
6-209-1 ￥830
柾目小吸椀 黒（内朱）　A
 5-202-5（35020310）

6-209-2 ￥1,000
柾目小吸椀 溜 内黒　A
 5-202-6（35020320）

φ90×H91（H70）265cc,70g（50g）

6-209-5 ￥950
姫わらべ小吸椀 朱に金ライン A
 5-202-9（33100090）

6-209-6 ￥1,100
姫わらべ小吸椀 溜　A
 5-202-10（12033100）

6-209-7 ￥1,100
姫わらべ小吸椀 朱ぼかし　A
 5-202-11（31005873）

6-209-8 ￥1,350
姫わらべ小吸椀 茶金カスミ　A
 5-202-12（31005883）

6-209-9 ￥1,400
姫わらべ小吸椀 利休パール高台内金 A
 （33710440）

6-209-10 ￥1,450
姫わらべ小吸椀 銀透き（琳）　A
 （33710450）

φ100×H80（H61）
260cc,137g（98g）

6-209-11 ￥3,200
段付小吸椀 幸輪　H
 5-202-13（12023670）

6-209-12 ￥2,750
段付小吸椀 PT溜　H
 5-202-14（12023680）

φ107×H86（H67）
300cc,93g（63g）

6-209-13 ￥1,700
耐熱3.5寸 羽反布目椀 根来内黒　B
 5-202-15（33101580）

6-209-14 ￥1,800
耐熱3.5寸 羽反布目椀 曙内黒　B
 5-202-16（33101590）

6-209-3 ￥1,100
切立小吸椀 黒／タタキ　A
 5-202-7（31005853）

6-209-4 ￥1,100
切立小吸椀 溜高台内金　A
 5-202-8（33101320）

姫わらべ小吸椀

段付小吸椀 耐熱３.５寸羽反布目椀

φ89×H79（φ83×H68）250cc,82g（53g）柾目小吸椀 φ86×H80（φ80×H69）240cc,69g（46g）切立小吸椀

小吸椀



6-210-2 ￥2,350
耐熱松庵小吸椀 虹彩　B
 5-204-2（12024135）

6-210-3 ￥2,400
耐熱松庵小吸椀 ブラウン八雲　B
 5-204-3（12024140）

6-210-1 ￥1,650
耐熱松庵小吸椀 歌舞伎かすり　B
 5-204-1（12024150）

6-210-4 ￥2,900
耐熱松庵小吸椀 朱つぼつぼ　B
 5-204-4（12024160）

6-210-5 ￥2,650
耐熱松庵小吸椀 黒ひょうたん　B
 5-204-5（12024170）

6-210-6 ￥2,650
耐熱松庵小吸椀 朱ひょうたん　B
 5-204-6（12024180）

6-210-8 ￥2,500
耐熱一口小吸椀 茶金刷毛目ツバ黒 B
 5-204-8（70000060）

6-210-7 ￥1,750
耐熱一口小吸椀 溜　B
 5-204-7（31005870）

6-210-11 ￥2,200
耐熱一口小吸椀 朱銀平目　B
 5-204-11（31005880）

6-210-12 ￥2,100
耐熱一口小吸椀 黒金カスリ帯・高台内金 B
 5-204-12（31005890）

6-210-13 ￥2,100
耐熱一口小吸椀 朱金カスリ帯・高台内金 B
 5-204-13（31005900）

6-210-14 ￥2,500
耐熱一口小吸椀 銀ぼかし・高台内金 B
 5-204-14（31005910）

6-210-9 ￥2,100
耐熱一口小吸椀 朱カスミ　B
 5-204-9（12023826）

6-210-10 ￥2,350
耐熱一口小吸椀 金銀乱れライン　B
 5-204-10（12023835）

φ93×H92（H65）255cc,84g（60g）耐熱松庵小吸椀

φ93×H100（H72）250cc,117g（87g）耐熱一口小吸椀

　

　

小吸椀



φ105×H87（H63） 290cc,117g（83g）

φ100×H90（H65）290cc,92g（62g）

φ98×H81（H64）280cc,92g（70g）

6-211-1 ￥1,950
耐熱麻呂小吸椀 茶刷毛目　B
 5-205-1（12023510）

6-211-2 ￥2,800
耐熱麻呂小吸椀 金帯松葉　B
 5-205-2（12023520）

6-211-3 ￥2,350
耐熱麻呂小吸椀 朱日月　B
 5-205-3（12023530）

6-211-4 ￥2,350
耐熱麻呂小吸椀 黒日月　B
 5-205-4（12023540）

6-211-7 ￥2,600
耐熱羽反一口椀 銀かすみ　B
 5-205-7（12023550）

6-211-5 ￥2,100
耐熱羽反一口椀 朱津軽　B
 5-205-5（31005920）

6-211-6 ￥2,100
耐熱羽反一口椀 青津軽　B
 5-205-6（31005930）

6-211-8 ￥3,050
耐熱羽反一口椀 金ぼかし　B
 5-205-8（33601990）

6-211-9 ￥1,850
耐熱3.5寸 千鳥椀 利休パール高台内金　B
 （33710460）

6-211-10 ￥1,650
耐熱3.5寸 千鳥椀 溜　B
 5-205-10（12033060）

6-211-11 ￥2,100
耐熱3.5寸 千鳥椀 ゴールドかすみ　B
 5-205-11（37001250）

6-211-12 ￥2,850
耐熱3.5寸 千鳥椀 ワインカラー乱　B
 5-205-12（37001260）

6-211-13 ￥2,550
耐熱3.5寸 千鳥椀 黒ー筆かすり　B
 5-205-13（12033080）

6-211-14 ￥2,550
耐熱3.5寸 千鳥椀 朱ー筆かすり　B
 5-205-14（12033090）

耐熱麻呂小吸椀

耐熱羽反一口椀

耐熱３.５寸千鳥椀

小吸椀



φ93×H86（H69）280cc,90g（72g）

φ97×H89（H66）275cc,107g（85g）

6-212-1 ￥2,500
耐熱杵型吸物椀（小） 溜　B
 5-206-1（33023500）

6-212-3 ￥3,050
耐熱杵型吸物椀（小） 回し銀市松／黒 B
 5-206-3（33023520）

6-212-7 ￥3,550
耐熱杵型吸物椀（小） 日月／朱　B
 5-206-7（33023560）

6-212-4 ￥3,000
耐熱杵型吸物椀（小） アメジスト　B
 5-206-4（37001270）

6-212-8 ￥3,100
耐熱杵型吸物椀（小） ゴールドかすみ　B
 5-206-8（37001280）

6-212-5 ￥3,200
耐熱杵型吸物椀（小）銀透きべっ甲帯 B
 5-206-5（31005940）

6-212-2 ￥3,050
耐熱杵型吸物椀（小） 紅ライン高台内金 B
 5-206-2（33023510）

6-212-6 ￥3,250
耐熱杵型吸物椀（小）朱黒／銀刷毛目 B
 5-206-6（31005950）

6-212-9 ￥1,750
3.1寸 布袋椀 溜刷毛目　A
 5-206-9（12033130）

6-212-10 ￥2,300
3.1寸 布袋椀 黄金鳴門　A
 5-206-10（12033140）

6-212-11 ￥2,250
3.1寸 布袋椀 グレー金箔帯　A
 5-206-11（33100210）

6-212-12 ￥2,400
3.1寸 布袋椀 朱正海波　A
 5-206-12（33100190）

6-212-13 ￥3,100
3.1寸 布袋椀 黒十草　A
 5-206-13（33024520）

6-212-14 ￥1,900
3.1寸 布袋椀 金光彩　A
 5-206-14（37001290）

6-212-15 ￥2,500
3.1寸 布袋椀 銀かすみ高台内金　A
 5-206-15（37001300）

6-212-16 ￥3,100
3.1寸 布袋椀 朱武蔵野　A
 5-206-16（33100230）

耐熱杵型吸物椀

３.１寸布袋椀

　

　

小吸椀



さまざまな季節、料理に合わせた
汁椀をご用意しました。

6-213-1 ￥1,600
耐熱3.2寸 玉子椀 黒二色蛇の目　B
 5-207-1（33020610）

6-213-2 ￥2,150
耐熱3.2寸 玉子椀 黒日月　B
 5-207-2（33020620）

6-213-3 ￥1,650
耐熱3.2寸 玉子椀 溜　B
 5-207-3（12033150）

6-213-4 ￥2,400
耐熱3.2寸 玉子椀 銀ぼかし蓋高台内金 B
 5-207-4（70000050）

6-213-5 ￥1,500
耐熱3.2寸 玉子椀 朱天金　B
 5-207-5（37001310）

6-213-7 ￥2,150
耐熱3.2寸 玉子椀 銀朱ぼかし　B
 5-207-7（12023880）

6-213-6 ￥2,000
耐熱3.2寸 玉子椀 銀楽刷毛　B
 5-207-6（12033185）

6-213-9 ￥1,700
耐熱3.2寸 玉子椀 かすり刷毛目　B
 5-207-9（12023900）

6-213-10 ￥3,350
耐熱3.2寸 玉子椀 変り武蔵野　B
 5-207-10（12023910）

6-213-11 ￥1,700
耐熱3.2寸 玉子椀 黒天金　B
 （33710470）

6-213-8 ￥2,400
耐熱3.2寸 玉子椀 朱銀ぼかし　B
 5-207-8（31006130）

6-213-12 ￥2,700
耐熱3.2寸 玉子椀 黒に朱銀ぼかし　B
 5-207-12（31006140）

φ96×H100（H71） 265cc，113g（76g）

耐熱３.２寸玉子椀

吸物椀



6-214-1 ￥2,850
耐熱3.2寸 玉子椀 朱菊詰　B
 5-208-1（12023930）

6-214-2 ￥2,850
耐熱3.2寸 玉子椀 溜菊詰　B
 5-208-2（12023940）

6-214-3 ￥2,750
耐熱3.2寸 玉子椀 四季折々　B
 5-208-3（12033220）

6-214-4 ￥1,950
耐熱3.2寸 玉子椀 利休パール高台内金　B
 （33710480）

6-214-9 ￥2,350
耐熱3.2寸 玉子椀 ワイン／銀かすり　B
 5-208-9（37001330）

6-214-10 ￥2,200
耐熱3.2寸 玉子椀 アメジスト　B
 5-208-10（37001340）

6-214-11 ￥2,000
耐熱3.2寸 玉子椀 銀光彩　B
 5-208-11（37001350）

6-214-12 ￥2,250
耐熱3.2寸 玉子椀 朱光彩　B
 5-208-12（37001360）

6-214-13 ￥2,600
耐熱3.2寸 玉子椀 春慶刷毛目　B
 5-208-13（37001370）

6-214-5 ￥2,650
耐熱3.2寸 玉子椀 黒蔦　B
 5-208-5（33020650）

6-214-6 ￥3,200
耐熱3.2寸 玉子椀 三日月塗分け 紫アクア／黒　B
 （33710490）

6-214-7 ￥2,800
耐熱3.2寸 玉子椀 紫銀彩ロクロ　B
 5-208-7（31006165）

6-214-8 ￥2,550
耐熱3.2寸 玉子椀 金かすみ　B
 5-208-8（37001320）

φ96×H100（H71） 265cc，113g（76g）耐熱３.２寸玉子椀

　

　

吸物椀



6-215-2 ￥2,300
耐熱3.3寸 ゆり型小吸椀 朱金かすみ B
 5-209-2（33600890）

6-215-4 ￥2,700
耐熱3.3寸 ゆり型小吸椀 総銀透き（琳） B
 （33710520）

6-215-3 ￥2,650
耐熱3.3寸 ゆり型小吸椀 菜種油刷毛目／松絵 B
 （33710510）

6-215-1 ￥1,800
耐熱3.3寸 ゆり型小吸椀 夕焼け　B
 5-209-1（12023990）

6-215-5 ￥2,100
耐熱3.3寸 ゆり型小吸椀 茶刷毛目 B
 5-209-5（12024000）

6-215-6 ￥3,050
耐熱3.3寸 ゆり型小吸椀 朱銀彩ロクロ B
 5-209-6（15158330）

6-215-7 ￥1,950
耐熱室町小吸椀 朱銀染め　B
 5-209-7（12024010）

6-215-8 ￥1,900
耐熱室町小吸椀 乾漆金刷毛目　B
 5-209-8（12024020）

6-215-9 ￥2,950
耐熱室町小吸椀 金錦短冊　B
 5-209-9（12024055）

6-215-13 ￥2,950
耐熱室町小吸椀 紫錦短冊　B
 5-209-13（12024065）

6-215-12 ￥3,050
耐熱室町小吸椀 銀渦ライン高台内金　B
 5-209-12（37001420）

6-215-14 ￥3,050
耐熱室町小吸椀 ワインカラ一乱　B
 5-209-14（37001390）

6-215-10 ￥1,900
耐熱室町小吸椀 溜高台内金　B
 5-209-10（37001380）

6-215-11 ￥2,750
耐熱室町小吸椀 黄金ライン　B
 5-209-11（37001410）

φ97×H91（H67）300cc,103g（77g）

φ97×H96（H71）310cc,99g（70g）

耐熱３.３寸ゆり型小吸椀

耐熱室町小吸椀

吸物椀



φ99×H97（H68）270cc,124g（83g）

6-216-7 ￥2,200
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 一分溜ひょうたん B
 5-210-7（33600980）

6-216-8 ￥2,300
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 一分溜刷毛目 B
 5-210-8（33600970）

6-216-9 ￥2,400
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 紫銀ぼかし B
 5-210-9（12024115）

6-216-10 ￥2,600
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 朱ライン銀かすみ B
 5-210-10（12024125）

6-216-11 ￥3,600
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 朱金市松 B
 5-210-11（70000110）

6-216-12 ￥3,600
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 紫銀市松 B
 5-210-12（70000120）

6-216-14 ￥3,700
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 黒笹内朱 B
 5-210-14（33600950）

6-216-13 ￥4,000
耐熱3.3寸 羽反小吸椀 手描き 黒蔦 B
 5-210-13（33101190）

6-216-3 ￥2,900
耐熱都羽反小吸椀 黒匠　B
 5-210-3（12024130）

6-216-1 ￥3,150
耐熱都羽反小吸椀 黄金渦　B
 5-210-1（37001440）

6-216-4 ￥3,550
耐熱都羽反小吸椀 銀独楽　B
 5-210-4（12024100）

6-216-2 ￥3,150
耐熱都羽反小吸椀 朱一筆かすり　B
 5-210-2（37001450）

6-216-5 ￥2,450
耐熱都羽反小吸椀 銀朱ぼかし　B
 5-210-5（12024110）

6-216-6 ￥3,300
耐熱都羽反小吸椀 朱金蘭　B
 5-210-6（12024120）

φ100×H96（H68） 300cc,106g（82g）耐熱都羽反小吸椀

耐熱３.３寸羽反小吸椀

　

　

吸物椀



6-217-5 ￥2,150
耐熱3.2寸 富士型小吸椀 紫・金ライン B

5-211-5（12024035）

6-217-1 ￥1,700
耐熱3.2寸 富士型小吸椀 溜内朱 B

5-211-1（31006170）

6-217-2 ￥2,600
耐熱3.2寸 富士型小吸椀 銀彩白ぼかし B

5-211-2（31006180）

6-217-3 ￥2,500
耐熱3.2寸 富士型小吸椀 紅ライン B

5-211-3（12024025）

6-217-4 ￥2,750
耐熱3.2寸 富士型小吸椀 黒手まり B

5-211-4（33601000）

6-217-11 ￥1,400
積楽無地椀 かすり刷毛目　A

5-211-11（37001460）

6-217-6 ￥3,850
耐熱3.2寸 富士型小吸椀 手描き 朱蘭 B

5-211-6（32600390）

6-217-7 ￥1,650
積楽無地椀 青津軽　A

5-211-7（12033010）

6-217-8 ￥1,600
積楽無地椀 アップルライン　A

5-211-8（12017140）

6-217-9 ￥1,600
積楽無地椀 メロンライン　A

5-211-9（12017150）

6-217-10 ￥1,400
積楽無地椀 朱ぼかし高台内金　A

5-211-10（37001430）

6-217-12 ￥1,950
積楽無地椀 ワイン／銀かすり　A

5-211-12（37001470）

φ100×H95（H69）
290cc,94g（65g）

φ103×H102（H74）300cc,110g（78g）

耐熱３.２寸富士型小吸椀

積楽無地椀

吸物椀



6-218-1 ￥1,700
耐熱祥 隅丸椀 朱ぼかし高台内金 B
 5-212-1（37001480）

6-218-2 ￥2,500
耐熱祥 隅丸椀 黒蔦 B

5-212-2（12033337）

6-218-3 ￥1,800
耐熱祥 隅丸椀 溜刷毛目 B

5-212-3（12033270）

6-218-7 ￥1,900
耐熱祥 隅丸椀 朱かすみライン／高台内金 B

5-212-7（31006200）

6-218-8 ￥1,900
耐熱祥 隅丸椀 黒かすみライン／高台内金 B

5-212-8（31006210）

6-218-9 ￥2,600
耐熱祥 隅丸椀 白檀ツマミ金ライン B

5-212-9（37001510）

6-218-10 ￥2,350
耐熱祥 隅丸椀 銀透きべっ甲帯 B

5-212-10（12033320）

6-218-4 ￥2,150
耐熱祥 隅丸椀 朱金かすみ B
 5-212-4（37001490）

6-218-5 ￥2,500
耐熱祥 隅丸椀 朱銀染め B

5-212-5（12033290）

6-218-6 ￥2,400
耐熱祥 隅丸椀 金帯金笹 B

5-212-6（12033300）

6-218-11 ￥2,250
耐熱祥 隅丸椀 黒鳴門 B
 5-212-11（12033310）

6-218-12 ￥2,350
耐熱祥 隅丸椀 銀透き内黒 B

5-212-12（37001520）

φ101×H98（H68）
280cc,120g（83g）耐熱祥 隅丸椀

　

　

吸物椀



φ100×H103（H74）325cc,112g（76g）

φ106×H103（H73） 245cc,117g（79g） 126×126×H83（H53） 310cc,162g（90g）

6-219-3 ￥1,700
耐熱3.3寸 玉子千筋椀 溜内朱　B
 5-213-3（32600400）

6-219-1 ￥1,700
耐熱3.3寸 玉子千筋椀 朱ツバ黒　B
 5-213-1（31006230）

6-219-2 ￥1,800
耐熱3.3寸 玉子千筋椀 黒高台内金　B
 5-213-2（37001530）

6-219-4 ￥1,950
耐熱3.5寸 乱引小吸椀 溜ツバ黒　B
 5-213-4（33500180）

6-219-6 ￥2,100
おみこし吸物椀 朱黒ぼかし　A
 （33710535）

6-219-5 ￥1,700
耐熱3.5寸 乱引小吸椀 栃　B
 5-213-5（12024300）

6-219-7 ￥2,800
おみこし吸物椀 銀透き内黒　A
 （33710545）

6-219-8 ￥1,750
耐熱3.5寸 雅小吸椀 黒二色歌舞伎 B
 5-213-6（33020710）

6-219-9 ￥2,350
耐熱3.5寸 雅小吸椀 朱菊　B
 5-213-7（33020730）

6-219-10 ￥2,400
耐熱3.5寸 雅小吸椀 黒日月　B
 5-213-8（33020720）

6-219-11 ￥2,450
耐熱3.5寸 雅小吸椀 黄金かすり　B
 5-213-9（12024190）

6-219-12 ￥2,500
耐熱3.5寸 雅小吸椀 朱鶴　B
 5-213-10（12024210）

6-219-13 ￥2,500
耐熱3.5寸 雅小吸椀 黒白壇波日月　B
 5-213-11（12024220）

6-219-14 ￥1,900
耐熱3.5寸 雅小吸椀 溜高台内金　B
 5-213-12（37001540）

6-219-15 ￥2,800
耐熱3.5寸 雅小吸椀 白檀ツマミ金ライン　B
 5-213-13（37001550）

φ104×H106（H75）295cc,115g（74g）

耐熱３.３寸玉子千筋椀

耐熱３.５寸雅小吸椀

耐熱３.５寸乱引小吸椀 おみこし吸物椀

吸物椀



6-220-2 ￥2,400
耐熱3.5寸 かすみ椀 黒日月　B
 5-214-2（33010130）

6-220-3 ￥2,350
耐熱3.5寸 かすみ椀 ブルー銀刷毛　B
 5-214-3（31006250）

6-220-1 ￥1,950
耐熱3.5寸 かすみ椀 幸輪　B
 5-214-4（12024460）

6-220-5 ￥2,600
耐熱3.5寸 かすみ椀 朱／黒乱れライン　B
 （33710540）

6-220-4 ￥2,600
耐熱3.5寸 かすみ椀 抹茶／黒乱れライン　B
 （33710530）

6-220-6 ￥2,400
耐熱3.5寸 かすみ椀 黒松　B
 5-214-6（12024490）

6-220-8 ￥1,800
耐熱3.5寸 丸駒椀 溜無地　B
 5-214-8（12033360）

6-220-9 ￥2,100
耐熱3.5寸 丸駒椀 流れ刷毛目　B
 5-214-9（12024430）

6-220-10 ￥2,450
耐熱3.5寸 丸駒椀 渦ひも　B
 5-214-10（35000150）

6-220-11 ￥2,700
耐熱3.5寸 丸駒椀 虹カスミ　B
 5-214-13（37001570）

6-220-12 ￥2,650
耐熱3.5寸 丸駒椀 菜種油刷毛目／松絵　B
 （33710550）

6-220-13 ￥3,250
耐熱3.5寸 丸駒椀 紫アクア／黒　B
 （33710560）

6-220-7 ￥1,500
耐熱3.5寸 丸駒椀 朱無地　B
 5-214-7（31006270）

φ102×H95（H67）290cc,120g（82g）

φ105×H96（H75）330cc,106g（76g）耐熱３.５寸かすみ椀

耐熱３.５寸丸駒椀

　

　

吸物椀



6-221-1 ￥1,950
耐熱3.5寸 玉子椀 銀光彩ぼかし高台内金ライン B
 5-215-1（70000140）

6-221-2 ￥1,950
耐熱3.5寸 玉子椀 銀光彩高台内金ライン B
 5-215-2（70000160）

6-221-3 ￥1,950
耐熱3.5寸 玉子椀 金光彩高台内金ライン B
 5-215-3（70000150）

6-221-10 ￥2,000
耐熱3.5寸 玉子椀 さくら B
 5-215-10（31006280）

6-221-13 ￥2,500
耐熱3.5寸 玉子椀 銀／緑 アクア B
 5-215-13（31006310）

6-221-11 ￥2,400
耐熱3.5寸 玉子椀 ゴールド ロクロ目 B
 5-215-11（31006290）

6-221-12 ￥2,750
耐熱3.5寸 玉子椀 銀彩白ぼかし B
 5-215-12（31006300）

6-221-4 ￥2,550
耐熱3.5寸 玉子椀 朱銀かすみ帯 B
 5-215-4（12024360）

6-221-5 ￥1,900
耐熱3.5寸 玉子椀 朱ぼかし高台内金 B
 5-215-5（37001590）

6-221-6 ￥2,500
耐熱3.5寸 玉子椀 渦ひも B
 5-215-6（35000230）

6-221-7 ￥3,250
耐熱3.5寸 玉子椀 二色武蔵野 B
 5-215-7（12024350）

6-221-8 ￥3,400
耐熱3.5寸 玉子椀 溜／柳 B
 5-215-8（33024235）

6-221-9 ￥2,350
耐熱3.5寸 玉子椀 朱こがね B
 5-215-9（37001580）

φ102×H104（H75） 300cc,140g（85g）

耐熱３.５寸玉子椀

吸物椀



6-222-5 ￥2,950
耐熱3.5寸 玉子椀 ロマン御所車 B
 5-216-5（32600670）

6-222-6 ￥3,000
耐熱3.5寸 玉子椀 黒金帯すすき B
 5-216-6（33020705）

6-222-7 ￥3,000
耐熱3.5寸 玉子椀 溜つぼつぼ B
 5-216-7（33020700）

6-222-8 ￥3,100
耐熱3.5寸 玉子椀 溜しのぶ B
 5-216-8（33020680）

6-222-9 ￥2,600
耐熱3.5寸 玉子椀 金銀八雲 B
 5-216-9（31006340）

6-222-11 ￥2,550
耐熱3.5寸 玉子椀 ワイン／銀かすり B
 5-216-11（31006360）

6-222-10 ￥2,550
耐熱3.5寸 玉子椀 朱黒／銀刷毛目 B
 5-216-10（31006350）

6-222-13 ￥2,600
耐熱3.5寸 玉子椀 金グリーンかすみ B
 5-216-13（32600490）

6-222-14 ￥2,600
耐熱3.5寸 玉子椀 黒鈴 B
 5-216-14（36501220）

6-222-1 ￥3,200
耐熱3.5寸 玉子椀 紫金七々子塗 B
 5-216-1（31006320）

6-222-3 ￥3,050
耐熱3.5寸 玉子椀 朱一筆かすり B
 5-216-3（37001610）

6-222-2 ￥2,600
耐熱3.5寸 玉子椀 銀カスミ高台内金 B
 5-216-2（12024320）

6-222-4 ￥3,050
耐熱3.5寸 玉子椀 黒一筆かすり B
 5-216-4（37001620）

φ102×H104（H75）300cc,140g（85g）

6-222-12 ￥1,600
耐熱3.5寸 玉子椀 朱天金 B
 5-216-12（37001630）

　

　

吸物椀



6-223-2 ￥1,600
耐熱3.5寸 千筋小吸椀 溜内朱 B
 5-202-2（33020020）

6-223-1 ￥1,450
耐熱3.5寸 千筋小吸椀 黒内朱 B
 5-202-1（37001220）

6-223-4 ￥1,900
耐熱3.5寸 千筋小吸椀 朱研出し内黒 B
 5-202-4（37001230）

6-223-3 ￥1,650
耐熱3.5寸 千筋小吸椀 黒朱金ライン 内朱 B
 5-202-3（33020010）

6-223-12 ￥3,100
つぼみ椀（大） 木目／黒刷毛目　D
φ109×H93（H72）410cc，160g（115g）
 5-218-8（12023960）

6-223-5 ￥1,800
耐熱まゆ型吸物椀 溜刷毛目 B
 5-218-1（33023310）

6-223-6 ￥2,600
耐熱まゆ型吸物椀 溜高台内金・見返し しのぶ B
 5-218-2（33023320）

6-223-9 ￥3,050
耐熱まゆ型吸物椀 朱つぼつぼ B
 5-218-5（33023330）

6-223-10 ￥3,050
耐熱まゆ型吸物椀 黒つぼつぼ B
 5-218-6（33023340）

6-223-7 ￥2,600
耐熱まゆ型吸物椀 黒一筆かすり B
 5-218-3（33023370）

6-223-8 ￥2,600
耐熱まゆ型吸物椀 朱一筆かすり B
 5-218-4（33023380）

6-223-11 ￥2,900
つぼみ椀（小） 木目／黒刷毛目　D
φ94×H82（H65）260cc，120g（90g）
 5-218-7（12023950）

6-223-13 ￥4,000
松川椀 朱アミメ　D

5-217-10（12024540）

6-223-14 ￥4,000
松川椀 黒アミメ　D

5-217-11（12024550）

6-223-15 ￥2,700
松川椀 朱天金　D

5-217-12（37001660）

6-223-16 ￥4,600
松川椀 武蔵野　D

5-217-13（33600420）

φ110×H86（H63）380cc,115g（75g）

φ104×H103（H73）305cc,109g（64g）

松川椀

耐熱まゆ型吸物椀

耐熱３.５寸千筋小吸椀

つぼみ椀

φ105×H103（H71）350cc,140g（100g）

小吸椀・吸物椀



6-224-1 ￥2,850
耐熱杵型吸物椀 溜 B
 5-219-1（12033870）

6-224-2 ￥4,200
耐熱杵型吸物椀 ルビーゴールド B
 5-219-2（12033880）

6-224-3 ￥4,000
耐熱杵型吸物椀 シルバーうず B
 5-219-3（12033915）

6-224-4 ￥4,400
耐熱杵型吸物椀 ベージュうず B
 5-219-4（12033925）

6-224-5 ￥3,600
耐熱杵型吸物椀 銀透きべっ甲帯 B
 5-219-5（12033930）

6-224-6 ￥3‚300
耐熱杵型吸物椀 黒／金ライン B
 5-219-6（31006420）

6-224-7 ￥3‚200
耐熱杵型吸物椀 銀光彩・高台内金ライン B
 5-219-7（31006430）

6-224-8 ￥3‚650
耐熱杵型吸物椀 黒／銀 塗り分け B
 5-219-8（31006440）

6-224-10 ￥3,100
耐熱3.6寸 天竜寺椀 朱紫かすり帯び B
 5-220-6（12024750）

6-224-9 ￥3,000
耐熱3.6寸 天竜寺椀 黒紫かすり帯び B
 5-220-5（12024760）

6-224-11 ￥2,650
耐熱3.6寸 天竜寺椀 一分溜蔦内朱 B
 5-220-9（33601150）

6-224-12 ￥3,250
耐熱3.6寸 天竜寺椀 朱菊詰め B
 5-220-10（12024790）

6-224-13 ￥2,800
耐熱3.6寸 天竜寺椀 茶しぶき B
 5-220-7（12024770）

6-224-14 ￥2,950
耐熱3.6寸 天竜寺椀 金しぶき B
 5-220-8（12024780）

6-224-15 ￥3,350
耐熱3.6寸 天竜寺椀 手描木目塗 B
 5-220-11（15158430）

6-224-16 ￥3,800
耐熱3.6寸 天竜寺椀 笹ちらし 内朱 B
 5-220-12（33500210）

φ103×H96（H70）370cc,120g（90g）耐熱杵型吸物椀

φ110×H99（H70） 370cc,140g（100g）耐熱３.６寸天竜寺椀

　

　

吸物椀



6-225-1 ￥1,750
耐熱3.6寸 亀甲吸物椀 黒天朱 B
 5-220-1（33601960）

6-225-2 ￥2,100
耐熱3.6寸 亀甲吸物椀 溜 B
 5-220-2（33601970）

6-225-3 ￥2,250
菊型吸物椀 チーク D
 5-220-3（12025035）

6-225-4 ￥2,150
菊型吸物椀 吟朱 D
 5-220-4（12025045）

φ108×H104（H76） 380cc,140g（100g）

φ111×H99（H69）330cc,160g（110g）

φ108×H104（H73）360cc,125g（80g）

6-225-5 ￥1,850
耐熱3.6寸 千筋高仙才椀 溜内朱 B
 5-221-3（32601210）

6-225-6 ￥1‚750
耐熱3.6寸 千筋高仙才椀 朱ツバ黒 B
 5-221-4（31006450）

6-225-7 ￥1,800
耐熱3.6寸 千筋高仙才椀 黒高台内金 B
 5-221-5（37001680）

6-225-10 ￥2,700
耐熱3.7寸 仙才椀 紅ライン高台内金 B
 5-221-8（37001690）

6-225-14 ￥2,250
耐熱3.7寸 仙才椀 茶金カスミ B
 5-221-12（37001710）

6-225-8 ￥1,900
耐熱3.7寸 仙才椀 朱ぼかし B
 5-221-6（32000300）

6-225-9 ￥2,600
耐熱3.7寸 仙才椀 金かすみ B
 5-221-7（12033520）

6-225-11 ￥2,750
耐熱3.7寸 仙才椀 桐 B
 5-221-9（12024620）

6-225-12 ￥3,600
耐熱3.7寸 仙才椀 立田川春秋 B
 5-221-10（12024650）

6-225-13 ￥4,200
耐熱3.7寸 仙才椀 七宝雪月花 B
 5-221-11（33601050）

φ110×H102（H70） 390cc,160g（100g）耐熱３.６寸亀甲吸物椀 菊型吸物椀

耐熱３.６寸千筋高仙才椀

耐熱３.７寸仙才椀

吸物椀



6-226-7 ￥2,900
耐熱4寸 古代椀 春慶刷毛目 B
 5-222-7（37001720）

6-226-8 ￥3,000
耐熱4寸 古代椀 銀透き内黒 B
 5-222-8（37001730）

6-226-9 ￥1‚900
耐熱4寸 古代椀 溜 B
 5-222-9（31006510）

6-226-1 ￥3,000
耐熱3.7寸 羽反吸物椀 朱金千引 B
 5-222-1（33601090）

6-226-2 ￥4,000
耐熱3.7寸 羽反吸物椀 御所車内朱 B
 5-222-2（33601110）

6-226-3 ￥3,200
耐熱3.7寸 羽反吸物椀 朱短冊 B
 5-222-3（12024670）

6-226-4 ￥3,200
耐熱3.7寸 羽反吸物椀 黒短冊 B
 5-222-4（12024680）

6-226-5 ￥3,200
耐熱3.7寸 羽反吸物椀 朱つぼつぼ B
 5-222-5（12024690）

6-226-6 ￥3,200
耐熱3.7寸 羽反吸物椀 黒つぼつぼ B
 5-222-6（12024700）

6-226-10 ￥2,900
耐熱4寸 古代椀 松葉 B
 5-222-10（12025025）

6-226-11 ￥3,500
耐熱4寸 古代椀 溜つぼつぼ B
 5-222-12（33011380）

6-226-12 ￥2,800
耐熱4寸 古代椀 朱扇面内朱 B
 5-222-13（33020830）

φ111×H102（H72）380cc,145g（90g）

φ112×H113（H75）340cc,140g（89g）

耐熱３.７寸羽反吸物椀

耐熱４寸古代椀

　

　

吸物椀



6-227-1 ￥4,500
耐熱◯和 越前椀 黒内黒 蓋見返し波（手描き） B
 5-223-1（70000310）

6-227-2 ￥4,550
耐熱◯和 越前椀 新溜 蓋見返し花飛沫（手描き） B
 5-223-2（70000320）

6-227-3 ￥4,500
耐熱◯和 越前椀 黒内朱 蓋見返し波千鳥（手描き） B
 5-223-3（70000330）

6-227-4 ￥4,200
耐熱◯和 越前椀 朱ツバ黒 蓋見返し遠山（手描き） B
 5-223-4（70000340）

6-227-5 ￥2,700
耐熱◯和 越前椀 銀ぼかし高台内金 B
 5-223-5（70000350）

6-227-6 ￥2,950
耐熱◯和 越前椀 朱色紙結び B
 5-223-6（70000400）

6-227-7 ￥2,150
耐熱◯和 越前椀 溜高台内金 B
 5-223-7（37001740）

6-227-8 ￥2,650
耐熱◯和 越前椀 ワインカスリ河 B
 （33710570）

6-227-9 ￥2,800
耐熱◯和 越前椀 銀帯箔チラシ B
 5-223-9（37001760）

6-227-10 ￥2,650
耐熱◯和 越前椀 エメラルドカスリ河 B
 （33710580）

6-227-11 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀 天平絵 B
 5-223-11（70000600）

6-227-12 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀 白檀唐草 B
 5-223-12（70000540）

6-227-13 ￥2,450
耐熱◯和 越前椀 銀楽刷毛 B
 5-223-13（12033385）

6-227-14 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀 茶乾漆日月 B
 5-223-14（12024830）

φ111×H100（H69）330cc,140g（95g）耐熱◯和 越前椀

吸物椀



φ111×H100（H69）330cc,140g（95g）

6-228-1 ￥2,300
耐熱◯和 越前椀 朱かすみ B
 5-224-1（12024840）

6-228-3 ￥2,400
耐熱◯和 越前椀 朝霧 B
 5-224-3（37001780）

6-228-4 ￥2,750
耐熱◯和 越前椀 ワイン／銀かすり B
 5-224-4（37001790）

6-228-5 ￥2,550
耐熱◯和 越前椀 朱津軽 B
 （33710590）

6-228-6 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀 朱日月 B
 5-224-6（37001810）

6-228-7 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀 黒日月 B
 5-224-7（37001820）

6-228-8 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀 溜武蔵野日月 B
 5-224-8（70000550）

6-228-9 ￥3,250
耐熱◯和 越前椀 ケヤキ B
 5-224-9（70000590）

6-228-10 ￥2,900
耐熱◯和 越前椀 春秋高台内金 B
 5-224-10（12024890）

6-228-11 ￥3,700
耐熱◯和 越前椀 茶金刷毛目高台内金 B
 5-224-11（70000430）

6-228-12 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀  朱菊詰め B
 5-224-12（12024900）

6-228-13 ￥3,300
耐熱◯和 越前椀 溜菊詰め B
 5-224-13（12024910）

6-228-14 ￥5,100
耐熱◯和 越前椀 金武蔵野 B
 5-224-14（70000570）

6-228-2 ￥1,900
耐熱◯和 越前椀 朱天金 B
 5-224-2（37001770）

　

　

吸物椀



φ112×H99（H71）330cc,140g（95g）

6-229-1 ￥3,000
耐熱新◯和 越前椀 銀透き内黒 B
 5-225-1（37001830）

6-229-2 ￥4,550
耐熱新◯和 越前椀 朱 蓋見返し春秋（手描き） B
 5-225-2（70000650）

6-229-3 ￥3,200
耐熱新◯和 越前椀 黒 蓋見返し笹（手描き） B
 5-225-3（70000660）

6-229-4 ￥3,000
耐熱新◯和 越前椀 溜金刷毛目 B
 5-225-4（70000740）

6-229-8 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 黒つぼつぼ B
 5-225-8（37001840）

6-229-6 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 渦根来内朱 B
 5-225-6（70000690）

6-229-7 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 朱つぼつぼ B
 5-225-7（37001850）

6-229-5 ￥3,150
耐熱新◯和 越前椀 変わり金ぼかし B
 5-225-5（70000780）

6-229-9 ￥3,750
耐熱新◯和 越前椀 朱新武蔵野 B
 5-225-9（70000860）

6-229-10 ￥3,750
耐熱新◯和 越前椀 緑新武蔵野 B
 5-225-10（70000850）

6-229-11 ￥3,550
耐熱新◯和 越前椀 溜金色紙 B
 5-225-11（70000870）

6-229-12 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 白檀市松 B
 5-225-12（70000880）

6-229-13 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 金銀八雲 B
 5-225-13（70000760）

6-229-14 ￥3,000
耐熱新◯和 越前椀 総金 B
 5-225-14（70000770）

耐熱新◯和 越前椀

吸物椀



φ112×H99（H71）330cc,140g（95g）

6-230-1 ￥2,300
耐熱新◯和 越前椀 金光彩高台内金ライン B
 5-226-1（70000750）

6-230-2 ￥2,300
耐熱新◯和 越前椀 銀光彩 B
 5-226-2（37001860）

6-230-3 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 ワインカラー乱 B
 5-226-3（37001870）

6-230-4 ￥2,300
耐熱新◯和 越前椀 溜刷毛目 B
 5-226-4（70000680）

6-230-5 ￥3,150
耐熱新◯和 越前椀 砂金 B
 5-226-5（70000820）

6-230-6 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 銀ぼかし高台内金 B
 5-226-6（12024920）

6-230-7 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 黒金波 B
 5-226-7（70000840）

6-230-8 ￥3,000
耐熱新◯和 越前椀 黒銀波 B
 5-226-8（70000930）

6-230-9 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 黒ひょうたん B
 5-226-9（37001880）

6-230-10 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 朱ひょうたん B
 5-226-10（37001890）

6-230-11 ￥3,300
耐熱新◯和 越前椀 若葉 B
 5-226-11（70000900）

6-230-12 ￥3,000
耐熱新◯和 越前椀 小絞菊 B
 （33710610）

　

　

吸物椀



φ111×H103（H72）360cc,165g（105g）

6-231-2 ￥2,300
耐熱3.8寸 京型椀 銀光彩高台内金ライン B
 5-227-1（70000260）

6-231-5 ￥3,100
耐熱3.8寸 京型椀 朱金千引 B
 5-227-2（33601200）

6-231-3 ￥2,100
耐熱3.8寸 京型椀 あさぎパール刷毛目 B
 5-227-3（37001910）

6-231-7 ￥3,700
耐熱3.8寸 京型椀 黒新春秋 B
 5-227-7（33601220）

6-231-6 ￥3,700
耐熱3.8寸 京型椀 白檀日月 B
 5-227-8（70000290）

6-231-8 ￥4,800
耐熱3.8寸 京型椀 扇面 毘沙門天塗 B
 5-227-11（33024080）

6-231-4 ￥2,900
耐熱3.8寸 京型椀 総銀地 B
 5-227-12（70000280）

6-231-1 ￥2,100
耐熱3.8寸 京型椀 黒ゆず天目内朱 B
 5-227-14（37001960）

6-231-9 ￥3,100
立山椀 夕焼け D
 5-231-9（12025000）

6-231-10 ￥3,400
立山椀 茶しぶき D
 5-231-10（12025030）

6-231-14 ￥3,950
立山椀 歌舞伎 D
 5-231-11（12025050）

6-231-13 ￥5,500
立山椀 クリームアクア日月 D
 5-231-14（37001940）

6-231-11 ￥3,800
立山椀 黒アミメ D
 5-231-12（12025060）

6-231-12 ￥3,800
立山椀 朱アミメ D
 5-231-13（12025070）

φ119×H87（H57）320cc,135g（80g）

耐熱３.８寸京型椀

立山椀

吸物椀



6-232-1 ￥1‚350
耐熱3.3寸刷毛目小吸椀 溜 B

5-233-1（31005690）

6-232-2 ￥1‚500
耐熱3.3寸刷毛目小吸椀 朱研ぎ出し B

5-233-2（31005700）

6-232-3 ￥1‚400
耐熱3.6寸刷毛目吸物椀 溜 B

5-233-3（31005710）

6-232-4 ￥1‚600
耐熱3.6寸刷毛目吸物椀 朱研ぎ出し B

5-233-4（31005720）

φ100×H95（H67）
280cc,100g（60g）

φ110×H100（H73）
380cc,120g（70g）

6-232-5 ￥3,050
耐熱3.8寸 高仙才椀 朱現代アジロ B
 5-228-1（32601250）

6-232-6 ￥3,050
耐熱3.8寸 高仙才椀 黒現代アジロ B
 5-228-2（32601260）

6-232-8 ￥4,500
耐熱3.8寸 高仙才椀 糸目ベージュ B
 5-228-3（33600510）

6-232-7 ￥2,100
耐熱3.8寸 高仙才椀 朱ボカシ B
 5-228-4（33011475）

6-232-11 ￥3,300
耐熱3.8寸 高仙才椀 黒レインボー B
 5-228-5（33601190）

6-232-9 ￥3,500
耐熱3.8寸 高仙才椀 朱内黒飛鶴 B
 5-228-6（33011420）

6-232-10 ￥3,950
耐熱3.8寸 高仙才椀 黒金帯波千鳥 B
 5-228-7（33011470）

6-232-12 ￥2,600
耐熱3.8寸 新高仙才椀 朱こがね B
 5-228-9（12024980）

6-232-13 ￥2,600
耐熱3.8寸 新高仙才椀 紫銀ぼかし B
 5-228-10（12024990）

6-232-14 ￥2,700
耐熱3.8寸 新高仙才椀 研風朱春秋 B
 5-228-11（32601300）

6-232-15 ￥2,700
耐熱3.8寸 新高仙才椀 研風黒春秋 B
 5-228-12（32601290）

耐熱刷毛目椀

φ110×H96（H72）360cc,145g（95g）耐熱３.８寸高仙才椀

φ110×H103（H73）360cc,140g（100g）耐熱３.８寸新高仙才椀

　

　

吸物椀



6-233-1 ￥800
4寸 亀甲吸物椀 黒内朱　A
 5-230-11（33100330）

6-233-2 ￥1,350
4寸 耐熱亀甲吸物椀 黒内朱　B
 5-230-12（33602410）

6-233-3 ￥1,150
4寸 亀甲吸物椀 栃内朱　A
 5-230-13（33100340）

6-233-4 ￥1,600
4寸 耐熱亀甲吸物椀 溜　B
 5-230-14（33602420）

6-233-5 ￥1,650
4寸 開き仙才椀 黒かすり　A
 5-230-1（33100370）

6-233-6 ￥1,650
4寸 開き仙才椀 朱かすり　A
 5-230-2（33100380）

6-233-7 ￥2,700
4寸 開き仙才椀 黒ひょうたん　A
 （33710630）

6-233-8 ￥2,700
4寸 開き仙才椀 朱ひょうたん　A
 （33710640）

φ114×H93（H67）390cc,160g（125g）

φ120×H92（H63）330cc,140g（90g）

6-233-13 ￥2,950
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 朱内黒四君子 B
 5-236-10（33500370）

6-233-14 ￥3,100
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 茶八雲帯 B
 5-236-13（12025230）

6-233-10 ￥2‚900
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 銀かすみ高台内金 B
 5-236-11（31006550）

6-233-11 ￥2,550
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 シルバー帯銀箔 B
 （33710650）

6-233-12 ￥2,550
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 ゴールド帯金箔 B
 （33710660）

6-233-15 ￥3‚400
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 銀彩紫ぼかし B
 5-236-12（31006560）

6-233-9 ￥1‚900
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 溜無地 B
 5-236-14（31006570）

6-233-16 ￥3‚400
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 銀彩グリーンぼかし B
 5-236-15（31006580）

φ121×H88（H58）
410cc,110g（70g）

４寸亀甲吸物椀

４寸開き仙才椀

耐熱３.８寸ゆり型吸物椀

吸物椀



6-234-1 ￥2,100
耐熱4寸 仙才椀 二色歌舞伎 B
 5-229-1（33010910）

6-234-2 ￥2,750
耐熱4寸 仙才椀 朱アヤトリ B
 5-229-2（32600950）

6-234-3 ￥2,950
耐熱4寸 仙才椀 亀甲紋 B
 5-229-3（32600962）

6-234-4 ￥3,400
耐熱4寸 仙才椀 蘭 B
 5-229-4（33602310）

6-234-5 ￥3,450
耐熱4寸 仙才椀 十草 B
 5-229-5（33602320）

6-234-6 ￥3,100
耐熱4寸 仙才椀 光源 B
 5-229-6（32600970）

6-234-7 ￥3,300
耐熱4寸 仙才椀 朱四君子 B
 5-229-7（33011360）

6-234-8 ￥3,950
耐熱4寸 仙才椀 黒金帯波千鳥 B
 5-229-8（33500470）

6-234-11 ￥3,100
耐熱4寸 石平仙才椀 朱花イカダ B
 5-230-5（32600990）

6-234-12 ￥3,100
耐熱4寸 石平仙才椀 黒花イカダ B
 5-230-6（32601000）

6-234-13 ￥3,250
耐熱4寸 石平仙才椀 研出風蔦 B
 5-230-7（32601020）

6-234-14 ￥3,900
耐熱4寸 石平仙才椀 朱ぼかし萩 B
 5-230-8（12033530）

6-234-15 ￥3,500
耐熱4寸 石平仙才椀 武蔵野 B
 5-230-9（33600550）

6-234-16 ￥2,100
耐熱4寸 石平仙才椀 朱ボカシ B
 5-230-10（33600555）

φ120×H90（H63）330cc,140g（90g）耐熱４寸仙才椀

耐熱４寸石平仙才椀 φ121×H86（H62）390cc,125g（80g）

6-234-9 ￥3,200
耐熱4寸 平仙才椀 室町 B
 5-230-3（35000270）

6-234-10 ￥3,400
耐熱4寸 平仙才椀 高山寺 B
 5-230-4（33101090）

耐熱４寸平仙才椀 φ124×H91（H63）360cc,170g（105g）

　

　

吸物椀



6-235-1 ￥2,100
耐熱円山椀 乾漆金刷毛目　B
 5-231-5（37001920）

6-235-2 ￥2,850
耐熱円山椀 グリーンぼかし箔落し　B
 5-231-6（12024720）

6-235-3 ￥2,600
耐熱円山椀 銀透きべっ甲帯　B
 5-231-7（37001930）

6-235-4 ￥2,850
耐熱円山椀 笹　B
 5-231-8（12024740）

φ111×H93（H66）320cc,115g（70g）耐熱円山椀

6-235-5 ￥3,300
3.8寸 越丸椀 ドリーム　D
 5-231-1（33024885）

6-235-6 ￥3,650
3.8寸 越丸椀 黒まり　D
 5-231-2（33025290）

6-235-7 ￥3,900
3.8寸 越丸椀 朱ツバ黒内黒立田川　D
 5-231-3（33024900）

6-235-8 ￥3,650
3.8寸 越丸椀 黒のし　D
 5-231-4（33024910）

φ112×H98（H70）350cc,140g（95g）３.８寸越丸椀

6-235-9 ￥2,300
耐熱4寸 乱引吸物椀 溜ツバ黒　B
 5-234-1（33500400）

6-235-10 ￥2,100
耐熱4寸 乱引吸物椀 朱ツバ黒内黒　B
 （33710690）

6-235-11 ￥1,900
耐熱4寸 乱引吸物椀 黒内黒　B
 （33710710）

φ117×H105（H71） 410cc,155g（100g）耐熱４寸乱引吸物椀

6-235-12 ￥2,600
4.2寸 高仙才椀 朱津軽　H
 （33710670）

6-235-13 ￥2,600
4.2寸 高仙才椀 黒津軽　H
 （33710680）

6-235-14 ￥2,500
4.2寸 高仙才椀 朱ツ黒稲穂　H

5-233-11（34010320）

6-235-15 ￥3,400
4.2寸 高仙才椀 溜花丸　H

5-233-12（34010350）

φ119×H106（H76）380cc,180g（120g）４.２寸高仙才椀

吸物椀



6-236-1 ￥2,050
耐熱4寸 段付直仙才椀 朱ぼかし B
 5-232-1（12025140）

6-236-2 ￥3,700
耐熱4寸 段付直仙才椀 金銀八雲 B
 5-232-2（12025150）

6-236-3 ￥2,550
耐熱4寸 段付直仙才椀 朱金ライン B
 5-232-3（12025160）

6-236-4 ￥3,000
耐熱4寸 段付直仙才椀 金かすみ B
 5-232-4（37001950）

6-236-5 ￥3,800
耐熱4寸 段付直仙才椀 色紙 B
 5-232-5（12025180）

6-236-6 ￥3,700
耐熱4寸 段付直仙才椀 唐草 B
 5-232-6（12025200）

6-236-7 ￥3,200
耐熱4寸 段付直仙才椀 黄金ライン B
 5-232-7（37001970）

6-236-8 ￥3,500
耐熱4寸 段付直仙才椀 銀渦ライン高台内金 B
 5-232-8（37001980）

6-236-9 ￥2,400
耐熱4寸 台平仙才椀 朱銀染め B
 5-232-9（12025065）

6-236-10 ￥3,550
耐熱4寸 台平仙才椀 朱ぼかし立田川春秋 B
 5-232-10（12025090）

6-236-11 ￥3,100
耐熱4寸 台平仙才椀 志野刷毛目 B
 （33710720）

6-236-12 ￥3,300
耐熱4寸 台平仙才椀 忍塗 B
 5-232-12（12025110）

耐熱４寸段付直仙才椀

耐熱４寸台平仙才椀

φ121×H101（H69）350cc,175g（115g）

φ124×H90（H63） 380cc,160g（100g）

　

　

吸物椀



φ120×H105（H71） 380cc,145g（90g）

6-237-7 ￥2‚450
耐熱4寸 高台高仙才椀 溜刷毛目 B
 5-234-9（31006530）

6-237-10 ￥3,100
耐熱4寸 高台高仙才椀 ワイン／銀かすり B
 5-234-12（37001990）

6-237-8 ￥3,250
耐熱4寸 高台高仙才椀 朱二輪菊 B
 5-234-10（33021160）

6-237-9 ￥2,650
耐熱4寸 高台高仙才椀 溜高台内金 B
 5-234-11（37002020）

6-237-11 ￥2,500
耐熱4寸 高台高仙才椀 黒日月 B
 5-234-13（33021120）

6-237-12 ￥2,800
耐熱4寸 高台高仙才椀 朱光彩 B
 5-234-14（37002010）

6-237-13 ￥2,600
耐熱4寸 高台高仙才椀 銀光彩 B
 5-234-15（37002030）

6-237-1 ￥2,300
耐熱4寸 仙才丸椀 黒日月 B
 5-234-3（33021020）

6-237-5 ￥3‚200
耐熱4寸 仙才丸椀 朱銀ぼかし B
 5-234-4（31006520）

6-237-2 ￥2‚300
耐熱4寸 仙才丸椀 ブルー深海 B
 5-234-5（31007095）

6-237-3 ￥2,900
耐熱4寸 仙才丸椀 黒扇面 B
 5-234-6（33021060）

6-237-4 ￥2,950
耐熱4寸 仙才丸椀 黒蔦 B
 5-234-7（33021050）

6-237-6 ￥3,900
耐熱4寸 仙才丸椀 御所車　B
 5-234-8（12025190）

耐熱４寸仙才丸椀

φ120×H104（H79） 380cc,160g（100g）耐熱４寸高台高仙才椀

吸物椀



6-238-2 ￥1,500
4寸 小槌椀 梨地　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-1（32602360）

6-238-6 ￥2,450
4寸 小槌椀 漆木目　H
φ129×H87（H56）320cc，130g（80g）
 5-235-2（35011710）

6-238-5 ￥1,900
4寸 小槌椀 かすり刷毛目　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-3（12025260）

6-238-7 ￥1,900
4寸 小槌椀 溜荒筋刷毛目　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-4（33100420）

6-238-8 ￥2,300
4寸 小槌椀 夕焼け　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-5（12025270）

6-238-3 ￥1,600
4寸 小槌椀 朱ひょうたん　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-6（33100410）

6-238-4 ￥1,900
4寸 小槌椀 溜蘭　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-8（35041810）

6-238-9 ￥1,900
4寸 小槌椀 黒菊　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-9（35041830）

6-238-1 ￥2,700
4寸 小槌吸物椀 朱御所車内黒　A
φ129×H84（H59）300cc，125g（75g）
 5-235-10（34010450）

6-238-15 ￥3,100
耐熱4寸 小槌吸物椀 アクアイエロー B
 5-236-4（12025280）

6-238-11 ￥2,300
耐熱4寸 小槌吸物椀 二色歌舞伎 B
 5-236-3（33020410）

6-238-12 ￥2,550
耐熱4寸 小槌吸物椀 エメラルド B
 5-236-1（32601450）

6-238-13 ￥2,850
耐熱4寸 小槌吸物椀 日月一文字 B
 5-236-7（33602230）

6-238-10 ￥3,050
耐熱4寸 小槌吸物椀 朱二輪菊 B
 5-236-2（33020450）

6-238-14 ￥2,900
耐熱4寸 小槌吸物椀 黒扇面 B
 5-236-5（33602240）

6-238-17 ￥3,100
耐熱4寸 小槌吸物椀 ソテツ B
 5-236-8（32601580）

6-238-16 ￥3,450
耐熱4寸 小槌吸物椀 朱すすき B
 5-236-6（32601500）

6-238-18 ￥3,450
耐熱4寸 小槌吸物椀 黒すすき B
 5-236-9（32601510）

４寸小槌椀 耐熱４寸小槌吸物椀

φ129×H84（H59）
300cc,125g（75g）

　

　

吸物椀



耐熱福富士天竜寺椀

耐熱福富士椀

6-239-1 ￥2,450
耐熱福富士椀 銀彩ぼかし　B
 （31007940）

6-239-3 ￥2,600
耐熱福富士椀 ワイン/金刷毛目　B
 （31007960）

6-239-4 ￥3,050
耐熱福富士椀 銀雲研出し　B
 （31008010）

6-239-9 ￥3,150
耐熱福富士天竜寺椀 銀雲研出し　B
 （31008020）

6-239-6 ￥2,550
耐熱福富士天竜寺椀 銀彩ぼかし　B
 （31007950）

6-239-7 ￥2,700
耐熱福富士天竜寺椀 ワイン/金刷毛目　B
 （31007970）

6-239-8 ￥2,700
耐熱福富士天竜寺椀 梨地銀かすみ　B
 （31007990）

6-239-10 ￥3,400
耐熱福富士天竜寺椀 総銀透き　B
 （31008040）

6-239-2 ￥2,600
耐熱福富士椀 梨地銀かすみ　B
 （31007980）

6-239-5 ￥3,400
耐熱福富士椀 総銀透き　B
 （31008030）

φ118×H100（H61）300cc,121g（72g）

φ121×H96（H54）370cc,140g（92g）

耐熱福富士椀



４寸富士型かすみ椀

6-240-4 ￥2,100
4寸富士型かすみ椀 黒刷毛目高台内朱 B
 5-238-1（31005140）

6-240-2 ￥2,700
4寸富士型かすみ椀 紅ライン高台内金 B
 5-238-2（31005170）

6-240-3 ￥2,800
4寸富士型かすみ椀 赤富士　B
 5-238-3（80516781）

6-240-6 ￥2,800
4寸富士型かすみ椀 黄金富士 B
 5-238-6（80516783）

6-240-9 ￥3,100
4寸富士型かすみ椀 白富士・絵入　B
 5-238-9（80516784）

6-240-1 ￥2,350
4寸富士型かすみ椀 銀光彩ぼかし B
 5-238-4（31005150）

6-240-5 ￥2,350
4寸富士型かすみ椀 金光彩ぼかし B
 5-238-5（31005160）

6-240-7 ￥3,600
4寸富士型かすみ椀 銀流水　B
 5-238-7（31005180）

6-240-8 ￥3,600
4寸富士型かすみ椀 金流水　B
 5-238-8（31005190）

φ118×H83（H61）300cc,110g（70g）

　

　

吸物椀



φ121×H85（H54）370cc,140g（90g）

6-241-4 ￥3,500
耐熱4寸 天竜寺椀 黒春秋 B
 5-237-4（33500440）

6-241-3 ￥2,650
耐熱4寸 天竜寺椀 黒／金ライン B
 5-237-3（12025300）

6-241-1 ￥2,350
耐熱4寸 天竜寺椀 黒金縁 B
 5-237-1（32601660）

6-241-2 ￥3,300
耐熱4寸 天竜寺椀 色笹 B
 5-237-2（33601290）

6-241-5 ￥2,900
耐熱4寸 天竜寺椀 銀帯松葉 B
 5-237-5（12025310）

6-241-6 ￥2,750
耐熱4寸 天竜寺椀 銀透きべっ甲帯 B
 5-237-6（12033740）

6-241-7 ￥3,900
耐熱4寸 天竜寺椀 黒松唐草 B
 5-237-7（33500420）

6-241-8 ￥2‚500
耐熱4寸 天竜寺椀 一分溜松葉 B
 5-237-8（31006590）

6-241-9 ￥2‚150
耐熱4寸 天竜寺椀 朱天金 B
 5-237-9（31006600）

6-241-10 ￥2‚500
耐熱4寸 天竜寺椀 銀錆筋 B
 5-237-10（31006610）

6-241-11 ￥2‚600
耐熱4寸 天竜寺椀 若草・銀ハジキ B
 5-237-11（31006620）

耐熱４寸天竜寺椀

吸物椀



6-242-2 ￥3‚350
平富士吸物椀 朱刷毛目 内柿朱 D
 5-239-3（31006700）

6-242-1 ￥3‚950
平富士吸物椀 銀透き　D
 5-239-1（31006680）

6-242-7 ￥4‚900
直天竜寺吸物椀 銀透き　D
 5-239-7（31006710）

6-242-8 ￥4‚300
直天竜寺吸物椀 紅ライン高台内金 D
 5-239-8（31006720）

6-242-6 ￥4‚100
平富士吸物椀 変わり金ぼかし D
 5-239-2（31006690）

6-242-3 ￥3,400
平富士吸物椀 一分溜桐唐草　D
 5-239-4（33600560）

6-242-4 ￥3,800
平富士吸物椀 ルミナスパール D
 5-239-5（32601630）

6-242-5 ￥4,050
平富士吸物椀 すすき　D
 5-239-6（33600570）

6-242-9 ￥4,700
直天竜寺吸物椀 金駒筋　D
 5-239-9（12025330）

6-242-10 ￥6,200
直天竜寺吸物椀 溜金帯波　D
 5-239-10（32601650）

φ121×H80（H52）290cc,130g（80g）

φ125×H86（H58）430cc,130g（80g）

φ120×H88（H59）300cc,150g（95g）

6-242-13 ￥1,900
4.2寸 お好み椀 朱カスミ　A
 5-240-5（37002040）

6-242-14 ￥2,700
4.2寸 お好み椀 銀透き内黒　A
 5-240-6（37002045）

6-242-11 ￥1,700
4.2寸 お好み椀 溜刷毛目 内黒 A

5-240-3（33601880）

6-242-12 ￥1,700
4.2寸 お好み椀 黒茶天金　A

5-240-4（12025340）

４.２寸お好み椀

直天竜寺吸物椀

平富士吸物椀

吸物椀・雑煮椀



6-243-9 ￥5,100
詩季吸物椀 溜 日月　D
φ110×H94（H68）360cc，140g（90g）
 5-239-13（35000350）

6-243-10 ￥5,300
詩季雑煮椀 溜 日月　D
φ121×H92（H63）480cc，180g（110g）
 5-239-14（35000360）

6-243-3 ￥2,050
3.6寸 百合木目吸物椀 黒　D

5-239-11（35000300）

6-243-4 ￥2,050
3.6寸 百合木目吸物椀 溜　D

5-239-12（35000310）

φ109×H100（H70）
350cc,140g（85g）

6-243-1 ￥2,250
耐熱のみ彫り小吸椀 溜研出し　B
φ102×H108（H73）320cc，130g（90g）
 5-218-9（12023970）

6-243-2 ￥2,450
耐熱のみ彫り仙才椀 溜研出し　B
φ121×H90（H63）340cc，160g（100g）
 5-218-10（12023980）

6-243-5 ￥2,450
耐熱4寸 千鳥椀 溜刷毛目 内朱　B
 5-241-1（38012080）

6-243-6 ￥2,750
耐熱4寸 千鳥椀 白歌舞伎塗 内朱　B
 5-241-2（38012060）

φ118×H95（H70）410cc,165g（110g）

6-243-11 ￥1,900
耐熱千鳥椀（大）朱内黒　B
 5-241-3（12025370）

6-243-12 ￥1,900
耐熱千鳥椀（大）黒内朱　B
 5-241-4（12025380）

φ127×H93（H66）
500cc,170g（115g）

6-243-7 ￥1,050
4寸 千筋ケヤキ吸物椀 黒天朱 A

5-240-1（32015620）

6-243-8 ￥1,150
4寸 千筋ケヤキ吸物椀 溜　A

5-240-2（32015630）

φ118×H98（H67）
410cc,120g（75g）

6-243-13 ￥1,500
四ツ椀（汁） 黒　A
φ126×H90（H60）400cc，150g（100g）
 5-240-7（33100310）

6-243-14 ￥1,600
四ツ椀（飯） 黒　A
φ132×H105（H70）540cc，190g（110g）
 5-240-8（33100320）

耐熱のみ彫り椀

３.６寸百合木目吸物椀 耐熱４寸千鳥椀

４寸千筋ケヤキ吸物椀 詩季椀

耐熱千鳥椀（大） 四ツ椀

雑煮椀・多用椀



6-244-1 ￥1,950
耐熱平筋雑煮椀 元禄塗分　B
 5-241-5（35000370）

6-244-2 ￥2,100
耐熱平筋雑煮椀 黄金塗分　B
 5-241-6（12025360）

6-244-3 ￥2,250
耐熱平筋雑煮椀 朱／金神楽　B
 （33710730）

6-244-4 ￥2,250
耐熱平筋雑煮椀 黒／金神楽　B
 （33710740）

φ121×H99（H66） 390cc,160g（105g）

φ128×H106（H72） 450cc,175g（110g）

6-244-5 ￥1,800
耐熱新4寸天竜寺椀 溜　B
 5-242-1（33023700）

6-244-6 ￥1,800
耐熱新4寸天竜寺椀 朱／黒ぼかし B
 5-242-2（33023710）

6-244-7 ￥2,750
耐熱新4寸天竜寺椀 銀溜内黒 B
 5-242-3（33023730）

6-244-8 ￥2,750
耐熱新4寸天竜寺椀 白檀日月 B
 5-242-4（33023740）

6-244-9 ￥2,750
耐熱新4寸天竜寺椀 朱刷毛目吉野内朱 B
 5-242-5（33023760）

6-244-10 ￥3,000
耐熱新4寸天竜寺椀 黒・金市松 B
 5-242-6（33023720）

6-244-11 ￥3,300
耐熱新4寸天竜寺椀 黒松唐草 B
 5-242-7（33023750）

6-244-12 ￥3,600
耐熱新4寸天竜寺椀 黒・御所車 B
 5-242-8（33023780）

6-244-13 ￥3,850
耐熱新4寸天竜寺椀 黒・短冊 B
 5-242-9（33023770）

耐熱新４寸天竜寺椀

耐熱平筋雑煮椀

雑煮椀・多用椀



6-245-5 ￥2,700
耐熱4.2寸 雑煮椀 金光彩　B
 5-241-11（37002080）

6-245-1 ￥2,600
耐熱4.2寸 雑煮椀 朱ぼかし高台内金　B
 5-241-7（37002050）

6-245-2 ￥2,800
耐熱4.2寸 雑煮椀 溜高台内金　B
 5-241-8（37002060）

6-245-8 ￥2,350
耐熱4.2寸 雑煮椀 総朱　B
 （33710770）

6-245-7 ￥2,350
耐熱4.2寸 雑煮椀 黒内朱　B
 （33710760）

6-245-3 ￥2,600
耐熱4.2寸 雑煮椀 溜刷毛目　B
 （33710750）

6-245-11 ￥3,950
耐熱4.2寸 雑煮椀 総銀透き　B
 （33710810）

6-245-10 ￥3,500
耐熱4.2寸 雑煮椀 志野刷毛目　B
 （33710790）

6-245-9 ￥2,800
耐熱4.2寸 雑煮椀 朱カスリ　B
 （33710780）

6-245-4 ￥2,700
耐熱4.2寸 雑煮椀 銀光彩　B
 5-241-10（37002070）

6-245-6 ￥4,000
耐熱4.2寸 雑煮椀 朱内黒飛鶴　B
 5-241-9（33500500）

φ127×H114（H83） 500cc,190g（125g）耐熱４.２寸雑煮椀

雑煮椀



φ135×H97（H65） 470cc,185g（105g）

φ133×H97（H68） 560cc,170g（120g）

φ135×H99（H69） 540cc,200g（130g）

6-246-4 ￥2‚650
耐熱4.5寸 ゆり型雑煮椀 ブルー深海 B
 5-243-4（31006770）

6-246-7 ￥3‚100
耐熱4.5寸 天竜寺椀 朱ぼかし高台内塗 B
 5-242-13（31006760）

6-246-10 ￥4,350
耐熱4.5寸 天竜寺椀 黒松唐草 B
 5-242-11（33500750）

6-246-3 ￥2‚550
耐熱4.5寸 ゆり型雑煮椀 溜刷毛目 B
 5-243-3（31006780）

6-246-6 ￥2,700
耐熱4.5寸 天竜寺椀 溜内黒 B
 5-242-10（33601310）

6-246-9 ￥3,000
耐熱4.5寸 天竜寺椀 蓋総銀／親総黒 B
 （33710830）

6-246-5 ￥3,500
耐熱4.5寸 ゆり型雑煮椀 朱内黒四君子 B
 5-243-6（33500600）

6-246-8 ￥3,000
耐熱4.5寸 天竜寺椀 蓋総金／親総黒 B
 （33710820）

6-246-11 ￥4,400
耐熱4.5寸 天竜寺椀 笹ちらし 内朱 B
 5-242-12（33500760）

6-246-2 ￥2,400
耐熱4.5寸 木目雑煮椀 溜　B
 5-243-2（33602430）

6-246-1 ￥2,100
耐熱4.5寸 木目雑煮椀 黒　B
 5-243-1（33601320）

耐熱４.５寸木目雑煮椀

耐熱４.５寸ゆり型雑煮椀

耐熱４.５寸天竜寺椀

雑煮椀・多用椀



6-247-1 ￥2,300
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 銀光彩高台内金ライン B
 5-243-7（70000980）

6-247-2 ￥2,300
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 金光彩高台内金ライン B
 5-243-8（70000970）

6-247-7 ￥2‚400
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 朱こがね B
 （33710840）

6-247-6 ￥3‚300
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 朱銀ぼかし B
 5-243-12（31006820）

6-247-3 ￥2‚700
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 紅ライン高台内金 B
 5-243-9（31006790）

6-247-10 ￥3‚150
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 志野刷毛目 B
 （33710870）

6-247-9 ￥1‚900
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 黒内黒天金 B
 （33710860）

6-247-8 ￥1‚900
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 朱内朱天金 B
 （33710850）

6-247-4 ￥3‚100
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 黄金ライン B
 5-243-11（31006810）

6-247-5 ￥3‚600
耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 銀透き B
 5-243-10（31006800）

φ136×H100（H68） 530cc,170g（110g）耐熱４.５寸仙才雑煮椀　

雑煮椀・多用椀



φ138×H109（H74） 580cc,195g（130g）

6-248-2 ￥2,550
耐熱4.5寸 乱引雑煮椀 溜ツバ黒　B
 5-244-2（33500530）

6-248-1 ￥2,200
耐熱4.5寸 乱引雑煮椀 黒　B
 5-244-1（33500520）

6-248-3 ￥2‚400
耐熱4.5寸 乱引雑煮椀 朱ツバ黒　B
 （33710880）

耐熱４.５寸乱引雑煮椀

φ132×H116（H83） 630cc,180g（110g）

6-248-5 ￥2‚100
耐熱4.5寸 雑煮椀 朱ツバ黒内黒　B
 5-244-5（31006830）

6-248-4 ￥1‚850
耐熱4.5寸 雑煮椀 梨地内朱　B
 5-244-4（31006840）

6-248-6 ￥2,150
耐熱4.5寸 雑煮椀 溜刷毛目内黒　B
 5-244-6（32010770）

耐熱４.５寸雑煮椀

6-248-8 ￥2‚550
耐熱4.5寸 雑煮椀 朱かすり　B
 （33710910）

6-248-7 ￥2‚900
耐熱4.5寸 雑煮椀 銀かすみ高台内金　B
 （33710890）

6-248-9 ￥2‚550
耐熱4.5寸 雑煮椀 黒かすり　B
 （33710920）

正４.５寸雑煮椀 φ136×H95（H65） 520cc,180g（110g）

6-248-11 ￥4,200
正4.5寸 雑煮椀 黒扇面　D
 5-244-7（36501360）

6-248-10 ￥3‚700
正4.5寸 雑煮椀 溜高台内金　D
 5-244-10（37002095）

6-248-12 ￥7,400
正4.5寸 雑煮椀 朱刷毛目吉野 内朱 手描き　D
 5-244-8（32601730）

雑煮椀・多用椀


