
H-22-61
8-1179-48 陶 平角皿（大） 

¥5,650（25.3×25.3×2）

H-22-62
8-1179-49 陶 平角皿（中） 

¥2,950（19.1×19.1×2）

H-22-63
8-1179-50 陶 平角皿（小） 

¥2,350（15.4×15.4×1.6）

H-22-64
8-1179-51 陶 平角皿（特小） 

¥1,500（12.3×12.3×1.4）

H-22-65
8-1179-52 陶 角小皿 

¥850（8.2×8.2×1.8）

H-22-66
8-1179-53 陶 平長角皿（大） 

¥3,850（28.8×12.2×1.8）

H-22-67
8-1179-54 陶 平長角皿（小） 

¥3,450（25.2×12.4×1.7）

H-22-68
8-1179-55 陶 ロングプレート（大） 

¥3,850（40.1×12.3×1.8）

H-22-69
8-1179-56 陶 ロングプレート（小）  

¥3,450（34.3×12.3×1.7）

H-22-70
8-1179-57 陶 27φ丸皿 

¥3,700（26.8φ×2.9）

H-22-71
8-1179-58 陶 24φ丸皿 

¥2,550（24.2φ×2.5）

H-22-72
8-1179-59 陶 21.5φ丸皿

¥1,900（21.2φ×2.3）

H-22-73
8-1179-60 陶 18.5φ丸皿  

¥1,500（18.2φ×2.3）

H-22-74
8-1179-61 陶 14.5φ丸皿  

¥1,050（14.6φ×1.8）

H-22-75
8-1179-62 陶 11φ丸皿  

¥850（10.9φ×1.5）

H-22-76
8-1179-63 陶 プレート（大）  

¥3,300（28.8×25.2×2.9）

H-22-77
8-1179-64 陶 プレート（小）  

¥1,250（18.7×16.4×1.5）

H-22-78
8-1179-65 陶 変形プレート（大）  

¥3,450（33.3×15.7×2.6）

H-22-79
8-1179-66 陶 変形プレート（小）  

¥1,950（22.7×12.9×2.1）

H-22-80
8-1179-43 陶 8寸麺丼 市松黒 

¥2,550（24.5φ×7.5）

H-22-82
8-1179-67 陶リム付き楕円鉢（大）  

¥2,950（30.4×17×4）

H-22-83
8-1179-68 陶リム付き楕円鉢（中）  

¥1,900（24.2×13.4×3.5）

H-22-84
8-1179-69 陶リム付き楕円鉢（小）  

¥1,050（17.8×10×2.8）

H-22-85
8-1179-70 陶 片口（大）  

¥2,200（19.8×14×6）

H-22-86
8-1179-71 陶 片口（中）  

¥1,500（16.8×11×5.7）

H-22-87
8-1179-72 陶 片口（小）  

¥1,000（12.8×9.2×4.5）

H-22-88
8-1179-44 陶 6.3寸高台丼 黒釉銀竜紋

¥2,050（18.5φ×7.8）

H-22-89
8-1179-45 陶 6.8寸高台丼 黒釉銀竜紋

¥2,500（21.2φ×8.3）

H-22-90
8-1179-46 陶 6.3寸高台丼 市松黒

¥1,900（18.5φ×7.8）

H-22-91
8-1179-47 陶 6.8寸高台丼 市松黒

¥2,350（21.2φ×8.3）

H-22-92
8-1179-73 陶 三種盛り皿（大） 

¥2,350（29.8×10×2）

H-22-93
8-1179-74 陶 三種盛り皿（小） 

¥1,400（20×7.5×1.6）

H-22-94
8-1179-75 陶 二種盛り皿（大） 

¥1,400（18.8×8×1.9）

H-22-95
8-1179-76 陶 二種盛り皿（小） 

¥1,000（14×7.3×1.6）

H-22-96
8-1179-77 陶 6.3寸高台丼 鳳凰

¥2,500（18.5φ×7.8）

H-22-97
8-1179-78 陶 6.8寸高台丼 鳳凰

¥3,150（21.2φ×8.3）

H-22-98
8-1179-79 陶 6.3寸高台丼 花 

¥2,500（18.5φ×7.8）

H-22-99
8-1179-80 陶 6.8寸高台丼 花 

¥3,150（21.2φ×8.3）

H-23-1
8-1179-81 陶 6寸玉丼 果実 

¥2,950（18.3φ×6.7）

H-23-2
8-1179-82 陶 7寸玉丼 果実 

¥4,350（21.3φ×8）

H-23-3
8-1179-83 陶 6寸玉丼 花鳥 

¥2,950（18.3φ×6.7）

H-23-4
8-1179-84 陶 7寸玉丼 花鳥 

¥4,350（21.3φ×8）

墨 黒結晶

H-23-23
8-1179-1 陶 唐草おふけ八角丼 6.3寸 

¥3,000（19φ×9.7）

H-23-24
8-1179-2 陶 唐草おふけ八角丼 7寸 

¥4,000（22φ×11.4）

H-23-25
8-1179-3 陶 黒昇龍八角丼 6.3寸 

¥3,650（19φ×9.7）

H-23-26
8-1179-4 陶 黒昇龍八角丼 7寸 

¥4,800（22φ×11.4）

H-23-27
8-1179-5 陶 赤昇龍八角丼 6.3寸 

¥3,650（19φ×9.7）

H-23-28
8-1179-6 陶 赤昇龍八角丼 7寸 

¥4,800（22φ×11.4）

H-23-29
8-1179-7 陶 黒結晶八角丼 4.8寸

¥1,300（14.6φ×7.5）

H-23-30
8-1179-8 陶 黒結晶八角丼 6.3寸

¥2,850（19φ×9.7）

H-23-31
8-1179-9 陶 黒結晶八角丼 7寸

¥3,850（22φ×11.4）

H-23-32
8-1179-10 陶 赤志野八角丼 4.8寸

¥1,300（14.6φ×7.5）

H-23-33
8-1179-11 陶 赤志野八角丼 6.3寸

¥2,850（19φ×9.7）

H-23-34
8-1179-12 陶 赤志野八角丼 7寸

¥3,850（22φ×11.4）

H-23-35
8-1179-13 陶 黒雲竜鳴門反丼 6.5寸

¥2,850（20φ×8.9）

H-23-36
8-1179-14 陶 黒雲竜鳴門反丼 7寸

¥3,150（21.5φ×9.5）

H-23-37
8-1179-15 陶 古染白刷毛鳴門反丼 6.5寸 

¥2,850（20φ×8.9）

H-23-38
8-1179-16 陶 古染白刷毛鳴門反丼 7寸 

¥3,150（21.5φ×9.5）

H-23-5
8-1179-17 陶 紺斑点六兵衛丼 7寸 

¥2,850（22.5φ×8.8）

H-23-6
8-1179-18 陶 紺斑点六兵衛丼 8寸 

¥3,700（25φ×9.4）

H-23-7
8-1179-19 陶 花おけふ六兵衛丼 7寸 

¥3,350（22.5φ×8.8）

H-23-8
8-1179-20 陶 花おけふ六兵衛丼 8寸 

¥4,150（25φ×9.4）

H-23-9
8-1179-21 陶 黒結晶六兵衛丼 4.8寸 

¥1,300（15φ×7）

H-23-10
8-1179-22 陶 黒結晶六兵衛丼 7寸 

¥3,150（22.5φ×8.8）

H-23-11
8-1179-23 陶 黒結晶六兵衛丼 8寸 

¥4,000（25φ×9.4）

H-23-12
8-1179-24 陶 赤志野六兵衛丼 4.8寸 

¥1,300（15φ×7）

H-23-13
8-1179-25 陶 赤志野六兵衛丼 7寸 

¥3,150（22.5φ×8.8）

H-23-14
8-1179-26 陶 赤志野六兵衛丼 8寸 

¥4,000（25φ×9.4）

H-23-15
8-1179-27 陶 ねじり丼  ゆず天目 5寸 

¥2,050（15φ×9.3）

H-23-16
8-1179-28 陶 ねじり丼  ゆず天目 5.5寸 

¥2,400（17.6φ×9.2）

H-23-17
8-1179-29 陶 渦丼 粉引 5寸 

¥2,550（16.5φ×11）

H-23-18
8-1179-30 陶 渦丼 粉引 5.5寸 

¥3,150（18.4φ×11.3）

H-23-19
8-1179-31 陶しのぎ丼  天目 5寸 

¥2,050（15.5φ×9）

H-23-20
8-1179-32 陶しのぎ丼  天目 5.5寸 

¥2,400（17.8φ×9.5）

H-23-21
8-1179-33 陶 ひさご丼 飴斑点 5寸 

¥2,500（16φ×10）

H-23-22
8-1179-34 陶 ひさご丼 飴斑点 5.5寸 

¥3,150（17.8φ×11）

H-23-39
8-1179-35 陶 十角皿 赤志野 

¥1,900（23φ×3）

H-23-40
8-1179-36 陶 3寸皿 赤志野 

¥750（9.5φ×2.4）

H-23-41
8-1179-37 陶 砂目型レンゲ  赤志野 

¥1,050（17.8×4.5×3.9）

H-23-42
8-1179-38 陶 砂目型レンゲ  白玉粉引 

¥1,000（17.8×4.5×3.9）

H-23-43
8-1179-39 陶 十角皿 黒結晶

¥1,900（23φ×3）

H-23-44
8-1179-40 陶 3寸皿 黒結晶

¥750（9.5φ×2.4）

H-23-45
8-1179-41 陶 砂目型レンゲ 黒結晶

¥1,050（17.8×4.5×3.9）

H-36-52
8-1179-42 陶 砂目型レンゲ 天目

¥1,000（17.8×4.5×3.9）

ⓒ尾田栄一郎／集英社・
　フジテレビ・
　東映アニメーション

8-1180-2 H-72-89
  PET   汁椀 チョッパー海賊旗
¥640 （11.5φ×6.5） 梱72

8-1180-5 H-72-92
  PET   汁椀 PW（チョッパー）
¥640 （10.5φ×6.2） 梱72

8-1180-3 H-72-90
  PET   汁椀 エース海賊旗
¥640 （11.5φ×6.5） 梱72

8-1180-1 H-72-88
  PET   汁椀 ルフィ海賊旗
¥640 （11.5φ×6.5） 梱72

8-1180-4 H-72-91
  PET   汁椀 PW（ルフィ）
¥640 （10.5φ×6.2） 梱72

8-1180-8 H-72-95
  陶   モノクローム オートミール（エース）
¥650 （16.5φ×4.5） 梱36

8-1180-11 H-72-98
  陶   モノクローム 茶碗（エース）
¥610 （11φ×5.5） 梱100

8-1180-6 H-72-93
  陶   モノクローム オートミール（ルフィ）
¥650 （16.5φ×4.5） 梱36

8-1180-9 H-72-96
  陶   モノクローム 茶碗 （ルフィ）
¥610 （11φ×5.5） 梱100

8-1180-7 H-72-94
  陶   モノクローム オートミール（チョッパー）
¥650 （16.5φ×4.5） 梱36

8-1180-10 H-72-97
  陶   モノクローム 茶碗（チョッパー）
¥610 （11φ×5.5） 梱100

8-1180-14 H-73-2
  陶   茶碗 ルフィ 
¥540 （11φ×5.5） 梱72

8-1180-12 H-72-99
  陶   ケーキ皿 ルフィ 
¥530 （16φ） 梱100

8-1180-15 H-73-3
  陶   ラーメン丼 ルフィ 
¥850 （16φ×7） 梱36

8-1180-13 H-73-1
  陶   ミニカレー皿 ルフィ
¥630 （17φ×4.5） 梱48

8-1180-16 H-73-4
  陶   小鉢 ルフィ 
¥630 （17φ×4，5） 梱48

8-1180-17 H-73-5
  陶   マグ ルフィ 
¥690 （7.5φ×7） 梱72

8-1180-18 H-73-6
  陶   ケーキ皿 チョッパーRD
¥530 （16φ） 梱100

8-1180-19 H-73-7
  陶   ミニカレー皿 チョッパーRD
¥630 （17φ×4.5） 梱48

8-1180-20 H-73-8
  陶   茶碗 チョッパーRD 
¥540 （11φ×5.5） 梱72

8-1180-21 H-73-9
  陶   ラーメン丼 チョッパーRD 
¥850 （16φ×7） 梱36

8-1180-22 H-73-10
  陶   小鉢 チョッパーRD 
¥630 （17φ×4，5） 梱48

8-1180-23 H-73-11
  陶   マグ チョッパーRD 
¥690 （7.5φ×7） 梱72

8-1180-24 H-73-12
  陶   フルーツ チョッパー 
¥710 （15.5φ） 梱100

8-1180-25 H-73-13
  陶   カレー皿 チョッパー 
¥940 （19.5φ×4） 梱48

8-1180-26 H-73-14
  陶   茶碗 チョッパー 
¥730 （11φ×5.5） 梱100

8-1180-27 H-73-15
  陶   ミニラーメン丼 チョッパー 
¥950 （15.5φ×7） 梱36

8-1180-28 H-73-16
  陶   マグ チョッパー 
¥820 （6φ×8） 梱72

8-1180-29 H-73-17
  陶   レンゲ チョッパー 
¥420 （14） 梱200

8-1180-30 H-73-18
  陶   フルーツ ワンピース 
¥590 （15φ×4） 梱80

8-1180-31 H-73-19
  陶   カレー ワンピース 
¥860 （18×13×4） 梱48

8-1180-32 H-73-20
  陶   茶碗 ワンピース 
¥530 （10.5φ×4.5） 梱120

8-1180-33 H-73-21
  陶   ラーメン ワンピース 
¥860 （14.5φ×6） 梱48

8-1180-34 H-73-22
  陶   マグ ワンピース 
¥690 （7.5φ×6） 梱72

8-1180-35 H-73-23
  陶   レンゲ ワンピース 
¥360 （14） 梱200

8-1180-36 H-73-24
  陶   撥水マグ 海賊旗 黒
¥720 （8φ×7.5） 梱72

8-1180-37 H-73-25
  陶   撥水マグ 海賊旗 白
¥720 （8φ×7.5） 梱72

8-1180-38 H-73-26
  陶   撥水ジョッキマグ 海賊旗 黒
¥1,850 （8.6φ×15.5 450ml） 梱36

8-1180-39 H-73-27
  陶   撥水ジョッキマグ 海賊旗 茶
¥1,850 （8.6φ×15.5 450ml） 梱36

8-1180-40 H-73-28
  陶   寿司湯呑 海賊旗 （青）
¥880 （8φ×7.5） 梱24

8-1180-41 H-73-29
  陶   寿司湯呑 海賊旗 （茶）
¥880 （8φ×7.5） 梱24

8-1180-42 H-73-30
  陶   モノクローム マグ（ルフィ）
¥800 （8φ×9） 梱60

8-1180-43 H-73-31
  陶   モノクローム マグ（チョッパー）
¥800 （8φ×9） 梱60

8-1180-44 H-73-32
  陶   モノクローム マグ（ゾロ）
¥800 （8φ×9） 梱60

8-1180-45 H-73-33
  陶   モノクローム マグ（エース）
¥800 （8φ×9） 梱60

8-1180-46 H-73-34
  陶   プラキャップ PW（ルフィ） 
¥830 （9φ×8 フタ9φ） 梱60

8-1180-47 H-73-35
  陶   プラキャップ PW（チョッパー） 
¥830 （9φ×8 フタ9φ） 梱60

※この頁の紫色価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。
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