




蓋：φ100×H27　親：φ100×H68　300cc,77g　セット：φ100×H92

蓋：φ96×H36　親：φ105×H67　320cc,128g　セット：φ105×H94

6-171-1 ￥600
耐熱10.0スタック木目汁椀 黒内朱　B
 5-170-1（30000650）

6-171-7 ￥700
耐熱10.5段付スタック木目汁椀 黒内朱　B
 （30120412）

6-171-3 ￥600
耐熱10.0スタック木目汁椀 新溜内黒　B
 5-170-2（30000670）

6-171-9 ￥700
耐熱10.5段付スタック木目汁椀 新溜内黒　B
 （33710020）

6-171-2  （蓋のみ） ￥400
耐熱10.0スタック木目汁椀用（蓋） 黒内朱　B
 （30120440）

6-171-8  （蓋のみ） ￥400
耐熱10.5段付スタック汁椀用（蓋） 黒内朱　B
 （30120411）

6-171-4  （蓋のみ） ￥450
耐熱10.0スタック木目汁椀用（蓋） 新溜内黒　B
 （30120450）

6-171-10  （蓋のみ） ￥400
耐熱10.5段付スタック木目汁椀用（蓋） 新溜内黒 B
 （33710025）

6-171-5 ￥600
耐熱10.0スタック木目汁椀 新溜内朱　B
 5-170-3（30000660）

6-171-11 ￥700
耐熱10.5段付スタック木目汁椀 新溜内朱　B
 （30120422）

6-171-6  （蓋のみ） ￥450
耐熱10.0スタック木目汁椀用（蓋） 新溜内朱　B
 （30120460）

6-171-12  （蓋のみ） ￥450
耐熱10.5段付スタック木目汁椀用（蓋） 新溜内朱 B
 （30120421）

※ 汁椀外側に段を設けスタッキングの際、
内面にキズが、つかない設計です。

※ 汁椀外側に段を設けスタッキングの際、
内面にキズが、つかない設計です。

耐熱１０.０スタック木目汁椀／小吸椀

耐熱１０.５段付スタック木目汁椀／小吸椀

※ 安定感のある
　　スタッキング！

汁椀・小吸椀



内外乱引汁椀 黒内朱　A

6-172-15 大 ￥600 5-172-15
（33024920）

6-172-17 小 ￥400 5-172-17
（33024940）

6-172-16 中 ￥450 5-172-16
（33024930）

内外乱引汁椀 新溜内朱　A

6-172-21 大 ￥600 5-172-21
（33024980）

6-172-23 小 ￥400 5-172-23
（33025000）

6-172-22 中 ￥450 5-172-22
（33024990）

耐熱内外乱引汁椀 新溜内朱　B

6-172-24 大 ￥700 5-172-24
（33025010）

6-172-26 小 ￥450 5-172-26
（33025030）

6-172-25 中 ￥500 5-172-25
（33025020）

耐熱内外乱引汁椀 黒内朱　B

6-172-18 大 ￥700 5-172-18
（33024950）

6-172-20 小 ￥450 5-172-20
（33024970）

6-172-19 中 ￥500 5-172-19
（33024960）

大：φ122×H71　450cc,103g　中：φ109×H71　360cc,85g　小：φ99×H71　320cc,76g

φ105×H69　350cc,86g

大：φ111×H69　300cc,74g　中：φ103×H69　290cc,69g　小：φ94×H64　230cc,48g

ロクロ目汁椀 黒内朱　A 

6-172-9   大 ￥650 5-170-4
（51402050）

6-172-11 小 ￥500 5-170-6
（51402030）

6-172-10 中 ￥550 5-170-5
（51402040）

ロクロ目汁椀 溜　A

6-172-12 大 ￥650 5-170-7
（51402080）

6-172-14 小 ￥550 5-170-9
（51402060）

6-172-13 中 ￥600 5-170-8
（51402070）

6-172-1 ￥400
3.2寸 亀甲汁椀 黒内朱　A
 5-170-10（35010015）

6-172-2 ￥430
3.2寸 亀甲汁椀 溜内黒　A
 5-170-11（35010022）

φ97×H70　310cc,58g

6-172-3 ￥450
3.5寸 筋汁椀 黒内朱　A
 5-170-12（21080095）

6-172-5 ￥550
木目汁椀 黒内朱　A
 5-172-3（33100170）

6-172-6 ￥600
木目汁椀 溜内黒　A
 5-172-4（33100180）

6-172-7 ￥800
耐熱3.5木目汁椀 黒内朱　B
 5-172-5（31000720）

6-172-8 ￥950
耐熱3.5木目汁椀 赤溜内黒　B
 5-172-6（31000730）

φ108×H68　350cc,99g

6-172-4 ￥500
3.5寸 筋汁椀 溜内黒　A
 5-170-13（21080090）

φ105×H68　330cc,78g

木目汁椀 耐熱３.５木目汁椀

３.２寸亀甲汁椀 ３.５寸筋汁椀

ロクロ目汁椀（大・中・小）

耐熱内外乱引汁椀

　
　

汁椀



φ105×H62　320cc,80g

6-173-1 ￥700
耐熱105木調汁椀 黒内朱　B
 5-171-1（30003960）

6-173-2 ￥1‚100
耐熱105木調汁椀 摺り　B
 5-171-2（30003970）

φ116×H67　400cc,122g

φ110×H64　350cc,86g

6-173-5 ￥800
耐熱115木調汁椀 黒内朱　B
 5-171-3（30001090）

6-173-3 ￥750
耐熱110木調汁椀 黒内朱　B
 （30004520）

6-173-6 ￥1‚150
耐熱115木調汁椀 摺り　B
 5-171-4（30001070）

6-173-4 ￥1,150
耐熱110木調汁椀 摺り　B
 （30004530）

6-173-7 ￥1‚550
耐熱120木調お好み椀 摺り　B
φ122×H76　500cc,140g 5-171-5（30003980）

6-173-8 ￥1‚750
耐熱128木調お好み椀 摺り　B
φ135×H75　600cc,170g 5-171-6（30003990）

6-173-9 ￥1,350
耐熱4.0刷毛筋 タスク椀 摺り　
φ120×H74　430cc,96g 5-171-7（75006970）

6-173-11 ￥1,750
耐熱φ137千筋タスク椀 摺り　
φ137×H77　570cc,138g 5-171-9（75006990）

6-173-10 ￥1,350
耐熱φ119千筋タスク椀 摺り　
φ119×H68　430cc,101g 5-171-8（75006980）

耐熱タスク椀

耐熱１０５木調汁椀

耐熱１１５木調汁椀

耐熱１１０木調汁椀

耐熱木調お好み椀

汁椀



裏 面

6-174-7 ￥600
耐熱ピース亀甲汁椀 黒内朱　B
 5-171-10（30004160）

6-174-9 ￥900
耐熱ピース亀甲汁椀 朱研ぎ出し内黒　B
 5-171-12（30004162）

6-174-8 ￥600
耐熱ピース亀甲汁椀 新溜内黒　B
 5-171-11（30004161）

6-174-10 ￥900
耐熱ピース亀甲汁椀 抹茶研ぎ出し内黒　B
 5-171-13（30004163）

※ 底面に窪みを付けて
指先が、かかり易く
持ちやすい設計！

6-174-1 ￥950
耐熱ひょっとこ汁椀 新溜内黒　B
 （30120480）

6-174-2 ￥950
耐熱ひょっとこ汁椀 黒内朱　B
 （30120470）

6-174-3 ￥1,600
耐熱ひょっとこ汁椀 紅摺り　B
 （30120510）

6-174-4 ￥1,600
耐熱ひょっとこ汁椀 摺り　B
 （30120520）

6-174-5 ￥1,450
耐熱ひょっとこ汁椀 銀透き（琳）　B
 （33710050）

6-174-6 ￥1,600
耐熱ひょっとこ汁椀 三日月塗分け 黒／白　B
 （33710060）

※ 汁椀外側に段を設けスタッキングの際、
内面にキズがつかない設計です。※安定感のある

　スタッキング！

φ114×H68　360cc,106g

φ113×H62　350cc,77g

耐熱ABSピース亀甲汁椀

　
　

耐熱ひょっとこ汁椀



φ109×H67　370cc,60gφ117×H61　350cc,58g

6-175-1 ￥200
新4寸 亀甲汁椀 黒内朱　A
 5-170-17（32602465）

6-175-2 ￥380
新4寸 亀甲汁椀 溜内朱　A
 5-170-18（32602470）

φ110えびす亀甲汁椀　A

6-175-3 新溜内朱 ￥280 5-170-14
（30004515）

6-175-5 新溜内黒 ￥280 5-170-16
（30004516）

6-175-4 黒内朱 ￥200 5-170-15
（30004510）

φ108×H70　390cc,75g

6-175-6 ￥500
3.7寸 亀甲椀 黒内朱　A
 5-172-7（32000040）

6-175-7 ￥650
3.7寸 亀甲椀 溜内朱　A
 5-172-8（32000050）

6-175-17 ￥1‚000
耐熱3.6寸 ワッパ汁椀 白木内黒　B
 5-174-10（33023595）

6-175-16 ￥1,100
耐熱3.6寸 ワッパ汁椀 溜刷毛目　B
 5-174-9（33023580）

6-175-18 ￥450
仙才汁椀 朱　A
 5-174-18（35030820）

6-175-19 ￥450
仙才汁椀 黒　A
 5-174-19（35030810）

6-175-14 ￥600
3.6寸 刷毛目汁椀 新溜内朱　A
 5-174-7（12022985）

6-175-15 ￥700
3.6寸 刷毛目汁椀 黒ぼかし　A
 5-174-8（12022990）

6-175-12 ￥1,350
耐熱3.5無地汁椀 黒華連　B
 5-174-5（31000770）

6-175-13 ￥1,350
耐熱3.5無地汁椀 朱華連　B
 5-174-6（31000780）

φ106×H68 360cc,74g

6-175-8 ￥850
布目乱筋汁椀 黒帯朱内朱　A
 5-172-13（33602650）

6-175-9 ￥900
布目乱筋汁椀 栃内朱　A
 5-172-14（33602660）

6-175-10 ￥1,000
耐熱3.6刷毛目汁椀 玉虫カスリ　B
 5-172-1（31000860）

6-175-11 ￥1,050
耐熱3.6刷毛目汁椀 筆十草　B
 5-172-2（31000870）

φ107×H70　360cc,86g

φ108×H68　340cc,75g φ115×H58　330cc,49g

φ108×H68　340cc,76g φ107×H71　360cc,68g

新４寸亀甲汁椀 φ１１０えびす亀甲汁椀

３.７寸亀甲椀

布目乱筋汁椀 耐熱３.６刷毛目汁椀

耐熱３.５無地汁椀 ３.６寸刷毛目汁椀

耐熱３.６寸ワッパ汁椀 仙才汁椀

3

4

5

汁椀
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はつり亀甲汁椀　A 

6-176-6 黒内朱 ￥500 5-173-3
（31001520）

6-176-7 栃内朱 ￥750 5-173-4
（31001500）

6-176-8 栃春慶内朱 ￥750 5-173-5
（31001510）

平泉お子様椀　A 

6-176-1 黒内朱 ￥400 5-174-13
（45021130）

6-176-2 黒正法寺 ￥860 5-174-14
（45021140）

6-176-3 総新溜 ￥400 5-174-15
（45021145）

6-176-4 ￥1,000
亀甲汁椀（小）溜内朱　A
φ105×H64　330cc,108g 5-174-3（32602600）

1

2

3

6-176-5 ￥1,100
亀甲汁椀（大）溜内朱　A
φ105×H76　440cc,116g 5-174-4（32602610）

6-176-11 ￥800
百合汁椀 朱／銀パール　A
 5-174-1（12023220）

6-176-12 ￥800
百合汁椀 黒／銀パール　A
 5-174-2（12023230）

6-176-10 ￥450
亀甲ミニ羽反汁椀 新溜内朱　A
 5-174-17（37001020）

6-176-9 ￥450
亀甲ミニ羽反汁椀 黒内朱　A
 5-174-16（37001010）

φ96×H60　280cc,49g 6

7

8

耐熱鳴門汁椀　B 

6-176-15 根来 ￥1,500 5-173-13
（33025312）6-176-17 曙 ￥1,650 5-173-15

（33025342）

6-176-16 銀透き ￥1,600 5-173-14
（33025322）

耐熱鳴門汁椀　B 

6-176-18 白天目 ￥1,600 5-173-16
（33025332）6-176-20 溜金彩 ￥1,700 5-173-18

（33025352）

6-176-19 銀透きべっ甲 ￥1,800 5-173-17
（33025362）

φ108×H72　380cc,109g

6-176-13 ￥1,150
耐熱亀甲汁椀 帯金カスリ　B
 5-173-6（31000740）

6-176-14 ￥1,050
耐熱亀甲汁椀 さくら　B
 5-173-7（31000750）

φ104×H50　200cc,44g

φ106×H67　330cc,63gはつり亀甲汁椀

亀甲ミニ羽反汁椀

φ105×H74　340cc,70g百合汁椀

亀甲汁椀

耐熱亀甲汁椀

φ103×H65　300cc,82g耐熱鳴門汁椀

平泉お子様椀

15 17

16

18 20

19

　
　

汁椀



φ111×H69　360cc,54g φ110×H67　350cc,72g

6-177-1 ￥450
無地亀甲汁椀 黒内朱　A
 5-172-9（32602520）

6-177-2 ￥480
無地亀甲汁椀 溜内黒　A
 5-172-10（32602530）

6-177-3 ￥700
羽反亀甲汁椀 溜内黒　A
 5-172-11（12027250）

6-177-4 ￥700
羽反亀甲汁椀 春慶内黒　A
 5-172-12（12027260）

φ111×H71　390cc,90g φ113×H70　380cc,70g

6-177-8 ￥600
渕布汁椀 黒内朱　A
 5-173-11（31005740）

6-177-9 ￥1‚100
渕布汁椀 オール吟朱　A
 5-173-12（31005730）

耐熱流泉汁椀　B

6-177-5 黒内朱 ￥650 5-173-8
（31001140）

6-177-6 根来研ぎ出し内黒 ￥850 5-173-9
（31001160）

6-177-7 溜内黒 ￥750 5-173-10
（31001150）

φ112×H69　370cc,93g

φ114×H73　350cc,85g

φ111×H73　440cc,91g

6-177-10 ￥800
荒引汁椀 溜内朱天朱　A
 5-173-1（33024500）

6-177-14 ￥850
菊汁椀 吟朱　u
 （33710070）

6-177-15 ￥1,400
菊汁椀 銀透き（琳）　u
 （33710080）

6-177-16 ￥1,000
菊汁椀 朱ぼかし　u
 （33710090）

6-177-11 ￥850
荒引汁椀 根来内朱　A
 5-173-2（33024510）

6-177-13 ￥1,050
3.8寸 汁椀 ルミナスレッド　A
 5-174-12（32602540）

6-177-12 ￥800
3.8寸 汁椀 溜刷毛目内朱　A
 5-174-11（33602680）

無地亀甲汁椀

耐熱流泉汁椀

羽反亀甲汁椀

渕布汁椀

荒引汁椀

菊汁椀

３.８寸汁椀

6

5 7

汁椀



2.8寸：φ85×H71　185cc,52g
3.1寸：φ94×H73　240cc,64g

（小）φ109×H62　300cc,60g
（大）φ125×H72　455cc,91g

耐熱荒彫小町カップ（親のみ）黒　B

6-178-1 3.1寸 ￥900
 5-195-11（31005442）

6-178-2 2.8寸 ￥830
 5-195-12（31005382）

耐熱荒彫小町カップ（親のみ）溜内黒　B

6-178-3 3.1寸 ￥1,030
 5-195-3（31005422）

6-178-4 2.8寸 ￥930
 5-195-4（31005362）

耐熱荒彫小町カップ（親のみ）根来内黒　B

6-178-5 3.1寸 ￥1,150
 5-195-7（31005432）

6-178-6 2.8寸 ￥1,080
 5-195-8（31005372）

耐熱荒彫小町カップ 曙　B

6-178-7 3.1寸 ￥1,270
 5-195-15（31005452）

6-178-8 2.8寸 ￥1,170
 5-195-16（31005392）

耐熱リング百合型椀（親のみ）黒　B

6-178-15 （小） ￥650
 5-196-3（31005552）

6-178-16 （大） ￥850
 5-196-4（31005622）

（小）：φ94 ×H71　225cc,55g
（大）：φ118×H89　455cc,87g

耐熱リング百合型椀（親のみ）朱かすり　B

6-178-17 （小） ￥900
 5-196-7（31005562）

6-178-18 （大） ￥1,220
 5-196-8（31005632）

耐熱リング百合型椀（親のみ）エメラルドライン　B

6-178-19 （小） ￥1,000
 （33710362）

6-178-20 （大） ￥1,400
 （33710372）

耐熱千筋クイーンカップ 総黒　B

6-178-9   （小） ￥930
 （32000492）

6-178-10 （大） ￥1,020
 （32000562）

耐熱千筋クイーンカップ 栃内栃　B

6-178-11 （小） ￥1,360
 （32000522）

6-178-12 （大） ￥1,480
 （32000592）

耐熱千筋クイーンカップ 総消し銀　B

6-178-13 （小） ￥1,400
 （31006120）

6-178-14 （大） ￥1,600
 （31006100）

耐熱荒彫小町カップ

耐熱千筋クイーンカップ

耐熱リング百合型椀

汁椀



φ121×H66　390cc,106g

6-179-5 ￥1,000
耐熱新4寸天竜寺汁椀 黒内朱 B
 5-176-5（33023670）

6-179-6 ￥1,200
耐熱新4寸天竜寺汁椀 黒・帯ひも B
 5-176-6（33023690）

6-179-7 ￥1,200
耐熱新4寸天竜寺汁椀 朱・帯ひも内朱 B
 5-176-7（33023680）

6-179-11 ￥1,100
耐熱4.0刷毛目汁椀 筆十草 B
 5-176-11（31000920）

6-179-13 ￥1,200
耐熱4.0刷毛目汁椀 茶溜研出し B
 5-176-13（31000930）

6-179-12 ￥1,100
耐熱4.0刷毛目汁椀 玉虫研出し B
 5-176-12（31000940）

φ121×H71　465cc,112g

6-179-8 ￥1,200
耐熱4.0平筋汁椀 茶溜研出し B
 5-176-8（31000890）

6-179-9 ￥1,100
耐熱4.0平筋汁椀 玉虫カスリ B
 5-176-9（31000900）

6-179-10 ￥1,100
耐熱4.0平筋汁椀 筆十草 B
 5-176-10（31000910）

φ122×H70　455cc,80g

φ119×H77
440cc,85g

6-179-3 ￥700
4.0乱筋木目汁椀 黒内朱　A
 5-176-3（33023390）

6-179-4 ￥1,000
4.0乱筋木目汁椀 栃内黒　A
 5-176-4（33023410）

φ117×H84
550cc,125g

6-179-1 ￥1‚200
無地三美汁椀 黒銀刷毛　PBT-A
 5-176-1（37001030）

6-179-2 ￥1‚200
無地三美汁椀 朱銀刷毛　PBT-A
 5-176-2（37001040）

φ111×H70
335cc,96g

6-179-16 ￥1,750
正法筋汁椀 朱・帯ひも（漆塗）　H
 5-176-16（33602760）

6-179-17 ￥1,750
正法筋汁椀 黒・帯ひも（漆塗）　H
 5-176-17（33602770）

φ111×H70
330cc,110g

6-179-14 ￥1,350
法王亀甲汁椀 漆溜塗　H
 5-176-14（33100680）

6-179-15 ￥1,350
法王亀甲汁椀 漆黒内朱　H
 5-176-15（12033020）

汁椀



φ123×H63
380cc,72g

φ124×H66
420cc,129g

6-180-1 ￥800
巣立ち汁椀 溜内黒　A
 5-175-3（33024560）

6-180-2 ￥850
巣立ち汁椀 根来内朱　A
 5-175-4（33024570）

6-180-3 ￥900
4.0平筋汁椀 黒研出し　A
 5-175-5（12023330）

6-180-4 ￥800
4.0平筋汁椀 朱研出し　A
 5-175-6（12023340）

6-180-9 ￥650
耐熱平成飯椀 黒内朱　B
 5-175-11（31007020）

6-180-10 ￥650
耐熱平成飯椀 朱内黒　B
 5-175-12（31007030）

6-180-11 ￥900
ミニ飯丼 黒内はじき黒　A
 5-175-13（33024620）

6-180-12 ￥1‚100
ミニ飯丼 根来／内黒はじき　A
 5-175-14（33024640）

6-180-13 ￥900
耐熱４寸栗木目椀 栃内黒　B
 5-175-15（30001010）

6-180-14 ￥1,050
耐熱４寸栗木目椀 黒／銀線内黒　B
 5-175-16（30001020）

6-180-15 ￥1,050
耐熱４寸栗木目椀 根来内黒　B
 5-175-17（30001030）

6-180-16 ￥1‚150
耐熱４寸栗木目椀 曙内黒　B
 5-175-18（30001040）

φ121×H76　480cc,78g

6-180-5 ￥650
やすらぎロクロ目飯椀 黒乾漆内黒 A
 5-175-7（55000550）

6-180-6 ￥650
やすらぎロクロ目飯椀 朱乾漆内朱 A
 5-175-8（55000560）

6-180-7 ￥650
やすらぎ亀甲飯椀 黒乾漆内黒　A
 5-175-9（55000530）

6-180-8 ￥650
やすらぎ亀甲飯椀 朱乾漆内朱　A
 5-175-10（55000540）

φ122×H66
440cc,99g

φ122×H70
470cc,81g

φ121×H57
370cc,89g

耐熱４寸栗木目椀

　
　

汁椀



6-181-2 ￥2,650
木製羽反汁椀 目スリ内朱天黒 K
φ111×H69　290cc 5-177-2（33602820）

6-181-1 直運  ￥1,400
木製羽反小汁椀 摺り漆　K
φ98×H67　230cc 5-177-1（31005785）

6-181-5 直運  ￥1,700
木製一筋汁椀 摺り漆　K
φ113×H68　310cc 5-177-5（31005795）

6-181-6 直運  ￥1,700
木製京羽反汁椀 摺り漆　K
φ113×H68　300cc 5-177-6（31005805）

6-181-7 ￥1,650
木製やすらぎ汁椀 摺り漆　K
φ112×H70　300cc （33710130）

6-181-8 直運  ￥1,700
木製都汁椀 摺り漆　K
φ115×H68　330cc 5-177-7（31005815）

6-181-4 ￥2,350
木製荒彫汁椀 曙　K
φ110×H68　340cc 5-177-4（12023120）

6-181-9 直運  ￥2,150
木製刷毛目汁椀 内刷毛目 曙 K
 5-177-9（31005760）

6-181-10 直運  ￥2,150
木製刷毛目汁椀 内刷毛目 根来 K
 5-177-10（31005770）

6-181-22 ￥1,750
木製布袋汁椀120 摺り漆　K
φ117×H67　360cc 5-177-20（33603360）

6-181-23 ￥2,150
木製多用椀 摺り漆　K
φ130×H79　500cc （33710160）

6-181-16 直運  ￥2,300
木製4寸木製布張り汁椀 研ぎ出し曙 K
 5-177-16（31005820）

6-181-17 直運  ￥2,300
木製4寸木製布張り汁椀 研ぎ出し根来 K
 5-177-17（31005830）

6-181-3 ￥2,350
木製荒彫汁椀 根来　K
φ110×H68　340cc 5-177-3（12023130）

φ121×H71
350cc

φ115×H67
300cc

6-181-14 ￥2,300
木製うず汁椀 ナチュラル　K
φ116×H71　400cc （33710140）

6-181-15 ￥2,300
木製うず汁椀 ブラウン　K
φ116×H71　400cc （33710150）

φ117×H68　300cc
木製ミカド汁椀　K 直運
6-181-11 曙 ￥2‚200 5-177-11

（31003220） 6-181-13 根来 ￥2‚200 5-177-13
（31003230）

6-181-12 目摺り ￥2,000 5-177-12
（31003210）

※渕周りと内底に布が貼ってあります。

羽反布貼り汁椀 曙　K 直運
6-181-18 4.0 ￥2‚450 5-177-14

（37001050）

6-181-19 4.3 ￥3‚250 5-177-18
（37001060）

羽反布貼り汁椀 根来　K 直運
6-181-20 4.0 ￥2‚450 5-177-15

（37001055）

6-181-21 4.3 ￥3‚250 5-177-19
（37001065）

11

12

13

φ120×Ｈ72　300cc
φ127×Ｈ72　350cc

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

（木製）汁椀・お好み椀



6-182-1 直運  ￥2‚000
ナチュラル　K
 5-178-1（31003090）

6-182-5 直運  ￥2‚000
ナチュラル　K
 5-178-5（31003130）

6-182-9 直運  ￥2‚000
ナチュラル　K
 5-178-9（31003170）

6-182-2 直運  ￥2‚000
ダークブラウン　K
 5-178-2（31003100）

6-182-6 直運  ￥2‚000
ダークブラウン　K
 5-178-6（31003140）

6-182-10 直運  ￥2‚000
ダークブラウン　K
 5-178-10（31003180）

6-182-3 直運  ￥2‚200
根来　K
 5-178-3（31003110）

6-182-7 直運  ￥2‚200
根来　K
 5-178-7（31003150）

6-182-11 直運  ￥2‚200
根来　K
 5-178-11（31003190）

6-182-4 直運  ￥2‚200
曙　K
 5-178-4（31003120）

6-182-8 直運  ￥2‚200
曙　K
 5-178-8（31003160）

6-182-15 直運  ￥3‚000
根来 K
 5-178-15（31003260）

6-182-12 直運  ￥2‚200
曙　K
 5-178-12（31003200）

6-182-14 直運  ￥3‚000
曙 K
 5-178-14（31003250）

φ114×H65　300cc

φ114×H67　330cc φ117×H68　300cc

使い込むほどに味がでる
木製椀！

和風洋風
サラダ・デザートなど
多彩なメニューに!!

漆塗

漆塗 漆塗

漆塗

漆塗

φ127×H78　500cc漆塗

漆塗

6-182-13 直運  ￥2,700
目摺り K
 5-178-13（31003240）

和みカフェボール（木製）

和みモダンボール（木製）

木製ミカドお好み椀

和みスープボール（木製）

13 14 15

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

（木製）汁椀・お好み椀



120×96×H69
265cc,32g

6-183-6 （蓋のみ）￥600
耐熱トッティー亀甲椀 黒内朱　B
 5-179-6（30004010）

6-183-5 （親のみ）￥600
耐熱トッティー亀甲椀 黒内朱　B
 5-179-5（17000530）

6-183-8 （蓋のみ）￥600
耐熱トッティー亀甲椀 新溜内黒　B
 5-179-8（30004020）

6-183-7 （親のみ）￥600
耐熱トッティー亀甲椀 新溜内黒　B
 5-179-7（17000540）

6-183-2 ￥800
耐熱トッティー亀甲椀 紫内黒　B
 5-179-2（90032240）

6-183-4 ￥800
耐熱トッティー亀甲椀 緑内黒　B
 5-179-4（90032241）

6-183-3 ￥800
耐熱トッティー亀甲椀 青内黒　B
 5-179-3（90032242）

6-183-9 ￥800
耐熱トッティー亀甲椀 桃内黒　B
 5-179-9（90032243）

6-183-1 ￥800
耐熱トッティー亀甲椀 黄内黒　B
 5-179-1（90032244）

スタッキングOK!

（電子レンジ・食器洗浄機OK）材質：ポリプロピレン樹脂　耐熱温度：－20℃～120℃
PPトッティー独楽型椀

6-183-10 ￥600
PPトッティー独楽型椀　イエロー　J
 5-179-10（90032992）

6-183-11 ￥600
PPトッティー独楽型椀　オレンジ　J
 5-179-11（90032993）

6-183-12 ￥600
PPトッティー独楽型椀　ピンク　J
 5-179-12（90032996）

6-183-13 ￥350
PPマグカバー　J
φ102×25 33g 120℃ 5-179-13（90033003）

6-183-14 ￥600
PPトッティー独楽型椀　ブルー　J
 5-179-14（90032995）

6-183-15 ￥600
PPトッティー独楽型椀　グリーン　J
 5-179-15（90032994）

128×103×H65　330cc,65g

耐熱トッティー亀甲椀
TOTTY KIKKOU MUG

耐熱トッティー亀甲椀



スタッキングOK!

耐熱トッティーリップル椀
TOTTY RIPPLE MUG

6-184-1 ￥800
耐熱トッティーリップル椀 黒内朱 B
 5-180-1（17000520）

6-184-5 ￥950
耐熱トッティーリップル椀 緑内黒 B
 5-180-5（90032246）

6-184-2 ￥950
耐熱トッティーリップル椀 紫内黒 B
 5-180-2（90032245）

6-184-6 ￥800
耐熱トッティーリップル椀 新溜内黒 B
 5-180-6（17000510）

6-184-3 ￥950
耐熱トッティーリップル椀 青内黒 B
 5-180-3（90032247）

6-184-7 ￥950
耐熱トッティーリップル椀 桃内黒 B
 5-180-7（90032248）

6-184-4 ￥950
耐熱トッティーリップル椀 黄内黒 B
 5-180-4（90032249）

6-184-8 ￥1,200
耐熱トッティーリップル椀 研出し曙内黒 B
 5-180-8（31001360）

6-184-9  （親） ￥1,700 5-180-9
（88016120）

6-184-10（蓋） ￥1,050 5-180-10
（88016130）

トッティー独楽型椀 銀光彩刷毛目塗
6-184-11（親） ￥1,600 5-180-11

（88016140）

6-184-12（蓋） ￥1,200 5-180-12
（88016150）

トッティー独楽型椀 根来蓋ツバ黒塗
6-184-13（親） ￥1,700 5-180-13

（88016160）

6-184-14（蓋） ￥1,200 5-180-14
（88016170）

トッティー独楽型椀 溜曙塗

スタッキングOK！

140×111×H58
265cc,67g

蓋：φ101×H24　46g
親：102×125×H65
　　330cc,95g

PBTトッティー独楽型椀　耐熱温度：150℃　

耐熱トッティーリップル椀



耐熱トッティー仙才椀

6-185-3 ￥2,600
耐熱トッティー仙才椀　B
三日月塗分け 黒／朱 （33710180）

（フタ ￥960）（オヤ ￥1,640）

6-185-4 ￥2,900
耐熱トッティー仙才椀　B
三日月塗分け 黒／銀透き（琳） （33710190）
（フタ ￥1,070）（オヤ ￥1,830）

6-185-2 ￥2,750
耐熱トッティー仙才椀　B
総銀透き（蓋ウラ黒） （33710170）

（フタ ￥900）（オヤ ￥1,850）

132×104×H88（H65）　270cc,67g

6-185-1 ￥2,200
耐熱トッティー仙才椀　B
溜内黒 5-181-7（12030400）

（フタ ￥750）（オヤ ￥1,450）

トッティー椀　耐熱ABS樹脂



6-186-1 ￥2,200
耐熱トッティー鈴椀　B
溜内黒 5-181-2（12030400）

（フタ ￥750）（オヤ ￥1,450）

6-186-3 ￥2,600
耐熱トッティー鈴椀　B
三日月塗分け 黒／朱 （33710220）

（フタ ￥960）（オヤ ￥1,640）

6-186-2 ￥2,750
耐熱トッティー鈴椀　B
総銀透き （33710210）

（フタ ￥900）（オヤ ￥1,850）

6-186-4 ￥2,900
耐熱トッティー鈴椀　B
三日月塗分け 黒／銀透き（琳） （33710230）
（フタ ￥1,070）（オヤ ￥1,830）

耐熱トッティー鈴椀 129×104×H94（H66）　335cc,75g

耐熱ABS樹脂　トッティー椀



（小）：φ103×H93（H68）250cc,102g（67g）
（大）：φ115×H87（H62）295cc,116g（74g）

6-187-3 ￥1,800
耐熱竹型椀（小） 若竹内朱　B
 5-183-9（31000320）

（フタ ￥800）（オヤ ￥1,000）

6-187-9 ￥1,200
耐熱竹型椀（小）すす竹内朱　B
オヤのみ （31000336）

6-187-11 ￥2,100
耐熱竹型椀（小） すす竹内朱　B
 5-183-7（31000330）

（フタ ￥900）（オヤ ￥1,200）

6-187-1 ￥1,000
耐熱竹型椀（小）若竹内朱　B
オヤのみ （31000326）

6-187-5 ￥1,600
耐熱竹型椀（小）ゴマ竹内朱　B
オヤのみ （31000346）

6-187-7 ￥2,500
耐熱竹型椀（小） ゴマ竹内朱　B
 5-183-5（31000340）

（フタ ￥900）（オヤ ￥1,600）

6-187-4 ￥2,000
耐熱竹型椀（大） 若竹内朱　B
 5-183-10（31000390）

（フタ ￥900）（オヤ ￥1,100）

6-187-10 ￥1,250
耐熱竹型椀（大）すす竹内朱　B
オヤのみ （31000386）

6-187-12 ￥2,300
耐熱竹型椀（大） すす竹内朱　B
 5-183-8（31000380）

（フタ ￥1,050）（オヤ ￥1,250）

6-187-2 ￥1,100
耐熱竹型椀（大）若竹内朱　B
オヤのみ （31000396）

6-187-6 ￥1,700
耐熱竹型椀（大）ゴマ竹内朱　B
オヤのみ （31000376）

6-187-8 ￥2,700
耐熱竹型椀（大） ゴマ竹内朱　B
 5-183-6（31000370）

（フタ ￥1,000）（オヤ ￥1,700）

竹型椀（小・大）　耐熱ABS樹脂



スタッキングOK!

135×103×H95（H72）255cc,119g（84g）

6-188-7 ￥750
フラワーカップ 吟朱　u
 （83320170）

6-188-11 ￥900
フラワーカップ 朱ぼかし　u
 （83320180）

6-188-9 ￥1,450
フラワーカップ 銀透き　u
 （83320190）

6-188-8 ￥1,200
φ133フラワーお好み椀 吟朱　u
 （83320110）

6-188-12 ￥1,400
φ133フラワーお好み椀 朱ぼかし　u
 （83320120）

6-188-10 ￥1,950
φ133フラワーお好み椀 銀透き　u
 （83320130）

フラワーカップ・フラワーお好み椀
φ92×H76　260cc,61g φ133×H79　600cc,123g

耐熱トッティー竹型椀 若竹内朱 B

6-188-1  蓋 ￥800 （31000275）
6-188-2  親 ￥1,550 （31000276）

耐熱トッティー竹型椀 すす竹内朱 B
6-188-5  蓋 ￥900 （31000285）
6-188-6  親 ￥1,650 （31000286）

耐熱トッティー竹型椀 ゴマ竹内朱 B
6-188-3  蓋 ￥900 （31000295）
6-188-4  親 ￥1,950 （31000296）

耐熱ABS樹脂　トッティー竹型椀・汁椀



139×104×H65　225cc,88g

6-189-1 ￥1,750
耐熱トッティー渦型汁椀　B
三日月塗分け黒／朱 （33710240）

6-189-3 ￥1,750
耐熱トッティー渦型汁椀　B
総溜 5-182-5（31001180）

6-189-2 ￥2,100
耐熱トッティー渦型汁椀　B
総銀透き （33710250）

6-189-4 ￥1,750
耐熱トッティー渦型汁椀　B
総春慶 5-182-4（31000980）

耐熱トッティー渦型汁椀

6-189-5 ￥1,350
耐熱トッティー仙才椀（大）　B
黒内朱 （33710260）

6-189-6 ￥2,000
耐熱トッティー仙才椀（大）　B
三日月塗分け 黒／朱 （33710270）

6-189-7 ￥2,200
耐熱トッティー仙才椀（大）　B
三日月塗分け 黒／銀透き（琳） （33710280）

6-189-8 ￥2,250
耐熱トッティー仙才椀（大）　B
総銀透き （33710290）

148×117×H74　385cc,101g

耐熱トッティー仙才椀

トッティー椀　耐熱ABS樹脂



6-190-1 ￥1,900
耐熱トッティーダイヤカップ 溜内黒　B
 5-184-1（31001450）

（フタ ￥700）（オヤ ￥1,200）

6-190-2 ￥2,400
耐熱トッティーダイヤカップ 根来内黒　B
 5-184-2（31001460）

（フタ ￥800）（オヤ ￥1,600）

6-190-3 ￥2,550
耐熱トッティーダイヤカップ 栃内朱　B
 5-184-3（31001470）

（フタ ￥600）（オヤ ￥1,950）

6-190-4 ￥2,650
耐熱トッティーダイヤカップ 曙内黒　B
 5-184-4（31001480）

（フタ ￥900）（オヤ ￥1,750）

106×80×H96（H65）215cc,75g（54g）

※ 持ち手の長さが、椀足と同じ位置で
設計されているのでテーブル上での
安定性にも優れています。

♢耐熱温度120℃
♢温風保管庫対応
♢食器洗浄機対応

6-190-5 ￥1,950
超耐熱グリッピー椀 黒内朱 0
 5-184-5（31001270）

（フタ ￥600）（オヤ ￥1,350）

6-190-6 ￥2,100
超耐熱グリッピー椀 柿朱内黒 0
 5-184-6（31001280）

（フタ ￥630）（オヤ ￥1,470）

6-190-7 ￥2,400
超耐熱グリッピー椀 溜内黒 0
 5-184-7（31001300）

（フタ ￥840）（オヤ ￥1,560）

6-190-8 ￥2,500
超耐熱グリッピー椀 栃内黒 0
 5-184-8（31001290）

（フタ ￥750）（オヤ ￥1,750）

137×101×H85（H70）300cc,109g（84g）

※持ち手は、たいへん握りやすくガッチリと手になじみ
　お椀を安定する設計です。
　又、手をお椀と持ち手の間に差し込んでの使用も可能です。

スタッキングOK!

スタッキングOK!

超耐熱グリッピー椀（PAT.P出願済）

トッティーダイヤカップ・超耐熱グリッピー椀



φ68×H89（H73）130cc,67g（52g）

φ77×H97（H78）220cc,67g（52g）

φ77×H98（H73）205cc,71g（51g）

6-191-2 ￥2,200
線引き細身箸洗椀 黒金ライン　D
 5-185-2（33600010）

6-191-1 ￥1,700
線引き細身箸洗椀 溜内黒　D
 5-185-1（37001070）

6-191-3 ￥2,100
線引き細身箸洗椀 朱研出し　D
 5-185-3（37001080）

6-191-4 ￥2,600
線引き細身箸洗椀 朱ライン　D
 5-185-4（12023270）

6-191-5 ￥1,300
線引き箸洗椀（小）溜　A
 5-185-5（32142020）

6-191-6 ￥1,500
線引き箸洗椀（小）黒朱ヒモ　A
 5-185-6（32142010）

6-191-7 ￥1,400
線引き箸洗椀（小）朱研出し　A
 5-185-7（12026150）

6-191-8 ￥2,400
線引き箸洗椀（小）銀透き　A
 5-185-8（15158210）

6-191-12 ￥2,800
菊型小吸物椀 銀透き　D
 5-185-11（31007130）

6-191-11 ￥2,800
菊型小吸物椀 曙研出し　D
 （33710310）

6-191-9 ￥1,900
菊型小吸物椀 吟朱　D
 5-185-9（12023280）

6-191-10 ￥2,000
菊型小吸物椀 チーク　D
 5-185-10（12023290）

線引き箸洗椀（小）

線引き細身箸洗椀

菊型小吸物椀

箸洗椀



φ69×H93（H70）
190cc,82g（53g）

φ69×H84
210cc,69g

6-192-1 ￥1,500
耐熱筒型箸洗椀 総黒／高台内金　B
 5-186-1（30004410）

（フタ ￥760）（オヤ ￥740）

6-192-6 ￥1,350
耐熱筒型落し蓋箸洗椀 朱／黒 内黒　B
 5-186-6（37002350）

6-192-5 ￥1,900
耐熱筒型箸洗椀 銀透き内黒　B
 5-186-5（30004450）

（フタ ￥750）（オヤ ￥1,150）

6-192-10 ￥3,000
耐熱筒型落し蓋箸洗椀 銀透き内黒　B
 5-186-10（37002390）

6-192-3 ￥1,600
耐熱筒型箸洗椀 溜内黒　B
 5-186-3（30004430）

（フタ ￥630）（オヤ ￥970）

6-192-8 ￥1,700
耐熱筒型落し蓋箸洗椀 黒／蓋 高台内金　B
 5-186-8（37002370）

6-192-4 ￥1,600
耐熱筒型箸洗椀 栃内黒　B
 5-186-4（30004440）

（フタ ￥630）（オヤ ￥970）

6-192-9 ￥1,800
耐熱筒型落し蓋箸洗椀 溜内黒　B
 5-186-9（37002380）

6-192-2 ￥1,300
耐熱筒型箸洗椀 柿朱内黒　B
 5-186-2（30004420）

（フタ ￥500）（オヤ ￥800）

6-192-7 ￥1,400
耐熱筒型落し蓋箸洗椀 柿朱内黒　B
 5-186-7（37002360）

耐熱筒型箸洗椀

耐熱筒型落し蓋
箸洗椀 

　

　

箸洗椀



6-193-2 ￥2,550
耐熱なす小吸椀 蓋金親茄子紺ぼかし内黒 B
 5-187-2（31001330）

6-193-3 ￥2,550
耐熱なす小吸椀 蓋銀親茄子紺ぼかし B
 5-187-3（31001320）

6-193-1 ￥2,800
耐熱なす小吸椀 総茄子維内黒　B
 5-187-1（37001090）

6-193-4 ￥1,400
耐熱切立ロクロ目小吸椀 黒内朱　B
 5-187-4（37001110）

6-193-7 ￥1,800
乱引き箸洗椀 溜内朱　D
 5-187-7（37001120）

φ73×H100（φ66×H71）160cc,85g（69g）

φ77×H94（φ68×H75）170cc,71g（49g）

φ75×H90（φ70×H71）185cc,66g（47g）

6-193-8 ￥2,500
乱引き箸洗椀 銀透き　 D
 5-187-8（31007210）

6-193-15 ￥2,600
箕の千筋箸洗椀 朱銀ぼかし D
 5-187-15（31007220）

6-193-16 ￥2,600
箕の千筋箸洗椀 銀／緑アクア D
 5-187-16（31007230）

φ78×H91（φ72×H73）200cc,80g（51g）

6-193-5 ￥1,600
耐熱切立ロクロ目小吸椀 溜内黒　B
 5-187-5（37001115）

6-193-6 ￥2,100
耐熱切立ロクロ目小吸椀 銀錆　B
 5-187-6（37001116）

φ74×H88（φ69×H73）185c,80g（54g）

6-193-10 ￥2,550
殿様小吸椀 黒金ライン　D
 5-187-10（33600090）

6-193-11 ￥2,900
殿様小吸椀 金銀八雲　D
 5-187-11（31007160）

6-193-12 ￥2,900
殿様小吸椀 朱黒／銀刷毛目　D
 5-187-12（31007170）

φ71×H110（H79）175cc,63g（43g）

6-193-9 ￥1,600
つぼね木目小吸椀 黒高台内金 A
 5-187-9（31007175）

6-193-13 ￥2,000
つぼね木目小吸椀 銀透き　A
 5-187-13（31007180）

6-193-14 ￥2,200
つぼね木目小吸椀 黒朱銀ぼかし A
 5-187-14（31007190）

なす小吸椀
箸洗椀



6-194-1 ￥2,500
ひさご小吸椀 茶刷毛目　H
 5-188-1（12023450）

6-194-2 ￥2,700
ひさご小吸椀 ゴールドかすみ　H
 5-188-2（12023460）

6-194-3 ￥2,900
ひさご小吸椀 松葉　H
 5-188-3（12023470）

6-194-4 ￥1,700
糸巻小吸椀 黒金ひも　H
 5-188-4（34010010）

6-194-6 ￥2,700
糸巻小吸椀 溜銀かすみ　H
 5-188-6（12023390）

6-194-5 ￥2,200
糸巻小吸椀 エメラルドライン　H
 5-188-5（37001150）

6-194-7 ￥2,000
切立箸洗椀 溜蓋高台内金　H
 5-188-7（37001150）

6-194-8 ￥2,000
切立箸洗椀 黒／金ヒモ　H
 5-188-8（37001160）

φ72×H85（H71）150cc,110g（79g）

φ77×H99（H71）160cc,158g（128g）

φ73×H94（φ66×H74）
160cc,81g（57g）

切立箸洗椀

竹泉箸洗椀
φ71×H98（H80）
160cc,77g（60g）

水仙小吸椀
φ80×H93（H82）
200cc,96g（73g）

6-194-9 ￥2,500
竹泉箸洗椀 銀／緑アクア　H
 5-188-9（31007090）

6-194-10 ￥2,600
竹泉箸洗椀 黒・朱・銀ぼかし　H
 5-188-10（31007100）

6-194-11 ￥2,700
竹泉箸洗椀 黒銀ぼかしアヤヒモ H
 5-188-11（31007110）

6-194-12 ￥2,800
水仙小吸椀 虹霞　D
 5-188-12（12023420）

6-194-13 ￥2,600
水仙小吸椀 黒茶天金　D
 5-188-13（12023430）

6-194-14 ￥2,800
水仙小吸椀 ブルー銀刷毛目　D
 5-188-14（31007120）

　

　

箸洗椀



φ90×H93（H66）230cc,93g（60g）

φ93×H97（H69）280cc,75g（52g） φ101×H99（H70）300cc,98g（72g）

φ97×H99（H70）295c,89g（60g）

φ97×H93（H67）285cc,90g（62g）

6-195-1 ￥500
ニュー亀甲小吸椀 黒　A
 5-189-1（12034010）

6-195-2 ￥650
耐熱ニュー亀甲小吸椀 黒　B
 5-189-2（12034020）

6-195-3 ￥510
ニュー亀甲小吸椀 黒内朱　A
 5-189-3（12034030）

6-195-4 ￥780
耐熱ニュー亀甲小吸椀 黒内朱 B
 5-189-4（12034040）

6-195-5 ￥520
ニュー亀甲小吸椀 新溜　A
 5-189-5（12034050）

6-195-6 ￥780
耐熱ニュー亀甲小吸椀 新溜　B
 5-189-6（12034060）

6-195-7 ￥500
亀甲小吸椀 黒　A
 5-189-7（35010025）

6-195-8 ￥550
亀甲小吸椀 黒天朱　A
 5-189-8（35010010）

6-195-9 ￥950
耐熱亀甲小吸椀 黒天朱　B
 5-189-9（32600180）

6-195-10 ￥600
亀甲小吸椀 溜　A
 5-189-10（35010020）

6-195-11 ￥1,000
耐熱亀甲小吸椀 溜　B
 5-189-11（33101240）

6-195-12 ￥600
3.0寸ミニ亀甲小吸椀 黒　A
 5-189-12（31001690）

6-195-13 ￥650
3.0寸ミニ亀甲小吸椀 新溜　A
 5-189-13（31001700）

6-195-14 ￥950
3.0寸ミニ亀甲小吸椀 栃　A
 5-189-14（31001710）

6-195-15 ￥650
千筋ケヤキ小吸椀 黒天朱 A
 5-189-15（32015580）

6-195-16 ￥950
耐熱千筋ケヤキ小吸椀 黒天朱 B
 5-189-16（32600220）

6-195-17 ￥700
千筋ケヤキ小吸椀 溜　A
 5-189-17（32015590）

6-195-18 ￥1,000
耐熱千筋ケヤキ小吸椀 溜 B
 5-189-18（32600230）

6-195-19 ￥900
千筋ケヤキ小吸椀 栃　A
 5-189-19（12023260）

6-195-20 ￥750
3.5寸 乱引木目小吸椀 黒内朱 A
 5-189-20（33100130）

6-195-21 ￥850
耐熱3.5寸 乱引木目小吸椀 黒内朱 B
 5-189-21（32600200）

6-195-22 ￥850
3.5寸 乱引木目小吸椀 溜 A
 5-189-22（33100140）

6-195-23 ￥950
耐熱3.5寸 乱引木目小吸椀 溜 B
 5-189-23（32600000）

6-195-24 ￥1,000
3.5寸 乱引木目小吸椀 栃 A
 5-189-24（12023250）

小吸椀



φ94×H100（H70）
270cc,79g（53g）

φ95×H98（H69）
300cc,80g（55g）

φ93×H99（H66）
260cc,83g（49g）

φ94×H101（H68）
270cc,98g（63g）

φ103×H101（H73）
300cc,100g（72g）

φ93×H90（H65）
230cc,87g（54g）

φ102×H94（H62）
255cc,97g（67g）

φ93×H100（H70）
275cc,72g（48g）

φ103×H103（H74）
295cc,110g（78g）

φ108×H87（H64）
300cc,98g（71g）

6-196-1 ￥550
光亀甲小吸椀 黒　A
 5-190-1（35000020）

6-196-2 ￥650
光亀甲小吸椀 溜　A
 5-190-2（35000030）

6-196-3 ￥550
木彫小吸椀 黒　A
 5-190-3（35000040）

6-196-4 ￥650
木彫小吸椀 ウルミ　A
 5-190-4（35000050）

6-196-5 ￥700
積楽椀亀甲 黒天朱　A
 5-190-5（12017050）

6-196-6 ￥700
積楽椀亀甲 新溜　A
 5-190-6（12017060）

6-196-7 ￥600
無地亀甲小吸椀 黒　A
 5-190-7（35000000）

6-196-8 ￥650
無地亀甲小吸椀 溜内朱　A
 5-190-8（35000010）

6-196-9 ￥700
積楽椀千筋ケヤキ 黒天朱 A
 5-190-9（12017070）

6-196-10 ￥700
積楽椀千筋ケヤキ 新溜 A
 5-190-10（12017080）

6-196-11 ￥850
天竜寺小吸椀 溜　A
 5-190-11（35060120）

6-196-12 ￥950
天竜寺小吸椀 栃　A
 5-190-12（12023240）

6-196-13 ￥650
提灯木目小吸椀 黒　A
 5-190-13（33100070）

6-196-14 ￥850
提灯木目小吸椀 溜　A
 5-190-14（33100080）

6-196-15 ￥800
3.5寸 飛竜乱筋小吸椀 黒内朱 A
 5-190-15（33100150）

6-196-16 ￥900
3.5寸 飛竜乱筋小吸椀 溜 A
 5-190-16（33100160）

6-196-17 ￥800
ケヤキ小吸椀 黒　A
 5-190-17（35040210）

6-196-19 ￥800
ケヤキ小吸椀 ウルミ　A
 5-190-19（35040220）

6-196-18 ￥900
耐熱ケヤキ小吸椀 黒　B
 5-190-18（32600242）

6-196-20 ￥950
耐熱ケヤキ小吸椀 ウルミ B
 5-190-20（32600250）

6-196-21 ￥650
布目小吸椀 黒内朱　A
 5-190-21（33100010）

6-196-22 ￥700
布目小吸椀 朱・帯ツバ黒 A
 5-190-22（33100020）

　

　

小吸椀



食器洗浄機OK!

6-197-9 ￥1,400
積楽椀千筋ロクロ目 根来 A
 5-191-9（12017090）

6-197-10 ￥1,600
積楽椀千筋ロクロ目 曙　A
 5-191-10（12017100）

6-197-11 ￥1,200
田吾作椀 新溜内黒　A
 5-191-11（70000080）

6-197-12 ￥1,150
田吾作椀 黒内朱　A
 5-191-12（37001160）

φ101×H93（H66）
265cc,119g（75g）

φ103×H102（H74）
295cc,117g（80g）

6-197-1 ￥780
耐熱ピース亀甲椀（小） 黒内朱　B
φ98×H87/250cc 5-191-1（30004170）

 （蓋：￥290  親：￥490）

6-197-5 ￥800
耐熱ピース亀甲椀（中） 黒内朱　B
φ98×H93/300cc 5-191-5（30004180）

 （蓋：￥290  親：￥510）

6-197-2 ￥800
耐熱ピース亀甲椀（小） 新溜内黒　B
φ98×H87/250cc 5-191-2（30004190）

 （蓋：￥300  親：￥500）

6-197-6 ￥830
耐熱ピース亀甲椀（中） 新溜内黒　B
φ98×H93/300cc 5-191-6（30004230）

 （蓋：￥300  親：￥530）

6-197-3 ￥1,300
耐熱ピース亀甲椀（小） 朱研ぎ出し内黒　B
φ98×H87/250cc 5-191-3（30004210）

 （蓋：￥510  親：￥790）

6-197-7 ￥1,350
耐熱ピース亀甲椀（中） 朱研ぎ出し内黒　B
φ98×H93/300cc 5-191-7（30004240）

 （蓋：￥510  親：￥840）

6-197-4 ￥1,300
耐熱ピース亀甲椀（小） 抹茶研ぎ出し内黒　B
φ98×H87/250cc 5-191-4（30004220）

 （蓋：￥520  親：￥780）

6-197-8 ￥1,350
耐熱ピース亀甲椀（中） 抹茶研ぎ出し内黒　B
φ98×H93/300cc 5-191-8（30004250）

 （蓋：￥520  親：￥830）

※ 高台に窪みを付けて 
蓋が持ち易い設計！ 
又、蓋渕裏を平らにし
親の内溝とフィットし
ます。

※ 高台に水切りを設け洗いやすい構造！

※ 蓋裏に段落ちを付けて
ズレずに積み重ねOK!

※ ３箇所のヌキを設けて
蓋の吸着を防止！

※ 底面に窪みを付けて
指先が、かかり易く
持ちやすい設計！

（小）

（中）

62mm

70mm

φ102×H97（H70）
305cc,126g（87g）

6-197-14 ￥2,050
耐熱3.4寸 平筋小吸椀 栃 B
 5-191-14（33500020）

6-197-13 ￥2,050
耐熱3.4寸 平筋小吸椀 蓋高台内金 B
 5-191-13（33500010）

耐熱ABS 亀甲吸物椀（小）・（中）



6-198-3 ￥1,150
耐熱布目乱筋小吸椀 黒内朱 B
 5-192-5（31001570）

6-198-4 ￥1,450
耐熱布目乱筋小吸椀 栃内朱 B
 5-192-6（31001590）

φ90×H95（H70）
245cc,85g（59g）

6-198-1 ￥1,200
駒筋小吸椀 朱黒ひも　A
 5-192-1（35030410）

6-198-2 ￥1,300
駒筋小吸椀 黒あやひも　A
 5-192-2（35030420）

φ93×H95（H68）
260cc,98g（73g）

6-198-5 ￥1,100
耐熱飛騨椀 黒内朱　B
 5-192-7（33102160）

6-198-7 ￥1,400
耐熱飛騨椀 溜内黒　B
 5-192-9（33102170）6-198-6 ￥1,450

耐熱飛騨椀 春慶内黒　B
 5-192-8（33102180）

φ103×H81（H69）250cc,96g（73g）

6-198-10 ￥1,900
姫木目小吸椀 栃　A
 5-192-12（33601770）

6-198-8 ￥1,200
姫木目小吸椀 黒内朱　A
 5-192-10（37001180）

6-198-11 ￥2,100
耐熱姫木目小吸椀 栃　B
 5-192-13（33101230）

6-198-9 ￥1,300
耐熱姫木目小吸椀 黒内朱　B
 5-192-11（37001190）

φ91×H89（H70）
235cc,101g（83g）

φ97×H90（H69）
240cc,108g（80g）

φ99×H93（H66）
235cc,85g（54g）

φ100×H97（H70）
285cc,102g（71g）

φ100×H97（H69）
290cc,108g（74g）

φ92×H100（H67）
255cc,87g（47g）

6-198-12 ￥1,500
耐熱3寸 富士型小吸椀 黒天朱 B
 5-192-14（33600840）

6-198-13 ￥1,500
耐熱3寸 富士型小吸物椀 栃  B
 5-192-15（12023823）

6-198-14 ￥1,500
耐熱3.2寸 竹型千筋椀 黒内朱 B
 5-192-16（33600825）

6-198-15 ￥1,750
耐熱3.2寸 竹型千筋椀 溜 B
 5-192-17（33600835）

6-198-16 ￥1,600
耐熱3.5寸 乱筋羽反小吸椀 栃 B
 5-192-18（12024080）

6-198-17 ￥1,700
耐熱3.5寸 乱筋羽反小吸椀 朱研出し B
 5-192-19（12024090）

6-198-18 ￥1,500
耐熱3.3寸 平筋小吸椀 元禄塗分 B
 5-192-22（35000080）

6-198-19 ￥1,600
耐熱3.3寸 平筋小吸椀 黄金塗分 B
 5-192-23（12023790）

6-198-20 ￥1,050
提灯小吸椀 朱研出し　A
 5-192-24（12023820）

6-198-21 ￥2,050
提灯小吸椀 駒塗り　A
 5-192-25（12023830）

　

　

小吸椀



自由に、楽しく
様々なアレンジOK
新感覚で使える器
フリースタイル
料理がきっと
楽しくなります

6-199-8 ￥2,900
耐熱風鈴椀 朱黒/銀刷毛目　B
 5-193-8（31005320）

6-199-1 ￥1,900
耐熱聖火椀 溜刷毛目　B
 5-193-1（31007400）

6-199-9 ￥2,900
耐熱風鈴椀 銀透きべっ甲　B
 5-193-9（37001190）

6-199-2 ￥2,650
耐熱聖火椀 金しぶき　B
 5-193-2（31007460）

6-199-5 ￥2,000
耐熱聖火椀 エメラルドライン　B
 5-193-5（37001185）

6-199-12 ￥2,500
耐熱風鈴椀 黒／金ライン　B
 5-193-12（31006000）

6-199-4 ￥2,500
耐熱聖火椀 銀カスミ高台内金　B
 5-193-4（31007430）

6-199-11 ￥2,500
耐熱風鈴椀 吟朱　B
 5-193-11（31005990）

6-199-7 ￥2,200
耐熱風鈴椀 溜無地　B
 5-193-7（31005960）

6-199-6 ￥2,450
耐熱聖火椀 朱銀ぼかし　B
 5-193-6（31007450）

6-199-10 ￥2,950
耐熱風鈴椀 白壇かすり　B
 5-193-10（31005980）

6-199-3 ￥2,000
耐熱聖火椀 金光彩ぼかし　B
 5-193-3（31007420）

φ95×H89（H64）180cc,72g（55g）

φ94×H90（φ88×H68）250cc,109g（74g）

耐熱聖火椀

耐熱風鈴椀

フリースタイル椀



φ102×H106（H73）335cc,103g（68g）

6-200-1 ￥2,900
耐熱御所車椀 朱金光線　B
 5-194-1（30004040）

6-200-2 ￥2,900
耐熱御所車椀 黒銀光線　B
 5-194-2（30004050）

6-200-3 ￥2,950
耐熱御所車椀 銀透き　B
 5-194-3（31000510）

6-200-4 ￥3,100
耐熱御所車椀 エメラルドカスリ河　B
 （33710320）

6-200-8 ￥3,350
耐熱御所車椀 黒／銀透き（琳）　B
 （33710330）

6-200-5 ￥3,100
耐熱御所車椀 朱一筆　B
 5-194-5（30004070）

6-200-6 ￥3,200
耐熱御所車椀 木目／黒刷毛目　B
 5-194-6（30004080）

6-200-7 ￥3,600
耐熱御所車椀 黒日月　B
 5-194-7（31000550）

6-200-12 ￥3,150
耐熱小梅椀 ワインカスリ河　B
 （33710350）

6-200-9 ￥3‚100
耐熱小梅椀 黒雅色紙　B
 5-194-8（30004090）

6-200-11 ￥3,150
耐熱小梅椀 エメラルドカスリ河　B
 （33710340）

6-200-10 ￥3‚100
耐熱小梅椀 朱雅色紙　B
 5-194-9（30004110）

6-200-13 ￥3‚300
耐熱小梅椀 木目／黒刷毛目　B
 5-194-12（30004140）

6-200-14 ￥3‚000
耐熱小梅椀 銀透き　B
 5-194-13（30004150）

耐熱御所車椀

φ96×H102（H64）270cc,99g（63g）小梅椀

フリースタイル椀



耐熱荒彫小町カップ 漆刻／溜内黒　B

6-201-1 3.1寸 ￥1,750
 5-195-1（31005420）

6-201-2 2.8寸 ￥1,600
 5-195-2（31005360）

耐熱荒彫小町カップ 根来内黒　B

6-201-5 3.1寸 ￥1,900
 5-195-5（31005430）

6-201-6 2.8寸 ￥1,800
 5-195-6（31005370）

耐熱荒彫小町カップ（親のみ）溜内黒　B

6-201-3 3.1寸 ￥1,030
 5-195-3（31005422）

6-201-4 2.8寸 ￥930
 5-195-4（31005362）

耐熱荒彫小町カップ（親のみ）黒　B

6-201-11 3.1寸 ￥900
 5-195-11（31005442）

6-201-12 2.8寸 ￥830
 5-195-12（31005382）

耐熱荒彫小町カップ（親のみ）根来内黒　B

6-201-7 3.1寸 ￥1,150
 5-195-7（31005432）

6-201-8 2.8寸 ￥1,080
 5-195-8（31005372）

耐熱荒彫小町カップ 曙　B

6-201-15 3.1寸 ￥1,270
 5-195-15（31005452）

6-201-16 2.8寸 ￥1,170
 5-195-16（31005392）

耐熱荒彫小町カップ 光彩刷毛目／黒　B

6-201-9   3.1寸 ￥2,000
 5-195-9（31005440）

6-201-10 2.8寸 ￥1,900
 5-195-10（31005380）

耐熱荒彫小町カップ 曙内黒　B

6-201-13 3.1寸 ￥2,100
 5-195-13（31005450）

6-201-14 2.8寸 ￥1,950
 5-195-14（31005390）

2.8寸：φ85×H85（H71）185cc,68g（52g）
3.1寸：φ94×H91（H73）240cc,83g（64g）耐熱荒彫小町カップ

フリースタイル椀



耐熱リング百合型椀（親のみ）黒　B

6-202-3 （小） ￥650
 5-196-3（31005552）

6-202-4 （大） ￥850
 5-196-4（31005622）

耐熱リング百合型椀（親のみ）朱かすり　B

6-202-7 （小） ￥900
 5-196-7（31005562）

6-202-8 （大） ￥1,220
 5-196-8（31005632）

耐熱リング百合型椀（親のみ）エメラルドライン　B

6-202-11 （小） ￥1,000
 （33710362）

6-202-12 （大） ￥1,400
 （33710372）

耐熱リング百合型椀（親のみ）銀ぼかし　B

6-202-15 （小） ￥1,100
 5-196-15（31005602）

6-202-16 （大） ￥1,400
 5-196-16（31005672）

耐熱リング百合型椀 銀彩ボカシ　B

6-202-1 （小） ￥2,200
 5-196-1（31005550）

6-202-2 （大） ￥2,250
 5-196-2（31005620）

耐熱リング百合型椀 朱かすり　B

6-202-5 （小） ￥1,950
 5-196-5（31005560）

6-202-6 （大） ￥2,100
 5-196-6（31005630）

耐熱リング百合型椀 エメラルドライン　B

6-202-9   （小） ￥2,450
 （33710360）

6-202-10 （大） ￥2,500
 （33710370）

耐熱リング百合型椀 銀ぼかし　B

6-202-13 （小） ￥2,550
 5-196-13（31005600）

6-202-14 （大） ￥2,850
 5-196-14（31005670）

（小）：φ100×H93 （φ94 ×H71）225cc,83g（55g）
（大）：φ125×H115（φ118×H89）455cc,136g（87g）耐熱リング百合型椀

フリースタイル椀



φ100×H92（φ97×H71）250cc,105g（77g）お洒落で気品のあるデザイン

6-203-1 ￥2,750
耐熱リング無地椀 朱銀カスミ　B
 5-197-1（31000640）

6-203-2 ￥2,850
耐熱リング無地椀 黒銀カスミ　B
 5-197-2（31000630）

6-203-3 ￥3,000
耐熱リング無地椀 茶金帯　B
 5-197-5（31000560）

6-203-4 ￥3,300
耐熱リング無地椀 朱華連　B
 5-197-6（31000590）

6-203-5 ￥3,000
耐熱リング無地椀 金銀つくし　B
 5-197-7（31000570）

6-203-6 ￥3,300
耐熱リング無地椀 木目塗り分け　B
 5-197-8（31000610）

ロクロで引いたような独特なラインが手にしっくりきます。

6-203-7 ￥2,350
耐熱リングロクロ目椀 黒無地 内朱　B
 5-198-9（31000650）

6-203-8 ￥2,500
耐熱リングロクロ目椀 溜無地　B
 5-198-10（31000660）

6-203-9 ￥3,100
耐熱リングロクロ目椀 銀透き内黒　B
 5-198-11（31000670）

6-203-10 ￥3,150
耐熱リングロクロ目椀 栃刷毛目　B
 5-198-13（31000690）

6-203-11 ￥3,900
耐熱リングロクロ目椀 黒／歌舞伎　B
 （33710380）

6-203-12 ￥3,900
耐熱リングロクロ目椀 朱／歌舞伎　B
 （33710390）

φ100×H92（φ97×H71）
250cc,110g（81g）

耐熱リング無地吸物椀

耐熱リングロクロ目吸物椀

フリースタイル椀



6-204-5 ￥2,800
こいまり小吸椀 朝霧　D
 5-198-5（32600360）

6-204-1 ￥2,100
耐熱2.8寸宝寿箸洗椀 エメラルドライン　B
 5-198-1（37001190）

6-204-6 ￥2,950
こいまり小吸椀 春秋　D
 5-198-6（35270940）

6-204-2 ￥2,600
耐熱2.8寸宝寿箸洗椀 春慶刷毛目　B
 5-198-2（37001210）

6-204-7 ￥3,900
まり吸物椀 春秋　D
 5-198-7（33500810）

6-204-3 ￥2,100
耐熱2.8寸宝寿箸洗椀 紅ライン　B
 5-198-3（75006710）

6-204-8 ￥4,000
まり吸物椀 立田川　D
 5-198-8（33500820）

6-204-4 ￥2,650
耐熱2.8寸宝寿箸洗椀 銀透き内黒　B
 5-198-4（75006720）

φ88×H94（H57）220cc,127g（78g）

6-204-9 ￥2,550
耐熱鳴門小吸椀 根来　B
 5-233-5（33025310）

6-204-10 ￥2,750
耐熱鳴門小吸椀 曙　B
 5-233-6（33025340）

6-204-11 ￥2,650
耐熱鳴門小吸椀 銀透き内黒　B
 5-233-7（33025320）

6-204-13 ￥2,850
耐熱鳴門小吸椀 溜金彩　B
 5-233-9（33025350）

6-204-12 ￥2,700
耐熱鳴門小吸椀 白天目　B
 5-233-8（33025330）

6-204-14 ￥2,950
耐熱鳴門小吸椀 銀透きべっ甲　B
 5-233-10（33025360）

φ82×H96（H73）200cc,83g（64g）耐熱２.８寸宝寿箸洗椀

こいまり小吸椀 φ98×H100（H54）265cc,135g（76g）まり吸物椀

φ103×H89（H65） 300cc,107g（81g）耐熱鳴門小吸椀

フリースタイル椀



6-205-1 ￥1,800
耐熱まんまる椀 ブラック内黒　B
 （90034833）

6-205-2 ￥1,800
耐熱まんまる椀 レッド内朱　B
 （90034835）

6-205-4 ￥1,800
耐熱まんまる椀 ホワイト　B
 （90034834）

6-205-6 ￥3,100
耐熱まんまる椀 黒艶消し銀乱糸内黒　B
 （51365150）

6-205-8 ￥2,600
耐熱まんまる椀 ワイン銀かすり内黒　B
 （51365130）

6-205-3 ￥1,800
耐熱まんまる椀 グリーン内黒　B
 （90034836）

6-205-5 ￥2,500
耐熱まんまる椀 ゴールド内黒　B
 （90034831）

6-205-7 ￥2,500
耐熱まんまる椀 シルバー中黒　B
 （90034832）

6-205-9 ￥2,300
耐熱まんまる椀 朱銀ライン内黒　B
 （51365140）

φ90×H82　170cc,77g耐熱まんまる椀

フリースタイル椀



（小）：φ109×H75（H62）300cc, 83g（60g）
（大）：φ125×H87（H72）455cc,121g（91g）

6-206-17 ￥1,450
耐熱千筋クイーン椀（小） 青内黒　B
 5-199-5（90032331）

（SNACK CUP）

6-206-18 ￥1,700
耐熱千筋クイーン椀（大） 青内黒　B
 5-199-6（90032330）

（SNACK BOWL）

6-206-19 ￥1,450
耐熱千筋クイーン椀（小） 桃内黒　B
 5-199-7（90032341）

（SNACK CUP）

6-206-20 ￥1,700
耐熱千筋クイーン椀（大） 桃内黒　B
 5-199-8（90032340）

（SNACK BOWL）

耐熱千筋クイーン椀 蓋：銀透裏黒／親：総黒　B

6-206-1 （大）蓋親セット ￥1,950
 5-200-5（32000570）

6-206-3 （小）蓋親セット ￥1,800
 5-200-7（32000500）

6-206-2 （大）親のみ ￥1,020
 5-200-6（32000562）

6-206-4 （小）親のみ ￥930
 5-200-8（32000492）

耐熱千筋クイーン椀 蓋：朱に銀ひも／親：黒　B

6-206-5 （大）蓋親セット ￥2,150
 5-200-1（32000580）

6-206-7 （小）蓋親セット ￥2,050
 5-200-3（32000510）

6-206-6 （大）親のみ ￥1,020
 5-200-2（32000562）

6-206-8 （小）親のみ ￥930
 5-200-4（32000492）

耐熱千筋クイーン椀 蓋：栃内栃裏黒／親：栃内栃　B

6-206-9   （大）蓋親セット ￥2,450
 5-200-13（32000590）

6-206-11 （小）蓋親セット ￥2,300
 5-200-15（32000520）

6-206-10 （大）親のみ ￥1,480
 5-200-14（32000592）

6-206-12 （小）親のみ ￥1,360
 5-200-16（32000522）

耐熱千筋クイーン椀 蓋／親：総消し銀　B

6-206-13 （大）蓋親セット ￥2,650
 5-200-9（31006090）

6-206-15 （小）蓋親セット ￥2,400
 5-200-11（31006110）

6-206-14 （大）親のみ ￥1,600
 5-200-10（31006100）

6-206-16 （小）親のみ ￥1,400
 5-200-12（31006120）

耐熱千筋クイーン椀

フリースタイル椀



6-207-1 ￥1,950
耐熱3寸 ゆり小吸椀 一分溜松葉　B
 5-201-1（33600860）

6-207-2 ￥2,150
耐熱3寸 ゆり小吸椀 藍かすみ　B
 5-201-2（35000070）

6-207-3 ￥2,150
耐熱3寸 ゆり小吸椀 一分溜乱ライン　B
 5-201-3（33600850）

6-207-4 ￥2,200
耐熱3寸 ゆり小吸椀 ゴールドかすみ　B
 5-201-4（12023690）

6-207-5 ￥2,550
耐熱3寸 ゆり小吸椀 黒つぼつぼ　B
 5-201-5（12023700）

6-207-6 ￥2,650
耐熱3寸 ゆり小吸椀 総銀透き　B
 5-201-6（15158200）

6-207-7 ￥2,550
耐熱3寸 ゆり小吸椀 朱内黒四君子　B
 5-201-7（33500080）

6-207-8 ￥2,650
耐熱3寸 ゆり小吸椀 銀彩グリーンぼかし　B
 5-201-8（31005840）

6-207-9 ￥2,300
耐熱佑 ひさご小吸椀 　B
紫光 5-201-9（12033790）

6-207-10 ￥1,850
耐熱佑 ひさご小吸椀 　B
溜刷毛目 5-201-10（12033800）

6-207-11 ￥2,250
耐熱佑 ひさご小吸椀　B
紫金箔帯 5-201-11（12033810）

6-207-12 ￥2,500
耐熱佑 ひさご小吸椀　B
菜種油刷毛目／松葉 （33710410）

6-207-13 ￥2,750
耐熱佑 ひさご小吸椀 　B
砂絞様 5-201-13（12033840）

6-207-14 ￥2,400
耐熱佑 ひさご小吸椀　B
三日月塗分け 黒／朱 （33710420）

6-207-15 ￥2,600
耐熱佑 ひさご小吸椀  B
三日月塗分け 黒／銀透き（琳） （33710430）

φ89×H90（H67）230cc,93g（72g）

φ89×H92（H69） 260cc,87g（63g）

耐熱３寸ゆり小吸椀

耐熱佑ひさご小吸椀

小吸椀



6-208-1 ￥1,600
耐熱忍小吸椀 溜　B
 5-203-1（12023710）

6-208-7 ￥2,900
耐熱忍小吸椀 朱つゆ草　B
 5-203-7（12023770）

6-208-2 ￥2,100
耐熱忍小吸椀 朱津軽　B
 5-203-2（12023720）

6-208-3 ￥2,300
耐熱忍小吸椀 虹霞　B
 5-203-3（12023730）

6-208-4 ￥2,400
耐熱忍小吸椀 銀透き内黒　B
 5-203-4（37001240）

6-208-5 ￥2,600
耐熱忍小吸椀 朱一筆　B
 5-203-5（12023750）

6-208-6 ￥2,900
耐熱忍小吸椀 黒つゆ草　B
 5-203-6（12023760）

6-208-9 ￥2,300
耐熱一口古代椀 一分溜乱れライン　B
 5-203-9（33600910）

6-208-10 ￥2,500
耐熱一口古代椀 銀かすみ高台内金　B
 5-203-10（12023640）

6-208-12 ￥3,400
耐熱一口古代椀 流水 手描き　B
 5-203-12（32600310）

6-208-8 ￥2,000
耐熱一口古代椀 溜刷毛目　B
 5-203-8（31005850）

6-208-11 ￥2,600
耐熱一口古代椀 銀彩白ぼかし　B
 5-203-11（31005860）

6-208-13 ￥2,700
耐熱一口古代椀 金しぶき　B
 5-203-13（12023660）

6-208-14 ￥2,900
耐熱一口古代椀 切金ちらし　B
 5-203-14（12023650）

φ93×H86（H65）
 240cc,120g（85g）

耐熱忍小吸椀

φ93×H96（H69）　250cc,132g（95g）

耐熱一口古代椀

　

　

小吸椀


