
割
烹
の
う
つ
わ

69
割
烹
の
う
つ
わ

68

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）

ヤ068-017 青磁輪花3.6小鉢 φ11×5.5㎝（120入・磁）  1,250円
ヤ068-027 青磁輪花3.2小鉢 φ9.5×4.7㎝（150入・磁）  950円
ヤ068-037 青磁輪花珍味 φ7.5×3.9㎝（200入・磁）  780円

ホ068-047 ピンク吹十角小鉢（大） 10.5×6㎝（80入・強）  1,150円
ホ068-057 ピンク吹十角小鉢（小） 8.5×5㎝（100入・強）  820円
ホ068-067 ピンク吹十角珍味 φ5.7×3.5㎝（140入・強）  550円

ミ068-077 藍彩桔梗型小鉢（大） φ10.3×5.8㎝（120入・強）  1,080円
ミ068-087 藍彩桔梗型小鉢（小） φ8.3×5㎝（150入・強）  780円
ミ068-097 藍彩桔梗型珍味 φ5.7×3.5㎝（200入・強）  520円

ア068-107 ルリ桔梗型3.3小鉢  
φ10.5×5.5㎝（80入・強） 830円
ア068-117 ルリ桔梗型3.0小鉢  
φ8.5×5㎝（100入・強） 550円

ホ068-127 黄十角小鉢（大） φ10.5×6㎝（80入・強）  830円
ホ068-137 黄十角小鉢（小） φ8.5×5㎝（100入・強）  550円
ホ068-147 黄十角珍味 φ5.7×3.5㎝（140入・強）  410円

イ068-157 京十草5.0浅鉢 φ16.8×4㎝（60入・磁）  340円
イ068-167 京十草4.0浅鉢 φ14×3.5㎝（100入・磁）  290円
イ068-177 京十草3.3浅鉢 φ11×3.3㎝（150入・磁）  230円

ア068-187 深海三ツ足3.6小鉢  
φ10×4.8㎝（100入・磁） 1,300円
ア068-197 深海三ツ足小付  
φ8.2×4.5㎝（120入・磁） 950円

ロ068-207 銅彩 花小鉢（大）  
φ11×5.8㎝（80入・磁） 1,220円
ロ068-217 銅彩 花小鉢（小）  
φ8.5×5.6㎝（100入・磁） 880円

ロ068-227 黄春八角小鉢（大）  
10×5.5㎝（60入・強） 1,030円
ロ068-237 黄春八角小鉢（小）  
8.5×4.5㎝（80入・強） 690円

ホ068-247 焼しめ十角小鉢（大） φ10.5×6㎝（80入・強）  830円
ホ068-257 焼しめ十角小鉢（小） φ8.5×5㎝（100入・強）  550円
ホ068-267 焼しめ十角珍味 φ5.7×3.5㎝（140入・強）  410円

オ068-277 トルコ木目4.0小鉢  
11.5×12.5×5.5㎝（80入・磁） 950円
オ068-287 トルコ木目3.3小鉢  
9×8.7×5㎝（120入・磁） 700円

ロ068-297 新緑4.0ボール φ12×4.2㎝（80入・陶）  1,030円
ロ068-307 新緑3.5ボール φ10.8×4.2㎝（100入・陶）  950円
ロ068-317 新緑3.0ボール φ8.7×3㎝（120入・陶）  600円

ア068-327 深海三角三ツ足小鉢（大）  
φ13.3×5.8㎝（60入・磁） 880円
ア068-337 深海三角三ツ足小鉢（小）  
φ10.8×4㎝（100入・磁） 600円

タ068-347 藍4.0ボール φ11.5×4.5㎝（60入・磁）  800円
タ068-357 藍3.3ボール φ9×3.8㎝（100入・磁）  550円
タ068-367 藍千代口 φ8.3×3.5㎝（120入・磁）  480円

ト068-377 黄瀬戸角小鉢（大） 12×12×5.5㎝（80入・磁）  800円
ト068-387 黄瀬戸角小鉢（中） 10.5×10.5×4.5㎝（100入・磁）  650円
ト068-397 黄瀬戸角小鉢（小） 9×9×4㎝（120入・磁）  480円

カ068-407 織部すすき小鉢（大）  
φ11.3×5.7㎝（60入・磁） 930円
カ068-417 織部すすき小鉢（小）  
9.8×4.8㎝（80入・磁） 820円

ヤ068-427 清流石目小鉢（大）  
11×5.5㎝（80入・磁） 750円
ヤ068-437 清流石目小鉢（小）  
9.8×4.8㎝（120入・磁） 650円

ツ068-447 ヒワ貫入タタラ小鉢（大）  
φ11×6㎝（80入・陶） 630円
ツ068-457 ヒワ貫入タタラ小鉢（小）  
φ9.8×5㎝（80入・陶） 580円

オ068-467 吹ズミ四っ山小鉢（大）  
φ10.4×5.7㎝（80入・磁） 870円
オ068-477 吹ズミ四っ山小鉢（小）  
φ9.2×5.1㎝（100入・磁） 750円

オ068-487 ブルー四っ山小鉢（大）  
φ10.4×5.7㎝（80入・磁） 750円
オ068-497 ブルー四っ山小鉢（小）  
φ9.2×5.1㎝（100入・磁） 650円

タ068-507 うす紅桜ひとはな小鉢  
11.7×4.5㎝（100入・磁） 830円
タ068-517 うす紅桜ひとはな小付  
8.8×3.3㎝（160入・磁） 520円

テ068-527 桜錦花型小鉢  
φ10.3×5.3㎝（80入・陶） 750円
テ068-537 桜錦花型小付  
8.5×4.2㎝（100入・陶） 530円

ア068-547 乳白流片口3.6小鉢  
10.6×10.3×5.5㎝（80入・磁） 720円
ア068-557 乳白流片口珍味  
9.2×8.8×4.6㎝（100入・磁） 550円

カ068-567 粉引釉スタック小鉢大  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 500円
カ068-577 粉引釉スタック小鉢小  
φ8.1×3.2㎝（120入・磁） 450円

カ068-587 黒釉スタック小鉢大  
φ8.8×4㎝（100入・磁） 500円
カ068-597 黒釉スタック小鉢小  
φ8.1×3.2㎝（120入・磁） 450円

ア068-607 ドット11㎝ボール  
φ11×6.2㎝（80入・磁） 720円
ア068-617 ドット9.5㎝ボール  
φ9.5×5.4㎝（100入・磁） 660円

イ068-627 萩粉引四角小鉢 中  
10×10×5.5㎝（120入・磁） 540円
イ068-637 萩粉引四角小鉢 小  
8.5×8.5×4.8㎝（150入・磁） 440円

イ068-647 古信楽オリベ吹四角小鉢 中  
10×10×5.5㎝（120入・磁） 540円
イ068-657 古信楽オリベ吹四角小鉢 小  
8.5×8.5×4.8㎝（150入・磁） 440円

ハ068-667 雪粉引楕円4.0鉢  
13.5×13×6.5㎝（60入・磁） 480円
ハ068-677 雪粉引楕円3.5鉢  
11×10.5×5.2㎝（100入・磁） 380円

ホ068-687 網目3.9小鉢  
φ12×3.9㎝（80入・磁） 470円
ホ068-697 網目2.8小付  
φ9.2×3.4㎝（120入・磁） 440円


