
6-289-5 ￥1,750
ABS多用飯器（小）溜内朱塗　A
φ107×H70（φ100×H62）370cc，125g（91g）
 5-285-5（30002910）

6-289-8 ￥2,100
ABS多用飯器（小）黒金ライン内朱塗 A
φ107×H70（φ100×H62）370cc,125g（91g）
 5-285-8（30002920）

多用飯器（大） PT溜内朱塗　D

6-289-6 （深）1段 ￥3,150
φ119×H71（φ111×H63）460cc，217g（146g）
 5-285-6（31000200）

6-289-7 　　2段 ￥4,350
φ119×H88（φ111×H63）460cc，275g（146g,58g）
 5-285-7（31000205）

多用飯器（大） PT黒金ライン内朱塗 D
6-289-9 （深）1段 ￥3,400
φ119×H71（φ111×H63）460cc，217g（146g）
 5-285-9（31000190）

6-289-10 　　2段 ￥4,600
φ119×H88（φ111×H63）460cc，275g（146g,58g）
 5-285-10（31000195）

武蔵野飯器 黒刷毛目内朱塗　A

6-289-11 （深）1段 ￥1,500
 5-285-11（70001200）

6-289-12 　　2段 ￥2,100
 5-285-12（70001205）

武蔵野飯器 新溜内朱塗　A

6-289-13 （深）1段 ￥1,600
 5-285-13（70001240）

6-289-14 　　2段 ￥2,300
 5-285-14（70001245）

6-289-15 ￥1,550
千筋なつめ弁当 黒内朱塗　A
 5-285-15（39010820）

6-289-16 ￥1,700
千筋なつめ弁当 溜・金ひも内朱塗　A
 5-285-16（33601570）

φ105×H116（φ103×H78） 
450cc,240g（127g,58g）

筒型飯器 梨地内朱塗　A

6-289-17 （深）1段 ￥1,550
 5-285-17（39010110）

6-289-18 　　2段 ￥2,050
 5-285-18（39010130）

筒型飯器 溜内朱塗　A

6-289-19 （深）1段 ￥1,750
 5-285-19（39010150）

6-289-20 　　2段 ￥2,300
 5-285-20（39010161）

筒型飯器 後藤塗内黒塗　A

6-289-21 （深）1段 ￥2,270
 5-285-21（32603330）

6-289-22 　　2段 ￥3,150
 5-285-22（32603340）

118×110×H102（φ101×H67）
360cc,273g（150g,74g）

φ105×H82（φ100×H70）490cc,150g（116g）

6-289-1 ￥1,800（親内黒塗品￥1,950）

耐熱縁高飯器 黒外2度塗り（内黒）　B
 5-285-1（39861080）

6-289-2 ￥1,600（親内黒塗品￥1,750）

耐熱縁高飯器 黒金ライン（内黒）　B
 5-285-2（39861090）

6-289-3 ￥1,850（親内黒塗品￥2,000）

耐熱縁高飯器 溜金ライン（内黒）　B
 5-285-3（39861100）

6-289-4 ￥1,950（親内黒塗品￥2,100）

耐熱縁高飯器 朱刷毛目（内黒）　B
 5-285-4（39861110）

耐熱縁高飯器

多用飯器

武蔵野飯器

筒型飯器

φ103×H108（φ100×H73） 
430cc,137g（58g,46g）千筋なつめ弁当

＊親内塗品の商品に関しては、受注生産になります。

飯器



耐熱木彫飯器 溜（内朱）　B

6-290-4（小） ￥2,100（親内朱塗品￥2,250）
 5-286-4（32000160）

6-290-5（中） ￥2,900（親内朱塗品￥3,100）
 5-286-5（45150690）

6-290-6（大） ￥3,750（親内朱塗品￥4,000）
 5-286-6（32000010）

 
 

（小）φ128×H78（H61）500cc,207g（146g）
（中）φ140×H98（H79）750cc,328g（247g）
（大）φ175×H98（H72）1,000cc,466g（324g）

6-290-14 ￥3,250
3.5寸 ひさご椀 溜内朱塗　H
φ106×H110（φ103×H57）350cc，234g（90g,71g）
 5-286-14（12026030）

6-290-13 ￥4,100
3.5寸 ひさご椀 祭り内黒塗　H
φ106×H110（φ103×H57）350cc，234g（90g,71g）
 5-286-13（12026040）

ひさご椀 溜金ライン（内朱）　A

6-290-17（深）1段 ￥2,400（親内朱塗品￥2,550）
φ110×H110（φ102×H75）450cc，251g（180g）
 5-286-17（39020910）

6-290-18　　2段 ￥2,950（親内朱塗品￥3,200）
φ110×H127（φ102×H75）450cc，292g（180g,41g）
 5-286-18（39020930）

ひさご椀 蛇の目（内朱）　A

6-290-15（深）1段 ￥2,600（親内朱塗品￥2,750）
φ110×H110（φ102×H75）450cc，251g（180g）
 5-286-15（39020950）

6-290-16　　2段 ￥3,150（親内朱塗品￥3,400）
φ110×H127（φ102×H75）450cc，292g（180g,41g）
 5-286-16（39020961）

耐熱木彫飯器 栃（内黒）　B

6-290-1（小） ￥2,150（親内黒塗品￥2,300）
 5-286-1（32000190）

6-290-2（中） ￥2,850（親内黒塗品￥3,050）
 5-286-2（12026170）

6-290-3（大） ￥3,600（親内黒塗品￥3,850）
 5-286-3（32000200）

 
 

耐熱木彫飯器 曙（内朱）　B

6-290-7（小） ￥2,650（親内朱塗品￥2,800）
 5-286-7（32000170）

6-290-8（中） ￥3,700（親内朱塗品￥3,900）
 5-286-8（45150670）

6-290-9（大） ￥4,900（親内朱塗品￥5,150）
 5-286-9（32000020）

 
 

耐熱木彫飯器 根来（内黒）　B

6-290-10（小） ￥2,400（親内黒塗品￥2,550）
 5-286-10（32000180）

6-290-11（中） ￥3,500（親内黒塗品￥3,700）
 5-286-11（45150680）

6-290-12（大） ￥4,950（親内黒塗品￥5,200）
 5-286-12（32000030）

 
 

耐熱木彫飯器

ひさご椀

３.５寸ひさご椀

＊親内塗品の商品に関しては、受注生産になります。

　
　

飯器・丼



φ150×H95（H77） 730cc,494g（396g）

6-291-1 ￥3,200（親内黒塗品￥3,400）

はつり亀甲丼 黒塗（内黒）　A
 5-287-1（41000150）

6-291-2 ￥3,800（親内黒塗品￥4,000）

はつり亀甲丼 栃塗（内黒）　A
 5-287-2（41000160）

6-291-3 ￥3,850（親内黒塗品￥4,050）

はつり亀甲丼 曙（内黒）　A
 5-287-3（41000170）

6-291-4 ￥3,650（親内黒塗品￥3,850）

はつり亀甲丼 根来（内黒）　A
 5-287-4（41000180）

6-291-6 ￥5,400（親内黒塗品￥5,700）

はつり亀甲丼 漆調春慶塗（内黒） A
 5-287-6（41000200）

6-291-5 ￥5,400（親内黒塗品￥5,700）

はつり亀甲丼 漆調溜塗（内黒） A
 5-287-5（41000190）

ロクロ目飯器（杓子付） 溜エビ茶　A

6-291-9   3人用 ￥5,500（親内黒塗品￥5,800）
 5-287-9（39171320）

6-291-10 5人用 ￥6,800（親内黒塗品￥7,150）
 5-287-10（39171330）

6-291-8   2人用 ￥3,500（親内黒塗品￥3,750）
 5-287-8（39171310）

6-291-7   1人用 ￥2,800（親内黒塗品￥3,000）
 5-287-7（39171305）

ロクロ目飯器（杓子付） 黒無地　A

6-291-13 3人用 ￥5,500（親内黒塗品￥5,800）
 5-287-13（40420430）

6-291-14 5人用 ￥6,800（親内黒塗品￥7,150）
 5-287-14（40420440）

6-291-12 2人用 ￥3,500（親内黒塗品￥3,750）
 5-287-12（40420420）

6-291-11 1人用 ￥2,800（親内黒塗品￥3,000）
 5-287-11（40420410）

１人用： φ170× H86（φ156× H73）660cc,466g（300g）
２人用： φ175×H102（φ162× H95）1,500cc,425g（290g）
３人用： φ230×H118（φ216×H110）3,500cc,700g（455g）
５人用： φ264×H132（φ248×H123）4,800cc,1,057g（675g）

⑲ ㉒㉑⑱⑰⑯⑮ ⑳

6-291-18 ￥270
しゃもじ（Ｓ）16㎝台紙付　J
158×56 5-287-18（90023740）

6-291-19 ￥320
しゃもじ（Ｌ）19㎝台紙付　J
189×69 5-287-19（90023750）

PP飯ベラ　J

6-291-15 （小）1～2人用 ￥200
169×46 5-287-15（44813830）

6-291-16 （中）3人用 ￥250
195×55 5-287-16（44813840）

6-291-17 （大）5～10人用 ￥350
223×60 5-287-17（44813850）

ABS 飯ベラ 黒内朱　A

6-291-20 3～10人用 ￥950
257×60 5-287-20（44813860）

木製摺り漆飯ベラ　K

6-291-21 （小）1～2人用 ￥700
169×49 5-287-21 （33601690）

6-291-22 （中）3～5人用 ￥750
192×53 5-287-22（48130960）

6-291-23 （大）5～10人用 ￥850
219×58 5-287-23（48130970）

㉓

参考：ご飯の量と重さの関係　容量cc×80％＝重さ（炊いたご飯１合は約400g）　＊親内塗品の商品に関しては、受注生産になります。

はつり亀甲丼（重厚型）

飯ベラ

ロクロ目飯器

裏 面

飯器



参考：ご飯の量と重さの関係　容量cc×80％＝重さ（炊いたご飯１合は約400g）　＊親内塗品の商品に関しては、受注生産になります。

飯器（杓子付）黒ハジキ刷毛目（内黒）　A

6-292-1 1人用 ￥1,700（親内黒塗品￥1,900）
 5-288-1（37002290）

6-292-2 2人用 ￥2,600（親内黒塗品￥2,850）
 5-288-2（37002310）

6-292-3 3人用 ￥3,800（親内黒塗品￥4,150）
 5-288-3（37002320）

6-292-4 5人用 ￥5,300（親内黒塗品￥5,800）
 5-288-4（37002330）

6-292-5 10人用 ￥7,600（親内黒塗品￥8,350）
 5-288-5 （37002340）

飯器（杓子付）朱かすり（内黒）　A

6-292-6   1人用 ￥1,700（親内黒塗品￥1,900）
 5-288-6（39011110）

6-292-7   2人用 ￥2,600（親内黒塗品￥2,850）
 5-288-7（39211120）

6-292-8   3人用 ￥3,950（親内黒塗品￥4,300）
 5-288-8（39211130）

6-292-9   5人用 ￥5,650（親内黒塗品￥6,150）
 5-288-9（39211140）

6-292-10 10人用 ￥7,900（親内黒塗品￥8,650）
 5-288-10（39211150）

飯器（杓子付）玉虫刷毛目（内黒）　A

6-292-11 1人用 ￥1,800（親内黒塗品￥2,000）
 5-288-11（39011210）

6-292-12 2人用 ￥2,750（親内黒塗品￥3,000）
 5-288-12（39211220）

6-292-13 3人用 ￥4,000（親内黒塗品￥4,350）
 5-288-13（39211230）

6-292-14 5人用 ￥5,450（親内黒塗品￥5,950）
 5-288-14（39211240）

6-292-15 10人用 ￥8,350（親内黒塗品￥9,100）
 5-288-15（39211250）

室町飯器 根来（内黒）　A

6-292-16 2人用 ￥3,100（親内黒塗品￥3,400）
 5-288-16（45000290）

6-292-17 3人用 ￥4,900（親内黒塗品￥5,350）
 5-288-17（45000300）

6-292-18 5人用 ￥7,300（親内黒塗品￥8,000）
 5-288-18（45000310）

室町飯器 溜曙（内黒）　A

6-292-19 2人用 ￥3,400（親内黒塗品￥3,700）
 5-288-19（45000320）

6-292-20 3人用 ￥5,200（親内黒塗品￥5,650）
 5-288-20（45000330）

6-292-21 5人用 ￥7,800（親内黒塗品￥8,450）
 5-288-21（45000340）

室町飯器 チーク木目（内黒）　A

6-292-22 2人用 ￥4,300（親内黒塗品￥4,600）
 5-288-22（45000350）

6-292-23 3人用 ￥5,700（親内黒塗品￥6,150）
 5-288-23（45000360）

6-292-24 5人用 ￥7,900（親内黒塗品￥8,550）
 5-288-24（45000370）

１人用：φ140× H84（φ131× H68）700cc,188g（125g）
２人用：φ171×H109（φ162× H90）1,400cc,302g（216g）
３人用：φ217×H118（φ205×H103）2,700cc,474g（337g）
５人用：φ258×H135（φ247×H118）4,600cc,762g（542g）
10人用：φ300×H150（φ290×H134）7,000cc,1,070g（757g）

飯 器

２人用：φ162×H110（φ155× H92）1,200cc,358g（262g）
３人用：φ217×H132（φ207×H105）2,650cc,640g（466g）
５人用：φ247×H147（φ238×H118）3,900cc,924g（676g）

室町飯器

　
　

飯器



φ98×H29,50g
φ106×H38,67g
φ115×H49,260cc,82g
φ122×H63,400cc,118g

10

11

12

13
14

殿様膳八十椀 朱　AH

6-293-1 膳のみ ￥14,700
410×410×200 5-289-1（11010130）

6-293-3 ￥4,900
四ツ椀（飯・汁） 朱2度塗　H
 （35051110）

6-293-4 ￥2,650
平椀 朱2度塗　H
φ131×H67（φ120×H48）300cc，194g（110g）
 （35051120）

6-293-5 ￥2,200
坪椀 朱2度塗　H
φ106×H80（φ95×H65）280cc，128g（75g）
 （35051130）

6-293-6 ￥1,300
猪口 朱2度塗　H
φ100×H68　280cc，58g （35051140）

入子椀 朱2度塗　D

6-293-10 4.3寸 ￥2,350
φ130×H84　630cc，160g （35051180）

6-293-11 4寸 ￥2,000
φ121×H65　410cc，100g （35051190）

6-293-12 3.7寸 ￥1,700
φ113×H50　300cc，82g （35051210）

6-293-13 3.4寸 ￥1,450
φ103×H39　180cc，50g （35051220）

6-293-14 3寸 ￥1,300
φ94×H28　90cc，44g （35051230） 6-293-15 ￥8,500

宗和膳 朱塗　A
350角×H150 5-289-15（11021220）

6-293-7 ￥1,850
茶津 朱2度塗　H
φ138×H50 （35051150）

6-293-8 ￥1,100
4.2寸 木皿 朱2度塗　H
φ118×H30 （35051160）

6-293-9 ￥1,750
6寸 大皿 朱2度塗　H
φ180×H32 （35051170）

八十椀（朱２度塗）



φ98×H29,50g
φ106×H38,67g
φ115×H49,260cc,82g
φ122×H63,400cc,118g

14

10

13

12

11

殿様膳八十椀 黒　AH

6-294-1 膳のみ ￥14,700
410×410×200 5-290-1（11010170）

6-294-3 ￥4,900
四ツ椀（飯・汁） 黒2度塗　H
φ120×60 （35051240）

6-294-4 ￥2,650
平椀 黒2度塗　H
φ131×H67（φ120×H48）300cc，194g（110g）
 （35051250）

6-294-5 ￥2,200
坪椀 黒2度塗　H
φ106×H80（φ95×H65）280cc，128g（75g）
 （35051260）

6-294-6 ￥1,300
猪口 黒2度塗　H
φ100×H68　280cc，58g （35051270）

6-294-15 ￥8,500
宗和膳 黒塗　A
350角×H150 5-290-15（11021250）

入子椀 黒2度塗　D

6-294-10 4.3寸 ￥2,350
φ130×H84　630cc，160g （35051320）

6-294-11 4寸 ￥2,000
φ121×H65　410cc，100g （35051330）

6-294-12 3.7寸 ￥1,700
φ113×H50　300cc，82g （35051340）

6-294-13 3.4寸 ￥1,450
φ103×H39　180cc，50g （35051350）

6-294-14 3寸 ￥1,300
φ94×H28　90cc，44g （35051360）

6-294-7 ￥1,850
茶津 黒2度塗　H
φ138×H50 （35051280）

6-294-8 ￥1,100
4.2寸 木皿 黒2度塗　H
φ118×H30 （35051290）

6-294-9 ￥1,750
6寸 大皿 黒2度塗　H
φ180×H32 （35051310）

　

　

八十椀（黒２度塗）



6-295-1 ￥6,200
ひさご小吸椀 黒春秋　D
φ71×99 5-291-1（33603440）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-2 ￥8,300
ひさご小吸椀 溜蔦　D
φ71×99 5-291-2（33603430）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-3 ￥5,500
ロクロ目小吸椀 溜　D
φ78×91 5-291-3（33603470）
 本漆塗

6-295-4 ￥6,700
千筋百合小吸椀 溜・松葉　A
φ76×97 5-291-4（33603450）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-5 ￥7,200
千筋百合小吸椀 溜・波　A
φ76×97 5-291-5（33603460）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-6 ￥5,500
つぼね木目小吸椀 溜ツバ黒　A
φ70×112 5-291-6（33604140）
 本漆塗

6-295-7 ￥8,200
百合小吸椀 溜・春秋　D
φ75×92 5-291-7（33603590）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-8 ￥9,900
百合小吸椀 波・千鳥　D
φ75×92 5-291-8（33603580）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-9 ￥12,300
百合小吸椀 藤紫　D
φ75×92 5-291-9（33603585）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-10 ￥5,700
乱引き箸洗椀 溜　D
φ77×94 5-291-10（36500180）
 本漆塗

6-295-11 ￥11,000
切立箸洗椀 溜蒔絵竹　D
φ73×94 5-291-11（36500150）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-295-13 ￥14,300
切立箸洗椀 溜柳　D
φ73×94 5-291-13（33603500）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-295-12 ￥12,700
切立箸洗椀 紅南天　D
φ73×94 5-291-12（36500155）
 本漆塗・手描き蒔絵

木質をベースにした本物志向
漆本来の輝きが違います
使い続けると、
そのよさを実感いただけます
いつまでも、飽きのこない器です

本金磨蒔絵



6-296-1 ￥7,500
すずらん小吸椀 黒ひさご　D
φ86×84 5-292-1（36500240）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-296-2 ￥7,600
すずらん小吸椀 黒吉野絵内朱 D
φ86×84 5-292-2（36500260）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-296-4 ￥13,500
百合小吸椀 松竹梅唐草内朱 D
φ88×96 5-292-4（32014960）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-3 ￥18,000
百合小吸椀 日の出ひょうたん D
φ88×96 5-292-3（33603690）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-5 ￥7,800
3寸 天竜寺椀 溜高台内金　D
φ90×88 5-292-5（33603610）
 本漆塗

6-296-6 ￥7,500
3寸 天竜寺椀 渦ひも　D
φ90×88 5-292-6（33603600）
 本漆塗

6-296-8 ￥13,200
3寸 ひさご小吸椀 溜飛鶴　D
φ90×92 5-292-8（36500310）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-7 ￥12,200
3寸 ひさご小吸椀 花咲くころ D
φ90×92 5-292-7（36500325）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-9 ￥11,200
びく型小吸椀 溜立田川　D
φ75×87 5-292-9（33603620）
 本漆塗

6-296-10 ￥15,300
殿様小吸椀 蔦見返し有　D
φ74×89 5-292-10（33603510）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-11 ￥8,500
松葉小吸椀 黒銀抜松葉　D
φ79×90 5-292-11（33603490）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-12 ￥15,000
松葉小吸椀 色紙松葉　D
φ79×90 5-292-12（33603480）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-13 ￥13,800
一休小吸椀 黒桐唐草　D
φ91×85 5-292-13（33603570）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-14 ￥14,800
一休小吸椀 朱菊葉内朱　D
φ91×85 5-292-14（33603560）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-296-15 ￥15,500
直富士小吸椀 黒蔦　D
φ91×122 5-292-15（32014905）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-297-1 ￥15,000
3.6寸 京型椀 色紙松　D
φ108×98 5-293-1（32603190）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-2 ￥17,000
3.6寸 京型椀 十草　D
φ108×98 5-293-2（32603180）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-3 ￥17,900
3.6寸 京型椀 流水内朱　D
φ108×98 5-293-3（32603200）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-4 ￥18,800
小丸椀 溜花筏　D
φ95×94 5-293-4（33604130）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-5 ￥15,800
小丸椀 扇子　D
φ95×94 5-293-5（33604120）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-6 ￥1,850
3.5寸 法王亀甲椀 溜内黒　H
φ107×98 5-293-6（33100690）
 本漆塗・手塗漆

6-297-7 ￥1,900
3.6寸 法王亀甲椀 溜内黒　H
φ111×100 5-293-7（33100700）
 本漆塗・手塗漆

6-297-8 ￥18,800
3.1寸 玉子小吸椀 野菊　D
φ93×99 5-293-8（32603090）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-297-9 ￥12,800
3.1寸 玉子小吸椀 稲穂　D
φ93×99 5-293-9（32603080）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-297-10 ￥23,800
3.1寸 玉子小吸椀 見返し銀溜萩内銀 D
φ93×99 5-293-10（32603070）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-297-11 ￥14,500
まり吸物椀 竹ちらし　D
φ95×94 5-293-11（33604100）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-12 ￥12,300
3.5寸 丸型椀 ふさ　B
φ101×98 5-293-12（33603847）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-297-13 ￥20,500
3.5寸 丸型椀 松葉見返し有　B
φ101×98 5-293-13（33603825）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-14 ￥20,800
3.5寸 丸型椀 溜春秋　B
φ101×98 5-293-14（33603835）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-297-15 ￥16,600
まり吸物椀 朱蔦　D
φ95×94 5-293-15（33604110）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-298-1 ￥15,800
富士型小吸椀 萩のおもてなし B
φ100×95 5-294-1（33603767）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-2 ￥11,300
富士型小吸椀 溜金ライン　B
φ100×95 5-294-2（33603755）
 本漆塗

6-298-3 ￥14,300
富士型小吸椀 溜蒔絵麦　B
φ100×95 5-294-3（32015115）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-298-6 ￥9,800
玉子型吸物椀 十草　D
φ103×101 5-294-6（33603920）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-298-5 ￥19,300
玉子型吸物椀 笹松葉　D
φ103×101 5-294-5（33603930）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-4 ￥17,600
玉子型吸物椀 溜リボン　D
φ103×101 5-294-4（33603940）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-7 ￥14,200
3.5寸 ひさご吸物椀 一文字　D
φ104×101 5-294-7（32014595）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-8 ￥18,000
3.5寸 ひさご吸物椀 溜つぼつぼ D
φ104×101 5-294-8（36500405）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-10 ￥23,200
3.5寸 ひさご吸物椀 溜オモダカ D
φ104×101 5-294-10（33604045）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-9 ￥15,300
3.5寸 ひさご吸物椀 菊花　D
φ104×101 5-294-9（33102115）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-11 ￥17,300
3.8寸 羽反吸物椀 つわぶき　D
φ112×86 5-294-11（33603890）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-298-12 ￥17,500
3.8寸 羽反吸物椀 南天　D
φ112×86 5-294-12（33603900）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-298-13 ￥12,900
3.8寸 羽反吸物椀 見返し割菊内朱 D
φ112×86 5-294-13（33603910）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-299-2 ￥8,800
3.6寸 玉子型吸物椀 ぼかし紐 H
φ109×101 5-295-2（33604310）
 本漆塗

6-299-1 ￥17,600
3.6寸 玉子型吸物椀 朱つぼつぼ H
φ109×101 5-295-1（33604330）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-3 ￥19,800
3.6寸 玉子型吸物椀 溜短冊　H
φ109×101 5-295-3（33604320）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-4 ￥21,000
松川椀 松葉流し　D
φ109×85 5-295-5（33603980）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-5 ￥21,600
松川椀 紅葉　D
φ109×85 5-295-6（33603960）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-6 ￥24,200
松川椀 短冊　D
φ109×85 5-295-7（33603970）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-7 ￥10,200
高京型吸物椀 伸光松　D
φ110×108 5-295-9（33604380）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-8 ￥8,200
高京型吸物椀 朱刷毛目吉野内朱 D
φ110×108 5-295-10（33604400）
 手描き蒔絵

6-299-9 ￥20,300
高京型吸物椀 立田川　D
φ110×108 5-295-11（33604370）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-10 ￥14,500
3.8寸 京型吸物椀 羽衣春秋　B
φ112×102 5-295-12（33604421）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-11 ￥26,500
3.7寸 京型吸物椀 露草　B
φ112×102 5-295-13（33604345）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-299-12 ￥14,100
3.8寸 京型吸物椀 月見　B
φ112×102 5-295-14（33604422）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-300-3 ￥19,300
4寸 段付仙才椀 露草内朱　D
φ118×98 5-296-1（32603160）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-4 ￥12,600
4寸 段付仙才椀 見返し名月　D
φ118×98 5-296-2（32603140）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-5 ￥17,800
4寸 段付仙才椀 溜紅葉　D
φ118×98 5-296-3（32603150）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-6 ￥18,700
4寸 段付仙才椀 藤　D
φ118×98 5-296-4（32603170）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-7 ￥21,500
4寸 段付仙才椀 見返し月花内朱 D
φ118×98 5-296-5（32603130）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-8 ￥18,800
4寸 仙才椀 銀ロクロ　D
φ119×94 5-296-9（33604240）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-300-9 ￥19,800
4寸 仙才椀 雪月花　D
φ119×94 5-296-10（33604230）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-10 ￥21,100
4寸 仙才椀 溜見返しすすき　D
φ119×94 5-296-11（33604250）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-2 ￥15,200
すず型吸物椀 朱ツバ内黒蘭　H
φ108×98 5-295-4（36500460）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-300-1 ￥19,800
すず型吸物椀 金波　H
φ108×98 5-295-8（33604070）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-301-2 ￥13,600
4寸 富士型椀 銀抜桜　D
φ119×91 5-297-2（33604570）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-1 ￥21,200
4寸 富士型椀 溜菊水　D
φ119×91 5-297-1（33604580）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-3 ￥6,500
平富士吸物椀 銀溜ツバ黒　D
φ120×80 5-297-3（33604520）
 本漆塗

6-301-4 ￥13,900
平富士吸物椀 溜日月　D
φ120×80 5-297-4（33604500）
 本漆塗

6-301-5 ￥18,600
新仙才椀 朱ツバ黒御所車　D
φ121×82 5-297-5（33604160）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-6 ￥21,500
新仙才椀 柳　D
φ121×82 5-297-6（33604180）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-7 ￥23,200
新仙才椀 溜扇面　D
φ121×82 5-297-7（33604170）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-8 ￥12,000
平富士煮物椀 色唐草　D
φ136×82 5-297-8（33604670）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-301-9 ￥17,700
平富士煮物椀 銀流水　D
φ136×82 5-297-9（33604680）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-10 ￥22,200
平富士煮物椀 黒クローバー　D
φ136×82 5-297-10（33604690）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-11 ￥15,500
5寸 富士型煮物椀 黒唐松　D
φ145×85 5-297-11（33604830）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-12 ￥14,700
5寸 富士型煮物椀 朱松唐草　D
φ145×85 5-297-12（33604840）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-301-13 ￥26,400
5寸 富士型煮物椀 金帯春秋　D
φ145×85 5-297-13（32603210）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-302-3 ￥24,500
4寸 天竜寺椀 黒春秋　B
φ120×87 5-298-3（33604495）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-2 ￥22,300
4寸 天竜寺椀 黒松唐草　B
φ120×87 5-298-2（33604485）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-1 ￥13,900
4寸 天竜寺椀 金ライン　B
φ120×87 5-298-1（33604475）
 本漆塗

6-302-4 ￥17,300
4寸 直天竜寺吸物椀 古代竹　D
φ120×87 5-298-4（33102125）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-5 ￥22,000
4寸 直天竜寺椀 溜山茶花　D
φ120×87 5-298-5（33604550）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-6 ￥12,600
菓子椀 朱ツバ黒四君子　D
φ125×80 5-298-6（33604615）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-302-7 ￥20,600
4寸 直天竜寺椀 溜吹き寄せ　D
φ120×87 5-298-7（33604540）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-8 ￥19,200
4寸 直天竜寺椀 黒七宝　D
φ120×87 5-298-8（33604530）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-9 ￥19,700
菓子椀 黒三色竹　D
φ125×80 5-298-9（33604620）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-10 ￥14,300
利休椀 黒高台金唐草　D
φ122×97 5-298-10（33604600）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-11 ￥20,500
利休椀 黒二枚菊　D
φ122×97 5-298-11（33604610）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-302-12 ￥22,700
利休椀 黒色紙むすび　D
φ122×97 5-298-12（33604590）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-303-1 ￥21,500
4.3寸 雑煮椀 黒鉄仙　D
φ130×112 5-299-1（33604810）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-303-2 ￥20,600
4.3寸 雑煮椀 溜紅葉　D
φ130×112 5-299-2（33604820）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-303-3 ￥24,500
4.3寸 雑煮椀 朱ツバ黒イチョウ鶴 D
φ130×112 5-299-3（32603220）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-303-4 ￥23,500
4.5寸 天竜寺椀 溜短冊　D
φ133×97 5-299-4（33604750）

本漆塗・手描き磨蒔絵

6-303-5 ￥24,200
4.5寸 天竜寺椀 朱花丸　D
φ133×97 5-299-5（32603230）

本漆塗・手描き蒔絵

6-303-6 ￥20,800
4.5寸 天竜寺椀 黒御所車　D
φ133×97 5-299-6（33604760）

本漆塗・手描き磨蒔絵

6-303-7 ￥28,000
ひさご煮物椀 溜蔦　D
φ132×115 5-299-7（33604790）

本漆塗・手描き磨蒔絵

6-303-8 ￥32,500
ひさご煮物椀 花びら　D
φ132×115 5-299-8（32603240）

本漆塗・手描き磨蒔絵

6-303-9 ￥41,000
ひさご煮物椀 桐唐草　D
φ132×115 5-299-9（33604800）

本漆塗・手描き磨蒔絵



6-304-1 ￥12,300
羽反雑煮椀 黒金帯すすき　D
φ135×105 5-300-1（33604770）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-304-2 ￥17,200
羽反雑煮椀 朱枝紅葉　D
φ135×105 5-300-2（33604780）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-304-3 ￥29,200
羽反雑煮椀 花ひょうたん　D
φ135×105 5-300-3（32603250）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-304-8 ￥12,800
4.5寸 正雑煮椀 黒吉野絵　D
φ137×96 5-300-8（33604740）
 本漆塗・手描き蒔絵

6-304-9 ￥19,800
4.5寸 正雑煮椀 溜扇面梅ちらし D
φ137×96 5-300-9（33604730）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-304-10 ￥35,200
4.5寸 正雑煮椀 黒老松　D
φ137×96 5-300-10（33604720）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-304-4 ￥32,000
高雄煮物椀 黒松唐草　D
φ139×106 5-300-4（33604850）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-304-5 ￥29,500
高雄煮物椀 黒金銀波　D
φ139×106 5-300-5（33604860）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-304-6 ￥23,500
高雄煮物椀 朱流れ帯春秋内朱 D
φ139×106 5-300-6（32603260）
 本漆塗・手描き磨蒔絵

6-304-7 ￥33,500
高雄煮物椀 朱扇面見返し付内朱 D
φ139×106 5-300-7（32603270）
 本漆塗・手描き磨蒔絵



6-305-4 ￥45,000
木製2.6寸羽反箸洗小吸椀 黒漆塗／春秋  K
φ78×90 5-301-4（31002130）

磨蒔絵

6-305-1 ￥44,000
木製2.3寸杵型箸洗椀 淡朱内黒漆塗／金ライン K
φ78×98 5-301-1（31002150）

磨蒔絵

6-305-3 ￥48,000
木製2.6寸瓢小吸椀 溜内黒漆塗／しぶき波 K
φ78×95 5-301-3（31002140）

磨蒔絵

6-305-2 ￥42,000
木製箸洗ひさご型椀 黒漆塗／十草　K
φ82×95 5-301-2（31002230）

6-305-5 ￥49,000
木製箸洗ひさご型椀 黒漆塗／六瓢　K
φ82×95 5-301-5（31002240）

磨蒔絵

6-305-6 ￥45,000
木製3.4寸玉子小吸物椀 朱内黒漆塗／白菊 K
φ102×95 5-301-6（31002170）

磨蒔絵

6-305-7 ￥26,000
木製吸物椀 蛇の目漆塗　K
φ116×102 5-301-7（31002340）

6-305-8 ￥22,000
木製一輪椀 溜内朱漆塗　K
φ112×115 5-301-8（32600580）

6-305-10 ￥48,000
木製吸物椀 黒漆塗／秋草　K
φ107×109 5-301-10（31002330）

磨蒔絵

6-305-9 ￥59,000
木製3.6寸羽反吸物椀 黒漆塗／鉄仙花　K
φ110×89 5-301-9（31002190）

磨蒔絵



6-306-1 ￥45,000
木製鈴型吸物椀 朱漆塗／鈴　K
φ105×105 5-302-1（31002260）

磨高蒔絵

6-306-4 ￥46,500
木製鈴型吸物椀 黒漆塗／鈴　K
φ105×105 5-302-4（31002270）

磨高蒔絵

6-306-2 ￥78,000
木製3.7寸松平椀 朱内黒漆塗／喜福寺　K
φ106×100 5-302-2（31002110）

磨蒔絵

6-306-3 ￥112,000
木製ひさご椀 溜内黒漆塗／富貴長命　K
φ113×110 5-302-3（31002120）

磨蒔絵

6-306-5 ￥96,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／色紙四君子梨地 K
φ121×100 5-302-5（31002480）

研出し 磨高蒔絵

6-306-6 ￥36,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／うさぎ　K
φ122×100 5-302-6（31002420）

磨蒔絵

6-306-7 ￥55,000
木製仙才吸物椀 黒漆塗／日月　K
φ122×86 5-302-7（31002500）

磨蒔絵

6-306-9 ￥54,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／桜　K
φ121×102 5-302-10（31002540）

磨蒔絵

6-306-8 ￥79,000
木製松平椀 黒漆塗／花火　K
φ123×98 5-302-8（31002510）

沈金



6-307-1 ￥45,000
木製4.2寸吸物椀 朱漆塗／鉄仙　K
φ121×99 5-303-1（31002550）

磨蒔絵

6-307-3 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／DX結びのし　K
φ122×99 5-303-3（31002530）

研出し 磨蒔絵

6-307-2 ￥53,000
木製3.8寸吸物椀 黒漆塗／扇面流水　K
φ115×100 5-303-2（31002400）

磨蒔絵

6-307-4 ￥53,000
木製3.8寸高仙才椀 朱漆塗／扇面流水　K
φ115×101 5-303-4（33603150）

磨蒔絵



6-308-1 ￥44,000
木製吸物椀 黒漆塗／波千鳥　K
φ107×105 5-304-1（31002280）

磨蒔絵

6-308-5 ￥33,000
木製3.8寸高仙才椀 黒漆塗／笹　K
φ115×101 5-304-5（33603180）

磨蒔絵

6-308-4 ￥41,000
木製3.8寸高仙才椀 黒漆塗／瓢箪　K
φ115×101 5-304-4（33603160）

磨蒔絵

6-308-3 ￥41,000
木製3.8寸高仙才椀 朱内朱漆塗／瓢箪　K
φ115×101 5-304-3（33603170）

磨蒔絵

6-308-6 ￥59,000
木製3.8寸高仙才椀 黒漆塗／コの字春秋　K
φ115×101 5-304-6（33603140）

磨蒔絵

6-308-2 ￥58,000
木製吸物椀 黒漆塗／色紙老松　K
φ104×108 5-304-2（31002320）

磨蒔絵



6-309-5 ￥42,000
木製4.2寸吸物椀 溜漆塗／六瓢／ツバ黒　K
φ122×98 5-305-5（31002600）

磨蒔絵

6-309-6 ￥42,000
木製4.2寸吸物椀 朱漆塗／六瓢　K
φ122×98 5-305-6（31002610）

磨蒔絵

6-309-1 ￥42,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／枝梅　K
φ122×96 5-305-1（31002630）

磨蒔絵

6-309-3 ￥69,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／稲穂　K
φ122×99 5-305-3（31002560）

磨蒔絵

6-309-2 ￥47,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／桐　K
φ119×95 5-305-2（31002670）

磨蒔絵

6-309-4 ￥81,000
木製3.8寸吸物椀 黒漆塗／上老松　K
φ115×103 5-305-4（31002370）

磨蒔絵



6-310-4 ￥36,000
木製3.8寸吸物椀 黒漆塗／春秋立田川　K
φ115×102 5-306-4（31002460）

磨蒔絵

6-310-2 ￥36,000
木製4.2寸吸物椀 溜漆塗／紐扇面　K
φ120×100 5-306-2（33602990）

磨蒔絵

6-310-1 ￥36,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／茶金蘭　K
φ120×100 5-306-1（33603000）

磨蒔絵

6-310-3 ￥42,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／蔦　K
φ120×100 5-306-3（33603050）

磨蒔絵

6-310-5 ￥45,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／金銀笹　K
φ121×99 5-306-5（31002680）

磨蒔絵

6-310-6 ￥58,500
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／立田川春秋　K
φ120×100 5-306-6（33602980）

磨蒔絵

6-310-7 ￥58,500
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／四君子花丸　K
φ120×100 5-306-7（33603030）

磨蒔絵

6-310-8 ￥58,500
木製4.2寸吸物椀 朱漆塗／四君子花丸　K
φ120×100 5-306-8（33603040）

磨蒔絵



6-311-2 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 溜漆塗／春秋筏　K
φ120×102 5-307-2（33603260）

磨蒔絵

6-311-1 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／筏春秋　K
φ123×90 5-307-1（33603250）

磨蒔絵

6-311-3 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 朱漆塗／桔梗　K
φ122×105 5-307-3（31002830）

研出し 磨蒔絵

6-311-4 ￥76,000
木製仙才椀 黒漆塗／椿　K
φ123×90 5-307-4（33603200）

磨蒔絵 研出し 切金張り



6-312-1 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／菜の花　K
φ120×100 5-308-1（33603100）

磨蒔絵

6-312-2 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／芙蓉　K
φ120×100 5-308-2（33603110）

磨蒔絵

6-312-3 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 朱漆塗／水仙　K
φ120×100 5-308-3（33603120）

磨蒔絵

6-312-4 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／水仙　K
φ121×100 5-308-4（31002820）

磨蒔絵

6-312-5 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／桔梗　K
φ120×100 5-308-5（33603080）

磨蒔絵

6-312-6 ￥71,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／菊　K
φ120×100 5-308-6（33603090）

磨蒔絵

6-312-7 ￥76,000
木製仙才椀 黒漆塗／クズ　K
φ123×90 5-308-7（33603210）

磨蒔絵 研出し 切金張り

6-312-8 ￥76,000
木製仙才椀 黒漆塗／あやめ　K
φ123×90 5-308-8（33603220）

磨蒔絵 研出し 切金張り



6-313-2 ￥59,000
木製雑煮椀 黒内朱漆塗／枝梅　K
φ132×112 5-309-2（31003010）

磨蒔絵

6-313-1 ￥94,000
木製布袋煮物椀 黒内朱漆塗／六瓢　K
φ124×101 5-309-1（31003060）

磨蒔絵

6-313-3 ￥59,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／春秋見返し桜　K
φ125×91 5-309-3（31002750）

磨蒔絵

6-313-4 ￥83,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／高台寺見返し菊 K
φ122×100 5-309-4（31002840）

磨蒔絵

6-313-5 ￥77,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／扇面春秋　K
φ123×91 5-309-5（31002740）

磨蒔絵



6-314-4 ￥65,000
木製4.2寸吸物椀 朱漆塗／上ラン　K
φ121×101 5-310-4（31002770）

磨蒔絵

6-314-5 ￥48,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／洋ラン　K
φ121×100 5-310-5（31002780）

磨蒔絵

6-314-6 ￥57,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／草花　K
φ123×99 5-310-6（31002790）

研出し 磨蒔絵

6-314-7 ￥59,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／椿　K
φ121×100 5-310-7（31002760）

磨蒔絵

6-314-1 ￥38,000
木製4.2寸吸物椀 黒漆塗／手まり　K
φ121×100 5-310-1（32600070）

磨蒔絵

6-314-2 ￥48,000
木製4.2寸吸物椀 溜漆塗／抜書き流水　K
φ122×98 5-310-2（31002700）

磨蒔絵

6-314-3 ￥57,000
木製4.2寸吸物椀 朱漆塗／草花　K
φ122×99 5-310-3（31002710）

磨蒔絵



6-315-2 ￥88,000
木製煮物椀 黒漆塗/雪月花　K
φ137×94 5-311-2（31003040）

磨蒔絵

6-315-1 ￥66,000
木製仙才椀 黒漆塗／見返し笹　K
φ124×90 5-311-1（31002850）

6-315-3 ￥71,000
木製4.5寸煮物椀 黒漆塗／宝尽くし　K
φ137×91 5-311-3（31002870）

研出し 磨蒔絵

6-315-4 ￥77,000
木製4.3寸玉渕付仙才椀 木地呂漆塗／花筏 K
φ130×100 5-311-4（33603290）

磨蒔絵

6-315-5 ￥103,000
木製4.0寸天竜寺椀 黒漆塗／桐唐草　K
φ128×86 5-311-5（31002090）

研出し 磨蒔絵

6-315-6 ￥106,000
木製4.5寸煮物椀 黒漆塗／竹切金入　K
φ137×89 5-311-6（31002910）

磨蒔絵



6-316-1 ￥89,000
木製4.5寸煮物椀 黒漆塗／雪月花　K
φ135×96 5-312-1（31002960）

磨蒔絵

6-316-2 ￥89,000
木製4.5寸煮物椀 黒漆塗／見返し扇面　K
φ137×94 5-312-2（31002880）

磨蒔絵

6-316-3 ￥118,000
木製煮物椀 黒漆塗／十草見返とんぼ　K
φ137×100 5-312-3（31003050）

研出し 磨高蒔絵

6-316-4 ￥147,000
木製煮物椀 黒漆塗／梅朧　K
φ137×100 5-312-4（31003030）

研出し 磨蒔絵

6-316-5 ￥165,000
木製羽反煮物椀 黒漆塗／寿　K
φ136×103 5-312-5（31003070）

磨蒔絵

6-316-6 ￥131,000
木製4.5寸吸物椀 黒漆塗/研出し槍梅　K
φ130×103 5-312-6（31002930）

研出し 磨蒔絵


