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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
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めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿
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小　丼

盛　鉢
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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

Large Bowl 大鉢

ト241-017 粉引十草掘り8.5丼  
φ25×9.5㎝（10入・磁） 5,500円

ツ241-027 黒釉渦9.0深鉢  
27.5×28×7㎝（10入・磁） 4,950円

ミ241-037 三彩トチリ9.0盛鉢  
28×8㎝（10入・磁） 4,600円

ユ241-047 青流し8.5鉢  
φ25×9㎝（10入・陶） 4,300円

ア241-057 すぷらっしゅ巧み29㎝盛皿  
φ29×6.3㎝（16入・磁） 2,500円

カ241-067 年輪円9.5寸盛皿  
φ28.8×6.1㎝（15入・磁） 2,500円

ア241-077 煌き黒盛皿  
φ28.7×6㎝（16入・磁） 2,200円

ネ241-087 東雲9.5寸盛皿  
φ29×6.1㎝（5入・磁） 2,200円

ネ241-097 武蔵野リップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（10入・磁） 2,200円

ア241-107 竹林アメ28㎝高台盛鉢  
φ28.3×7.7㎝（12入・磁） 2,250円

ア241-117 竹林織部28㎝高台盛鉢  
φ28.3×7.7㎝（12入・磁） 2,250円

ト241-127 玄潮9寸盛鉢  
φ28.1×7.7㎝（15入・磁） 1,700円
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カ242-017 ジャパネスクワイドリム鉢中  
φ25.2×10.5㎝（10入・陶） 8,000円

ロ242-027 織部尺角鉢  
24.3×23.5×9㎝（10入・陶） 7,650円

キ242-037 紅彩25㎝深大鉢  
φ25.3×10㎝（20入・磁） 6,000円

キ242-047 黒彩25㎝深大鉢  
φ25.3×10㎝（20入・磁） 6,000円

ツ242-057 黒釉春秋特大鉢（土物）  
φ23×11㎝（10入・強） 5,850円

ツ242-067 赤釉春秋特大鉢（土物）  
φ23×11㎝（10入・強） 5,850円

ネ242-077 赤伊賀9.0鉢  
φ27×7.1㎝（10入・磁） 5,550円

ロ242-087 織部内筋三つ足角大鉢  
24×24×9㎝（10入・陶） 6,230円

オ242-097 武山富士型8.5鉢  
φ26.5×9㎝（20入・磁） 5,000円

ツ242-107 格子花盛鉢  
26×24.5×7.5㎝（12入・陶） 5,100円

ア242-117 タコ唐草両手付盛鉢  
30.5×26×9.5㎝（12入・陶） 5,000円

ユ242-127 白流両手付盛鉢  
28×25×11㎝（8入・陶） 4,800円

ツ242-137 ゴス丸紋特大鉢  
φ22×10.5㎝（10入・磁） 4,800円

タ242-147 青うのふ吹9.0鉢  
φ26.9×7.3㎝（10入・磁） 5,200円

ア242-157 南蛮反8.0盛鉢  
φ25×8.4㎝（20入・磁） 5,100円
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ト243-017 黒鉄吹き玉渕9寸鉢  
φ26.7×8.2㎝（12入・磁） 5,500円

カ243-027 金釉流し白大平鉢  
φ28.2×4.9㎝（25入・磁） 4,700円

ロ243-037 織部8.0丸鉢  
φ24.5×7.5㎝（10入・陶） 6,560円

ミ243-047 朱巻唐草花楕円大鉢  
27.3×19.8×9.2㎝（20入・磁） 5,500円

ア243-057 黒結晶緑流盛皿大  
φ26.8×6.5㎝（16入・磁） 5,200円

カ243-067 藍楕円たわみ9寸皿  
27×25.5×5.7㎝（15入・陶） 5,000円
カ243-077 藍楕円たわみ8寸皿  
24×22.7×5㎝（24入・陶） 4,500円

ト243-087 有明富士型8.5丼  
φ26.5×9㎝（12入・磁） 5,100円

ア243-097 タコ唐草正角8.0盛鉢  
24×24㎝（16入・陶） 4,600円

ロ243-107 瀬戸黒8.5浅ボール  
φ26×4.3㎝（15入・磁） 4,250円

ホ243-117 不動荒瀬特盛鉢  
26.5×23.5×8㎝（16入・磁） 4,400円

タ243-127 赤伊賀炭吹8.0反鉢  
φ26.3×9.5㎝（8入・磁） 4,700円

ト243-137 蒼月9寸盛鉢  
φ27×7㎝（20入・磁） 4,400円
ト243-147 蒼月8寸盛鉢  
φ25×7㎝（24入・磁） 2,650円

ア243-157 火色焼き締盛鉢  
26.5×26×7.4㎝（20入・陶） 4,400円

タ243-167 天の川27㎝浅鉢  27×26.5×6.8㎝（10入・陶） 4,700円
タ243-177 天の川22㎝浅鉢  23×22.5×5.7㎝（20入・陶） 3,400円
タ243-187 天の川17㎝浅鉢  17.6×17×4㎝（30入・陶） 1,400円

ホ243-197 ピンク吹クジラ鉢（大）  
32×20×9㎝（16入・磁） 4,300円
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ミ244-017 唐草花8.0ボール  
φ25.5×8㎝（20入・磁） 4,700円

ア244-027 織部萩両手付尺一盛鉢  
34.5×20×6㎝（14入・陶） 4,700円

ロ244-037 ぬくもり小判型10.0鉢  
29.8×20.6×4.5㎝（15入・磁） 3,890円

ハ244-047 朱天目8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入・磁） 3,650円

ミ244-057 朱巻唐草花リップル8.5鉢  
26.3×7.3㎝（30入・磁） 3,750円

ミ244-067 朱巻武蔵野リップル8.5鉢  
26.3×7.3㎝（30入・磁） 3,850円

ト244-077 織部呉須刷毛目8.5寸平鉢  
φ26×6.4㎝（12入・磁） 3,600円

カ244-087 白クシメ楕円大鉢  
29×15×8.2㎝（20入・陶） 3,600円

ロ244-097 ぬくもり丸10.0浅鉢  
φ26.4×4.2㎝（15入・磁） 4,530円

ホ244-107 青白磁ネオ8.0鉢  
φ25.5×6㎝（26入・磁） 2,620円
ホ244-117 青白磁ネオ多用鉢  
φ18.5×4.5㎝（50入・磁） 820円

ワ244-127 白斑点荒ソギ23㎝大鉢  
24.5×23.5×9.2㎝（24入・磁） 2,750円

ワ244-137 鉄ペーパー荒ソギ23㎝大鉢  
24.5×23.5×9.2㎝（24入・磁） 2,750円

ア244-147 錦唐草盛鉢  
φ25×6.4㎝（20入・磁） 2,900円

ア244-157 錦草花盛鉢  
φ25×6.4㎝（20入・磁） 2,900円

ハ244-167 若葉8.5鉢  
φ26.3×4.8㎝（24入・磁） 2,400円
ハ244-177 若葉7.0鉢  
φ21.3×4.5㎝（30入・磁） 1,500円
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タ245-017 星雲うず型大鉢  
φ25.3×7.5㎝（16入・磁） 3,900円

タ245-027 紺斑点うず型大鉢  
φ25.3×7.5㎝（16入・磁） 3,700円

ト245-037 スカイ手作り風鉢（大）  
φ24×9.5㎝（15入・磁） 3,600円

ミ245-047 緑彩変形大鉢  
φ24.2×20.5×9㎝（20入・磁） 2,180円

カ245-057 砂うのふ渕茶三ツ足変形大鉢  
φ25.4×7.8㎝（20入・磁） 3,200円

ハ245-067 朱音8.0鉢  
φ26.2×7㎝（40入・磁） 2,950円
ハ245-077 朱音7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（50入・磁） 2,500円

タ245-087 粉引楕円大鉢  
26×23×8㎝（16入・磁） 2,800円

ハ245-097 吹あそび8.0鉢  
φ26×7㎝（30入・磁） 2,680円

ホ245-107 白刷毛目8.0鉢  
25×6.7㎝（24入・磁） 2,350円

イ245-117 桃李9.5盛皿  
φ28.8×6.1㎝（20入・磁） 2,150円

ホ245-127 火色刷毛8.0鉢  
φ26×7㎝（24入・磁） 2,000円

ハ245-137 銀彩ブルーリップル8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入・磁） 2,000円

ハ245-147 白釉8.0鉢  
φ26.2×7㎝（30入・磁） 1,900円
ハ245-157 白釉7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（40入・磁） 1,600円

ト245-167 玄潮ミツワ9.5盛皿  
φ29×6.1㎝（15入・磁） 1,850円

ト245-177 玄潮8寸盛鉢  
φ24.5×7.8㎝（20入・磁） 1,400円
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オ246-017 魚大鉢  
27.3×23×9㎝（12入・磁） 12,600円

ミ246-027 アメ釉銀彩手造り四角鉢  
20×19.5×8㎝（12入・陶） 17,000円

ミ246-037 白釉銀彩手造り四角鉢  
20×19.5×8㎝（12入・陶） 17,000円

ト246-047 手描四方鉢  
18.5×18.5×6.5㎝（20入・陶） 10,500円

ミ246-057 京橋10.0盛鉢  
31×17.5×4.7㎝（20入・磁） 9,600円

ツ246-067 カイラギ波彫盛皿  
25×24.5×9.5㎝（40入・陶） 6,800円

ロ246-077 御深井花型大鉢  
φ24.5×7.4㎝（15入・陶） 6,800円

ミ246-087 空色流し楕円鉢  
28×18.5×7㎝（30入・磁） 3,100円

カ246-097 赤絵片口手鉢  
26×21.7×7.3㎝（10入・陶） 7,800円

ロ246-107 織部7.0角鉢  
20.5×20.5×8.3㎝（15入・陶） 6,560円

ト246-117 吹墨 三角鉢 （大）  
φ23.3×6.2㎝（20入・陶） 5,200円
ト246-127 吹墨 三角鉢 （中）  
φ15.7×4.8㎝（50入・陶） 2,850円

ミ246-137 釣り人片口大鉢  
26×22×7.5㎝（20入・磁） 5,850円

オ246-147 朱巻片口大平鉢  
26×22×7.5㎝（20入・陶） 5,500円

ミ246-157 粉引朱巻花絵片口盛鉢  
26.5×22×8㎝（20入・陶） 5,300円

ア246-167 Hanaはなパール盛鉢  
29×25×8.7㎝（20入・磁） 5,500円

テ246-177 粉引呉須丸紋片口7.0鉢  
22×21.2×7.5㎝（30入・陶） 5,450円
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Round / Square / Warp Bowl  盛鉢

カ247-017 織部草文包型8.0盛鉢  
φ23.5×6.2㎝（10入・陶） 15,000円

カ247-027 鼡駒筋8寸反鉢  
φ24.7×7.2㎝（25入・陶） 7,800円

ツ247-037 トルコ青飛びカンナ8.0鉢  
φ23.3×5.6㎝（20入・磁） 7,800円

ユ247-047 織部粉引乱線 盛鉢  
φ19.3×6.8㎝（40入・陶） 3,500円

テ247-057 南蛮吹8.0鉢  
φ24.5×8.5㎝（20入・磁） 6,300円

カ247-067 ジャパネスク手造7寸盛鉢  
φ22.2×6.5㎝（40入・陶） 5,800円

メ247-077 炭化8.3楕円鉢  
25×21×11㎝（25入・陶） 5,400円

ア247-087 志野赤絵片口8.0鉢  
24.5×19.5×8.7㎝（20入・陶） 6,350円

メ247-097 暁ボタモチ丸鉢  
φ22.5×3㎝（20入・陶） 6,000円

ミ247-107 さざ波腰張7.0丼  
φ22.8×7.7㎝（30入・陶） 5,600円

ト247-117 錆ススキ8寸鉢  
23.8×23.8×8.8㎝（12入・陶） 5,000円

カ247-127 炭化土白刷毛目変形尺1鉢  
33×22.5×7.5㎝（20入・陶） 5,500円

ト247-137 ジャパンブルー 昴 L平鉢  
φ26×5㎝（24入・磁） 4,000円
ト247-147 ジャパンブルー 昴 M平鉢  
φ21.5×5.3㎝（48入・磁） 2,800円

ア247-157 山茶花三ツ足8.0盛鉢  
φ24×7㎝（16入・陶） 4,900円

テ247-167 粉引呉須丸紋渕反7.5平鉢  
φ23.8×7.2㎝（30入・陶） 5,450円

ト247-177 赤柚子 8.0反丼  
φ25×8.2㎝（20入・磁） 5,100円

カ247-187 ゴールド線模様どら鉢  
φ21.5×6㎝（25入・磁） 4,700円

ツ247-197 刷毛巻銀彩10.0反丼 φ30.5×9.2㎝（10入・磁）  7,600円
ツ247-207 刷毛巻銀彩9.0反丼 φ27×9㎝（15入・磁）  6,000円
ツ247-217 刷毛巻銀彩8.0反丼 φ24.3×8.3㎝（20入・磁）  4,900円

ト247-227 彩塗り分け織部鉢  
25.2×20.1×6.4㎝（20入・陶） 4,500円

ト247-237 錆つる草織部鉢  
24×20.9×6.5㎝（20入・陶） 4,500円
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カ248-017 ジャパネスクワイドリム鉢小  
φ19.4×9.8㎝（20入・陶） 5,300円

ア248-027 タコ唐草三ツ足8.0盛鉢  
φ23.5×7㎝（20入・陶） 4,500円

オ248-037 粉引あらしやま雪割大鉢  
24×6.8㎝（24入・強） 5,380円

ネ248-047 織部手描き盛鉢  
22.2×5㎝（10入・陶） 3,600円

ミ248-057 手造りモダン粉引（土物）手付き6.5ボール  
23×20×6.3㎝（30入・陶） 3,000円

メ248-067 黒窯変刷毛目8.0足付楕円鉢  
25×22×10㎝（20入・陶） 4,700円

ト248-077 緑釉カイラギ7.5丼  
φ22.5×9.3㎝（10入・陶） 4,450円

ト248-087 ゴス流し変形8.0寸鉢  
25.3×23.4×7.2㎝（10入・磁） 4,100円

ミ248-097 モエギ8.0盛鉢  
φ24.5×7㎝（20入・陶） 4,050円

ネ248-107 粉引オリメ角鉢大  
24.2×24.2×7㎝（20入・磁） 4,500円

ネ248-117 備前オリメ角鉢大  
24.2×24.2×7㎝（20入・磁） 4,500円

ア248-127 Ginsai三角盛鉢  
φ23×9.7㎝（20入・陶） 4,300円

ト248-137 トルコカイラギ7.0鉢  
φ22×7.5㎝（30入・陶） 4,450円

カ248-147 織部楕円たわみ9寸皿  
27×25.5×5.7㎝（15入・陶） 5,000円
カ248-157 織部楕円たわみ8寸皿  
24×22.7×5㎝（24入・陶） 4,500円

ミ248-167 青釉ソギ盛皿  
24.5×7㎝（20入・陶） 3,950円

ト248-177 粉引赤絵華 たわみ鉢（大）  
21×19.5×7.5㎝（32入・磁） 3,100円

ト248-187 スカイ 葉型丸8寸鉢  
24.5×22×7.3㎝（30入・磁） 2,300円

オ248-197 かいらぎ三ツ仕切皿（大）  
26×24.5×4.5㎝（30入・陶） 4,050円
オ248-207 かいらぎ三ツ仕切皿（小）  
19.8×20.5×3.5㎝（40入・陶） 2,250円

オ248-217 織部錆絵三ツ仕切皿（大）  
27×25×4.8㎝（30入・陶） 4,050円
オ248-227 織部錆絵三ツ仕切皿（小）  
20.5×20×3.5㎝（40入・陶） 2,250円

ユ248-237 古染唐草6.8平鉢  
φ20×7㎝（30入・磁） 1,980円
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カ249-017 志野山帰来花形盛鉢  
φ22×6.8㎝（20入・陶） 4,300円

ロ249-027 夜明け四角鉢大  
24.8×24.8×6.9㎝（15入・磁） 4,860円

ミ249-037 かいらぎ風赤絵片口8.5皿  
25.5×25×5.3㎝（20入・磁） 4,150円

ト249-047 紫小花7.5花型鉢  
φ22.4×6.6㎝（20入・陶） 4,000円
ト249-057 紫小花5.5花型鉢  
φ17×5.9㎝（40入・陶） 2,600円

カ249-067 グリーン流し片口鉢  
23.9×8.2㎝（24入・磁） 4,800円

ウ249-077 格子織部手造り風変形鉢  
φ26×11×10.5㎝（10入） 3,540円

ト249-087 シャインホワイト 盛鉢  
φ20×4㎝（30入・磁） 2,950円

ト249-097 ゴス刷毛7.5寸深鉢  
22.3×20.5×7.4㎝（16入・磁） 3,900円

ロ249-107 赤釉掛8.0片口鉢  
24.8×21.3×8.6㎝（15入・磁） 4,140円

ツ249-117 天目白流8.0盛鉢  
φ23.7×6.2㎝（20入・陶） 4,050円

ロ249-127 炭化土長鉢  
34.5×15.8×8.3㎝（15入・陶） 3,970円

オ249-137 モダン十草バスケット  
27.3×16.4×8.4㎝（24入・磁）（美濃焼） 3,650円

ツ249-147 炭化土片口7.5寸鉢  
23.3×23×6.4㎝（20入・陶） 3,850円

ロ249-157 呉須十草反大鉢  
φ21.5×8.4㎝（20入・磁） 4,120円

ト249-167 粉引荒土切立浅鉢  
φ23.5×4.3㎝（24入・陶） 3,600円

ミ249-177 呉須刷毛格子 片口8.5盛皿  
25.6×25×5.3㎝（20入・磁） 3,550円

タ249-187 花笑み23.5㎝浅鉢  
φ23.8×5㎝（20入・磁） 2,900円

オ249-197 とちり織部流し8.5平鉢  
φ26.1×7.2㎝（30入・磁）（美濃焼） 2,800円

ヨ249-207 オルジュリーフ鉢 大 #041  
26×20.5×4㎝（40入・磁） 2,000円

ア249-217 窯変粉引き削ぎ20㎝鉢  
φ20×5.8㎝（30入・磁） 1,600円
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ホ250-017 白うず8.0ボール  
φ24×8㎝（20入・磁） 5,800円

ア250-027 青空楕円大鉢  
23×20.5×6.3㎝（20入・磁） 4,000円

ミ250-037 点心7.0ボール  
φ22.1×7.8㎝（20入・磁） 4,050円

ト250-047 いぶし白ライン7.5ボール  
φ22.3×7.8㎝（20入・磁） 3,600円

ユ250-057 白うのふ反高台7.0丼  
φ22×9㎝（20入・陶） 3,750円

ユ250-067 いぶし霜降り黒反高台7.0丼  
φ22×9㎝（20入・陶） 3,750円

ユ250-077 根来赤反高台7.0丼  
φ22×9㎝（20入・陶） 3,750円

ト250-087 スカイ貫入深鉢  
φ21×12㎝（24入・磁） 3,600円

ア250-097 琥珀スクエアボール大  
21.7×21.7×7.5㎝（20入・磁） 3,800円

ト250-107 角渕サビ盛鉢  
21.3×21×7㎝（16入・磁） 3,500円

イ250-117 銀黒回角盛鉢  
21.5×21×6.5㎝（20入・磁） 3,500円

カ250-127 銀サビ黒ちぎり角皿（大）  
23.7×20.7×6.2㎝（20入・磁） 3,400円

イ250-137 黄河たまご8.0鉢  
24×20×9㎝（20入・磁） 3,400円

ト250-147 たまごそばハケ8.0鉢  
24×19.5×8.8㎝（20入・磁） 3,250円

イ250-157 益子均窯たまご8.0鉢  
24×20×9㎝（20入・磁） 3,400円

ト250-167 粉引たまご型8.0大鉢  
24×19.5×8.7㎝（20入・磁） 3,250円

ア250-177 黒結晶緑流盛皿小  
φ23×6㎝（20入・磁） 3,700円

ホ250-187 赤銀彩8.0浅鉢  
φ25×6.5㎝（15入・磁） 3,480円

ヤ250-197 いぶし黒織部手造り鉢（大）  
φ21.5×12㎝（20入・磁） 3,000円

オ250-207 黒潮バスケット  
27.3×16.3×8.5㎝（20入・磁） 3,300円
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オ251-017 呉須草花7.0大鉢  
21.5×5.8㎝（20入・磁） 3,950円

ネ251-027 粉引オリメ角鉢中  
20.7×20.7×5㎝（30入・磁） 3,000円

タ251-037 アークブループリムボウルL  
φ22.5×5㎝（20入・磁） 2,800円

ツ251-047 白釉黒一珍四方上り鉢（大）  
21.5×21.5×7㎝（20入・磁） 2,700円

オ251-057 武山富士型7.0鉢  
φ23×7㎝（30入・磁） 2,950円

ホ251-067 富士清流7.0鉢  
φ23×7㎝（30入・磁） 2,950円

イ251-077 和三彩手造8.0鉢  
24.5×6㎝（16入・磁） 2,850円

ヤ251-087 いぶし黒織部手造り鉢（小）  
φ20×10.5㎝（30入・磁） 2,600円

ユ251-097 白刷毛タタキ盛鉢  
φ19×6.5㎝（40入・陶） 3,500円

タ251-107 黒備前荒そぎ大鉢  
23.5×23.3×9.7㎝（15入・磁） 2,700円

オ251-117 罫書紅梅楕円盛鉢  
24.5×18×6㎝（30入・陶） 2,450円

ネ251-127 白マット金彩手付き7.0鉢  
25.5×21×6.5㎝（20入・磁） 1,750円

ト251-137 粉引十草 盛皿  
φ22.3×4.1㎝（36入・磁） 1,050円

タ251-147 金彩すすきちぎり大鉢  
24×21.6×6㎝（20入・磁） 2,200円

キ251-157 黒渦 彫十草型23㎝盛鉢  
23.6×22.4×5.5㎝（20入・磁） 1,500円
キ251-167 黒渦 彫十草型平鉢  
φ19.8×4.3㎝（40入・磁） 950円

ハ251-177 黒水晶荒引大鉢  
φ23.6×8.8㎝（20入・磁） 2,250円

ハ251-187 粉引荒引大鉢  
φ23.6×8.8㎝（20入・磁） 2,250円

ミ251-197 織部工房変形大鉢  
24.2×20.5×9㎝（20入・磁） 2,100円

ア251-207 煌き黒ボール 大  
φ24×8㎝（20入・磁） 2,050円

ア251-217 すぷらっしゅヌーベル24㎝ボール  
φ24×8㎝（20入・磁） 2,050円
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ネ252-017 東雲8.0寸深鉢  
φ24×7.8㎝（20入・磁） 1,900円

ア252-027 備前織部8.0鉢  
φ23.5×7.7㎝（16入・磁） 1,850円

ホ252-037 藍流8.0鉢  
φ23.5×8㎝（24入・磁） 1,820円

ホ252-047 あけぼの8.0鉢  
23.5×8㎝（24入・磁） 1,820円

ホ252-057 織部十草長角鉢  
26×15.3×7.5㎝（30入・磁） 2,000円

ハ252-067 紺ねず千段8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（20入・磁） 1,700円

イ252-077 クシ墨輪二重8.0深鉢  
24×7.8㎝（20入・磁） 1,700円

ア252-087 赤刷毛8.0盛鉢  
φ24.4×7.9㎝（20入・磁） 1,600円

ツ252-097 黒緑片口大皿  
25×24.5×4㎝（30入・磁） 1,650円

キ252-107 おふけ青海波8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（20入・磁） 1,750円

キ252-117 おふけとちりうず8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（20入・磁） 1,750円

キ252-127 銀彩青海波8.0めん鉢  
φ24.5×7.5㎝（20入・磁） 1,750円

カ252-137 黒真珠輪二重8寸浅鉢  
φ24.8×4.8㎝（30入・磁） 1,600円

カ252-147 フォーカス織部輪二重8.0浅鉢  
φ24.7×4.7㎝（20入・磁） 1,500円

ア252-157 ヴォルテックス24㎝盛鉢  
φ24×6.8㎝（24入・磁） 1,400円

ミ252-167 風雅長角盛鉢  
25.8×15.5×9.3㎝（40入・磁） 1,450円

カ252-177 金色流し彫十草型大鉢  
23.5×22.3×5.7㎝（25入・磁） 1,450円

ミ252-187 深海70浅鉢  
φ21.5×4㎝（40入・磁） 1,300円

ア252-197 ヴォルテックス22.5㎝盛鉢  
φ22.3×6.9㎝（20入・磁） 1,080円

イ252-207 クシ墨輪二重6.5深鉢  
20×6.7㎝（30入・磁） 880円
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ト253-017 トルコ青手造り鉢  
22×21×6㎝（20入・陶） 5,100円

ネ253-027 葉型8.0鉢 白唐津  
24.5×22×16.7㎝（40入・磁） 2,200円

ト253-037 金砂 萌 大鉢  
24×21.5×7㎝（30入・磁） 2,300円

ト253-047 祥瑞6.0ボール  
φ19.5×7.6㎝（24入・磁） 3,000円

ア253-057 黄釉ボール（大）  
φ22×4.3㎝（20入・磁） 2,750円

ツ253-067 ブラックビートピラフ鉢  
26×20×4.5㎝（30入・陶） 2,500円

ネ253-077 白渦片口7.0鉢  
22.5×20.5×8㎝（15入・磁） 2,500円

ツ253-087 黒緑片口大鉢  
22×21×7.5㎝（20入・磁） 2,350円

オ253-097 とちり織部流し7.5平鉢  
φ23×6.4㎝（40入・磁）（美濃焼） 2,100円

ホ253-117 呉須刷毛目舟型盛鉢  
29.5×18×4.5㎝（30入・磁） 2,300円
ホ253-127 呉須刷毛舟型鉢  
24.5×13.5×4㎝（40入・磁） 1,200円

ホ253-137 アカシア十草25㎝麺鉢  
φ25.3×7.8㎝（24入・磁） 1,300円

オ253-147 ボルドー舟型鉢（大）  
24.7×17.7×6㎝（20入・陶） 2,150円

ア253-157 黒釉だ円盛鉢  
27×17×6.3㎝（20入・磁） 2,050円

ハ253-167 朱天目7.5深皿  
φ23.7×4.4㎝（40入・磁） 1,900円

ハ253-177 銀彩ブルーリップル7.0鉢  
φ23.2×6.4㎝（40入・磁） 1,700円

ネ253-187 黒備前つゆ草8.0浅鉢  
24×24×5.5㎝（20入・磁） 1,850円

ア253-197 すぷらっしゅ巧み23㎝盛皿  
φ23×4.8㎝（30入・磁） 1,100円

ト253-207 玄潮ミツワ7.5麺皿  
φ22.9×5㎝（30入・磁） 780円

イ253-217 桃李7.5麺皿  
φ23×5㎝（40入・磁） 880円

ホ253-107 しずく十草6.8ボール
φ21.5×8.3㎝（30入･磁） 1,050円
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ト254-017 金砂 波 6.5鉢  
φ20.5×7.5㎝（24入・磁） 2,550円

メ254-027 炭化8.0楕円皿  
24.5×18.5×4.5㎝（30入・陶）（信楽焼） 9,100円
メ254-037 炭化6.5楕円皿  
20×15×3.5㎝（50入・陶）（信楽焼） 5,350円

ネ254-047 黄灰釉6寸大鉢  
φ19.5×7㎝（5入） 6,000円

メ254-057 黒窯変7.0変型鉢  
21×16×8㎝（25入・陶） 5,350円

メ254-067 粉引石目6.3鉢  
19×18×5㎝（30入・陶） 5,450円

メ254-077 灰刷毛目7.0鉢  
φ20.5×6㎝（40入・陶）（信楽焼） 4,600円

メ254-087 赤絵楕円鉢  
21×19×5.5㎝（40入・陶）（信楽焼） 4,550円

テ254-097 粉引櫛目楕円鉢  
21×17×5.5㎝（30入・陶） 5,000円

ミ254-107 粉引貫入織部木の葉手付鉢  
φ25.3×20.7×6.3㎝（30入・陶） 1,550円

オ254-117 青牡丹大菓子鉢  
19×9.8㎝（24入・磁） 5,000円

ツ254-127 赤釉春秋大鉢（土物）  
φ18×10㎝（12入・強） 4,600円

ツ254-137 黒釉春秋大鉢（土物）  
φ18×10㎝（12入・強） 4,600円

テ254-147 粉引呉須丸紋丸6.5鉢  
φ20.3×7㎝（30入・陶） 4,900円

ロ254-157 ぬくもり小判型8.0鉢  
24.3×17.4×4.7㎝（20入・磁） 2,700円

ミ254-167 粉引 塗り分け リム7.0鉢  
φ21.5×5.5㎝（30入・陶） 4,400円

メ254-177 黒窯変クシ目7.3丸鉢  
φ21×5.5㎝（25入・陶） 4,700円

ミ254-187 黒織部片口盛鉢  
24×19.5×9㎝（30入・磁） 3,900円

オ254-197 黒織部片口深鉢  
19.5×17.5×8.5㎝（30入・陶） 4,200円

オ254-207 織部十草片口深鉢  
20×17.6×8.7㎝（30入・陶） 4,400円

オ254-217 黒織部南天ひねり鉢  
19.7×18.2×8.4㎝（30入・陶） 4,400円
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カ255-017 織部ドロップ盛鉢  
φ20×5.8㎝（20入・陶） 3,800円

オ255-027 赤絵安南片口6.5鉢  
20×15×8.5㎝（20入・陶） 4,000円

メ255-037 黒窯変刷毛目7.4高台皿 φ22.4×13.2㎝（12入）  11,760円
メ255-047 黒窯変刷毛目6.0高台皿 φ18.2×10.7㎝（20入）  6,420円
メ255-057 黒窯変刷毛目4.0高台皿 φ12×8㎝（50入）  3,530円

ア255-067 織部流水7.0高台鉢  
21.7×19.3×9㎝（20入・陶） 4,200円

カ255-077 志野文字舟型盛鉢  
24.3×14.8×8㎝（20入・磁） 3,700円

ト255-087 手付唐草変型鉢  
21.5×27×7.5㎝（10入・磁） 3,750円

ト255-097 銀吹外クシメ21㎝鉢  
φ21.2×4.5㎝（16入・陶） 4,250円

ロ255-107 呉須十草大鉢  
φ18.8×10.5㎝（20入・磁） 4,120円

ネ255-117 トルコかいらぎボール大  
φ19.5×8.5㎝（20入） 3,750円

ミ255-127 灰釉面取鉢  
φ19.5×9.5㎝（30入・磁） 3,650円

カ255-137 白櫛目反大鉢  
20.7×19.5×7.8㎝（30入・陶） 3,500円

ハ255-147 黒土化粧しのぎ6.5角鉢（トルコ）  
19.5×19.5×4.3㎝（36入・陶） 2,100円

ミ255-157 黒海 片口6.0鉢  
19×18.2×6.2㎝（40入・陶） 3,150円
ミ255-167 黒海 片口5.0鉢  
16.2×15.5×5.4㎝（60入・陶） 2,850円

ミ255-177 NBエクシードセーヌ9.5吋スープ皿  
24×24×4.2㎝（18入・磁）（中国） 3,380円

ハ255-187 黒土化粧しのぎ6.5角鉢（ホワイト）  
19.5×19.5×4.3㎝（36入・陶） 2,100円

ハ255-197 黒土化粧しのぎ6.5角鉢（グリーン）  
19.5×19.5×4.3㎝（36入・陶） 2,100円
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ト256-017 みのりぶどう切立鉢大  
φ16.1×5.6㎝（40入・陶） 2,950円

ト256-027 織部乱線切立鉢大  
φ16.1×5.6㎝（40入・陶） 2,950円

ツ256-037 備前風7.0浅口ボール  
φ20.7×5.7㎝（20入・強） 2,500円
ツ256-047 備前風6.0浅口ボール  
φ17.5×5.2㎝（30入・強） 1,900円

ア256-057 若草金彩5.5ボール  
φ16.5×5.2㎝（40入・磁） 2,900円

ネ256-067 漆ブラウン片口ボウル大  
21.5×19×6㎝（20入・磁） 3,200円

ユ256-077 赤楽春風変型平鉢（大）  
20×19×7㎝（30入・陶） 3,200円
ユ256-087 赤楽春風変型平鉢（小）  
15×14×4.5㎝（50入・陶） 1,600円

ミ256-097 ボンボンフラワーグリップボール  
26.3×15×6.5㎝（30入・磁） 3,050円

ミ256-107 カジュアル マルチボール  
26.3×15×6.5㎝（30入・磁） 3,050円

ユ256-117 おぼろ桜変型平鉢（大）  
20×19.5×7㎝（30入・陶） 3,000円
ユ256-127 おぼろ桜変型平鉢（小）  
15×14×4.5㎝（50入・陶） 1,500円

ア256-137 グータンボール中  
φ16×8.3㎝（30入・陶） 3,000円

ロ256-147 青磁彫6.0丼  
φ18×8.5㎝（20入・磁） 2,860円

ロ256-157 信楽吹6.0丼  
φ18×8.5㎝（20入・陶） 2,860円

ト256-167 トチリ手描き線釜上5.5丼  
φ16.5×8.2㎝（25入・磁） 2,700円

ト256-177 山の実5.5花型鉢  
φ16.9×5.8㎝（40入・陶） 2,600円

タ256-187 青白磁うず潮6.5鉢  
20.5×19.2×7.5㎝（30入・磁） 2,600円
タ256-197 青白磁うず潮6.0鉢  
18×17×6.7㎝（40入・磁） 1,700円

ツ256-207 ゴス丸紋大鉢  
φ18×9.2㎝（20入・磁） 2,700円

ミ256-217 粉引小花石目65ボール  
φ20×7.5㎝（30入・磁） 2,800円
ミ256-227 粉引小花石目55ボール  
φ17×6㎝（40入・磁） 1,650円

ロ256-237 紅結晶たまご型7.0浅鉢  
21.7×20×4.8㎝（20入・磁） 2,650円

ユ256-247 三彩流し片口7.0平鉢  
22×20.5×6㎝（20入・陶） 2,600円

タ256-257 天の川23㎝富士型鉢  
23×22.3×7.2㎝（20入・陶） 2,700円
タ256-267 天の川16㎝富士型鉢  
16.3×16×5.7㎝（30入・陶） 1,300円
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Round / Square / Warp Bowl  盛鉢

ミ257-017 筋彫赤市松53ボール  
φ16.5×6.2㎝（45入・陶） 2,550円

ミ257-027 アメ釉南蛮53ボール  
φ16.5×6.2㎝（45入・陶） 2,550円

ア257-037 アプローズ19cmボール  
φ19×6.5㎝（30入・磁） 1,380円

ハ257-047 粉引舞桜盛鉢  
21.6×17.8×7.8㎝（30入・陶） 2,500円

ホ257-057 有明小判型8.0盛鉢  
26×18㎝（24入・磁） 2,600円

タ257-067 天の川パーティー皿  
25×18.3×3.6㎝（20入・陶） 1,800円

イ257-077 赤志野舟形8寸鉢  
24.5×18×5.7㎝（20入・磁） 2,200円

ヤ257-087 白刷毛天目6.5ボール  
φ20×5.5㎝（30入・磁） 900円

ハ257-097 緑彩ぶどう楕円鉢  
22.8×14×4.8㎝（24入・陶） 2,400円

ヨ257-107 サビ十草 平鉢  
φ20.8×6㎝（40入・陶） 2,000円

ヨ257-117 均窯十草 平鉢  
φ20.8×6㎝（40入・陶） 2,000円

ア257-127 葡萄切立16.5cm鉢  
φ16.5×5.8㎝（40入・磁） 950円

オ257-137 銀彩楕円多用鉢  
22.5×16.8×6.2㎝（30入・磁） 2,350円

オ257-147 リプル楕円多用鉢  
22×17×6㎝（40入・磁） 2,350円

カ257-157 金結晶20㎝撫角深皿  
21×20.4×4.9㎝（40入・磁） 2,150円
（※商品によって釉薬によるむらが有ります。）

ヤ257-167 織部砂茶6.5ボール  
φ20×5.5㎝（30入・磁） 900円

ホ257-177 清瀬7.0鉢  
20×19×6.3㎝（30入・磁） 2,200円

ヨ257-187 湖畔大鉢  
22×18×6.5㎝（36入・磁） 2,100円

ツ257-197 渕サビ巻粉引荒瀬大鉢  
22×18×6.5㎝（30入・磁） 2,100円

ホ257-207 ネプチューン5.5ボール  
φ16×5㎝（80入・磁） 720円
ホ257-217 ネプチューン4.0ボール  
φ12.5×4.4㎝（120入・磁） 560円
ホ257-227 ネプチューン3.0ボール  
φ10×3.5㎝（180入・磁） 470円
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イ258-017 和三彩手造7.0鉢  
25×20.5×6.2㎝（24入・磁） 1,900円

ト258-027 墨色手押し7寸鉢  
21.3×20.8㎝（30入・陶） 2,000円

カ258-037 白マット浅ボール  
22.5×20.3×3.8㎝（30入・磁） 1,850円

カ258-047 黒マット浅ボール  
22.5×20.3×3.8㎝（30入・磁） 1,850円

カ258-057 白黒十草変型鉢  
22×16×7.6㎝（30入・陶） 1,900円

カ258-067 黒マット変形鉢  
21.7×15.5×7.3㎝（30入・磁） 1,800円

イ258-077 いぶし黒織部手作り楕円鉢（大）  
24.5×16.5×7.5㎝（20入・磁） 1,800円
イ258-087 いぶし黒織部手作り楕円鉢（小）  
16.8×12.3×6㎝（32入・磁） 930円

タ258-097 あけぼの扇大鉢  
20.6×18.5×5.7㎝（30入・磁） 1,700円

ト258-107 トワール 銀河正角鉢  
17.5×17.5×4.2㎝（20入・磁） 1,700円

ト258-117 スカイ7.5浅鉢  
φ22×4.2㎝（24入・磁） 1,620円

ユ258-127 黄瀬戸織部吹三ツ足7.0浅鉢  
φ20.5×5.5㎝（30入・陶） 1,650円

ミ258-137 窯変三ッ足70鉢  
φ20.5×5㎝（30入・磁） 1,500円

タ258-147 アークブループリムボウルM  
16.8×16.8×3.5㎝（40入・磁） 1,700円

カ258-157 オルジェデリカ18㎝漬物鉢  
17.5×14.5×7.4㎝（40入・磁） 1,650円

カ258-167 砂うのふ渕茶三ツ足変形小鉢  
φ22×5.6㎝（30入・磁） 1,600円

オ258-177 備前楕円鉢（大）  
23.8×17.4×6.3㎝（40入・磁） 1,600円
オ258-187 備前楕円鉢（中）  
19×14.9×5.5㎝（60入・磁） 1,300円
オ258-197 備前楕円鉢（小）  
16×11×4.2㎝（80入・磁） 850円

ト258-207 粉引十草 6.5ボール  
φ19.8×5.7㎝（36入・磁） 1,100円
ト258-217 粉引十草 4.5ボール  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 560円

ネ258-227 蒼花22㎝クープ  
φ22.3×5.3㎝（60入・磁） 990円

タ258-237 清流楕円鉢  
24×17×6.5㎝（20入・磁） 1,400円

タ258-247 粉引楕円中鉢  
24×17×6.6㎝（20入・磁） 1,350円
タ258-257 粉引楕円小鉢  
16×11×4.2㎝（60入・磁） 650円
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ツ259-017 青白リップル6.5楕円鉢  
18.6×15.4×7.7㎝（40入・磁） 1,300円

オ259-027 御深中三本線6.5小判鉢  
20.5×15.5×5.2㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,200円

ホ259-037 いぶき6.5深鉢  
φ20×6㎝（40入・磁） 1,280円

イ259-047 窯変 たわみサラダ鉢  
22×19.5×5.6㎝（40入・磁） 1,100円

イ259-057 窯変フリルカレー皿  
23.6×17×5㎝（40入・磁） 1,100円

ア259-067 黒釉だ円鉢 中  
22.3×14×5.3㎝（40入・磁） 1,050円

ヤ259-077 白刷毛天目京5.0ボール  
φ16.5×5.2㎝（40入・磁） 600円
ヤ259-087 白刷毛天目京4.5ボール  
φ15×4.6㎝（60入・磁） 450円

カ259-097 網代紋六兵衛5.5浅鉢  
φ17×4.8㎝（50入・磁） 480円

イ259-107 レトロカレー皿  
21×17×6㎝（40入・磁） 1,080円

ア259-117 すぷらっしゅヌーベル20㎝ボール  
φ20×7㎝（40入・磁） 1,050円

ア259-127 煌き白ボール 中  
φ20×7㎝（40入・磁） 980円

ア259-137 煌き黒ボール 中  
φ20×7㎝（40入・磁） 980円

ホ259-147 白刷毛石垣5.5ボール  
φ17×5.8㎝（50入・磁） 910円
ホ259-157 白刷毛石垣4.2ボール  
φ13×4.2㎝（100入・磁） 470円

ホ259-167 火色刷毛5.5ボール  
φ17×6.2㎝（40入・磁） 850円

ホ259-177 間取藍花多用鉢  
φ16.4×5.7㎝（60入・磁） 880円

ハ259-187 丸小紋4.8ボール  
φ15.5×5.4㎝（48入・磁） 700円

ネ259-197 明世黒5.5浅鉢  
φ17.9×4.7㎝（80入・磁） 550円

ヤ259-207 黒備前金茶吹内外4.5ボール  
φ15×4.6㎝（60入・磁） 400円

ホ259-217 しずく十草5.0浅鉢  
φ16.5×4.8㎝（70入・磁） 360円
ホ259-227 しずく十草4.0浅鉢  
φ14.3×4.5㎝（100入・磁） 310円
ホ259-237 しずく十草3.3浅鉢  
φ11.2×3.5㎝（150入・磁） 240円

ア259-247 ヴォルテックス16.5㎝浅ボール  
φ16.7×5.2㎝（90入・磁） 460円
ア259-257 ヴォルテックス15㎝深皿  
φ14.7×3.8㎝（100入・磁） 400円
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ア260-017 染錦山水8.0ボール  
φ22.5×8.3㎝（16入・磁） 6,200円
ア260-027 染錦山水6.5ボール  
φ19×7.5㎝（20入・磁） 3,600円

イ260-037 星雲海7.0ボール  
φ21×7.2㎝（20入・磁） 4,700円
イ260-047 星雲海5.0ボール  
φ16×6.5㎝（48入・磁） 2,400円

テ260-057 手描花扇6.8サラダボール  
φ20×8㎝（30入・磁） 5,000円
テ260-067 手描花扇5.5サラダボール  
φ16×6.3㎝（40入・磁） 2,300円
テ260-077 手描花扇4.5サラダボール  
φ12.8×5.8㎝（60入・磁） 1,550円

ユ260-087 赤柚子黒結晶7.5ボール  
φ22×8㎝（16入・陶） 4,200円
ユ260-097 赤柚子黒結晶6.5ボール  
20×7.5㎝（20入・陶） 3,900円
ユ260-107 赤柚子黒結晶5.0ボール  
16×6㎝（40入・陶） 1,900円

ミ260-117 白天目うず潮 7.0ボール  
φ21.8×8.2㎝（15入・陶） 5,200円
ミ260-127 白天目うず潮 6.0ボール  
φ17.5×7.1㎝（25入・陶） 3,400円
ミ260-137 白天目うず潮 5.0ボール  
φ15.5×6.3㎝（30入・陶） 1,900円

タ260-147 みの路8.0ボール  
φ25×7.8㎝（8入・磁） 3,700円
タ260-157 みの路7.0ボール  
φ22×8.5㎝（10入・磁） 3,000円
タ260-167 みの路6.5ボール  
φ19.8×7.3㎝（20入・磁） 2,000円

テ260-177 益子赤丸紋6.0ボール  
φ18.8×6.8㎝（30入・磁） 3,800円
テ260-187 益子赤丸紋5.0ボール  
φ15.7×8.2㎝（40入・磁） 2,400円
テ260-197 益子赤丸紋4.0ボール  
φ13×5.2㎝（60入・磁） 1,780円

ツ260-207 桜木6.0ボール  
φ20×7.7㎝（30入・陶） 3,600円
ツ260-217 桜木5.0ボール  
17×7㎝（60入・陶） 2,800円

ホ260-227 萌流角鉢（大）  
18×18×8.5㎝（40入・磁） 3,400円
ホ260-237 萌流角鉢（中）  
14.5×14.5×7㎝（50入・磁） 1,600円
ホ260-247 萌流角鉢（小）  
11.5×11.5×5.5㎝（70入・磁） 1,050円

ト260-257 錆丸紋7.0ボール  
φ21.7×7.5㎝（20入・磁） 3,500円
ト260-267 錆丸紋6.0ボール  
φ18.5×6.7㎝（24入・磁） 2,550円
ト260-277 錆丸紋4.0ボール  
φ13×5.5㎝（50入・磁） 1,100円

タ260-287 赤釉8.5片口皿  
25.5×25×5.5㎝（16入・磁） 3,300円
タ260-297 赤釉6.5片口皿  
20×19×5㎝（30入・磁） 2,900円
タ260-307 赤釉4.5片口皿  
14×13.3×4.3㎝（60入・磁） 2,400円

カ260-317 雫石（しずくいし）7.0ボール  
φ21.5×8.5㎝（20入・磁） 3,150円

タ260-327 色粉引7.0ボール  
φ21.7×7.6㎝（16入・磁） 3,200円
タ260-337 色粉引6.0ボール  
φ18.8×6.8㎝（20入・磁） 2,300円
タ260-347 色粉引5.0ボール  
φ15.3×6㎝（30入・磁） 1,500円

テ260-357 清流の里8.0盛鉢  
φ24.6×6.5㎝（20入・陶） 2,850円
テ260-367 清流の里6.0手作丸鉢  
φ18.8×4.7㎝（50入・陶） 1,200円
テ260-377 清流の里4.8鉢  
φ14.7×3.6㎝（90入・陶） 800円

ユ260-387 白砂錆十草6.5鉢  
φ19.5×8㎝（20入・陶） 2,800円
ユ260-397 白砂錆十草5.5鉢  
φ16×7㎝（40入・陶） 1,800円
ユ260-407 白砂錆十草4.5鉢  
φ13.5×5.5㎝（60入・陶） 1,300円

ユ260-417 白砂波鹿の子6.5鉢  
φ19.5×8㎝（20入・陶） 2,800円
ユ260-427 白砂波鹿の子5.5鉢  
φ16×7㎝（40入・陶） 1,800円
ユ260-437 白砂波鹿の子4.5鉢  
φ13.5×5.5㎝（60入・陶） 1,300円

ユ260-447 呉須糸玉6.5鉢  
φ19.5×9.8㎝（30入・磁） 2,700円
ユ260-457 呉須糸玉5.0鉢  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,400円

ユ260-467 赤糸玉6.5鉢  
φ19.5×9.8㎝（30入・磁） 2,750円
ユ260-477 赤糸玉5.0鉢  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,400円

ユ260-487 赤水車6.5鉢  
φ19.5×9.8㎝（30入・磁） 2,750円
ユ260-497 赤水車5.0鉢  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,400円

ロ260-507 ぬくもり丸7.0鉢 φ19.6×5.9㎝（40入・磁）  3,560円
ロ260-517 ぬくもり丸5.0鉢 φ15.7×5.1㎝（60入・磁）  1,800円
ロ260-527 ぬくもり丸3.5鉢 φ10.8×4.2㎝（100入・磁）  1,020円
ロ260-537 ぬくもり丸3.0鉢 φ8.8×3.2㎝（120入・磁）  780円
ロ260-547 ぬくもり丸千代口 φ7×2.3㎝（150入・磁）  680円
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Bowl ボール

イ261-477 黒釉白刷毛8.0ボール  
φ23.5×8㎝（16入・磁） 2,050円
イ261-487 黒釉白刷毛目5.5ボール  
φ16.8×5.5㎝（40入・磁） 920円

カ261-497 青均窯くくりて8.0深鉢  
φ23.7×7.7㎝（20入・磁） 1,980円
カ261-507 青均窯くくりて5.5鉢  
φ16.8×5.5㎝（40入・磁） 950円
カ261-517 青均窯くくりて4.0深鉢  
φ12.7×4.8㎝（50入・磁） 500円

ハ261-527 志野サビ刷毛括り手8.0鉢  
φ23.5×7.5㎝（20入・磁） 2,050円
ハ261-537 志野サビ刷毛括り手5.5鉢  
φ17×5.8㎝（60入・磁） 840円

ト261-547 玄潮括り手8.0寸深鉢 φ23.6×7.8㎝（15入・磁）  1,800円
ト261-557 玄潮括り手6.5寸深鉢 φ20.2×6.5㎝（30入・磁）  1,150円
ト261-567 玄潮括り手5.5寸深鉢 φ17×5.7㎝（40入・磁）  840円
ト261-577 玄潮括り手4.0寸深鉢 φ12.8×4.9㎝（60入・磁）  450円

ロ261-037 織部流し変型小鉢  
15.4×11.3×4.4㎝（80入・強） 1,170円

ロ261-017 織部流し変型楕円鉢  
27×1.9×7.1㎝（30入・強） 2,700円
ロ261-027 織部流し変型サラダボール  
22×15.5×6㎝（50入・強） 2,110円

テ261-047 黄釉高台三ツ押7.0鉢  
20.4×6.8㎝（30入・磁） 3,000円
テ261-057 黄釉高台三ツ押5.0鉢  
15.9×5.4㎝（40入・磁） 2,100円

タ261-067 深海6.0ボール  
φ19×6.8㎝（20入・磁） 2,300円
タ261-077 深海5.0ボール  
φ15.4×6.2㎝（30入・磁） 1,460円
タ261-087 深海4.0ボール  
φ13×5.5㎝（40入・磁） 1,000円

ト261-097 ラバーブラウン 21㎝浅ボール  
φ20.8×5.2㎝（20入・磁） 2,100円
ト261-107 ラバーブラウン 15.5㎝浅ボール  
φ15.4×4.7㎝（40入・磁） 1,500円

ヤ261-117 益子風ツタ6.5ボール φ19.7×7.5㎝（30入・磁）  2,300円
ヤ261-127 益子風ツタ5.5ボール φ17×6㎝（40入・磁）  1,200円
ヤ261-137 益子風ツタ4.5ボール φ13.9×5.3㎝（60入・磁）  810円
ヤ261-147 益子風ツタ3.3ボール φ10.8×4.5㎝（80入・磁）  650円

ヤ261-157 朝市6.5ボール φ20×7.5㎝（30入・磁）  2,300円
ヤ261-167 朝市5.5ボール φ17×6㎝（40入・磁）  1,200円
ヤ261-177 朝市4.5ボール φ14×5㎝（60入・磁）  850円
ヤ261-187 朝市3.3ボール φ11×4㎝（80入・磁）  650円

ハ261-197 吹雪石目6.5ボール  
φ20.4×7.5㎝（30入・磁） 1,700円
ハ261-207 吹雪石目5.5ボール  
φ17×6.2㎝（40入・磁） 900円

ミ261-217 窯変金彩6.5深鉢  
φ20×6㎝（40入・磁） 1,350円
ミ261-227 窯変金彩5.5深鉢  
φ16.8×6.5㎝（50入・磁） 1,100円
ミ261-237 窯変金彩4.0深鉢  
φ13.5×5.5㎝（80入・磁） 650円

テ261-247 緑雲金吉祥7.0丼  
φ21.6×6.5㎝（30入・磁） 2,000円
テ261-257 緑雲金吉祥5.5丼  
φ16.8×5.1㎝（50入・磁） 1,250円
テ261-267 緑雲金吉祥4.5丼  
φ13.9×4.1㎝（80入・磁） 950円

テ261-277 粉引かすり7.0鉢  
φ21.3×6.2㎝（30入・磁） 1,550円
テ261-287 粉引かすり5.0鉢  
φ16.5×5㎝（50入・磁） 950円
テ261-297 粉引かすり4.5鉢  
φ13.7×4㎝（80入・磁） 700円

タ261-307 吉祥粉引7.0鉢  
φ21.5×6.3㎝（30入・磁） 860円
タ261-317 吉祥粉引5.5鉢  
φ16.5×5㎝（60入・磁） 470円
タ261-327 吉祥粉引4.5鉢  
φ13.7×4㎝（60入・磁） 350円

ト261-337 刷毛目銀彩六兵6.8深皿  
φ21.1×5.1㎝（40入・磁） 620円
ト261-347 刷毛目銀彩六兵5.5浅鉢  
φ17.1×5㎝（60入・磁） 420円

ヤ261-357 染錦ナズナ5.0鉢  
φ15.5×5㎝（50入・磁） 1,100円
ヤ261-367 染錦ナズナ3.5鉢  
φ11×4㎝（120入・磁） 750円

ヤ261-377 藍染唐草6.8鉢 φ20.6×7.4㎝（30入・磁）  1,250円
ヤ261-387 藍染唐草5.5鉢 φ16.7×6㎝（40入・磁）  680円
ヤ261-397 藍染唐草4.5鉢 φ13.8×5㎝（80入・磁）  430円
ヤ261-407 藍染唐草3.5鉢 φ10.5×4.2㎝（120入・磁）  330円

キ261-447 風車（黒）5.0ボール  
φ16×5.5㎝（40入・磁） 550円
キ261-457 風車（黒）4.5ボール  
φ13.5×5.2㎝（80入・磁） 460円
キ261-467 風車（黒）3.5ボール  
φ10.8×4㎝（120入・磁） 350円

キ261-417 風車（白）5.0ボール  
φ16×5.5㎝（40入・磁） 550円
キ261-427 風車（白）4.5ボール  
φ13.5×5.2㎝（80入・磁） 460円
キ261-437 風車（白）3.5ボール  
φ10.8×4㎝（120入・磁） 350円
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テ262-017 あけ紫三ッ押5.0ボール  
φ15.5×5.8㎝（40入・陶） 2,300円
テ262-027 あけ紫三ッ押4.0ボール  
φ12.5×4.8㎝（60入・陶） 1,550円

タ262-037 スカイブルー6.5ボウル  
φ20×6㎝（30入・磁） 1,200円
タ262-047 スカイブルー4.5ボウル  
φ15×4.5㎝（60入・磁） 500円
タ262-057 スカイブルー4.2ボウル  
φ13×4.3㎝（80入・磁） 400円

ヤ262-067 花間取5.5ボール  
φ17×6㎝（40入・磁） 1,200円
ヤ262-077 花間取4.5ボール  
φ14×5㎝（60入・磁） 850円
ヤ262-087 花間取3.3ボール  
φ11×4㎝（80入・磁） 650円

ミ262-097 月桂樹リップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（60入・磁） 1,180円
ミ262-107 月桂樹リップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（80入・磁） 980円

ヤ262-117 粉引ライン5.5ボール  
φ17×5.6㎝（40入・磁） 1,150円
ヤ262-127 粉引ライン4.2ボール  
φ12.5×5.5㎝（60入・磁） 600円
ヤ262-137 粉引ライン3.3ボール  
φ10.5×5㎝（80入・磁） 500円

キ262-147 赤絵唐草5.5鉢  
φ17×6㎝（60入・磁） 1,250円
キ262-157 赤絵唐草4.5鉢  
φ13×5.7㎝（90入・磁） 1,000円

タ262-167 みの路6.0鉢  
φ19.4×5㎝（30入・磁） 1,030円
タ262-177 みの路4.0鉢  
φ12.7×3.7㎝（60入・磁） 600円
タ262-187 みの路3.3鉢  
φ11×3.3㎝（100入・磁） 530円

イ262-197 和三彩手造6.0鉢  
18.5×4.5㎝（30入・磁） 1,100円
イ262-207 和三彩手造4.8鉢  
14.5×3.5㎝（60入・磁） 900円

イ262-217 里山織部手作り6.0丸鉢  
φ19×4.7㎝（30入・磁） 1,050円
イ262-227 里山織部手作り4.8丸鉢  
φ15×3.7㎝（60入・磁） 880円

ヤ262-237 錆丸紋京風6.5ボール φ19.5×7.5㎝（30入・磁）  2,350円
ヤ262-247 錆丸紋京風5.5ボール φ17×6㎝（48入・磁）  1,200円
ヤ262-257 錆丸紋京風4.5ボール φ14×5㎝（60入・磁）  820円
ヤ262-267 錆丸紋京風3.3ボール φ10.7×4.3㎝（120入・磁）  660円

キ262-277 吉祥小紋5.0鉢  
φ16.8×5.2㎝（70入・磁） 880円
キ262-287 吉祥小紋4.0鉢  
φ13.5×4.5㎝（150入・磁） 660円

ヤ262-297 白吹天目京6.5ボール  
φ20×5.5㎝（30入・磁） 900円

キ262-307 藍彩菊型5.5鉢  
φ16.8×6.2㎝（60入・磁） 880円
キ262-317 藍彩菊型4.5鉢  
φ13.8×5㎝（90入・磁） 660円
キ262-327 藍彩菊型3.5鉢  
φ10.6×4.2㎝（120入・磁） 450円

カ262-337 フォーカス織部輪二重6.5寸深鉢  
φ19.7×7.2㎝（30入・磁） 900円
カ262-347 フォーカス織部輪二重5.5寸深鉢  
φ16×6㎝（40入・磁） 800円

ホ262-357 油滴結晶5.5鉢  
φ16.5×5.5㎝（60入・磁） 920円
ホ262-367 油滴結晶4.0鉢  
φ13×4.8㎝（100入・磁） 580円
ホ262-377 油滴結晶3.0鉢  
φ9.5×3.8㎝（180入・磁） 380円

ヤ262-387 白砂京6.5ボール  
φ20×5.5㎝（30入・磁） 800円

キ262-397 野々花5.0鉢  
φ15.3×4.6㎝（60入・磁） 880円
キ262-407 野々花4.0鉢  
φ12×4.4㎝（90入・磁） 770円

ヤ262-417 粉引釉古代赤絵5.0浅丼  
φ16.8×4㎝（100入・磁） 800円
ヤ262-427 粉引釉古代赤絵4.0浅丼  
φ14×3.5㎝（150入・磁） 620円
ヤ262-437 粉引釉古代赤絵3.3浅丼  
φ11×3.5㎝（200入・磁） 500円

ヤ262-447 ドット白三角5.5鉢 17×6㎝（50入・磁）  680円
ヤ262-457 ドット白三角4.5鉢 φ13.8×5㎝（60入・磁）  440円
ヤ262-467 ドット白三角4.0鉢 φ12.4×5.4㎝（80入・磁）  400円
ヤ262-477 ドット白三角3.5鉢 φ10.9×4㎝（120入・磁）  330円

ヤ262-487 ドット黒三角5.5鉢 17×6㎝（50入・磁）  680円
ヤ262-497 ドット黒三角4.5鉢 13.8×5㎝（60入・磁）  440円
ヤ262-507 ドット黒三角4.0鉢 12.4×5.4㎝（80入・磁）  400円
ヤ262-517 ドット黒三角3.5鉢 10.9×4㎝（120入・磁）  330円
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ケ263-467 ほのかリップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（磁） 650円
ケ263-477 ほのかリップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（磁） 550円
ケ263-487 ほのかリップル3.5鉢  
φ11×3.2㎝（磁） 450円

ヤ263-497 染付 なす5.0ボール  
φ16×6.8㎝（40入・磁） 610円
ヤ263-507 染付 なす4.5ボール  
φ13.3×5㎝（60入・磁） 410円
ヤ263-517 染付 なす3.5ボール  
φ10.7×4㎝（80入・磁） 330円

ヤ263-527 染付 かぶ5.0ボール  
φ16×6.8㎝（40入・磁） 610円
ヤ263-537 染付 かぶ4.5ボール  
φ13.3×5㎝（60入・磁） 410円
ヤ263-547 染付 かぶ3.5ボール  
φ10.7×4㎝（80入・磁） 330円

ヤ263-557 織部砂茶内外5.0ボール  
φ16.5×5.5㎝（40入・磁） 600円
ヤ263-567 織部砂茶内外4.5ボール  
φ15×4.6㎝（60入・磁） 400円

ユ263-017 古染唐草6.0ボール  
φ19×7㎝（30入・磁） 2,750円
ユ263-027 古染唐草5.0ボール  
φ16×5.5㎝（40入・磁） 1,800円

オ263-037 モダン十草6.0平鉢  
φ18×4.5㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,450円
オ263-047 モダン十草5.0平鉢  
φ15.6×4.3㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,150円
オ263-057 モダン十草4.0平鉢  
φ13.6×3.5㎝（100入・磁）（美濃焼） 750円

ケ263-067 彗星石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 600円
ケ263-077 彗星石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-087 ふる里石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 850円
ケ263-097 ふる里石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-107 ふる里石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-117 白露石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 850円
ケ263-127 白露石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-137 白露石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 450円

ケ263-147 白刷毛唐津石目6.0鉢  
φ19.4×4.9㎝（磁） 850円
ケ263-157 白刷毛唐津石目5.0鉢  
φ16.7×4.2㎝（磁） 750円
ケ263-167 白刷毛唐津石目4.0鉢  
φ12.7×3.7㎝（磁） 500円

ケ263-177 山がすみ石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 850円
ケ263-187 山がすみ石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-197 山がすみ石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-207 美濃伊賀5.5ボウル  
φ17×5.3㎝（磁） 800円
ケ263-217 美濃伊賀4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 600円
ケ263-227 美濃伊賀3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 500円

ケ263-237 銀河石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 800円
ケ263-247 銀河石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 550円
ケ263-257 銀河石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 450円

ケ263-267 紺錆十草リップル5.0鉢  
φ16.7×4.5㎝（磁） 750円
ケ263-277 紺錆十草リップル4.5鉢  
φ13.9×3.9㎝（磁） 600円
ケ263-287 紺錆十草リップル3.5鉢  
φ11×3.2㎝（磁） 550円

ケ263-297 東風石目5.5ボウル  
φ17×6.2㎝（磁） 750円
ケ263-307 東風石目4.2ボウル  
φ13×5.5㎝（磁） 500円
ケ263-317 東風石目3.3ボウル  
φ10.5×5.3㎝（磁） 400円

ト263-327 刷毛目銀彩たわみ5.5鉢  
17×16.7×6.1㎝（50入・磁） 720円
ト263-337 刷毛目銀彩たわみ4.5鉢  
13.8×13.5×5.4㎝（80入・磁） 460円
ト263-347 刷毛目銀彩たわみ3.5鉢  
10.9×10.6×4.1㎝（120入・磁） 350円

ヤ263-357 濃十草楕円5.5鉢  
16.9×16.5×6㎝（40入・磁） 680円
ヤ263-367 濃十草楕円4.5鉢  
13.8×13.5×5.4㎝（60入・磁） 440円
ヤ263-377 濃十草楕円3.5鉢  
11×10.8×4.1㎝（120入・磁） 330円

ヤ263-387 織部刷毛砂茶6.5ボール  
φ20×5.5㎝（30入・磁） 900円
ヤ263-397 織部刷毛砂茶京4.5ボール  
φ15×4.6㎝（60入・磁） 430円

キ263-407 うず粉引グレー5.0ボール  
φ15.8×6.5㎝（60入・磁） 660円
キ263-417 うず粉引グレー4.0ボール  
φ13.3×5.3㎝（90入・磁） 550円
キ263-427 うず粉引グレー3.5ボール  
φ10.5×5㎝（120入・磁） 440円

イ263-437 せせらぎ5.5ボール  
φ17.3×6.2㎝（60入・磁） 720円
イ263-447 せせらぎ4.5ボール  
φ14×5.2㎝（80入・磁） 520円
イ263-457 せせらぎ3.5ボール  
φ12.4×4.5㎝（120入・磁） 400円
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焼酎サーバー Shochu Server 

カ264-017 伊賀吹3号サーバー  
5400㏄（1入・陶） 37,000円
カ264-027 3号用木台（中）  
28×28×11.5㎝（30入） 5,000円

カ264-037 サビ釉3号サーバー  
5400㏄（1入・磁） 24,000円
カ264-047 サビ釉2号サーバー  
3600㏄（4入・磁） 19,000円
カ264-057 サビ釉3号･2号用木台  
28×28×11.5㎝（30入） 4,700円

メ264-067 金彩花彫サーバー  
21.5×16×35㎝（2200㏄）（6入・陶）（信楽焼） 23,500円

メ264-077 灰釉手付サーバー（マイナスイオン）  
20×15×37㎝（2500㏄）（6入・陶）（信楽焼） 22,500円

メ264-087 火色小花サーバー  
23×19.5×34㎝（3000㏄）（6入・陶）（信楽焼） 21,500円
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Shochu  Bottle / Wine  Cooler 焼酎ボトル・ワインクーラー

メ265-017 ラジウムボトル白長  
φ8×24.5㎝（720㏄）（36入・陶）（信楽焼） 4,110円
メ265-027 ラジウムボトル黒短  
φ9×21.3㎝（720㏄）（36入・陶）（信楽焼） 4,110円

メ265-037 粉引アイスBOX  
φ17×11㎝（つる含まず）（20入・陶） 8,600円

カ265-047 黒陶ブルーアイスペール  
13.4×8.5㎝（50入・陶） 2,300円
カ265-057 アイスペール目皿  
8.8×1.1㎝（300入） 480円
カ265-067 アイストング  
15㎝（300入） 460円

ハ265-077 メタリックパープルワインクーラー  
φ22×17㎝（8入・磁） 17,000円

ア265-087 山水ワインクーラー  
φ22×17㎝（8入・陶） 13,800円

メ265-097 火色小花ピッチャー  
17×12×23.5㎝（15入・陶） 5,880円

キ265-107 赤楽ワインクーラー  
φ22×12.3㎝（15入・陶） 4,200円

メ265-117 火色小花アイスBOX  
φ16×18㎝（12入・陶） 4,100円

メ265-127 火色小花ワインクーラー  
25×20×14㎝（12入・陶） 8,800円

キ265-137 たこ唐草ワインクーラー  
φ22×12.3㎝（15入・陶） 4,200円

ア265-147 手造り唐草多用ポット  
約φ26×14.5㎝（4入・陶） 22,000円

メ265-157 炭化ワインクーラー  
30×18.5×17.5㎝（8入・陶） 12,800円
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メ266-017 黒窯変刷毛目汲出し  
φ10.5×8㎝（330㏄）（50入・陶） 2,400円

カ266-027 サビ巻銀彩切立たっぷり碗  
φ8.8×8.2㎝（290㏄）（60入・陶） 2,200円

カ266-037 織部十草切立たっぷり碗  
φ8.8×8.2㎝（290㏄）（60入・陶） 2,100円

カ266-047 サビ梅花皮切立たっぷり碗  
φ8.8×8.2㎝（290㏄）（60入・陶） 2,100円

ハ266-057 炭化土丸カップ白  
φ9.5×8㎝（340㏄）（60入・陶） 1,200円

ハ266-067 炭化土丸カップ黒  
φ9.5×8㎝（340㏄）（60入・陶） 1,200円

ロ266-077 融雪 指押カップ  
φ10.5×8㎝（300㏄）（60入・陶） 1,200円

ユ266-087 花園藍ロックカップ  
φ8.5㎝（約310㏄）（60入・陶） 1,600円

ユ266-097 花園桃色ロックカップ  
φ8.5㎝（約310㏄）（60入・陶） 1,600円

ロ266-107 融雪 陶碗 （大）  
φ9.6×8.8㎝（300㏄）（60入・陶） 1,030円

ト266-117 渕赤炭化ロックカップ  
φ8.5×8.5㎝（330㏄）（10×6入・陶） 1,600円

タ266-127 トルコマルチカップ  
φ9.5×8.2㎝（400㏄）（40入・陶） 1,400円

ア266-137 シルバーボーダーBコップ  
φ9.3×7.8㎝（300㏄）（60入・磁） 1,600円

ア266-147 シルバーボーダーWコップ  
φ9.3×7.8㎝（300㏄）（60入・磁） 1,600円

ホ266-157 青吹もちやすいカップ  
φ9.5×9.5㎝（360㏄）（80入・陶） 1,300円

ユ266-167 ささら十草ハイボールカップ  
φ9×9.5㎝（420㏄）（40入・磁） 1,400円

ユ266-177 油滴黒ハイボールカップ  
φ9×9.5㎝（420㏄）（40入・磁） 1,400円

ユ266-187 雪舟ハイボールカップ  
φ9×9.5㎝（420㏄）（40入・磁） 1,400円

タ266-197 トルコ梅酒カップ  
φ9×8㎝（300㏄）（60入・陶） 1,200円

タ266-207 トルコロックカップ  
φ7.8×8.7㎝（270㏄）（60入・陶） 1,100円

ア266-217 窯彩コップ  
φ10×8.8㎝（60入・磁） 1,200円

タ266-227 白釉マルチカップ  
φ9.4×9.3㎝（380㏄）（60入・陶） 1,000円

ホ266-237 ゴールド織部流しロックカップ  
φ9×9㎝（390㏄）（80入・磁） 1,250円

ホ266-247 黒織部流しロックカップ  
φ9×9㎝（390㏄）（80入・磁） 1,150円

ロ266-257 白線流し 天目 ロックカップ  
φ8.7×8㎝（250㏄）（80入・磁） 1,180円

ロ266-267 白線流し 群青 ロックカップ  
φ8.7×8㎝（250㏄）（80入・磁） 1,180円

ホ266-277 ヨリソウ（宇宙）ロックカップ  
φ8.1×10.8㎝（300㏄）（80入・陶） 1,500円

ホ266-287 ヨリソウ（薄紅）ロックカップ  
φ8.1×10.8㎝（300㏄）（80入・陶） 1,500円

ヨ266-297 均窯十草 ロックカップ  
φ9×9㎝（310㏄）（60入・陶） 700円

ヨ266-307 サビ十草 ロックカップ  
φ9×9㎝（310㏄）（60入・陶） 700円
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Rock Cup ロックカップ

ア267-017 青かいらぎ高台カップ  
φ9×9.5㎝（約300㏄）（60入・陶） 1,800円

ロ267-027 はるかぜ 指押カップ  
φ10.6×8㎝（300㏄）（60入・陶） 1,220円

ロ267-037 はるかぜ 陶碗 大  
φ9.7×8.9㎝（300㏄）（60入・陶） 1,040円

ロ267-047 はるかぜ いっぷく碗  
φ97×6.6㎝（220㏄）（80入・陶） 1,040円

ロ267-057 はるかぜ 陶碗 小  
φ9.3×7㎝（240㏄）（80入・陶） 900円

ホ267-067 茶彫十草ソギ型カップ  
φ9.5×9㎝（320㏄）（80入・陶） 1,040円

イ267-077 粉引グレーロックカップ  
φ10.3×8㎝（260㏄）（60入・陶） 1,300円

イ267-087 黒ウズ ロックカップ  
φ9.4×7.7㎝（250㏄）（100入・磁） 1,050円

ア267-097 プロミネント瑠璃コップ  
φ9.8×8.5㎝（約300㏄）（60入・磁） 1,180円

ロ267-107 融雪 いっぷく碗  
φ9.9×6.7㎝（220㏄）（80入・陶） 1,030円

キ267-117 美濃萩ヌリ分面取カップ  
φ9.5×8.7㎝（300㏄）（80入・陶） 930円

キ267-127 銀彩雲竜面取カップ  
φ9.5×8.7㎝（300㏄）（80入・陶） 930円

カ267-137 窯変呉須面取カップ  
φ9.5×8.5㎝（280㏄）（64入・陶） 950円

カ267-147 吹織部面取カップ  
9.5×9㎝（280㏄）（64入・陶） 950円

カ267-157 均窯流面取カップ  
φ9.5×9㎝（280㏄）（64入・陶） 950円

カ267-167 黄瀬戸吹き面取カップ  
φ9.5×9㎝（250㏄）（80入・陶） 950円

ミ267-177 黒織部焼酎カップ（中）×  
φ10.2×6.7㎝（250㏄）（80入・陶） 1,120円

ト267-187 内金 モダンカップ  
φ8×8㎝（250㏄）（10×6入・陶） 750円

ホ267-197 いぶしヒスイ切立カップ（小）  
φ8.4×6.7㎝（260㏄）（80入・陶） 1,100円

ロ267-207 融雪 陶碗 （小）  
φ9.2×7㎝（240㏄）（80入・陶） 900円

ホ267-217 白磁たまごロックカップ  
φ10×6.8㎝（340㏄）（100入・磁） 950円

テ267-227 ヒワロック碗  
9.5×7.5㎝（80入・陶） 860円

カ267-237 ヒワロックカップ  
φ9.3×7㎝（250㏄）（64入・陶） 800円

タ267-247 ブルーイラボロックカップ  
φ9×6.7㎝（240㏄）（80入・磁） 430円

キ267-257 均窯流しロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 740円

キ267-267 黒ヒワタタキロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 740円

キ267-277 黒窯変ロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 740円

テ267-287 白均窯十草ロック碗  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（80入・陶） 800円

テ267-297 黒均窯十草ロック碗  
φ9.5×7.3㎝（200㏄）（80入・陶） 800円

ユ267-307 雪粉引ねじりロックカップ  
φ9.2×8.6㎝（260㏄）（60入・磁） 650円

カ267-317 青磁手折りロックグラス  
φ9.3×8.2㎝（280㏄）（64入・磁） 580円

カ267-327 うでい手折りロックグラス  
φ9.5×8.5㎝（300㏄）（64入・磁） 580円

タ267-337 いぶし黒ロックカップ  
φ9×8.4㎝（280㏄）（60入・磁） 560円

ハ267-347 いぶし灰釉ロックカップ  
φ9.2×8.3㎝（280㏄）（10×8入・磁） 580円

カ267-357 白伊賀マット焼酎カップ  
φ9.2×8.5㎝（280㏄）（80入・磁） 500円

カ267-367 黒伊良保焼酎カップ  
φ9.2×8.5㎝（280㏄）（60入・磁） 500円
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ア268-017 黒土削きカップ（小）  
φ9×14㎝（210㏄）（40入・陶） 3,300円

ト268-027 灰釉くし目フリーカップ  
φ8×12.7㎝（10×6入・陶） 2,600円

ア268-037 かるうす 桜ピンクロングカップ  
φ7×13.5㎝（380㏄）（40入・磁） 2,800円

ア268-047 うすかる 桜ヒワロングカップ  
φ7×13.5㎝（380㏄）（40入・磁） 2,800円

ア268-057 若草金彩ゴブレット  
φ8×15.2㎝（270㏄）（60入・磁） 3,000円

メ268-067 黒窯変口白フリーカップ  
φ9×14.5㎝（430㏄）（40入・陶） 2,450円

メ268-077 粉引流しフリーカップ  
φ9.3×11㎝（80入） 3,250円

タ268-087 森の湖ビアチュ-ハイ  
φ8.6×13.3㎝（380㏄）（40入・磁） 1,450円

メ268-097 古信楽フリーカップ（大）  
φ9.3×12.5㎝（350㏄）（50入・陶） 1,900円

ネ268-107 あられタンブラー（白）  
8×11.6㎝･350㏄（60入・磁） 1,200円

ト268-127 年輪 黒 ビアカップ  
φ8.7×13㎝（390㏄）（60入・陶） 920円

ラ268-137 わび 朽葉 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 850円

テ268-147 黒サビ乱線ロングビヤーカップ  
φ8×15.7㎝（350㏄）（60入・陶） 1,800円

テ268-157 ルリかいらぎロングビヤーカップ  
φ8×15.7㎝（350㏄）（60入・陶） 1,800円

テ268-167 ピンクかいらぎロングビヤーカップ  
φ8×15.7㎝（350㏄）（60入・陶） 1,800円

ユ268-177 藍市松フリーカップ  
φ8.5×12.5㎝（340㏄）（60入・陶） 1,650円

カ268-187 黒土トルコマットピルスナー  
φ7×13㎝（350㏄）（60入・陶） 1,300円

カ268-197 金ラスターピルスナー  
φ7×13㎝（350㏄）（60入・陶） 1,300円

カ268-207 白瀬戸ピルスナー  
φ7×13㎝（350㏄）（60入・陶） 1,300円

ト268-217 ゴールト焼酎カップ  
φ8×15㎝（420㏄）（10×6入・陶） 1,200円

ホ268-227 ゴールド織部流しフリーカップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・磁） 1,350円

タ268-237 黒釉焼酎カップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・陶） 1,100円

タ268-247 白釉焼酎カップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・陶） 1,100円

ホ268-257 黒織部流しフリーカップ  
φ8.2×15㎝（420㏄）（60入・磁） 1,250円

ユ268-267 茶刷毛カップ（大）  
φ9.5×13㎝（380㏄）（60入・磁） 1,100円

キ268-277 黒結晶焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 1,000円

キ268-287 南蛮焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 1,000円

キ268-297 黒備前焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 1,000円

ト268-307 年輪 白 ビアジョッキ  
φ8.7×13㎝（390㏄）（48入・陶） 1,450円

ミ268-317 焼締モダンビアジョッキ  
φ9×15㎝（550㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,600円

ミ268-327 鉄釉モダンビアジョッキ  
φ9×15㎝（560㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,600円

ミ268-337 織部ロクロ目ビアジョッキ  
φ9×15㎝（560㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,400円

ミ268-347 備前風ロクロ目ビアジョッキ  
φ9×15㎝（550㏄）（48入・陶）（美濃焼） 2,400円

イ268-357 黄糸車 ビアジョッキー  
φ9.4×13.5㎝（500㏄）（48入・磁） 2,100円

イ268-367 黒ウズ ビアジョッキー  
φ9.4×13.5㎝（500㏄）（48入・磁） 2,100円

ネ268-117 あられタンブラー（鉄黒）  
8×11.6㎝･350㏄（60入・磁） 1,200円
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メ269-017 黒焼締フリーカップ  
φ8.5×13㎝（350㏄）（90入・陶） 3,250円

カ269-027 トルコマット（大）  
φ8×14㎝（300㏄）（40入・陶） 2,600円

ア269-037 手造り唐草フリーカップ赤  
φ9×11.7㎝（約340㏄）（60入・磁） 2,000円

ロ269-047 ふかみどり ビアカップ（大）  
φ9×13.3㎝（450㏄）（50入・陶） 2,050円

ハ269-057 ハッピークローバーフリーカップ（G）  
φ8×11.8㎝（60入・陶） 1,200円

ハ269-067 ハッピークローバーフリーカップ（P）  
φ8×11.8㎝（60入・陶） 1,200円

ロ269-077 塗分焼酎カップ  
φ9.9×12.5㎝（500㏄）（50入・陶） 1,460円

ロ269-087 錆藍流しビアカップ特大  
φ9.8×12.5㎝（500㏄）（50入・磁） 1,400円

ロ269-097 志野唐草ビアカップ特大  
φ9.8×12.5㎝（500㏄）（50入・磁） 1,400円

ロ269-107 粉引ビアカップ特大  
φ9.8×12.5㎝（500㏄）（50入・磁） 1,400円

イ269-117 黒ウズ フリーカップ 大  
φ8.5×12.1㎝（330㏄）（80入・磁） 1,250円

ラ269-127 錆粉引 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 950円

ア269-137 グレースフリーカップ  
φ9×13㎝（400㏄）（60入・磁） 1,300円

ト269-147 黒釉水玉カップ計量ライン付  
φ9.7×12㎝（400cc）（6×10入・磁） 1,200円

ト269-157 白釉水玉カップ計量ライン付  
φ9.7×12㎝（400cc）（6×10入・磁） 1,200円

ラ269-167 根来 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 1,400円

キ269-177 薄水焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 1,000円

キ269-187 ワラ白焼酎カップ  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・陶） 1,000円

ラ269-197 トルコ青磁 しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 850円

ラ269-207 わび うぐいす しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 850円

カ269-217 志野ビアカップ  
φ8.9×12.7㎝（380㏄）（60入・陶） 1,000円

カ269-227 白ガラスビアカップ  
φ8.9×12.7㎝（380㏄）（60入・陶） 1,000円

ト269-237 吹焼焼酎カップ計量ライン付  
φ9.7×12㎝（400cc）（6×12入・磁） 1,050円

カ269-247 織部ビアカップ  
φ8.9×12.7㎝（380㏄）（60入・陶） 1,000円

ヤ269-257 森の湖ビールカップ  
φ8.5×13㎝（330㏄）（80入・磁） 980円

ラ269-267 わび 紺ねず しのぎカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 850円

キ269-277 灰貫入ライン焼酎カップ  
φ8.8×12㎝（360㏄）（80入・磁） 820円

キ269-287 黒備前焼酎カップ  
φ8.8×12㎝（360㏄）（80入・磁） 820円

カ269-297 うでい塗分波渕ビール  
φ9.1×13.2㎝（400㏄）（40入・陶） 850円

ホ269-307 白備前太いタンブラー  
φ8.5×12㎝（340㏄）（60入・磁） 700円

ト269-317 ロイヤルブルービアジョッキ  
11×13㎝（500㏄）（6×8入・磁） 1,550円

ト269-327 クリームホワイトビアジョッキ  
11×13㎝（500㏄）（6×8入・磁） 1,550円

ト269-337 ストーンブラックビアジョッキ  
11×13㎝（500㏄）（6×8入・磁） 1,550円

ユ269-347 茶刷毛 ジョッキ  
φ9.5×13㎝（380㏄）（40入・磁） 1,200円

オ269-357 本場D陶製ビアジョッキ500  
φ8.5×11.9㎝（500㏄）（40入・陶）（美濃焼） 1,350円

オ269-367 本場D陶製ビアジョッキ300  
φ7.5×10.4㎝（300㏄）（48入・陶）（美濃焼） 1,050円
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270 フリーカップ・ジョッキ Tall / Beer Cup

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

ウ270-017 内黒外銅ゴブレット  
φ8×11.8㎝（300㏄）（40入）（土物） 3,760円

ア270-027 手造り唐草フリーカップ青  
φ9×11.7㎝（約340㏄）（60入・磁） 1,950円

ユ270-037 花園桃色フリーカップ  
φ8×11.5㎝（約300㏄）（60入・陶） 1,700円

ユ270-047 花園藍フリーカップ  
φ8×11.5㎝（約300㏄）（60入・陶） 1,700円

ホ270-057 彩青フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,680円

ホ270-067 彩赤フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,680円

ミ270-077 青釉タタキ焼酎カップ（大）  
10.5×10×10㎝（400㏄）（60入・陶） 1,600円

メ270-087 古信楽フリーカップ（小）  
φ8.5×11㎝（250㏄）（50入・陶） 1,600円

ホ270-097 黒吹十草フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,650円

ホ270-107 赤吹十草フリーカップ  
φ8×11.5㎝（300㏄）（10×8入・陶） 1,650円

ヤ270-117 鉄釉フリーカップ  
φ8×11.5㎝（260㏄）（72入・陶） 1,650円

イ270-127 オークフリーカップ 大  
φ8.5×12㎝（350㏄）（80入・磁） 1,200円

ラ270-137 わび うぐいす ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 850円

ラ270-147 わび 紺ねず ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 850円

ロ270-157 黒塗内朱フリーカップ  
φ7.6×12㎝（280㏄）（60入・陶） 1,530円

テ270-167 火色焼締杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,550円

テ270-177 白萩杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,550円

テ270-187 備前風杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,550円

テ270-197 赤楽黒吹内白杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,550円

テ270-207 白刷毛目杵型カップ  
φ8×11.3㎝（320㏄）（80入・陶） 1,550円

ア270-217 土物粉引フリーカップ  
φ8.6×10.8㎝（350㏄）（60入・陶） 1,500円

ラ270-227 粉引金彩 ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 1,000円

ラ270-237 わび 朽葉 ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄） 850円

ト270-247 青釉十草ウエーブカップ  
φ9×10㎝（300㏄）（6×8入・陶） 1,320円

ト270-257 天目流しフリーカップ  
9×10.5㎝（310㏄）（6×8入・陶） 1,400円

ト270-267 イラボ削りフリーカップ  
φ8.7×10.2㎝（300㏄）（6×8入・陶） 1,400円

ア270-277 織部流しフリーカップ  
φ8.6×10.8㎝（350㏄）（60入・陶） 1,500円

ホ270-287 いぶしヒスイフリーカップ  
φ8×11.8㎝（300㏄）（80入・陶） 1,300円

ミ270-297 ブーケゴブレット  
φ8.2×11.7㎝（300㏄）（80入・磁） 1,150円

ヤ270-307 白軽カップ Beer  
φ9×11.8㎝（450㏄）（80入・磁） 1,200円

ト270-317 内金 たっぷりカップ  
φ9×11.2㎝（10×6入・陶） 1,100円

イ270-327 ビードロ吹 フリーカップ  
φ9×12㎝（330㏄）（80入・陶） 1,000円

ト270-337 銀刷毛ブルーフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（300㏄）（10×8入・磁） 800円

タ270-347 白釉フリーカップ  
φ8.4×11㎝（280㏄）（60入・陶） 700円

タ270-357 黒釉フリーカップ  
φ8.4×11㎝（280㏄）（60入・陶） 700円

イ270-367 流彩フリーカップ  
φ8.3×11㎝（270㏄）（80入・陶） 700円
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271Tall / Beer Cup フリーカップ・ジョッキ

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

カ271-017 トルコマット（小）  
φ7.8×12.4㎝（240㏄）（60入・陶） 2,200円

タ271-027 かすみ青白フリーカップ  
φ8×10.5㎝（270㏄）（60入・磁） 1,000円

タ271-037 かすみ白フリーカップ  
φ8×10.5㎝（270㏄）（60入・磁） 900円

ミ271-047 粉引焼酎カップ（大）  
φ10×10㎝（400㏄）（60入・陶） 1,600円

ハ271-057 緑彩ぶどうフリーカップ（緑）  
φ8.5×12.4㎝（310㏄）（60入・陶） 1,800円

ハ271-067 緑彩ぶどうフリーカップ（紫）  
φ8.5×12.4㎝（310㏄）（60入・陶） 1,800円

テ271-077 赤楽黒吹内白焼酎コップ  
φ9.2×10㎝（280㏄）（80入・陶） 1,650円

オ271-087 ビールカップブルー  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 850円

ト271-097 年輪 黒 フリーカップ  
φ9×10.5㎝（280㏄）（80入・陶） 770円

ハ271-107 粉引舞桜フリーカップ（ピンク）  
φ8.5×11.8㎝（270㏄）（60入・陶） 1,200円

ハ271-117 粉引舞桜フリーカップ（紫）  
φ8.5×11.8㎝（270㏄）（60入・陶） 1,200円

カ271-127 美膳岩フリーカップ  
φ7.5×12㎝（240㏄）（60入・陶） 1,100円

タ271-137 赤マーブルトールカップ（軽量）  
φ7.7×12.7㎝（300㏄）（60入・陶） 950円

タ271-147 黒マーブルトールカップ（軽量）  
φ7.7×12.7㎝（300㏄）（60入・陶） 950円

タ271-157 青マーブルトールカップ（軽量）  
φ7.7×12.7㎝（300㏄）（60入・陶） 950円

ア271-167 緑線フリーカップ  
φ8×11㎝（300㏄）（80入・陶） 1,080円

ロ271-177 白釉錆刷毛フリーカップ  
φ8.6×11.9㎝（60入・磁） 990円

ロ271-187 黒釉白刷毛フリーカップ  
φ8.6×11.9㎝（60入・磁） 990円

ト271-217 アカネ焼酎カップ  
φ9.5×10.7㎝（360㏄）（60入・磁） 840円

カ271-227 黒だすき焼酎カップ  
φ9.6×10.5㎝（370㏄）（50入・磁） 900円

キ271-237 黒備前マイルドカップ  
φ9.5×11㎝（380㏄）（80入・磁） 820円

ユ271-247 雪粉引ねじりカップ  
φ8.5×12㎝（300㏄）（60入・陶） 850円

カ271-257 白刷毛目波カップ  
φ9.1×9.9㎝（280㏄）（60入・陶） 800円

カ271-267 黒ガラス波カップ  
φ9.1×9.9㎝（280㏄）（60入・陶） 800円

オ271-277 粉引刷毛目フリーカップ  
φ9×10㎝（280㏄）（60入・陶） 800円

ト271-287 赤志野フリーカップ  
φ9×10㎝（280㏄）（10×8入・陶） 770円

ト271-297 ネズ志野フリーカップ  
φ9×10㎝（280㏄）（10×8入・陶） 770円

タ271-307 黒刷毛千段カップ  
φ8.4×11.7㎝（310㏄）（60入・陶） 700円

タ271-317 黒備前フリーカップ  
φ8.5×9.4㎝（300㏄）（60入・陶） 840円

ハ271-327 大地フリーカップ  
φ8.2×11.7㎝（350㏄）（10×6入・磁） 700円

イ271-337 窯変フリーカップ  
φ8.3×11㎝（270㏄）（80入・陶） 700円

カ271-347 いこい焼酎カップ  
φ9.5×10㎝（390㏄）（50入・磁） 600円

カ271-357 備前焼酎カップ  
φ9.8×12.1㎝（430㏄）（80入・磁） 1,200円

ト271-367 鉄赤フリーカップ（大） φ8.5×12㎝（350㏄）（10×8入・磁）  1,200円
ト271-377 鉄赤フリーカップ（中） φ8×10.5㎝（250㏄）（10×8入・磁）  900円
ト271-387 鉄赤フリーカップ（小） φ7.5×9㎝（170㏄）（10×12入・磁）  700円

ホ271-197 青磁高台六兵衛カップ  
φ7.4×10.7㎝（240㏄）（100入・陶） 1,000円

食洗機不可

ホ271-207 NB高台六兵衛カップ  
φ7.4×10.7㎝（240㏄）（100入・陶） 1,000円

食洗機不可
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272 フリーカップ・ジョッキ Tall / Beer Cup

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

メ272-017 焼〆金彩フリーカップ  
φ9.4×12㎝（70入） 3,250円

ア272-027 オリーブLフリーカップ  
φ9×10㎝（400㏄）（60入・磁） 2,200円

ア272-037 バイオレットLフリーカップ  
φ9×10㎝（400㏄）（60入・磁） 2,200円

ロ272-047 いらぼ ビアカップ（大）  
φ9×13.3㎝（450㏄）（60入・陶） 2,050円

イ272-057 白十草 焼酎カップ  
φ10×8.8㎝（320㏄）（60入・陶） 1,150円

イ272-067 黒十草 焼酎カップ  
φ10×8.8㎝（320㏄）（60入・陶） 1,150円

ア272-077 カイラギLフリーカップ  
φ7.7×10.5㎝（300㏄）（60入・磁） 2,150円

イ272-087 黄糸車 反型フリーカップ  
φ8.1×11㎝（220㏄）（100入・陶） 1,050円

イ272-097 黒ウズ フリーカップ 中  
φ8×10.4㎝（260㏄）（100入・陶） 1,050円

イ272-107 黒ウズ 反型フリーカップ  
φ8.1×11㎝（220㏄）（100入・陶） 1,050円

ロ272-117 塗分ロックカップ  
φ9.8×9㎝（320㏄）（60入・陶） 980円

ト272-127 ピンク水玉 ゴブレット  
φ8.5×10.3㎝（260㏄）（10×8入・陶） 980円

ト272-137 花結 ゴブレット  
φ8.5×10.3㎝（260㏄）（10×8入・陶） 980円

ケ272-147 なごり雪 リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）（磁） 850円

ケ272-167 彗星 リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）（磁） 850円

ケ272-177 藍染十草 リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）（磁） 850円

ケ272-187 金華 リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）（磁） 850円

ケ272-197 紺錆十草 リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）（磁） 850円

ト272-207 フレッシュロックカップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 820円

ト272-217 焼締 茶吹ライン付カップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 820円

ト272-227 白線黒鉄釉ライン付カップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 820円

ケ272-237 漆染 リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）（磁） 850円

オ272-247 ビールカップ黒  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 850円

オ272-257 ビールカップ白  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 850円

オ272-267 ビールカップグリーン  
φ8×10.3㎝（250㏄）（60入・陶） 850円

ハ272-277 白釉フリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（60入・磁） 700円

ケ272-287 山がすみ リップルフリーカップ  
φ8.7×11.2㎝（310㏄）（磁） 850円

ホ272-297 織部ラインフリーカップ  
φ8×11㎝（240㏄）（10×8入・陶） 640円

ホ272-307 茶ラインフリーカップ  
φ8×11㎝（240㏄）（10×8入・陶） 640円

イ272-317 黒茶釉フリーカップ  
φ8.3×11.4㎝（280㏄）（80入・磁） 630円

ホ272-327 黒伊賀織部掛けタンブラー  
φ7.1×11.8㎝（250㏄）（10×8入・磁） 620円

タ272-337 いぶし黒フリーカップ  
φ8×11㎝（280㏄）（60入・磁） 560円

イ272-347 黄糸車 フリーカップ 大  
φ8.5×12.1㎝（330㏄）（80入・磁） 1,250円
イ272-357 黄糸車 フリーカップ 中  
φ8×10.4㎝（260㏄）（100入・磁） 1,050円

イ272-367 白結晶フリーカップ  
φ7.8×11㎝（270㏄）（100入・陶） 660円
イ272-377 白結晶一口カップ  
φ6×10㎝（150㏄）（120入・陶） 530円

イ272-387 黒結晶フリーカップ  
φ7.8×11㎝（270㏄）（100入・陶） 660円
イ272-397 黒結晶一口カップ  
φ6×10㎝（150㏄）（120入・陶） 530円

ケ272-157 あけぼの リップルフリーカップ
φ8.7×11.2㎝（310㏄） 850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

Tall / Beer Cup フリーカップ・ジョッキ

メ273-017 灰釉粉引フリーカップ  
φ8×10.5㎝（280㏄）（100入・陶）（信楽焼） 3,230円

ユ273-027 藍市松焼酎カップ  
φ8.5×9㎝（250㏄）（60入・陶） 1,500円

ア273-037 切立カップ 黒  
φ9×8.8㎝（340㏄）（60入・陶） 1,200円

ア273-047 切立カップ グレー  
φ9×8.8㎝（340㏄）（60入・陶） 1,200円

ア273-057 赤絵唐草紋おもしろコップ  
φ7.8×8.7㎝（240㏄）（80入・磁） 1,250円

ラ273-067 粉引金彩 ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 850円

イ273-077 オークロックカップ  
φ9.2×7.5㎝（250㏄）（100入・磁） 1,050円

イ273-087 オークフリーカップ 小  
φ7.9×10.4㎝（250㏄）（100入・磁） 960円

カ273-097 黒カイヘキ雲流フリーカップ  
φ7.4×10㎝（200㏄）（80入・陶） 980円

ロ273-107 ゆきみちフリーカップ（大）  
φ7.4×10㎝（170㏄）（60入・磁） 1,000円

イ273-117 粉引六点水玉ソギロックカップ  
φ9.5×9.1㎝（360㏄）（60入・陶） 1,000円

イ273-127 ゴス二本十草ソギロックカップ  
φ9.5×9.1㎝（360㏄）（60入・陶） 1,000円

キ273-137 美濃萩面取フリーカップ  
φ8×10.5㎝（240㏄）（80入・陶） 900円

ロ273-147 彫芦フリーカップ  
φ8×10.5㎝（220㏄）（60入・陶） 1,050円

ホ273-157 白一珍ラインフリーカップ  
φ8×10.5㎝（240㏄）（10×8入・陶） 830円

ラ273-167 わび うぐいす ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 750円

イ273-177 黒結晶しっくりマルチカップ  
φ9×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 830円

イ273-187 藍流しっくりマルチカップ  
φ9×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 830円

ラ273-197 わび 朽葉 ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 750円

ラ273-207 わび 紺ねず ねじりロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 750円

ト273-217 紺ライン付カップ  
φ9×9㎝（300㏄）（10×8入・磁） 820円

ユ273-227 茶刷毛 カップ  
φ10×9.5㎝（330㏄）（40入・磁） 800円

タ273-237 ブルーイラボ焼酎カップ  
φ9.5×9.5㎝（320cc）（60入・磁） 430円

イ273-247 流彩焼酎カップ  
φ9×8.5㎝（300㏄）（60入・陶） 720円

ミ273-257 備前風焼酎カップ（大）  
φ10.5×10×10㎝（400㏄）（60入・陶） 1,600円

ミ273-267 黒織部焼酎カップ（大）  
φ10.5×10×10㎝（400㏄）（60入・陶） 1,600円

ミ273-277 灰唐津焼酎カップ（大）  
φ10.5×10×10㎝（400㏄）（60入・陶） 1,600円

カ273-287 茶いらぼ削りロックカップ  
φ9.4×8.2㎝（300㏄）（60入・磁） 530円

カ273-297 いこい削りロックカップ  
φ9.4×8.2㎝（300㏄）（60入・磁） 530円

カ273-307 グリーン伊良保焼酎カップ  
φ9.2×8.5㎝（280㏄）（60入・磁） 540円

ホ273-317 黒刷毛けずりカップ  
φ8.8×8.7㎝（260㏄）（80入・磁） 480円

ホ273-327 粉引けずりカップ  
φ8.8×8.7㎝（260㏄）（80入・磁） 480円

イ273-337 黒釉 刷毛目フリーカップ  
φ7.7×9.7㎝（250㏄）（80入・磁） 450円

イ273-347 白釉 刷毛目フリーカップ  
φ7.7×9.7㎝（250㏄）（80入・磁） 450円

ミ273-357 粉引焼酎カップ（中）  
φ10.2×6.7㎝（250㏄）（100入・陶） 1,120円
ミ273-367 粉引焼酎カップ（小）  
φ8.1×6㎝（150㏄）（120入・陶） 800円

ミ273-377 備前風焼酎カップ（中）  
φ10.2×6.7㎝（250㏄）（100入・陶） 1,120円
ミ273-387 備前風焼酎カップ（小）  
8.1×6㎝（150㏄）（120入・陶） 800円
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カ274-017 焼締彫十草おおぶり碗  
φ9.8×7.7㎝（330㏄）（50入・陶） 2,100円

カ274-027 均窯切立たっぷり碗  
φ8.8×8.2㎝（290㏄）（60入・陶） 2,100円

ア274-037 削ぎねんりん焼酎カップ  
φ10×9㎝（320㏄）（60入・陶） 1,250円

ラ274-047 根来 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 1,200円

ア274-057 エイジング広台カップ  
φ10×8.5㎝（80入・陶） 1,200円

ミ274-067 アメ釉ソギカップ  
φ8.7×8㎝（60入・磁） 1,100円

イ274-077 黄糸車 ロックカップ  
φ9.4×7.7㎝（250㏄）（100入・磁） 1,050円

ホ274-087 いぶしヒスイたっぷり碗（小）  
φ9×6.8㎝（250㏄）（80入・陶） 1,100円

ラ274-097 錆粉引 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 850円

テ274-107 流星ロック碗  
9.5×7.5㎝（80入・陶） 860円

テ274-117 青イラボロック碗  
9.5×7.5㎝（80入・陶） 860円

ハ274-127 若葉フリーカップ  
φ8×9.6㎝（250㏄）（10×8入・磁） 850円

タ274-137 ゴールドもだんカップ  
φ8.2×8.3㎝（260㏄）（60入・陶） 800円

タ274-147 黒釉もだんカップ  
φ8.2×8.3㎝（260㏄）（60入・陶） 800円

タ274-157 白釉もだんカップ  
φ8.2×8.3㎝（260㏄）（60入・陶） 800円

タ274-167 黒陶粉引ソギカップ  
φ9×7.2㎝（180㏄）（60入・陶） 850円

キ274-177 美濃萩塗分ロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（240㏄）（60入・陶） 770円

カ274-187 黒銀彩雲流ロックカップ  
φ9.4×7.5㎝（250㏄）（80入・陶） 820円

ラ274-197 わび 朽葉 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 750円

ラ274-207 わび うぐいす しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 750円

イ274-217 白結晶しっくりマルチカップ  
φ9×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 830円

カ274-227 トルコロック碗  
φ9.3×7㎝（230㏄）（80入・陶） 800円

ラ274-237 わび 紺ねず しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 750円

ラ274-247 トルコ青磁 しのぎロック  
φ9.2×8.6㎝（260㏄） 750円

ミ274-257 黒織部マルチカップ  
φ9×7.5㎝（240㏄）（80入・陶） 700円

ミ274-267 鉄釉マルチカップ  
φ9×7.5㎝（240㏄）（80入・陶） 700円

ミ274-277 備前風マルチカップ  
φ9×7.5㎝（240㏄）（80入・陶） 700円

キ274-287 赤伊賀織部吹ロックカップ  
φ9.5×7.3㎝（230㏄）（80入・陶） 740円

ア274-297 Hana花フリーカップ  
φ8×8.6㎝（240㏄）（100入・磁） 820円

イ274-307 窯変焼酎カップ  
φ9×8.5㎝（300㏄）（60入・陶） 720円

イ274-317 匠織部カップ  
φ8.3×7.3㎝（60入・磁） 550円

ア274-327 青磁フリーカップ  
φ7.7×8.7㎝（240㏄）（100入・磁） 550円

ト274-337 スプリングGフリーカップ小  
φ7.8×9.6㎝（210㏄）（80入・磁） 480円

ト274-347 スプリングOフリーカップ  
φ7.8×9.6㎝（210㏄）（80入・磁） 480円

ホ274-357 白ふっくらカップ  
φ8.2×8.5㎝（260㏄）（80入・磁） 480円

ア274-367 窯変粉引き削ぎコップ  
φ8.2×6.5㎝（175㏄）（100入・磁） 680円



土鍋・土瓶むし・
鍋小物

和
陶
単
品

275

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

Tall / Beer Cup フリーカップ・ジョッキ

ア275-017 かるうす 桜ピンクフリーカップ  
φ9×9.3㎝（390㏄）（60入・磁） 2,300円

ア275-027 うすかる 桜ヒワフリーカップ  
φ9×9.3㎝（390㏄）（60入・磁） 2,300円

オ275-037 ほのかサークルロング  
φ8×9.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,550円

オ275-047 ほのかストライプロング  
φ8×9.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,550円

オ275-057 ほのかサークルロック  
φ8.5×7.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,400円

オ275-067 ほのかボーダーロック  
φ8.5×7.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,400円

オ275-077 ほのかストライプロック  
φ8.5×7.8㎝（250㏄）（100入・磁） 1,400円

タ275-087 織部こぼし美増フリーカップ  
φ7.3×12㎝（240㏄）（60入・磁） 1,000円

タ275-097 森の湖フリーカップ  
φ7.3×12㎝（240㏄）（60入・磁） 1,000円

ホ275-107 織部ぬきフリーカップ（小）  
φ7.8×10.3㎝（240㏄）（80入・磁） 710円

オ275-117 ほのかサークルミニ  
φ8.5×6.8㎝（200㏄）（100入・磁） 1,200円

オ275-127 ほのかストライプミニ  
φ8.5×6.8㎝（200㏄）（100入・磁） 1,200円

タ275-137 織部こぼし美増し一口カップ  
φ6.6×10.2㎝（180㏄）（60入・磁） 760円

ヨ275-147 うのふフリーカップ #054  
φ7.5×10.2㎝（250㏄）（50入・磁） 600円

タ275-157 トルコ丸カップ  
φ8.1×6㎝（170㏄）（60入・陶） 900円

テ275-167 一口ビール冷酒トルコビードロ  
5.6×10㎝（120入・陶） 980円

テ275-177 一口ビール冷酒キセイトビードロ  
5.6×10㎝（120入・陶） 980円

ヨ275-187 オルジュフリーカップ #055  
φ7.5×10.2㎝（250㏄）（50入・磁） 600円

ユ275-197 ゆらり十草（紅）フリーカップ  
φ7.2×8.8㎝（190㏄）（80入・磁） 950円

ユ275-207 ゆらり十草（青）フリーカップ  
φ7.2×8.8㎝（190㏄）（80入・磁） 950円

ヨ275-217 窯変グリーンフリーカップ #057  
φ7.5×10.2㎝（250㏄）（50入・磁） 600円

イ275-227 藍流し一口カップ  
φ6×10㎝（150㏄）（120入・陶） 550円

ホ275-237 黒一口カップ  
φ6×11.5㎝（140㏄）（10×10入・磁） 750円

ツ275-247 チョコウズ 反湯呑  
φ8.7×7.5㎝（100入・陶） 700円

ト275-257 スプリングGフリーカップ大  
φ8.4×11.3㎝（310㏄）（60入・磁） 640円

ホ275-267 白磁フリーカップ（小）  
φ7×7㎝（160㏄）（10×12入・磁） 580円

タ275-277 均窯流ミニカップ  
φ7×7.7㎝（150㏄）（80入・陶） 500円

カ275-287 黒伊賀吹フリーカップ  
6×10㎝（150㏄）（100入・磁） 550円

ネ275-297 ブロンズカップ 小  
6.5×9.7㎝･170㏄（80入・磁） 480円

ネ275-307 フリーカップ エンカ  
φ7×9.7㎝（180㏄）（100入・磁） 480円

ホ275-317 白波ミニカップ  
φ6×10.3㎝（140㏄）（10×10入・陶） 440円

ア275-327 織部ゴブレット  
φ6.3×7.2㎝（約110㏄）（120入・磁） 420円

ア275-337 ブルーゴブレット  
φ6.3×7.2㎝（約110㏄）（120入・磁） 420円

ア275-347 リップル織部カップ L  
φ8.3×6.8㎝（190㏄）（100入・磁） 370円

ア275-357 リップルブルーカップ L  
φ8.3×6.8㎝（190㏄）（100入・磁） 370円

ネ275-367 ラスターカップ 小  
6.5×9.7㎝･170㏄（80入・磁） 480円
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メ276-017 焼〆金彩注器  
10.6×9.6×9㎝（70入） 3,250円
メ276-027 焼〆金彩ぐい飲み  
φ6.1×4.8㎝（200入） 1,650円

メ276-037 窯変注器  
9.6×8.9×8.9㎝（80入） 3,250円
メ276-047 窯変ぐい飲み  
φ6.1×4.3㎝（200入） 1,650円

ハ276-057 ゆらり（黒備前）冷酒器  
13×11.3×11㎝･180㏄（60入・磁） 3,000円
ハ276-067 ゆらり（黒備前）盃  
5.8×3.8㎝･50㏄（120入・磁） 500円

ミ276-077 備前灰吹手付冷酒器  
12×10.4×15.5㎝（370㏄）（6×10入・陶） 3,250円
ミ276-087 備前灰吹高台盃  
7.5×3㎝（150入・陶） 1,500円

メ276-097 焼〆緑彩注器  
11×8×12㎝（280㏄）（80入・陶） 4,050円
メ276-107 焼〆緑彩ぐい呑  
φ6×6㎝（70㏄）（350入・陶） 1,650円

ミ276-117 赤絵小町 筒形酒器  
φ8.5×11×12.3㎝（380㏄）（60入・陶） 4,200円
ミ276-127 赤絵小町 ぐい呑  
φ6.8×6.5㎝（110㏄）（150入・陶） 2,100円

メ276-137 灰刷毛目冷酒器  
12×9×10㎝（290㏄）（80入・陶） 3,800円
メ276-147 灰刷毛目ぐい呑  
φ6.7×3.5㎝（50㏄）（350入・陶） 1,300円

メ276-157 灰みかげ冷酒器  
12×9×10㎝（330㏄）（90入・陶） 3,800円
メ276-167 灰みかげぐい呑  
φ6.5×4.5㎝（80㏄）（350入・陶） 1,300円

メ276-177 灰釉粉引冷酒器  
10.5×9.5×10.5㎝（270㏄）（70入・陶）（信楽焼） 3,750円
メ276-187 灰釉粉引ぐい呑  
φ6×6㎝（60㏄）（250入・陶）（信楽焼） 1,900円

メ276-197 赤絵片口冷酒器（大）  
12.5×8×10.5㎝（80入・陶）（信楽焼） 3,750円
メ276-207 赤絵ぐい呑  
φ6.5×4.5㎝（300入・陶）（信楽焼） 1,350円

メ276-217 黒窯変片口注器  
13.5×9.5×8.5㎝（360㏄）（80入・陶） 4,000円
メ276-227 黒窯変グイ呑み  
φ6.5×4㎝（60㏄）（350入・陶） 1,600円
メ276-237 黒窯変刷毛目ぐい呑  
φ6×4.2㎝（70㏄）（300入・陶） 670円

メ276-247 黒焼締6.0注器  
18×13×8㎝（420㏄）（40入・陶） 3,550円
メ276-257 黒焼締ぐい呑  
φ6.5×5㎝（60㏄）（100入・陶） 1,400円

テ276-267 金巻冷酒徳利  
370㏄（60入・陶） 3,450円
テ276-277 金巻冷酒盃  
φ5.8×6.5㎝（70㏄）（100入・陶） 2,100円

ト276-287 粉引面取り冷酒器  
14×9.7×8.2㎝（320㏄）（6×6入・陶） 3,100円
ト276-297 粉引面取り筒盃  
φ5×6.7㎝（20×5入・陶） 1,020円
ト276-307 粉引面取り高台盃  
φ6×5.9㎝（20×5入・陶） 1,020円

ホ276-317 鉄釉酒器  
13.5×10.5×8.5㎝（320㏄）（60入・陶） 3,400円
ホ276-327 鉄釉グイ呑  
φ6×4.7㎝（120入・陶） 750円

メ276-337 古信楽冷酒器  
φ9×9.8㎝（250㏄）（90入・陶） 2,400円
メ276-347 古信楽ぐい呑  
φ6×4.7㎝（60㏄）（250入・陶） 710円

ト276-357 錆十草手押冷酒器  
14×9.7×8.2㎝（350㏄）（6×6入・陶） 3,100円
ト276-367 錆十草高台盃  
φ6×5.9㎝（20×5入・陶） 1,020円

ミ276-377 黒織部冷酒器  
11×10×10.5㎝（420㏄）（60入・陶） 2,200円
ミ276-387 黒織部ぐい呑  
φ7.2×4.7㎝（150入・陶） 1,170円

ミ276-397 備前灰吹き冷酒器  
11×10×10.5㎝（420㏄）（60入・陶） 2,200円
ミ276-407 備前灰吹ぐい呑  
φ7.2×4.7㎝（150入・陶） 1,170円

ネ276-417 刷毛目冷酒器  
11×7×10.3㎝（380㏄）（6×8入・陶） 2,500円
ネ276-427 刷毛目カップ  
φ5.9×6.1㎝（120入・陶） 1,100円

ミ276-437 粉引 とびかんな彫 冷酒器  
12.5×10.6×8.2㎝（350㏄）（60入・陶） 2,450円
ミ276-447 粉引 とびかんな彫 ぐい呑  
φ7.8×5㎝（120㏄）（120入・陶） 1,450円

テ276-457 粉引青磁片口冷酒器  
φ9.5×7㎝（200㏄）（80入・陶） 2,600円
テ276-467 粉引青磁片口冷酒ぐい呑  
φ6×6.2㎝（83㏄）（160入・陶） 950円

テ276-477 赤唐草冷酒器  
11.7×9.5×10.3㎝（408㏄）（60入・陶） 2,500円
テ276-487 赤唐草冷酒ぐい呑  
φ5.5×6.5㎝（83㏄）（120入・陶） 1,150円

テ276-497 青海波冷酒器  
11.7×9.5×10.3㎝（408㏄）（60入・陶） 2,500円
テ276-507 青海波冷酒ぐい呑  
φ5.5×6.5㎝（83㏄）（120入・陶） 1,150円

テ276-517 夜空冷酒徳利  
370㏄（60入・陶） 2,750円
テ276-527 夜空冷酒（小）  
260㏄（80入・陶） 2,300円
テ276-537 夜空冷酒盃  
5.8×6.5㎝（70㏄）（100入・陶） 1,550円

※氷入れは取りはずし
　可能です。
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ユ277-017 金巻き冷酒器  
450㏄（40入・磁） 3,900円
ユ277-027 金巻き平盃  
φ6.5×3.3㎝（100入・磁） 1,300円

テ277-037 灰釉片口冷酒器  
φ9.5×7㎝（200㏄）（80入・陶） 2,600円
テ277-047 灰釉片口冷酒ぐい呑  
φ6×6.2㎝（83㏄）（160入・陶） 950円

ア277-057 白磁ヒワ冷酒器  
9.3×7.5×11.4㎝（300㏄）（60入・磁） 2,300円
ア277-067 白磁ヒワぐい呑  
φ5.4×5.5㎝（200入・磁） 600円

ア277-077 白磁点紋赤絵冷酒器  
11×6.5×11.6㎝（230㏄）（60入・磁） 2,600円
ア277-087 白磁点紋赤絵珍味&冷酒杯  
6×5.5×4.2㎝（200入・磁） 780円

ト277-097 マリン冷酒器  
10.5×9.1×10.3㎝（440㏄）（60入・陶） 2,300円
ト277-107 マリンぐい呑  
φ6×6.2㎝（120入・陶） 980円

ユ277-117 備前唐津 冷酒器（大）  
400㏄（30入・陶） 2,300円
ユ277-127 備前唐津 冷酒器（小）  
200㏄（40入・陶） 1,850円
ユ277-137 備前唐津 長ぐい呑  
φ6×6㎝（80入・陶） 950円

ミ277-147 粉引冷酒器  
11.3×10.2×9.2㎝（350㏄）（60入・陶） 2,250円
ミ277-157 粉引冷酒盃  
7×6.8㎝（120入・陶） 1,180円

ロ277-167 黒化粧一珍冷酒器  
15×11×6.8㎝（350㏄）（20入・陶） 2,190円
ロ277-177 黒化粧一珍盃  
φ5.5×6.5㎝（80㏄）（150入・陶） 580円

ホ277-187 粉引花鳥酒器  
11×8.5×11㎝（230㏄）（60入・陶） 2,250円
ホ277-197 粉引花鳥ぐいのみ  
φ5.8×6.3㎝（120入・陶） 1,070円

メ277-207 粉引鉄線片口冷酒器  
φ9×12㎝（310㏄）（80入・陶） 2,280円
メ277-217 粉引鉄線グイ呑  
φ6.3×4㎝（60㏄）（250入・陶） 700円

タ277-227 トルコ片口酒器  
12.3×10.1×8.5㎝（310㏄）（30入・陶） 1,700円
タ277-237 トルコぐい呑  
φ7.6×6㎝（80入・陶） 900円

タ277-247 ふる里冷酒大  
11×9.5×9.2㎝（320㏄）（30入・磁） 1,700円
タ277-257 ふる里冷酒小  
9.5×7.3×8㎝（220㏄）（60入・磁） 1,400円
タ277-267 ふる里ぐい呑  
φ7×4.3㎝（80入・磁） 700円

ハ277-277 つらら徳利大（ガラス）  
φ8.4×16.5㎝（360㏄）（48入）（ガラス） 3,700円
ハ277-287 つらら徳利小（ガラス）  
φ8×13.5㎝（280㏄）（60入）（ガラス） 3,200円
ハ277-297 つららぐい呑（ガラス）  
φ6.6×5㎝（70㏄）（120入）（ガラス） 2,500円

カ277-307 錆白吹冷酒器  
12×8×11㎝（340㏄）（48入・磁） 1,400円
カ277-317 錆白吹冷酒盃  
5.6×6.5㎝（100入・磁） 450円

ア277-327 いぶし黒角冷酒器  
8.8×6×11.5㎝（280㏄）（60入・磁） 1,700円
ア277-337 いぶし黒切立盃  
φ5×5.3㎝（45㏄）（200入・磁） 580円

ミ277-347 呉須刷毛格子 冷酒器  
11×9.3×9.2㎝（340㏄）（60入・磁） 1,750円
ミ277-357 呉須刷毛格子 ぐい呑  
φ7×4.5㎝（70㏄）（200入・磁） 750円

カ277-367 織部冷酒  
8.5×7.5×9.5㎝（190㏄）（80入・陶） 1,250円
カ277-377 織部グイ呑  
φ6.8×4㎝（150入・陶） 800円

ホ277-387 ボカシ片口冷酒  
11×8×10.5㎝（240㏄）（80入・陶） 1,280円
ホ277-397 ボカシ盃  
φ6×4㎝（160入・陶） 400円

タ277-407 かすみ青白酒器  
11.3×8.8×10.4㎝（330㏄）（60入・磁） 1,600円
タ277-417 かすみ青白カップ小  
φ6.8×7.5㎝（135㏄）（80入・磁） 800円

ア277-427 備前風冷酒  
11.5×8.6×11.2㎝（320㏄）（60入・磁） 1,750円
ア277-437 備前風盃  
φ6.7×6.3㎝（200入・磁） 750円

ア277-447 窯彩冷酒器  
11×9×8.5㎝（320㏄）（60入・磁） 1,250円
ア277-457 窯彩反盃  
φ7.3×5.6㎝（80㏄）（180入・磁） 650円
ア277-467 窯彩グイ呑  
φ7.3×4.5㎝（100㏄）（180入・磁） 500円

タ277-477 黒陶粉引片口冷酒  
10.8×9.2×8.6㎝（300㏄）（60入・陶） 1,000円
タ277-487 黒陶粉引丸ぐい呑  
φ7.3×4.5㎝（100㏄）（100入・陶） 400円

カ277-497 白磁1号徳利  
φ6.8×14.4㎝（200㏄）（50入・磁） 2,400円
カ277-507 白磁高台盃  
φ5.5×3.8㎝（120入・磁） 600円

イ277-517 匠織部片口冷酒  
13.7×9.1×8.5㎝（320㏄）（40入・陶） 1,220円

カ277-527 銀黒片口冷酒  
9.3×8×7㎝（120㏄）（60入・磁） 1,180円
カ277-537 銀黒いらっしゃいませの皿  
φ15.5×2.3㎝（50入・磁） 980円
カ277-547 銀黒チビ盃  
φ5.7×3.4㎝（30㏄）（200入・磁） 480円

※満水にすると盃にお酒が流れ落ちるように
　なっています。
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メ278-017 炭化窯変徳利  
φ8.5×11㎝（290㏄）（50入・陶） 3,850円
メ278-027 炭化窯変ぐい呑  
φ5.8×5㎝（40㏄）（100入・陶） 1,700円

テ278-037 織部菊割大徳利 φ9.7×12.3㎝（360㏄）（60入・陶）  3,450円
テ278-047 織部菊割小徳利 φ8×9.7㎝（180㏄）（80入・陶）  2,000円
テ278-057 織部菊割ぐいのみ φ5.5×7㎝（200入・陶）  1,350円

テ278-067 黒備前菊割大徳利 φ9.7×12.3㎝（360㏄）（60入・陶）  3,450円
テ278-077 黒備前菊割小徳利 φ8×9.7㎝（180㏄）（80入・陶）  2,000円
テ278-087 黒備前菊割ぐいのみ φ5.5×7㎝（200入・陶）  1,350円

チ278-097 京小花1.5号徳利 300㏄（10×8入・磁）  2,350円
チ278-107 京小花8勺徳利 160㏄（20×6入・磁）  1,650円
チ278-117 京小花丸グイ呑 φ5.2×3.8㎝（300入・磁）  780円

テ278-127 花鳥青磁2合徳利 270㏄（80入・陶）  2,550円
テ278-137 花鳥青磁1合徳利 150㏄（120入・陶）  1,900円
テ278-147 花鳥青磁ぐい呑 φ5.2×3.8㎝（400入・陶）  600円

ツ278-157 粉引唐草魚紋2号徳利 340㏄（10×6入・陶）  2,200円
ツ278-167 粉引唐草魚紋1号徳利 190㏄（10×8入・陶）  1,700円
ツ278-177 粉引唐草魚紋グイ呑 5.9×4.2㎝（200入・陶）  790円

ウ278-187 赤絵花鳥一号徳利  
φ7.5×12.3㎝（160㏄）（60入） 2,430円
ウ278-197 赤絵花鳥丸ぐい呑  
φ5×4㎝（150入） 1,040円

テ278-207 粉引刷毛2号徳利  
330㏄（80入・陶） 2,400円
テ278-217 粉引刷毛グイ呑  
6.5×4㎝（200入・陶） 830円

ツ278-227 トルコ青2号徳利 300㏄（10×6入・陶）  2,200円
ツ278-237 トルコ青1号徳利 約190㏄（10×8入・陶）  1,700円
ツ278-247 トルコ青丸グイ呑 5.3×4.5㎝（200入・陶）  740円

テ278-257 灰釉八角2合徳利 300㏄（80入・陶）  2,350円
テ278-267 灰釉八角1合徳利 180㏄（120入・陶）  1,700円
テ278-277 灰釉八角グイ呑 6×4.5㎝（200入・陶）  880円

テ278-287 粉引唐津釉2号徳利 300㏄（80入・陶）  2,350円
テ278-297 粉引唐津釉1号徳利 160㏄（60入・陶）  1,700円
テ278-307 粉引唐津釉丸グイ呑 5.2×4.8㎝（200入・陶）  720円

チ278-317 吹墨1.5号徳利 280cc（10×8入・磁）  2,050円
チ278-327 吹墨8勺徳利 160cc（20×6入・磁）  1,250円
チ278-337 吹墨丸グイ呑 φ5.2×3.8㎝（300入・磁）  430円

チ278-347 桔梗1.5号徳利 280cc（10×8入・磁）  2,050円
チ278-357 桔梗8勺徳利 160cc（20×6入・磁）  1,250円
チ278-367 桔梗盃 φ5.2×3.7㎝（300入・磁）  430円

テ278-377 黒結晶雲金銀2合徳利 270㏄（80入・陶）  2,300円
テ278-387 黒結晶雲金銀1合徳利 150㏄（120入・陶）  1,550円
テ278-397 黒結晶雲金銀ぐい呑 φ6.2×3.1㎝（400入・陶）  950円

ア278-407 墨吹2号徳利 φ7.2×14.5㎝（275㏄）（80入・磁）  2,000円
ア278-417 墨吹1号徳利 φ6.5×12.2㎝（180㏄）（100入・磁）  1,300円
ア278-427 墨吹盃 φ6.3×3.3㎝（300入・磁）  500円

ト278-437 水青磁うず一珍玉二合 φ8.2×14.3㎝（10×8入・陶）  2,100円
ト278-447 水青磁うず一珍8勺 φ7×12㎝（20×4入・磁）  1,350円
ト278-457 水青磁うず一珍ワイングラス φ5.5×6.8㎝（120入・磁）  1,350円
ト278-467 水青磁うず一珍反グイ呑 φ5×3.8㎝（120入・磁）  700円

チ278-477 網画 2号徳利 φ8×15㎝（280㏄）（80入・磁）  2,050円
チ278-487 網画 1号徳利 φ6.6×12.6㎝（160㏄）（120入・磁）  1,300円
チ278-497 網画 丸ぐい呑 φ5.3×3.7㎝（200入・磁）  420円

タ278-507 かすみ青白2合徳利 φ8.4×15.8㎝（320㏄）（60入・磁）  2,000円
タ278-517 かすみ青白1合徳利 φ6.8×12.4㎝（180㏄）（80入・磁）  1,400円
タ278-527 かすみ青白ぐい呑 φ5.5×4㎝（40㏄）（200入・磁）  550円

カ278-537 砥部風花紋飛口徳利（小）  
150㏄（60入・陶） 1,950円
カ278-547 砥部風花紋丸グイ呑（中）  
φ5.2×4.4㎝（150入・陶） 650円

ネ278-557 備前大徳利 8×14.5㎝（300㏄）（10×10入・陶）  2,000円
ネ278-567 備前小徳利 7×12㎝（180㏄）（20×6入・陶）  1,400円
ネ278-577 備前盃 φ5.3×4㎝（160入・陶）  650円

ネ278-587 雪見竹2号徳利 8×14.5㎝（300㏄）（10×10入・陶）  1,900円
ネ278-597 雪見竹1号徳利 7×12㎝（180㏄）（20×6入・陶）  1,300円
ネ278-607 雪見竹盃 φ6.4×3㎝（160入・陶）  650円

ネ278-617 唐津刷毛目大徳利 8×14.5㎝（300㏄）（10×10入・陶）  1,900円
ネ278-627 唐津刷毛目小徳利 7×12㎝（180㏄）（20×6入・陶）  1,300円
ネ278-637 唐津刷毛目盃 φ5×4㎝（160入・陶）  600円

ユ278-647 黒釉織部吹き 二号徳利 φ8×14.2㎝（320㏄）（80入・磁）  1,800円
ユ278-657 黒釉織部吹き 一号徳利 φ7×12㎝（185㏄）（100入・磁）  1,300円
ユ278-667 黒釉織部吹き ぐい呑 φ6.4×3.5㎝（200入・磁）  650円

ユ278-677 黒釉八角 徳利（大） φ7.5×12.5㎝（295㏄）（80入・磁）  1,800円
ユ278-687 黒釉八角 徳利（小） φ7×10㎝（200㏄）（100入・磁）  1,300円
ユ278-697 黒釉八角 ぐい呑 φ6.3×4.3㎝（200入・磁）  800円

ユ278-707 鉄結晶駒型 二号燗 φ7.5×16㎝（35㏄）（80入・磁）  1,800円
ユ278-717 鉄結晶駒型 一号燗 φ5.5×13.7㎝（180㏄）（100入・磁）  1,300円
ユ278-727 鉄結晶駒型 ぐい呑 φ6.5×4.3㎝（200入・磁）  750円

テ278-737 粉引瑠璃巻大徳利 φ8×14.5㎝（300㏄）（80入・陶）  2,000円
テ278-747 粉引瑠璃巻小徳利 φ6.5×12.5㎝（180㏄）（120入・陶）  1,450円
テ278-757 粉引瑠璃巻盃 φ6.5×4.5㎝（200入・陶）  800円

ハ278-767 黒水晶徳利  
φ8.3×11.5㎝（270㏄）（100入・磁） 900円
ハ278-777 黒水晶盃  
φ4.5×4㎝（300入・磁） 300円

ユ278-787 焼締備前二合徳利  
390㏄（60入・陶） 1,950円
ユ278-797 焼締備前盃  
φ6.3×4㎝（150入・陶） 650円

キ278-807 粉引青地2号徳利 320㏄（80入・陶）  1,850円
キ278-817 粉引青地1号徳利 190㏄（120入・陶）  1,300円
キ278-827 粉引青地盃 φ5.2×4㎝（360入・陶）  620円

ネ278-837 八角刷毛目唐津2合徳利  
8×12.5㎝（300㏄）（10×10入・陶） 1,800円
ネ278-847 八角刷毛目唐津盃  
6×4.7㎝（160入・陶） 900円
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ウ279-017 呉須帯徳利（大） φ8.1×13.2㎝（300㏄）（40入・強）（イングレ）  2,750円
ウ279-027 呉須帯徳利（小） φ6.4×11.2㎝（160㏄）（60入・強）（イングレ）  1,810円
ウ279-037 呉須帯ぐい呑み φ4.8×3.5㎝（150入・強）（イングレ）  980円

ツ279-047 青釉ウェーブ2号徳利 270㏄（10×6入・陶）  1,850円
ツ279-057 青釉ウェーブ1号徳利 180㏄（10×8入・陶）  1,250円
ツ279-067 青釉ウェーブグイ呑 φ5.6×4㎝（200入・陶）  700円

テ279-077 青海波2合徳利 φ8×14.5㎝（315㏄）（60入・陶）  2,000円
テ279-087 青海波1合徳利 φ7×11.8㎝（210㏄）（100入・陶）  1,500円
テ279-097 青海波盃 φ5.3×4㎝（43㏄）（200入・陶）  750円

ネ279-107 いぶし黒釉大徳利  
φ9.5×15.5㎝（420㏄）（80入・磁） 1,800円
ネ279-117 いぶし黒釉ぐい呑み  
φ6×6㎝（100㏄）（200入・磁） 950円

テ279-127 赤唐草2合徳利 φ9×13.6㎝（375㏄）（60入・陶）  2,000円
テ279-137 赤唐草1合徳利 φ6.8×11.8㎝（193㏄）（100入・陶）  1,500円
テ279-147 赤唐草盃 φ5.3×4㎝（43㏄）（200入・陶）  750円

カ279-157 ミゾ入呉須線2号徳利 280㏄（40入・磁）  1,900円
カ279-167 ミゾ入呉須線1号徳利 150㏄（60入・磁）  1,400円
カ279-177 呉須線平グイ呑 4.9×4㎝（150入・磁）  800円

ト279-187 青白菊割徳利（大） 290㏄（10×8入・磁）  1,700円
ト279-197 青白菊割徳利（小） 150㏄（20×6入・磁）  1,100円
ト279-207 青白菊割盃 φ5×3.2㎝（40×5入・磁）  620円

ア279-217 黒潮2号徳利 φ8.1×12.2㎝（320㏄）（60入・磁）  1,750円
ア279-227 黒潮1号徳利 φ6.5×10.2㎝（165㏄）（120入・磁）  920円
ア279-237 黒潮盃 φ5.4×4.2㎝（約60cc）（200入・磁）  570円

キ279-247 ひさご織部2号徳利 320㏄（80入・磁）  1,700円
キ279-257 ひさご織部1号徳利 200㏄（120入・磁）  1,150円
キ279-267 ひさご織部盃 φ5×4㎝（360入・磁）  570円

ト279-277 灰釉青磁徳利（大） 260㏄（10×8入・陶）  1,680円
ト279-287 灰釉青磁徳利（小） 150㏄（20×5入・陶）  1,250円
ト279-297 灰釉青磁盃 φ5.2×3.8㎝（40×5入・陶）  600円

キ279-307 伊賀織部2号徳利 310㏄（80入・磁）  1,600円
キ279-317 伊賀織部1号徳利 200㏄（120入・磁）  1,050円
キ279-327 伊賀織部盃 φ5×4.2㎝（360入・磁）  520円

ウ279-337 備前内金二号徳利 φ7.7×14.6㎝（340㏄）（40入）  1,870円
ウ279-347 備前内金一号徳利 φ6.8×12㎝（180㏄）（60入）  1,350円
ウ279-357 備前内金ぐい呑 φ6.3×3㎝（150入）  750円

ツ279-367 静寂2合徳利 φ8.5×13.4㎝（300㏄）（60入・磁）  1,800円
ツ279-377 静寂1合徳利 φ6.8×11.9㎝（180㏄）（80入・磁）  1,200円
ツ279-387 静寂盃 φ5.8×3.4㎝（50㏄）（200入・磁）  700円

ホ279-397 ピンク石調2号徳利 φ8.3×13.5㎝（320㏄）（80入・磁）  1,800円
ホ279-407 ピンク石調1号徳利 φ6.8×11.8㎝（180㏄）（100入・磁）  1,200円
ホ279-417 ピンク石調盃 φ6×3.5㎝（50㏄）（300入・磁）  700円

ト279-427 アメ流 二合徳利 φ8.5×11.5㎝（290㏄）（60入・磁）  1,280円
ト279-437 アメ流 一合徳利 φ7.3×10㎝（170㏄）（100入・磁）  780円
ト279-447 アメ流 盃 φ4.7×4㎝（50㏄）（200入・磁）  370円

キ279-457 黒備前2号徳利 280㏄（80入・磁）  1,550円
キ279-467 黒備前1号徳利 160㏄（120入・磁）  1,050円
キ279-477 黒備前盃 φ5.2×4㎝（360入・磁）  520円

キ279-487 呉須点紋徳利  
φ8.8×12㎝（350㏄）（80入・磁） 1,550円
キ279-497 呉須点紋盃  
φ4.4×6㎝（200入・磁） 660円

キ279-507 茶錆点紋徳利  
φ8.8×12㎝（350㏄）（60入・磁） 1,550円
キ279-517 茶錆点紋盃  
φ4.4×6㎝（200入・磁） 660円

ヨ279-527 ヒスイ徳利（大） 300㏄（3×18入・陶）  1,400円
ヨ279-537 ヒスイ徳利（小） 180㏄（3×20入・陶）  700円
ヨ279-547 ヒスイ盃 φ7.5×3㎝（50cc）（5×24入・陶）  350円

ヨ279-557 十草ホタル徳利（大） 300㏄（3×18入・磁）  1,400円
ヨ279-567 十草ホタル徳利（小） 180㏄（3×20入・磁）  700円
ヨ279-577 十草ホタル盃 φ4.7×4.3㎝（50cc）（5×24入・磁）  350円

ア279-587 淡雪芦1.5号徳利 7.4×15.6㎝（275㏄）（80入・磁）  1,480円
ア279-597 淡雪芦8勺徳利 5.5×12.8㎝（130㏄）（120入・磁）  800円
ア279-607 淡雪芦盃 φ5.2×4.3㎝（200入・磁）  420円

キ279-617 白唐津刷毛2号徳利  
φ9×15㎝（360㏄）（80入・陶） 1,550円
キ279-627 白唐津刷毛盃（小）  
φ6.2×3.3㎝（240入・陶） 550円

イ279-637 黒吹青掛2号徳利 270㏄（80入・磁）  1,200円
イ279-647 黒吹青掛1号徳利 150㏄（100入・磁）  700円
イ279-657 黒吹青掛グイ呑 4.8×4.8㎝（300入・磁）  380円

ネ279-667 古染つた 酒燗器（大） φ12×15.7㎝（330㏄）（20入・磁）  4,700円
ネ279-677 古染つた 酒燗器（小） φ10×13.5㎝（180㏄）（30入・磁）  3,000円
ネ279-687 古染つた 盃（大） φ7×4.5㎝（200入・磁）  850円
ネ279-697 古染つた 盃（小） φ6×4㎝（200入・磁）  850円

ト279-707 黒結晶酒ポット（大） φ12.5×15.2㎝（310㏄）（4×6入・磁）  3,900円
ト279-717 黒結晶酒ポット（小） φ10×12.2㎝（140㏄）（6×6入・磁）  2,250円
ト279-727 黒結晶グイ呑 φ5.5×4㎝（120入・磁）  430円

ハ279-737 粉引徳利 
270㏄（10×10入・磁） 900円
ハ279-747 粉引盃  
φ4.5×4㎝（300入・磁） 300円

カ279-757 白磁二本線1.5号徳利  
φ5.6×17.2㎝（280㏄）（60入・磁） 1,150円
カ279-767 白磁一本線1号徳利  
φ5.2×13.2㎝（180㏄）（80入・磁） 780円

チ279-777 蛇ノ目盃8勺盃 7×6.6㎝（140㏄）（100入・磁）  700円
チ279-787 蛇ノ目盃5勺盃 6×5.6㎝（100㏄）（120入・磁）  380円
チ279-797 蛇ノ目盃3勺盃 5.2×5㎝（65㏄）（150入・磁）  230円
チ279-807 蛇ノ目盃2.5勺盃 4.9×4.3㎝（50㏄）（200入・磁）  220円
チ279-817 蛇ノ目盃2勺盃 4.2×3.8㎝（38㏄）（300入・磁）  200円

チ279-827 蛇の目本二号徳利  
4.5×17.5cm（250cc）（10×8入） 900円
チ279-837 蛇の目本一号徳利  
4.5×13.2cm（150cc）（10×12入） 670円
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ト280-017 青白磁1.5号徳利 280㏄（10×8入・磁）  1,500円
ト280-027 青白磁8勺徳利 130㏄（10×12入・磁）  920円
ト280-037 青白磁盃 φ4.2×5（40×5入・磁）  480円

ソ280-047 古染つる唐草 徳利  
φ7.3×12.5㎝（260㏄）（磁）（有田焼） 1,350円
ソ280-057 古染つる唐草 盃  
φ4.7×5.2㎝（50㏄）（磁）（有田焼） 700円

ソ280-067 古染スイート 徳利  
φ7.3×12.5㎝（260㏄）（磁）（有田焼） 1,350円
ソ280-077 古染スイート 盃  
φ4.7×5.2㎝（50㏄）（磁）（有田焼） 700円

ト280-087 酉（トリ）偏 徳利  
φ6×12.2㎝（200㏄）（100入・磁） 1,150円
ト280-097 酉偏 盃  
φ5×4.3㎝（50㏄）（200入・磁） 480円

ア280-107 吹桃山丸2号徳利 φ8×12.4㎝（300㏄）（60入・磁）  1,500円
ア280-117 吹桃山丸1号徳利 φ6.8×10.7㎝（150㏄）（120入・磁）  820円
ア280-127 吹桃山盃 5.2×4.5㎝（200入・磁）  450円

ト280-137 砂目二合徳利 300㏄（10×8入・磁）  1,420円
ト280-147 砂目一合徳利 160㏄（10×12入・磁）  850円
ト280-157 砂目盃 φ6.6×3.5㎝（60×3入・磁）  490円

ヨ280-167 伊賀織部徳利（大） 300㏄（3×18入・磁）  1,250円
ヨ280-177 伊賀織部徳利（小） 180㏄（3×20入・磁）  650円
ヨ280-187 伊賀織部ぐいのみ φ5×3.9㎝（200入・磁）  400円

カ280-197 錆白吹2号徳利 330㏄（40入・陶）  1,280円
カ280-207 錆白吹1号徳利 180㏄（60入・陶）  1,050円
カ280-217 錆白吹グイ呑 φ5.6×3.8㎝（150入・陶）  350円

ヤ280-227 石焼織部笹2号徳利 16.5㎝（250㏄）（100入・磁）  1,300円
ヤ280-237 石焼織部笹1号徳利 13.5㎝（130㏄）（120入・磁）  800円
ヤ280-247 石焼織部笹グイ呑 φ4.6×4.7㎝（50㏄）（200入・磁）  450円

ア280-257 まごころ三角1号徳利 150㏄（120入・磁）  1,350円
ア280-267 まごころ京型ぐい呑盃 φ5×3.5㎝（240入・磁）  690円
ア280-277 まごころ小ぐい呑盃 φ5×4㎝（300入・磁）  600円

ユ280-287 若草織部 徳利1.5号 φ7.7×14.2㎝（310㏄）（80入・磁）  1,800円
ユ280-297 若草織部 徳利0.8号 φ6×12㎝（180㏄）（100入・磁）  1,300円
ユ280-307 若草織部 ぐい呑 φ6.4×3.5㎝（200入・磁）  880円

ト280-317 渦十草1.5号徳利 270㏄（10×6入・磁）  1,250円
ト280-327 渦十草8勺徳利 150㏄（10×12入・磁）  650円
ト280-337 渦十草盃 φ5×4㎝（40×5入・磁）  370円

ホ280-347 黒鉄サビ徳利（大） φ7×14㎝（280㏄）（80入・磁）  1,280円
ホ280-357 黒鉄サビ徳利（小） φ6×11.5㎝（150㏄）（100入・磁）  680円
ホ280-367 黒鉄サビ盃 φ4.5×4.2㎝（50㏄）（300入・磁）  380円

ト280-377 渦笹1.5号徳利 300㏄（10×6入・磁）  1,320円
ト280-387 渦笹8勺徳利 150㏄（10×12入・磁）  650円
ト280-397 渦笹盃 φ5×4.3㎝（40×5入・磁）  370円

ア280-407 乳白芦1.5号徳利 φ6.6×15.9㎝（275㏄）（80入・磁）  1,100円
ア280-417 乳白芦8勺徳利 φ5.5×12.5㎝（160㏄）（100入・磁）  600円
ア280-427 乳白芦盃 φ5.1×4㎝（200入・磁）  340円

ト280-437 一珍笹二合徳利 φ7.7×16.8㎝（300㏄）（80入・磁）  1,850円
ト280-447 一珍笹一合徳利 φ6.3×14㎝（150㏄）（120入・磁）  1,200円
ト280-457 一珍笹 盃 φ10.3×3.8㎝（50㏄）（200入・磁）  650円

ネ280-467 砂鉄釉祥瑞2合とっくり 7×17㎝（350㏄）（陶）  2,100円
ネ280-477 砂鉄釉祥瑞1合とっくり 5.5×13.5㎝（160㏄）（陶）  1,150円
ネ280-487 砂鉄釉祥瑞グイ呑（大） φ5×5.6㎝（陶）  650円

ユ280-537 うず潮二号徳利 約280㏄（80入・陶）  1,700円
ユ280-547 うず潮一号徳利 約170㏄（100入・陶）  1,000円
ユ280-557 うず潮ぐい呑 φ6×3.5㎝（150入・陶）  550円

ツ280-567 白河志野2号徳利 300㏄（60入・陶）  1,850円
ツ280-577 白河志野1号徳利 140㏄（60入・陶）  990円
ツ280-587 白河志野ぐい呑 φ6.8×4㎝（200入・陶）  550円

ツ280-597 ゆず天目2号徳利 7×15.5㎝（300㏄）（10×6入・陶）  1,500円
ツ280-607 ゆず天目1号徳利 6×12.5㎝（150㏄）（20×4入・陶）  850円
ツ280-617 ゆず天目ぐい呑 5.6×3.8㎝（160入・陶）  540円

ロ280-627 茶筋徳利（大） 280㏄（80入・陶）  1,200円
ロ280-637 茶筋徳利（小） 150㏄（120入・陶）  990円
ロ280-647 茶筋ぐい呑 φ5×3.5㎝（320入・陶）  450円

ヤ280-657 白淡雪ススキ2号徳利 320㏄（20×5入・磁）  1,300円
ヤ280-667 白淡雪ススキ1号徳利 200㏄（20×6入・磁）  800円
ヤ280-677 白淡雪ススキグイ呑 φ4.6×4.6㎝（10×20入・磁）  450円

ネ280-687 桜流2号徳利  
7.5×14㎝（300㏄）（10×10入・陶） 1,000円
ネ280-697 桜流グイ呑  
5.3×4㎝（160入・陶） 300円

ホ280-707 唐津十草徳利（大） φ6.8×15.4㎝（310㏄）（60入・磁）  1,150円
ホ280-717 唐津十草徳利（小） φ5.8×12.6㎝（180㏄）（80入・磁）  580円
ホ280-727 唐津十草盃 φ5.4×4.5㎝（60㏄）（300入・磁）  340円

ヨ280-737 民芸丸酒徳利  
350㏄（3×20入・磁） 1,000円
ヨ280-747 民芸丸酒盃  
φ4.5×3.8㎝（70cc）（5×24入・磁） 420円

ア280-757 金流し1.5号徳利 φ7×15.4㎝（275㏄）（60入・磁）  980円
ア280-767 金流し8勺徳利 φ5.9×12.7㎝（130㏄）（100入・磁）  610円
ア280-777 金流し盃 φ5×4.2㎝（200入・磁）  270円

ア280-787 益子竹1.5号徳利 φ7×15.4㎝（275㏄）（60入・磁）  980円
ア280-797 益子竹8勺徳利 φ5.9×12.7㎝（130㏄）（100入・磁）  610円
ア280-807 益子竹盃 φ5×4.2㎝（200入・磁）  270円

ア280-817 太竹1.5号徳利 φ6.6×15.4㎝（275㏄）（60入・磁）  980円
ア280-827 太竹8勺徳利 φ5.7×12.8㎝（130㏄）（100入・磁）  610円
ア280-837 太竹盃 5×4.2㎝（200入・磁）  270円

ホ280-847 黒均窯徳利（大） φ8×12.5㎝（350㏄）（60入・磁）  950円
ホ280-857 黒均窯徳利（小） φ7×10.8㎝（220㏄）（80入・磁）  730円
ホ280-867 黒均窯盃 φ5.4×3.4㎝（60㏄）（300入・磁）  340円

ミ280-497 益子水草2号徳利 7.6×16.5㎝（360㏄）（陶）  1,800円
ミ280-507 益子水草1.6号徳利 7.8×16.7㎝（280㏄）（陶）  1,700円
ミ280-517 益子水草1号徳利 6×13.5㎝（130㏄）（陶）  900円
ミ280-527 益子水草ぐい呑 5.4×4.3㎝（陶）  500円


