
陶 ひさご鉢 黄 限定品

¥400（11×11.1×3.5）梱100

8-735-1 1-336-1
陶 ひさご鉢 青磁 限定品

¥400（11×11.1×3.5）梱100

8-735-2 1-336-2
陶 ひさご鉢 ヒワグリーン 
¥400（11×11.1×3.5）梱100

8-735-3 1-336-3
陶 ひさご鉢 ルリ 限定品

¥400（11×11.1×3.5）梱100

8-735-4 1-336-4
陶 3.8寸菊型鉢 
ヒワグリーン 限定品

¥400（11φ×3.9）梱100

8-735-5 1-336-7
陶 3.8寸菊型鉢 ルリ 限定品

¥400（11φ×3.9）梱100

8-735-6 1-336-8

陶 3.8寸桔梗鉢 黄 限定品

¥400（11φ×3.8）梱100

8-735-7 1-336-9
陶 3.8寸桔梗鉢 
ヒワグリーン 限定品

¥400（11φ×3.8）梱100

8-735-8 1-336-11
陶タレ付角鉢 黄 限定品

¥400（11.4×11.4×3.5）梱100

8-735-9 1-336-13
陶タレ付角鉢 
ヒワグリーン 限定品

¥400（11.4×11.4×3.5）梱100

8-735-10 1-336-15
陶タレ付角鉢 ルリ 限定品

¥400（11.4×11.4×3.5）梱100

8-735-11 1-336-16

陶 葉型深鉢 ブルー 限定品

¥470（10.6×10.9×5）梱100

8-735-19 C-1-56
陶 小鉢 ブルー 限定品

¥470（11.5×10.4×4.6）梱100

8-735-20 C-1-55
陶 葉鉢 グリーン 限定品

¥470（11.2×11.5×3）梱100

8-735-21 C-1-57

陶 桜型鉢 黄 限定品

¥450（11.2×11.2×3.3）

8-735-12 C-3-10

陶 桜型鉢 ピンク 限定品

¥450（11.2×11.2×3.3）

8-735-13 C-3-11
陶 桜型鉢 青磁 限定品

¥450（11.2×11.2×3.3）

8-735-14 C-3-12
陶 桜型鉢 柿釉 限定品

¥450（11.2×11.2×3.3）

8-735-15 C-3-13
陶 3.5寸菊型鉢 柿釉 限定品

¥400（10.6φ×3.5）

8-735-16 C-3-15
陶 扇型タレ付鉢 松 限定品

¥550（15×13.2×3.6）

8-735-17 C-3-16
陶 隅切角鉢 赤絵 限定品

¥500（11.2×11.2×2.7）

8-735-18 C-3-17

陶 隅切角鉢 鉄仙
有田焼 強化

¥1,750（11.3×11.3×4.1）梱60

8-735-26 J-5-61
陶 隅切角鉢 つたの葉
有田焼 強化

¥1,750（11.3×11.3×4.1）梱60

8-735-27 J-5-76
陶 隅切角鉢 くだもの
有田焼 強化

¥1,750（11.3×11.3×4.1）梱60

8-735-28 J-5-91

竹角すだれ 限定品

¥400（11×11）梱300

8-735-22 1-335-15
AL 八角鉢 シルバー 限定品

¥1,400（10.8×10.2×3.2）梱100

8-735-23 1-336-24
ガラス 丸小鉢（ハンドメイド） 
¥1,200（11.3φ×3.4）梱60

8-735-24 1-336-21

ガラス角小鉢（ハンドメイド） 
¥1,200（11×11×3.1）梱60

8-735-25 1-336-22

陶角鉢 赤絵 
¥1,700（11.5×11.5×3.7）梱80

8-736-6 1-330-1
陶 丸鉢 赤絵 
¥1,650（11.4φ×3.2）梱80

8-736-2 1-332-1
陶 丸鉢 吹墨 
¥1,550（10.8φ×3.5）梱80

8-736-3 1-332-3
陶 丸鉢 春秋 九谷焼

¥1,900（11.5φ×4.3）梱80

8-736-4 1-332-7
陶 3.8寸菊型鉢 トルコ 
¥1,350（11.3φ×3.4）梱80

8-736-1 1-332-10
陶 丸鉢 春秋
¥1,750（10.8φ×3.5）梱80

8-736-5 1-332-4

陶 隅切角鉢 赤絵花鳥 
強化
¥2,000（11.4×11.4×3.7）梱80

8-736-7 1-330-9
陶 木甲皿 春秋 強化

¥2,000（11.2×11.2×1.8）梱100

8-736-14 1-333-7陶 白釉赤絵L鉢･千代久付セット 
¥2,350（11.1×11.1×3.2）梱80

8-736-10 1-331-4

陶 千代久のみ
 ¥600（4.5φ×3.2）梱200

8-736-11 1-331-4A

陶 扇型タレ付鉢 春秋 
九谷焼

¥2,350（13.2×11.2×3.9）梱80

8-736-9 1-331-12
陶ゴス一珍仕切付鉢 
¥1,600（11×11×3.5）梱80

8-736-8 1-331-8 陶 赤絵菊L鉢･千代久付セット 
¥2,750（11.2×11.2×3.3）梱80

8-736-12 1-331-3

陶 千代久のみ 
 ¥800（4.7φ×3.3）梱200

8-736-13 1-331-3A

陶角折皿 吹墨 強化

¥1,200（11.4×11.4×3.5）梱80

8-736-17 1-333-10
陶 竹彫角皿 青磁 
¥1,000（11.2×11.2×1.2）梱100

8-736-16 1-333-1
陶角皿 連山 九谷焼

¥2,000（11×11×1.1）梱100

8-736-18 1-333-3
陶 ひさご鉢 吹墨 
¥1,400（13×8.9×3.2）梱80

8-736-20 1-331-20
陶 ひょうたん鉢 イラボ 強化

¥1,350（11.4×11.3×3.4）梱80

8-736-19 1-330-15
陶 四方上がり皿 
グリーン吹渕金
¥2,250（11×11×2.3）梱100

8-736-15 1-333-5

陶 舟型 笹 
¥2,050（22.8×11×4.4）梱50

8-736-34 1-335-5
陶 隅切青磁長皿 
¥1,750（22.5×11.1×1.5）梱50

8-736-35 1-335-6
陶 菊型長角皿 ヒワ 
¥2,300（22.5×10.9×2.1）梱50

8-736-36 1-335-2

陶 貝型鉢
¥1,800（14.1×11.3×3.8）梱80

8-736-21 1-330-13
陶 梅型平鉢 黄
¥1,150（11.5φ×2.7）梱80

8-736-22 C-5-21

陶 一方上がり皿 
ラスターピンク 一珍
¥1,950（11.4×11.4×3.5）梱80

8-736-28 C-5-27
陶角中皿 ボンボンフラワー
¥1,850（11.4×11.4×1）梱80

8-736-27 C-5-26

陶 両上がり角皿 黄釉
¥1,700（11.4×11.4×2.9）梱80

8-736-33 C-5-32

陶 梅型平鉢 ピンク
¥1,150（11.5φ×2.7）梱80

8-736-23 C-5-22

陶 一方上がり皿 
ラスターブルー 一珍
¥1,950（11.4×11.4×3.5）梱80

8-736-29 C-5-28

陶 梅型平鉢 トルコ
¥1,150（11.5φ×2.7）梱80

8-736-24 C-5-23

陶 平鉢 染付ライン
¥1,550（11.4φ×4）梱80

8-736-30 C-5-29

陶 桜鉢 ピンクぼかし天金
¥2,150（11.5φ×4.5）梱80

8-736-25 C-5-24

陶 丸鉢 紙風船
¥2,450（11φ×3.5）梱80

8-736-31 C-5-30

陶角中皿 信楽黒巻
¥1,850（11.4×11.4×1）梱80

8-736-26 C-5-25

陶 波鉢 深海青磁双魚
¥1,600（11.6φ×4）梱80

8-736-32 C-5-31

陶角皿 赤点字
¥1,600（11.3×11.1×1.8）梱80

8-735-34 C-6-3
陶角鉢 赤点字
¥1,700（11.5×11.5×3.7）梱80

8-735-35 C-6-4
陶正角銘々皿 黄
¥1,000（11×11×1.7）梱80

8-735-36 C-6-5

陶風車千代久付鉢 白
¥1,550（11×11×3.4）梱80

8-735-29 C-5-97
陶風車千代久付鉢 ルリ
¥1,550（11×11×3.4）梱80

8-735-30 C-5-98

陶四足丸鉢 白
¥1,550（10.5×10.5×2.8）梱80

8-735-31 C-5-99
陶四足丸鉢 赤
¥1,550（10.5×10.5×2.8）梱80

8-735-32 C-6-1
陶菊型四品皿 青磁
¥1,450（11.2×11.2×2.7）梱80

8-735-33 C-6-2

限定品

限定品 	海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。	※この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。
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