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Utility Bowl 多用丼

ト321-017 一珍渦笹6.0高台丼  
φ18.5×8.6㎝（24入・磁） 2,500円

ミ321-027 朱巻花つなぎ高浜5.5丼  
17.5×9㎝（30入・磁） 2,300円

ツ321-037 信楽織部吹5.5深ボール φ17.5×9㎝（30入・強）  2,550円
ツ321-047 信楽織部吹5.0深ボール φ15.5×8.5㎝（40入・強）  2,100円
ツ321-057 信楽オリベ吹4.0深ボール φ12×7㎝（50入・強）  1,100円

ホ321-067 トチリ笹高浜6.0丼  
φ18×9.7㎝（30入・磁） 2,400円
ホ321-077 トチリ笹高浜5.5丼  
φ16.5×9.5㎝（34入・磁） 1,980円

ミ321-087 あすなろ玉渕 6.8丼 φ20.5×9㎝（30入・磁）  2,250円
ミ321-097 あすなろ玉渕 6.0丼 φ19×8.3㎝（40入・磁）  1,750円
ミ321-107 あすなろ玉渕 5.5丼 φ16.5×7.7㎝（60入・磁）  1,400円

ユ321-117 渦紋6.0玉丼  
φ18.5×8㎝（30入・磁） 2,100円

ミ321-127 三色十草大名丼  
φ18.7×10㎝（30入・磁） 2,550円

ミ321-137 染付花絵変形5.8丼 17.3×18.5×8.6㎝（40入・磁）  2,150円
ミ321-147 染付花絵変形4.5丼 13.8×13.5×8.3㎝（60入・磁）  1,580円
ミ321-157 染付花絵変形4.3小丼 13×12.5×6.8㎝（80入・磁）  1,280円

オ321-167 ヒスイぶどう6.0高浜多用丼  
φ18.5×9.8㎝（30入・磁） 2,250円

ミ321-177 吹オリベ大名丼  
φ18.5×10.2㎝（30入・磁） 2,350円

ユ321-187 朱赤櫛目6.0丼  
φ18×9㎝（30入・磁） 2,100円

ネ321-197 呉須巻錆点玉渕6.0丼  
φ18.8×8㎝（30入・磁） 2,000円

ネ321-207 勢刷毛目6.0多用丼  
φ17.5×9.2㎝（80入・磁） 980円

ア321-217 手描唐草粉引6.0釜上丼  
φ18.8×9㎝（24入・磁） 1,750円

ミ321-227 ゴス巻トチリ6.0玉渕丼  
18.8×8.3㎝（30入・磁） 1,750円
ミ321-237 ゴス巻トチリ5.5玉渕丼  
16.7×7.6㎝（45入・磁） 1,300円

テ321-247 イブシ天目6.0丼 18×9㎝（30入・陶）  1,800円
テ321-257 イブシ天目5.0丼 16×9㎝（40入・陶）  1,300円
テ321-267 イブシ天目4.0丼 12.8×8㎝（60入・陶）  930円

ア321-277 ヴォルテックス19㎝丼 φ18.8×10.2㎝（40入・磁）  1,150円
ア321-287 ヴォルテックス18㎝丼 φ18×9.3㎝（40入・磁）  980円
ア321-297 ヴォルテックス16㎝丼 φ16.1×8.7㎝（60入・磁）  820円

ヤ321-307 黒耀6.3けずり丼  
φ18.8×9.8㎝（40入・磁） 1,000円
ヤ321-317 黒耀6.0けずり丼  
φ17.6×9.5㎝（50入・磁） 980円

ヤ321-327 白6.3けずり丼  
φ18.8×9.8㎝（40入・磁） 980円
ヤ321-337 白6.0けずり丼  
φ17.6×9.5㎝（50入・磁） 850円

オ321-347 至福6.3丼  
19.5×8.4㎝（30入・磁） 1,000円

ヤ321-357 ドット黒マットさぬき丼  
φ18.5×9㎝（40入・磁） 830円

ヤ321-367 ドット白マットさぬき丼  
φ18.5×9㎝（40入・磁） 830円

ハ321-377 黒水晶手捻り6.3丼  
φ19.2×8.3㎝（40入・磁） 950円

ト321-387 十草麺丼  
φ19.2×7.2㎝（30入・磁） 850円
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テ322-017 赤と黒腰張5.5丼  
φ17×10㎝（24入・陶） 5,400円
テ322-027 赤と黒腰張5.0丼  
φ15.5×8.8㎝（30入・陶） 3,800円

ユ322-037 織部粉引乱線リム麺丼（中）  
φ18.8×8.3㎝（40入・陶） 3,800円

テ322-047 渕錆呉須巻腰張5.5丼  
φ17×9.5㎝（20入・陶） 5,000円

オ322-057 二色帯唐草5.5夏目丼  
φ16.5×10㎝（36入・強） 4,580円
オ322-067 二色帯唐草4.5夏目丼  
φ13.6×8.8㎝（48入・強） 3,220円

テ322-077 友禅夏目5.5丼 φ16.5×9.8㎝（30入・磁）  4,600円
テ322-087 友禅夏目5.0丼 φ15.5×10㎝（36入・磁）  3,800円
テ322-097 友禅夏目4.5丼 φ13.5×9㎝（40入・磁）  2,800円

テ322-107 赤ネジ梅5.5夏目丼 φ16.8×9.5㎝（30入・磁）  4,500円
テ322-117 赤ネジ梅夏目5.0丼 φ15.5×9.5㎝（36入・磁）  3,600円
テ322-127 赤ネジ梅夏目4.5丼 φ14×9㎝（40入・磁）  2,800円

テ322-137 青ビードロ掛玉かずら夏目5.5釜上丼  
φ17×9㎝（24入・陶） 4,600円

ツ322-147 桜木夏目5.5丼 φ17×10㎝（30入・陶）  4,250円
ツ322-157 桜木夏目5.0丼 φ15.8×9.5㎝（30入・陶）  3,600円
ツ322-167 桜木夏目4.5丼 φ13.9×9㎝（40入・陶）  2,850円

ユ322-177 備前黒吹夏目5.5釜上丼  
φ17.5×9㎝（20入・陶） 3,450円

ロ322-187 赤千筋高台5.5鉢 φ16.6×10.4㎝（50入・磁）  4,500円
ロ322-197 赤千筋高台5.2鉢 φ15.7×9.9㎝（60入・磁）  4,300円
ロ322-207 赤千筋高台4.5鉢 φ13.1×8.5㎝（80入・磁）  3,060円

ロ322-217 紺千筋高台5.5鉢 φ16.6×10.4㎝（50入・磁）  4,050円
ロ322-227 紺千筋高台5.2鉢 φ15.7×9.9㎝（60入・磁）  3,850円
ロ322-237 紺千筋高台4.5鉢 φ13.1×8.5㎝（80入・磁）  2,700円

ア322-247 手描き唐草5.5深口丼  
φ17×8.7㎝（30入・強） 3,600円

ツ322-257 オレンジ巻グリーン吹夏目5.5丼 φ17×10㎝（30入・強）  3,900円
ツ322-267 オレンジ巻グリーン吹夏目5.0丼 φ15.5×9.6㎝（40入・強）  3,250円
ツ322-277 オレンジ巻グリーン吹夏目4.5丼 φ13.8×9㎝（50入・強）  2,550円

ト322-287 祥瑞5.5丼 φ16.8×10㎝（20入・磁）  3,600円
ト322-297 祥瑞5.0丼 φ15.6×9.2㎝（25入・磁）  2,800円
ト322-307 祥瑞4.5丼 φ13.5×8.8㎝（40入・磁）  2,350円

ツ322-317 三色せせらぎ夏目5.5丼  
φ17×10㎝（30入・強） 3,700円

ア322-327 錦天の川深口5.5丼  
φ17×8.7㎝（30入・強） 3,500円

テ322-337 花鳥反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（36入・磁） 3,800円

テ322-347 トルコ青十草5.5釜上丼  
φ17.5×9.5㎝（20入・陶） 3,700円

ア322-357 赤絵間取絵6.0おもしろ丼  
φ17.8×9㎝（24入・磁） 3,800円

ミ322-367 白天目うず潮 夏目5.5丼  
φ16.5×10.2㎝（30入・陶） 2,850円
ミ322-377 白天目うず潮 夏目4.5丼  
φ12.3×7.9㎝（50入・陶） 2,200円

ミ322-387 万暦5.5多用丼 φ16.5×10㎝（30入・磁）  3,600円
ミ322-397 万暦5.0多用丼 φ15×9.7㎝（36入・磁）  2,900円
ミ322-407 万暦4.5多用丼 φ13.8×9㎝（45入・磁）  2,250円

ロ322-417 こぶし 5.5高台丼 φ16.8×10.5㎝（50入・磁）  4,500円
ロ322-427 こぶし 5.2高台丼 φ16×10㎝（60入・磁）  4,300円
ロ322-437 こぶし 4.5高台丼 φ13×8.5㎝（80入・磁）  3,060円

オ322-447 グリーンマット5.5夏目丼  
φ16.5×10.5㎝（36入・磁） 3,300円
オ322-457 グリーンマット4.8夏目丼  
φ14.5×9.3㎝（48入・磁） 2,500円

ユ322-467 手描タコ唐草5.5丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 3,450円
ユ322-477 手描タコ唐草4.5丼  
φ13.5×7.5㎝（40入・磁） 2,700円
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ト323-017 白萩5.5丼  
φ16.5×9㎝（20入・陶） 3,100円

テ323-027 トルコ青十草5.8高台丼  
φ17.5×9.5㎝（24入・陶） 3,450円

テ323-037 グリーン黒帯反5.5深口丼  
φ17×9㎝（40入・陶） 3,450円

テ323-047 赤ネジ梅反5.5種丼  
φ17×9㎝（40入・陶） 3,450円

ミ323-057 深海オリベ夏目5.5丼 φ16.7×10.3㎝（30入・陶）  3,500円
ミ323-067 深海オリベ夏目4.8丼 φ14.5×9.3㎝（40入・陶）  2,600円
ミ323-077 深海オリベ夏目4.5丼 φ13.6×8㎝（60入・陶）  2,180円

ミ323-087 染錦菱紋5.5多用丼 φ17×9㎝（36入・磁）  3,050円
ミ323-097 染錦菱紋5.0多用丼 φ15×9.7㎝（45入・磁）  2,450円
ミ323-107 染錦菱紋4.5多用丼 φ13.5×8.5㎝（60入・磁）  2,080円

ユ323-117 花格子5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 3,450円
ユ323-127 花格子5.0深丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 2,250円

ミ323-137 丸紋万暦5.5深丼  
φ17.5×8.5㎝（45入・磁） 2,900円
ミ323-147 丸紋万暦5.0深丼  
φ15.7×8㎝（60入・磁） 2,180円

ユ323-157 織部市松夏目5.5釜上丼  
φ17.5×9㎝（20入・陶） 3,200円

ユ323-167 藍市松夏目5.5釜上丼  
φ17.7×9㎝（20入・陶） 3,200円

テ323-177 粉引山茶花5.5夏目丼  
φ16.7×10㎝（30入・陶） 3,200円
テ323-187 粉引山茶花5.0夏目丼  
φ15.5×9㎝（40入・陶） 2,800円

ト323-197 潮騒玉渕6.0丼  
φ18.3×8.8㎝（20入・磁） 2,680円
ト323-207 潮騒玉渕5.5丼  
φ17×7.8㎝（24入・磁） 2,100円

テ323-217 粉引井桁5.5深ボール  
φ17×8.5㎝（40入・陶） 3,000円
テ323-227 粉引井桁5.0深ボール  
φ15.5×8.7㎝（48入・陶） 2,500円

ホ323-237 織部あそび5.5多用丼 φ17×8.8㎝（30入・磁）  2,860円
ホ323-247 織部あそび5.0多用丼 φ15.5×7.8㎝（36入・磁）  2,200円
ホ323-257 織部あそび4.0多用丼 φ13.5×7.3㎝（48入・磁）  1,400円

ミ323-267 雪月花絵5.5深丼  
φ17.4×8.7㎝（36入・磁） 2,500円
ミ323-277 雪月花絵5.0深丼  
φ15.7×8㎝（40入・磁） 1,720円

テ323-287 赤楽タコ唐草6.0麺丼  
φ17.5×8.5㎝（30入・陶） 2,600円

ミ323-297 黒伊賀備前吹八角大丼  
17×9㎝（40入・磁） 2,250円

ミ323-307 タコ唐草八角大丼  
17×9㎝（40入・磁） 2,250円
ミ323-317 染付タコ唐草ケズリ八角小丼  
13.5×7.4㎝（80入・磁） 1,200円

オ323-327 ヒスイぶどう腰張5.5多用丼  
φ16.5×8.7㎝（40入・磁） 1,900円
オ323-337 ヒスイぶどう反種丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 1,300円

ト323-347 浪漫 十草丼 大  
φ16.6×8.8㎝（24入・磁） 1,200円
ト323-357 浪漫 十草丼 中  
φ14.2×7.3㎝（30入・磁） 800円

キ323-367 黒釉刷毛目うどん丼  
φ18.8×9㎝（30入・磁） 1,000円

キ323-377 粉引刷毛目うどん丼  
φ18.8×9㎝（30入・磁） 1,000円

キ323-387 白結晶ドット5.5多用丼  
φ17.2×8.8㎝（40入・磁） 880円

キ323-397 黒結晶ドット5.5多用丼  
φ17.2×8.8㎝（40入・磁） 880円
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ミ324-017 筋彫赤市松夏目5.5丼  
φ17.6×8.8㎝（30入・陶） 3,800円
ミ324-027 筋彫赤市松夏目5.0丼  
φ15.4×9.6㎝（36入・陶） 3,100円

ミ324-037 筋彫赤市松55釜揚丼  
φ16.8×8.8㎝（30入・陶） 3,800円

ユ324-047 白刷毛タタキリム麺丼（中）  
φ18.5×8㎝（40入・陶） 3,800円

テ324-057 間取牡丹反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（36入・磁） 3,500円

テ324-067 黒マット色十草5.5お好み碗  
φ17.3×8.5㎝（40入・磁） 3,400円
テ324-077 黒マット色十草5.0お好み碗  
φ15.5×8.5㎝（48入・磁） 2,500円

カ324-087 白瀬戸丸丼  
φ15.5×9.1㎝（30入・陶） 2,600円

ユ324-097 ハデ5.5丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 2,900円

ミ324-107 朱赤天目 深口6.0丼  
φ18×9.4㎝（25入・磁） 2,450円

テ324-117 赤巻小花5.5深口丼  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 3,200円
テ324-127 赤巻小花5.0深口丼  
φ15.7×8㎝（48入・磁） 2,500円

テ324-137 グリーン乱線反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（40入・磁） 3,200円

テ324-147 赤巻白線反5.5丼  
φ16.6×8.6㎝（40入・磁） 3,000円

テ324-157 益子赤丸紋5.5深口丼  
φ17.2×8.5㎝（40入・磁） 3,000円

ユ324-167 黄釉間取花変型5.5丼  
φ16.5×9㎝（30入・磁） 2,950円

ミ324-177 朱巻水玉ケズリ大丼  
φ16.3×9.2㎝（40入・磁） 2,780円

ミ324-187 氷壁深口5.5丼  
φ17.3×8.8㎝（30入・磁） 2,750円

ミ324-197 点心5.5丼 φ17.3×9.5㎝（30入・磁）  2,750円
ミ324-207 点心5.0丼 φ15.1×7.9㎝（40入・磁）  1,750円
ミ324-217 点心4.0丼 φ12.4×7.2㎝（60入・磁）  1,200円

テ324-227 南蛮墨吹5.5深ボール φ17×8.8㎝（30入・磁）  2,800円
テ324-237 南蛮墨吹5.0深ボール φ15.5×8.6㎝（40入・磁）  2,500円
テ324-247 南蛮墨吹4.5深ボール φ13.6×7.8㎝（50入・磁）  1,650円

ト324-257 いぶし白ライン深口6.0丼  
φ17.8×9.5㎝（24入・磁） 2,600円

テ324-267 水玉十草5.5深口丼  
φ17.5×8.8㎝（40入・磁） 2,800円
テ324-277 水玉十草5.0深口丼  
φ15×7.5㎝（48入・磁） 2,300円

ユ324-287 錆巻十草5.0丼  
φ15.5×9.3㎝（30入・磁）（日本･美濃） 2,500円

オ324-297 白志野織部水玉変形大鉢  
17×9㎝（40入・磁） 2,700円
オ324-307 白志野織部水玉変形中鉢  
14×8.2㎝（60入・磁） 2,100円

ツ324-317 備前風6.5反高台丼  
φ19.5×8㎝（30入・強） 2,200円

ユ324-327 雪舟なぶり6.0丼  
φ18×9.5㎝（30入・磁） 2,500円
ユ324-337 雪舟なぶり4.5丼  
φ13.5×7㎝（40入・磁） 1,400円

ユ324-347 引出黒紋様5.8丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 2,400円
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ミ325-017 信楽吹5.5深ボール φ17.5×9㎝（30入・磁）  2,550円
ミ325-027 信楽吹5.0深ボール φ15.5×8.3㎝（40入・磁）  2,100円
ミ325-037 信楽吹4.5深ボール φ13.7×7.5㎝（60入・磁）  1,450円

ユ325-047 唐津呉須刷毛夏目5.5丼  
φ16.5×10㎝（30入・陶） 2,400円

ユ325-057 粉引格子5.8丼  
φ17×9㎝（30入・陶） 2,400円

オ325-067 志野化粧石目5.5丼  
φ17×9.5㎝（30入・磁） 2,280円
オ325-077 志野化粧石目5.0丼  
φ15.5×7.7㎝（40入・磁） 1,300円

ト325-087 うず潮5.5丼  
φ17.5×9.2㎝（25入・磁） 2,550円

ユ325-097 藍 ドット変型5.5丼 17×16.2×9㎝（30入・磁）  2,450円
ユ325-107 藍 ドット変型4.5丼 14×13.2×8.8㎝（40入・磁）  1,800円
ユ325-117 藍 ドット変型4.2丼 13×12.2×7.3㎝（40入・磁）  1,550円

ユ325-127 紅 ドット変型5.5丼 17×16.2×9㎝（30入・磁）  2,450円
ユ325-137 紅 ドット変型4.5丼 14×13.2×8.8㎝（40入・磁）  1,800円
ユ325-147 紅 ドット変型4.2丼 13×12.2×7.3㎝（40入・磁）  1,550円

ユ325-157 トチリ草紋 5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,500円

テ325-167 粉引丸紋5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（40入・磁） 2,500円

ユ325-177 美濃十草5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,500円
ユ325-187 美濃十草5.0深丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,900円

ユ325-197 呉須巻十草5.0丼  
φ15.5×9.3㎝（30入・磁） 2,500円

ユ325-207 布目丸紋5.5深丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 2,500円

カ325-217 清里5.5多用鉢  
φ16.8×9㎝（40入・強） 2,700円

テ325-227 手描き花扇5.5玉渕丼  
φ16.7×8㎝（30入・陶） 2,500円

タ325-237 赤釉5.5玉渕丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,500円
タ325-247 赤釉4.5玉渕碗  
φ13.7×7.4㎝（30入・磁） 1,900円

ミ325-257 一珍グリーン5.5深ボール φ17.5×8.9㎝（30入・磁）  2,450円
ミ325-267 一珍グリーン5寸深ボール φ15.8×8.4㎝（36入・磁）  2,000円
ミ325-277 一珍グリーン4.5深ボール φ13.8×8㎝（45入・磁）  1,400円

ユ325-287 益子十草5.5深丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,500円
ユ325-297 益子十草5.0深丼  
φ15.5×8㎝（30入・磁） 1,950円

ユ325-307 錆渦5.5 くくり丼  
φ16×9.8㎝（20入・磁） 2,400円

ユ325-317 金茶結晶5.5 くくり丼  
φ16×9.8㎝（20入・磁） 2,400円

ミ325-327 ピンク吹き白ドット八角大丼  
17×9㎝（40入・磁） 2,300円

ミ325-337 春夏秋冬ケズリ大丼  
φ16.3×9.2㎝（40入・磁） 2,180円

ユ325-347 益子十草5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,100円

ネ325-357 黄河三方掛5.5多用丼  
φ17.5×9.5㎝（30入・磁） 1,600円

ハ325-367 大地5.5反種丼  
φ17.5×9㎝（36入・磁） 1,130円
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ネ326-017 手描き錆十草5.5寸多用丼  
φ16×8㎝（40入・陶） 3,900円
ネ326-027 手描き錆十草4.5寸多用丼  
φ13.5×8㎝（60入・陶） 2,500円

テ326-037 青鼡志野イナホ腰張5.0丼  
φ15.8×9.2㎝（30入・陶） 3,600円

イ326-047 天目潮騒ボール 6.0  
φ18×7㎝（30入・磁） 3,300円

オ326-057 粉引風雅5.5丼  
φ17.3×9.7㎝（36入・磁） 3,000円
オ326-067 粉引風雅5.0丼  
φ15×8㎝（50入・磁） 1,650円

ア326-077 手描赤帯唐草変形5.5丼  
φ16.8×8.3㎝（30入・磁） 3,300円

ロ326-087 白吹黒水晶5.8丼  
φ17.2×8.7㎝（60入・強） 3,120円
ロ326-097 白吹黒水晶5.0丼  
φ15.5×8.4㎝（50入・強） 2,390円

オ326-107 万葉歌5.5丼  
φ17.3×9.7㎝（30入・磁） 2,820円
オ326-117 万葉歌多盛碗  
φ13×7.8㎝（50入・磁） 1,500円

ヤ326-127 石目灯火5.5丼  
φ17.5×9.6㎝（40入・磁） 2,500円
ヤ326-137 石目灯火5.0丼  
φ15×7.8㎝（50入・磁） 1,400円

ト326-147 唐草5.0丼  
φ15.4×8.5㎝（30入・磁） 2,450円

ユ326-157 唐津織部流5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,300円
ユ326-167 唐津織部流5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 2,000円

ホ326-177 黒水晶モダン5.5丼  
φ17×10㎝（40入・磁） 2,600円
ホ326-187 黒水晶モダン4.5丼  
φ14.5×8㎝（50入・磁） 1,740円

ユ326-197 二彩十草5.0夏目丼  
φ15.5×9.7㎝（30入・磁） 1,500円

ユ326-207 桔梗5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,980円

ミ326-217 呉須刷毛格子 波型50丼  
φ15.8×8.6㎝（40入・磁） 2,300円
ミ326-227 呉須刷毛格子 波型4.2丼  
φ12.8×8㎝（50入・磁） 1,750円

ユ326-237 花格子5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ユ326-247 花格子5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 2,000円

テ326-257 辰砂唐草5.5深口丼  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,300円
テ326-267 辰砂唐草5.0深口丼  
φ15.5×8㎝（48入・磁） 1,800円

イ326-277 天目潮騒 反6.5丼  
φ18×9㎝（30入・磁） 2,200円

ア326-287 赤絵手描花17.5㎝丼  
φ17.4×8.4㎝（30入・磁） 2,200円

ミ326-297 悟空高浜5.5丼  
17.3×8.5㎝（30入・磁） 2,100円

オ326-307 粉引風雅5.5高浜丼  
φ17×8.6㎝（30入・磁） 2,050円

ア326-317 黒結晶緑流17㎝たもり鉢  
φ17.2×8㎝（40入・磁） 2,000円

ユ326-327 結晶渦字紋5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,100円
ユ326-337 結晶渦字紋5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,850円

ヨ326-347 オルジュ麺丼 #053  
18.5×18×8.4㎝（40入・磁） 1,400円

ア326-357 古染十草多用丼  
φ18×8.9㎝（30入・磁） 1,100円

ユ326-367 手描染十草5.8丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,000円

ユ326-377 紅二彩乱格子5.8丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 2,000円
ユ326-387 紅二彩乱格子5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,550円

ユ326-397 藍二彩乱格子5.8丼  
φ17.5×9㎝（30入・磁） 2,000円
ユ326-407 藍二彩乱格子5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,550円

ホ326-417 黒十草彫（口元白）5.0丼  
φ15.7×8.5㎝（40入・磁） 980円

ユ326-427 丸紋釉裏紅反5.8丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,100円
ユ326-437 丸紋釉裏紅反5.3丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,600円

ア326-447 黒結晶15㎝深丼  
φ14.8×10.2㎝（30入・磁） 1,350円
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ア327-017 赤絵粉引点紋三輪5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入・磁） 1,800円

ア327-027 赤絵肌粉引唐草三輪5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入・磁） 1,800円

ユ327-037 御深井草花5.5深丼  
φ16.5×9㎝（30入・陶） 2,100円

ユ327-047 益子丸紋反5.8丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,000円
ユ327-057 益子丸紋反5.3丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,500円

ユ327-067 美濃十草5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,100円

ユ327-077 トチリ草紋5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,100円

ユ327-087 赤釉立木5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,300円
ユ327-097 赤釉立木5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 2,000円

ユ327-107 水玉十草5.5反種丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,000円
ユ327-117 水玉十草5.0反種丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,600円

オ327-127 間取ススキ5.5腰張丼  
φ17×9㎝（36入・磁） 1,900円

オ327-137 二色十草5.5腰張丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,950円

ミ327-147 水玉十草 5.5お好み丼 φ17.2×8.3㎝（40入・磁）  1,950円
ミ327-157 水玉十草 5.0お好み丼 φ16×8.3㎝（50入・磁）  1,480円
ミ327-167 水玉十草 4.5お好み丼 φ13×7.8㎝（60入・磁）  1,080円

オ327-177 手筋織部5.5渦型腰張  
φ17×9㎝（36入・磁） 1,950円

ユ327-187 渦紋5.5深丼  
φ16.5×8.5㎝（30入・磁） 1,650円

オ327-197 間取楽文字5.5腰張丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 1,950円

ユ327-207 刷毛十草5.8丼  
φ17.5×9㎝（30入・磁） 2,000円
ユ327-217 刷毛十草5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ327-227 藍流水5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,950円
ユ327-237 藍流水5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ327-247 錆流水5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 2,000円
ユ327-257 錆流水5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ327-267 刷毛唐草5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,950円
ユ327-277 刷毛唐草5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ327-287 色入笹5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,980円
ユ327-297 色入笹5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ327-307 深海反5.8丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 1,980円
ユ327-317 深海反5.3丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

イ327-327 匠織部手作り風中鉢  
φ17.2×8.3㎝（30入・磁） 1,850円

ネ327-337 京古染唐草5.5多用丼  
φ17.2×8.6㎝（40入・磁） 1,800円

イ327-347 うのふ窯変中鉢  
φ16.7×8.3㎝（40入・磁） 1,800円

ア327-357 赤絵手描花15㎝丼  
φ15.2×7.4㎝（40入・磁） 1,750円

オ327-367 石目山がすみ5.5丼 φ17.3×9.7㎝（30入・磁）  1,600円
オ327-377 石目山がすみ5.0丼 φ15.5×8㎝（36入・磁）  950円
オ327-387 石目山がすみ4.2丼 φ13.1×7.8㎝（60入・磁）  750円

ネ327-397 しだれ 内外5.5反丼  
φ16.9×9㎝（50入・磁） 890円

オ327-407 志野化粧けずり麺丼  
φ17.2×8.8㎝（30入・磁） 1,600円

オ327-417 志野化粧石目高浜5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（30入・磁） 1,600円

ネ327-427 たこ唐草 内外5.5反丼  
φ16.9×9㎝（50入・磁） 890円

キ327-437 赤柚子八重がけ砂目5.8丸丼  
φ17.3×8.2㎝（30入・磁） 1,750円
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キ328-017 赤柚子八重がけ面取5.5丼  
φ17×9.7㎝（30入・磁） 1,750円

ア328-027 藍染唐草石目5.5丼  
φ17.5×8.2㎝（36入・磁） 1,700円
ア328-037 藍染唐草石目5.0丼  
φ15.5×7.7㎝（40入・磁） 1,000円

ホ328-047 トチリ笹5.5種丼  
φ17×8.5㎝（36入・磁） 1,700円

ネ328-057 呉須巻錆点5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,700円

ヤ328-067 古染波千鳥5.5多用丼  
φ17.5×9㎝（40入・磁） 1,550円

オ328-077 石目白露5.5丼 φ17×9.5㎝（30入・磁）  1,600円
オ328-087 石目白露5.0丼 φ15×7.9㎝（40入・磁）  900円
ア328-097 粉引多用碗 φ12.6×7.1㎝（60入・磁）  550円

ヤ328-107 織部白流し5.5多用丼  
17×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ328-117 粉引墨吹5.0丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,700円

ユ328-127 手描染十草5.3丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,600円

ト328-137 柚子天目ねじり 5.5丼  
φ17.6×9.2㎝（25入・磁） 1,650円

イ328-147 駒筋お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円

ユ328-157 曙唐草 5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,600円

ト328-167 天目しのぎ 5.5丼 φ17.8×9.5㎝（25入・磁）  1,650円
ト328-177 天目しのぎ 5.0丼 φ15.5×9㎝（36入・磁）  1,500円
ト328-187 天目しのぎ 小丼 φ12.3×8.8㎝（50入・磁）  1,100円

テ328-197 渋谷緑結晶しのぎ5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（30入・磁） 1,650円
テ328-207 渋谷緑結晶しのぎ5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・磁） 1,450円

キ328-217 古備前面取5.5丼  
φ17×9.7㎝（30入・磁） 1,600円

ト328-227 藍十草砂目5.8丸丼  
φ17.3×8.2㎝（32入・磁） 1,550円
ト328-237 藍十草砂目5.0丸丼  
φ15.5×7.7㎝（50入・磁） 900円

ト328-247 サビ十草砂目5.8丸丼  
φ17.3×8.2㎝（32入・磁） 1,550円
ト328-257 サビ十草砂目5.0丸丼  
φ15.5×7.7㎝（50入・磁） 900円

ミ328-267 吹オリベ釜上丼  
φ16.5×9㎝（30入・磁） 1,550円

ミ328-277 三色十草釜上丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 1,650円

ミ328-287 志野刷毛目夏目5.5丼 φ16.5×10.3㎝（30入・磁）  1,550円
ミ328-297 志野刷毛目夏目4.8丼 φ14.3×9.3㎝（40入・磁）  1,150円
ミ328-307 志野刷毛目夏目4.0丼 φ12.7×8㎝（60入・磁）  750円

オ328-317 呉須三色十草5.0多用丼 φ16×9.8㎝（40入・磁）（美濃焼）  1,530円
オ328-327 呉須三色十草4.6ロクロ目丼 φ14.3×8.4㎝（50入・磁）（美濃焼）  1,080円
オ328-337 呉須三色十草4.1ロクロ目丼 φ12.6×7㎝（60入・磁）（美濃焼）  950円

オ328-347 錆三色十草5.0多用丼 φ16×9.8㎝（40入・磁）（美濃焼）  1,530円
オ328-357 錆三色十草4.6ロクロ目丼 φ14.3×8.4㎝（50入・磁）（美濃焼）  1,080円
オ328-367 錆三色十草4.1ロクロ目丼 φ12.6×7㎝（60入・磁）（美濃焼）  950円

イ328-377 漆黒乱十草5.5釜上丼  
φ17.5×9㎝（30入・磁） 1,400円

ト328-387 朝顔5.5多用丼  
φ16.8×8.5㎝（30入・磁） 1,350円

ユ328-397 掻落二色十草5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,400円

ト328-407 柚子天目ねじり 5.0丼  
φ15×9.3㎝（36入・磁） 1,500円
ト328-417 柚子天目ねじり 小丼  
φ12.7×9.1㎝（50入・磁） 1,100円

ユ328-427 荒波 5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,400円

ミ328-437 三色十草夏目55丼 φ16.2×10.3㎝（30入・磁）  1,550円
ミ328-447 三色十草夏目45丼 φ14.5×9.3㎝（40入・磁）  1,180円
ミ328-457 三色十草夏目40丼 φ12.7×7.6㎝（60入・磁）  780円

ユ328-467 掻落太十草5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,400円
ユ328-477 掻落太十草5.0種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,250円

ア328-487 藍染唐草5.5多用丼  
φ17.6×8.5㎝（36入・磁） 1,400円



土鍋・土瓶むし・
鍋小物

和
陶
単
品

329

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

Utility Bowl 多用丼

イ329-017 美濃民芸お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円

ア329-027 ドット18㎝反丼  
φ18×8.7㎝（40入・磁） 1,380円

テ329-037 黄粉引5.0多用丼  
16×9㎝（40入・磁） 1,450円
テ329-047 黄粉引4.0多用丼  
12.8×8㎝（60入・磁） 1,100円

ホ329-057 赤絵波丸紋5.5丼 φ17×8.6㎝（36入・磁）  1,350円
ヤ329-067 粉引釉丸紋4.8うどん鉢 φ15×7.2㎝（50入・磁）  1,150円
ヤ329-077 粉引釉丸紋4.0うどん鉢 φ12.5×6㎝（60入・磁）  750円

オ329-087 空吹乱5.5釜上丼  
φ17.1×9㎝（30入・磁） 1,350円

ミ329-097 錦天目夏目5.5丼 φ16.5×10.3㎝（30入・磁）  1,450円
ミ329-107 錦天目夏目4.8丼 φ14.2×9㎝（40入・磁）  1,050円
ミ329-117 錦天目夏目4.0丼 φ12.6×8㎝（60入・磁）  700円

ネ329-127 赤柚子5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（30入・磁） 1,300円
ネ329-137 赤柚子4.2多用丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 850円

ハ329-147 吹雪石目高浜5.5丼  
φ17.5×8.5㎝（36入・磁） 1,200円

ミ329-157 弥七田織部55反り丼  
φ16.2×8.9㎝（970㏄）（40入・磁） 1,300円
ミ329-167 弥七田織部50反り丼  
φ15.3×8.5㎝（840㏄）（50入・磁） 850円

ヤ329-177 錦京唐草お好丼（大）  
16×8.5㎝（40入・磁） 1,280円
ヤ329-187 錦京唐草お好丼（小）  
13.3×7.5㎝（60入・磁） 950円

ミ329-197 吹オリベ夏目5.5丼 φ16.5×10.6㎝（30入・磁）  1,200円
ミ329-207 吹オリベ夏目4.8丼 φ14.3×9.3㎝（40入・磁）  1,080円
ミ329-217 吹オリベ夏目4.0丼 φ12.3×8㎝（60入・磁）  720円

ユ329-227 掻落二色十草5.0種丼  
φ15×7.8㎝（40入・磁） 1,300円

ア329-237 グレー唐草5.5多用丼  
φ17×8.7㎝（40入・磁） 1,200円

ア329-247 白刷毛目5.5深口丼  
φ16.2×9㎝（36入・磁） 1,200円
ア329-257 白刷毛目5.0深口丼  
φ15.3×8.5㎝（40入・磁） 800円

ミ329-267 粉引刷毛目5.5高浜丼  
φ17×9.1㎝（1100㏄）（40入・磁） 1,200円
ミ329-277 粉引刷毛目5.0高浜丼  
φ15.3×8.5㎝（840㏄）（50入・磁） 800円

オ329-287 石目白露高浜5.5丼  
φ17×8.5㎝（30入・磁） 1,100円

ホ329-297 くしめ紋5.5釜上丼  
17×9㎝（38入・磁） 1,100円

ヤ329-307 益子風ツタ5.5深口丼  
φ17×8.8㎝（40入・磁） 1,100円
ヤ329-317 益子風ツタ5.0深口丼  
φ15.6×7.8㎝（60入・磁） 900円

オ329-327 ふる里高浜5.5丼 17.5×8.5㎝（30入・磁）  1,100円
オ329-337 ふる里石目5.0丼 φ15.3×7.9㎝（50入・磁）  950円
オ329-347 ふる里石目4.2丼 φ13.3×7.8㎝（60入・磁）  750円

イ329-357 錆十草お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円
イ329-367 錆十草お好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円

ア329-377 黒釉5.5和丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 1,200円

ユ329-387 雪粉引けずり5.5丼  
φ17.8×9.5㎝（30入・磁） 1,200円
ユ329-397 雪粉引けずり5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・磁） 950円

オ329-407 点一引5.5多用丼  
φ17×8.8㎝（40入・磁） 1,000円
オ329-417 点一引5.0多用丼  
φ15.6×8㎝（50入・磁） 850円

ハ329-427 志野サビ刷毛5.5釜上丼  
φ17×9.1㎝（30入・磁） 1,100円

ヤ329-437 ゆず天目さぬき丼  
φ18.5×9㎝（30入・磁） 900円

ホ329-447 ゴス刷毛多用丼（大） φ18.3×8㎝（30入・磁）  900円
ホ329-457 ゴス刷毛多用丼（中） φ15.8×6.8㎝（50入・磁）  750円
ホ329-467 ゴス刷毛4.0多用丼（小） φ12.8×6.5㎝（70入・磁）  530円

ホ329-477 サビ刷毛多用丼（大） φ18.3×8㎝（30入・磁）  900円
ホ329-487 サビ刷毛多用丼（中） φ15.8×6.8㎝（50入・磁）  750円
ホ329-497 サビ刷毛4.0多用丼（小） φ12.8×6.5㎝（70入・磁）  530円

ミ329-507 天目 5.5多用丼  
φ17×8.8㎝（45入・磁） 820円

キ329-517 ツートン多用丼  
φ17.5×8.5㎝（40入・磁） 880円

イ329-527 藍色トビカンナお好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円
イ329-537 藍色トビカンナお好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円
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ア330-017 錦天の川5.0夏目丼  
φ14.7×8.4㎝（30入・強） 3,600円

ト330-027 オリベ乱線5.0丼  
φ15.4×8.2㎝（40入・陶） 3,450円

カ330-037 グレージュブラウン 碗L φ16×10.5㎝（40入・磁）  2,800円
カ330-047 グレージュブラウン 碗M φ14×9㎝（50入・磁）  1,850円
カ330-057 グレージュブラウン 碗S φ12×8㎝（60入・磁）  1,250円

テ330-067 藍市松青海波夏目深口5.0丼  
φ15.6×10㎝（40入・陶） 3,500円

テ330-077 赤絵丸格子夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・陶） 3,500円

テ330-087 赤と黒夏目深5.0丼  
φ15.2×9.5㎝（40入・陶） 3,600円

ネ330-097 赤絵万暦変型丼大  
17×16.5×9.2㎝（30入・磁） 3,000円

ミ330-107 朱丸紋六角丼 15.2×16.2×9.2㎝（36入・磁）  3,150円
ミ330-117 朱丸紋六角45丼 14.2×13.5×8.3㎝（45入・磁）  2,250円
ミ330-127 朱丸紋六角40丼 12.7×12.3×7.3㎝（60入・磁）  2,000円

テ330-137 粉引面取4.5多用丼  
φ14.5×9㎝（40入・陶） 3,300円

ミ330-147 暁ネジリ大丼 φ16.5×9.5㎝（30入・磁）  3,080円
ミ330-157 暁ネジリ中丼 φ13.5×8.7㎝（40入・磁）  2,580円
ミ330-167 暁ネジリ小丼 φ11.6×6.8㎝（60入・磁）  2,080円

ミ330-177 黒土丸紋50丼  
φ15.8×9.8㎝（40入・陶） 3,000円
ミ330-187 黒土丸紋45丼  
φ12.6×8.3㎝（60入・陶） 2,350円

ミ330-197 黒土一珍冬樹50丼  
φ15.8×9.8㎝（40入・陶） 3,050円
ミ330-207 黒土一珍冬樹45丼  
φ12.6×8.3㎝（60入・陶） 2,350円

ユ330-217 南蛮呉須十草5.0深丼  
φ16×9.5㎝（30入・陶） 2,900円

ユ330-227 南蛮サビ十草5.0深口丼  
φ16×9.5㎝（30入・陶） 2,900円

カ330-237 オリベ丸丼  
φ15.5×9.1㎝（30入・陶） 2,600円

ユ330-247 染付丸紋六角5.0丼  
φ15.5×9㎝（30入・磁） 2,900円
ユ330-257 染付丸紋六角4.5丼  
φ14×8.4㎝（40入・磁） 2,200円

テ330-267 グリーン黒帯夏目4.8丼  
φ14.5×9.2㎝（40入・陶） 3,100円

ユ330-277 さくら夏目5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（30入・陶） 2,900円

ミ330-287 花唐草錦大名丼  
φ16×8.8㎝（40入・磁） 3,000円

ミ330-297 織部草花50六角丼 16.2×15.2×9.2㎝（36入・磁）  2,850円
ミ330-307 織部草花40六角丼 12.7×12.3×7.3㎝（60入・磁）  1,880円
ミ330-317 織部草花45六角丼 14.2×13.5×8.3㎝（45入・磁）  2,100円

ユ330-327 深海うのふ反5.5丼  
φ16×7.7㎝（30入・磁） 2,980円
ユ330-337 深海うのふ反4.3丼  
φ13.5×7㎝（50入・磁） 1,980円

ミ330-347 京桜波型5.0丼  
φ15.7×8.8㎝（40入・磁） 2,550円
ミ330-357 京桜波型4.5丼  
φ12.8×8.1㎝（60入・磁） 2,250円

ユ330-367 深海うのふ高台5.0丼  
φ15×10.5㎝（30入・磁） 3,150円
ユ330-377 深海うのふ高台4.0丼  
φ12.7×8.7㎝（40入・磁） 2,100円

ユ330-387 信楽黒釉高台5.0丼  
φ15×10.5㎝（30入・磁） 3,150円
ユ330-397 信楽黒釉高台4.0丼  
φ12.7×8.7㎝（40入・磁） 2,100円
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Utility Bowl 多用丼

ユ331-017 赤絵波5.0丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 2,900円

ユ331-027 赤絵丸紋5.0丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 2,900円

ユ331-037 市松黒夏目5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（30入・陶） 2,850円

ユ331-047 織部市松夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,850円

ユ331-057 藍市松夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,850円

ミ331-067 トチリ草紋5.0牛丼  
φ15×9.5㎝（40入・陶） 2,850円

ユ331-077 備前黒吹夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,850円

ユ331-087 青釉紋様夏目5.0丼  
φ15×9.5㎝（30入・陶） 2,700円

カ331-097 駒筋5.0多用丼  
φ14.7×8.6㎝（40入・強） 2,800円

ト331-107 うず潮 三ッ押5.5丼  
φ16.5×9.3㎝（24入・磁） 2,650円

ユ331-117 グリーン十草4.8丼  
φ14.5×8㎝（40入・磁） 2,400円

ユ331-127 二色ドット削り5.5丼  
φ16.5×9㎝（30入・磁） 2,450円

テ331-137 末広5.0夏目丼  
φ15×10㎝（40入・磁） 2,600円
テ331-147 末広4.5夏目丼  
φ13.8×9㎝（60入・磁） 1,800円

ト331-157 翠玉ロクベ茶碗（大）  
φ15.3×7.8㎝（30入・磁） 2,300円

ユ331-167 朱赤面取5.0深丼  
φ15.5×9.5㎝（30入・陶） 2,550円

ト331-177 錦ツル草5.0丼  
φ15×9.3㎝（36入・磁） 2,600円

ユ331-187 ハデ5.0丼  
φ15×9.5㎝（40入・磁） 2,400円

ロ331-197 紅結晶5.0丼 φ15.2×9.2㎝（50入・磁）  2,400円
ロ331-207 紅結晶4.0丼 φ11.7×6.5㎝（60入・磁）  1,260円
ロ331-217 紅結晶3.0丼 φ10.2×5㎝（80入・磁）  920円

ユ331-227 緑彩辰砂反5.5丼  
φ16.2×8㎝（30入・磁） 2,980円
ユ331-237 緑彩辰砂反4.3丼  
φ13.3×6.8㎝（50入・磁） 1,980円

ミ331-247 丸紋万暦 5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 2,100円

ユ331-257 織部流水5.0丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 2,500円

ユ331-267 粉引ゴス十草夏目5.0丼  
φ15.5×9.8㎝（30入・陶） 2,400円

ミ331-277 白塗分深口5.0丼  
φ15.3×8.8㎝（36入・陶） 2,250円

ユ331-287 白砂波鹿の子5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・陶） 2,400円

テ331-297 色葉十草夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・磁） 2,400円

ユ331-307 万暦4.8丼  
φ14.5×8㎝（40入・磁） 2,100円

テ331-317 茶釉備前吹夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・陶） 2,300円

ユ331-327 美濃十草波型5.0丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 2,350円

ユ331-337 赤釉立木波型5.0丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 2,350円

ヤ331-347 万暦丸紋5.5多用丼  
φ17×8.5㎝（40入・磁） 2,100円
ヤ331-357 万暦丸紋5.0多用丼  
φ16×7.8㎝（60入・磁） 1,900円
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カ332-017 ダミ呉須赤絵花5.0丼  
φ15.3×8.3㎝（40入・強） 2,400円
カ332-027 ダミ呉須赤絵花4.2丼  
φ12.7×7.9㎝（40入・強） 1,900円

ミ332-037 丸紋万暦 5.5反種丼  
φ17.4×8.7㎝（30入・磁） 2,300円

ミ332-047 氷壁深口5.0丼  
φ15.9×8.5㎝（36入・磁） 2,250円

オ332-057 茶ライン5.0ごはん丼  
15.7×15.5×9.3㎝（40入・陶） 2,150円

ホ332-067 赤銀彩エム丼  
φ17×9.5㎝（30入・磁） 2,280円

ミ332-077 朱赤天目 深口5.5丼  
φ17×8.8㎝（30入・磁） 1,850円

ハ332-087 藍巻唐草5.5お好み丼  
φ17×8.3㎝（36入・磁） 2,100円

カ332-097 辰砂梅5.0ボール  
φ15.5×8.6㎝（40入・磁） 1,950円

ホ332-107 信楽たたき5.0深丼  
φ15.7×8.2㎝（40入・磁） 2,220円
ホ332-117 信楽たたき4.5深丼  
φ13.7×8㎝（46入・磁） 1,530円

ト332-127 芦5.0深ボール  
φ15.5×8.2㎝（32入・磁） 2,100円
ト332-137 芦4.5深ボール  
φ13.7×7.7㎝（40入・磁） 1,450円

ユ332-147 益子サビ十草夏目5.0丼  
φ15.3×9.5㎝（30入・陶） 1,900円

カ332-157 刷毛巻白かきこみ大丼  
φ15.7×8.9㎝（40入・磁） 1,400円
カ332-167 刷毛巻白かきこみ並丼  
φ14.8×8.8㎝（50入・磁） 1,300円

ユ332-177 荒波 夏目5.0丼  
φ15.5×10㎝（30入・磁） 2,000円

カ332-187 刷毛巻黒かきこみ大丼  
φ15.7×8.9㎝（40入・磁） 1,400円
カ332-197 刷毛巻黒かきこみ並丼  
φ14.8×8.8㎝（50入・磁） 1,300円

ホ332-207 うのふ夏目5.0丼  
φ15.5×9㎝（40入・陶） 1,900円

イ332-217 網代紋お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円

イ332-227 網代紋お好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円

ミ332-237 レインボー50多用丼  
φ15.6×9㎝（36入・磁） 2,000円
ミ332-247 レインボー45多用丼  
φ13.6×7.8㎝（45入・磁） 1,400円

ユ332-257 ゆらり十草（青）夏目5.0丼  
φ15×9㎝（40入・磁） 1,900円

ユ332-267 ゆらり十草（紅）夏目5.0丼  
φ15×9㎝（40入・磁） 1,900円

ユ332-277 トチリ草紋5.0反種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,900円

キ332-287 若草 5寸腰張丼  
φ15.6×8.2㎝（30入・磁） 1,300円

ト332-297 柚子黒赤ハケ5.5丼  
φ16.7×8.8㎝（32入・磁） 1,600円
ト332-307 柚子黒赤ハケ4.5丼  
φ13.7×7.2㎝（50入・磁） 1,200円

ユ332-317 益子十草5.0反種丼  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 1,800円

ミ332-327 サビ十草50丼  
φ15.5×9.3㎝（40入・磁） 1,550円

ユ332-337 曙唐草 5.0丼  
φ15×9.5㎝（30入・磁） 1,600円

ネ332-347 呉須巻錆点5.0丼  
φ15.3×9.5㎝（40入・磁） 1,600円

イ332-357 鉄粉流しお好み丼 大  
φ16.6×8.4㎝（40入・磁） 880円

イ332-367 鉄粉流しお好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円

ミ332-377 古代唐草深口50丼  
φ15.5×9.3㎝（40入・磁） 1,500円
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ユ333-017 刷毛粉引5.0深丼  
φ15×9㎝（40入・陶） 1,400円

ユ333-027 枯野5.0山掛丼  
φ15×8.5㎝（30入・陶） 1,500円

ユ333-037 銀彩青流し5.0山掛丼  
φ15×7.5㎝（40入・陶） 1,400円

カ333-047 ツタ絵5.0反種丼  
φ16×8.3㎝（40入・磁） 1,500円

ユ333-057 織部吹5.0夏目丼  
φ15.5×9.7㎝（30入・磁） 1,500円

ユ333-067 呉須巻丸紋5.0深丼  
φ15×9㎝（40入・磁） 1,400円

ユ333-077 青ビードロ面取5.0深丼  
φ15×9.5㎝（30入・陶） 1,500円

オ333-087 二色十草5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（36入・磁） 1,600円
オ333-097 二色十草4.5丼  
φ14×8.5㎝（50入・磁） 1,270円

ヤ333-107 錆丸紋深口5.5丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 1,200円

オ333-117 間取楽文字5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（36入・磁） 1,650円
オ333-127 間取楽文字4.5丼  
φ14×8.5㎝（50入・磁） 1,260円

ホ333-137 黒うずライン5.5丼 φ17×8.5㎝（36入・磁）  2,000円
ホ333-147 黒うずライン5.0丼 φ15.5×8.2㎝（40入・磁）  1,550円
ホ333-157 黒うずライン4.5丼 φ12.8×7.8㎝（50入・磁）  1,100円

ホ333-167 白うずライン5.5丼 φ17×8.5㎝（36入・磁）  2,000円
ホ333-177 白うずライン5.0丼 φ15.5×8.2㎝（40入・磁）  1,550円
ホ333-187 白うずライン4.5丼 φ12.8×7.8㎝（50入・磁）  1,100円

オ333-197 間取ススキ5.0丼  
φ15.5×9.5㎝（36入・磁） 1,600円
オ333-207 間取ススキ4.5丼  
φ14×8.5㎝（50入・磁） 1,260円

オ333-217 茶ライン4.5ごはん丼  
13.7×13.2×8.7㎝（50入・陶） 1,600円

タ333-227 星野5.0丼  
φ16.4×8㎝（30入・磁） 1,090円

ト333-237 トチリ 二色十草5.0多用丼  
φ15.3×9.3㎝（30入・磁） 1,500円
ト333-247 トチリ 二色十草4.5丼  
φ14×8.5㎝（30入・磁） 1,200円

ツ333-257 点十草京丼  
φ16×8.2㎝（40入・磁） 1,550円

ト333-267 白カラツ5.5寸たい茶  
φ16.2×6.8㎝（60入・磁） 1,620円

キ333-277 白刷毛目5.0丼  
φ15×8㎝（60入・陶） 1,450円

キ333-287 黒結晶刷毛5.0丼  
φ15×8㎝（60入・陶） 1,450円

キ333-297 黄カスミ5.0丼  
φ15×8㎝（60入・陶） 1,450円

ユ333-307 染唐草5.5種丼  
φ16.5×8.5㎝（40入・磁） 1,400円
ユ333-317 染唐草5.0種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,200円

イ333-327 藍染唐草お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円

ヤ333-337 立花大丼  
φ15×8㎝（40入・磁） 1,400円

ユ333-347 荒波 5.0種丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,300円

ネ333-357 イラボ黄5.5丼  
16.8×8.5㎝（50入・磁） 750円

ネ333-367 青磁刷毛5.5多用丼  
φ16.8×8.5㎝（50入・磁） 740円

タ333-377 あけぼの5.0丼  
φ16×7.6㎝（30入・磁） 950円
タ333-387 あけぼの4.0丼  
φ12.6×6㎝（60入・磁） 750円

タ333-397 伊賀織部吹5.0丼  
φ16×7.6㎝（30入・磁） 950円
タ333-407 伊賀織部吹4.0丼  
φ12.6×6㎝（60入・磁） 750円

ユ333-417 KONOMI（黒）5.0和丼  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 650円
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オ334-017 ラスター銀彩渦潮5.0変形丼  
φ15.5×8.6㎝（50入・磁）（美濃焼） 2,850円
オ334-027 ラスター銀彩渦潮4.0変形丼  
φ12×7.7㎝（60入・磁）（美濃焼） 2,000円

ユ334-037 淡雪二色吹 変型5.5丼  
φ17×9㎝（30入・磁） 2,400円

テ334-047 南蛮墨吹5.0お好丼  
φ14.9×8.2㎝（50入・磁） 1,600円
テ334-057 南蛮墨吹4.5お好碗  
φ13.1×8.2㎝（60入・磁） 1,200円

ホ334-067 かるーん（軽量食器）大丼  
φ16.5×8㎝（900㏄）（50入・磁） 1,220円
ホ334-077 かるーん（軽量食器）小丼  
φ14.5×7.5㎝（650㏄）（70入・磁） 1,030円

ヤ334-087 石目火だすき5.0丼  
φ15.2×8㎝（50入・磁） 1,350円
ヤ334-097 石目火だすき4.2多用碗  
φ13×7.7㎝（50入・磁） 1,050円

ア334-107 黒釉5.5面取丼  
φ17×9.7㎝（36入・磁） 1,400円

カ334-117 たこ唐草5.0京丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,000円
カ334-127 たこ唐草4.0京丼  
φ13×8㎝（50入・磁） 680円

キ334-137 赤柚子八重がけ砂目5.5反丼  
φ16.2×8.9㎝（30入・磁） 1,450円

ト334-147 二色流しお好み丼  
φ15.5×8.5㎝（40入・磁） 1,480円
ト334-157 二色流しお好み碗  
φ13×8㎝（50入・磁） 1,100円

ヤ334-167 粉引釉古代赤絵お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（36入・磁） 1,280円
ヤ334-177 粉引釉古代赤絵お好み丼 小  
φ13×7.2㎝（48入・磁） 950円

ト334-187 黒うず5.0種丼  
φ16×8㎝（32入・磁） 1,200円

キ334-197 古備前砂目5.5反丼  
φ16.2×8.9㎝（30入・磁） 1,350円

カ334-207 点十草5.0京丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,000円
カ334-217 点十草4.0京丼  
φ13×8㎝（50入・磁） 680円

ア334-227 藍染唐草5.0多用丼  
φ16×9.8㎝（40入・磁） 1,300円

ホ334-237 シンプル十草5.5丼（軽量）  
φ16.5×8㎝（40入・磁） 1,220円
ホ334-247 シンプル十草4.5丼（軽量）  
φ14.5×7.5㎝（50入・磁） 1,030円

ミ334-257 結晶織部55高浜丼  
φ17×9.1㎝（1100㏄）（40入・磁） 1,200円
ミ334-267 結晶織部50高浜丼  
φ15.3×8.5㎝（840㏄）（50入・磁） 800円

ホ334-277 赤絵波丸紋お好丼（大）  
φ16×8.3㎝（40入・磁） 1,150円

ホ334-287 茶流十草5.0多用丼 φ16×9.8㎝（36入・磁）  1,200円
ホ334-297 茶流十草4.5丼 φ14.3×8.4㎝（40入・磁）  770円
ホ334-307 茶流十草4.0丼 φ12.6×7㎝（50入・磁）  660円

キ334-317 古染細十草軽量5.5丼 φ17.3×8.5㎝（40入・磁）  1,000円
キ334-327 古染細十草軽量5.0丼 φ16.2×8㎝（50入・磁）  880円
キ334-337 古染細十草軽量小丼 φ13×7.4㎝（60入・磁）  660円

タ334-347 星野4.5丼  
φ14.2×7㎝（40入・磁） 800円
タ334-357 星野4.0丼  
φ12.8×6.5㎝（60入・磁） 700円

イ334-367 油滴天目5.0京碗  
φ16×8.5㎝（30入・磁） 1,150円
イ334-377 油滴天目4.0京碗  
φ13×8㎝（40入・磁） 720円
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ヤ335-017 錆丸紋腰張5.0丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 1,380円
ヤ335-027 錆丸紋腰張4.2丼  
φ13×8㎝（48入・磁） 1,100円

ヤ335-037 錦天目5.5多用丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 1,000円

カ335-047 いこい削りお好み5.0丼  
φ16.2×8.9㎝（40入・磁） 950円

ホ335-057 旋風（黒）手引5.0反種丼  
φ15.5×7.8㎝（45入・磁） 920円

ユ335-067 トチリ草紋5.0深丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 2,000円

ツ335-077 ピンク十草 5.0お好み丼  
φ15.7×8㎝（50入・磁） 1,500円
ツ335-087 ピンク十草 4.5お好み丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 1,100円

ハ335-097 吹雪石目5.0丼  
φ15.5×7.7㎝（48入・磁） 1,100円
ハ335-107 吹雪石目4.2丼  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 800円

ホ335-117 ゆず天目中丼  
φ16×8.3㎝（40入・磁） 950円
ホ335-127 ゆず天目小丼  
φ13.2×7.2㎝（60入・磁） 740円

ヤ335-137 藍染ぶどう軽量丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円
ヤ335-147 藍染ぶどう軽量丼 小  
φ13.2×7.4㎝（48入・磁） 650円

ヤ335-157 白吹天目 5.0丼  
φ16×7.6㎝（48入・磁）（美濃焼） 980円

ヤ335-167 明世黒茶刷毛うどん鉢  
φ16×8.5㎝（50入・磁） 930円

ヤ335-177 うず軽量丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 880円
ヤ335-187 うず軽量丼 小  
φ13.2×7.4㎝（48入・磁） 650円

ホ335-197 藍流5.5多用丼  
φ17×9㎝（40入・磁） 920円

ヤ335-207 錆丸紋深口5.0丼  
φ15.8×7.8㎝（50入・磁） 950円

イ335-217 草月手捻5.0深丼  
φ16×8.5㎝（40入・磁） 950円

イ335-227 桃李手捻5.0深丼  
φ16×8.5㎝（40入・磁） 950円

ア335-237 うのふライン5.5多用丼  
φ17.2×8.8㎝（30入・磁） 850円

カ335-247 縞波ぶっかけ丼  
φ16.2×8.8㎝（40入・磁） 930円
カ335-257 縞波ぶっかけ小丼  
φ13.2×7.5㎝（50入・磁） 640円

ヨ335-267 染付優花5.0京丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 850円
ヨ335-277 染付優花4.0京丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 600円

ヤ335-287 藍染唐草お好み丼 大  
φ16×8.4㎝（40入・磁） 780円
ヤ335-297 藍染唐草お好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（48入・磁） 690円

タ335-307 藍十草お好丼 大  
φ16×8.4㎝（30入・磁） 760円

ヨ335-317 二色だみ菊5.0京丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 900円
ヨ335-327 二色だみ菊4.0京丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 650円

ヤ335-337 ドット黒お好丼大  
16×8.4㎝（40入・磁） 770円
ヤ335-347 ドット黒お好丼小  
13×7.2㎝（50入・磁） 550円

ヤ335-357 ドット白お好丼大  
16×8.4㎝（40入・磁） 770円
ヤ335-367 ドット白お好丼小  
13×7.2㎝（50入・磁） 550円

ハ335-377 志野サビ刷毛5.5多用丼  
φ17.1×9㎝（36入・磁） 880円
ハ335-387 志野サビ刷毛5.0和丼  
φ15.8×8㎝（48入・磁） 650円

ヤ335-397 古代花大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ト335-407 間取格子花5.0丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 750円

ヤ335-417 古染花大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ヤ335-427 白5.5けずり丼  
φ16.4×8.6㎝（40入・磁） 710円
ヤ335-437 白5.0けずり丼  
φ15.1×8.5㎝（60入・磁） 660円

ア335-447 十草16㎝多用丼  
φ16×7.6㎝（40入・磁） 700円
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カ336-017 ジャパネスク高台丼（小）  
φ14.3×9.6㎝（50入・陶） 3,700円

テ336-027 グリーン乱線4.8多用碗  
φ14.2×9㎝（36入・陶） 3,200円

ユ336-037 緑彩辰砂高台5.0丼  
φ15×10.5㎝（30入・磁） 3,150円

オ336-047 柚子天目雑炊鉢（大）  
φ14.5×8.5㎝（40入・磁） 2,930円

ユ336-057 信楽黒釉反5.5丼  
φ16.2×8㎝（30入・磁） 2,980円

ネ336-067 唐草5.0多用丼  
φ13.8×8.5㎝（32入・陶） 2,750円

ネ336-077 赤絵花鳥5.0多用丼  
φ13.8×8.5㎝（32入・磁） 2,750円

ユ336-087 赤柚子黒結晶 笠型丼（大）  
φ14.7×10.2㎝（30入・磁） 2,300円

ユ336-097 白釉黒結晶 笠型丼（大）  
φ14.7×10.2㎝（30入・磁） 2,300円

イ336-107 荒土粉引刷毛目4.8多用碗  
φ14.5×9㎝（40入・陶） 2,500円

ユ336-117 亀甲天目笠型丼（大）  
φ14.8×10.3㎝（30入・磁） 2,300円

ト336-127 呉須巻面取5.0丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,400円

ア336-137 メタルエッジ15㎝ボール  
φ15.3×9㎝（60入・磁） 2,400円

ユ336-147 赤柚子天目笹型丼（大）  
φ14.8×10.5㎝（30入・磁） 2,300円

ミ336-157 丸紋万暦 4.5玉渕丼  
φ13.8×7.3㎝（50入・磁） 2,050円

ミ336-167 手造りモダン粉引（土物）深ボール  
14.3×13.7×8.5㎝（40入・陶） 1,850円

ユ336-177 黒織部六角4.5丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,200円
ユ336-187 黒織部六角4.0丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・陶） 2,000円

ト336-197 灰釉タタラ5.0深丼  
φ15.5×8㎝（40入・磁） 2,300円

ト336-207 粉引椿夏目四八丼  
φ14.2×9.3㎝（32入・陶） 2,250円

ロ336-217 錦十草多用丼  
φ13.8×8.2㎝（60入・強） 2,510円

ミ336-227 丸紋万暦4.8多用丼  
φ13.6×8.3㎝（60入・磁） 2,080円

ミ336-237 水玉十草 なごみ丼  
φ15×7.8㎝（40入・磁） 2,080円

ツ336-247 備前風5.0多用丼  
φ15×8.2㎝（40入・強） 1,800円

ユ336-257 織部刷毛ちらし4.5多用丼  
φ13.5×7.3㎝（40入・磁） 1,750円

ユ336-267 青釉紋様たもり碗  
φ13.5×8㎝（40入・陶） 1,800円

ユ336-277 織部丸紋なごみ碗（小）  
φ12.5×7.2㎝（50入・磁） 1,750円

ユ336-287 赤釉4.5夏目丼  
φ14×8.5㎝（40入・磁） 1,620円

テ336-297 粉引4.5丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 1,880円

ミ336-307 土化粧 お好み碗  
φ15×7㎝（40入・磁） 900円

ト336-317 鉄黒クシ目4.8丼  
φ14×8.4㎝（40入・陶） 1,550円
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ト337-017 白砂サビ十草4.8丼  
φ14×8.8㎝（32入・陶） 1,550円

ミ337-027 サビ十草45丼  
φ14×8.5㎝（60入・磁） 1,170円

ネ337-037 呉須巻錆点4.5丼  
φ14×8.5㎝（40入・磁） 1,250円

ミ337-047 古代唐草深口45丼  
φ14×8.5㎝（60入・磁） 1,150円

ハ337-057 吹雪けずり十草4.8丼  
φ14.8×10.5㎝（48入・磁） 1,100円
ハ337-067 吹雪けずり十草4.2丼  
φ12.5×8.4㎝（60入・磁） 850円

オ337-077 結晶グリーン4.5丼  
φ14×8.5㎝（60入・磁） 1,250円

ア337-087 天目塗り分け5.0丼  
φ16×7.6㎝（30入・磁） 1,120円
ア337-097 天目塗り分け4.5丼  
φ14×6.8㎝（40入・磁） 980円

イ337-107 漆黒乱十草4.8深ボール  
φ15.5×7.5㎝（40入・磁） 1,040円

ヤ337-117 粉引ライン5.0石目丼  
φ15.2×8㎝（50入・磁） 1,000円
ヤ337-127 粉引ライン4.2腰張丼  
φ13×7.7㎝（50入・磁） 970円

キ337-137 赤柚子八重がけ5.0種丼  
φ15.3×8.5㎝（40入・磁） 1,050円

キ337-147 赤柚子八重がけ砂目5.0丸丼  
φ15.5×7.7㎝（40入・磁） 1,050円

ヨ337-157 鉄赤点紋 5.0丼  
φ15.8×8.5㎝（50入・磁） 950円

ヨ337-167 吉野5.0京丼  
φ15.5×8㎝（50入・磁） 850円
ヨ337-177 吉野4.0京丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 600円

イ337-187 うず刷毛白釉 中丼  
φ15.3×8㎝（40入・磁） 840円

キ337-197 呉須巻唐草多用丼  
φ15.3×8.2㎝（40入・磁） 880円
キ337-207 呉須巻唐草多用碗  
φ13×7㎝（60入・磁） 660円

ホ337-217 窯変黄茶大丼  
φ15.8×8.6㎝（40入・磁） 880円

ア337-227 ヴォルテックス15㎝丼  
φ15×8.3㎝（80入・磁） 760円
ア337-237 ヴォルテックス13.5㎝多用碗  
φ13.6×7.8㎝（100入・磁） 600円

ア337-247 黒釉5.0和丼  
φ15.3×8㎝（50入・磁） 800円

ヤ337-257 タコ唐草大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ヤ337-267 梅祥瑞大丼  
φ15.2×8㎝（40入・磁） 750円

ヤ337-277 みやこ粉引4.8深鉢  
φ15×8.6㎝（40入・磁） 680円
ヤ337-287 みやこ粉引4.0深鉢  
φ12.5×7.3㎝（50入・磁） 450円

ア337-297 黒結晶5.0深口多用丼  
φ15.1×8.5㎝（80入・磁） 740円
ア337-307 黒結晶4.5深口多用丼  
φ13.8×8㎝（100入・磁） 590円

ア337-317 白5.0深口多用丼  
φ15.1×8.5㎝（80入・磁） 650円
ア337-327 白4.5深口多用丼  
φ13.8×8㎝（100入・磁） 550円

ネ337-337 ロココ5.0和丼  
φ15.9×7.9㎝（36入・磁） 650円

ア337-347 すぷらっしゅ和み16㎝丼  
φ16×8㎝（40入・磁） 660円

ア337-357 猫やなぎ5.0丼  
φ16×7.6㎝（60入・磁） 650円

ア337-367 うのふライン5.0多用丼（小）  
φ15.7×8㎝（40入・磁） 600円

ト337-377 玄潮14㎝多用碗  
φ14×7.3㎝（50入・磁） 600円
ト337-387 玄潮13㎝多用碗  
φ13×7㎝（50入・磁） 510円

ネ337-397 草花4.8多用丼  
φ15×7.3㎝（80入・磁） 550円

ミ337-407 雪志野50和丼  
φ15.8×8㎝（50入・磁） 500円
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ロ338-017 青磁高台赤巻 5.0めん鉢  
φ15×9㎝（60入・磁） 3,600円
ロ338-027 青磁高台赤巻 御福碗  
φ11.5×7.5㎝（60入・磁） 2,580円

テ338-037 粉引面取4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・陶） 3,000円

ユ338-047 さくら夏目4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶） 2,300円

テ338-057 渕錆呉須巻4.5丼  
φ13.5×8㎝（40入・陶） 2,800円

テ338-067 藍市松青海波夏目型多用丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,500円

ユ338-077 赤絵波4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶） 2,300円

テ338-087 赤市松青海波夏目型多用丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 2,500円

ミ338-097 釉裏紅水玉十草4.5丼  
14×13.2×8.5㎝（60入・磁） 2,400円
ミ338-107 釉裏紅水玉十草4.0丼  
13×12.5×7㎝（80入・磁） 2,050円

ユ338-117 備前黒吹夏目4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶） 2,300円

ト338-127 唐草4.5丼  
φ13.5×8㎝（50入・磁） 2,300円

ユ338-137 藍市松夏目4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶） 2,300円

ユ338-147 織部市松夏目4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶） 2,300円

テ338-157 グリーン乱線夏目4.2多盛碗  
φ12.8×7.7㎝（60入・陶） 2,300円

ユ338-167 淡雪二色吹 変型4.5丼  
φ14×9㎝（40入・磁） 1,700円
ユ338-177 淡雪二色吹 変型4.0丼  
φ13×7㎝（40入・磁） 1,450円

テ338-187 益子赤丸紋4.5京丼  
φ13.7×7.5㎝（40入・磁） 2,200円

ユ338-197 花格子たもり碗  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 2,000円

テ338-207 色葉十草夏目4.2丼  
φ12.7×8.2㎝（40入・磁） 2,200円

ト338-217 内外唐草変形 多用丼  
14.2×13.2×8.2㎝（50入・磁） 1,780円

ミ338-227 金波朱吾須水玉八角丼  
φ13.5×7.4㎝（60入・磁） 2,050円

ユ338-237 トチリ草紋 変型4.5丼  
φ14.5×13.5×8.5㎝（40入・磁） 2,200円

タ338-247 赤釉4.8多盛碗  
φ13.5×8.3㎝（30入・磁） 1,900円

ユ338-257 益子十草玉 4.5丼  
φ13.5×7.3㎝（40入・磁） 1,960円

ミ338-267 粉引花絵四面カット丼  
φ13×7.6㎝（40入・磁） 1,950円

ト338-277 二色タコ唐草4.8丼  
14.3×13.2×8.5㎝（50入・磁） 1,850円
ト338-287 二色タコ唐草4.5丼  
13.2×12.2×7㎝（60入・磁） 1,550円

ロ338-297 白吹黒水晶4.3多用丼  
φ13.5×8㎝（60入・強） 2,060円

ホ338-307 黒瓦刷毛4.8丼  
φ14.8×7.5㎝（50入・強） 1,700円
ホ338-317 黒瓦刷毛4.0丼  
φ12.7×7.2㎝（60入・強） 1,400円

ホ338-327 ゴールド多用碗  
φ14.6×7㎝（50入・磁） 1,850円

ハ338-337 白むすび石目4.5丼  
φ14.4×8.3㎝（60入・磁） 2,000円

ミ338-347 ヒワ白唐草段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁） 1,780円

ミ338-357 ピンク吹白ドット段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁） 1,780円
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テ339-017 茶釉備前吹夏目4.2丼  
φ13×8.3㎝（60入・陶） 1,880円

ト339-027 ジャパンブルー 昴 S碗  
φ12×7.5㎝（80入・磁） 1,450円

テ339-037 赤楽目4.5丼  
14×8.5㎝（40入・陶） 1,800円
テ339-047 赤楽目4.0丼  
φ12.8×7.8㎝（40入・陶） 1,680円

テ339-057 赤楽4.3多用碗  
φ13×9.5㎝（60入・陶） 1,800円

オ339-067 織部十草八角鉢  
13.3×7.2㎝（60入・磁） 1,650円

ユ339-077 深海変型4.5丼  
φ13.5×8㎝（40入・磁） 1,700円

ト339-087 黒金 お茶漬碗  
φ14.5×7㎝（50入・陶） 1,550円

ト339-097 石目黒4.5丼  
φ14×8.5㎝（40入・磁） 1,600円

ユ339-107 市松黒4.2丼  
φ13×7.5㎝（40入・陶） 1,500円

ユ339-117 掻落二色十草4.5尻張丼  
φ13.5×7㎝（40入・磁） 1,500円

ア339-127 トルコ4.5丼  
φ13.9×7.7㎝（50入・磁） 1,550円

ユ339-137 白砂波鹿の子4.2深丼  
φ13×9.5㎝（40入・陶） 1,500円

ユ339-147 呉須巻十草4.0丼  
φ12×8㎝（40入・磁）（日本･美濃） 1,200円

テ339-157 赤楽タコ唐草4.5多用丼  
φ14×8.5㎝（40入・陶） 1,680円

タ339-167 黒刷毛石目4.5丼  
φ14.3×8.3㎝（30入・磁） 1,430円

タ339-177 白刷毛石目4.5丼  
φ14.3×8.3㎝（30入・磁） 1,430円

ユ339-187 ゆらり十草（青）夏目4.5丼  
φ13×8.3㎝（40入・磁） 1,600円

ユ339-197 呉須千段小丼  
φ12×8㎝（40入・磁） 1,500円

ユ339-207 錆巻十草4.0丼  
φ12×8㎝（40入・磁） 1,200円

ユ339-217 美濃十草たもり碗  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,500円

ハ339-227 BlackRustネイビー多用碗  
φ12.6×7.9㎝（36入・磁） 1,100円

ユ339-237 ささら格子ノッポ丼（大）  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,450円
ユ339-247 ささら格子ノッポ丼（小）  
φ11×8.3㎝（60入・磁） 1,250円

ユ339-257 レインボー4.2 ノッポ丼  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,450円

ユ339-267 錆渦ノッポ丼（大）  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,450円
ユ339-277 錆渦ノッポ丼（小）  
φ11×8.3㎝（60入・磁） 1,250円

ユ339-287 掻落十草4.2 ノッポ丼  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,450円

ユ339-297 砥部風唐草4.5丼  
13.5×9㎝（40入・磁） 1,450円

テ339-307 赤と黒夏目4.5丼  
φ13.5×8.2㎝（40入・陶） 1,550円

テ339-317 真白マットノッポ丼（大）  
φ13×9.5㎝（60入・陶） 1,550円
テ339-327 真白マットノッポ丼（小）  
φ11.2×8.5㎝（80入・陶） 1,300円

テ339-337 真黒マットノッポ丼（大）  
φ13×9.5㎝（60入・陶） 1,550円
テ339-347 真黒マットノッポ丼（小）  
φ11.2×8.5㎝（80入・陶） 1,300円

ヨ339-357 オルジュ 小中 #063  
φ3.5×8.2㎝（40入・磁） 1,000円
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ハ340-017 間取赤絵軽々小丼  
φ12.5×8.8㎝（60入・陶） 1,550円

ユ340-027 水玉十草たもり碗  
φ13.5×7.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ340-037 桔梗たもり碗  
φ13.5×8.5㎝（40入・磁） 1,560円

タ340-047 青うのふ吹4.5深ボール  
φ13.3×7.6㎝（30入・磁） 1,400円
タ340-057 青うのふ吹4.0深ボール  
φ12.1×7.4㎝（40入・磁） 1,100円

ネ340-067 手描き十草4.5のっぽ丼  
φ13×9.5㎝（40入・磁） 1,400円

ネ340-077 呉須抜き唐草4.5のっぽ丼  
φ13×9.5㎝（40入・磁） 1,400円

ト340-087 二色流し4.5深ボール  
φ13.7×7.7㎝（40入・磁） 1,450円

ユ340-097 荒波 夏目4.5丼  
φ13.5×9㎝（40入・磁） 1,400円

ハ340-107 BlackRustオリーブ多用碗  
φ12.6×7.9㎝（36入・磁） 1,100円

ハ340-117 間取赤絵多用碗  
φ13.3×7.8㎝（40入・磁） 1,280円

ユ340-127 曙唐草 4.5丼  
φ13.5×8㎝（40入・磁） 1,300円

オ340-137 モダン十草高台4.0多用丼  
φ13×8.2㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,300円

ハ340-147 BlackRustチャコール多用碗  
φ12.6×7.9㎝（36入・磁） 1,100円

ホ340-177 ぶるーライン多用丼（軽量）  
φ13.2×7.5㎝（60入・磁） 840円

タ340-187 みの路茶漬丼  
φ13.2×8.4㎝（40入・磁） 1,100円

ツ340-197 水玉十草 4.5お好み丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 1,100円

ネ340-207 波唐草4.5お好み丼  
φ13.3×8㎝（40入・磁） 1,000円

ヤ340-217 手描万暦4.2飯器  
φ12.9×7.8㎝（40入・磁） 1,100円

ユ340-227 白柚子茶巻石目4.2丼  
φ12.8×7.5㎝（40入・磁） 1,050円

ホ340-237 白吹天目反多用碗（大）  
φ13×8㎝（45入・磁） 790円

キ340-247 鉄砂吹 たもり碗  
φ13.4×7.9㎝（60入・磁） 780円

キ340-257 窯変紺十草 多用碗  
φ13.2×7.5㎝（50入・磁） 770円

オ340-267 至福姫丼  
φ13.2×8.1㎝（70入・磁） 900円

イ340-277 うず刷毛白釉 姫丼  
φ13.3×8㎝（60入・磁） 890円

イ340-287 丸紋多用碗  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 1,050円

ユ340-297 しののめ（白）4.5丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 950円

ユ340-307 しののめ（黒）4.5丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 950円

イ340-317 草月手捻姫丼  
φ13.1×8.2㎝（50入・磁） 870円

イ340-327 桃李手捻姫丼  
φ13.1×8.2㎝（50入・磁） 870円

ホ340-157 白磁強化･石調4.8丼
φ14.7×7.2㎝（40入･強） 1,600円
ホ340-167 白磁強化･石調4.0丼
φ12.7×7㎝（60入･強） 1,300円
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ホ341-017 赤絵波丸紋お好丼（小）  
φ13.5×7.5㎝（50入・磁） 880円

ネ341-027 あずみの4.5丼  
φ14×6.7㎝（40入・磁） 870円
ネ341-037 あずみの3.8丼  
φ12.7×6.1㎝（50入・磁） 750円

ヤ341-047 白吹天目 4.5丼  
φ14×7㎝（50入・磁）（美濃焼） 880円
ヤ341-057 白吹天目 4.0丼  
φ12.6×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 750円

ツ341-067 パステルたもり碗  
φ12×8㎝（50入・磁） 860円

カ341-077 藍唐草4.2多用丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 850円
カ341-087 藍唐草4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（50入・磁） 640円

ネ341-097 土灰十草4.2小丼  
φ13.5×8.8㎝（40入・磁） 800円

ハ341-107 粉引荒引茶漬丼  
φ13.3×7.9㎝（48入・磁） 830円

ハ341-117 黒水晶荒引茶漬丼  
φ13.3×7.9㎝（48入・磁） 830円

オ341-127 銀河4.2丼  
φ13×7.7㎝（50入・磁） 750円

ネ341-137 茜 石目4.2丼  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 850円

ホ341-147 アース姫丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 780円

カ341-157 白いらぼお茶丼  
φ13×7.7㎝（40入・磁） 800円

イ341-167 錦天目多用碗  
φ13×8㎝（60入・磁） 700円

カ341-177 蒼月4.2多用丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 750円
カ341-187 蒼月4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（50入・磁） 600円

カ341-197 白唐津多用碗  
φ12.3×8㎝（60入・磁） 750円

ネ341-207 タコ唐草4.0京丼  
φ12.5×8㎝（60入・磁） 750円

タ341-217 あけぼの定食丼  
φ12.5×7.4㎝（40入・磁） 750円

イ341-227 細十草お好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円

ツ341-237 唐草古紋4.0京丼  
φ13×7.5㎝（50入・磁） 580円

ツ341-247 古染菜々4.0京丼  
φ13×7.5㎝（50入・磁） 580円

イ341-257 雲海お好み碗  
φ13×7.2㎝（60入・磁） 600円

ヤ341-267 白4.5けずり丼  
φ13.8×8㎝（60入・磁） 530円
ヤ341-277 白4.0けずり丼  
φ12.8×7.5㎝（60入・磁） 450円

ア341-287 菊祥瑞4.0多用丼  
φ13×7㎝（60入・磁） 600円

ヤ341-297 濃タコ唐草お好丼小  
φ13×7.2㎝（60入・磁） 520円

ヤ341-307 鍋島唐草小丼  
φ13.3×8㎝（60入・磁） 520円

ハ341-317 大地4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 580円

イ341-327 美濃民芸お好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円

タ341-337 天の川織部鉢  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 460円

タ341-347 天の川均窯鉢  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 460円

ツ341-357 古染輪花4.0京丼  
φ13×7.5㎝（50入・磁） 580円
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小丼 Medium Bowl

ミ342-017 赤絵小町 4.0小丼  
φ12.2×10.4㎝（60入・陶） 3,300円

ネ342-027 粉引おかゆ鉢小  
φ13×7.5㎝（40入・陶） 2,600円

ネ342-037 粉引刷毛おかゆ鉢小  
φ13×7.5㎝（40入・陶） 2,600円

ミ342-047 ほのか削り八角丼  
13.7×7.4㎝（80入・磁） 1,280円

ロ342-057 粉引黒オリベ流しロクベ多用碗  
φ13×7.3㎝（80入・磁） 1,750円

ネ342-067 赤絵花鳥4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁） 2,500円

オ342-077 雪月花赤絵四角カット丼  
φ13×7.6㎝（60入・磁） 2,520円

イ342-087 藍染唐草お好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円

ミ342-097 赤土ソギ変形多用碗  
φ12×7.7㎝（60入・陶） 2,250円

ロ342-107 織部櫛目特大飯碗  
φ13×7.5㎝（60入・陶） 1,290円

ユ342-117 群青4.0丼  
φ12×8.5㎝（40入・磁） 2,250円

オ342-127 黒柚子赤丸紋中鉢  
φ12.8×7.5㎝（60入・磁） 2,130円

ミ342-137 黒伊賀備前朱唐草段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁） 1,780円

ミ342-147 秋草金タタキ多用小丼  
12×8㎝（60入・磁） 1,850円

テ342-157 赤巻小花4.3多用碗  
φ12.5×8㎝（60入・磁） 1,850円

ロ342-167 格子小花 黒小丼  
φ12.8×7.5㎝（80入・磁） 1,890円

ユ342-177 白砂波鹿の子4.5丼  
φ13.5×8.5㎝（40入・陶） 1,550円

ミ342-187 刷毛唐草段付姫丼  
13.2×9㎝（40入・磁） 1,650円

ユ342-197 トチリ草紋 たもり碗  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,800円

ユ342-207 赤絵十草小丼  
φ12×8㎝（40入・陶） 1,600円

ユ342-217 赤釉立木波型4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・磁） 2,000円
ユ342-227 赤釉立木波型4.0丼  
φ11.5×8㎝（60入・磁） 1,800円

テ342-237 粉引丸紋4.2多用丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 1,680円
テ342-247 粉引丸紋4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁） 1,450円

オ342-257 錆丸紋小丼  
φ11.8×8.2㎝（80入・磁） 1,500円

ユ342-267 朱千段小丼  
φ12×8㎝（40入・磁） 1,500円

ユ342-277 十草一珍小丼（ブルー）  
φ12.2×8.5㎝（60入・陶） 1,000円

ユ342-287 十草一珍小丼（ピンク）  
φ12.2×8.5㎝（60入・陶） 1,000円

タ342-297 藍4.0多用碗  
φ12.6×8㎝（40入・磁） 1,300円

ユ342-307 粉引ゴス十草4.2丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・陶） 1,400円

ツ342-317 信楽風金タタキ多用小丼  
φ12×8㎝（50入・磁） 1,350円

カ342-327 砥部唐草小丼  
φ11.9×8.2㎝（50入・磁） 1,400円

テ342-337 赤楽タコ唐草4.0多用丼  
φ12.8×7.8㎝（40入・陶） 1,380円

キ342-347 黒マット十草 多用碗  
φ13.2×7.5㎝（50入・磁） 770円

キ342-357 深緑十草 多用碗  
φ13.2×7.5㎝（50入・磁） 770円

キ342-367 粉引十草 多用碗  
φ13.2×7.5㎝（50入・磁） 770円

イ342-377 錆色トビカンナお好み丼 小  
φ13.2×7.4㎝（60入・磁） 680円

オ342-387 志野化粧石目4.2丼  
φ13×8㎝（60入・磁） 1,020円
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ネ343-017 nomi 口錆多用丼  
φ12.6×7.5㎝（40入・磁） 1,000円

ネ343-027 nomi漆赤多用丼  
φ12.6×7.5㎝（40入・磁） 1,000円

カ343-037 雫石4.2丼  
φ13×7.8㎝（40入・磁） 1,100円

イ343-047 四君子多用碗  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 1,050円

イ343-057 江戸多用碗  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 1,050円

イ343-067 古都多用碗  
13×7.5㎝（60入・磁） 1,050円

ヤ343-077 手描き万暦多用碗  
φ12.5×7㎝（40入・磁） 900円

カ343-087 黒備前吹き六兵衛めし丼  
φ13.5×7.8㎝（40入・磁） 920円

カ343-097 D1黒そぎ多用丼  
φ12.6×7.7㎝（50入・磁） 940円

ヤ343-107 手描き魚紋多用碗  
φ12.4×6.7㎝（40入・磁） 900円

オ343-117 志野化粧石目4.0丼  
φ12.5×7.2㎝（80入・磁） 840円

ア343-127 コク彩13.5㎝多用碗  
φ13.5×7.5㎝（60入・磁） 850円

キ343-137 若草 たもり碗  
φ13.4×7.9㎝（60入・磁） 780円

ミ343-147 染付土瓶絵多用小丼  
12×8㎝（60入・磁） 880円

ミ343-157 手書きぶどう多用小丼  
12×8㎝（60入・磁） 930円

ネ343-167 黄河三方掛4.0寸夏目丼  
φ12.8×7.6㎝（40入・磁） 750円

ミ343-177 春夏秋冬一膳碗  
12×8㎝（60入・磁） 880円

ヤ343-187 青磁赤絵4.0多用碗  
φ12.5×6.5㎝（50入・磁） 850円

ト343-197 釉裏紅たもり碗  
φ11.9×8㎝（60入・磁） 880円

ホ343-207 渕サビ粉引小丼  
φ12.5×7㎝（70入・磁） 880円

イ343-217 ゼブラホワイト小丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁） 900円

イ343-227 ゼブラブラック小丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁） 900円

タ343-237 みの路4.0丼  
φ12.5×7.2㎝（40入・磁） 720円

ヤ343-247 益子風ツタ飯器  
φ13.2×8㎝（48入・磁） 700円

ネ343-297 あずみの4.0丼  
φ12.2×7.4㎝（50入・磁） 750円

ホ343-307 白けずり小丼  
φ12.5×7.6㎝（60入・磁） 760円

ミ343-317 黒釉 多用 小丼  
φ12×8.3㎝（60入・磁） 700円

カ343-327 おぼろ夜石目4.0丼  
φ12.4×7.4㎝（50入・磁） 690円

タ343-337 伊賀織部吹定食丼  
φ12.5×7.4㎝（40入・磁） 750円

イ343-347 益子十草4.2丼  
φ13×7.5㎝（60入・磁） 550円

ツ343-357 白丸紋4.0多用丼  
φ12.5×7.7㎝（50入・磁） 720円

ネ343-367 川面4.0丼  
φ12.5×7.2㎝（60入・磁） 700円

ワ343-287 フチ粉引4.1ロクロ目丼  
φ12.6×7㎝（48入・磁） 700円

ワ343-267 黒御影外黒刷毛4.1ロクロ目丼  
φ12.6×7㎝（48入・磁） 700円

ワ343-257 古代おふけ4.1ロクロ目丼  
φ12.6×7㎝（48入・磁） 700円

ワ343-277 白玉粉引ハマ錆巻4.1ロクロ目丼  
φ12.6×7㎝（48入・磁） 700円
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ユ344-017 赤絵丸紋4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶） 2,350円

オ344-027 柚子天目雑炊鉢（小）  
φ12.5×7.5㎝（80入・磁） 2,500円

ネ344-037 赤絵万暦変型丼（小）  
13×12.5×6.8㎝（40入・磁） 2,150円

テ344-047 粉引面取4.0飯器  
φ12.5×7.2㎝（60入・陶） 2,400円

テ344-057 黒土中化粧小粋丼  
φ12.5×7㎝（60入・陶） 2,400円

ネ344-067 唐草4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・陶） 2,450円

テ344-077 黄交跡釉千段夏目4.0丼  
φ13.5×8㎝（60入・陶） 2,300円

タ344-087 星野六兵衛飯碗大  
φ12.5×6.6㎝（60入・磁） 750円

ホ344-097 かるーん（軽量食器）ミニ丼  
φ12.5×8㎝（560㏄）（100入・磁） 820円

ユ344-107 南蛮呉須十草4.5深丼  
φ13×8.5㎝（40入・陶） 2,350円

ホ344-117 旋風（黒）多用碗（小）  
φ13×7.2㎝（50入・磁） 660円

カ344-127 駒筋4.0夏目丼  
φ12×7.4㎝（50入・強） 2,250円

ユ344-137 染付丸紋六角4.0丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁） 2,000円

ユ344-147 織部流水4.5丼  
φ12.5×8㎝（40入・陶） 1,950円

ユ344-157 タコ唐草変形4.5丼  
13.3×12.5×7.2㎝（40入・陶） 1,850円

キ344-167 鉄砂吹 厚口4寸定食丼  
φ12.5×7.6㎝（60入・磁） 780円

ト344-177 ボンボンフラワー段付姫丼  
φ11.7×9㎝（60入・磁） 1,900円

ト344-187 翠玉ロクベ茶碗（中）  
φ13.7×7㎝（50入・磁） 1,650円
ト344-197 翠玉ロクベ茶碗（小）  
φ12.3×6.2㎝（60入・磁） 1,400円
ト344-207 翠玉ロクベ豆茶碗  
φ10.9×5.5㎝（100入・磁） 1,200円

イ344-217 白刷毛目 小丼  
φ13×7.5㎝（40入・陶） 1,700円

オ344-227 白志野織部水玉変形小丼  
13×6.7㎝（80入・磁） 1,750円

テ344-237 水玉十草4.3多用碗  
φ12.5×8㎝（60入・磁） 1,680円

テ344-247 三色菊4.3多用碗  
φ12.5×8㎝（60入・磁） 1,680円

ホ344-257 白吹天目反多用碗（小）  
φ11.5×7.3㎝（60入・磁） 640円

カ344-267 白櫛目結びタタキ小丼  
φ13.1×8.2㎝（30入・陶） 1,500円

テ344-277 青均窯一膳碗  
φ12.3×7.8㎝（60入・磁） 1,600円

ユ344-287 益子錆十草4.2深丼  
φ12.5×8.5㎝（40入・陶） 1,500円

ユ344-297 ささら十草ノッポ丼（大）  
φ12.5×9.5㎝（40入・磁） 1,450円

ユ344-307 古染祥瑞小丼  
φ12×8㎝（40入・磁） 1,450円

ト344-317 銀彩ちらし小丼  
φ12×8.5㎝（60入・磁） 1,500円

カ344-327 白マット十草たもり碗  
φ12.2×7.5㎝（50入・陶） 1,400円

オ344-337 志野化粧けずり茶漬け丼  
φ13.2×8.4㎝（80入・磁） 1,180円

ミ344-347 朱丸紋4.0丼  
12.5×7.5㎝（60入・磁） 1,200円

ユ344-357 淡雪二色吹 小丼  
φ12×8.2㎝（40入・磁） 1,150円
ユ344-367 淡雪二色吹 お洒落碗  
φ12×8.5㎝（60入・磁） 1,250円

ミ344-377 イラボ白流し 4.0鉢  
φ12.8×7.3㎝（50入・磁） 1,050円

ア344-387 天目塗り分け小丼  
φ12.5×7.4㎝（40入・磁） 850円

ミ344-397 白釉 多用 小丼  
φ12×8.3㎝（60入・磁） 700円
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ハ345-017 朱天目多用碗  
φ13.7×7.5㎝（60入・磁） 1,550円

テ345-027 赤楽タコ唐草4.3多用碗  
φ13×9.5㎝（60入・陶） 1,600円

ユ345-037 粉引墨吹4.5丼  
φ13×8㎝（40入・磁） 1,300円

ロ345-047 織部櫛目大飯碗  
φ11.7×6.5㎝（80入・陶） 990円
ロ345-057 織部櫛目小飯碗  
φ11×6㎝（100入・陶） 900円

ロ345-067 黒釉白刷毛多用碗  
φ12.7×7.5㎝（80入・磁） 1,230円

ロ345-077 白釉錆刷毛多用碗  
φ12.7×7.5㎝（80入・磁） 1,230円

タ345-087 藍十草お好丼小  
φ13.2×7.4㎝（40入・磁） 590円

ミ345-097 グリン丸紋 4.0鉢  
φ12.7×7.3㎝（50入・磁） 1,050円

キ345-107 るりライン 多用碗  
φ13×7.2㎝（50入・磁） 550円

キ345-117 おりべライン 多用碗  
φ13×7.2㎝（50入・磁） 550円

ア345-127 織部たたきたもり碗  
φ13×8㎝（40入・磁） 1,150円

カ345-137 二色粉引刷4.3多用碗  
φ12.5×7.9㎝（50入・磁） 1,100円

タ345-147 淡青小丼  
φ12×8.3㎝（40入・磁） 1,100円

ユ345-157 藍 ドット4.0小丼  
φ12×8.3㎝（40入・磁） 1,100円

ユ345-167 紅 ドット4.0小丼  
φ12×8.3㎝（40入・磁） 1,100円

ネ345-177 三彩水玉4.3多用丼  
φ12.5×8㎝（40入・磁） 1,000円

ト345-187 七転び八起き小丼  
φ12×8㎝（60入・磁） 1,050円

タ345-197 橙黄小丼  
φ12×8.3㎝（40入・磁） 1,100円

イ345-207 練色4.5小鉢丼  
φ13.5×7.5㎝（60入・磁） 1,050円

ハ345-217 吹雪 けずり茶漬丼  
φ13.2×8.4㎝（60入・磁） 900円

ツ345-227 白志野ぶどう小丼  
φ12×8.2㎝（60入・磁） 950円

ホ345-237 粉引錆刷毛目多用碗  
φ12×8㎝（50入・磁） 1,060円

イ345-247 織部刷毛3.8小丼  
φ12×7.6㎝（60入・磁） 970円

ア345-257 黒彩4.3多用丼  
12.3×7.8㎝（40入・磁） 900円

ト345-267 山水小丼  
φ12×8.3㎝（60入・磁） 880円

ネ345-277 色打ち石目4.0丼  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁） 800円

ユ345-287 黒備前金茶吹京小丼  
φ11×7.3㎝（40入・磁） 800円

ヤ345-297 白吹天目 定食丼  
φ12.5×7.4㎝（60入・磁）（美濃焼） 750円

キ345-307 ボーダー多用碗  
φ13.5×7.3㎝（60入・磁） 660円

キ345-317 ピンストライプ多用碗  
φ13.5×7.3㎝（60入・磁） 660円

ア345-327 粉引粒4.0多用碗  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁） 750円

ア345-337 茶結晶4.0多用碗  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁） 750円

ア345-347 赤刷毛多用碗  
φ12.8×7㎝（40入・磁） 660円

ネ345-357 赤柚子4.0多用丼  
φ12.5×7.5㎝（40入・磁） 650円

ア345-367 藍染唐草4.0多用碗  
φ12.5×7.5㎝（60入・磁） 640円

キ345-377 あめライン 多用碗  
φ13×7.2㎝（50入・磁） 550円
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ト346-017 細十草天目大福碗  
φ11.3×7.6㎝（60入・陶） 2,800円

ア346-027 手描き唐草4.0多用碗  
φ12×7.4㎝（60入・強） 2,500円

ア346-037 錦天の川4.0多用碗  
φ11.8×7.3㎝（60入・強） 2,500円

ロ346-047 白萩流多用碗  
φ11.5×7.5㎝（60入・強） 2,730円

ミ346-057 京桜40波型鉢  
φ11.7×8㎝（80入・磁） 2,080円

テ346-067 粉引面取姫丼  
φ11.3×8.2㎝（60入・陶） 2,300円

テ346-077 花鳥小丼  
φ11.3×6.6㎝（75入・陶） 2,200円

テ346-087 藍市松青海波反4.0丼  
φ12.5×7.7㎝（60入・陶） 2,000円

テ346-097 赤市松青海波反4.0丼  
φ12.5×7.7㎝（60入・陶） 2,000円

テ346-107 藍市松青海波姫丼（大）  
φ11.5×8.5㎝（60入・陶） 2,000円

テ346-117 赤市松青海波姫丼（大）  
φ11.5×8.5㎝（60入・陶） 2,000円

テ346-127 黄交跡釉千段反4.0丼  
φ12.5×7.7㎝（60入・陶） 2,000円

ミ346-137 筋彫赤市松夏目4.0丼  
φ11.2×8.2㎝（60入・陶） 1,980円

ツ346-147 備前風4.0小丼  
φ12.5×7.5㎝（50入・強） 1,600円

ミ346-157 南蛮ルリ十草変形姫丼  
φ11×8.5㎝（60入・陶） 1,950円

ア346-167 手造り唐草たっぷり碗  
約φ11×8.1㎝（60入・磁） 2,100円

ト346-177 上絵丸紋姫丼  
φ11×7.7㎝（60入・磁） 1,900円

テ346-187 黒マット色十草4.0深ボール  
φ12×7.3㎝（60入・陶） 1,900円

ミ346-197 黒釉焼締姫丼  
φ11.5×11.8㎝（80入・陶） 1,650円

テ346-207 黄交跡釉千段姫丼（大）  
φ11.5×8㎝（60入・陶） 1,850円

テ346-217 赤巻金線小丼  
φ11.3×6.6㎝（75入・磁） 1,800円

ユ346-227 織部市松姫丼  
φ11.3×8.3㎝（40入・陶） 1,700円

ユ346-237 アメ釉市松姫丼  
φ11.3×8.3㎝（40入・陶） 1,700円

ユ346-247 藍市松夏目姫丼  
φ11.3×8㎝（40入・陶） 1,700円

テ346-257 グリーン乱線小丼  
φ11.3×6.6㎝（75入・磁） 1,800円

ホ346-267 アメなごみ丼（小）  
φ12.7×7.2㎝（50入・磁） 1,380円

ア346-277 粉引白流高台4.0多用碗  
φ11.8×7.5㎝（60入・陶） 1,550円

ミ346-287 アメ釉ソギ姫丼  
φ11.8×8.6㎝（60入・磁） 1,400円

ミ346-297 錦花紋おしゃれ碗  
10.7×8.5㎝（60入・磁） 1,480円

テ346-307 黒マット赤ライン3.8多用丼  
φ12×6.5㎝（60入・陶） 1,550円

タ346-317 橙黄姫丼  
φ10.7×7.6㎝（40入・磁） 1,300円

ユ346-327 ささら十草ノッポ丼（小）  
φ11×8.3㎝（60入・磁） 1,250円

ミ346-337 呉須刷毛格子 波型38丼  
φ11.8×8㎝（60入・磁） 1,350円

ミ346-347 織部芦姫丼  
φ11×7.8㎝（60入・磁） 1,300円

ユ346-357 織部刷毛ちらし小丼  
φ12.5×7.3㎝（40入・磁） 1,250円

タ346-367 淡青姫丼  
φ10.7×7.6㎝（40入・磁） 1,300円
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Medium Bowl 小丼

ユ347-017 掻落二色十草3.8夏目丼  
φ11.8×7.5㎝（60入・磁） 1,200円

テ347-027 織部ライン一膳碗  
12.3×7.8㎝（60入・陶） 1,250円

テ347-047 グレー刷毛一膳碗  
12×7.8㎝（60入・陶） 1,250円

テ347-057 白釉ライン一膳碗  
12.3×7.8㎝（60入・陶） 1,250円

テ347-067 粉引井桁多盛碗  
φ12.5×8㎝（60入・陶） 1,200円

ユ347-077 掻落太十草3.8夏目丼  
φ11.8×7.5㎝（60入・磁） 1,200円

ユ347-087 染唐草3.8夏目丼  
φ11.8×7.5㎝（60入・磁） 1,200円

ロ347-097 格子小花 黒いっぷく碗  
φ11×7.5㎝（100入・磁） 1,180円

テ347-107 渋谷緑結晶しのぎ小丼  
φ12.3×8.8㎝（50入・陶） 1,150円
テ347-117 渋谷緑結晶しのぎ飯碗  
φ11.5×7.7㎝（60入・陶） 950円

ホ347-127 かるーん（軽量食器）飯碗（特大）  
φ14.5×6.5㎝（460㏄）（100入・磁） 820円

ツ347-137 信楽織部吹4.3多用丼  
φ12.5×8㎝（50入・強） 1,050円

ト347-147 丸十草黒 丸碗  
φ11.5×7.3㎝（60入・陶） 870円

ト347-157 年輪 白 丸碗  
φ11.5×7.3㎝（60入・陶） 870円

キ347-167 若草 厚口4寸定食丼  
φ12.5×7.6㎝（60入・磁） 780円

タ347-177 スカイブルー大平  
φ12.5×6.6㎝（60入・磁） 750円
タ347-187 スカイブルー中平  
φ11.5×6㎝（80入・磁） 570円

ネ347-197 銀彩黒けずり小丼  
φ11.3×7.2㎝（50入・磁） 750円

イ347-207 黒備前いっぷく碗  
φ11.5×7.5㎝（80入・磁） 750円

ヤ347-217 白吹天目平成茶漬  
φ13×8㎝（120入・磁） 600円

ミ347-227 山野草おしゃれ碗  
10.7×8.5㎝（60入・磁） 980円

ミ347-237 手書きぶどうおしゃれ碗  
φ10.7×8.7㎝（60入・磁） 980円

ネ347-247 口錆白唐津4.0多用丼  
φ11.7×7.3㎝（40入・磁） 900円

ネ347-257 銀彩手描き十草4.0多用丼  
φ11.7×7.3㎝（40入・磁） 900円

ヤ347-267 白吹天目姫丼  
φ11.5×6.7㎝（80入・磁） 500円

ユ347-277 雪粉引けずり小丼  
φ12.3×8.8㎝（60入・磁） 800円
ユ347-287 雪粉引けずり姫丼  
φ11.5×7.7㎝（60入・磁） 650円

ヤ347-297 織部砂茶平成茶漬  
φ13×8㎝（60入・磁） 600円

ヤ347-307 白刷毛天目平成茶漬  
φ13×8.3㎝（60入・磁） 600円

カ347-317 いこいたっぷり碗  
φ10.6×7.2㎝（50入・磁） 600円

カ347-327 黒備前吹きいっぷく碗  
φ10.7×6.2㎝（80入・磁） 600円

ト347-337 浪漫 十草丼 小  
φ10.6×6㎝（60入・磁） 580円

カ347-347 染付け白いっぷく碗  
φ10.7×6.5㎝（50入・磁） 580円

ア347-357 黒結晶4.0深口多用碗  
φ12.8×7.5㎝（100入・磁） 500円

ト347-367 黄釉一膳碗  
φ10.5×6.7㎝（60入・磁） 520円

ネ347-377 大地プチ碗  
φ10.7×4㎝（80入・磁） 550円

ト347-387 玄潮手引き4.2反り和丼  
φ13.1×6.2㎝（80入・磁） 450円

ヤ347-397 みやこ粉引3.5深鉢  
φ11×6.3㎝（80入・磁） 390円
ヤ347-407 みやこ粉引3.0深鉢  
φ9.5×5.4㎝（100入・磁） 350円

ホ347-037 織部なごみ丼（小）
φ12.7×7.2㎝（50入･磁） 1,380円
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そば丼 Soba Bowl

ユ348-017 荒波 6.5そば丼  
φ20×8.5㎝（30入・磁） 2,200円
ユ348-027 荒波 6.0そば丼  
φ17.5×7㎝（40入・磁） 1,300円

ミ348-037 古代唐草 7.0そば丼  
φ20.8×8.3㎝（30入・磁） 1,850円

オ348-047 織部御所車6.5そば丼  
φ19.5×7.5㎝（40入・磁） 1,390円
オ348-057 織部御所車5.8そば丼  
φ17.5×7.5㎝（50入・磁） 1,000円

オ348-067 手筋織部6.5そば丼  
φ19.7×8㎝（40入・磁） 1,450円
オ348-077 手筋織部5.8そば丼  
φ18.2×7.5㎝（50入・磁） 1,080円

ヤ348-087 ヒスイ山水6.3そば丼 φ19.5×7.5㎝（40入・磁）  1,300円
ヤ348-097 ヒスイ山水5.8丼 φ17.5×7.3㎝（50入・磁）  1,100円
ヤ348-107 ヒスイ山水4.8丼 φ15×7㎝（60入・磁）  950円

ト348-117 黄地トチリ6.5メン丼  
φ19.8×7.8㎝（24入・磁） 1,350円

オ348-127 間取草花6.5そば丼  
φ19.5×7.5㎝（40入・磁） 1,390円
オ348-137 間取草花5.8そば丼  
φ17.5×7.5㎝（50入・磁） 1,050円

ネ348-147 黄河三方掛6.3そば丼  
φ18.8×7.7㎝（30入・磁） 1,300円

ミ348-157 藍染イラボ6.3そば丼  
φ18.7×8㎝（40入・磁） 1,350円
ミ348-167 藍染イラボ5.8そば丼  
φ16.3×6.8㎝（50入・磁） 1,050円

ホ348-177 アース6.3丼  
φ19.2×8.3㎝（35入・磁） 950円

ユ348-187 白柚子茶巻6.3丼  
φ19.2×7.5㎝（30入・磁） 1,300円
ユ348-197 白柚子茶巻5.8丼  
φ17.5×7㎝（40入・磁） 850円

ア348-207 グレー唐草6.3丼  
φ19.4×7.5㎝（40入・磁） 950円
ア348-217 グレー唐草5.8丼  
φ17.5×7.3㎝（50入・磁） 800円

イ348-227 漆黒乱十草6.3高台丼  
φ19.3×8.5㎝（40入・磁） 1,000円

ア348-237 藍染唐草6.5そば丼  
φ19×8㎝（36入・磁） 1,000円
ア348-247 藍染唐草6.0そば丼  
φ17.7×7.6㎝（50入・磁） 850円

ヤ348-257 益子風ツタ6.3丼 φ19.8×7.5㎝（40入・磁）  900円
ヤ348-267 益子風ツタ5.8そば茶 φ17.5×7.3㎝（50入・磁）  750円
ヤ348-277 益子風ツタ4.8鯛茶 φ15.2×7㎝（60入・磁）  650円

オ348-287 点一引6.5丼  
φ19.6×7.8㎝（45入） 850円
オ348-297 点一引6.0丼  
φ17.5×7㎝（50入） 750円

ト348-307 玄潮6.5ソバ丼  
φ19.4×8.1㎝（32入・磁） 760円
ト348-317 玄潮5.8ソバ丼  
φ18×7.4㎝（40入・磁） 620円

ホ348-327 織部黒6.5そば丼  
φ19×8㎝（40入・磁） 850円
ホ348-337 織部黒5.8そば丼  
φ17.7×7.6㎝（50入・磁） 730円

ト348-347 口サビ梨地6.0ソバ丼  
φ18.5×7㎝（40入・磁） 620円

ネ348-357 粉引釉6.0そば丼  
φ18×7.2㎝（40入・磁） 650円
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Rice Bowl 飯丼

カ349-017 うるしブラウン高台茶漬碗  
φ14.1×7.5㎝（50入・磁） 1,800円

ホ349-027 白黒十草茶漬丼  
15.5×7.5㎝（46入・磁） 1,700円

イ349-037 荒土粉引刷毛目のり茶  
φ15×7㎝（60入・陶） 1,600円

ミ349-047 粉引唐草花飯丼  
φ14×6㎝（60入・磁） 1,250円

ネ349-057 天目十草茶漬  
φ15.2×6.7㎝（60入・磁） 930円

オ349-067 間取井桁4.8毛料  
φ14.1×6.3㎝（80入・磁） 1,050円

オ349-077 流水毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 1,050円

オ349-087 いさりび毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 1,050円

オ349-097 錆十草毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 1,050円

オ349-107 マット梅毛料  
φ14.1×6.2㎝（80入・磁） 1,050円

オ349-117 唐津二色ライン毛料  
φ14.3×6.1㎝（80入・磁） 1,050円

ヤ349-127 梅だよりタイ茶  
φ15.5×7㎝（60入・磁） 880円

ミ349-137 めばえ 飯丼  
φ14×6.5㎝（60入・磁） 980円

ミ349-147 イラボ白流し 飯丼  
φ14.7×6.9㎝（60入・磁） 850円

ホ349-157 トチリ笹大茶  
φ14.8×6.8㎝（60入・磁） 880円

タ349-167 白刷毛5.0丼  
φ16×6.9㎝（40入・磁） 740円

ツ349-177 雪月花新型4.5丸丼  
φ13.8×5.8㎝（80入・磁） 720円

ミ349-187 ゴス巻トチリ飯丼  
φ14.7×7㎝（60入・磁） 750円

ヤ349-197 金茶吹 4.8ライス丼  
φ15.3×6.3㎝（60入・磁）（美濃焼） 750円
ヤ349-207 金茶吹 4.3ライス丼  
φ13.7×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 730円

タ349-217 白刷毛4.5丼  
φ13.8×6.1㎝（60入・磁） 700円

ミ349-227 雪見笹 飯丼  
φ15×6.9㎝（60入・磁） 820円

ミ349-237 点心飯丼  
φ14×6㎝（60入・磁） 1,150円

ホ349-247 グリーン竹大茶  
φ15.2×7.2㎝（60入・磁） 600円

ホ349-257 アース5.0丼  
φ15.2×7.3㎝（50入・磁） 650円

ミ349-267 天目4.8飯丼  
φ14.8×6.7㎝（60入・磁） 750円

ハ349-277 志野サビ刷毛4.8反和丼  
φ14.7×6.5㎝（60入・磁） 570円

ハ349-287 白唐津4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 570円

ハ349-297 朱金彩4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 570円

ハ349-307 黒金彩4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 570円

ハ349-317 粉引手引4.8反和丼  
φ14.8×6.5㎝（60入・磁） 550円
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蓋丼 Lidded Don Bowl

ツ350-017 錦小桜5.5蓋丼  
φ16.5×13.8㎝（20入・磁） 5,000円

テ350-027 錦小桜5.5切立蓋丼  
φ16.5×12.5㎝（30入・陶） 4,300円

ツ350-037 錦小桜4.5蓋丼  
φ14×11㎝（40入・磁） 3,500円

テ350-047 錦牡丹丸蓋丼  
φ14.5×12.5㎝（36入・磁） 3,800円

テ350-057 錦牡丹蓋丼  
φ15.8×11.5㎝（36入・磁） 3,600円

テ350-067 錦牡丹4.5ミニ蓋丼  
φ14×11㎝（36入・磁） 3,600円

ユ350-077 花鳥風月高台蓋丼  
φ17×12㎝（20入・磁） 4,300円
ユ350-087 花鳥風月高台蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 2,800円

ユ350-097 グリーン十草蓋丼  
φ16×12㎝（20入・磁） 4,350円
ユ350-107 グリーン十草蓋丼（身）  
φ16×8㎝（30入・磁） 2,850円

ホ350-117 清華蓋丼（組）  
φ15.7×10.8㎝（30入・磁） 2,640円

ユ350-127 万暦蓋丼  
φ16×12㎝（20入・磁） 4,200円
ユ350-137 万暦蓋丼（身）  
φ16×8㎝（30入・磁） 2,750円

テ350-147 赤絵花鳥反蓋丼  
φ15.6×11.5㎝（30入・磁） 4,200円

ユ350-157 春慶6.0平蓋丼  
φ18×11㎝（20入・陶） 4,000円
ユ350-167 春慶6.0平蓋丼（身）  
φ18×7㎝（30入・陶） 2,700円

ユ350-177 引出黒紋様6.0平蓋丼  
φ18×11㎝（20入・陶） 3,800円
ユ350-187 引出黒紋様6.0平蓋丼（身）  
φ18×7㎝（30入・陶） 2,600円

テ350-197 赤絵菊反蓋丼  
φ15.6×11.5㎝（30入・磁） 4,200円

ツ350-207 錦丸紋ひさご蓋丼  
φ16×12.1㎝（30入・磁） 3,750円

テ350-217 水玉十草反蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 3,500円

ミ350-227 黒釉焼締5.0蓋物  
15.7×13.5㎝（30入・陶） 3,950円

ユ350-237 ツタ絵変型蓋丼  
φ16×13㎝（20入・陶） 3,400円
ユ350-247 ツタ絵変型蓋丼（身）  
φ16×8㎝（30入・陶） 2,100円

テ350-257 朱巻雲金蓋丼  
φ15.8×11.5㎝（30入・磁） 3,300円

ミ350-267 黄花万暦5.5蓋丼  
17×10.8㎝（30入・磁） 2,680円

ユ350-277 花格子蓋丼  
φ17×11㎝（20入・磁） 2,750円
ユ350-287 花格子蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 1,800円

ツ350-297 駒筋丸高台蓋丼  
φ15.5×11.4㎝（30入・磁） 2,650円

ユ350-307 トチリ草紋 切立蓋丼  
φ17×10.5㎝（30入・磁） 2,300円
ユ350-317 トチリ草紋 切立蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（40入・磁） 1,500円

ユ350-327 結晶渦字紋切立蓋丼  
φ17×10.5㎝（20入・磁） 2,300円
ユ350-337 結晶渦字紋切立蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 1,500円

ユ350-347 美濃十草蓋丼  
φ17×10.5㎝（20入・磁） 2,300円
ユ350-357 美濃十草蓋丼（身）  
φ17×7.5㎝（30入・磁） 1,500円

ユ350-367 釉裏紅花紋蓋丼  
φ15×11.5㎝（30入・磁） 2,200円
ユ350-377 釉裏紅花紋蓋丼（身）  
φ15×7.5㎝（40入・磁） 1,450円
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Lidded Don Bowl 蓋丼

ト351-017 潮騒 蓋丼  
φ16×11㎝（24入・磁） 2,400円

テ351-027 三色菊丸蓋丼  
φ15.7×11㎝（36入・磁） 3,500円

テ351-037 青巻雲金蓋丼  
φ15.8×11.5㎝（30入・磁） 3,300円

テ351-047 ダミ色十草蓋丼  
φ15.5×11.5㎝（36入・磁） 3,000円

ツ351-057 内外十草 丸高台蓋丼  
φ15.5×11.4㎝（30入・磁） 2,650円

ユ351-067 益子十草5.5蓋丼  
φ16.8×10.5㎝（20入・磁） 2,300円
ユ351-077 益子十草5.5蓋丼（身）  
φ16.8×7.5㎝（30入・磁） 1,500円

オ351-087 ヒワ釉二色笹蓋丼  
φ15.4×11.1㎝（36入・磁）（美濃焼） 2,250円
オ351-097 ヒワ釉二色笹身丼  
φ15.4×7.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,450円

オ351-107 二色梅散し蓋丼  
φ15.4×11.1㎝（36入・磁）（美濃焼） 2,250円
オ351-117 二色梅散し身丼  
φ15.4×7.8㎝（60入・磁）（美濃焼） 1,450円

ホ351-127 白うずライン蓋丼（組）  
φ15.5×11㎝（30入・磁） 2,200円
ホ351-137 白うずライン蓋丼（身のみ）  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 1,430円

ホ351-147 黒うずライン蓋丼（組）  
φ15.5×11㎝（30入・磁） 2,200円
ホ351-157 黒うずライン蓋丼（身のみ）  
φ15.5×7.8㎝（40入・磁） 1,430円

ミ351-167 呉須刷毛格子 切立5.5蓋丼  
φ17×10.5㎝（30入・磁） 2,050円

ミ351-177 水玉十草 蓋丼  
φ15.3×11.2㎝（36入・磁） 2,080円

オ351-187 益子山水蓋丼  
φ15.5×11.4㎝（36入・磁） 2,100円

オ351-197 天目風車蓋丼  
φ15.7×10.8㎝（36入・磁） 2,100円

オ351-207 錆十草蓋丼  
φ15.5×11.5㎝（36入） 2,100円

オ351-217 いさり火蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 2,100円

ト351-227 二色梅蓋丼  
φ15.5×11.3㎝（24入・磁） 2,000円

ト351-237 サビ井桁 蓋丼（組）  
φ15.5×11.4㎝（24入・磁） 2,000円

ツ351-247 水晶漁火蓋丼（蓋付）  
15.5×11㎝（30入・磁） 1,950円

ミ351-257 呉須刷毛格子 5.0蓋丼  
φ15.8×10.5㎝（36入・磁） 1,800円

ユ351-267 トチリ草紋 蓋丼  
φ16×10.7㎝（30入・磁） 1,900円
ユ351-277 トチリ草紋 蓋丼（身）  
φ16×8㎝（40入・磁） 1,200円

ト351-287 やすらぎ 蓋丼  
φ16×11㎝（24入・磁） 2,200円

ネ351-297 流水5.0蓋丼  
φ15.7×11.4㎝（36入・磁） 2,000円

ミ351-307 呉須イゲタ50蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 1,980円

ミ351-317 呉須刷毛笹50蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 1,980円

ミ351-327 レインボー蓋丼  
φ15.6×11.5㎝（36入・磁） 1,980円

ミ351-337 手描間取菊5.0蓋丼  
16×10.7㎝（36入・磁） 1,520円

ミ351-347 呉須上下刷毛50蓋丼  
φ15.5×11㎝（36入・磁） 1,980円

テ351-357 三色菊蓋物  
φ12.5×10㎝（36入・磁） 2,650円

テ351-367 うず潮ミニ蓋丼  
φ12.6×10㎝（40入・陶） 1,800円
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飯器 Lidded Don Bowl

オ352-017 NEW蓋DON荒刷毛赤5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-027 NEW蓋DON荒刷毛赤ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-037 NEW蓋DON荒刷毛赤5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-047 NEW蓋DON荒刷毛黒5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-057 NEW蓋DON荒刷毛黒ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-067 NEW蓋DON荒刷毛黒5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-077 NEW蓋DON羅先赤5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-087 NEW蓋DON羅先赤ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-097 NEW蓋DON羅先赤5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-107 NEW蓋DON羅先黒5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-117 NEW蓋DON羅先黒ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-127 NEW蓋DON羅先黒5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-137 NEW蓋DON荒刷毛赤4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-147 NEW蓋DON荒刷毛赤ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-157 NEW蓋DON荒刷毛赤4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

オ352-167 NEW蓋DON荒刷毛黒4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-177 NEW蓋DON荒刷毛黒ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-187 NEW蓋DON荒刷毛黒4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

オ352-197 NEW蓋DON羅先赤4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-207 NEW蓋DON羅先赤ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-217 NEW蓋DON羅先赤4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

オ352-227 NEW蓋DON羅先黒4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-237 NEW蓋DON羅先黒ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-247 NEW蓋DON羅先黒4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

ホ352-257 手描き唐草飯器（大蓋付）  
φ12×8㎝（40入・磁） 2,200円

ミ352-267 赤絵小花飯器身のみ  
φ12.6×7.2㎝（60入・磁） 1,100円
ミ352-277 木蓋  
14.5×13.5㎝（200入） 680円

カ352-287 みちのく飯器（身のみ）  
φ11×7㎝（60入・磁） 2,900円
カ352-297 黒塗蓋  
φ11.3㎝（150入） 2,100円

ト352-307 あすか三色飯器（身のみ）  
φ10.8×6.9㎝（60入・磁） 2,100円
ト352-317 木蓋  
11.5×11.5×2㎝（120入・磁） 400円

ミ352-327 アメ釉銀彩飯器 身のみ  
φ10.5×8㎝（40入・陶） 2,700円
ミ352-337 アメ釉銀彩木蓋  
11㎝（120入） 820円

ロ352-347 マット飯器身のみ  
φ10.7×7.3㎝（50入・強） 1,800円
ロ352-357 マット飯器多用蓋のみ  
φ10.8×2.7㎝（100入・強） 980円

カ352-367 グレージュマルチボール 身  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,200円
カ352-377 グレージュマルチボール 蓋  
φ13×1.7㎝（80入・磁） 1,000円

ミ352-387 花かご飯器（身のみ）  
φ11×7.8㎝（60入・磁） 1,850円
ミ352-397 プラスチック蓋  
12㎝（200入） 380円

カ352-407 清里のり茶  
φ14.8×9.3㎝（24入・強） 3,250円
カ352-417 清里のり茶（身のみ）  
φ14.8×6.8㎝（40入・強） 2,050円

ロ352-427 彫唐草蓋付大茶  
φ14.6×9㎝（40入・強） 2,270円

カ352-437 灰釉明日香のり茶  
φ15.2×10㎝（24入・陶） 2,800円
カ352-447 灰釉明日香のり茶（身のみ）  
φ15.2×7.4㎝（40入・陶） 2,000円

ロ352-457 黒塗内朱蓋付大茶  
φ14.6×9.4㎝（40入・陶） 2,550円

ト352-467 志野のり茶  
φ15.5×9.5㎝（32入・陶） 2,150円
ト352-477 志野のり茶（身のみ）  
φ15.5×7.5㎝（60入・陶） 1,300円

オ352-487 織部ススキのり茶  
φ15×9㎝（36入・磁） 1,270円
オ352-497 織部ススキのり茶（身のみ）  
φ15×7㎝ 650円

ユ352-507 古染唐草のり茶  
φ15.5×10㎝（40入・磁） 1,700円
ユ352-517 古染唐草のり茶（身）  
φ15.5×6.5㎝（60入・磁） 1,100円

ト352-527 黒しぐれ 鯛茶  
φ15.5×7㎝（50入・磁） 800円

ト352-537 茶色唐草 鯛茶  
φ15.5×7㎝（50入・磁） 800円

ホ352-547 白吹天目4.8飯丼  
φ15.3×6.3㎝（60入・磁） 780円

ヤ352-557 古染布目笹反5.0丼  
φ16×6.5㎝（50入・磁） 750円
ヤ352-567 古染布目笹反4.5丼  
φ14×5.7㎝（60入・磁） 700円

ヤ352-577 錆丸紋4.8タイ茶  
φ15.5×7㎝（60入・磁） 650円



オ353-017 益子ススキ飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,960円

ホ353-027 高雄飯器（蓋付）  
φ11×8.5㎝（40入・陶） 2,600円

オ353-037 茶丸紋飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,960円

オ353-047 竜田川飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 2,380円

ネ353-057 新ひわ流し飯器木蓋付  
φ11×8㎝（磁） 2,000円

ア353-067 一押し備前風飯器（蓋付）  
11.3×10.7×7.9㎝（40入・陶） 1,850円

イ353-077 天目潮騒 飯器（蓋付）  
φ11×8㎝（40入・陶） 2,000円
イ353-087 天目潮騒 木蓋  
φ13×2㎝（100入） 660円

ホ353-097 青釉吹飯器（蓋付）  
φ10.5㎝×8㎝（40入・陶） 2,200円

オ353-107 鉄砂飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,960円

オ353-117 うのふ流し飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,960円

ホ353-127 黄瀬戸飯器（プラスチック蓋付）  
φ11×8㎝（45入・陶） 1,670円

ホ353-137 鉄砂飯器（プラスチック蓋付）  
φ11×8㎝（45入・陶） 1,670円

オ353-147 織部流し茶マット飯器  
φ10.5×7.8㎝（30入・陶） 1,960円

テ353-157 三色掛飯器（杉蓋付）  
φ11×8㎝（40入・陶） 1,800円

テ353-167 鉄砂（焼杉蓋付）  
φ11×8㎝（40入・陶） 1,800円

テ353-177 黒志野たたき飯器  
φ11×7.8㎝（40入・陶） 1,800円

テ353-187 湖水渦飯器（杉蓋付）  
φ11×8㎝（40入・陶） 1,800円

テ353-197 織部伊良保飯器  
φ11×8㎝（40入・陶） 1,800円

イ353-207 うぐいす流し飯器（蓋付）  
φ10.5×7.5㎝（40入・磁） 1,700円

ア353-217 鼠志野飯器  
φ10.7×9.1㎝（30入・陶） 1,800円

ネ353-227 流水飯器 身  
φ11.2×8.9㎝（60入・磁） 1,550円
ネ353-237 流水飯器 木蓋  
φ11.5×2㎝（120入） 410円

ア353-247 亀甲飯器  
φ10.7×9.1㎝（30入・陶） 1,800円

ホ353-257 間取桔梗スタック飯器（蓋付）  
φ10.3×7.8㎝（50入・磁） 1,680円

ホ353-267 織部流しスタック飯器（蓋付）  
φ10.3×7.8㎝（50入・磁） 1,680円

ホ353-277 錦天目飯器（蓋付）  
φ11×8㎝（40入・磁） 1,680円

ミ353-287 あけぼの（土物）飯器（身）  
φ10.8×7.9㎝（40入・陶） 1,550円
ミ353-297 あけぼの木蓋  
φ12㎝（200入） 540円

ホ353-307 十草スタック飯器（蓋付）  
φ10.5×8㎝（50入・磁） 1,680円

オ353-317 トチリモダン織部流飯器  
φ11.5×9.4㎝（40入・磁）（美濃焼） 1,650円
オ353-327 トチリモダン織部流飯器（身）  
φ10.6×7.4㎝（50入・磁）（美濃焼） 1,200円

カ353-337 kasaneそば釉 飯器  
φ12×8.3㎝（30入・陶） 1,500円

カ353-347 kasaneトルコ釉 飯器  
φ12×8.3㎝（30入・陶） 1,500円
カ353-357 kasaneトルコ釉受け皿 小  
φ14.5×1.8㎝（60入・陶） 1,100円
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飯 

碗 カ354-017 
鼠志野飯碗  
11.8×4.8㎝（80入・陶）
4,200円

カ354-027 
織部かぶ茶碗  
φ11.2×5.9㎝（60入・陶）
2,800円

メ354-037 灰釉粉引めし碗（大）  
φ12.5×6㎝（100入・陶）（信楽焼） 3,000円
メ354-047 灰釉粉引めし碗（小）  
φ11×5.7㎝（120入・陶）（信楽焼） 2,900円

メ354-057 
灰刷毛目飯碗  
φ12×7.5㎝（100入・陶）（信楽焼）
2,600円

カ354-067 
織部間取花和茶碗  
φ12.5×6㎝（60入・陶）
2,600円

カ354-077 
錆草文和茶碗  
φ12.5×6㎝（60入・陶）
2,600円

ト354-087 
赤絵サビ唐草飯碗  
φ12.3×6.5㎝（60入・陶）
2,500円

ト354-097 
鼠志野カブ茶碗  
φ12.6×6.4㎝（80入・陶）
2,250円

ト354-107 
織部乱線茶碗  
φ12.6×6.4㎝（80入・陶）
2,250円

カ354-117 
すだれ丸茶碗  
φ11.1×5.8㎝（60入・陶）
2,300円

ト354-127 
山吹彩面取り ゆとり碗  
φ10.5×7.6㎝（60入・陶）
2,400円

カ354-137 
黒釉天目流し飯碗  
φ13×6.4㎝（50入・陶）
2,600円

ト354-147 
丸紋化粧面取り飯碗  
φ11.8×6.2㎝（60入・陶）
2,400円

ト354-157 
白十草面取り飯碗  
φ11.2×6㎝（60入・陶）
2,400円

ハ354-167 
織部ペルシャ紋飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
2,400円

ハ354-177 
間取藍ぶどう飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
2,400円

ト354-187 
今織部彩リム飯碗  
φ11.6×6.3㎝（60入・陶）
2,250円

カ354-197 
青釉飯碗  
φ12.8×6.3㎝（50入・陶）
2,600円

カ354-207 
美濃飯碗  
φ12.6×6.2㎝（50入・陶）
2,600円

カ354-217 
焼締彫十草新飯碗  
φ11×6.3㎝（80入・陶）
2,000円

ハ354-227 
アメ釉花紋飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
2,280円

ハ354-237 
織部花唐草飯碗  
φ11.8×6.5㎝（100入・陶）
2,280円

ユ354-247 
赤絵波茶碗  
φ10.5×7㎝（80入・陶）
1,800円

ユ354-257 
赤絵丸紋茶碗  
φ10.5×7㎝（60入・陶）
1,800円

ユ354-267 
黄釉花三島茶碗  
φ11×6.5㎝（80入・陶）
2,000円

ト354-277 
銀吹外クシメ段付中平  
φ11.8×6㎝（80入・陶）
1,900円

ミ354-287 
黒銀河もえぎ4.0鉢  
12.2×7㎝（80入・磁）
1,580円

ユ354-297 
白唐津削り茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,900円

ト354-307 
オレンジめし碗  
φ11.8×6㎝（60入・陶）
1,850円

ア354-317 
手造り唐草平茶碗  
約φ12.6×5㎝（60入・磁）
2,100円

ユ354-327 
刷毛粉引茶碗  
φ12×6㎝（60入・陶）
1,800円

ミ354-337 
手書き絵瀬戸ぶどうおしゃれ茶碗  
12×6.1㎝（120入・磁）
1,900円

ユ354-347 
タタキ削り茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,900円

ネ354-357 
灰織部反深口4.0小丼  
12.7×7.5㎝（60入・陶）
2,200円

ネ354-367 
辰砂反深口4.0小丼  
12.7×7.5㎝（60入・陶）
2,200円

ホ354-377 伊賀斑点･赤絵花大平  
φ12.5×5.8㎝（80入・陶）（黒い点々あり） 1,280円
ホ354-387 伊賀斑点･赤絵花中平  
φ11.5×5.2㎝（100入・陶）（黒い点々あり） 1,200円

ユ354-397 
刷毛目錆草紋茶碗  
φ12.5×6.5㎝（60入・陶）
1,800円

ト354-407 
色彩一珍十草大茶碗  
φ12.8×7㎝（60入・磁）
1,800円
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ユ355-017 
アメ釉茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
1,900円

ツ355-027 
高山寺丸碗  
φ11.5×5.7㎝（80入・強）
1,800円

ユ355-037 
黒土反茶碗  
φ12.5×6.5㎝（80入・陶）
1,900円

ユ355-047 
織部削り茶碗  
φ12×6㎝（80入・陶）
1,800円

テ355-057 
ピンク吹水玉茶碗  
φ11.7×6.8㎝（80入・陶）
1,500円

テ355-067 
ブルー吹水玉茶碗  
φ11.7×6.8㎝（80入・陶）
1,500円

ユ355-077 
一珍錆十草茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
1,800円

ユ355-087 
黒土六兵衛丸茶碗  
φ11×6㎝（60入・陶）
1,900円

イ355-097 
かいらぎ飯碗ピンク大  
11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,400円

カ355-107 
うるしブラウン高台飯碗  
φ12.2×6.5㎝（80入・磁）
1,600円

ユ355-117 
織部流水茶碗  
φ10.5×7㎝（60入・陶）
1,600円

イ355-127 
かいらぎ飯碗白大  
11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,400円

ユ355-137 
織部市松茶碗  
φ11.5×6.5㎝（80入・陶）
1,500円

ア355-147 
藍古染中平  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
1,600円

ミ355-157 
黄瀬戸反茶碗  
φ11.9×7㎝（150入・陶）
1,550円

ユ355-167 
市松黒茶碗  
φ12×7㎝（60入・陶）
1,500円

イ355-177 
黒マット茶碗  
φ12×6.5㎝（80入・磁）
1,600円

ユ355-187 
呉須細十草 高台茶碗  
φ11.5×6.7㎝（60入・磁）
1,200円

ユ355-197 
化粧流刺子茶碗  
φ11×7㎝（80入・陶）
1,600円

ユ355-207 
化粧流渦茶碗  
φ11×7㎝（80入・陶）
1,600円

ロ355-217 
粉引黒オリベ流しロクベ飯碗  
φ11.3×6.5㎝（100入・磁）
1,080円

ト355-227 
ピンク反飯碗 大  
φ13.5×6.7㎝（60入・陶）
1,400円

ホ355-237 
はなやぎ中平（外絵）  
φ11.3×5.8㎝（90入・磁）
900円

ア355-247 
グータンライスボール  
φ11.8×6.4㎝（60入・陶）
1,550円

カ355-257 
うるし黒ボール型飯碗  
φ11.3×6.8㎝（50入・陶）
1,400円

ト355-267 
ビードロ反飯碗 小  
φ12.5×5.5㎝（60入・陶）
1,300円

ウ355-277 
織部釉多用鉢  
φ12×6㎝（60入・強）
1,280円

カ355-287 
うるし白ボール型飯碗  
φ10.8×6.7㎝（50入・陶）
1,350円

ハ355-297 
縁起紋飯碗 竹  
φ11×6.3㎝（80入・磁）
1,360円

ハ355-307 
縁起紋飯碗 梅  
φ11×6.3㎝（80入・磁）
1,360円

メ355-317 
黒窯変掛け分け飯碗  
φ10.8×7㎝（50入・陶）
1,350円

タ355-327 
藍流4.0小丼  
φ12.3×7㎝（60入・陶）
1,300円

タ355-337 
赤釉4.0小丼  
φ12.3×7㎝（60入・陶）
1,300円

ユ355-347 
織部丸紋 高台茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・磁）
900円

ホ355-357 
白うるし飯碗  
φ11.2×6.8㎝（80入・磁）
1,250円

ロ355-367 
焼炎飯碗  
φ11.5×5.8㎝（100入・陶）
1,280円

ロ355-377 
粉引小紋中平  
φ11.4×5.9㎝（120入・陶）
1,380円

ネ355-387 
かごクラフト 13碗 飴釉  
φ12.6×6.9㎝（60入・磁）
1,250円

イ355-397 ゴス流し貫入 茶碗（大）  
φ12.3×6.2㎝（80入・陶） 1,200円
イ355-407 ゴス流し貫入 茶碗（小）  
φ11.2×5.7㎝（100入・陶） 1,200円

キ355-417 
結晶掛二色十草茶碗  
φ11.7×6.5㎝（120入・陶）
1,100円

ヨ355-427 
オルジュ茶碗 #016  
12.5×12.5×6.5㎝（60入・磁）
800円

カ355-437 
窯変ゴスお好み碗  
φ12×6.8㎝（60入・陶）
1,100円
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ミ356-017 風車大平  
φ13.4×6㎝（120入・磁） 1,080円
ミ356-027 風車中平  
φ11.8×5.5㎝（120入・磁） 980円

ウ356-037 
つゆ草反飯碗  
φ11.5×5㎝（80入・強）
1,760円

ウ356-047 
黒艶銀刷毛目飯碗  
φ11.5×5.4㎝（80入・強）
1,690円

カ356-057 
白たたきお好み碗  
φ12×6.8㎝（60入・陶）
1,100円

ハ356-067 
間取赤絵軽々飯碗  
φ11.5×6.5㎝（100入・陶）
1,200円

ト356-077 
黒金 飯碗  
φ12×5.5㎝（80入・陶）
1,050円

ウ356-087 
黒艶金刷毛目飯碗  
φ11.5×5.4㎝（80入・強）
1,620円

ユ356-097 
錆細十草 高台茶碗  
φ11.5×6.7㎝（60入・磁）
1,200円

ホ356-107 
はなやぎ大平（内絵）  
φ12.3×6㎝（120入・磁）
950円

イ356-117 
黒伊賀ドット茶碗  
φ11.6×6.7㎝（100入・陶）
1,050円

イ356-127 
黒十草 中平  
φ11.5×7.2㎝（100入・陶）
1,050円

イ356-137 
白十草 中平  
φ11.5×7.2㎝（100入・陶）
1,050円

ユ356-147 
白砂波鹿の子茶碗  
φ11.5×5.7㎝（80入・陶）
1,050円

ア356-157 
窯変粉引き削ぎたもり碗  
φ12.5×6.6㎝（60入・磁）
930円

ユ356-167 
紅桜茶碗  
φ12×7㎝（60入・陶）
950円

ハ356-177 
黒釉刷毛目飯碗  
φ11.5×6.6㎝（100入・陶）
1,080円

ハ356-187 
白刷毛目飯碗  
φ11.5×6.6㎝（100入・陶）
1,080円

ミ356-197 
唐津彼岸花反形茶碗  
φ12.2×6.4㎝（160入・陶）
1,000円

タ356-207 
春雪手造碗  
11.8×11.5×6.2㎝（60入・陶）
900円

カ356-217 
黒陶粉引平茶碗  
φ12×5.5㎝（50入・陶）
1,000円

イ356-227 
黒白流し飯碗  
φ11.8×6㎝（120入・陶）
980円

イ356-237 
備前流し飯碗  
φ11.8×6㎝（120入・陶）
980円

ロ356-247 
山茶花中平  
φ11.8×5㎝（120入・陶）
1,050円

ト356-257 
黒うず中平  
φ11.5×6.7㎝（120入・磁）
880円

ホ356-267 
うのふ茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・陶）
850円

ホ356-277 
白粉引茶碗  
φ11.5×5.6㎝（120入・陶）
850円

カ356-287 
白天目麦大平  
φ12.5×6㎝（60入・陶）
900円

イ356-297 
いぶし黒織部茶碗  
φ12×7㎝（120入・磁）
880円

ヨ356-307 
サビ十草 茶漬碗  
φ12×8㎝（80入・陶）
800円

ヨ356-317 
均窯十草 茶漬碗  
φ12×8㎝（80入・陶）
800円

ユ356-327 
うのふ唐草 高台茶碗  
φ11.5×6.7㎝（60入・磁）
900円

カ356-337 
ストーンマット角茶碗  
φ11×5.2㎝（60入・磁）
1,000円

カ356-347 
グレージュ角茶碗  
φ11×5.2㎝（60入・磁）
1,000円

タ356-357 
間取藍花ペコ茶碗 大  
φ11.8×6㎝（80入・磁）
790円

ネ356-367 
うす茶うのふ茶碗  
φ10.5×7.1㎝（80入・磁）
900円

ハ356-377 
若葉飯碗  
φ12×6.5㎝（100入・磁）
750円

ユ356-387 
古染唐草中平  
φ12×5㎝（80入・磁）
760円

ア356-397 
雲姫丼  
φ12×6.4㎝（60入・陶）
800円

ハ356-407 
白強化玉渕中平  
φ11.5×5.6㎝（120入・強）
730円

ト356-417 
粉引丸碗  
φ10.5×6.7㎝（80入・陶）
770円

キ356-427 
粉引小花茶碗  
φ10.8×5.3㎝（120入・陶）
770円

イ356-437 
鉄結晶削ぎ茶碗  
φ11.5×6.1㎝（100入・磁）
720円
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ハ357-017 
吹雪けずり小丼  
φ11.6×7.4㎝（80入・磁）
750円

ミ357-027 
土化粧 中平  
φ11.7×6.6㎝（100入・磁）
720円

ト357-037 
赤志野丸碗  
φ10×7.5㎝（75入・陶）
770円

ネ357-047 
いぶし天目飯碗  
φ11.2×6.4㎝（80入・磁）
700円

カ357-057 
青磁刷毛手造り茶碗  
φ11.5×6㎝（80入・陶）
750円

ユ357-067 
茶刷毛 茶碗  
φ11.5×6.8㎝（80入・陶）
800円

タ357-077 
星野六兵衛飯碗 小  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
630円

タ357-087 
菊唐草ソギ茶碗  
φ11.4×6.5㎝（80入・磁）
590円

タ357-097 
祥瑞ソギ茶碗  
φ11.4×6.5㎝（80入・磁）
590円

ト357-107 
めで鯛 丸型 中平  
φ11.4×5.8㎝（100入・磁）
420円

イ357-117 
黒備前白刷毛ソギ飯碗  
φ11.8×6.6㎝（100入・磁）
700円

ネ357-127 
うのふ碗  
12.2×7㎝（80入・磁）
700円

ヤ357-137 金茶吹 六兵衛丸碗 大  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁）（美濃焼） 730円
ヤ357-147 金茶吹 六兵衛丸碗 小  
φ11.3×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 600円

ア357-157 
灰釉大文字大平  
φ13×6㎝（100入・磁）
550円

ヤ357-167 いぶし黒 六兵衛丸碗 大  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁）（美濃焼） 600円
ヤ357-177 いぶし黒 六兵衛丸碗 小  
φ11.3×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 550円

ヤ357-187 白マット 六兵衛丸碗 大  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁）（美濃焼） 600円
ヤ357-197 白マット 六兵衛丸碗 小  
φ11.3×6㎝（60入・磁）（美濃焼） 550円

ホ357-207 
ゴス刷毛陶碗  
φ10×6.8㎝（80入・磁）
570円

ホ357-217 
サビ刷毛陶碗  
φ10×6.8㎝（80入・磁）
570円

ハ357-227 
花祥瑞深口中平  
φ10.2×5.6㎝（120入・磁）
430円

ネ357-237 
化粧刷毛飯器  
φ10.5×6.6㎝（60入・磁）
550円

ア357-247 
縞織ライスボール  
φ12.2×6.3㎝（80入・磁）
530円

ネ357-257 
白吹天目京茶碗  
φ11.4×6.5㎝（120入・磁）
600円

イ357-267 
草月手引4.0和丼  
φ13×6.2㎝（50入・磁）
530円

イ357-277 
桃李手引4.0和丼  
φ13×6.2㎝（50入・磁）
530円

ネ357-287 
二色十草平飯碗  
φ11.5×6.4㎝（80入・磁）
550円

ネ357-297 
白均窯飯碗  
φ12.5×6.5㎝（120入・磁）
480円

ハ357-307 
ベージュ粉引飯碗  
φ11.2×6.3㎝（120入・磁）
560円

カ357-317 
いこい中平  
φ11.5×6.3㎝（100入・磁）
490円

カ357-327 
至福黒手引飯碗（大）  
φ12×6.5㎝（80入・磁）
470円

ヤ357-337 
金茶吹 平成茶碗  
φ12×6㎝（120入・磁）（美濃焼）
480円

ハ357-347 
朱金彩飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
460円

ハ357-357 
白唐津手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
460円

ハ357-367 
黒金彩手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
460円

カ357-377 
至福白手引飯碗（小）  
φ10.8×6.5㎝（100入・磁）
460円

ネ357-387 
ゆず天目なごみ小丼  
φ11.7×7㎝（100入・磁）
400円

ハ357-397 
粉引手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
430円

ハ357-407 
十草深口中平  
φ10.2×5.6㎝（120入・磁）
430円

ハ357-417 
黒水晶手引3.6飯碗  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁）
450円

カ357-427 
グレーソイル茶碗  
φ10.6×6.2㎝（60入・磁）
1,000円

ツ357-437 
黒伊賀白吹丸碗  
φ12.4×6.4㎝（60入・磁）
370円

ツ357-447 
刷毛茶粉引丸碗  
φ12.4×6.4㎝（60入・磁）
370円

ロ357-457 
古染十草 茶碗  
φ11.6×6.8㎝（100入・強）
910円
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ケ358-017 
かすみ 青白 11.5cmボウル  
φ11.5×5.5㎝（磁）
900円

ア358-027 手造りわびすけ大平  
φ12.3×6.2㎝（80入・陶） 1,450円
ア358-037 手造りわびすけ中平  
φ11.3×5.3㎝（100入・陶） 1,400円

ア358-047 手造り雅大平  
φ12.3×6.2㎝（80入・陶） 1,450円
ア358-057 手造り雅中平  
φ11.3×5.5㎝（100入・陶） 1,400円

ミ358-067 錦朱呉須刷毛平茶碗（大）  
13.2×12.7×5.3㎝（120入・磁） 1,550円
ミ358-077 錦朱呉須刷毛平茶碗（小）  
12×11.2×4.5㎝（120入・磁） 1,450円

ミ358-087 ボンボン綿花平茶碗（大）  
13.2×13×5.5㎝（120入・磁） 1,450円
ミ358-097 ボンボン綿花平茶碗（小）  
12×11.5×5㎝（120入・磁） 1,350円

ア358-107 祥瑞かるかる茶碗大  
φ10.8×6.7㎝（100入・陶） 1,300円
ア358-117 祥瑞かるかる茶碗小  
φ10.2×6㎝（100入・陶） 1,300円

イ358-127 吹志野茶碗（大）  
φ12×6.4㎝（80入・陶） 1,300円
イ358-137 吹志野茶碗（小）  
φ11×5.7㎝（100入・陶） 1,300円

ケ358-147 
かすみ 黒 11.5cmボウル  
φ11.5×5.5㎝（磁）
900円

ミ358-157 引出天目松竹梅大平  
φ12.5×6㎝（100入・陶） 1,280円
ミ358-167 引出天目松竹梅中平  
φ11.8×5.5㎝（120入・陶） 1,150円

ト358-177 水草志野大平茶碗  
φ13×6.7㎝（60入・陶） 1,150円
ト358-187 水草志野中平茶碗  
φ12×5.5㎝（80入・陶） 1,050円

ツ358-197 唐草飯碗（大）  
φ11×6㎝（100入・強） 1,200円
ツ358-207 唐草飯碗（小）  
φ10.2×5.6㎝（120入・強） 1,050円

イ358-217 白刷毛目 茶碗（大）  
φ12.3×6.2㎝（80入・陶） 1,100円
イ358-227 白刷毛目 茶碗（小）  
φ11.2×5.7㎝（100入・陶） 1,050円

イ358-237 黒備前白ライン茶碗 大  
φ12.4×6.4㎝（100入・陶） 1,100円
イ358-247 黒備前白ライン茶碗 小  
φ11.4×5.8㎝（120入・陶） 1,000円

ロ358-257 細十草灰大平  
φ13×5.7㎝（80入・陶） 1,080円
ロ358-267 細十草灰中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・陶） 1,020円

ロ358-277 彫唐草毛料  
φ13.5×6.4㎝（60入・強） 1,060円
ロ358-287 彫唐草中平  
φ11.5×5.9㎝（120入・強） 780円

ミ358-297 新志野あし大平  
φ12.5×6.1㎝（100入・陶） 1,050円
ミ358-307 新志野あし中平  
φ11.8×5.6㎝（120入・陶） 850円

ミ358-317 益子水草大平  
φ12.8×6.3㎝（100入・陶） 1,050円
ミ358-327 益子水草中平  
φ11.6×5.8㎝（120入・陶） 850円

ト358-337 赤志野大平  
φ12.5×5.5㎝（80入・陶） 920円
ト358-347 赤志野中平  
φ12×5.3㎝（100入・陶） 800円

ト358-357 ネズ志野大平  
φ12.7×5.7㎝（80入・陶） 920円
ト358-367 ネズ志野中平  
φ12×5.3㎝（100入・陶） 800円

カ358-377 
線筋青ソギ茶碗  
φ11.4×6.3㎝（50入・磁）
600円

ミ358-387 
舞い蛍白スープ碗  
φ11.7×5.8㎝（120入・磁）
630円

ハ358-397 
石目茶碗  
φ11.7×6.7㎝（80入・陶）
600円

ロ358-407 ゆきみち大平  
φ12.5×5.8㎝（80入・陶） 900円
ロ358-417 ゆきみち中平  
φ11.5×5.2㎝（120入・陶） 810円

ホ358-427 波紋（青）大平  
12.5×6.7㎝（100入・磁） 530円
ホ358-437 波紋（青）中平  
11.5×6㎝（120入・磁） 430円

タ358-447 
星野平成茶碗  
φ12×6㎝（80入・磁）
500円

ロ358-457 格子毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 830円
ロ358-467 格子中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 600円

ホ358-477 内外細十草飯碗（大）軽量  
φ12.2×7㎝（100入・磁） 780円
ホ358-487 内外細十草飯碗（小）軽量  
φ11.2×6.5㎝（140入・磁） 620円

ア358-497 ピンク吹丸碗大  
φ12.3×6.5㎝（60入・磁） 800円
ア358-507 ピンク吹丸碗小  
φ11.3×6㎝（80入・磁） 700円

ア358-517 撥水魚大平  
φ12.8×6㎝（100入・磁） 600円
ア358-527 撥水魚中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・磁） 450円

カ358-537 黒備前吹き六兵衛めし碗（大）  
φ12.4×6.5㎝（60入・磁） 750円
カ358-547 黒備前吹き六兵衛めし碗（小）  
φ11.3×6㎝（80入・磁） 660円

キ358-557 京十草大平  
φ12.7×6.7㎝（100入・磁） 550円
キ358-567 京十草中平  
φ11.2×5.5㎝（120入・磁） 420円

ホ358-577 黒茶スマート茶碗（大）  
φ11.6×6㎝（100入・磁） 580円
ホ358-587 黒茶スマート茶碗（小）  
φ10.5×5.2㎝（120入・磁） 520円

ホ358-597 白粉引スマート茶碗（大）  
φ11.6×6㎝（100入・磁） 580円
ホ358-607 白粉引スマート茶碗（小）  
φ10.5×5.2㎝（120入・磁） 520円

タ358-617 ソギ新彩ボタ飯碗大  
φ12.5×6.5㎝（60入・磁） 700円
タ358-627 ソギ新彩ボタ飯碗小  
φ11.5×6.3㎝（80入・磁） 560円

ヤ358-637 
白刷毛天目平成茶碗  
φ12×6㎝（120入・磁）
400円

ハ358-647 志野サビ刷毛飯碗大  
φ11.7×6.2㎝（120入・磁） 460円
ハ358-657 志野サビ刷毛飯碗小  
φ10.5×6.3㎝（120入・磁） 440円

ヤ358-667 みやこ粉引大平  
φ12.7×7㎝（120入・磁） 430円
ヤ358-677 みやこ粉引中平  
φ11.5×5.8㎝（160入・磁） 350円

テ358-687 タコ唐草大平  
φ12.5×5.7㎝（120入・磁） 630円
テ358-697 タコ唐草中平  
φ11.5×6㎝（180入・磁） 580円

テ358-707 十草梅毛料  
φ14×6.2㎝（80入・磁） 820円
テ358-717 十草梅大平  
φ12.5×5.7㎝（120入・磁） 630円
テ358-727 十草梅中平  
φ11.5×6㎝（180入・磁） 580円

キ358-737 渦粉引グレー茶漬碗  
φ15×7㎝（60入・磁） 660円
キ358-747 渦粉引グレー大平  
φ12.7×6.7㎝（100入・磁） 550円
キ358-757 渦粉引グレー中平  
φ11.2×5.5㎝（120入・磁） 420円

ホ358-767 市松毛料  
φ14.2×6.5㎝（80入・磁） 650円
ホ358-777 市松（軽量）大平  
φ12×7㎝（120入・磁） 780円
ホ358-787 市松中平  
φ11×6㎝（120入・磁） 460円

ハ358-797 
唐草六兵衛中平  
φ11.8×5㎝（120入・磁）
310円
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ハ359-017 
波紋EGルリ巻茶碗（G）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

ハ359-027 
波紋EGアカ巻茶碗（G）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

イ359-037 福おいで 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-047 福おいで 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-057 
福おいで 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-067 ダルマブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-077 ダルマブルー大平  
φ12.5×6.6㎝（100入・磁） 620円

イ359-087 
ダルマピンク中平  
φ11.6×6㎝（120入・磁）
540円

イ359-097 フクローブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-107 フクローブルー大平  
φ12.5×5.9㎝（100入・磁） 620円

イ359-117 
フクローピンク中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・磁）
540円

イ359-127 ハスイフラワー 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-137 ハスイフラワー 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-147 
ハスイフラワー 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-157 ミケ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-167 ミケ 大平  
φ12.5×6.1㎝（100入・磁） 660円

イ359-177 
ミケ 中平  
φ11.5×6.2㎝（120入・磁）
550円

イ359-187 花ゆめうさぎ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-197 花ゆめうさぎ大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-207 
花ゆめうさぎ中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-217 タイ ブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-227 タイ ブルー大平  
φ12.5×5.9㎝（100入・磁） 620円

イ359-237 
タイ ピンク中平  
φ11.5×6.2㎝（120入・磁）
540円

イ359-247 市松毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-257 市松 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-267 
市松 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-277 さんぽネコ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-287 さんぽネコ 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-297 
さんぽネコ 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-307 
刺し子ふくろう大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁）
660円

イ359-317 
刺し子ふくろう中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

ハ359-327 
波紋EGルリ巻茶碗（S）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

ハ359-337 
波紋EGアカ巻茶碗（S）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

ア359-347 花紋赤毛料  
φ13.7×6.5㎝（60入・強） 1,100円
ア359-357 花紋丸茶碗  
φ11.4×5.8㎝（100入・強） 800円

ア359-367 花紋青毛料  
φ13.7×6.5㎝（60入・強） 1,100円
ア359-377 花紋青丸茶碗  
φ11.5×5.7㎝（100入・強） 800円

ア359-387 厚口市松大平  
φ13×6㎝（80入・磁） 800円
ア359-397 厚口市松中平  
φ11.5×5.3㎝（100入・磁） 700円

ロ359-407 ブルーライン毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 850円
ロ359-417 ブルーライン中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 630円

ロ359-427 融雪 中丸碗  
φ11.9×5.7㎝（120入・陶） 770円
ロ359-437 融雪 小丸碗  
φ10.9×5.4㎝（150入・陶） 680円

ロ359-447 はるかぜ 中丸茶碗  
φ12×5.8㎝（120入・陶） 770円
ロ359-457 はるかぜ 小丸茶碗  
φ11.1×5.5㎝（150入・陶） 680円

ユ359-467 呉須細十草 大平  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁） 1,500円
ユ359-477 呉須細十草 中平  
φ11.5×5.7㎝（60入） 1,300円

ユ359-487 錆細十草 大平  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁） 1,500円
ユ359-497 錆細十草 中平  
φ11.5×5.7㎝（60入） 1,300円

ネ359-507 
内外細十草大平  
φ12.5×6.7㎝（80入・磁）
620円

ホ359-517 かるーん（軽量食器）飯碗（大）  
φ12×7㎝（400㏄）（120入・磁） 780円
ホ359-527 かるーん（軽量食器）飯碗（小）  
φ11×6.5㎝（280㏄）（140入・磁） 650円

ロ359-537 親子十草毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 830円
ロ359-547 親子十草中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 600円

ロ359-557 丸紋蝶大平  
φ13×5.4㎝（80入・磁） 680円
ロ359-567 丸紋蝶中平  
φ11.5×5㎝（120入・磁） 600円

タ359-577 藍十草茶漬碗  
φ13.7×6.3㎝（60入・磁） 530円
タ359-587 藍十草丸碗  
φ11.5×5.6㎝（80入・磁） 440円

ロ359-597 赤千筋飯碗中  
φ11.3×6.6㎝（80入・磁） 1,940円
ロ359-607 赤千筋飯碗小  
φ10.2×5.9㎝（120入・磁） 1,800円
ロ359-617 赤千筋飯碗ミニ  
φ9.9×5.2㎝（150入・磁） 1,800円

ロ359-627 紺千筋飯碗中  
φ11.3×6.6㎝（80入・磁） 1,710円
ロ359-637 紺千筋飯碗小  
φ10.2×5.9㎝（120入・磁） 1,580円
ロ359-647 紺千筋飯碗ミニ  
φ9.9×5.2㎝（150入・磁） 1,580円

ロ359-657 こぶし めし碗 中  
φ11.2×6.5㎝（80入・磁） 2,030円
ロ359-667 こぶし めし碗 小  
φ10.3×5.8㎝（120入・磁） 1,940円
ロ359-677 こぶし めし碗 ミニ  
φ10×5.2㎝（150入・磁） 1,940円

ト359-687 土灰釉白刷毛毛料  
φ13×7㎝（60入・陶） 2,000円
ト359-697 土灰釉白刷毛中平  
φ11.5×6㎝（80入・陶） 1,300円

キ359-707 黒渦 丸碗（大）  
φ12.5×6.6㎝（100入・磁） 480円
キ359-717 黒渦 丸碗（小）  
φ11.4×6.3㎝（120入・磁） 420円
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寿司湯呑

長角皿
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煎茶・
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備前焼
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すり鉢
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カレー皿
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大　鉢

丸大皿
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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

Rice Bowl 飯碗



ハ360-017 
粉引花唐草飯碗（青）  
φ13×6.7㎝（80入・陶）
2,400円

ハ360-027 
粉引花唐草飯碗（紅）  
φ12×5.8㎝（80入・陶）
2,400円

ユ360-037 
呉須丸紋茶碗  
φ12×6.5㎝（60入・陶）
1,800円

ユ360-047 
朱丸紋茶碗  
φ12×6.5㎝（60入・陶）
2,000円

ミ360-057 
金波吾須水玉平茶碗（大）  
13.2×12.7×5.3㎝（120入・磁）
1,800円

ミ360-067 
金波朱水玉平茶碗（小）  
12×11.2×4.5㎝（120入・磁）
1,750円

ア360-077 
祥瑞青高台茶碗  
φ12×7㎝（80入・陶）
2,200円

ア360-087 
祥瑞赤高台茶碗  
φ12×7㎝（80入・陶）
2,200円

ミ360-097 
黒釉桜花ゆったり碗（大）  
φ12.8×8㎝（80入・磁）
1,680円

ミ360-107 
黒釉桜花ゆったり碗（小）  
φ12×7㎝（120入・磁）
1,550円

ミ360-117 
白タタキ紺水玉丸紋飯器（大）  
φ12.8×8㎝（80入・磁）
1,680円

ミ360-127 
白タタキ赤水玉丸紋飯器（小）  
φ12×7㎝（120入・磁）
1,580円

テ360-137 
ばらグリン茶碗  
φ12×6.5㎝（80入・陶）
1,700円

テ360-147 
ばらピンク茶碗  
φ12×6.5㎝（80入・陶）
1,700円

ユ360-157 
十草一珍茶碗（ブルー）  
φ12×7.3㎝（80入・陶）
850円

ユ360-167 
十草一珍茶碗（ピンク）  
φ12×7.3㎝（80入・陶）
850円

オ360-177 
花みずき平茶碗（大）  
13.3×13×5.4㎝（100入・磁）
1,650円

オ360-187 
花みずき平茶碗（小）  
12×11.3×4.6㎝（120入・磁）
1,550円

ア360-197 
ゆうか大平  
φ11×6.5㎝（60入・陶）
1,700円

ア360-207 
ゆうか中平  
φ10.5×6㎝（60入・陶）
1,550円

ユ360-217 
藍水玉面取茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,600円

ユ360-227 
紅水玉面取茶碗  
φ11.5×6.5㎝（60入・陶）
1,600円

テ360-237 
春うららグリーン新茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,700円

テ360-247 
春うらら赤新型茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,700円

ホ360-257 
彩大平  
φ12×6.2㎝（120入・陶）
1,500円

ホ360-267 
彩中平  
φ11.2×5.5㎝（120入・陶）
1,450円

テ360-277 
紺水玉手造茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,680円

テ360-287 
赤水玉手造茶碗  
φ12×6.8㎝（80入・陶）
1,680円

ユ360-297 
藍 ドット飯碗（大）  
φ13×8㎝（80入・磁）
1,650円

ユ360-307 
紅 ドット飯碗（小）  
φ12×7㎝（80入・磁）
1,550円

カ360-317 
ブルー色十草ふわわ飯碗  
φ11.9×6.4㎝（100入・陶）
1,500円

カ360-327 
ピンク色十草ふわわ飯碗  
φ11.9×6.4㎝（100入・陶）
1,500円

ホ360-337 
呉須吹十草大平  
φ12.3×6.3㎝（120入・陶）
1,500円

ホ360-347 
赤吹十草中平  
φ11.5×5.8㎝（120入・陶）
1,450円

ロ360-357 
白呉須コスモス飯碗（パープル）  
φ10.8×6.5㎝（120入・陶）
1,620円

ロ360-367 
白呉須コスモス飯碗（ピンク）  
φ10.8×6.5㎝（120入・陶）
1,620円

ホ360-377 
花もめん大平  
φ12.5×6.5㎝（120入・陶）
1,350円

ホ360-387 
花もめん中平  
φ11.5×6㎝（120入・陶）
1,250円

ユ360-397 
うるし流水（青）茶碗  
φ11.5×6.5㎝（80入・陶）
1,350円

ユ360-407 
うるし流水（赤）茶碗  
φ11.5×6.5㎝（80入・陶）
1,350円

イ360-417 
花しづか青中平  
11×6.5㎝（120入・磁）
650円

イ360-427 
花しづかピンク中平  
11×6.5㎝（120入・磁）
650円
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