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楕円皿

和皿（組） Multi-Size Plate Multi-Size Plate 和皿（組）

ロ221-017 紅結晶7.0丸皿  
φ21.8×3.2㎝（40入・磁） 1,400円
ロ221-027 紅結晶5.0丸皿  
φ16×2.5㎝（80入・磁） 880円
ロ221-037 紅結晶4.0丸皿  
φ12.8×2.5㎝（100入・磁） 700円

キ221-047 赤絵唐草7.5皿 φ24×3.5㎝（40入・磁）  1,450円
キ221-057 赤絵唐草6.0皿 φ19×3㎝（60入・磁）  1,100円
キ221-067 赤絵唐草5.0皿 φ16.5×2.5㎝（100入・磁）  770円
キ221-077 赤絵唐草3.5皿 φ12×2㎝（200入・磁）  660円

オ221-087 罫書紅梅6.0皿  
φ19.2×3㎝（50入・陶） 1,450円
オ221-097 罫書紅梅5.0皿  
φ16.3×2.7㎝（80入・陶） 1,050円
オ221-107 罫書紅梅4.0皿  
φ13×2.5㎝（140入・陶） 800円

ユ221-117 赤柚子黒結晶 三ッ足皿（大）  
φ17×4.7㎝（30入・磁） 2,200円
ユ221-127 赤柚子黒結晶 三ッ足皿（中）  
φ14×3.5㎝（50入・磁） 1,700円
ユ221-137 赤柚子黒結晶 三ッ足皿（小）  
φ13×2.6㎝（80入・磁） 1,200円

キ221-147 染付彩華7.0皿  
φ22×3.5㎝（40入・磁） 1,100円
キ221-157 染付彩華5.0皿  
φ16.5×3.5㎝（100入・磁） 660円
キ221-167 染付彩華3.5皿  
φ12.5×2.5㎝（200入・磁） 450円

キ221-177 藍彩四角7.5皿  
21×21×4㎝（40入・磁） 1,100円
キ221-187 藍彩四角5.0皿  
15.2×15.2×3.2㎝（100入・磁） 660円
キ221-197 藍彩四角3.5皿  
11.7×11.7×2.5㎝（150入・磁） 450円

ヤ221-207 伊賀織部流吹き6.0皿 20.4㎝（60入・磁）  1,100円
ヤ221-217 伊賀織部流吹き5.0皿 16.7㎝（100入・磁）  800円
ヤ221-227 伊賀織部流吹き4.0皿 13.2㎝（150入・磁）  700円
ヤ221-237 伊賀織部流吹き3.5皿 11.3㎝（200入・磁）  650円

ヤ221-247 花間取6.0皿 φ20.5㎝（60入・磁）  1,100円
ヤ221-257 花間取5.0皿 φ16.5㎝（100入・磁）  800円
ヤ221-267 花間取4.0皿 φ13㎝（150入・磁）  730円
ヤ221-277 花間取3.5皿 φ11.2㎝（200入・磁）  650円

ヤ221-287 いぶし赤吹6.0皿 20㎝（60入・磁）  1,100円
ヤ221-297 いぶし赤吹5.0皿 16.5㎝（100入・磁）  750円
ヤ221-307 いぶし赤吹4.0皿 13㎝（150入・磁）  700円
ヤ221-317 いぶし赤吹3.5皿 11.3㎝（200入・磁）  630円

タ221-327 春雪丸7.0皿  
φ20.2×3㎝（30入・陶） 1,100円
タ221-337 春雪丸5.0皿  
φ15.3×2.7㎝（60入・陶） 650円
タ221-347 春雪丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（100入・陶） 470円

タ221-357 田園丸7.0皿  
φ20.2×3㎝（30入・陶） 1,000円
タ221-367 田園丸5.0皿  
φ15.3×2.7㎝（60入・陶） 630円
タ221-377 田園丸3.5皿  
φ11.3×2㎝（100入・陶） 450円

イ221-387 天目潮騒5.0皿  
φ17×2.5㎝（60入・磁） 1,050円
イ221-397 天目潮騒4.0皿  
φ15×2㎝（80入・磁） 750円
イ221-407 天目潮騒3.5皿  
φ12×2㎝（150入・磁） 640円

ヤ221-417 月光黒備前16㎝丸皿  
φ16.2×2.8㎝（80入・磁） 930円
ヤ221-427 月光黒備前12㎝丸皿  
φ12.2×2㎝（150入・磁） 700円
ヤ221-437 月光黒備前9㎝丸皿  
φ9.2×2㎝（200入・磁） 550円

ユ221-447 なまこ 三ッ足皿（大）  
φ17×4.7㎝（30入・磁） 2,200円
ユ221-457 なまこ 三ッ足皿（中）  
φ14×3.5㎝（50入・磁） 1,700円
ユ221-467 なまこ 三ッ足皿（小）  
φ13×2.6㎝（80入・磁） 1,200円

ヤ221-477 雪輪型花鳥5.0皿  
φ16㎝（100入・磁） 750円
ヤ221-487 雪輪型花鳥4.0皿  
φ13.5㎝（150入・磁） 650円
ヤ221-497 雪輪型花鳥3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 470円

ハ221-507 銀彩ブルー6.0皿  
φ20×4㎝（60入・磁） 700円
ハ221-517 銀彩ブルー5.0皿  
φ16.5×3.3㎝（80入・磁） 600円
ハ221-527 銀彩ブルー4.0皿  
φ12×2.5㎝（120入・磁） 450円

タ221-537 淡青モア銘々皿  
18×16.4×2.8㎝（60入・陶） 740円
タ221-547 淡青モア小皿  
12.5×11.4×2㎝（100入・陶） 450円
タ221-557 淡青モアプチ小皿  
6.8×6×1.5㎝（200入・陶） 340円

ヤ221-567 青磁赤絵花紋6.0皿 19㎝（60入・磁）  700円
ヤ221-577 青磁赤絵花紋5.0皿 16.5㎝（100入・磁）  580円
ヤ221-587 青磁赤絵花紋4.0皿 14㎝（150入・磁）  490円
ヤ221-597 青磁赤絵花紋3.5皿 12㎝（200入・磁）  450円

ヤ221-607 黒備前金茶吹三角中皿  
17.5×15㎝（60入・磁） 700円
ヤ221-617 黒備前金茶吹三角小皿  
13.5×11.2㎝（150入・磁） 600円

ロ221-627 融雪 7寸丸皿 φ20.6×2㎝（80入・陶）  1,660円
ロ221-637 融雪 6寸丸皿 φ18.3×2.2㎝（100入・陶）  1,300円
ロ221-647 融雪 5寸丸皿 φ15.2×1.7㎝（120入・陶）  990円
ロ221-657 融雪 4寸丸皿 φ12.6×1.7㎝（150入・陶）  770円

ユ221-667 古染唐草丸6.0皿  
φ20.5×2.5㎝（50入・磁） 1,300円
ユ221-677 古染唐草丸5.0皿  
φ16×2.5㎝（80入・磁） 720円
ユ221-687 古染唐草丸3.5皿  
φ10.5×1.5㎝（100入・磁） 550円

ホ221-697 とうがらし5.0皿  
φ16.7×3.2㎝（90入・磁） 620円
ホ221-707 とうがらし4.0皿  
φ13.5×2.7㎝（120入・磁） 530円
ホ221-717 とうがらし3.5皿  
φ12.2×2.5㎝（200入・磁） 440円

ヤ221-727 桜志野5.0丸皿  
φ15×2.5㎝（100入・磁） 650円
ヤ221-737 桜志野3.5丸皿  
φ11.2×2㎝（200入・磁） 470円

ツ221-747 粉引ライン玉渕6.5皿 φ20.5×3㎝（40入・磁）  1,450円
ツ221-757 粉引ライン玉渕5.5皿 φ16.8×2.6㎝（50入・磁）  950円
ツ221-767 粉引ライン玉渕4.5皿 φ14×2.5㎝（60入・磁）  780円
ツ221-777 粉引ライン玉渕3.5皿 φ10.8×2.2㎝（100入・磁）  580円

キ221-787 ピンストライプ菊型5.0皿  
φ16.3×3.5㎝（100入・磁） 550円
キ221-797 ピンストライプ菊型3.5皿  
φ12.2×2.7㎝（200入・磁） 450円

ヨ221-807 四つ葉6.0皿  
φ19.2×3.7㎝（5×12入・磁） 540円
ヨ221-817 四つ葉5.0皿  
φ16.5×3.2㎝（5×18入・磁） 380円
ヨ221-827 四つ葉3.5皿  
φ12×2.5㎝（5×20入・磁） 300円

ロ221-837 雪粉引赤絵花5.0丸皿 φ16.2×2.6㎝（80入・磁）  590円
ロ221-847 雪粉引赤絵花4.0丸皿 φ13.7×2.2㎝（100入・磁）  470円
ロ221-857 雪粉引赤絵花3.5丸皿 φ12.1×2.1㎝（120入・磁）  420円
ロ221-867 白イラボ赤絵花3.0玉渕皿 φ9.5×2.3㎝（120入・磁）  480円

キ221-877 うず粉引グレー5.0皿  
φ16×3㎝（100入・磁） 450円
キ221-887 うず粉引グレー4.0皿  
φ13.8×2.7㎝（150入・磁） 400円
キ221-897 うず粉引グレー3.5皿  
φ12×2.3㎝（200入・磁） 350円

ユ221-907 あみめ 5.0布目皿  
φ16×2㎝（80入・磁） 400円
ユ221-917 あみめ 4.0布目皿  
φ14×1.8㎝（100入・磁） 340円
ユ221-927 あみめ 3.5布目皿  
φ12×1.5㎝（120入・磁） 290円

ホ221-937 粉引水玉5.0皿  
φ17.3×2.8㎝（80入・磁） 380円
ホ221-947 粉引水玉4.0皿  
φ14.2×2.5㎝（120入・磁） 320円
ホ221-957 粉引水玉3.5皿  
φ12.5×2.3㎝（200入・磁） 270円


