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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Small Bowl  中鉢

ネ041-017 漆ブラウン片口ボウル中  
17.2×14×6㎝（60入・磁） 2,500円

ロ041-027 志野 片口鉢  
14.5×13.5×9㎝（60入・磁） 2,320円

ト041-037 みのりぶどう4.5花型鉢  
φ13.9×5㎝（60入・陶） 2,000円

ロ041-047 うすみどり 片口鉢  
14.5×13.5×9㎝（60入・磁） 2,320円

ミ041-057 釉裏紅水玉十草変形小鉢  
15.2×11.2×6.3㎝（80入・磁） 2,150円

ミ041-067 京天目沓型鉢  
φ12.4×5.8㎝（40入・陶） 2,150円

ロ041-077 石垣志野5.0鉢  
φ16.8×5.5㎝（60入・磁） 2,220円

タ041-087 花笑み17.5㎝ボウル  
φ17×6.2㎝（40入・磁） 2,200円

ツ041-097 高山寺たわみ小鉢  
15.3×13.7×6㎝（60入・磁） 1,600円

タ041-107 ラスターヒワ吹5.5平鉢  
φ16.5×5㎝（60入・強） 1,900円

オ041-117 タコ唐草三ツ足小鉢  
φ13.7×6㎝（80入・陶） 2,100円

タ041-127 花笑み16.5㎝浅鉢  
φ16.5×4.7㎝（40入・磁） 1,500円
タ041-137 花笑み13.5㎝浅鉢  
φ13.5×4.3㎝（60入・磁） 1,000円

カ041-147 kasaneそば釉鉢 大  
φ14.5×6㎝（30入・陶） 1,400円

テ041-157 赤楽黒吹柿中鉢  
15×14×5.8㎝（60入・陶） 2,150円
テ041-167 赤楽黒吹柿小鉢  
12.5×11.8×5㎝（80入・陶） 1,550円

オ041-177 タコ唐草変型小鉢  
14.4×11.5×6.5㎝（60入・磁） 1,850円

タ041-187 ブルー吹彫刻楕円型小丼  
14×10×6.5㎝（60入・磁）（有田焼） 1,980円

タ041-197 コバルト釉六方なぶり小丼  
φ13×6㎝（60入・磁）（有田焼） 1,980円

カ041-207 渕金白マットリムボール（小）  
φ16×4㎝（40入・磁） 1,900円

ネ041-217 鉄ペーパー片口ボール（中）  
17×14×6.2㎝（40入・磁） 2,000円

ツ041-227 鉄粉黄五角皿（小）  
16×16×3.5㎝（50入・磁） 1,400円

タ041-237 青磁スクエアボウル（中）  
14.7×14.7×6.9㎝（60入・磁） 1,160円
タ041-247 青磁スクエアボウル（小）  
11.7×11.7×5.5㎝（80入・磁） 740円

カ041-257 ブロスゆららM  
φ15.8×6.6㎝（40入・磁） 1,900円

ト041-267 唐津刷毛目片口小鉢  
15×14×5.8㎝（60入・陶） 1,680円

ツ041-277 塗分織部十草三ツ足向付  
φ14.5×5㎝（50入・陶） 1,750円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

中鉢 Small Bowl 

ネ042-017 粉引刷毛楕円向付  
16.2×15×3.8㎝（40入・磁） 1,900円

ロ042-027 うすみどり そら豆型鉢  
27.5×9.5×4.3㎝（40入・磁） 1,940円

ロ042-037 志野 そら豆型鉢  
27.5×9.5×4.3㎝（40入・磁） 1,940円

オ042-047 モダン十草片口5.5鉢  
17.2×15.9×5.8㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,750円
オ042-057 モダン十草片口3.5鉢  
11.2×10.4×4.4㎝（120入・磁）（美濃焼） 1,100円

カ042-067 虹彩山型ボール  
15×15×7.6㎝（30入・磁） 1,750円

ア042-077 藍古染平鉢  
φ15.5×4.3㎝（60入・磁） 1,750円

カ042-087 スーパー青白磁石目角小鉢  
12.3×12.3×5.5㎝（60入・強） 1,800円

ホ042-097 モダン織部グリーン鉢  
φ16×5.4㎝（40入・磁） 1,500円

ミ042-107 錦朱呉須刷毛ケズリ八角小鉢  
φ13.5×7.4㎝（60入・磁） 1,680円

ロ042-117 よもぎ向付  
φ15.4×3.8㎝（60入・磁） 1,450円

ツ042-127 粉引染付反4.0小鉢  
13×7.3㎝（60入・陶） 1,650円

ツ042-137 黒伊賀金ライン変形小鉢  
14.8×11×6.3㎝（50入・磁） 1,650円

ア042-147 赤絵唐草鉢  
φ14×5.5㎝（80入・磁） 1,650円

ア042-157 黄釉片口小鉢  
14×13.5×6㎝（60入・磁） 1,700円

ツ042-167 天目白流5.0ボール  
φ15×4㎝（50入・陶） 1,700円

ミ042-177 とんぼ石庭小鉢  
14.7×12.3×6.3㎝（80入・磁） 1,600円

ハ042-187 黒土化粧しのぎ4.5角鉢（トルコ）  
14.3×14.3×4.3㎝（60入・陶） 1,200円

ツ042-197 白志野ぶどうアーチ型珍味  
12.8×10×4㎝（80入・磁） 1,600円

ミ042-207 ボンボンフラワー段付姫丼  
13.2×9㎝（50入・磁） 1,650円

ロ042-217 黒化粧青帯5.0鉢  
14.7×14.3×5㎝（60入・強） 1,650円

イ042-227 白土孔雀まが玉 鉢  
14.6×14×4.2㎝（80入・磁） 1,550円

ツ042-237 若芽結び変形小鉢  
14.8×11.3×6㎝（50入・磁） 1,550円

ア042-247 黄釉5.0浅鉢  
φ15.3×4㎝（60入・磁） 1,650円

ロ042-257 白油滴刷毛正角5.5鉢  
13.8×13.8×4.4㎝（80入・磁） 1,550円
ロ042-267 白油滴刷毛角珍味  
8.8×8.8×4.1㎝（100入・磁） 940円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Small Bowl  中鉢

ハ043-017 黒土化粧しのぎ4.5角鉢（ホワイト）  
14.3×14.3×4.3㎝（60入・陶） 1,200円

ヨ043-027 オルジュリーフ鉢 中 #044  
17.8×12.7×4㎝（40入・磁） 900円

ロ043-037 赤釉掛三ッ足深鉢  
φ13.5×5.8㎝（60入・磁） 1,500円

イ043-047 織部乱線取り鉢  
φ13.5×4.8㎝（60入・磁） 880円

イ043-057 織部乱線舟型小鉢  
21×9.5×6㎝（60入・磁） 880円

ミ043-067 染付花絵楕円小鉢  
15.2×11.2×6.3㎝（80入・磁） 1,550円

ア043-077 黄釉三つ足向付  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 1,550円

タ043-087 淡青変型鉢  
14.7×11.2×6.5㎝（60入・磁） 1,380円

タ043-097 橙黄変型鉢  
14.7×11.2×6.5㎝（60入・磁） 1,380円

イ043-107 黒備前風長小鉢  
19.5×9×5.2㎝（40入・磁） 780円

ヤ043-117 黒備前扇中鉢  
17.5×16.3×5.5㎝（60入・磁） 750円

タ043-127 ねじり祥瑞多用鉢  
φ16.5×5.5㎝（40入・磁） 830円

カ043-137 オルジェ葵17㎝中鉢  
φ17×5.7㎝（40入・磁） 1,380円
カ043-147 オルジェ葵12.5㎝小鉢  
φ12.6×4.3㎝（60入・磁） 950円

ア043-157 藍古染楕円向付  
15.6×11×4.4㎝（60入・磁） 1,250円

ト043-167 黒うず丸向付  
φ14.8×5.6㎝（40入・磁） 1,200円

タ043-177 かぶら55中鉢  
φ17×5.5㎝（50入・磁） 740円

ロ043-187 銅彩 角浅鉢  
13.2×13.2×4.2㎝（60入・磁） 1,400円

ミ043-197 黒伊賀備前吹ケズリ八角丼  
φ13.5×7.4㎝（60入・磁） 1,200円

カ043-207 黄瀬戸ヒワ流し角小鉢  
13.5×13.5×6.2㎝（50入・磁） 1,200円

ヨ043-217 朝つゆ6.5楕円鉢  
18.5×15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,200円

ツ043-227 粉引ライン 舟型小鉢  
19.2×11×6㎝（40入・磁） 1,100円

タ043-237 紅4.5片口鉢  
14.7×13.9×4.7㎝（60入・陶） 1,130円

ロ043-247 ブルー貫入 角浅鉢  
13.2×13.2×4.2㎝（60入・磁） 1,140円

ト043-257 桜吹クシ目 角5.0鉢  
15.5×15.2×4.3㎝（30入・磁） 880円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

中鉢 Small Bowl 

ネ044-017 染付深皿  
φ17.3×2.8㎝（60入・磁） 2,100円

メ044-027 黒窯変掛け分け4.5鉢  
φ13.5×5㎝（90入・陶） 1,650円

メ044-037 炭化4.5足付中鉢  
φ14.5×4㎝（50入・陶） 2,030円

ロ044-047 オフケ白ライン5.5楕円鉢  
17×12.8×4.7㎝（60入・磁） 1,290円
ロ044-057 オフケ白ライン4.5楕円鉢  
14.2×11.1×3.6㎝（60入・磁） 1,030円

イ044-067 黒水晶織部流5.5浅鉢  
17.7×17×4㎝（40入・磁） 1,450円

ト044-077 たまごそばハケ5.0鉢  
17.3×14×5.8㎝（40入・磁） 1,300円

タ044-087 赤楽だ円中鉢  
19×14.8×5.8㎝（40入・磁） 1,200円
タ044-097 赤楽だ円小鉢  
15.8×11.1×4.3㎝（80入・磁） 880円

ト044-107 カトレアブルー楕円皿  
17.5×11×3.4㎝（80入・磁） 1,300円

ロ044-117 蒼空木目角鉢  
13×13×4.5㎝（100入・陶） 1,350円

ト044-127 粉引たまご型5.0鉢  
17.3×14×6.2㎝（30入・磁） 1,300円
ト044-137 粉引たまご型4.0小鉢  
14×11.7×5.7㎝（60入・磁） 860円

ト044-147 ニューボン15㎝平小鉢  
φ15×3.7㎝（60入・強） 1,300円

カ044-157 白クシメ楕円小鉢  
20×11×5.7㎝（20入・陶） 1,250円

ロ044-167 丸紋蝶4.5ボール  
φ13.5×4㎝（60入・磁） 1,240円

ホ044-177 アメ織部角中鉢  
13.5×13.5×6.3㎝（50入・磁） 1,220円

テ044-187 黄錦三つ山中鉢  
φ13×7.2㎝（80入・陶） 1,200円

テ044-197 桜錦三つ山中鉢  
φ13×7.2㎝（80入・陶） 1,200円

ホ044-207 ピンク吹クジラ鉢（小）  
18×12.3×5.6㎝（40入・磁） 1,160円

ロ044-217 手造り風志野5.5多用鉢  
17×16.5×4.7㎝（40入・陶） 1,250円

イ044-227 黒備前翔大鉢  
18.5×16×5.2㎝（50入・磁） 1,000円

キ044-237 粉引トチリ 17㎝ボール  
φ16.8×5㎝（60入・磁） 660円
キ044-247 粉引トチリ 14.5㎝ボール  
φ14.5×4.6㎝（100入・磁） 550円

ユ044-257 二彩吹 手造風角鉢  
13×13×6㎝（50入・磁） 1,100円

ホ044-267 染･金色の野4.5取鉢  
φ14.5×4㎝（80入・磁） 620円

ネ044-277 黒窯変5.0寸鉢  
φ16.5×5.5㎝（60入・磁） 1,200円

ア044-287 紺釉けずり向付  
φ15.7×4.2㎝（40入・陶） 1,100円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Small Bowl  中鉢

ア045-017 ピンク吹片口鉢  
17×16×5.2㎝（40入・磁） 1,050円

タ045-027 伊賀オリベ翔大鉢  
17.5×16×5.3㎝（40入・磁） 990円
タ045-037 伊賀オリベ翔小鉢  
13.2×12.2×4.3㎝（80入・磁） 630円

タ045-047 あけぼの翔大鉢  
17.5×16×5.3㎝（40入・磁） 990円
タ045-057 あけぼの翔小鉢  
13.2×12.1×4.3㎝（80入・磁） 630円

ツ045-067 粉引ライン 角小鉢  
13.5×13×6.2㎝（50入・磁） 1,050円

タ045-077 あけぼの扇中鉢  
17.5×16.3×5.5㎝（50入・磁） 990円

ネ045-087 若草5.0鉢  
φ16.5×4㎝（80入・磁） 1,050円

ロ045-097 呉須散らしたまご4.5鉢  
13.7×12.8×4.3㎝（60入・陶） 1,080円

キ045-107 鉄砂吹 ソギ5寸浅鉢  
φ15.3×4.6㎝（40入・磁） 560円

ア045-117 緑線楕円鉢  
17×12.6×3.5㎝（60入・陶） 1,140円

ホ045-127 若草小判小鉢  
15.5×11.7×4.5㎝（60入・磁） 1,140円

ハ045-137 緑彩ぶどう取鉢  
φ13×5.3㎝（60入・陶） 1,140円

ト045-147 スカイストライプ5寸鉢  
17×16×6.5㎝（40入・磁） 1,100円

イ045-157 黒備前片口煮物鉢  
17×16×5.2㎝（60入・磁） 1,070円

イ045-167 黒釉四ツ足楕円鉢  
21×15×5.2㎝（40入・磁） 1,050円

イ045-177 白釉四ツ足楕円鉢  
21×15×5.2㎝（40入・磁） 1,050円

ヨ045-187 朝つゆ5.8浅鉢  
17.5×16×5.8㎝（60入・磁） 1,000円

ト045-197 青白 木節小鉢  
16.5×13×4.3㎝（50入・磁） 920円

ヤ045-207 ヒワ吹手造鉢  
φ15.6×6㎝（50入・磁） 1,000円

イ045-217 里山織部楕円浅鉢  
17.5×14.5×3.7㎝（60入・磁） 1,070円

ヨ045-227 能登 取鉢  
16.3×14×5㎝（60入・磁） 900円

ア045-237 ピンク吹き長小鉢  
20×9.2×5㎝（40入・磁） 1,050円

キ045-247 ビードロらいん 17㎝ボール  
φ17×5㎝（60入・磁） 550円
キ045-257 ビードロらいん 14㎝ボール  
φ14.2×4.7㎝（100入・磁） 450円

タ045-267 エメラルドグリーン楕円小鉢  
15.8×11.4×4.5㎝（80入・陶） 960円

タ045-277 織部格子楕円鉢  
15×12.2×4㎝（60入・陶） 920円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

中鉢 Small Bowl 

ヨ046-017 黒織部 取鉢  
16.3×14×5㎝（60入・磁） 900円

ネ046-027 白唐津4.8角鉢  
12.8×12.8×5.1㎝（60入・磁） 900円

ミ046-037 黒銀河4.5ボール  
13.3×6.5㎝（60入・磁） 1,350円

ユ046-047 黄瀬戸織部吹楕円小鉢  
16×12×6㎝（60入・陶） 950円

タ046-057 朝なぎちぎり取鉢  
14.3×13.6×5㎝（60入・磁） 830円

ア046-067 煌き黒ボール 小  
φ16.5×5.5㎝（60入・磁） 840円

ア046-077 黒備前楕円小鉢  
15×12.7×5㎝（60入・磁） 860円

ロ046-087 やよい玉型鉢  
13.8×12.7×4.2㎝（60入・磁） 1,050円

ト046-097 アカネ舟形小鉢  
20.5×9.5×6㎝（60入・磁） 880円

ネ046-107 油滴三つ足5.0鉢  
φ15.5×4.6㎝（60入・磁） 950円

ア046-117 刷毛粉引15㎝鉢  
φ15×4.6㎝（80入・磁） 820円

イ046-127 あかね雲楕円浅鉢  
17.5×14.8×4㎝（60入・磁） 1,000円

ハ046-137 粉引舞桜小鉢  
15.5×13.3×5.3㎝（80入・陶） 950円

ハ046-147 若葉5.5鉢  
φ16.7×5㎝（60入・磁） 800円
ハ046-157 若葉4.5鉢  
φ14.3×5.1㎝（80入・磁） 650円

ロ046-167 紅結晶楕円浅鉢  
15.5×11×4.3㎝（60入・磁） 860円

タ046-177 黒備前角浜5.0鉢  
φ16×5㎝（40入・陶） 800円

ホ046-187 赤銀彩16㎝向付  
φ16.3×3.7㎝（50入・磁） 910円

ホ046-197 麻の葉だえん5.0鉢  
17×15.2×4.7㎝（80入・磁） 650円

タ046-207 藍十草六兵68深皿  
φ21×5.2㎝（30入・磁） 610円
タ046-217 藍十草六兵55浅鉢  
φ17×4.9㎝（50入・磁） 410円

ヤ046-227 粉引耳付デザート皿  
19.5×14㎝（50入・磁） 880円

ア046-237 窯変粉引き削ぎ15㎝鉢  
φ15.4×4.5㎝（60入・磁） 680円

ミ046-247 白釉織部流し5.0ケズリ鉢  
15×6.3㎝（60入・磁） 700円
ミ046-257 白釉織部流し4.5ケズリ鉢  
13.3×5.5㎝（80入・磁） 500円

イ046-267 煌桜志乃渦形5.0鉢  
φ15.7×4.2㎝（60入・磁） 730円
イ046-277 煌桜志乃渦形3.8鉢  
φ13×3㎝（80入・磁） 530円

イ046-287 うず刷毛白釉 17㎝浅鉢  
φ17×5.8㎝（60入・磁） 790円
イ046-297 うず刷毛白釉 13㎝浅鉢  
φ13×5㎝（80入・磁） 520円

キ046-307 黒マット十草 5.5浅鉢  
φ17×5㎝（60入・磁） 550円

イ046-317 草月手捻5.0鉢  
φ16.6×5.3㎝（60入・磁） 790円
イ046-327 草月手捻4.0鉢  
φ13.4×4.5㎝（80入・磁） 520円

イ046-337 桃李手捻5.0鉢  
φ16.6×5.3㎝（60入・磁） 790円
イ046-347 桃李手捻4.0鉢  
φ13.4×4.5㎝（80入・磁） 520円

ミ046-357 イラボ白流し5.0ケズリ鉢  
15×6.3㎝（60入・磁） 700円
ミ046-367 イラボ白流し4.5ケズリ鉢  
13.3×5.5㎝（80入・磁） 500円

タ046-377 黒備前荒そぎ小鉢  
14.3×14×5.6㎝（40入・陶） 820円
タ046-387 黒備前荒そぎ小付  
9.2×8.8×4㎝（80入・陶） 500円

ト046-397 たまごそばハケ4.0小鉢  
14×12.7×4㎝（60入・磁） 860円
ト046-407 たまごそばハケ3.0小付  
10×8×5.5㎝（120入・磁） 560円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Small Bowl  中鉢

ア047-017 すぷらっしゅ巧み15㎝鉢  
φ15×4.7㎝（60入・磁） 820円

ア047-027 竹林織部16㎝鉢  
φ16.2×5.5㎝（60入・磁） 840円

ア047-037 竹林アメ16㎝鉢  
φ16.2×5.5㎝（60入・磁） 840円

ハ047-047 黒水晶荒引浅鉢  
φ16.8×5.2㎝（60入・磁） 700円

ハ047-057 粉引荒引浅鉢  
φ16.8×5.2㎝（60入・磁） 700円

キ047-067 深緑十草 5.5浅鉢  
φ17×5㎝（60入・磁） 550円

キ047-077 粉引十草 5.5浅鉢  
φ17×5㎝（60入・磁） 550円

ハ047-087 雪粉引楕円5.0鉢  
16×15.3×7㎝（40入・磁） 700円

タ047-097 黒備前玉子銘々皿  
15.5×13×4.5㎝（60入・陶） 770円

ネ047-107 勢刷毛目5.0鉢  
φ16.8×5㎝（60入・磁） 500円

ネ047-117 金色流し彫り十草取鉢  
14.8×14.5×4.5㎝（60入・磁） 600円

タ047-127 淡青モア小鉢  
13.7×12.5×4.7㎝（80入・陶） 700円

ハ047-137 若葉4.5深鉢  
φ13.2×4.2㎝（100入・磁） 600円

カ047-147 フォーカス織部輪二重5.0浅鉢  
φ15.5×3.8㎝（50入・磁） 600円

ホ047-157 アース5.0ボール  
φ16.5×5㎝（60入・磁） 740円
ホ047-167 アース4.0ボール  
φ13.2×4.5㎝（80入・磁） 470円

ホ047-177 菊唐草4.0小鉢  
φ13.5×4.6㎝（100入・磁） 600円

イ047-187 黒備前三ッ山三ッ足4.0鉢  
φ14×5.7㎝（60入・磁） 580円

ハ047-197 一珍渕ライン5.0小判浅鉢  
14.8×12.2×3.6㎝（80入・磁） 590円

カ047-207 いこい5.0寸鉢  
17.6×5.3㎝（50入・磁） 550円

イ047-217 黒十草平型5.0浅鉢  
φ17×4.9㎝（60入・磁） 400円
イ047-227 黒十草平型3.3浅鉢  
φ11.5×3.6㎝（150入・磁） 260円

イ047-237 深海ブルー平鉢  
φ16.5×4.5㎝（60入・磁） 520円

ホ047-247 呉須流しおかず中鉢  
14×13.5×4.2㎝（80入・磁） 440円

ト047-257 花型四ツ葉4.5浅鉢  
φ14.7×4.1㎝（80入・磁） 350円

ホ047-267 渕錆粉引17㎝浅鉢  
φ17×4.3㎝（60入・磁） 570円

ト047-277 キリコ絵4.0鉢  
φ14.5×4.5㎝（100入・磁） 340円

ハ047-287 粉引釉5.5鉢  
φ16.5×5㎝（90入・磁） 430円
ハ047-297 粉引釉4.5小鉢  
φ13.5×4㎝（120入・磁） 290円

イ047-307 せせらぎ5.0浅鉢  
φ16.5×4.2㎝（60入・磁） 440円
イ047-317 せせらぎ4.5浅鉢  
φ14.7×3.8㎝（80入・磁） 400円

カ047-327 黄れんこん5.0浅鉢  
φ16.4×4㎝（100入・磁） 480円
カ047-337 黄れんこん4.5浅鉢  
φ14.6×3.7㎝（120入・磁） 430円

タ047-347 鳴門唐草楕円5.0鉢  
15.9×15.6×7.1㎝（50入・磁） 680円
タ047-357 鳴門唐草楕円4.0鉢  
13.3×13×6.2㎝（80入・磁） 450円
タ047-367 鳴門唐草楕円3.5鉢  
10.7×10.5×5.2㎝（100入・磁） 360円

タ047-377 鳴門唐草平型5.0浅鉢  
φ16.8×5㎝（60入・磁） 350円
タ047-387 鳴門唐草平型4.0浅鉢  
φ14.5×4.5㎝（80入・磁） 290円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

高台小鉢 Small Stem Bowl

ホ048-017 粉引赤絵花デザート鉢（作家物）  
12×7㎝（40入・陶） 4,500円

ミ048-027 赤絵小町 手挽き高台3.6鉢  
φ11×10.5㎝（60入・陶） 3,950円

ツ048-037 ガラスオレンジ釉高台鉢  
φ12×7㎝（50入） 3,700円

ツ048-047 ガラスルリ釉高台鉢  
φ12×7㎝（50入） 3,700円

ミ048-057 青白金彩流し小鉢  
15×13.6×8㎝（48入・磁） 3,400円

ツ048-067 高麗マロン十草小鉢（大）  
φ10×7.5㎝（60入・磁） 3,350円
ツ048-077 高麗マロン十草小鉢（小）  
φ8.2×6.2㎝（80入・磁） 3,000円

ト048-087 赤彩交趾4.4高台小鉢  
φ13.2×7.5㎝（60入・磁） 3,300円

ネ048-097 赤絵変型高台鉢  
14.5×13.5×8㎝（40入・磁） 2,900円

ミ048-107 金彩ストライプ一ツ押し高台小鉢  
8.9×8×9.3㎝（80入・磁） 2,800円

カ048-117 アメ釉菊形高台デザートカップ  
φ11.5×6.7㎝（50入・磁） 2,600円

ミ048-127 舞小花高台小鉢  
15×13.5×7.8㎝（480入・磁） 3,000円

ツ048-137 鉄砂笹透し緑交趾高台小鉢  
φ13.5×5.8㎝（60入・強） 3,150円

ミ048-147 プラチナハス形高台小鉢  
15×13.5×7.8㎝（48入・磁） 2,900円

カ048-157 赤絵京山水3.3小鉢  
φ10×6.8㎝（80入・強） 2,800円

ミ048-167 錦芦絵高台小鉢  
13.8×10.2×7.6㎝（60入・磁） 2,680円

オ048-177 菊割春秋高台4.3小鉢  
φ13×6.2㎝（60入・磁） 2,800円

オ048-187 オレンジ吹舟型高台小鉢  
16.5×11×6.8㎝（50入・磁） 2,750円

テ048-197 黄白瓷高台4.0小鉢  
φ13×7.8㎝（60入・磁） 2,750円
テ048-207 黄白瓷高台3.0小鉢  
10×6.5㎝（100入・磁） 2,250円

ミ048-217 呉須織部遊び変形高台小鉢  
14.7×13.7×8㎝（40入・磁） 2,550円

メ048-227 白刷毛目高台小鉢  
φ10.3×7.3㎝（120入・陶）（信楽焼） 2,350円

ア048-237 武蔵野4.0高台小鉢  
φ12.5×9㎝（40入・磁） 2,550円
ア048-247 武蔵野3.5高台小鉢  
φ10.3×7㎝（80入・磁） 1,950円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Small Stem Bowl 高台小鉢

ミ049-017 プラチナ透かし三ッ山高台小鉢  
φ11.5×8㎝（80入・磁） 2,450円

ミ049-027 ピンク吹三角小付鉢  
10.2×9.3㎝（60入・磁） 2,350円

キ049-037 ピンク吹ラスター三ツ押高台小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入・磁） 2,200円

ツ049-047 黄釉高台小鉢  
φ12.5×7㎝（40入・強） 2,500円

タ049-057 月光仲付  
φ11×6㎝（60入・磁）（有田焼） 2,310円

ツ049-067 本窯金彩4.0輪花高台小鉢  
φ13.2×7.7㎝（50入・強）（レンジOK） 2,450円
ツ049-077 本窯金彩3.0輪花高台小鉢  
φ10×6.5㎝（80入・強）（レンジOK） 2,000円

ホ049-087 プラチナラスター丸高台鉢  
φ11.8×5.7㎝（80入・磁） 1,650円

ネ049-097 マットイエロー高台鉢  
φ12×6㎝（40入・磁） 1,100円

ミ049-107 黒釉渕赤高台小付  
11×9.5×9.8㎝（60入・磁） 2,300円

テ049-117 雲金うさぎルリ高台鉢  
φ11.7×5.5㎝（80入・強） 2,400円

タ049-127 小花ちらし馬上杯型小鉢  
φ11.4×6.5㎝（60入・磁）（有田焼） 2,260円

ミ049-137 ヒワ吹ルリ浜高台小鉢  
φ12.2×7.2㎝（60入・強） 2,200円

ネ049-147 マットイブルー高台鉢  
φ12×6㎝（40入・磁） 1,100円

タ049-157 黄釉桔梗渕仲付  
12.4×6.8㎝（60入・磁）（有田焼） 2,040円

ツ049-167 玉渕波しぶき4.3高台小鉢  
13×7㎝（60入・磁） 2,100円

ア049-177 青白磁錐鉢  
φ12.1×7.8㎝（60入・強） 2,100円

キ049-187 ヒワ貫入 高台珍味  
φ11.8×6㎝（120入・磁） 1,200円

ト049-197 黄釉 一引高台小鉢  
φ12.3×6.6㎝（60入・磁） 1,900円

キ049-207 白釉プラチナ高台小鉢  
φ11.8×5.6㎝（80入・磁） 1,750円

ホ049-217 ピンク吹高台小鉢  
φ11.8×5.7㎝（60入・磁） 1,600円

ロ049-227 緑彩高台小鉢  
φ11.5×5.5㎝（60入・強） 1,600円

イ049-237 ブルー貫入4.0高台鉢  
13.5×13×5.5㎝（60入・陶） 1,500円

カ049-247 シルバー浜黒菊高台鉢中  
φ10×7.2㎝（80入・磁） 1,150円

ホ049-257 もえぎゆり高台小鉢  
φ11.5×6.7㎝（60入・磁） 1,150円

ト049-267 黒金 高台デザート  
φ11.8×7.3㎝（50入・陶） 1,000円

オ049-277 御深中三本線高台デザート  
φ11.7×5.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,000円

ロ049-287 葵高台小鉢（大）  
φ11.5×6.5㎝（60入・磁） 1,080円
ロ049-297 葵高台小鉢（小）  
φ9.7×5.5㎝（60入・磁） 810円

ホ049-317 白釉黒浜高台小鉢  
φ12×7㎝（60入・磁） 1,000円

ホ049-327 赤釉黒浜高台小鉢  
φ12×7㎝（60入・磁） 1,050円

ホ049-307 青磁高台六兵衛小鉢  
φ11×5.8㎝（80入・陶） 1,050円

食洗機不可
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

小鉢 Small Bowl

メ050-017 焼〆金彩4.0楕円小鉢  
12×13.7×6.3㎝（80入） 3,250円

メ050-027 柿釉金彩4.4小鉢  
φ13.2×5.3㎝（90入） 3,250円

ネ050-037 金銀彩丸小鉢  
φ11.5×6㎝（80入・磁） 3,400円

ネ050-047 いぶし金彩丸鉢  
φ9.3×7.2㎝（60入・磁） 3,400円

ミ050-057 オリベ透し小鉢  
φ11.5×8㎝（80入・陶） 3,000円

ミ050-067 黒織部透し小鉢  
φ11.5×8㎝（80入・陶） 3,000円

メ050-077 窯変そり小鉢  
φ12.4×7㎝（100入） 3,250円

ウ050-087 赤絵ビワ型小鉢  
6.8×8.9×3.9㎝（80入・強） 2,900円

メ050-097 あけぼの石目4.3丸鉢  
φ13×4.7㎝（70入・陶） 3,430円

ウ050-107 黒巻金渦朝顔小鉢  
φ12.5×4.6㎝（80入・強） 2,560円

ウ050-117 染付山水びわ型小鉢  
16.9×8.9×4㎝（100入・強）（イングレ） 2,950円

ツ050-127 外黒グリン釉菊彫六角小鉢  
13.3×12.5×6㎝（60入・磁） 2,450円

ミ050-137 安南花唐草 手付きデザート鉢  
15×12.5×5.3㎝（40入・陶） 2,800円

ツ050-147 本窯金彩4.5菊型反小鉢  
φ14.6×4.7㎝（40入・強）（レンジOK） 2,400円
ツ050-157 本窯金彩4.0菊型反小鉢  
φ12.5×4㎝（50入・強）（レンジOK） 2,000円

ミ050-167 藤の花小鉢  
φ11.5×8㎝（60入・磁） 3,100円

オ050-177 青白磁石庭小鉢  
14.7×12.2×5.7㎝（60入・磁） 2,650円

ア050-187 パール正角高台小鉢  
11.5×11.5×5.7㎝（40入・磁） 3,200円

ウ050-197 黄俵型小鉢  
φ14.8×9.8×6.1㎝（60入・強） 2,430円

メ050-207 炭化窯変割山椒小鉢  
φ10.5×8㎝（100入・陶） 2,600円

ホ050-217 山帰来くくりて向付  
φ16.5×5.5㎝（50入・陶） 2,900円
ホ050-227 山帰来くくりて小鉢  
φ12×4㎝（80入・陶） 2,100円

ア050-237 手描き紅梅六つ押小鉢  
13.7×12.6×4㎝（80入・強） 3,100円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

Small Bowl 小鉢

オ051-017 永福八角小鉢  
8.7×8×6.2㎝（100入・磁）（美濃焼） 2,750円

ミ051-027 菱紋山水3.6小鉢  
φ10.8×5.5㎝（60入・磁） 2,850円

ネ051-037 唐津見込福文字反小鉢  
φ11.8×5.3㎝（80入・磁） 2,800円

ネ051-047 黄灰釉深小鉢  
φ11.5×7㎝（60入・陶） 2,750円

ミ051-057 染付捻り祥瑞4.0小鉢  
φ12×6.5㎝（60入・磁） 2,750円

メ051-067 灰刷毛目4.0小鉢  
φ13×4.5㎝（90入・陶） 2,400円

ネ051-077 塗分金松葉反小鉢  
φ11.8×5.3㎝（80入・磁） 2,400円

ト051-087 ねじり十草小鉢  
φ10.5×5.5㎝（80入・磁） 2,500円

ミ051-097 手造り粉引華紋（土物）帯合せ丸小鉢  
φ9.5×5㎝（60入・陶） 2,400円

ア051-107 金彩ヒワ吹き菊型小鉢  
12×10×5.6㎝（90入・強） 2,600円

ト051-117 粉引赤絵華 小鉢  
φ10.3×5.5㎝（100入・磁） 2,300円

オ051-127 紺筋角小鉢  
7.9×7.9×7.1㎝（90入・磁）（美濃焼） 2,500円

ミ051-137 粉引紅梅姫すり鉢  
φ11.7×7.7㎝（60入・陶） 2,550円

ウ051-147 織部花形小鉢  
φ8.5×8.5×6.5㎝（80入・強） 2,430円

ト051-157 織部流し小鉢  
10.5×6㎝（80入・陶） 2,450円

メ051-167 白化粧ぼかし三ツ足小鉢  
φ13×6.3㎝（70入・陶） 2,400円

タ051-177 あわび鉢  
12×10.1×3.4㎝（60入・磁） 2,150円

タ051-187 錦ボンボリ（大）  
7.7×6.4㎝（100入・磁） 2,000円

ミ051-197 黒織部十草小鉢  
11.5×11×5.8㎝（60入・陶） 2,200円

ネ051-207 黒釉満月三角小鉢  
14×12×6.5㎝（80入・磁） 2,200円

ミ051-217 赤釉三ッ足小鉢  
φ13×6㎝（60入・磁） 2,350円

ト051-227 ラスター片上透かし小鉢  
15.3×8.2×8㎝（100入・磁） 2,400円

タ051-237 ひも結び四方仲付  
11×5.2㎝（60入・磁）（有田焼） 2,420円

ツ051-247 外黒赤うるし風丸小鉢  
φ15.5×5㎝（60入・磁） 2,700円

ミ051-257 渕ライン双葉小鉢  
12.5×7×8㎝（60入・磁） 2,550円

ミ051-267 プラチナ角抜き小鉢  
16×12.5×7.8㎝（60入・磁） 2,350円

タ051-277 二色十草吹五方なぶり仲付  
12×7㎝（60入・磁）（有田焼） 2,370円

カ051-287 加茂川花型透し小鉢  
φ13.3×4.5㎝（80入・強） 2,400円

ウ051-297 黄釉三彩菊形小鉢  
φ12.5×6㎝（80入・強） 2,100円

ト051-307 ピンク一珍ハケ四方上り高台小鉢  
11×11×7.8㎝（60入・強） 2,100円
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ウ052-017 錦丸紋平小鉢  
φ12.5×4.5㎝（80入・強） 1,600円

メ052-027 青みかげ高台小鉢  
φ10.5×7.8㎝（100入・陶）（信楽焼） 2,380円

ツ052-037 格子花片口4.0小鉢  
13.8×13×7㎝（80入・陶） 2,150円

オ052-047 白格子花深口小鉢  
φ11.2×8.5㎝（50入・陶） 2,250円

ミ052-057 手造りモダン粉引（土物）手付き4.0ボール  
14.5×12.3×6.8㎝（60入・陶） 1,680円

ミ052-067 手造りモダン粉引（土物）手付きドレッシング  
16.5×12×6.5㎝（40入・陶） 1,900円

ネ052-077 手描きすだれ織部たわみ小鉢  
13.5×12.3×5.8㎝（60入・陶） 2,050円

ア052-087 金彩朱巻き小鉢大  
10.5×10.5×7㎝（80入・磁） 2,100円

ミ052-097 黒マット朱十草アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 2,180円

ト052-107 鼠志野カブ小鉢  
φ11.6×6.1㎝（80入・陶） 2,000円

ミ052-117 強化金箔ヒワ吹きラスター三ツ足小鉢  
11.5×5.2㎝（80入・強） 2,080円

ミ052-127 手造り粉引華紋（土物）飯碗  
φ11.5×6㎝（100入・陶） 1,500円

ト052-137 ヒスイ吹割山椒小鉢  
φ11.3×5.8㎝（80入・強） 2,200円

ミ052-147 切り合わせ幾何小鉢  
12×9×5.7㎝（80入・磁） 2,150円

ト052-157 紫吹菊割小鉢  
φ12×5.5㎝（80入・強） 2,250円

ト052-167 タコ唐草楕円小鉢  
12.7×11.2×5.2㎝（60入・磁） 2,100円

テ052-177 粉引櫛目反小鉢  
φ13×4.8㎝（80入・陶） 2,250円

ミ052-187 若草アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 2,080円

ト052-197 ピンク一珍乱線 三ッ足小鉢  
φ11.5×5.3㎝（60入・強） 2,100円

ミ052-207 備前風割山椒小鉢  
φ11×6.7㎝（80入・陶） 1,870円

ミ052-217 紫釉金梅丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 2,050円

オ052-227 タコ唐草深口小鉢  
11×10.5×8㎝（50入・陶） 2,000円

テ052-237 赤吹きサビ4.0小鉢  
φ12×5.3㎝（120入・陶） 2,100円

ミ052-247 渕赤黄とばし 三ツ足小鉢  
φ11.2×4.8㎝（100入・磁） 2,000円

ネ052-257 粉引貝型小鉢  
12.5×10.5×4.5㎝（80入・陶） 2,100円

ミ052-267 かいらぎ風赤絵片口4.5鉢  
14.1×13.5×4.5㎝（100入・磁） 1,800円

ミ052-277 ピンク吹ラスター三ツ足小鉢  
14×10.5×5㎝（60入・磁） 1,950円

ト052-287 万歴手描き 三山三六小鉢  
φ11×6.2㎝（60入・強） 2,000円

ツ052-297 白マット三角紋反小鉢  
φ11.5×5.2㎝（100入・磁） 1,800円

ミ052-307 幾何柄四ッ足小鉢  
φ12.5×6㎝（60入・磁） 1,950円
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ミ053-017 網目十草反小鉢  
φ9.5×7.8㎝（60入・磁） 1,850円

タ053-027 はな仲付  
12.5×6㎝（60入・磁）（有田焼） 1,930円

ミ053-037 織部結び小鉢  
14×12×6㎝（80入・磁） 1,900円

ミ053-047 ルリ釉穴ヌキ小鉢  
φ10.3×6㎝（100入・磁） 1,900円

ミ053-057 鳴海青地三ツ足小鉢  
φ11.8×5.9㎝（60入・磁） 1,900円

ミ053-067 ほのか変形小鉢  
15×11.5×6.2㎝（100入・磁） 1,480円

タ053-077 インディコブルーしのぎ彫4.3小鉢  
φ13.5×5.2㎝（80入・磁） 2,000円

タ053-087 金銀市松小鉢  
11×5.7㎝（60入・磁） 1,720円

ト053-097 金ハケ目トチリ4.0小鉢  
φ12×5.5㎝（60入・磁） 1,950円

ユ053-107 織部粉引乱線 高台小鉢  
φ10×7.3㎝（300㏄）（60入・陶） 2,000円

ミ053-117 かいらぎ波渕輪花小鉢  
12.5×5㎝（60入・陶） 1,850円

ユ053-127 白刷毛タタキ 高台小鉢  
φ10×7.3㎝（280㏄）（60入・陶） 2,000円

ト053-137 翠玉木の葉4.5寸小鉢  
13.5×11.8×4.5㎝（60入・磁） 1,700円
ト053-147 翠玉木の葉4.0寸小鉢  
12×10.5×4㎝（80入・磁） 1,380円

ミ053-157 唐津十草捻り小鉢  
12×5.8㎝（60入・陶） 1,650円

ミ053-167 ほのか飯器  
φ13×7.8㎝（40入・磁） 1,950円

ミ053-177 ブーケくくり小付  
φ10×4.5㎝（120入・磁） 1,750円

ミ053-187 花衣くくり小付  
φ10×4.5㎝（120入・磁） 1,750円

オ053-197 粉引嵐山雪割小鉢  
12.5×6㎝（60入・強） 1,900円

ト053-207 三彩流し4.3寸 高台小鉢  
φ13.5×4.7㎝（80入・磁） 1,850円

カ053-217 金結晶花型4寸小鉢  
φ12.3×6.2㎝（60入・磁） 1,850円

ミ053-227 粉引捻り小鉢  
12×5.8㎝（60入・陶） 1,600円

ユ053-237 黄釉花三島ひねり小鉢  
13.5×12.5×4㎝（80入・陶） 1,700円

ア053-247 粉引赤絵唐草三つ足小鉢  
φ9.8×7㎝（80入・磁） 1,800円

ロ053-257 びいどろ 玉渕丸鉢  
φ14.7×3.9㎝（40入・陶） 1,720円

ア053-267 青空三ツ足小鉢  
17.2×9.7×4.8㎝（80入・磁） 1,600円

ミ053-277 NBエクシード5吋モダンボール  
φ12.8×7㎝（48入・磁）（中国） 900円

タ053-287 紅柚子天目4.3高台鉢  
φ13.2×4.6㎝（60入・磁） 1,600円

カ053-297 織部椿深小鉢  
φ12×6.5㎝（60入・陶） 1,650円

ミ053-307 黒織部サビ絵小鉢  
10×9.4×7㎝（60入・陶） 1,500円

オ053-317 ビードロライン4.0鉢  
φ12.2×7㎝（80入・磁） 1,500円
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ミ054-017 染錦春日（強化） 桔梗形3.6小鉢  
φ10.2×6.1㎝（100入・強） 2,280円

ウ054-027 朱金見込花小鉢  
φ10.4×4.5㎝（120入・強） 1,700円

ア054-037 赤絵手描花12.5㎝多用鉢  
φ12.6×6.2㎝（40入・磁） 1,550円

ア054-047 赤絵片口小鉢  
11.8×10.5×4.8㎝（80入・磁） 1,500円

ト054-057 吹墨 三角鉢 （小）  
φ11.5×3.6㎝（100入・陶） 1,800円

ウ054-067 錦牡丹取鉢  
φ11.4×11.4×3.8㎝（60入・強） 1,790円

ミ054-077 備前灰釉丸鉢  
φ10.1×3.8㎝（80入・陶） 1,400円

ア054-087 赤絵万暦ゆとり碗  
φ10×7.8㎝（60入・磁） 1,700円

ミ054-097 紫白吹アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 1,550円

ミ054-107 風船水玉アーチ型小付  
12.8×10×3㎝（100入・磁） 1,550円

ユ054-117 淡雪二色吹アーチ小付  
12.5×10×4㎝（60入・磁） 1,650円

ウ054-127 赤絵花鳥角小鉢  
φ9.5×9.5×5.4㎝（100入） 1,770円

ア054-137 織部唐草小鉢  
12.5×12×6.5㎝（60入・陶） 1,400円

タ054-147 ラスターヒワ吹4.0ボール  
φ12.3×6㎝（60入・強） 1,500円

ミ054-157 彫十草志野小鉢  
φ9.5×7㎝（120入・陶） 1,550円

ツ054-167 祥瑞3.5深鉢  
φ10.6×7.8㎝（50入・陶） 1,450円

ミ054-177 灰吹き4.0小鉢  
φ11.8×6㎝（60入・陶） 1,400円

ミ054-187 手書きぶどう玉渕小鉢  
φ12.8×5.5㎝（100入・磁） 1,550円

ホ054-197 金結晶高台4.0鉢  
φ12.2×5.5㎝（100入・磁） 1,450円

ユ054-207 信楽黒釉切立深口4.0鉢  
φ11.2×8㎝（50入・磁） 1,750円

ア054-217 メタルエッジ12㎝ボール  
φ12.2×8.4㎝（60入・磁） 1,450円
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ア055-017 透かし八角13㎝鉢  
φ13×4㎝（100入・磁） 1,800円

カ055-027 金結晶菊型3.8小鉢  
11×9.5×6.5㎝（80入・磁） 1,600円

ツ055-037 青市松千代折角小鉢  
15.5×15.5×3.3㎝（60入・磁） 1,500円

ミ055-047 黒陶吹片口小鉢  
12.2×10.7×6.5㎝（50入・陶） 1,500円

キ055-057 金結晶三ツ押高台小鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入・磁） 1,380円

ト055-067 灰釉タタラ4.5小鉢  
φ13.6×4㎝（80入・磁） 1,550円

ト055-077 くし目丸小鉢  
φ11×4.5㎝（100入・陶） 1,300円

ロ055-087 緑彩箕型小鉢  
12×8.5×4.9㎝（80入・強） 1,480円

ア055-097 グータンボール小  
φ11.8×6.4㎝（60入・陶） 1,550円

オ055-107 罫書紅梅5.0楕円鉢  
14.5×11.3×7.5㎝（40入・陶） 1,500円

ア055-117 青かいらぎ高台珍味皿  
φ12.2×3.8㎝（80入・陶） 1,350円

ト055-127 貼合青磁 4.0小鉢  
12.2×10.7×5.2㎝（80入・磁） 1,250円

キ055-137 炭化土三角小鉢  
14.5×12.5×7㎝（60入・陶） 1,280円

ト055-147 鉄結晶楕円4.3寸 高台小鉢  
13.2×10×5.8㎝（80入・磁） 1,550円

ミ055-157 ほのかスロープ小鉢  
12.3×12.1×4㎝（120入・磁） 980円

ト055-167 銀彩ちらし平鉢  
11.2×10.7×3.7㎝（100入・磁） 1,350円

ト055-177 トルコ三角小鉢  
10.5×10.2×5.5㎝（100入・陶） 1,300円

タ055-187 天の川4.0小鉢  
φ12.3×7.2㎝（40入・陶） 1,350円

メ055-197 黒窯変刷毛目4.2小鉢  
φ12.6×4.5㎝（90入・陶） 1,350円

ト055-207 唐津刷毛目片口小鉢  
13×12×5㎝（80入・陶） 1,200円

ユ055-217 うるし流水（赤）4.0鉢  
φ12×4.5㎝（60入・陶） 1,300円

ユ055-227 うるし流水（青）4.0鉢  
φ12×4.5㎝（60入・陶） 1,300円

カ055-237 青磁貫入舟型小鉢  
12.3×9.8×5㎝（60入・陶） 1,250円

ホ055-247 伊賀風粉引だえん鉢（小）  
14.2×11.3×6.8㎝（60入・磁） 1,300円

ユ055-257 銀彩結晶角小鉢  
11.5×11.5×6.5㎝（60入・陶） 1,450円

イ055-267 りんか茶練12ボール  
φ12.5×4.5㎝（80入・磁） 1,350円
イ055-277 りんか茶練10ボール  
φ10.5×4㎝（100入・磁） 1,150円

イ055-287 りんか白練12ボール  
φ12.5×4.5㎝（80入・磁） 1,350円
イ055-297 りんか白練10ボール  
φ10.5×4㎝（100入・磁） 1,150円

ロ055-307 びいどろ 変形鉢  
12.6×9.3×5.5㎝（60入・陶） 1,220円

ミ055-317 紫白吹 四ッ重ね 小鉢  
13.5×13.5×3.3㎝（90入・磁） 1,350円

ユ055-327 赤柚子天目笠型小鉢  
φ11×8㎝（50入・磁） 1,350円
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メ056-017 
トルコ青4.6丸鉢  
φ13.7×5㎝（100入・陶）
1,350円

ロ056-027 
びいどろ 丸鉢  
φ14.5×4.4㎝（60入・陶）
1,310円

カ056-037 
手描き京小花玉割（小）  
φ11.5×4㎝（80入・強）
1,450円

ア056-047 
obi 高浜鉢  
φ11.2×4.9㎝（80入・磁）
1,440円

ホ056-057 
黒水晶モダン3.5小鉢  
φ11.5×7㎝（80入・磁）
1,380円

オ056-067 
ボルドー舟型鉢（小）  
17.2×11×4.6㎝（60入・陶）
1,350円

ア056-077 
おび山茶花 青たっぷり碗  
φ10×7.5㎝（60入・磁）
1,350円

ミ056-087 
タコ唐草舟小鉢  
14×9.7×6.5㎝（60入・磁）
1,250円

ト056-097 
白抜 唐草4寸六兵衛反丼  
φ12×8㎝（60入・磁）
1,300円

ホ056-107 
芽生えタタラ小鉢（大）  
11.5×11×5.7㎝（70入・磁）
1,270円

ユ056-117 
銀彩結晶三方小鉢  
φ12×6㎝（80入・陶）
1,350円

ア056-127 
おび山茶花 赤たっぷり碗  
φ10×7.5㎝（100入・磁）
1,350円

ト056-137 
手押し乱戦 小鉢  
φ10.5×6.5㎝（100入・陶）
1,300円

ト056-147 
サビタコ唐草小鉢  
14×9.7×6.5㎝（80入・磁）
1,250円

ト056-157 
二色流し角小鉢  
12×12×6㎝（50入・磁）
1,250円

ト056-167 金砂 波 5.0鉢  
φ16.5×5㎝（48入・磁） 1,270円
ト056-177 金砂 波 3.6小鉢  
φ13×5.2㎝（90入・磁） 860円

ツ056-187 
クリーム 花型小鉢  
φ12×5.5㎝（80入・磁）
1,200円

ネ056-197 
窯変楕円鉢  
14.3×11.3×7㎝（80入・磁）
1,200円

ホ056-207 
すくいやすい（紫）小鉢  
φ10.2×4.5㎝（100入・磁）
1,200円

カ056-217 
灰釉明日香3.3ボール  
φ10.5×4.1㎝（60入・陶）
1,250円

テ056-227 
やまぶき梅型高台  
φ12.5×5㎝（80入・陶）
1,200円

カ056-237 kasaneそば釉鉢 中  
φ12×4.7㎝（40入・陶） 1,200円
カ056-247 kasaneそば釉鉢 小  
φ10×4㎝（50入・陶） 900円

ア056-257 
青白磁ちぎり小鉢  
12.6×11.5×6.8㎝（60入・強）
1,150円

テ056-267 
桜錦花型高台平皿  
φ12.8×5.2㎝（80入・陶）
1,200円

ネ056-277 
黒ウノフ流し小鉢  
9.5×8.5×6㎝（80入・陶）
1,200円

ア056-287 
赤絵手描削ぎ小鉢  
φ11.3×5.8㎝（80入・磁）
1,050円

ツ056-297 
ゴールド内黒マット切立鉢  
φ12×5㎝（50入・磁）
1,150円

オ056-307 
志野グリーンドット高台デザート  
φ11.7×5.8㎝（60入・磁）（美濃焼）
1,000円

ト056-317 
うのふ平小鉢  
φ12×3.7㎝（100入・陶）
1,100円

ネ056-327 
伊賀化粧花型鉢 中  
16×11×4.5㎝（60入・磁）
1,150円

イ056-337 
黒土一つ押し黄小鉢  
φ10.3×5.6㎝（100入・陶）
1,150円

イ056-347 
黒土かいらぎ緑くくり小鉢  
φ8.7×7㎝（100入・陶）
1,150円

イ056-357 
黒土エメラルド小鉢  
φ10×5㎝（100入・陶）
1,150円

キ056-367 
青白磁三角小鉢  
10×10.2×5.2㎝（80入・磁）
1,050円

ネ056-377 
漆ブラウン片口ボウル小  
12.8×11.2×5㎝（100入・磁）
1,100円

ミ056-387 
ヒワ見込白結び小鉢  
10.5×10.3×3.7㎝（80入・磁）
1,050円
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ハ057-017 花びらピンク小付  
13.4×9.4×3.2㎝（80入・磁） 950円

ミ057-027 黒釉桜花スロープ平小鉢  
12.5×12.3×4㎝（100入・磁） 1,050円

カ057-037 手描唐草4.0ボール  
φ11.7×4.7㎝（80入・磁） 1,000円

タ057-047 藍3.5小鉢  
10×6㎝（60入・磁） 960円

ミ057-057 紫白吹 菊形 小鉢  
11×10.5×5.3㎝（120入・磁） 1,050円

タ057-067 菊華トンスイ（桃）  
φ12.5×4.5㎝（60入・磁） 950円

イ057-077 里山織部変形小鉢  
15×11.5×6㎝（80入・磁） 1,000円

ア057-087 色絵草花だ円鉢 小  
14.5×12.7×4.7㎝（80入・磁） 1,000円

ト057-097 手押し高台小鉢  
φ12×7.3㎝（60入・磁） 1,050円

カ057-107 織部格子新高台皿（小）  
11.8×4.6㎝（80入・磁） 980円

カ057-117 グレーソイル深鉢小  
14.5×5.3㎝（40入・陶） 1,300円

ア057-127 伊賀織部片口小鉢  
14×11.5×6.5㎝（40入・磁） 1,000円

キ057-137 青白磁楕円千段小鉢  
12.8×10.6×5㎝（100入・磁） 950円

ロ057-147 石垣志野平小鉢  
φ13.8×4.2㎝（60入・陶） 1,050円

カ057-157 雫石なぶり4.5小鉢  
13.8×5.5㎝（60入・磁） 950円

ミ057-167 手書きかぶらスロープ平小鉢  
12.5×12.3×4㎝（100入・磁） 930円

キ057-177 ルリ釉平鉢  
φ13×4.3㎝（80入・磁） 880円

カ057-187 吹墨たまご型4.0小鉢  
14.2×11.5×5.8㎝（60入・磁） 940円

ロ057-197 黒塗内朱3.0鉢  
φ10.3×3.6㎝（80入・陶） 900円

タ057-207 紅もえぎボール小  
11.3×11.1×5.1㎝（80入・陶） 960円

ト057-217 織部三ツ押小鉢  
φ12×4.8㎝（80入・陶） 950円

ネ057-227 青磁市松彫三角3.8鉢  
φ11.4×4㎝（100入・強） 950円

タ057-237 るり銀彩丸小鉢  
φ10.4×5.3㎝（80入・磁） 880円

ユ057-247 古染唐草玉割  
φ12×4.5㎝（80入・磁） 880円

タ057-257 菊華3.6小鉢（桃）  
φ11.5×6.5㎝（60入・磁） 800円

ロ057-267 黒志野三角小鉢（大）  
11.5×11.5×4.5㎝（60入・陶） 910円
ロ057-277 黒志野三角小鉢（小）  
9.8×9.8×4.5㎝（80入・陶） 680円

イ057-287 茶乱刷毛うず取鉢  
14.5×12×5㎝（80入・磁） 830円

イ057-297 白乱刷毛うず取鉢  
14.5×12×5㎝（80入・磁） 830円

ト057-307 太十草 楕円鉢  
15.3×9.7×3.5㎝（60入・磁） 920円

ヨ057-317 湖畔小鉢  
15×12×5.5㎝（100入・磁） 880円



割
烹
の
う
つ
わ

58

刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

小鉢 Small Bowl

タ058-017 
赤釉もえぎ3.0鉢  
φ9.5×5.5㎝（80入・磁）
830円

ト058-027 
淡青とじめ4.0小鉢  
13×12.5×4.5㎝（80入・磁）
840円

キ058-037 
黒吹笠型小鉢  
11.3×10.4×5.2㎝（100入・磁）
840円

キ058-047 
青磁錆流し笠型小鉢  
11.3×10.4×5.2㎝（100入・磁）
840円

ア058-057 
黒釉丸小鉢  
φ13.3×4.2㎝（80入・磁）
820円

ホ058-067 
赤十草切立鉢  
φ9×7㎝（60入・陶）
840円

ロ058-077 
織部櫛目三ツ足小鉢  
φ13×5㎝（80入・陶）
890円

ハ058-087 
緑彩ぶどう小鉢  
φ11×4.5㎝（100入・陶）
900円

ア058-097 
吹墨ボール  
φ11.5×3.5㎝（60入・磁）
900円

ユ058-107 
銀彩結晶ヤツデ平鉢  
13×10.5×3.5㎝（80入・陶）
850円

ハ058-117 
笹型小鉢（青磁）  
14×8.5×5.4㎝（100入・磁）
850円

ユ058-127 
銀彩結晶六角平鉢  
φ10×3.5㎝（80入・陶）
850円

ア058-137 
風車三ツ足3.8小鉢  
φ11.7×5㎝（80入・磁）
820円

タ058-147 
黄桔梗小鉢  
11.8×11.5×5.2㎝（80入・磁）
740円

ア058-157 
黒釉だ円深皿  
15.5×13.5×4㎝（60入・磁）
820円

ホ058-167 
ルリななめ4.0小鉢  
φ12×6.5㎝（70入・磁）
780円

カ058-177 
雫石なぶり小鉢  
11.7×4.5㎝（80入・磁）
780円

ト058-187 
スカイストライプ4寸鉢  
13.5×12.5×5.5㎝（80入・磁）
790円

ヤ058-197 
黒備前金茶吹三角小鉢  
13×4㎝（80入・磁）
730円

ネ058-207 
白笹小鉢  
14×8.5×5.5㎝（80入・磁）
800円

ロ058-217 
水玉3.8深口スリ鉢  
φ11.5×5.4㎝（80入・陶）
750円

ユ058-227 
二彩吹 波型楕円4.0鉢  
13.3×10.8×4㎝（80入・磁）
700円

ロ058-237 
白イラボ赤絵花3.6小鉢  
φ11×5㎝（80入・磁）
710円

ロ058-247 
青磁彫小鉢  
φ11.4×5㎝（80入・磁）
690円

ロ058-257 
信楽吹小鉢  
φ11.4×5㎝（80入・磁）
690円

ト058-267 
息吹ちぎり 小鉢  
15.5×10.5×4.8㎝（100入・磁）
1,000円

ロ058-277 
融雪 平小鉢  
φ13.8×4.2㎝（120入・陶）
990円

ア058-287 
黒釉だ円小鉢  
16.5×10.5×4㎝（80入・磁）
680円

ヤ058-297 
さざ波白三角小鉢  
φ13×4㎝（100入・磁）
660円

ロ058-307 
はるかぜ 平小鉢  
φ13.8×4.3㎝（120入・陶）
990円

ア058-317 
窯彩なで角12㎝浅鉢  
12×12×3.2㎝（100入・磁）
700円

ア058-327 
魚三ツ足小鉢  
14.3×14×3.8㎝（80入・磁）
650円

ユ058-337 
藍虹味 なす型小付  
12×9×4㎝（100入・磁）
680円

ア058-347 
黒結晶4.0切立ボール  
φ12.2×7㎝（100入・磁）
540円

ホ058-357 
格子八角鉢  
12×5.5㎝（80入・磁）
530円

タ058-367 
天の川楕円小鉢  
15.5×11.5×4.7㎝（40入・陶）
900円
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タ059-017 
剣先四角仲付  
8×8×5.5㎝（80入・磁）（有田焼）
1,980円

ウ059-027 
イングレ椿絵 反角小鉢  
9.8×9.8×5㎝（100入・強）（イングレ）
1,800円

ウ059-037 
乱十草 反小鉢  
9×9×5.2㎝（100入・強）（イングレ）
1,700円

ウ059-047 
赤絵花鳥入角小鉢  
9.5×9.5×5.4㎝（80入・強）（美濃焼）
1,750円

ウ059-057 
赤絵草花 反四角小鉢  
9×9×5.2㎝（100入・強）
1,700円

ウ059-067 
錦丸紋 波渕小鉢  
8×8×5.1㎝（100入・強）
1,800円

カ059-077 
銀黒回角小鉢  
11.5×11.5×5㎝（100入・磁）
1,500円

ホ059-087 
芽生え四ツ山小鉢  
9.5×9.5×4.2㎝（100入・磁）
1,100円

ト059-097 
角渕サビ小鉢  
11.7×11.7×5㎝（80入・磁）
1,450円

テ059-107 
粉引刷毛目四つ山小鉢  
12.5×12.5×6㎝（80入・陶）
1,350円

メ059-117 
黒窯変3.0角小鉢  
8.7×8.7×4.9㎝（50入・陶）
1,440円

ア059-127 
琥珀ロングボール  
16×9.2×3.5㎝（60入・磁）
1,150円

イ059-137 青地市松彫4.5鉢  
14×14×5.2㎝（80入・磁） 1,100円
イ059-147 青地市松彫3.5鉢  
11×11×6㎝（100入・磁） 950円

オ059-157 
罫書紅梅4.0四方鉢  
10.5×10.5×6.2㎝（100入・陶）
1,150円

ア059-167 
白磁縞織角小鉢  
11×11×6㎝（60入・磁）
1,000円

ホ059-177 
カゴメ織部角小鉢  
9.7×9.7×5.5㎝（90入・磁）
1,150円

ロ059-187 
黄釉織部流し 重ね長角鉢  
11.5×7.4×3.5㎝（60入・陶）
1,220円

ツ059-197 
白釉黒一珍四方上り鉢（小）  
13×13×4.5㎝（80入・磁）
970円

ト059-207 
黒カヤメクロス角小鉢  
10.1×10.1×5㎝（80入・磁）
880円

ト059-217 
もえぎ 正角深小鉢  
9×9×6㎝（80入・磁）
900円

ネ059-227 
備前風オリメ角鉢小  
9.6×9.6×3.8㎝（100入・磁）
1,000円

ウ059-237 
赤楽四方上がり小鉢  
10×10×5.3㎝（80入・陶）
850円

イ059-247 
織部深小鉢  
9.5×9.5×4.7㎝（100入・陶）
850円

タ059-257 
青白磁正角浅小鉢  
φ11×11×4㎝（80入・磁）
800円

ハ059-267 
粉引しおり角小鉢  
10.9×10.9×5.6㎝（80入・磁）
850円

ハ059-277 
黒水晶しおり角小鉢  
10.9×10.9×5.6㎝（80入・磁）
850円

ツ059-287 
黒志野四つ足3.6小鉢  
10×10×5.5㎝（100入・磁）
750円

ネ059-297 
渕黒天目四角小鉢  
11.5×11.5×4㎝（80入・磁）
720円

イ059-307 
萩粉引波四角小鉢 小  
11.5×11.5×6.8㎝（100入・磁）
500円

イ059-317 
古信楽オリベ吹波四角小鉢  
11.5×11.5×6.8㎝（100入・磁）
500円

カ059-327 
オルジェ塗壁10㎝角小鉢  
10×10×5.8㎝（100入・磁）
600円

イ059-337 
栗色刷毛目塗り壁3.5角小鉢  
10.3×10.3×6㎝（100入・磁）
630円

イ059-347 
練色塗り壁3.5角小鉢  
10.3×10.3×6㎝（100入・磁）
630円

ハ059-357 
一珍渕ライン3.6角小鉢  
10.5×10.5×4.3㎝（100入・磁）
590円

ア059-367 
備前吹（松花堂兼用）角小鉢  
10.5×10.5×3.9㎝（100入・磁）
520円

ホ059-377 
グリーン吹四角小鉢  
10.8×10.8×4㎝（70入・磁）
490円
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ミ060-017 
信楽吹5.0楕円深皿  
15.6×12×3.3㎝（60入・磁）
980円

ワ060-027 
白斑点三本線11㎝角小鉢  
10.6×10.6×5.7㎝（60入・陶）
800円

ホ060-037 
ヒワ市松花型小鉢  
φ12.5×5㎝（80入・陶）
800円

イ060-047 
いぶし黒花型小鉢  
φ10.5×5.7㎝（80入・磁）
750円

ユ060-057 
黄瀬戸織部吹変形4.0鉢  
13.5×12.5×5.5㎝（60入・陶）
750円

タ060-067 
白刷毛花4.0小鉢  
12.4×12.4×4.7㎝（80入・磁）
700円

ア060-077 
ピンク吹三角小鉢  
13×13×4.2㎝（80入・磁）
750円

ヨ060-087 
トルコ花小鉢  
φ12×4.5㎝（5×18入・陶）
750円

ヨ060-097 
白釉花小鉢  
φ12×4.5㎝（5×18入・陶）
750円

キ060-107 
黒備前花小鉢  
φ12×4.5㎝（80入・陶）
740円

ユ060-117 
藍虹味 波型楕円4.0鉢  
13.3×10.8×4㎝（80入・磁）
700円

イ060-127 
伊賀風 厚口小鉢  
φ11.4×4.9㎝（80入・磁）
700円

タ060-137 
岩清水角小鉢  
11.4×11.4×5.3㎝（80入・陶）
700円

タ060-147 
白唐津角小鉢  
11.4×11.4×5.3㎝（80入・陶）
700円

ツ060-157 
タタラ刷毛目小鉢（大）  
11×6㎝（80入・陶）
630円

タ060-167 
春雪花小鉢  
12.2×5㎝（80入・陶）
630円

ユ060-177 
黄瀬戸織部吹3.6角小鉢  
φ11×5㎝（60入・陶）
650円

ア060-187 
瑠璃変形平鉢小  
φ12.5×3.4㎝（100入・磁）
630円

イ060-197 
桃山ふぶき足付4.0小鉢  
φ12.5×5.5㎝（100入・磁）
700円

ト060-207 
乱ハケ六兵衛 4.0小鉢  
φ12×5.2㎝（60入・磁）
670円

タ060-217 
田園花小鉢  
12.2×5㎝（80入・陶）
600円

ヤ060-227 
桜志野花小鉢  
12×4.5㎝（120入・磁）
650円

ネ060-237 
銅織部14㎝がんどち鉢  
14×14×3.5㎝（80入・陶）
650円

オ060-247 
山霞なぶり小鉢  
12×11.5×5㎝（80入・磁）
550円

ミ060-257 
舞い蛍黒3.8深口丼  
φ11.4×6.4㎝（60入・磁）
740円

ア060-267 
ルリ刷毛三ツ足3.6小鉢  
φ10.9×6.2㎝（80入・磁）
600円

ミ060-277 
灰流し抹茶小鉢  
φ10×6.3㎝（60入・磁）
490円

ホ060-287 
粉引ひとはな小鉢  
φ12×5㎝（80入・磁）
550円

ホ060-297 
白刷毛黒ひとはな小鉢  
12×5㎝（80入・磁）
550円

ホ060-307 
白ひねり小鉢  
12.2×10.6×4.6㎝（80入・磁）
550円

イ060-317 
黒信楽4.0浅鉢  
13.2×13.2×4.3㎝（100入・磁）
460円

ミ060-327 
緑彩和紙40小鉢  
13×12.5×4.3㎝（100入・磁）
420円

ミ060-337 
ヒスイ和紙4.0小鉢  
13×12.5×4.3㎝（100入・磁）
420円

ミ060-347 
白釉織部流し36ケズリ鉢  
11×11×5㎝（120入・磁）
400円

ミ060-357 
イラボ白流し36ケズリ鉢  
11×11×5㎝（120入・磁）
400円

ミ060-367 
黒釉白流し36ケズリ鉢  
11×11×5㎝（120入・磁）
400円
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ロ061-017 
粉引黒オリベ流し天目型平鉢  
φ11.6×4.5㎝（100入・磁）
890円

タ061-027 
濃刷毛砂目4.0小鉢  
φ12.5×5㎝（60入・磁）
860円

ネ061-037 
窯変丸4.0鉢  
φ12.3×4.3㎝（80入・磁）
800円

ネ061-047 
白釉玉渕玉小鉢  
13.1×12.5×5.5㎝（100入・磁）
850円

ヨ061-057 
オルジュ取鉢オーバル #024  
13.5×11×5.5㎝（60入・磁）
800円

ホ061-067 
なまこ4.0鉄鉢  
φ11.5×5.8㎝（80入・磁）
770円

ワ061-077 
鉄ペーパー三本線11㎝角小鉢  
10.6×10.6×5.7㎝（60入・陶）
800円

タ061-087 
エメラルドグリーン13㎝ボール  
φ12.8×4.7㎝（60入・陶）
790円

イ061-097 
織部角小鉢  
11×11×3.5㎝（80入・陶）
780円

ア061-107 
高台葡萄10㎝小鉢  
φ10.1×5.7㎝（80入・磁）
750円

ミ061-117 
舞い蛍白3.8深口丼  
φ11.4×6.4㎝（60入・磁）
740円

ネ061-127 
白渦4.0寸平鉢  
φ13.7×3.1㎝（80入・磁）
650円

イ061-137 
黒白流小鉢  
φ11.5×4.5㎝（80入・陶）
650円

タ061-147 
桜3.6小鉢  
φ11×4.5㎝（80入・陶）
560円

ハ061-157 
ユズクロ天目4.0深鉢  
φ12.5×5.5㎝（80入・磁）
540円

イ061-167 
里山織部3.6小鉢  
φ12.5×4.5㎝（100入・磁）
580円

ユ061-177 
織部3.6小鉢  
φ12.5×4.5㎝（80入・陶）
500円

イ061-187 
金彩雲3.6小鉢  
φ12.3×4.5㎝（100入・磁）
540円

イ061-197 
古信楽オリベ吹ナブリ小鉢  
11.5×11.5×5㎝（100入・磁）
500円

ア061-207 
京唐草4.0浅鉢  
φ13.2×4.7㎝（60入・磁）
500円

ハ061-217 
民芸十草 括り手4.0鉢  
φ12.8×4.8㎝（80入・磁）
500円

イ061-227 
萩粉引ナブリ四角小鉢  
11.5×11.5×5㎝（100入・磁）
500円

ハ061-237 
志野サビ刷毛括り手4.0鉢  
φ12.8×4.8㎝（80入・磁）
480円

イ061-247 
せせらぎ丸4.0パック  
φ13.2×5.3㎝（80入・磁）
500円

ア061-257 
備前織部4.0ボール  
φ12.7×4.8㎝（80入・磁）
430円

ホ061-267 
藍流し4.0深鉢  
φ12.5×4.8㎝（60入・磁）
440円

ト061-277 
青磁 13.5洋ボール  
φ13.5×4.5㎝（60入・磁）
440円

ア061-287 
窯変粉引き削ぎ13㎝鉢  
φ13.2×4.2㎝（80入・磁）
500円

ネ061-297 
白均窯たたき4.0丼  
φ14.2×4.2㎝（100入・磁）
410円

ホ061-307 
くしめ紋3.5浅鉢  
φ11×3.2㎝（160入・磁）
300円

キ061-317 
白結晶4.0鉢  
φ12.3×4.7㎝（120入・磁）
430円

イ061-327 
はなうらら4.0小鉢  
φ13×4.5㎝（100入・磁）
440円

ツ061-337 
黒伊賀白吹4.0取鉢  
φ13×4.5㎝（80入・磁）
370円

ヤ061-347 
茶ライン4.0深鉢  
φ12.8×4.8㎝（120入・磁）
420円

ツ061-357 
刷毛茶粉引4.0取鉢  
φ13×4.5㎝（80入・磁）
370円

ヤ061-367 
いぶし三角4.0鉢  
φ12.8×4.8㎝（120入・磁）
400円
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ツ062-017 
粉引ライン 4.0ボール  
φ11.6×4.7㎝（80入・磁）
850円

ホ062-027 
ブルーライン青白磁小鉢  
φ12×5㎝（80入・磁）
900円

ロ062-037 
粉引黒オリベ流し四角小鉢  
10.3×10.3×5.4㎝（150入・磁）
840円

キ062-047 
染付彩華4.0小鉢  
φ12×4.5㎝（150入・磁）
660円

ロ062-057 
びいどろ 変形丸鉢  
φ10.8×3.5㎝（100入・陶）
720円

ヤ062-067 
雪輪型花鳥3.6小鉢  
φ11.7×4.5㎝（120入・磁）
750円

ヤ062-077 
新川凛12㎝小鉢  
φ12.5×4㎝（120入・磁）
720円

イ062-087 
鉄結晶凛丸小鉢  
φ12.5×3.8㎝（100入・磁）
720円

イ062-097 
花印4.0小鉢  
φ12×4.5㎝（100入・磁）
640円

タ062-107 
黒3.6小鉢  
11×4.5㎝（80入・陶）
560円

オ062-117 
青磁赤絵3.5ボール  
φ11.5×4㎝（120入・磁）
580円

ホ062-127 
青白磁木の実小鉢  
φ12×4.2㎝（100入・磁）
570円

タ062-137 
もえぎ岩清水小鉢  
φ12×4㎝（80入・磁）
490円

ホ062-147 
青白磁岩清水4.0鉢  
φ12×4.2㎝（80入・磁）
550円

ホ062-157 
かるーん（軽量食器）4.0小鉢  
φ12×4.5㎝（160入・磁）
530円

キ062-167 
ピンストライプ菊型浅3.5鉢  
φ10.5×4.2㎝（150入・磁）
450円

カ062-177 
黒備前なぶり三角小鉢  
11×11×5㎝（80入・磁）
480円

ア062-187 
粉引スタック小鉢  
φ12×4.5㎝（80入・磁）
480円

イ062-197 
白刷毛天目3.9ボール  
φ12×4㎝（100入・磁）
500円

ミ062-207 
風流花型小鉢  
φ12.5×4.5㎝（120入・磁）
450円

ア062-217 
粉引3.6小鉢  
φ10.6×4.9㎝（100入・磁）
430円

タ062-227 
黒備前角浜3.6鉢  
φ11.6×4.9㎝（80入・陶）
400円

ハ062-237 
丸小紋3.5ボール  
φ10.9×4.3㎝（100入・磁）
420円

ア062-247 
ジュピターB小鉢  
φ11.5×3.7㎝（120入・磁）
380円

ヨ062-257 
四つ葉3.5鉢  
φ11×4㎝（5×20入・磁）
360円

ア062-267 
ジュピターW小鉢  
φ11.5×3.7㎝（120入・磁）
380円

カ062-277 
グリーンイラボ3.3丼  
φ11×3.5㎝（150入・磁）
330円

カ062-287 
いこいLB3.0鉢  
φ9.5×3㎝（150入・磁）
350円

イ062-297 
黒備前4.0ボール  
φ12×4㎝（120入・磁）
430円

キ062-307 
灰マット3.5ボール  
φ10.7×3.7㎝（120入・磁）
380円

キ062-317 
黒渦 小鉢  
φ13.3×4.5㎝（100入・磁）
480円

ホ062-327 
たこ唐草3.5ボール  
φ10.5×4.6㎝（120入・磁）
360円

ハ062-337 
波3.5ボール  
φ10.4×4.7㎝（120入・磁）
380円

ホ062-347 
ゴス刷毛3.5小鉢  
φ10.5×3.7㎝（120入・磁）
340円

ホ062-357 
サビ刷毛3.5小鉢  
φ10.5×3.7㎝（120入・磁）
340円

イ062-367 
黒釉3.5ボール  
φ10.8×4㎝（150入・磁）
370円
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イ063-017 
黄瀬戸渕サビ3.5小鉢  
φ10×4㎝（150入・磁）
350円

ハ063-027 
織部変形小鉢  
10.5×9×4.5㎝（100入・磁）
750円

タ063-037 
南蛮吹丸小鉢  
φ10.5×5.5㎝（80入・磁）
840円

タ063-047 
深海3.5丸小鉢  
φ10.5×5.5㎝（80入・磁）
840円

ネ063-057 
岩清水新緑花小鉢  
φ10×4.5㎝（80入・磁）
560円

キ063-067 
白黒吹ひさご型鉢  
9.5×8.6×3.4㎝（150入・磁）
850円

イ063-077 
萩粉引六兵衛片口小鉢  
10.6×9.4×4.2㎝（120入・磁）
530円

ロ063-087 
新緑深口丸小鉢  
φ8.7×5㎝（130入・磁）
810円

ロ063-097 
新緑角小鉢  
9.2×4.4㎝（130入・磁）
810円

カ063-107 
青白磁楕円小皿  
10.3×9.2×3㎝（150入・強）
790円

イ063-117 
黒結晶白刷毛三角小鉢  
φ10.8×5㎝（100入・磁）
470円

イ063-127 
黒備前3.3小鉢  
φ10×4.6㎝（150入・磁）
460円

ミ063-137 
彩器行 花型小鉢  
φ12.5×4.5㎝（100入・磁）
450円

ミ063-147 
土化粧 花形小鉢  
φ12.5×4.5㎝（100入・磁）
450円

ト063-157 
織部3.5スリ小付  
φ10.9×4㎝（100入・磁）
600円

ト063-167 
赤3.5スリ小付  
φ10.9×4㎝（100入・磁）
600円

ホ063-177 
赤小花3.0鉢  
10×3.5㎝（100入・磁）
660円

ホ063-187 
赤絵花3.0鉢  
10×3.5㎝（100入・磁）
660円

ア063-197 
粉引楕円小鉢  
12×8.3×4㎝（100入・磁）
550円

ネ063-207 
銅織部11㎝がんどち鉢  
11×11×3.3㎝（100入・陶）
550円

ネ063-217 
深海黄金三ツ足小鉢  
10.2×4.5㎝（100入・磁）
450円

ロ063-227 
信楽吹片口鉢  
10.5×9.2×5㎝（120入・磁）
470円

ア063-237 
刷毛粉引11㎝鉢  
φ11×3.8㎝（120入・磁）
450円

ロ063-247 
青磁彫片口鉢  
10.5×9.2×5㎝（120入・磁）
470円

ア063-257 
フラワー渕帯10.5㎝小鉢  
φ10.5×5.2㎝（100入・磁）
340円

ト063-267 
黒茶 たわみ鉢  
φ10.3×3.4㎝（80入・磁）
400円

ト063-277 
織部 たわみ鉢  
φ10.3×3.4㎝（80入・磁）
400円

ト063-287 
白粉引 たわみ鉢  
φ10.3×3.4㎝（80入・磁）
400円

ト063-297 
レッド 角珍味  
8×8×4㎝（80入・磁）
400円

ト063-307 
ライム 角珍味  
8×8×4㎝（80入・磁）
400円

イ063-317 
せせらぎ丸型3.5パック  
φ10.8×4.6㎝（120入・磁）
400円

カ063-327 
ヒワカンタル型小鉢  
φ8.4×4.3㎝（80入・陶）
420円

カ063-337 
トルコタル型小鉢  
φ8.4×4.3㎝（80入・陶）
420円

ト063-347 
耳付楕円小付 アメ  
11.8×7.6×4.3㎝（60入・磁）
350円

イ063-357 
赤伊賀3.5ボール  
10×3.8㎝（150入・磁）
330円

ア063-367 
芙蓉ヒワ10.5㎝小鉢  
φ10.5×5.2㎝（100入・磁）
340円
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ロ064-017 はるかぜ 丸盛鉢 中  
φ15.7×5.4㎝（50入・陶） 1,940円
ロ064-027 はるかぜ 丸盛鉢 小  
φ12.6×5.4㎝（60入・陶） 1,130円

ミ064-037 片口紙風船4.0小鉢  
13.8×11.7×7.3㎝（60入・磁） 3,400円
ミ064-047 片口紙風船3.6小鉢  
12.2×10.1×6.3㎝（80入・磁） 3,100円

ミ064-057 白吹ナデシコ4.0小鉢  
11.2×6.4㎝（60入・磁） 3,450円
ミ064-067 白吹ナデシコ3.6小鉢  
10×5.6㎝（80入・磁） 3,080円

ミ064-077 キラキラ片口小鉢（大）  
14×11.7×7.5㎝（60入・磁） 3,080円
ミ064-087 キラキラ片口小鉢（小）  
12.2×10.6×6.4㎝（80入・磁） 2,980円

ア064-097 武蔵野二割小鉢大  
14.5×10.2×8.2㎝（60入・磁） 2,400円
ア064-107 武蔵野二割小鉢小  
12.2×8.6×7㎝（100入・磁） 1,700円

ミ064-117 元禄巻4.0小鉢  
φ11.2×6.5㎝（60入・磁） 2,450円
ミ064-127 元禄巻3.6小鉢  
φ10×5.8㎝（80入・磁） 2,350円

ミ064-137 ピンク三ツ切4.0小鉢  
11.5×6.7㎝（60入・磁） 2,250円
ミ064-147 ピンク三ツ切3.6小鉢  
9.4×5.3㎝（80入・磁） 1,650円

ミ064-157 ルリ吹割山椒4.0小鉢  
11.5×6.8㎝（80入・強） 2,100円
ミ064-167 ルリ吹割山椒3.3小鉢  
10×5.8㎝（120入・強） 1,980円

ア064-177 グリーンパール四方小鉢大  
10.5×10.7×7㎝（80入・磁） 2,150円
ア064-187 グリーンパール四方小鉢小  
9×9×6.3㎝（100入・磁） 1,850円

ア064-197 二色吹き二つ割小鉢大  
15×10×8.8㎝（60入・磁） 2,200円
ア064-207 二色吹き二つ割小鉢小  
12.2×8.6×7㎝（100入・磁） 1,500円

ロ064-217 ピンク吹き楕円中鉢  
13.5×12.9×6.3㎝（60入・強） 2,230円
ロ064-227 ピンク吹き楕円小鉢  
10.8×10.6×5.3㎝（80入・強） 1,660円

ミ064-237 ピンク白吹割山椒4.0小鉢  
12×7㎝（60入・磁） 1,850円
ミ064-247 ピンク白吹割山椒3.3小鉢  
10.2×5.8㎝（80入・磁） 1,750円

ロ064-257 融雪 丸盛鉢 （中）  
φ15.7×5.3㎝（50入・陶） 1,930円
ロ064-267 融雪 丸盛鉢 （小）  
φ12.8×5.5㎝（60入・陶） 1,120円

ユ064-277 古染唐草4.5丼 φ12×6.5㎝（60入・磁）  1,450円
ユ064-287 古染唐草4.0丼 φ11×6.5㎝（80入・磁）  1,280円
ユ064-297 古染唐草3.5丼 φ9.5×6㎝（80入・磁）  1,000円

カ064-307 kasaneトルコ釉鉢 中 φ12×4.7㎝（40入・陶）  1,200円
カ064-317 kasaneトルコ釉鉢 小 φ10×4㎝（50入・陶）  900円
カ064-327 kasaneそば釉 鉢ミニ φ8.8×2.5㎝（80入・陶）  850円

カ064-337 桜志野輪花鉢（大）  
φ15×6.3㎝（40入・磁） 1,200円
カ064-347 桜志野輪花鉢（小）  
φ11.2×5.1㎝（60入・磁） 850円

カ064-357 清里桔梗型4.0丼  
φ12×6.8㎝（60入・強） 1,850円
カ064-367 清里桔梗型3.6丼  
φ10.3×6㎝（60入・強） 1,650円

タ064-377 花笑み12㎝ボウル φ12×4.3㎝（100入・磁）  1,100円
タ064-387 花笑み10.5㎝ボウル φ10.3×3.8㎝（120入・磁）  850円
タ064-397 花笑み7.5㎝ボウル φ7.3×3.2㎝（180入・磁）  650円

ミ064-407 花唐草4.0小鉢  
φ12×5.8㎝（80入・磁） 2,000円
ミ064-417 花唐草3.8小鉢  
φ11×5.4㎝（100入・磁） 1,850円

ト064-427 翠玉八角小鉢（大） 11.7×11.7×5㎝（80入・磁）  1,800円
ト064-437 翠玉八角小鉢（中） 9.8×9.8×5㎝（100入・磁）  1,400円
ト064-447 翠玉八角小鉢（小） 7.4×7.4×5㎝（120入・磁）  1,000円

テ064-457 青地輪花中鉢 13×5㎝（80入・強）  2,150円
テ064-467 青地輪花小鉢 11.5×4.7㎝（100入・強）  1,900円
テ064-477 青地輪花小付 10×4㎝（120入・強）  1,550円
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ロ065-017 ヒワ吹三角高台小鉢（大）  
11×11×6.8㎝（80入・強） 2,110円
ロ065-027 ヒワ吹三角高台小鉢（小）  
9.5×9.5×6.5㎝（80入・強） 1,700円

ロ065-037 ピンク三山小鉢（大）  
φ10.6×5.8㎝（60入・強） 1,700円
ロ065-047 ピンク三山小鉢（小）  
φ8.8×5.3㎝（80入・強） 1,490円

ロ065-057 ヒワ三ツ山小鉢（大）  
10.5×5.8㎝（60入・強） 1,700円
ロ065-067 ヒワ三ツ山小鉢（小）  
8.5×5.3㎝（80入・強） 1,490円

チ065-077 吹墨サザエ型珍味  
φ6.6×5.2×4.2㎝（200入・磁） 1,000円

ア065-087 京十草3.6小鉢  
10.8×6.4㎝（60入・磁） 1,600円
ア065-097 京十草小付  
8×6.2㎝（120入・磁） 1,250円

ヤ065-107 古染布目笹4.0小鉢 12.5×5.4㎝（60入・磁）  980円
ヤ065-117 古染布目笹3.6小鉢 11.2×4.7㎝（80入・磁）  780円
ヤ065-127 古染布目笹3.0小鉢 9.6×4㎝（100入・磁）  650円

ミ065-137 青磁 輪花 4.8鉢  
φ14.5×4.7㎝（80入・強） 1,280円
ミ065-147 青磁 輪花 4.0鉢  
φ12.2×4.8㎝（100入・強） 1,180円

ア065-157 ヒワ三ツ山小鉢（大）  
10.6×6.1㎝（80入・強） 1,200円
ア065-167 ヒワ三ツ山小鉢（小）  
8.5×5.5㎝（120入・強） 1,050円

タ065-177 蒼天英山深鉢（大）  
φ13.4×6.8㎝（60入・磁） 940円
タ065-187 蒼天英山深鉢（中）  
φ11.8×5.6㎝（80入・磁） 740円

ロ065-197 渕金トルコ葉型3.3小鉢  
10×5㎝（60入・強） 1,060円
ロ065-207 渕金トルコ葉型2.8小鉢  
8.8×5.2㎝（80入・強） 960円

キ065-217 窯変紺十草 菊型5.5鉢 φ16.7×6.1㎝（50入・磁）  880円
キ065-227 窯変j紺十草 菊型4.5鉢 φ13.8×5㎝（80入・磁）  550円
キ065-237 窯変紺十草 菊型3.5鉢 φ10.5×4.2㎝（150入・磁）  450円

オ065-247 魚中鉢 16×14×7.2㎝（60入・磁）  2,700円
オ065-257 魚小鉢 12×11.1×4.6㎝（80入・磁）  1,400円
オ065-267 魚千代口 8.5×6.8×3.5㎝（200入・磁）  900円

ロ065-277 赤絵花つなぎすげ傘小鉢（大）  
14.5×12.5×4.5㎝（80入・陶） 1,600円
ロ065-287 赤絵花つなぎすげ傘小鉢（小）  
10.3×9×3.3㎝（100入・陶） 1,050円

ミ065-297 粉引刷毛目多用途小鉢  
12×11×6㎝（100入・陶） 1,450円
ミ065-307 粉引刷毛目多用途小付  
10.7×9.8×4.8㎝（120入・陶） 1,150円

タ065-317 紅4.0もえぎ鉢  
φ12×7㎝（60入・陶） 1,420円
タ065-327 紅3.0もえぎ鉢  
φ9.3×5.6㎝（60入・陶） 920円

カ065-337 灰釉明日香3.3ボール  
φ10.5×4.1㎝（60入・陶） 1,250円

ト065-347 うず潮丸小鉢（大）  
φ12.8×6.5㎝（60入・磁） 1,250円
ト065-357 うず潮丸小鉢（小）  
φ10.5×5㎝（100入・磁） 920円

ミ065-367 灰吹き多用途小鉢  
12×11×6㎝（100入・陶） 1,450円
ミ065-377 灰吹き多用途小付  
10.7×9.8×4.8㎝（120入・陶） 1,150円

ミ065-387 黒織部多用途小鉢  
12×11×6㎝（100入・陶） 1,450円
ミ065-397 黒織部多用途小付  
10.7×9.8×4.8㎝（120入・陶） 1,150円

カ065-407 白天目麦丸4.0丼  
φ12.2×7.2㎝（50入・陶） 1,300円
カ065-417 白天目麦丸3.6丼  
φ10.5×6.5㎝（60入・陶） 1,050円

カ065-427 白天目麦4.0鉄鉢  
φ12.2×5㎝（50入・陶） 1,150円

ア065-437 エイジング広台鉢M  
φ12.5×7.2㎝（60入・陶） 1,300円
ア065-447 エイジング広台鉢S  
φ10×5.9㎝（100入・陶） 880円

ロ065-457 しみず花型小鉢（大）  
φ11×5.8㎝（80入・陶） 980円
ロ065-467 しみず花型小鉢（小）  
φ8.5×5.5㎝（100入・陶） 840円

ア065-477 四方十草小鉢（大）  
φ11×6.3㎝（60入・磁） 1,000円
ア065-487 四方十草小鉢（小）  
φ10×5.5㎝（100入・磁） 950円

ユ065-497 ゆらり十草（青）4.0鉢  
φ12×6㎝（60入・磁） 1,100円
ユ065-507 ゆらり十草（青）3.5鉢  
φ10.5×5㎝（80入・磁） 900円

キ065-517 粉引十草 菊型5.5鉢  
φ16.7×6.1㎝（50入・磁） 880円
キ065-527 粉引十草 菊型4.5鉢  
φ13.8×5㎝（80入・磁） 550円
キ065-537 粉引十草 菊型3.5鉢  
φ10.5×4.2㎝（150入・磁） 450円

ロ065-547 染付梅ライン4.0小鉢  
φ12.5×5.8㎝（80入・磁） 1,260円
ロ065-557 染付梅ライン3.5小鉢  
φ10.5×5.3㎝（80入・磁） 1,080円

ア065-567 銀彩たもり碗  
φ13.5×7.6㎝（60入・磁） 800円
ト065-577 銀刷毛ブルーリップル碗（小）  
φ11.5×7.2㎝（80入・磁） 650円
ハ065-587 銀彩ブルーリップル碗ミニ  
φ9.3×6.8㎝（120入・磁） 550円

ケ065-597 彗星石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 600円
ケ065-607 彗星石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ロ065-617 糸吹ウノフ3.6ダルマ型小鉢  
φ10.2×6.5㎝（60入・磁） 680円
ロ065-627 糸吹ウノフ3.0ダルマ型小鉢  
φ8.5×5.2㎝（80入・磁） 500円
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ア066-017 若草金彩角4.0小鉢  
10.8×10.6×5.4㎝（60入・磁） 1,850円
ア066-027 若草金彩角3.3小鉢  
8.4×8.2×4.8㎝（100入・磁） 1,300円

ロ066-037 織部内筋三つ足角鉢（大）  
12.8×12.8×5㎝（60入・陶） 1,240円
ロ066-047 織部内筋三つ足角鉢（小）  
9.7×9.7×5.7㎝（100入・陶） 810円

ロ066-057 夜明け四角鉢中  
13.8×13.8×5.6㎝（60入・磁） 1,220円
ロ066-067 夜明け四角鉢小  
9.9×9.9×4.2㎝（80入・磁） 570円

カ066-097 金結晶千段角小鉢  
11.2×11.2×6㎝（50入・磁） 1,000円
カ066-107 金結晶千段角珍味  
9.3×9.3×4㎝（60入・磁） 750円

ロ066-117 あかり花型小鉢（大）  
10.8×10.8×6㎝（80入・磁） 1,010円
ロ066-127 あかり花型小鉢（小）  
8.2×8.2×5.5㎝（80入・磁） 720円

カ066-137 南蛮小鉢（大）  
11.5×11.5×6㎝（60入・磁） 950円
カ066-147 南蛮小鉢（中）  
9.5×9.5×4.8㎝（80入・磁） 790円

イ066-157 練色三本線3.5角鉢  
10.7×10.7×5.8㎝（80入・磁） 900円
イ066-167 練色三本線小角鉢  
8.2×8.2×5㎝（100入・磁） 650円

イ066-177 栗色刷毛目三本線3.5角鉢  
10.7×10.7×5.8㎝（80入・磁） 900円
イ066-187 栗色刷毛目三本線小角鉢  
8.2×8.2×5㎝（100入・磁） 650円

キ066-197 黒マット十草 菊型5.5鉢 φ16.7×6.1㎝（50入・磁）  880円
キ066-207 黒マット十草 菊型4.5鉢 φ13.8×5㎝（80入・磁）  550円
キ066-217 黒マット十草 菊型3.5鉢 φ10.5×4.2㎝（150入・磁）  450円

キ066-227 ピンストライプ 5.0鉢  
φ16×5.3㎝（60入・磁） 880円
キ066-237 ピンストライプ 4.5鉢  
φ13.8×5㎝（90入・磁） 550円

イ066-247 栗色刷毛目荒そぎ4.5小鉢  
14×14×5.8㎝（60入・磁） 980円
イ066-257 栗色刷毛目荒そぎ3.0小付  
9×9×4㎝（120入・磁） 550円

ロ066-267 ルリ角小鉢  
10.4×10.4×4㎝（80入・磁） 920円
ロ066-277 ルリ角小付  
8.5×8.5×3.6㎝（100入・磁） 800円

ロ066-287 赤 角小鉢  
10.4×10.4×4㎝（80入・磁） 920円
ロ066-297 赤 角小付  
8.5×8.5×3.6㎝（100入・磁） 800円

オ066-307 ボルドー4.0四方鉢  
10.7×10.7×6㎝（80入・陶） 1,170円
オ066-317 ボルドー3.0四方鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（100入・陶） 950円

ア066-327 南蛮四角小鉢大  
9.8×9.8×6㎝（100入・磁） 850円
ア066-337 南蛮四角小鉢小  
8.5×8.5×5.4㎝（120入・磁） 750円

ロ066-347 外アミ角鉢（大） 10.2×5.2㎝（60入・磁）  590円
ロ066-357 外アミ角鉢（中） 9×5.5㎝（60入・磁）  490円
ロ066-367 外アミ角鉢（小） 7.5×7.5×5.3㎝（80入・磁）  340円

キ066-377 白結晶3.5角小鉢  
9×9×6㎝（120入・磁） 560円
キ066-387 白結晶3.0角小鉢  
7.5×7.5×4.8㎝（160入・磁） 400円

キ066-397 いぶし黒3.5角小鉢  
9×9×6㎝（120入・磁） 560円
キ066-407 いぶし黒3.0角小鉢  
7.5×7.5×4.8㎝（160入・磁） 400円

イ066-417 黒釉四角小鉢（中）  
10×10×5.7㎝（100入・磁） 530円
イ066-427 黒釉四角小鉢（小）  
8.5×8.5×5㎝（120入・磁） 440円

ネ066-437 伊賀白流し片口4.0鉢 14×12×6㎝（60入・陶）  2,300円
ネ066-447 伊賀白流し片口3.6鉢 11.8×10.5×5.7㎝（80入・陶）  1,800円
ネ066-457 伊賀白流し片口3.0鉢 10.5×9×4.8㎝（100入・陶）  1,050円

タ066-467 藍十草楕円55鉢 16.9×16.5×6㎝（40入・磁）  670円
タ066-477 藍十草楕円45鉢 13.8×13.3×5.4㎝（60入・磁）  430円
タ066-487 藍十草楕円35鉢 11×10.8×4.1㎝（100入・磁）  330円

ロ066-497 一珍唐津4.5片口小鉢  
15×14×5.5㎝（60入・磁） 1,140円
ロ066-507 一珍唐津4.0片口小鉢  
12×11.5×4.5㎝（80入・磁） 840円

ア066-517 金茶片口小鉢小  
13×11.6×6㎝（60入・磁） 910円
ア066-527 金茶片口小付  
10.5×9.2×5㎝（100入・磁） 700円

カ066-537 黄河片口4.0小鉢  
φ13.5×5.2㎝（60入・磁） 950円
カ066-547 黄河片口小付  
φ9.5×4.5㎝（80入・磁） 580円

タ066-557 青磁たわみ4.5鉢  
φ14.3×4.8㎝（60入・磁） 600円
タ066-567 青磁たわみ3.3鉢  
φ10.3×3.5㎝（80入・磁） 400円

ロ066-577 黒釉白刷毛3.6片口鉢  
12.8×11.4×6㎝（80入・磁） 910円
ロ066-587 黒釉白刷毛3.0片口鉢  
10.5×9×5㎝（100入・磁） 640円

ロ066-597 白釉錆刷毛3.6片口鉢  
12.8×11.4×6㎝（80入・磁） 910円
ロ066-607 白釉錆刷毛3寸片口鉢  
10.5×9×5㎝（100入・磁） 640円

ヤ066-617 ヒワ吹片口小鉢  
13×11.5×6㎝（120入・磁） 800円
ヤ066-627 ヒワ吹片口ミニ鉢  
10.5×9×4.9㎝（160入・磁） 650円

ヤ066-637 美濃伊賀片口小鉢（大）  
13.2×11×6㎝（60入・磁） 750円
ヤ066-647 美濃伊賀片口小鉢（小）  
12×10×5㎝（80入・磁） 630円

ホ066-077 青海波15㎝小鉢
φ14.5×4.8㎝（80入･磁） 570円
ホ066-087 青海波11㎝小鉢
φ11×4.5㎝（160入･磁） 470円
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ト067-017 赤柚子 小鉢 大  
φ12.5×6.5㎝（50入・磁） 1,350円
ト067-027 赤柚子 小鉢 小  
φ10.5×5.5㎝（80入・磁） 960円

ロ067-037 白油滴半掛たわみ大鉢 16.6×13.4×5.7㎝（80入・陶）  1,940円
ロ067-047 白油滴半掛たわみ中鉢 12.6×10×5.8㎝（100入・磁）  1,290円
ロ067-057 白油滴半掛たわみ小鉢 10.7×8×4㎝（120入・磁）  860円

オ067-067 呉須草花5.0中鉢 15×4.2㎝（60入・磁）  1,500円
オ067-077 呉須草花4.0小鉢 12×4.5㎝（80入・磁）  1,000円
オ067-087 呉須草花3.6小鉢 10.1×3.8㎝（120入・磁）  850円
オ067-097 呉須草花変形千代久 8.3×3.2㎝（200入・磁）  760円

オ067-107 トロロ鉢（大） φ15.8×15×9.6㎝（40入・陶）  1,680円
オ067-117 トロロ鉢（中） φ13×12.4×8㎝（60入・陶）  1,380円
オ067-127 トロロ鉢（小） φ11×10.5×7.7㎝（100入・陶）  1,200円

ホ067-137 ぶどう4.0鉢  
14×12×5㎝（70入・陶） 980円
ホ067-147 ぶどう3.0鉢  
9.5×8.5×4.5㎝（120入・陶） 500円

イ067-157 匠織部たまご型5.0鉢  
17.2×14.2×6㎝（40入・磁） 1,320円
イ067-167 匠織部たまご型4.0鉢  
14.3×12×6㎝（60入・磁） 900円

ヤ067-177 飴斑点たこ壷（大） φ10.5×11.3㎝（40入・磁）  1,400円
ヤ067-187 飴斑点たこ壷（中） φ7.7×8㎝（60入・磁）  950円
ヤ067-197 飴斑点たこ壷（小） φ5.7×6㎝（80入・磁）  600円

ト067-207 雪華 深鉢（大） φ13.2×6.8㎝（60入・磁）  1,050円
ト067-217 雪華 深鉢（中） φ11.6×5.6㎝（80入・磁）  800円
ト067-227 雪華 深鉢（小） φ10×4.4㎝（80入・磁）  580円

オ067-237 三色塗分渕波5.0鉢 φ14.8×5.4㎝（60入・磁）  1,150円
オ067-247 三色塗分渕波4.0鉢 φ12.3×4.4㎝（80入・磁）  870円
オ067-257 三色塗分渕波3.0鉢 φ9.6×3.7㎝（100入・磁）  600円

ト067-267 金砂 萌 中鉢  
18.5×16.2×6.2㎝（60入・磁） 1,250円
ト067-277 金砂 萌 小鉢  
14×12.5×4.8㎝（80入・磁） 760円

ハ067-287 朱天目小鉢  
φ11×7.3㎝（80入・磁） 1,080円
ハ067-297 朱天目デザート碗  
φ9.3×6.8㎝（100入・磁） 950円

ト067-307 晩翠 深鉢（大） φ13.2×6.8㎝（60入・磁）  1,050円
ト067-317 晩翠 深鉢（中） φ11.6×5.6㎝（80入・磁）  800円
ト067-327 晩翠 深鉢（小） φ10×4.4㎝（80入・磁）  580円

ロ067-337 よもぎ4.0小鉢  
φ12×5.8㎝（80入・磁） 1,050円
ロ067-347 よもぎ3.5小鉢  
φ10.8×5.5㎝（80入・磁） 950円

イ067-357 匠織部手作り風4.5鉢  
φ13×7.2㎝（40入・磁） 1,050円
イ067-367 匠織部手作り風4.0鉢  
φ11.4×6.6㎝（50入・磁） 800円

ハ067-377 若葉4.2小鉢  
φ12.7×6.7㎝（100入・磁） 850円
ハ067-387 若葉3.2小鉢  
φ10.2×6.5㎝（120入・磁） 550円

オ067-397 粉引刷毛目楕円小鉢  
15.7×11.6×4.5㎝（60入・磁） 1,000円
オ067-407 粉引刷毛目楕円小付  
10×7.7×3.5㎝（100入・磁） 620円

ヤ067-417 白刷毛天目三ツ足大鉢 φ17×5㎝（60入・磁）  800円
ヤ067-427 白刷毛天目三ツ足中鉢 φ14.5×4.5㎝（80入・磁）  600円
ヤ067-437 白刷毛天目三ツ足ミニ鉢 φ10×4㎝（120入・磁）  450円

ミ067-447 青磁貫入舟形長鉢  
19.7×9.2×5.2㎝（60入・磁） 800円
ミ067-457 青磁貫入舟形千代口  
13.2×7.5×3.6㎝（120入・磁） 420円

カ067-467 青白磁4.0丼  
φ12×7.8㎝（60入・磁） 1,050円
カ067-477 青白磁3.3丼  
φ9.8×6.4㎝（80入・磁） 720円

カ067-487 雫石4.2ボール  
φ13×5.5㎝（60入・磁） 880円
カ067-497 雫石3.3ボール  
φ10.6×5.2㎝（80入・磁） 760円

ヤ067-507 南蛮白刷毛多用鉢（中）  
φ12.5×5.5㎝（120入・磁） 830円
ヤ067-517 南蛮白刷毛多用鉢（小）  
φ10.5×4.5㎝（160入・磁） 700円

ヤ067-527 黒備前金茶吹三ツ足大鉢 16.5×5.5㎝（60入・磁）  880円
ヤ067-537 黒備前金茶吹三ツ足中鉢 14.5×4.5㎝（80入・磁）  680円
ヤ067-547 黒備前金茶吹三ツ足小鉢 12×4㎝（120入・磁）  550円
ヤ067-557 黒備前金茶吹三ツ足ミニ鉢 9.8×3.8㎝（150入・磁）  500円

ミ067-567 そよ風50ケズリ鉢 15×15×6㎝（60入・磁）  700円
ミ067-577 そよ風45ケズリ鉢 13×13×5㎝（80入・磁）  500円
ミ067-587 そよ風36ケズリ鉢 11×11×5㎝（120入・磁）  400円

ヤ067-597 うず5.0楕円鉢 16.2×15.6×7.1㎝（40入・磁）  680円
ヤ067-607 うず4.0楕円鉢 13.5×13×6㎝（60入・磁）  450円
ヤ067-617 うず3.5楕円鉢 10.8×10.6×5.1㎝（80入・磁）  380円

カ067-627 黒備前吹三ツ山三ツ足4.0中鉢  
13.7×5.5㎝（60入・磁） 600円
カ067-637 黒備前吹三ツ山三ツ足小鉢  
φ10.2×4.8㎝（80入・磁） 460円

イ067-647 黒釉かすり5.0鉢  
φ17×4.1㎝（60入・磁） 550円
イ067-657 黒釉かすり4.5鉢  
φ14×4㎝（100入・磁） 480円

ヤ067-667 青磁赤絵花紋4.0浅丼  
φ14×4㎝（120入・磁） 490円
ヤ067-677 青磁赤絵花紋3.3浅丼  
φ11.5×3.5㎝（200入・磁） 450円

ヤ067-687 織部砂茶三つ足大鉢 φ17×5㎝（80入・磁）  700円
ヤ067-697 織部砂茶三つ足中鉢 φ14.6×4㎝（120入・磁）  480円
ヤ067-707 織部砂茶三つ足ミニ小鉢 φ10×4㎝（150入・磁）  360円

ホ067-717 櫛目紋4.0小鉢  
φ13×4.5㎝（80入・磁） 400円

ネ067-727 明世黒4.5浅鉢  
φ14.3×3.7㎝（150入・磁） 350円
ネ067-737 明世黒3.3浅鉢  
φ11.3×3㎝（200入・磁） 300円
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ヤ068-017 青磁輪花3.6小鉢 φ11×5.5㎝（120入・磁）  1,250円
ヤ068-027 青磁輪花3.2小鉢 φ9.5×4.7㎝（150入・磁）  950円
ヤ068-037 青磁輪花珍味 φ7.5×3.9㎝（200入・磁）  780円

ホ068-047 ピンク吹十角小鉢（大） 10.5×6㎝（80入・強）  1,150円
ホ068-057 ピンク吹十角小鉢（小） 8.5×5㎝（100入・強）  820円
ホ068-067 ピンク吹十角珍味 φ5.7×3.5㎝（140入・強）  550円

ミ068-077 藍彩桔梗型小鉢（大） φ10.3×5.8㎝（120入・強）  1,080円
ミ068-087 藍彩桔梗型小鉢（小） φ8.3×5㎝（150入・強）  780円
ミ068-097 藍彩桔梗型珍味 φ5.7×3.5㎝（200入・強）  520円

ア068-107 ルリ桔梗型3.3小鉢  
φ10.5×5.5㎝（80入・強） 830円
ア068-117 ルリ桔梗型3.0小鉢  
φ8.5×5㎝（100入・強） 550円

ホ068-127 黄十角小鉢（大） φ10.5×6㎝（80入・強）  830円
ホ068-137 黄十角小鉢（小） φ8.5×5㎝（100入・強）  550円
ホ068-147 黄十角珍味 φ5.7×3.5㎝（140入・強）  410円

イ068-157 京十草5.0浅鉢 φ16.8×4㎝（60入・磁）  340円
イ068-167 京十草4.0浅鉢 φ14×3.5㎝（100入・磁）  290円
イ068-177 京十草3.3浅鉢 φ11×3.3㎝（150入・磁）  230円

ア068-187 深海三ツ足3.6小鉢  
φ10×4.8㎝（100入・磁） 1,300円
ア068-197 深海三ツ足小付  
φ8.2×4.5㎝（120入・磁） 950円

ロ068-207 銅彩 花小鉢（大）  
φ11×5.8㎝（80入・磁） 1,220円
ロ068-217 銅彩 花小鉢（小）  
φ8.5×5.6㎝（100入・磁） 880円

ロ068-227 黄春八角小鉢（大）  
10×5.5㎝（60入・強） 1,030円
ロ068-237 黄春八角小鉢（小）  
8.5×4.5㎝（80入・強） 690円

ホ068-247 焼しめ十角小鉢（大） φ10.5×6㎝（80入・強）  830円
ホ068-257 焼しめ十角小鉢（小） φ8.5×5㎝（100入・強）  550円
ホ068-267 焼しめ十角珍味 φ5.7×3.5㎝（140入・強）  410円

オ068-277 トルコ木目4.0小鉢  
11.5×12.5×5.5㎝（80入・磁） 950円
オ068-287 トルコ木目3.3小鉢  
9×8.7×5㎝（120入・磁） 700円

ロ068-297 新緑4.0ボール φ12×4.2㎝（80入・陶）  1,030円
ロ068-307 新緑3.5ボール φ10.8×4.2㎝（100入・陶）  950円
ロ068-317 新緑3.0ボール φ8.7×3㎝（120入・陶）  600円

ア068-327 深海三角三ツ足小鉢（大）  
φ13.3×5.8㎝（60入・磁） 880円
ア068-337 深海三角三ツ足小鉢（小）  
φ10.8×4㎝（100入・磁） 600円

タ068-347 藍4.0ボール φ11.5×4.5㎝（60入・磁）  800円
タ068-357 藍3.3ボール φ9×3.8㎝（100入・磁）  550円
タ068-367 藍千代口 φ8.3×3.5㎝（120入・磁）  480円

ト068-377 黄瀬戸角小鉢（大） 12×12×5.5㎝（80入・磁）  800円
ト068-387 黄瀬戸角小鉢（中） 10.5×10.5×4.5㎝（100入・磁）  650円
ト068-397 黄瀬戸角小鉢（小） 9×9×4㎝（120入・磁）  480円

カ068-407 織部すすき小鉢（大）  
φ11.3×5.7㎝（60入・磁） 930円
カ068-417 織部すすき小鉢（小）  
9.8×4.8㎝（80入・磁） 820円

ヤ068-427 清流石目小鉢（大）  
11×5.5㎝（80入・磁） 750円
ヤ068-437 清流石目小鉢（小）  
9.8×4.8㎝（120入・磁） 650円

ツ068-447 ヒワ貫入タタラ小鉢（大）  
φ11×6㎝（80入・陶） 630円
ツ068-457 ヒワ貫入タタラ小鉢（小）  
φ9.8×5㎝（80入・陶） 580円

オ068-467 吹ズミ四っ山小鉢（大）  
φ10.4×5.7㎝（80入・磁） 870円
オ068-477 吹ズミ四っ山小鉢（小）  
φ9.2×5.1㎝（100入・磁） 750円

オ068-487 ブルー四っ山小鉢（大）  
φ10.4×5.7㎝（80入・磁） 750円
オ068-497 ブルー四っ山小鉢（小）  
φ9.2×5.1㎝（100入・磁） 650円

タ068-507 うす紅桜ひとはな小鉢  
11.7×4.5㎝（100入・磁） 830円
タ068-517 うす紅桜ひとはな小付  
8.8×3.3㎝（160入・磁） 520円

テ068-527 桜錦花型小鉢  
φ10.3×5.3㎝（80入・陶） 750円
テ068-537 桜錦花型小付  
8.5×4.2㎝（100入・陶） 530円

ア068-547 乳白流片口3.6小鉢  
10.6×10.3×5.5㎝（80入・磁） 720円
ア068-557 乳白流片口珍味  
9.2×8.8×4.6㎝（100入・磁） 550円

カ068-567 粉引釉スタック小鉢大  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 500円
カ068-577 粉引釉スタック小鉢小  
φ8.1×3.2㎝（120入・磁） 450円

カ068-587 黒釉スタック小鉢大  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 500円
カ068-597 黒釉スタック小鉢小  
φ8.1×3.2㎝（120入・磁） 450円

ア068-607 ドット11㎝ボール  
φ11×6.2㎝（80入・磁） 720円
ア068-617 ドット9.5㎝ボール  
φ9.5×5.4㎝（100入・磁） 660円

イ068-627 萩粉引四角小鉢 中  
10×10×5.5㎝（120入・磁） 540円
イ068-637 萩粉引四角小鉢 小  
8.5×8.5×4.8㎝（150入・磁） 440円

イ068-647 古信楽オリベ吹四角小鉢 中  
10×10×5.5㎝（120入・磁） 540円
イ068-657 古信楽オリベ吹四角小鉢 小  
8.5×8.5×4.8㎝（150入・磁） 440円

ハ068-667 雪粉引楕円4.0鉢  
13.5×13×6.5㎝（60入・磁） 480円
ハ068-677 雪粉引楕円3.5鉢  
11×10.5×5.2㎝（100入・磁） 380円

ホ068-687 網目3.9小鉢  
φ12×3.9㎝（80入・磁） 470円
ホ068-697 網目2.8小付  
φ9.2×3.4㎝（120入・磁） 440円
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テ069-017 赤巻3.8小鉢  
φ11.7×5.6㎝（80入・磁） 980円
テ069-027 赤巻3.5小鉢  
φ10.6×5㎝（100入・磁） 820円

ロ069-037 内外アミ 波渕3.5小鉢  
9.2×9.2×5.5㎝（80入・陶） 490円
ロ069-047 内外アミ 波渕3.0小鉢  
7.2×7.2×5.3㎝（100入・陶） 340円

チ069-057 ヒスイ梅型小鉢 φ10.8×6.8㎝（100入・強）  820円
チ069-067 ヒスイ梅型小付 φ8.6×5.5㎝（120入・強）  670円
チ069-077 ヒスイ梅型小鉢（小） φ7.8×4.7㎝（160入・強）  560円

カ069-087 青磁梅型小鉢（中）  
φ8.5×5.4㎝（8入・強） 770円
カ069-097 青磁梅型小付  
7.7×4.5㎝（10入・強） 580円

ホ069-107 トチリ刷毛目3.5鉢  
10.2×6㎝（100入・磁） 630円
ホ069-117 トチリ刷毛目3.0鉢  
9×5.2㎝（120入・磁） 460円

ロ069-127 赤絵花ツナギ3.5小鉢  
10.4×6㎝（80入・磁） 710円
ロ069-137 赤絵花ツナギ3.0小鉢  
9×5.5㎝（100入・磁） 660円

ロ069-147 赤千鳥花型小鉢（中）  
10×6.2㎝（80入・磁） 690円
ロ069-157 赤千鳥花型小鉢（小）  
9×5.3㎝（100入・磁） 570円

イ069-167 黒結晶筆散し3.6小鉢  
φ11×5.2㎝（80入・陶） 630円
イ069-177 黒結晶筆散し3.2小鉢  
φ9.2×5.3㎝（100入・陶） 500円

ホ069-187 紫花形3.6小鉢  
11×5.6㎝（80入・陶） 600円
ホ069-197 紫花形3.3小鉢  
9.5×5㎝（120入・陶） 470円

イ069-207 油滴グリン掛3.6小鉢  
φ11×5.2㎝（80入・陶） 620円
イ069-217 油滴グリン掛3.2小鉢  
φ9.2×5.3㎝（120入・陶） 480円

ロ069-227 呉須梅割小鉢（大）  
φ10.8×6㎝（80入・磁） 660円
ロ069-237 呉須梅割小鉢（小）  
φ9.2×5.3㎝（100入・磁） 530円

ロ069-247 赤梅割小鉢（大）  
φ11×6㎝（80入・磁） 660円
ロ069-257 赤梅割小鉢（小）  
φ9.2×5.3㎝（100入・磁） 530円

ロ069-267 ブルー花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 630円
ロ069-277 ブルー花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 480円

ロ069-287 ピンク花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 630円
ロ069-297 ピンク花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 480円

ロ069-307 イエロー花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 630円
ロ069-317 イエロー花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 480円

ロ069-327 ブルー桔梗型小鉢（大）  
φ10.5×5.8㎝（80入・磁） 450円
ロ069-337 ブルー桔梗型小鉢（小）  
φ9×4.6㎝（100入・磁） 360円

ロ069-347 イエロー桔梗型小鉢（大）  
φ10.5×5.4㎝（80入・磁） 450円
ロ069-357 イエロー桔梗型小鉢（小）  
φ9×4.6㎝（100入・磁） 360円

ホ069-367 菊花紋4.0浅鉢  
φ13.8×3.7㎝（100入・磁） 340円
ホ069-377 菊花紋3.0浅鉢  
φ9.9×2.8㎝（180入・磁） 270円

ロ069-387 タゝ キ四葉3.5小鉢  
9.8×9.8×6.5㎝（80入・磁） 1,130円
ロ069-397 タゝ キ四葉3.3小鉢  
8.8×8.8×5.6㎝（100入・磁） 900円

テ069-407 赤絵紋3.8梅形小鉢 φ11.7×6.2㎝（80入・磁）  550円
テ069-417 赤絵紋3.5梅形小鉢 φ10.5×5.6㎝（100入・磁）  480円
テ069-427 赤絵紋3.0小鉢 φ9.3×4.3㎝（120入・磁）  380円

ヤ069-437 かぶら 3.8小鉢 φ12×5.5㎝（120入・磁）（美濃焼）  510円
ヤ069-447 かぶら 3.5小鉢 φ10.7×5㎝（150入・磁）（美濃焼）  430円
ヤ069-457 かぷら 3.0小付 φ9.4×4.5㎝（180入・磁）（美濃焼）  360円

イ069-467 うのふ十草3.8小鉢 φ12×5.5㎝（80入・磁）  540円
イ069-477 うのふ十草3.5小鉢 φ10.7×5㎝（100入・磁）  450円
イ069-487 うのふ十草3.0小鉢 φ9.3×4.5㎝（150入・磁）  370円

ヤ069-497 青磁十草3.8小鉢 φ12×5.6㎝（120入・磁）  510円
ヤ069-507 青磁十草3.5小鉢 φ10.8×5㎝（150入・磁）  430円
ヤ069-517 青磁十草3.0小鉢 φ9.4×4.5㎝（180入・磁）  360円

オ069-527 唐津十草3.8小鉢 φ12×5.7㎝（80入・磁）  540円
オ069-537 唐津十草3.5小鉢 φ10.8×5.5㎝（100入・磁）  430円
オ069-547 唐津十草3.0小鉢 φ9.5×4.5㎝（150入・磁）  360円

ヤ069-557 茶ライン3.8小鉢 φ11.8×5.5㎝（120入・磁）  500円
ヤ069-567 茶ライン3.5小鉢 φ10.7×5㎝（150入・磁）  400円
ヤ069-577 茶ライン3.0小付 φ9.4×4.5㎝（180入・磁）  340円

オ069-587 粉引グレー刷毛目3.8小鉢 φ11.7×5.5㎝（80入・磁）  500円
オ069-597 粉引グレー刷毛目3.5小鉢 φ10.6×5㎝（100入・磁）  430円
オ069-607 粉引グレー刷毛目3.0小鉢 φ9×4.3㎝（150入・磁）  360円

ア069-617 ピンク吹11㎝小鉢  
φ10.8×5.2㎝（100入・磁） 450円
ア069-627 ピンク吹9㎝小鉢  
φ9.5×4.5㎝（120入・磁） 400円

ヤ069-637 白吹天目 石垣ボウル 中  
φ11×5.2㎝（60入・磁）（美濃焼） 450円
ヤ069-647 白吹天目 石垣ボウル 小  
φ9.5×4.5㎝（100入・磁）（美濃焼） 400円

キ069-657 灰マット3.5小鉢  
φ10.7×5.2㎝（120入・磁） 430円
キ069-667 灰マット3.0小鉢  
φ9.5×4.5㎝（160入・磁） 330円

キ069-677 いぶし黒3.5小鉢  
φ10.7×5.2㎝（120入・磁） 430円
キ069-687 いぶし黒3.0小鉢  
φ9.5×4.5㎝（160入・磁） 330円
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ミ070-017 
市松二色交趾小付  
φ8.8×7㎝（80入・磁）
3,850円

ロ070-027 
赤絵色刷毛目高台小鉢  
φ9.5×6.5㎝（60入・強）
3,390円

ツ070-037 
ガラスソアール小鉢  
8.8×7㎝（60入）
2,800円

メ070-047 
炭化粉引流し高杯小付  
φ10×6.7㎝（100入・陶）（信楽焼）
2,400円

ミ070-057 
菊割春秋色刺3.6小鉢  
9.2×7.8㎝（80入・磁）
2,500円

メ070-067 
焼〆金彩楕円小鉢  
11×9.9×6.2㎝（120入）
3,250円

オ070-077 
菊割春秋高台3.6小鉢  
9.4×7.5㎝（80入・磁）
2,700円

ウ070-087 
赤絵高台小鉢  
φ8.7×6.9㎝（120入・強）
2,800円

ト070-097 
呉須タコ唐草高台小付  
φ8.2×7.3㎝（120入・磁）
1,550円

カ070-107 
春秋2.6高台小鉢  
7.7×7㎝（100入・磁）
3,150円

ウ070-117 
内金花型黒高台珍味  
φ7.6×5.1㎝（120入・磁）
2,450円

ウ070-127 
内金花型赤高台珍味  
φ7.6×5.1㎝（120入・磁）
2,450円

ツ070-137 赤化粧金ライン3.3小付  
9.7×6.3㎝（80入・陶） 2,350円
ツ070-147 赤化粧金ライン珍味  
7.3×5㎝（80入・陶） 1,950円

ミ070-157 
舞小花高台小付  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
2,100円

カ070-167 
朱巻色絵高台盃  
φ6.3×6.8㎝（80入・磁）
1,250円

ミ070-177 
ブーケ高台小付  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
2,100円

ミ070-187 
花衣高台珍味  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
2,250円

ア070-197 
黒釉高台珍味  
φ8.9×10㎝（60入・磁）
1,350円

ウ070-207 
瓔珞高台小鉢  
φ8.7×6.9㎝（100入・強）
2,500円

ユ070-217 
ルリ藍市松高台小付  
φ6.8×7㎝（80入・陶）
1,650円

ユ070-227 
セレン赤渦高台小付  
φ6.8×7㎝（80入・陶）
1,650円

タ070-237 
錦帯花絵高台小付  
φ7.8×4.7㎝（120入・磁）（有田焼）
2,090円

ミ070-247 
志野赤絵高台中付  
φ7×6.5㎝（120入・陶）
1,450円

ユ070-257 
淡雪二色吹高台小付  
φ8×7.5㎝（60入・磁）
1,500円

ミ070-267 
黒土千段高台小付  
φ7×7.5㎝（150入・陶）
1,680円

タ070-277 
トルコ高台小付  
φ8.2×8㎝（180㏄）（60入・陶）
1,380円

ミ070-287 
ピンク一珍渦高台小付  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
1,400円

ツ070-297 
淡ルリ渦高台小付  
φ8×7.3㎝（80入・磁）
1,500円

タ070-307 
清流小付  
10.2×5.7㎝（80入・磁）（有田焼）
1,320円

タ070-317 
青磁小付  
10×9.8×6㎝（80入・磁）（有田焼）
1,320円

タ070-327 
淡青高台小付  
φ8.2×7.3㎝（100入・磁）
1,300円

タ070-337 
金彩小付  
10.2×8.9×5.5㎝（80入・磁）（有田焼）
1,380円

タ070-347 
錦帯千段高台小付  
φ7.8×4.7㎝（120入・磁）（有田焼）
1,930円

タ070-357 
織部格子高台鉢  
9.2×8.5×6.5㎝（60入・陶）
880円

カ070-367 
織部格子高台小鉢  
9.5×6.5㎝（80入・陶）
880円

ホ070-377 
青磁高台デザートカップ  
φ8.5×6㎝（120入・陶）
930円

食洗機不可
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天皿・
とんすい

Small / Spice / Sauce Bowl  小付

ト071-017 
くつわ型茶掛小付  
9.3×8.3×6.5㎝（100入・陶）
2,640円

ウ071-027 
ピンク貝型小付  
12×7.9×3.5㎝（100入・強）
2,200円

ミ071-037 
湖水青白透し舟形小鉢  
15×7.5×6.8㎝（60入・磁）
2,150円

ネ071-047 
白笹葉珍味  
15.5×5.5×5.5㎝（120入・磁）
1,900円

ミ071-057 
八角十草小鉢  
8.5×7.5×6.2㎝（100入・磁）
1,950円

タ071-067 
錦ぼんぼり 小  
6.4×4.5㎝（100入・磁）
1,700円

ウ071-077 
内金彩 八角小付  
10.3×9.8×3㎝（100入・強）
1,950円

ミ071-087 
灰釉変り舟珍味  
16.5×6.3×6.3㎝（80入・磁）
1,950円

ト071-097 
菊型三色十草小付  
φ7.5×5㎝（120入・磁）
1,800円

ミ071-107 
舞小花くくり小付  
φ10×4.5㎝（120入・磁）
1,750円

ミ071-117 
渕サビマリンブルー前菜皿  
20.5×7.5×4.5㎝（60入・磁）
1,800円

ネ071-127 
粉引片口小付  
9.5×8.5×5㎝（100入・陶）
1,900円

タ071-137 
あさぎ釉菊割仲付  
φ10.6×6.4㎝（80入・磁）（有田焼）
1,760円

ハ071-147 
荒波グリーン小判豆鉢（ガラス）  
9.8×9×3㎝（5×24入）（ガラス）
1,730円

ミ071-157 
黒織部括り手四方押  
φ9.5×6㎝（120入・陶）
1,550円

ミ071-167 
唐津十草括り手四方押  
φ9.5×6㎝（120入・陶）
1,550円

ミ071-177 
手造り織部サビ絵波口小付  
φ8.5×5.5㎝（100入・陶）
1,550円

ミ071-187 
手造り粉引華紋（土物）小付鉢  
φ8.5×5.5㎝（100入・陶）
1,600円

ミ071-197 
青磁ヒワ金流し小付  
9.2×8.8×5.5㎝（150入・磁）
1,650円

テ071-207 
トルコ釉花型珍味  
7.5×5㎝（100入・磁）
1,650円

ミ071-217 
黒釉桜花楕円小鉢  
9.6×8.3×5㎝（100入・磁）
1,550円

ア071-227 
ピンク吹き三ッ足高台六角皿  
10.7×10×4.2㎝（100入・強）
1,450円

ウ071-237 
黒釉内金四ツ山小付  
7.3×7.3×5.4㎝（100入・磁）
1,350円

ツ071-247 
錆木割山椒珍味  
11.2×10.3×4.7㎝（80入・陶）
1,450円

ミ071-257 
織部掛け括り手小付  
φ8.5×5.5㎝（150入・陶）
1,300円

ト071-267 
銀彩ちらし小付  
φ8.7×5.3㎝（100入・磁）
1,450円

イ071-277 
白土孔雀トチリ 丸小付  
φ8.4×4.8㎝（150入・磁）
1,350円

ミ071-287 
花かご小付  
9.2×8.8×5.5㎝（120入・磁）
1,380円

キ071-297 
青磁渕金アワビ小付  
9.5×7×3.4㎝（100入・磁）
1,250円

ロ071-307 
錦三色十草小付  
φ9.3×4.2㎝（100入・磁）
1,480円

タ071-317 
黄釉掛分菊割小付  
φ10×5㎝（80入・磁）（有田焼）
1,320円

タ071-327 
紫釉割山椒小付  
11×5.4㎝（80入・磁）（有田焼）
1,320円

ミ071-337 
やすらぎ（強化） ねじり小付  
φ7.5×5.5㎝（150入・強）
1,520円

ミ071-347 
青白磁桔梗形高台珍味  
9×9×6.6㎝（80入・磁）
1,200円

カ071-357 
呉須刷毛片口小付  
10.5×9.3×4㎝（150入・磁）
1,250円

ミ071-367 
黒銀河3.6ボール  
11×5.2㎝（100入・磁）
880円
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ト072-017 
プラチナオブリーク 小付  
φ7×8.2㎝（150入・磁）
1,300円

ミ072-027 
ほたる草 珍味  
φ7.8×6.5㎝（150入・磁）
1,280円

ミ072-037 
外黒呉須渦グリーン金タタキ片口小付  
φ9.3×4.6㎝（120入・磁）
1,150円

ミ072-047 
錦朱呉須刷毛片口珍味  
9.3×4.6㎝（120入・磁）
1,150円

メ072-057 
焼〆三ツ割小鉢（小）  
φ9×5㎝（100入・陶）
1,100円

ツ072-067 
とちり小付（水色）  
φ8.3×4.8㎝（100入・磁）
1,250円

ツ072-077 
とちり小付（黄）  
φ8.3×4.8㎝（100入・磁）
1,250円

ア072-087 
銀ボール  
12.3×8.9×4.2㎝（120入・磁）
1,250円

ウ072-097 
染付草花四角小付  
7.6×7.6×3㎝（80入・磁）（イングレ）
1,050円

ツ072-107 
とちり小付（鉄結晶）  
φ8.3×4.8㎝（100入・磁）
1,250円

ユ072-117 
かすみ青白11.5㎝楕円小鉢  
11.5×9.3×4㎝（80入・磁）
1,000円

タ072-127 
淡青くくり中付  
φ9.8×4.6㎝（80入・磁）
1,050円

タ072-137 
橙黄くくり中付  
φ9.8×4.6㎝（80入・磁）
1,050円

メ072-147 
黒窯変角小付  
8.2×8.2×4.5㎝（80入・陶）
1,100円

メ072-157 
南蛮3.0片口鉢  
9.5×9×4㎝（250入・陶）
1,100円

ウ072-167 
白雪葉型小付  
φ11.8×9.4×4.2㎝（80入・陶）
1,090円

テ072-177 
荒土灰釉流四ツ3.0小鉢  
9.5×5㎝（100入・陶）
1,100円

テ072-187 
粉引貫入丸小付  
φ8.4×3.5㎝（120入・陶）
1,100円

テ072-197 
粉引三角3.0小鉢  
9×9×4.8㎝（100入・陶）
1,100円

ユ072-207 
かすみ青白片口小付  
9.8×8×4㎝（120入・磁）
950円

ネ072-217 
漆ブラウントジメ小付  
φ7.7×6㎝（120入・磁）
1,000円

ロ072-227 
御深井小付  
φ10×5.6㎝（80入・陶）
1,020円

ロ072-237 
クリーム菊型2.8小付  
φ8×4.3㎝（120入・強）
1,000円

ロ072-247 
黄菊型2.8小付  
φ8×4.3㎝（120入・強）
1,000円

ロ072-257 
トルコ菊型2.8小付  
φ8×4.3㎝（120入・強）
1,000円

テ072-267 
黒流し三角小付  
9×4.8㎝（100入・陶）
1,050円

ア072-277 
二連粉引小付  
12×7.3×3.6㎝（80入・磁）
1,050円

ア072-287 
二連 備前風小付  
12×7.3×3.6㎝（80入・磁）
1,050円

ユ072-297 
銀彩結晶楕円小付  
11×9.5×4㎝（100入・陶）
1,050円

ハ072-307 
アルベロミニボウル  
φ9.5×3.5㎝（100入・磁）
1,000円

キ072-317 
白マット呉須散らし三ツ足小付  
9.6×8.2×4.5㎝（150入・磁）
980円

ツ072-327 
白マット織部流し小付  
9.2×5.5㎝（100入・磁）
900円

オ072-337 
和モダン3.0四方鉢  
8.5×8.5×4.7㎝（200入・磁）（美濃焼）
1,000円

ロ072-347 
淡雪 小付  
10.2×7.8×3.8㎝（80入・強）
910円

ミ072-357 
錦花紋豆皿  
9.4×9.1×2.7㎝（150入・磁）
930円

ア072-367 
花つなぎ小鉢G  
φ9×6㎝（100入・磁）
850円

ホ072-377 
ワインレッド片口小付  
8.8×7.5×4.5㎝（160入・陶）
950円

ホ072-387 
トルコ片口小付  
8.8×7.5×4.5㎝（160入・陶）
950円

ネ072-397 
織部流し片口小付  
9.8×9.2×4.8㎝（100入・陶）
900円

キ072-407 
紫白吹き三ツ足小付  
9.6×8.2×4.5㎝（150入・磁）
980円

ト072-417 
二色流し丸小付  
φ10.5×5㎝（100入・磁）
920円

ミ072-427 
ほのか片口小付  
φ9.2×4.8㎝（150入・磁）
980円

イ072-437 
罫書四方3寸鉢  
8.5×8.5×4.5㎝（150入・陶）
900円

タ072-447 
紅スクエア（小）  
10×9.6×3.3㎝（80入・陶）
800円

テ072-457 紫マット浅小鉢（大）
φ11×3.4㎝（80入・磁）  1,000円
テ072-467 紫マット浅小鉢（小）
φ10×3.2㎝（80入・磁）  900円

テ072-477 紫マット小鉢（大）
φ9.3×4.8㎝（80入・磁）  1,000円
テ072-487 紫マット小鉢（小）
φ7.3×3.3㎝（100入・磁）  700円

ト072-497 青白磁菊型小鉢（大）
φ10.3×5.2㎝（120入・磁）  950円
ト072-507 青白磁菊型小鉢（小）
φ9×4.5㎝（120入・磁）  790円

タ072-517 
天の川3.0小付  
φ9.5×5.7㎝（80入・陶）
870円

ネ072-527 
三角小付シロン  
8×8×4.5㎝（80入・磁）
830円
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ネ073-017 
漆ブラウン片口ボウルミニ  
10×8.6×4.5㎝（120入・磁）
860円

ロ073-027 
白油滴刷毛三ツ足浅小鉢  
φ11×3.6㎝（100入・磁）
880円

ロ073-037 
しみず丸小付  
9.3×8.9×5.6㎝（100入・磁）
910円

ア073-047 
白高台小皿  
φ9.5×2.5㎝（120入・磁）
850円

ツ073-057 
ヒワ青磁角小付  
9.3×9×3.2㎝（100入・磁）
800円

ア073-067 
白高台小付  
φ8.5×5.6㎝（120入・磁）
850円

ア073-077 
二色吹き巻き貝小付  
11.3×8.2×3㎝（120入・磁）
900円

ハ073-087 
粉引変形小鉢  
10.7×8.8×4.2㎝（100入・磁）
750円

ロ073-097 
織部櫛目三つ足深鉢  
φ8.4×6㎝（80入・陶）
810円

キ073-107 ヒワ貫入 3寸小鉢
φ9.3×4.2㎝（160入・磁）  780円
キ073-117 ヒワ貫入 丸小付
φ8.4×3.8㎝（160入・磁）  650円

タ073-127 
もえぎ岩小鉢  
φ9.1×5.8㎝（60入・磁）
720円

テ073-137 
緑錦三つ山小鉢  
φ9.5×5㎝（80入・陶）
830円

イ073-147 
やきしめタタラ型角千代口  
8×8×3.5㎝（150入・磁）
600円

イ073-157 
やきしめ梅型丸千代口  
φ9×3.4㎝（150入・磁）
570円

ア073-167 
琥珀スクエアボール小  
8.5×8.6×4.2㎝（120入・磁）
800円

ト073-177 
金砂 波 3.0小付  
φ9.2×4.4㎝（120入・磁）
530円

ア073-187 
ムーブ イエローボール  
φ8×4.5㎝（約100㏄）（120入・磁）
750円

ア073-197 
ムーブ グリーンボール  
φ8×4.5㎝（約100㏄）（120入・磁）
750円

ア073-207 
ムーブ パープルボール  
φ8×4.5㎝（約100㏄）（120入・磁）
750円

オ073-217 
梅型鉄流し珍味  
9.2×5㎝（100入・陶）
870円

キ073-227 
アメ釉 木の葉小付  
9.5×7.7×4.3㎝（160入・磁）
480円

ロ073-237 
青磁笹小付  
13.8×6.8×4.5㎝（120入・磁）
770円

ロ073-247 
ホワイト笹小付  
13.8×6.8×4.5㎝（120入・磁）
770円

ロ073-257 
イエロー笹小付  
13.8×6.8×4.5㎝（120入・磁）
770円

ホ073-267 
かきおとし小付  
φ8.6×4.3㎝（120入・陶）
760円

ア073-277 
ブラックボール グリーン  
φ8×4.5㎝（120入・磁）
750円

ア073-287 
ブラックボール カーボン  
φ8×4.5㎝（120入・磁）
750円

ア073-297 
ブラックボール レッド  
φ8×4.5㎝（120入・磁）
750円

ロ073-307 
スワン 青磁手付呑水  
12×7.5×5㎝（120入・磁）
770円

ロ073-317 
スワン イエロー手付呑水  
12×7.5×5㎝（120入・磁）
770円

キ073-327 
うず水玉小付  
φ10×3.4㎝（150入・磁）
770円

ミ073-337 
粉引オレンジ吹片口小付  
φ9.3×4.6㎝（120入・磁）
720円

キ073-347 
織部 丸片口小付  
9.2×8.7×4.7㎝（150入・磁）
480円

ア073-357 
白磁縞織角珍千代口  
9×9×3.8㎝（120入・磁）
670円

タ073-367 
白刷毛花小付  
10×9.5×5.8㎝（100入・磁）
650円

カ073-377 白磁スタック角鉢
7.2×7.2×3.3㎝（100入・磁）  600円 
カ073-387 白磁スタック角珍味鉢
5.2×5.2×3.2㎝（120入・磁）  530円

イ073-397 
茶乱刷毛うず小付  
10×8.2×4.5㎝（120入・磁）
480円

ハ073-407 
織部反型片口小鉢  
9.6×8.2×6.3㎝（100入・磁）
730円

ロ073-417 
黄 花型小付  
φ9.6×3.3㎝（100入・強）
690円

ロ073-427 
青磁 花型小付  
φ9.6×3.3㎝（100入・強）
690円

ハ073-437 
粉引反型片口小鉢  
9.6×8.2×6.3㎝（100入・磁）
730円

ヨ073-447 
オルジュ小付 #027  
8×8×4.5㎝（100入・磁）
460円

キ073-457 
呉須流し八角小付  
8×7.7×3.4㎝（150入・磁）
680円

キ073-467 
黒茶吹八角小付  
8×7.7×3.4㎝（150入・磁）
680円

キ073-477 
織部 正角小付  
9×9×3㎝（150入・磁）
450円

カ073-487 
織部格子正角鉢（小）  
8.5×8.5×2.5㎝（100入・陶）
660円

カ073-497 
万暦3寸小鉢  
φ9.3×4.5㎝（80入・磁）
660円

ネ073-507 
織部イラホ小付  
10×9.7×4㎝（100入・磁）
650円

チ073-517 
ピンク三ッ山珍味
φ6×4.2㎝
660円
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ホ074-017 
紺ルリ三つ押小付  
φ9×4.5㎝（120入・磁）
660円

ロ074-027 
やよい片口千代口  
8.8×6.8×3㎝（150入・陶）
620円

タ074-037 
濃刷毛砂目3.0小付  
φ9.2×3.3㎝（120入・磁）
630円

ロ074-047 
織部櫛目小付  
φ9.4×4㎝（80入・陶）
590円

イ074-057 
匠織部たまご型3.0小付  
10×8×4.4㎝（100入・磁）
580円

イ074-067 
鉄砂 菊小鉢  
φ8.2×4㎝（100入・磁）
550円

キ074-077 
白マット荒彫角千代口  
8.1×8.1×2.6㎝（160入・磁）
550円

イ074-087 
鉄砂 四角小鉢  
8×8×4.5㎝（100入・磁）
550円

ト074-097 
おりべ角小付  
9.2×8.9×4.2㎝（160入・磁）
540円

ホ074-107 
ピンク六角小付  
φ8.5×4.5㎝（140入・磁）
580円

ホ074-117 
ヒワ六角小付  
φ8.5×4.5㎝（140入・磁）
580円

オ074-127 
伊賀織部流し角小鉢  
7.8×7.8×4.5㎝（150入・磁）（美濃焼）
530円

オ074-137 
伊賀トルコ吹き角小鉢  
7.8×7.8×4.5㎝（150入・磁）（美濃焼）
530円

オ074-147 
備前織部吹き角小鉢  
7.8×7.8×4.5㎝（150入・磁）（美濃焼）
530円

ハ074-157 花びら（織部）貫入小鉢
11.8×10×4.7㎝（100入・陶）  580円
ハ074-167 花びら（織部）貫入豆鉢
9.5×8.3×4㎝（100入・陶）  540円

ハ074-177 花びら（白）貫入小鉢
11.8×10×4.7㎝（100入・陶）  580円
ハ074-187 花びら（白）貫入豆鉢
9.5×8.3×4㎝（100入・陶）  540円

ロ074-197 
粉引黒オリベ流し段々角小鉢  
8.9×8.9×3.5㎝（120入・磁）
590円

ト074-207 
粉引楕円小付  
10×8×4.5㎝（120入・磁）
560円

カ074-217 黒結晶丸8㎝スタック鉢
φ8.4×4.2㎝（100入・磁）  500円
カ074-227 黒結晶丸7.5㎝スタック鉢
φ7.4×3.9㎝（120入・磁）  380円

ト074-237 
黒茶 ぷち重  
6×6×3.5㎝（100入・磁）
520円

カ074-247 
銀彩黒三ツ折3.0小付  
φ9.5×5.3㎝（100入・磁）
520円

テ074-257 
白刷毛角小付  
7.7×7.7×5.5㎝（120入・陶）
530円

カ074-267 
福濃格子八角珍味鉢  
8.5×4.5㎝（100入・磁）
480円

ロ074-277 
粉引黒オリベ流し 六兵衛小付  
φ7×5.9㎝（80入・磁）
590円

テ074-287 
織部塗分五角3.0小鉢  
9.5×5.5㎝（140入・陶）
500円

タ074-297 
黄河たまご3.0小付  
10×8×4.5㎝（100入・磁）
500円

タ074-307 
あけぼの五山小鉢  
φ8.9×5.5㎝（100入・磁）
430円

ホ074-317 
トルコ切立四角小付  
φ6.6×3.6㎝（180入・磁）
480円

タ074-327 
金茶吹五山小鉢  
φ9×5.7㎝（100入・磁）
430円

テ074-337 
淡緑輪花小付  
8.2×4.7㎝（120入・陶）
500円

タ074-347 
伊賀オリベ五山小鉢  
φ8.9×5.5㎝（100入・磁）
430円

タ074-357 
淡青モア小付  
9.8×8.6×4㎝（100入・磁）
430円

ネ074-367 
うす茶うのふ長小皿  
11.6×6.3×2.3㎝（120入・磁）
500円

イ074-377 
鉄結晶片口小鉢  
9.3×8.9×4.5㎝（200入・磁）
550円

イ074-387 
若草三つまげ小付  
φ9.3×5.5㎝（120入・陶）
470円

キ074-397 
黒備前小付  
φ8.5×3.5㎝（100入・陶）
480円

イ074-407 
白乱刷毛うず小付  
10×8.2×4.5㎝（120入・磁）
480円

ロ074-417 
ルリ菊型小鉢  
φ8.3×4.8㎝（80入・磁）
450円

ロ074-427 
黄菊型小鉢  
φ8.3×4.8㎝（80入・磁）
450円

チ074-437 ピンク吹小鉢（大）
φ8×4.1㎝（140入・磁）  430円
チ074-447 ピンク吹小付（中）
φ6.8×4㎝（200入・磁）  370円

テ074-457 
やまぶき桜型小付  
φ8×4㎝（120入・陶）
460円

ア074-467 
金彩粉引き楕円15.5鉢  
15.3×5.9×2.3㎝（120入・陶）
480円

ネ074-477 
グレー白渦抹茶型小付  
φ8.8×4.8㎝（120入・磁）
400円

ワ074-487 
硝子ミニ小鉢 丸（琥珀）  
φ8.7×8.2×3.7㎝（1入）（輸入･中国）
380円

オ074-497 
菊型手描き十草珍味鉢  
φ8.5×4㎝（150入・磁）（美濃焼）
480円

ロ074-507 
さくら型小付ピンク  
11.2×6.8×3.8㎝（80入・磁）
450円

ロ074-517 
さくら型小付イエロー  
11.2×6.8×3.8㎝（80入・磁）
450円

ロ074-527 
さくら型小付ホワイト  
11.2×6.8×3.8㎝（80入・磁）
450円

ア074-537 
黒釉八角小付  
φ10×3.5㎝（120入・磁）
450円
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ホ075-017 
藍の雪たたら小付  
φ9×4㎝（160入・磁）
470円

ホ075-027 
いぶし山水小付  
8.7×3.5㎝（120入・陶）
430円

ア075-037 
黒結晶面取小付  
φ10×3.3㎝（120入・磁）
480円

ア075-047 
斑点粉引面取小付  
φ10×3.3㎝（120入・磁）
480円

テ075-057 
黄瀬戸緑流桜型小付  
φ8.5×4.2㎝（120入・陶）
460円

ホ075-067 
金茶吹2.8ボール  
φ9.5×3.5㎝（200入・磁）
420円

ネ075-077 
油滴三つ足3.3鉢  
φ10×2.8㎝（100入・磁）
450円

イ075-087 
萩粉引ナブリ珍味  
φ9.5×4㎝（150入・磁）
390円

イ075-097 
桜色花びら小鉢  
10.6×7.5×4.5㎝（100入・磁）
420円

イ075-107 
スミレ色花びら小鉢  
10.6×7.5×4.5㎝（100入・磁）
420円

ト075-117 
白盛ハケ小付  
φ9×4.5㎝（120入・磁）
400円

ア075-127 
黒釉刷毛小付  
φ9.4×5.2㎝（120入・磁）
400円

イ075-137 
藍釉灰流小付  
φ8.8×3.5㎝（150入・陶）
380円

イ075-147 
黒結晶筆散し3.0小付  
φ8.7×3.6㎝（150入・陶）
420円

ネ075-157 
黒流し角深小鉢  
8×8×5.8㎝（100入・磁）
400円

ホ075-167 
琥珀小鉢（小）  
φ9.3×4.2㎝（150入・磁）
380円

カ075-177 
梨地筋彫深口ボール  
φ8.8×4.8㎝（100入・磁）
380円

カ075-187 
黒結晶筋彫深口ボール  
φ8.8×4.8㎝（100入・磁）
380円

イ075-197 
アメ釉タル型小付  
φ9×4㎝（100入・陶）
400円

イ075-207 
粉引タル型小付  
φ9×4㎝（100入・陶）
400円

ロ075-217 
スワン 青磁角珍味  
7×7×2.5㎝（300入・磁）
380円

タ075-227 
雪模様さくら花びら小付  
10.5×7.3×4.3㎝（100入・磁）
360円

ネ075-237 
マシュー青磁桜小付  
8.8×4.2㎝（100入・陶）
350円

カ075-247 
ゴールド結晶六兵衛新小鉢  
8.3×4㎝（100入・磁）
330円

ネ075-257 
鉄砂まめ皿  
φ9.8×3.2㎝（120入・磁）
330円

ネ075-267 
グレー白渦まめ皿  
φ9.8×3.2㎝（120入・磁）
330円

ネ075-277 
白ウノフ刷毛まめ皿  
φ9.8×3.2㎝（120入・磁）
330円

カ075-287 
菊線菊形3.0小鉢  
φ9×4㎝（120入・磁）
360円

ロ075-297 
ブルー波渕小鉢  
φ8.9×4.6㎝（80入・磁）
380円

ロ075-307 
ピンク波渕小鉢  
φ8.9×4.6㎝（80入・磁）
380円

カ075-317 
梨地深小皿  
φ10×3㎝（80入・磁）
350円

オ075-327 
菊型ヒスイ珍味鉢  
φ8.5×4㎝（150入・磁）（美濃焼）
380円

カ075-337 
赤志野深小皿  
φ10×3㎝（80入・磁）
350円

ア075-347 
天目塗り分け小ボール  
φ9.2×3.5㎝（120入・磁）
420円

ア075-357 
アミ3.0小付  
φ8.8×3.5㎝（160入・磁）
330円

タ075-367 
銀彩古代小鉢（小）  
φ8.5×4.5㎝（100入・磁）
300円

タ075-377 
均窯古代小鉢（小）  
φ8.5×4.5㎝（100入・磁）
300円

ハ075-387 
鉄赤丸小付  
φ9.8×3.2㎝（120入・磁）
350円

タ075-397 
織部古代小鉢（小）  
φ8.5×4.5㎝（100入・磁）
300円

ネ075-407 
乱れ黒吹き小付  
φ8.7×3.3㎝（200入・磁）
270円

ア075-417 
1押かぶら小付  
7.4×7.2×3.3㎝（120入・磁）
300円

ネ075-427 
京十草四角小付  
9×8.8×4.3㎝（120入・磁）
310円

ユ075-437 
波小付  
φ10×4㎝（100入・磁）
300円

ホ075-447 
粉引古代小鉢（小）  
φ8.8×4.5㎝（120入・磁）
330円

ミ075-457 
黒釉正角小付  
8.5×8.5×2.8㎝（120入・磁）（美濃焼）
280円

ユ075-467 
七宝小付  
φ10×4㎝（100入・磁）
300円

ユ075-477 
タコ唐草小付  
φ10×4㎝（100入・磁）
300円

ミ075-487 
白釉正角小付  
8.5×8.5×2.8㎝（150入・磁）
280円

ハ075-497 
一珍渕ライン小判珍味  
9×7.8×3㎝（120入・磁）
310円
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ミ076-017 
華備前 すかし蓋付珍味  
φ8×8.2㎝（80入・陶）
2,180円

ウ076-027 
三色松葉蓋付珍味  
φ6.5×5.8㎝（100入・強）
2,870円

ウ076-037 
金彩貝型珍味入  
7.7×6.7×3.7㎝（100入・強）
2,150円

ウ076-047 
錦桜絵貝型珍味入  
7.7×6.7×3.7㎝（80入・強）（イングレ）
1,700円

ウ076-057 
カメ珍味入（大）  
8.4×6.4×5.2㎝（100入・磁）
2,000円

チ076-067 
オシドリ蓋付珍味（青）  
6.3×4×4.2㎝（10入・磁）
2,450円

チ076-077 
オシドリ蓋付珍味（赤）  
6.3×4×4.2㎝（10入・磁）
2,450円

ミ076-087 
若草金彩つり金型珍味  
7.8×7.6㎝（120入・磁）
3,100円

チ076-097 
ヒットコ蓋付珍味  
φ4.5×4.6×4.8㎝（100入・磁）
2,150円

チ076-107 
オカメ蓋付珍味  
φ6×5.6×4.6㎝（100入・磁）
2,150円

ミ076-117 
つり金型駒筋珍味  
7.5×7.5㎝（120入・磁）
2,850円

ツ076-127 
まり型風船模様珍味  
7×5.5㎝（100入・磁）
3,850円

タ076-137 
金箔手まり珍味  
φ6.8×6㎝（100入・磁）
2,900円

カ076-147 
糸巻角珍味  
6×6×6.5㎝（120入・磁）
2,900円

ネ076-157 
朱コマ筋丸珍味  
6.5×6㎝（100入・磁）
2,600円

ウ076-167 
内金彩蓋付丸珍味  
φ6.5×5.5㎝（80入・強）
2,400円

タ076-177 ぼんぼり蓋付珍味（大）  
φ6.6×6.2㎝（100入・磁） 3,600円
タ076-187 ぼんぼり蓋付珍味（小）  
φ5.3×5㎝（200入・磁） 3,100円

ア076-197 
赤絵駒筋丸珍味  
φ6.2×6.5㎝（100入・強）
2,760円

ア076-207 
唐草丸珍味  
φ6.2×6.5㎝（100入・強）
2,640円

ホ076-217 赤絵花蓋付珍味（大）  
φ6.5×6㎝（100入・磁） 2,200円
ホ076-227 赤絵花蓋付珍味（小）  
φ5×5㎝（120入・磁） 1,900円

ホ076-237 グリーン芦蓋付珍味（大）  
6.5×6㎝（100入・磁） 2,200円
ホ076-247 グリーン芦蓋付珍味（小）  
5×5㎝（120入・磁） 1,900円

タ076-297 
風船蓋付珍味  
φ6.8×6㎝（100入・磁）
2,450円

タ076-307 
手まり珍味  
φ6.8×6㎝（100入・磁）
2,100円

タ076-317 
渕金コバルト蓋付珍味  
φ4.4×4.5㎝（120入・磁）
1,400円

ア076-327 
銀千段珍味  
φ6.9×6.5㎝（100入・磁）
1,500円

オ076-257 朱巻金笹蓋付珍味（大）  
6.5×6㎝（100入・磁） 2,100円
オ076-267 朱巻金笹蓋付珍味（小）  
5×5㎝（150入・磁） 1,850円

オ076-277 ツル蓋付珍味（大）  
6.5×6㎝（100入・磁） 2,000円
オ076-287 ツル蓋付珍味（小）  
5×5㎝（150入・磁） 1,750円

ミ076-337 
交趾菊割珍味  
9×5.5㎝（120入・磁）
2,950円

ロ076-347 織部十草鍋型珍味（中）  
8.7×7.5×4.8㎝（60入・陶） 1,190円
ロ076-357 織部十草鍋型珍味（小）  
6.8×5.9×4㎝（80入・陶） 930円

テ076-367 トルコ蓋付珍味（大）  
9.3×6.8㎝（80入・陶） 2,400円
テ076-377 トルコ蓋付珍味（小）  
7.8×5.8㎝（100入・陶） 2,000円

テ076-387 南蛮蓋付珍味（大）  
9.3×6.8㎝（80入・陶） 2,400円
テ076-397 南蛮蓋付珍味（小）  
7.8×5.8㎝（100入・陶） 2,000円

テ076-407 
粉引蓋付珍味（大）  
φ9.3×6.8㎝（80入・陶）
2,500円

テ076-417 
藍ビードロ蓋付珍味（大）  
φ9.3×6.8㎝（80入・陶）
2,500円

ア076-427 
黄交趾蓋付珍味  
φ7.8×7㎝（100入・強）
2,850円

ア076-437 
ヒワ蓋付珍味  
φ7.7×7㎝（100入・強）
1,700円
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Mini Dish for Appetizer 蓋付珍味

ウ077-017 
外金彩栗型珍味（小）  
φ5.1×5.1㎝（100入・磁）（イングレ）
2,750円

ミ077-027 
ゆず小珍味  
5×6㎝（160入・磁）
1,750円

ウ077-037 
高山寺蓋付珍味  
φ4.3×4.3㎝（100入・強）
1,870円

ウ077-047 
イングレ流水角蓋付珍味  
φ4.3×4.3㎝（100入・強）（イングレ）
1,750円

ロ077-057 
織部櫛目三つ足蓋付珍味  
φ7.5×4.5㎝（80入・陶）
980円

ア077-067 
たまご蓋付珍味  
5.8×3.2×3.8㎝（140入・磁）
730円

チ077-077 
赤絵花角蓋付珍味  
4.4×4.4㎝（4入・磁）
1,650円

ホ077-087 
赤絵丸紋角蓋付珍味  
φ4.3×3.8㎝（180入・磁）
1,850円

ホ077-097 
赤絵格子角蓋付珍味  
φ4.3×3.8㎝（180入・磁）
1,850円

チ077-107 
信楽角蓋付珍味  
4.5×4.5×4㎝（20入・磁）
970円

チ077-117 
黄釉蓋付角珍味  
4.5×4.5×4㎝（20×8入・磁）
870円

チ077-127 
トルコ蓋付角珍味  
4.5×4.5×4㎝（20×8入・磁）
800円

チ077-137 
散小花蓋付珍味（紺）  
4.8×4.8×3.4㎝（20×10入・磁）
1,000円

チ077-147 
散小花蓋付珍味（赤）  
4.8×4.8×3.4㎝（20×10入・磁）
1,000円

キ077-157 
金彩高台珍味  
φ4.7×6㎝（120入・磁）
1,480円

キ077-167 
朱塗小花高台珍味  
φ4.7×6㎝（120入・磁）
1,480円

キ077-177 
青金彩高台珍味  
φ4.7×6㎝（120入・磁）
1,280円

ア077-187 
みかづき蓋付珍味  
5.3×3.6×3㎝（140入・磁）
730円

ミ077-197 
グリーン笹ぼんぼり珍味  
7×7×6.5㎝（100入・磁）
3,400円

ト077-207 
錆掛三角高台珍味  
φ7.2×7.2㎝（100入・陶）
2,800円

ト077-217 
内外十草高台盃  
φ5.7×8㎝（100入・陶）
2,800円

ミ077-227 
赤絵唐草高台珍味  
φ8.2×7.5㎝（100入・磁）
2,100円

ホ077-237 
墨吹菊形高台珍味  
7.5×6㎝（100入・磁）
1,370円

タ077-247 
赤絵花鳥高台珍味  
φ6.5×5.7㎝（80入・磁）
950円

ミ077-257 
青釉高台珍味鉢  
φ7.4×4.5㎝（150入・陶）
1,750円

ミ077-267 
備前灰吹トジメ珍味  
7.8×7.2×3.6㎝（150入・陶）
1,600円

ト077-277 
織部三ツ葉珍味  
9×9×4㎝（120入・陶）
1,550円

ミ077-287 
黒釉トジメ珍味  
7.8×7.2×3.6㎝（150入・陶）
1,550円

オ077-297 
青白磁石庭珍味入  
9.8×8.3×4.3㎝（100入・磁）
1,600円

ミ077-307 
若草流水小花石庭珍味  
10×8.3×4.5㎝（120入・磁）
1,400円

ミ077-317 
朱卷草原珍味  
φ9.6×3.7㎝（150入・磁）
1,580円

タ077-327 
赤絵小花高台珍味  
φ6.5×5.7㎝（80入・強）
950円

ミ077-337 
流し十草レンゲ型 珍味  
9×6.3×7㎝（120入・磁）
1,350円

ネ077-347 
塗分金松葉レンゲ珍味  
10.5×6×7㎝（120入・磁）
1,800円

ユ077-357 
鉄釉ヒスイ高台珍味  
φ6.3×6㎝（80入・陶）
1,050円

ユ077-367 
鉄釉赤高台珍味  
φ6.3×6㎝（80入・陶）
1,050円

ミ077-377 
灰吹き多用途珍味  
7.6×7.3×4㎝（150入・陶）
820円

ミ077-387 
黒織部多用途珍味  
7.6×7.3×4㎝（150入・陶）
820円

ア077-397 
青磁高台珍味  
5.3×5.4×4㎝（140入・磁）
740円

タ077-407 
赤絵つゆ草高台珍味  
φ6.5×5.7㎝（80入・強）
950円

キ077-417 
赤帯二彩高台珍味  
φ4.7×6㎝（120入・磁）
780円

キ077-427 
赤絵唐草高台珍味  
φ4.7×6㎝（120入・磁）
780円



珍
味

割
烹
の
う
つ
わ

78

刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

珍味 Mini Dish for Appetizer

ミ078-017 
オリベ かまくら手さげ皿（小）  
12×8×8.5㎝（50入・陶）
3,900円

ミ078-027 
手造り粉引花びら珍味鉢  
8×7×4㎝（160入・陶）
1,120円

ハ078-037 
水墨豆鉢黒（ガラス）  
φ6.3×3.6㎝（160入）（ガラス）
2,500円

ミ078-047 
織部片口ソギ鉢  
φ8×5㎝（150入・陶）
1,400円

ミ078-057 
備前風 かまくら手さげ皿（小）  
12×8×8.5㎝（50入・陶）
3,900円

ユ078-067 
新粉引変型珍味  
φ7.5×3㎝（100入・陶）
1,500円

ユ078-077 
新粉引手付珍味  
φ7×6㎝（100入・陶）
1,500円

ミ078-087 
織部うす型珍味  
φ7×5㎝（150入・陶）
1,400円

ミ078-097 
黒土手切り変形小付（手造り）  
11.5×7×4㎝（120入・陶）（サイズ差有り）
1,400円

ミ078-107 
火色手切り変形小付（手造り）  
11.5×7×4㎝（120入・陶）（サイズ差有り）
1,400円

ミ078-117 
鉄釉片口ソギ鉢  
φ8×5㎝（150入・陶）
1,400円

ミ078-127 
赤絵間取格子手付姫珍味  
12.6×9×3㎝（120入・磁）
1,680円

ロ078-137 
赤絵びわ型珍味  
10×6.1×5㎝（80入・強）
1,580円

ミ078-147 
青白磁金笹レンゲ型珍味  
9×6.3×7㎝（120入・磁）
1,380円

ユ078-157 
錆梅花波ひねり珍味  
7.5×6.5×4㎝（100入・陶）
1,050円

ミ078-167 
粉引赤絵花鳥魁字丸珍味  
φ6.5×3.8㎝（180入・陶）
1,500円

ホ078-177 
口紅ひさご型珍味  
10.5×6×5㎝（120入・磁）
1,520円

ミ078-187 
黒釉流水金彩石庭珍味  
10×8.3×4.5㎝（120入・磁）
1,550円

ユ078-197 
唐津錆絵片口珍味  
8.5×7×3㎝（100入・陶）
1,500円

ハ078-207 
水墨豆鉢白（ガラス）  
φ6.3×3.6㎝（160入）（ガラス）
2,500円

ミ078-217 
桜形ピンク珍味  
6.1×4㎝（160入・磁）
900円

ユ078-227 
錆十草ひねり珍味  
7.5×6.5×4㎝（100入・陶）
1,050円

ミ078-237 
舞小花舟形珍味  
10.3×5×4.3㎝（150入・磁）
1,600円

ミ078-247 
黒オリベ 鉄吹丸たわみ珍味千代口  
7.5×2.5㎝（150入・陶）
1,080円

ウ078-257 
鉄砂金彩片口小付  
φ6.7×6.1×4㎝（100入）
1,200円

ミ078-267 
京桜珍味  
φ7.2×4.3㎝（300入・磁）
920円

ミ078-277 
桜形上絵珍味  
8.6×3㎝（150入・磁）
1,200円

ミ078-287 
赤グリン線桜型珍味  
φ8.8×3.1㎝（150入・磁）
1,350円

ミ078-297 
手造り粉引華紋（土物）珍味  
φ7×5㎝（160入・陶）
1,400円

ミ078-307 
剣先正角珍味  
6.8×6.8×2.8㎝（160入・磁）
1,050円

ウ078-317 
内金彩 菊型千代口（小）  
φ5.2×3㎝（200入）
1,150円

ミ078-327 
赤絵 亀型 珍味  
7×6×4.7㎝（150入・磁）
1,880円

ミ078-337 
染付亀型 珍味  
7×6×4.7㎝（150入・磁）
1,580円

ウ078-347 
鉄砂銀彩葉型小付  
8.7×5.8×3㎝（100入・強）
1,350円

ウ078-357 
花鳥風月 菱形小付  
10.7×7.2×3.4㎝（120入・強）（イングレ）
1,700円

チ078-367 
吹墨サザエ型珍味  
φ6.6×5.2×4.2㎝（200入・磁）
1,000円

ミ078-377 
上絵水玉豆皿  
9.5×9×2.8㎝（150入・磁）
830円

ミ078-387 
とんぼ石庭珍味  
9.8×8.2×4.5㎝（120入・磁）
1,050円

ミ078-397 
朱巻内菊千代口  
φ8×4.2㎝（150入・磁）
1,150円

ミ078-407 
赤釉金彩丸珍味  
φ8.8×5.5㎝（120入・磁）
1,650円

ミ078-417 
黒釉金彩丸珍味  
φ8.8×5.5㎝（150入・磁）
1,650円

ミ078-427 
若草金彩丸珍味  
φ8.8×5.5㎝（150入・磁）
1,650円

ウ078-437 
内銀赤楽波渕小付  
φ6.4×4.4㎝（120入・強）
1,020円
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キ079-017 
ヒワ吹ラスターミニミニかまくら型珍味  
7.2×7×4.5㎝（150入・磁）
1,480円

キ079-027 
紫吹ラスターミニミニかまくら型珍味  
7.2×7×4.5㎝（150入・磁）
1,480円

キ079-037 
ピンク吹ラスターミニミニかまくら型珍味  
7.2×7×4.5㎝（150入・磁）
1,480円

ウ079-047 内外金彩つぼつぼ小付（大）
φ5.4×4.4㎝（300入・磁）  1,750円
ウ079-057 内外金彩つぼつぼ小付（小）
φ4.3×3.7㎝（300入・磁）  1,700円

ミ079-067 
うのふ渕茶耳付珍味  
φ6.8×5.3㎝（200入・陶）
1,280円

ミ079-077 
赤筋帆かけ舟珍味  
11×5.2×6㎝（150入・磁）
1,250円

ミ079-087 
プラチナ舟形珍味  
10.3×5×4.3㎝（150入・磁）
1,450円

ウ079-097 青交趾つぼつぼ小付（大）
φ5.4×4.4㎝（300入・磁）  1,900円
ウ079-107 青交趾つぼつぼ小付（小）
φ4.3×3.7㎝（300入・磁）  1,750円

ウ079-117 南天つぼつぼ小付（大）
φ5.4×4.4㎝（300入・磁）  980円
ウ079-127 南天つぼつぼ小付（小）
φ4.3×3.7㎝（300入・磁）  970円

ウ079-137 
丸紋 つぼつぼ（大）  
φ5.4×4.4㎝（300入・強）
1,500円

テ079-147 
さくら小鉢（小）  
φ7×2.8㎝（100入・磁）
700円

ミ079-157 
ヒワ吹片切珍味  
6.2×4.4㎝（200入・磁）
950円

ミ079-167 
桜形呉須珍味  
φ8.6×3㎝（150入・磁）
1,150円

ウ079-177 
内外パールつぼつぼ珍味 小  
φ4.3×3.7㎝（300入）
1,550円

イ079-187 
黄瀬戸紅葉小付  
9.2×8×3㎝（200入・陶）
950円

イ079-197 
織部大葉小付  
8.2×7.5×2.3㎝（200入・陶）
950円

ミ079-207 
ヒワ吹白ドット手付丸珍味  
7.8×5×2.6㎝（180入・磁）
960円

ミ079-217 
ピンク吹白ドット手付丸珍味  
7.8×5×2.6㎝（180入・磁）
960円

ウ079-227 風船小付（大）
φ5.6×3.6㎝（200入）（イングレ）  1,020円
ウ079-237 風船小付（小）
φ4.3×3㎝（200入）（イングレ）  880円

ミ079-247 
粉引刷毛目多用途珍味  
7.6×7.3×4㎝（150入・陶）
820円

ウ079-257 内金珍味（大）
φ5.6×3.6㎝（200入）  1,040円
ウ079-267 内金珍味（小）
φ4.7×3㎝（200入）  970円

タ079-277 
金彩黒茶ぷち重  
6×6×3.5㎝（100入・磁）
1,580円

タ079-287 
銀彩黒茶ぷち重  
6×6×3.5㎝（100入・磁）
1,580円

ウ079-297 
内外紫パールつぼつぼ珍味 小  
φ4.3×3.7㎝（300入）
1,550円

ミ079-307 
手造り赤志野つぼ型珍味（大）  
φ5.5×3㎝（200入・陶）
840円

ミ079-317 
手造り織部つぼ型珍味（大）  
φ5.5×3㎝（200入・陶）
840円

ミ079-327 
灰吹つぼ形珍味鉢  
4.3×2.8㎝（200入・陶）
540円

ミ079-337 
織部つぼ形珍味鉢  
4.3×2.8㎝（200入・陶）
540円

ユ079-347 
かすみ青白深珍味  
φ8.3×5.5㎝（120入・磁）
900円

タ079-357 
金彩ルリ豆鉢  
φ6×3㎝（100入・磁）
1,040円

タ079-367 
銀彩ルリ豆鉢  
φ6×3㎝（100入・磁）
1,040円

ミ079-377 
手造り粉引華紋（土物）つぼ型珍味  
φ5.5×3.2㎝（180入・陶）
860円

キ079-387 
呉須絵びわ型珍味  
9×6.3×4.5㎝（150入・磁）
820円

ウ079-397 
伊賀木の葉珍味  
9×6×3.5㎝（120入・磁）
900円

ホ079-407 
ビードロ珍味  
φ7.3×3.5㎝（120入・陶）
840円

チ079-417 
ピンク梅型珍味  
7.2×3.2㎝（120入・磁）
900円

チ079-427 
ウノフ三ッ足珍味（大）  
φ6.1×3.8㎝（100入・磁）
460円

ア079-437 
二色吹き梅型珍味  
φ5.9×3.4㎝（140入・磁）
780円

ネ079-447 
備前なごみ珍味  
φ7×5㎝（120入・磁）
750円

ウ079-457 
緑釉桔梗型小付  
φ8×3.3㎝（200入）
800円

ウ079-477 
内金平珍味  
φ8×1.7㎝（120入）（美濃焼）
750円

オ079-487 
織部格子十草小鉢  
8×8×4.5㎝（150入・磁）
560円

ロ079-497 
白油滴半掛変型丸珍味  
φ8.3×5.5㎝（100入・磁）
930円

ロ079-507 
織部四角珍味  
8.6×8.6×3.8㎝（100入・磁）
960円

チ079-517 
青白磁梅型珍味  
7.2×3.2㎝（120入・磁）
910円

チ079-527 
天竜寺瓢型珍味  
7.4×3.3㎝（100入・磁）
860円

ウ079-537 
桃桔梗小付  
φ8×3.3㎝（200入）
800円

ツ079-547 
ヒワ青磁丸小付  
10×9.6×2.4㎝（120入・磁）
800円

チ079-467 
備前風ライン千代久
φ8.4×3㎝
530円
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キ080-017 
筆あそび割山椒  
φ6.2×4.2㎝（150入・磁）
780円

キ080-027 
赤釉武蔵野割山椒  
φ6.2×4.2㎝（150入・磁）
780円

キ080-037 
筆あそび舟型珍味  
8.3×6.4×5.5㎝（150入・磁）
820円

キ080-047 
武蔵野木の葉型珍味  
12.2×4.6×3㎝（150入・磁）
780円

タ080-057 
渕金コバルト両切珍味  
4.8×4.6×3.4㎝（120入・磁）
900円

タ080-067 
ピンク吹両切珍味  
5×4.5×3.5㎝（200入・磁）
760円

ア080-077 
ヒワ葉型珍味  
11×4.7×1.6㎝（200入・磁）
460円

ロ080-087 
銅彩 丸珍味  
φ6.1×4㎝（120入・磁）
750円

タ080-097 
ヒワ吹竹型珍味  
φ4.8×3.4㎝（200入・磁）
760円

チ080-107 
信楽織部片口珍味  
7.2×4.8×3.4㎝（200入・磁）
550円

チ080-117 
信楽白吹片口珍味  
7.2×4.8×3.4㎝（200入・磁）
550円

ア080-127 
黒片口珍味  
7×5.6×3.2㎝（200入・磁）
420円

チ080-137 
吹墨巻貝型珍味  
8.4×6.8×2.6㎝（500入・磁）
430円

チ080-147 
ピンク吹ハマグリ型珍味  
8.4×7×2.6㎝（500入・磁）
430円

カ080-157 
南蛮小鉢（小）  
7.5×7.5×3㎝（100入・磁）
440円

ホ080-167 
ヒワ八角スタック珍味  
φ6.5×3㎝（160入・磁）
580円

オ080-177 
丸紋ひさご珍味  
6.3×5×2.8㎝（200入・磁）
550円

ト080-187 手造り葉型璃寛 小皿
11.5×7×2㎝（100入・陶）  900円
ト080-197 手造り葉型璃寛 珍味
8.5×5.5×2㎝（120入・陶）  780円

ア080-207 
ライトオレンジF珍味  
φ6.7×3㎝（200入・磁）
490円

ア080-217 
ライトグリーンF珍味  
φ7×3㎝（200入・磁）
490円

ア080-227 
ライトレッドF珍味  
φ6.9×3.2㎝（200入・磁）
490円

ト080-237 手造り葉型山鳩 小皿
11.5×7×2㎝（100入・陶）  900円
ト080-247 手造り葉型山鳩 珍味
8.5×5.5×2㎝（120入・陶）  780円

ロ080-257 
青ライン小判変わり千代口  
9.3×8×1.5㎝（100入・強）
560円

ロ080-267 
駒筋小判変わり千代口  
9.3×8×1.5㎝（100入・強）
560円

キ080-277 
ヒワ吹 丸珍味  
φ7.2×3㎝（160入・磁）
650円

キ080-287 
イエロー吹 丸珍味  
φ7.2×3㎝（160入・磁）
650円

チ080-297 
吹墨角浜ナシ珍味  
5.8×4㎝（180入・磁）
540円

チ080-307 
黒伊賀角浜ナシ珍味  
5.8×5.8×5㎝（200入・磁）
460円

ロ080-317 
雪化粧木葉3.0片口鉢  
10.4×9.2×5㎝（80入・陶）
800円

ロ080-327 
白釉ゴス花角珍味  
8.6×8.6×3.7㎝（80入・磁）
850円

オ080-337 
梅型黄流し珍味  
9.2×5㎝（100入・陶）
870円

ロ080-347 
白油滴刷毛変型丸珍味  
φ8.3×5.5㎝（100入・陶）
930円

チ080-357 
信楽升型珍味  
4.8×4.8×3.4㎝（200入・磁）
460円

キ080-367 
ヒワ双葉珍味  
8.1×6.6×5.5㎝（160入・磁）（中国）
580円

キ080-377 
ピンク双葉珍味  
8.1×6.6×5.5㎝（160入・磁）（中国）
580円

ネ080-387 
青白磁三ツ足珍味  
8×3㎝（200入・磁）
600円

ミ080-397 
オレンジ梅型特小珍味  
φ3.8×2.5㎝（300入・磁）
420円

ア080-407 
南蛮織部珍味  
7.3×6.3×3㎝（200入・磁）
550円

ネ080-417 
三つ足ひさご小付マットブルー  
8.2×6.3×4.9㎝（200入・磁）
600円

ホ080-427 
ピンク桔梗型平珍味  
φ6.8×3.2㎝（180入・磁）
310円

ア080-437 
伊賀志野珍味  
6.8×4㎝（120入・磁）
750円

チ080-447 
吹墨升型珍味  
4.8×4.8×3.4㎝（200入・磁）
490円

ホ080-457 
備前吹三ツ山珍味  
φ6.2×4.5㎝（140入・磁）
550円

カ080-467 
金結晶千段角千代口  
8×8×3㎝（100入・磁）
600円

ネ080-477 
三つ足ひさご小付マットグリーン  
8.2×6.3×4.9㎝（200入・磁）
600円

ネ080-487 
三つ足ひさご小付マットイエロー  
8.2×6.3×4.9㎝（200入・磁）
600円

イ080-497 
織部塗り分け 千鳥珍味  
9.1×7.3×4㎝（150入・陶）
800円

イ080-507 
織部散らし 千鳥珍味  
9.1×7.3×4㎝（150入・陶）
800円

イ080-517 
黄瀬戸 千鳥 珍味  
9.1×7.3×4㎝（150入・陶）
800円


