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刺身鉢・
千代口

向　付

中　鉢

小　鉢

小　付

珍　味

松花堂

蓋　向

円菓子碗

むし碗

天皿・
とんすい

小鉢（組） Multi-Size Bowl Multi-Size Bowl  小鉢（組）

ト067-017 赤柚子 小鉢 大  
φ12.5×6.5㎝（50入・磁） 1,350円
ト067-027 赤柚子 小鉢 小  
φ10.5×5.5㎝（80入・磁） 960円

ロ067-037 白油滴半掛たわみ大鉢 16.6×13.4×5.7㎝（80入・陶）  1,940円
ロ067-047 白油滴半掛たわみ中鉢 12.6×10×5.8㎝（100入・磁）  1,290円
ロ067-057 白油滴半掛たわみ小鉢 10.7×8×4㎝（120入・磁）  860円

オ067-067 呉須草花5.0中鉢 15×4.2㎝（60入・磁）  1,500円
オ067-077 呉須草花4.0小鉢 12×4.5㎝（80入・磁）  1,000円
オ067-087 呉須草花3.6小鉢 10.1×3.8㎝（120入・磁）  850円
オ067-097 呉須草花変形千代久 8.3×3.2㎝（200入・磁）  760円

オ067-107 トロロ鉢（大） φ15.8×15×9.6㎝（40入・陶）  1,680円
オ067-117 トロロ鉢（中） φ13×12.4×8㎝（60入・陶）  1,380円
オ067-127 トロロ鉢（小） φ11×10.5×7.7㎝（100入・陶）  1,200円

ホ067-137 ぶどう4.0鉢  
14×12×5㎝（70入・陶） 980円
ホ067-147 ぶどう3.0鉢  
9.5×8.5×4.5㎝（120入・陶） 500円

イ067-157 匠織部たまご型5.0鉢  
17.2×14.2×6㎝（40入・磁） 1,320円
イ067-167 匠織部たまご型4.0鉢  
14.3×12×6㎝（60入・磁） 900円

ヤ067-177 飴斑点たこ壷（大） φ10.5×11.3㎝（40入・磁）  1,400円
ヤ067-187 飴斑点たこ壷（中） φ7.7×8㎝（60入・磁）  950円
ヤ067-197 飴斑点たこ壷（小） φ5.7×6㎝（80入・磁）  600円

ト067-207 雪華 深鉢（大） φ13.2×6.8㎝（60入・磁）  1,050円
ト067-217 雪華 深鉢（中） φ11.6×5.6㎝（80入・磁）  800円
ト067-227 雪華 深鉢（小） φ10×4.4㎝（80入・磁）  580円

オ067-237 三色塗分渕波5.0鉢 φ14.8×5.4㎝（60入・磁）  1,150円
オ067-247 三色塗分渕波4.0鉢 φ12.3×4.4㎝（80入・磁）  870円
オ067-257 三色塗分渕波3.0鉢 φ9.6×3.7㎝（100入・磁）  600円

ト067-267 金砂 萌 中鉢  
18.5×16.2×6.2㎝（60入・磁） 1,250円
ト067-277 金砂 萌 小鉢  
14×12.5×4.8㎝（80入・磁） 760円

ハ067-287 朱天目小鉢  
φ11×7.3㎝（80入・磁） 1,080円
ハ067-297 朱天目デザート碗  
φ9.3×6.8㎝（100入・磁） 950円

ト067-307 晩翠 深鉢（大） φ13.2×6.8㎝（60入・磁）  1,050円
ト067-317 晩翠 深鉢（中） φ11.6×5.6㎝（80入・磁）  800円
ト067-327 晩翠 深鉢（小） φ10×4.4㎝（80入・磁）  580円

ロ067-337 よもぎ4.0小鉢  
φ12×5.8㎝（80入・磁） 1,050円
ロ067-347 よもぎ3.5小鉢  
φ10.8×5.5㎝（80入・磁） 950円

イ067-357 匠織部手作り風4.5鉢  
φ13×7.2㎝（40入・磁） 1,050円
イ067-367 匠織部手作り風4.0鉢  
φ11.4×6.6㎝（50入・磁） 800円

ハ067-377 若葉4.2小鉢  
φ12.7×6.7㎝（100入・磁） 850円
ハ067-387 若葉3.2小鉢  
φ10.2×6.5㎝（120入・磁） 550円

オ067-397 粉引刷毛目楕円小鉢  
15.7×11.6×4.5㎝（60入・磁） 1,000円
オ067-407 粉引刷毛目楕円小付  
10×7.7×3.5㎝（100入・磁） 620円

ヤ067-417 白刷毛天目三ツ足大鉢 φ17×5㎝（60入・磁）  800円
ヤ067-427 白刷毛天目三ツ足中鉢 φ14.5×4.5㎝（80入・磁）  600円
ヤ067-437 白刷毛天目三ツ足ミニ鉢 φ10×4㎝（120入・磁）  450円

ミ067-447 青磁貫入舟形長鉢  
19.7×9.2×5.2㎝（60入・磁） 800円
ミ067-457 青磁貫入舟形千代口  
13.2×7.5×3.6㎝（120入・磁） 420円

カ067-467 青白磁4.0丼  
φ12×7.8㎝（60入・磁） 1,050円
カ067-477 青白磁3.3丼  
φ9.8×6.4㎝（80入・磁） 720円

カ067-487 雫石4.2ボール  
φ13×5.5㎝（60入・磁） 880円
カ067-497 雫石3.3ボール  
φ10.6×5.2㎝（80入・磁） 760円

ヤ067-507 南蛮白刷毛多用鉢（中）  
φ12.5×5.5㎝（120入・磁） 830円
ヤ067-517 南蛮白刷毛多用鉢（小）  
φ10.5×4.5㎝（160入・磁） 700円

ヤ067-527 黒備前金茶吹三ツ足大鉢 16.5×5.5㎝（60入・磁）  880円
ヤ067-537 黒備前金茶吹三ツ足中鉢 14.5×4.5㎝（80入・磁）  680円
ヤ067-547 黒備前金茶吹三ツ足小鉢 12×4㎝（120入・磁）  550円
ヤ067-557 黒備前金茶吹三ツ足ミニ鉢 9.8×3.8㎝（150入・磁）  500円

ミ067-567 そよ風50ケズリ鉢 15×15×6㎝（60入・磁）  700円
ミ067-577 そよ風45ケズリ鉢 13×13×5㎝（80入・磁）  500円
ミ067-587 そよ風36ケズリ鉢 11×11×5㎝（120入・磁）  400円

ヤ067-597 うず5.0楕円鉢 16.2×15.6×7.1㎝（40入・磁）  680円
ヤ067-607 うず4.0楕円鉢 13.5×13×6㎝（60入・磁）  450円
ヤ067-617 うず3.5楕円鉢 10.8×10.6×5.1㎝（80入・磁）  380円

カ067-627 黒備前吹三ツ山三ツ足4.0中鉢  
13.7×5.5㎝（60入・磁） 600円
カ067-637 黒備前吹三ツ山三ツ足小鉢  
φ10.2×4.8㎝（80入・磁） 460円

イ067-647 黒釉かすり5.0鉢  
φ17×4.1㎝（60入・磁） 550円
イ067-657 黒釉かすり4.5鉢  
φ14×4㎝（100入・磁） 480円

ヤ067-667 青磁赤絵花紋4.0浅丼  
φ14×4㎝（120入・磁） 490円
ヤ067-677 青磁赤絵花紋3.3浅丼  
φ11.5×3.5㎝（200入・磁） 450円

ヤ067-687 織部砂茶三つ足大鉢 φ17×5㎝（80入・磁）  700円
ヤ067-697 織部砂茶三つ足中鉢 φ14.6×4㎝（120入・磁）  480円
ヤ067-707 織部砂茶三つ足ミニ小鉢 φ10×4㎝（150入・磁）  360円

ホ067-717 櫛目紋4.0小鉢  
φ13×4.5㎝（80入・磁） 400円

ネ067-727 明世黒4.5浅鉢  
φ14.3×3.7㎝（150入・磁） 350円
ネ067-737 明世黒3.3浅鉢  
φ11.3×3㎝（200入・磁） 300円


