎝（120入･強） ･･････････1,030円
ロ462-087 三ツ押5.0皿  
φ14.8×3.2㎝（80入･強） ･･･････････1,480円
ロ462-097 三ツ押6.0皿  
φ17.5×3.3㎝（70入･強） ･･･････････2,330円
ロ462-107 三ツ押7.0皿  
φ21.2×3.7㎝（60入･強） ･･･････････3,150円
ロ462-117 長角9.0皿  
23.4×16.8×3.4㎝（40入･強） ･･･････2,730円
ロ462-127 長角7.0皿  
19.7×12.5×3㎝（60入･強） ････････1,630円
ロ462-137 長角5.5皿  
16×11.3×2.2㎝（100入･強） ･･･････1,140円
ロ462-147 三ツ足丸千代口  
φ6.8×2.7㎝（150入･強） ･･････････････760円
ロ462-157 3.0丸皿  
φ9.5×1.4㎝（150入･強） ･･････････････760円
ロ462-167 長角小皿  
9.4×6.8×2.5㎝（150入･強） ･･･････････760円
ロ462-177 三品皿  
17.6×6.7×2.2㎝（80入･強） ････････1,260円
ロ462-187 二品皿  
11.7×6.5×2.2㎝（100入･強） ･･･････1,030円
ロ462-197 長角突出皿  
23×9×2.5㎝（70入･強） ･･･････････1,580円

ロ462-517 半月10.0皿  
28×26×3㎝（30入･陶） ････････････3,880円
ロ462-527 半月7.0皿  
21.5×20㎝（60入･陶） ･････････････1,900円
ロ462-537 半月5.0皿  
14.7×14.1×2.2㎝（100入･陶） ･････1,020円
ロ462-547 半月4.0皿  
12.4×12×2.1㎝（120入･陶） ･･････････910円
ロ462-557 小判11.0皿  
34×25×2.4㎝（25入･陶） ･･････････4,100円
ロ462-567 小判8.5皿  
26×17.7×2.2㎝（60入･陶） ････････1,900円
ロ462-577 小判7.0皿  
22.7×15.2×1.8㎝（70入･陶） ･･･････1,500円
ロ462-587 小判6.0皿  
17.6×12.3×2㎝（100入･陶） ･･･････1,080円
ロ462-597 3.5ボール  
φ11×4㎝（120入･陶） ････････････････910円
ロ462-607 5.0ボール  
φ15.8×5㎝（60入･陶） ･････････････1,700円
ロ462-617 8.0三品皿  
23.5×14.3×2.5㎝（50入･陶） ･･･････1,970円
ロ462-627 とんすい  
12.8×10.5×4.5㎝（120入･陶） ････････910円
ロ462-637 3.0丸千代口  
φ8.8×3㎝（180入･陶） ････････････････620円
ロ462-647 二品皿  
13×9.3×2.3㎝（120入･陶） ･･･････････970円
ロ462-657 三品皿  
19.5×9.2×2.3㎝（80入･陶） ････････1,320円
ロ462-667 長角9.0皿  
23×16.5×2.4㎝（60入･陶） ････････1,900円
ロ462-677 長角8.0皿  
23×14.5×2.3㎝（60入･陶） ････････1,700円
ロ462-687 長角7.0皿  
20.4×13×2.3㎝（80入･陶） ････････1,500円
ロ462-697 長角小皿  
9×6.5×2.8㎝（200入･陶） ･････････････710円
ロ462-707 突出皿  
20.4×10×2.8㎝（80入･陶） ････････1,320円
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織部ストライプ

ひ　わ
537

547

557

577 587

597

637

517
527

567

607

617
627

647

657

ヨ463-517 飯碗  
φ12.0×6.5㎝（5×18入･磁） ･･･････････950円
ヨ463-527 湯呑  
φ7.5×8.5㎝（5×20入･磁） ････････････700円
ヨ463-537 5.0煮物鉢  
φ16.8×4.0㎝（5×12入･磁） ･･･････････950円
ヨ463-547 変形小鉢  
14.8×11.5×6.0㎝（5×18入･磁） ････1,000円
ヨ463-557 変形大鉢  
24.0×20.5×9.0㎝（5×4入･磁） ･････2,800円
ヨ463-567 楕円浅鉢大  
29×22.5×4.5㎝（5×6入･磁） ･･･････2,200円
ヨ463-577 楕円浅鉢小  
17.5×14.5×3.5㎝（5×12入･磁） ････1,000円
ヨ463-587 9.0正角皿  
23.5×23.5×4.5㎝（5×6入･磁） ･････2,200円
ヨ463-597 正四角皿  
17.5×17.5×3.5㎝（5×12入･磁） ････1,200円
ヨ463-607 さんま皿  
28.5×12.5×3.0㎝（5×8入･磁） ･････1,200円
ヨ463-617 角千代口  
7.0×7.0×2.5㎝（10×20入･磁） ････････400円
ヨ463-627 丸千代口  
φ8.3×3㎝（10×20入･磁） ･････････････400円
ヨ463-637 8.0皿  
φ24㎝（5×8入･磁） ････････････････1,800円
ヨ463-647 5.0皿  
φ17.3㎝（5×12入･磁） ･････････････1,000円
ヨ463-657 突出し皿  
24.5×8.5㎝（5×8入･磁） ･･････････････900円

ロ463-017 7.5丸鉢  
φ23×4.5㎝（30入･陶） 3,240円

ロ463-027 6.5丸鉢  
φ19×4.5㎝（40入･陶） 2,420円

ロ463-037 4.0玉割  
φ12×3㎝（100入･陶） 1,060円

ロ463-047 5.0刺身鉢  
φ15×3.8㎝（80入･陶） 
1,470円

ロ463-057 丸千代口  
φ8.5×1.8㎝（200入･陶） 
480円

ロ463-067 3.0丸小鉢  
φ9×3.8㎝（130入･陶） 
730円

ロ463-077 3.3丸小鉢  
φ10×4㎝（120入･陶） 800円

ロ463-087 4.0正角鉢  
10.5×10.5×2.7㎝（120入･陶） 780円

ロ463-097 正角8.0皿  
21.6×21.6×2.5㎝（40入･陶） 3,190円

ロ463-107 正角5.0皿  
14.5×14.5×2.5㎝（100入･陶） 1,160円

ロ463-117 9.0長角皿  
26.5×15.9×2.5㎝（40入･陶） 2,370円

ロ463-127 8.0長角皿  
21.5×16.2×2㎝（60入･陶） 1,600円

ロ463-137 7.0長角皿  
20.3×14.4×2㎝（60入･陶） 1,470円

ロ463-147 正角銘々皿  
12.5×12.5×2㎝（120入･陶） 780円

ロ463-157 突出皿  
20.7×10.3×2㎝（80入･陶） 1,190円

ロ463-167 長角銘々皿  
14.4×11.2×1.7㎝（120入･陶） 780円

ロ463-177 長角小皿  
9.7×7.5×2㎝（200入･陶） 480円

ロ463-187 丸銘々皿  
φ13.3×1.8㎝（120入･陶） 780円

ロ463-197 6.0丸皿  
φ18.3×2.3㎝（80入･陶） 1,240円

ロ463-207 7.0丸皿  
φ21.5×2㎝（50入･陶） 1,860円

ロ463-217 9.0丸皿  
φ28.5×2.4㎝（30入･陶） 3,960円
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めるへん

彫　芦

ツ464-017 
6.0高台丼  
φ18×11.5㎝（30入･磁） 
2,600円

ツ464-027 
5.0多用丼  
φ16×10.5㎝（40入･磁） 
2,300円

ツ464-037 
玉渕5.5浅丼  
φ17×6㎝（30入･磁） 
1,600円

ツ464-047 
玉渕6.0浅丼  
φ19×7.5㎝（20入･磁） 
2,300円

ツ464-057 
玉渕7.5浅丼  
φ23×9㎝（12入･磁） 
3,400円

ツ464-067 
4.0夏目小鉢  
φ13.2×7㎝（50入･磁） 
1,400円

ツ464-077 
3.8夏目小鉢  
φ11×6.7㎝（60入･磁） 
1,300円

ツ464-087 丸6.0皿  
φ17.5×2.2㎝（60入･磁） 1,350円

ツ464-097 丸7.0皿  
φ22.8×2.6㎝（50入･磁） 2,000円

ツ464-107 丸9.0皿  
φ27×3.3㎝（30入･磁） 2,800円

ツ464-117 丸尺皿  
φ31×3.8㎝（16入･磁） 6,000円

ツ464-127 丸3.0皿  
φ9.5×2.2㎝（200入･磁） 580円

ツ464-137 ぐい呑  
φ5.3×3.4㎝（200入･磁） 
580円

ツ464-147 
1号徳利  
13.5㎝（約180㏄）（80入･磁） 
1,050円

ツ464-157 
2号徳利  
17㎝（約350㏄）（60入･磁） 
2,000円

ツ464-167 
そば猪口  
φ9.2×7.3㎝（80入･磁） 
1,000円

ツ464-177 
そば徳利  
8㎝（180㏄）（60入･磁） 
1,050円

ツ464-187 
とんすい  
12.5×14.3×5.7㎝（80入･磁） 
1,150円

ツ464-197 
長角焼物皿  
23.8×15×2.9㎝（40入･磁） 
2,800円

ツ464-207 突出皿  
21.8×9.5×2.7㎝（40入･磁） 2,200円

ツ464-217 角千代口  
9.5×6.2×3.3㎝（100入･磁） 680円

ツ464-227 薬味皿  
12.8×8×2.8㎝（120入･磁） 820円

ロ464-517 小判型皿（小）  
13×8.5×1.4㎝（200入･陶） 500円

ロ464-527 小判型皿（中）  
18×14×2㎝（100入･陶） 920円

ロ464-537 小判多用皿  
22.5×18.5×2㎝（60入･陶） 1,540円

ロ464-547 舟型皿（小）  
17.3×11×2㎝（150入･陶） 700円

ロ464-557 舟型皿（大）  
23.5×12.8×2.5㎝（120入･陶） 1,060円

ロ464-567 花型大鉢  
18×18×5.4㎝（40入･陶） 2,320円

ロ464-577 小判型小鉢  
16.6×11.8×3.4㎝（100入･陶） 840円

ロ464-587 サラダ鉢  
20×15.3×5㎝（60入･陶） 1,600円

ロ464-597 ボール（小）  
φ13×4.4㎝（100入･陶） 920円

ロ464-607 ボール（大）  
φ17×4.8㎝（100入･陶） 1,430円

ロ464-617 丸小皿  
φ10.5×1㎝（200入･陶） 490円

ロ464-627 楕円型千代口  
8.7×7.5×2.7㎝（200入･陶） 350円

ロ464-637 ヒサゴ型千代口  
7.2×6.8×3.2㎝（200入･陶） 350円

ロ464-647 角小付  
8.4×8.4×2.7㎝（200入･陶） 490円

ロ464-657 花型小付  
9.5×9.5×3.2㎝（200入･陶） 490円

ロ464-667 呑水  
15.3×11.5×5.2㎝（100入･陶） 810円

ロ464-677 茶碗  
φ11.7×5.3㎝（120入･陶） 950円

ロ464-687 コーヒー碗  
130㏄（60入･陶） 950円

ロ464-697 湯呑  
φ7.8×8㎝（100入･陶） 950円

ロ464-707 フリーカップ  
220㏄（80入･陶） 1,060円
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新ひわ流し

岩清水

ネ465-017 7.0天皿  
φ22.5㎝（磁） 2,200円

ネ465-027 8.0天皿  
φ24.5㎝（磁） 3,300円

ネ465-037 5.5釜上丼  
φ16.8×8.8㎝（磁） 3,300円

ネ465-047 6.0釜上丼  
φ18×10.2㎝（磁） 3,750円

ネ465-057 夏目型4.5飯丼  
φ13.3×8㎝（磁） 1,800円

ネ465-067 
夏目型4.8多用丼  
φ14.1×9.1㎝（磁） 2,200円

ネ465-077 
夏目型5.5多用丼  
φ17×10.5㎝（磁） 3,100円

ネ465-087 
飯器木蓋付  
φ11×8㎝（磁） 2,000円

ネ465-097 大茶（身）  
φ15×7㎝（磁） 1,500円
ネ465-107 大茶蓋付  
φ15×10㎝（磁） 2,100円

ネ465-117 
3.0丸皿  
φ11㎝（磁） 600円

ネ465-127 
梅型3.3小鉢  
10.5×5㎝（磁） 850円

ネ465-137 
梅型4.0小鉢  
12.8×5.5㎝（磁） 1,200円

ネ465-147 
とんすい  
φ12㎝（磁） 
1,000円

ネ465-157 
長湯呑  
φ6×8.3㎝（磁） 
850円

ネ465-167 
2号徳利  
6.5×17.5㎝（磁） 
2,100円

ネ465-177 
1号徳利  
5.5×14㎝（磁） 
1,100円

ネ465-187 
ぐい呑  
φ4.5×4.5㎝（磁） 
550円

ネ465-197 
二ツ仕切薬味皿  
12×7.5㎝（磁） 
950円

ネ465-207 
焼物皿  
21.5×14.5㎝（磁） 
2,400円

ネ465-217 
角千代口  
10×6.5㎝（磁） 
800円

ミ465-527 
変形中鉢  
21×16.5×8㎝（40入･磁） 
1,650円

ミ465-537 
変形大鉢  
24.2×20.5×9㎝（30入･磁） 
2,180円

ミ465-587 木の葉楕円鉢  
25.7×17×7㎝（40入･磁） 
1,450円

ミ465-597 石目楕円鉢  
29×11.5×4.8㎝（40入･磁） 
1,050円

ミ465-607 石目楕円大盛鉢  
39.5×15×6㎝（20入･磁） 
2,600円

ミ465-567 長角向付  
18.5×13.5×3.8㎝（60入･磁） 
810円

ミ465-517 
変形小鉢  
15×11.8×6㎝（60入･磁） 
810円

ミ465-577 長角千代口  
10×7×3㎝（150入･磁） 
400円

ミ465-547 丸天皿  
φ25.0×2.5㎝（30入･磁） 
1,950円

ミ465-557 花形千代口  
8.5×3㎝（180入･磁） 
330円

ミ465-647 お好み碗  
15×7㎝
（40入･磁）900円

ミ465-637 長角盛込鉢  
27×16.5×4.8㎝（30入･磁） 
1,700円

ミ465-627 正角和皿  
18×18×3.5㎝（60入･磁） 
970円

ミ465-657 花形小鉢  
12.5×4.5㎝
（120入･磁）470円

ミ465-667 楕円鉢  
17.5×14.5×3.5㎝
（80入･磁）780円

ミ465-617 チギリ銘々皿  
15.5×15.5×3㎝（80入･磁） 
630円

ミ465-677 変り長皿  
37×17×3㎝（40入･磁） 1,700円

ミ465-687 石目焼物皿  
22.5×13.5×3.5㎝（60入･磁） 810円

ミ465-697 サンマ皿  
29.5×3.5×4.5㎝（40入･磁） 970円

ミ465-707 縄目楕円皿  
24×19.5×3.5㎝（50入･磁） 
910円

ミ465-727 楕円大鉢  
28×22.5×4.8㎝（30入･磁） 
1,700円

ミ465-717 角型大盛皿  
30.5×25.5×4.7㎝（10入･磁） 
4,200円

ミ465-737 木の葉小皿  
17×11.8×3㎝（120入･磁） 
540円

ミ465-747 木の葉パスタ皿  
26×18.5×3.5㎝（40入･磁） 
1,350円
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織部流し芦絵

総織部

オ466-017 3.8ボール  
φ11.3×4.8㎝（磁） 670円

オ466-027 4.8ボール  
φ15×5.7㎝（磁） 1,230円

オ466-037 茶碗（中）  
φ11×5.6㎝（磁） 730円

オ466-047 茶碗（大）  
φ12×5.8㎝（磁） 780円

オ466-057 長湯呑  
φ5.8×9㎝（磁） 760円

オ466-067 千代口  
8.5×3.5㎝（磁） 420円

オ466-077 4.0鉢  
12.7×4㎝（磁） 670円

オ466-087 5.0鉢  
15.8×4.5㎝（磁） 1,000円

オ466-097 とんすい  
13×11.5×5㎝（磁） 650円

オ466-107 角4.0皿  
10.5×9㎝（磁） 400円

オ466-117 角4.5皿  
13.2×11.2㎝（磁） 460円

オ466-127 角5.5皿  
15.5×13.5㎝（磁） 520円

オ466-137 瓢形仕切皿  
20.4×16㎝（磁） 1,030円

オ466-147 松形仕切皿  
16×11.8㎝（磁） 680円

オ466-157 丸2.8皿  
φ8.7㎝（磁） 400円

オ466-167 丸3.5皿  
φ10.8㎝（磁） 450円

オ466-177 丸4.5皿  
φ14㎝（磁） 560円

オ466-187 丸5.5皿  
φ17㎝（磁） 730円

オ466-197 丸6.5皿  
φ20.4㎝（磁） 1,180円

オ466-207 丸8.0皿  
φ25㎝（磁） 2,530円

オ466-217 4.0小判皿  
12.5×9.5㎝（磁） 520円

オ466-227 6.5小判皿  
19.8×12.5㎝（磁） 730円

オ466-237 8.0小判皿  
24×16㎝（磁） 1,100円

オ466-247 9.0小判皿  
27.5×18㎝（磁） 1,580円

オ466-257 長角9.0皿（浜付き）  
24×17㎝（磁） 2,000円

オ466-267 長角千代口  
10.5×7.5㎝（磁） 390円

オ466-277 うな皿  
34.5×13㎝（磁） 1,850円

オ466-287 焼物皿  
20.7×14.3㎝（磁） 1,050円

オ466-297 9.0焼物皿  
24×17㎝（磁） 1,950円

オ466-307 長角大皿  
34.5×17.5㎝（磁） 2,660円

ロ466-517 7.5丸鉢  
22.8×5㎝（30入･陶） 
3,380円

ロ466-527 6.5丸鉢  
19.2×4.7㎝（40入･陶） 
2,300円

ロ466-667 7.0長角皿  
20.5×14.3×2.1㎝（70入･陶） 
1,300円

ロ466-677 8.0長角皿  
21.5×16.1×19㎝（60入･陶） 
1,620円

ロ466-537 6.0丸皿  
φ18.3×2.4㎝（90入･陶） 
1,130円

ロ466-547 7.0丸皿  
φ21.4×2.4㎝（50入･陶） 
1,650円

ロ466-557 9.0丸皿  
φ28.5×2.6㎝（30入･陶） 
3,560円

ロ466-657 長角銘々皿  
14.5×10.8×1.9㎝（130入･陶） 
700円

ロ466-707 9.0長角皿  
26.4×15.8×2.3㎝（40入･陶） 2,160円

ロ466-727 附出皿  
21.1×10.7×2㎝（80入･陶） 1,080円

ロ466-717 さんま皿  
28.9×12.4×8.9㎝（60入･陶） 1,580円

ロ466-587 
刺身鉢  
15.2×3.9㎝（60入･陶） 
1,490円

ロ466-597 
丸千代口  
8.2×2㎝（200入･陶） 
410円

ロ466-607 
玉割  
12×3.4㎝（100入･陶） 
870円

ロ466-617 
角小鉢  
10.7×10.7×2.8㎝（140入･陶） 
720円

ロ466-627 
3.3小鉢  
10.1×4.3㎝（130入･陶） 
720円

ロ466-637 
3.0小鉢  
9.1×4.2㎝（150入･陶） 
680円

ロ466-567 
長角小皿  
9.7×7.4×2.3㎝（200入･陶） 
430円

ロ466-577 
丸銘々皿  
φ13.2×2㎝（130入･陶） 
700円

ロ466-647 正角7.0皿  
22×22×32㎝（40入･陶） 
2,980円

ロ466-687 正角5.5皿  
14.8×14.8×2.4㎝（100入･陶） 
1,040円

ロ466-697 正角銘々皿  
12.3×12.3×2.1㎝（130入･陶） 
720円

和
陶
オ
ー
プ
ン

466 和陶オープン Japanese Tableware（Open Stock）



藍　華

新　緑

017 027 037 047

067
077

087
097

107

137 147 157 167

257

177

187

197

207

217
227
237
247

267

117
127

057

517

527 537

567 577

587

607
617

637

647

657

667

547

557

597

627

677

687

ミ467-017 丸6.0ボール  
φ18.4×8.9㎝（30入･陶） ･･･････････3,450円
ミ467-027 夏目4.5丼  
φ13.6×8㎝（45入･陶） ･････････････1,850円
ミ467-037 夏目4.8丼  
φ14.4×9.2㎝（40入･陶） ･･･････････2,350円
ミ467-047 夏目5.5丼  
φ16.5×10.2㎝（30入･陶） ･･････････3,150円
ミ467-057 飯器（木蓋付）  
φ10.7×8㎝（40入･陶） ･････････････2,280円
ミ467-067 のり茶（フタ付）  
φ14.8×9.7㎝（36入･陶） ･･･････････2,050円
ミ467-077 梅型3.3丼  
φ10.5×5㎝（120入･陶） ･･････････････820円
ミ467-087 梅型4.0丼  
φ12.7×5.3㎝（80入･陶） ･･･････････1,180円
ミ467-097 梅型4.5丼  
φ14×6.8㎝（60入･陶） ･････････････1,680円
ミ467-107 梅型刺身鉢  
φ15.9×6.2㎝（40入･陶） ･･･････････2,150円
ミ467-117 梅型千代口  
φ8.4×3.8㎝（150入･陶） ･･････････････800円
ミ467-127 平向付  
φ15.8×4.5㎝（80入･陶） ･･･････････2,050円
ミ467-137 新形湯呑  
φ8×7.4㎝（200㏄）（120入･陶） ････････960円
ミ467-147 中平  
φ11.8×5.7㎝（120入･陶） ･････････････960円
ミ467-157 呑水  
13×11.7×5.8㎝（100入･陶） ･･･････1,020円
ミ467-167 四ツ山2.8丼  
9.1×6.3㎝（120入･陶） ･･･････････････780円
ミ467-177 長角9.0皿  
25.7×17.7×2.2㎝（40入･陶） ･･･････4,450円
ミ467-187 長角焼物皿  
21.5×14.8×1.8㎝（50入･陶） ･･･････2,250円
ミ467-197 丸3.0皿  
φ10.3×2㎝（240入･陶） ･･････････････580円
ミ467-207 丸5.0皿  
φ15×2.6㎝（100入･陶） ･･･････････1,000円
ミ467-217 丸6.0皿  
φ19.6×3㎝（60入･陶） ･････････････1,350円
ミ467-227 丸7.0皿  
φ22.2×3.2㎝（40入･陶） ･･･････････2,080円
ミ467-237 丸8.0皿  
φ25.3×3.6㎝（30入･陶） ･･･････････3,080円
ミ467-247 丸9.0皿  
φ27.8×3.4㎝（20入･陶） ･･･････････5,500円
ミ467-257 長角千代口  
9.3×6.5×1.8㎝（150入･陶） ･･･････････800円
ミ467-267 長角付出皿  
22×9.8×1.8㎝（50入･陶） ･･････････1,950円

ツ467-517 高台千代口  
φ9.2×4.5㎝（80入･陶） ････････････1,450円
ツ467-527 高台刺身鉢  
φ15.5×6.5㎝（30入･陶） ･･･････････3,050円
ツ467-537 蓋付小鉢  
φ12.8×8.2㎝（30入･陶） ･･･････････2,750円
ツ467-547 切立4.8鉢  
φ14×5.2㎝（50入･陶） ･････････････2,500円
ツ467-557 丸千代口  
φ7.5×3.2㎝（80入･陶） ･･･････････････590円
ツ467-567 切立4.5皿  
φ14×2.2㎝（50入･陶） ･････････････1,600円
ツ467-577 切立5.5皿  
φ17×2.2㎝（40入･陶） ･････････････2,000円
ツ467-587 4.0とんすい  
φ11.6×4.5㎝（60入･陶） ･･･････････1,100円
ツ467-597 4.0小鉢  
φ12.8×5.5㎝（50入･陶） ･･･････････1,650円
ツ467-607 切立3.3皿  
φ9×2㎝（80入･陶） ･･･････････････････980円
ツ467-617 三ツ足割山椒  
7.2×5.4㎝（60入･陶） ･････････････････880円
ツ467-627 煮物碗  
φ11.5×9.5㎝（30入･陶） ･･･････････2,700円
ツ467-637 切立6.5皿  
φ20×2.2㎝（30入･陶） ･････････････2,650円
ツ467-647 手造り正角皿  
19.5×19×4.3㎝（30入･陶） ････････4,300円
ツ467-657 手造り焼物皿  
24.8×11.2×4㎝（30入･陶） ････････3,450円
ツ467-667 3.3丸皿  
φ10.5×2㎝（100入･陶） ･･････････････590円
ツ467-677 むし碗  
φ9.2×9㎝（50入･陶） ･･････････････2,050円
ツ467-687 受皿  
φ10.5×2㎝（100入･陶） ･･････････････590円
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ユ468-017 厚口5.0皿  
φ16×3㎝（80入･磁） 680円

ユ468-027 厚口7.0皿  
φ21×2.5㎝（40入･磁） 980円

ユ468-037 京型4.5丼  
φ13×7.5㎝（40入･磁） 900円

ユ468-047 パスタ皿  
φ22.5×3.8㎝（30入･磁） 1,180円

ユ468-057 舞 煮物鉢  
22.5×21.5×4.5㎝（30入･磁） 1,900円

ユ468-067 舞 深鉢  
20×19×6㎝（30入･磁） 1,900円

ユ468-077 舞 大鉢  
25.5×24.5×7.5㎝（20入･磁） 3,500円

ユ468-087 片口煮物鉢  
17×15.5×5.3㎝（40入･磁） 1,050円

ユ468-097 一合そば徳利  
180㏄（80入･磁） 1,300円

ユ468-107 そば猪口  
φ8.5×6.5㎝（80入･磁） 550円

ユ468-117 薬味皿  
φ8.8×1.8㎝（120入･磁） 400円

ユ468-127 8㎝丸千代口  
φ8×2.3㎝（120入･磁） 400円

ユ468-137 4.2ボール  
φ13×4㎝（80入･磁） 520円

ユ468-517 5.5三ツ輪丼  
φ17×8.5㎝（30入･磁） ････････････････950円
ユ468-527 4.2京丼  
φ13×9㎝（40入･磁） ･････････････････900円
ユ468-537 3.5ボール  
φ11×4.5㎝（120入･磁） ･･････････････480円
ユ468-547 4.8ボール  
φ15×5.5㎝（60入･磁） ････････････････750円
ユ468-557 5.5ボール  
φ17.5×6㎝（40入･磁） ････････････････950円
ユ468-567 6.5ボール  
φ19.5×7㎝（30入･磁） ･････････････1,450円
ユ468-577 4.0皿  
φ13×2㎝（120入･磁） ････････････････480円
ユ468-587 5.0皿  
φ16.5×2㎝（80入･磁） ････････････････600円
ユ468-597 6.0皿  
φ19.5×3㎝（60入･磁） ････････････････730円
ユ468-607 7.0皿  
φ22.5×3㎝（40入･磁） ････････････････950円
ユ468-617 4.0小鉢  
φ13.5×4.5㎝（80入･磁） ･･････････････530円
ユ468-627 8.0鉢  
φ24×8㎝（20入･磁） ･･････････････2,100円
ユ468-637 7.5めん皿  
φ23×5㎝（40入･磁） ･････････････････950円
ユ468-647 パスタ皿  
φ24.5×3.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,050円
ユ468-657 9.0大皿  
φ28×3.5㎝（20入･磁） ･････････････1,890円
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ミ469-057 5.0腰張丼  15.5×8.8㎝（30入･陶） ･････････ 2,750円
ミ469-067 5.5腰張丼  17×10㎝（24入･陶） ･･･････････ 4,000円
ミ469-077 切立6.5ボール  19.5×8㎝（20入･陶） ･･････ 4,000円
ミ469-087 新反8.5丼  26×9㎝（15入･陶） ････････････ 7,100円
ミ469-097 7.0浅丼  22×7.5㎝（30入･陶） ･････････････ 3,400円
ミ469-107 3.3ボール  10.5×4.3㎝（120入･陶） ････････ 1,080円
ミ469-117 5.3ボール  16.5×6.7㎝（60入･陶） ･･････････ 2,050円
ミ469-127 内玉3.3小鉢  8.8×5.5㎝（120入･陶） ･･････ 1,100円
ミ469-137 内玉3.8小鉢  11×6.5㎝（100入･陶） ･･･････ 1,550円
ミ469-147 内玉4.0小鉢  12.5×7.5㎝（80入･陶） ･･････ 1,650円
ミ469-157 瓢形飯器（身）  11.5×6.5㎝（40入･陶） ･････ 2,300円
ミ469-167 木蓋  12㎝（200入･陶） ････････････････････････ 540円
ミ469-177 3.5釜上丼  10×5.5㎝（120入･陶） ･････････ 1,180円
ミ469-187 3.8釜上丼  12×6.2㎝（100入･陶） ･････････ 1,550円
ミ469-197 瓢形むし碗  9.5×9㎝（60入･陶） ････････････ 1,850円
ミ469-207 茶漬身丼  15.5×7.5㎝（60入･陶） ･･････････ 1,650円
ミ469-217 刺身鉢  15.5×6.7㎝（60入･陶） ･････････････ 1,950円
ミ469-227 千代口  8.3×3.5㎝（180入･陶） ････････････････ 750円
ミ469-237 大形呑水  14×12.5×7.5㎝（50入･陶） ･･････ 2,050円
ミ469-247 角手呑水  13.5×12×6.5㎝（80入･陶） ･･････ 1,580円
ミ469-257 大平  12.5×5.6㎝（100入･陶） ･･････････････ 1,150円
ミ469-267 玉渕そば千代口  9.3×6.8㎝（100入･陶） ･･･ 1,180円
ミ469-277 そば徳利  180㏄（（10×10）100入･陶） ･･････ 1,250円
ミ469-287 玉渕3.3皿  10㎝（200入･陶） ･････････････････ 600円
ミ469-297 玉渕3.8皿  12㎝（150入･陶） ･････････････････ 750円
ミ469-307 玉渕6.5皿  20.5㎝（60入･陶） ･････････････ 1,680円
ミ469-317 玉渕7.5皿  24㎝（30入･陶） ･･･････････････ 2,580円
ミ469-327 玉渕8.5皿  27㎝（20入･陶） ･･･････････････ 4,300円
ミ469-337 中湯呑  7×7.8㎝（230㏄）（100入･陶） ･･･････ 1,000円
ミ469-347 長角6.0皿  17×10×1.5㎝（80入･陶） ･･･････ 1,450円
ミ469-357 長角7.0皿  20.5×13×2㎝（60入･陶） ･･･････ 2,500円
ミ469-367 長角8.0皿  23×15×2㎝（40入･陶） ････････ 3,400円
ミ469-377 長角千代口  10×6.5×2.5㎝（150入･陶） ･･･････ 850円
ミ469-387 玉渕やくみ皿  9.5㎝（200入･陶） ･･････････････ 630円
ミ469-397 正角尺一皿  25.5×25×4㎝（15入･陶） ･････ 9,400円

ミ469-017 高浜丸蓋丼  15.8×12.8㎝（30入･陶） ･･････ 3,250円
ミ469-027 茶漬  15.5×10.8㎝（36入･陶） ･･････････････ 2,350円
ミ469-037 高浜5.5種丼  17×9.7㎝（30入･陶） ････････ 2,900円
ミ469-047 高浜6.0種丼  18.7×9.8㎝（30入･陶） ･･････ 3,800円

ミ469-517 木の葉楕円鉢  
25.7×17×7㎝（40入･磁） ･･････････1,450円
ミ469-527 梅型80鉢  
24×7.5㎝（30入･磁） ･･････････････2,100円
ミ469-537 変形小鉢  
15×11.8×6㎝（60入･磁） ･････････････800円
ミ469-547 変形中鉢  
21×16.5×8㎝（40入･磁） ･･････････1,650円
ミ469-557 変形大鉢  
24.2×9.2×9㎝（30入･磁） ･･････････2,180円
ミ469-567 渕上り正角盛皿  
23.5×23.5×5.5㎝（30入･磁） ･･･････1,800円
ミ469-577 縄目楕円皿  
24×19.5×3.5㎝（50入･磁） ･･･････････880円
ミ469-587 石目楕円鉢  
29×11.5×4.8㎝（40入･磁） ････････1,000円
ミ469-597 丸大盛鉢  
30.5×4.7㎝（15入･磁） ････････････3,600円
ミ469-607 梅型50皿  
16×3㎝（90入･磁） ･･･････････････････650円
ミ469-617 丸天皿  
φ25.0×2.5㎝（30入･磁） ･･･････････1,950円
ミ469-627 角型大盛皿  
30.5×25.5×7㎝（10入･磁） ････････4,100円
ミ469-637 抹茶小鉢  
10×6.3㎝（80入･磁） ･････････････････450円
ミ469-647 木の葉パスタ皿  
26×18.5×3.5㎝（40入･磁） ････････1,350円
ミ469-657 石目焼物皿  
22.5×12.5×3.5㎝（50入･磁） ･･････････780円
ミ469-667 木の葉小皿  
17×11.8×3㎝（120入･磁） ････････････520円
ミ469-677 長皿  
24.5×9.2×2.8㎝（60入･磁） ･･･････････650円
ミ469-687 変り長皿  
37×17×3㎝（40入･磁） ････････････1,600円
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四季おりおり2

四季おりおり1

ト470-017 8.0反丼  
φ24×7.7㎝（18入･磁） 3,700円

ト470-027 7.0反丼  
φ22×7.5㎝（24入･磁） 2,900円

ト470-037 7.0ボール  
φ21×7.5㎝（20入･磁） 3,800円

ト470-047 6.5ボール  
φ19.7×7㎝（24入･磁） 2,900円

ト470-057 
湯呑（大）  
φ6.5×7.6㎝（10×8入･磁） 
880円

ト470-067 
湯呑（小）  
φ6×7.2㎝（20×5入･磁） 
840円

ト470-077 
釜揚5.5丼  
φ16.3×8.5㎝（25入･磁） 
2,300円

ト470-087 
釜揚4.0丼  
φ12.5×6.7㎝（48入･磁） 
1,400円

ト470-097 
釜揚3.6丼  
φ10.5×5.7㎝（80入･磁） 
1,100円

ト470-107 
釜揚3.0丼  
φ9×5㎝（100入･磁） 
800円 ト470-117 5合土瓶  

11.5×18×11㎝（800㏄）（6×6入･磁） 
3,400円

ト470-127 
のり茶  
φ15.7×6.6㎝（50入･磁） 
1,150円

ト470-137 
4.5丸丼  
φ13×7㎝（60入･磁） 
1,150円

ト470-147 
丸取皿  
φ11×4.3㎝（100入･磁） 
920円

ト470-157 
丸6.0皿  
φ18.8×2.7㎝（40入･磁） 
1,280円

ト470-167 
醤油  
7×9×8.5㎝（20×6入･磁） 
1,500円

ト470-177 
ソース  
7.8×11×8.5㎝（16×5入･磁） 
1,700円

ト470-187 
楊枝  
φ5.3×5㎝（20×8入･磁） 
880円

ト470-197 
辛子  
φ7×3.3㎝（20×8入･磁） 
1,100円

ト470-207 
辛子さじ  
7.5×1㎝（100入）（中国） 
330円

ト470-217 
盆手付  
20×19×16㎝（60入）（中国） 
3,300円

ト470-517 6.5反丼  
φ19.5×8.3㎝（30入･磁） 2,350円

ト470-527 そば徳利（大）  
φ8.5×9㎝（260㏄）（16×6入･磁） 1,600円

ト470-537 そば徳利（小）  
φ7.4×8㎝（160㏄）（20×6入･磁） 1,050円

ト470-547 段付そば猪口  
φ9×7㎝（80入･磁） 1,000円

ト470-557 5.5高台丼  
φ16.8×8.7㎝（32入･磁） 1,900円

ト470-567 ダシ入（大）6合  
10×21×14.5㎝（6×4入･磁） 3,900円

ト470-577 ダシ入（小）4合  
8.5×12.5×10.5㎝（9×5入･磁） 2,000円

ト470-587 ガラ入  
φ12×10㎝（6×8入･磁） 1,900円

ト470-597 三ツ仕切皿  
21×9×3㎝（40入･磁） 1,700円

ト470-607 二ツ仕切皿  
14.5×9×3㎝（60入･磁） 1,300円

ト470-617 丸取皿  
φ11×4.3㎝（100入･磁） 920円

ト470-627 小皿  
φ8.5×2㎝（120入･磁） 650円
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四季おりおり4

四季おりおり3
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ト471-017 切立5.0鉢  
φ15.5×5.7㎝（36入･磁） ･･･････････1,600円
ト471-027 丸千代口  
φ8×3.2㎝（120入･磁） ････････････････700円
ト471-037 切立4.0鉢  
φ12.5×5.2㎝（60入･磁） ･･･････････1,200円
ト471-047 切立2.8鉢  
φ8.5×3.7㎝（120入･磁） ･･････････････820円
ト471-057 丸5.0取皿  
φ15×2.5㎝（80入･磁） ････････････････950円
ト471-067 正角7.0皿  
17×17×2.4㎝（36入･磁） ･･････････1,900円
ト471-077 正角小皿  
8.5×8.5×1.6㎝（120入･磁） ･･･････････700円
ト471-087 丸取皿  
φ11×4.3㎝（80入･磁） ･････････････1,050円
ト471-097 なで角9.0皿  
25.5×12.5×2.5㎝（30入･磁） ･･･････2,400円
ト471-107 焼物皿  
20.5×14.5×3.1㎝（30入･磁） ･･･････2,100円
ト471-117 角千代口  
10×7×3㎝（120入･磁） ･･･････････････700円
ト471-127 7.5麺鉢  
φ22×5.3㎝（24入･磁） ･････････････2,750円
ト471-137 切立3.0皿  
φ9.2×2㎝（120入･磁） ････････････････650円
ト471-147 木蓋  
11.5×11.5×1.8㎝（150入）（木） ･･･････420円
ト471-157 飯器  
φ11×7.7㎝（6×8入･磁） ･･･････････1,450円
ト471-167 むし碗  
φ9.3×9㎝（5×12入･磁） ･･･････････1,620円

ト471-517 三ツ山3.6鉢  
φ10.5×6㎝（80入･磁） 1,000円

ト471-527 三ツ山4.0鉢  
φ12×6.8㎝（60入･磁） 1,350円

ト471-537 三ツ山5.0鉢  
φ14.7×5.8㎝（40入･磁） 1,650円

ト471-547 丸7.0皿  
φ21.8×3.3㎝（30入･磁） 1,850円

ト471-557 蓋向  
φ16×8.5㎝（24入･磁） 2,500円

ト471-567 とんすい  
12.5×13×5.5㎝（80入･磁） 950円

ト471-577 三ツ山千代口  
φ8×3.5㎝（100入･磁） 650円

ト471-587 むし碗  
φ9.3×9㎝（5×12入･磁） 1,500円

ト471-597 角千代口  
10×7×3㎝（120入･磁） 650円

ト471-607 手造り長角盛皿10.0皿  
24.5×18.5×1.5㎝（20入･磁） 4,000円

ト471-617 手造り長角盛皿12.0皿  
28.5×22×2㎝（15入･磁） 8,000円

ト471-627 焼物皿  
20.5×14.5×3.5㎝（36入･磁） 1,750円

ト471-637 突出皿  
22.5×9.5×3㎝（40入･磁） 1,680円
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ス472-017 10号長盛皿  
31×18.5×5㎝（18入･陶） ･･････････2,350円
ス472-027 9号小判深鉢  
27×22×6㎝（20入･陶） ････････････2,700円
ス472-037 6号中鉢  
φ17×5.3㎝（40入･陶） ･････････････1,600円
ス472-047 4号深小鉢  
φ12.5×5㎝（80入･陶） ････････････････830円
ス472-057 11号長盛皿  
33×23.5×5㎝（12入･陶） ･･････････4,300円
ス472-067 8.5号皿  
25.5×22×4㎝（20入･陶） ･･････････2,150円
ス472-077 4号舟型小鉢  
14×11.5×5.3㎝（80入･陶） ･･･････････830円
ス472-087 4号浅小鉢  
φ12.5×4㎝（80入･陶） ････････････････830円
ス472-097 8号小判皿  
24×17×4㎝（40入･陶） ････････････1,100円
ス472-107 6.5号小判皿  
20×14.5×3.5㎝（60入･陶） ･･･････････830円
ス472-117 5.5号小判皿  
17.5×11.3×2.5㎝（80入･陶） ･･････････550円
ス472-127 10号丸変形皿  
29.5×24.5×4.5㎝（15入･陶） ･･･････3,300円
ス472-137 10号長角皿（太）  
30×20.5×3㎝（15入･陶） ･･････････2,000円
ス472-147 口取皿  
φ10.5×3.5㎝（120入･陶） ･････････････450円
ス472-157 角銘々皿  
13.5×12×2.5㎝（80入･陶） ･･･････････630円
ス472-167 10号長角皿（細）  
31×17×3.5㎝（20入･陶） ･･････････1,700円
ス472-177 細舟型皿  
30.5×10.5×3㎝（40入･陶） ････････1,200円
ス472-187 角小皿  
10.5×9.5×3.5㎝（120入･陶） ･･････････450円
ス472-197 突出皿  
28×14.5×3㎝（30入･陶） ･･････････1,300円
ス472-207 8号長角皿  
24×16.5×3㎝（40入･陶） ･･････････1,350円
ス472-217 さんま皿  
28.5×11.5×2.3㎝（40入･陶） ･･･････1,200円
ス472-227 6号長角皿  
21×13.5×2.5㎝（60入･陶） ････････1,000円

ト472-517 4.3反丼  
φ13×8㎝（50入･磁） ･･････････････1,050円
ト472-527 5.0反丼  
φ16×8.3㎝（40入･磁） ･････････････1,480円
ト472-537 6.0深ボール  
φ19×9.2㎝（24入･磁） ･････････････3,200円
ト472-547 5.5深ボール  
φ17.5×9㎝（24入･磁） ･････････････2,550円
ト472-557 8.0鉢  
φ24.5×8.3㎝（16入･磁） ･･･････････5,350円
ト472-567 10.0鉢  
φ30.3×8.3㎝（16入･磁） ･･･････････7,000円
ト472-577 小鉢  
φ12.8×6.5㎝（80入･磁） ･･･････････1,250円
ト472-587 小付  
φ10.5×5.5㎝（100入･磁） ･････････････920円
ト472-597 丸とんすい  
φ12×4.8㎝（80入･磁） ････････････････860円
ト472-607 6.0深皿  
φ19.5×4㎝（60入･磁） ･････････････2,150円
ト472-617 7.0深皿  
φ23.5×4.2㎝（40入･磁） ･･･････････2,680円
ト472-627 4.5深皿  
φ15×3㎝（80入･磁） ･････････････････920円
ト472-637 花型7.0皿  
φ23.3×3.5㎝（24入･磁） ･･･････････2,680円
ト472-647 花型8.5皿  
φ27×4㎝（16入･磁） ･･････････････3,500円
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手びねり志野

青雲白流

タ473-017 パーティー皿  
25×18.5×3.5㎝（30入･陶） 1,800円

タ473-027 三角タタラ皿  
21.8×17×3.7㎝（40入･陶） 1,400円

タ473-037 楕円長皿  
31.5×14.7×3㎝（30入･陶） 1,900円

タ473-047 リム大皿  
29.8×24.7×2.7㎝（20入･陶） 2,500円

タ473-057 楕円多用鉢  
22.2×17.5×6.5㎝（20入･陶） 2,000円

タ473-067 富士型7.0鉢  
23.5×22.5×7㎝（20入･陶） 2,500円

タ473-077 パン皿  
19.5×14×1.6㎝（40入･陶） 950円

タ473-087 小皿  
12.8×11.8×1㎝（100入･陶） 660円

タ473-097 フルーツ皿  
17×15.3×2.2㎝（40入･陶） 950円

タ473-107 たたら小鉢  
11.3×11.3×5.2㎝（80入･陶） 
770円

タ473-117 たたら大鉢  
13.4×13×6.7㎝（40入･陶） 
1,200円

タ473-127 リム中皿  
23.4×15.5×2㎝（30入･陶） 
1,100円

タ473-137 
リム小皿  
13.2×12.5×2.5㎝（80入･陶） 
700円

タ473-147 
スクエア小皿  
10×9.7×3㎝（100入･陶） 
700円

タ473-157 
スクエア中皿  
19×18.5×3.3㎝（20入･陶） 
1,400円

タ473-167 正角皿  
18×18×3.5㎝（30入･陶） 1,200円

タ473-177 スクエア大皿  
24×23.7×3.3㎝（10入･陶） 2,500円

タ473-187 焼物皿  
21×13.2×3㎝（40入･陶） 700円

タ473-197 サンマ皿  
28.6×12.8×2.8㎝（30入･陶） 1,200円

ト473-517 ピンク志の向付  
φ14×4.5㎝（20入･陶） 4,800円

ト473-527 鼡志の向付  
φ14×4.5㎝（20入･陶） 4,800円

ト473-537 鼡志の千代久  
φ8×1.7㎝（50入･陶） 1,000円

ト473-547 ピンク豆鉢  
φ10.5×2.8㎝（40入･陶） 1,150円

ト473-557 鼡筋入豆鉢  
φ10.5×4㎝（40入･陶） 1,150円

ト473-567 鼡豆鉢  
φ10.5×2.8㎝（40入･陶） 1,150円

ト473-577 鼡小鉢  
φ10×4㎝（50入･陶） 2,850円

ト473-587 和皿  
φ14.5×2㎝（50入･陶） 3,300円

ト473-597 飯碗  
φ12.5×6㎝（40入･陶） 4,200円

ト473-607 湯呑  
φ8×8㎝（40入･陶） 3,800円

ト473-617 盛鉢中ピンク  
φ20×9㎝（5入･陶） 9,000円

ト473-627 盛鉢大鼡  
φ24×7.5㎝（5入･陶） 20,000円
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萬月金月花

風　月

ミ474-057 半月皿  
23.5×16×2.5㎝（30入･磁） 
3,850円

ミ474-067 
三ッ山 小付  
12.7×10×6.3㎝（60入･磁） 
2,420円

ミ474-077 
髙台 小鉢  
φ12.7×7㎝（60入･磁） 
2,850円

ミ474-087 
髙台 刺身鉢  
φ15.5×8㎝（40入･磁） 
3,450円

ミ474-097 
髙台 千代口  
φ8×4㎝（150入･磁） 
1,400円

ミ474-107 
丸千代口  
φ6.2×3㎝（200入･磁） 
1,050円

ミ474-117 
丸髙台 天皿  
φ19.3×4.2㎝（20入･磁） 
4,350円

ミ474-127 
丸とんすい  
φ9.8×4㎝（100入･磁） 
2,280円

ミ474-137 
平蓋向  
φ16.4×9.3㎝（30入･磁） 
3,700円

ミ474-147 
丸蓋向  
φ15.2×8.8㎝（30入･磁） 
4,050円

ミ474-157 
円菓子碗  
φ12×8.3㎝（40入･磁） 
3,450円

ミ474-167 
むし碗  
φ9.3×8.6㎝（60入･磁） 
2,980円

ミ474-177 アラカルト皿  
φ26.5×3㎝（20入･磁） 4,350円

ミ474-017 片上り 突出皿  
24×9.7×3㎝（40入･磁） 
2,850円

ミ474-027 京橋 焼物皿  
23.2×13×4.6㎝（30入･磁） 
4,850円

ミ474-037 京橋 突出皿  
24.3×9.5×3.5㎝（40入･磁） 
3,380円

ミ474-047 手巻 前菜皿  
22×6.5×2.2㎝（50入･磁） 
2,850円

ツ474-517 丸高台刺身鉢  
φ15.5×7.8㎝（30入･磁） 3,850円

ツ474-527 丸高台千代口  
φ8×4.8㎝（80入･磁） 1,650円

ツ474-537 丸高台小鉢  
φ11×7.5㎝（50入･磁） 3,200円

ツ474-547 半月天皿  
23.7×17.5×3㎝（30入･磁） 3,850円

ツ474-557 丸とんすい  
φ10×4㎝（100入･磁） 1,900円

ツ474-567 菓子碗（小）  
φ10.5×9.3㎝（40入･磁） 3,850円

ツ474-577 新平蓋向（小）  
φ15.5×7.5㎝（30入･磁） 3,850円

ツ474-587 新型むし碗  
φ8.4×9.1㎝（40入･磁） 3,250円

ツ474-597 玉むし碗  
φ9.5×8.5㎝（40入･磁） 2,850円

ツ474-607 半月突出皿  
23×11.5×2.5㎝（40入･磁） 2,400円

ツ474-617 半月焼物皿  
21.5×15×2.7㎝（40入･磁） 2,650円

ツ474-627 丸千代口  
7.1×3.5㎝（200入･磁） 990円
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ホ475-517 丸3.0皿  
φ10㎝（160入･磁） 520円

ホ475-527 花形3.5皿  
φ12㎝（140入･磁） 590円

ホ475-537 花形4.0皿  
φ13.5㎝（120入･磁） 620円

ホ475-547 花形5.0皿  
φ16.5㎝（80入･磁） 850円

ホ475-557 丸7.0皿  
φ22.5㎝（40入･磁） 1,740円

ホ475-567 突出皿  
23.5×10㎝（50入･磁） 2,200円

ホ475-577 長角千代口  
10×7㎝（100入･磁） 850円

ホ475-587 焼物皿  
21.5×14㎝（40入･磁） 2,480円

ホ475-597 桔梗千代口  
φ8.8×4㎝（100入･磁） 720円

ホ475-607 3.6小鉢  
φ10.8×6㎝（80入･磁） 1,300円

ホ475-617 4.0小鉢  
φ12×7㎝（60入･磁） 1,430円

ホ475-627 桔梗刺身鉢  
φ15.5×7㎝（40入･磁） 2,150円

ホ475-637 とんすい  
φ12×5.7㎝（80入･磁） 1,050円

ホ475-647 むし碗  
φ8×9㎝（80入･磁） 
1,760円

ホ475-657 中平  
φ11.8×5.3㎝（120入･磁） 
850円

ホ475-667 大茶（蓋と身）  
φ15.5×9.7㎝（40入･磁） 2,640円
ホ475-677 大茶（身のみ）  
φ15.5×7㎝（60入･磁） 1,600円

ホ475-687 反煎茶  
φ9.4×6㎝（190㏄）（120入･磁） 
880円

ホ475-697 京形湯呑  
φ7.1×6.2㎝（180㏄）（120入･磁） 
1,050円

ホ475-707 蓋丼（蓋と身）  
φ15.7×10.8㎝（40入･磁） 2,640円
ホ475-717 蓋丼（身のみ）  
φ15.7×7.8㎝（60入･磁） 1,600円

ツ475-017 蓋向  
φ17.5×9㎝（30入･磁） 
3,250円

ツ475-027 円菓子碗  
φ12.7×10.8㎝（40入･磁） 
3,300円

ツ475-037 蓋丼  
φ15.6×11.8㎝（30入･磁） 
3,800円

ツ475-047 大名丼  
16.6×10.3㎝（30入･磁） 
4,100円

ツ475-057 刺身鉢  
φ16×6.5㎝（40入･磁） 
2,700円

ツ475-067 千代口  
φ8.3×3.8㎝（100入･磁） 
960円

ツ475-077 4.2小鉢  
φ13×6.2㎝（50入･磁） 
2,250円

ツ475-087 3.8小鉢  
φ11.8×6.5㎝（60入･磁） 
2,200円

ツ475-097 むし碗  
φ8.4×9㎝（50入･磁） 2,650円
ツ475-107 受皿  
φ10.5㎝（100入･磁） 960円

ツ475-117 雪輪型天皿  
22.7×4.3㎝（30入･磁） 
3,500円

ツ475-127 とんすい  
φ12×5.3㎝（80入･磁） 
1,750円

ツ475-137 6.5皿  
φ19×3.3㎝（40入･磁） 
2,650円

ツ475-147 焼物皿  
23.5×12.8×3㎝（40入･磁） 2,200円

ツ475-157 角千代口  
9.3×6.2×3㎝（100入･磁） 
920円

ツ475-167 突出皿  
25×10×2.5㎝（40入･磁） 2,100円
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ミ476-017 フタ丼  φ15.3×10.5㎝（36入･強） ･････････3,200円
ミ476-027 のり茶  φ14.8×9.2㎝（36入･強） ･･････････3,200円
ミ476-037 桔梗形4.0丼  φ12.2×7㎝（60入･強） ････1,820円
ミ476-047 桔梗形3.6丼  φ10.2×6㎝（80入･強） ････1,600円
ミ476-057 桔梗形刺身  φ14.8×6.8㎝（40入･強） ････2,680円
ミ476-067 桔梗形千代口  φ8.3×3.9㎝（180入･強） ･･･ 870円
ミ476-077 京形蓋向  φ14.3×7.7㎝（36入･強） ･･･････3,360円
ミ476-087 円菓子碗  φ11.8×7.7㎝（40入･強） ･･･････3,360円
ミ476-097 丸碗  φ11.4×5.1㎝（120入･強） ･･･････････1,200円
ミ476-107 反煎茶  φ8.8×5.8㎝（170㏄）（150入･強） ･･1,080円
ミ476-117 ねじり小鉢  φ9×6.5㎝（100入･強） ････････1,700円
ミ476-127 ねじり小付  φ7.5×5.5㎝（120入･強） ･･････1,550円
ミ476-137 花角刺身  13.3×13.3×6.5㎝（40入･強） ･･･2,820円
ミ476-147 花角4.0丼  9.8×9.8×6.8㎝（60入･強） ････1,950円
ミ476-157 花角3.6丼  8.5×8.5×6㎝（80入･強） ･････1,750円
ミ476-167 花角千代口  7×7×4㎝（150入･強） ･･････1,020円
ミ476-177 小吸碗  φ6.9×9㎝（80入･強） ････････････2,020円
ミ476-187 むし碗  φ7.7×8.7㎝（80入･強） ････････････2,150円
ミ476-197 花形向付  φ14.6×4.2㎝（50入･強） ･･･････2,020円
ミ476-207 丸3.0皿  φ10.3㎝（300入･強） ･････････････ 740円
ミ476-217 丸3.5皿  φ12.2㎝（200入･強） ･････････････ 870円
ミ476-227 丸4.0皿  φ13.7㎝（150入･強） ･･･････････1,020円
ミ476-237 丸5.0皿  φ16.7㎝（120入･強） ･･･････････1,200円
ミ476-247 丸6.0皿  φ19.5㎝（60入･強） ･････････････1,750円
ミ476-257 菊形天皿  φ21㎝（30入･強） ･････････････3,220円
ミ476-267 菊形呑水  φ12.2×4.6㎝（100入･強） ･････1,550円
ミ476-277 四ツ切付出皿  22.3×8.4㎝（60入･強） ･･･2,680円
ミ476-287 四ツ切鮎皿  27.3×10.2㎝（50入･強） ･････3,220円
ミ476-297 四ツ切千代口  10.3×6.8㎝（150入･強） ･･･1,020円
ミ476-307 波角7.0皿  18.3×11.7㎝（80入･強） ･･････1,750円
ミ476-317 四ツ切焼物皿  21×14㎝（40入･強） ･･････2,900円

オ476-517 桔梗型4.0小鉢  φ12.2×7㎝（強）･･･････1,760円
オ476-527 桔梗型3.6小鉢  φ10.2×6㎝（強）･･･････1,570円
オ476-537 花角刺身鉢  13.3×13.3×6.6㎝（強） ･････2,730円
オ476-547 花角千代口  7×7×4㎝（強）･･･････････････ 980円
オ476-557 花角4.5小鉢  10.9×10.9×7.4㎝（強） ･･･2,200円
オ476-567 花角4.0小鉢  9.6×9.6×6.7㎝（強） ･･････1,820円
オ476-577 花角3.6小鉢  8.5×8.5×5.9㎝（強） ･･････1,650円
オ476-587 桔梗型刺身鉢  φ14.8×6.7㎝（強） ･･････2,620円
オ476-597 桔梗型千代口  φ8.4×3.8㎝（強） ･････････ 850円
オ476-607 丸4.0皿  φ13.7㎝（強） ･･･････････････････ 970円
オ476-617 丸5.0皿  φ16.5㎝（強） ･････････････････1,170円
オ476-627 丸6.0皿  φ19.3㎝（強） ･････････････････1,710円
オ476-637 のり茶  φ14.7×9.2㎝（強） ･･･････････････3,150円
オ476-647 のり茶（身）  φ14.7×6.6㎝（強） ･･････････1,870円
オ476-657 中平  φ11.9×5.2㎝（強） ･････････････････1,100円
オ476-667 反煎茶  φ8.9×5.7㎝（強）････････････････1,050円
オ476-677 珍味小鉢  φ7×5.2㎝（強） ･･･････････････1,520円
オ476-687 丸3.5皿  φ12.2㎝（強） ･･･････････････････ 860円
オ476-697 丸3.0皿  φ10.3㎝（強） ･･･････････････････ 750円
オ476-707 京型むし碗  φ7.5×8.5㎝（強） ･･･････････2,040円
オ476-717 四ツ切焼物皿  14×21㎝（強） ･･････････2,810円
オ476-727 丸型玉割  φ12.2×4.7㎝（強） ････････････1,300円
オ476-737 円菓子碗  φ11.8×7.8㎝（強） ････････････3,250円
オ476-747 京型蓋向  φ14.4×8㎝（強） ･････････････3,250円
オ476-757 四ツ切突出皿  8.4×22.3㎝（強） ････････2,620円
オ476-767 四ツ切千代口  6.8×10.3㎝（強） ･･････････ 980円
オ476-777 もみじ型和皿  18.3×18㎝（強） ･･････････2,370円
オ476-787 松型天皿  18.2×24㎝（強）･･････････････3,140円
オ476-797 松型和皿  15×18.5㎝（強）･･････････････2,290円
オ476-807 松型突出皿  8×21㎝（強） ･･････････････2,290円
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テ477-017 うどん丼  
φ18.2×8㎝（1100㏄）（40入･強） ････3,300円
テ477-027 蓋付（小）  
φ12×5.5㎝（270㏄）（36入･強） ･････3,000円
テ477-037 蓋付（中）  
φ14.2×6㎝（450㏄）（30入･強） ･････3,300円
テ477-047 汁碗  
φ12×5.5㎝（160㏄）（60入･強） ･････1,750円
テ477-057 反煎茶  
φ9×6㎝（160㏄）（160入･強） ･･･････1,250円
テ477-067 蒸し碗  
φ7.8×7.3㎝（80入･強） ････････････2,400円
テ477-077 飯茶碗  
φ11.5×5.2㎝（250㏄）（120入･強） ･･1,400円
テ477-087 14㎝采皿  
φ14.3×2.8㎝（100入･強） ･･････････1,000円
テ477-097 小皿  
φ10.7×2.4㎝（200入･強） ･････････････880円
テ477-107 角小鉢（小）  
8.5×8.5×4.5㎝（160㏄）（100入･強） 1,750円
テ477-117 角小鉢（大）  
9.8×9.8×5㎝（250㏄）（80入･強） ･･･1,900円
テ477-127 長角皿（中）  
18×13×2.6㎝（60入･強） ･･････････2,100円
テ477-137 17㎝采皿  
φ17×3㎝（60入･強） ･･････････････1,400円
テ477-147 20㎝采皿  
φ20.5×3.5㎝（50入･強） ･･･････････2,400円

ト477-517 蓋丼  φ15.6×10.7㎝（36入･磁） ･･･････････2,500円
ト477-527 のり茶  φ15.5×9.7㎝（40入･磁） ･･････････2,500円
ト477-537 平蓋向  φ16.4×8.1㎝（36入･磁） ･････････2,650円
ト477-547 4.5鉢  13.5×7.5㎝（60入･磁） ････････････1,650円
ト477-557 4.0鉢  12.3×6.9㎝（80入･磁） ････････････1,400円
ト477-567 3.6鉢  10.7×6.1㎝（100入･磁） ･･･････････1,260円
ト477-577 刺身鉢  15.3×7㎝（40入･磁） ･････････････2,100円
ト477-587 千代口  8.7×4㎝（200入･磁）･･･････････････ 700円
ト477-597 花角刺身鉢  13.7×13.7×6.8㎝（40入･磁） 2,200円
ト477-607 花角千代口  7.3×7.3×4㎝（200入･磁） ･････ 750円
ト477-617 花角4.5鉢  11.2×11.2×7.5㎝（60入･磁） ･1,760円
ト477-627 花角4.0鉢  10.1×10.1×7㎝（80入･磁） ･･･1,520円
ト477-637 花角3.6鉢  9×9×6.1㎝（100入･磁） ･･････1,400円
ト477-647 むし碗  φ8×7.4㎝（80入･磁） ･･････････････1,650円
ト477-657 珍味  7.8×6.5㎝（160入･磁） ･････････････1,260円
ト477-667 中平  φ11.5×5㎝（180入･磁）･･･････････････ 820円
ト477-677 3.0皿  φ10.2㎝（300入･磁） ････････････････ 500円
ト477-687 3.5皿  φ12.3㎝（180入･磁） ････････････････ 540円
ト477-697 4.0皿  φ13.7㎝（120入･磁） ････････････････ 560円
ト477-707 5.0皿  φ16.5㎝（80入･磁） ･････････････････ 760円
ト477-717 6.0皿  φ19.5㎝（50入･磁） ･･･････････････1,250円
ト477-727 7.0皿  φ22.2㎝（30入･磁） ･･･････････････1,700円
ト477-737 とんすい  12.3×11.2×5.7㎝（100入･磁） ･･･1,000円
ト477-747 焼物皿  21.5×14.3㎝（40入･磁） ･････････2,380円
ト477-757 角千代口  10.1×7㎝（150入･磁） ･･･････････ 820円
ト477-767 突出皿  23.5×10㎝（50入･磁） ･･･････････2,150円
ト477-777 反煎茶  φ9.1×6.2㎝（160入･磁） ･･･････････ 820円
ト477-787 京型湯呑  φ7.5×6.2㎝（160入･磁） ･････････ 980円
ト477-797 箸置  6.3×1.7㎝（400入･磁） ･･･････････････ 390円
ト477-807 京グイ呑  φ5×3.6㎝（400入･磁）････････････ 600円
ト477-817 三角1号徳利  150㏄（20×6入･磁） ･･････1,100円
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ホ478-017 3.0皿  
φ9㎝（180入･強） ････････････････････850円
ホ478-027 4.5丸皿  
φ13.5㎝（80入･強） ･･･････････････1,630円
ホ478-037 5.5丸皿  
φ16×2.3㎝（60入･強） ･････････････1,920円
ホ478-047 梅型天皿  
φ20.5㎝（30入･強） ･･･････････････3,200円
ホ478-057 梅型とんすい  
φ11.5×4.3㎝（80入･強） ･･･････････1,800円
ホ478-067 梅型4.8小鉢  
φ14.5×4.5㎝（60入･強） ･･･････････2,480円
ホ478-077 梅型高台小鉢（小）  
φ9×6.5㎝（80入･強） ･･････････････1,800円
ホ478-087 梅型高台小鉢（大）  
φ12×7㎝（60入･強） ･･････････････2,730円
ホ478-097 梅型高台刺身鉢（小）  
φ15×7㎝（40入･強） ･･････････････3,700円
ホ478-107 梅型高台刺身鉢（大）  
φ16.5×8㎝（36入･強） ･････････････3,900円
ホ478-117 梅型丸千代口  
φ9×3.5㎝（160入･強） ････････････････980円
ホ478-127 八角小鉢（中）  
9.7×5㎝（80入･強） ･･･････････････1,880円
ホ478-137 八角小鉢（大）  
11.4×5㎝（60入･強） ･･････････････2,300円
ホ478-147 八角刺身鉢  
14.5×5㎝（40入･強） ･･････････････2,980円
ホ478-157 突出皿  
20.5×9㎝（60入･強） ･･････････････1,780円
ホ478-167 7.5長角皿  
20.5×13㎝（50入･強） ･････････････2,350円
ホ478-177 9.0長角皿  
23×14㎝（40入･強） ･･･････････････2,980円
ホ478-187 長角小皿  
8.5×6.5㎝（150入･強） ･･･････････････970円
ホ478-197 4.5多用丼  
φ14×7㎝（42入･強） ･･････････････2,750円
ホ478-207 6.0多用丼  
φ17.8×7.5㎝（32入･強） ･･･････････3,700円
ホ478-217 中平  
φ11.5×5㎝（120入･強） ･･･････････1,650円
ホ478-227 大茶  
φ14.8×6.5㎝（80入･強） ･･･････････2,350円
ホ478-237 煎茶  
φ9×6㎝（190㏄）（120入･強） ･･･････1,480円
ホ478-247 むし碗  
φ8×9㎝（80入･強） ････････････････2,580円
ホ478-257 四角深小皿  
10.2×2.3㎝（100入･強） ･･･････････1,600円

ア478-517 4.0小鉢  
φ12.2×7㎝（60入･強） 
2,550円

ア478-527 3.6小鉢  
φ10.5×6.2㎝（80入･強） 
2,250円

ア478-537 刺身鉢  
φ14.8×6.7㎝（40入･強） 
3,750円

ア478-547 千代口  
φ8.4×3.8㎝（160入･強） 
1,250円

ア478-557 円菓子碗  
φ11.9×8㎝･身φ11.9×6.2㎝（40入･強） 
4,700円

ア478-567 蓋向  
φ14.2×8㎝･身φ14.2×5.5㎝（40入･強） 
4,700円

ア478-577 むし碗  
φ7.9×9㎝･身φ7.9×7.4㎝（70入･強） 
3,000円

ア478-587 丸碗  
φ11.5×5.3㎝（100入･強） 
1,350円

ア478-597 3.0皿  
φ10.3×1.9㎝（160入･強） 
1,000円

ア478-607 丸とんすい  
12.2×4.9㎝（100入･強） 
1,850円

ア478-617 角千代口  
10.3×6.7×2.7㎝（160入･強） 
1,400円

ア478-627 松型天皿  
24.5×18.5×3.2㎝（30入･強） 
4,500円

ア478-637 焼物皿  
21.6×14.5×2.8㎝（40入･強） 
4,000円

ア478-647 突出皿  
22.5×8.4×2.5㎝（60入･強） 
3,750円
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ミ479-017 うどん丼  
φ18.5×8㎝（40入･強） ･････････････3,020円
ミ479-027 4.0フタ丼  
φ12.2×7.6㎝（40入･強） ･･･････････2,820円
ミ479-037 4.5フタ丼  
φ14.2×8.7㎝（40入･強） ･･･････････3,020円
ミ479-047 5.0フタ丼  
φ15.4×9.5㎝（30入･強） ･･･････････3,280円
ミ479-057 3.8花形小鉢  
φ11.4×5㎝（120入･強） ･･･････････1,580円
ミ479-067 汁碗  
φ12×5.6㎝（120入･強） ･･･････････1,580円
ミ479-077 反煎茶  
φ9×5.9㎝（170㏄）（120入･強） ･････1,180円
ミ479-087 むし碗  
φ7.7×9.1㎝（80入･強） ････････････2,250円
ミ479-097 3.3角小鉢  
8.4×8.4×4.5㎝（120入･強） ････････1,580円
ミ479-107 4.0角小鉢  
9.7×9.7×5.1㎝（80入･強） ･････････1,720円
ミ479-117 丸3.5皿  
φ10.8×2.4㎝（240入･強） ･････････････800円
ミ479-127 丸4.5皿  
φ14.3×2.8㎝（150入･強） ･･････････1,000円
ミ479-137 丸5.5皿  
φ17×3㎝（120入･強） ･････････････1,320円
ミ479-147 丸6.0皿  
φ18.4×3.2㎝（80入･強） ･･･････････1,720円
ミ479-157 丸6.5皿  
φ20.6×3.5㎝（60入･強） ･･･････････2,120円
ミ479-167 丸4.0深皿  
φ12.4×2.8㎝（150入･強） ･････････････920円
ミ479-177 8吋丸仕切皿  
φ21.8×2.4㎝（40入･強） ･･･････････2,120円
ミ479-187 10吋丸仕切皿  
φ26.4×2.4㎝（30入･強） ･･･････････3,280円
ミ479-197 6.0長角皿  
18.3×13×2.4㎝（60入･強） ････････1,900円
ミ479-207 7.0長角皿  
20.2×13×2.4㎝（50入･強） ････････2,120円

オ479-517 蓋丼（大）（組）  
φ15.4×9.3㎝（強） ････････････････3,470円
オ479-527 蓋丼（大）（身のみ）  
φ15.4×6.4㎝（強） ････････････････2,070円
オ479-537 蓋丼（中）（組）  
φ14.2×8.8㎝（強） ････････････････3,170円
オ479-547 蓋丼（中）（身のみ）  
φ14.2×6.1㎝（強） ････････････････1,910円
オ479-557 蓋付煮物碗（組）  
φ16.3×8.4㎝（強） ････････････････3,300円
オ479-567 蓋付煮物碗（身のみ）  
φ16.3×5.4㎝（強） ････････････････1,930円
オ479-577 6.0うどん丼  
φ18.4×8㎝（強） ･･････････････････3,150円
オ479-587 丸仕切皿（大）  
φ26.4×2.4㎝（強） ････････････････3,450円
オ479-597 蓋丼（小）（組）  
φ12×7.6㎝（強） ･･････････････････2,970円
オ479-607 蓋丼（小）（身のみ）  
φ12×5.4㎝（強） ･･････････････････1,800円
オ479-617 京型むし碗（組）  
φ7.5×8.5㎝（強） ･･････････････････2,350円
オ479-627 段付むし碗  
φ8.6×9.2㎝（強） ･･････････････････2,700円
オ479-637 コーヒー碗  
φ8×6.6㎝（強） ･･･････････････････1,360円
オ479-647 反煎茶  
φ9.1×6㎝（強） ･･･････････････････1,210円
オ479-657 飯茶碗  
φ11.8×5.2㎝（強） ････････････････1,390円
オ479-667 花形小鉢  
φ11.3×4.8㎝（強） ････････････････1,650円
オ479-677 4.0角小鉢  
9.8×9.8×5.1㎝（強） ･･･････････････1,800円
オ479-687 汁碗  
φ12×5.5㎝（強） ･･････････････････1,650円
オ479-697 丸仕切皿（小）  
φ21.8×2.4㎝（強） ････････････････2,200円
オ479-707 深皿（大）  
φ18.7×4㎝（強） ･･････････････････1,930円
オ479-717 3.6角小鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（強） ･･･････････････1,650円
オ479-727 小皿  
φ10.7×2.4㎝（強） ･･･････････････････830円
オ479-737 長角皿（中）  
18×13㎝（強） ････････････････････2,020円
オ479-747 采皿（小）  
φ14.5×2.8㎝（強） ････････････････1,050円
オ479-757 采皿（中）  
φ17.1×3㎝（強） ･･････････････････1,390円
オ479-767 采皿（特大）  
φ20.5×3.6㎝（強） ････････････････2,200円
オ479-777 深皿（小）  
φ12.4×2.7㎝（強） ････････････････1,000円
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ホ480-017 3.5皿  
φ11×2.2㎝（80入･磁） 590円

ホ480-027 4.5皿  
φ13.8×2.3㎝（70入･磁） 760円

ホ480-037 5.5皿  
φ16.8×2.3㎝（60入･磁） 980円

ホ480-047 8.0皿  
φ24.8×3.2㎝（30入･磁） 3,000円

ホ480-057 深口6.5皿  
φ20×4㎝（40入･磁） 1,720円

ホ480-067 正角小皿  
10.5×10.5㎝（80入･磁） 650円

ホ480-077 長角千代口  
10.5×7.5×2.7㎝（120入･磁） 570円

ホ480-087 6.0長角皿（足あり）  
18×12.8㎝（60入･磁） 840円

ホ480-097 7.0長角皿（足なし）  
20.5×14.5㎝（50入･磁） 1,400円

ホ480-107 6.5小判皿  
19.5×12.5㎝（60入･磁） 950円

ホ480-117 8.0小判皿  
24.5×16㎝（40入･磁） 1,580円

ホ480-127 7.0小判鉢  
20.5×15×4.7㎝（40入･磁） 1,700円

ホ480-137 三ツ足千代口  
φ9.5×3.3㎝（100入･磁） 620円

ホ480-147 4.0ボール  
φ12.5×4㎝（70入･磁） 900円

ホ480-157 5.0ボール  
φ16×4.8㎝（50入･磁） 1,300円

ホ480-167 大平（内絵）  
φ12.3×6㎝（80入･磁） 950円

ホ480-177 中平（外絵）  
11.3×5.8㎝（100入･磁） 900円

ホ480-187 湯呑  
φ6.8×9㎝（220㏄）（80入･磁） 920円

ホ480-197 とんすい  
12×11.5×5.5㎝（80入･磁） 900円

ホ480-207 正角8.0皿  
24.5×24.5×2.2㎝（26入･磁） 2,900円

オ480-517 三ツ足珍味入  
φ10×4.8㎝（磁） 590円

オ480-527 三ツ足3.8小鉢  
φ11×5㎝（磁） 670円

オ480-537 三ツ足5.0鉢  
φ16.5×5㎝（磁） 1,050円

オ480-547 長湯呑  
φ6.5×9.2㎝（磁） 750円

オ480-557 ツバ付4.0鉢  
13.5×4.5㎝（磁） 780円

オ480-567 ツバ付5.5鉢  
φ17×4.5㎝（磁） 1,150円

オ480-577 小判6.5皿  
19.5×12.5×2.3㎝（磁） 710円

オ480-587 小判8.0皿  
24×15.8×3㎝（磁） 1,180円

オ480-597 小判9.0皿  
27.3×18×3㎝（磁） 1,950円

オ480-607 角5.5皿  
15.5×13.5㎝（磁） 530円

オ480-617 7.0焼物皿  
20×14×2㎝（磁） 940円

オ480-627 9.0焼物皿  
26.3×18.5×2㎝（磁） 2,650円

オ480-637 大長付出皿  
30×14.5×1.8㎝（磁） 2,100円

オ480-647 特大焼物皿  
34.5×17.3×3㎝（磁） 3,300円

オ480-657 茶碗  
φ11.3×5.8㎝（磁） 830円

オ480-667 カレー皿  
26×15×4㎝（磁） 1,310円

オ480-677 
玉渕3.5丸皿  
φ10.8㎝（磁） 580円

オ480-687 
玉渕4.5丸皿  
φ14㎝（磁） 590円

オ480-697 
玉渕5.5丸皿  
φ16.8㎝（磁） 800円

オ480-707 
ツバ付3.5皿  
10.5㎝（磁） 530円

オ480-717 
ツバ付6.5皿  
20㎝（磁） 830円
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