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渦潮皿・寿盛器

	 	 A 渦潮皿 ヒワグリーン
 M-18-18 7寸	 ¥2,100 （21φ×3.6） 梱60
 M-18-19 8寸	 ¥2,800 （24.2φ×3.8） 梱40
 M-18-20 9寸	 ¥3,950 （27.2φ×3.9） 梱40
 M-18-21 尺1寸	 ¥5,400 （33.3φ×4.4） 梱20
 M-18-22 尺3寸	 ¥7,300 （39.4φ×5） 梱20
 M-18-23 尺5寸	 ¥9,900 （45.5φ×5.5） 梱10

8-466-1

  A 渦潮皿 黒油滴
 M-18-24 7寸	 ¥2,350 （21φ×3.6） 梱60
 M-18-25 8寸	 ¥2,950 （24.2φ×3.8） 梱40
 M-18-26 9寸	 ¥4,000 （27.2φ×3.9） 梱40
 M-18-27 尺1寸	 ¥5,600 （33.3φ×4.4） 梱20
 M-18-28 尺3寸	 ¥7,000 （39.4φ×5） 梱20
 M-18-29 尺5寸	¥10,000 （45.5φ×5.5） 梱10

8-466-2

8-466-3 A 寿盛器 朱天黒   
 M-11-39 　8寸 ¥1,950 （24φ×5.5）	 梱40
	M-11-40 尺0寸	 ¥3,050	（29.3φ×5.5）	梱30
	M-11-41 尺1寸	 ¥3,350	（32.7φ×6）	 梱20
	M-11-42 尺2寸	 ¥3,850	（35.8φ×6.3）	梱20
	M-11-43 尺3寸	 ¥4,450	（38.6φ×6.5）	梱20
	M-11-44 尺4寸	 ¥4,950	（41.6φ×6.6）	梱10
	M-11-45 尺6寸	 ¥7,150	（49φ×7）	 梱10

8-466-4 A 寿盛器 織部   
 M-11-46 　8寸 ¥2,800 （24φ×5.5）	 梱40
	M-11-47 尺0寸	 ¥3,800	（29.3φ×5.5）	梱30
	M-11-48 尺1寸	 ¥4,400	（32.7φ×6）	 梱20
	M-11-49 尺2寸	 ¥5,100	（35.8φ×6.3）	梱20
	M-11-50 尺3寸	 ¥5,750	（38.6φ×6.5）	梱20
	M-11-51 尺4寸	 ¥7,150	（41.6φ×6.6）	梱10
	M-11-52 尺6寸	 ¥9,250	（49φ×7）	 梱10
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漆陶　錦盛皿［陶器調塗物シリーズ］

7-465-1 錦盛皿 茶天目  
 M-11-9 TA 6寸 ¥1,700 （17.7φ×3.3）�梱80
 M-11-10 A 7寸 ¥1,850�（20.8φ×3.4）�梱60
 M-11-11 A 8寸	 ¥2,500�（24φ×3.5）� 梱40
 M-11-12 A 9寸	 ¥3,250�（27φ×3.8）� 梱40
 M-11-13 A 尺0寸	 ¥3,650�（29.7φ×4.2）�梱30
 M-11-14 A 尺1寸	 ¥4,400�（33.4φ×4.4）�梱20
 M-11-15 A 尺2寸	 ¥5,250�（36φ×4.9）� 梱20
 M-11-16 A 尺3寸	 ¥6,100�（39.3φ×4.7）�梱20
 M-11-17 A 尺4寸	 ¥8,050�（42.3φ×4.8）�梱10
 M-11-18 A 尺5寸	 ¥8,400�（45.3φ×4.8）�梱10

7-465-2 錦盛皿 黒内色紙金箔 S･H塗   
 M-11-19 TA 6寸 ¥2,300 （17.7φ×3.3）� 梱80
 M-11-20 A 7寸 ¥2,550�（20.8φ×3.4）� 梱60
 M-11-21 A 8寸	 ¥3,200�（24φ×3.5）� 梱40

 M-11-22 A 9寸	 ¥3,950�（27φ×3.8）� 梱40

 M-11-23 A 尺0寸	 ¥4,550�（29.7φ×4.2）� 梱30
 M-11-24 A 尺1寸	 ¥5,200�（33.4φ×4.4）� 梱20
 M-11-25 A 尺2寸	 ¥5,750�（36φ×4.9）� 梱20

 M-11-26 A 尺3寸	 ¥6,700�（39.3φ×4.7）� 梱20
 M-11-27 A 尺4寸	 ¥7,850�（42.3φ×4.8）� 梱10
 M-11-28 A 尺5寸	 ¥8,400�（45.3φ×4.8）� 梱10

7-465-3 錦盛皿 銀メタ  
 M-11-29 TA 6寸 ¥2,400 （17.7φ×3.3）� 梱80
 M-11-30 A 7寸 ¥3,000�（20.8φ×3.4）� 梱60
 M-11-31 A 8寸	 ¥3,700�（24φ×3.5）� 梱40

 M-11-32 A 9寸	 ¥4,250�（27φ×3.8）� 梱40

 M-11-33 A 尺0寸	 ¥4,850�（29.7φ×4.2）� 梱30
 M-11-34 A 尺1寸	 ¥5,900�（33.4φ×4.4）� 梱20
 M-11-35 A 尺2寸	 ¥6,850�（36φ×4.9）� 梱20

 M-11-36 A 尺3寸	 ¥8,100�（39.3φ×4.7）� 梱20
 M-11-37 A 尺4寸	 ¥9,750�（42.3φ×4.8）� 梱10
 M-11-38 A 尺5寸	 ¥11,400�（45.3φ×4.8）� 梱10

洗浄機使用
OK!

TA マークは

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

バイキング用スタンド

M-8-69

M-8-70

7-465-4 木 六角台 黒塗  
（大） ¥6,600 
（30×26×15）� 梱10
（中） ¥6,000 
（20×16×15）� 梱10

7-465-5
 M-8-71   尺4寸用 ¥5,100 （36×36×10）� 梱10

 M-8-72   尺3寸用 ¥5,000 （30×30×10）� 梱10

 M-8-73   尺2寸用 ¥4,600 （24×24×10）� 梱10

木 十字脚 黒塗  

（大）は尺3寸、尺4寸用�
（中）は尺2寸用
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