
247

287

257

317

327

337

347

297 307

267 277

147

157

167

177 187

207

197

217

227 237

097

107

117

127 137

027

017

037 047

057

067
087

077

タ641-027 グラシューボール23  φ23.5×4.5㎝（24入） 1,330円
タ641-017 グラシューボール25  φ25×5.3㎝（24入） 1,780円

タ641-037 グラシューサラダボール23  φ22.8×8㎝（12入） 2,970円
タ641-047 グラシューボール17  φ17×6.5㎝（36入） 1,100円
タ641-057 グラシューボール12  φ12.4×5㎝（72入） 880円
タ641-067 グラシューボール9  φ9.4×5.5㎝（96入） 670円
タ641-077 グラシューフリーグラス  φ8.2×6.8㎝（180㏄）（72入） 670円
タ641-087 グラシュープレート12  φ12×2㎝（72入） 700円

タ641-097 ルフレボール23  φ23.5×4.5㎝（24入） 1,330円
タ641-107 ルフレボール17  φ17×6.5㎝（36入） 1,100円
タ641-117 ルフレボール12  φ12.4×5㎝（48入） 880円
タ641-127 ルフレボール9  φ9.4×5.5㎝（96入） 670円
タ641-137 ルフレフリーグラス  φ8×6.8㎝（210㏄）（72入） 670円

タ641-147 流蒼大鉢  φ24.3×8.2㎝（12入） 3,170円
タ641-157 流蒼麺皿  φ22.8×4.5㎝（24入） 1,980円
タ641-167 流蒼中鉢  φ19×7㎝（24入） 1,580円
タ641-177 流蒼小鉢  φ13.4×5.4㎝（48入） 1,190円
タ641-187 流蒼つゆ鉢  φ9.2×6.5㎝（72入） 1,190円

タ641-207 みなも麺皿  φ23×5㎝（24入） 1,330円
タ641-197 みなも大鉢  φ25.1×8.2㎝（16入） 3,280円

タ641-217 みなも中鉢  φ18.4×7.8㎝（24入） 1,190円
タ641-227 みなもつゆ鉢  φ8.9×6.4㎝（72入） 670円
タ641-237 みなも小鉢  φ12.7×5.6㎝（48入） 880円

イ641-247 プリズムオーバルプレート（L）
32.9×25×4.2㎝（6入）（トルコ） 2,760円
イ641-257 プリズム ディナープレート 
φ26.8×1.5㎝（24入）（トルコ） 2,560円
イ641-267 プリズム サラダボール浅型 
φ30×6.5㎝（4入）（トルコ） 2,560円
イ641-277 プリズム サラダボール 
φ24×9.5㎝（6入）（トルコ） 2,400円

イ641-287 プリズム スモールプレート 
φ15×1.5㎝（24入）（トルコ） 900円
イ641-297 プリズムオーバルプレート（S）
16.2×11.4×2.5㎝（24入）（トルコ） 960円
イ641-307 プリズム フルーツボール 
φ13×5㎝（24入）（トルコ） 700円
イ641-317 プリズム クーププレート 
φ21.5×3.4㎝（24入）（トルコ） 1,600円

イ641-327 プリズム デザートプレート 
φ19×1.7㎝（24入）（トルコ） 1,000円
イ641-337 プリズム カップ&ソーサー 
碗φ8.5×7㎝（200㏄）･皿13.6×1.9㎝（24入）（トルコ） 1,000円
イ641-347 プリズム タンブラー
φ8.4×8.7㎝（250㏄）（36入）（トルコ） 500円
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イ642-077 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
インテンシティーa ステーキプレート
29.7×26×3㎝（12入） 3,300円

イ642-067 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
インテンシティー ピザプレート 32㎝
φ32×1.7㎝（12入） 3,080円

イ642-017 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
サービスプレート31㎝
φ31×1.6㎝（24入） 4,790円

イ642-027 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
ディナープレート27.5㎝
φ27.5×2㎝（24入） 3,250円

イ642-037 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
ディナープレート25.5㎝
φ25.5×1.9㎝（24入） 2,700円

イ642-047 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
サラダプレート20.5㎝
φ20.5×1.8㎝（24入） 1,870円

イ642-057 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
ケーキプレート16㎝
φ16×1.7㎝（24入） 1,490円

イ642-107 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
パスタプレート28.5㎝
φ28.5×4.5㎝（12入） 4,790円

イ642-117 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
インテンシティー リゾットプレート
φ28.8×5.7㎝（12入） 4,180円

イ642-167 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
スーププレート22㎝
φ22×3.7㎝（24入） 2,700円

イ642-177 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
インテンシティー マルチボウル 16㎝
φ16×4.5㎝（12入） 1,760円

イ642-187 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形ボウル16㎝
φ16×4.7㎝（24入） 1,870円

イ642-087 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）テンデンシー パスタプレート
φ28×5.6㎝（12入） 3,740円
イ642-097 
ゼニックス（超強化ガラス食器）変形ディーププレート23㎝
φ23×4.1㎝（24入） 2,700円

イ642-147 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形サービスプレート31.5㎝
φ31.5×2.7㎝（12入） 4,790円

イ642-157 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形ディナープレート27㎝
φ27×2.9㎝（24入） 3,250円

イ642-127 
ゼニックス（超強化ガラス食器）
変形ディナープレート22㎝
φ22×3㎝（12入） 2,200円

イ642-137 
ゼニックス（超強化ガラス食器）変
形デザートプレート17㎝
17×15×4.3㎝（24入） 1,870円

イ642-197 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
インテンシティー スタッキングカップ
φ7.7×5.8㎝（185㏄）（48入） 1,760円
イ642-207 
ゼニックス（全面物理強化ガラス）
インテンシティー ソーサー
φ13.8×1.7㎝（48入） 1,320円
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ミ643-267 
ルガーノ ビアマグ 330ml
7.8×13.3㎝･330㏄（36入）（タイ製）
1,200円

イ643-197 
カップ&ソーサー （M） 
碗φ9.1×6.4㎝（238㏄）･皿13.7×2㎝（24入）（トルコ）
1,140円

ミ643-137 
アラスカ デザート 205ml
10×7.9㎝･205㏄（24入）（タイ製）
800円

イ643-077 
テラスボール 10㎝ 140
φ10×4.5㎝（140㏄）（24入）（トルコ）
700円

イ643-017 
ティーコップ（ハンドル付） 140
φ6.6×9.6㎝（140㏄）（48入）（トルコ）
640円

イ643-277 
カラフェ （M） 500
φ7.6×21.3㎝（500㏄）（6入）（トルコ）
1,000円

イ643-207 
ターキーカップ&ソーサー（M）
碗φ8.5×7㎝（195㏄）･皿13.7×2㎝（24入）（トルコ）
1,140円

イ643-147 
アーチボール 
11×9.7×4.9㎝（24入）（トルコ）
700円

イ643-087 
テラスボール 8㎝ 80
φ8×3.1㎝（80㏄）（24入）（トルコ）
500円

イ643-027 
ティーコップ 125
φ6×9㎝（125㏄）（72入）（トルコ）
460円

イ643-287 
カラフェ （S） 250
φ6.3×17.6㎝（250㏄）（12入）（トルコ）
800円

イ643-157 
スラントボール
φ9.6×4.4㎝（24入）（トルコ）
600円

イ643-097 
ラウンドボール 7.5㎝ 80
φ7.6×3.3㎝（80㏄）（24入）（トルコ）
500円

イ643-037 
ティーコップ 110
φ5.9×8.6㎝（110㏄）（72入）（トルコ）
400円

ミ643-297 
ビストロ カラフェ 610ml
7.5×21.6㎝･610㏄（24入）（タイ製）
920円

イ643-167 
ドロップボール 
9.8×8.8×4.2㎝（24入）（トルコ）
600円

イ643-107 
スフレ 8㎝ 
φ8×4.5㎝（48入･強）（トルコ）
560円

イ643-047 
ティーコップ 120
φ5.7×8.3㎝（120㏄）（72入）（トルコ）
340円

イ643-237 
ラウンドボール 10㎝ 
φ9.9×4.5㎝（165㏄）（24入）（トルコ）
700円

イ643-177 
スプーンディッシュ 
12×5.9×2.4㎝（24入）（トルコ）
600円

イ643-117 
スフレ 7.5㎝ 
φ7.6×3.5㎝（48入）（トルコ）
520円

ミ643-057 
ソロ ショット 60ml
5.4×7㎝･60㏄（72入）（タイ製）
420円

ミ643-307 
ビストロ カラフェ 290ml
6.3×16㎝･290㏄（48入）（タイ製）
880円

イ643-247 
キャラメルカップ 
φ9.2×5.8㎝（178㏄）（48入･強）（トルコ）
620円

ミ643-257 
コースター 85mm
8.5×1.9㎝（80入）（タイ製）
380円

イ643-187 
オーバルディッシュ 
9.6×6×3㎝（24入）（トルコ） 
600円

イ643-127 
スフレ 6㎝ 
φ6×2.9㎝（48入）（トルコ） 
400円

ミ643-067 
プラザ ショット 55ml
5.5×6㎝･55㏄（72入）（タイ製）
520円

ミ643-217 コスモ ティーカップ
8.9×6.7㎝･230㏄（72入）（タイ製） 680円
ミ643-227 コスモ ティーソーサー
15.2×2㎝（72入）（タイ製） 560円
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イ644-147 
ガラスコースタードーム 
φ10×10.5㎝（12入）（トルコ）
1,100円

イ644-157 
ガラス ソースポットS
φ8.3×6㎝（24入）（トルコ）
860円

イ644-167 
ガラス ソースポットM
φ12.5×8㎝（12入）（トルコ）
1,100円

イ644-177 
フードカバー （S） クリア
φ8.1×9.8㎝（24入）（トルコ）
840円

イ644-187 
フードドーム （M） 
φ11×13.4㎝（12入）（トルコ）
1,660円

イ644-197 
プチケーキスタンド 
φ10.9×19㎝（12入）（トルコ）
3,000円

ワ644-207 
硝子金彩珍味入 変形
φ6.5×4.6㎝（輸入･中国）
610円

ワ644-217 
硝子金彩珍味入 切立
φ6×4㎝（輸入･中国）
610円

ワ644-227 
硝子ミニ珍味入れ反り丸浅紫
φ5.5×4㎝（中国）
380円

ワ644-237 
硝子ミニ珍味入 反り丸 琥珀（コハク）
φ5.5×4㎝（輸入･中国）
380円

ワ644-247 
硝子ミニ珍味入れ反り丸若水
φ5.5×4㎝（中国）
380円

ワ644-257 
硝子ミニ珍味入れ反り丸若草
φ5.5×4㎝（中国）
380円

ワ644-267 
硝子ミニ珍味入 反り丸 瑠璃（ルリ）
φ5.5×4㎝（輸入･中国）
380円

イ644-077 ガラス長角プレートM
22.2×16.2×1.8㎝（6×8入）（中国） 1,300円

イ644-087 ガラス長角プレートS
16.5×12.2×1.8㎝（6×16入）（中国） 900円

ワ644-097 吹ガラス 抹茶&小鉢 グリーン
φ11×7㎝（中国） 2,200円

ワ644-107 吹ガラス 抹茶&小鉢 イエロー
φ11×7㎝（中国） 2,200円

ハ644-117 笹の葉小皿（ガラス）
22×8.5㎝（24入）（ガラス） 4,300円

ハ644-127 笹の葉中皿（ガラス）
27×10㎝（20入）（ガラス） 5,100円

イ644-017 レッドリムプレート28㎝
φ28×1.8㎝（4×2入）（トルコ） 6,050円
イ644-027 レッドリムプレート22.5㎝
φ22.5×1.7㎝（6×4入）（トルコ） 3,630円

イ644-037 ゴールドリムプレート28㎝
φ28×1.8㎝（4×2入）（トルコ） 6,050円
イ644-047 ゴールドリムプレート22.5㎝
φ22.5×1.7㎝（6×4入）（トルコ） 3,630円

イ644-057 ブラウンリムプレート28㎝
φ28×1.8㎝（4×2入）（トルコ） 6,050円
イ644-067 ブラウンリムプレート22.5㎝
φ22.5×1.7㎝（6×4入）（トルコ） 3,630円

イ644-137 足付サービスプレート32㎝
φ32×13㎝（1×2入） 5,200円
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イ645-097 ガラス正角プレートL 
18×18×2㎝（6×8入）（中国） 1,200円

イ645-107 ガラス正角プレートM 
15×15×1.8㎝（6×16入）（中国） 1,000円

イ645-117 ガラス正角プレートS 
13×13×1.8㎝（6×16入）（中国） 800円

イ645-127 ガラス丸プレート 
φ15.7×1.8㎝（6×8入）（中国） 1,000円

ワ645-017 
メロディスクエアボール25
250×250×H115㎝･2850
㏄（4入）（イタリア）
4,660円

ワ645-037 
メロディスクエアボール14
140×140×H69㎝･550
㏄（12入）（イタリア）
1,280円

ワ645-047 
メロディスクエアボール10
100×100×H58㎝･270
㏄（6×6入）（イタリア）
890円

ワ645-067 
リズムスクエアボール L
140×140×H61㎝･580
㏄（12入）（メキシコ）
1,020円

ワ645-027 
メロディスクエアボール20
200×200×H80㎝
･1200㏄（6入）（イタリア）
2,800円

ワ645-087 
リズムスクエアボール S
83×83×H44㎝（12入）
（メキシコ） 
500円

ワ645-057 
メロディスクエアボール8
80×80×H44㎝･110
㏄（6×6入）（イタリア）
760円

ワ645-077 
リズムスクエアボール M
107×107×H57㎝･280㏄
（12入）（メキシコ） 
860円

ワ645-197 
ガラス 小鉢 鳳凰
φ11×4㎝（中国）
380円

ワ645-227 
ガラス 木の葉小皿 ライトパープル
10.5×7×1.8㎝（中国）
340円

ワ645-207 
ガラス 小鉢 駒筋
φ9.3×5.5㎝（中国）
380円

ワ645-237 
ガラス 3足小皿
10×8.5×2.5㎝（中国）
380円

ワ645-217 
ガラス 木の葉小皿 ライトグリーン
10.5×7×1.8㎝（中国） 
340円

ワ645-247 
ガラス 変形小皿
10×6.5×4㎝（中国） 
380円

ワ645-257 
硝子ミニ小付浮舟若草
11.5×6×4.5㎝（中国）
430円

ワ645-267 
硝子ミニ小付浮舟若水
11.5×6×4.5㎝（中国）
430円

ワ645-277 
硝子ミニ小付浮舟浅紫
11.5×6×4.5㎝（中国）
430円

ワ645-287 
硝子ミニ小鉢片口（緑）
9.5×8.2×4.2㎝（中国）
380円

ワ645-297 
硝子ミニ小鉢ビーンズ（青）
10×6.8×3.7㎝（中国）
380円

ワ645-307 
硝子ミニ小鉢 渦巻（若水）
φ8.4×3.4㎝（輸入･中国）
380円

ワ645-317 
硝子ミニ小鉢三角（青）
8.3×8.4×3.5㎝（中国）
380円

ワ645-137 ガラス 清流四角盛皿
30×30×4㎝（中国） 2,500円

ワ645-147 ガラス 清流長角皿
39×24×2㎝（中国） 3,100円

ワ645-157 ガラス 摺ガラス
33×29×1㎝（中国） 2,500円

ワ645-167 ガラス 正角渕四方張盛皿
27×27×5㎝（中国） 2,500円

ワ645-177 ガラス つば形盛皿
38×28×2㎝（中国） 3,100円

ワ645-187 ガラス つば形四角盛皿
30×30×2㎝（中国） 2,500円
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チェンマイ

ハ646-127 
モア風欄7.0鉢  
φ21.3×4.5㎝（50入･磁） 
2,130円

ハ646-137 
モアリップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入･磁） 
3,080円

ハ646-147 モアレッド8.0丸高台皿  
φ24.5×7㎝（30入･磁） 3,380円
ハ646-157 モア8.0丸高台皿  
φ24.5×7㎝（30入･磁） 3,380円

ハ646-167 
27.5㎝ディナープレート  
φ27.8×2.8㎝（30入･磁） 
1,600円

ハ646-177 
26㎝ディナープレート  
φ26.2×2.8㎝（40入･磁） 
1,500円

ハ646-187 
24.5㎝ミートプレート  
φ24.5×2.7㎝（50入･磁） 
1,100円

ハ646-197 
21㎝デザートプレート  
φ21×2.4㎝（60入･磁） 
900円

ハ646-207 
19.5㎝ケーキプレート  
φ19.5×2.2㎝（80入･磁） 
800円

ハ646-217 17㎝プレート  
φ17×2㎝（100入･磁） 650円

ハ646-227 丸4.0皿  φ13×2.3㎝（160入･磁） 550円
ハ646-237 丸3.5皿  φ11.3×2㎝（200入･磁） 500円
ハ646-247 丸3.0皿  φ10×1.5㎝（240入･磁） 450円

ハ646-257 10吋プラター  
26×19×2.5㎝（40入･磁） 
1,900円

ハ646-267 9吋プラター  
24×17.3×2.3㎝（50入･磁） 
1,500円

ハ646-277 8吋プラター  
21×15×2.1㎝（60入･磁） 
1,300円

ハ646-287 7.5高台丼  
φ23×9.2㎝（30入･磁） 
2,500円

ハ646-297 6.8高台丼  
φ21.2×8.5㎝（36入･磁） 
1,600円

ハ646-307 6.3高台丼  
φ19×7.7㎝（48入･磁） 
1,200円

ハ646-317 7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（40入･磁） 1,400円

ハ646-327 7.0玉渕丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） 2,600円

ハ646-337 6.5玉渕丼  
φ20×7.7㎝（36入･磁） 1,900円

ハ646-347 
5.0玉渕丼  
φ15.7×6.5㎝（60入･磁） 
1,200円

ハ646-357 
3.8玉渕丼  
φ11.5×4.5㎝（120入･磁） 
650円

ハ646-017 
モアレッド11吋メタ玉皿  
φ27.5×3㎝（30入･磁） 
2,350円

ハ646-027 
モア11吋メタ玉皿  
φ27.5×3㎝（30入･磁） 
2,230円

ハ646-037 
モア9.5吋メタ玉皿  
φ24×2.9㎝（40入･磁） 
1,430円

ハ646-047 
モア21㎝ニューリム皿  
φ21×2.4㎝（60入･磁） 
1,230円

ハ646-057 
モア17㎝ニューリム皿  
φ17×2㎝（100入･磁） 
1,080円

ハ646-067 
モア6.8ニュー高台丼  
φ21.2×8.5㎝（36入･磁） 
2,000円

ハ646-077 
モア5.0ニュー高台丼  
φ15.7×6.5㎝（48入･磁） 
1,200円

ハ646-087 
モア6.0フォー鉢  
φ18.3×7.5㎝（48入･磁） 
1,730円

ハ646-097 
モア24リムスープ  
φ24.3×3.9㎝（50入･磁） 
1,930円

ハ646-107 
モア26リムスープ  
φ26.3×4.5㎝（40入･磁） 
2,600円

ハ646-117 
モアリップル7.5皿  
φ23.7×4.4㎝（40入･磁） 
1,650円

ハ646-367 
6.8切立丼  
φ20.3×7.6㎝（40入･磁） 
1,300円

ハ646-377 6.3切立丼  
φ19.7×6.8㎝（48入･磁） 
1,100円

ハ646-387 4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） 
600円

ハ646-397 
17㎝オートミール  
φ17×4.8㎝（80入･磁） 900円

ハ646-407 
24.5㎝パスタボール  
φ24.5×5㎝（40入･磁） 1,600円

ハ646-417 
26㎝オーバルベーカー  
26×18.7×5.5㎝（30入･磁） 
2,800円

ハ646-427 
八角シューマイ  
φ19.5×4.7㎝（48入･磁） 
1,300円

ハ646-437 
14.5㎝フルーツ  
φ14.6×3.3㎝（120入･磁） 
650円

ハ646-447 
5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（80入･磁） 
800円

ハ646-457 
4.5ライス丼  
φ13.5×6㎝（100入･磁） 
700円
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646 中華・アジアンオープン Chinese・Asian（Open Stock）



晩餐歓（丼）

テ647-017 紫7.0丸高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,480円

テ647-027 紫8.0丸高台皿  
φ24×7.3㎝（30入･磁） 4,300円

テ647-037 紫リム7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 3,000円

テ647-047 紫リム8.0高台丼  
φ24.3×8.5㎝（20入･磁） 5,700円

テ647-057 紫6.5反高台丼  
φ20.5×8.2㎝（40入･磁） 2,700円

テ647-067 紫7.0反高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 3,000円

テ647-077 紫5.0玉丼  
φ16×6.3㎝（50入･磁） 2,800円

テ647-087 紫6.5玉丼  
φ20×7.5㎝（40入･磁） 3,500円

テ647-097 紫7.0玉丼  
φ22.3×8.2㎝（30入･磁） 4,700円

テ647-107 紫8.0玉丼  
φ26×9.5㎝（20入･磁） 7,480円

テ647-117 ヒワ7.0丸高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,480円

テ647-127 ヒワ8.0丸高台皿  
φ24×7.3㎝（30入･磁） 4,300円

テ647-137 ヒワリム7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 3,000円

テ647-147 ヒワリム8.0高台丼  
φ24.3×8.5㎝（20入･磁） 5,700円

テ647-157 ヒワ6.5反高台丼  
φ20.5×8.2㎝（40入･磁） 2,700円

テ647-167 ヒワ7.0反高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 3,000円

テ647-177 ヒワ5.0玉丼  
φ16×6.3㎝（50入･磁） 2,800円

テ647-187 ヒワ6.5玉丼  
φ20×7.5㎝（40入･磁） 3,500円

テ647-197 ヒワ7.0玉丼  
φ22.3×8.2㎝（30入･磁） 4,700円

テ647-207 ヒワ8.0玉丼  
φ26×9.5㎝（20入･磁） 7,480円

テ647-217 オレンジ7.0丸高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,480円

テ647-227 オレンジ8.0丸高台皿  
φ24×7.3㎝（30入･磁） 4,300円

テ647-237 オレンジリム7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 3,000円

テ647-247 オレンジリム8.0高台丼  
φ24.5×8.5㎝（20入･磁） 5,700円

テ647-257 オレンジ6.5反高台丼  
φ20.5×8.2㎝（40入･磁） 2,700円

テ647-267 オレンジ7.0反高台丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 3,000円

テ647-277 オレンジ5.0玉丼  
φ16×6.3㎝（50入･磁） 2,800円

テ647-287 オレンジ6.5玉丼  
φ20×7.5㎝（40入･磁） 3,500円

テ647-297 オレンジ7.0玉丼  
φ22.3×8.2㎝（30入･磁） 4,700円

テ647-307 オレンジ8.0玉丼  
φ26×9.5㎝（20入･磁） 7,480円

中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

647Chinese・Asian（Open Stock） 中華・アジアンオープン



金鳳（強化セラミック）

ツ648-097 8吋プラター  
21×15㎝（60入･強） 2,600円

ツ648-107 7.0反高台丼  
φ21×8.5㎝（30入･強） 4,000円

ツ648-117 6.5反高台丼  
φ19.8×8.2㎝（40入･強） 3,150円

ツ648-127 7.0玉丼  
φ21.3×7.8㎝（20入･強） 5,200円

ツ648-137 6.5玉丼  
φ19.5×7.2㎝（30入･強） 3,650円

ツ648-147 5.0玉井  
φ15.3×6㎝（40入･強） 2,800円

ツ648-157 八角高台皿  
19×4.7㎝（40入･強） 4,150円

ツ648-167 7.0丸高台皿  
φ20.8×5.7㎝（30入･強） 3,400円

ツ648-177 10吋ボール  
φ25.5×8.8㎝（20入･強） 8,500円

ツ648-187 9吋ボール  
φ22.5×8.2㎝（30入･強） 5,800円

ツ648-197 8吋ボール  
φ20.5×7.5㎝（30入･強） 4,400円

ツ648-207 4.5取皿  
φ14.2×3㎝（60入･強） 1,350円

ツ648-217 4.0取皿  
φ12.8×2.7㎝（80入･強） 1,250円

ツ648-227 
5.0ライス丼  
φ15.4×7㎝（60入･強） 
2,200円

ツ648-237 
4.2ライス丼  
φ12.7×5.7㎝（80入･強） 
1,500円

ツ648-247 
3.8スープ碗  
φ11.4×5㎝（80入･強） 
1,400円

ツ648-257 
反煎茶  
φ9.8×5.5㎝（100入･強） 
1,200円

ツ648-267 
3.2深皿  
φ9.8×2.5㎝（200入･強） 
1,150円

ツ648-277 
辛子入れ  
φ6.5×4㎝（100入･強） 
1,600円

ツ648-287 レンゲ  
14.5×5.1×1.5㎝（200入･強） 
1,100円
ツ648-297 レンゲ台  
9.2×5.5×2.2㎝（200入･強） 
1,100円

ツ648-017 
12吋丸皿  
φ31.2×3.5㎝（20入･強） 
6,400円

ツ648-027 
10吋丸皿  
φ26×2.5㎝（40入･強） 
3,700円

ツ648-037 
9吋丸皿  
φ23.5×2.5㎝（50入･強） 
2,400円

ツ648-047 
8吋丸皿  
φ20.8×2㎝（60入･強） 
1,950円

ツ648-057 
7 1/2吋丸皿  
φ19×2㎝（60入･強） 
1,800円

ツ648-067 
6 1/2吋丸皿  
φ16.5×2㎝（80入･強） 
1,350円

ツ648-077 10吋プラター  
26.2×19㎝（40入･強） 4,100円

ツ648-087 9吋プラター  
23.5×16.7㎝（50入･強） 3,000円
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648 中華・アジアンオープン Chinese・Asian（Open Stock）



スーパーチャイナ華清（絵付）

ア649-037 
12吋丸皿  
φ31.5㎝（30入･強） 
A-柄付7,000円
B-無地4,000円

ア649-047 
10吋丸皿  
φ26㎝（40入･強） 
A-柄付4,000円
B-無地2,400円

ア649-057 
9吋丸皿  
φ23.4㎝（50入･強） 
A-柄付2,550円
B-無地1,500円

ア649-067 
8吋丸皿  
φ20.8㎝（60入･強） 
A-柄付2,000円
B-無地1,150円

ア649-077 
7.5吋丸皿  
φ19㎝（80入･強） 
A-柄付1,800円
B-無地1,050円

ア649-087 
6.5吋丸皿  
φ16.4㎝（100入･強） 
A-柄付1,480円
B-無地780円

ア649-097 
ティーポット（小）（白磁）  
600㏄（30入･磁） 
A-柄付7,000円
B-無地4,000円

ア649-107 
ティーポット（大）（白磁）  
900㏄（30入･磁） 
A-柄付8,400円
B-無地4,900円

ア649-017 
16吋丸皿  
φ40.8㎝（10入･強） 
A-柄付36,000円
B-無地20,000円

ア649-027 
14吋丸皿  
φ35.5㎝（20入･強） 
A-柄付19,000円
B-無地10,000円

ア649-117 14吋メタプラ  
36.3×27㎝（20入･強） 
A-柄付12,600円 B-無地7,300円
ア649-127 12吋メタプラ  
31×22.4㎝（30入･強） 
A-柄付6,700円 B-無地4,000円
ア649-137 10吋メタプラ  
26×18.9㎝（40入･強） 
A-柄付4,750円 B-無地2,600円
ア649-147 9吋メタプラ  
23.1×16.5㎝（50入･強） 
A-柄付3,200円 B-無地1,800円

ア649-157 老酒盃  
φ6×4㎝（200入･強） 
A-柄付880円 B-無地500円
ア649-167 老酒ポット（白磁）  
390㏄（30入･磁） 
A-柄付7,000円 B-無地4,100円

ア649-177 7.0寸反高台丼  
φ20.9×8.5㎝（30入･強） 
A-柄付4,200円 B-無地2,300円
ア649-187 6.5寸反高台丼  
φ19.5×8㎝（40入･強） 
A-柄付3,150円 B-無地1,700円

ア649-197 7.0寸玉丼  
φ21.2×7.8㎝（30入･強） 
A-柄付5,700円
B-無地3,200円

ア649-207 6.5寸玉丼  
φ19.3×7.2㎝（30入･強） 
A-柄付4,200円
B-無地2,200円

ア649-217 5.0寸玉丼  
φ15.6×6.2㎝（40入･強） 
A-柄付3,250円
B-無地1,750円

ア649-227 8.0寸丸高台皿  
φ24×7.1㎝（30入･強） 
A-柄付5,600円

ア649-237 7.0寸丸高台皿  
φ20.8×5.7㎝（40入･強） 
A-柄付3,550円
B-無地2,000円

ア649-247 
10吋スープボール  
φ25.2×9㎝（10入･強） 
A-柄付9,000円
B-無地5,400円

ア649-257 
9吋スープボール  
φ22.3×8㎝（20入･強） 
A-柄付5,800円
B-無地3,600円

ア649-267 
8吋スープボール  
φ20.1×7㎝（30入･強） 
A-柄付4,300円
B-無地2,600円

ア649-277 
八角6.5寸高台皿（白磁）  
17.8×4.6㎝（40入･磁） 
A-柄付4,300円
B-無地2,500円

ア649-287 
辛子入  
φ6.5×4㎝（200入･強） 
A-柄付1,600円
B-無地1,000円

ア649-297 
箸置  
6.4×1.7㎝（300入） 
A-柄付550円
B-無地330円

ア649-307 
4.5吋スープ碗  
φ11.5×5.2㎝（100入･強） 
A-柄付1,400円
B-無地780円

ア649-317 
4.0吋スープ碗  
φ10.2×4.5㎝（120入･強） 
A-柄付1,300円
B-無地700円

ア649-327 
6.0吋ライス丼  
φ15.3×7㎝（60入･強） 
A-柄付2,400円
B-無地1,250円

ア649-337 
4.5吋ライスボール  
φ11.3×4.8㎝（100入･強） 
A-柄付1,400円
B-無地830円

ア649-347 
反煎茶  
φ9.7×5.6㎝（120入･強） 
A-柄付1,250円
B-無地700円

ア649-357 
コーヒー（1客）  
180㏄（60入･強） 
A-柄付2,550円

ア649-367 
1号徳利（白磁）  
150㏄（120入･強） 
A-柄付1,850円

ア649-377 
ぐい呑  
φ4.7×4㎝（200入･強） 
A-柄付910円

ア649-387 
ラー油カスター（白磁）  
6×9×9.5㎝（80入･磁） 
A-柄付3,600円

ア649-397 
酢カスター（白磁）  
6×9×9.5㎝（80入･磁） 
A-柄付3,600円

ア649-407 
醤油カスター（白磁）  
6×9×9.5㎝（80入･磁） 
A-柄付3,600円
B-文字柄なし無地2,300円

ア649-417 
5.5吋取皿  
φ14×3㎝（120入･強） 
A-柄付1,400円
B-無地730円

ア649-427 
5吋取皿  
φ12.7×2.8㎝（140入･強） 
A-柄付1,300円
B-無地700円

ア649-437 
3.5吋深皿  
φ9.5×2.6㎝（200入･強） 
A-柄付1,100円
B-無地600円

ア649-447 レンゲ  
14.7×4.5㎝（300入･強） 
A-柄付1,050円 B-無地650円
ア649-457 レンゲ台  
9.7×5.5㎝（300入･強） 
A-柄付1,100円 B-無地680円

中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

649Chinese・Asian（Open Stock） 中華・アジアンオープン



ヒスイぼたん

ホ650-017 10吋丸皿  
φ26㎝（28入･磁） 2,800円

ホ650-027 9吋丸皿  
φ23.6㎝（32入･磁） 2,400円

ホ650-037 8.5吋丸皿  
φ22.4㎝（36入･磁） 2,200円 ホ650-047 10吋メタプラター  

26×18.5㎝（30入･磁） 2,500円
ホ650-057 9吋メタプラター  
24×17㎝（40入･磁） 2,250円
ホ650-067 8吋メタプラター  
21×15㎝（50入･磁） 2,000円

ホ650-077 10吋リムプラター  
26×19㎝（30入･磁） 2,400円

ホ650-087 9吋リムプラター  
23×16.8㎝（40入･磁） 2,100円

ホ650-097 8吋リムプラター  
20.3×14.7㎝（50入･磁） 1,900円 ホ650-107 八角シューマイ皿  

19×4.5㎝（40入･磁） 2,400円
ホ650-117 9.5吋仕切皿  
24×17㎝（40入･磁） 2,350円

ホ650-127 8.0玉丼  
φ24.5×10.5㎝（18入･磁） 7,400円

ホ650-137 7.5玉丼  
φ22×8.5㎝（26入･磁） 5,000円

ホ650-147 6.5玉丼  
φ19.8×7.8㎝（34入･磁） 3,300円

ホ650-157 ミニ58玉丼  
φ17.8×7.3㎝（50入･磁） 2,450円

ホ650-167 8.0反高台丼  
φ24.8×9.5㎝（20入･磁） 5,980円

ホ650-177 7.5反高台丼  
φ23×8.8㎝（26入･磁） 4,500円

ホ650-187 7.0反高台丼  
φ21.7×8.5㎝（30入･磁） 2,700円

ホ650-197 6.5反高台丼  
φ20.3×8.5㎝（36入･磁） 2,500円

ホ650-207 ミニ58反高台丼  
φ17.2×7.3㎝（50入･磁） 1,900円

ホ650-217 6.8切立丼  
φ20.5×7.7㎝（36入･磁） 2,400円

ホ650-227 6.5高台切立丼  
φ20×9㎝（36入･磁） 2,550円

ホ650-237 7.5冷麺深皿  
φ22×4.2㎝（40入･磁） 2,500円

ホ650-247 7.0高台皿  
φ21.5×6㎝（40入･磁） 2,500円

ホ650-257 
5.5吋深口皿  
φ14.2×3.4㎝（80入･磁） 
1,350円

ホ650-267 3.0皿  
φ9.8㎝（160入･磁） 
580円

ホ650-277 3.5皿  
φ11.3㎝（140入･磁） 
600円

ホ650-287 4.0皿  
φ12.8㎝（120入･磁） 
620円

ホ650-297 5吋深皿  
φ13×3㎝（100入･磁） 
1,200円

ホ650-307 
汁碗  
φ11.6×6㎝（80入･磁） 
1,350円

ホ650-317 
ライス丼  
φ14.8×6.5㎝（60入･磁） 
1,550円

ホ650-327 レンゲのみ  
14㎝（160入･磁） 760円
ホ650-337 レンゲ台のみ  
9.5×5.5㎝（200入･磁） 800円
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650 中華・アジアンオープン Chinese・Asian（Open Stock）



八　海

悟　空

信　玄

謙　信

ミ651-017 リップル8.5鉢  
φ26.3×7㎝（30入･磁） 3,650円

ミ651-027 リム尺丼  
φ31×8.8㎝（10入･磁） 9,650円

ミ651-037 7.0ボール  
φ22.1×7.8㎝（24入･磁） 4,100円

ミ651-047 6.8ラーメン丼  
φ21×8.5㎝（30入･磁） 3,150円

ミ651-057 8.0ラーメン丼  
φ24.3×8.5㎝（24入･磁） 4,700円

ミ651-067 4.0丼  
φ12.4×7.2㎝（60入･磁） 1,200円

ミ651-077 飯丼  
φ14.2×6㎝（60入･磁） 1,150円

ミ651-217 リップル8.5鉢  
φ26.3×7㎝（30入･磁） 3,650円

ミ651-227 リム尺丼  
φ31×8.8㎝（10入･磁） 9,650円

ミ651-237 7.0ボール  
φ22.1×7.8㎝（24入･磁） 4,100円

ミ651-247 6.8ラーメン丼  
φ21×8.5㎝（30入･磁） 3,150円

ミ651-257 8.0ラーメン丼  
φ24.3×8.5㎝（24入･磁） 4,750円

ミ651-267 4.0丼  
φ12.4×7.2㎝（60入･磁） 1,250円

ミ651-277 飯丼  
φ14.2×6㎝（60入･磁） 1,180円

ミ651-417 玉渕7.0丼  
φ21.5×8㎝（30入･磁） 3,600円

ミ651-427 玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,600円

ミ651-437 高台7.5丼  
φ23×9.3㎝（24入･磁） 3,450円

ミ651-447 高台6.8丼  
φ21.2×8.7㎝（30入･磁） 2,400円

ミ651-457 高台6.5丼  
φ20.2×8.7㎝（40入･磁） 1,950円

ミ651-467 ライス丼  
φ15×6.3㎝（60入･磁） 1,200円

ミ651-477 スープ碗  
φ11.6×5.8㎝（150入･磁） 920円

ミ651-617 玉渕7.0丼  
φ21.5×8.2㎝（30入･磁） 3,100円

ミ651-627 玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,250円

ミ651-637 高台7.5丼  
φ23×9.3㎝（24入･磁） 3,000円

ミ651-647 高台6.8丼  
φ21.2×8.7㎝（30入･磁） 2,000円

ミ651-657 高台6.5丼  
φ20.2×8.7㎝（40入･磁） 1,650円

ミ651-667 ライス丼  
φ15×6.3㎝（60入･磁） 1,000円

ミ651-677 スープ碗  
φ11.6×5.8㎝（150入･磁） 760円
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651Chinese・Asian（Open Stock） 中華・アジアンオープン



天目金彩竜

イ652-037 8.0皿  
φ24.7×3.3㎝（磁） 4,620円

イ652-047 7.0皿  
φ21.4×3.1㎝（磁） 3,080円

イ652-057 6.0皿  
φ18.8×2.7㎝（磁） 2,310円

イ652-067 5.0皿  
φ15×2.4㎝（磁） 1,650円

イ652-077 10吋プラター  
26.5×18.7×3㎝（磁） 2,640円

イ652-087 9吋プラター  
24×17×2.5㎝（磁） 2,420円

イ652-097 8吋プラター  
21×15.2×2.3㎝（磁） 1,980円

イ652-107 7.0丸高台皿  
φ22×6.5㎝（磁） 2,700円

イ652-117 八角高台皿  
18.5×4.5㎝（磁） 2,420円

イ652-127 8.0玉丼  
φ25×9.3㎝（磁） 7,260円

イ652-137 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（磁） 4,400円

イ652-147 6.5玉丼  
φ19.5×7.5㎝（磁） 2,970円

イ652-157 8.0高台丼  
φ24.5×9㎝（磁） 4,840円

イ652-167 7.0高台丼  
φ21.3×7.6㎝（磁） 2,860円

イ652-177 6.8切立丼  
φ20.3×7.5㎝（磁） 2,310円

イ652-187 6.3切立丼  
φ19.5×7㎝（磁） 1,980円

イ652-197 ライス丼  
φ15×6.3㎝（磁） 1,600円

イ652-207 スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 1,210円

イ652-217 9吋仕切小判皿  
24×17×2.8㎝（磁） 3,300円

イ652-227 3.0皿  
φ9.8×1.9㎝（磁） 940円

イ652-017 尺皿  
φ31.1×4.3㎝（磁） 8,580円

イ652-027 9.0皿  
φ28×3.7㎝（磁） 5,280円
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652 中華・アジアンオープン Chinese・Asian（Open Stock）



東　鳳

ツ653-057 7.0皿  
φ21.3×3.7㎝（30入･磁） 
1,650円

ツ653-067 
12吋プラター  
31.5×23.3㎝（30入･磁） 
3,800円

ツ653-077 
10吋プラター  
26×19㎝（40入･磁） 
1,950円

ツ653-087 
9吋プラター  
23.5×17㎝（50入･磁） 
1,650円

ツ653-097 
8吋プラター  
21×15.4㎝（60入･磁） 
1,400円

ツ653-107 反6.5高台丼  
φ20.5×8.3㎝（40入･磁） 1,850円
ツ653-117 反7.0高台丼  
φ21.5×8㎝（30入･磁） 2,150円

ツ653-127 切立6.8丼  
φ20×7.3㎝（30入･磁） 1,600円

ツ653-137 8.0玉丼  
φ25.3×9.5㎝（20入･磁） 5,300円

ツ653-147 7.0玉丼  
φ22×8.2㎝（30入･磁） 3,400円

ツ653-157 6.5玉丼  
φ19.8×7.8㎝（40入･磁） 2,400円

ツ653-167 5.0玉丼  
φ15.8×6.5㎝（50入･磁） 1,900円

ツ653-177 リム付7.0高台丼  
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,050円
ツ653-187 リム付8.0高台丼  
φ24.5×8.5㎝（20入･磁） 4,300円

ツ653-197 8吋スープ  
φ20.7㎝（60入･磁） 1,200円
ツ653-207 9吋スープ  
φ23.3㎝（50入･磁） 1,500円

ツ653-217 8.0丸高台皿  
φ24.3×7㎝（20入･磁） 3,450円

ツ653-227 7.0丸高台皿  
φ21.5×5.5㎝（30入･磁） 1,750円

ツ653-237 6.5八角高台皿  
19.3×4.5㎝（40入･磁） 1,900円

ツ653-247 9吋仕切皿  
23.5×17.5㎝（50入･磁） 1,900円

ツ653-257 4.8ライス丼  
φ15×6.3㎝（60入･磁） 
1,000円

ツ653-267 3.6スープ碗  
φ12×5.3㎝（80入･磁） 
700円

ツ653-277 反煎茶  
φ9.2×6㎝（160入･磁） 
810円

ツ653-287 4.0深皿  
φ13×3㎝（100入･磁） 
700円

ツ653-017 尺二皿  
φ36.8×4.7㎝（10入･磁） 
16,000円

ツ653-027 尺皿  
φ30.5×4.4㎝（12入･磁） 
7,500円

ツ653-037 9.0皿  
φ27.5×4㎝（16入･磁） 
4,350円

ツ653-047 8.0皿  
φ24.3×3.8㎝（20入･磁） 
3,300円

ツ653-297 4.0皿  
φ13×2.3㎝（120入･磁） 
630円

ツ653-307 3.0皿  
φ9.8×1.8㎝（200入･磁） 
500円

ツ653-317 ガラ入（大）  
φ12×11㎝（20入･磁） 
2,900円

ツ653-327 ガラ入（小）  
φ9.5×9㎝（30入･磁） 
2,000円

ツ653-337 1号徳利  
6×13.5㎝（160㏄）（20×4入･磁） 
1,100円

ツ653-347 盃（小）  
φ5×4㎝（200入･磁） 
530円

ツ653-357 深口盃（小）  
φ5.2×3.7㎝（200入･磁） 
620円

ツ653-367 レンゲ台  
5.8×9.5㎝（200入･磁） 700円
ツ653-377 レンゲ  
4.5×14㎝（200入･磁） 630円
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653Chinese・Asian（Open Stock） 中華・アジアンオープン



アジアン（白）

カ654-017 
白玉渕28㎝皿  
φ28×3.4㎝（20入･磁） 
990円

カ654-027 
白玉渕26㎝皿  
φ26×2.8㎝（30入･磁） 
910円

カ654-037 
白玉渕24㎝皿  
φ24×2.6㎝（40入･磁） 
630円

カ654-047 
白玉渕21㎝皿  
φ21×2.4㎝（50入･磁） 
420円

カ654-057 
白玉渕19㎝皿  
φ19×2.4㎝（60入･磁） 
390円

カ654-067 
白玉渕16㎝皿  
φ16.5×2.2㎝（80入･磁） 
310円

カ654-077 
白24.5㎝深皿  
φ24.4×5.1㎝（30入･磁） 
670円

カ654-087 
白21㎝深皿  
φ21.1×4.3㎝（50入･磁） 
530円

カ654-097 
白14㎝深皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁） 
320円

カ654-107 
白13㎝深皿  
φ13.1×2.9㎝（100入･磁） 
280円

カ654-117 
白10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁） 
260円

カ654-127 
白22㎝丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁） 
450円

カ654-137 
白反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 
810円

カ654-147 
白反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁） 
760円

カ654-157 
白反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁） 
660円

カ654-167 
白反4.8碗  
φ15×7.2㎝（60入･磁） 
480円

カ654-177 
白反4.2碗  
φ13.3×6.5㎝（70入･磁） 
400円

カ654-187 
白反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（100入･磁） 
310円

カ654-197 
白丸高台7.0皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁） 
850円

カ654-207 
白反深口6.3丼  
φ18.8×9.8㎝（30入･磁） 
950円

カ654-217 
白反深口6.0丼  
φ17.6×9.5㎝（40入･磁） 
820円

カ654-227 
白反深口5.5丼  
φ16.4×8.6㎝（50入･磁） 
680円

カ654-237 
白反深口5.0丼  
φ15.1×8.5㎝（60入･磁） 
640円

カ654-247 白切立高台24㎝浅丼  
φ24.2×7.9㎝（20入） 1,240円

カ654-257 白切立高台23㎝浅丼  
φ23.5×6.3㎝（20入） 1,030円

カ654-267 白新切立22㎝丼  
φ21.5×9.1㎝（20入） 830円

カ654-277 白新切立21㎝丼  
φ20.5×8.3㎝（20入） 770円

カ654-287 白切立19㎝深丼  
φ18.8×10.2㎝（20入） 950円

カ654-297 白切立18㎝深丼  
φ18×9.2㎝（20入） 820円

カ654-307 白反14㎝深丼  
φ13.8×8㎝（30入） 510円

カ654-317 白反13㎝深丼  
φ12.8×7.5㎝（30入） 430円

カ654-327 白ラーメンレンゲ  
17.6×5.2㎝ 355円

カ654-337 白強化ラーメンレンゲ  
16.6×5㎝ 575円

カ654-347 白強化スープレンゲ  
14.5×4.3㎝ 425円

カ654-357 白レンゲ中台  
10.3×6.1㎝ 335円
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654 中華・アジアンオープン Chinese・Asian（Open Stock）



アジアン（黒･赤）

カ655-057 
黒玉渕19㎝皿  
φ19×2.4㎝（60入･磁） 
470円

カ655-067 
黒玉渕16㎝皿  
φ16.5×2.2㎝（80入･磁） 
360円

カ655-077 
黒24.5㎝深皿  
φ24.4×5.1㎝（30入･磁） 
750円

カ655-087 
黒21㎝深皿  
φ21.1×4.3㎝（50入･磁） 
530円

カ655-097 
黒14㎝深皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁） 
350円

カ655-107 
黒13㎝深皿  
φ13.1×2.9㎝（100入･磁） 
330円

カ655-117 
黒10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁） 
290円

カ655-127 
黒22㎝丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁） 
490円

カ655-137 
黒反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 
930円

カ655-147 
黒反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁） 
870円

カ655-157 
黒反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁） 
760円

カ655-257 
黒反4.8碗  
φ15×7.2㎝（60入･磁） 
550円

カ655-267 
黒反4.2碗  
φ13.3×6.5㎝（70入･磁） 
460円

カ655-277 
黒反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（100入･磁） 
370円

カ655-207 
黒丸高台7.0皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁） 
930円

カ655-217 
黒反深口6.3丼  
φ18.8×9.8㎝（30入･磁） 
1,100円

カ655-227 
黒反深口6.0丼  
φ17.6×9.5㎝（40入･磁） 
950円

カ655-237 
黒反深口5.5丼  
φ16.4×8.6㎝（50入･磁） 
780円

カ655-247 
黒反深口5.0丼  
φ15.1×8.5㎝（60入･磁） 
740円

カ655-287 
赤玉渕26㎝皿  
φ26×2.8㎝（20入･磁） 
1,700円

カ655-297 
赤玉渕24㎝皿  
φ24×2.6㎝（30入･磁） 
1,350円

カ655-307 
赤玉渕21㎝皿  
φ21×2.4㎝（40入･磁） 
1,050円

カ655-317 
赤玉渕19㎝皿  
φ19×2.4㎝（50入･磁） 
960円

カ655-327 
赤玉渕16㎝皿  
φ16.5×2.2㎝（60入･磁） 
690円

カ655-017 
黒玉渕28㎝皿  
φ28×3.4㎝（20入･磁） 
1,150円

カ655-027 
黒玉渕26㎝皿  
φ26×2.8㎝（30入･磁） 
1,050円

カ655-037 
黒玉渕24㎝皿  
φ24×2.6㎝（40入･磁） 
680円

カ655-047 
黒玉渕21㎝皿  
φ21×2.4㎝（50入･磁） 
500円

カ655-337 
赤14㎝深皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁） 
590円

カ655-347 
赤10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（180入･磁） 
450円

カ655-357 
赤22㎝丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁） 
870円

カ655-367 
赤反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（100入･磁） 
590円

カ655-377 
赤反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 
1,550円

カ655-387 
赤反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁） 
1,450円

カ655-397 
赤反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁） 
1,250円

カ655-167 
黒新切立22㎝丼  
φ21.6×9.1㎝（20入） 
950円

カ655-177 
黒新切立21㎝丼  
φ20.6×8.3㎝（20入） 
880円

カ655-187 
黒切立19㎝深丼  
φ18.8×10.2㎝（20入） 
1,100円

カ655-197
黒切立18㎝深丼  
φ18×9.2㎝（20入） 
950円
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白中華

カ656-147 
白玉16吋メタプラター  
41.5×30.5×4㎝（12入･磁） 
6,500円

カ656-157 
白玉14吋メタプラター  
36.3×26×3.8㎝（20入･磁） 
4,500円

カ656-167 
白玉12吋メタプラター  
31.5×22.8×3.5㎝（30入･磁） 
2,400円

カ656-177 
白玉10吋メタプラター  
26.3×18.7×3㎝（40入･磁） 
1,500円

カ656-187 
白玉9吋メタプラター  
23.5×17.2×2.5㎝（50入･磁） 
1,200円

カ656-197 
白玉8吋メタプラター  
21×15×2.1㎝（60入･磁） 
1,000円

カ656-207 
白玉7吋メタプラター  
19×13.7×1.8㎝（70入･磁） 
950円

カ656-217 9.0丸高台皿  
φ26.8×8.4㎝（10入･磁） 7,200円

カ656-227 8.0丸高台皿  
φ24.4×7㎝（20入･磁） 2,500円

カ656-237 7.0丸高台皿  
φ22×6.4㎝（30入･磁） 1,300円

カ656-247 6.0丸高台皿  
18.9×5.4㎝（30入･磁） 950円

カ656-257 八角シューマイ皿  
19.2×18.5×4.6㎝（30入･磁） 950円

カ656-267 手付フカヒレ  
14.2×11.8×8.8㎝（40入･強） 
2,150円
カ656-277 フカヒレ用受皿  
15×2.3㎝（80入･強） 
650円

カ656-287 手無フカヒレ  
11.6×7.2㎝（60入･強） 
1,950円
カ656-297 フカヒレ用受皿  
15×2.3㎝（80入･強） 
650円

カ656-307 
6.5ボール  
φ20.1×7.2㎝（30入･磁） 
1,900円

カ656-317 
5.0ボール  
φ16×5.2㎝（50入･磁） 
1,350円

カ656-327 
4.0ボール  
φ12.5×3.9㎝（60入･磁） 
800円

カ656-337 10吋仕切小判皿  
25×18×2.4㎝（40入･磁） 1,700円
カ656-347 9吋仕切小判皿  
22.8×16.4×2.5㎝（50入･磁） 1,400円

カ656-377 
玉渕8.0丼  
φ24.6×9.4㎝（20入･磁） 
3,700円

カ656-387 
玉渕7.0丼  
φ21.7×7.8㎝（30入･磁） 
2,200円

カ656-397 
フカヒレ8寸皿  
φ24.5×5㎝（磁） 
1,050円

カ656-017 
丸尺三皿  
φ40×4.7㎝（8入･磁） 
16,000円

カ656-027 
丸尺二皿  
φ37.4×4.8㎝（10入･磁） 
9,600円

カ656-037 
丸尺一皿  
φ34×4.3㎝（15入･磁） 
6,800円

カ656-047 
丸尺皿  
φ30.7×5.2㎝（20入･磁） 
4,900円

カ656-057 
丸9.0皿  
φ27.7×4.6㎝（20入･磁） 
3,750円

カ656-067 
丸8.0皿  
φ24.9×3.9㎝（30入･磁） 
3,000円

カ656-077 
丸7.5皿  
φ23.4×3.7㎝（50入･磁） 
2,250円

カ656-087 
丸7.0皿  
φ22×3.3㎝（60入･磁） 
1,750円

カ656-097 
丸6.0皿  
φ19.3×2.9㎝（60入･磁） 
1,100円

カ656-107 
丸5.0皿  
φ16.6×2.7㎝（80入･磁） 
900円

カ656-117 
丸4.0皿  
φ13.8×2.2㎝（100入･磁） 
680円

カ656-127 
丸3.8皿  
φ11.7×2.3㎝（120入･磁） 
600円

カ656-137 
丸3.0皿  
φ9.4×2.1㎝（150入･磁） 
550円

カ656-407 
フカヒレ7寸皿  
φ21×4.3㎝（磁） 
850円

カ656-417 
6寸深皿  
φ19.3×3.3㎝（磁） 
700円

カ656-357 強化白レンゲ  
14.5×4.6㎝（120入･強･磁） 550円
カ656-367 強化白レンゲ台  
9×5.2㎝（120入･強･磁） 480円

中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

656 中華・アジアンオープン Chinese・Asian（Open Stock）



白中華

カ657-017 玉渕6.5丼  
φ19.7×7.4㎝（30入･磁） 
1,500円

カ657-027 玉渕6.0丼  
φ18.5×6.8㎝（30入･磁） 
1,350円

カ657-037 玉渕5.0丼  
φ15.5×6.5㎝（40入･磁） 
950円

カ657-047 玉渕3.8丼  
φ11.5×4.5㎝（40入･磁） 
530円

カ657-057 6.8反高台丼  
φ21×8.4㎝（30入･磁） 
1,150円

カ657-067 6.5反高台丼  
φ20×8.5㎝（30入･磁） 
1,050円

カ657-077 8.0高台丼  
24.7×8.8㎝（20入･磁） 3,900円

カ657-087 7.0高台丼  
21.5×8.2㎝（30入･磁） 1,900円

カ657-097 切立6.8丼  
φ20.2×7.5㎝（30入･磁） 950円
カ657-107 切立7.0丼  
φ20.6×7.8㎝（30入･磁） 1,200円

カ657-117 
台湾ラーメン丼  
15.3×7.3㎝（30入･磁） 
1,200円

カ657-127 
ミニ反丼  
17.4×7.4㎝（40入･磁） 
1,150円

カ657-137 
丸菓子碗  
φ12.8×6.8㎝（60入･磁） 
1,200円

カ657-147 
大茶碗  
φ12.5×7.6㎝（50入･磁） 
1,250円

カ657-157 
4.8ライス丼  
φ15×6.4㎝（60入･磁）
650円

カ657-167 
4.5ライス丼  
φ13.6×6.1㎝（60入･磁） 
580円

カ657-177 
4.0ライス丼  
φ12.1×5.4㎝（100入･磁） 
530円

カ657-187 
4.2ライス丼  
φ12.5×5.9㎝（60入･磁） 
690円

カ657-197 
厚口3.8南京丼  
φ11.7×6㎝（60入･磁） 
650円

カ657-207 
3.8スープ取鉢  
φ11.5×4.1㎝（80入･磁） 
750円

カ657-217 
11.3㎝飯碗  
φ11.3×5.9㎝（80入･強） 
650円

カ657-227 
10.7㎝飯碗  
φ10.7×53㎝（80入･強） 
620円

カ657-237 
厚口3.6スープ碗  
φ11.4×5.8㎝（80入･磁） 
580円

カ657-247 
厚口3.4スープ碗  
φ10.7×5㎝（80入･磁） 
550円

カ657-257 
厚口2号反煎茶  
φ9.5×5.6㎝（120入･磁） 
500円

カ657-267 
厚口7.2㎝リン煎茶  
φ7.2×5.3㎝（150入･磁） 
500円

カ657-277 
とんすい  
12.5×11.5×6.4㎝（80入･磁） 
1,150円

カ657-287 
白玉4.5取皿  
φ14×2.7㎝（100入･磁） 
550円

カ657-297 
4.3取皿  
φ13.7×2.7㎝（120入･磁） 
380円

カ657-307 
10.5㎝小皿  
φ10.3×2.8㎝（150入･強） 
490円

カ657-317 
7.2㎝小皿  
φ7.5×1.9㎝（180入･強） 
390円

カ657-327 
玉33タレ皿  
φ10×2.5㎝（150入･磁） 
300円

カ657-337 
玉3.0皿  
φ9.4×2.0㎝（150入･磁） 
240円

カ657-347 
切立楊子入  
φ3.5×4.7㎝（120入･磁） 
500円

カ657-357 
カラシ入  
φ6.1×3.3㎝（120入･磁） 
700円

カ657-367 
白京型長湯呑（小）  
φ6.2×8.5㎝（120入･磁） 
320円

カ657-377 
カスター醤油  
125㏄（80入･磁） 
1,850円

カ657-387 
カスター酢  
125㏄（80入･磁） 
1,850円

カ657-397 
カスター辣油  
125㏄（80入･磁） 
1,850円

カ657-407 
二ツ仕切皿  
12×7.2×2.1㎝（100入･磁） 
750円

カ657-417 
三ツ仕切皿  
18×7.2×2.3㎝（60入･磁） 
1,200円

カ657-427 
5.0深口丼  
φ15.5×8.5㎝（磁） 
1,050円

カ657-437 
4.6深口丼  
φ14×7.8㎝（磁） 
840円

カ657-447 
4.0深口丼  
φ12.5×6.8㎝（磁） 
630円

カ657-457 
3.8深口丼  
φ11.5×6.5㎝（磁） 
560円

カ657-467 
3.5深口丼  
φ10.5×5.8㎝（磁） 
480円

中
華
・
ア
ジ
ア
ン
オ
ー
プ
ン

657Chinese・Asian（Open Stock） 中華・アジアンオープン



青　磁

オ658-017 13.0皿  
φ40×4.7㎝（磁） 15,600円
オ658-027 12.0皿  
φ37.4×4.8㎝（磁） 9,400円

オ658-037 11.0皿  
φ34×4.3㎝（磁） 6,600円
オ658-047 10.0皿  
φ31×4.5㎝（磁） 4,800円

オ658-057 9.0皿  
φ27.5×3.7㎝（磁） 2,900円
オ658-067 8.0皿  
φ24.4×3.5㎝（磁） 2,400円

オ658-077 7.5皿  
φ23.2×3.3㎝（磁） 1,650円
オ658-087 7.0皿  
φ21×3.2㎝（磁） 1,300円

オ658-097 6.0皿  
φ19×2.5㎝（磁） 1,150円
オ658-107 5.0皿  
φ15×2.6㎝（磁） 780円

オ658-117 4.5皿  
φ13.5×2.6㎝（磁） 700円
オ658-127 4.0皿  
φ13×2.3㎝（磁） 650円

オ658-137 3.5皿  
φ11.5×2㎝（磁） 600円
オ658-147 3.0皿  
φ9.7×1.8㎝（磁） 480円

オ658-157 
12吋プラター  
31.3×22.5×3㎝（磁） 
4,100円

オ658-167 
10吋プラター  
26×18.5×3㎝（磁） 
2,600円

オ658-177 
9吋プラター  
23.7×17×2.5㎝（磁） 
1,950円

オ658-187 
8吋プラター  
21×15×2.3㎝（磁） 
1,650円

オ658-197 八角高台皿  
19.5×5㎝（磁） 1,500円

オ658-207 8.0丸高台  
φ24.3×6.8㎝（磁） 3,300円
オ658-217 7.0丸高台  
φ21×5.6㎝（磁） 2,100円
オ658-227 6.0丸高台  
φ18.6×5㎝（磁） 1,350円

オ658-237 ガラ入（小）  
φ10.4×10㎝（磁） 2,600円

オ658-247 8.0高台丼  
φ24.7×8.8㎝（磁） 3,800円

オ658-257 7.5高台丼  
φ23×8.8㎝（磁） 2,800円

オ658-267 7.0高台丼  
φ21.5×8.2㎝（磁） 1,950円

オ658-277 6.8高台丼  
φ20.5×7.9㎝（磁） 1,900円

オ658-287 6.5高台丼  
φ20×8㎝（磁） 1,500円

オ658-297 8.0玉丼  
φ24.7×9.2㎝（磁） 4,600円 オ658-307 7.0玉丼  

φ21.8×7.8㎝（磁） 2,700円
オ658-317 6.5玉丼  
φ19.4×7.3㎝（磁） 1,900円

オ658-327 6.0玉丼  
φ18.5×6.8㎝（磁） 1,650円
オ658-337 5.0玉丼  
φ15.7×6.2㎝（磁） 1,500円

オ658-347 リム付切立6.8丼  
φ21.5×7.8㎝（磁） 1,750円
オ658-357 リム付切立6.5丼  
φ19.6×6.8㎝（磁） 1,300円

オ658-367 10吋仕切小判皿  
25.8×18.5×3㎝（磁） 2,600円
オ658-377 9吋仕切小判皿  
23×17×2.5㎝（磁） 2,100円

オ658-387 7.0反高台  
φ21.3×9㎝（磁） 1,950円
オ658-397 6.5反高台  
φ20×8.3㎝（磁） 1,500円
オ658-407 6.0反高台  
φ18.8×7.9㎝（磁） 1,450円

オ658-417 9吋スープ  
φ23×4.2㎝（磁） 1,650円

オ658-427 8吋スープ  
φ20.7×3.7㎝（磁） 1,200円

オ658-437 
4.8ライス丼  
φ14.8×6.2㎝（磁） 
950円

オ658-447 
4.2ライス丼  
φ12.6×5.8㎝（磁） 
680円

オ658-457 
4.0深皿  
φ12.6×3㎝（磁） 
650円

オ658-467 
八角シューマイ  
19×4.2㎝（磁）
 1,350円

オ658-477 
反煎茶  
φ9.3×5.8㎝（磁） 
550円

オ658-487 
とんすい  
12.5×12×4.5㎝（磁） 
780円

オ658-497 
3.8花型丼  
φ11.8×4㎝（磁） 
730円

オ658-507 
3.2深皿  
φ9.7×2.5㎝（磁） 
550円

オ658-517 
3.6スープ碗  
φ11.6×5.4㎝（磁） 
680円

オ658-527 レンゲ  
15×4.7×4.7㎝（磁） 680円
オ658-537 レンゲ台  
9.3×5.5×2.3㎝（磁） 680円
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コムラン

アジアン
517

817

617

527

827

627

537
547

717
727
737
747
757

637
647
657
667

767

557
567
577

777

587

677
687

787

597

797

607

697
707

807

ハ659-017 26㎝丸皿（黒）  
φ26×3.2㎝（30入･磁） 2,100円

ハ659-027 23㎝丸皿（黒）  
φ23.2×3㎝（40入･磁） 1,600円

ハ659-037 19.5㎝丸皿（黒）  
φ19.8×2.8㎝（60入･磁） 1,100円

ハ659-047 
13.5㎝ボール（黒）  
φ13.6×5.4㎝（80入･磁） 
900円

ハ659-057 
20㎝ボール（黒）  
φ20×6.9㎝（50入･磁） 
1,700円

ハ659-067 
15.5㎝丸皿（黒）  
φ15.5×2.5㎝（80入･磁） 
850円

ハ659-077 
飯丼小（黒）  
φ12.3×6.5㎝（60入･磁） 
900円

ハ659-087 
飯丼大（黒）  
φ17.7×8.9㎝（40入･磁） 
1,900円

ハ659-097 
10㎝ボール（黒）  
φ10.2×4㎝（90入･磁） 
800円

ハ659-107 
13㎝深皿（黒）  
φ13×3㎝（100入･磁） 
750円

ハ659-117 
タレ皿（黒）  
φ10×2.6㎝（200入･磁） 
700円

ハ659-127 
タレ入れ付お好み取皿（黒）  
22.6×8.6×2.1㎝（30入･磁） 
1,700円

ハ659-137 
15.5㎝丸皿（青）  
φ15.5×2.5㎝（80入･磁） 
850円

ハ659-147 
飯丼小（青）  
φ12.3×6.5㎝（60入･磁） 
900円

ハ659-157 
飯丼大（青）  
φ17.7×8.9㎝（40入･磁） 
1,900円

ハ659-167 
10㎝ボール（青）  
φ10.2×4㎝（90入･磁） 
800円

ハ659-177 
13㎝深皿（青）  
φ13×3㎝（100入･磁） 
750円

ハ659-187 
タレ皿（青）  
φ10×2.6㎝（200入･磁） 
700円

ハ659-197 
タレ入れ付お好み取皿（青）  
22.6×8.6×2.1㎝（30入･磁） 
1,700円

オ659-517 白22㎝反高台7.0丼  φ21.4×8.6㎝（磁） ････････810円
オ659-527 白20㎝反高台6.5丼  φ19×7.4㎝（磁） ･･････････660円
オ659-537 白21㎝リム高台7.0丼  φ21.2×8.3㎝（磁） ･･････800円
オ659-547 白20㎝リム高台6.5丼  φ19.5×8.0㎝（磁） ･･････740円
オ659-557 白16㎝5.0玉丼  φ16.0×6.4㎝（磁） ･････････････550円
オ659-567 白20㎝6.5玉丼  φ19.7×7.6㎝（磁） ･････････････680円
オ659-577 白23㎝7.0玉丼  φ23.2×7.3㎝（磁） ･･････････ 1,540円
オ659-587 白反3.6汁碗  φ11.9×5.8㎝（磁） ･････････････････310円
オ659-597 白12㎝ライス丼  φ11.7×5.9㎝（磁） ･･････････････340円
オ659-607 白13㎝ライス丼  φ13.0×6.3㎝（磁） ･･････････････520円
オ659-617 白リムライス碗  φ14.9×6.4㎝（磁） ･･･････････････440円
オ659-627 白4.8丸ライス碗  φ14.9×6.4㎝（磁） ･････････････500円
オ659-637 白9㎝ボール  φ9.1×3.9㎝（磁） ･･･････････････････320円
オ659-647 白12㎝ボール  φ11.2×4.6㎝（磁） ････････････････350円
オ659-657 白14㎝ボール  φ14×5.6㎝（磁） ･････････････････520円
オ659-667 白17㎝ボール  φ16.3×6.5㎝（磁） ････････････････770円
オ659-677 白22㎝手付プラター  20.8×13×2.5㎝（磁） ･･････930円
オ659-687 白25㎝手付プラター  24×15×2.7㎝（磁） ･････1,350円
オ659-697 白22㎝丸深皿  φ21.6×3.8㎝（磁） ･･･････････････440円
オ659-707 白24㎝丸深皿  φ24.0×4.6㎝（磁） ･･･････････････610円
オ659-717 白17㎝取皿  φ16.7×2.2㎝（磁） ･････････････････310円
オ659-727 白19㎝丸皿  φ19.1×2.2㎝（磁） ･････････････････390円
オ659-737 白25㎝丸皿  φ24.6×3.2㎝（磁） ･････････････････610円
オ659-747 白27㎝丸皿  φ27.2×3.6㎝（磁） ･････････････････900円
オ659-757 白31㎝丸皿  φ31.8×4.2㎝（磁） ･･････････････ 2,800円
オ659-767 白17㎝浅鉢  φ16.8×4.9㎝（磁） ･････････････････400円
オ659-777 白13㎝深皿  φ13.1×2.9㎝（磁） ･････････････････280円
オ659-787 白14㎝深皿  φ14.2×3.1㎝（磁） ･････････････････290円
オ659-797 白10㎝タレ皿  φ9.9×2.7㎝（磁） ･････････････････260円
オ659-807 黒マット塗り分け碗レンゲ  11.5×4.8㎝（磁） ･････430円
オ659-817 黒マット塗り分け多用レンゲ  14.6×4.9㎝（磁） ･･･390円
オ659-827 黒マット塗り分け長レンゲ  18.2×4.6㎝（強） ･････770円
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ツ660-017 新型7.5高台丼  φ23×9㎝（20入･磁） ････････････････2,200円
ツ660-027 新型7.0玉丼  φ21.4×8㎝（30入･磁） ･････････････････2,350円
ツ660-037 新型切立6.5丼  φ19.5×7㎝（40入･磁） ･･････････････1,150円
ツ660-047 新型切立7.0丼  φ21.4×7.3㎝（30入･磁） ････････････1,450円
ツ660-057 新型リム付7.0高台丼  φ21.3×8.3㎝（30入･磁） ･････1,500円
ツ660-067 リム付8.0高台丼  φ24.5×8.9㎝（20入･磁） ･･･････････3,750円
ツ660-077 新型4.8ライス丼  φ14.9×6.1㎝（60入･磁） ･･････････････950円
ツ660-087 新型反6.5高台丼  φ20.3×8.2㎝（40入･磁）･･････････1,400円
ツ660-097 新型反7.0高台丼  21.5×8.4㎝（30入･磁） ･･･････････1,600円
ツ660-107 新型7.0丸高台皿  φ22×6.6㎝（30入･磁） ･･･････････1,550円
ツ660-117 3.6スープ碗  φ11.7×5.6㎝（80入･磁） ･･･････････････････660円
ツ660-127 新型8吋スープ  φ20.9×3.9㎝（60入･磁） ････････････････950円
ツ660-137 新型9吋スープ  φ23×4.2㎝（50入･磁） ･･･････････････1,300円
ツ660-147 新型八角6.0シューマイ皿  19.2×4.3㎝（40入･磁） ･･･1,200円
ツ660-157 新型8吋メタ皿  φ20.9×2.1㎝（60入･磁） ････････････････950円
ツ660-167 新型9吋メタ皿  φ23.5×2.3㎝（50入･磁） ･････････････1,300円
ツ660-177 新型10吋メタ皿  φ25.8×2.3㎝（40入･磁） ････････････1,600円
ツ660-187 8吋メタ玉プラター  21×2.2㎝（60入･磁） ･････････････1,400円
ツ660-197 9吋メタ玉プラター  23.6×2.3㎝（50入･磁） ･･･････････1,550円
ツ660-207 10吋メタ玉プラター  26.6×2.8㎝（40入･磁） ･････････1,900円
ツ660-217 12吋メタ玉プラター  31.6×3.3㎝（30入･磁） ･････････2,850円
ツ660-227 4.5取皿  φ14×3㎝（100入･磁） ･･････････････････････････650円
ツ660-237 新型厚口5.0皿  φ15×2.2㎝（100入･磁） ････････････････620円
ツ660-247 新型厚口4.0皿  φ12.5×2.1㎝（120入･磁） ･･････････････500円
ツ660-257 新型厚口3.0皿  10×2.3㎝（160入･磁） ･････････････････450円
ツ660-267 レンゲ  13.7×4.6×5㎝（200入･磁） ･･･････････････････････440円
ツ660-277 レンゲ台  8.9×5.2×1.9㎝（200入･磁） ････････････････････480円

ミ660-517 6.3反丼  
φ19×6.8㎝（50入･磁） 1,650円
ミ660-527 6.5反丼  
φ19.5×7.2㎝（40入･磁） 1,680円
ミ660-537 7.0反丼  
φ21.5×8㎝（30入･磁） 2,350円

ミ660-547 6.5腰張丼  
φ19.5×7㎝（30入･磁） 2,250円
ミ660-557 7.0腰張丼  
φ22×8.4㎝（24入･磁） 4,100円
ミ660-567 8.0腰張丼  
φ24.5×10㎝（20入･磁） 5,700円

ミ660-577 7.0高台皿  
φ22.9×6.7㎝（30入･磁） 2,050円
ミ660-587 8.0高台皿  
φ24.5×7.2㎝（24入･磁） 3,150円

ミ660-597 
8.8高台皿  
φ26.5×8.4㎝（20入･磁） 
6,500円

ミ660-607 
8.0浅丼  
φ24.5×7.5㎝（30入･磁） 
3,400円

ミ660-617 
八角6.0シューマイ  
φ19×4㎝（45入･磁） 
1,680円

ミ660-627 
9吋プラター  
φ23.5×17.2㎝（50入･磁） 
1,850円

ミ660-637 
3.0皿  
φ9.5㎝（300入･磁） 
600円

ミ660-647 
3.8皿  
φ11.5㎝（150入･磁） 
720円

ミ660-657 
7.0皿  
φ21.5㎝（40入･磁） 
1,800円

ミ660-667 
8.0皿  
φ25㎝（30入･磁） 
2,950円

ミ660-677 
9.0皿  
φ28㎝（20入･磁） 
4,000円

ミ660-687 
尺皿  
φ31㎝（15入･磁） 
7,200円

ミ660-697 
4.0深皿  
φ12×2.8㎝（150入･磁） 
800円

ミ660-707 
4.5深皿  
φ13.8㎝（120入･磁） 
880円

ミ660-717 
3.4汁碗  
φ10.8×5㎝（120入･磁） 
730円

ミ660-727 
3.6汁碗  
φ11.5×6.2㎝（120入･磁） 
880円

ミ660-737 
ライス丼  
φ15.5×7㎝（60入･磁） 
1,450円

ミ660-747 
3.8スープ碗  
φ11.5×4.2㎝（120入･磁） 
780円

ミ660-757 
反煎茶  
φ9×5.4㎝（120入･磁） 
730円
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ツ661-017 6.5玉丼  
φ20.3×8㎝（40入･磁） ･････････････2,300円
ツ661-027 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） ･････････････3,700円
ツ661-037 7.0丸高台皿  
φ21.2×6.3㎝（30入･磁） ･･･････････2,300円
ツ661-047 リム付6.5反丼  
φ19.6×7.8㎝（40入･磁） ･･･････････2,000円
ツ661-057 リム付7.0反丼  
φ21×8㎝（30入･磁） ･･････････････2,300円
ツ661-067 ライス丼  
φ15.6×7㎝（60入･磁） ･････････････1,650円
ツ661-077 8吋プラター  
20.5×14.8㎝（60入･磁） ･･･････････1,400円
ツ661-087 9吋プラター  
23.6×17㎝（50入･磁） ･････････････1,700円
ツ661-097 10吋プラター  
26.2×19㎝（40入･磁） ･････････････2,750円
ツ661-107 4.0スープ碗  
φ12.3×6㎝（80入･磁） ･････････････1,200円
ツ661-117 3.6スープ碗  
φ11×5.5㎝（100入･磁） ･･････････････920円
ツ661-127 玉割  
φ11.4×4.2㎝（80入･磁） ･･････････････920円
ツ661-137 6.0八角皿  
19×4.8㎝（40入･磁） ･･････････････2,250円
ツ661-147 3.0皿  
φ9.5㎝（200入･磁） ･･････････････････630円
ツ661-157 3.5皿  
φ11.6㎝（160入･磁） ･････････････････680円
ツ661-167 4.5皿  
φ14.6㎝（100入･磁） ･････････････････860円
ツ661-177 5.0皿  
φ16.4㎝（80入･磁） ･･･････････････1,150円
ツ661-187 6.0皿  
φ18.6㎝（60入･磁） ･･･････････････1,550円
ツ661-197 7.0皿  
φ21.8㎝（50入･磁） ･･･････････････1,900円
ツ661-207 8.0皿  
φ24.8㎝（40入･磁） ･･･････････････3,900円
ツ661-217 反煎茶  
φ9.2×5.5㎝（100入･磁） ･･････････････770円
ツ661-227 4.0深皿  
φ12.3×3.2㎝（80入･磁） ･･････････････840円
ツ661-237 9吋仕切プラター  
24×16.5㎝（40入･磁） ･････････････1,850円
ツ661-247 二ツ切薬味皿  
7.8×15.5㎝（80入･磁） ････････････1,350円

ホ661-517 8.5吋メタ丸皿  φ21.2×2.7㎝（30入･磁） 1,450円
ホ661-527 7.5吋メタ丸皿  φ19.5×2.3㎝（60入･磁） 1,380円
ホ661-537 6.5吋メタ丸皿  φ17×2㎝（80入･磁） 1,250円 ホ661-547 6.8高台丼  

φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 2,100円
ホ661-557 6.5高台丼  
φ20×8.5㎝（36入･磁） 1,850円

ホ661-567 5.0高台丼  
φ15.7×6.5㎝（50入･磁） 1,400円

ホ661-577 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（28入･磁） 3,400円

ホ661-587 6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（30入･磁） 2,500円

ホ661-597 5.0玉丼  
φ15.7×6.5㎝（40入･磁） 1,750円

ホ661-607 6.8切立丼  
φ20.3×7.6㎝（40入･磁） 1,780円

ホ661-617 
3.0皿  
φ10×1.5㎝（160入･磁） 
700円

ホ661-627 
4.0皿  
φ13×2.3㎝（120入･磁） 
880円

ホ661-637 
3.2深皿  
φ10×2.7㎝（160入･磁） 
700円

ホ661-647 
4.0取皿  
φ12.5×2.5㎝（100入･磁） 
880円

ホ661-657 
4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（80入･磁） 
980円

ホ661-667 
3.5深口丼  
φ10.5×5.8㎝（60入･磁） 
1,100円

ホ661-677 
3.8深口丼  
φ11.4×6.4㎝（50入･磁） 
1,200円
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ホ662-017 ミニ玉丼  
φ17.8×7.3㎝（50入･磁） ･･･････････2,350円
ホ662-027 6.5玉丼  
φ19.8×7.8㎝（34入･磁） ･･･････････3,100円
ホ662-037 7.5玉丼  
φ22×8.5㎝（26入･磁） ･････････････4,800円
ホ662-047 8.0玉丼  
φ24.5×11㎝（18入･磁） ･･･････････7,200円
ホ662-057 ミニ反高台丼  
φ17.2×7.3㎝（50入･磁） ･･･････････1,850円
ホ662-067 6.5反高台丼  
φ20.3×8.5㎝（36入･磁） ･･･････････2,300円
ホ662-077 7.0反高台丼  
φ21.7×8.5㎝（30入･磁） ･･･････････2,550円
ホ662-087 7.5反高台丼  
φ23.5×8.8㎝（26入･磁） ･･･････････4,450円
ホ662-097 6.8切立丼  
φ20.5×7.7㎝（36入･磁） ･･･････････2,200円
ホ662-107 7.5冷麺深皿  
φ22×4.2㎝（40入･磁） ･････････････2,400円
ホ662-117 八角シューマイ皿  
19×4.5㎝（40入･磁） ･･････････････2,250円
ホ662-127 7.0高台皿  
φ21×6㎝（40入･磁） ･･････････････2,350円
ホ662-137 8吋メタプラター  
21×15㎝（50入･磁） ･･･････････････1,850円
ホ662-147 9吋メタプラター  
24×17㎝（40入･磁） ･･･････････････2,050円
ホ662-157 10吋メタプラター  
26×18.5㎝（30入･磁） ･････････････2,350円
ホ662-167 9.5吋仕切皿  
24×17㎝（40入･磁） ･･･････････････2,300円
ホ662-177 3.0丸皿  
φ9.8㎝（160入･磁） ･･････････････････550円
ホ662-187 4.0丸皿  
φ12.8㎝（120入･磁） ･････････････････600円
ホ662-197 5.5吋深皿  
φ14.2×3.4㎝（100入･磁） ･･････････1,300円
ホ662-207 8.5吋丸皿  
φ22.2㎝（36入･磁） ･･･････････････2,100円
ホ662-217 9吋丸皿  
φ23.7㎝（32入･磁） ･･･････････････2,350円
ホ662-227 10吋丸皿  
φ26㎝（28入･磁） ･････････････････2,800円
ホ662-237 汁碗  
φ11.5×6㎝（80入･磁） ･････････････1,300円
ホ662-247 ライス丼  
φ14.8×6.2㎝（60入･磁） ･･･････････1,450円
ホ662-257 レンゲのみ  
14㎝（160入･磁） ････････････････････750円
ホ662-267 レンゲ台のみ  
9.5×5.5㎝（200入･磁） ･･･････････････800円

ホ662-557 
6 1/2吋メタ丸皿  
φ17×2㎝（70入･磁） 
650円

ホ662-567 
6吋メタ丸皿  
φ15.5×1.8㎝（80入･磁） 
600円

ホ662-577 
丸4.0皿  
φ13×2.3㎝（100入･磁） 
550円

ホ662-587 
丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（140入･磁） 
500円

ホ662-597 
丸3.0皿  
φ10×1.5㎝（160入･磁） 
450円

ホ662-607 5.5深口丼  
φ17×8.7㎝（30入･磁） 1,390円

ホ662-617 5.0深口丼  
φ15.6×8㎝（40入･磁） 1,190円

ホ662-627 7.5高台丼  
φ23×9.2㎝（26入･磁） 2,590円

ホ662-637 6.8高台丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,590円

ホ662-647 6.3高台丼  
φ19×7.7㎝（40入･磁） 1,290円

ホ662-677 
7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（40入･磁） 
1,490円

ホ662-687 
4.8取皿  
φ14×2.9㎝（100入･磁） 
600円

ホ662-697 
7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（26入･磁） 
2,700円

ホ662-707 
6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（30入･磁） 
2,000円

ホ662-717 
5.0玉丼  
φ15.7×6.5㎝（40入･磁） 
1,300円

ホ662-727 
5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） 
900円

ホ662-737 
4.5ライス丼  
φ13.5×6㎝（80入･磁） 
800円

ホ662-747 
スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（80入･磁） 
650円

ホ662-757 
飯器  
φ13.2×8.2㎝（60入･磁） 
900円

ホ662-517 
11吋メタ丸皿  
φ27.5×3㎝（20入･磁） 
1,700円

ホ662-527 
9 1/2吋メタ丸皿  
φ24×2.9㎝（30入･磁） 
1,100円

ホ662-537 
8 1/2吋メタ丸皿  
φ21.2×2.7㎝（40入･磁） 
800円

ホ662-547 
7 1/2吋メタ丸皿  
φ19.5×2.3㎝（60入･磁） 
750円

ホ662-657 
6.8切立丼  
φ20.3×7.6㎝（36入･磁） 
1,390円

ホ662-667 
8.0丸高皿  
φ24.5×7㎝（28入･磁） 
2,690円
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ホ663-047 
6.5反高台丼  
φ20×8.5㎝（36入･磁） 
1,950円

ホ663-057 
6.8反高台丼  
φ21×8.4㎝（30入･磁） 
2,100円

ホ663-067 
6.8切立丼  
φ20.5×7.5㎝（36入･磁） 
1,930円

ホ663-077 
ライス丼  
φ14.8×6.4㎝（60入･磁） 
1,300円

ホ663-087 
スープ碗  
φ11.8×5.3㎝（80入･磁） 
650円

ホ663-097 
7.0高台皿  
φ21.8×6.4㎝（40入･磁） 
2,100円

ホ663-107 
八角皿  
18.4×19×4.8㎝（40入･磁） 
1,480円 ホ663-117 

8吋メタプラター  
21×15.2㎝（60入･磁） 
1,400円

ホ663-127 
9吋メタプラター  
23.6×16.8㎝（40入･磁） 
1,600円

ホ663-137 4.0皿  
φ13㎝（100入･磁） 780円

ホ663-147 7 1/2吋丸皿  
φ19㎝（60入･磁） 830円

ホ663-157 8吋丸皿  
φ21㎝（46入･磁） 900円

ホ663-167 9吋丸皿  
φ23.7㎝（36入･磁） 1,200円

ホ663-177 10吋丸皿  
φ26㎝（30入･磁） 1,700円

ホ663-187 12吋丸皿  
φ31.5㎝（20入･磁） 4,450円

ホ663-197 4.5取皿  
φ14×3㎝（80入･磁） 720円

ホ663-207 レンゲ  
13.8㎝（160入･磁） 360円

ホ663-217 6.3切立丼  
φ19.6×6.8㎝（40入･磁） 1,660円

ホ663-017 
6.5玉丼  
φ19.8×7.4㎝（30入･磁） 
2,500円

ホ663-027 
7.0玉丼  
φ21.5×7.8㎝（24入･磁） 
3,500円

ホ663-037 
8.0玉丼  
φ25×9.3㎝（18入･磁） 
5,500円

オ663-517 7.0玉丼  φ21.5×7.6㎝（磁） ･･････････3,950円
オ663-527 6.5玉丼  φ19.7×7.2㎝（磁） ･･････････2,700円
オ663-537 反高台6.8丼  φ21×8.4㎝（磁） ･･････2,050円
オ663-547 反高台6.5丼  φ20×8.3㎝（磁） ･･････1,900円
オ663-557 切立6.8丼  φ20.7×7.5㎝（磁） ･･･････1,740円
オ663-567 切立6.3丼  φ19.5×7㎝（磁） ･････････1,280円
オ663-577 4.8ライス丼  φ15×6㎝（磁） ･･････････1,200円
オ663-587 7.0丸高台皿  φ22×6.3㎝（磁） ･･････2,100円
オ663-597 リム7.0丼  φ21.6×7.5㎝（磁） ････････2,050円
オ663-607 八角シューマイ  18.7×4.5㎝（磁） ･････1,430円
オ663-617 3.6スープ碗  φ12×5.5㎝（磁） ･･････････880円
オ663-627 3.2深皿  φ10.5×2.3㎝（磁） ･････････････650円
オ663-637 4.0深皿  φ13.1×2.9㎝（磁） ･････････････720円
オ663-647 レンゲ  13.7×4.6㎝（磁） ･････････････････630円
オ663-657 レンゲ台  9.4×5.6㎝（磁） ････････････････780円
オ663-667 8吋メタプラター  21×2㎝（磁） ･･･････1,740円
オ663-677 9吋メタプラター  23.4×2.4㎝（磁） ･･･2,000円
オ663-687 10吋メタプラター  26×24㎝（磁） ････2,530円
オ663-697 12吋メタプラター  30.8×3㎝（磁） ･･･4,450円
オ663-707 14吋メタプラター  36×3㎝（磁） ･････8,500円
オ663-717 10吋メタミート  φ26×2.5㎝（磁） ･････2,160円
オ663-727 12吋メタミート  φ31×3.3㎝（磁） ･････5,500円
オ663-737 8吋スープ  21×4㎝（磁） ･････････････1,100円
オ663-747 9吋スープ  23.5×4.5㎝（磁） ･････････1,320円
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オ664-017 反高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（磁） ･･････････････････2,300円
オ664-027 反高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（磁） ･･････････････････2,500円
オ664-037 切立6.3丼  
φ19.7×6.8㎝（磁） ････････････････1,750円
オ664-047 切立6.8丼  
φ20.3×7.6㎝（磁） ････････････････2,600円
オ664-057 リム7.0丼  
φ21.3×7.5㎝（磁） ････････････････2,600円
オ664-067 6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（磁） ･･････････････････3,270円
オ664-077 7.0玉丼  
φ21.8×8㎝（磁） ･･････････････････4,750円
オ664-087 6.0八角シューマイ  
19×4.6㎝（磁） ････････････････････1,800円
オ664-097 7.0丸高台皿  
φ22×6㎝（磁） ････････････････････2,450円
オ664-107 8吋スープ  
φ21.6×3.8㎝（磁） ････････････････1,200円
オ664-117 9吋スープ  
φ24×4.6㎝（磁） ･･････････････････1,400円
オ664-127 8吋ミート  
φ21×2.4㎝（磁） ･･････････････････1,200円
オ664-137 9吋ミート  
φ24×2.6㎝（磁） ･･････････････････1,400円
オ664-147 3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） ････････････････1,050円

ト664-577 6.5玉丼  
φ19.8×7.7㎝（32入･磁） 3,600円

ト664-587 7.0玉丼  
φ22.2×8㎝（24入･磁） 4,350円

ト664-597 7.0高台皿  
φ22.2×6.5㎝（30入･磁） 2,800円

ト664-607 八角皿  
18.7×4.8㎝（50入･磁） 2,200円

ト664-617 ライス丼  
φ14.9×6.3㎝（60入･磁） 1,950円

ト664-627 3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（80入･磁） 1,560円

ト664-637 4.5取皿  
φ14.2×3.1㎝（80入･磁） 1,350円

ト664-647 4.0皿  
φ13.3×2.5㎝（80入･磁） 1,150円

ト664-657 3.0皿  
φ10×2㎝（100入･磁） 1,000円

ト664-667 レンゲ  
14.2㎝（150入･磁） 520円
ト664-677 レンゲ台  
9㎝（150入･磁） 580円

ト664-517 9.0皿  
φ27.4×3.8㎝（25入･磁） 6,200円

ト664-527 8.0皿  
φ24.6×3.6㎝（30入･磁） 4,850円

ト664-537 7.0皿  
φ21.2×3.2㎝（50入･磁） 3,200円

ト664-547 6.3高台丼  
φ19.3×7.9㎝（32入･磁） 2,550円
ト664-557 6.5高台丼  
φ20.3×8.7㎝（32入･磁） 2,620円
ト664-567 6.8高台丼  
φ21.2×8.6㎝（30入･磁） 2,800円
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ト665-517 切立6.5丼  
φ20.5×7.5㎝（40入･磁） ･･･････････2,150円
ト665-527 7.0リム高台丼  
φ21.4×7.5㎝（30入･磁） ･･･････････2,550円
ト665-537 6.5高台丼  
φ20.2×8.5㎝（30入･磁） ･･･････････2,200円
ト665-547 6.8高台丼  
φ21×8.8㎝（30入･磁） ･････････････2,500円
ト665-557 7.0丸高台皿  
φ22×6.5㎝（30入･磁） ･････････････2,500円
ト665-567 4.8ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） ･････････････1,480円
ト665-577 八角シューマイ  
18.5×4.5㎝（50入･磁） ････････････1,950円
ト665-587 8吋丸皿  
φ21㎝（40入･磁） ･････････････････1,680円
ト665-597 9吋丸皿  
φ23.5㎝（30入･磁） ･･･････････････1,920円
ト665-607 10吋丸皿  
φ26.5㎝（30入･磁） ･･･････････････2,600円
ト665-617 4.5取皿  
φ14.2×3㎝（80入･磁） ･････････････1,180円
ト665-627 3.6スープ碗  
φ11.7×6㎝（80入･磁） ･････････････1,180円
ト665-637 3.0皿  
φ10㎝（120入･磁） ･･･････････････････820円
ト665-647 4.0皿  
φ12.9㎝（100入･磁） ･･････････････1,100円
ト665-657 8吋プラター  
21.5×15.3㎝（60入･磁） ･･･････････2,500円
ト665-667 9吋プラター  
24×17.2㎝（40入･磁） ･････････････2,750円
ト665-677 10吋プラター  
26.2×18.8㎝（30入･磁） ･･･････････3,000円

ア665-117 玉渕8吋プラター  20.7×15.1×2.2㎝（60入･磁） 1,650円
ア665-127 玉渕9吋プラター  23×17㎝（50入･磁） 1,950円
ア665-137 玉渕10吋プラター  25.6×18.2×2.8㎝（40入･磁） 2,450円
ア665-147 玉渕12吋プラター  31.5×22.9×3㎝（30入･磁） 3,800円

ア665-017 反高台6.5丼  
φ20.1×8.3㎝（40入･磁） 1,800円

ア665-027 反高台6.8丼  
φ21.4×8.5㎝（40入･磁） 2,150円

ア665-037 切立6.3丼  
φ19.6×7㎝（40入･磁） 1,500円

ア665-047 切立6.8丼  
φ20.3×7.4㎝（40入･磁） 1,700円

ア665-057 丸高台7.0皿  
φ22×6.2㎝（30入･磁） 2,000円

ア665-097 玉渕8吋スープ  
φ21.1×4㎝（60入･磁） 1,100円

ア665-107 玉渕9吋スープ  
φ23.5×4.5㎝（50入･磁） 1,450円

ア665-167 
玉渕8吋ニク  
φ21×2.3㎝（60入･磁） 
1,100円

ア665-177 
玉渕9吋ニク  
φ23㎝（50入･磁） 
1,450円

ア665-077 八角高台皿  
18.8×19.4×4.8㎝（50入･磁） 1,650円

ア665-067 スープ碗  
φ11.6×5.8㎝（100入･磁） 900円

ア665-087 3.0皿  
φ10.1×2㎝（200入･磁） 750円

ア665-157 
玉渕9吋丸メタ皿  
φ23.2×2.5㎝（50入･磁） 
1,500円
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ミ666-157 8吋スープ  φ21×4.2㎝（60入･磁） ･･･････1,200円
ミ666-167 9吋スープ  φ23.6×4.2㎝（50入･磁） ･････1,350円
ミ666-177 ガラ入  9.5×10㎝（40入･磁） ･････････････2,850円
ミ666-187 7 1/2吋メタ皿  φ19.1㎝（80入･磁） ････1,280円
ミ666-197 8吋メタ皿  φ21.2㎝（60入･磁） ･･････････1,380円
ミ666-207 9吋メタ皿  φ23.5㎝（50入･磁） ･･････････1,580円
ミ666-217 10吋メタ皿  φ26.5㎝（40入･磁） ････････2,380円
ミ666-227 12吋メタ皿  φ31.6㎝（20入･磁） ････････6,000円
ミ666-237 14吋メタ皿  φ36㎝（10入･磁） ････････13,950円
ミ666-247 5 1/2吋フルーツ皿  φ13.8×3.2㎝（150入･磁） ･････890円
ミ666-257 3.6スープ碗  φ11.7×5.3㎝（120入･磁）･････950円
ミ666-267 4.8ライス丼  φ15.2×6.2㎝（60入･磁） ･･･1,350円
ミ666-277 8角シューマイ皿  φ18.7×4.7㎝（45入･磁） ･･･1,600円
ミ666-287 カスター辣油  35×8.5㎝（（10×12）120入･磁） ･･･2,150円

ミ666-297 カスター醤油  3.5×8.5㎝（（10×12）120入･磁） ･･･2,150円
ミ666-307 カスター酢  3.5×8.5㎝（（10×12）120入･磁） ･････2,150円
ミ666-317 レンゲ  13.7×4.7㎝（300入･磁） ･････････････520円
ミ666-327 レンゲ台  9×5.5㎝（200入･磁） ･････････････560円
ミ666-337 3.0皿  φ9.8×2㎝（300入･磁）･･･････････････530円
ミ666-347 3.5皿  φ11.3×2㎝（200入･磁） ･････････････600円
ミ666-357 4.0皿  φ13×2.3㎝（150入･磁） ･････････････920円
ミ666-367 8吋メタプラター  21×15㎝（60入･磁） ････1,750円
ミ666-377 9吋メタプラター  23.5×16.8㎝（50入･磁） ････1,950円
ミ666-387 10吋メタプラター  26.4×18.9㎝（40入･磁） ････2,500円
ミ666-397 12吋メタプラター  31.8×23.2㎝（20入･磁） ････4,200円
ミ666-407 14吋メタプラター  36×26㎝（15入･磁） ････7,850円

ミ666-017 5.0玉丼  φ15.8×6.3㎝（60入･磁） ･･･････2,000円
ミ666-027 6.5玉丼  φ19.8×7.1㎝（40入･磁） ･･･････2,900円
ミ666-037 7.0玉丼  φ21.6×8㎝（30入･磁） ･････････4,050円
ミ666-047 8.0玉丼  φ24.8×9㎝（20入･磁） ･････････6,850円
ミ666-057 7.0リム付丼  φ21.5×7.6㎝（30入･磁） ････2,250円
ミ666-067 8.0リム付丼  φ24.5×8.8㎝（20入･磁） ････4,800円
ミ666-077 6.3高台丼  φ19.2×7.7㎝（40入･磁） ････1,980円
ミ666-087 6.5高台丼  φ20.2×8.1㎝（40入･磁） ････2,080円
ミ666-097 6.8高台丼  φ21×8.4㎝（30入･磁） ･･････2,250円
ミ666-107 7.5高台丼  φ23.3×9㎝（24入･磁） ･･････3,580円
ミ666-117 切立6.3丼  φ19.7×7㎝（50入･磁） ･･････1,400円
ミ666-127 切立6.8丼  φ20.5×7.4㎝（40入･磁） ････1,950円
ミ666-137 7.0丸高台皿  φ22×6.3㎝（30入･磁） ････2,250円
ミ666-147 8.0丸高台皿  φ24.7×6.7㎝（20入･磁） ････4,450円
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白粉引

タ667-017 28㎝皿  
φ28×3.3㎝（20入･磁） 
1,150円

タ667-027 26㎝皿  
φ25.7×2.8㎝（30入･磁） 
1,050円

タ667-037 24㎝皿  
φ23.7×2.8㎝（40入･磁） 
680円

タ667-047 21㎝皿  
φ21×2.6㎝（40入･磁） 
500円

タ667-057 19㎝皿  
φ19×2.5㎝（60入･磁） 
470円

タ667-067 16㎝皿  
φ16.3×2.3㎝（80入･磁） 
360円

タ667-077 15㎝皿  
φ14.9×2.3㎝（100入･磁） 
340円

タ667-087 13㎝皿  
φ12.6×2.2㎝（120入･磁） 
320円

タ667-097 24㎝深皿  
φ24.5×5.1㎝（30入･磁） 
750円

タ667-107 21㎝深皿  
φ21.3×4.3㎝（40入･磁） 
530円

タ667-117 14㎝深皿  
φ14×3.2㎝（120入･磁） 
330円

タ667-127 13㎝深皿  
φ13.1×2.9㎝（140入･磁） 
330円

タ667-137 10㎝深皿  
φ10×2.5㎝（200入･磁） 
290円

タ667-147 反高台22㎝丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 
930円

タ667-157 反高台21㎝丼  
φ20.6×8.4㎝（30入･磁） 
870円

タ667-167 反高台20㎝丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁） 
760円

タ667-177 玉渕25㎝丼  
φ25.7×9.4㎝（16入･磁） 
2,800円

タ667-187 玉渕22㎝丼  
φ22×9㎝（20入･磁） 
980円

タ667-197 玉渕21㎝丼  
φ20.7×8.5㎝（30入･磁） 
880円

タ667-207 玉渕20㎝丼  
φ19.6×8㎝（30入･磁） 
750円

タ667-217 玉渕16㎝丼  
φ16×6.8㎝（40入･磁） 
630円

タ667-227 玉渕14㎝丼  
φ14×5.6㎝（60入･磁） 
460円

タ667-237 玉渕13㎝丼  
φ13×5㎝（60入･磁） 
440円

タ667-247 玉渕12㎝丼  
φ11.5×4.5㎝（60入･磁） 
410円

タ667-257 反15㎝碗  
φ15.2×7.2㎝（60入･磁） 
550円

タ667-267 反13㎝碗  
φ13.3×6.5㎝（60入･磁） 
460円

タ667-277 反12㎝碗  
φ11.5×5.8㎝（60入･磁） 
370円

タ667-287 反19㎝深丼  
φ19×10.2㎝（30入･磁） 
1,100円

タ667-297 丸高台22㎝深皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁） 
930円

タ667-307 八角高台19㎝皿  
19.5×18.7×4.5㎝（40入･磁） 
720円

タ667-317 反18㎝深丼  
φ17.7×9.8㎝（30入･磁） 
950円

タ667-327 反16㎝深丼  
φ16.5×8.6㎝（40入･磁） 
780円

タ667-337 反15㎝深丼  
φ15.1×8.5㎝（40入･磁） 
740円

タ667-347 反14㎝深丼  
φ13.8×8㎝（60入･磁） 
590円

タ667-357 反13㎝深丼  
φ12.8×7.5㎝（80入･磁） 
500円

タ667-367 22㎝丼受皿  
φ21.8×3.8㎝（40入･磁） 
490円

タ667-377 ラーメンレンゲ  
17.6×5.3㎝（200入･磁） 465円

タ667-387 カギレンゲL  
15.6×5.2㎝（200入･磁） 345円

タ667-397 カギレンゲS  
14×4.7㎝（200入･磁） 295円
タ667-407 受台  
9.4×5.6×2.1㎝（200入･磁） 345円

タ667-417 
切立15㎝ライス碗  
φ15.1×7.2㎝（40入･磁） 
550円

タ667-427 
切立14㎝ライス碗  
φ14×6.6㎝（60入･磁） 
500円

タ667-437 
切立13㎝ライス碗  
φ13.1×6㎝（80入･磁） 
450円
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赤　壁

釉彩（若草･ピンク）

※キズがつきにくい商品です。

ミ668-027 若草高台6.8丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,750円

ミ668-037 若草高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（40入･磁） 1,480円

ミ668-047 若草玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,150円
ミ668-057 若草玉渕7.0丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） 3,300円

ミ668-067 若草けずり石目6.8丼  
φ21.2×8.4㎝（30入･磁） 2,150円

ミ668-077 
若草4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） 650円

ミ668-087 
若草5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） 980円

ミ668-097 
若草石目4.0丼  
φ12.5×7.2㎝（60入･磁） 720円

ミ668-107 若草丸3.0皿  
φ10×1.5㎝（300入･磁） 460円

ミ668-117 若草丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（200入･磁） 500円

ミ668-127 
若草玉渕4.8取り皿  
φ14×2.9㎝（150入･磁） 600円

ミ668-137 ピンク高台7.5丼  
φ23×9.2㎝（24入･磁） 2,800円

ミ668-147 ピンク高台6.8丼  
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,750円

ミ668-157 ピンク高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（40入･磁） 1,480円

ミ668-167 ピンク玉渕6.5丼  
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,150円
ミ668-177 ピンク玉渕7.0丼  
φ21.8×8㎝（30入･磁） 3,300円

ミ668-187 ピンクけずり石目6.8丼  
φ21.2×8.4㎝（30入･磁） 2,150円

ミ668-197 
ピンク4.0スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入･磁） 650円

ミ668-207 
ピンク5.0ライス丼  
φ15×6.5㎝（60入･磁） 980円

ミ668-217 
ピンク石目4.0丼  
φ12.5×7.2㎝（60入･磁） 720円

ミ668-227 
ピンク丸3.0皿  
φ10×1.5㎝（300入･磁） 460円

ミ668-237 
ピンク丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（200入･磁） 500円

ミ668-247 
ピンク玉渕4.8取り皿  
φ14×2.9㎝（150入･磁） 600円

ミ668-017 若草高台7.5丼  
φ23×9.2㎝（24入･磁） 2,800円

ミ668-527 反高台7.0丼  
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 
1,180円

ミ668-537 反高台6.8丼  
φ20.5×8.4㎝（30入･磁） 
1,080円

ミ668-547 反高台6.5丼  
φ19.6×7.7㎝（40入･磁） 
980円

ミ668-557 7.0受皿 黒御影  
φ21.8×3.8㎝（50入･磁） 
520円

ミ668-567 7.0丸高台皿  
φ22×6.8㎝（30入･磁） 1,150円

ミ668-577 8.0深皿  
φ24.5×5.1㎝（30入･磁） 920円

ミ668-587 4.5深皿  
φ14.2×3.1㎝（100入･磁） 
450円

ミ668-597 4.2深皿  
φ13.1×2.9㎝（120入･磁） 420円

ミ668-607 3.2深皿  
φ10×2.5㎝（150入･磁） 400円

ミ668-617 
反4.8碗  
φ15×7.2㎝（60入･磁） 
730円

ミ668-627 
反4.2碗  
φ13.3×6.5㎝（80入･磁） 
600円

ミ668-637 
反3.6碗  
φ11.9×5.8㎝（120入･磁） 
500円

ミ668-647 
玉3.8丼  
φ11.5×4.5㎝（80入･磁） 
550円

ミ668-657 
4.0皿  
φ12.7×2.2㎝（120入･磁） 
400円

ミ668-667 
5.0皿  
φ14.9×2.3㎝（100入･磁） 
450円

ミ668-677 
5.5皿  
φ16.5×2.2㎝（80入･磁） 
480円

ミ668-687 
6.0皿  
φ19×2.4㎝（60入･磁） 
550円

ミ668-697 
7.0皿  
φ21×2.4㎝（60入･磁） 
550円

ミ668-707 
8.0皿  
φ24×2.6㎝（30入･磁） 
800円

ミ668-717 
8.5皿  
φ26×2.8㎝（30入･磁） 
1,250円

ミ668-727 
9.0皿  
φ28×3.4㎝（20入･磁） 
1,450円

ミ668-517 玉高台7.0丼  
φ22×8.9㎝（30入･磁） 
1,250円
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渕雷門三竜

朱金雷門

皇　帝

オ669-047 
反7.0高台丼  
φ21×8.5㎝（磁） 2,800円

オ669-057 スープ碗  
φ12×5.5㎝（磁） 1,280円

オ669-067 7.0玉丼  
φ21.5×7.6㎝（磁） 4,670円

オ669-077 6.5玉丼  
φ19.7×7.1㎝（磁） 3,550円

オ669-087 7.0高台皿  
φ22×6.3㎝（磁） 2,550円

オ669-097 八角シューマイ  
18.7×4.5㎝（磁） 1,950円

オ669-017 リム7.0丼  
φ21.6×7.6㎝（磁） 2,800円

オ669-027 切立6.8丼  
φ20.7×7.5㎝（磁） 2,500円

オ669-037 
反6.5高台丼  
φ20×8.3㎝（磁） 2,650円

オ669-317 反高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（磁） 1,900円

オ669-327 反高台6.8丼  
φ21×8.5㎝（磁） 2,000円

オ669-337 切立6.3丼  
φ19.7×6.8㎝（磁） 1,400円

オ669-347 切立6.8丼  
φ20.3×7.6㎝（磁） 1,750円

オ669-357 リム7.0丼  
φ21.6×7.6㎝（磁） 2,000円

オ669-367 7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（磁） 2,050円

オ669-377 9吋スープ  
φ24×4.6㎝（磁） 1,530円

オ669-387 8吋スープ  
φ21.6×3.8㎝（磁） 1,400円

オ669-397 八角シューマイ  
18.7×4.5㎝（磁） 1,450円

オ669-407 3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 820円

オ669-697 
8吋スープ  
φ21.6×3.8㎝（磁） 1,380円

オ669-707 
9吋スープ  
φ24×4.6㎝（磁） 1,530円

オ669-717 
6.0八角シューマイ  
18.7×18.7×4.5㎝（磁） 1,700円

オ669-727 
3.6スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（磁） 950円

オ669-617 
切立6.3丼  
φ19.7×6.8㎝（磁） 1,580円

オ669-627 
切立6.8丼  
φ20.3×7.6㎝（磁） 2,050円

オ669-637 
反高台6.8丼  
φ21×8.4㎝（磁） 2,450円

オ669-647 
反高台6.5丼  
φ20×8.5㎝（磁） 2,200円

オ669-657 
リム7.0丼  
φ21.6×7.6㎝（磁） 2,450円

オ669-667 
7.0玉丼  
φ21.5×7.6㎝（磁） 4,380円

オ669-677 
6.5玉丼  
φ20×7.7㎝（磁） 3,050円

オ669-687 
7.0丸高台皿  
φ22×6.3㎝（磁） 2,450円
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中華食器シリーズ Chinese Tableware

カ670-017 極刷毛黒六兵衛8.0丼
φ25×9.4㎝（24入･磁） 3,300円
カ670-027 極刷毛黒六兵衛7.0丼
φ22.5×8.8㎝（30入･磁） 2,750円

カ670-037 
極刷毛黒八角6.3丼
φ19.7×10㎝（40入･磁）
2,500円

カ670-047 
極刷毛黒8.0寸つけ麺皿
φ24.4×4.9㎝（30入･磁）
1,800円

カ670-057 極刷毛黒ロクロ目4.5丼
φ14.3×8.4㎝（50入･磁） 830円
カ670-067 極刷毛黒ロクロ目4.0丼
φ12.7×7㎝（60入･磁） 720円

カ670-077 極刷毛白六兵衛8.0丼
φ25×9.4㎝（24入･磁） 3,300円
カ670-087 極刷毛白六兵衛7.0丼
φ22.5×8.8㎝（30入･磁） 2,750円

カ670-097 
極刷毛白八角6.3丼
φ19.7×10㎝（40入･磁）
2,500円

カ670-107 
極刷毛白8.0寸つけ麺皿
φ24.4×4.9㎝（30入･磁）
1,800円

カ670-117 極刷毛白ロクロ目4.5丼
φ14.3×8.4㎝（50入･磁） 830円
カ670-127 極刷毛白ロクロ目4.0丼
φ12.7×7㎝（60入･磁） 720円

ア670-157 
三色牡丹6.5玉丼
φ19.6×7.5㎝（24入･磁）
3,000円

ア670-167 三色牡丹反高台7.0丼
21.5×8.5㎝（24入･磁） 2,600円
ア670-177 三色牡丹反高台6.5丼
φ20.3×8.3㎝（24入･磁） 2,300円

ア670-147 三色牡丹7.0玉丼
φ21.9㎝8.4（20入･磁） 4,300円

ア670-137 三色牡丹8.0玉丼
φ25.5×9.5㎝（15入･磁） 6,800円

ア670-187 
三色牡丹7.0高台皿
21.3×5.9㎝（30入･磁）
2,250円

ア670-197 
三色牡丹6.5八角高台皿
19.5×18.5㎝（30入･磁）
2,250円

テ670-207 福福寿リム7.0丼
φ21.5×7.5㎝（30入･磁） 2,650円
テ670-217 福福寿切立6.8丼
φ20.5×7.5㎝（40入･磁） 2,150円

テ670-227 福福寿反6.8高台丼
φ21×8.5㎝（30入･磁） 2,650円
テ670-237 福福寿反6.5高台丼
φ20×8.5㎝（30入･磁） 2,400円

テ670-247 
福福寿7.0丸高台皿
φ22×6.3㎝（40入･磁）
2,480円

テ670-257 
福福寿ライス丼
φ15×6.5㎝（60入･磁）
1,750円

テ670-267 
福福寿スープ碗
φ11.7×5.8㎝（120入･磁）
1,150円

ホ670-277 
紅鳳凰イングレーズ7.5玉丼
φ22.3×9㎝（24入･磁）
4,980円

ホ670-287 
紅鳳凰イングレーズ6.5玉丼
φ19.8×7.9㎝（30入･磁）
3,250円

ホ670-297 
紅鳳凰イングレーズ7.0高台丼
φ21.7㎝（30入･磁）
2,600円

ホ670-307 
紅鳳凰イングレーズ6.5高台丼
φ20.3×8.2㎝（36入･磁）
2,350円

ホ670-317 
紅鳳凰イングレーズ仕切皿（ギョーザ用）
24.5×17.5×3.3㎝（40入･磁）
2,450円



中
華
単
品

671

ラーメン丼

中華レンゲ

中華食器
シリーズ

Chinese Tableware 中華食器シリーズ

ネ671-017 
三色パステル7.0玉丼
φ21.5×8㎝（30入･磁）
4,400円

ネ671-027 
三色パステル4.8ライス丼
φ14.8×6.1㎝（60入･磁）
1,450円

ネ671-037 
三色パステル3.6スープ碗
φ11.7×5.3㎝（120入･磁）
1,050円

ネ671-047 
三色パステル51/2吋取皿
φ14×3㎝（100入･磁）
1,250円

ネ671-057 
三色パステル3.0皿
φ9.6×1.9㎝（200入･磁）
740円

ホ671-067 青寿6.8ラーメン丼
φ21.5×9㎝（30入･磁） 1,120円
ホ671-077 青寿6.3ラーメン丼
φ19.5×7㎝（40入･磁） 850円

ホ671-087 
青寿八角皿
18.5×3.5㎝（50入･磁）
820円

ホ671-097 
青寿丸高台皿
φ18.5×5.5㎝（40入･磁）
750円

ホ671-107 
青寿小判皿
19.5×14×2.2㎝（40入･磁）
1,050円

ホ671-117 
青寿3.6スープ碗
φ12×5.5㎝（100入･磁）
460円

ホ671-127 
青寿4.0取皿
φ14×3.2㎝（100入･磁）
390円

ネ671-137 
ブルーマーブル7.0玉丼
φ21.5×8㎝（30入･磁）
4,500円

ネ671-147 
ブルーマーブル7.0反高台
φ21.3×8.8㎝（30入･磁）
3,200円

ネ671-157 
ブルーマーブル4.8ライス
φ15×6.2㎝（60入･磁）
1,550円

ネ671-167 
ブルーマーブル3.6スープ
φ11.8×5.5㎝（120入･磁）
1,100円

ネ671-177 
ブルーマーブル丸3.0皿
φ9.7×1.8㎝（200入･磁）
800円

ト671-187 
玄潮6.5玉丼
φ19.5×7.5㎝（24入･磁）
1,050円

ト671-197 
玄潮6.8寸高台反丼
φ21×8.4㎝（24入･磁）
1,200円

ト671-207 
玄潮6寸高台反丼
φ18.2×7.6㎝（40入･磁）
850円

ト671-217 玄潮7寸切立丼
φ21.4×7.2㎝（24入･磁） 850円
ト671-227 玄潮6.3切立丼
φ19.5×6.3㎝（40入･磁） 620円

ト671-237 
玄潮7寸高台皿
φ22×6.2㎝（24入･磁）
950円

テ671-247 スーパー青白磁21㎝反高台丼
φ20.8×8.2㎝（24入･磁） 3,800円
テ671-257 スーパー青白磁20㎝反高台丼
φ20×8.2㎝（30入･磁） 3,300円

テ671-267 スーパー青白磁24㎝高台皿
φ24×6.7㎝（20入･磁） 5,000円
テ671-277 スーパー青白磁21㎝高台皿
φ20.8×5.7㎝（30入･磁） 3,300円

テ671-287 
スーパー青白磁15㎝ライス
φ15×7㎝（60入･磁）
2,200円

テ671-297 スーパー青白磁26㎝プラター
26.2×18.7×2.6㎝（40入･磁） 3,200円
テ671-307 スーパー青白磁24㎝プラター
23.8×17×2.3㎝（50入･磁） 2,800円

テ671-317 
スーパー青白磁12㎝スープ
φ11.5×5.2㎝（80入･磁）
1,250円

テ671-327 
スーパー青白磁10㎝たれ皿
φ9.8×2.5㎝（120入･磁）
980円
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ハ672-037 
中華白6.3ラーメン
φ19.5×7.2㎝（48入･磁）
900円

ハ672-047 
中華白八角シューマイ皿
φ18.5×3.5㎝（40入･磁）
730円

ハ672-057 
中華白4.0取皿
φ14.1×3.1㎝（120入･磁）
350円

ハ672-067 
中華白3.6スープ碗
φ11.9×5.5㎝（120入･磁）
390円

ハ672-077 
中華白ライス
φ15×6.5㎝（60入･磁）
600円

ハ672-087 
中空メタル18-8丼15㎝
φ15×8.5㎝（40入）（18-8ステンレス）
9,500円

ハ672-097 
中空メタル18-8丼12㎝
φ12×6㎝（100入）（18-8ステンレス）
4,800円

ハ672-017 
中華白6.8ラーメン
φ21.5×8.6㎝（36入･磁）
1,100円

ハ672-027 
中華白6.5ラーメン
φ20×8㎝（40入･磁）
1,030円

カ672-107 
スーパー青白磁7.0丸反丼
φ21.7×8.3㎝（30入･強）
2,500円

カ672-117 
スーパー青白磁7.0玉丼
φ21.8×8.1㎝（30入･強）
3,300円

カ672-127 
スーパー青白磁5.0玉丼
φ15.8×6㎝（50入･強）
1,850円

カ672-137 
スーパー青白磁4.8ライス丼
φ15×6.7㎝（50入･強）
1,150円

カ672-147 
スーパー青白磁3.6スープ碗
φ11.7×5.5㎝（80入･強）
950円

ネ672-167 
粉引ライン7.0丸高台皿
φ22×6.3㎝（36入･磁）
1,750円

ネ672-177 
粉引ライン7.0玉丼
φ21.9×7.9㎝（30入･磁）
3,300円

ネ672-187 
粉引ラインライス丼
φ15×6.3㎝（60入･磁）
1,100円

ネ672-197 
粉引ラインスープ碗
φ11.6×5.6㎝（120入･磁）
700円

ネ672-207 
粉引ライン3.0皿
φ10.1×2㎝（200入･磁）
550円

ネ672-157 
粉引ライン反6.8高台丼
φ21.2×8.3㎝（30入･磁）
2,100円

ア672-217 
二度焼間取竜7.5高台丼
23×9㎝（20入･磁）
4,900円

ア672-227 
二度焼間取竜7.0反高台丼
21×8.4㎝（24入･磁）
4,000円

ア672-237 
二度焼間取竜7.0玉丼
21.8×7.8㎝（20入･磁）
5,000円

ア672-247 
二度焼間取竜切立丼
φ19.3×10.4㎝（24入･磁）
3,900円

ホ672-257 よもぎ三角紋7.5玉丼
φ22×8.5㎝（28入･磁） 4,560円
ホ672-267 よもぎ三角紋6.5玉丼
φ20×7.5㎝（34入･磁） 3,000円

ホ672-277 よもぎ三角紋7.0反高台丼
φ21.7×8.4㎝（30入･磁） 2,450円
ホ672-287 よもぎ三角紋6.5反高台丼
φ20.3×8㎝（36入･磁） 2,200円

ホ672-297 
よもぎ三角紋切立6.8丼
φ20.3×7.5㎝（40入･磁）
2,100円

ホ672-307 
よもぎ三角紋7.0高台皿
φ21.3×6㎝（40入･磁）
2,200円

ホ672-317 
よもぎ三角紋シューマイ皿
φ19×4.5㎝（50入･磁）
2,060円

（中空2重構造）
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ホ673-017 たこ唐草7.0反高台丼
21.8×8.5㎝（30入･磁） 2,350円
ホ673-027 たこ唐草6.5反高台丼
20.5×8㎝（36入･磁） 2,150円

ホ673-037 たこ唐草7.0切立高台丼
φ21×9㎝（30入･磁） 2,500円
ホ673-047 たこ唐草6.5切立高台丼
φ19.8×8.8㎝（36入･磁） 2,150円

ホ673-057 銀彩雷門7.0反高台丼
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,500円
ホ673-067 銀彩雷門6.5反高台丼
φ20.3×8㎝（36入･磁） 2,250円

ホ673-077 銀彩雷門7.0切立高台丼
φ21×9㎝（30入･磁） 2,650円
ホ673-087 銀彩雷門6.5切立高台丼
φ19.8×8.8㎝（36入･磁） 2,300円

ア673-097 鳳凰S7.0反高台丼
φ21.9×8.4㎝（20入･磁） 2,700円
ア673-107 鳳凰S6.5反高台丼
φ20.5×8㎝（24入･磁） 2,500円

ア673-117 鳳凰S6.8丸丼
φ20.8×6.6㎝（24入･磁） 2,300円
ア673-127 鳳凰S6.5丸丼
φ19.5×7㎝（30入･磁） 1,900円

ア673-137 赤刷毛7.0反高台丼
φ21.4×8.7㎝（20入･磁） 1,600円
ア673-147 赤刷毛6.8反高台丼
φ20.3×8.5㎝（24入･磁） 1,300円

ア673-157 赤刷毛7.0切立丼
φ21.5×7.3㎝（24入･磁） 1,000円
ア673-167 赤刷毛6.5切立丼
φ19.5×6.5㎝（36入･磁） 750円

ヤ673-177 黒巻切立高台7.0丼
φ21.5×8.8㎝（30入･磁） 1,150円
ヤ673-187 黒巻切立高台6.5丼
φ19.8×8㎝（40入･磁） 990円

ヤ673-197 黒巻切立6.3深丼
φ18.8×10.2㎝（30入･磁） 1,250円
ヤ673-207 黒巻切立5.5深丼
φ16.6×8.6㎝（40入･磁） 950円

ア673-217 吉祥鳳7.0反高台丼
φ21.7×8.8㎝（20入･磁） 2,500円

ヤ673-227 市松 黒8.0めん鉢
φ24.5×7.5㎝（30入･磁） 1,700円

カ673-237 赤ゆず反型6.5ラーメン丼
20.3×8.4㎝（26入･陶） 4,500円

タ673-247 柚子赤斑点7.0反高台丼
φ21.5×8.4㎝（20入･磁） 2,200円
タ673-257 柚子赤斑点6.5反高台丼
φ20.2×8㎝（20入･磁） 2,000円

タ673-267 柚子赤斑点7.0切立丼
φ21×9.3㎝（20入･磁） 2,250円
タ673-277 柚子赤斑点6.5切立丼
φ19.5×8.8㎝（20入･磁） 2,000円

ア673-287 青磁7.0反高台丼
φ21.5×9㎝（20入･磁） 1,260円
ア673-297 青磁6.5反高台丼
φ20×8㎝（24入･磁） 1,100円

ハ673-307 古代おふけ6.5千段高ハマ丼
φ20×10㎝（24入･磁） 2,100円

ユ673-317 根来7.5腰張丼
φ22×9.5㎝（20入･強） 4,400円

ハ673-327 黒海流6.5薄筋高ハマ丼
φ20×10㎝（24入･磁） 2,000円

ア673-337 青磁8.0丸高台皿
φ24×7.3㎝（20入･磁） 2,150円
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ミ674-017 呉須刷毛格子7.0反丼
φ21.2×9㎝（30入･磁） 3,250円

ミ674-027 染錦春日7.0玉丼
φ22.3×8.3㎝（30入･強） 4,950円

テ674-037 赤昇竜六兵衛8.0丼
φ25×6.1㎝（20入･磁） 5,600円
テ674-047 赤昇竜六兵衛7.0丼
φ22.5×8.8㎝（30入･磁） 4,400円

ネ674-057 青巻竜ラーメンボウル21
φ21×7.6㎝（30入･磁） 2,000円
ネ674-067 青巻竜ラーメンボウル20
φ19.8×6.7㎝（30入･磁） 1,700円

ホ674-077 イングレーズ龍虎八角7.0丼
φ22×11㎝（24入･磁） 3,900円

ホ674-087 イングレーズ龍虎八角6.3丼
φ19.3×9.5㎝（30入･磁） 2,980円

カ674-097 極刷毛赤八角6.3丼
φ19.7×10㎝（30入･磁） 3,600円

カ674-107 白玉粉引赤竜虎八角6.3丼
φ19.5×10㎝（20入･磁）（イングレーズ） 2,800円

ミ674-117 丸紋万暦反7.0丼
φ21×9㎝（30入･磁） 3,450円

ミ674-127 赤唐草7.0反丼
φ21.7×8.5㎝（30入･磁） 3,500円

ミ674-137 時代屋7.0反丼
φ21.7×8.5㎝（30入･磁） 3,500円

ト674-147 三色間取竜高台6.8丼
φ21.4×8.5㎝（24入･磁） 2,550円

ホ674-157 おどり竜（青）7.0反高台丼
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,350円
ホ674-167 おどり竜（青）6.5反高台丼
φ20.3×8㎝（36入･磁） 2,150円

ホ674-177 おどり竜（赤）7.0反高台丼
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,350円
ホ674-187 おどり竜（赤）6.5反高台丼
φ20.3×8㎝（36入･磁） 2,150円

ホ674-197 トルコ三ツ竜7.0反高台丼
21.7×8.5㎝（30入･磁） 2,350円
ホ674-207 トルコ三ツ竜6.5反高台丼
20.3×8.3㎝（36入･磁） 2,100円

ミ674-227 黒巻反7.0高台丼
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 1,240円

ミ674-267 赤巻反7.0高台丼
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 1,440円

ミ674-237 黒巻反6.8高台丼
φ20.5×8.4㎝（30入･磁） 1,150円
ミ674-247 黒巻反6.5高台丼
φ19.6×7.7㎝（40入･磁） 1,030円
ミ674-257 白丼受皿
φ21.8×3.8㎝（50入･磁） 580円

ホ674-217 トルコ三ツ竜6.8切立丼
20.5×7.8㎝（36入･磁） 2,000円

ミ674-277 赤巻反6.8高台丼
φ20.5×8.4㎝（30入･磁） 1,360円
ミ674-287 赤巻反6.5高台丼
φ19.6×7.7㎝（40入･磁） 1,240円
ミ674-297 白丼受皿
φ21.8×3.8㎝（50入･磁） 580円
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ヤ675-017 ざくろ7.0多用丼
21.5×8㎝（30入･磁） 3,100円

ヤ675-027 果実7.0多用丼
21.5×8㎝（30入･磁） 3,100円

ヤ675-037 草花鳳凰7.0多用丼
21.5×8㎝（30入･磁） 3,100円

ヤ675-047 花鳥7.0多用丼
21.5×8㎝（30入･磁） 3,100円

ト675-057 紫彩唐草高台6.8丼
φ21×8.5㎝（24入･磁） 2,700円
ト675-067 紫彩唐草高台6.5丼
φ20×8.5㎝（24入･磁） 2,650円

ヤ675-077 花6.8高台丼
20.8×8.5㎝（40入･磁） 2,500円
ヤ675-087 花6.3高台丼
18.2×7.6㎝（50入･磁） 2,100円

ト675-097 深セン彩華高台6.8丼
φ21.4×8.5㎝（24入･磁） 2,550円

ト675-107 四川牡丹高台6.8丼
φ21.4×8.5㎝（24入･磁） 2,550円

ヤ675-117 鳳凰6.8高台丼
20.8×8.5㎝（40入･磁） 2,500円
ヤ675-127 鳳凰6.3高台丼
18.2×7.6㎝（50入･磁） 2,100円

ヤ675-137 間取竜6.8高台丼
20.8×8.5㎝（40入･磁） 2,500円
ヤ675-147 間取竜6.3高台丼
18.2×7.6㎝（50入･磁） 2,100円

ヤ675-157 万暦6.8高台丼
21×8.6㎝（40入･磁） 2,550円

ヤ675-167 濃牡丹6.8高台丼
21×8.6㎝（40入･磁） 2,550円

ヤ675-177 錦牡丹6.8高台丼（グリーン）
21×8.6㎝（40入･磁） 2,550円

ト675-187 紅翔鳳高台6.8丼
φ21×8.5㎝（24入･磁） 2,400円
ト675-197 紅翔鳳高台6.5丼
φ20×8.5㎝（24入･磁） 2,300円

ヤ675-207 緑彩間取6.8高台丼
21×8.6㎝（40入･磁） 2,550円

イ675-217 桃唐草6.8高台丼
φ21×8.5㎝（30入･磁） 2,360円

ヤ675-227 錦牡丹6.8高台丼（ブルー）
21×8.6㎝（40入･磁） 2,550円

イ675-237 黄彩鳳凰6.8高台丼
φ21×8.5㎝（30入･磁） 1,740円

イ675-247 藍花鳥6.8高台丼
φ21×8.5㎝（30入･磁） 1,740円

ヤ675-257 間取三景グリン6.3ラーメン丼
φ19.6×7.4㎝（50入･磁） 1,200円
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※朱色にバラつきがあります

ト676-017 いぶし白ライン反9.0丼
φ26.7×7.7㎝（16入･磁） 7,500円

ミ676-027 朱巻花つなぎ型入8.0ラーメン丼
24.2×8.5㎝（24入･磁） 4,600円

カ676-037 備前流し9.5反丼
φ28.3×9.4㎝（15入･陶） 4,500円
カ676-047 備前流し8.0反丼
φ25.2×8㎝（20入･陶） 3,650円

ミ676-057 花唐草8.0ラーメン丼
24.3×8.5㎝（24入･磁） 4,600円
ミ676-067 花唐草6.8ラーメン丼
21×8.5㎝（30入･磁） 3,050円

カ676-077 ゴールド変形7寸丼
20.8×19.7×9.5㎝（30入･磁） 4,950円

オ676-087 紺結晶7.0玉丼
φ21.3×8㎝（30入･磁） 4,320円

ト676-097 いぶし白ライン玉丸7.5丼
φ22×8.7㎝（20入･磁） 3,600円

ア676-107 吉祥鳳7.0玉丼
φ21.8×8㎝（20入･磁） 3,800円

カ676-117 極刷毛赤六兵衛7.0丼
φ22.5×8.8㎝（30入･磁） 4,100円

カ676-127 黒切立深口6.3丼
φ18.8×10.2㎝（40入･磁） 1,100円

テ676-137 三彩7.0反高台丼
φ21.2×8.8㎝（36入･陶） 3,200円

ホ676-147 大玉渕呉須刷毛7.3丼（軽量土）
φ22×8.3㎝（25入･磁） 3,500円

タ676-157 紅7.0もえぎ鉢
φ21.9×8.7㎝（20入･陶） 3,300円

ア676-167 黒結晶緑流たもり丼
φ21.5×8.7㎝（20入･磁） 3,150円

タ676-177 赤釉7.0丼
φ21×9㎝（20入･磁） 3,000円

ミ676-187 舞い蛍白玉渕7.0丼
φ21.8×8㎝（30入･磁） 3,150円
ミ676-197 舞い蛍白玉渕6.5丼
φ20×7.7㎝（40入･磁） 2,250円

ハ676-207 朱天目6.8反高台丼
φ21.2×8.5㎝（36入･磁） 2,850円

テ676-217 雲竜ヒスイ六兵衛7.0丼
φ22.5×8.8㎝（30入･陶） 3,150円

ホ676-227 黒水晶白竜7.0反高台丼
21.5×8.5㎝（30入･磁） 3,150円
ホ676-237 黒水晶白竜6.5反高台丼
20.3×8.2㎝（36入･磁） 2,900円

ホ676-247 朱巻ラーメン丼
22×8㎝（30入･磁） 2,980円
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ミ677-017 めばえ 新型8.0丼
φ25×8.7㎝（20入･磁） 2,800円

ミ677-027 めばえ7.0玉渕丼
21.5×8.8㎝（30入･磁） 3,400円

ミ677-037 舞い蛍黒けずり6.8丼
φ21×8.5㎝（30入･磁） 2,000円

ミ677-047 舞い蛍白けずり6.8丼
φ21×8.5㎝（30入･磁） 2,000円

カ677-057 銀黒釉六兵衛7.0丼
φ22.5×8.8㎝（30入･磁） 2,750円

ホ677-067 染付朱巻7.0反高台丼（イングレ）
φ21.5×8.5㎝（30入･磁） 2,650円
ホ677-077 染付朱巻6.5反高台丼（イングレ）
φ20×8㎝（36入･磁） 2,400円

カ677-087 ゴールド雷門桂林丼
φ22.3×9㎝（30入･磁） 2,800円

ト677-097 超赤巻き7.0切立丼（イングレーズ）
φ21.5×7.7㎝（30入･磁） 2,650円
ト677-107 超赤巻き6.5切立丼（イングレーズ）
φ19.5×7㎝（30入･磁） 2,450円

ハ677-117 吹雪 6.8けずり丼
φ20.5×8.3㎝（30入･磁） 2,300円

ト677-127 結唐草丸型 ラーメン丼
φ20.7×8㎝（30入･磁） 930円
ト677-137 結唐草丸型 5.0多用丼
φ15.5×7.3㎝（50入･磁） 630円

ミ677-147 呉須絵玉渕7.0丼
21.5×8.8㎝（30入･磁） 2,300円

ホ677-157 中夏7.0反高台丼
φ21.5×8.5㎝（30入･強） 2,300円
ホ677-167 中夏6.5反高台丼
φ20.3×8㎝（36入･強） 2,100円

ホ677-177 流水しのぎ6.8ラーメン丼
φ21.7×9.3㎝（28入･磁） 1,250円
ホ677-187 流水しのぎ6.3ラーメン丼
φ19.5×7.5㎝（34入･磁） 890円

ユ677-197 白柚子茶巻けずり6.8丼
φ20.5×8㎝（30入･磁） 2,300円

ネ677-207 錆天目高台6.8丼
φ20.3×8.3㎝（30入･磁） 1,950円

ホ677-217 旋風（黒）6.5深丼
φ20.3×9.7㎝（28入･磁） 1,480円

ユ677-227 白柚子茶巻高台6.8丼
φ21×8.5㎝（30入･磁） 1,900円

カ677-237 黒備前7.0反高台丼
21.5×8.3㎝（30入･磁） 1,600円

タ677-247 赤釉7.0スリ鉢丼
φ21.8×9㎝（20入･陶） 1,800円

タ677-257 オリベ7.0スリ鉢丼
φ21.8×9㎝（20入･陶） 1,800円

※朱色にバラつきがあります。
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ヤ678-017 唐子ファミリー6.8高台丼
21×8.5㎝（40入･磁） 2,350円

ヤ678-027 染付三ツ竜6.8高台丼
21×8.5㎝（40入･磁） 2,200円

ヤ678-037 古代鳳凰6.8高台丼
21×8.5㎝（40入･磁） 2,200円

ヤ678-047 黒釉金龍6.8高台丼
φ21.2×8.3㎝（40入･磁） 2,200円
ヤ678-057 黒釉金龍6.3高台丼
φ18.7×8㎝（50入･磁） 1,700円

イ678-067 黒耀雲竜深口切立6.3丼
φ19×10.3㎝（36入･磁） 2,800円

イ678-077 黒みかげ雲竜高台切立7.0丼
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 2,550円

イ678-087 白釉赤雲竜深口切立6.3丼
φ19×10.3㎝（36入･磁） 2,500円

イ678-097 白釉赤雲竜高台切立7.0丼
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 2,400円

カ678-107 黒雷門切立深口6.3丼
φ18.8×10.2㎝（40入･磁） 1,950円

カ678-117 白雷門切立深口6.3丼
φ18.8×10.2㎝（40入･磁） 1,800円

ホ678-127 白釉赤雲竜21㎝反丼
φ21×8㎝（36入･磁） 2,100円

ホ678-137 白釉赤雲竜23㎝玉丼
φ23.2×7㎝（30入･磁） 2,800円

ト678-147 高台白ハケ6.8丼
φ21×8.5㎝（24入･磁） 1,700円
ト678-157 高台白ハケ6.5丼
φ20×8.5㎝（24入･磁） 1,950円

ホ678-167 雲竜反6.8丼
φ21.2×8.6㎝（30入･磁） 2,050円
ホ678-177 雲竜反6.5丼
φ20.3×8.5㎝（36入･磁） 1,820円

イ678-187 豹柄ラーメン6.8丼
φ21×7.6㎝（30入･磁） 1,900円
イ678-197 豹柄ラーメン6.5丼
φ19.5×7.2㎝（30入･磁） 1,680円

ヤ678-207 黒釉銀竜紋6.8高台丼
φ21.2×8.3㎝（40入･磁） 1,700円
ヤ678-217 黒釉銀竜紋6.3高台丼
φ18.5×7.8㎝（50入･磁） 1,400円

タ678-227 白檀7.0反丼
φ21.5×8.5㎝（20入･磁） 1,400円

タ678-237 黒檀7.0反丼
φ21.5×8.5㎝（20入･磁） 1,400円

ネ678-247 黒海 7.0反丼
φ21.5×8.7㎝（36入･磁） 1,650円

ホ678-257 黒彫刻6.8高台丼
φ21.5×8.5㎝（36入･磁） 1,400円
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ハ679-017 白刷毛鉄結晶石目6.8ラーメン
φ21.3×8.5㎝（30入･磁） 1,600円

ハ679-027 白刷毛青磁石目6.8ラーメン
φ21.3×8.5㎝（30入･磁） 1,600円

ユ679-037 ラーメン横丁（黒）6.5めん丼
φ20×9.5㎝（30入･磁） 1,500円

ユ679-047 ラーメン横丁（白）6.5めん丼
φ20×9.5㎝（30入･磁） 1,500円

キ679-057 染付彩華めん鉢
φ20×9㎝（40入･磁） 1,350円

ホ679-067 和風6.8ラーメン丼
21×8.5㎝（30入･磁） 1,320円

ホ679-077 和風6.5丸丼
φ19.5×9.5㎝（30入･磁） 1,160円

カ679-087 ダークグレーうのふ削り六兵衛6.3丼
φ20.4×10㎝（30入･磁） 1,200円

ネ679-097 赤巻三つ竜ラーメンボウル21
φ21×7.6㎝（30入･磁） 2,000円
ネ679-107 赤巻三つ竜ラーメンボウル20
φ19.8×6.7㎝（30入･磁） 1,700円

ツ679-117 白粉引 しのぎ6.8ラーメン丼
φ21.5×8.5㎝（40入･磁） 1,200円
ツ679-127 白粉引 しのぎ6.3ラーメン丼
φ19.5×7.5㎝（50入･磁） 870円

ヨ679-137 朱巻 6.8ラーメン
φ21.5×9㎝（40入･磁） 1,200円
ヨ679-147 朱巻 6.3ラーメン
φ19.7×7.5㎝（40入･磁） 900円

ト679-157 ホワイト グレーしのぎ型6.8ラーメン
φ21.8×9㎝（24入･磁） 1,200円
ト679-167 ホワイト グレーしのぎ型6.3ラーメン
φ20×7.8㎝（30入･磁） 850円

ネ679-177 グレー巻北京ラーメンボウル21
φ21×7.6㎝（30入･磁） 2,000円
ネ679-187 グレー巻北京ラーメンボウル20
φ19.8×6.7㎝（30入･磁） 1,700円

ホ679-197 花鳳凰定6.8高台丼
φ21.5×9㎝（25入･磁） 1,250円

ホ679-207 紅三線6.8高台丼
φ21.5×9㎝（25入･磁） 1,250円
ホ679-217 紅三線6.3高台丼
φ19.5×7.2㎝（34入･磁） 890円

ア679-227 黒結晶19㎝深口多用丼
φ19×10㎝（30入･磁） 1,100円
ア679-237 黒結晶17.5㎝深口多用丼
φ17.6×9.5㎝（30入･磁） 950円

ホ679-247 染付鳳凰ラーメン丼
φ20.3×8㎝（36入･磁） 1,000円

ホ679-257 染付ホタル牡丹ラーメン丼
φ20.3×8㎝（36入･磁） 1,000円

ア679-267 黒結晶7.0玉丼  φ21×8.5㎝（20入･磁） 990円
ア679-277 黒結晶6.5玉丼  φ19.5×7.5㎝（30入･磁） 750円
ア679-287 黒結晶5.0玉丼  φ16×6.5㎝（40入･磁） 650円

ア679-297 ヴォルテックス21.5㎝丼  φ21.4×8.6㎝（30入･磁） 950円
ア679-307 ヴォルテックス20.5㎝丼  φ20.5×8.3㎝（30入･磁） 890円
ア679-317 ヴォルテックス20㎝丼  φ19.9×7.7㎝（40入･磁） 750円
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ホ680-017 黒うずライン7.0反丼
φ21.5×10.5㎝（30入･磁） 3,750円
ホ680-027 黒うずライン6.0反丼
φ18.3×10㎝（30入･磁） 2,980円

ホ680-037 白うずライン7.0反丼
φ21.5×10.5㎝（30入･磁） 3,750円
ホ680-047 白うずライン6.0反丼
φ18.3×10㎝（30入･磁） 2,980円

カ680-057 イワグロ7.0変形丼
20.8×19.7×9.5㎝（30入･磁） 3,300円

カ680-067 白釉変型7.0丼
20.8×19.7×9.5㎝（30入･磁） 3,150円

ハ680-077 えでぃー21㎝深ボール
φ21.2×9.2㎝（24入･磁） 2,300円

ハ680-087 いぶし黒21㎝深ボール
φ21.2×9.2㎝（24入･磁） 2,500円

カ680-097 白ブリーズボールM
φ20×7.9㎝（30入･磁） 2,300円

ホ680-107 黒しのぎ6.8ラーメン丼
φ21.7×9.3㎝（28入･磁） 1,250円
ホ680-117 黒しのぎ6.3ラーメン丼
φ19.5×7.5㎝（34入･磁） 890円

カ680-127 黒桂林丼
φ22.3×9㎝（30入･磁） 2,450円

カ680-137 白桂林丼
φ22.3×9㎝（30入･磁） 2,150円

カ680-147 柚子黒天目桂林丼小
φ20.6×8.3㎝（30入･磁） 2,050円

カ680-157 白桂林丼小
φ20.5×8.4㎝（30入･磁） 1,800円

ミ680-187 舞い蛍黒高台7.5丼
φ23×9.2㎝（24入･磁） 2,550円
ミ680-197 舞い蛍黒高台6.8丼
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,700円

ヤ680-207 白高台7.0けずり丼
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 830円
ヤ680-217 白高台6.8けずり丼
φ20.7×8.3㎝（40入･磁） 770円

ヤ680-227 黒耀高台7.0けずり丼
φ21.5×8.6㎝（30入･磁） 960円
ヤ680-237 黒耀高台6.8けずり丼
φ20.7×8.3㎝（40入･磁） 890円

ミ680-177 舞い蛍白高台6.8丼
φ21.2×8.5㎝（30入･磁） 1,700円

ミ680-167 舞い蛍白高台7.5丼
φ23×9.2㎝（24入･磁） 2,550円

カ680-247 黒雲19㎝深ボール
φ19.3×10.2㎝（50入･磁） 2,050円

カ680-257 白雲19㎝深ボール
φ19.3×10.2㎝（50入･磁） 1,950円

ネ680-267 天目アベック丼
26×15.5×8㎝（30入･磁） 5,000円

ネ680-277 白アベック丼
26×15.5×8㎝（30入･磁） 5,000円


