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タ081-017 
あけぼの五山珍味  
φ6.7×4.7㎝（160入・磁）
430円

タ081-027 
伊賀オリベ五山珍味  
φ6.7×4.7㎝（160入・磁）
430円

ホ081-037 
あかりぷち小付  
φ7.4×4㎝（180入・磁）
400円

ト081-047 
オリベ 八角珍味  
8.7×8.7×4.4㎝（100入・磁）
520円

ト081-057 
黒茶 八角珍味  
8.7×8.7×4.4㎝（100入・磁）
520円

オ081-067 
菊型天目珍味  
8.5×4㎝（150入・磁）
360円

ハ081-077 
銀彩ブルーリップル碗プチ  
φ7.4×4㎝（160入・磁）
400円

タ081-087 
金茶吹五山珍味  
φ6.7×4.7㎝（160入・磁）
430円

ホ081-097 
青白スタック四角小付  
6.6×6.6×3.6㎝（140入・磁）
480円

ア081-107 
十草すり鉢珍味  
φ6.2×2.7㎝（200入・磁）
480円

ア081-117 
ライトピンクF珍味  
φ7.3×3㎝（200入・磁）
490円

ホ081-127 
笹の葉小付  
10×5.5×2.5㎝（140入・陶）
440円

オ081-137 
細十草変型珍味  
5.8×5.8×2.8㎝（200入・磁）
550円

カ081-147 
ゴス刷毛片口7㎝ミニ小付  
7.2×6.3×2.5㎝（120入・磁）
590円

ト081-157 
呉須青 7㎝角千代口  
7×7×2.4㎝（200入・磁）
740円

イ081-167 
茶刷毛目珍味  
φ6×3㎝（200入・陶）
350円

オ081-177 
萩ススキ3.0小鉢  
7.2×4.3㎝（150入・磁）
390円

ア081-187 
ルリ桔梗型珍味  
φ6×3.3㎝（200入・強）
400円

カ081-197 
黒備前吹片口7㎝ミニ小付  
7.2×6.3×2.5㎝（120入・磁）
590円

ホ081-207 
黄スタック四角小付  
6.6×6.6×3.6㎝（140入・磁）
480円

カ081-217 
銀彩黒三ツ足小付  
8.8×3㎝（100入・磁）
520円

ネ081-227 
白ナシ地丸珍味 小  
φ6.5×2.8㎝（200入・磁）
250円

イ081-237 
桜釉くくり珍味  
φ7×3㎝（150入・磁）
500円

ト081-247 
黒鉄吹き2.8なで角皿  
8.3×7.7×2.1㎝（100入・磁）
330円

ト081-257 
黒茶 こつぶ  
φ5.8×2.8㎝（100入・磁）
350円

タ081-267 
淡青モア珍味  
6.6×5.9×3㎝（160入・陶）
340円

チ081-277 
つる型珍味（青白）  
7.6×7.2×2.6㎝（180入・磁）
370円

ネ081-287 
クリーム片口珍味  
7×6.7×3.5㎝（200入・磁）
320円

ネ081-297 
黒四角模様丸珍味  
φ7.3×4.1㎝（200入・磁）
280円

ネ081-307 
白四角模様丸珍味  
φ7.3×4.1㎝（200入・磁）
280円

ネ081-317 
雪粉引呉須刷毛切立珍味  
φ5.5×4㎝（200入・磁）
230円

ネ081-327 
雪粉引錆刷毛切立珍味  
φ5.5×4㎝（200入・磁）
230円

ネ081-337 
黒銀彩切立珍味  
φ5.5×4㎝（200入・磁）
230円

テ081-347 
黄瀬戸緑流丸珍味  
φ5×3.8㎝（200入・陶）
320円

イ081-357 
青磁タマゴ型珍味  
6×5×2㎝（300入・陶）
290円

ネ081-367 
黒結晶角珍味  
6.3×6.3×3.3㎝（180入・磁）
300円

ネ081-377 
白なしじ角珍味  
6.3×6.3×3.3㎝（180入・磁）
300円

キ081-387 
美濃伊賀黄瀬戸吹こつぶ碗  
φ6×2.5㎝（200入・磁）
260円

ネ081-397 
栗茶片口珍味  
7.2×6.7×3.5㎝（200入・磁）
320円

ワ081-407 
白斑点片口盃  
7×6.7×3.7㎝（120入・磁）
300円

イ081-417 
ゴス流し貫入 豆鉢  
φ6.3×3.2㎝（200入・陶）
350円

ア081-427 
粉引玉渕珍味  
φ7.5×2.3㎝（140入・磁）
300円

カ081-437 
渦型黒釉小付  
φ8.5×3.5㎝（100入・磁）
320円

ネ081-447 
シルバー丸珍味大  
φ7.6×3.4㎝（200入・磁）
270円

ネ081-457 
シルバーウズ型珍味  
φ8.5×3.4㎝（200入・磁）
300円

ネ081-467 
黒結晶タタキ珍味  
φ8.6×2.9㎝（180入・磁）
280円

ネ081-477 
白なしじタタキ珍味  
φ8.6×2.9㎝（180入・磁）
280円

ネ081-487 
ねずみ渦丸小付  
φ8.5×2.8㎝（180入・磁）
300円

ワ081-497 
鉄ペーパー片口盃  
7×6.7×3.7㎝（120入・磁）
300円
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キ082-017 
ピンク木の葉珍味  
12.4×4.7×3.1㎝（160入・磁）（中国）
540円

キ082-027 
コバルト木の葉珍味  
12.4×4.7×3.1㎝（160入・磁）（中国）
540円

キ082-037 
ヒワ木の葉珍味  
12.4×4.7×3.1㎝（160入・磁）（中国）
540円

ア082-047 
金彩粉引楕円10㎝鉢  
10.4×5.3×2.3㎝（200入・陶）
430円

キ082-057 
ヒワしずく珍味  
9.6×6.1×4.7㎝（160入・磁）（中国）
540円

キ082-067 
コバルトしずく珍味  
9.6×6.1×4.7㎝（160入・磁）（中国）
540円

ホ082-077 
ルリななめ珍味  
φ6.5×3.5㎝（160入・磁）
550円

ホ082-087 
赤片口珍味  
5.8×4.8×2.8㎝（300入・磁）
580円

ホ082-097 
黄片口珍味  
5.8×4.8×2.8㎝（300入・磁）
580円

カ082-107 
トルコ丸三ツ足珍味  
5×3.6㎝（150入・磁）
440円

カ082-117 
黄釉丸三ツ足珍味  
5×3.6㎝（150入・磁）
440円

ア082-127 
ヒワ筋彫角珍味  
5.5×5.5×3.3㎝（200入・磁）
480円

ア082-137 
イエロー筋彫角珍味  
5.5×5.5×3.3㎝（200入・磁）
480円

ア082-147 
ピンク筋彫角珍味  
5.5×5.5×3.3㎝（200入・磁）
480円

カ082-157 
オレンジ楓型珍味  
7×7.3×3㎝（200入・磁）
530円

カ082-167 
青磁楓型珍味  
7×7.3×3㎝（200入・磁）
530円

カ082-177 
ヒワ楓型珍味  
7×7.3×3㎝（200入・磁）
530円

チ082-187 
青白ネジリ菊型珍味  
5.8×4.1㎝（200入・磁）
390円

チ082-197 
黄ネジリ菊型珍味  
5.8×4.1㎝（200入・磁）
390円

チ082-207 
トルコネジリ菊型珍味  
5.8×4.1㎝（200入・磁）
390円

ホ082-217 
織部カメ珍味  
φ5×4㎝（120入・陶）
340円

ホ082-227 
イエロー切立丸千代口  
φ6.7×3㎝（180入・磁）
380円

ホ082-237 
青白切立丸千代口  
φ6.7×3㎝（180入・磁）
380円

ホ082-247 
トルコ切立丸千代口  
φ6.7×3㎝（180入・磁）
380円

ト082-257 
茶笹舟小付  
10.9×6.7×4.6㎝（100入・磁）
300円

ト082-267 
黒釉笹舟小付  
10.9×6.7×4.6㎝（100入・磁）
300円

ト082-277 
白マット笹舟小付  
10.9×6.7×4.6㎝（100入・磁）
300円

ホ082-287 
茶カメ珍味  
φ5×4㎝（120入・陶）
340円

チ082-297 
黄丸切立珍味  
5.4×2.6㎝（200入・磁）
290円

チ082-307 
トルコ丸切立珍味  
5.4×2.6㎝（200入・磁）
290円

チ082-317 
ヒワ丸切立珍味  
φ5.4×2.6㎝（200入・磁）
290円

ホ082-327 
白粉引こつぶ珍味  
φ6×2.7㎝（300入・磁）
320円

ホ082-337 
黒茶こつぶ珍味  
φ6×2.7㎝（300入・磁）
320円

ホ082-347 
レッドこつぶ珍味  
φ6×2.7㎝（300入・磁）
320円

イ082-357 
ヒワ珍味  
φ6×3㎝（200入・陶）
350円

イ082-367 
カエデ朱赤珍味  
6.5×5.7×2.2㎝（300入・陶）
280円

イ082-377 
カエデ桜志野珍味  
6.5×5.7×2.2㎝（300入・陶）
280円

ロ082-387 
ピンクレンゲ型珍味  
7.8×4.8×6.8㎝（100入・陶）
430円

ロ082-397 
青磁レンゲ型珍味  
7.8×4.8×6.8㎝（100入・陶）
430円

ロ082-407 
黒マットレンゲ型珍味  
7.8×4.8×6.8㎝（100入・陶）
430円

ア082-417 
すり鉢珍味  
φ6.2×2.7㎝（200入・磁）
420円

イ082-427 
ヒワ小皿  
φ6.5×1.9㎝（200入・陶）
350円

カ082-437 
ブルーコヨリミニ皿  
5.2×5.2㎝（200入・磁）
280円

カ082-447 
ホワイトコヨリミニ皿  
5.2×5.2㎝（200入・磁）
280円

カ082-457 
オレンジコヨリミニ皿  
5.2×5.2㎝（200入・磁）
280円

ロ082-467 
御深井ナス珍味  
6.4×4.7×2.4㎝（200入・陶）
300円

ロ082-477 
御深井ふぐ珍味  
5.2×4.4×2㎝（200入・陶）
300円

ロ082-487 
御深井葉型珍味  
6.4×4.5×1.5㎝（200入・陶）
300円

ロ082-497 
御深井ひらめ珍味  
5.8×4.7×2.1㎝（200入・陶）
300円
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タ083-017 
山水ぼんぼり珍味  
4.5×3.3㎝（200入・磁）（中国）
280円

タ083-027 
丸紋ぼんぼり珍味  
4.5×3.3㎝（200入・磁）（中国）
280円

タ083-037 
春秋ぼんぼり珍味  
4.5×3.3㎝（200入・磁）（中国）
280円

カ083-047 
吹墨丸三ツ足珍味（小）  
5×3.6㎝（150入・磁）
480円

ヨ083-057 
うのふ角小付 #013  
6.7×6.7×3.5㎝（120入・磁）
450円

ヨ083-067 
窯変グリーンつまみ #049  
7.7×6.3×3㎝（120入・磁）
450円

ヨ083-077 
オルジュつまみ #051  
7.7×6.3×3㎝（120入・磁）
450円

イ083-087 
黒水晶白吹タマゴ型珍味  
6×5.5×2.5㎝（300入・陶）
280円

ト083-097 
金砂 萌 珍味  
6.7×6×3㎝（200入・磁）
370円

ネ083-107 
赤鉄丸珍味 小  
φ6.5×2.8㎝（200入・磁）
250円

ネ083-117 
黄瀬戸  
φ6.1×2.5㎝（200入・磁）
210円

ネ083-127 
ゴス渦珍味  
φ6.1×2.5㎝（200入・磁）
210円

ヨ083-137 
窯変グリーンつまみ片口 #009  
8×6×3.5㎝（120入・磁）
400円

ヨ083-147 
うのふつまみ片口 #008  
8×6×3.5㎝（120入・磁）
400円

チ083-157 
ウノフ三っ足珍味（小）  
φ4.8×3㎝（200入・磁）
430円

ト083-167 
織部 こつぶ  
φ5.8×2.8㎝（100入・磁）
350円

オ083-177 
吹墨渕波カニ珍味  
6×2.7㎝（200入・磁）
550円

ト083-187 
黒鉄吹き 八角小皿  
7.5×7.2×2㎝（120入・磁）
460円

ト083-197 
黒鉄吹き 八角珍味  
6×5.8×2.6㎝（120入・磁）
460円

ト083-207 
白マット 八角小皿  
7.5×7.2×2㎝（120入・磁）
460円

ト083-217 
織部塗分け 八角珍味  
6×5.8×2.6㎝（120入・磁）
580円

オ083-227 
織部流し角鉢角千代口  
7.6×7.6×2.3㎝（150入・磁）（美濃焼）
360円

ト083-237 
白マット2.8なで角皿  
8.3×7.7×2.1㎝（100入・磁）
330円

カ083-247 
ゴールド結晶結晶三つ足鉢 小  
φ8.2×3.8㎝（120入・磁）
280円

カ083-257 
織部結晶三つ足鉢 小  
φ8.2×3.8㎝（120入・磁）
280円

ホ083-267 
織部三ツ足珍味  
8×4㎝（160入・磁）
290円

イ083-277 
ゴス流し貫入 豆皿  
φ6.5×2㎝（200入・陶）
350円

イ083-287 
茶刷毛目小皿  
φ6.5×1.9㎝（200入・陶）
350円

キ083-297 
赤白吹かまくら珍味  
7.2×4.2㎝（150入・磁）
900円

ソ083-307 
古染つる唐草 片口珍味  
6.8×5.6×3㎝（30㏄）（磁）（有田焼）
570円

ソ083-317 
古染錆唐草（赤） 片口珍味  
6.8×5.6×3㎝（30㏄）（磁）（有田焼）
570円

ソ083-327 
古染スイート 片口珍味  
6.8×5.6×3㎝（30㏄）（磁）（有田焼）
570円

ソ083-337 
古染つる唐草 正角珍味  
5.2×5×3.5㎝（50㏄）（磁）（有田焼）
570円

ソ083-347 
古染錆唐草（赤） 正角珍味  
5.2×5×3.5㎝（50㏄）（磁）（有田焼）
570円

ソ083-357 
古染スイート 正角珍味  
5.2×5×3.5㎝（50㏄）（磁）（有田焼）
570円

キ083-367 
黄白吹かまくら珍味  
7.2×4.2㎝（150入・磁）
900円

キ083-377 
黒白吹かまくら珍味  
7.2×4.2㎝（150入・磁）
900円

ロ083-387 
織部 片押豆千代口  
5.8×5.5×2.1㎝（300入・陶）
360円

ロ083-397 
黄瀬戸 片押豆千代口  
5.8×5.5×2.1㎝（300入・陶）
360円

ハ083-407 
荒波（グリーン）豆珍味（ガラス）  
6×5.3×2.5㎝（10×20入）（ガラス）
1,400円

ハ083-417 
荒波（スキ）豆珍味（ガラス）  
6×5.3×2.5㎝（10×20入）（ガラス）
1,300円

ハ083-427 
荒波（ブルー）豆珍味（ガラス）  
6×5.3×2.5㎝（10×20入）（ガラス）
1,400円

イ083-437 
益子唐草深豆皿  
φ6.2×2.5㎝（200入・陶）
280円

イ083-447 
かぶら深豆皿  
φ6.2×2.5㎝（200入・陶）
280円

イ083-457 
吉深豆皿  
φ6.2×2.5㎝（200入・陶）
280円

イ083-467 
太十草深豆皿  
φ6.2×2.5㎝（200入・陶）
280円

イ083-477 
ドットウズ深豆皿  
φ6.2×2.5㎝（200入・陶）
280円

ネ083-487 
黒刷毛ミニ皿  
7.5×1.7㎝（200入・陶）
240円

ネ083-497 
白刷毛ミニ皿  
7.5×1.7㎝（200入・陶）
240円
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キ084-017 黄釉 ナス型珍味  8.2×6.2×4.8㎝（150入・磁） 680円
キ084-027 赤釉 ナス型珍味  8.2×6.2×4.8㎝（150入・磁） 680円
キ084-037 青釉 ナス型珍味  8.2×6.2×4.8㎝（150入・磁） 680円
ワ084-047 （竹）2連珍味台  17×8×11㎝（中国） 1,800円

ホ084-117 トルコそぎ珍味  6.7×4.2㎝（140入・陶） 830円
ホ084-127 藍ブルーそぎ珍味  6.7×4.2㎝（140入・陶） 830円
ホ084-137 オレンジそぎ珍味  6.7×4.2㎝（140入・陶） 830円
ホ084-147 黒塗珍味箱  23×9×4.5㎝（80入）（木製） 1,700円

ト084-197 ヒワ雫プラチナ 珍味  7.8×6.8×4.5㎝（180入・強） 880円
ト084-207 イエロー雫プラチナ 珍味  7.8×6.8×4.5㎝（180入・強） 880円
ト084-217 レッド雫プラチナ 珍味  7.8×6.8×6.2㎝（180入・強） 880円
ト084-227 ホワイト雫プラチナ 珍味  7.8×6.8×6.2㎝（180入・強） 880円

ミ084-287 柿釉手付角珍味  7.8×5×2.6㎝（180入・磁） 860円
ミ084-297 ヒワ釉手付角珍味  7.8×5×2.6㎝（180入・磁） 860円
ミ084-307 黄釉手付角珍味  7.8×5×2.6㎝（180入・磁） 860円

ミ084-317 ヒワ釉手付丸珍味  7.5×4.5×3㎝（180入・磁） 860円
ミ084-327 柿釉手付丸珍味  7.5×4.5×3㎝（180入・磁） 860円
ミ084-337 黄釉手付丸珍味  7.5×4.5×3㎝（180入・磁） 860円

ウ084-347 紺網絵つぼつぼ小付（大）  φ5.4×4.4㎝（160入・磁） 2,850円
ウ084-357 紺網絵つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（160入・磁） 2,650円
ウ084-367 吹墨つぼつぼ小付（大）  φ5.4×4.4㎝（160入・磁） 1,250円
ウ084-377 吹墨つぼつぼ小付（小）  φ4.3×3.7㎝（160入・磁） 1,200円

ミ084-387 手造り粉引華紋（土物）木の葉小皿  12×5.8×2㎝（120入・陶） 750円
ミ084-397 手造り備前笹形珍味  12×6×2.7㎝（120入・陶） 650円
ミ084-407 手造り粉引き笹形珍味  12×6×2.7㎝（120入・陶） 650円

ヨ084-417 オルジュ 豆豆しずく #061  6.9×6.1×1.6㎝（120入・磁） 360円
ヨ084-427 うのふ 豆豆しずく #059  6.9×6.1×1.6㎝（120入・磁） 360円
ヨ084-437 窯変グリーン 豆豆しずく #060  6.9×6.1×1.6㎝（120入・磁） 360円
ヨ084-447 紫 豆豆しずく #062  6.9×6.1×1.6㎝（120入・磁） 360円

カ084-457 梅祥瑞豆小鉢  5.5×5×2.5㎝（100入・磁） 450円
カ084-467 繁ぎ紋豆小鉢  5.5×5×2.5㎝（100入・磁） 450円
カ084-477 花伊万里豆小鉢  5.5×5×2.5㎝（100入・磁） 450円
カ084-487 藍凛唐草豆小鉢  5.5×5×2.5㎝（100入・磁） 450円

カ084-497 ブルー八角小皿  8.9×8.4×1.7㎝（120入・磁） 500円
カ084-507 イエロー丸切立小皿  φ8.7×1.7㎝（120入・磁） 500円
カ084-517 チップブルー雲小皿  9.6×7.5×1.7㎝（120入・磁） 500円
カ084-527 グレー四角平小皿  8×8×1.6㎝（120入・磁） 500円
カ084-537 ブラウン丸リンカ小皿  φ8.9×1.7㎝（120入・磁） 500円
カ084-547 ヒワ丸平小皿  φ8.9×1.4㎝（120入・磁） 500円
カ084-557 ミニ九ツ切弁当  31×31×4.8㎝（20入） 10,000円

カ084-567 ネイビー楕円リンカ小皿  9.6×8.2×1.7㎝（120入・磁） 500円
カ084-577 レッド梅小皿  φ8.7×1.7㎝（120入・磁） 500円
カ084-587 ブラック四角切立小皿  8×8×1.6㎝（120入・磁） 500円
カ084-597 ミニ三ツ切弁当  30.7×10.8×4.8㎝（30入） 5,500円

キ084-607 織部 高台珍味  φ8.1×4.1㎝（120入・磁） 680円
キ084-617 ワイン 高台珍味  φ8.1×4.1㎝（120入・磁） 680円
キ084-627 ブルー 高台珍味  φ8.1×4.1㎝（120入・磁） 680円
キ084-637 アメ釉 高台珍味  φ8.1×4.1㎝（120入・磁） 680円
キ084-647 グリーン 高台珍味  φ8.1×4.1㎝（120入・磁） 680円

ミ084-157 割山椒珍味コバルト  φ6.2×4.2㎝（240入・磁） 780円
ミ084-167 割山椒珍味ピンク  φ6.2×4.2㎝（240入・磁） 780円
ミ084-177 割山椒珍味若草  φ6.2×4.2㎝（240入・磁） 780円
ミ084-187 強化ルリ吹割山椒珍味  φ6×4.2㎝（180入・強） 1,000円

ウ084-237 黒伊賀木の葉珍味  φ9×6×3.5㎝（200入） 930円
ウ084-247 黄木の葉珍味  φ8.7×5.5×3.4㎝（200入・強） 940円
ウ084-257 天竜青磁木の葉珍味  φ8.7×5.5×3.4㎝（200入・強） 940円
ウ084-267 桃釉木の葉珍味  φ8.7×5.5×3.4㎝（200入・強） 940円
ウ084-277 吹墨木の葉珍味  φ9×6×3.5㎝（200入） 700円

ロ084-057 青磁玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 580円
ロ084-067 ブルー玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 580円
ロ084-077 黄玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 580円
ロ084-087 ピンク玉彫珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 580円
ロ084-097 グリーン玉堀珍味  φ4.8×3㎝（200入・強） 580円
ロ084-107 黒塗盆  22.2×8.2×1.3㎝（100入）（木製品） 1,700円
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Mini Dish for Appetizer 珍味（セット）

ア085-017 白磁ピンク高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 470円
ア085-027 白磁ブルー高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 470円
ア085-037 白磁ホワイト高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 470円
ア085-047 白磁ヒワ高台小付  φ8×4.2㎝（160入・磁） 470円

キ085-057 黒釉プラチナ三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 890円
キ085-067 赤釉金線三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 890円
キ085-077 白磁プラチナ三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 890円
キ085-087 黄釉グリン三角小付  φ8.2×4.7㎝（120入・磁） 890円

チ085-097 トルコ笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 880円
チ085-107 イエロー笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 880円
チ085-117 ヒワ笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 880円
チ085-127 吹墨笹型小付  15.2×5.8×2.3㎝（200入・磁） 930円

カ085-137 マスタードチビ重  6.8×6.8×3.9㎝（80入・磁） 900円
カ085-147 アッシュチビ重  6.8×6.8×3.9㎝（80入・磁） 900円
カ085-157 オリーブチビ重  6.8×6.8×3.9㎝（80入・磁） 900円
カ085-167 ソーダチビ重  6.8×6.8×3.9㎝（80入・磁） 900円

タ085-177 イエロー三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 520円
タ085-187 ピンク吹三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 520円
タ085-197 ヒワ吹三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 520円
タ085-207 吹墨三ツ山珍味  φ5.5×4.3㎝（180入・磁）（中国） 520円

ミ085-217 柿釉舟型珍味  10.5×5×4.3㎝（180入・磁） 1,050円
ミ085-227 若草舟型珍味  10.5×5×4.3㎝（180入・磁） 1,050円
ミ085-237 黄釉舟型珍味  10.5×5×4.3㎝（180入・磁） 1,050円

チ085-247 トルコ菊型片口小付  7.4×6.4×4.4㎝（200入・磁） 500円
チ085-257 青白菊型片口小付  7.4×6.4×4.4㎝（200入・磁） 500円
チ085-267 黄菊型片口小付  7.4×6.4×4.4㎝（200入・磁） 500円

ロ085-277 角珍味（ヒワ）  5.6×3.8㎝（80入・磁） 440円
ロ085-287 角珍味（ローズ）  5.6×3.8㎝（80入・磁） 440円
ロ085-297 角珍味（ブルー）  5.6×3.8㎝（80入・磁） 440円

チ085-347 トルコ角浜ナシ珍味  5.8×5.8×5㎝（200入・磁） 390円
チ085-357 ひわ角浜ナシ珍味  5.8×5.8×5㎝（200入・磁） 390円
チ085-367 黄角浜ナシ珍味  5.8×5.8×5㎝（200入・磁） 390円

カ085-377 アメ釉M型珍味  6.5×3.4㎝（200入・陶） 500円
カ085-387 黒マットM型珍味  6.5×3.4㎝（200入・陶） 500円
カ085-397 白マットM型珍味  6.5×3.4㎝（200入・陶） 500円

カ085-407 青磁梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 500円
カ085-417 オレンジ梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 500円
カ085-427 黄釉梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 500円
カ085-437 ヒワ梅型珍味（小）  5×2.8㎝（200入・磁） 500円

ア085-447 Boat 白磁小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円
ア085-457 Boat ピンク小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円
ア085-467 Boat 青磁小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円
ア085-477 Boat 黄小付  12×6×5㎝（140入・磁） 500円

ア085-487 白磁笹珍味  8.7×4.5×7.3㎝（160入・磁） 580円
カ085-497 笹アミューズ（イエロー）  10.5×4.5×7.4㎝（150入・磁） 580円
カ085-507 笹アミューズヒワ  10.5×4.5×7.4㎝（150入・磁） 580円
カ085-517 笹アミューズピンク  10.5×4.5×7.4㎝（150入・磁） 580円

ロ085-527 白レンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（100入・磁） 490円
ロ085-537 黄レンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（200入・磁） 490円
ロ085-547 ルリレンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（200入・磁） 490円
ロ085-557 赤レンゲ型珍味  φ6.4×7.2×2.2㎝（200入・磁） 490円

チ085-307 天竜寺青磁丸のぞき珍味  φ6×3.2㎝（300入・磁） 500円
チ085-317 トルコ丸のぞき珍味  φ6×3.2㎝（300入・磁） 500円
チ085-327 ピンク丸のぞき珍味  φ6×3.2㎝（300入・磁） 500円
チ085-337 吹墨丸のぞき珍味  φ6×3.2㎝（200入・強） 630円
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珍味（セット） Mini Dish for Appetizer

タ086-017 コバルト角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 340円
タ086-027 ピンク角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 340円
タ086-037 黄角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 340円
タ086-047 ヒワ角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 340円
タ086-057 吹墨角珍味  5.7×5.7×3.7㎝（150入・磁）（中国） 340円

ア086-067 ブルー珍味  φ8.2×4.5㎝（120入・磁） 400円
ア086-077 茶珍味  φ8.2×4.5㎝（120入・磁） 400円
ア086-087 ピンク珍味  φ8.2×4.5㎝（120入・磁） 400円
ア086-097 イエロー珍味  φ8.2×4.5㎝（160入・磁） 400円

チ086-107 志野塗分三ツ足珍味（大）  6.2×3.8㎝（100入・磁） 480円
チ086-117 志野塗分三ツ足珍味（小）  4.8×3.8㎝（120入・磁） 430円
チ086-127 黒伊賀三ツ足珍味（大）  6.2×3.8㎝（160入・磁） 480円
チ086-137 黒伊賀三ツ足珍味（小）  4.8×3㎝（200入・磁） 430円
チ086-147 信楽三っ足珍味（大）  φ6.2×3.8㎝（200入・磁） 480円
チ086-157 信楽三っ足珍味（小）  φ4.8×3㎝（200入・磁） 430円

オ086-167 黄釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 380円
オ086-177 柿釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 380円
オ086-187 ヒワ釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 380円
オ086-197 青釉豆鉢  5.9×3.8×2.4㎝（200入・磁） 380円

カ086-207 オレンジ豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 480円
カ086-217 黄豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 480円
カ086-227 ヒワ豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 480円
カ086-237 青磁豆菊珍味  4.6×2.3㎝（200入・磁） 480円

キ086-247 コバルト割山椒珍味（大）  φ6.5×4.5㎝（160入・磁）（中国） 480円
キ086-257 ヒワ割山椒珍味（大）  φ6.5×4.5㎝（160入・磁）（中国） 480円
キ086-267 ピンク割山椒珍味（大）  φ6.5×4.5㎝（160入・磁）（中国） 480円
キ086-277 白磁アクアボール  φ6×4.5㎝（160入・磁）（中国） 340円

キ086-287 織部 豆型珍味  6.5×5.2×2.6㎝（160入・磁） 350円
キ086-297 グリーン 豆型珍味  6.5×5.2×2.6㎝（160入・磁） 350円
キ086-307 アメ釉 豆型珍味  6.5×5.2×2.6㎝（160入・磁） 350円
キ086-317 ブルー 豆型珍味  6.5×5.2×2.6㎝（160入・磁） 350円
キ086-327 ワイン 豆型珍味  6.5×5.2×2.6㎝（160入・磁） 350円

カ086-337 オリーブ2.5寸すり小鉢  φ7.7×2.8㎝（80入・陶） 580円
カ086-347 オレンジ2.5寸すり小鉢  φ7.7×2.8㎝（80入・陶） 580円
カ086-357 イエロー2.5寸すり小鉢  φ7.7×2.8㎝（80入・陶） 580円

ア086-367 黄釉三品ミニ  10.7×5.8×1.5㎝（140入・強） 840円
ア086-377 白マット三品ミニ  10.7×5.8×1.5㎝（140入・強） 840円
ア086-387 黒マット三品ミニ  10.7×5.8×1.5㎝（140入・強） 840円

ア086-397 カラー珍味 赤  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 420円
ア086-407 カラー珍味 黄  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 400円
ア086-417 カラー珍味 青磁  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 400円
ア086-427 カラー珍味 ピンク  6×5.6×4.2㎝（200入・磁） 400円

カ086-437 グリーン木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 490円
カ086-447 赤木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 490円
カ086-457 青木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 490円
カ086-467 茶木ノ葉珍味  9×2.2㎝（180入・磁） 490円

カ086-477 黄釉花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 500円
カ086-487 ヒワ花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 500円
カ086-497 青磁花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 500円
カ086-507 コバルト花型6.5㎝珍味  6.5×2㎝（200入・磁） 500円

カ086-517 三ツ組小皿（白）  7.6×2㎝（120入・陶） 830円
カ086-527 三ツ組小皿（赤）  7.6×2㎝（120入・陶） 830円
カ086-537 三ツ組小皿（グレー）  7.6×2㎝（120入・陶） 830円

カ086-547 ピンク珍味小  4.5×2.5㎝（200入・陶） 600円
カ086-557 グリーン珍味小  4.5×2.5㎝（200入・陶） 600円
カ086-567 ブルー珍味小  4.5×2.5㎝（200入・陶） 600円

チ086-577 信楽角小付  φ7.4×9.2㎝（200入・磁） 380円
チ086-587 黒伊賀小判型小付  φ9.2×7㎝（200入・磁） 380円
チ086-597 信楽小判型小付  φ9.2×7㎝（200入・磁） 380円
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ア087-017 shell 青磁珍味  7.5×7.2×2.4㎝（200入・磁） 330円
ア087-027 shell 白磁珍味  7.5×7.2×2.4㎝（200入・磁） 330円
ア087-037 shell ピンク珍味  7.5×7.2×2.4㎝（200入・磁） 330円
ア087-047 shell 黄珍味  7.5×7.2×2.4㎝（200入・磁） 330円

ア087-057 ソーダ珍味  φ5.8×3.5㎝（200入・磁） 750円
ア087-067 オリーブ珍味  φ5.8×3.5㎝（200入・磁） 750円
ア087-077 マスタード珍味  φ5.8×3.5㎝（200入・磁） 750円
ア087-087 バイオレット珍味  φ5.8×3.5㎝（200入・磁） 750円

チ087-097 青磁梅型珍味  φ5.2×4.4㎝（200入・強） 380円
チ087-107 ムラサキ梅型珍味  φ5.2×4.4㎝（200入・強） 380円
チ087-117 ヒワ梅型珍味  φ5.2×4.4㎝（200入・強） 380円

ロ087-127 さくら型珍味ピンク  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 290円
ロ087-137 さくら型珍味イエロー  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 290円
ロ087-147 さくら型珍味ホワイト  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 290円
ロ087-157 さくら型珍味ブルー  8.7×5.8×2.2㎝（100入・磁） 290円

チ087-167 吹墨菊型珍味  φ4.8×3.6㎝（200入・磁） 500円
チ087-177 ヒワ菊型珍味  φ4.8×3.6㎝（200入・磁） 340円
チ087-187 ひわ豆珍味  φ4.2×2.4㎝（300入・磁） 280円
チ087-197 トルコ菊型珍味  4.8×3.6㎝（200入・磁） 340円
チ087-207 トルコ豆珍味  φ4.2×2.4㎝（300入・磁） 280円
チ087-217 黄釉菊型珍味  4.8×3.6㎝（200入・磁） 340円
チ087-227 黄豆珍味  φ4.2×2.4㎝（300入・磁） 310円

チ087-237 トルコ菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 340円
チ087-247 ヒワ菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 340円
チ087-257 青白菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 340円
チ087-267 黄菊型豆皿  5.5×1.8㎝（400入・磁） 340円

キ087-277 ブルー 楓型珍味  6.3×5.9×2.5㎝（160入・磁） 350円
キ087-287 グリーン 楓型珍味  6.3×5.9×2.5㎝（160入・磁） 350円
キ087-297 ワイン 楓型珍味  6.3×5.9×2.5㎝（160入・磁） 350円
キ087-307 織部 楓型珍味  6.3×5.9×2.5㎝（160入・磁） 350円
キ087-317 アメ釉 楓型珍味  6.3×5.9×2.5㎝（160入・磁） 350円

ア087-327 南蛮舟珍味  5.7×5×2.2㎝（200入・磁） 430円
チ087-337 赤楕円珍味  6×5.3×2.4㎝（300入・磁） 350円
チ087-347 ブルー楕円珍味  6×5.3×2.4㎝（300入・磁） 350円
ア087-357 スーパーレッドバラ  φ6.3×2.2㎝（200入・磁） 450円

ア087-367 ホワイトローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 300円
ア087-377 ピンクローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 300円
ア087-387 ブルーローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 300円
ア087-397 イエローローズボールSS  φ6.2×2.2㎝（200入・磁） 300円

ト087-407 片口ブルー珍味  7.5×6.5×3㎝（160入・磁） 280円
ト087-417 片口白珍味  7.5×6.5×3㎝（160入・磁） 280円
ト087-427 片口ヒワ珍味  7.5×6.5×3㎝（160入・磁） 280円

ネ087-437 白花びら小付  10×6×3.8㎝（180入・磁） 400円
ネ087-447 ブルー花びら小付  10×6×3.8㎝（180入・磁） 400円
ネ087-457 ピンク花びら小付  10×6×3.8㎝（180入・磁） 400円

ロ087-467 白菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（200入・磁） 300円
ロ087-477 ルリ菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（300入・磁） 300円
ロ087-487 黄菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（300入・磁） 300円
ロ087-497 赤菊型小判珍味  7.8×6.2×2.5㎝（300入・磁） 300円

チ087-507 うのふ四ツ切珍味  6.6×4.2㎝（180入・磁） 430円
チ087-517 黒伊賀四ツ切珍味  6.7×3.8㎝（180入・磁） 390円
チ087-527 信楽四ツ切珍味  6.7×3.8㎝（180入・磁） 390円

ロ087-537 黄梅型珍味  6.2×4.4㎝（200入・磁） 340円
ロ087-547 ルリ梅型珍味  6.2×4.4㎝（200入・磁） 340円
ロ087-557 赤梅型珍味  6.2×4.4㎝（200入・磁） 340円

ロ087-567 菊型珍味（ヒワ）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 340円
ロ087-577 菊型珍味（ブルー）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 340円
ロ087-587 菊型珍味（黄）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 340円
ロ087-597 菊型珍味（ローズ）  6.3×4.4㎝（100入・磁） 340円
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松花堂 Shokado Bento Dish

ア088-017 パール四角蓋お重松花堂 10.3×10.3×1.6㎝（80入・磁）  1,350円
ア088-027 パール台形箱（1ヶのみ）お重松花堂 10.5×7×3.7㎝（80入・磁）  1,150円
ア088-037 パール四角箱お重松花堂 10.3×10.3×3.8㎝（60入・磁）  1,550円
ア088-047 パール千代口付四角箱お重松花堂 10.3×10.3×3.9㎝（40入・磁）  1,650円

ケ088-057 四つ仕切り 箱 26×6.5㎝  2,300円
ケ088-067 細縞 青 11cm薬味皿 φ11×2.6㎝（磁）  650円
ケ088-077 かすみ 白 13cm手付小鉢 13×10.2×3.8㎝（磁）  900円
ケ088-087 かすみ 青白 11cm浅角鉢 11.3×3.2㎝（磁）  1,100円
ケ088-097 ガラス製 10.5cmスタックボウル φ10.5×4.2㎝（フランス）  480円

ワ088-107 木和美.松花堂弁当（身･蓋･仕切セット） 27.3×27.3×H6.5㎝（1入）（中国）  10,630円
ケ088-117 明志野 リム角小鉢 11×3.5㎝（磁）  650円
ケ088-127 木の葉 黄緑 小皿 12×9.8×2.7㎝（磁）  950円
ケ088-137 桜雲 紫 小鉢 9.5×4㎝（磁）  1,000円
ケ088-147 飛翠 石目3.3鉢 φ11×3㎝（磁）  450円

ホ088-157 オレンジ丸紋2.0松花堂 23.6×11.3×2.8㎝（40入・磁）  2,300円 ケ088-167 四つ仕切り 箱 26×6.5㎝  2,300円
ケ088-177 金華 リム角小鉢 11×3.5㎝（磁）  600円
ケ088-187 なごり雪 石目3.3鉢 φ11×3㎝（磁）  450円
ケ088-197 青海波 青 11㎝薬味皿 φ11×2.6㎝（磁）  650円
オ088-207 角面取中丸皿 黄  11.5×11.5×1.7㎝（磁） 800円

ケ088-217 四つ仕切り 箱 26×6.5㎝  2,300円
ケ088-227 桜 桃色 浅鉢 11×3.5㎝（磁）  1,000円
ケ088-237 花笑み 黄緑 10.5㎝ボウル 10.3×3.8㎝（磁）  900円
ケ088-247 桜 白 浅鉢 11×3.5㎝（磁）  900円
ケ088-257 ガラス製 12.5㎝花びら小鉢 12.5×8.9×4㎝（中国）  600円

ホ088-267 黄菊形楕円皿 23×10.7×3㎝（40入・磁）  1,150円 ト088-277 青磁笹長角皿 22.6×11×1.2㎝（50入・磁）  1,150円 カ088-287 呉須線六ツ仕切り皿 18.9×12.7×2.3㎝（30入・磁）  2,400円

チ088-297 吹墨六品盛 24.4×16.4×3㎝（40入・磁）  3,700円 チ088-307 信楽六品仕切皿 24.6×16.6×3.2㎝（40入・磁）  3,200円 ミ088-317 黄釉 三ツ仕切 丸鉢 φ11.2×2.9㎝（120入・磁）  1,050円
ミ088-327 ヒワ釉 三ツ仕切 丸鉢 φ11.2×2.9㎝（120入・磁）  1,050円
ミ088-337 赤釉 三ツ仕切 丸鉢 φ11.2×2.9㎝（120入・磁）  1,050円
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チ089-017 黄菊型四品鉢  
11.4×2.6㎝（80入・磁） 940円

ホ089-027 赤絵花紋ピンク吹仕切鉢  
11.5×11.5×3.3㎝（75入・磁） 1,200円

カ089-037 花鳥風月四ツ仕切鉢  
11.2×11.2×3.4㎝（60入・磁） 2,200円

ネ089-047 青磁四ツ仕切鉢  
11×11×3.5㎝（80入・磁） 1,450円

ミ089-057 青地唐津赤絵四ツ切鉢  
11.1×11×3.5㎝（60入・磁） 2,050円

チ089-067 黄L鉢 11.3×11.2×3.5㎝（60入・磁）  950円
チ089-077 黄千代口 4.7×3.2㎝（200入・磁）  280円

チ089-087 志野L鉢 11.2×4.6㎝（60入・磁）  780円
チ089-097 志野千代口 φ4.8×3.4㎝（200入・磁）  250円

チ089-107 ヒワ色L鉢 11.2×11.2×3.7㎝（60入・磁）  930円
チ089-117 ヒワ色丸千代口 φ4.6×3㎝（200入・磁）  270円

チ089-127 花鳥L鉢 11×3.5㎝（60入・磁）  1,400円
チ089-137 花鳥千代口 4.7×3.2㎝（200入・磁）  380円

ツ089-147 ヒワ吹渕金L型鉢 11.5×3.2㎝（100入・磁）  1,150円
ツ089-157 ヒワ吹渕金千代口 6.1×4.8×3.2㎝（200入・磁）  430円

チ089-167 渕紺L鉢 11.3×11.2×3.5㎝（60入・磁）  900円
チ089-177 渕紺千代口 4.7×3.2㎝（200入・磁）  320円

カ089-187 白吹竜田川ひさご仕切鉢  
13×11㎝（60入・磁） 1,550円

カ089-197 白吹竜田川扇型仕切鉢  
13×14.8×3.8㎝（60入・磁） 1,550円

キ089-207 あずき釉 ナス型仕切鉢  
13.8×11×3.2㎝（80入・磁） 950円

イ089-217 白刷タタキ角仕切鉢  
11×11×3.2㎝（80入・磁） 890円

ホ089-227 プラチナラスター瓢仕切鉢  
13.8×10.8×3㎝（100入・磁） 1,200円

キ089-237 志野織部 ナス型仕切鉢  
13.8×11×3.2㎝（80入・磁） 1,150円

ツ089-247 梅型竹仕切鉢  
13.6×12×3.6㎝（80入・磁） 1,050円

ミ089-257 波千鳥瓢形小鉢  
12.9×11×3.7㎝（100入・磁） 1,150円

ホ089-267 プラチナ2ツ仕切松花堂鉢  
φ11×2.8㎝（140入・磁） 1,250円

カ089-277 赤絵京山水扇型仕切鉢  
13×14.8×3.8㎝（60入・磁） 1,550円

ト089-287 手描万暦仕切鉢  
11.2×11.2×3.8㎝（80入・磁） 1,500円

ホ089-297 吹墨ひさご鉢  
13×9×3.5㎝（80入・磁） 1,050円

オ089-307 黒油滴ひさご皿  
11.5×9.5×3.7㎝（120入・磁） 600円

オ089-317 吹ズミひさご皿  
11.5×9.5×3.7㎝（120入・磁） 600円

キ089-327 吹墨正角仕切付鉢  
11.3×3.5㎝（80入・磁） 820円

ホ089-337 ピンク吹仕切鉢  
11.5×11.5×3.3㎝（75入・磁） 590円

ツ089-347 一珍角仕切鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（80入・磁） 1,000円

ト089-357 二色十草仕切付鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（80入・磁） 1,100円

ミ089-367 織部芦仕切鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,050円
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ミ090-017 青磁ヒワ金流し平鉢  
11.2×10.8×3.5㎝（120入・磁） 1,650円

ミ090-027 織部山草花丸鉢  
φ11.2×3㎝（120入・磁） 1,400円

ト090-037 紫白吹き丸鉢  
φ11×4.1㎝（100入・磁） 1,700円

ツ090-047 万寿菊丸小鉢  
φ11.7×4㎝（80入・強） 1,750円

オ090-057 紫吹丸小鉢  
φ11.5×3.7㎝（100入・強） 1,350円

ト090-067 手まり丸鉢  
φ10.6×3.5㎝（100入・磁） 1,400円

カ090-077 銀彩コバルト巻鉄鉢  
φ10.5×4.3㎝（80入・磁） 1,350円

カ090-087 金彩オレンジ巻鉄鉢  
φ10.5×4.3㎝（80入・磁） 1,350円

カ090-097 白吹竜田川丸鉢  
φ11×4.4㎝（80入・磁） 1,550円

ト090-107 朱巻剣十草 丸小鉢  
φ11.5×4㎝（120入・磁） 1,550円

オ090-117 あけぼの丸小鉢  
φ11.6×3.8㎝（100入・磁） 1,360円

カ090-127 赤楽丸鉢  
φ11.5×3.4㎝（80入・磁） 950円

ミ090-137 黒釉桜花丸鉢  
φ11.2×4.2㎝（120入・磁） 1,200円

ミ090-147 手書き花つなぎ丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 1,450円

ト090-157 二色たこ唐草丸小鉢  
φ10.7×4㎝（100入・磁） 1,150円

チ090-167 万暦丸鉢  
φ11×3.5㎝（120入・磁） 1,250円

ア090-177 春秋鉄鉢小鉢  
φ11×4㎝（80入・磁） 1,300円

オ090-187 武蔵野丸小鉢  
φ11.4×3.7㎝（100入・強） 1,400円

ア090-197 若草金彩3.8鉢  
φ11.5×3.7㎝（60入・磁） 1,500円

ツ090-207 手描き織部丸皿  
φ11×3㎝（100入・陶） 1,400円

ミ090-217 花かご平鉢  
11.3×10.6×3.6㎝（100入・磁） 1,280円

ツ090-227 ヒワ吹渕金丸小鉢  
φ11.2×3.1㎝（100入・磁） 1,150円

ロ090-237 トルコ菊型鉢  
φ11×3.5㎝（80入・強） 1,200円

カ090-247 灰釉流丸鉢  
11×3.2㎝（80入・磁） 1,250円

ツ090-257 渕金花型小鉢（コバルト）  
φ11.2×3.7㎝（120入・磁） 1,050円

ミ090-267 青釉丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 880円

ミ090-277 ヒワ見込白丸小鉢  
11.2×4.5㎝（120入・磁） 1,050円

ミ090-287 赤釉丸鉢  
φ11.3×4.4㎝（120入・磁） 880円

ツ090-297 青チタン3.3小鉢  
φ11×4.3㎝（100入・陶） 1,060円

ツ090-307 天目流3.3丸鉢  
φ11×4.3㎝（100入・陶） 1,060円
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ツ091-017 黄花型小鉢  
φ11.2×3.7㎝（120入・磁） 920円

ホ091-027 サビ流し松花堂鉢  
φ10.5×3.8㎝（100入・磁） 340円

ト091-037 花回し丸鉢  
φ11.3×3.2㎝（100入・磁） 1,300円

ミ091-047 手書きぶどう丸鉢  
φ11.2×4.2㎝（120入・磁） 1,050円

ミ091-057 黄釉グリーン流六ツ山小鉢  
φ11×3.1㎝（120入・磁） 1,050円

ロ091-067 黄菊型鉢  
φ11×3.5㎝（80入・強） 1,200円

ツ091-077 美濃伊賀3.3丸小鉢  
φ11×4.3㎝（100入・陶） 1,200円

ツ091-087 渕金花型小鉢（白）  
φ11.2×3.7㎝（120入・磁） 1,050円

ホ091-097 黒マット渕錆松花堂丸鉢  
φ11.2×4.2㎝（120入・磁） 1,150円

ツ091-107 柿釉見込福丸小鉢  
φ11.2×4.3㎝（100入・磁） 980円

ツ091-117 白マット織部流し平鉢  
φ11.5×10.9×4㎝（100入・磁） 1,000円

ツ091-127 オレンジ釉鉄鉢型小鉢  
φ10.8×4.5㎝（100入・磁） 920円

ツ091-137 イエロー鉄鉢型小鉢  
φ10.8×4.4㎝（100入・磁） 900円

ツ091-147 トルコ釉鉄鉢型小鉢  
φ10.8×4.5㎝（100入・磁） 920円

カ091-157 紫玉割  
φ11.8×4㎝（100入・強） 800円

ア091-167 黄釉ボール（松花堂兼用）  
φ11.5×3.5㎝（60入・磁） 950円

ホ091-177 黄色唐草彫丸鉢  
φ11×3.2㎝（100入・磁） 840円

チ091-187 オレンジ丸鉢  
φ11×3.5㎝（60入・磁） 880円

ア091-197 手描き赤絵万暦11.5㎝鉢  
φ11.5×4㎝（80入・磁） 820円

チ091-207 ブルー丸鉢（大）  
φ11×3.5㎝（120入・磁） 870円

ア091-217 手描き赤絵花紋小鉢  
φ11.5×4㎝（80入・磁） 750円

チ091-227 志野丸鉢  
φ11×3.5㎝（120入・磁） 700円

ネ091-237 若草3.3ボール  
φ10.7×4㎝（120入・磁） 700円

ネ091-247 青磁3.3ボール  
φ10.7×4.2㎝（120入・磁） 600円

ホ091-257 ゴス流し松花堂鉢  
φ10.5×3.7㎝（120入・磁） 340円

カ091-267 黄彩花紋菊型3.5鉢  
φ10.5×4㎝（80入・磁） 440円

カ091-277 藍丸紋菊型3.5鉢  
φ10.5×4.2㎝（100入・磁） 420円

ア091-287 アミ丸小鉢（松花堂兼用）  
φ11.4×4㎝（100入・磁） 330円

カ091-297 菊花桃八重菊3.5皿  
φ11.6×2.8㎝（80入・磁） 550円

ホ091-307 トルコ菊型松花堂平鉢  
φ11.4×3.5㎝（100入・磁） 840円
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ミ092-017 マロン吹木の葉皿  
12.5×11.8×3.8㎝（120入・磁） 1,150円

ツ092-027 ヒワ釉金銀彩とじめ小鉢  
11.5×10.8×3㎝（80入・磁） 1,200円

ツ092-037 ピンク吹貝型小鉢  
11.8×11.4×4㎝（100入・磁） 1,100円

カ092-047 高麗重ね楓小鉢  
13×11×3㎝（100入・磁） 1,300円

ツ092-057 ヒワ吹重ね楓小鉢  
13×10×3.5㎝（100入・磁） 1,150円

ミ092-067 ピンクラスター葵鉢  
12.2×11.7×4.2㎝（120入・磁） 1,480円

ミ092-077 ヒワラスター葵鉢  
12.2×11.7×4.2㎝（120入・磁） 1,480円

カ092-087 灰釉流あおい鉢  
12×11.5×4.5㎝（80入・磁） 1,250円

イ092-097 ぎやまん利休織部3.5丸皿  
10.8×2.1㎝（100入・磁） 1,600円

ト092-107 マロン吹四ツ山小鉢  
10.7×10.7×4.7㎝（100入・磁） 1,300円

カ092-117 緑釉黄流山帰来小鉢  
11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,150円

ミ092-127 赤釉椿花形鉢  
φ11.2×3.2㎝（120入・磁） 1,100円

ミ092-137 赤グリン線桜型小鉢  
11.2×3.4㎝（150入・磁） 1,600円

ミ092-147 柿釉白吹桜型小鉢  
11.2×3.5㎝（150入・磁） 1,150円

ト092-157 渕金吹墨桜型小鉢  
φ11.3×3.3㎝（100入・磁） 1,700円

カ092-167 赤筋入六ツ山小鉢  
11×3.2㎝（100入・磁） 1,300円

ツ092-177 マロン吹ひさご型小鉢  
11.2×11.2×3.1㎝（100入・磁） 1,100円

ト092-187 若芽ひさご鉢  
12.4×11×2.8㎝（100入・磁） 1,100円

チ092-197 トルコ桔梗型平鉢  
10.5×3.5㎝（120入・磁） 800円

イ092-207 ぎやまん茄子紺3.5丸皿  
10.8×2.1㎝（100入・磁） 1,600円

イ092-217 ぎやまん漆ブラウン3.5丸皿  
10.8×2.1㎝（100入・磁） 1,600円

ア092-227 金彩梅皿  
φ11×2.4㎝（120入・磁） 1,400円

ミ092-237 蓮紫小皿  
φ11.5×2.5㎝（150入・磁） 1,000円

テ092-247 茶釉備前吹八手松花堂  
13×10.8×3.3㎝（100入・磁） 1,050円

チ092-257 志野六角鉢  
10×3.6㎝（120入・磁） 580円

ネ092-267 黒マット刷毛十二角菊型皿  
φ11.5×4.3㎝（80入・磁） 1,080円

ネ092-277 吹墨十二角菊型皿  
φ11.5×4.3㎝（80入・磁） 1,000円

カ092-287 ヒワ吹四方押鉢  
11.5×11.5×3㎝（100入・強） 1,200円

カ092-297 黄磁四方押小鉢  
11.5×11.5×3㎝（100入・強） 1,200円

カ092-307 オレンジ吹四方押鉢  
11.5×11.5×3㎝（100入・強） 1,200円
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ネ093-017 糸巻き小鉢  
11.5×3.8㎝（120入・磁） 1,450円

カ093-027 白吹竜田川ひさご鉢  
11.4×11.2×3.2㎝（80入・磁） 1,550円

ト093-037 オレンジ吹貝型小鉢  
11.5×12×4㎝（100入・磁） 1,150円

カ093-047 黄釉八角皿  
12×11.5×2.5㎝（120入・磁） 1,100円

ミ093-057 青釉ソギ 角鉢  
11.2×11.2×3.5㎝（100入・陶） 1,170円

ホ093-067 プラチナ3ツ仕切松花堂鉢  
φ11.2×2.7㎝（140入・磁） 1,250円

ト093-077 アカネ 縄目正角皿（小）  
11×11×3㎝（120入・磁） 830円

ミ093-087 織部山草花角鉢  
11.2×11.2×3.5㎝（120入・磁） 1,400円

ツ093-097 渕金ピンク桜型小鉢  
11.5×4.5㎝（100入・磁） 1,100円

ツ093-107 渕金コバルト桜型小鉢  
11.4×4.4㎝（100入・磁） 1,100円

チ093-117 吹墨桔梗型平鉢  
10.5×3.5㎝（120入・磁） 750円

カ093-127 赤絵京山水四ツ山鉢  
11.9×11.9×4.5㎝（80入・磁） 1,500円

チ093-137 ヒワカエデ型平鉢  
11.4×11×3㎝（100入・強） 670円

チ093-147 トルコカエデ平鉢  
11.2×11×3.2㎝（100入・強） 670円

オ093-157 面取角小鉢 黄  
11.8×11.8×3.5㎝ 800円

ロ093-167 白釉緑線 スミ切浅小鉢  
11.8×11.8×3.5㎝（80入・磁） 920円

ロ093-177 黄 スミ切浅小鉢  
11.8×11.8×3.5㎝（80入・磁） 920円

ツ093-187 イエロー吹桜型小鉢  
11.4×4.4㎝（120入・磁） 920円

テ093-197 茶釉備前吹六角松花堂  
11.2×10.2×3.6㎝（100入・磁） 1,050円

テ093-207 茶釉備前吹四角松花堂  
11×11×3.5㎝（100入・磁） 1,050円

ツ093-217 巻貝型小鉢  
11.4×11.4×3.8㎝（80入・磁） 1,100円

チ093-227 トルコ舟型平鉢  
10.8×3.3㎝（100入・強） 750円

ア093-237 笹ざる型小鉢  
10.5×10.5×3.7㎝（100入・磁） 780円

ト093-247 青磁ざる型小鉢  
11×11×3.3㎝（80入・磁） 950円

ホ093-257 黄花型松花堂小鉢  
φ10.7×3.5㎝（100入・磁） 800円

ア093-267 若草（松花堂兼用）角小鉢  
10.5×10.5×3.9㎝（80入・磁） 460円

オ093-277 角面取中丸皿 トルコ  
11.5×11.5×1.7㎝ 800円

ト093-287 ブルーオニオン小鉢  
11.2×11.2×3.8㎝（100入・磁） 700円

ア093-297 フヨウ平小鉢  
φ11.2×3.7㎝（120入・磁） 500円

ミ093-307 縞十草 丸鉢  
φ11×2.6㎝（120入・磁） 650円
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ホ094-017 ブルーパール松花堂角鉢  
10.3×10.3×4㎝（70入・磁） 1,500円

ホ094-027 ピンクパール松花堂角鉢  
10.3×10.3×4㎝（70入・磁） 1,500円

オ094-037 武蔵野花四角小鉢  
11.3×11.3×3.1㎝（100入・強） 1,850円

ホ094-047 プラチナ四角松花堂鉢  
11×11×3.8㎝（80入・磁） 1,550円

カ094-057 加茂川四角小鉢  
11.3×11.3×3.3㎝（80入・強） 2,150円

ミ094-067 オリベ くし目正角皿  
11.5×11.5×4㎝（80入・陶） 1,400円

ミ094-077 火色 くし目正角皿  
11.5×11.5×4㎝（80入・陶） 1,400円

ツ094-087 手描き織部角小鉢  
11.5×11.5×3.8㎝（60入・陶） 2,300円

チ094-097 赤金彩角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,400円

チ094-107 グリーン金彩角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,400円

チ094-117 錦ススキ角鉢  
11.4×11.4×3.6㎝（60入・磁） 1,350円

ツ094-127 染錦見込小花角鉢  
11.4×11.4×3.5㎝（100入・磁） 1,200円

チ094-137 花鳥角鉢  
11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,350円

ミ094-147 渕赤角鉢  
11.5×11.5×3.6㎝（100入・磁） 1,080円

イ094-157 赤絵花四角鉢  
11.3×11.3×3.5㎝（80入・磁） 1,450円

ロ094-167 赤絵千鳥角鉢  
11.4×4㎝（80入・磁） 1,090円

ロ094-177 染付千鳥松花堂  
11.4×4㎝（80入・磁） 1,060円

ホ094-187 オレンジ花角鉢  
11.6×11.6×3.4㎝（80入・磁） 1,260円

カ094-197 灰釉流四折鉢  
11.3×11.3×3.3㎝（80入・磁） 1,250円

チ094-207 トルコ角鉢  
11.4×3.6㎝（100入・磁） 910円

チ094-217 桔梗角鉢  
11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,200円

ミ094-227 織部芦角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 1,050円

カ094-237 白吹竜田川角鉢  
11.5×11.5×3.6㎝（80入・磁） 1,550円

ホ094-247 新唐草角松華堂鉢  
11×11×3.8㎝（80入・磁） 900円

チ094-257 志野角鉢  
11.4×3.6㎝（100入・磁） 740円

ホ094-267 赤絵花紋正角深皿（松花堂）  
11.3×11.3×2.4㎝（100入・磁） 1,250円

ト094-277 山水 角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（90入・磁） 980円

ホ094-287 粉引松花堂角鉢  
11×11×3.5㎝（80入・磁） 600円

カ094-297 赤楽正角鉢  
11.3×11.3×3.4㎝（80入・磁） 980円

ホ094-307 ピンク吹松花堂角鉢  
11.5×11.5×3.5㎝（100入・磁） 520円
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ミ095-017 秋草金タタキ正角皿  
11.4×11.4×1.1㎝（120入・磁） 1,550円

ミ095-027 金彩グリン交趾正角皿  
11.4×11.4×1.1㎝（120入・磁） 2,050円

カ095-037 白吹竜田川角皿  
11.2×11.2×1.1㎝（80入・磁） 1,550円

ミ095-047 黒釉春秋正角皿  
11.5×11.5×2.3㎝（120入・磁） 2,000円

ミ095-057 流し十草四方皿  
11.4×11.4×2.3㎝（120入・磁） 1,550円

カ095-067 グリーン吹き角四方皿  
11.4×11.4×2.5㎝（80入・磁） 1,650円

ト095-077 ヒスイ 市松正角皿  
10×10×2.3㎝（120入・磁） 880円

ミ095-087 青白金彩正角皿  
11.5×11.5×2.3㎝（120入・磁） 1,650円

ミ095-097 手造り灰釉ソギ角皿  
11.5×11.5×2㎝（100入・陶） 1,400円

ミ095-107 手造り備前渕上り皿  
11.8×11.8×3.7㎝（120入・陶） 1,500円

カ095-117 黒釉吹墨四方上り皿  
11×11×3㎝（80入・磁） 1,350円

ホ095-127 ブルーパール松花堂角皿  
10.3×10.3×1.8㎝（100入・磁） 1,250円

ツ095-137 ヒワ吹渕金正角皿  
11.2×2.3㎝（100入・磁） 1,150円

ミ095-147 手書きぶどう四方皿  
11.4×11.4×2.3㎝（120入・磁） 1,080円

ミ095-157 渕サビグリーン吹正角皿  
11.4×11.4×2.5㎝（120入・磁） 1,050円

ト095-167 スカイ 縄目正角皿（小）  
11×11×3㎝（120入・磁） 830円

ロ095-177 はるかぜ 4寸角小鉢  
10.9×10.9×3㎝（100入・陶） 770円

ア095-187 プラチナリムトレーS  
11×11×2㎝（120入・磁） 930円

ツ095-197 渕グリーン角皿  
11×2.3㎝（100入・磁） 1,150円

ロ095-207 融雪 4寸角小鉢  
10.8×10.8×3.2㎝（100入・陶） 770円

イ095-217 青白磁4.0角皿  
11×11×2.2㎝（80入・磁） 890円

ホ095-227 備前吹き松花堂角皿  
11.3×11.3×1.7㎝（100入・陶） 860円

ホ095-237 青白磁正角深皿（松花堂）  
11.3×11.3×2.4㎝（100入・磁） 650円

ト095-247 オリベ 市松正角皿  
10×10×2.3㎝（100入・磁） 880円

ト095-257 桜吹クシ目 松花堂角鉢  
10.5×10.5×4㎝（100入・磁） 530円

ト095-267 青磁笹角皿  
11.6×11×1.2㎝（120入・磁） 600円

ア095-277 白11.5㎝正角皿  
11.4×11.4×2.5㎝（100入・磁） 750円

ア095-287 粉引（松花堂兼用）角小皿  
10.8×10.8×2.2㎝（80入・磁） 500円

ア095-297 備前吹（松花堂兼用）角小皿  
10.8×10.8×2.2㎝（80入・磁） 500円

ネ095-307 正角市松皿 青白磁  
11×11×2㎝（100入・磁） 900円
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キ096-017 金彩黒油滴平蓋向  
φ17.1×9.1㎝（30入・強） 4,850円

キ096-027 ヒワグリーンラスター平蓋向  
φ17.1×9.1㎝（30入・強） 4,650円

ホ096-037 金巻花ちらし蓋向付  
φ16.5×8.5㎝（32入・磁） 3,800円

ツ096-047 錦丸紋ひさご蓋向  
φ16.6×9.5㎝（30入・磁） 2,600円

キ096-057 マロン吹銀彩平蓋向  
φ17.1×9.1㎝（30入・強） 5,200円

ホ096-067 ヒスイ金松蓋向  
φ16.5×8.5㎝（32入・磁） 4,500円

ア096-077 二色吹き蓋向  
φ16.5×8.8㎝（300入・強） 3,600円

ロ096-087 緑彩平蓋向  
φ16.7×9.5㎝（40入・強） 3,040円
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ツ097-017 ダミ金クロス 角蓋物  
14.5×14.5×8.5㎝（30入・磁） 4,800円

ミ097-027 古染古花角鉢  
15×12.5×8.2㎝（30入・磁） 2,300円
ミ097-037 木蓋  
16×13.5㎝（300入） 950円

ミ097-047 小槌蓋物  
16.5×9.4×8.3㎝（30入・磁） 4,250円

ミ097-057 錦曙蓋向  
φ14×9㎝（30入・磁） 3,400円

ミ097-067 藤の花蓋向  
φ14×9.3㎝（30入・磁） 4,250円

ミ097-077 三色交趾角蓋物  
17.5×8.5×7.5㎝（20入・磁） 4,350円

ミ097-087 朱塗り金箔まゆ形蓋物  
13.5×10×7㎝（40入・磁） 3,550円

ユ097-097 古染唐草蓋向  
φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 1,980円

カ097-107 白吹竜田川7.0骨むし  
φ21×11.6㎝（20入・磁） 6,700円

ツ097-117 染錦あけぼの菊7.0鯛むし φ21.2×9.6㎝（30入・磁）  5,450円
ツ097-127 染錦あけぼの菊蓋向（大） φ16.7×9.5㎝（40入・磁）  3,200円
ツ097-137 染錦あけぼの菊蓋向（小） φ16×8.8㎝（40入・磁）  2,750円

ツ097-147 十草赤丸紋7.0骨むし  
φ21.2×10㎝（30入・陶） 6,350円
ツ097-157 十草赤丸紋平蓋向  
16×8.7㎝（40入・陶） 4,000円

ツ097-167 錦華陽紋8.0骨むし  
φ24.3×12.5㎝（20入・磁） 11,000円
ツ097-177 錦華陽紋7.0骨むし  
φ21.5×10㎝（30入・磁） 7,000円
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むし碗

天皿・
とんすい

蓋向 Lidded Bowl

ミ098-017 珱珞交趾紋平蓋向  
φ15.3×7.8㎝（30入・磁） 6,700円

ミ098-027 高麗砂目松葉蓋向  
φ13.8×7.5㎝（30入・磁） 3,900円

ミ098-037 花唐草4.5蓋向  
φ14×5.5㎝（40入・磁） 2,950円

ホ098-047 吉祥蓋向  
φ15×8.4㎝（40入・強） 3,980円

ネ098-057 金緑彩蓋向  
φ13.3×8.3㎝（60入・陶） 5,250円

ロ098-067 彩光ライラック 蓋向  
16.7×9㎝（40入・強） 5,780円

ト098-077 赤彩交趾蓋向  
φ13.3×7.6㎝（40入・磁） 5,200円

カ098-087 みちのく蓋向  
φ13.3×8.7㎝（40入・磁） 4,800円

ア098-097 友禅菊蓋向  
φ14.3×8㎝（400入・強） 5,000円

ロ098-107 上絵唐草花 蓋向  
14.4×8㎝（40入・強） 4,520円

カ098-117 赤絵京山水蓋向  
φ13.5×8.8㎝（40入・強） 4,400円

テ098-127 華七宝蓋向付  
φ13×8.2㎝（30入・陶） 5,300円

ア098-137 間取金菊蓋向  
16.3×8.5㎝（30入） 4,000円

ア098-147 岩牡丹蓋向  
16.2×8.5㎝（30入） 3,600円

ホ098-157 ブルー吹平蓋向  
φ13.4×7.2㎝（60入・強）（中は白色） 3,600円

ト098-167 万歴手描き 蓋向付  
φ14.5×8㎝（40入・強） 3,800円

ホ098-177 ヒワ吹蓋向  
φ16.5×8.5㎝（32入・磁） 4,500円

ホ098-187 花型はなやぎ円菓子碗（渕サビ･大）  
14×8㎝（40入・磁） 3,500円

ツ098-197 オレンジ巻グリン吹京型蓋向  
φ14.4×8㎝（40入・強） 4,400円

ネ098-207 流水角蓋物  
12.5×12.5×8.5㎝（30入・磁） 3,050円
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天皿・
とんすい

Lidded Bowl 蓋向

ミ099-017 黒オリベ 手造り丸フタ物  
12.5×7.5㎝（40入・陶） 3,250円

ミ099-027 備前風 正角蓋物  
10.5×10.5×6.5㎝（50入・陶） 4,100円

ミ099-037 黒オリベ 正角蓋物  
10.5×10.5×6.5㎝（50入・陶） 4,100円

ミ099-047 十文字小花長角鉢  
12.5×8.5×6.5㎝（30入・磁） 2,700円
ミ099-057 段付木蓋  
13.5×9.5㎝（300入） 580円

オ099-067 青釉大江戸角蓋付鉢  
11.7×11.7×9.5㎝（60入・磁）（美濃焼） 4,500円

ミ099-077 ヒワ吹朱紋角煮物碗  
11.8×11.8×9.2㎝（40入・磁） 3,900円

ミ099-087 染付木の実角型煮物碗  
11.8×11.8×9.2㎝（40入・磁） 3,800円

オ099-097 二色一珍ラスター角蓋付鉢  
11.7×11.7×9.5㎝（60入・磁）（美濃焼） 4,500円

カ099-107 ハポンリドウボール  
φ11.2×9.7㎝（60入・磁） 1,650円

ホ099-117 紺十草かさ型円菓子碗  
φ10.2×10㎝（60入・磁） 3,850円

ホ099-127 ピンク菊かさ型円菓子碗  
φ10.2×10㎝（60入・磁） 3,850円

ミ099-137 パール傘形円菓子碗  
φ11×9㎝（30入・磁） 2,950円

ミ099-147 ピンク一珍丸形蓋物  
φ10.4×8㎝（40入・磁） 3,400円

ロ099-157 ラスター華  々蓋向  
13.4×7.6㎝（40入・強） 4,440円

ウ099-167 金彩丸蓋物  
φ9.8×9.4㎝（40入・磁） 2,630円

ウ099-177 ラスター彩丸型蓋向  
φ10×9.5㎝（40入・磁） 3,550円

ロ099-187 彩り水玉角煮物碗  
10×10×7.5㎝（40入・強） 2,030円

ロ099-197 黄輝角煮物碗  
10×10×7.5㎝（40入・強） 2,030円

ミ099-207 粉引芦4.5蓋物  
φ12.7×11.8㎝（30入・陶） 3,000円

ア099-217 南蛮織部蓋物  
φ14×9㎝（40入・強） 3,300円
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テ100-017 紫雲海煮物碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,500円

テ100-027 手描赤絵菊円菓子碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,500円

ネ100-037 三島手蓋物  
φ12×10㎝（30入・陶） 7,400円

キ100-047 緑とちり煮物碗  
φ12×10㎝（60入・磁） 5,250円

ミ100-057 曙金彩煮物碗  
φ13×8.9㎝（40入・磁） 3,150円

ミ100-067 黄花万暦煮物碗  
φ12×8.3㎝（30入・磁） 3,950円

ウ100-077 緑金駒筋蓋向  
φ12.4×8.6㎝（40入・強） 4,700円

ア100-087 銀彩黄交趾円菓子碗  
φ12×8.5㎝（40入・磁） 5,200円

テ100-097 緑雲海煮物碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,500円

ウ100-107 赤絵花鳥蓋向  
φ11.3×7.8㎝（50入・強） 4,700円

ア100-117 錦宝来円菓子碗  
φ11.9×8㎝･身11.9×6.2㎝（40入・強） 4,700円

タ100-127 四季の花毛料蓋物  
φ12×9㎝（40入・磁）（有田焼） 6,050円

ツ100-137 金彩春秋煮物碗  
φ10.5×9.5㎝（40入・磁） 4,300円

カ100-147 加茂川円菓子碗  
φ11.8×9.5㎝（40入・強） 4,600円

カ100-157 白吹竜田川煮物碗  
φ11.2×10.2㎝（40入・強） 4,700円

ウ100-167 金彩扇蓋向  
φ11.7×8㎝（50入・強） 4,230円

テ100-177 紺一珍銀彩円菓子碗  
φ12.2×10㎝（30入・強） 4,500円

テ100-187 朱雲海煮物碗  
φ12×9.5㎝（30入・強） 4,500円

ミ100-197 赤釉 金吹煮物碗  
φ11.5×9.2㎝（40入・磁） 3,200円

ツ100-207 萬月金月花菓子碗（小）  
φ10.5×9.3㎝（40入・磁） 3,850円
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珍　味
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むし碗

天皿・
とんすい

Lidded Bowl 円菓子碗

キ101-017 紫とちり煮物碗  
φ12×10㎝（60入・磁） 5,250円

ツ101-027 錦華陽紋円菓子碗  
φ12×10.5㎝（40入・磁） 3,450円

ツ101-037 錦丸紋ひさご円菓子碗  
φ12.3×10.5㎝（40入・磁） 2,900円

ミ101-047 花唐草煮物碗  
φ12.5×8㎝（30入・磁） 3,000円

ミ101-057 一珍牡丹煮物碗  
φ12.4×10.6㎝（30入・磁） 2,580円

ロ101-077 緑彩円菓子碗  
φ12.2×9.4㎝（40入・強） 3,010円

ロ101-087 錦草花円菓子碗  
φ12.6×10.3㎝（40入・磁） 2,460円

ト101-097 青呉須面取 蓋物  
φ10.2×9㎝（60入・磁） 3,700円

ロ101-107 金唐草円菓子碗  
φ11.5×7.5㎝（40入・強） 4,620円

ミ101-117 クリーム釉 円菓子碗  
φ10.7×10.5㎝（40入・磁） 3,600円

ツ101-127 オレンジ巻グリーン吹京型円菓子碗  
φ11.9×8.2㎝（40入・強） 4,400円

ホ101-137 武蔵野円菓子碗  
φ11.8×7.8㎝（40入・強） 4,400円

ミ101-147 ラスター花散らし 煮物碗  
φ11.8×8.8㎝（40入・磁） 3,250円

ト101-157 万歴手描き 円菓子碗  
φ12×8㎝（50入・強） 3,700円

ミ101-167 高麗しだれ梅一ヶ碗  
φ12.2×8.8㎝（30入・磁） 3,750円

ミ101-177 高麗渕グリン花彫煮物碗  
φ12.4×8.3㎝（40入・磁） 3,750円

ミ101-187 ほたる草 円菓子碗  
φ11.8×8㎝（40入・磁） 3,000円

タ101-197 万歴蓋物  
φ12×8.9㎝（40入・磁）（有田焼） 3,690円

ホ101-207 吉祥円菓子碗  
φ11.8×8.5㎝（40入・強） 3,800円

ミ101-217 ピンク白吹煮物碗  
φ11.5×9.5㎝（30入・磁） 3,250円

ミ101-227 風月円菓子碗  
φ12×8.3㎝（40入・磁） 3,450円

ミ101-237 鉄砂松竹梅煮物碗  
φ12.4×8㎝（30入・磁） 3,400円

ト101-247 ルリ巻き反型円菓子碗  
φ12.7×8.8㎝（50入・磁） 2,400円

ウ101-067 金彩丸紋反蓋向  
φ10×8㎝（50入・強） 2,430円
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ツ102-017 錦古伊万里円菓子碗  
φ12.7×10.8㎝（40入・磁） 3,300円

ト102-027 水玉二色吹菓子碗  
φ12×8㎝（40入・磁） 3,000円

ト102-037 ピンク紺吹菓子碗  
φ12×8㎝（40入・磁） 3,300円

ト102-047 二色紺吹菓子碗  
φ12×8㎝（40入・磁） 3,300円

ロ102-057 古染山水円菓子碗  
13×8.6㎝（40入・陶） 1,800円

ア102-067 手描き紅梅円菓子碗  
φ12×8㎝（40入・強） 5,500円

ミ102-077 益子水草 煮物碗  
φ13.8×9.5㎝（50入・陶） 2,050円

ホ102-087 赤絵みのり円菓子碗  
φ11.8×7.8㎝（40入・強） 3,700円

ホ102-097 グリーン吹煮物碗（小）  
φ11.2×8.8㎝（40入・強）（中は白色） 3,300円

ツ102-107 萬月金月花玉むし碗  
φ9.5×8.5㎝（40入・磁） 2,850円

ネ102-117 流水丸型蓋物 小  
φ11×10.5㎝（30入・磁） 2,750円

ネ102-127 粉引刷毛煮物碗  
φ13.3×6.2㎝（60入・陶） 3,300円

ト102-137 錦梅花円菓子碗  
φ11.8×8.2㎝（40入・磁） 4,100円

ツ102-147 藍華煮物碗  
φ11.5×9.5㎝（30入・陶） 2,700円

ネ102-157 赤絵花鳥円菓子碗  
φ12×9㎝（60入・陶） 3,300円

ネ102-167 唐草円菓子碗  
φ12×9㎝（60入・陶） 3,300円

ア102-177 赤絵円菓子碗  
φ12.2×10㎝（強） 3,000円

ツ102-187 乾山赤絵煮物碗  
φ13.5×7.5㎝（40入・陶） 2,800円

ロ102-197 茶筋煮物碗  
φ12.7×8.4㎝（50入・陶） 1,740円

ア102-207 obi 円菓子  
φ12×8.7㎝（40入・磁） 4,600円

ホ102-217 イエロー反円菓子碗（大）内白  
φ13×8.5㎝（40入・磁）（中は白色） 2,300円
ホ102-227 イエロー反円菓子碗（小）内白  
φ11×8㎝（50入・磁）（中は白色） 2,050円

ホ102-237 鉄砂反型円菓子碗（大）  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 2,100円
ホ102-247 鉄砂反型円菓子碗（小）  
φ11×8㎝（50入・磁） 1,850円

ト102-257 青白錆巻反 円菓子碗（大）  
φ13×9.5㎝（50入・磁） 1,950円
ト102-267 青白錆巻反 円菓子碗（小）  
φ11×7.6㎝（60入・磁） 1,750円

ト102-277 ヒスイ錆巻反 円菓子碗（大）  
φ13×9.5㎝（50入・磁） 1,950円
ト102-287 ヒスイ錆巻反 円菓子碗（小）  
φ11×7.6㎝（60入・磁） 1,750円
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ミ103-017 釉裏紅青磁円菓子碗  
φ11.4×9㎝（30入・磁） 2,400円

ツ103-027 梨地サビ十草反蓋物  
φ11.5×9㎝（50入・陶） 3,300円

ミ103-037 ゴス十草片口スリ目蓋付鉢  
11.5×11.2×10.8㎝（36入・陶） 3,050円

ミ103-047 黒伊賀十草煮物碗  
φ12.8×9.7㎝（30入・磁） 1,950円

ホ103-057 唐草角円菓子碗  
12×10㎝（40入・磁） 2,100円

ホ103-067 ヒスイ金松円菓子碗  
φ11×10㎝（40入・磁） 3,300円

ホ103-077 美濃路円菓子碗  
φ11×10㎝（40入・磁） 2,400円

テ103-087 緑雲銀巻煮物碗  
φ11×10㎝（30入・磁） 3,100円

ホ103-097 ヒワ吹円菓子碗  
φ11×10㎝（40入・磁） 3,100円

テ103-107 雲金巻煮物碗  
φ11×10㎝（30入・磁） 3,100円

ミ103-117 粉引赤絵花煮物碗  
φ12.9×9.3㎝（30入・磁） 2,850円

キ103-127 マロン吹銀彩円菓子碗  
φ11.1×9.3㎝（60入・強） 3,750円

ネ103-137 吹墨姫碗  
φ12.3×7.5㎝（30入・磁） 2,100円

ツ103-147 二色白吹煮物碗  
11.5×9.5㎝（40入・磁） 3,050円

ミ103-157 黒釉ルリ流し円菓子碗  
φ11.4×9㎝（30入・磁） 2,400円

ホ103-167 花型はなやぎ円菓子碗（渕サビ･小）  
12×6.5㎝（50入・磁） 3,200円

テ103-177 黒マット雲銀煮物碗  
φ11×10㎝（30入・磁） 3,100円

テ103-187 黒マット雲金煮物碗  
φ11×10㎝（30入・磁） 3,100円

ホ103-197 もえぎ反型円菓子碗（大）  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 2,100円

ト103-207 鉄仙花蓋物  
φ12×7.6㎝（60入・強） 2,800円

ホ103-217 外朱中白円菓子碗（大）  
φ11×10㎝（40入・磁）（中は白色） 2,280円
ホ103-227 外朱中白円菓子碗（小）  
φ10×9㎝（50入・磁）（中は白色） 2,160円

テ103-237 黄釉円菓子碗  
10.9×10㎝（40入・磁） 2,150円

ト103-247 青白錆巻円菓子碗（大）  
φ11×9.8㎝（50入・磁） 1,750円
ト103-257 青白錆巻円菓子碗（小）  
φ10×9㎝（60入・磁） 1,680円

ト103-267 ヒスイ錆巻円菓子碗（大）  
φ11×9.8㎝（50入・磁） 1,750円
ト103-277 ヒスイ錆巻円菓子碗（小）  
φ10×9㎝（60入・磁） 1,680円

※朱色にバラつきがあります
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ト104-017 古染閑人蓋物  
10.5×10.5×10.5㎝（60入・磁） 4,100円

テ104-027 華七宝菓子碗  
φ10.9×8.6㎝（30入・陶） 5,000円

ネ104-037 金緑彩円菓子碗  
11×8.5㎝（80入・陶） 4,750円

ミ104-047 むさし野小蓋物  
φ11×8.8㎝（40入・陶） 2,900円

ツ104-057 本窯金彩反蓋物  
φ11.5×8.5㎝（50入・強） 3,400円

ミ104-067 染付黒結晶 面取蓋物  
φ10.2×9.5㎝（40入・磁） 2,950円

テ104-077 粉引小蓋物  
11×8.5㎝（40入・陶） 3,250円

タ104-097 あけぼの小蓋物  
φ10×8.7㎝（40入・磁）（有田焼） 3,080円

タ104-107 あさぎ小蓋物  
φ10×8.7㎝（40入・磁）（有田焼） 3,080円

ミ104-117 京桜花円菓子碗  
φ9.5×9.5㎝（40入・磁） 4,500円

ミ104-127 ヒワ釉朱金筋小蓋向  
φ10.3×7.7㎝（30入・磁） 3,400円

ツ104-137 高山寺反蓋物  
φ11.5×8.5㎝（40入・強） 3,000円

ミ104-157 網目十草蓋物  
φ9.5×9㎝（30入・磁） 2,900円

ミ104-167 粉引削りゴス絵蓋物  
φ11.5×10.2㎝（30入・陶） 2,550円

ツ104-177 白志野ぶどう蓋物  
φ9.5×9.2㎝（40入・磁） 1,900円

ウ104-187 内金彩透かし蓋物  
φ8.2×7.8㎝（50入・強） 5,900円

ミ104-197 ピンク吹白ドット蓋物  
φ9.5×9㎝（60入・磁） 2,180円

ミ104-207 ヒワ吹白ドット蓋物  
φ9.5×9㎝（60入・磁） 2,180円

ト104-087 黒釉小蓋物
φ8.6×9㎝（80入･磁） 750円

ア104-147 漆黒円菓子
φ10.1×8.8㎝（磁） 2,000円
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ミ105-017 黒釉桜花むし碗  
9.6×8.3×9㎝（80入・磁） 2,550円

ウ105-027 宝尽しむし碗  
φ9.3×7.8㎝（60入・強） 5,000円

ツ105-037 萬月金月花新型むし碗  
φ8.4×9.1㎝（40入・磁） 3,250円

カ105-047 加茂川夏目むし碗  
φ8×8㎝（80入・強） 3,050円

ト105-057 錦梅花むし碗  
φ7.5×8.5㎝（60入・磁） 2,900円

ツ105-067 十草赤丸紋だるま型むし碗  
φ8.2×8.5㎝（50入・陶） 3,350円

ツ105-077 錦古伊万里むし碗  
φ8.4×9㎝（50入・磁） 2,650円
ツ105-087 錦古伊万里受皿  
φ10.5㎝（100入・磁） 960円

テ105-097 華七宝むし碗  
蓋φ8.3･身φ7.4×8.8㎝（80入・陶） 4,800円
テ105-107 華七宝受皿  
9.8×9.8×2㎝（150入・陶） 1,150円

ミ105-117 釉裏紅水玉十草蓋物  
9.6×8.5×8㎝（80入・磁） 2,780円

ミ105-127 呉須織部遊び 姫蓋物  
10.5×9.5×8㎝（60入・磁） 2,000円

ロ105-137 赤絵華紋むし碗  
φ7.7×7.8㎝（170㏄）（60入・強） 3,100円

ロ105-147 金吹雪むし碗  
φ7.8×8.6㎝（210㏄）（60入・強） 3,040円

ミ105-157 元禄巻むし碗  
φ9.3×8.7㎝（60入・磁） 3,000円
ミ105-167 元禄巻受皿  
φ10.5㎝（300入・磁） 730円

ミ105-177 風月むし碗  
φ9.3×8.6㎝（60入・磁） 3,000円

ミ105-187 染錦春日（強化） 京形むし碗  
φ7.6×8.4㎝（80入・強） 3,450円

ト105-197 銀彩 緑間取むし  
φ8.2×8.5㎝（60入・強） 2,700円

ア105-207 錦宝来むし碗（大）  
φ7.9×9㎝･身7.9×7.4㎝（80入・強） 3,000円

カ105-217 手描き京小花むし碗  
φ7.5×8.4㎝（80入・強） 3,200円

ウ105-227 瓔珞丸むし碗  
φ7.7×7.6㎝（195㏄）（10入・強） 2,790円

カ105-237 十草夏目型むし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 2,800円

ホ105-247 ラスター点紋菊型むし碗  
φ7.2×7.8㎝（80入・強） 3,580円

ミ105-257 京桜花むし碗  
φ7×8㎝（80入・磁） 3,550円

ウ105-267 錦宝尽くしむし碗  
φ7.5×7.8㎝（160㏄）（10入・強） 2,800円

ウ105-277 錦草花むし碗  
φ7.6×8.6㎝（180㏄）（10入・強） 2,370円
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ツ106-017 若芽結び姫むし碗  
10.5×9.5×8㎝（40入・磁） 1,980円

ミ106-027 二色吹小花むし碗  
9.6×8.3×9㎝（80入・磁） 2,300円

ミ106-037 鉄砂松竹梅むし碗  
9.1×9.1×8.8㎝（60入・磁） 2,480円
ミ106-047 鉄砂松竹梅むし碗受皿  
10.3×7.6㎝（200入・磁） 730円

ミ106-057 淡雪ピンク吹小花むし碗 9.6×8.5×8㎝（80入・磁）  2,500円
ミ106-067 黒石目塗りむし受台 11×11㎝（300入）  1,350円
ミ106-077 溜塗多用スプン（アクリル） 13×2.7㎝（500入）  360円

ミ106-087 ピンク白吹玉むし碗 φ8.5×8㎝（80入・磁）  2,100円
ミ106-097 雲流塗りむし受台 11×11㎝（300入）  1,400円
ミ106-107 朱塗むしスプン（ABSウレタン塗） 13.5×3㎝（500入）  360円

カ106-117 津和野京型むし  
7.5×8.4㎝（80入・強） 2,150円

ト106-127 金彩二色吹むし碗  
φ7.5×9㎝（80入・磁） 2,700円

ト106-137 せせらぎ姫むし碗  
10.5×9.3×7.3㎝（60入・磁） 2,200円

ト106-147 炭化土しのぎむし碗  
φ8.5×8.5㎝（72入・陶） 2,000円

ト106-157 翠玉むし碗（大）  
φ8×8.9㎝（60入・磁） 1,780円

ト106-167 曙金彩むし碗  
φ7.5×8.2㎝（80入・磁） 2,700円

ツ106-177 銀彩ねじりむし碗（大）  
φ8.3×8.5㎝（50入・強） 2,500円

オ106-187 武蔵野夏目むし碗  
φ7.7×8㎝（80入・強） 2,480円

ホ106-197 赤絵花紋むし碗  
φ8×9㎝（80入・強） 2,580円

カ106-207 赤絵京山水むし碗  
φ8.5×9.7㎝（80入・強） 3,200円

キ106-217 花ちらしラスター むし碗  
φ7.9×8.8㎝（210㏄）（80入・磁） 2,250円

カ106-227 津和野むし碗  
φ8×9.5㎝（80入・強） 2,150円

タ106-237 橙黄姫蓋物  
9.5×8.3×9.1㎝（60入・磁） 1,900円

ミ106-257 高麗菊唐草彫むし碗  
φ6.8×8.4㎝（80入・磁） 2,400円

ウ106-267 錦春秋むし碗  
φ7.5×7.8㎝（160㏄）（10入・強）（イングレ） 2,590円

ミ106-277 黒マット赤絵刷毛目小蓋物  
9.3×9×8㎝（80入・磁） 1,980円

ウ106-287 金銀丸紋むし碗  
φ7.6×8.6㎝（180㏄）（10入・強） 2,730円

ツ106-297 オレンジ巻グリーン吹夏目型むし碗  
φ7.8×7.6㎝（50入・強） 2,700円

ホ106-307 赤水玉だえんむし碗  
9.5×8.2×8.7㎝（80入・磁） 2,500円

ホ106-317 赤絵みのり夏目むし碗  
φ7.8×7.8㎝（60入・強） 2,650円

ホ106-327 ブルー花だえんむし碗  
9.5×8.2×8.7㎝（80入・磁） 2,400円

ウ106-337 錦草花丸蒸し碗  
φ8×8.5㎝（160㏄）（160入・強） 2,430円

カ106-347 津和野夏目型むし碗  
φ8×8㎝（80入・強） 2,300円

ミ106-357 やすらぎ（強化） むし碗  
φ7.7×8.7㎝（80入・強） 2,150円

タ106-247 淡青姫蓋物  
9.5×8.3×9.1㎝（60入・磁） 1,900円
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ア107-017 赤絵駒筋小むし  
φ7.4×8.7㎝（約170㏄）（80入・強） 2,650円

ト107-027 万歴手描き むし碗  
φ7.4×8.2㎝（60入・強） 2,650円

ミ107-037 平安むし碗  
φ9.5×8.8㎝（80入・磁） 1,950円

ツ107-047 藍華むし碗  
φ9.2×9㎝（50入・陶） 2,050円

ア107-057 花つなぎむし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 1,500円

テ107-067 赤絵丸紋むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,500円

テ107-077 赤絵乱線梅むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,500円

テ107-087 赤絵花鳥むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,500円

テ107-097 金彩秋草むし碗  
φ7.7×8㎝（200㏄）（80入・磁） 1,700円

ホ107-107 淡雪茜むし碗  
φ7.8×8.5㎝（60入・磁） 1,100円

キ107-117 渦潮（紺）むし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 1,050円

ホ107-127 黒丸紋丸むし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 1,050円

ホ107-137 黄瀬戸削り夏目むし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 1,050円

ト107-147 織部むし碗  
φ7.8×7.8㎝（60入・磁） 950円

ツ107-167 白河志野むし碗  
φ9×9.5㎝（50入・陶） 1,700円

ミ107-197 唐津うのふ瓢形むし碗  
φ9.5×9㎝（60入・陶） 1,850円

ミ107-207 あけぼの（土物）むし碗  
φ9.3×9.5㎝（60入・陶） 1,650円

ネ107-217 織部くり蒸 小  
φ8.5×8.8㎝（150㏄）（80入・陶） 1,980円
ネ107-227 織部くり蒸 小 皿  
φ10.7×1.5㎝（80入・陶） 660円

ネ107-237 アメ釉くり蒸 小  
φ8.5×8.8㎝（150㏄）（80入・陶） 1,980円
ネ107-247 アメ釉くり蒸 小 皿  
φ10.7×1.5㎝（80入・陶） 660円

ネ107-377 焼締くり蒸し 大  
9×9㎝（230㏄）（80入・陶） 1,980円
ネ107-387 焼締くり蒸し 大受皿  
12×1.5㎝（80入・陶） 650円

ア107-277 四方十草むし碗  
φ8.2×9㎝（約250㏄）（80入・磁） 1,300円
ア107-287 四方十草3.0皿  
φ10.5㎝（200入・磁） 550円

ト107-297 鉄結晶むし碗（大）  
φ8×8.9㎝（60入・磁） 1,450円

ミ107-307 赤市松クリむし碗（大） φ8×8.5㎝（205㏄）（60入・陶）  2,350円
ミ107-317 赤市松クリむし碗（小） φ9×9㎝（140㏄）（80入・陶）  2,050円
ミ107-327 黒いぶし筋彫小皿 φ10.8×1.5㎝（240入・陶）  680円

ミ107-337 青市松クリむし碗（大） φ8×8.5㎝（200㏄）（60入・陶）  2,350円
ミ107-347 青市松クリむし碗（小） φ8×8.5㎝（140㏄）（80入・陶）  2,050円
ミ107-357 黒いぶし筋彫小皿 φ10.8×1.5㎝（240入・陶）  680円

ト107-367 焼締むし碗（大）  
φ8.3×8.9㎝（60入・磁） 1,450円

ネ107-257 焼締くり蒸 小  
φ8.5×8.8㎝（150㏄）（80入・陶） 1,650円
ネ107-267 焼締くり蒸 小 皿  
φ10.7×1.5㎝（80入・陶） 580円

ユ107-397 柚子天目むし碗  
φ9×9.5㎝（60入・陶） 1,450円

イ107-157 網目紋むし碗  
φ8.6×8.2㎝（80入・磁） 850円

イ107-187 細十草むし碗  
φ8.6×8.2㎝（80入・磁） 850円

ア107-177 白刷毛むし碗
φ8.5×8.3㎝（磁） 1,100円
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ホ108-017 金巻花ちらし大むし碗  
φ11×9㎝（50入・磁） 2,980円

ト108-027 イエロー大蒸し碗  
φ11×8.8㎝（50入・磁） 1,780円

ホ108-037 花ちらし萩風平むし碗  
φ10.3×8㎝（50入・陶） 1,580円

ホ108-047 美濃路大むし碗  
φ11×9㎝（50入・磁） 2,600円

ホ108-057 千鳥平むし碗  
φ10.3×8㎝（50入・陶） 1,580円

ト108-127 赤釉むし碗  
φ9.3×9㎝（60入・磁） 1,620円

ユ108-137 古染唐草むし碗  
φ9.5×9.5㎝（60入・磁） 1,580円

オ108-067 古染錦春日野むし碗  
φ8×9.3㎝（磁） 2,300円

ホ108-117 清華むし碗  
φ8×9㎝（80入・磁） 1,760円

ロ108-087 葵蒸碗  
φ9.3×8.3㎝（210㏄）（80入・磁） 1,100円
ロ108-097 焼杉受皿  
10×10㎝（200入）（木製品） 290円

オ108-107 白天目流しむし碗  
φ8.5×9㎝（80入・磁） 830円

テ108-077 ピンク化粧むし碗  
φ8.2×8.3㎝（200㏄）（80入・陶） 1,100円

ア108-147 黒伊賀むし碗  
φ8×9㎝（200㏄）（80入・磁） 1,000円

ア108-157 粉引むし碗  
φ8×9㎝（200㏄）（80入・磁） 1,000円

ヤ108-167 白淡雪ススキむし碗  
φ9×9㎝（60入・磁） 1,200円

ホ108-197 駒筋むし碗
φ7.7×7.8㎝（205㏄）（80入･磁） 840円

ホ108-207 藍染ぶどうむし碗
φ7.7×7.8㎝（205㏄）（80入･磁） 840円

ネ108-177 新二色十草むし碗
φ9.3×9.2㎝（220㏄）（磁） 820円

ネ108-187 赤絵小花むし碗
φ9.3×9.2㎝（220㏄）（磁） 820円
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ア109-017 手描き紅梅小むし  
φ7.5×8.5㎝（約190㏄）（60入・強） 3,800円

ア109-027 錦宝来小むし碗  
φ7.5×8.3㎝（60入・強） 3,000円

ウ109-037 高来赤金筋ミニむし碗  
φ6.8×8㎝（80入・磁） 2,850円

カ109-047 加茂川ミニむし碗  
φ7.1×8㎝（100入・強） 2,900円

ツ109-057 オレンジ巻グリン吹京型むし碗  
φ7.6×8.5㎝（50入・強） 2,550円

オ109-067 藍染桜ふぶきミニむし碗  
φ7.1×8㎝（80入・強） 2,600円

カ109-077 清里京型むし碗  
7.5×8.4㎝（80入・強） 2,200円

ア109-087 赤絵点紋小むし  
φ7.3×8.5㎝（約170㏄）（80入・強） 2,200円

ア109-097 金彩武蔵野小むし  
φ7.4×8㎝（約170㏄）（80入・強） 2,000円

ロ109-107 山水夏目むし碗  
7.5×7.8㎝（60入・強） 1,940円

ア109-117 赤絵花小むし  
φ7.3×8.4㎝（約170㏄）（80入・強） 1,700円

ウ109-127 手まりむし碗  
φ6.8×8㎝（80入・強） 2,850円

ア109-137 丸紋むし  
φ7.5×8.5㎝（80入・磁） 1,200円

ロ109-147 丸紋蝶むし碗  
φ7×8㎝（受皿）（120入・磁） 950円
ロ109-157 丸紋焼むし受け皿  
φ8.4×2.2㎝（200入・磁） 380円

ウ109-167 金銀ブドウ絵ミニむし碗  
φ7.1×8.6㎝（60入・磁） 2,750円

カ109-177 黄地草花むし碗  
φ7.7×6.8㎝（80入・磁） 820円

テ109-187 吹墨うさぎむし碗  
φ7.7×8㎝（80入・磁） 850円

テ109-197 タコ唐草むし碗  
φ7.7×8㎝（80入・磁） 850円

ロ109-207 ラスター華  々むし碗  
7.5×7.2㎝･135㏄（80入・強） 2,680円

ホ109-217 益子桜小むし碗  
φ7×8.5㎝（80入・磁） 920円

オ109-227 織部流しミニむし碗  
φ8×8㎝（80入・磁） 830円

ミ109-237 ラスター花散らし むし碗  
φ6.5×7.4㎝（60入・磁） 2,380円

ロ109-247 山水セイロ蒸し器  
φ9.9×6㎝（60入・強） 1,880円
ロ109-257 茶マット受台  
11.2×11.2×1.5㎝（120入・強） 730円
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ロ110-017 錦ほほえみむし碗  
φ7.4×6.8㎝（130㏄）（80入・強） 1,780円
ロ110-027 焼杉受皿  
10×10㎝（200入）（木製品） 290円

ミ110-037 強化黒巻むし  
7.5×7.2㎝（100入・強） 1,580円
ミ110-047 強化黒巻むし受け皿  
12×1.9㎝（120入・強） 720円

ロ110-057 赤絵織部小むし  
φ7.7×7.8㎝（80入・陶） 1,540円
ロ110-067 赤絵織部小むし受皿  
φ9.1×1.7㎝（200入・陶） 340円

オ110-077 
はなやぎ京型むし碗（組）  
φ7.5×8.5㎝（強）
2,350円

ミ110-087 
白吹立田川ミニむし碗  
φ7×6.5㎝（80入・磁）
2,800円

ト110-097 
銀彩ねじりむし碗（小）  
φ7.6×7.2㎝（100入・磁）
2,300円

ミ110-107 
ヌリ分三彩竹型むし碗  
φ6.8×7.7㎝（80入・磁）
3,050円

ウ110-117 
黄釉花絵むし碗  
φ6.3×8㎝（80入・強）
2,750円

ア110-127 
まごころ小吸碗  
φ6.9×8.8㎝（80入・強）
2,400円

ミ110-137 
錦花鳥ミニむし碗  
φ7×8.3㎝（80入・磁）
2,280円

ア110-147 
二色吹き小むし  
φ6.7×8.3㎝（約160㏄）（80入・強）
1,900円

ミ110-157 
やすらぎ（強化） 小吸碗  
φ6.9×9㎝（80入・強）
1,980円

ミ110-167 
十草ミニむし碗  
φ7×8.3㎝（80入・磁）
1,750円

ロ110-177 
緑彩金筋むし碗  
φ7.2×8.5㎝（160㏄）（80入・強）
1,490円

ロ110-187 
黄彩むし碗  
φ7.2×8.5㎝（160㏄）（80入・強）
1,550円

ロ110-197 
一珍竹十草むし碗  
φ6.3×8.3㎝（130㏄）（80入・強）
1,470円

ロ110-207 
一珍青花むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,450円

オ110-217 
清彩つた京型むし碗  
φ7.5×8.5㎝（強）
2,350円

チ110-237 
天竜寺青磁小むし碗  
φ7.4×8.6㎝（60入・磁）
1,100円

チ110-247 
松葉小むし碗  
φ7.4×8.7㎝（60入・磁）
1,000円

ネ110-257 
流水長むし碗  
φ7.2×9.2㎝（60入・磁）
1,750円

ロ110-267 
白むし碗  
φ7.4×6.8㎝（130㏄）（80入・強）
1,260円

チ110-277 
京十草小むし碗  
φ7.4×8.7㎝（60入・磁）
1,000円

ミ110-287 
ほたる草 京形むし碗  
φ7.5×8.3㎝（80入・磁）
1,680円

ロ110-297 
錆十草むし碗  
φ7.7×7㎝（80入・強）
1,650円

ロ110-307 赤絵万暦ミニミニむし碗  
φ7×6㎝（100入・陶） 1,440円
ロ110-317 黒ミニミニ受け皿  
φ9.2×1.8㎝（300入・陶） 330円

ト110-327 
翠玉（貫入）蒸し碗 （小）  
φ7.5×8.5㎝（72入・磁）
1,550円

ロ110-337 
梨地唐草 むし碗  
6.3×8.3㎝･130㏄（80入・強）
1,550円

ロ110-347 
梨地市松梅 むし碗  
6.3×8.3㎝･130㏄（80入・強）
1,550円

タ110-357 
青白磁一口碗  
φ7×9㎝（80入・磁）
1,450円

ホ110-227 
オレンジ丸紋二色むし碗（中）
φ7.3×7.5㎝（150㏄）（80入･磁）
1,380円
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ト111-017 
焼締むし碗（小）  
φ7.8×8㎝（80入・磁）
1,250円

ア111-027 
ルリ銀千段小むし  
φ8×8.5㎝（80入・強）
2,160円

ロ111-037 グリーンむし碗  
φ8×8.4㎝（170㏄）（80入・強） 2,050円
ロ111-047 焼杉受皿  
10×10㎝（200入）（木製品） 290円

ア111-057 
ヒワ小むし碗  
φ8×8.5㎝（80入・強）
1,800円

ロ111-067 南蛮青十草ミニミニ蒸し  
φ7×6㎝（100入・陶） 1,300円
ロ111-077 黒ミニミニ受皿  
φ9.2×1.8㎝（300入・陶） 360円

ロ111-087 三色十草ミニミニ蒸し  
φ7×6㎝（100入・陶） 1,300円
ロ111-097 黒ミニミニ受皿  
φ9.2×1.8㎝（300入・陶） 360円

ト111-107 
鉄結晶むし碗（小）  
φ7.8×8.4㎝（80入・磁）
1,250円

ア111-117 
黒クリスタル小むし碗  
φ7×8.5㎝（140㏄）（80入・磁）
1,210円

ア111-127 
朱小むし碗  
φ7×8.5㎝（140㏄）（80入・磁）
1,210円

ハ111-137 
十草梅むし碗  
φ8×9㎝（60入・磁）（中国）
1,140円

ア111-147 
駒筋小むし  
φ6.8×7.5㎝（120入・強）
900円

ハ111-157 
つたぶどうむし碗  
φ8×9㎝（60入・磁）（中国）
1,140円

カ111-167 
ラスター銀彩二色吹むし碗（小）  
φ6.5×7㎝（100入・強）
2,550円

ハ111-177 
花唐草むし碗  
φ8×9㎝（60入・磁）（中国）
1,140円

オ111-187 
武蔵野ミニむし碗  
φ7×7.8㎝（80入・強）
2,380円

カ111-197 
手描き京小花ミニむし碗  
φ6.8×7.5㎝（100入・強）
2,200円

ロ111-207 
彫唐草むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,450円

チ111-217 
呉須筋ミニ蒸碗  
φ6.9×7.5㎝（60入・強）
1,350円

ロ111-227 
二色ラインむし碗  
φ6.7×8.5㎝（80入・強）
1,380円

ロ111-237 
親子十草むし碗  
φ6.8×7.8㎝（150㏄）（80入・強）
1,110円

ロ111-247 
ダミラインむし碗  
φ6.8×7.8㎝（80入・強）
1,110円

ロ111-257 
格子むし碗  
φ6.8×7.8㎝（80入・強）
1,110円

ロ111-267 
志野塗分むし碗（小）  
φ6.3×7.2㎝（110㏄）（80入・強）
1,370円

ロ111-277 
紅結晶小蒸し  
φ6.7×8㎝（80入・磁）
1,060円

ミ111-287 
間取格子ミニむし碗  
φ6.6×6.9㎝（80入・磁）
1,400円

ミ111-297 
小花ミニむし碗  
φ6.6×6.9㎝（80入・磁）
1,400円

ミ111-307 
細点字ミニむし碗  
φ6.6×6.9㎝（80入・磁）
1,300円

ホ111-317 
あけぼのミニむし碗  
φ6.5×6.5㎝（80入・磁）
930円

ホ111-327 
白磁渦ミニむし碗  
φ6.5×6.5㎝（80入・磁）
790円

ネ111-337 十草むし碗 小 身  
φ7.5×5.8㎝（80入・磁） 900円
ネ111-347 十草むし碗 小 木蓋  
φ8.2×1.5㎝（120入） 300円

ロ111-367 
かすみ二本筋むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,280円

カ111-377 
白磁二色吹き（中）むし碗  
7.2×7.5㎝（80入・磁）
1,050円

キ111-387 
渦むし碗（中）  
φ7.2×7.5㎝（80入・磁）
1,050円

タ111-397 
黒天目一口碗  
7.1×9.3㎝（80入・磁）
1,100円

ホ111-407 
オレンジ小花あけぼのミニむし碗
φ6.5×6.5㎝（120㏄）（80入･磁）
1,280円

ロ111-357 
赤絵筋マット釉むし碗  
φ6.5×7.2㎝（120㏄）（80入・強）
1,880円
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テ112-017 華七宝四方皿  
17×17×3.6㎝（40入・陶） 5,500円
テ112-027 華七宝丸とんすい  
φ9.5×3.6㎝（80入・陶） 2,300円

ミ112-037 染錦春日（強化） 新丸7.0皿  
φ21.8×3.4㎝（40入・強） 3,250円
ミ112-047 染錦春日（強化） 新丸玉割  
φ11.5×4㎝（100入・強） 1,880円

ミ112-057 やすらぎ（強化） 菊形天皿  
21㎝（40入・強） 3,150円
ミ112-067 やすらぎ（強化） 菊形呑水  
φ12.2×4.6㎝（100入・強） 1,520円

ミ112-077 黒海 7.5天皿  
φ23×2.6㎝（30入・陶） 3,950円
ミ112-087 黒海 丸鉢  
φ12.7×4.8㎝（80入・陶） 1,150円

ア112-097 手描き紅梅天皿  
φ21.3×3㎝（30入・強） 4,000円
ア112-107 手描き紅梅とんすい  
φ9.9×3.5㎝（100入・強） 1,700円

テ112-117 青地輪花8.0皿  φ24×3.5㎝（30入・強） 4,350円
テ112-127 青地輪花7.0皿  φ22.5×3㎝（40入・強） 2,300円
テ112-137 青地輪花とんすい  11.8×10.8×4㎝（100入・強） 1,850円

カ112-147 加茂川丸天皿  
φ19.4×3㎝（40入・強） 4,200円
カ112-157 加茂川丸玉割（小）  
φ11.5×3.9㎝（100入・強） 1,700円

ネ112-167 いぶし7.0皿  
φ23×3.2㎝（30入・陶） 3,600円
ネ112-177 いぶし浅小鉢  
φ10.9×4㎝（100入・陶） 900円

ミ112-187 柿釉白吹 四ッ重ね 前菜皿  
20.5×20.5×2.5㎝（40入・磁） 3,800円
ミ112-197 柿釉白吹 四ッ重ね 菊形 小鉢  
11×10.5×5.3㎝（120入・磁） 1,550円
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ミ113-017 銀彩二色吹八角高台皿  
φ16.8×8.5㎝（30入・磁） 3,650円
ミ113-027 銀彩二色吹丸呑水  
φ10×4㎝（120入・磁） 2,150円

ミ113-037 備前風丸高台皿  
φ18.7×3.5㎝（30入・陶） 3,250円
ミ113-047 備前風丸とん水  
φ10×4.6㎝（80入・陶） 1,280円

ホ113-057 赤絵みのり菊型天皿  
φ21㎝（30入・強） 3,600円
ホ113-067 赤絵みのり菊型とんすい  
φ12×4.6㎝（80入・強） 1,800円

ヤ113-077 錆丸紋7.0皿  
φ22.7㎝（40入・磁） 1,580円
ヤ113-087 錆丸紋とんすい  
13×4.3㎝（120入・磁） 900円

ミ113-097 黄白磁6.0高台皿  
φ18.7×4㎝（40入・強） 3,200円
ミ113-107 黄白磁とん水  
φ10×4㎝（120入・強） 1,550円

ツ113-117 コバルト銀彩角天皿  
16.5×4.5㎝（40入・磁） 3,300円
ツ113-127 コバルト銀彩丸とんすい  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 1,350円

ヤ113-137 古染布目笹7.0皿  
φ22.5㎝（40入・磁） 1,400円
ヤ113-147 古染布目笹とんすい  
12.5×4.4㎝（120入・磁） 700円

ト113-157 ラスター折角 大皿  
24.5×19.8×2.3㎝（20入・磁） 3,050円
ト113-167 ラスター折角 小鉢  
15.5×13.3×3.3㎝（40入・磁） 1,800円

ト113-177 上絵三色折角天皿  
24.5×19.8×2.3㎝（20入・磁） 3,050円
ト113-187 上絵三色折角呑水  
15.5×13.3×3.3㎝（40入・磁） 1,800円

チ113-197 吹墨菊型6.0高台皿  
φ19.2×4.2㎝（40入・磁） 2,750円
チ113-207 吹墨菊型浅鉢  
φ9.6×3.4㎝（80入・磁） 760円

ミ113-217 秋草金タタキスカシ高台皿  φ18.6×3㎝（30入・磁） 2,780円
ミ113-227 秋草金タタキ丸とんすい  φ11×4㎝（120入・磁） 1,280円
ミ113-237 秋草金タタキ丸千代口  φ6.3×3㎝（240入・磁） 930円

ミ113-247 淡雪三色吹五角 天皿  
23.5×23.5×4.5㎝（40入・磁） 2,780円
ミ113-257 淡雪三色吹 丸呑水  
φ11.2×4.3㎝（120入・磁） 1,280円

テ113-267 トルコ釉石目7.0花型皿  
φ23×3.3㎝（30入・陶） 2,850円
テ113-277 トルコ釉石目玉割  
φ11.5×4.5㎝（60入・陶） 1,000円

ロ113-287 よもぎ天皿  
φ22.3×3.5㎝（40入・磁） 2,650円
ロ113-297 よもぎとんすい  
13×12×5㎝（80入・磁） 680円

ツ113-307 黒織部流し7.0花型皿  
φ22.8×3.8㎝（40入・磁） 2,650円
ツ113-317 黒織部流し玉割  
φ11.6×5㎝（100入・磁） 950円
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ト114-017 翠玉タタラ型7.0寸丸皿  
φ21.8×1.5㎝（30入・磁） 2,300円
ト114-027 翠玉タタラ型とん水  
φ11.4×3.5㎝（100入・磁） 950円

オ114-037 青白磁流花27cm皿  φ27.2×3.4㎝ 3,500円
オ114-047 青白磁流花25cm皿  φ25×2.8㎝ 3,150円
オ114-057 青白磁流花とん水  14×12.1×5.8㎝ 1,550円

ユ114-067 古染唐草丸8.0皿  φ25×4㎝（20入・磁） 2,850円
ユ114-077 古染唐草丸7.0皿  φ22×3.5㎝（30入・磁） 1,850円
ユ114-087 古染唐草とんすい  14.5×13×4.5㎝（80入・磁） 1,000円

ミ114-097 オレンジイエロー吹ラスター45高台皿  
13.5×13.5×6.5㎝（40入・磁） 2,300円
ミ114-107 オレンジイエロー吹ラスター小丸呑水  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 900円

オ114-117 罫書紅梅7.0皿  
φ22.8×3㎝（30入・陶） 2,500円
オ114-127 罫書紅梅とんすい  
φ12.4×4.5㎝（120入・陶） 1,000円

ミ114-137 朱巻菱紋正角天皿  
21×21×3㎝（40入・磁） 2,200円
ミ114-147 朱巻菱紋正角とん水  
10.2×10.2×3.5㎝（120入・磁） 980円

ア114-157 深海7.5皿  
22.5×20×3㎝（40入・磁） 2,100円
ア114-167 深海3.8とんすい  
φ11.5×3.5㎝（80入・磁） 900円

ミ114-177 染付花絵 正角天皿  18.5×18.5×3.2㎝（50入・磁） 2,150円
ミ114-187 染付 花絵 丸鉢  φ11.3×4.3㎝（100入・磁） 1,150円
ミ114-197 染付花絵 丸千代口  φ6.2×3㎝（200入・磁） 650円

ツ114-207 深海青磁波彫6.3皿  φ19×2.3㎝（40入・強） 2,100円
ツ114-217 深海青磁丸とんすい  φ8.9×4㎝（100入・強） 850円
ツ114-227 深海青磁丸千代口  6.6×3㎝（200入・強） 550円

テ114-237 粉引丸紋7.0皿  φ22.8×2.6㎝（60入・磁） 2,100円
テ114-247 粉引丸紋6.0皿  φ17.5×2.2㎝（80入・磁） 1,500円
テ114-257 粉引丸紋とんすい  12.5×14.3×5.8㎝（60入・磁） 1,350円

ミ114-267 白朱線天皿  
22.5×18×2.7㎝（40入・磁） 1,950円
ミ114-277 白朱線結びとんすい  
10.5×10.3×3.7㎝（100入・磁） 980円

ヤ114-287 白淡雪ススキ扇型天皿  
28×17×3.5㎝（30入） 2,500円
ヤ114-297 白淡雪ススキ呑水  
13×12.5×4.4㎝（100入） 700円

ロ114-307 新緑7.0半月皿  
21×20㎝（60入・磁） 1,980円
ロ114-317 新緑とんすい  
12.6×10.6×3.8㎝（120入・磁） 920円

オ114-327 窯変石目天皿  
24×23×4㎝（30入・磁） 1,700円
オ114-337 窯変石目とんすい  
φ11.8×5㎝（120入・磁） 800円

ヤ114-347 益子風ツタ7.0皿  
φ22.2㎝（40入・磁） 1,530円
ヤ114-357 益子風ツタとんすい  
13.2×4㎝（120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

Tempura Plate / Tonsui Bowｌ 天皿・とんすい

ホ115-017 かごめ8.0皿  φ24.5×3㎝（30入・磁） 1,750円
ホ115-027 かごめ7.0皿  φ21.5×3㎝（40入・磁） 1,500円
ホ115-037 かごめとんすい  13×11.5×5.3㎝（80入・磁） 980円

ツ115-047 唐津白ハケうず6.5天皿  
21×3.5㎝（40入・陶） 1,700円
ツ115-057 唐津白ハケうずとんすい  
11.5×4.5㎝（80入・陶） 880円

ト115-067 灰釉タタラ天皿  
φ18×2.6㎝（40入・磁） 1,550円
ト115-077 灰釉 タタラ呑水  
φ10.5×3.3㎝（80入・磁） 1,050円

オ115-087 白天目流し丸7.0皿  
φ23㎝（30入・磁） 1,300円
オ115-097 白天目流しとんすい  
13×6㎝（120入・磁） 820円

ヤ115-107 石焼織部笹丸7.0皿  
φ22.5㎝（40入・磁） 1,200円
ヤ115-117 石焼織部笹とんすい  
12.8×4.4㎝（120入・磁） 700円

ホ115-127 グリン竹7.0皿  
φ22.5×3㎝（40入・磁） 930円
ホ115-137 グリン竹とんすい  
12.7×4.5㎝（100入・磁） 380円

ハ115-147 丸小紋丸7.0皿  
φ22.6×3㎝（40入・磁） 930円
ハ115-157 丸小紋とんすい  
12.9×12.1×4.4㎝（120入・磁） 380円

ア115-167 さび流し天皿  
φ22.2×2.8㎝（36入・磁） 850円
ア115-177 さび流しとんすい小鉢  
φ12.9×4.7㎝（60入・磁） 460円

オ115-187 藍流し青炎丸7.0皿  
φ22.7×3㎝（30入・磁） 850円
オ115-197 藍流し青炎3.5ボール  
φ11×4.5㎝（120入・磁） 380円
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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

とんすい Tonsui Bowｌ

ト116-017 
翠玉ロクベ手付とんすい（小）  
13×11.5×6.3㎝（80入・磁）
1,300円

ロ116-027 
ビードロ灰釉手付呑水（小）  
13×11.8×6.3㎝（80入・磁）
1,320円

ロ116-037 
銅彩 玉割鉢  
φ11.3×3.9㎝（80入・磁）
1,190円

ミ116-047 
朱つなぎ十草結びとん水  
10.7×10.5×4㎝（100入・磁）
1,080円

ミ116-057 
サビ十草結び小鉢  
10.7×10.5×4㎝（100入・磁）
1,080円

ウ116-067 
唐津風手付呑水  
φ14.4×11.9×6.8㎝（80入）
1,320円

ウ116-077 
新雪呑水  
φ13.2×12.2×4.5㎝（80入）
1,020円

キ116-087 
紫吹菊型とんすい  
11×10.5×5.3㎝（100入・磁）
1,080円

オ116-097 呉須草花呑水（大）  
10.9×12.2×7.2㎝（100入・磁） 1,100円
オ116-107 呉須草花呑水（小）  
9.7×10.1×5.9㎝（120入・磁） 970円

カ116-117 
白天目麦とんすい  
12×5.5㎝（80入・陶）
950円

カ116-127 
呉須線玉割（小）  
φ9.9×3.9㎝（80入・磁）
930円

ロ116-137 
黄彩呑水  
12×11.5×5.3㎝（80入・強）
920円

オ116-147 
モダン十草玉割り小鉢  
φ124×4.5㎝（90入・磁）（美濃焼）
900円

ツ116-157 
若芽結びとんすい  
10.5×4㎝（60入・磁）
880円

ロ116-167 
もえぎとんすい  
12.8×12.2×5.5㎝（80入・強）
920円

ホ116-177 
伊賀風粉引とんすい小鉢  
φ12.5×4.4㎝（70入・磁）
880円

オ116-187 
とちり織部流し呑水  
14×12.1×5.8㎝（100入・磁）（美濃焼）
850円

ア116-197 
白釉手つき小鉢  
15.6×13.5×5㎝（60入・磁）
850円

イ116-207 
黒備前金茶吹純とんすい  
14.4×11.5×5.8㎝（100入・磁）
660円

ロ116-217 
ゴスライン 呑水  
12.5×12×4.6㎝（200入・強）
540円

ロ116-227 
赤ライン 呑水  
12.5×12×4.6㎝（200入・強）
540円

ロ116-237 黒釉白刷毛呑水（大）  
13.5×12.8×5.7㎝（80入・磁） 750円
ロ116-247 黒釉白刷毛呑水（小）  
12.5×12×5㎝（100入・磁） 660円

ロ116-257 白釉錆刷毛呑水（大）  
13.5×12.8×5.7㎝（80入・磁） 750円
ロ116-267 白釉錆刷毛呑水（小）  
12.5×12×5㎝（100入・磁） 660円

ハ116-277 
渦刷毛片口小鉢  
13.5×12.5×5㎝（100入・磁）
760円

ヤ116-287 
織部砂茶新とんすい  
13×12.5×4.5㎝（120入・磁）
400円

オ116-297 
備前木目呑水  
13×11.6×6.1㎝（100入）
720円

カ116-307 
青白厚口玉割  
φ11.7×4.5㎝（100入・磁）
740円

イ116-317 
カンニュウ白 厚口小鉢  
φ11.4×4.9㎝（100入・磁）
700円

キ116-327 
青磁笹彫とんすい  
12.8×12×4.5㎝（120入・磁）
700円

ヤ116-337 
千筋十草新とんすい  
13×12.5×4.5㎝（120入・磁）
400円

ネ116-347 
金茶吹きとんすい  
12.7×11.8×4.5㎝（120入・磁）
340円

ネ116-357 
白備前とんすい  
14.4×11.7×4.8㎝（120入・磁）
700円

ネ116-367 
黒 備前とんすい  
14.4×11.7×4.8㎝（120入・磁）
700円

タ116-377 
グリン志野呑水  
12.3×12×4.3㎝（60入・磁）
650円

カ116-387 
うのふ呑水  
φ12.8×15.2×4.9㎝（100入・磁）
690円

ア116-397 
色十草手付小鉢  
12.7×12.2×4.6㎝（60入・磁）
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

Tonsui Bowｌ とんすい

カ117-017 
黒結晶呑水  
φ12.8×15.2×4.9㎝（100入・磁）
690円

ア117-027 
備前織部とんすい  
14.5×13.5×5.5㎝（60入・磁）
670円

カ117-037 
あけぼの京とんすい  
12.5×12×5㎝（80入・磁）
660円

ア117-047 
白釉とんすい  
14.5×11.8×5.8㎝（80入・磁）
700円

ネ117-057 
白吹天目京とんすい  
12.2×11.8×4.7㎝（100入・磁）
650円

カ117-067 
白吹天目とんすい（大）  
14×13×5.5㎝（100入・磁）
660円

ヤ117-077 
金茶吹 京とんすい  
12.5×12×5㎝（120入・磁）（美濃焼）
650円

タ117-087 
伊賀オリベとんすい  
14.5×11.5×5.8㎝（80入・磁）
600円

ネ117-097 
清流丸とんすい  
φ11.5×4㎝（120入・磁）
600円

キ117-107 
黒備前とんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
640円

キ117-117 
均窯グリーンとんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
640円

キ117-127 
朝霧とんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
640円

キ117-137 
均窯ブルーとんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
640円

キ117-147 
黄瀬戸織部とんすい  
12.9×11.4×4.8㎝（100入・磁）
640円

ア117-157 
若草丸とんすい（松花堂兼用）  
φ11.7×4㎝（80入・陶）
600円

イ117-167 
白刷毛天目新とんすい  
13.2×12.6×4.5㎝（80入・磁）
550円

ユ117-177 
黄釉三ツ足4.0鉢  
φ12.5×5㎝（60入・磁）
500円

ロ117-187 
オフケ フグ とんすい  
13×11.8×5.4㎝（80入・磁）
600円

ホ117-197 
武蔵とんすい  
13.2×12.4×4.7㎝（120入・磁）
530円

キ117-207 
白水晶 呑水  
14.5×13×5㎝（120入・磁）
450円

ア117-217 
天目塗り分けとんすい  
13×12.5×4.5㎝（120入・磁）
460円

ネ117-227 
グレー粉引白刷毛新とんすい  
13.2×12.4×4.6㎝（120入・磁）
450円

キ117-237 
銀彩とんすい  
13.8×13×4.8㎝（120入・磁）
440円

ホ117-247 
網目呑水  
13.2×12.3×4.3㎝（120入・磁）
500円

ホ117-257 
粉引うず茶とんすい（大）  
φ14.5×5㎝（80入・磁）
450円

キ117-267 
白マットとんすい  
13.8×13×4.8㎝（120入・磁）
440円

ミ117-277 
白雲花型小鉢  
φ12.5×4.5㎝（120入・磁）
450円

タ117-287 
白吹天目とんすい  
13×12.5×4.6㎝（60入・磁）
400円

ヤ117-297 
織部備前 新とんすい  
12.5×12×5㎝（120入・磁）（美濃焼）
430円

ネ117-307 
白均窯取鉢  
φ13.1×4.5㎝（160入・磁）
400円

カ117-317 
いこい4.0鉢  
φ13.6×4.2㎝（80入・磁）
430円

ホ117-327 
粉引とんすい（大）  
φ14.5×5㎝（80入・磁）
450円

カ117-337 
至福白とんすい  
12.8×12.2×4.5㎝（80入・磁）
390円

カ117-347 
至福黒とんすい  
12.8×12.2×4.5㎝（80入・磁）
390円

ト117-357 
玄潮呑水  
12.9×12.2×4.6㎝（100入・磁）
360円

ハ117-367 
粉引マット4.5小鉢  
12.7×12.7×4㎝（120入・磁）
320円
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118 突出皿 Long Plate

寿司湯呑

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・
玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

すり鉢

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

変形大皿

多用丼

大　鉢

丸大皿

小　丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

ミ118-017 手造り粉引華紋（土物）筒型長角盛皿  
34×8×5.5㎝（30入・陶） 4,000円

カ118-027 櫛目ビードロ長台皿  
34.5×8.5×2.3㎝（30入・陶） 6,500円

ミ118-037 手造り粉引華紋（土物）弓型11.5前菜長皿  
35×8×3.5㎝（30入・陶） 4,000円

タ118-047 雪山水34cm細平長角皿  
33.8×10.2×1㎝（30入・磁） 3,600円

ミ118-057 九谷風内ブドウ舟形前菜皿  
27×9.5×5.7㎝（30入・磁） 4,300円

ユ118-067 織部渕散しむすび長皿  
35×13.5×2㎝（20入・磁） 2,750円

メ118-077 黒窯変掛け分け9.0足付長角皿  
27.5×8.6×3㎝（40入・陶） 4,000円
メ118-087 黒窯変掛け分け8.0足付長角皿  
23.6×8×3㎝（50入・陶） 2,700円

ト118-097 黒織部つた絵前菜皿  
26×8.2×5.5㎝（30入・陶） 3,200円

ミ118-107 プラチナ波形付出皿  
30×12.3×6.5㎝（40入・磁） 3,550円

ミ118-117 備前灰釉長角尺皿  
28.5×9.5×2㎝（40入・陶） 3,100円

ア118-127 Gクリスタルスイング皿  
32.5×10.2×5㎝（30入・磁） 3,100円

ミ118-137 手造り黒織部弓型70長角皿  
21×10.3×3.5㎝（40入・陶） 2,800円

ツ118-147 紅黒炭レール皿（中）  
31×10×3.3㎝（40入・陶） 2,950円

ミ118-157 備前風モダンカット9.0長皿  
28×11×2.8㎝（40入・陶） 2,780円
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119Long Plate 突出皿

寿司湯呑

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・
玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

すり鉢

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

変形大皿

多用丼

大　鉢

丸大皿

小　丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

ア119-017 手描き梅園突出皿  
23.8×8.6×2.5㎝（40入・強） 3,950円

ミ119-027 タコ唐草波渕突出皿  
27.5×9.2×4.2㎝（60入・磁） 2,900円

ミ119-037 火色透かし長角突出し皿（手造り）  
28.5×8.5×3㎝（50入・陶） 2,600円

ミ119-047 織部透かし長角突出し皿（手造り）  
28.5×8.5×3㎝（50入・陶） 2,600円

ミ119-057 備前風モダンカット12.0前菜皿  
36.5×7.7×3㎝（40入・陶） 2,780円

キ119-067 渕錆マリンブルー葉型長皿  
31×3㎝（30入・磁） 2,900円

ミ119-077 ブルー線ラスター突出皿  
32.3×11.5×3.8㎝（40入・磁） 2,800円

ホ119-087 黒マットロングまな板  
30×9㎝（36入・磁） 2,550円

キ119-097 黒とばしラスター赤釉筋彫突出皿  
26.2×9.2×1.9㎝（60入・磁） 2,400円

ミ119-107 手造りモダン粉引（土物）モダンカット尺2前菜皿  
36.8×7.7×3.2㎝（40入・陶） 2,780円

ミ119-117 呉須しぶき両上り75長皿  
22×9.8×3㎝（40入・磁） 1,900円

タ119-127 もえぎしぶき長皿  
33.8×9×3.5㎝（40入・磁） 1,600円

ツ119-137 白マット織部流し長皿  
30.5×12.7×3㎝（40入・磁） 1,650円

ホ119-147 赤柚子天目23.5㎝長角皿  
23.5×11×1.3㎝（40入・磁） 1,650円

ネ119-157 不動荒磯長皿  
36×9.5×2.8㎝（30入・磁） 1,550円

イ119-167 匠織部パレット突出皿  
29×11.9×2.1㎝（20入・磁） 1,450円

ヤ119-177 水晶ガラス流し長皿  
32.8×9×3㎝（50入・磁） 1,050円

イ119-187 菜花くし目長皿  
35×10×2㎝（40入・磁） 1,100円
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寿司湯呑

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・
玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

すり鉢

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

変形大皿

多用丼

大　鉢

丸大皿

小　丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

突出皿 Long Plate

メ120-017 黒窯変掛け分け14.0足付長皿  
43×7×4㎝（30入・陶）（信楽焼） 9,500円

メ120-027 黒窯変掛け分け変型長皿  
41×10.5×3㎝（30入・陶）（信楽焼） 8,500円

メ120-037 黒窯変櫛目9.0長角皿（両面使用可）  
27×12×2.8㎝（20入・陶）（信楽焼） 5,700円

メ120-047 刷毛目付出皿  
28.5×12×2.5㎝（40入・陶）（信楽焼） 4,600円

オ120-057 銀彩グリーン一珍市松花長角皿  
29.7×11.3×2.5㎝（48入・磁）（美濃焼） 4,250円

ミ120-067 手造り織部華紋筒型長盛皿  
34.5×8×5.7㎝（30入・陶） 3,950円

ミ120-077 火色 変形高台突出皿  
25×13×3.5㎝（40入・陶） 3,900円

ミ120-087 オリベ 変形高台突出皿  
25×13×3.5㎝（40入・陶） 3,900円

オ120-097 織部春秋重ね突出皿  
28×10.3×3.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 3,950円

ミ120-107 黒織部八品盛  
28.5×14.2×3㎝（30入・磁） 3,900円

ミ120-117 黒織部鉄吹いかだ長突出皿  
32×6.5×2㎝（40入・陶） 3,800円

ミ120-127 オリベ イカダ長突出皿  
32×6.5×2㎝（40入・陶） 3,800円

ア120-137 黄釉緑彩箱長皿  
30.5×8×3.8㎝（30入・磁） 4,100円

ミ120-147 市松銀彩高台長皿  
36×9×4.3㎝（30入・磁） 3,650円

キ120-157 朱赤笹型長皿  
33×10.5×4㎝（30入・磁） 3,500円

ツ120-167 金彩吹細長鉢（大）  
37.3×8×3.3㎝（30入・磁）（中国） 2,400円

キ120-177 炭化土舟型長皿  
32×10×5.4㎝（40入・陶） 3,150円

ト120-187 金砂 萌 32㎝長皿  
32.5×13.2×2.5㎝（40入・磁） 1,450円


