


- 1 -

掲載頁・他頁 品番 商品名 シリーズ サイズcm 容量cc 17-2新上代 重さ・その他
P-006 中華　　6.5千段高ハマ丼／6.5薄筋高ハマ丼

005-0161 古代おふけ 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
102 022-0161 トルコ青磁 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥1,900
091 023-0161 わび 朽葉 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
095 024-0161 わび 紺ねず 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
093 025-0161 わび うぐいす 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
104 026-0162 琉球るり唐草 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
105 027-0162 琉球サビ唐草 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100

048-0161 柚子黒天目 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥1,900 660g
146-0162 黒 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥1,900

088 097-0161 根来 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,700
090 098-0161 錆粉引 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
100 099-0161 千段 朱 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,400

142-0162 白 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥1,900
464-0162 白海流 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,000
465-0162 黒海流 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,000

P-007 桂林丼
045-0074 朱赤 桂林丼 大 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥3,000
045-0088 朱赤 桂林丼 小 桂林丼 小 φ20.5×8.7cm 1100cc ¥2,700

013,020 048-0074 柚子黒天目 桂林丼 大 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥2,200
013,020 048-0088 柚子黒天目 桂林丼 小 桂林丼 小 φ20.5×8.7cm 1100cc ¥1,900
013 142-0074 白 桂林丼 大 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥2,000
013 142-0088 白 桂林丼 小 桂林丼 小 φ20.5×8.7cm 1100cc ¥1,800

190-0074 吉祥句 桂林丼 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥3,000
191-0074 大吉  桂林丼 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥3,000
204-0074AK 朱巻きホワイトドラゴン  桂林丼 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥3,600
204-0074AO 呉須巻きホワイトドラゴン  桂林丼 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥3,600

P-008 八角丼
022 044-A502 雪一蹟 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,900 680g
022 044-A503 雪一蹟 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,600 840ｇ
020 048-A502 柚子黒天目 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,800 680g
020 048-A503 柚子黒天目 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,500 840ｇ

064-A502 赤昇龍 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,600 680g
064-A503 赤昇龍 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥3,400 840ｇ
065-A502 黒昇龍 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,600 680g
065-A503 黒昇龍 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥3,400 840ｇ
149-A502 龍虎青 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,600 680g
149-A503 龍虎青 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥3,400 840ｇ
163-A502 龍虎赤 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,600 680g
163-A503 龍虎赤 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥3,400 840ｇ
188-A502 白 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,800 680g
188-A503 白 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,000 840ｇ

021 432-A502 白玉粉引 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,800 680g
021 432-A503 白玉粉引 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,500 840ｇ

433-A502 唐草おふけ 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,100 680g
433-A503 唐草おふけ 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,800 840ｇ

P-009 龍神丼
100-0111 黒天目  龍神丼 龍神丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,000 680g
142-0111 白 龍神丼 龍神丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,000 680g
196-0111 ルリ釉 龍神丼 龍神丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,000 680g
197-0111 青磁 龍神丼 龍神丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,000 680g
198-0111 飴釉 龍神丼 龍神丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,000 680g

P-010 黒釉赤渦／粉引赤渦
479-0052 黒釉赤渦 渦小丼 黒釉赤渦 φ14×8.7cm 570cc ¥1,300
479-0053 黒釉赤渦 渦5.0丼 黒釉赤渦 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,800
479-0054 黒釉赤渦 渦6.0丼 黒釉赤渦 φ18.4×11.3cm 1300cc ¥2,200 700ｇ
479-A502 黒釉赤渦 八角6.3丼 黒釉赤渦 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,200 680g
479-A503 黒釉赤渦 八角7.0丼 黒釉赤渦 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,800 840ｇ
480-0052 粉引赤渦 渦小丼 粉引赤渦 φ14×8.7cm 570cc ¥1,300
480-0053 粉引赤渦 渦5.0丼 粉引赤渦 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,800
480-0054 粉引赤渦 渦6.0丼 粉引赤渦 φ18.4×11.3cm 1300cc ¥2,200 700ｇ
480-A502 粉引赤渦 八角6.3丼 粉引赤渦 φ19×9.7cm 1160cc ¥2,200 680g
480-A503 粉引赤渦 八角7.0丼 粉引赤渦 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,800 840ｇ

P-011 長安丼
142-0107 白 長安丼 長安丼 20.5×20.5×10.9cm 1150cc ¥2,800
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146-0107 黒 長安丼 長安丼 20.5×20.5×10.9cm 1150cc ¥2,800
192-0107 赤 長安丼 長安丼 20.5×20.5×10.9cm 1150cc ¥4,100
193-0107 ホワイトドラゴン/黒  長安丼 長安丼 20.5×20.5×10.9cm 1150cc ¥5,100
194-0107 ホワイトドラゴン/赤  長安丼 長安丼 20.5×20.5×10.9cm 1150cc ¥5,100

P-012 四角鉢／四角丼
142-0011 白 四角中鉢 四角丼 19.2×19.2×5.9cm 800cc ¥2,000 560g
142-0012 白 四角小鉢 四角丼 11.2×11.2×4.6cm 225cc ¥850 210g
142-0013 白 四角7.0皿 四角丼 21.8×21.8×3.7cm ¥2,000
142-0017 白 7.0四角丼 7.0四角丼 21×20.5×10cm 1450cc ¥2,900
147-0011 藍染 四角中鉢 四角丼 19.2×19.2×5.9cm ¥2,200
147-0012 藍染 四角小鉢 四角丼 11.2×11.2×4.6cm ¥950
147-0013 藍染 四角7.0皿 四角丼 21.8×21.8×3.7cm ¥2,300
147-0017 藍染 7.0四角丼 7.0四角丼 21×20.5×10cm 1450cc ¥3,100
148-0017 龍虎 黒 7.0四角丼 7.0四角丼 21×20.5×10cm 1450cc ¥4,400
149-0017 龍虎 青 7.0四角丼 7.0四角丼 21×20.5×10cm 1450cc ¥4,400
163-0017 龍虎 赤 7.0四角丼 7.0四角丼 21×20.5×10cm 1450cc ¥4,400

140 431-0017 赤志野 7.0四角丼 7.0四角丼 21×20.5×10cm 1450cc ¥3,000
P-013 定番ラーメン
007 142-0074 白 桂林丼 大 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥2,000
007 142-0088 白 桂林丼 小 桂林丼 小 φ20.5×8.7cm 1100cc ¥1,800

047-E026 白 6.3高台丼 白 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,000 550g
047-E027 白 6.8高台丼 白 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,300 770ｇ
047-E066 白 6.0玉丼 白 φ18.3×6.7cm 850cc ¥1,000 460ｇ
047-E067 白 7.0玉丼 白 φ21.3×8cm 1500cc ¥1,600 820ｇ

007,020 048-0074 柚子黒天目 桂林丼 大 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥2,200
007,020 048-0088 柚子黒天目 桂林丼 小 桂林丼 小 φ20.5×8.7cm 1100cc ¥1,900
020 048-0075 柚子黒天目 6.5浅高台丼 柚子黒天目 φ19.5×7.3cm 900cc ¥1,000 530g
020 048-0076 柚子黒天目 6.8浅高台丼 柚子黒天目 φ21×7.7cm 1100cc ¥1,300 650g
020 048-0077 柚子黒天目 6.5切立丼 柚子黒天目 φ19.5×7cm 850cc ¥1,000 500ｇ
020 048-0078 柚子黒天目 7.0切立丼 柚子黒天目 φ21.5×7.9cm 1100cc ¥1,300 620ｇ
020 048-0079 柚子黒天目 6.5玉丼 柚子黒天目 φ20×7cm 930cc ¥1,300 540ｇ
020 048-E026 柚子黒天目 6.3高台丼 柚子黒天目 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,200 550g
020 048-E027 柚子黒天目 6.8高台丼 柚子黒天目 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,400 770ｇ
020 048-E066 柚子黒天目 6.0玉丼 柚子黒天目 φ18.3×6.7cm 1250cc ¥1,100 700ｇ
020 048-E067 柚子黒天目 7.0玉丼 柚子黒天目 φ21.3×8cm 1520cc ¥1,600 820ｇ

142-0075 白 6.5浅高台丼 白 φ19.5×7.3cm 900cc ¥950 530g
142-0076 白 6.8浅高台丼 白 φ21×7.7cm 1100cc ¥1,300 650g
142-0077 白 6.5切立丼 白 φ19.5×7cm 850cc ¥950 500ｇ
142-0078 白 7.0切立丼 白 φ21.5×7.9cm 1100cc ¥1,300 620ｇ
142-0079 白 6.5玉丼 白 φ20×7cm 930cc ¥1,100 540ｇ
142-A509 白 砂目レンゲ 白 17.8×4.5×3.9cm ¥750

P-014
116 035-0075 波唐草  6.5浅高台丼 波唐草 φ19.5×7cm 900cc ¥1,400 530g
116 035-0076 波唐草  6.8浅高台丼 波唐草 φ21×7.7cm 1100cc ¥1,600 650g
116 035-0077 波唐草  6.5切立丼 波唐草 φ19.5×7cm 850cc ¥1,400 500ｇ
116 035-0078 波唐草  7.0切立丼 波唐草 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥1,600 620ｇ

053-0075 黒釉銀竜紋  6.5浅高台丼 黒釉銀竜紋 φ19.5×7cm 900cc ¥1,400 530g
053-0076 黒釉銀竜紋  6.8浅高台丼 黒釉銀竜紋 φ21×7.7cm 1100cc ¥1,600 650g
053-0077 黒釉銀竜紋  6.5切立丼 黒釉銀竜紋 φ19.5×7cm 850cc ¥1,400 500ｇ
053-0078 黒釉銀竜紋  7.0切立丼 黒釉銀竜紋 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥1,600 620ｇ
142-0019 白 キキョウボール 白 φ22.5×10cm 1600cc ¥3,100
142-0020 白 ブリーズボール 白 φ21.7×10.7cm 1600cc ¥3,100
142-0095 白 ブリーズボールM 白 φ20×7.9cm 950cc ¥2,100
146-0019 黒 キキョウボール 黒 φ22.5×10cm 1600cc ¥3,300
146-0020 黒 ブリーズボール 黒 φ21.7×10.7cm 1600cc ¥3,300
146-0095 黒 ブリーズボールM 黒 φ20×7.9cm 950cc ¥2,200
443-0075 松竹梅  6.5浅高台丼 松竹梅 φ19.5×7cm 900cc ¥1,250 530g
443-0076 松竹梅  6.8浅高台丼 松竹梅 φ21×7.7cm 1100cc ¥1,450 650g
443-0077 松竹梅  6.5切立丼 松竹梅 φ19.5×7cm 850cc ¥1,250 500ｇ
443-0078 松竹梅  7.0切立丼 松竹梅 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥1,450 620ｇ
444-0075 古染印判 6.5浅高台丼 古染印判 φ19.5×7cm 900cc ¥1,250 530g
444-0076 古染印判 6.8浅高台丼 古染印判 φ21×7.7cm 1100cc ¥1,450 650g
444-0077 古染印判 6.5切立丼 古染印判 φ19.5×7cm 850cc ¥1,250 500ｇ
444-0078 古染印判 7.0切立丼 古染印判 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥1,450 620ｇ
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P-015
118 030-E026 オリエント 6.3高台丼 オリエント φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,300 550g
118 030-E027 オリエント 6.8高台丼 オリエント φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,500 770ｇ
120 033-E026 千段十草 6.3高台丼 千段十草 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,400 550g
120 033-E027 千段十草 6.8高台丼 千段十草 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,700 770ｇ

034-E026 輪花 6.3高台丼 輪花 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,300 550g
034-E027 輪花 6.8高台丼 輪花 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,500 770ｇ

116 035-E026 波唐草 6.3高台丼 波唐草 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,400 550g
116 035-E027 波唐草 6.8高台丼 波唐草 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,700 770ｇ
121 036-E026 市松 黒 6.3高台丼 市松 黒 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,300 550g
121 036-E027 市松 黒 6.8高台丼 市松 黒 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,600 770ｇ

042-E026 青海梅 6.3高台丼 青海梅 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,300 550g
042-E027 青海梅 6.8高台丼 青海梅 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,500 770ｇ
050-E026 いぶし銀竜紋 6.3高台丼 いぶし銀竜紋 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,400 550g
050-E027 いぶし銀竜紋 6.8高台丼 いぶし銀竜紋 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,700 770ｇ
052-E026 粉引銀竜紋 6.3高台丼 粉引銀竜紋 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,400 550g
052-E027 粉引銀竜紋 6.8高台丼 粉引銀竜紋 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,700 770ｇ
053-E026 黒釉銀竜紋 6.3高台丼 黒釉銀竜紋 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,400 550g
053-E027 黒釉銀竜紋 6.8高台丼 黒釉銀竜紋 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,700 770ｇ
066-E026 黒釉金龍 6.3高台丼 黒釉金龍 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥3,000 550g
066-E027 黒釉金龍 6.8高台丼 黒釉金龍 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥3,600 770ｇ

P-016
054-0075 花 6.5浅高台丼 花 φ19.5×7cm 900cc ¥2,400 530g
054-0076 花 6.8浅高台丼 花 φ21×7.7cm 1100cc ¥2,700 650g
054-E026 花 6.3高台丼 花 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥2,500 550g
054-E027 花 6.8高台丼 花 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥2,800 770ｇ
056-0077 鳳凰 6.5切立丼 鳳凰 φ19.5×7cm 850cc ¥2,400 500ｇ
056-0078 鳳凰 7.0切立丼 鳳凰 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥2,700 620ｇ
056-E026 鳳凰 6.3高台丼 鳳凰 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥2,500 550g
056-E027 鳳凰 6.8高台丼 鳳凰 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥2,800 770ｇ
057-E026 間取竜 6.3高台丼 間取竜 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥2,500 550g
057-E027 間取竜 6.8高台丼 間取竜 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥2,800 770ｇ
058-0079 果実 6.5玉丼 果実 φ20×7cm 930cc ¥2,800 540ｇ
058-E066 果実 6.0玉丼 果実 φ18.3×6.7cm 850cc ¥2,500 460ｇ
058-E067 果実 7.0玉丼 果実 φ21.3×8cm 1500cc ¥3,600 820ｇ
059-0079 花鳥 6.5玉丼 花鳥 φ20×7cm 930cc ¥2,800 540ｇ
059-E066 花鳥 6.0玉丼 花鳥 φ18.3×6.7cm 850cc ¥2,500 460ｇ
059-E067 花鳥 7.0玉丼 花鳥 φ21.3×8cm 1500cc ¥3,600 820ｇ
060-E067 草花鳳凰 7.0玉丼 草花鳳凰 φ21.3×8cm 1500cc ¥3,800 820ｇ
062-E066 ざくろ 6.0玉丼 ざくろ φ18.3×6.7cm 850cc ¥2,800 460ｇ
062-E067 ざくろ 7.0玉丼 ざくろ φ21.3×8cm 1500cc ¥3,800 820ｇ

P-017
203-E026AK 彩龍赤　 6.3高台丼 高台丼 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,700 550g
203-E026AO 彩龍青   6.3高台丼 高台丼 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,700 550g
203-E027AK 彩龍赤   6.8高台丼 高台丼 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥2,200 770ｇ
203-E027AO 彩龍青   6.8高台丼 高台丼 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥2,200 770ｇ
206-0077 朱巻き竜紋  6.5切立丼 切立丼 φ19.5×7cm 850cc ¥2,500 500ｇ
206-0078 朱巻き竜紋  7.0切立丼 切立丼 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥2,700 620ｇ
207-0077 朱巻き雷紋  6.5切立丼 切立丼 φ19.5×7cm 850cc ¥2,500 500ｇ
207-0078 朱巻き雷紋  7.0切立丼 切立丼 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥2,700 620ｇ

P-018 六兵衛丼
022 044-A505 雪一蹟 六兵衛7.0丼 雪一蹟 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,100 820ｇ
022 044-A506 雪一蹟 六兵衛8.0丼 雪一蹟 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,800 920ｇ
020 048-A505 柚子黒天目 六兵衛7.0丼 柚子黒天目 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,000 820ｇ
020 048-A506 柚子黒天目 六兵衛8.0丼 柚子黒天目 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,600 920ｇ
138 430-A505 黒結晶 六兵衛7.0丼 黒結晶 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,200 820ｇ
138 430-A506 黒結晶 六兵衛8.0丼 黒結晶 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,800 920ｇ
021 432-A505 白玉粉引 六兵衛7.0丼 白玉粉引 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,000 820ｇ
021 432-A506 白玉粉引 六兵衛8.0丼 白玉粉引 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,600 920ｇ

434-A505 花おふけ 六兵衛7.0丼 六兵衛丼 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,400 820ｇ
434-A506 花おふけ 六兵衛8.0丼 六兵衛丼 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,900 920ｇ
435-A505 紺斑点 六兵衛7.0丼 六兵衛丼 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,100 820ｇ
435-A506 紺斑点 六兵衛8.0丼 六兵衛丼 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,700 920ｇ

P-019 柚子黒天目
066 048-0099 柚子黒天目 八角串皿 柚子黒天目 19×11.2×2cm ¥750
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066 048-A510 柚子黒天目 八角型多用皿 柚子黒天目 24×15.5×2.8cm ¥1,400

048-A511 柚子黒天目 六兵衛型多用皿 柚子黒天目 24.2×16×2.5cm ¥1,400
048-A512 柚子黒天目 十角7.5皿 柚子黒天目 φ23×3cm ¥1,300
048-E022 柚子黒天目 八角シュウマイ 柚子黒天目 L20×S19×4.3cm ¥1,300
048-E024 柚子黒天目 9”プラター 柚子黒天目 23.5×17×2.6cm ¥1,300
048-E025 柚子黒天目 10”プラター 柚子黒天目 26×19×2.9cm ¥1,500
048-E068 柚子黒天目 8”プラター 柚子黒天目 21×14.6×2.6cm ¥1,100
048-E069 柚子黒天目 12”プラター 柚子黒天目 31.6×22.4×3cm ¥2,900

058 048-Q001 柚子黒天目 4.0皿 柚子黒天目 φ12.9×2.2cm ¥480
058 048-Q002 柚子黒天目 4.5皿 柚子黒天目 φ15×2.2cm ¥600
058 048-Q003 柚子黒天目 5.5皿 柚子黒天目 φ18×2.6cm ¥750
061 048-Q004 柚子黒天目 6.5皿 柚子黒天目 φ20.5×3.1cm ¥1,100
061 048-Q005 柚子黒天目 7.5皿 柚子黒天目 φ23.7×3.4cm ¥1,500
062 048-Q006 柚子黒天目 9.0皿 柚子黒天目 φ28.5×3.7cm ¥2,900
064 048-Q007 柚子黒天目 尺皿 柚子黒天目 φ30.8×4.1cm ¥4,200
P-020
008 048-A502 柚子黒天目 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,800 680g
008 048-A503 柚子黒天目 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,500 840ｇ

048-A501 柚子黒天目 八角4.8飯碗 柚子黒天目 φ14.6×7.5cm ¥850
018 048-A505 柚子黒天目 六兵衛7.0丼 柚子黒天目 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,000 820ｇ
018 048-A506 柚子黒天目 六兵衛8.0丼 柚子黒天目 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,600 920ｇ

007,013 048-0074 柚子黒天目 桂林丼 大 桂林丼 大 φ22.3×9cm 1400cc ¥2,200
007,013 048-0088 柚子黒天目 桂林丼 小 桂林丼 小 φ20.5×8.7cm 1100cc ¥1,900
013 048-0075 柚子黒天目 6.5浅高台丼 柚子黒天目 φ19.5×7.3cm 900cc ¥1,000 530g
013 048-0076 柚子黒天目 6.8浅高台丼 柚子黒天目 φ21×7.7cm 1100cc ¥1,300 650g
013 048-0077 柚子黒天目 6.5切立丼 柚子黒天目 φ19.5×7cm 850cc ¥1,000 500ｇ
013 048-0078 柚子黒天目 7.0切立丼 柚子黒天目 φ21.5×7.9cm 1100cc ¥1,300 620ｇ
013 048-0079 柚子黒天目 6.5玉丼 柚子黒天目 φ20×7cm 930cc ¥1,300 540ｇ
013 048-E026 柚子黒天目 6.3高台丼 柚子黒天目 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,200 550g
013 048-E027 柚子黒天目 6.8高台丼 柚子黒天目 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,400 770ｇ
013 048-E066 柚子黒天目 6.0玉丼 柚子黒天目 φ18.3×6.7cm 1250cc ¥1,100 700ｇ
013 048-E067 柚子黒天目 7.0玉丼 柚子黒天目 φ21.3×8cm 1520cc ¥1,600 820ｇ

048-A504 柚子黒天目 六兵衛4.8飯碗 柚子黒天目 φ15×7cm ¥850
042 048-A507 柚子黒天目 鳴門6.5反丼 柚子黒天目 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥1,800 640ｇ
042 048-A508 柚子黒天目 鳴門7.0反丼 柚子黒天目 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,000 790ｇ

048-A509 柚子黒天目 砂目型レンゲ 柚子黒天目 17.8×4.5×3.9cm ¥750
057 048-A513 柚子黒天目 3.0皿 柚子黒天目 φ9.5×2.2cm ¥450

048-E014 柚子黒天目 レンゲ 柚子黒天目 15cm ¥550
048-E019 柚子黒天目 3.6スープ碗 柚子黒天目 φ11.7×5.2cm ¥600
048-E021 柚子黒天目 4.8ライス碗 柚子黒天目 φ15×6.2cm ¥800

074 139-0014 柚子黒天目 そばココット 柚子黒天目 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
074 139-E045 柚子黒天目 そば千代口 柚子黒天目 φ8×6cm 170cc ¥600
074 139-E046 柚子黒天目 薬味皿 柚子黒天目 φ8×1.5cm ¥420
P-021 白玉粉引（中華）
008 432-A502 白玉粉引 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,800 680g
008 432-A503 白玉粉引 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,500 840ｇ
066 432-0099 白玉粉引 八角串皿 白玉粉引 19×11.2×2cm ¥750

432-A501 白玉粉引 八角4.8飯碗 白玉粉引 φ14.6×7.5cm ¥850
432-A504 白玉粉引 六兵衛4.8飯碗 白玉粉引 φ15×7cm ¥850

018 432-A505 白玉粉引 六兵衛7.0丼 白玉粉引 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,000 820ｇ
018 432-A506 白玉粉引 六兵衛8.0丼 白玉粉引 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,600 920ｇ
042 432-A507 白玉粉引 鳴門6.5反丼 白玉粉引 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥1,800 640ｇ
042 432-A508 白玉粉引 鳴門7.0反丼 白玉粉引 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,000 790ｇ

432-A509 白玉粉引 砂目型レンゲ 白玉粉引 17.8×4.5×3.9cm ¥750
066 432-A510 白玉粉引 八角型多用皿 白玉粉引 24×15.5×2.8cm ¥1,400

432-A511 白玉粉引 六兵衛型多用皿 白玉粉引 24.2×16×2.5cm ¥1,400
432-A512 白玉粉引 十角7.5皿 白玉粉引 φ23×3cm ¥1,300

057,130,158 432-503 白玉粉引 3.0皿 白玉粉引 φ9.5×2.2cm ¥400 誤　432-A513
075,130 432-E045 白玉粉引 そば千代口 白玉粉引 φ8×6cm 180cc ¥450
075,130 432-E046 白玉粉引 薬味皿 白玉粉引 φ8×1.5cm ¥380
P-022 雪一蹟
008 044-A502 雪一蹟 八角6.3丼 八角丼 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,900 680g
008 044-A503 雪一蹟 八角7.0丼 八角丼 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,600 840ｇ
018 044-A505 雪一蹟 六兵衛7.0丼 雪一蹟 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,100 820ｇ
018 044-A506 雪一蹟 六兵衛8.0丼 雪一蹟 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,800 920ｇ
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044-A501 雪一蹟 八角4.8飯碗 雪一蹟 φ14.6×7.5cm ¥900
044-A504 雪一蹟 六兵衛4.8飯碗 雪一蹟 φ15×7cm ¥900

042 044-A507 雪一蹟 鳴門6.5反丼 雪一蹟 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥1,900 640ｇ
042 044-A508 雪一蹟 鳴門7.0反丼 雪一蹟 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,100 790ｇ

044-A509 雪一蹟 砂目型レンゲ 雪一蹟 17.8×4.5×3.9cm ¥750
044-A510 雪一蹟 八角型多用皿 雪一蹟 24×15.5×2.8cm ¥1,500
044-A511 雪一蹟 六兵衛型多用皿 雪一蹟 24.2×16×2.5cm ¥1,500
044-A512 雪一蹟 十角7.5皿   雪一蹟 φ23×3cm ¥1,400

075 044-E103 雪一蹟 そば千代口 雪一蹟 φ8.3×6.3cm 170cc ¥550 新品番　044-E045
075 044-E104 雪一蹟 薬味皿 雪一蹟 φ8.5×1.5cm ¥400 新品番　044-E046

048-0080 柚子黒天目 7.0丸高台皿 柚子黒天目 φ21×5.7cm ¥1,400
048-0081 柚子黒天目  8.0丸高台皿 柚子黒天目 φ23.5×6.4cm ¥2,300
048-0082 柚子黒天目 餃子皿 柚子黒天目 22.8×16.7×2.6cm ¥1,500
142-0080 白 7.0丸高台皿 白 φ21×5.7cm ¥1,500
142-0081 白 8.0丸高台皿 白 φ23.5×6.4cm ¥2,300
142-0082 白 餃子皿 白 22.8×16.7×2.6cm ¥1,500
187-0080 青磁 7.0丸高台皿 千段 青磁 φ21×5.7cm ¥1,500
187-0081 青磁 8.0丸高台皿 千段 青磁 φ23.5×6.4cm ¥2,300
187-0082 青磁 餃子皿 千段 青磁 22.8×16.7×2.6cm ¥1,500

P-025 どんぶり　　くらわんか丼
048-0167 柚子黒天目 3.6碗 くらわんか丼 φ10.8×6.2cm ¥620
048-0168 柚子黒天目 4.0飯碗 くらわんか丼 φ11.8×7.1cm ¥750
048-0169 柚子黒天目 4.5丼 くらわんか丼 φ13.6×7.6cm ¥900
048-0170 柚子黒天目 5.0丼 くらわんか丼 φ15×8.6cm ¥1,100
470-0167 赤柚子 3.6碗 くらわんか丼 φ10.8×6.2cm ¥680
470-0168 赤柚子 4.0飯碗 くらわんか丼 φ11.8×7.1cm ¥850
470-0169 赤柚子 4.5丼 くらわんか丼 φ13.6×7.6cm ¥1,000
470-0170 赤柚子 5.0丼 くらわんか丼 φ15×8.6cm ¥1,200
490-0167 砥部唐草 3.6碗 くらわんか丼 φ10.8×6.2cm ¥700
490-0168 砥部唐草 4.0飯碗 くらわんか丼 φ11.8×7.1cm ¥900
490-0169 砥部唐草 4.5丼 くらわんか丼 φ13.6×7.6cm ¥1,000
490-0170 砥部唐草 5.0丼 くらわんか丼 φ15×8.6cm ¥1,200
491-0167 砥部十草 3.6碗 くらわんか丼 φ10.8×6.2cm ¥700
491-0168 砥部十草 4.0飯碗 くらわんか丼 φ11.8×7.1cm ¥900
491-0169 砥部十草 4.5丼 くらわんか丼 φ13.6×7.6cm ¥1,000
491-0170 砥部十草 5.0丼 くらわんか丼 φ15×8.6cm ¥1,200

P-026 ロクロ目丼
005-0108 古代おふけ 4.1ロクロ目丼 古代おふけ φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
005-0109 古代おふけ 4.6ロクロ目丼 古代おふけ φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
012-0108 錆おふけ 4.1ロクロ目丼 錆おふけ φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
012-0109 錆おふけ 4.6ロクロ目丼 錆おふけ φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
447-0108 蒼月 4.1ロクロ目丼 蒼月 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
447-0109 蒼月 4.6ロクロ目丼 蒼月 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
448-0108 かざはや 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
448-0109 かざはや 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
455-0108 白樺 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
455-0109 白樺 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
464-0108 白海流 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
464-0109 白海流 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
465-0108 黒海流 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
465-0109 黒海流 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
466-0108 藍十草 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
466-0109 藍十草 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
467-0108 サビ十草 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
467-0109 サビ十草 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
468-0108 黒織部かけわけ 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
468-0109 黒織部かけわけ 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
469-0108 赤伊賀刷毛巻 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
469-0109 赤伊賀刷毛巻 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
471-0108 白流しかけわけ 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
471-0109 白流しかけわけ 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g
475-0108 朱巻志野 4.1ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ12.6×7cm 520cc ¥650 300ｇ
475-0109 朱巻志野 4.6ロクロ目丼 ロクロ目丼 φ14.3×8.4cm 800cc ¥750 410g

P-027 しのぎ丼
124 003-0049 窯変志野 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥750
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124 003-0056 窯変志野 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥650 250ｇ
132 004-0049 黒織部 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥750
132 004-0056 黒織部 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥650 250ｇ
134 007-0049 古備前 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥900
134 007-0056 古備前 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥750 250ｇ
102 022-0056 トルコ青磁 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥750 250ｇ
091 023-0049 わび 朽葉 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
091 023-0056 わび 朽葉 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥850 250ｇ
095 024-0049 わび 紺ねず しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
095 024-0056 わび 紺ねず しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥850 250ｇ
093 025-0049 わび うぐいす しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
093 025-0056 わび うぐいす しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥850 250ｇ
088 097-0049 根来 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3.×8.8cm 500cc ¥1,600
088 097-0056 根来 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5.×7.7cm 340cc ¥1,300 250ｇ
090 098-0049 錆粉引 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3.×8.8cm 500cc ¥1,200
090 098-0056 錆粉引 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5.×7.7cm 340cc ¥950 250ｇ

171-0049 柚子黒天目  しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,100
171-0056 柚子黒天目  しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥900 250ｇ
172-0049 粉引 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
172-0056 粉引  しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥950 250ｇ
173-0049 飴斑点   しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
173-0056 飴斑点   しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥950 250ｇ

126 183-0049 黒御影 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥800
126 183-0056 黒御影 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥700 250ｇ
130 432-0049 白玉粉引 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥800
130 432-0056 白玉粉引 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥650 250ｇ
128 447-0049 蒼月 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥900
128 447-0056 蒼月 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥750 250ｇ
P-028
124 003-0050 窯変志野 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
124 003-0051 窯変志野 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
132 004-0050 黒織部 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
132 004-0051 黒織部 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
134 007-0050 古備前 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,100
134 007-0051 古備前 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,300
102 022-0050 トルコ青磁 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,100
091 023-0050 わび 朽葉 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
091 023-0051 わび 朽葉 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
095 024-0050 わび 紺ねず しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
095 024-0051 わび 紺ねず しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
093 025-0050 わび うぐいす しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
093 025-0051 わび うぐいす しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
088 097-0050 根来 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥2,300
088 097-0051 根来 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,800
090 098-0050 錆粉引 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
090 098-0051 錆粉引 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000

171-0050 柚子黒天目  しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,400
171-0051 柚子黒天目  しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,600
172-0050 粉引 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
172-0051 粉引 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
173-0050 飴斑点   しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
173-0051 飴斑点   しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000

126 183-0050 黒御影 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
126 183-0051 黒御影 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
130 432-0050 白玉粉引 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
130 432-0051 白玉粉引 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
128 447-0050 蒼月 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,100
128 447-0051 蒼月 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,300
P-029 多用丼
124 003-552 窯変志野 4.0多用丼 窯変志野 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
124 003-553 窯変志野 4.2多用丼 窯変志野 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
132 004-552 黒織部 4.0多用丼 黒織部 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
132 004-553 黒織部 4.2多用丼 黒織部 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
134 007-552 古備前 4.0多用丼 古備前 φ12.5×7.5cm 500cc ¥600 310g
134 007-553 古備前 4.2多用丼 古備前 φ13×8cm 600cc ¥750 335g
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009-552 新柚子黒   4.0多用丼 新柚子黒 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
009-553 新柚子黒   4.2多用丼 新柚子黒 φ13×8cm 600cc ¥700 335g

104 026-552 琉球るり唐草 4.0多用丼 琉球るり唐草 φ12.5×7.5cm 500cc ¥750 310g
105 027-552 琉球サビ唐草 4.0多用丼 琉球サビ唐草 φ12.5×7.5cm 500cc ¥750 310g
126 183-552 黒御影 4.0多用丼 黒御影 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
126 183-553 黒御影 4.2多用丼 黒御影 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
130 432-552 白玉粉引 4.0多用丼 白玉粉引 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
130 432-553 白玉粉引 4.2多用丼 白玉粉引 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
128 447-552 蒼月 4.0多用丼 蒼月 φ12.5×7.5cm 500cc ¥600 310g
128 447-553 蒼月 4.2多用丼 蒼月 φ13×8cm 600cc ¥750 335g

464-552 白海流 4.0多用丼 多用丼 φ12.5×7.5cm 500cc ¥600 310g
464-553 白海流 4.2多用丼 多用丼 φ13×8cm 600cc ¥750 335g
465-552 黒海流 4.0多用丼 多用丼 φ12.5×7.5cm 500cc ¥600 310g
465-553 黒海流 4.2多用丼 多用丼 φ13×8cm 600cc ¥750 335g
470-552 赤柚子 4.0多用丼 多用丼 φ12.5×7.5cm 500cc ¥650 310g
470-553 赤柚子 4.2多用丼 多用丼 φ13×8cm 600cc ¥850 335g
471-552 白流しかけわけ 4.0多用丼 多用丼 φ12.5×7.5cm 500cc ¥600 310g
471-553 白流しかけわけ 4.2多用丼 多用丼 φ13×8cm 600cc ¥750 335g
472-552 コバルトブルー 4.0多用丼 多用丼 φ12.5×7.5cm 500cc ¥650 310g
472-553 コバルトブルー 4.2多用丼 多用丼 φ13×8cm 600cc ¥800 335g
473-552 新アメ釉 4.0多用丼 多用丼 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
473-553 新アメ釉 4.2多用丼 多用丼 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
478-552 藍唐草 4.0多用丼 多用丼 φ12.5×7.5cm 500cc ¥650 310g
478-553 藍唐草 4.2多用丼 多用丼 φ13×8cm 600cc ¥850 335g

P-031
124 003-554 窯変志野 5.0多用丼 窯変志野 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g
132 004-554 黒織部 5.0多用丼 黒織部 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g
134 007-554 古備前 5.0多用丼 古備前 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g

009-554 新柚子黒   5.0多用丼 新柚子黒 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g
126 183-554 黒御影 5.0多用丼 黒御影 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g
130 432-554 白玉粉引 5.0多用丼 白玉粉引 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g
128 447-554 蒼月 5.0多用丼 蒼月 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g

464-554 白海流 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g
465-554 黒海流 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g
466-554 藍十草 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g
467-554 サビ十草 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g
470-554 赤柚子 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,300 495g
471-554 白流しかけわけ  5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g
472-554 コバルトブルー  5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g
473-554 新アメ釉 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g
475-554 朱巻志野 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g
478-554 藍唐草 5.0多用丼 多用丼 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,300 495g

P-032 種丼／反丼
003-0094 窯変志野 5.0種丼 窯変志野 φ15.3×8.5cm 840cc ¥800
003-0095 窯変志野 砂目5.5反丼 窯変志野 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,300
004-0094 黒織部 5.0種丼 黒織部 φ15.3×8.5cm 840cc ¥800
004-0095 黒織部 砂目5.5反丼 黒織部 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,200
005-0094 古代おふけ 5.0種丼 古代おふけ φ15.3×8.5cm 840cc ¥900
005-0095 古代おふけ 砂目5.5反丼 古代おふけ φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,300
006-0094 黄志野墨刷毛 5.0種丼 黄志野墨刷毛 φ15.3×8.5cm 840cc ¥800
006-0095 黄志野墨刷毛 砂目5.5反丼 黄志野墨刷毛 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,200
007-0094 古備前 5.0種丼 古備前 φ15.3×8.5cm 840cc ¥850
007-0095 古備前 砂目5.5反丼 古備前 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,300
009-0094 新柚子黒   5.0種丼 新柚子黒 φ15.3×8.5cm 840cc ¥800
009-0095 新柚子黒   砂目5.5反丼 新柚子黒 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,200
020-0095 とちり荒渋 砂目5.5反丼 とちり荒渋 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,400
048-0094 柚子黒天目 5.0種丼 柚子黒天目 φ15.3×8.5cm 840cc ¥1,000
432-0094 白玉粉引 5.0種丼 白玉粉引 φ15.3×8.5cm 840cc ¥800
432-0095 白玉粉引 砂目5.5反丼 白玉粉引 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,200
450-0094 さわらび 5.0種丼 さわらび φ15.3×8.5cm 840cc ¥850
450-0095 さわらび 砂目5.5反丼 さわらび φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,300
468-0095 黒織部かけわけ 砂目5.5反丼 種丼・反丼 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,300
472-0094 コバルトブルー 5.0種丼 種丼・反丼 φ15.3×8.5cm 840cc ¥900
472-0095 コバルトブルー 砂目5.5反丼 種丼・反丼 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,400
476-0094 赤柚子八重がけ 5.0種丼 種丼・反丼 φ15.3×8.5cm 840cc ¥1,000
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476-0095 赤柚子八重がけ 砂目5.5反丼 種丼・反丼 φ16.2×8.9cm 970cc ¥1,400

P-033 砂目　丸丼
003-0140 窯変志野 砂目5.0丸丼 窯変志野 φ15.5×7.7cm 820cc ¥800
003-0141 窯変志野 砂目5.8丸丼 窯変志野 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,400
004-0140 黒織部 砂目5.0丸丼 黒織部 φ15.5×7.7cm 820cc ¥850
004-0141 黒織部 砂目5.8丸丼 黒織部 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,400
005-0140 古代おふけ 砂目5.0丸丼 古代おふけ φ15.5×7.7cm 820cc ¥850
005-0141 古代おふけ 砂目5.8丸丼 古代おふけ φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
007-0140 古備前 砂目5.0丸丼 古備前 φ15.5×7.7cm 820cc ¥850
007-0141 古備前 砂目5.8丸丼 古備前 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
009-0140 新柚子黒   砂目5.0丸丼 新柚子黒 φ15.5×7.7cm 820cc ¥800
009-0141 新柚子黒   砂目5.8丸丼 新柚子黒 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,400

091 023-0140 わび 朽葉 砂目5.0丸丼 わび 朽葉 φ15.5×7.7cm 820cc ¥950
091 023-0141 わび 朽葉 砂目5.8丸丼 わび 朽葉 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
095 024-0140 わび 紺ねず 砂目5.0丸丼 わび 紺ねず φ15.5×7.7cm 820cc ¥950
095 024-0141 わび 紺ねず 砂目5.8丸丼 わび 紺ねず φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
093 025-0140 わび うぐいす 砂目5.0丸丼 わび うぐいす φ15.5×7.7cm 820cc ¥950
093 025-0141 わび うぐいす 砂目5.8丸丼 わび うぐいす φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
088 097-0140 根来 砂目5.0丸丼 根来 φ15.5×7.7cm 820cc ¥1,800
088 097-0141 根来 砂目5.8丸丼 根来 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥2,400
090 098-0140 錆粉引 砂目5.0丸丼 錆粉引 φ15.5×7.7cm 820cc ¥1,300
090 098-0141 錆粉引 砂目5.8丸丼 錆粉引 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,700

432-0140 白玉粉引 砂目5.0丸丼 白玉粉引 φ15.5×7.7cm 820cc ¥800
432-0141 白玉粉引 砂目5.8丸丼 白玉粉引 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,400
447-0140 蒼月 砂目5.0丸丼 蒼月 φ15.5×7.7cm 820cc ¥900
447-0141 蒼月 砂目5.8丸丼 蒼月 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
466-0140 藍十草 砂目5.0丸丼 砂目丸丼 φ15.5×7.7cm 820cc ¥850
466-0141 藍十草 砂目5.8丸丼 砂目丸丼 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
467-0140 サビ十草 砂目5.0丸丼 砂目丸丼 φ15.5×7.7cm 820cc ¥850
467-0141 サビ十草 砂目5.8丸丼 砂目丸丼 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
468-0140 黒織部かけわけ 砂目5.0丸丼 砂目丸丼 φ15.5×7.7cm 820cc ¥850
468-0141 黒織部かけわけ 砂目5.8丸丼 砂目丸丼 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
476-0140 赤柚子八重がけ 砂目5.0丸丼 砂目丸丼 φ15.5×7.7cm 820cc ¥1,000
476-0141 赤柚子八重がけ 砂目5.8丸丼 砂目丸丼 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,700
477-0140 黒マット粉引重ね 砂目5.0丸丼 砂目丸丼 φ15.5×7.7cm 820cc ¥1,000
477-0141 黒マット粉引重ね 砂目5.8丸丼 砂目丸丼 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,700
478-0140 藍唐草 砂目5.0丸丼 砂目丸丼 φ15.5×7.7cm 820cc ¥1,000
478-0141 藍唐草 砂目5.8丸丼 砂目丸丼 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,700

P-034 六兵衛　高ハマ丼
004-0143 黒織部 六兵衛5.0高ハマ丼 黒織部 φ15.3×8cm 760cc ¥800
004-0144 黒織部 六兵衛5.5高ハマ丼 黒織部 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,200
006-0143 黄志野墨刷毛 六兵衛5.0高ハマ丼 黄志野墨刷毛 φ15.3×8cm 760cc ¥800
006-0144 黄志野墨刷毛 六兵衛5.5高ハマ丼 黄志野墨刷毛 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,200
009-0143 新柚子黒   六兵衛5.0高ハマ丼 新柚子黒 φ15.3×8cm 760cc ¥800
009-0144 新柚子黒   六兵衛5.5高ハマ丼 新柚子黒 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,200

104 026-0143A 琉球るり唐草 六兵衛5.0高ハマ丼 琉球るり唐草 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
104 026-0143B 琉球ヌキ唐草 六兵衛5.0高ハマ丼 琉球ヌキ唐草 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
104 026-0144A 琉球るり唐草 六兵衛5.5高ハマ丼 琉球るり唐草 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,300
104 026-0144B 琉球ヌキ唐草 六兵衛5.5高ハマ丼 琉球ヌキ唐草 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,300
105 027-0143 琉球サビ唐草 六兵衛5.0高ハマ丼 琉球サビ唐草 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
105 027-0144 琉球サビ唐草 六兵衛5.5高ハマ丼 琉球サビ唐草 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,300

432-0143 白玉粉引 六兵衛5.0高ハマ丼 白玉粉引 φ15.3×8cm 760cc ¥800
432-0144 白玉粉引 六兵衛5.5高ハマ丼 白玉粉引 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,200
447-0143 蒼月 六兵衛5.0高ハマ丼 蒼月 φ15.3×8cm 760cc ¥900
447-0144 蒼月 六兵衛5.5高ハマ丼 蒼月 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,300
470-0143 赤柚子 六兵衛5.0高ハマ丼 六兵衛高ハマ丼 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
470-0144 赤柚子 六兵衛5.5高ハマ丼 六兵衛高ハマ丼 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,400
472-0143 コバルトブルー 六兵衛5.0高ハマ丼 六兵衛高ハマ丼 φ15.3×8cm 760cc ¥900
472-0144 コバルトブルー 六兵衛5.5高ハマ丼 六兵衛高ハマ丼 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,400
477-0143 黒マット粉引重ね 六兵衛5.0高ハマ丼 六兵衛高ハマ丼 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
477-0144 黒マット粉引重ね 六兵衛5.5高ハマ丼 六兵衛高ハマ丼 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,400

P-035 面取り丼／5.5多用丼／彩鉢
004-0142 黒織部 5.5面取丼 黒織部 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,400
004-0147 黒織部 5.5多用丼 黒織部 φ17.6×8.4cm 990cc ¥1,200
004-0148 黒織部 6.0彩鉢 黒織部 φ18.2×7.5cm 850cc ¥950
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005-0142 古代おふけ 5.5面取丼 古代おふけ φ17×9.7cm 1130cc ¥1,550
007-0142 古備前 5.5面取丼 古備前 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,600
009-0142 新柚子黒 5.5面取丼 新柚子黒 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,400
009-0147 新柚子黒   5.5多用丼 新柚子黒 φ17.6×8.4cm 990cc ¥1,200
009-0148 新柚子黒   6.0彩鉢 新柚子黒 φ18.2×7.5cm 850cc ¥950

091 023-0142 わび 朽葉 5.5面取丼 わび 朽葉 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,500
095 024-0142 わび 紺ねず 5.5面取丼 わび 紺ねず φ17×9.7cm 1130cc ¥1,500
093 025-0142 わび うぐいす 5.5面取丼 わび うぐいす φ17×9.7cm 1130cc ¥1,500

432-0142 白玉粉引 5.5面取丼 白玉粉引 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,400
432-0147 白玉粉引 5.5多用丼 白玉粉引 φ17.6×8.4cm 990cc ¥1,200
432-0148 白玉粉引 6.0彩鉢 白玉粉引 φ18.2×7.5cm 850cc ¥950
447-0142 蒼月 5.5面取丼 蒼月 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,600
450-0147 さわらび 5.5多用丼 さわらび φ17.6×8.4cm 990cc ¥1,300
450-0148 さわらび 6.0彩鉢 さわらび φ18.2×7.5cm 850cc ¥1,000
472-0147 コバルトブルー 5.5多用丼 多用丼 φ17.6×8.4cm 990cc ¥1,400
476-0142 赤柚子八重がけ 5.5面取丼 面取丼 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,700
477-0142 黒マット粉引重ね 5.5面取丼 面取丼 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,700
478-0147 藍唐草 5.5多用丼 多用丼 φ17.6×8.4cm 990cc ¥1,400

P-036 そば丼
004-0145 黒織部 5.8そば丼 黒織部 φ17.7×7.6cm 880cc ¥700
004-0146 黒織部 6.5そば丼 黒織部 φ19×8cm 1080cc ¥850
009-0145 新柚子黒   5.8そば丼 新柚子黒 φ17.7×7.6cm 880cc ¥700
009-0146 新柚子黒   6.5そば丼 新柚子黒 φ19×8cm 1080cc ¥850

104 026-0146A 琉球るり唐草 6.5そば丼 琉球るり唐草 φ19×8cm 1080cc ¥1,300
104 026-0146B 琉球ヌキ唐草 6.5そば丼 琉球ヌキ唐草 φ19×8cm 1080cc ¥1,300
105 027-0146 琉球サビ唐草 6.5そば丼 琉球サビ唐草 φ19×8cm 1080cc ¥1,300
113 089-0145 おふけとちりうず 5.8そば丼 おふけとちりうず φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100
112 094-0145 縞格子 5.8そば丼 縞格子 φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100
111 095-0145 変わり菱紋 5.8そば丼 変わり菱紋 φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100
110 096-0145 むじな菊 5.8そば丼 むじな菊 φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100

432-0145 白玉粉引 5.8そば丼 白玉粉引 φ17.7×7.6cm 880cc ¥700
432-0146 白玉粉引 6.5そば丼 白玉粉引 φ19×8cm 1080cc ¥850
450-0145 さわらび 5.8そば丼 さわらび φ17.7×7.6cm 880cc ¥800
450-0146 さわらび 6.5そば丼 さわらび φ19×8cm 1080cc ¥950
477-0145 黒マット粉引重ね 5.8そば丼 そば丼 φ17.7×7.6cm 880cc ¥850
477-0146 黒マット粉引重ね 6.5そば丼 そば丼 φ19×8cm 1080cc ¥1,000
478-0145 藍唐草 5.8そば丼 そば丼 φ17.7×7.6cm 880cc ¥850
478-0146 藍唐草 6.5そば丼 そば丼 φ19×8cm 1080cc ¥1,000

P-037 どんぶり
177-F065 とちり  5.0多用丼 PG φ15.2×9cm ¥1,600 495g
177-F066 とちり  茶漬碗 PG φ13×7.8cm ¥1,100
177-F067 とちり  飯碗 PG φ11.4×7.cm ¥850
183-F065 黒御影  PG5.0多用丼 PG φ15.5×9.5cm 850cc ¥850
183-F066 黒御影  PG茶漬碗 PG φ12.6×7.7cm ¥700
183-F067 黒御影  PG飯碗 PG φ11.5×7.2cm 340cc ¥550 250ｇ
310-281 ラ・ポム ミントグリーン 3.3丼 ラ・ポム φ9.8×5.1cm ¥700
310-282 ラ・ポム ミントグリーン 3.8丼 ラ・ポム φ11×7cm ¥750
310-283 ラ・ポム ミントグリーン 4.0丼 ラ・ポム φ12×7.8cm ¥1,000
310-284 ラ・ポム ミントグリーン 4.5丼 ラ・ポム φ13.8×8.4cm ¥1,200
310-285 ラ・ポム ミントグリーン 5.0丼 ラ・ポム φ15×9.5cm ¥1,500

136 456-F065 銀釉 5.0多用丼 銀釉 φ15.2×9cm ¥1,400 495g
136 456-F066 銀釉 茶漬碗 銀釉 φ13×7.8cm ¥1,000
135 456-F067 銀釉 飯碗 銀釉 φ11.4×7cm ¥750

473-F065 新アメ釉 PG5.0多用丼 PG φ15.5×9.5cm 850cc ¥850
473-F066 新アメ釉 PG茶漬碗 PG φ12.6×7.7cm ¥700
473-F067 新アメ釉 PG飯碗 PG φ11.5×7.2cm 340cc ¥550 250ｇ
751-F065 わさび 5.0多用丼 多用丼 φ15.5×9.5cm ¥1,600
751-F066 わさび 茶漬碗 PG φ13×8cm ¥1,100
751-F067 わさび 飯碗 PG φ11.6×7cm ¥900

P-038 ひさご丼
165-0043 柚子黒天目  ひさご小丼  ひさご丼 φ13×9.2cm 650cc ¥1,100
165-0044 柚子黒天目  ひさご5.0丼  ひさご丼 φ16×10cm 950cc ¥1,600
165-0045 柚子黒天目  ひさご6.0丼  ひさご丼 φ17.8×11cm 1350cc ¥1,900
166-0043 粉引 ひさご小丼    ひさご丼 φ13×9.2cm 650cc ¥1,200
166-0044 粉引 ひさご5.0丼    ひさご丼 φ16×10cm 950cc ¥1,800



- 10 -

掲載頁・他頁 品番 商品名 シリーズ サイズcm 容量cc 17-2新上代 重さ・その他
166-0045 粉引 ひさご6.0丼    ひさご丼 φ17.8×11cm 1350cc ¥2,300
167-0043 飴斑点 ひさご小丼 ひさご丼 φ13×9.2cm 650cc ¥1,200
167-0044 飴斑点 ひさご5.0丼 ひさご丼 φ16×10cm 950cc ¥1,800
167-0045 飴斑点 ひさご6.0丼 ひさご丼 φ17.8×11cm 1350cc ¥2,300

P-039 ねじり丼
168-0046 柚子黒天目 ねじり小丼 ねじり丼 φ12.7×9.1cm 600cc ¥1,100 380g
168-0047 柚子黒天目 ねじり5.0丼 ねじり丼 φ15×9.3cm 800cc ¥1,400
168-0048 柚子黒天目 ねじり5.5丼 ねじり丼 φ17.6×9.2cm 1100cc ¥1,600
169-0046 粉引 ねじり小丼 ねじり丼 φ12.7×9.1cm ¥1,200
169-0047 粉引 ねじり5.0丼 ねじり丼 φ15×9.3cm 800cc ¥1,600
169-0048 粉引 ねじり5.5丼 ねじり丼 φ17.6×9.2cm 1100cc ¥2,000
170-0046 飴斑点 ねじり小丼 ねじり丼 φ12.7×9.1cm ¥1,200
170-0047 飴斑点 ねじり5.0丼 ねじり丼 φ15×9.3cm 800cc ¥1,600
170-0048 飴斑点 ねじり5.5丼 ねじり丼 φ17.6×9.2cm 1100cc ¥2,000

P-040 渦丼
174-0052 柚子黒天目 渦小丼 渦丼 φ14×8.7cm 680cc ¥1,100
174-0053 柚子黒天目 渦5.0丼 渦丼 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,600
174-0054 柚子黒天目 渦6.0丼 渦丼 φ18.4×11.3cm 1250cc ¥1,700 700ｇ
175-0052 粉引    渦小丼 渦丼 φ14×8.7cm 680cc ¥1,200
175-0053 粉引    渦5.0丼 渦丼 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,700
175-0054 粉引    渦6.0丼 渦丼 φ18.4×11.3cm 1250cc ¥2,000 700ｇ
176-0052 飴斑点   渦小丼 渦丼 φ14×8.7cm 680cc ¥1,200
176-0053 飴斑点   渦5.0丼 渦丼 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,700
176-0054 飴斑点   渦6.0丼 渦丼 φ18.4×11.3cm 1250cc ¥2,000 700ｇ
455-0052 白樺   渦小丼 渦丼 φ14×8.7 cm 680cc ¥1,200
455-0053 白樺   渦5.0丼 盛り鉢 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,800
455-0054 白樺   渦6.0丼 渦丼 φ18.4×11.3 cm 1250cc ¥2,200 700ｇ
462-0052 あさひ 渦小丼 渦丼 φ14×8.7 cm 680cc ¥1,200
462-0053 あさひ 渦5.0丼 渦丼 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,800
462-0054 あさひ 渦6.0丼 渦丼 φ18.4×11.3 cm 1250cc ¥2,200 700ｇ
463-0052 朽葉流し 渦小丼 渦丼 φ14×8.7 cm 850cc ¥1,200
463-0053 朽葉流し 渦5.0丼 渦丼 φ16.5×9.5cm 850cc ¥1,800
463-0054 朽葉流し 渦6.0丼 渦丼 φ18.4×11.3 cm 1250cc ¥2,200 700ｇ

P-041 長浜丼
088 097-0015 根来 7.0長浜丼 根来 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥3,300 750ｇ
090 098-0015 錆粉引 7.0長浜丼 錆粉引 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥2,400 750ｇ

142-0015 白 7.0長浜丼 白 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥1,900 750ｇ
143-0015 粉引 7.0長浜丼 粉引 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥2,400 750ｇ
144-0015 飴斑点 7.0長浜丼 飴斑点 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥2,400 750ｇ
145-0015 柚子黒天目 7.0長浜丼 柚子黒天目 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥2,000 750ｇ

P-042 鳴門丼
021 432-A507 白玉粉引 鳴門6.5反丼 白玉粉引 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥1,800 640ｇ
021 432-A508 白玉粉引 鳴門7.0反丼 白玉粉引 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,000 790ｇ
020 048-A507 柚子黒天目 鳴門6.5反丼 柚子黒天目 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥1,800 640ｇ
020 048-A508 柚子黒天目 鳴門7.0反丼 柚子黒天目 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,000 790ｇ
142 010-A507 雲竜黒 鳴門6.5反丼 雲竜黒 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥2,000 640ｇ
142 010-A508 雲竜黒 鳴門7.0反丼 雲竜黒 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,200 790ｇ
138 430-A507 黒結晶 鳴門6.5反丼 黒結晶 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥2,000 640ｇ
138 430-A508 黒結晶 鳴門7.0反丼 黒結晶 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,200 790ｇ
140 431-A507 赤志野 鳴門6.5反丼 赤志野 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥2,000 640ｇ
140 431-A508 赤志野 鳴門7.0反丼 赤志野 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,200 790ｇ

437-A507 古染白刷毛 鳴門6.5反丼 鳴門丼 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥2,000 640ｇ
437-A508 古染白刷毛 鳴門7.0反丼 鳴門丼 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,200 790ｇ

022 044-A507 雪一蹟 鳴門6.5反丼 雪一蹟 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥1,900 640ｇ
022 044-A508 雪一蹟 鳴門7.0反丼 雪一蹟 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,100 790ｇ

561-A507 鉄朱 鳴門6.5反丼 鳴門丼 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥1,900 640ｇ
561-A508 鉄朱 鳴門7.0反丼 鳴門丼 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,100 790ｇ

P-044 めん鉢・麺皿
102 022-0155 トルコ青磁 しのぎ浅鉢小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,200
102 022-0157 トルコ青磁 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1180cc ¥2,400
102 022-0158 トルコ青磁 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥750
102 022-0160 トルコ青磁 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,400
091 023-0155 わび 朽葉 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
091 023-0156 わび 朽葉 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
091 023-0157 わび 朽葉 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
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091 023-0158 わび 朽葉 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
091 023-0159 わび 朽葉 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
091 023-0160 わび 朽葉 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
095 024-0155 わび 紺ねず しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
095 024-0156 わび 紺ねず しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
095 024-0157 わび 紺ねず しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
095 024-0158 わび 紺ねず しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
095 024-0159 わび 紺ねず しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
095 024-0160 わび 紺ねず しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
093 025-0155 わび うぐいす しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
093 025-0156 わび うぐいす しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
093 025-0157 わび うぐいす しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1180cc ¥2,700
093 025-0158 わび うぐいす しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
093 025-0159 わび うぐいす しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
093 025-0160 わび うぐいす しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
088 097-0155 根来 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,800
088 097-0156 根来 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥2,200
088 097-0157 根来 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥3,700
088 097-0158 根来 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥1,200
088 097-0159 根来 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,600
088 097-0160 根来 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.5×7cm 800cc ¥2,200
090 098-0155 錆粉引 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
090 098-0156 錆粉引 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
090 098-0157 錆粉引 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
090 098-0158 錆粉引 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
090 098-0159 錆粉引 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
090 098-0160 錆粉引 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.5×7cm 800cc ¥1,600
P-045
103 026-0157 琉球るり唐草 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
103 026-0159 琉球るり唐草 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,100
103 026-0160 琉球るり唐草 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
105 027-0157 琉球サビ唐草 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
105 027-0159 琉球サビ唐草 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,100
105 027-0160 琉球サビ唐草 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
106 028-0155 琉球水玉 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
106 028-0156 琉球水玉 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
106 028-0157 琉球水玉 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
106 028-0158 琉球水玉 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
106 028-0159 琉球水玉 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
106 028-0160 琉球水玉 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
106 029-0155 琉球イッチン しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
106 029-0156 琉球イッチン しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
106 029-0157 琉球イッチン しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
106 029-0158 琉球イッチン しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
106 029-0159 琉球イッチン しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
106 029-0160 琉球イッチン しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600

173-0155 飴斑点 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,200
173-0156 飴斑点 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,400
173-0157 飴斑点 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,400
173-0158 飴斑点 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥750
173-0159 飴斑点 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,000
173-0160 飴斑点 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,400

P-046
003-0155 窯変志野 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,000
003-0156 窯変志野 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,200
003-0157 窯変志野 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,100
003-0158 窯変志野 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥650
003-0159 窯変志野 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥900
003-0160 窯変志野 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,300
004-0155 黒織部 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,000
004-0156 黒織部 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,250
004-0157 黒織部 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,100
004-0158 黒織部 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥650
004-0159 黒織部 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥900
004-0160 黒織部 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,250
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007-0155 古備前 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,200
007-0156 古備前 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,400
007-0157 古備前 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,400
007-0158 古備前 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥750
007-0159 古備前 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,000
007-0160 古備前 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,400
183-0155 黒御影 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,000
183-0156 黒御影 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,300
183-0157 黒御影 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,100
183-0158 黒御影 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥700
183-0159 黒御影 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥900
183-0160 黒御影 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,300
432-0155 白玉粉引 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,000
432-0156 白玉粉引 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,300
432-0157 白玉粉引 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,100
432-0158 白玉粉引 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥650
432-0159 白玉粉引 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥900
432-0160 白玉粉引 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,300
447-0155 蒼月 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,100
447-0156 蒼月 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,400
447-0157 蒼月 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,400
447-0158 蒼月 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥750
447-0159 蒼月 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,000
447-0160 蒼月 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,400

P-047 8.0めん鉢
102 022-0166 トルコ青磁 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
091 023-0166 わび 朽葉 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
095 024-0166 わび 紺ねず 千段 8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
093 025-0166 わび うぐいす 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
088 097-0166 根来 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,500 850ｇ
090 098-0166 錆粉引 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,000 850ｇ
100 099-0166 千段 朱 8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,000 850ｇ
107 492-E057 三島 粉引 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
108 493-E057 三島 銀朱 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,100 850ｇ
P-048

494-0180 黒釉朱巻 櫛目8.0めん鉢 櫛目 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,100 850ｇ
495-0180 アメ釉わらぶき 櫛目8.0めん鉢 櫛目 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,100 850ｇ

103 026-E057 琉球るり唐草 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
105 027-E057 琉球サビ唐草 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
120 033-E057 千段十草 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
121 036-E057 市松 黒 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ

085-E057 おふけ草花 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
086-E057 おふけ花唐草8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
087-E057 おふけ青海波 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
088-E057 おふけ花市松 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ

113 089-E057 おふけとちりうず 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
090-E057 銀彩 青海波　8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ

112 094-E057 縞格子 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
111 095-E057 変わり菱紋 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
110 096-E057 むじな菊 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
055 488-E057 北斎 富士 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
P-049 8.0麺皿

003-0110 窯変志野 8.0麺皿 窯変志野 φ24.5×4.7cm ¥1,500
099 014-0110 8.0麺皿 粉引金彩 φ24.5×4.7cm ¥1,800
091 023-0110 わび 朽葉 8.0麺皿 わび 朽葉 φ24.5×4.7cm ¥1,600
095 024-0110 わび 紺ねず 8.0麺皿 わび 紺ねず φ24.5×4.7cm ¥1,600
093 025-0110 わび うぐいす 8.0麺皿 わび うぐいす φ24.5×4.7cm ¥1,600

183-0110 黒御影  8.0麺皿 黒御影 φ24.5×4.7cm ¥1,500
447-0110 蒼月 8.0麺皿 蒼月 φ24.5×4.7cm ¥1,600
448-0110 かざはや 8.0麺皿 8.0麺皿 φ24.5×4.7cm ¥1,600
455-0110 白樺 8.0麺皿 8.0麺皿 φ24.5×4.7cm ¥1,600
464-0110 白海流 8.0麺皿 8.0麺皿 φ24.5×4.7cm ¥1,600
465-0110 黒海流 8.0麺皿 8.0麺皿 φ24.5×4.7cm ¥1,600
466-0110 藍十草 8.0麺皿 8.0麺皿 φ24.5×4.7cm ¥1,600
467-0110 サビ十草 8.0麺皿 8.0麺皿 φ24.5×4.7cm ¥1,600
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471-0110 白流しかけわけ 8.0麺皿 8.0麺皿 φ24.5×4.7cm ¥1,600

P-050 盛り鉢
099 014-0096 8.0盛り鉢 粉引金彩 φ25×7cm ¥2,700
099 014-0097 9.0盛り鉢 粉引金彩 φ27×7cm ¥4,400
099 014-0098 尺盛り鉢 粉引金彩 φ31×8.2cm ¥6,600
091 023-0097 わび 朽葉 9.0盛り鉢 わび 朽葉 φ27×7cm ¥4,200
091 023-0098 わび 朽葉 尺盛り鉢 わび 朽葉 φ31×8.2cm ¥6,300
095 024-0097 わび 紺ねず 9.0盛り鉢 わび 紺ねず φ27×7cm ¥4,200
095 024-0098 わび 紺ねず 尺盛り鉢 わび 紺ねず φ31×8.2cm ¥6,300
093 025-0097 わび うぐいす 9.0盛り鉢 わび うぐいす φ27×7cm ¥4,200
093 025-0098 わび うぐいす 尺盛り鉢 わび うぐいす φ31×8.2cm ¥6,300
P-051

446-0096 玄武 8.0盛り鉢 盛り鉢 φ25×7 cm ¥2,500
446-0097 玄武 9.0盛り鉢 盛り鉢 φ27×7 cm ¥4,200
446-0098 玄武 尺盛り鉢 盛り鉢 φ31×8.2 cm ¥6,200
448-0096 かざはや 8.0盛り鉢 盛り鉢 φ25×7 cm ¥2,700
448-0097 かざはや 9.0盛り鉢 盛り鉢 φ27×7 cm ¥4,400
448-0098 かざはや尺盛り鉢 盛り鉢 φ31×8.2 cm ¥6,600
452-0096 苗代 8.0盛り鉢 盛り鉢 φ25×7 cm ¥2,700
452-0097 苗代 9.0盛り鉢 盛り鉢 φ27×7 cm ¥4,400
452-0098 苗代 尺盛り鉢 盛り鉢 φ31×8.2 cm ¥6,600
453-0096 すすき野 8.0盛り鉢 盛り鉢 φ25×7 cm ¥2,700
453-0097 すすき野 9.0盛り鉢 盛り鉢 φ27×7 cm ¥4,400
453-0098 すすき野 尺盛り鉢 盛り鉢 φ31×8.2 cm ¥6,600
458-0096 藤次郎  8.0盛り鉢 盛り鉢 φ25×7 cm ¥2,700
458-0097 藤次郎  9.0盛り鉢 盛り鉢 φ27×7 cm ¥4,400
458-0098 藤次郎 尺盛り鉢 盛り鉢 φ31×8.2 cm ¥6,600

P-052
447-0096 蒼月 8.0盛り鉢 蒼月 φ25×7 cm ¥2,600
447-0097 蒼月 9.0盛り鉢 蒼月 φ27×7 cm ¥4,400
447-0098 蒼月 尺盛り鉢 蒼月 φ31×8.2 cm ¥6,600
455-0096 白樺 8.0盛り鉢 盛り鉢 φ25×7 cm ¥2,700
455-0097 白樺 9.0盛り鉢 盛り鉢 φ27×7 cm ¥4,400
455-0098 白樺 尺盛り鉢 盛り鉢 φ31×8.2 cm ¥6,600
456-0096 銀釉 8.0盛り鉢 盛り鉢 φ25×7 cm ¥2,700
456-0097 銀釉 9.0盛り鉢 盛り鉢 φ27×7 cm ¥4,400
456-0098 銀釉 尺盛り鉢 盛り鉢 φ31×8.2 cm ¥6,600

P-053
004-0065 黒織部 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥6,800
047-0065 白 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥6,600
184-0065 白マット結晶 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥6,600
185-0065 黒 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥6,600
431-0065 赤志野 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥8,000
470-0065 赤柚子 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥9,900
483-0065 青渦粉引 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥8,000
484-0065 赤渦粉引 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥8,000
485-0065 アミメ 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥8,000
486-0065 粉引 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥7,200
487-0065 飴斑点 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥7,200

055 488-0065 北斎 富士 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥9,000
P-054

184-0067 ビュッフェスタイル 深形尺二皿 白 ビュッフェ φ39×5cm ¥6,400
184-0069 ビュッフェスタイル 深形尺一皿 白 ビュッフェ φ34.3×5cm ¥5,300
184-M006 ビュッフェスタイル 尺皿 白 ビュッフェ φ31.4×4.5cm ¥4,000
184-Q008 ビュッフェスタイル 浅形尺一皿 白 ビュッフェ φ35.5×4.6cm ¥5,300
184-Q009 ビュッフェスタイル 浅形尺二皿 白 ビュッフェ φ38.5×4.6cm ¥6,400
185-0067 ビュッフェスタイル 深形尺二皿 黒 ビュッフェ φ39×5cm ¥6,400
185-0069 ビュッフェスタイル 深形尺一皿 黒 ビュッフェ φ34.3×5cm ¥5,300
185-M006 ビュッフェスタイル 尺皿 黒 ビュッフェ φ31.4×4.5cm ¥4,000
185-Q008 ビュッフェスタイル 浅形尺一皿 黒 ビュッフェ φ35.5×4.6cm ¥5,300
185-Q009 ビュッフェスタイル 浅形尺二皿 黒 ビュッフェ φ38.5×4.6cm ¥6,400

P-055 北斎冨士
064 488-Q008 北斎 富士 浅型尺一皿 北斎 富士 φ35.5×3.8cm ¥12,000
064 488-Q009 北斎 富士 浅型尺二皿 北斎 富士 φ38.5×4.2cm ¥16,500
048 488-E057 北斎 富士 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
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053 488-0065 北斎 富士 尺盛鉢 尺盛鉢 φ29.7×10cm ¥9,000
P-057 和のいっぴん
076,146 002-503 黒黄金 3.0皿 黒黄金 φ9.5×2.2cm ¥450
124,158 003-503 窯変志野 3.0皿 窯変志野 φ9.5×2.2cm ¥400
132,158 004-503 黒織部 3.0皿 黒織部 φ9.5×2.2cm ¥400
134,158 007-503 古備前 3.0皿 古備前 φ9.5×2.2cm ¥420
076,144 008-503 雲竜飴釉 3.0皿 雲竜飴釉 φ9.5×2.2cm ¥450
076,142 010-503 雲竜黒 3.0皿 雲竜黒 φ9.5×2.2cm ¥450
076,143 011-503 雲竜ヒスイ 3.0皿 雲竜ヒスイ φ9.5×2.2cm ¥450
020 048-A513 柚子黒天目 3.0皿 柚子黒天目 φ9.5×2.2cm ¥450

076,145 015-503 織部流し 3.0皿 織部流し φ9.5×2.2cm ¥450
103 026-A513 琉球るり唐草 3.0皿 琉球るり唐草 φ9.5×2.2cm ¥520
105 027-A513 琉球サビ唐草 3.0皿 琉球サビ唐草 φ9.5×2.2cm ¥520
120 033-H001 千段十草 おふくろ3.3皿 千段十草 φ10×1.8cm ¥480
116 035-H001 波唐草 おふくろ3.3皿 波唐草 φ10×1.8cm ¥550
113 089-H001 おふけとちりうず おふくろ3.3皿 おふけとちりうず φ10×1.8cm ¥480
112 094-H001 縞格子 おふくろ3.3皿 縞格子 φ10×1.8cm ¥480
111 095-H001 変わり菱紋 おふくろ3.3皿 変わり菱紋 φ10×1.8cm ¥480
110 096-H001 むじな菊 おふくろ3.3皿 むじな菊 φ10×1.8cm ¥480
073 132-M001 朱タコ唐草 4.0皿 朱タコ唐草 φ12.9×2.1cm ¥480
073 133-M001 桜 4.0皿 桜 φ12.9×2.1cm ¥480
073 134-M001 白波うさぎ 4.0皿 白波うさぎ φ12.9×2.1cm ¥480
073 135-M001 モダン十草 4.0皿 モダン十草 φ12.9×2.1cm ¥480
073 136-M001 うみぶどう 4.0皿 うみぶどう φ12.9×2.1cm ¥480
073 137-M001 印判唐草 4.0皿 印判唐草 φ12.9×2.1cm ¥480
073 138-M001 黒唐津 4.0皿 黒唐津 φ12.9×2.1cm ¥480
073 139-M001 柚子黒天目 おふくろ4.0皿 柚子黒天目 φ12.9×2.1cm ¥480
073 140-M001 飴斑点 4.0皿 飴斑点 φ12.9×2.1cm ¥480
073 141-M001 粉引 4.0皿 粉引 φ12.9×2.1cm ¥480

126,158 183-503 黒御影 3.0皿 黒御影 φ9.5×2.2cm ¥380
137 430-A513 黒結晶 3.0皿 黒結晶 φ9.5×2.2cm ¥500
138 430-D004 黒結晶 11cm皿 黒結晶 φ10.9×1.5cm ¥550
139 431-A513 赤志野 3.0皿 赤志野 φ9.5×2.2cm ¥500
140 431-D004 赤志野 11cm皿 赤志野 φ10.9×1.5cm ¥550

128,158 447-503 蒼月 3.0皿 蒼月 φ9.5×2.2cm ¥440
021,130,158 432-A513 白玉粉引 3.0皿 白玉粉引 φ9.5×2.2cm ¥400
P-058
101 022-0003 トルコ青磁 千段5.5皿 トルコ青磁 φ18×2.6cm ¥1,100
101 022-0004 トルコ青磁 千段4.5皿 トルコ青磁 φ15×2.2cm ¥750
101 022-0005 トルコ青磁 千段4.0皿 トルコ青磁 φ12.9×2.2cm ¥600
092 023-0003 わび 朽葉 千段5.5皿 わび 朽葉 φ18×2.6cm ¥1,100
092 023-0004 わび 朽葉 千段4.5皿 わび 朽葉 φ15×2.2cm ¥800
092 023-0005 わび 朽葉 千段4.0皿 わび 朽葉 φ12.9×2.2cm ¥650
096 024-0003 わび 紺ねず 千段5.5皿 わび 紺ねず φ18×2.6cm ¥1,100
096 024-0004 わび 紺ねず 千段4.5皿 わび 紺ねず φ15×2.2cm ¥800
096 024-0005 わび 紺ねず 千段4.0皿 わび 紺ねず φ12.9×2.2cm ¥650
094 025-0003 わび うぐいす 千段5.5皿 わび うぐいす φ18×2.6cm ¥1,100
094 025-0004 わび うぐいす 千段4.5皿 わび うぐいす φ15×2.2cm ¥800
094 025-0005 わび うぐいす 千段4.0皿 わび うぐいす φ12.9×2.2cm ¥650
117 030-Q001 オリエント 4.0皿 オリエント φ12.9×2.2cm ¥550
117 030-Q002 オリエント 4.5皿 オリエント φ15×2.2cm ¥600
117 030-Q003 オリエント 5.5皿 オリエント φ18×2.6cm ¥700
115 035-Q001 波唐草 4.0皿 波唐草 φ12.9×2.2cm ¥650
115 035-Q002 波唐草 4.5皿 波唐草 φ15×2.2cm ¥700
115 035-Q003 波唐草 5.5皿 波唐草 φ18×2.6cm ¥800
087 097-0003 根来 千段5.5皿 根来 φ18×2.6cm ¥1,500
087 097-0004 根来 千段4.5皿 根来 φ15×2.2cm ¥1,200
087 097-0005 根来 千段4.0皿 根来 φ12.9×2.2cm ¥900
089 098-0003 錆粉引 千段5.5皿 錆粉引 φ18×2.6cm ¥1,100
089 098-0004 錆粉引 千段4.5皿 錆粉引 φ15×2.2cm ¥800
089 098-0005 錆粉引 千段4.0皿 錆粉引 φ12.9×2.2cm ¥650
100 099-0003 千段 朱 5.5皿 千段 朱 φ18×2.6cm ¥1,300
100 099-0004 千段 朱 4.5皿 千段 朱 φ15×2.2cm ¥950
100. 099-0005 千段 朱 4.0皿 千段 朱 φ12.9×2.2cm ¥750
097 100-0003 千段 黒天目 5.5皿 千段 黒天目 φ18×2.6cm ¥1,100
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097 100-0004 千段 黒天目 4.5皿 千段 黒天目 φ15×2.2cm ¥750
097 100-0005 千段 黒天目 4.0皿 千段 黒天目 φ12.9×2.2cm ¥600
097 101-0003 千段 粉引 5.5皿 千段 粉引 φ18×2.6cm ¥1,100
097 101-0004 千段 粉引 4.5皿 千段 粉引 φ15×2.2cm ¥750
097 101-0005 千段 粉引 4.0皿 千段 粉引 φ12.9×2.2cm ¥600
098 102-0003 千段 織部 5.5皿 千段 織部 φ18×2.6cm ¥1,100
098 102-0004 千段 織部 4.5皿 千段 織部 φ15×2.2cm ¥750
098 102-0005 千段 織部 4.0皿 千段 織部 φ12.9×2.2cm ¥600
098 187-0003 千段 青磁 5.5皿 千段 青磁 φ18×2.6cm ¥1,100
098 187-0004 千段 青磁 4.5皿 千段 青磁 φ15×2.2cm ¥750
098 187-0005 千段 青磁 4.0皿 千段 青磁 φ12.9×2.2cm ¥600
019 048-Q001 柚子黒天目 4.0皿 柚子黒天目 φ12.9×2.2cm ¥480
019 048-Q002 柚子黒天目 4.5皿 柚子黒天目 φ15×2.2cm ¥600
019 048-Q003 柚子黒天目 5.5皿 柚子黒天目 φ18×2.6cm ¥750
107 492-Q001 三島 粉引 4.0皿 三島 粉引 φ12.9×2.2cm ¥550
107 492-Q003 三島 粉引 5.5皿 三島 粉引 φ18×2.6cm ¥800
108 493-Q001 三島 銀朱 4.0皿 三島 銀朱 φ12.9×2.2cm ¥650
108 493-Q003 三島 銀朱 5.5皿 三島 銀朱 φ18×2.6cm ¥1,000
P-059
146 002-505 黒黄金 5.0皿 黒黄金 φ15.2×2cm ¥900
123 003-505 窯変志野 5.0皿 窯変志野 φ15.2×2cm ¥700
131 004-505 黒織部 5.0皿 黒織部 φ15.2×2cm ¥650
133 007-505 古備前 5.0皿 古備前 φ15.2×2cm ¥750
144 008-505 雲竜飴釉 5.0皿 雲竜飴釉 φ15.2×2cm ¥900
141 010-505 雲竜黒 5.0皿 雲竜黒 φ15.2×2cm ¥900
143 011-505 雲竜ヒスイ 5.0皿 雲竜ヒスイ φ15.2×2cm ¥900
145 015-505 織部流し 5.0皿 織部流し φ15.2×2cm ¥900
103 026-505 琉球るり唐草 5.0皿 琉球るり唐草 φ15.2×2cm ¥720
105 027-505 琉球サビ唐草 5.0皿 琉球サビ唐草 φ15.2×2cm ¥720
119 033-M001 千段十草 4.0皿 千段十草 φ12.4×2.2cm ¥550
119 033-M002 千段十草 5.0皿 千段十草 φ15.7×2.5cm ¥650
121 036-M002 市松 黒 5.0皿 市松 黒 φ15.7×2.5cm ¥650
114 073-M001 絣 4.0皿 絣 φ12.8×2.2cm ¥550
114 073-M002 絣 5.0皿 絣 φ16×2.7cm ¥650
113 089-M002 おふけとちりうず 5.0皿 おふけとちりうず φ15.7×2.5cm ¥650
112 094-M002 縞格子 5.0皿 縞格子 φ15.7×2.5cm ¥650
111 095-M002 変わり菱紋 5.0皿 変わり菱紋 φ15.7×2.5cm ¥650
110 096-M002 むじな菊 5.0皿 むじな菊 φ15.7×2.5cm ¥650
125 183-505 黒御影 5.0皿 黒御影 φ15.2×2cm ¥700
142 430-D006 黒結晶 14.5cm皿 黒結晶 φ14.6×1.8cm ¥750
140 431-D006 赤志野 14.5cm皿 赤志野 φ14.6×1.8cm ¥750
129 432-505 白玉粉引 5.0皿 白玉粉引 φ15.2×2cm ¥650
127 447-505 蒼月 5.0皿 蒼月 φ15.2×2cm ¥750

P-060～062
119 033-M003 千段十草 6.0皿 千段十草 φ18.3×2.5cm ¥800
119 033-M004 千段十草 7.0皿 千段十草 φ21.6×2.9cm ¥950
119 033-M005 千段十草 8.0皿 千段十草 φ25.2×3cm ¥1,750
113 089-M003 おふけとちりうず 6.0皿 おふけとちりうず φ18.3×2.5cm ¥800
113 089-M004 おふけとちりうず 7.0皿 おふけとちりうず φ21.6×2.9cm ¥950
113 089-M005 おふけとちりうず 8.0皿 おふけとちりうず φ25.2×3cm ¥1,900
112 094-M003 縞格子 6.0皿 縞格子 φ18.3×2.5cm ¥800
112 094-M004 縞格子 7.0皿 縞格子 φ21.6×2.9cm ¥950
112 094-M005 縞格子 8.0皿 縞格子 φ25.2×3cm ¥1,900
111 095-M003 変わり菱紋 6.0皿 変わり菱紋 φ18.3×2.5cm ¥800
111 095-M004 変わり菱紋 7.0皿 変わり菱紋 φ21.6×2.9cm ¥950
111 095-M005 変わり菱紋 8.0皿 変わり菱紋 φ25.2×3cm ¥1,900
110 096-M003 むじな菊 6.0皿 むじな菊 φ18.3×2.5cm ¥800
110 096-M004 むじな菊 7.0皿 むじな菊 φ21.6×2.9cm ¥950
110 096-M005 むじな菊 8.0皿 むじな菊 φ25.2×3cm ¥1,900
121 036-M005 市松 黒 8.0皿 市松 黒 φ25.2×3cm ¥1,900
114 073-M003 絣 6.0皿 絣 φ18.3×2.5cm ¥800
114 073-M004 絣 7.0皿 絣 φ21.6×3cm ¥950
114 073-M005 絣 8.0皿 絣 φ25.2×3cm ¥1,900
146 002-506 黒黄金 6.0皿 黒黄金 φ17.5×2.2cm ¥1,000
146 002-507 黒黄金 7.0皿 黒黄金 φ22.5×2.6cm ¥1,500
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146 002-509 黒黄金 9.0皿 黒黄金 φ27×3.3cm ¥2,200
123 003-506 窯変志野 6.0皿 窯変志野 φ17.5×2.2cm ¥800
123 003-507 窯変志野 7.0皿 窯変志野 φ22.5×2.6cm ¥1,100
123 003-509 窯変志野 9.0皿 窯変志野 φ26.5×3.3cm ¥2,800
131 004-506 黒織部 6.0皿 黒織部 φ17.5×2.2cm ¥800
131 004-507 黒織部 7.0皿 黒織部 φ22.5×2.6cm ¥1,100
131 004-509 黒織部 9.0皿 黒織部 φ26.5×3.3cm ¥2,800
133 007-506 古備前 6.0皿 古備前 φ17.5×2.2cm ¥900
133 007-507 古備前 7.0皿 古備前 φ22.5×2.6cm ¥1,300
133 007-509 古備前 9.0皿 古備前 φ26.5×3.3cm ¥3,200
144 008-506 雲竜飴釉 6.0皿 雲竜飴釉 φ17.5×2.2cm ¥1,000
144 008-507 雲竜飴釉 7.0皿 雲竜飴釉 φ22.5×2.6cm ¥1,600
144 008-509 雲竜飴釉 9.0皿 雲竜飴釉 φ27×3.3cm ¥2,200
141 010-506 雲竜黒 6.0皿 雲竜黒 φ17.5×2.2cm ¥1,000
141 010-507 雲竜黒 7.0皿 雲竜黒 φ22.5×2.6cm ¥1,600
141 010-509 雲竜黒 9.0皿 雲竜黒 φ27×3.3cm ¥2,800
143 011-506 雲竜ヒスイ 6.0皿 雲竜ヒスイ φ17.5×2.2cm ¥1,000
143 011-507 雲竜ヒスイ 7.0皿 雲竜ヒスイ φ22.5×2.6cm ¥1,600
143 011-509 雲竜ヒスイ 9.0皿 雲竜ヒスイ φ27×3.3cm ¥2,200
145 015-506 織部流し 6.0皿 織部流し φ17.5×2.2cm ¥1,000
145 015-507 織部流し 7.0皿 織部流し φ22.5×2.6cm ¥1,600
145 015-509 織部流し 9.0皿 織部流し φ27×3.3cm ¥2,200
101 022-0002 トルコ青磁 千段7.5皿 トルコ青磁 φ23.7×3.4cm ¥1,500
092 023-0002 わび 朽葉 千段7.5皿 わび 朽葉 φ23.7×3.4cm ¥1,600
096 024-0002 わび 紺ねず 千段7.5皿 わび 紺ねず φ23.7×3.4cm ¥1,600
094 025-0002 わび うぐいす 千段7.5皿 わび うぐいす φ23.7×3.4cm ¥1,600
103 026-507 琉球るり唐草 7.0皿 琉球るり唐草 φ22.5×2.6cm ¥1,350
103 026-509 琉球るり唐草 9.0皿 琉球るり唐草 φ26.5×3.3cm ¥3,300
105 027-507 琉球サビ唐草 7.0皿 琉球サビ唐草 φ22.×2.6cm ¥1,350
105 027-509 琉球サビ唐草 9.0皿 琉球サビ唐草 φ26.5×3.3cm ¥3,300
117 030-Q004 オリエント 6.5皿 オリエント φ20.5×3.1cm ¥800
117 030-Q005 オリエント 7.5皿 オリエント φ23.7×3.4cm ¥1,200
117 030-Q006 オリエント 9.0皿 オリエント φ28.5×3.7cm ¥2,700
115 035-Q004 波唐草 6.5皿 波唐草 φ20.5×3.1cm ¥950
115 035-Q005 波唐草 7.5皿 波唐草 φ23.7×3.4cm ¥1,400
115 035-Q006 波唐草 9.0皿 波唐草 φ28.5×3.7cm ¥2,900
087 097-0002 根来 千段7.5皿 根来 φ23.7×3.4cm ¥2,200
089 098-0002 錆粉引 千段7.5皿 錆粉引 φ23.7×3.4cm ¥1,600
100 099-0002 千段 朱 7.5皿 千段 朱 φ23.7×3.4cm ¥1,800
097 100-0002 千段 黒天目 7.5皿 千段 黒天目 φ23.7×3.4cm ¥1,500
097 101-0002 千段 粉引 7.5皿 千段 粉引 φ23.7×3.4cm ¥1,500
098 102-0002 千段 織部 7.5皿 千段 織部 φ23.7×3.4cm ¥1,500
098 187-0002 千段 青磁 7.5皿 千段 青磁 φ23.7×3.4cm ¥1,500
172 183-1083 TUBE 黒御影 プレートLL 黒御影 φ27.1×1.8cm ¥3,400
125 183-506 黒御影 6.0皿 黒御影 φ17.5×2.2cm ¥800
125 183-507 黒御影 7.0皿 黒御影 φ22.5×2.6cm ¥1,200
125 183-509 黒御影 9.0皿 黒御影 φ26.5×3.3cm ¥2,900
172 183-A001 TUBE 黒御影 プレートM 黒御影 φ18.5×1.8cm ¥1,500
172 183-A002 TUBE 黒御影 プレートL 黒御影 φ23.5×1.8cm ¥2,600
138 430-D007 黒結晶 18.5cm皿 黒結晶 φ18.2×2.3cm ¥1,000
138 430-D008 黒結晶 21.5cm皿 黒結晶 φ21.2×2.3cm ¥1,300
138 430-D009 黒結晶 24cm皿 黒結晶 φ24.2×2.5cm ¥1,800
138 430-D010 黒結晶 27.5cm皿 黒結晶 φ26.8×2.9cm ¥2,600
140 431-D007 赤志野 18.5cm皿 赤志野 φ18.2×2.3cm ¥1,000
140 431-D008 赤志野 21.5cm皿 赤志野 φ21.2×2.3cm ¥1,300
140 431-D009 赤志野 24cm皿 赤志野 φ24.2×2.5cm ¥1,800
140 431-D010 赤志野 27.5cm皿 赤志野 φ26.8×2.9cm ¥2,600
129 432-506 白玉粉引 6.0皿 白玉粉引 φ17.5×2.2cm ¥800
129 432-507 白玉粉引 7.0皿 白玉粉引 φ22.5×2.6cm ¥1,100
129 432-509 白玉粉引 9.0皿 白玉粉引 φ26.5×3.3cm ¥2,900
127 447-506 蒼月 6.0皿 蒼月 φ17.5×2.2cm ¥900
127 447-507 蒼月 7.0皿 蒼月 φ22.5×2.6cm ¥1,250
127 447-509 蒼月 9.0皿 蒼月 φ26.5×3.3cm ¥3,200
136 456-1094 銀釉 20cmプレート 銀釉 φ20×2.7cm ¥1,100
136 456-X009 銀釉 24cmプレート 銀釉 φ24×2.3cm ¥1,700
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136 456-X011 銀釉 28cmプレート 銀釉 φ28×3.5cm ¥2,700
107 492-Q005 三島 粉引 7.5皿 三島 粉引 φ23.7×3.4cm ¥1,350
108 493-Q005 三島 銀朱 7.5皿 三島 銀朱 φ23.7×3.4cm ¥1,700
019 048-Q004 柚子黒天目 6.5皿 柚子黒天目 φ20.5×3.1cm ¥1,100
019 048-Q005 柚子黒天目 7.5皿 柚子黒天目 φ23.7×3.4cm ¥1,500
019 048-Q006 柚子黒天目 9.0皿 柚子黒天目 φ28.5×3.7cm ¥2,900
P-063
101 022-0001 トルコ青磁 千段尺皿 トルコ青磁 φ30.5×4.3cm ¥3,800
092 023-0001 わび 朽葉 千段尺皿 わび 朽葉 φ30.5×4.3cm ¥4,200
096 024-0001 わび 紺ねず 千段尺皿 わび 紺ねず φ30.5×4.3cm ¥4,200
094 025-0001 わび うぐいす 千段尺皿 わび うぐいす φ30.5×4.3cm ¥4,200
115 035-Q007 波唐草 尺皿 波唐草 φ30.5×4.3cm ¥4,000
113 089-M006 おふけとちりうず 尺皿 おふけとちりうず φ31.2×4cm ¥3,700
112 094-M006 縞格子 尺皿 縞格子 φ31.2×4cm ¥3,700
111 095-M006 変わり菱紋 尺皿 変わり菱紋 φ31.2×4cm ¥3,700
110 096-M006 むじな菊 尺皿 むじな菊 φ31.2×4cm ¥3,700
087 097-0001 根来 千段尺皿 根来 φ30.5×4.3cm ¥5,900
090 098-0001 錆粉引 千段尺皿 錆粉引 φ30.5×4.3cm ¥4,200
100 099-0001 千段 朱 尺皿 千段 朱 φ30.5×4.3cm ¥5,100
097 100-0001 千段 黒天目 尺皿 千段 黒天目 φ30.5×4.3cm ¥3,800
097 101-0001 千段 粉引 尺皿 千段 粉引 φ30.5×4.3cm ¥3,800
098 102-0001 千段 織部 尺皿 千段 織部 φ30.5×4.3cm ¥3,800
098 187-0001 千段 青磁 尺皿 千段 青磁 φ30.5×4.3cm ¥3,800
P-064
146 002-510 黒黄金 尺皿 黒黄金 φ31×3.8cm ¥4,900
144 008-510 雲竜飴釉 尺皿 雲竜飴釉 φ31×3.8cm ¥4,900
141 010-510 雲竜黒 尺皿 雲竜黒 φ31×3.8cm ¥4,900
143 011-510 雲竜ヒスイ 尺皿 雲竜ヒスイ φ31×3.8cm ¥4,900
145 015-510 織部流し 尺皿 織部流し φ31×3.8cm ¥4,900
117 030-Q007 オリエント 尺皿 オリエント φ30.5×4.3cm ¥3,700
117 030-Q009 オリエント 尺二皿 オリエント φ38.5×4.2cm ¥11,000
120 033-M006 千段十草 尺皿 千段十草 φ31.2×4cm ¥3,700
115 035-Q008 波唐草 尺1寸皿 波唐草 φ35.2×3.8cm ¥7,900
115 035-Q009 波唐草 尺2寸皿 波唐草 φ38.5×4.2cm ¥12,600
114 073-M006 絣 尺皿 絣 φ31.2×4cm ¥3,700
019 048-Q007 柚子黒天目 尺皿 柚子黒天目 φ30.8×4.1cm ¥4,200
055 488-Q008 北斎 富士 浅型尺一皿 北斎 富士 φ35.5×4.6cm ¥12,000
055 488-Q009 北斎 富士 浅型尺二皿 北斎 富士 φ38.5×4.6cm ¥16,500
P-065 串皿／焼物皿

048-0102 柚子黒天目 削ぎ串皿 柚子黒天目 18.5×10.4×2cm ¥750
048-0103 柚子黒天目 削ぎ焼物皿 柚子黒天目 22.8×13.8×2.4cm ¥1,200
432-0102 白玉粉引 削ぎ串皿 白玉粉引 18.5×10.4×2cm ¥750
432-0103 白玉粉引 削ぎ焼物皿 白玉粉引 22.8×13.8×2.4cm ¥1,200
447-0102 蒼月 削ぎ串皿 蒼月 18.5×10.4×2cm ¥800
447-0103 蒼月 削ぎ焼物皿 蒼月 22.8×13.8×2.4cm ¥1,300
450-0102 さわらび 削ぎ串皿 さわらび 18.5×10.4×2cm ¥800
450-0103 さわらび 削ぎ焼物皿 さわらび 22.8×13.8×2.4cm ¥1,300
458-0102 藤次郎 削ぎ串皿 藤次郎 18.5×10.4×2cm ¥800
458-0103 藤次郎 削ぎ焼物皿 藤次郎 22.8×13.8×2.4cm ¥1,300

P-066
021 432-0099 白玉粉引 八角串皿 白玉粉引 19×11.2×2cm ¥750
021 432-A510 白玉粉引 八角型多用皿 白玉粉引 24×15.5×2.8cm ¥1,400
019 048-0099 柚子黒天目 八角串皿 柚子黒天目 19×11.2×2cm ¥750
019 048-A510 柚子黒天目 八角型多用皿 柚子黒天目 24×15.5×2.8cm ¥1,400
137 430-0099 黒結晶 八角串皿 黒結晶 19×11.2×2cm ¥850
137 430-A510 黒結晶 八角型多用皿 黒結晶 24×15.5×2.8cm ¥1,500
139 431-0099 赤志野 八角串皿 赤志野 19×11.2×2cm ¥850
139 431-A510 赤志野 八角型多用皿 赤志野 24×14.5×2.8cm ¥1,500

447-0099 蒼月 八角串皿 蒼月 19×11.2×2cm ¥850
447-A510 蒼月 八角型多用皿 蒼月 24×15.5×2.8cm ¥1,400
450-0099 さわらび 八角串皿 さわらび 19×11.2×2cm ¥850
450-A510 さわらび 八角型多用皿 さわらび 24×15.5×2.8cm ¥1,400
458-0099 藤次郎 八角串皿 藤次郎 19×11.2×2cm ¥850
458-A510 藤次郎 八角型多用皿 藤次郎 24×15.5×2.8cm ¥1,400
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P-067
102 022-0100 トルコ青磁 千段串皿 トルコ青磁 18×9.8×2cm ¥800
091 023-0100 わび 朽葉 千段串皿 わび 朽葉 18×9.8×2cm ¥800
095 024-0100 わび 紺ねず 千段串皿 わび 紺ねず 18×9.8×2cm ¥800
093 025-0100 わび うぐいす 千段串皿 わび うぐいす 18×9.8×2cm ¥800
088 097-0100 根来 千段串皿 根来 18×9.8×2cm ¥1,300
090 098-0100 錆粉引 千段串皿 錆粉引 18×9.8×2cm ¥1,000
100 099-0100 千段 朱 千段串皿 千段 朱 18×9.8×2cm ¥950
097 100-0100 黒天目 千段串皿 千段 黒天目 18×9.8×2cm ¥750
097 101-0100 粉引 千段串皿 千段 粉引 18×9.8×2cm ¥750
098 102-0100 織部 千段串皿 千段 織部 18×9.8×2cm ¥750
098 187-0100 青磁 千段串皿 千段 青磁 18×9.8×2cm ¥750

432-0100 白玉粉引 千段串皿 白玉粉引 18×9.8×2cm ¥750
447-0100 蒼月 千段串皿 蒼月 18×9.8×2cm ¥850
450-0100 さわらび 千段串皿 さわらび 18×9.8×2cm ¥850
458-0100 藤次郎 千段串皿 藤次郎 18×9.8×2cm ¥850

P-068
102 022-0101 トルコ青磁 千段焼物皿 トルコ青磁 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
088 097-0008 根来 千段焼物皿 根来 23.8×13.5×2.5cm ¥2,200
090 098-0008 錆粉引 千段焼物皿 錆粉引 23.8×13.5×2.5cm ¥1,600
100 099-0008 千段 朱 焼物皿 千段 朱 23.8×13.5×2.5cm ¥1,700
097 100-0008 千段 黒天目 焼物皿 千段 黒天目 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
097 101-0008 千段 粉引 焼物皿 千段 粉引 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
098 102-0008 千段 織部 焼物皿 千段 織部 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
098 187-0008 青磁 焼物皿 千段 青磁 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300

432-0101 白玉粉引 千段焼物皿 白玉粉引 23.8×13.5×2.5cm ¥1,200
447-0101 蒼月 千段焼物皿 蒼月 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
450-0101 さわらび 千段焼物皿 さわらび 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
458-0101 藤次郎 千段焼物皿 藤次郎 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300

P-069 枯山水
123 003-0035 窯変志野 枯山水 角皿17.5cm 窯変志野 17.5×13×2.2cm ¥900
131 004-0035 黒織部 枯山水 角皿17.5cm 黒織部 17.5×13×2.2cm ¥900
133 007-0035 古備前 枯山水 角皿17.5cm 古備前 17.5×13×2.2cm ¥1,000
099 014-0035 枯山水 角皿17.5cm 粉引金彩 17.5×13×2.2cm ¥1,000
092 023-0035 わび 朽葉 枯山水 角皿17.5cm わび 朽葉 17.5×13×2.2cm ¥1,000
092 023-0038 わび 朽葉 枯山水 角皿37cm わび 朽葉 37×24.5×4cm ¥6,600
092 023-0039 わび 朽葉 枯山水 角皿31cm わび 朽葉 31×21×4cm ¥5,100
092 023-0040 わび 朽葉 枯山水 角皿26cm わび 朽葉 26×17.5×3.5cm ¥3,000
096 024-0035 わび 紺ねず 枯山水 角皿17.5cm わび 紺ねず 17.5×13×2.2cm ¥1,000
096 024-0038 わび 紺ねず 枯山水 角皿37cm わび 紺ねず 37×24.5×4cm ¥6,600
096 024-0039 わび 紺ねず 枯山水 角皿31cm わび 紺ねず 31×21×4cm ¥5,100
096 024-0040 わび 紺ねず 枯山水 角皿26cm わび 紺ねず 26×17.5×3.5cm ¥3,000
094 025-0038 わび うぐいす 枯山水 角皿37cm わび うぐいす 37×24.5×4cm ¥6,600
087 097-0035 根来 枯山水 角皿17.5cm 根来 17.5×13×2.2cm ¥1,400
087 097-0038 根来 枯山水 角皿37cm 根来 37×24.5×4cm ¥7,700
087 097-0039 根来 枯山水 角皿31cm 根来 31×21×4cm ¥5,900
087 097-0040 根来 枯山水 角皿26cm 根来 26×17.5×3.5cm ¥4,100
089 098-0035 錆粉引 枯山水 角皿17.5cm 錆粉引 17.5×13×2.2cm ¥1,000
089 098-0038 錆粉引 枯山水 角皿37cm 錆粉引 37×24.5×4cm ¥6,600
089 098-0039 錆粉引 枯山水 角皿31cm 錆粉引 31×21×4cm ¥5,100
089 098-0040 錆粉引 枯山水 角皿26cm 錆粉引 26×17.5×3.5cm ¥3,000
125 183-0035 黒御影 枯山水 角皿17.5cm 黒御影 17.5×13×2.2cm ¥900
129 432-0035 白玉粉引 枯山水 角皿17.5cm 白玉粉引 17.5×13×2.2cm ¥900
127 447-0035 蒼月 枯山水 角皿17.5cm 蒼月 17.5×13×2.2cm ¥1,000
P-070
099 014-0038 枯山水 角皿37cm 粉引金彩 37×24.5×4cm ¥7,300
099 014-0039 枯山水 角皿31cm 粉引金彩 31×21×4cm ¥5,600
099 014-0040 枯山水 角皿26cm 粉引金彩 26×17.5×3.5cm ¥3,400
094 025-0035 わび うぐいす 枯山水 角皿17.5cm わび うぐいす 17.5×13×2.2cm ¥1,000
094 025-0039 わび うぐいす 枯山水 角皿31cm わび うぐいす 31×21×4cm ¥5,100
094 025-0040 わび うぐいす 枯山水 角皿26cm わび うぐいす 26×17.5×3.6cm ¥3,000

158-0038 柚子黒天目 枯山水 角皿37cm 柚子黒天目 37×24.5×4cm ¥6,600
158-0039 柚子黒天目 枯山水 角皿31cm 柚子黒天目 31×21×4cm ¥5,100
158-0040 柚子黒天目 枯山水 角皿26cm 柚子黒天目 26×17.5×3.5cm ¥3,100
159-0038 備前吹き 枯山水 角皿37cm 備前吹き 37×24.5×4cm ¥6,600
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159-0039 備前吹き 枯山水 角皿31cm 備前吹き 31×21×4cm ¥5,100
159-0040 備前吹き 枯山水 角皿26cm 備前吹き 26×17.5×3.5cm ¥3,100
160-0038 紅粉引 枯山水 角皿37cm 紅粉引 37×24.5×4cm ¥6,600
160-0039 紅粉引 枯山水 角皿31cm 紅粉引 31×21×4cm ¥5,100
160-0040 紅粉引 枯山水 角皿26cm 紅粉引 26×17.5×3.5cm ¥3,100

136 456-0038 銀釉 枯山水 角皿37cm 銀釉 37×24.5×4cm ¥7,300
136 456-0039 銀釉 枯山水 角皿31cm 銀釉 31×21×4cm ¥5,600
136 456-0040 銀釉 枯山水 角皿26cm 銀釉 26×17.5×3.5cm ¥3,400
P-071
123 003-0039 窯変志野 枯山水 角皿31cm 窯変志野 31×21×4cm ¥3,300
123 003-0040 窯変志野 枯山水 角皿26cm 窯変志野 26×17.5×3.5cm ¥2,200
131 004-0039 黒織部 枯山水 角皿31cm 黒織部 31×21×4cm ¥3,300
131 004-0040 黒織部 枯山水 角皿26cm 黒織部 26×17.5×3.5cm ¥2,200
133 007-0039 古備前 枯山水 角皿31cm 古備前 31×21×4cm ¥3,900
133 007-0040 古備前 枯山水 角皿26cm 古備前 26×17.5×3.5cm ¥2,500
125 183-0039 黒御影 枯山水 角皿31cm 黒御影 31×21×4cm ¥3,300
125 183-0040 黒御影 枯山水 角皿26cm 黒御影 26×17.5×3.5cm ¥2,200
129 432-0039 白玉粉引 枯山水 角皿31cm 白玉粉引 31×21×4cm ¥3,300
129 432-0040 白玉粉引 枯山水 角皿26cm 白玉粉引 26×17.5×3.5cm ¥2,200
127 447-0039 蒼月 枯山水 角皿31cm 蒼月 31×21×4cm ¥3,900
127 447-0040 蒼月 枯山水 角皿26cm 蒼月 26×17.5×3.5cm ¥2,500
P-072
099 014-0041 枯山水 長角皿 大 41cm 粉引金彩 41×13×4cm ¥4,500
099 014-0042 枯山水 長角皿 中 31cm 粉引金彩 31×12.5×3cm ¥2,900
092 023-0041 わび 朽葉 枯山水 長角皿 大 41cm わび 朽葉 41×13×4cm ¥4,500
092 023-0042 わび 朽葉 枯山水 長角皿 中 31cm わび 朽葉 31×12.5×3cm ¥2,900
096 024-0041 わび 紺ねず 枯山水 長角皿 大 41cm わび 紺ねず 41×13×4cm ¥4,500
096 024-0042 わび 紺ねず 枯山水 長角皿 中 31cm わび 紺ねず 31×12.5×3cm ¥2,900
094 025-0041 わび うぐいす 枯山水 長角皿 大 41cm わび うぐいす 41×13×4cm ¥4,500
094 025-0042 わび うぐいす 枯山水 長角皿 中 31cm わび うぐいす 31×12.5×3cm ¥2,900
087 097-0041 根来 枯山水 長角皿 大 41cm 根来 41×13×4cm ¥5,800
087 097-0042 根来 枯山水 長角皿 中 31cm 根来 31×12.5×3cm ¥3,800
089 098-0041 錆粉引 枯山水 長角皿 大 41cm 錆粉引 41×13×4cm ¥4,500
089 098-0042 錆粉引 枯山水 長角皿 中 31cm 錆粉引 31×12.5×3cm ¥2,900

158-0041 柚子黒天目 枯山水 長角皿 大 41cm 柚子黒天目 41×13×4cm ¥4,200
158-0042 柚子黒天目 枯山水 長角皿 中 31cm 柚子黒天目 31×12.5×3cm ¥2,800
159-0041 備前吹き 枯山水 長角皿 大 41cm 備前吹き 41×13×4cm ¥4,200
159-0042 備前吹き 枯山水 長角皿 中 31cm 備前吹き 31×12.5×3cm ¥2,800
160-0041 紅粉引 枯山水 長角皿 大 41cm 紅粉引 41×13×4cm ¥4,200
160-0042 紅粉引 枯山水 長角皿 中 31cm 紅粉引 31×12.5×3cm ¥2,800

135 456-0041 銀釉 枯山水 長角皿 大 銀釉 41×13×4cm ¥4,500
135 456-0042 銀釉 枯山水 長角皿 中 銀釉 31×12.5×3cm ¥2,900
P-073 そばちょこ

132-0014 朱タコ唐草 そばココット 朱タコ唐草 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
132-E045 朱タコ唐草 そば千代口 朱タコ唐草 φ8.2×6cm 170cc ¥600
132-E046 朱タコ唐草 薬味皿 朱タコ唐草 φ8.2×1cm ¥420

057 132-M001 朱タコ唐草 4.0皿 朱タコ唐草 φ12.9×2.1cm ¥480
133-0014 桜 そばココット 桜 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
133-E045 桜 そば千代口 桜 φ8.2×6cm 170cc ¥600
133-E046 桜 薬味皿 桜 φ8.2×1cm ¥420

057 133-M001 桜 4.0皿 桜 φ12.9×2.1cm ¥480
134-0014 白波うさぎ そばココット 白波うさぎ φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
134-E045 白波うさぎ そば千代口 白波うさぎ φ8.2×6cm 170cc ¥600
134-E046 白波うさぎ 薬味皿 白波うさぎ φ8.2×1cm ¥420

057 134-M001 白波うさぎ 4.0皿 白波うさぎ φ12.9×2.1cm ¥480
135-0014 モダン十草 そばココット モダン十草 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
135-E045 モダン十草 そば千代口 モダン十草 φ8.2×6cm 170cc ¥600
135-E046 モダン十草 薬味皿 モダン十草 φ8.2×1cm ¥420

057 135-M001 モダン十草 4.0皿 モダン十草 φ12.9×2.1cm ¥480
136-0014 うみぶどう そばココット うみぶどう φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
136-E045 うみぶどう そば千代口 うみぶどう φ8.2×6cm 170cc ¥600
136-E046 うみぶどう 薬味皿 うみぶどう φ8.2×1cm ¥420

057 136-M001 うみぶどう 4.0皿 うみぶどう φ12.9×2.1cm ¥480
137-0014 印判唐草 そばココット 印判唐草 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
137-E045 印判唐草 そば千代口 印判唐草 φ8.2×6cm 170cc ¥600
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137-E046 印判唐草 薬味皿 印判唐草 φ8.2×1cm ¥420

057 137-M001 印判唐草 4.0皿 印判唐草 φ12.9×2.1cm ¥480
P-074

138-0014 黒唐津 そばココット 黒唐津 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
138-E045 黒唐津 そば千代口 黒唐津 φ8.2×6cm 170cc ¥600
138-E046 黒唐津 薬味皿 黒唐津 φ8.2×1cm ¥420

057 138-M001 黒唐津 4.0皿 黒唐津 φ12.9×2.1cm ¥480
020 139-0014 柚子黒天目 そばココット 柚子黒天目 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
020 139-E045 柚子黒天目 そば千代口 柚子黒天目 φ8×6cm 170cc ¥600
020 139-E046 柚子黒天目 薬味皿 柚子黒天目 φ8×1.5cm ¥420
057 139-M001 柚子黒天目 おふくろ4.0皿 柚子黒天目 φ12.9×2.1cm ¥480
057 140-M001 飴斑点 4.0皿 飴斑点 φ12.9×2.1cm ¥480
057 141-M001 粉引 4.0皿 粉引 φ12.9×2.1cm ¥480

140-0014 飴斑点 そばココット 飴斑点 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
140-E045 飴斑点 そば千代口 飴斑点 φ8.2×6cm 170cc ¥600
140-E046 飴斑点 薬味皿 飴斑点 φ8.2×1cm ¥420
141-0014 粉引 そばココット 粉引 φ6.4×4.7cm 80cc ¥420
141-E045 粉引 そば千代口 粉引 φ8.2×6cm 170cc ¥600
141-E046 粉引 薬味皿 粉引 φ8.2×1cm ¥420

P-075
124 003-E045 窯変志野 そば千代口 窯変志野 φ8×6cm 180cc ¥420
124 003-E046 窯変志野 薬味皿 窯変志野 φ8×1.5cm ¥380
132 004-E045 黒織部 そば千代口 黒織部 φ8×6cm 180cc ¥420
132 004-E046 黒織部 薬味皿 黒織部 φ8×1.5cm ¥380
134 007-E045 古備前 そば千代口 古備前 φ8×6cm 180cc ¥480
134 007-E046 古備前 薬味皿 古備前 φ8×1.5cm ¥400
120 033-E045 千段十草 そば千代口 千段十草 φ8.1×6.3cm 180cc ¥550
120 033-E046 千段十草 薬味皿 千段十草 φ8.5×1.7cm ¥450
116 035-E045 波唐草 そば千代口 波唐草 φ8.1×6.3cm 180cc ¥650
116 035-E046 波唐草 薬味皿  波唐草 φ8.5×1.5cm ¥550
022 044-E045 雪一蹟 そば千代口 雪一蹟 φ8.3×6.3cm 170cc ¥550 旧品番　044-E103
022 044-E046 雪一蹟 薬味皿 雪一蹟 φ8.5×1.5cm ¥400 旧品番　044-E104

080-E045 みじんタコ唐草 そば千代口 みじんタコ唐草 φ8.3×6.3cm 170cc ¥480
080-E046 みじんタコ唐草 薬味皿 みじんタコ唐草 φ8.5×1.5cm ¥400
081-E045 唐草 そば千代口 唐草 φ8.3×6.3cm 170cc ¥480
081-E046 唐草 薬味皿 唐草 φ8.5×1.5cm ¥400
082-E045 青花唐草 そば千代口 青花唐草 φ8.3×6.3cm 170cc ¥480
082-E046 青花唐草 薬味皿 青花唐草 φ8.5×1.5cm ¥400
083-E045 唐草みじん そば千代口 唐草みじん φ8.3×6.3cm 170cc ¥480
083-E046 唐草みじん 薬味皿 唐草みじん φ8.5x×.5cm ¥400
084-E045 アヤメ そば千代口 アヤメ φ8.3×6.3cm 170cc ¥480
084-E046 アヤメ 薬味皿 アヤメ φ8.5×1.5cm ¥400

021,130 432-E045 白玉粉引 そば千代口 白玉粉引 φ8×6cm 180cc ¥450
021,130 432-E046 白玉粉引 薬味皿 白玉粉引 φ8×1.5cm ¥380
126 183-E045 黒御影 そば千代口 黒御影 φ8×6cm 180cc ¥420
126 183-E046 黒御影 薬味皿 黒御影 φ8×1.5cm ¥370
128 447-E045 蒼月 そば千代口 蒼月 φ8×6cm 180cc ¥480
128 447-E046 蒼月 薬味皿 蒼月 φ8×1.5cm ¥400
P-076
146 002-520 黒黄金 つゆ入れ（小） 黒黄金 H9.5cm 220cc ¥850
146 002-521 黒黄金 つゆ入れ（大） 黒黄金 H11.5cm 490cc ¥1,400
146 002-524 黒黄金 そばちょく 黒黄金 φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
146 002-589 黒黄金 薬味皿 黒黄金 12.8×8×2.8cm ¥600

057,146 002-503 黒黄金 3.0皿 黒黄金 φ9.5×2.2cm ¥450
144 008-520 雲竜飴釉 つゆ入れ（小） 雲竜飴釉 H9.5cm 220cc ¥850
144 008-521 雲竜飴釉 つゆ入れ（大） 雲竜飴釉 H11.5cm 490cc ¥1,400
144 008-524 雲竜飴釉 そばちょく 雲竜飴釉 φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
144 008-589 雲竜飴釉 薬味皿 雲竜飴釉 12.8×8×2.8cm ¥600

057,144 008-503 雲竜飴釉 3.0皿 雲竜飴釉 φ9.5×2.2cm ¥450
142 010-520 雲竜黒 つゆ入れ（小） 雲竜黒 H9.5cm 220cc ¥850
142 010-521 雲竜黒 つゆ入れ（大） 雲竜黒 H11.5cm 490cc ¥1,400
142 010-524 雲竜黒 そばちょく 雲竜黒 φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
142 010-589 雲竜黒 薬味皿 雲竜黒 12.8×8×2.8cm ¥600

057,142 010-503 雲竜黒 3.0皿 雲竜黒 φ9.5×2.2cm ¥450
143 011-520 雲竜ヒスイ つゆ入れ（小） 雲竜ヒスイ H9.5cm 220cc ¥850
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143 011-521 雲竜ヒスイ つゆ入れ（大） 雲竜ヒスイ H11.5cm 490cc ¥1,400
143 011-524 雲竜ヒスイ そばちょく 雲竜ヒスイ φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
143 011-589 雲竜ヒスイ 薬味皿 雲竜ヒスイ 12.8×8×2.8cm ¥600

057,143 011-503 雲竜ヒスイ 3.0皿 雲竜ヒスイ φ9.5×2.2cm ¥450
145 015-520 織部流し つゆ入れ（小） 織部流し H9.5cm 220cc ¥850
145 015-521 織部流し つゆ入れ（大） 織部流し H11.5cm 490cc ¥1,400
145 015-524 織部流し そばちょく 織部流し φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
145 015-589 織部流し 薬味皿 織部流し 12.8×8×2.8cm ¥600

057,145 015-503 織部流し 3.0皿 織部流し φ9.5×2.2cm ¥450
P-077 酒器
124 003-0022 窯変志野 しのぎロック 窯変志野 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
132 004-0022 黒織部 しのぎロック 黒織部 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
134 007-0022 古備前 しのぎロック 古備前 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
102 022-0022 トルコ青磁 しのぎロック トルコ青磁 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
091 023-0022 わび 朽葉 しのぎロック わび 朽葉 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
095 024-0022 わび 紺ねず しのぎロック わび 紺ねず φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
093 025-0022 わび うぐいす しのぎロック わび うぐいす φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
088 097-0022 根来 しのぎロック 根来 φ9.2×8.6cm 260cc ¥1,200
090 098-0022 錆粉引 しのぎロック 錆粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥850

151-0022 粉引 しのぎロック 粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
152-0022 唐津 しのぎロック 唐津 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
153-0022 飴斑点 しのぎロック 飴斑点 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
154-0022 鉄黒 しのぎロック 鉄黒 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800

126 183-0022 黒御影 しのぎロック 黒御影 φ9.2×8.6cm 260cc ¥700
130 432-0022 白玉粉引 しのぎロック 白玉粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
128 447-0022 蒼月 しのぎロック 蒼月 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
P-078
124 003-0023 窯変志野 ねじりロック 窯変志野 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
132 004-0023 黒織部 ねじりロック 黒織部 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
134 007-0023 古備前 ねじりロック 古備前 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
099 014-0023 粉引金彩 ねじりロック 粉引金彩 φ9.2×8.6cm 260cc ¥850
091 023-0023 わび 朽葉 ねじりロック わび 朽葉 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
095 024-0023 わび 紺ねず ねじりロック わび 紺ねず φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
093 025-0023 わび うぐいす ねじりロック わび うぐいす φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
106 028-0024 琉球水玉 ロクロ目ロック 琉球水玉 φ9.2×8.6cm 260cc ¥850

151-0021 粉引 釘彫ロック 粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
151-0023 粉引 ねじりロック  粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
151-0024 粉引 ロクロ目ロック 粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
151-0025 粉引 うずロック 粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
152-0021 唐津 釘彫ロック 唐津 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
152-0023 唐津 ねじりロック  唐津 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
152-0024 唐津 ロクロ目ロック 唐津 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
152-0025 唐津 うずロック 唐津 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
153-0021 飴斑点 釘彫ロック 飴斑点 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
153-0023 飴斑点 ねじりロック  飴斑点 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
153-0024 飴斑点 ロクロ目ロック 飴斑点 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
153-0025 飴斑点 うずロック 飴斑点 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
154-0021 鉄黒 釘彫ロック 鉄黒 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
154-0023 鉄黒 ねじりロック  鉄黒 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
154-0024 鉄黒 ロクロ目ロック 鉄黒 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800
154-0025 鉄黒 うずロック 鉄黒 φ9.2×8.6cm 260cc ¥800

126 183-0023 黒御影 ねじりロック 黒御影 φ9.2×8.6cm 260cc ¥700
130 432-0023 白玉粉引 ねじりロック 白玉粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
128 447-0023 蒼月 ねじりロック 蒼月 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
P-079
124 003-0027 窯変志野 しのぎカップ 窯変志野 φ8.5×12cm 300cc ¥850
124 003-0028 窯変志野 ねじりカップ 窯変志野 φ8.5×12cm 300cc ¥850
132 004-0027 黒織部 しのぎカップ 黒織部 φ8.5×12cm 300cc ¥850
132 004-0028 黒織部 ねじりカップ 黒織部 φ8.5×12cm 300cc ¥850
134 007-0027 古備前 しのぎカップ 古備前 φ8.5×12cm 300cc ¥900
134 007-0028 古備前 ねじりカップ 古備前 φ8.5×12cm 300cc ¥900
099 014-0028 粉引金彩 ねじりカップ 粉引金彩 φ8.5×12cm 300cc ¥1,000
102 022-0027 トルコ青磁 しのぎカップ トルコ青磁 φ8.5×12cm 300cc ¥850
091 023-0027 わび 朽葉 しのぎカップ わび 朽葉 φ8.5×12cm 300cc ¥850
091 023-0028 わび 朽葉 ねじりカップ わび 朽葉 φ8.5×12cm 300cc ¥850
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095 024-0027 わび 紺ねず しのぎカップ わび 紺ねず φ8.5×12cm 300cc ¥850
095 024-0028 わび 紺ねず ねじりカップ わび 紺ねず φ8.5×12cm 300cc ¥850
093 025-0027 わび うぐいす しのぎカップ わび うぐいす φ8.5×12cm 300cc ¥850
093 025-0028 わび うぐいす ねじりカップ わび うぐいす φ8.5×12cm 300cc ¥850
088 097-0027 根来 しのぎカップ 根来 φ8.5×12cm 300cc ¥1,400
090 098-0027 錆粉引 しのぎカップ 錆粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥950

151-0027 粉引 しのぎカップ 粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥950
152-0027 唐津 しのぎカップ 唐津 φ8.5×12cm 300cc ¥950
153-0027 飴斑点 しのぎカップ 飴斑点 φ8.5×12cm 300cc ¥950
154-0027 鉄黒 しのぎカップ 鉄黒 φ8.5×12cm 300cc ¥950

126 183-0027 黒御影 しのぎカップ 黒御影 φ8.5×12cm 300cc ¥850
126 183-0028 黒御影 ねじりカップ 黒御影 φ8.5×12cm 300cc ¥850
130 432-0027 白玉粉引 しのぎカップ 白玉粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥850
130 432-0028 白玉粉引 ねじりカップ 白玉粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥850
128 447-0027 蒼月 しのぎカップ 蒼月 φ8.5×12cm 300cc ¥900
128 447-0028 蒼月 ねじりカップ 蒼月 φ8.5×12cm 300cc ¥900
P-080

151-0026 粉引 釘彫カップ 粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥950
151-0028 粉引 ねじりカップ 粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥950
151-0029 粉引 ロクロ目カップ 粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥950
151-0030 粉引 うずカップ 粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥950
152-0026 唐津 釘彫カップ 唐津 φ8.5×12cm 300cc ¥950
152-0028 唐津 ねじりカップ 唐津 φ8.5×12cm 300cc ¥950
152-0029 唐津 ロクロ目カップ 唐津 φ8.5×12cm 300cc ¥950
152-0030 唐津 うずカップ 唐津 φ8.5×12cm 300cc ¥950
153-0026 飴斑点 釘彫カップ 飴斑点 φ8.5×12cm 300cc ¥950
153-0028 飴斑点 ねじりカップ 飴斑点 φ8.5×12cm 300cc ¥950
153-0029 飴斑点 ロクロ目カップ 飴斑点 φ8.5×12cm 300cc ¥950
153-0030 飴斑点 うずカップ 飴斑点 φ8.5×12cm 300cc ¥950
154-0026 鉄黒 釘彫カップ 鉄黒 φ8.5×12cm 300cc ¥950
154-0028 鉄黒 ねじりカップ 鉄黒 φ8.5×12cm 300cc ¥950
154-0029 鉄黒 ロクロ目カップ 鉄黒 φ8.5×12cm 300cc ¥950
154-0030 鉄黒 うずカップ 鉄黒 φ8.5×12cm 300cc ¥950
171-0055 柚子黒天目  しのぎフリーカップ しのぎフリーカップ 8×10.5cm 230cc ¥850
172-0055 粉引  しのぎフリーカップ しのぎフリーカップ 8×10.5cm 230cc ¥850
173-0055 飴斑点 しのぎフリーカップ しのぎフリーカップ 8×10.5cm 230cc ¥850

P-081 しのぎシリーズ／卓上小物
164-0070 しのぎｶｽﾀｰ 荒渋 醤油差（大） しのぎカスター φ6.2×7.9cm 160cc ¥1,500
164-0071 しのぎｶｽﾀｰ 荒渋 醤油差（小） しのぎカスター φ5.3×7cm 110cc ¥1,400
164-0072 しのぎｶｽﾀｰ 荒渋 辛子入 しのぎカスター φ5×3.8cm ¥1,000
164-0073 しのぎｶｽﾀｰ 荒渋 楊枝入 しのぎカスター φ4×5cm ¥750
171-0070 しのぎｶｽﾀｰ 黒天目 醤油差（大） しのぎカスター φ6.2×7.9cm 160cc ¥1,500
171-0071 しのぎｶｽﾀｰ 黒天目 醤油差（小） しのぎカスター φ5.3×7cm 110cc ¥1,400
171-0072 しのぎｶｽﾀｰ 黒天目 辛子入 しのぎカスター φ5×3.8cm ¥1,000
171-0073 しのぎｶｽﾀｰ 黒天目 楊枝入 しのぎカスター φ4×5cm ¥750
172-0070 しのぎｶｽﾀｰ 粉引 醤油差（大） しのぎカスター φ6.2×7.9cm 160cc ¥1,500
172-0071 しのぎｶｽﾀｰ 粉引 醤油差（小） しのぎカスター φ5.3×7cm 110cc ¥1,400
172-0072 しのぎｶｽﾀｰ 粉引 辛子入 しのぎカスター φ5×3.8cm ¥1,000
172-0073 しのぎｶｽﾀｰ 粉引 楊枝入 しのぎカスター φ4×5cm ¥750
173-0070 しのぎｶｽﾀｰ 飴斑点 醤油差（大） しのぎカスター φ6.2×7.9cm 160cc ¥1,500
173-0071 しのぎｶｽﾀｰ 飴斑点 醤油差（小） しのぎカスター φ5.3×7cm 110cc ¥1,400
173-0072 しのぎｶｽﾀｰ 飴斑点 辛子入 しのぎカスター φ5×3.8cm ¥1,000
173-0073 しのぎｶｽﾀｰ 飴斑点 楊枝入 しのぎカスター φ4×5cm ¥750

P-082
142-0016 白 7.0しのぎ丼 白 φ21×8 cm ¥1,900
143-0016 粉引 7.0しのぎ丼 粉引 φ21×8cm ¥2,400
144-0016 飴斑点 7.0しのぎ丼  飴斑点 φ21×8cm ¥2,400
145-0016 柚子黒天目 7.0しのぎ丼 柚子黒天目 φ21×8cm ¥2,000
155-0031 粉引 汁次（大） しのぎ汁次 φ10×16.5cm 900cc ¥3,200
155-0032 粉引 汁次（中） しのぎ汁次 φ8.7×12.4cm 500cc ¥2,600
155-0033 粉引 汁次（小） しのぎ汁次 φ7.6×9.2cm 250cc ¥1,900
156-0031 天目 汁次（大） しのぎ汁次 φ10×16.5cm 900cc ¥3,200
156-0032 天目 汁次（中） しのぎ汁次 φ8.7×12.4cm 500cc ¥2,600
156-0033 天目 汁次（小） しのぎ汁次 φ7.6×9.2cm 250cc ¥1,900
157-0031 飴斑点 汁次（大） しのぎ汁次 φ10×16.5cm 900cc ¥3,200
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157-0032 飴斑点 汁次（中） しのぎ汁次 φ8.7×12.4cm 500cc ¥2,600
157-0033 飴斑点 汁次（小） しのぎ汁次 φ7.6×9.2cm 250cc ¥1,900
171-0057 柚子黒天目  しのぎ4.0小鉢 しのぎ小物 13.2×4.4cm ¥700
171-0058 柚子黒天目  しのぎとんすい しのぎ小物 13.5×12.5×3.7cm ¥750
171-0059 柚子黒天目  しのぎ5.0鉢 しのぎ小物 15×4.3cm ¥850
172-0057 粉引  しのぎ4.0小鉢 しのぎ小物 13.2×4.4cm ¥700
172-0058 粉引  しのぎとんすい しのぎ小物 13.5×12.5×3.7cm ¥750
172-0059 粉引  しのぎ5.0鉢 しのぎ小物 15×4.3cm ¥850
173-0057 飴斑点 しのぎ4.0小鉢 しのぎ小物 13.2×4.4cm ¥700
173-0058 飴斑点 しのぎとんすい しのぎ小物 13.5×12.5×3.7cm ¥750
173-0059 飴斑点 しのぎ5.0鉢 しのぎ小物 15×4.3cm ¥850

P-083 湯呑／煎茶
124 003-0165 窯変志野 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
132 004-0165 黒織部 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
133 007-0165 古備前 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥650
102 022-0165 トルコ青磁 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
091 023-0165 わび 朽葉 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700

024-0165 わび 紺ねず しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
093 025-0165 わび うぐいす しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
118 030-E037 オリエント 煎茶 オリエント φ9.1×6cm 150cc ¥550
120 033-E037 千段十草 煎茶 千段十草 φ9.1×6cm 180cc ¥550
120 033-E142 千段十草 土瓶（つる付） 千段十草 14.7×13.7cm 600cc ¥4,000
116 035-E037 波唐草 煎茶 波唐草 φ9.1×6cm 180cc ¥700
088 097-0165 根来 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥950
090 098-0165 錆粉引 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥750

100-0009 千段 黒天目 煎茶 千段 黒天目 φ9.1×6cm 180cc ¥650
101-0009 千段 粉引 煎茶 千段 粉引 φ9.1×6cm 180cc ¥650
102-0009 千段 織部 煎茶 千段 織部 φ9.1×6cm 180cc ¥650
171-0165 柚子黒天目 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
172-0165 粉引 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥750
173-0165 飴斑点 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥750

126 183-0165 黒御影 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
187-0009 千段 青磁 煎茶 千段 青磁 φ9.1×6cm 180cc ¥650

130 432-0165 白玉粉引 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
127 447-0165 蒼月 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥650
P-084 たこつぼ

178-0060 粉引 たこ壺 小 たこつぼ φ5.7×6cm ¥600
178-E204 粉引 たこ壺 中 たこつぼ φ7.7×8cm ¥950
178-E205 粉引 たこ壺 大 たこつぼ φ10.5×11.3cm ¥1,400
179-0060 飴斑点 たこ壺 小 たこつぼ φ5.7×6cm ¥600
179-E204 飴斑点 たこ壺 中 たこつぼ φ7.7×8cm ¥950
179-E205 飴斑点 たこ壺 大 たこつぼ φ10.5×11.3cm ¥1,400
180-0060 柚子黒天目 たこ壺 小 たこつぼ φ5.7×6cm ¥600
180-E204 柚子黒天目 たこ壺 中 たこつぼ φ7.7×8cm ¥950
180-E205 柚子黒天目 たこ壺 大 たこつぼ φ10.5×11.3cm ¥1,400
674-0060 備前吹き たこ壺 小 たこつぼ φ5.7×H6cm ¥600
674-E204 備前吹き たこ壺 中 たこつぼ φ7.7×8 cm ¥950
674-E205 備前吹き たこ壺 大 たこつぼ φ10.5×11.3cm ¥1,400

P-087～088和のうつわ　　根来
069 097-0035 根来 枯山水 角皿17.5cm 根来 17.5×13×2.2cm ¥1,400
069 097-0038 根来 枯山水 角皿37cm 根来 37×24.5×4cm ¥7,700
069 097-0039 根来 枯山水 角皿31cm 根来 31×21×4cm ¥5,900
069 097-0040 根来 枯山水 角皿26cm 根来 26×17.5×3.5cm ¥4,100
072 097-0041 根来 枯山水 長角皿 大 41cm 根来 41×13×4cm ¥5,800
072 097-0042 根来 枯山水 長角皿 中 31cm 根来 31×12.5×3cm ¥3,800
063 097-0001 根来 千段尺皿 根来 φ30.5×4.3cm ¥5,900
061 097-0002 根来 千段7.5皿 根来 φ23.7×3.4cm ¥2,200
058 097-0003 根来 千段5.5皿 根来 φ18×2.6cm ¥1,500
058 097-0004 根来 千段4.5皿 根来 φ15×2.2cm ¥1,200
058 097-0005 根来 千段4.0皿 根来 φ12.9×2.2cm ¥900

097-0006 根来 千段4.0ボール 根来 φ13×4.5cm ¥1,200
097-0007 根来 千段4.1多用丼 根来 φ12.8×7cm ¥1,300
097-0010 根来 千段中平碗 根来 φ11.8×5.5cm ¥1,100

067 097-0100 根来 千段串皿 根来 18×9.8×2cm ¥1,300
068 097-0008 根来 千段焼物皿 根来 23.8×13.5×2.5cm ¥2,200
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027 097-0049 根来 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3.×8.8cm 500cc ¥1,600
027 097-0056 根来 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5.×7.7cm 340cc ¥1,300 250ｇ
028 097-0050 根来 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥2,300
028 097-0051 根来 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,800
044 097-0155 根来 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm ¥1,800
044 097-0156 根来 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm ¥2,200
044 097-0157 根来 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm ¥3,700
044 097-0158 根来 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm ¥1,200
044 097-0159 根来 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm ¥1,600
044 097-0160 根来 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.5×7cm ¥2,200
041 097-0015 根来 7.0長浜丼 根来 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥3,300 750ｇ
006 097-0161 根来 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,700
047 097-0166 根来 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,500 850ｇ
033 097-0140 根来 砂目5.0丸丼 根来 φ15.5×7.7cm 820cc ¥1,800
033 097-0141 根来 砂目5.8丸丼 根来 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥2,400
083 097-0165 根来 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥950
077 097-0022 根来 しのぎロック 根来 φ9.2×8.6cm 260cc ¥1,200
079 097-0027 根来 しのぎカップ 根来 φ8.5×12cm 300cc ¥1,400

P-089～090錆粉引
069 098-0035 錆粉引 枯山水 角皿17.5cm 錆粉引 17.5×13×2.2cm ¥1,000
069 098-0038 錆粉引 枯山水 角皿37cm 錆粉引 37×24.5×4cm ¥6,600
069 098-0039 錆粉引 枯山水 角皿31cm 錆粉引 31×21×4cm ¥5,100
069 098-0040 錆粉引 枯山水 角皿26cm 錆粉引 26×17.5×3.5cm ¥3,000
089 098-0041 錆粉引 枯山水 長角皿 大 41cm 錆粉引 41×13×4cm ¥4,500
089 098-0042 錆粉引 枯山水 長角皿 中 31cm 錆粉引 31×12.5×3cm ¥2,900
063 098-0001 錆粉引 千段尺皿 錆粉引 φ30.5×4.3cm ¥4,200
062 098-0002 錆粉引 千段7.5皿 錆粉引 φ23.7×3.4cm ¥1,600
058 098-0003 錆粉引 千段5.5皿 錆粉引 φ18×2.6cm ¥1,100
058 098-0004 錆粉引 千段4.5皿 錆粉引 φ15×2.2cm ¥800
058 098-0005 錆粉引 千段4.0皿 錆粉引 φ12.9×2.2cm ¥650

098-0006 錆粉引 千段4.0ボール 錆粉引 φ13×4.5cm ¥800
098-0007 錆粉引 千段4.1多用丼 錆粉引 φ12.8×7cm ¥900
098-0010 錆粉引 千段中平碗 錆粉引 φ11.8×5.5cm ¥800

067 098-0100 錆粉引 千段串皿 錆粉引 18×9.8×2cm ¥1,000
068 098-0008 錆粉引 千段焼物皿 錆粉引 23.8×13.5×2.5cm ¥1,600
027 098-0049 錆粉引 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3.×8.8cm 500cc ¥1,200
027 098-0056 錆粉引 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5.×7.7cm 340cc ¥950 250ｇ
028 098-0050 錆粉引 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
028 098-0051 錆粉引 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
044 098-0155 錆粉引 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm ¥1,300
044 098-0156 錆粉引 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm ¥1,600
044 098-0157 錆粉引 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm ¥2,700
044 098-0158 錆粉引 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm ¥850
044 098-0159 錆粉引 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm ¥1,200
044 098-0160 錆粉引 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.5×7cm ¥1,600
041 098-0015 錆粉引 7.0長浜丼 錆粉引 φ21.2×9.2cm 1350cc ¥2,400 750ｇ
006 098-0161 錆粉引 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
047 098-0166 錆粉引 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,000 850ｇ
033 098-0140 錆粉引 砂目5.0丸丼 錆粉引 φ15.5×7.7cm 820cc ¥1,300
033 098-0141 錆粉引 砂目5.8丸丼 錆粉引 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,700
083 098-0165 錆粉引 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥750
077 098-0022 錆粉引 しのぎロック 錆粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥850
079 098-0027 錆粉引 しのぎカップ 錆粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥950

P-091～092わび
023-0006 わび 朽葉 千段 4.0ボール わび 朽葉 φ13×4.5cm ¥800
023-0007 わび 朽葉 千段  4.1多用丼 わび 朽葉 φ12.8×7cm ¥900
023-0010 わび 朽葉 千段 中平碗 わび 朽葉 φ11.8×5.5cm ¥750

067 023-0100 わび 朽葉 千段串皿 わび 朽葉 18×9.8×2cm ¥800
027 023-0056 わび 朽葉 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥850 250ｇ
027 023-0049 わび 朽葉 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
028 023-0050 わび 朽葉 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
028 023-0051 わび 朽葉 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
033 023-0140 わび 朽葉 砂目5.0丸丼 わび 朽葉 φ15.5×7.7cm 820cc ¥950
033 023-0141 わび 朽葉 砂目5.8丸丼 わび 朽葉 φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
035 023-0142 わび 朽葉 5.5面取丼 わび 朽葉 φ17×9.7cm 1130cc ¥1,500
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006 023-0161 わび 朽葉 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
044 023-0155 わび 朽葉 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm ¥1,300
044 023-0156 わび 朽葉 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm ¥1,600
044 023-0157 わび 朽葉 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm ¥2,700
044 023-0158 わび 朽葉 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm ¥850
044 023-0159 わび 朽葉 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm ¥1,200
044 023-0160 わび 朽葉 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm ¥1,600
047 023-0166 わび 朽葉 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
049 023-0110 わび 朽葉 8.0麺皿 わび 朽葉 φ24.5×4.7cm ¥1,600
050 023-0097 わび 朽葉 9.0盛り鉢 わび 朽葉 φ27×7cm ¥4,200
050 023-0098 わび 朽葉 尺盛り鉢 わび 朽葉 φ31×8.2cm ¥6,300
083 023-0165 わび 朽葉 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
077 023-0022 わび 朽葉 しのぎロック わび 朽葉 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
078 023-0023 わび 朽葉 ねじりロック わび 朽葉 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
079 023-0027 わび 朽葉 しのぎカップ わび 朽葉 φ8.5×12cm 300cc ¥850
079 023-0028 わび 朽葉 ねじりカップ わび 朽葉 φ8.5×12cm 300cc ¥850
069 023-0035 わび 朽葉 枯山水 角皿17.5cm わび 朽葉 17.5×13×2.2cm ¥1,000
069 023-0038 わび 朽葉 枯山水 角皿37cm わび 朽葉 37×24.5×4cm ¥6,600
069 023-0039 わび 朽葉 枯山水 角皿31cm わび 朽葉 31×21×4cm ¥5,100
069 023-0040 わび 朽葉 枯山水 角皿26cm わび 朽葉 26×17.5×3.5cm ¥3,000
072 023-0041 わび 朽葉 枯山水 長角皿 大 41cm わび 朽葉 41×13×4cm ¥4,500
072 023-0042 わび 朽葉 枯山水 長角皿 中 31cm わび 朽葉 31×12.5×3cm ¥2,900
063 023-0001 わび 朽葉 千段尺皿 わび 朽葉 φ30.5×4.3cm ¥4,200
062 023-0002 わび 朽葉 千段7.5皿 わび 朽葉 φ23.7×3.4cm ¥1,600
058 023-0003 わび 朽葉 千段5.5皿 わび 朽葉 φ18×2.6cm ¥1,100
058 023-0004 わび 朽葉 千段4.5皿 わび 朽葉 φ15×2.2cm ¥800
058 023-0005 わび 朽葉 千段4.0皿 わび 朽葉 φ12.9×2.2cm ¥650

P-093～094
025-0006 わび うぐいす 千段4.0ボール わび うぐいす φ13×4.5cm ¥800
025-0007 わび うぐいす 千段4.1多用丼 わび うぐいす φ12.8×7cm ¥900
025-0010 わび うぐいす 千段中平碗 わび うぐいす φ11.8×5.5cm ¥750

067 025-0100 わび うぐいす 千段串皿 わび うぐいす 18×9.8×2cm ¥800
027 025-0056 わび うぐいす しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥850 250ｇ
027 025-0049 わび うぐいす しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
028 025-0050 わび うぐいす しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
028 025-0051 わび うぐいす しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
033 025-0140 わび うぐいす 砂目5.0丸丼 わび うぐいす φ15.5×7.7cm 820cc ¥950
033 025-0141 わび うぐいす 砂目5.8丸丼 わび うぐいす φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
035 025-0142 わび うぐいす 5.5面取丼 わび うぐいす φ17×9.7cm 1130cc ¥1,500
006 025-0161 わび うぐいす 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
044 025-0155 わび うぐいす しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm ¥1,300
044 025-0156 わび うぐいす しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm ¥1,600
044 025-0157 わび うぐいす しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm ¥2,700
044 025-0158 わび うぐいす しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm ¥850
044 025-0159 わび うぐいす しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm ¥1,200
044 025-0160 わび うぐいす しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm ¥1,600
047 025-0166 わび うぐいす 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
049 025-0110 わび うぐいす 8.0麺皿 わび うぐいす φ24.5×4.7cm ¥1,600
050 025-0097 わび うぐいす 9.0盛り鉢 わび うぐいす φ27×7cm ¥4,200
050 025-0098 わび うぐいす 尺盛り鉢 わび うぐいす φ31×8.2cm ¥6,300
083 025-0165 わび うぐいす しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
077 025-0022 わび うぐいす しのぎロック わび うぐいす φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
078 025-0023 わび うぐいす ねじりロック わび うぐいす φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
079 025-0027 わび うぐいす しのぎカップ わび うぐいす φ8.5×12cm 300cc ¥850
079 025-0028 わび うぐいす ねじりカップ わび うぐいす φ8.5×12cm 300cc ¥850
069 025-0035 わび うぐいす 枯山水 角皿17.5cm わび うぐいす 17.5×13×2.2cm ¥1,000
070 025-0040 わび うぐいす 枯山水 角皿26cm わび うぐいす 26×17.5×3.6cm ¥3,000
070 025-0039 わび うぐいす 枯山水 角皿31cm わび うぐいす 31×21×4cm ¥5,100
070 025-0038 わび うぐいす 枯山水 角皿37cm わび うぐいす 37×24.5×4cm ¥6,600
072 025-0041 わび うぐいす 枯山水 長角皿 大 41cm わび うぐいす 41×13×4cm ¥4,500
072 025-0042 わび うぐいす 枯山水 長角皿 中 31cm わび うぐいす 31×12.5×3cm ¥2,900
063 025-0001 わび うぐいす 千段尺皿 わび うぐいす φ30.5×4.3cm ¥4,200
062 025-0002 わび うぐいす 千段7.5皿 わび うぐいす φ23.7×3.4cm ¥1,600
058 025-0003 わび うぐいす 千段5.5皿 わび うぐいす φ18×2.6cm ¥1,100
058 025-0004 わび うぐいす 千段4.5皿 わび うぐいす φ15×2.2cm ¥800
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058 025-0005 わび うぐいす 千段4.0皿 わび うぐいす φ12.9×2.2cm ¥650
P-095

024-0006 わび 紺ねず 千段 4.0ボール わび 紺ねず φ13×4.5cm ¥800
024-0007 わび 紺ねず 千段 4.1多用丼 わび 紺ねず φ12.8×7cm ¥900
024-0010 わび 紺ねず 千段 中平碗 わび 紺ねず φ11.8×5.5cm ¥750

067 024-0100 わび 紺ねず 千段串皿 わび 紺ねず 18×9.8×2cm ¥800
027 024-0056 わび 紺ねず しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥850 250ｇ
027 024-0049 わび 紺ねず しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥1,200
028 024-0050 わび 紺ねず しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,600
028 024-0051 わび 紺ねず しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥2,000
033 024-0140 わび 紺ねず 砂目5.0丸丼 わび 紺ねず φ15.5×7.7cm 820cc ¥950
033 024-0141 わび 紺ねず 砂目5.8丸丼 わび 紺ねず φ17.3×8.2cm 1050cc ¥1,500
035 024-0142 わび 紺ねず 5.5面取丼 わび 紺ねず φ17×9.7cm 1130cc ¥1,500
006 024-0161 わび 紺ねず 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
044 024-0155 わび 紺ねず しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm ¥1,300
044 024-0156 わび 紺ねず しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm ¥1,600
044 024-0157 わび 紺ねず しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm ¥2,700
044 024-0158 わび 紺ねず しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm ¥850
044 024-0159 わび 紺ねず しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm ¥1,200
044 024-0160 わび 紺ねず しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm ¥1,600
047 024-0166 わび 紺ねず 千段 8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
049 024-0110 わび 紺ねず 8.0麺皿 わび 紺ねず φ24.5×4.7cm ¥1,600
050 024-0097 わび 紺ねず 9.0盛り鉢 わび 紺ねず φ27×7cm ¥4,200
050 024-0098 わび 紺ねず 尺盛り鉢 わび 紺ねず φ31×8.2cm ¥6,300
083 024-0165 わび 紺ねず しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
077 024-0022 わび 紺ねず しのぎロック わび 紺ねず φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
078 024-0023 わび 紺ねず ねじりロック わび 紺ねず φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
079 024-0027 わび 紺ねず しのぎカップ わび 紺ねず φ8.5×12cm 300cc ¥850
079 024-0028 わび 紺ねず ねじりカップ わび 紺ねず φ8.5×12cm 300cc ¥850
069 024-0035 わび 紺ねず 枯山水 角皿17.5cm わび 紺ねず 17.5×13×2.2cm ¥1,000
069 024-0038 わび 紺ねず 枯山水 角皿37cm わび 紺ねず 37×24.5×4cm ¥6,600
069 024-0039 わび 紺ねず 枯山水 角皿31cm わび 紺ねず 31×21×4cm ¥5,100
069 024-0040 わび 紺ねず 枯山水 角皿26cm わび 紺ねず 26×17.5×3.5cm ¥3,000
072 024-0041 わび 紺ねず 枯山水 長角皿 大 41cm わび 紺ねず 41×13×4cm ¥4,500
072 024-0042 わび 紺ねず 枯山水 長角皿 中 31cm わび 紺ねず 31×12.5×3cm ¥2,900
063 024-0001 わび 紺ねず 千段尺皿 わび 紺ねず φ30.5×4.3cm ¥4,200
062 024-0002 わび 紺ねず 千段7.5皿 わび 紺ねず φ23.7×3.4cm ¥1,600
058 024-0003 わび 紺ねず 千段5.5皿 わび 紺ねず φ18×2.6cm ¥1,100
058 024-0004 わび 紺ねず 千段4.5皿 わび 紺ねず φ15×2.2cm ¥800
058 024-0005 わび 紺ねず 千段4.0皿 わび 紺ねず φ12.9×2.2cm ¥650

P-097～098千段
100-0006 千段 黒天目 4.0ボール 千段 黒天目 φ13×4.5cm ¥750
100-0007 千段 黒天目 4.1多用丼 千段 黒天目 φ12.8×7cm ¥850
100-0010 千段 黒天目 中平碗 千段 黒天目 φ11.8×5.5cm ¥750

083 100-0009 千段 黒天目 煎茶 千段 黒天目 φ9.1×6cm 180cc ¥650
067 100-0100 黒天目 千段串皿 千段 黒天目 18×9.8×2cm ¥750
068 100-0008 千段 黒天目 焼物皿 千段 黒天目 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
063 100-0001 千段 黒天目 尺皿 千段 黒天目 φ30.5×4.3cm ¥3,800
062 100-0002 千段 黒天目 7.5皿 千段 黒天目 φ23.7×3.4cm ¥1,500
058 100-0003 千段 黒天目 5.5皿 千段 黒天目 φ18×2.6cm ¥1,100
058 100-0004 千段 黒天目 4.5皿 千段 黒天目 φ15×2.2cm ¥750
058 100-0005 千段 黒天目 4.0皿 千段 黒天目 φ12.9×2.2cm ¥600

101-0006 千段 粉引 4.0ボール 千段 粉引 φ13×4.5cm ¥750
101-0007 千段 粉引 4.1多用丼 千段 粉引 φ12.8×7cm ¥850
101-0010 千段 粉引 中平碗 千段 粉引 φ11.8×5.5cm ¥750

083 101-0009 千段 粉引 煎茶 千段 粉引 φ9.1×6cm 180cc ¥650
067 101-0100 粉引 千段串皿 千段 粉引 18×9.8×2cm ¥750
068 101-0008 千段 粉引 焼物皿 千段 粉引 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
063 101-0001 千段 粉引 尺皿 千段 粉引 φ30.5×4.3cm ¥3,800
062 101-0002 千段 粉引 7.5皿 千段 粉引 φ23.7×3.4cm ¥1,500
058 101-0003 千段 粉引 5.5皿 千段 粉引 φ18×2.6cm ¥1,100
058 101-0004 千段 粉引 4.5皿 千段 粉引 φ15×2.2cm ¥750
058 101-0005 千段 粉引 4.0皿 千段 粉引 φ12.9×2.2cm ¥600

187-0006 千段 青磁 4.0ボール 千段 青磁 φ13×4.5cm ¥750
187-0007 千段 青磁 4.1多用丼 千段 青磁 φ12.8×7cm ¥850
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187-0010 千段 青磁 中平碗 千段 青磁 φ11.8×5.5cm ¥750

083 187-0009 千段 青磁 煎茶 千段 青磁 φ9.1×6cm 180cc ¥650
067 187-0100 青磁 千段串皿 千段 青磁 18×9.8×2cm ¥750
098 187-0008 青磁 焼物皿 千段 青磁 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
063 187-0001 千段 青磁 尺皿 千段 青磁 φ30.5×4.3cm ¥3,800
062 187-0002 千段 青磁 7.5皿 千段 青磁 φ23.7×3.4cm ¥1,500
058 187-0003 千段 青磁 5.5皿 千段 青磁 φ18×2.6cm ¥1,100
058 187-0004 千段 青磁 4.5皿 千段 青磁 φ15×2.2cm ¥750
058 187-0005 千段 青磁 4.0皿 千段 青磁 φ12.9×2.2cm ¥600

102-0006 千段 織部 4.0ボール 千段 織部 φ13×4.5cm ¥750
102-0007 千段 織部 4.1多用丼 千段 織部 φ12.8×7cm ¥850
102-0010 千段 織部 中平碗 千段 織部 φ11.8×5.5cm ¥750

083 102-0009 千段 織部 煎茶 千段 織部 φ9.1×6cm 180cc ¥650
098 102-0100 織部 千段串皿 千段 織部 18×9.8×2cm ¥750
068 102-0008 千段 織部 焼物皿 千段 織部 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300
063 102-0001 千段 織部 尺皿 千段 織部 φ30.5×4.3cm ¥3,800
062 102-0002 千段 織部 7.5皿 千段 織部 φ23.7×3.4cm ¥1,500
058 102-0003 千段 織部 5.5皿 千段 織部 φ18×2.6cm ¥1,100
058 102-0004 千段 織部 4.5皿 千段 織部 φ15×2.2cm ¥750
058 102-0005 千段 織部 4.0皿 千段 織部 φ12.9×2.2cm ¥600
P-099 粉引金彩
049 014-0110 8.0麺皿 粉引金彩 φ24.5×4.7cm ¥1,800
050 014-0096 8.0盛り鉢 粉引金彩 φ25×7cm ¥2,700
050 014-0097 9.0盛り鉢 粉引金彩 φ27×7cm ¥4,400
050 014-0098 尺盛り鉢 粉引金彩 φ31×8.2cm ¥6,600
069 014-0035 枯山水 角皿17.5cm 粉引金彩 17.5×13×2.2cm ¥1,000
070 014-0038 枯山水 角皿37cm 粉引金彩 37×24.5×4cm ¥7,300
070 014-0039 枯山水 角皿31cm 粉引金彩 31×21×4cm ¥5,600
070 014-0040 枯山水 角皿26cm 粉引金彩 26×17.5×3.5cm ¥3,400
072 014-0041 枯山水 長角皿 大 41cm 粉引金彩 41×13×4cm ¥4,500
072 014-0042 枯山水 長角皿 中 31cm 粉引金彩 31×12.5×3cm ¥2,900
078 014-0023 粉引金彩 ねじりロック 粉引金彩 φ9.2×8.6cm 260cc ¥850
079 014-0028 粉引金彩 ねじりカップ 粉引金彩 φ8.5×12cm 300cc ¥1,000
P-100 千段　朱

099-0006 千段 朱 4.0ボール 千段 朱 φ13×4.5cm ¥950
099-0010 千段 朱 中平碗 千段 朱 φ11.8×5.5cm ¥950

067 099-0100 千段 朱 千段串皿 千段 朱 18×9.8×2cm ¥950
068 099-0008 千段 朱 焼物皿 千段 朱 23.8×13.5×2.5cm ¥1,700
006 099-0161 千段 朱 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,400
047 099-0166 千段 朱 8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,000 850ｇ
063 099-0001 千段 朱 尺皿 千段 朱 φ30.5×4.3cm ¥5,100
062 099-0002 千段 朱 7.5皿 千段 朱 φ23.7×3.4cm ¥1,800
058 099-0003 千段 朱 5.5皿 千段 朱 φ18×2.6cm ¥1,300
058 099-0004 千段 朱 4.5皿 千段 朱 φ15×2.2cm ¥950
058 099-0005 千段 朱 4.0皿 千段 朱 φ12.9×2.2cm ¥750
P-102 トルコ青磁

022-0006 トルコ青磁 千段 4.0ボール トルコ青磁 φ13×4.5cm ¥750
067 022-0100 トルコ青磁 千段串皿 トルコ青磁 18×9.8×2cm ¥800
068 022-0008 トルコ青磁 千段 焼物皿 トルコ青磁 23.8×13.5×2.5cm ¥1,300

022-0010 トルコ青磁 千段 中平碗 トルコ青磁 φ11.8×5.5cm ¥750
006 022-0161 トルコ青磁 6.5千段高ハマ丼 6.5千段高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥1,900
027 022-0056 トルコ青磁 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥750 250ｇ
028 022-0050 トルコ青磁 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,100
044 022-0155 トルコ青磁 しのぎ浅鉢小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,200
044 022-0157 トルコ青磁 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1180cc ¥2,400
044 022-0158 トルコ青磁 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥750
044 022-0160 トルコ青磁 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,400
047 022-0166 トルコ青磁 千段8.0めん鉢 千段 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
063 022-0001 トルコ青磁 千段尺皿 トルコ青磁 φ30.5×4.3cm ¥3,800
062 022-0002 トルコ青磁 千段7.5皿 トルコ青磁 φ23.7×3.4cm ¥1,500
058 022-0003 トルコ青磁 千段5.5皿 トルコ青磁 φ18×2.6cm ¥1,100
058 022-0004 トルコ青磁 千段4.5皿 トルコ青磁 φ15×2.2cm ¥750
058 022-0005 トルコ青磁 千段4.0皿 トルコ青磁 φ12.9×2.2cm ¥600
083 022-0165 トルコ青磁 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥700
077 022-0022 トルコ青磁 しのぎロック トルコ青磁 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
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079 022-0027 トルコ青磁 しのぎカップ トルコ青磁 φ8.5×12cm 300cc ¥850
P-104 琉球讃歌

026-A504 琉球るり唐草 六兵衛4.8飯碗 琉球るり唐草 φ15×7cm ¥850
026-E039 琉球るり唐草 中平碗 琉球るり唐草 φ11.8×5.5cm ¥700

006 026-0162 琉球るり唐草 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
029 026-552 琉球るり唐草 4.0多用丼 琉球るり唐草 φ12.5×7.5cm 500cc ¥750 310g
034 026-0143A 琉球るり唐草 六兵衛5.0高ハマ丼 琉球るり唐草 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
034 026-0143B 琉球ヌキ唐草 六兵衛5.0高ハマ丼 琉球ヌキ唐草 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
034 026-0144A 琉球るり唐草 六兵衛5.5高ハマ丼 琉球るり唐草 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,300
034 026-0144B 琉球ヌキ唐草 六兵衛5.5高ハマ丼 琉球ヌキ唐草 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,300
036 026-0146A 琉球るり唐草 6.5そば丼 琉球るり唐草 φ19×8cm 1080cc ¥1,300
036 026-0146B 琉球ヌキ唐草 6.5そば丼 琉球ヌキ唐草 φ19×8cm 1080cc ¥1,300
045 026-0157 琉球るり唐草 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1180cc ¥2,700
045 026-0159 琉球るり唐草 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,100
045 026-0160 琉球るり唐草 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
048 026-E057 琉球るり唐草 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
057 026-A513 琉球るり唐草 3.0皿 琉球るり唐草 φ9.5×2.2cm ¥520
059 026-505 琉球るり唐草 5.0皿 琉球るり唐草 φ15.2×2cm ¥720
062 026-507 琉球るり唐草 7.0皿 琉球るり唐草 φ22.5×2.6cm ¥1,350
062 026-509 琉球るり唐草 9.0皿 琉球るり唐草 φ26.5×3.3cm ¥3,300
P-105

027-A504 琉球サビ唐草 六兵衛4.8飯碗 琉球サビ唐草 φ15×7cm ¥850
027-E039 琉球サビ唐草 中平碗 琉球サビ唐草 φ11.8×5.5cm ¥700

006 027-0162 琉球サビ唐草 6.5薄筋高ハマ丼 6.5薄筋高ハマ丼 φ20×10cm 1100cc ¥2,100
029 027-552 琉球サビ唐草 4.0多用丼 琉球サビ唐草 φ12.5×7.5cm 500cc ¥750 310g
034 027-0143 琉球サビ唐草 六兵衛5.0高ハマ丼 琉球サビ唐草 φ15.3×8cm 760cc ¥1,000
034 027-0144 琉球サビ唐草 六兵衛5.5高ハマ丼 琉球サビ唐草 φ17×9.1cm 1100cc ¥1,300
036 027-0146 琉球サビ唐草 6.5そば丼 琉球サビ唐草 φ19×8cm 1080cc ¥1,300
045 027-0157 琉球サビ唐草 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1180cc ¥2,700
045 027-0159 琉球サビ唐草 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,100
045 027-0160 琉球サビ唐草 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
048 027-E057 琉球サビ唐草 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
057 027-A513 琉球サビ唐草 3.0皿 琉球サビ唐草 φ9.5×2.2cm ¥520
059 027-505 琉球サビ唐草 5.0皿 琉球サビ唐草 φ15.2×2cm ¥720
062 027-507 琉球サビ唐草 7.0皿 琉球サビ唐草 φ22.5×2.6cm ¥1,350
062 027-509 琉球サビ唐草 9.0皿 琉球サビ唐草 φ26.5×3.3cm ¥3,300
P-106

028-0010 琉球水玉 千段中平碗 琉球水玉 φ11.8×5.5cm ¥850
078 028-0024 琉球水玉 ロクロ目ロック 琉球水玉 φ9.2×8.6cm 260cc ¥850
045 028-0155 琉球水玉 しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
045 028-0156 琉球水玉 しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
045 028-0157 琉球水玉 しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
045 028-0158 琉球水玉 しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
045 028-0159 琉球水玉 しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
045 028-0160 琉球水玉 しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
045 029-0155 琉球イッチン しのぎ浅鉢 小 しのぎ浅鉢 φ14.5×4cm 250cc ¥1,300
045 029-0156 琉球イッチン しのぎ浅鉢 中 しのぎ浅鉢 φ20.2×5.8cm 700cc ¥1,600
045 029-0157 琉球イッチン しのぎ浅鉢 大 しのぎ浅鉢 φ24.5×6.6cm 1450cc ¥2,700
045 029-0158 琉球イッチン しのぎ深鉢 小 しのぎ深鉢 φ9.5×3.6cm 100cc ¥850
045 029-0159 琉球イッチン しのぎ深鉢 中 しのぎ深鉢 φ12.6×4.8cm 230cc ¥1,200
045 029-0160 琉球イッチン しのぎ深鉢 大 しのぎ深鉢 φ18.6×7cm 800cc ¥1,600
P-107 三島
058 492-Q001 三島 粉引 4.0皿 三島 粉引 φ12.9×2.2cm ¥550
058 492-Q003 三島 粉引 5.5皿 三島 粉引 φ18×2.6cm ¥800
062 492-Q005 三島 粉引 7.5皿 三島 粉引 φ23.7×3.4cm ¥1,350

492-E014 三島 粉引 レンゲ 三島 粉引 W15cm ¥650
492-E026 三島 粉引 6.3高台丼 三島 粉引 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,300 550g
492-E027 三島 粉引 6.8高台丼 三島 粉引 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,500 770ｇ
492-E039 三島 粉引 中平碗 三島 粉引 φ11.8×5.5cm ¥700
492-E073 三島 粉引 4.1多用丼 三島 粉引 φ12.8×7cm ¥750

047 492-E057 三島 粉引 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
P-108
058 493-Q001 三島 銀朱 4.0皿 三島 銀朱 φ12.9×2.2cm ¥650
058 493-Q003 三島 銀朱 5.5皿 三島 銀朱 φ18×2.6cm ¥1,000
062 493-Q005 三島 銀朱 7.5皿 三島 銀朱 φ23.7×3.4cm ¥1,700
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493-E014 三島 銀朱 レンゲ 三島 銀朱 W15cm ¥750
493-E026 三島 銀朱 6.3高台丼 三島 銀朱 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,500 550g
493-E027 三島 銀朱 6.8高台丼 三島 銀朱 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,800 770ｇ
493-E039 三島 銀朱 中平碗 三島 銀朱 φ11.8×5.5cm ¥850
493-E073 三島 銀朱 4.1多用丼 三島 銀朱 φ12.8×7cm ¥1,000

047 493-E057 三島 銀朱 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥2,100 850ｇ
P-110 藍染綴り

096-E011 むじな菊 角皿 大 むじな菊 23.3×11.6×2.2cm ¥1,400
096-E012 むじな菊 角千代口 むじな菊 9.5×7.2×2.3cm ¥550
096-E039 むじな菊 中平碗 むじな菊 φ11.8×5.5cm ¥700
096-E073 むじな菊 4.1多用丼 むじな菊 φ12.8×7cm ¥800
096-M007 むじな菊 4.0ﾎﾞーﾙ むじな菊 φ13×4.5cm ¥650
096-M008 むじな菊 4.5ﾎﾞーﾙ むじな菊 φ14×5cm ¥800
096-M009 むじな菊 5.0ﾎﾞーﾙ むじな菊 φ15.4×5.5cm ¥900
096-M010 むじな菊 6.0ﾎﾞーﾙ むじな菊 φ17.8×6.6cm ¥1,400

036 096-0145 むじな菊 5.8そば丼 むじな菊 φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100
048 096-E057 むじな菊 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
057 096-H001 むじな菊 おふくろ3.3皿 むじな菊 φ10×1.8cm ¥480
059 096-M002 むじな菊 5.0皿 むじな菊 φ15.7×2.5cm ¥650
060 096-M003 むじな菊 6.0皿 むじな菊 φ18.3×2.5cm ¥800
060 096-M004 むじな菊 7.0皿 むじな菊 φ21.6×2.9cm ¥950
060 096-M005 むじな菊 8.0皿 むじな菊 φ25.2×3cm ¥1,900
063 096-M006 むじな菊 尺皿 むじな菊 φ31.2×4cm ¥3,700
P-111

095-E011 変わり菱紋 角皿 大 変わり菱紋 23.3×11.6×2.2cm ¥1,400
095-E012 変わり菱紋 角千代口 変わり菱紋 9.5×7.2×2.3cm ¥550
095-E039 変わり菱紋 中平碗 変わり菱紋 φ11.8×5.5cm ¥700
095-E073 変わり菱紋 4.1多用丼 変わり菱紋 φ12.8×7cm ¥800
095-M007 変わり菱紋 4.0ﾎﾞーﾙ 変わり菱紋 φ13×4.5cm ¥650
095-M008 変わり菱紋 4.5ﾎﾞーﾙ 変わり菱紋 φ14×5cm ¥800
095-M009 変わり菱紋 5.0ﾎﾞーﾙ 変わり菱紋 φ15.4×5.5cm ¥900
095-M010 変わり菱紋 6.0ﾎﾞーﾙ 変わり菱紋 φ17.8×6.6cm ¥1,400

036 095-0145 変わり菱紋 5.8そば丼 変わり菱紋 φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100
048 095-E057 変わり菱紋 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
057 095-H001 変わり菱紋 おふくろ3.3皿 変わり菱紋 φ10×1.8cm ¥480
059 095-M002 変わり菱紋 5.0皿 変わり菱紋 φ15.7×2.5cm ¥650
060 095-M003 変わり菱紋 6.0皿 変わり菱紋 φ18.3×2.5cm ¥800
060 095-M004 変わり菱紋 7.0皿 変わり菱紋 φ21.6×2.9cm ¥950
060 095-M005 変わり菱紋 8.0皿 変わり菱紋 φ25.2×3cm ¥1,900
063 095-M006 変わり菱紋 尺皿 変わり菱紋 φ31.2×4cm ¥3,700
P-112

094-E011 縞格子 角皿 大 縞格子 23.3×11.6×2.2cm ¥1,400
094-E012 縞格子 角千代口 縞格子 9.5×7.2×2.3cm ¥550
094-E039 縞格子 中平碗 縞格子 φ11.8×5.5cm ¥700
094-E073 縞格子 4.1多用丼 縞格子 φ12.8×7cm ¥800
094-M007 縞格子 4.0ﾎﾞーﾙ 縞格子 φ13×4.5cm ¥650
094-M008 縞格子 4.5ﾎﾞーﾙ 縞格子 φ14×5cm ¥800
094-M009 縞格子 5.0ﾎﾞーﾙ 縞格子 φ15.4×5.5cm ¥900
094-M010 縞格子 6.0ﾎﾞーﾙ 縞格子 φ17.8×6.6cm ¥1,400

036 094-0145 縞格子 5.8そば丼 縞格子 φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100
048 094-E057 縞格子 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
057 094-H001 縞格子 おふくろ3.3皿 縞格子 φ10×1.8cm ¥480
059 094-M002 縞格子 5.0皿 縞格子 φ15.7×2.5cm ¥650
060 094-M003 縞格子 6.0皿 縞格子 φ18.3×2.5cm ¥800
060 094-M004 縞格子 7.0皿 縞格子 φ21.6×2.9cm ¥950
060 094-M005 縞格子 8.0皿 縞格子 φ25.2×3cm ¥1,900
063 094-M006 縞格子 尺皿 縞格子 φ31.2×4cm ¥3,700
P-113

089-E011 おふけとちりうず 角皿 大 おふけとちりうず 23.3×11.6×2.2cm ¥1,400
089-E012 おふけとちりうず 角千代口 おふけとちりうず 9.5×7.2×2.3cm ¥550
089-E039 おふけとちりうず 中平碗 おふけとちりうず φ11.8×5.5cm ¥700
089-E073 おふけとちりうず 4.1多用丼 おふけとちりうず φ12.8×7cm ¥800
089-M007 おふけとちりうず 4.0ﾎﾞーﾙ おふけとちりうず φ13×4.5cm ¥650
089-M008 おふけとちりうず 4.5ﾎﾞーﾙ おふけとちりうず φ14×5cm ¥800
089-M009 おふけとちりうず 5.0ﾎﾞーﾙ おふけとちりうず φ15.4×5.5cm ¥900
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089-M010 おふけとちりうず 6.0ﾎﾞーﾙ おふけとちりうず φ17.8×6.6cm ¥1,400

036 089-0145 おふけとちりうず 5.8そば丼 おふけとちりうず φ17.7×7.6cm 880cc ¥1,100
048 089-E057 おふけとちりうず 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
057 089-H001 おふけとちりうず おふくろ3.3皿 おふけとちりうず φ10×1.8cm ¥480
059 089-M002 おふけとちりうず 5.0皿 おふけとちりうず φ15.7×2.5cm ¥650
060 089-M003 おふけとちりうず 6.0皿 おふけとちりうず φ18.3×2.5cm ¥800
060 089-M004 おふけとちりうず 7.0皿 おふけとちりうず φ21.6×2.9cm ¥950
060 089-M005 おふけとちりうず 8.0皿 おふけとちりうず φ25.2×3cm ¥1,900
063 089-M006 おふけとちりうず 尺皿 おふけとちりうず φ31.2×4cm ¥3,700
P-114 絣
059 073-M001 絣 4.0皿 絣 φ12.8×2.2cm ¥550
059 073-M002 絣 5.0皿 絣 φ16×2.7cm ¥650
061 073-M003 絣 6.0皿 絣 φ18.3×3cm ¥800
061 073-M004 絣 7.0皿 絣 φ21.6×3.7cm ¥950
061 073-M005 絣 8.0皿 絣 φ25.2×3cm ¥1,900
064 073-M006 絣 尺皿 絣 φ31.2×4cm ¥3,700

073-E012 絣 角千代口 絣 9.5×7.2×2.3cm ¥550
073-E039 絣 中平碗 絣 φ11.8×5.5cm ¥700
073-E058 絣 四角大皿 絣 23.2×23.2×2.8cm ¥2,400
073-E059 絣 四角中皿 絣 19×19×2.1cm ¥1,400
073-E060 絣 四角小皿 絣 14×14×2cm ¥850
073-E073 絣 4.1多用丼 絣 φ12.8×7cm ¥800
073-M007 絣 4.0ボール 絣 φ13×4.5cm ¥650
073-M009 絣 5.0ボール 絣 φ15.4×5.5cm ¥950
073-M011 絣 7.0ボール 絣 φ21.8×8cm ¥3,000

P-115～116波唐草
015 035-E026 波唐草 6.3高台丼 波唐草 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,400 550g
015 035-E027 波唐草 6.8高台丼 波唐草 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,700 770ｇ
014 035-0076 波唐草  6.8浅高台丼 波唐草 φ21×7.9cm 1100cc ¥1,600 650g
014 035-0075 波唐草  6.5浅高台丼 波唐草 φ19.5×7cm 900cc ¥1,400 530g
014 035-0077 波唐草  6.5切立丼 波唐草 φ19.5×7cm 850cc ¥1,400 500ｇ
014 035-0078 波唐草  7.0切立丼 波唐草 φ21.5×7.7cm 1100cc ¥1,600 620ｇ
057 035-H001 波唐草 おふくろ3.3皿 波唐草 φ10×1.8cm ¥550
058 035-Q001 波唐草 4.0皿 波唐草 φ12.9×2.2cm ¥650
058 035-Q002 波唐草 4.5皿 波唐草 φ15×2.2cm ¥700
058 035-Q003 波唐草 5.5皿 波唐草 φ18×2.6cm ¥800
062 035-Q004 波唐草 6.5皿 波唐草 φ20.5×3.1cm ¥950
062 035-Q005 波唐草 7.5皿 波唐草 φ23.7×3.4cm ¥1,400
062 035-Q006 波唐草 9.0皿 波唐草 φ28.5×3.7cm ¥2,900
063 035-Q007 波唐草 尺皿 波唐草 φ30.5×4.3cm ¥4,000
064 035-Q008 波唐草 尺1寸皿 波唐草 φ35.2×3.8cm ¥7,900
064 035-Q009 波唐草 尺2寸皿 波唐草 φ38.5×4.2cm ¥12,600

035-E001 波唐草 長丸トレー 波唐草 19.4×14.4×2cm ¥800
035-E002 波唐草 6.0長角トレー 波唐草 19.2×14.2×2cm ¥900
035-E004 波唐草 カレー皿 波唐草 24.3×17.3×x4cm ¥1,700
035-E006 波唐草 リム型トレー（小） 波唐草 13.8×12.3×1.6cm ¥850
035-E007 波唐草 リム型トレー（中） 波唐草 17.6×13×2cm ¥1,600
035-E008 波唐草 リム型トレー（大） 波唐草 29.5×17×2cm ¥3,000
035-E012 波唐草 角千代口 波唐草 9.5×7.2×1.8cm ¥600
035-E013 波唐草 とんすい 波唐草 14×6.2cm ¥850
035-E014 波唐草 レンゲ 波唐草 15cm ¥750
035-E021 波唐草 4.8ライス碗 波唐草 φ15×6.2cm ¥850
035-E022 波唐草 八角シュウマイ 波唐草 L20×S19×4.8cm ¥1,500
035-E028 波唐草 5.0スープ 波唐草 φ15.3×3.5cm ¥750
035-E029 波唐草 6.0スープ 波唐草 φ18.7×4.3cm ¥1,300
035-E030 波唐草 7.5スープ 波唐草 φ22.7×5.3cm ¥1,500
035-E031 波唐草 9.0浅ボール 波唐草 φ27.5×5cm ¥3,300
035-E032 波唐草 7.0浅鉢 波唐草 φ21.7×4.3cm ¥1,900
035-E034 波唐草 尺浅鉢 波唐草 φ30.5×6.1cm ¥6,300
035-E056 波唐草 9.0浅鉢 波唐草 φ27.7×5.3cm ¥4,900
035-Q010 波唐草 4.0ボール 波唐草 φ13×5.5cm ¥800
035-Q011 波唐草 5.5ボール 波唐草 φ16.3×5.5cm ¥1,100
035-Q012 波唐草 6.0ボール 波唐草 φ18.8×6.5cm ¥2,100
035-Q013 波唐草 7.0ボール 波唐草 φ22.2×8cm ¥3,200
035-Q014 波唐草 8.0ボール 波唐草 φ24×9.5cm ¥5,600
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075 035-E045 波唐草 そば千代口 波唐草 φ8.1×6.3cm 180cc ¥650
075 035-E046 波唐草 薬味皿  波唐草 φ8.5×1.5cm ¥550
083 035-E037 波唐草 煎茶 波唐草 φ9.1×6cm 180cc ¥700

035-E038 波唐草 コーヒー碗 波唐草 φ7.6×7cm 160cc ¥900
035-E039 波唐草 中平碗 波唐草 φ11.8×5.5cm ¥800
035-E040 波唐草 丸千代口 波唐草 φ8.3×4cm ¥600
035-E071 波唐草 3.3多用丼 波唐草 φ10.5×5cm ¥800
035-E072 波唐草 3.8多用丼 波唐草 φ11.7×6cm ¥850
035-E073 波唐草 4.1多用丼 波唐草 φ12.8×7cm ¥1,200
035-E074 波唐草 4.6多用丼 波唐草 φ14.2×8cm ¥1,500
035-E075 波唐草 5.1多用丼 波唐草 φ15.4×9.5cm ¥1,900

P-118 オリエント
015 030-E026 オリエント 6.3高台丼 オリエント φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,300 550g
015 030-E027 オリエント 6.8高台丼 オリエント φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,500 770ｇ
058 030-Q001 オリエント 4.0皿 オリエント φ12.9×2.2cm ¥550
058 030-Q002 オリエント 4.5皿 オリエント φ15×2.2cm ¥600
058 030-Q003 オリエント 5.5皿 オリエント φ18×2.6cm ¥700
062 030-Q004 オリエント 6.5皿 オリエント φ20.5×3.1cm ¥800
062 030-Q005 オリエント 7.5皿 オリエント φ23.7×3.4cm ¥1,200
062 030-Q006 オリエント 9.0皿 オリエント φ28.5×3.7cm ¥2,700
064 030-Q007 オリエント 尺皿 オリエント φ30.5×4.3cm ¥3,700
064 030-Q009 オリエント 尺二皿 オリエント φ38.5×4.2cm ¥11,000

030-E001 オリエント 長丸トレー オリエント 19.8×14.4×2cm ¥700
030-E002 オリエント 6.0長角トレー オリエント 19.2×14.2×2cm ¥850
030-E012 オリエント 角千代口 オリエント 9.5×7.2×2.3cm ¥550
030-E031 オリエント 9.0浅ボール オリエント φ27.5×5cm ¥2,900
030-E038 オリエント コーヒー碗 オリエント φ7.6×7cm 160cc ¥850
030-E039 オリエント 中平碗 オリエント φ11.8×5.5cm ¥700
030-E045 オリエント そば千代口 オリエント φ8.1×6.3cm 180cc ¥550
030-E071 オリエント 3.3多用丼 オリエント φ10.5×5cm ¥700
030-E072 オリエント 3.8多用丼 オリエント φ11.7×6cm ¥750
030-E073 オリエント 4.1多用丼 オリエント φ12.8×7cm ¥850
030-E074 オリエント 4.6多用丼 オリエント φ14.2×8cm ¥1,200
030-E075 オリエント 5.1多用丼 オリエント φ15.4×9.5cm ¥1,600
030-H001 オリエント おふくろ3.3皿 オリエント φ10×1.8cm ¥480
030-Q010 オリエント 4.0ボール オリエント φ13×5.5cm ¥700
030-Q011 オリエント 5.5ボール オリエント φ16.3×5.5cm ¥900
030-Q012 オリエント 6.0ボール オリエント φ18.8×6.5cm ¥1,800
030-Q013 オリエント 7.0ボール オリエント φ22.2×8cm ¥3,000

083 030-E037 オリエント 煎茶 オリエント φ9.1×6cm 150cc ¥550
P-119～120千段十草

015 033-E026 千段十草 6.3高台丼 千段十草 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,400 550g
015 033-E027 千段十草 6.8高台丼 千段十草 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,700 770ｇ
048 033-E057 千段十草 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
057 033-H001 千段十草 おふくろ3.3皿 千段十草 φ10×1.8cm ¥480
059 033-M001 千段十草 4.0皿 千段十草 φ12.4×2.2cm ¥550
059 033-M002 千段十草 5.0皿 千段十草 φ15.7×2.5cm ¥650
060 033-M003 千段十草 6.0皿 千段十草 φ18.3×2.5cm ¥800
060 033-M004 千段十草 7.0皿 千段十草 φ21.6×2.9cm ¥950
060 033-M005 千段十草 8.0皿 千段十草 φ25.2×3cm ¥1,750
064 033-M006 千段十草 尺皿 千段十草 φ31.2×4cm ¥3,700

033-E001 千段十草 長丸トレー 千段十草 19.8×14.4×2cm ¥700
033-E009 千段十草 角皿（小） 千段十草 11.6×11.6×2.2cm ¥700
033-E010 千段十草 角皿（中） 千段十草 17.5×11.6×2.2cm ¥1,100
033-E011 千段十草 角皿（大） 千段十草 23.3×11.6×2.2cm ¥1,400
033-E012 千段十草 角千代口 千段十草 9.5×7.2×1.8cm ¥550
033-E015 千段十草 6.0正角皿 千段十草 18.8×18.8×4cm ¥2,100
033-E016 千段十草 7.0正角皿 千段十草 22×22×4.8cm ¥3,000
033-E028 千段十草 5.0スープ 千段十草 φ15.3×3.5cm ¥650
033-E029 千段十草 6.0スープ 千段十草 φ18.7×4.3cm ¥1,200
033-E058 千段十草 四角大皿 千段十草 23.2×23.2×2.8cm ¥2,400
033-E059 千段十草 四角中皿 千段十草 19.3×19.3×2.3cm ¥1,400
033-E060 千段十草 四角小皿 千段十草 14×14×2cm ¥850
033-E073 千段十草 4.1多用丼 千段十草 φ12.8×7cm ¥800

075 033-E045 千段十草 そば千代口 千段十草 φ8.1×6.3cm 180cc ¥550
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075 033-E046 千段十草 薬味皿 千段十草 φ8.5×1.7cm ¥450
083 033-E037 千段十草 煎茶 千段十草 φ9.1×6cm 180cc ¥550
083 033-E142 千段十草 土瓶（つる付） 千段十草 14.7×13.7cm 600cc ¥4,000

033-E039 千段十草 中平碗 千段十草 φ11.8×5.5cm ¥700
033-E048 千段十草 6.0多用鉢 千段十草 φ17.8×7cm ¥1,400
033-M007 千段十草 4.0ボール 千段十草 φ13×4.5cm ¥650
033-M008 千段十草 4.5ボール 千段十草 φ14×5cm ¥800
033-M009 千段十草 5.0ボール 千段十草 φ15.4×5.5cm ¥900
033-M010 千段十草 6.0ボール 千段十草 φ17.8×6.6cm ¥1,400
033-M011 千段十草 7.0ボール 千段十草 φ21.8×8cm ¥3,000

P-121 市松　黒
015 036-E026 市松 黒 6.3高台丼 市松 黒 φ18.5×7.8cm 1000cc ¥1,300 550g
015 036-E027 市松 黒 6.8高台丼 市松 黒 φ21.2×8.3cm 1360cc ¥1,600 770ｇ
048 036-E057 市松 黒 8.0めん鉢 8.0めん鉢 φ24.5×7.5cm 1400cc ¥1,700 850ｇ
059 036-M002 市松 黒 5.0皿 市松 黒 φ15.7×2.5cm ¥650
061 036-M005 市松 黒 8.0皿 市松 黒 φ25.2×3cm ¥1,900

036-E012 市松 黒 角千代口 市松 黒 9.5×7.2×2.3cm ¥550
036-E039 市松 黒 中平碗 市松 黒 φ11.8×5.5cm ¥700
036-E058 市松 黒 四角大皿 市松 黒 23.2×23.2×2.8cm ¥2,400
036-E059 市松 黒 四角中皿 市松 黒 19.3×19.3×2.3cm ¥1,400
036-E060 市松 黒 四角小皿 市松 黒 14×14×2cm ¥850
036-E073 市松 黒 4.1多用丼 市松 黒 φ12.8×7cm ¥800
036-M009 市松 黒 5.0ボール 市松 黒 φ15.8×5.7cm ¥950

P-122 墨
438-314 墨 平角皿（大） 墨 25.3×25.3×2cm ¥3,300
438-315 墨 平角皿（中） 墨 19.1×19.1×2cm ¥1,600
438-316 墨 平角皿（小） 墨 15.4×15.4×1.6cm ¥1,300
438-317 墨 平角皿（小小） 墨 12.3×12.3×1.4cm ¥700
438-318 墨 角小皿 墨 8.2×8.2×1.8cm ¥500
438-319 墨 平長角皿（大） 墨 28.8×12.2×1.8cm ¥2,200
438-320 墨 平長角皿（小） 墨 25.2×12.4×1.7cm ¥1,800
438-A201 墨 ロングプレートM 墨 34.3×12.3×1.7cm ¥2,000
438-A202 墨 ロングプレートL 墨 40.1×12.3×1.8cm ¥2,500
438-A203 墨 プレートS 墨 18×14.7×3cm ¥1,300
438-A205 墨 プレートL 墨 23.6×20×5.2cm ¥1,800
438-A206 墨 ボールS 墨 11.8×9.5×4cm ¥600
438-A207 墨 ボールM 墨 14×11.3×4.8cm ¥750
438-A208 墨 ボールL  墨 17.1×13.4×5.2cm ¥1,300
438-A401 墨 なみボールS 墨 13.7×12.5×6.6cm ¥1,000
438-A402 墨 なみボールM 墨 18.3×16.4×8cm ¥1,500
438-A403 墨 なみボールL 墨 22.3×20.3×9.5cm ¥2,200

P-123 窯変志野
027 003-0056 窯変志野 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥650 250ｇ
027 003-0049 窯変志野 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥750
028 003-0050 窯変志野 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
028 003-0051 窯変志野 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
029 003-552 窯変志野 4.0多用丼 窯変志野 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
029 003-553 窯変志野 4.2多用丼 窯変志野 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
031 003-554 窯変志野 5.0多用丼 窯変志野 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g

055,158 003-503 窯変志野 3.0皿 窯変志野 φ9.5×2.2cm ¥400
059 003-505 窯変志野 5.0皿 窯変志野 φ15.2×2cm ¥700
062 003-506 窯変志野 6.0皿 窯変志野 φ17.5×2.2cm ¥800
062 003-507 窯変志野 7.0皿 窯変志野 φ22.5×2.6cm ¥1,100
062 003-509 窯変志野 9.0皿 窯変志野 φ26.5×3.3cm ¥2,800
069 003-0035 窯変志野 枯山水 角皿17.5cm 窯変志野 17.5×13×2.2cm ¥900
071 003-0040 窯変志野 枯山水 角皿26cm 窯変志野 26×17.5×3.5cm ¥2,200
071 003-0039 窯変志野 枯山水 角皿31cm 窯変志野 31×21×4cm ¥3,300

003-555 窯変志野 玉渕5.5浅丼 窯変志野 φ17×6cm 685cc ¥900 490ｇ
003-561 窯変志野 玉渕6.0浅丼 窯変志野 φ19×6.7cm 990cc ¥1,300 615ｇ
003-A005 窯変志野 スタッキングココットS 窯変志野 φ6.3×3.4cm ¥420
003-A006 窯変志野 スタッキングココットM 窯変志野 φ8×4.2cm ¥550
003-A007 窯変志野 スタッキングココットL 窯変志野 φ11.2×5.1cm ¥750

158 003-M007 窯変志野 4.0ボール 窯変志野 φ13×4.5cm ¥500
003-M008 窯変志野 4.5ボール 窯変志野 φ14×5cm ¥600

075 003-E045 窯変志野 そば千代口 窯変志野 φ8×6cm 180cc ¥420
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075 003-E046 窯変志野 薬味皿 窯変志野 φ8×1.5cm ¥380
158 003-514 窯変志野 とんすい 窯変志野 12.5×14.3×5.8cm ¥680
077 003-0022 窯変志野 しのぎロック 窯変志野 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
078 003-0023 窯変志野 ねじりロック 窯変志野 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
079 003-0027 窯変志野 しのぎカップ 窯変志野 φ8.5×12cm 300cc ¥850
079 003-0028 窯変志野 ねじりカップ 窯変志野 φ8.5×12cm 300cc ¥850
083 003-0165 窯変志野 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
P-126 黒御影
027 183-0056 黒御影 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥700 250ｇ
027 183-0049 黒御影 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥800
028 183-0050 黒御影 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
028 183-0051 黒御影 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
029 183-552 黒御影 4.0多用丼 黒御影 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
029 183-553 黒御影 4.2多用丼 黒御影 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
031 183-554 黒御影 5.0多用丼 黒御影 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g

057,158 183-503 黒御影 3.0皿 黒御影 φ9.5×2.2cm ¥380
059 183-505 黒御影 5.0皿 黒御影 φ15.2×2cm ¥700
062 183-506 黒御影 6.0皿 黒御影 φ17.5×2.2cm ¥800
062 183-507 黒御影 7.0皿 黒御影 φ22.8×2.6cm ¥1,200
062 183-509 黒御影 9.0皿 黒御影 φ26.5×3.3cm ¥2,900
069 183-0035 黒御影 枯山水 角皿17.5cm 黒御影 17.5×13×2.2cm ¥900
071 183-0040 黒御影 枯山水 角皿26cm 黒御影 26×17.5×3.5cm ¥2,200
071 183-0039 黒御影 枯山水 角皿31cm 黒御影 31×21×4cm ¥3,300

183-555 黒御影 玉渕5.5浅丼 黒御影 φ17×6cm 685cc ¥900 490ｇ
183-561 黒御影 玉渕6.0浅丼 黒御影 φ19×6.7cm 990cc ¥1,300 615ｇ

172 183-A005 黒御影 スタッキングココットS 黒御影 φ6.3×3.4cm ¥420
172 183-A006 黒御影 スタッキングココットM 黒御影 φ8×4.2cm ¥550
172 183-A007 黒御影 スタッキングココットL 黒御影 φ11.2×5.1cm ¥750

183-M007 黒御影 4.0ボール 黒御影 φ13×4.5cm ¥550
183-M008 黒御影 4.5ボール 黒御影 φ14×5cm ¥600

075 183-E045 黒御影 そば千代口 黒御影 φ8×6cm 180cc ¥420
075 183-E046 黒御影 薬味皿 黒御影 φ8×1.5cm ¥370

183-514 黒御影 とんすい 黒御影 12.5×14.3×5.8cm ¥680
077 183-0022 黒御影 しのぎロック 黒御影 φ9.2×8.6cm 260cc ¥700
078 183-0023 黒御影 ねじりロック 黒御影 φ9.2×8.6cm 260cc ¥700
079 183-0027 黒御影 しのぎカップ 黒御影 φ8.5×12cm 300cc ¥850
079 183-0028 黒御影 ねじりカップ 黒御影 φ8.5×12cm 300cc ¥850
083 183-0165 黒御影 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
P-127 蒼月
027 447-0049 蒼月 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥900
027 447-0056 蒼月 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥750 250ｇ
028 447-0050 蒼月 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,100
028 447-0051 蒼月 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,300
029 447-552 蒼月 4.0多用丼 蒼月 φ12.5×7.5cm 500cc ¥600 310g
029 447-553 蒼月 4.2多用丼 蒼月 φ13×8cm 600cc ¥750 335g
031 447-554 蒼月 5.0多用丼 蒼月 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g

057,158 447-503 蒼月 3.0皿 蒼月 φ9.5×2.2cm ¥440
059 447-505 蒼月 5.0皿 蒼月 φ15.2×2cm ¥750
062 447-506 蒼月 6.0皿 蒼月 φ17.5×2.2cm ¥900
062 447-507 蒼月 7.0皿 蒼月 φ22.8×2.6cm ¥1,250
062 447-509 蒼月 9.0皿 蒼月 φ26.5×3.3cm ¥3,200
069 447-0035 蒼月 枯山水 角皿17.5cm 蒼月 17.5×13×2.2cm ¥1,000
071 447-0039 蒼月 枯山水 角皿31cm 蒼月 31×21×4cm ¥3,900
071 447-0040 蒼月 枯山水 角皿26cm 蒼月 26×17.5×3.5cm ¥2,500

447-555 蒼月 玉渕5.5浅丼 蒼月 φ17×6cm 685cc ¥1,000 490ｇ
447-561 蒼月 玉渕6.0浅丼 蒼月 φ19×6.7cm 990cc ¥1,400 615ｇ
447-A005 蒼月 スタッキングココットS 蒼月 φ6.3×3.4cm ¥500
447-A006 蒼月 スタッキングココットM 蒼月 φ8×4.2cm ¥650
447-A007 蒼月 スタッキングココットL 蒼月 φ11.2×5.1cm ¥800

158 447-M007 蒼月 4.0ボール 蒼月 φ13×4.5cm ¥580
447-M008 蒼月 4.5ボール 蒼月 φ14×5cm ¥650

075 447-E045 蒼月 そば千代口 蒼月 φ8×6cm 180cc ¥480
075 447-E046 蒼月 薬味皿 蒼月 φ8×1.5cm ¥400
158 447-514 蒼月 とんすい 蒼月 12.5×14.3×5.8cm ¥750
077 447-0022 蒼月 しのぎロック 蒼月 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
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078 447-0023 蒼月 ねじりロック 蒼月 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
079 447-0027 蒼月 しのぎカップ 蒼月 φ8.5×12cm 300cc ¥900
079 447-0028 蒼月 ねじりカップ 蒼月 φ8.5×12cm 300cc ¥900
083 447-0165 蒼月 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥650
P-130 白玉粉引
027 432-0056 白玉粉引 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥650 250ｇ
027 432-0049 白玉粉引 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥800
028 432-0050 白玉粉引 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
028 432-0051 白玉粉引 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
029 432-552 白玉粉引 4.0多用丼 白玉粉引 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
029 432-553 白玉粉引 4.2多用丼 白玉粉引 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
031 432-554 白玉粉引 5.0多用丼 白玉粉引 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g
069 432-0035 白玉粉引 枯山水 角皿17.5cm 白玉粉引 17.5×13×2.2cm ¥900
071 432-0039 白玉粉引 枯山水 角皿31cm 白玉粉引 31×21×4cm ¥3,300
071 432-0040 白玉粉引 枯山水 角皿26cm 白玉粉引 26×17.5×3.5cm ¥2,200

432-555 白玉粉引 玉渕5.5浅丼 白玉粉引 φ17×6cm 685cc ¥900 490ｇ
432-561 白玉粉引 玉渕6.0浅丼 白玉粉引 φ19×6.7cm 990cc ¥1,300 615ｇ
432-A005 白玉粉引 スタッキングココットS 白玉粉引 φ6.3×3.4cm ¥450
432-A006 白玉粉引 スタッキングココットM 白玉粉引 φ8×4.2cm ¥550
432-A007 白玉粉引 スタッキングココットL 白玉粉引 φ11.2×5.1cm ¥750
432-M007 白玉粉引 4.0ボール 白玉粉引 φ13×4.5cm ¥500
432-M008 白玉粉引 4.5ボール 白玉粉引 φ14×5cm ¥600

021,057,158 432-A513 白玉粉引 3.0皿 白玉粉引 φ9.5×2.2cm ¥400
059 432-505 白玉粉引 5.0皿 白玉粉引 φ15.2×2cm ¥650
062 432-506 白玉粉引 6.0皿 白玉粉引 φ17.5×2.2cm ¥800
062 432-507 白玉粉引 7.0皿 白玉粉引 φ22.8×2.6cm ¥1,100
062 432-509 白玉粉引 9.0皿 白玉粉引 φ26.5×3.3cm ¥2,900

021,075 432-E045 白玉粉引 そば千代口 白玉粉引 φ8×6cm 180cc ¥450
021,075 432-E046 白玉粉引 薬味皿 白玉粉引 φ8×1.5cm ¥380

432-514 白玉粉引 とんすい 白玉粉引 12.5×14.3×5.8cm ¥680
077 432-0022 白玉粉引 しのぎロック 白玉粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
078 432-0023 白玉粉引 ねじりロック 白玉粉引 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
079 432-0027 白玉粉引 しのぎカップ 白玉粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥850
079 432-0028 白玉粉引 ねじりカップ 白玉粉引 φ8.5×12cm 300cc ¥850
083 432-0165 白玉粉引 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
P-132 黒織部
027 004-0056 黒織部 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥650 250ｇ
027 004-0049 黒織部 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥750
028 004-0050 黒織部 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥950
028 004-0051 黒織部 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,200
029 004-552 黒織部 4.0多用丼 黒織部 φ12.5×7.5cm 500cc ¥550 310g
029 004-553 黒織部 4.2多用丼 黒織部 φ13×8cm 600cc ¥700 335g
031 004-554 黒織部 5.0多用丼 黒織部 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,100 495g

057,158 004-503 黒織部 3.0皿 黒織部 φ9.5×2.2cm ¥400
059 004-505 黒織部 5.0皿 黒織部 φ15.2×2cm ¥650
062 004-506 黒織部 6.0皿 黒織部 φ17.5×2.2cm ¥800
062 004-507 黒織部 7.0皿 黒織部 φ22.8×2.6cm ¥1,100
062 004-509 黒織部 9.0皿 黒織部 φ26.5×3.3cm ¥2,800
069 004-0035 黒織部 枯山水 角皿17.5cm 黒織部 17.5×13×2.2cm ¥900
071 004-0039 黒織部 枯山水 角皿31cm 黒織部 31×21×4cm ¥3,300
071 004-0040 黒織部 枯山水 角皿26cm 黒織部 26×17.5×3.5cm ¥2,200

004-555 黒織部 玉渕5.5浅丼 黒織部 φ17×6cm 685cc ¥900 490ｇ
004-561 黒織部 玉渕6.0浅丼 黒織部 φ19×6.7cm 990cc ¥1,300 615ｇ
004-A005 黒織部 スタッキングココットS 黒織部 φ6.3×3.4cm ¥420
004-A006 黒織部 スタッキングココットM 黒織部 φ8×4.2cm ¥550
004-A007 黒織部 スタッキングココットL 黒織部 φ11.2×5.1cm ¥750

158 004-M007 黒織部 4.0ボール 黒織部 φ13×4.5cm ¥500
004-M008 黒織部 4.5ボール 黒織部 φ14×5cm ¥600

075 004-E045 黒織部 そば千代口 黒織部 φ8×6cm 180cc ¥420
075 004-E046 黒織部 薬味皿 黒織部 φ8×1.5cm ¥380
158 004-514 黒織部 とんすい 黒織部 12.5×14.3×5.8cm ¥680
077 004-0022 黒織部 しのぎロック 黒織部 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
078 004-0023 黒織部 ねじりロック 黒織部 φ9.2×8.6cm 260cc ¥650
079 004-0027 黒織部 しのぎカップ 黒織部 φ8.5×12cm 300cc ¥850
079 004-0028 黒織部 ねじりカップ 黒織部 φ8.5×12cm 300cc ¥850
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083 004-0165 黒織部 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥600
P-134 古備前
027 007-0056 古備前 しのぎ飯碗 しのぎ飯碗 φ11.5×7.7cm 340cc ¥750 250ｇ
027 007-0049 古備前 しのぎ小丼 しのぎ小丼 φ12.3×8.8cm 500cc ¥900
028 007-0050 古備前 しのぎ5.0丼 しのぎ5.0丼 φ15.5×9cm ¥1,100
028 007-0051 古備前 しのぎ5.5丼 しのぎ5.5丼 φ17.8×9.5cm ¥1,300
029 007-552 古備前 4.0多用丼 古備前 φ12.5×7.5cm 500cc ¥600 310g
029 007-553 古備前 4.2多用丼 古備前 φ13×8cm 600cc ¥750 335g
031 007-554 古備前 5.0多用丼 古備前 φ16×9.8cm 1200cc ¥1,200 495g

057,158 007-503 古備前 3.0皿 古備前 φ9.5×2.2cm ¥420
059 007-505 古備前 5.0皿 古備前 φ15.2×2cm ¥750
062 007-506 古備前 6.0皿 古備前 φ17.5×2.2cm ¥900
062 007-507 古備前 7.0皿 古備前 φ22.8×2.6cm ¥1,300
062 007-509 古備前 9.0皿 古備前 φ26.5×3.3cm ¥3,200
069 007-0035 古備前 枯山水 角皿17.5cm 古備前 17.5×13×2.2cm ¥1,000
071 007-0040 古備前 枯山水 角皿26cm 古備前 26×17.5×3.5cm ¥2,500
071 007-0039 古備前 枯山水 角皿31cm 古備前 31×21×4cm ¥3,900
075 007-E045 古備前 そば千代口 古備前 φ8×6cm 180cc ¥480
075 007-E046 古備前 薬味皿 古備前 φ8×1.5cm ¥400
158 007-514 古備前 とんすい 古備前 12.5×14.3×5.8cm ¥750

007-555 古備前 玉渕5.5浅丼 古備前 φ17×6cm 685cc ¥1,000 490ｇ
007-561 古備前 玉渕6.0浅丼 古備前 φ19×6.7cm 990cc ¥1,400 615ｇ
007-A005 古備前 スタッキングココットS 古備前 φ6.3×3.4cm ¥480
007-A006 古備前 スタッキングココットM 古備前 φ8×4.2cm ¥650
007-A007 古備前 スタッキングココットL 古備前 φ11.2×5.1cm ¥800

158 007-M007 古備前 4.0寸ボール 古備前 φ13×4.5cm ¥550
007-M008 古備前 4.5ボール 古備前 φ14×5cm ¥650

077 007-0022 古備前 しのぎロック 古備前 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
078 007-0023 古備前 ねじりロック 古備前 φ9.2×8.6cm 260cc ¥750
079 007-0027 古備前 しのぎカップ 古備前 φ8.5×12cm 300cc ¥900
079 007-0028 古備前 ねじりカップ 古備前 φ8.5×12cm 300cc ¥900
083 007-0165 古備前 しのぎ湯吞 しのぎ湯吞 φ7.4×8.1cm 220cc ¥650
P-135 銀釉
062 456-1094 銀釉 20cmプレート 銀釉 φ20×2.7cm ¥1,100
062 456-X009 銀釉 24cmプレート 銀釉 φ24×2.3cm ¥1,700
062 456-X011 銀釉 28cmプレート 銀釉 φ28×3.5cm ¥2,700
070 456-0038 銀釉 枯山水 角皿37cm 銀釉 37×24.5×4cm ¥7,300
070 456-0039 銀釉 枯山水 角皿31cm 銀釉 31×21×4cm ¥5,600
070 456-0040 銀釉 枯山水 角皿26cm 銀釉 26×17.5×3.5cm ¥3,400
072 456-0041 銀釉 枯山水 長角皿 大 銀釉 41×13×4cm ¥4,500
072 456-0042 銀釉 枯山水 長角皿 中 銀釉 31×12.5×3cm ¥2,900
037 456-F065 銀釉 5.0多用丼 銀釉 φ15.2×9cm ¥1,400 495g
037 456-F066 銀釉 茶漬碗 銀釉 φ13×7.8cm ¥1,000
037 456-F067 銀釉 飯碗 銀釉 φ11.4×7cm ¥750

456-0017 銀釉 7.0四角丼 銀釉 21×20.5×10cm ¥3,300
456-1095 銀釉 21cmスープ 銀釉 φ21×5.7cm ¥1,600
456-314 銀釉 平角皿（大） 銀釉 25.3×25.3×2cm ¥4,000
456-315 銀釉 平角皿（中） 銀釉 19.1×19.1×2cm ¥2,000
456-316 銀釉 平角皿（小） 銀釉 15.4×15.4×1.6cm ¥1,600
456-317 銀釉 平角皿（小小） 銀釉 12.3×12.3×1.4cm ¥1,000
456-318 銀釉 角小皿 銀釉 8.2×8.2×1.8cm ¥550
456-319 銀釉 平長角皿（大） 銀釉 28.8×12.2×1.8cm ¥2,700
456-320 銀釉 平長角皿（小） 銀釉 25.2×12.4×1.7cm ¥2,100
456-A004 銀釉 カップ tall 銀釉 φ6.3×10.4cm 250cc ¥900
456-A005 銀釉 ココット S 銀釉 φ6.3×3.4cm ¥550
456-A007 銀釉 ココット L 銀釉 φ11.2×5.1cm ¥1,100
456-A716 銀釉 片口(小) 銀釉 12.8×9.2×4.5cm ¥700
456-A718 銀釉 片口(大) 銀釉 19.8×14×6cm ¥1,500
456-X021 銀釉 24cmスープ 銀釉 φ24×5.7cm ¥2,500
456-X022 銀釉 28cmスープ 銀釉 φ28×6.1cm ¥3,700

P-137 黒結晶
430-A509 黒結晶 砂目型レンゲ 黒結晶 17.8×4.5×3.9cm ¥800

066 430-0099 黒結晶 八角串皿 黒結晶 19×11.2×2cm ¥850
066 430-A510 黒結晶 八角型多用皿 黒結晶 24×15.5×2.8cm ¥1,500

430-A511 黒結晶 六兵衛型多用皿 黒結晶 24.2×16×2.5cm ¥1,500
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430-A512 黒結晶 十角7.5皿 黒結晶 φ23×3cm ¥1,400
430-A702 黒結晶 三種盛り皿 黒結晶 29.8×10×2cm ¥1,500
430-A703 黒結晶 二種盛り皿 黒結晶 18.8×8×1.9cm ¥900
430-A704 黒結晶 二種薬味皿 黒結晶 14×7.3×1.6cm ¥650
430-A705 黒結晶 三種盛り皿（小） 黒結晶 20×7.5×1.6cm ¥900
430-A707 黒結晶 変形プレート M 黒結晶 22.7×12.9×2.1cm ¥1,400
430-A708 黒結晶 変形プレート L 黒結晶 33.3×15.7×2.6cm ¥2,500
430-A711 黒結晶 ソースボール 黒結晶 12×10.3×3.4cm ¥650
430-A712 黒結晶 デザートボール 黒結晶 17.5×15.4×4.5cm ¥900
430-A713 黒結晶 スープ 黒結晶 15.3×14.7×6.2cm ¥1,000
430-A716 黒結晶 片口（小） 黒結晶 12.8×9.2×4.5cm ¥700
430-A717 黒結晶 片口（中） 黒結晶 16.8×11×5.7cm ¥1,000
430-A718 黒結晶 片口（大） 黒結晶 19.8×14×6cm ¥1,500
430-A719 黒結晶 リム付き楕円鉢（小） 黒結晶 17.8×10×2.8cm ¥750
430-A720 黒結晶 リム付き楕円鉢（中） 黒結晶 24.2×13.4×3.5cm ¥1,300
430-A721 黒結晶 リム付き楕円鉢（大） 黒結晶 30.4×17×4cm ¥2,100

057 430-A513 黒結晶 3.0皿 黒結晶 φ9.5×2.2cm ¥500
057 430-D004 黒結晶 11cm皿 黒結晶 φ10.9×1.5cm ¥550
059 430-D006 黒結晶 14.5cm皿 黒結晶 φ14.6×1.8cm ¥750
062 430-D007 黒結晶 18.5cm皿 黒結晶 φ18.2×2.3cm ¥1,000
062 430-D008 黒結晶 21.5cm皿 黒結晶 φ21.2×2.3cm ¥1,300
062 430-D009 黒結晶 24cm皿 黒結晶 φ24.2×2.5cm ¥1,800
062 430-D010 黒結晶 27.5cm皿 黒結晶 φ26.8×2.9cm ¥2,600

430-A501 黒結晶 八角4.8飯碗 黒結晶 φ14.6×7.5cm ¥900
430-A502 黒結晶 八角6.3丼 黒結晶 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,900 680g
430-A503 黒結晶 八角7.0丼 黒結晶 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,600 840ｇ

018 430-A505 黒結晶 六兵衛7.0丼 黒結晶 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,200 820ｇ
018 430-A506 黒結晶 六兵衛8.0丼 黒結晶 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,800 920ｇ
042 430-A507 黒結晶 鳴門6.5反丼 黒結晶 φ20×8.9cm 1100cc ¥2,000 640ｇ
042 430-A508 黒結晶 鳴門7.0反丼 黒結晶 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,200 790ｇ

430-A504 黒結晶 六兵衛4.8飯碗 黒結晶 φ15×7cm ¥900
P-139 赤志野

431-A509 赤志野 砂目型レンゲ 赤志野 17.8×4.5×3.9cm ¥800
066 431-0099 赤志野 八角串皿 赤志野 19×11.2×2cm ¥850
066 431-A510 赤志野 八角型多用皿 赤志野 24×14.5×2.8cm ¥1,500

431-A511 赤志野 六兵衛型多用皿 赤志野 24.2×16×2.5cm ¥1,500
431-A512 赤志野 十角7.5皿 赤志野 φ23×3cm ¥1,400
431-A702 赤志野 三種盛り皿 赤志野 29.8×10×2cm ¥1,500
431-A703 赤志野 二種盛り皿 赤志野 18.8×8×1.9cm ¥900
431-A704 赤志野 二種薬味皿 赤志野 14×7.3×1.6cm ¥650
431-A705 赤志野 三種盛り皿（小） 赤志野 20×7.5×1.6cm ¥900
431-A707 赤志野 変形プレート M 赤志野 22.7×12.9×2.1cm ¥1,400
431-A708 赤志野 変形プレート L 赤志野 33.3×15.7×2.6cm ¥2,500
431-A711 赤志野 ソースボール 赤志野 12×10.3×3.4cm ¥650
431-A712 赤志野 デザートボール 赤志野 17.5×15.4×4.5cm ¥900
431-A713 赤志野 スープ 赤志野 15.3×14.7×6.2cm ¥1,000
431-A716 赤志野 片口（小） 赤志野 12.8×9.2×4.5cm ¥700
431-A717 赤志野 片口（中） 赤志野 16.8×11×5.7cm ¥1,000
431-A718 赤志野 片口（大） 赤志野 19.8×14×6cm ¥1,500
431-A719 赤志野 リム付き楕円鉢（小） 赤志野 17.8×10×2.8cm ¥750
431-A720 赤志野 リム付き楕円鉢（中） 赤志野 24.2×13.4×3.5cm ¥1,300
431-A721 赤志野 リム付き楕円鉢（大） 赤志野 30.4×17×4cm ¥2,100

057 431-A513 赤志野 3.0皿 赤志野 φ9.5×2.2cm ¥500
057 431-D004 赤志野 11cm皿 赤志野 φ10.9×1.5cm ¥550
059 431-D006 赤志野 14.5cm皿 赤志野 φ14.6×1.8cm ¥750
062 431-D007 赤志野 18.5cm皿 赤志野 φ18.2×2.3cm ¥1,000
062 431-D008 赤志野 21.5cm皿 赤志野 φ21.2×2.3cm ¥1,300
062 431-D009 赤志野 24cm皿 赤志野 φ24.2×2.5cm ¥1,800
062 431-D010 赤志野 27.5cm皿 赤志野 φ26.8×2.9cm ¥2,600
012 431-0017 赤志野 7.0四角丼 7.0四角丼 21×20.5×10cm 1450cc ¥3,000

431-A501 赤志野 八角4.8飯碗 赤志野 φ14.6×7.5cm ¥900
431-A502 赤志野 八角6.3丼 赤志野 φ19×9.7cm 1160cc ¥1,900 680g
431-A503 赤志野 八角7.0丼 赤志野 φ22×11.4cm 1700cc ¥2,600 840ｇ
431-A504 赤志野 六兵衛4.8飯碗 赤志野 φ15×7cm ¥900
431-A505 赤志野 六兵衛7.0丼 赤志野 φ22.5×8.8cm 1450cc ¥2,200 820ｇ
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431-A506 赤志野 六兵衛8.0丼 赤志野 φ25×9.4cm 1900cc ¥2,800 920ｇ

042 431-A507 赤志野 鳴門6.5反丼 赤志野 φ20×8.9cm 1100cc ¥2,000 640ｇ
042 431-A508 赤志野 鳴門7.0反丼 赤志野 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,200 790ｇ
P-142 雲竜黒
042 010-A507 雲竜黒 鳴門6.5反丼 雲竜黒 φ19.5×8.9cm 1100cc ¥2,000 640ｇ
042 010-A508 雲竜黒 鳴門7.0反丼 雲竜黒 φ21.5×9.5cm 1450cc ¥2,200 790ｇ

057,076 010-503 雲竜黒 3.0皿 雲竜黒 φ9.5×2.2cm ¥450
059 010-505 雲竜黒 5.0皿 雲竜黒 φ15.2×2cm ¥900
062 010-506 雲竜黒 6.0皿 雲竜黒 φ17.5×2.2cm ¥1,000
062 010-507 雲竜黒 7.0皿 雲竜黒 φ22.8×2.6cm ¥1,600
062 010-509 雲竜黒 9.0皿 雲竜黒 φ27×3.3cm ¥2,800
064 010-510 雲竜黒 尺皿 雲竜黒 φ31×3.8cm ¥4,900
076 010-520 雲竜黒 つゆ入れ（小） 雲竜黒 H9.5cm 220cc ¥850
076 010-521 雲竜黒 つゆ入れ（大） 雲竜黒 H11.5cm 490cc ¥1,400
076 010-524 雲竜黒 そばちょく 雲竜黒 φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
076 010-589 雲竜黒 薬味皿 雲竜黒 12.8×8×2.8cm ¥600

010-513 雲竜黒 3.8深皿 雲竜黒 φ11.9×3.1cm ¥550
010-514 雲竜黒 とんすい 雲竜黒 12.5×14.3×5.8cm ¥900
010-517 雲竜黒 5.0深皿 雲竜黒 φ16×4.2cm ¥950
010-518 雲竜黒 6.5深皿 雲竜黒 φ19.8×5cm ¥1,200
010-522 雲竜黒 パスタめん皿 雲竜黒 φ22×4.5cm ¥1,700
010-529 雲竜黒 突出し皿 雲竜黒 21.8×9.5×2.6cm ¥1,700
010-534 雲竜黒 角ちょく 雲竜黒 9.5×6.2×3.4cm ¥600
010-538 雲竜黒 3.8なつめ小鉢 雲竜黒 φ11×6.7cm ¥950
010-540 雲竜黒 4.0なつめ小鉢 雲竜黒 φ13.2×7cm ¥1,100
010-550 雲竜黒 玉渕5.0ボール 雲竜黒 φ16×7.5cm ¥1,500
010-554 雲竜黒 5.0多用丼 雲竜黒 φ16×10.5cm 1200cc ¥1,700 495g
010-555 雲竜黒 玉渕5.5浅丼 雲竜黒 φ17×6cm 685cc ¥1,200 490ｇ
010-560 雲竜黒 6.0高台丼 雲竜黒 φ18×11.5cm ¥2,000
010-561 雲竜黒 玉渕6.0浅丼 雲竜黒 φ19×6.7cm 990cc ¥1,800 615ｇ
010-575 雲竜黒 玉渕7.5浅丼 雲竜黒 φ23×9cm 1790cc ¥2,700 1024ｇ
010-578 雲竜黒 長角焼物皿 雲竜黒 23.8×15×3cm ¥2,100
010-581 雲竜黒 茶漬碗 雲竜黒 φ15×7cm ¥1,200

P-143 雲竜ヒスイ
057,076 011-503 雲竜ヒスイ 3.0皿 雲竜ヒスイ φ9.5×2.2cm ¥450
059 011-505 雲竜ヒスイ 5.0皿 雲竜ヒスイ φ15.2×2cm ¥900
062 011-506 雲竜ヒスイ 6.0皿 雲竜ヒスイ φ17.5×2.2cm ¥1,000
062 011-507 雲竜ヒスイ 7.0皿 雲竜ヒスイ φ22.8×2.6cm ¥1,600
062 011-509 雲竜ヒスイ 9.0皿 雲竜ヒスイ φ27×3.3cm ¥2,200
064 011-510 雲竜ヒスイ 尺皿 雲竜ヒスイ φ31×3.8cm ¥4,900
076 011-520 雲竜ヒスイ つゆ入れ（小） 雲竜ヒスイ H9.5cm 220cc ¥850
076 011-521 雲竜ヒスイ つゆ入れ（大） 雲竜ヒスイ H11.5cm 490cc ¥1,400
076 011-524 雲竜ヒスイ そばちょく 雲竜ヒスイ φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
076 011-589 雲竜ヒスイ 薬味皿 雲竜ヒスイ 12.8×8×2.8cm ¥600

011-513 雲竜ヒスイ 3.8深皿 雲竜ヒスイ φ11.9×3.1cm ¥550
011-514 雲竜ヒスイ とんすい 雲竜ヒスイ 12.5×14.3×5.8cm ¥900
011-517 雲竜ヒスイ 5.0深皿 雲竜ヒスイ φ16×4.2cm ¥950
011-518 雲竜ヒスイ 6.5深皿 雲竜ヒスイ φ19.8×5cm ¥1,200
011-522 雲竜ヒスイ パスタめん皿 雲竜ヒスイ φ22×4.5cm ¥1,700
011-529 雲竜ヒスイ 突出し皿 雲竜ヒスイ 21.8×9.5×2.6cm ¥1,700
011-534 雲竜ヒスイ 角ちょく 雲竜ヒスイ 9.5×6.2×3.4cm ¥550
011-538 雲竜ヒスイ 三八なつめ小鉢 雲竜ヒスイ φ11×6.7cm ¥950
011-540 雲竜ヒスイ 四寸なつめ小鉢 雲竜ヒスイ φ13.2×7cm ¥1,100
011-550 雲竜ヒスイ 玉渕5.0ボール 雲竜ヒスイ φ16×7.5cm ¥1,500
011-554 雲竜ヒスイ 5.0多用丼 雲竜ヒスイ φ16×10.5cm 1200cc ¥1,700 495g
011-555 雲竜ヒスイ 玉渕5.5浅丼 雲竜ヒスイ φ17×6cm 685cc ¥1,200 490ｇ
011-560 雲竜ヒスイ 6.0高台丼 雲竜ヒスイ φ18×11.5cm ¥2,000
011-561 雲竜ヒスイ 玉渕6.0浅丼 雲竜ヒスイ φ19×6.7cm 990cc ¥1,800 615ｇ
011-575 雲竜ヒスイ 玉渕7.5浅丼 雲竜ヒスイ φ23×9cm 1790cc ¥2,700 1023ｇ
011-578 雲竜ヒスイ 長角焼物皿 雲竜ヒスイ 23.8×15×3cm ¥2,100
011-581 雲竜ヒスイ 茶漬碗 雲竜ヒスイ φ15×7cm ¥1,200

P-144 雲竜飴釉
057,076 008-503 雲竜飴釉 3.0皿 雲竜飴釉 φ9.5×2.2cm ¥450
059 008-505 雲竜飴釉 5.0皿 雲竜飴釉 φ15.2×2cm ¥900
062 008-506 雲竜飴釉 6.0皿 雲竜飴釉 φ17.5×2.2cm ¥1,000
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062 008-507 雲竜飴釉 7.0皿 雲竜飴釉 φ22.8×2.6cm ¥1,600
062 008-509 雲竜飴釉 9.0皿 雲竜飴釉 φ27×3.3cm ¥2,200
064 008-510 雲竜飴釉 尺皿 雲竜飴釉 φ31×3.8cm ¥4,900
076 008-520 雲竜飴釉 つゆ入れ（小） 雲竜飴釉 H9.5cm 220cc ¥850
076 008-521 雲竜飴釉 つゆ入れ（大） 雲竜飴釉 H11.5cm 490cc ¥1,400
076 008-524 雲竜飴釉 そばちょく 雲竜飴釉 φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
076 008-589 雲竜飴釉 薬味皿 雲竜飴釉 12.8×8×2.8cm ¥600

008-513 雲竜飴釉 3.8深皿 雲竜飴釉 φ11.9×3.1cm ¥550
008-514 雲竜飴釉 とんすい 雲竜飴釉 12.5×14.3×5.8cm ¥900
008-517 雲竜飴釉 5.0深皿 雲竜飴釉 φ16×4.2cm ¥950
008-518 雲竜飴釉 6.5深皿 雲竜飴釉 φ19.8×5cm ¥1,200
008-522 雲竜飴釉 パスタめん皿 雲竜飴釉 φ22×4.5cm ¥1,700
008-529 雲竜飴釉 突出し皿 雲竜飴釉 21.8×9.5×2.6cm ¥1,700
008-538 雲竜飴釉 3.8なつめ小鉢 雲竜飴釉 φ11×6.7cm ¥950
008-540 雲竜飴釉 4.0なつめ小鉢 雲竜飴釉 φ13.2×7cm ¥1,100
008-550 雲竜飴釉 玉渕5.0ボール 雲竜飴釉 φ16×7.5cm ¥1,500
008-554 雲竜飴釉 5.0多用丼 雲竜飴釉 φ16×10.5cm 1200cc ¥1,700 495g
008-555 雲竜飴釉 玉渕5.5浅丼 雲竜飴釉 φ17×6cm 685cc ¥1,200 490ｇ
008-560 雲竜飴釉 6.0高台丼 雲竜飴釉 φ18×11.5cm ¥2,000
008-561 雲竜飴釉 玉渕6.0浅丼 雲竜飴釉 φ19×6.7cm 990cc ¥1,800 615ｇ
008-575 雲竜飴釉 玉渕7.5浅丼 雲竜飴釉 φ23×9cm 1790cc ¥2,700 1022ｇ
008-578 雲竜飴釉 長角焼物皿 雲竜飴釉 23.8×15×3cm ¥2,100
008-581 雲竜飴釉 茶漬碗 雲竜飴釉 φ15×7cm ¥1,200

P-145 織部流し
057,076 015-503 織部流し 3.0皿 織部流し φ9.5×2.2cm 450
059 015-505 織部流し 5.0皿 織部流し φ15.2×2cm 900
062 015-506 織部流し 6.0皿 織部流し φ17.5×2.2cm 1000
062 015-507 織部流し 7.0皿 織部流し φ22.8×2.6cm 1600
062 015-509 織部流し 9.0皿 織部流し φ27×3.3cm 2200
064 015-510 織部流し 尺皿 織部流し φ31×3.8cm 4900
076 015-520 織部流し つゆ入れ（小） 織部流し H9.5cm 220cc 850
076 015-521 織部流し つゆ入れ（大） 織部流し H11.5cm 490cc 1400
076 015-524 織部流し そばちょく 織部流し φ9.2×7.3cm 250cc 750
076 015-589 織部流し 薬味皿 織部流し 12.8×8×2.8cm 600

015-513 織部流し 3.8深皿 織部流し φ11.9×3.1cm ¥550
015-514 織部流し とんすい 織部流し 12.5×14.3×5.8cm ¥900
015-517 織部流し 5.0深皿 織部流し φ16×4.2cm ¥950
015-518 織部流し 6.5深皿 織部流し φ19.8×5cm ¥1,200
015-522 織部流し パスタめん皿 織部流し φ22×4.5cm ¥1,700
015-529 織部流し 突出し皿 織部流し 21.8×9.5×2.6cm ¥1,700
015-538 織部流し 3.8なつめ小鉢 織部流し φ11×6.7cm ¥950
015-540 織部流し 4.0なつめ小鉢 織部流し φ13.2×7cm ¥1,100
015-550 織部流し 玉渕5.0ボール 織部流し φ16×7.5cm ¥1,500
015-554 織部流し 5.0多用丼 織部流し φ16×10.5cm 1200cc ¥1,700 495g
015-555 織部流し 玉渕5.5浅丼 織部流し φ17×6cm 685cc ¥1,200 490ｇ
015-560 織部流し 6.0高台丼 織部流し φ18×11.5cm ¥2,000
015-561 織部流し 玉渕6.0浅丼 織部流し φ19×6.7cm 990cc ¥1,800 615ｇ
015-575 織部流し 玉渕7.5浅丼 織部流し φ23×9cm 1790cc ¥2,700 1021ｇ
015-578 織部流し 長角焼物皿 織部流し 23.8×15×3cm ¥2,100
015-581 織部流し 茶漬碗 織部流し φ15×7cm ¥1,200

P-146 黒黄金
057,076 002-503 黒黄金 3.0皿 黒黄金 φ9.5×2.2cm ¥450
059 002-505 黒黄金 5.0皿 黒黄金 φ15.2×2cm ¥900
062 002-506 黒黄金 6.0皿 黒黄金 φ17.5×2.2cm ¥1,000
062 002-507 黒黄金 7.0皿 黒黄金 φ22.8×2.6cm ¥1,500
062 002-509 黒黄金 9.0皿 黒黄金 φ27×3.3cm ¥2,200
064 002-510 黒黄金 尺皿 黒黄金 φ31×3.8cm ¥4,900
076 002-520 黒黄金 つゆ入れ（小） 黒黄金 H9.5cm 220cc ¥850
076 002-521 黒黄金 つゆ入れ（大） 黒黄金 H11.5cm 490cc ¥1,400
076 002-524 黒黄金 そばちょく 黒黄金 φ9.2×7.3cm 250cc ¥750
076 002-589 黒黄金 薬味皿 黒黄金 12.8×8×2.8cm ¥600

002-513 黒黄金 3.8深皿 黒黄金 φ11.9×3.1cm ¥550
002-514 黒黄金 とんすい 黒黄金 12.5×14.3×5.8cm ¥900
002-517 黒黄金 5.0深皿 黒黄金 φ16×4.2cm ¥950
002-518 黒黄金 6.5深皿 黒黄金 φ19.8×5cm ¥1,200



- 39 -

掲載頁・他頁 品番 商品名 シリーズ サイズcm 容量cc 17-2新上代 重さ・その他
002-522 黒黄金 パスタめん皿 黒黄金 φ22×4.5cm ¥1,700
002-529 黒黄金 突出し皿 黒黄金 21.8×9.5×2.6cm ¥1,700
002-538 黒黄金 3.8なつめ小鉢 黒黄金 φ11×6.7cm ¥950
002-540 黒黄金 4.0なつめ小鉢 黒黄金 φ13.2×7cm ¥1,100
002-550 黒黄金 玉渕5.0ボール 黒黄金 φ16×7.5cm ¥1,500
002-554 黒黄金 5.0多用丼 黒黄金 φ16×10.5cm 1200cc ¥1,700 495g
002-555 黒黄金 玉渕5.5浅丼 黒黄金 φ17×6cm 685cc ¥1,200 490ｇ
002-560 黒黄金 6.0高台丼 黒黄金 φ18×11.5cm ¥2,000
002-561 黒黄金 玉渕6.0浅丼 黒黄金 φ19×6.7cm 990cc ¥1,800 615ｇ
002-575 黒黄金 玉渕7.5浅丼 黒黄金 φ23×9cm 1790cc ¥2,700 1020ｇ
002-578 黒黄金 長角焼物皿 黒黄金 23.8×15×3cm ¥2,100
002-581 黒黄金 茶漬碗 黒黄金 φ15×7cm ¥1,200

P-150 耐熱　　スタッキングビビンバ
325-0135 スタッキングビビンバ 黒 14cm スタッキングビビンバ φ14×6.5 底径9.8cm 530cc ¥1,800 約580g
325-0136 スタッキングビビンバ 黒 18cm スタッキングビビンバ φ18×7.9 底径12.1cm 1150cc ¥2,500 約980g
325-0137 スタッキングビビンバ 黒 19cm スタッキングビビンバ φ19×8.2 底径12.4cm 1400cc ¥2,700 約1150g
325-0138 スタッキングビビンバ 黒 16cm スタッキングビビンバ φ16.2×7.7 底径11.3cm 900cc ¥2,100 約730g
326-0135 スタッキングビビンバ 黒 石目調 14cm スタッキングビビンバ φ14×6.5 底径9.8cm 530cc ¥1,800 約580g
326-0136 スタッキングビビンバ 黒 石目調 18cm スタッキングビビンバ φ18×7.9 底径12.1cm 1150cc ¥2,500 約980g
326-0137 スタッキングビビンバ 黒 石目調 19cm スタッキングビビンバ φ19×8.2 底径12.4cm 1400cc ¥2,700 約1150g
326-0138 スタッキングビビンバ 黒 石目調 16cm スタッキングビビンバ φ16.2×7.7 底径11.3cm 900cc ¥2,100 約730g
327-0135 スタッキングビビンバ グレー 石目調 14cm スタッキングビビンバ φ14×6.5 底径9.8cm 530cc ¥1,800 約580g
327-0136 スタッキングビビンバ グレー 石目調 18cm スタッキングビビンバ φ18×7.9 底径12.1cm 1150cc ¥2,500 約980g
327-0137 スタッキングビビンバ グレー 石目調 19cm スタッキングビビンバ φ19×8.2 底径12.4cm 1400cc ¥2,700 約1150g
327-0138 スタッキングビビンバ グレー 石目調 16cm スタッキングビビンバ φ16.2×7.7 底径11.3cm 900cc ¥2,100 約730g
998-4000 ビビンバ木台（小） 14・16cm用 スタッキングビビンバ 21×16.5cm ¥2,800
998-4001 ビビンバ木台（大） 18・19cm用 スタッキングビビンバ 23×18cm ¥3,700
998-4002 やっとこ スタッキングビビンバ 約18cm ¥1,400
998-4003 スプーン スタッキングビビンバ 20.7cm ¥850

P-151 タパス／アヒージョ
222-0171 オレンジ タパス12cm 直火オーブンウェア φ11.8×3.6cm 220cc ¥1,300
222-0172 オレンジ タパス13cm 直火オーブンウェア φ12,9×3.6cm 280cc ¥1,400
222-0173 オレンジ タパス14cm 直火オーブンウェア φ14×3.7cm 320cc ¥1,500
223-0171 レンガ タパス12cm 直火オーブンウェア φ11.8×3.6cm 220cc ¥1,300
223-0172 レンガ タパス13cm 直火オーブンウェア φ12,9×3.6cm 280cc ¥1,400
223-0173 レンガ タパス14cm 直火オーブンウェア φ14×3.7cm 320cc ¥1,500
224-0171 茶 タパス12cm 直火オーブンウェア φ11.8×3.6cm 220cc ¥1,300
224-0172 茶 タパス13cm 直火オーブンウェア φ12,9×3.6cm 280cc ¥1,400
224-0173 茶 タパス14cm 直火オーブンウェア φ14×3.7cm 320cc ¥1,500

P-152
225-0114 薄茶 取手付きアヒージョ 直火オーブンウェア 15×11×3.8cm 220cc ¥1,500
225-0149 薄茶 丸グラタン（小） 直火オーブンウェア 12×14.5×4.5cm 275cc ¥1,200
225-0150 薄茶 丸グラタン（大） 直火オーブンウェア 14.9×18×5.3cm 550cc ¥1,600
225-0151 薄茶 楕円グラタン（小） 直火オーブンウェア 18.7×11×3.6cm 330cc ¥1,400
225-0152 薄茶 楕円グラタン（大） 直火オーブンウェア 23.5×13.2×4.1cm 560cc ¥1,900
225-0153 薄茶 片手グラタン 直火オーブンウェア 15.2×23×5.5cm 680cc ¥1,900
226-0114 赤 取手付きアヒージョ 直火オーブンウェア 15×11×3.8cm 220cc ¥1,700
226-0149 赤 丸グラタン（小） 直火オーブンウェア 12×14.5×4.5cm 275cc ¥1,400
226-0150 赤 丸グラタン（大） 直火オーブンウェア 14.9×18×5.3cm 550cc ¥1,800
226-0151 赤 楕円グラタン（小） 直火オーブンウェア 18.7×11×3.6cm 330cc ¥1,600
226-0152 赤 楕円グラタン（大） 直火オーブンウェア 23.5×13.2×4.1cm 560cc ¥2,000
226-0153 赤 片手グラタン 直火オーブンウェア 15.2×23×5.5cm 680cc ¥2,100
330-0114 白 取手付きアヒージョ 直火オーブンウェア 15×11×3.8cm 220cc ¥1,500

P-153 グラタン
328-0149 黒 丸グラタン（小） 直火オーブンウェア 14.5×12×4.5cm 275cc ¥1,200
328-0150 黒 丸グラタン（大） 直火オーブンウェア 14.9×18×5.3cm 550cc ¥1,600
328-0151 黒 楕円グラタン（小） 直火オーブンウェア 18.7×11×3.6cm 330cc ¥1,400
328-0152 黒 楕円グラタン（大） 直火オーブンウェア 23.5×13.2×4.1cm 560cc ¥1,900
328-0153 黒 片手グラタン 直火オーブンウェア 23×15.2×5.5cm 680cc ¥1,900
329-0149 茶 丸グラタン（小） 直火オーブンウェア 14.5×12×4.5cm 275cc ¥1,200
329-0150 茶 丸グラタン（大） 直火オーブンウェア 14.9×18×5.3cm 550cc ¥1,600
329-0151 茶 楕円グラタン（小） 直火オーブンウェア 18.7×11×3.6cm 330cc ¥1,400
329-0152 茶 楕円グラタン（大） 直火オーブンウェア 23.5×13.2×4.1cm 560cc ¥1,900
329-0153 茶 片手グラタン 直火オーブンウェア 23×15.2×5.5cm 680cc ¥1,900
330-0149 白 丸グラタン（小） 直火オーブンウェア 14.5×12×4.5cm 275cc ¥1,200
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330-0150 白 丸グラタン（大） 直火オーブンウェア 14.9×18×5.3cm 550cc ¥1,600
330-0151 白 楕円グラタン（小） 直火オーブンウェア 18.7×11×3.6cm 330cc ¥1,400
330-0152 白 楕円グラタン（大） 直火オーブンウェア 23.5×13.2×4.1cm 560cc ¥1,900
330-0153 白 片手グラタン 直火オーブンウェア 23×15.2×5.5cm 680cc ¥1,900

P-154 オーブンウェア
600-0114 白 取手付きアヒージョ 磁器オーブンウェア 14.5×10.6×3.6cm 200cc ¥1,200
600-0139 白 キャセロール 磁器オーブンウェア 19.2×17×5.2cm 670cc ¥1,600
600-0149 白 丸グラタン（小） 磁器オーブンウェア 11.5.×14×4.3cm 270cc ¥1,000
600-0150 白 丸グラタン（大） 磁器オーブンウェア 14.2×17.3×4.9cm 500cc ¥1,300
600-0151 白 楕円グラタン（小） 磁器オーブンウェア 10.2×17.7×3.3cm 250cc ¥1,200
600-0152 白 楕円グラタン（大） 磁器オーブンウェア 22.5×12.2×3.8cm 450cc ¥1,600
600-0153 白 片手グラタン 磁器オーブンウェア 14.5×21.7×5cm 550cc ¥1,600

P-155 陶板
321-0115 耐熱黒  20cm陶板四角 耐熱陶板 19.7×19.7×3.5cm ¥1,300
321-0116 耐熱黒  22cm陶板四角 耐熱陶板 21.5×21.5×3.6cm ¥1,800
321-0117 耐熱黒  24cm陶板四角 耐熱陶板 23.3×23.3×4cm ¥2,700
321-0118 耐熱黒  21cm陶板丸 耐熱陶板 φ20.8×2.5cm ¥1,300
321-0119 耐熱黒  23cm陶板丸 耐熱陶板 φ23.5×2.5cm ¥1,800
321-0120 耐熱黒   25cm陶板丸 耐熱陶板 φ25.3×3.5cm ¥2,700
322-0115 耐熱茶  20cm陶板四角 耐熱陶板 19.7×19.7×3.5cm ¥1,300
322-0116 耐熱茶  22cm陶板四角 耐熱陶板 21.5×21.5×3.6cm ¥1,800
322-0117 耐熱茶  24cm陶板四角 耐熱陶板 23.3×23.3×4cm ¥2,700
322-0118 耐熱茶  21cm陶板丸 耐熱陶板 φ20.8×2.5cm ¥1,300
322-0119 耐熱茶  23cm陶板丸 耐熱陶板 φ23.5×2.5cm ¥1,800
322-0120 耐熱茶  25cm陶板丸 耐熱陶板 φ25.3×3.5cm ¥2,700
323-0163 陶板 11cm 陶板 φ11×1.8cm ¥1,200
323-0164 五徳 五徳 8.8×7.4cm 固形燃料受内径約4cm ¥1,900
324-0115 耐熱薄茶 20cm陶板四角 耐熱陶板 19.7×19.7×3.5cm ¥1,300
324-0116 耐熱薄茶 22cm陶板四角 耐熱陶板 21.5×21.5×3.6cm ¥1,800
324-0117 耐熱薄茶 24cm陶板四角 耐熱陶板 23.3×23.3×4cm ¥2,700
324-0118 耐熱薄茶 21cm陶板丸 耐熱陶板 φ20.8×2.5cm ¥1,300
324-0119 耐熱薄茶 23cm陶板丸 耐熱陶板 φ23.5×2.5cm ¥1,800
324-0120 耐熱薄茶 25cm陶板丸 耐熱陶板 φ25.3×3.5cm ¥2,700
328-0154 黒 22cm 変形浅鍋 直火オーブンウェア 28×22×6.8cm ¥2,400
329-0154 茶 22cm 変形浅鍋 直火オーブンウェア 28×22×6.8cm ¥2,400
330-0154 白 22cm 変形浅鍋 直火オーブンウェア 28×22×6.8cm ¥2,400

P-157 土鍋
225-0174 土鍋 6号 薄茶 土鍋 身 16.7×19.7×5.7cm 420cc ¥2,000
225-0175 土鍋 7号 薄茶 土鍋 身 21×24×7cm 1250cc ¥2,800
225-0176 土鍋 8号 薄茶 土鍋 身 24.8×28×8cm 2000cc ¥3,600
227-0174 土鍋 6号 鉄赤 土鍋 身 16.7×19.7×5.7cm 420cc ¥2,300
227-0175 土鍋 7号 鉄赤 土鍋 身 21×24×7cm 1250cc ¥3,200
227-0176 土鍋 8号 鉄赤 土鍋 身 24.8×28×8cm 2000cc ¥4,100
328-0174 土鍋 6号 黒 土鍋 身 16.7×19.7×5.7cm 420cc ¥2,000
328-0175 土鍋 7号 黒 土鍋 身 21×24×7cm 1250cc ¥2,800
328-0176 土鍋 8号 黒 土鍋 身 24.8×28×8cm 2000cc ¥3,700

P-158
026-0177 土鍋フタ6号 るり唐草 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥900
026-0178 土鍋フタ7号 るり唐草 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,300
026-0179 土鍋フタ8号 るり唐草 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,600
027-0177 土鍋フタ6号 サビ唐草 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥900
027-0178 土鍋フタ7号 サビ唐草 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,300
027-0179 土鍋フタ8号 サビ唐草 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,600
183-0177 土鍋フタ6号 黒御影 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥800
183-0178 土鍋フタ7号 黒御影 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,200
183-0179 土鍋フタ8号 黒御影 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,500
225-0177 土鍋フタ6号 薄茶 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥800
225-0178 土鍋フタ7号 薄茶 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,200
225-0179 土鍋フタ8号 薄茶 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,500
228-0177 土鍋フタ6号 とちり黒御影 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥900
228-0178 土鍋フタ7号 とちり黒御影 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,300
228-0179 土鍋フタ8号 とちり黒御影 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,600
229-0177 土鍋フタ6号 とちりアメ 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥900
229-0178 土鍋フタ7号 とちりアメ 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,300
229-0179 土鍋フタ8号 とちりアメ 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,600
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230-0177 土鍋フタ6号 とちり朽葉 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥900
230-0178 土鍋フタ7号 とちり朽葉 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,300
230-0179 土鍋フタ8号 とちり朽葉 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,600
231-0177 土鍋フタ6号 とちりうぐいす 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥900
231-0178 土鍋フタ7号 とちりうぐいす 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,300
231-0179 土鍋フタ8号 とちりうぐいす 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,600
473-0177 土鍋フタ6号 アメ 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥800
473-0178 土鍋フタ7号 アメ 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,200
473-0179 土鍋フタ8号 アメ 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,500
492-0177 土鍋フタ6号 三島 土鍋 フタ φ14.7×4.3cm ¥850
492-0178 土鍋フタ7号 三島 土鍋 フタ φ19.5×5.7cm ¥1,300
492-0179 土鍋フタ8号 三島 土鍋 フタ φ22.3×6.5cm ¥1,600
432-589 白玉粉引 仕切り薬味皿 白玉粉引 13×8.1×2.8cm ¥650
447-589 蒼月 仕切り薬味皿 蒼月 13×8.1×2.8cm ¥750
003-589 窯変志野 仕切り薬味皿 窯変志野 13×8.1×2.8cm ¥650
004-589 黒織部 仕切り薬味皿 黒織部 13×8.1×2.8cm ¥650
007-589 古備前 仕切り薬味皿 古備前 13×8.1×2.8cm ¥750
183-589 黒御影 仕切り薬味皿 黒御影 13×8.1×2.8cm ¥650

057,124 003-503 窯変志野 3.0皿 窯変志野 φ9.5×2.2cm ¥400
057,126 183-503 黒御影 3.0皿 黒御影 φ9.5×2.2cm ¥380

057,130,158 432-503 白玉粉引 3.0皿 白玉粉引 φ9.5×2.2cm ¥400 誤　432-A513
057,132 004-503 黒織部 3.0皿 黒織部 φ9.5×2.2cm ¥400
057,134 007-503 古備前 3.0皿 古備前 φ9.5×2.2cm ¥420
057,128 447-503 蒼月 3.0皿 蒼月 φ9.5×2.2cm ¥440
124 003-514 窯変志野 とんすい 窯変志野 12.5×14.3×5.8cm ¥680
126 183-514 黒御影 とんすい 黒御影 12.5×14.3×5.8cm ¥680
128 447-514 蒼月 とんすい 蒼月 12.5×14.3×5.8cm ¥750
130 432-514 白玉粉引 とんすい 白玉粉引 12.5×14.3×5.8cm ¥680
132 004-514 黒織部 とんすい 黒織部 12.5×14.3×5.8cm ¥680
134 007-514 古備前 とんすい 古備前 12.5×14.3×5.8cm ¥750
124 003-M007 窯変志野 4.0ボール 窯変志野 φ13×4.5cm ¥500
126 183-M007 黒御影 4.0ボール 黒御影 φ13×4.5cm ¥550
128 447-M007 蒼月 4.0ボール 蒼月 φ13×4.5cm ¥580
130 432-M007 白玉粉引 4.0ボール 白玉粉引 φ13×4.5cm ¥500
132 004-M007 黒織部 4.0ボール 黒織部 φ13×4.5cm ¥500
134 007-M007 古備前 4.0ボール 古備前 φ13×4.5cm ¥550
P-160 コンガリータ

700-100GR コンガリータ ラウンド グリーン コンガリータ 本体φ20.3×2.6cm ¥2,500  フタφ16.7×3.1
700-100GR1 コンガリータ ラウンド グリーン 身のみ コンガリータ φ20.3×2.6cm ¥1,800
700-100OR コンガリータ ラウンド オレンジ コンガリータ 本体φ20.3×2.6cm ¥2,500  フタφ16.7×3.1
700-100OR1 コンガリータ ラウンド オレンジ 身のみ コンガリータ φ20.3×2.6cm ¥1,800
700-100RE コンガリータ ラウンド レッド コンガリータ 本体φ20.3×2.6cm ¥2,500  フタφ16.7×3.1
700-100RE1 コンガリータ ラウンド レッド 身のみ コンガリータ φ20.3×2.6cm ¥1,800
700-100YE コンガリータ ラウンド イエロー コンガリータ 本体φ20.3×2.6cm ¥2,500  フタφ16.7×3.1
700-100YE1 コンガリータ ラウンド イエロー 身のみ コンガリータ φ20.3×2.6cm ¥1,800
700-101GR コンガリータ スクエア グリーン コンガリータ 本体22×12.6×2.8cm ¥2,500 フタ19×10×2.6
700-101GR1 コンガリータ スクエア グリーン 身のみ コンガリータ 22×12.6×2.8cm ¥1,800
700-101OR コンガリータ スクエア オレンジ コンガリータ 本体22×12.6×2.8cm ¥2,500 フタ19×10×2.6
700-101OR1 コンガリータ スクエア オレンジ 身のみ コンガリータ 22×12.6×2.8cm ¥1,800
700-101RE コンガリータ スクエア レッド コンガリータ 本体22×12.6×2.8cm ¥2,500 フタ19×10×2.6
700-101RE1 コンガリータ スクエア レッド 身のみ コンガリータ 22×12.6×2.8cm ¥1,800
700-101YE コンガリータ スクエア イエロー コンガリータ 本体22×12.6×2.8cm ¥2,500 フタ19×10×2.6
700-101YE1 コンガリータ スクエア イエロー 身のみ コンガリータ 22×12.6×2.8cm ¥1,800

P-163 洋　　599パティオオリジナル
599-002 599 PATIO ORIGINAL コーヒーカップ 599 PATIO ORIGINAL φ7.5×6.7cm 190cc ¥2,000
599-003 599 PATIO ORIGINAL ソーサー  599 PATIO ORIGINAL φ16×1.9cm ¥1,500
599-006 599 PATIO ORIGINAL 6.5"パン皿 599 PATIO ORIGINAL φ16.5×1.5cm ¥1,500
599-007 599 PATIO ORIGINAL 7.5"ケーキ皿 599 PATIO ORIGINAL φ18.7×2.1cm ¥1,800
599-008 599 PATIO ORIGINAL 8.5"ライス皿 599 PATIO ORIGINAL φ22×2.4cm ¥2,300
599-009 599 PATIO ORIGINAL 9.5"ミート皿 599 PATIO ORIGINAL φ24.5×2.8cm ¥2,800
599-010 599 PATIO ORIGINAL 10.5"ディナー皿 599 PATIO ORIGINAL φ27×3.1cm ¥4,000
599-012 599 PATIO ORIGINAL 12"チョップ皿 599 PATIO ORIGINAL φ31.5×3.5cm ¥8,000
599-013 599 PATIO ORIGINAL 耳付スープカップ 599 PATIO ORIGINAL φ13.8×5cm ¥2,200 在庫終了/廃盤
599-015 599 PATIO ORIGINAL 5.5"フルーツ 599 PATIO ORIGINAL φ15×3.2cm ¥1,500
599-018 599 PATIO ORIGINAL 7.5"クープ 599 PATIO ORIGINAL φ18.4×3.2cm ¥1,800
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599-021 599 PATIO ORIGINAL 8"スープカレー 599 PATIO ORIGINAL φ21.3×4.1cm ¥2,200
599-027 599 PATIO ORIGINAL グラタン 599 PATIO ORIGINAL 21×11.5×3.3cm ¥2,200
599-032 599 PATIO ORIGINAL ティーカップ 599 PATIO ORIGINAL φ8.5×5.7cm 220cc ¥2,000
599-039 599 PATIO ORIGINAL マグカップ 599 PATIO ORIGINAL φ7.5×8cm 220cc ¥2,200
599-060 599 PATIO ORIGINAL 10"角プラター 599 PATIO ORIGINAL 27.5×19.5×2.9cm ¥5,000
599-062 599 PATIO ORIGINAL 12"角プラター 599 PATIO ORIGINAL 31×21.6×3.3cm ¥7,000
599-070 599 PATIO ORIGINAL ベーカー  599 PATIO ORIGINAL 25×16.2×5.7cm ¥4,000
599-089 599 PATIO ORIGINAL クリーマー 599 PATIO ORIGINAL 160cc ¥3,000

P-164 ポンペイ
108-1022 ポンペイ ミルクホワイト 27cmプレート ポンペイ ミルクホワイト φ27.2×5.1cm ¥3,400
108-1023 ポンペイ ミルクホワイト 23cmプレート ポンペイ ミルクホワイト φ23×5cm ¥2,500
108-1024 ポンペイ ミルクホワイト 20cmプレート ポンペイ ミルクホワイト φ20.3×4cm ¥2,000
108-1025 ポンペイ ミルクホワイト 23cmパスタ皿 ポンペイ ミルクホワイト φ23.4×4.5cm ¥2,500
108-1026 ポンペイ ミルクホワイト サラダボール ポンペイ ミルクホワイト φ16×4cm ¥1,400
108-1096 ポンペイ ミルクホワイト カップ ポンペイ ミルクホワイト φ8.2×7.2cm 180cc ¥950
108-1097 ポンペイ ミルクホワイト ソーサー ポンペイ ミルクホワイト φ14.5×2.1cm ¥750
109-1022 ポンペイ ブラック 27cmプレート ポンペイ ブラック φ27.2×5.1cm ¥3,400
109-1023 ポンペイ ブラック 23cmプレート ポンペイ ブラック φ23×5cm ¥2,500
109-1024 ポンペイ ブラック 20cmプレート ポンペイ ブラック φ20.3×4cm ¥2,000
109-1025 ポンペイ ブラック 23cmパスタ皿 ポンペイ ブラック φ23.4×4.5cm ¥2,500
109-1026 ポンペイ ブラック サラダボール ポンペイ ブラック φ16×4cm ¥1,400
109-1096 ポンペイ ブラック カップ ポンペイ ブラック φ8.2×7.2cm 180cc ¥950
109-1097 ポンペイ ブラック ソーサー ポンペイ ブラック φ14.5×2.1cm ¥750
110-1022 ポンペイ オリーブグリーン 27cmプレート ポンペイ オリーブグリーン φ27.2×5.1cm ¥3,400
110-1023 ポンペイ オリーブグリーン 23cmプレート ポンペイ オリーブグリーン φ23×5cm ¥2,500
110-1024 ポンペイ オリーブグリーン 20cmプレート ポンペイ オリーブグリーン φ20.3×4cm ¥2,000
110-1025 ポンペイ オリーブグリーン 23cmパスタ皿 ポンペイ オリーブグリーン φ23.4×4.5cm ¥2,500
110-1026 ポンペイ オリーブグリーン サラダボール ポンペイ オリーブグリーン φ16×4cm ¥1,400
110-1096 ポンペイ オリーブグリーン カップ ポンペイ オリーブグリーン φ8.2×7.2cm 180cc ¥950
110-1097 ポンペイ オリーブグリーン ソーサー ポンペイ オリーブグリーン φ14.5×2.1cm ¥750

P-166 フラン
336-2000 franc 6"プレート franc φ14.9×18cm ¥440
336-2001 franc 6.5"プレート franc φ17.3×1.8cm ¥470
336-2002 franc 7.5"プレート franc φ19.1×2.1cm ¥600
336-2003 franc 8"プレート franc φ21×2.7cm ¥650
336-2004 franc 9"プレート franc φ24×2.8cm ¥850
336-2005 franc 10"プレート franc φ26.4×2.8cm ¥1,300
336-2006 franc 10cm小皿 franc φ10.4×2.7cm ¥300
336-2007 franc 13cm小皿 franc φ13.1×3.4cm ¥400
336-2008 franc 17cm丸深皿 franc φ17×2.7cm ¥600
336-2009 franc 19cm丸深皿 franc φ19.2×3cm ¥700
336-2010 franc 21.5cm丸深皿 franc φ21.4×3.2cm ¥750
336-2011 franc 24cm丸深皿 franc φ23.9×3.4cm ¥1,100
336-2012 franc 26.5cm丸深皿 franc φ26.6×3.9cm ¥1,600
336-2013 franc 8"プラター franc 20.8×14.8×2.5cm ¥1,300
336-2014 franc 9"プラター franc 23.9×16.8×2.4cm ¥1,500
336-2015 franc 10"プラター franc 26.3×18.8×2.8cm ¥1,800
336-2016 franc 5.5"フルーツ franc φ14.4×3.2cm ¥420
336-2017 franc 6.5"オートミル franc φ16.6×4.9cm ¥550
336-2018 franc 7.5"クープ franc φ19.3×3.7cm ¥650
336-2019 franc 4.5リムライス碗 franc φ13.7×6.2cm ¥470
336-2020 franc 3.8スープ碗 franc φ11.4×5.9cm ¥470
336-2021 franc 4.0スープ碗 franc φ11.9×5.9cm ¥500

P-167 リナルド
336-2022 RINALDO 6.5"リムプレート RINALDO φ16.6×1.7cm ¥440
336-2023 RINALDO 7.5"リムプレート RINALDO φ19.2×2.1cm ¥550
336-2024 RINALDO 8"リムプレート RINALDO φ21×2.1cm ¥600
336-2025 RINALDO 9"リムプレート RINALDO φ23.4×2.4cm ¥850
336-2026 RINALDO 10"リムプレート RINALDO φ26.6×2.5cm ¥1,300
336-2030 RINALDO ８"リムプラター RINALDO 21×14.7×2.3cm ¥1,300
336-2031 RINALDO ９"リムプラター RINALDO 23.5×17×2.6cm ¥1,500
336-2032 RINALDO 10"リムプラター RINALDO 25.9×18.8×2.8cm ¥1,800
336-2027 RINALDO 8"リムスープ RINALDO φ22×3.6cm ¥750
336-2028 RINALDO 9"リムスープ RINALDO φ23.5×4.5cm ¥850
336-2029 RINALDO 10"リムスープ RINALDO φ26.9×4cm ¥1,900
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336-2033 RINALDO 14cmボウル RINALDO φ14×8cm ¥850
336-2034 RINALDO 16cmボウル RINALDO φ16.2×9.7cm ¥2,100
336-2035 RINALDO コーヒーカップ RINALDO φ9.2×12.2×6.2cm 220cc ¥850
336-2053 RINALDO 23cmピザプレート RINALDO φ23.2×1.2cm ¥3,800
336-2054 RINALDO 30cmピザプレート RINALDO φ29.4×1.5cm ¥5,500
336-2055 RINALDO 32cmピサプレート RINALDO φ31.4×1.7cm ¥6,600

P-169 ボーテ
337-2036 beaute 16.5cmリムプレート beaute φ16.7×1.8cm ¥850
337-2037 beaute 21cmリムプレート beaute φ20.7×2.1cm ¥1,200
337-2038 beaute 23cmリムプレート beaute φ23.2×2.4cm ¥1,500
337-2039 beaute 27.5cmリムプレート beaute φ27.5×2.7cm ¥3,500
337-2040 beaute 24cmリムスープ beaute φ24.7×4.5cm ¥1,800
337-2041 beaute 28cmリムスープ beaute φ28.1×6.1cm ¥3,600
337-2042 beaute 17cmリムプラター beaute 16.9×11.2×2.7cm ¥1,250
337-2043 beaute 20cmリムプラター beaute 19.9×13.2×2.5cm ¥1,500
337-2044 beaute 23cmリムプラター beaute 23.3×16.6×3.2cm ¥1,750
337-2045 beaute 26cmリムプラター beaute 25.4×18.5×3.7cm ¥2,600
337-2046 beaute 29cmリムプラター beaute 28.8×20.4×4cm ¥3,000
337-2047 beaute 31cmリムプラター beaute 31.2×22×4cm ¥3,600
337-2048 beaute 35cmリムプラター beaute 35.4×24.6×5.1cm ¥6,700
337-2049 beaute 15cmオートミル beaute φ14.9×4.5cm ¥950
337-2050 beaute サラダボウル beaute φ14×6cm ¥1,250
337-2051 beaute カプチーノカップ beaute φ10×12.7×6.1cm 250cc ¥1,000
337-2052 beaute ソーサー beaute φ13.9×2.6cm ¥600
339-2056 手付きスタッキングウッドプレート 木 23×31.5×1.7cm ¥4,600
339-2057 ウッドプレート 木 φ30×2.2cm ¥4,700

P-170 ガラス
340-3000 ピカルディ タンブラー 90ml ガラス φ6.5×6.7cm 90cc ¥360 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3001 ピカルディ タンブラー 130ml ガラス φ6.9×7.2cm 130cc ¥410 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3002 ピカルディ タンブラー 160ml ガラス φ7.5×7.8cm 160cc ¥490 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3003 ピカルディ タンブラー 220ml ガラス φ8.1×8.4cm 220cc ¥550 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3004 ピカルディ タンブラー 250ml ガラス φ8.6×9cm 250cc ¥650 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3005 ピカルディ タンブラー 310ml ガラス φ9×9.4cm 310cc ¥750 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3006 ピカルディ タンブラー 360ml ガラス φ8.8×12.4cm 360cc ¥1,100 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3007 ピカルディ タンブラー 500ml ガラス φ9.4×14.5cm 500cc ¥1,200 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3008 プリズム タンブラー 170ｍｌ ガラス φ7.4×7.8cm 170cc ¥550 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3009 プリズム タンブラー 220ｍｌ ガラス φ7.9×8.6cm 220cc ¥650 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3010 プリズム タンブラー 275ｍｌ ガラス φ8.7×9.2cm 275cc ¥750 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3011 プリズム タンブラー 330ｍｌ ガラス φ8.1×12.5cm 330cc ¥1,100 デュラレックス　全面物理強化ガラス

340-3012 オスロ カップ 220ｍｌ ガラス φ8.2×9.6cm 220cc ¥1,100 ボルミオリロッコ　全面物理強化ガラス

P-171 チューブ
260-1077 TUBE WHITE 24.5cmスクウェアプレート TUBE WHITE 24.5×24.5×2cm ¥3,300
260-1078 TUBE WHITE 21cmスクウェアプレート TUBE WHITE 21×21×2cm ¥2,500
260-1079 TUBE WHITE 18cmスクウェアプレート TUBE WHITE 18×18×2cm ¥1,600
260-1080 TUBE WHITE 16cm角鉢 TUBE WHITE 15.5×15.5×4cm ¥1,900
260-1082 TUBE WHITE 11cm角鉢 TUBE WHITE 11×11×4cm ¥1,000
260-1083 TUBE WHITE プレートLL TUBE WHITE φ27.1×1.8cm ¥3,500
260-A001 TUBE WHITE プレートM TUBE WHITE φ18.5x1.8cm ¥1,500
260-A002 TUBE WHITE プレートL TUBE WHITE φ23.5x1.8cm ¥2,600
260-A003 TUBE WHITE カップ TUBE WHITE φ6.3x6.5cm 130cc ¥650
260-A004 TUBE WHITE カップtall TUBE WHITE φ6.3x10.4cm 250cc ¥950
260-A005 TUBE WHITE ココットS TUBE WHITE φ6.3x3.4cm 60cc ¥600
260-A006 TUBE WHITE ココットM TUBE WHITE φ7.9x4.2cm 150cc ¥700
260-A007 TUBE WHITE ココットL TUBE WHITE φ11.2x5.1cm 350cc ¥1,100

P-172
183-1077 TUBE 黒御影 24.5cmスクウェアプレート 黒御影 24.5×24.5×2cm ¥3,300
183-1078 TUBE 黒御影 21cmスクウェアプレート 黒御影 21×21×2cm ¥2,500
183-1079 TUBE 黒御影 18cmスクウェアプレート 黒御影 18×18×2cm ¥1,600
183-1080 TUBE 黒御影 16cm角鉢 黒御影 16×16×4cm ¥1,900
183-1082 TUBE 黒御影 11cm角鉢 黒御影 11×11×4cm ¥1,100

062 183-A001 TUBE 黒御影 プレートM 黒御影 φ18.5×1.8cm ¥1,500
062 183-A002 TUBE 黒御影 プレートL 黒御影 φ23.5×1.8cm ¥2,600
062 183-1083 TUBE 黒御影 プレートLL 黒御影 φ27.1×1.8cm ¥3,400

183-A003 TUBE 黒御影 カップ 黒御影 φ6.3x6.5cm 130cc ¥600
183-A004 TUBE 黒御影 カップtall 黒御影 φ6.3x10.4cm 250cc ¥900
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126 183-A005 黒御影 スタッキングココットS 黒御影 φ6.3×3.4cm ¥420
126 183-A006 黒御影 スタッキングココットM 黒御影 φ8×4.2cm ¥550
126 183-A007 黒御影 スタッキングココットL 黒御影 φ11.2×5.1cm ¥750

261-1077 TUBE BLACK 24.5cmスクウェアプレート TUBE BLACK 24.5×24.5×2cm ¥3,300
261-1078 TUBE BLACK 21cmスクウェアプレート TUBE BLACK 21×21×2cm ¥2,500
261-1079 TUBE BLACK 18cmスクウェアプレート TUBE BLACK 18×18×2cm ¥1,600
261-1080 TUBE BLACK 16cm角鉢 TUBE BLACK 15.5×15.5×4cm ¥1,900
261-1082 TUBE BLACK 11cm角鉢 TUBE BLACK 11×11×4cm ¥1,000
261-1083 TUBE BLACK プレートLL TUBE BLACK φ27.1×1.8cm ¥3,500
261-A001 TUBE BLACK プレートM TUBE BLACK φ18.5×1.8cm ¥1,500
261-A002 TUBE BLACK プレートL TUBE BLACK φ23.5×1.8cm ¥2,600
261-A003 TUBE BLACK カップ TUBE BLACK φ6.3x6.5cm 130cc ¥650
261-A004 TUBE BLACK カップtall TUBE BLACK φ6.3x10.4cm 250cc ¥950
261-A005 TUBE BLACK ココットS TUBE BLACK φ6.3×3.4cm 60cc ¥600
261-A006 TUBE BLACK ココットM TUBE BLACK φ7.9×4.2cm 150cc ¥700
261-A007 TUBE BLACK ココットL TUBE BLACK φ11.2×5.1cm 350cc ¥1,100

P-173 ジラーレ
129-1070 ジラーレ ホワイト 11"プレート ジラーレ ホワイト φ28.5×2.8cm ¥3,600
129-1071 ジラーレ ホワイト 10"プレート ジラーレ ホワイト φ26.4×2cm ¥3,100
129-1072 ジラーレ ホワイト 7.5"プレート ジラーレ ホワイト φ20×1.8cm ¥2,100
129-1073 ジラーレ ホワイト 10"パスタ ジラーレ ホワイト φ25.7×4.4cm ¥3,300
129-1074 ジラーレ ホワイト 16cmボール ジラーレ ホワイト φ16×4cm ¥1,800
129-1075 ジラーレ ホワイト 14cmボール ジラーレ ホワイト φ14×3.5cm ¥1,500
129-1076 ジラーレ ホワイト トールボール ジラーレ ホワイト φ12.4×8cm ¥1,500
130-1070 ジラーレ ブラック 11"プレート ジラーレ ブラック φ28.5×2.8cm ¥3,600
130-1071 ジラーレ ブラック 10"プレート ジラーレ ブラック φ26.4×2cm ¥3,100
130-1072 ジラーレ ブラック 7.5"プレート ジラーレ ブラック φ20×1.8cm ¥2,100
130-1073 ジラーレ ブラック 10"パスタ ジラーレ ブラック φ25.7×4.4cm ¥3,300
130-1074 ジラーレ ブラック 16cmボール ジラーレ ブラック φ16×4cm ¥1,800
130-1075 ジラーレ ブラック 14cmボール ジラーレ ブラック φ14×3.5cm ¥1,500
130-1076 ジラーレ ブラック トールボール ジラーレ ブラック φ12.4×8cm ¥1,500

P-174 アルテ
123-015 アルテ ホワイト 5.5"フルーツ アルテ ホワイト φ14.4×3.3cm ¥750
123-016 アルテ ホワイト 6.5"オートミル アルテ ホワイト φ17×4.4cm ¥1,000
123-018 アルテ ホワイト 7"クープスープ アルテ ホワイト φ19.5×3.8cm ¥1,100
123-022 アルテ ホワイト 9"カレー&スープ アルテ ホワイト φ22.2×3.7cm ¥1,500
123-1052 アルテ ホワイト 12"プレート アルテ ホワイト φ30.5×3.7cm ¥3,900
123-1053 アルテ ホワイト 11"プレート アルテ ホワイト φ27.8×3cm ¥2,300
123-1054 アルテ ホワイト 10"プレート アルテ ホワイト φ25.5×3cm ¥2,000
123-1055 アルテ ホワイト 9"プレート アルテ ホワイト φ22.8×2cm ¥1,400
123-1056 アルテ ホワイト 7.5"プレート アルテ ホワイト φ19×1.7cm ¥1,000
123-1057 アルテ ホワイト 6"プレート アルテ ホワイト φ15.2×1.5cm ¥750
123-1058 アルテ ホワイト 10"リムスープ アルテ ホワイト φ25×3.4cm ¥2,100
123-1059 アルテ ホワイト 9"リムスープ アルテ ホワイト φ22.3×2.6cm ¥1,500
123-1060 アルテ ホワイト コーヒーカップ アルテ ホワイト φ8×7cm 195cc ¥850
123-1061 アルテ ホワイト カプチーノカップ アルテ ホワイト φ9.1×6.4cm 220cc ¥950
123-1062 アルテ ホワイト エスプレッソカップ アルテ ホワイト φ7×5.8cm 100cc ¥750
123-1063 アルテ ホワイト 兼用ソーサー アルテ ホワイト φ14.8×1.8cm ¥650
123-1064 アルテ ホワイト エスプレッソソーサー アルテ ホワイト φ13.3×1.1cm ¥550
124-015 アルテ ブラック 5.5"フルーツ アルテ ブラック φ14.4×3.3cm ¥750
124-016 アルテ ブラック 6.5"オートミル アルテ ブラック φ17×4.4cm ¥1,000
124-018 アルテ ブラック 7"クープスープ アルテ ブラック φ19.5×3.8cm ¥1,100
124-022 アルテ ブラック 9"カレー&スープ アルテ ブラック φ22.2×3.7cm ¥1,500
124-1052 アルテ ブラック 12"プレート アルテ ブラック φ30.5×3.7cm ¥3,900
124-1053 アルテ ブラック 11"プレート アルテ ブラック φ27.8×3cm ¥2,300
124-1054 アルテ ブラック 10"プレート アルテ ブラック φ25.5×3cm ¥2,000
124-1055 アルテ ブラック 9"プレート アルテ ブラック φ22.8×2cm ¥1,400
124-1056 アルテ ブラック 7.5"プレート アルテ ブラック φ19×1.7cm ¥1,000
124-1057 アルテ ブラック 6"プレート アルテ ブラック φ15.2×1.5cm ¥750
124-1058 アルテ ブラック 10"リムスープ アルテ ブラック φ25×3.4cm ¥2,100
124-1059 アルテ ブラック 9"リムスープ アルテ ブラック φ22.3×2.6cm ¥1,500
124-1060 アルテ ブラック コーヒーカップ アルテ ブラック φ8×7cm 195cc ¥850
124-1061 アルテ ブラック カプチーノカップ アルテ ブラック φ9.1×6.4cm 220cc ¥950
124-1062 アルテ ブラック エスプレッソカップ アルテ ブラック φ7×5.8cm 100cc ¥750
124-1063 アルテ ブラック 兼用ソーサー アルテ ブラック φ14.8×1.8cm ¥650
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124-1064 アルテ ブラック エスプレッソソーサー アルテ ブラック φ13.3×1.1cm ¥550

P-175 コレッタ
103-1001 コレッタ ホワイト 11"プレート コレッタ ホワイト φ27.8×3cm ¥2,300
103-1002 コレッタ ホワイト 9"プレート コレッタ ホワイト φ22.8×2.3cm ¥1,400
103-1003 コレッタ ホワイト 7"プレート コレッタ ホワイト φ18×2.1cm ¥1,000
103-1004 コレッタ ホワイト 6.3"プレート コレッタ ホワイト φ16×1.9cm ¥800
103-1005 コレッタ ホワイト 26cmスクウェアプレート コレッタ ホワイト 25.5×25.5×2.7cm ¥3,900
103-1006 コレッタ ホワイト 23cmスクウェアプレート コレッタ ホワイト 23×23×2.2cm ¥3,200
103-1007 コレッタ ホワイト 20cmスクウェアプレート コレッタ ホワイト 20×20×1.9cm ¥2,500
103-1008 コレッタ ホワイト 16cm スクウェアボール コレッタ ホワイト 16.2×16.2×4.8cm ¥2,000
103-1009 コレッタ ホワイト 13cm スクウェアボール コレッタ ホワイト 13×13×4cm ¥1,600
103-1010 コレッタ ホワイト 10.5cm スクウェアボール コレッタ ホワイト 10.3×10.3×3.1cm ¥1,100
103-1011 コレッタ ホワイト パスタボール コレッタ ホワイト φ21.8×5.2cm ¥1,600
103-1012 コレッタ ホワイト スープ コレッタ ホワイト φ19×4cm ¥1,300
103-1013 コレッタ ホワイト フルーツ コレッタ ホワイト φ14×3.3cm ¥750
103-1014 コレッタ ホワイト コーヒーカップ コレッタ ホワイト φ7.5×6.2cm 200cc ¥850
103-1015 コレッタ ホワイト ソーサー コレッタ ホワイト φ14.5×1.8cm ¥650

P-176 バーゼ／プレーン
127-1065 バーゼ ホワイト 11"プレート バーゼ ホワイト 28.1×28.1×3.5cm ¥4,300
127-1066 バーゼ ホワイト 10"プレート バーゼ ホワイト 25.4×25.4×3.1cm ¥3,800
127-1067 バーゼ ホワイト 9"プレート バーゼ ホワイト 22.7×22.7×2.7cm ¥3,100
127-1068 バーゼ ホワイト 8"プレート バーゼ ホワイト 20.1×20.1×2.4cm ¥2,600
127-1069 バーゼ ホワイト 7"プレート バーゼ ホワイト 17.4×17.4×2.1cm ¥2,000
128-1065 バーゼ ブラック 11"プレート バーゼ ブラック 28.1×28.1×3.5cm ¥4,300
128-1066 バーゼ ブラック 10"プレート バーゼ ブラック 25.4×25.4×3.1cm ¥3,800
128-1067 バーゼ ブラック 9"プレート バーゼ ブラック 22.7×22.7×2.7cm ¥3,100
128-1068 バーゼ ブラック 8"プレート バーゼ ブラック 20.1×20.1×2.4cm ¥2,600
128-1069 バーゼ ブラック 7"プレート バーゼ ブラック 17.4×17.4×2.1cm ¥2,000
181-1084 プレーン ホワイト 10"四角皿 プレーン ホワイト 26.8×26.8×2.8cm ¥3,900
181-1087 プレーン ホワイト 7"四角皿 プレーン ホワイト 16.3×16.3×2.2cm ¥1,500
181-1089 プレーン ホワイト 10"スクウェアプレート プレーン ホワイト 25×25×2.7cm ¥3,400
181-1091 プレーン ホワイト 7"スクウェアプレート プレーン ホワイト 17.7×17.7×2.5cm ¥2,300
181-D401 プレーン ホワイト 4"スクウェアプレート プレーン ホワイト 10.3×10.3×2.4cm ¥750
181-D402 プレーン ホワイト 6"スクウェアプレート プレーン ホワイト 14.8×14.8×2.6cm ¥1,500
181-D403 プレーン ホワイト 8"スクウェアプレート プレーン ホワイト 20.9×20.9×2.5cm ¥2,600
181-E058 プレーン ホワイト 9"四角皿 プレーン ホワイト 23×23×2.3cm ¥3,000
181-E059 プレーン ホワイト 8"四角皿 プレーン ホワイト 19.2×19.2×2.1cm ¥2,200
181-E060 プレーン ホワイト 6"四角皿 プレーン ホワイト 13.9×13.9×1.8cm ¥1,000
182-1084 プレーン ブラック 10"四角皿 プレーン ブラック 26.8×26.8×2.8cm ¥3,900
182-1087 プレーン ブラック 7"四角皿 プレーン ブラック 16.3×16.3×2.2cm ¥1,500
182-1089 プレーン ブラック 10"スクウェアプレート プレーン ブラック 25×25×2.7cm ¥3,400
182-1091 プレーン ブラック 7"スクウェアプレート プレーン ブラック 17.7×17.7×2.5cm ¥2,300
182-D401 プレーン ブラック 4"スクウェアプレート プレーン ブラック 10.3×10.3×2.4cm ¥750
182-D402 プレーン ブラック 6"スクウェアプレート プレーン ブラック 14.8×14.8×2.6cm ¥1,500
182-D403 プレーン ブラック 8"スクウェアプレート プレーン ブラック 20.9×20.9×2.5cm ¥2,600
182-E058 プレーン ブラック 9"四角皿 プレーン ブラック 23×23×2.3cm ¥3,000
182-E059 プレーン ブラック 8"四角皿 プレーン ブラック 19.2×19.2×2.1cm ¥2,200
182-E060 プレーン ブラック 6"四角皿 プレーン ブラック 13.9×13.9×1.8cm ¥1,000

P-177 コクーン
120-1045 コクーン ホワイト プレートL コクーン 35.3×17×2.6cm ¥3,700
120-1046 コクーン ホワイト プレートM コクーン 31.3×14.7×2.6cm ¥2,700
120-1047 コクーン ホワイト プレートS コクーン 27×13×2cm ¥2,000
120-1048 コクーン ホワイト プレートSS コクーン 24×11.6×2cm ¥1,500
120-1049 コクーン ホワイト ベーカーL コクーン 29.5×15.8×4.6cm ¥3,200
120-1050 コクーン ホワイト ベーカーS コクーン 23×12.5×3.9cm ¥2,200
120-1051 コクーン ホワイト ボール コクーン 16.2×12.1×5.1cm ¥1,100

P-178 ナミ
270-A103 ゆらり 変型プレートM ゆらり 22.2×2.7×2.1cm ¥1,400 在庫終了/廃盤
270-A104 ゆらり 変型プレートL ゆらり 32.4×15.2×2.2cm ¥2,500 在庫終了/廃盤
270-A105 ゆらり ソースボール ゆらり 11.6×10×3.2cm ¥600 在庫終了/廃盤
270-A106 ゆらり デザートボール ゆらり 17×15×4.4cm ¥900 在庫終了/廃盤
270-A107 ゆらり スープ ゆらり φ15×15cm ¥1,000 在庫終了/廃盤
275-A201 AQUA ロングプレートM AQUA 33.3×12×1.8cm ¥2,500 在庫終了/廃盤
275-A202 AQUA ロングプレートL AQUA 39×12×2cm ¥2,700 在庫終了/廃盤
275-A203 AQUA プレートS AQUA 18×14.7×3cm ¥1,000 在庫終了/廃盤
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275-A205 AQUA プレートL AQUA 23.4×19.6×5.4cm ¥1,900 在庫終了/廃盤
275-A206 AQUA ボールS AQUA 11.2×9.3×4.2cm ¥700 在庫終了/廃盤
275-A207 AQUA ボールM AQUA 13.7×11×5cm ¥900 在庫終了/廃盤
275-A208 AQUA ボールL AQUA 16.2×13.2×5.9cm ¥1,300 在庫終了/廃盤
280-A401 NAMI(白) ボールS NAMI 13x12.2x6.3cm ¥1,100
280-A402 NAMI(白) ボールM NAMI 17.8x16x8cm ¥1,700
280-A403 NAMI(白) ボールL NAMI 21x20.1x9.3cm ¥2,500

P-179 ルナ
116-1035 ルナ ホワイト φ27cmプレート ルナ ホワイト φ27×2.7cm ¥2,300
116-1036 ルナ ホワイト φ25.5cmプレート ルナ ホワイト φ25.5×2.5cm ¥2,000
116-1037 ルナ ホワイト φ23cmプレート ルナ ホワイト φ23×2.3cm ¥1,400
116-1038 ルナ ホワイト φ20cmプレート ルナ ホワイト φ20×2cm ¥1,100
116-1039 ルナ ホワイト φ15.5cmプレート ルナ ホワイト φ15.5×1.6cm ¥750
116-1040 ルナ ホワイト φ16cmサラダボール ルナ ホワイト φ16×3.7cm ¥950
116-1041 ルナ ホワイト コーヒーカップ ルナ ホワイト φ8.4×8cm 240cc ¥850
116-1042 ルナ ホワイト ソーサー  ルナ ホワイト φ15.1×2cm ¥650
116-1043 ルナ ホワイト φ25cmパスタ皿 ルナ ホワイト φ25×4.1cm ¥2,300
116-1044 ルナ ホワイト φ22.5cmパスタ皿 ルナ ホワイト φ22.5×3.7cm ¥1,600
117-1035 ルナ ブラック φ27cmプレート ルナ ブラック φ27×2.7cm ¥2,300
117-1036 ルナ ブラック φ25.5cmプレート ルナ ブラック φ25.5×2.5cm ¥2,000
117-1037 ルナ ブラック φ23cmプレート ルナ ブラック φ23×2.3cm ¥1,400
117-1038 ルナ ブラック φ20cmプレート ルナ ブラック φ20×2cm ¥1,100
117-1039 ルナ ブラック φ15.5cmプレート ルナ ブラック φ15.5×1.6cm ¥750
117-1040 ルナ ブラック φ16cmサラダボール ルナ ブラック φ16×3.7cm ¥950
117-1041 ルナ ブラック コーヒーカップ ルナ ブラック φ8.4×8cm 240cc ¥850
117-1042 ルナ ブラック ソーサー  ルナ ブラック φ15.1×2cm ¥650
117-1043 ルナ ブラック φ25cmパスタ皿 ルナ ブラック φ25×4.1cm ¥2,300
117-1044 ルナ ブラック φ22.5cmパスタ皿 ルナ ブラック φ22.5×3.7cm ¥1,600

P-180 ミナモ
111-1027 minamo ホワイト ランチプレート minamo ホワイト φ22.5×3.3cm ¥3,400
111-1028 minamo ホワイト ボールL minamo ホワイト φ17.8×7.1cm ¥1,600
111-1029 minamo ホワイト ボールM minamo ホワイト φ16×6.2cm ¥1,100
111-1030 minamo ホワイト ボールS minamo ホワイト φ13.5×5.3cm ¥950
111-1031 minamo ホワイト ボールSS minamo ホワイト φ11×4.2cm ¥750
111-1032 minamo ホワイト ココットL minamo ホワイト φ11×2.6cm ¥750
111-1033 minamo ホワイト ココットM minamo ホワイト φ10.2×2.6cm ¥700
111-1034 minamo ホワイト ココットS minamo ホワイト φ8.4×2.4cm ¥650
112-1028 minamo ブラック ボールL minamo ホワイト φ17.8×7.1cm ¥1,600
112-1029 minamo ブラック ボールM minamo ホワイト φ16×6.2cm ¥1,100
112-1030 minamo ブラック ボールS minamo ホワイト φ13.5×5.3cm ¥950
112-1031 minamo ブラック ボールSS minamo ホワイト φ11.0×4.2cm ¥750
112-1032 minamo ブラック ココットL minamo ホワイト φ11×2.6cm ¥750
112-1033 minamo ブラック ココットM minamo ホワイト φ10.2×2.6cm ¥700
112-1034 minamo ブラック ココットS minamo ホワイト φ8.4×2.4cm ¥650

P-181 エクストラワイド
210-1094 エクストラワイド ホワイト 20cmプレート エクストラワイド ホワイト φ20×2.7cm ¥1,000
210-1095 エクストラワイド ホワイト 21cmスープ エクストラワイド ホワイト φ21×5.7cm ¥1,500
210-X001 エクストラワイド ホワイト カップ エクストラワイド ホワイト φ9.3×7.2cm 210cc ¥850
210-X003 エクストラワイド ホワイト ソーサー エクストラワイド ホワイト φ16.2×2.1cm ¥700
210-X009 エクストラワイド ホワイト 24cmプレート エクストラワイド ホワイト φ24×2.3cm ¥1,600
210-X011 エクストラワイド ホワイト 28cmプレート エクストラワイド ホワイト φ28×2.5cm ¥2,500
210-X016 エクストラワイド ホワイト シリアル エクストラワイド ホワイト φ16.6×4.8cm ¥1,100
210-X018 エクストラワイド ホワイト スープ エクストラワイド ホワイト φ19.5×4cm ¥1,400
210-X021 エクストラワイド ホワイト 24cmスープ エクストラワイド ホワイト φ24×6.1cm ¥2,300
210-X022 エクストラワイド ホワイト 28cmスープ エクストラワイド ホワイト φ28×6.1cm ¥3,300
213-1094 エクストラワイド ブラック 20cmプレート エクストラワイド ブラック φ20×2.7cm ¥1,000
213-1095 エクストラワイド ブラック 21cmスープ エクストラワイド ブラック φ21×5.7cm ¥1,500
213-X001 エクストラワイド ブラック カップ エクストラワイド ブラック φ9.3×7.2cm 210cc ¥850
213-X003 エクストラワイド ブラック ソーサー エクストラワイド ブラック φ16.2×2.1cm ¥700
213-X009 エクストラワイド ブラック 24cmプレート エクストラワイド ブラック φ24×2.3cm ¥1,600
213-X011 エクストラワイド ブラック 28cmプレート エクストラワイド ブラック φ28×2.5cm ¥2,500
213-X016 エクストラワイド ブラック シリアル エクストラワイド ブラック φ16.6×4.8cm ¥1,100
213-X018 エクストラワイド ブラック スープ エクストラワイド ブラック φ19.5×4cm ¥1,400
213-X021 エクストラワイド ブラック 24cmスープ エクストラワイド ブラック φ24×6.1cm ¥2,300
213-X022 エクストラワイド ブラック 28cmスープ エクストラワイド ブラック φ28×6.1cm ¥3,300
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P-183 クリスタルワイド

220-002 クリスタルワイドホワイト コーヒーカップ クリスタルワイド ホワイト φ7.9×6.6cm 190cc ¥850 在庫終了/廃盤
220-003 クリスタルワイドホワイト 受皿 クリスタルワイド ホワイト φ15.8×2.2cm ¥650
220-006 クリスタルワイドホワイト 6"パン皿 クリスタルワイド ホワイト φ16.7×2cm ¥750
220-007 クリスタルワイドホワイト 7.5"ケーキ皿 クリスタルワイド ホワイト φ20×2.1cm ¥1,000
220-008 クリスタルワイドホワイト 8.5"ライス皿 クリスタルワイド ホワイト φ21.8×2.1cm ¥1,200
220-009 クリスタルワイドホワイト 9"ミート皿 クリスタルワイド ホワイト φ24×2.2cm ¥1,300
220-010 クリスタルワイドホワイト 10"ディナー皿 クリスタルワイド ホワイト φ25.4×2.4cm ¥1,800
220-011 クリスタルワイドホワイト 11"ディナー皿 クリスタルワイド ホワイト φ27.6×2.6cm ¥2,400
220-013 クリスタルワイドホワイト スープカップ クリスタルワイド ホワイト φ11×5.6cm 260cc ¥1,100
220-014 クリスタルワイドホワイト サービスボール クリスタルワイド ホワイト φ10.2×5.7cm 300cc ¥900
220-015 クリスタルワイドホワイト 5.5"フルーツ クリスタルワイド ホワイト φ14.3×3.3cm ¥750
220-016 クリスタルワイドホワイト 6.5"オートミル クリスタルワイド ホワイト φ17×4.6cm ¥1,000
220-018 クリスタルワイドホワイト 7"クープスープ クリスタルワイド ホワイト φ19.3×3.8cm ¥1,100
220-022 クリスタルワイドホワイト 9"カレー&スープ クリスタルワイド ホワイト φ22.3×3.8cm ¥1,400
220-032 クリスタルワイドホワイト ティーカップ クリスタルワイド ホワイト φ9.6×5.8cm 240cc ¥900
220-042 クリスタルワイドホワイト アメリカンカップ クリスタルワイド ホワイト φ8.1×7.5cm 240cc ¥1,100
220-048 クリスタルワイドホワイト 両手ブイヨンカップ クリスタルワイド ホワイト φ10.2×5.7cm 300cc ¥1,400
220-086 クリスタルワイドホワイト シュガー クリスタルワイド ホワイト 230cc ¥2,400
220-089 クリスタルワイドホワイト クリーマー クリスタルワイド ホワイト 180cc ¥2,100
220-403 クリスタルワイドホワイト 耳付グラタン（大） クリスタルワイド ホワイト φ14.6×4.6cm ¥1,400
220-404 クリスタルワイドホワイト 耳付グラタン（小） クリスタルワイド ホワイト φ11.6×3.9cm ¥1,200 在庫終了/廃盤
220-718 クリスタルワイドホワイト クープパスタ クリスタルワイド ホワイト φ22.6×4.3cm ¥1,600
220-719 クリスタルワイドホワイト リムパスタ クリスタルワイド ホワイト φ23.2×4.1cm ¥1,600 在庫終了/廃盤

P-185 エクセラ
200-002 エクセラ ホワイト コーヒーカップ エクセラ ホワイト φ7.8×7cm 170cc ¥850 在庫終了/廃盤
200-003 エクセラ ホワイト 受皿 エクセラ ホワイト φ14.2×1.9cm ¥650
200-006 エクセラ ホワイト 6.5"パン皿 エクセラ ホワイト φ16.5×1.7cm ¥700
200-007 エクセラ ホワイト 7"ケーキ皿 エクセラ ホワイト φ19×1.7cm ¥850
200-009 エクセラ ホワイト 9.5"ミート皿 エクセラ ホワイト φ24.2×1.8cm ¥1,300
200-010 エクセラ ホワイト 10.5"ディナー皿 エクセラ ホワイト φ27×2.7cm ¥2,100
200-014 エクセラ ホワイト サービスボール エクセラ ホワイト φ10.9×5cm 240cc ¥850
200-015 エクセラ ホワイト 5.5"フルーツ エクセラ ホワイト φ14.5×3.2cm ¥750
200-016 エクセラ ホワイト 6.5"オートミル エクセラ ホワイト φ16.5×5.2cm ¥950
200-018 エクセラ ホワイト 7.5"クープスープ エクセラ ホワイト φ19×4cm ¥1,100
200-021 エクセラ ホワイト 8.5"スープ エクセラ ホワイト φ22×3.8cm ¥1,300
200-032 エクセラ ホワイト ティーカップ エクセラ ホワイト φ9.2×5.6cm 190cc ¥850
200-039 エクセラ ホワイト マグカップ エクセラ ホワイト φ8.6×8.1cm 220cc ¥1,100
200-042 エクセラ ホワイト アメリカンカップ エクセラ ホワイト φ8.4×7.5cm 200cc ¥1,000
200-048 エクセラ ホワイト 両手ブイヨンカップ エクセラ ホワイト φ10.9×5cm 240cc ¥1,400
200-058 エクセラ ホワイト 角プチケーキ エクセラ ホワイト 14.6×14.6×2cm ¥850
200-059 エクセラ ホワイト 角パスタ エクセラ ホワイト 22.3×22.3×3.4cm ¥2,200
200-095 エクセラ ホワイト 花型ボール（小） エクセラ ホワイト 15×15×3.9cm ¥1,000
200-096 エクセラ ホワイト 花型ボール（大） エクセラ ホワイト 19.5×19.5×4.9cm ¥2,700
200-300 エクセラ ホワイト エンゼル四方角皿（小） エクセラ ホワイト 15×15×1.5cm ¥1,100
200-301 エクセラ ホワイト エンゼル四方角皿（中） エクセラ ホワイト 19.3×19.3×2cm ¥2,100
200-302 エクセラ ホワイト エンゼル四方角皿（大） エクセラ ホワイト 24.5×24.5×2.5cm ¥3,100
200-303 エクセラ ホワイト エンゼル二方角皿 エクセラ ホワイト 22×21.6×2.8cm ¥2,800
200-305 エクセラ ホワイト エンゼル長角皿（大） エクセラ ホワイト 30.5×18×3cm ¥3,100
200-306 エクセラ ホワイト エンゼル長角皿（小） エクセラ ホワイト 19.8×11.8×2.8cm ¥1,300
200-307 エクセラ ホワイト エンゼル長角仕切り皿 エクセラ ホワイト 30.5×18×3cm ¥3,400
200-308 エクセラ ホワイト エンゼルロングプレート エクセラ ホワイト 33.3×11.7×2.5cm ¥2,800

P-187
205-002 エクセラ ブルーオルレアン コーヒーカップ エクセラ ブルーオルレアン φ7.8×7cm 170cc ¥1,700 在庫終了/廃盤
205-003 エクセラ ブルーオルレアン ソーサー エクセラ ブルーオルレアン φ14.2×1.9cm ¥1,100 在庫終了/廃盤
205-006 エクセラ ブルーオルレアン 6.5"パン皿 エクセラ ブルーオルレアン φ16.5×5cm ¥1,500 在庫終了/廃盤
205-007 エクセラ ブルーオルレアン 7"ケーキ皿 エクセラ ブルーオルレアン φ19×1.7cm ¥1,700 在庫終了/廃盤
205-009 エクセラ ブルーオルレアン 9.5"ミート皿 エクセラ ブルーオルレアン φ24.2×1.8cm ¥2,500 在庫終了/廃盤
205-010 エクセラ ブルーオルレアン 10.5"ディナー皿 エクセラ ブルーオルレアン φ27×2.7cm ¥3,400 在庫終了/廃盤
205-014 エクセラ ブルーオルレアン サービスボール エクセラ ブルーオルレアン φ10.9×5cm 240cc ¥1,700 在庫終了/廃盤
205-015 エクセラ ブルーオルレアン 5.5"フルーツ エクセラ ブルーオルレアン φ14.5×3.2cm ¥1,600 在庫終了/廃盤
205-016 エクセラ ブルーオルレアン 6.5"オートミル エクセラ ブルーオルレアン φ16.5×5.2cm ¥1,700 在庫終了/廃盤
205-018 エクセラ ブルーオルレアン 7.5"クープスープ エクセラ ブルーオルレアン φ19×4cm ¥1,900 在庫終了/廃盤
205-021 エクセラ ブルーオルレアン 8.5"スープ エクセラ ブルーオルレアン φ22×3.8cm ¥2,500 在庫終了/廃盤
205-032 エクセラ ブルーオルレアン ティーカップ エクセラ ブルーオルレアン φ9.2×5.6cm 190cc ¥1,700 在庫終了/廃盤
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205-039 エクセラ ブルーオルレアン マグカップ エクセラ ブルーオルレアン φ8.6×8.1cm 220cc ¥1,900 在庫終了/廃盤
205-042 エクセラ ブルーオルレアン アメリカンカップ エクセラ ブルーオルレアン φ8.4×7.5cm 200cc ¥1,800 在庫終了/廃盤
205-048 エクセラ ブルーオルレアン 両手ブイヨンカップ エクセラ ブルーオルレアン φ10.9×5cm 240cc ¥2,600 在庫終了/廃盤

P-188
201-002 エクセラ ガーデンブルー コーヒーカップ エクセラ ガーデンブルー φ7.8×7.2cm 170cc ¥1,200 在庫終了/廃盤
201-003 エクセラ ガーデンブルー ソーサー エクセラ ガーデンブルー φ14.2×1.9cm ¥900 在庫終了/廃盤
201-006 エクセラ ガーデンブルー 6.5"パン皿 エクセラ ガーデンブルー φ16.5×1.7cm ¥1,100 在庫終了/廃盤
201-007 エクセラ ガーデンブルー 7"ケーキ皿 エクセラ ガーデンブルー φ19×1.7cm ¥1,300 在庫終了/廃盤
201-009 エクセラ ガーデンブルー 9.5"ミート皿 エクセラ ガーデンブルー φ24.2×1.8cm ¥1,800 在庫終了/廃盤
201-010 エクセラ ガーデンブルー 10.5"ディナー皿 エクセラ ガーデンブルー φ27×2.7cm ¥2,200 在庫終了/廃盤
201-014 エクセラ ガーデンブルー サービスボール エクセラ ガーデンブルー φ10.9×5cm 240cc ¥1,300 在庫終了/廃盤
201-015 エクセラ ガーデンブルー 5.5"フルーツ エクセラ ガーデンブルー φ14.5×3.2cm ¥1,100 在庫終了/廃盤
201-016 エクセラ ガーデンブルー 6.5"オートミル エクセラ ガーデンブルー φ16.5×5.2cm ¥1,400 在庫終了/廃盤
201-018 エクセラ ガーデンブルー 7.5"クープスープ エクセラ ガーデンブルー φ19×4cm ¥1,500 在庫終了/廃盤
201-021 エクセラ ガーデンブルー 8.5"スープ エクセラ ガーデンブルー φ22×3.8cm ¥1,700 在庫終了/廃盤
201-032 エクセラ ガーデンブルー ティーカップ エクセラ ガーデンブルー φ9.2×5.6cm 190cc ¥1,200 在庫終了/廃盤
201-039 エクセラ ガーデンブルー マグカップ エクセラ ガーデンブルー φ8.6×8.1cm 220cc ¥1,400 在庫終了/廃盤
201-042 エクセラ ガーデンブルー アメリカンカップ エクセラ ガーデンブルー φ8.4×7.5cm 210cc ¥1,300 在庫終了/廃盤
201-048 エクセラ ガーデンブルー 両手ブイヨンカップ エクセラ ガーデンブルー φ10.9×5cm 240cc ¥1,900 在庫終了/廃盤

P-189 マイスターホワイト
800-V01 マイスターホワイト 14"角プラター マイスターホワイト 35.3×24.3×5.8cm ¥5,600
800-V02 マイスターホワイト 13"角プラター マイスターホワイト 31.4×22.3×4.8cm ¥4,200
800-V03 マイスターホワイト 12"角プラター マイスターホワイト 28.8×18.5×4cm ¥3,000
800-V04 マイスターホワイト 11"角プラター マイスターホワイト 26.8×16.4×3.5cm ¥2,600
800-V05 マイスターホワイト 9.5"角プラター マイスターホワイト 23.6×14.9×3.3cm ¥1,800
800-V113 アクセサリーセレクション ティーポットA マイスターホワイト 18×10.5×11.5cm 430cc ¥1,650 在庫終了/廃盤
800-V114 アクセサリーセレクション ティーポットB マイスターホワイト 16.7×9.3×11.5cm 420cc ¥1,680 在庫終了/廃盤
800-V70 アクセサリーセレクション ウーロンカップ（ストレーナー付） アクセサリーセレクション φ8.1×10.3cm 270cc ¥750 在庫限り/廃盤
800-V71 アクセサリーセレクション 角ポット アクセサリーセレクション 14.6×8.8×11cm 510cc ¥1,350 在庫終了/廃盤
800-V82 アクセサリーセレクション シュガーポット アクセサリーセレクション φ6.3×9.2cm 130cc ¥680 在庫限り/廃盤
800-V86 アクセサリーセレクション クリーマーA型（小） アクセサリーセレクション φ6.5×8.2cm 170cc ¥450 在庫終了/廃盤
800-V87 アクセサリーセレクション コーヒーポット アクセサリーセレクション 14.5×8.5×13cm 460cc ¥1,280 在庫終了/廃盤

P-190
800-V06 マイスターホワイト 15"オーバルプラター マイスターホワイト 38.2×25.5×4cm ¥4,700
800-V07 マイスターホワイト 13"オーバルプラター マイスターホワイト 32.3×22.5×4cm ¥3,900
800-V08 マイスターホワイト 11"オーバルプラター マイスターホワイト 27.5×19×4cm ¥2,800
800-V09 マイスターホワイト 9"オーバルプラター マイスターホワイト 23×16.8×4cm ¥2,000
800-V10 マイスターホワイト 8"オーバルプラター マイスターホワイト 20.2×14.2×3.8cm ¥1,300
800-V11 マイスターホワイト 7"オーバルプラター マイスターホワイト 17.6×12.7×3.8cm ¥1,200
800-V12 マイスターホワイト 6"オーバルプラター マイスターホワイト 15.2×10.3×3.3cm ¥750
800-V122 マイスターホワイト 2.5"トールスフレ マイスターホワイト φ6.8×6.2cm 90cc ¥380
800-V123 マイスターホワイト 2.3"トールスフレ マイスターホワイト φ6×5.4cm 70cc ¥330
800-V124 マイスターホワイト 2.0"トールスフレ マイスターホワイト φ5.5×4.7cm 50cc ¥300
800-V125 マイスターホワイト 1.8"トールスフレ マイスターホワイト φ5×3.9cm 40cc ¥280
800-V126 マイスターホワイト 4"オーバルスフレ マイスターホワイト 10×6.3×3.1cm 70cc ¥440
800-V127 マイスターホワイト 3.8"オーバルスフレ マイスターホワイト 9.3×5.8×3.1cm 60cc ¥420
800-V128 マイスターホワイト 3.5"オーバルスフレ マイスターホワイト 8.6×5.4×3.1cm 50cc ¥390
800-V129 マイスターホワイト 3.2"オーバルスフレ マイスターホワイト 8×5×3cm 40cc ¥330
800-V13 マイスターホワイト 5"オーバルプラター マイスターホワイト 13×8.3×3cm ¥550
800-V46 マイスターホワイト 5"スフレ マイスターホワイト φ12.5×5.5cm 400cc ¥850 在庫限り/廃盤
800-V47 マイスターホワイト 4"スフレ マイスターホワイト φ10×4.6cm 180cc ¥600
800-V48 マイスターホワイト 3"スフレ マイスターホワイト φ7.6×3.5cm 90cc ¥320
800-V49 マイスターホワイト 2"スフレ マイスターホワイト φ5.7×2.5cm 30cc ¥180
800-V61 マイスターホワイト 3.6"スフレ マイスターホワイト φ9×4.5cm 170cc ¥500
800-V62 マイスターホワイト 3.2"スフレ マイスターホワイト φ8×4.5cm 110cc ¥400


