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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）

テ069-017 赤巻3.8小鉢  
φ11.7×5.6㎝（80入・磁） 980円
テ069-027 赤巻3.5小鉢  
φ10.6×5㎝（100入・磁） 820円

ロ069-037 内外アミ 波渕3.5小鉢  
9.2×9.2×5.5㎝（80入・陶） 490円
ロ069-047 内外アミ 波渕3.0小鉢  
7.2×7.2×5.3㎝（100入・陶） 340円

チ069-057 ヒスイ梅型小鉢 φ10.8×6.8㎝（100入・強）  820円
チ069-067 ヒスイ梅型小付 φ8.6×5.5㎝（120入・強）  670円
チ069-077 ヒスイ梅型小鉢（小） φ7.8×4.7㎝（160入・強）  560円

カ069-087 青磁梅型小鉢（中）  
φ8.5×5.4㎝（8入・強） 770円
カ069-097 青磁梅型小付  
7.7×4.5㎝（10入・強） 580円

ホ069-107 トチリ刷毛目3.5鉢  
10.2×6㎝（100入・磁） 630円
ホ069-117 トチリ刷毛目3.0鉢  
9×5.2㎝（120入・磁） 460円

ロ069-127 赤絵花ツナギ3.5小鉢  
10.4×6㎝（80入・磁） 710円
ロ069-137 赤絵花ツナギ3.0小鉢  
9×5.5㎝（100入・磁） 660円

ロ069-147 赤千鳥花型小鉢（中）  
10×6.2㎝（80入・磁） 690円
ロ069-157 赤千鳥花型小鉢（小）  
9×5.3㎝（100入・磁） 570円

イ069-167 黒結晶筆散し3.6小鉢  
φ11×5.2㎝（80入・陶） 630円
イ069-177 黒結晶筆散し3.2小鉢  
φ9.2×5.3㎝（100入・陶） 500円

ホ069-187 紫花形3.6小鉢  
11×5.6㎝（80入・陶） 600円
ホ069-197 紫花形3.3小鉢  
9.5×5㎝（120入・陶） 470円

イ069-207 油滴グリン掛3.6小鉢  
φ11×5.2㎝（80入・陶） 620円
イ069-217 油滴グリン掛3.2小鉢  
φ9.2×5.3㎝（120入・陶） 480円

ロ069-227 呉須梅割小鉢（大）  
φ10.8×6㎝（80入・磁） 660円
ロ069-237 呉須梅割小鉢（小）  
φ9.2×5.3㎝（100入・磁） 530円

ロ069-247 赤梅割小鉢（大）  
φ11×6㎝（80入・磁） 660円
ロ069-257 赤梅割小鉢（小）  
φ9.2×5.3㎝（100入・磁） 530円

ロ069-267 ブルー花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 630円
ロ069-277 ブルー花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 480円

ロ069-287 ピンク花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 630円
ロ069-297 ピンク花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 480円

ロ069-307 イエロー花型小鉢（大）  
φ10.6×6.1㎝（80入・磁） 630円
ロ069-317 イエロー花型小鉢（小）  
φ9.1×5.5㎝（100入・磁） 480円

ロ069-327 ブルー桔梗型小鉢（大）  
φ10.5×5.8㎝（80入・磁） 450円
ロ069-337 ブルー桔梗型小鉢（小）  
φ9×4.6㎝（100入・磁） 360円

ロ069-347 イエロー桔梗型小鉢（大）  
φ10.5×5.4㎝（80入・磁） 450円
ロ069-357 イエロー桔梗型小鉢（小）  
φ9×4.6㎝（100入・磁） 360円

ホ069-367 菊花紋4.0浅鉢  
φ13.8×3.7㎝（100入・磁） 340円
ホ069-377 菊花紋3.0浅鉢  
φ9.9×2.8㎝（180入・磁） 270円

ロ069-387 タゝ キ四葉3.5小鉢  
9.8×9.8×6.5㎝（80入・磁） 1,130円
ロ069-397 タゝ キ四葉3.3小鉢  
8.8×8.8×5.6㎝（100入・磁） 900円

テ069-407 赤絵紋3.8梅形小鉢 φ11.7×6.2㎝（80入・磁）  550円
テ069-417 赤絵紋3.5梅形小鉢 φ10.5×5.6㎝（100入・磁）  480円
テ069-427 赤絵紋3.0小鉢 φ9.3×4.3㎝（120入・磁）  380円

ヤ069-437 かぶら 3.8小鉢 φ12×5.5㎝（120入・磁）（美濃焼）  510円
ヤ069-447 かぶら 3.5小鉢 φ10.7×5㎝（150入・磁）（美濃焼）  430円
ヤ069-457 かぷら 3.0小付 φ9.4×4.5㎝（180入・磁）（美濃焼）  360円

イ069-467 うのふ十草3.8小鉢 φ12×5.5㎝（80入・磁）  540円
イ069-477 うのふ十草3.5小鉢 φ10.7×5㎝（100入・磁）  450円
イ069-487 うのふ十草3.0小鉢 φ9.3×4.5㎝（150入・磁）  370円

ヤ069-497 青磁十草3.8小鉢 φ12×5.6㎝（120入・磁）  510円
ヤ069-507 青磁十草3.5小鉢 φ10.8×5㎝（150入・磁）  430円
ヤ069-517 青磁十草3.0小鉢 φ9.4×4.5㎝（180入・磁）  360円

オ069-527 唐津十草3.8小鉢 φ12×5.7㎝（80入・磁）  540円
オ069-537 唐津十草3.5小鉢 φ10.8×5.5㎝（100入・磁）  430円
オ069-547 唐津十草3.0小鉢 φ9.5×4.5㎝（150入・磁）  360円

ヤ069-557 茶ライン3.8小鉢 φ11.8×5.5㎝（120入・磁）  500円
ヤ069-567 茶ライン3.5小鉢 φ10.7×5㎝（150入・磁）  400円
ヤ069-577 茶ライン3.0小付 φ9.4×4.5㎝（180入・磁）  340円

オ069-587 粉引グレー刷毛目3.8小鉢 φ11.7×5.5㎝（80入・磁）  500円
オ069-597 粉引グレー刷毛目3.5小鉢 φ10.6×5㎝（100入・磁）  430円
オ069-607 粉引グレー刷毛目3.0小鉢 φ9×4.3㎝（150入・磁）  360円

ア069-617 ピンク吹11㎝小鉢  
φ10.8×5.2㎝（100入・磁） 450円
ア069-627 ピンク吹9㎝小鉢  
φ9.5×4.5㎝（120入・磁） 400円

ヤ069-637 白吹天目 石垣ボウル 中  
φ11×5.2㎝（60入・磁）（美濃焼） 450円
ヤ069-647 白吹天目 石垣ボウル 小  
φ9.5×4.5㎝（100入・磁）（美濃焼） 400円

キ069-657 灰マット3.5小鉢  
φ10.7×5.2㎝（120入・磁） 430円
キ069-667 灰マット3.0小鉢  
φ9.5×4.5㎝（160入・磁） 330円

キ069-677 いぶし黒3.5小鉢  
φ10.7×5.2㎝（120入・磁） 430円
キ069-687 いぶし黒3.0小鉢  
φ9.5×4.5㎝（160入・磁） 330円


