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楕円皿

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

カ223-017 清里新丸4.0皿  
φ13.5×2.2㎝（80入・強） 1,050円
カ223-027 清里新丸3.5皿  
φ12.2×2㎝（100入・強） 890円
カ223-037 清里新丸3.0皿  
φ10.3×1.7㎝（120入・強） 750円

ロ223-047 うすみどり 4寸丸皿  
φ12.8×1.8㎝（100入・磁） 800円
ロ223-057 うすみどり 丸小皿  
φ9.2×1.5㎝（120入・磁） 480円

ロ223-067 志野 4寸丸皿  
φ12.8×1.8㎝（100入・磁） 800円
ロ223-077 志野 丸小皿  
φ9.2×1.5㎝（120入・磁） 480円

ホ223-087 かるーん（軽量食器）5.0皿  
φ16.5×3.2㎝（120入・磁） 480円
ホ223-097 かるーん（軽量食器）4.0皿  
φ13.4×2.5㎝（180入・磁） 420円
ホ223-107 かるーん（軽量食器）3.5皿  
φ12×2.4㎝（200入・磁） 340円

イ223-117 唐津市松5.0皿  
φ16.7×3㎝（120入・磁） 490円
イ223-127 唐津市松4.0皿  
φ14×2.5㎝（150入・磁） 370円
イ223-137 唐津市松3.5皿  
φ12×2.5㎝（200入・磁） 320円

イ223-147 新草花5.0皿  
φ16×3.2㎝（120入・磁） 490円
イ223-157 新草花4.0皿  
φ13.8×2.2㎝（150入・磁） 370円
イ223-167 新草花3.5皿  
φ12.2×2.3㎝（200入・磁） 320円

ヤ223-177 茶ライン5.0皿  
φ16.8㎝（100入・磁） 460円
ヤ223-187 茶ライン4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 350円
ヤ223-197 茶ライン3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 300円

ユ223-207 黒マット白刷毛5.0深皿  
φ16×4.2㎝（60入・磁） 440円
ユ223-217 黒マット白刷毛4.0深皿  
φ13.5×3.5㎝（100入・磁） 380円
ユ223-227 黒マット白刷毛3.0深皿  
φ10.5×2.8㎝（150入・磁） 280円

テ223-237 黒ライン5.0皿  
φ16.5㎝（120入・磁） 460円
テ223-247 黒ライン4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 360円
テ223-257 黒ライン3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 300円

テ223-267 白唐津5.0皿  
φ17×3.2㎝（120入・磁） 460円
テ223-277 白唐津4.0皿  
φ14×2.6㎝（150入・磁） 360円
テ223-287 白唐津3.5皿  
φ12×2.6㎝（200入・磁） 300円

テ223-297 唐津十草5.0皿  
φ16.5㎝（120入・磁） 460円
テ223-307 唐津十草4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 360円
テ223-317 唐津十草3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 300円

イ223-327 しのぎ5.0皿  
φ16.8×2.8㎝（100入・磁） 410円
イ223-337 しのぎ4.0皿  
φ14×2.3㎝（150入・磁） 360円
イ223-347 しのぎ3.0皿  
φ10×2㎝（200入・磁） 300円

ユ223-357 粉引織部布目5.0皿  
φ16×2㎝（80入・磁） 420円
ユ223-367 粉引織部布目4.0皿  
φ14×1.8㎝（100入・磁） 370円
ユ223-377 粉引織部布目3.5皿  
φ12×1.5㎝（120入・磁） 320円

ユ223-387 黒伊賀織部布目5.0皿  
φ16×2㎝（80入・磁） 420円
ユ223-397 黒伊賀織部布目4.0皿  
φ14×1.8㎝（120入・磁） 370円
ユ223-407 黒伊賀織部布目3.5皿  
φ12×1.5㎝（150入・磁） 320円

ヤ223-417 ドット黒三角5.0皿  
16.5×3㎝（100入・磁） 370円
ヤ223-427 ドット黒三角4.0皿  
13.5×2.7㎝（150入・磁） 320円
ヤ223-437 ドット黒三角3.5皿  
12×2.5㎝（200入・磁） 270円

ユ223-447 二重十草5.0深皿  
φ16×4.2㎝（80入・磁） 400円
ユ223-457 二重十草4.0深皿  
φ13.5×3.5㎝（100入・磁） 330円
ユ223-467 二重十草3.0深皿  
φ10.5×2.8㎝（150入・磁） 280円

キ223-477 風車（白）5.0皿  
φ16.6×3.2㎝（120入・磁） 400円
キ223-487 風車（白）4.0皿  
φ13.8×2.7㎝（160入・磁） 350円
キ223-497 風車（白）3.5皿  
φ12.5×2.3㎝（200入・磁） 270円

キ223-507 風車（黒）5.0皿  
φ16.6×3.2㎝（120入・磁） 400円
キ223-517 風車（黒）4.0皿  
φ13.8×2.7㎝（160入・磁） 350円
キ223-527 風車（黒）3.5皿  
φ12.5×2.3㎝（200入・磁） 270円

ヤ223-537 ドット白三角5.0皿  
16.5×3㎝（100入・磁） 370円
ヤ223-547 ドット白三角4.0皿  
13.5×2.7㎝（150入・磁） 320円
ヤ223-557 ドット白三角3.5皿  
12×2.5㎝（200入・磁） 270円

イ223-567 梨地クラスト型5.0皿  
φ16.6×2.5㎝（80入・磁） 360円
イ223-577 梨地クラスト型4.0皿  
φ14×2.2㎝（120入・磁） 300円
イ223-587 梨地クラスト型3.5皿  
φ12.3×2㎝（150入・磁） 250円

ヤ223-597 吉祥唐草5.0皿  
φ16.8×3㎝（100入・磁） 350円
ヤ223-607 吉祥唐草4.0皿  
φ14×2.4㎝（150入・磁） 310円
ヤ223-617 吉祥唐草3.5皿  
φ12×2.3㎝（200入・磁） 240円

ヤ223-627 アミ目5.0皿  
φ16.5㎝（100入・磁） 350円
ヤ223-637 アミ目4.0皿  
φ14㎝（150入・磁） 310円
ヤ223-647 アミ目3.5皿  
φ12㎝（200入・磁） 240円

ト223-657 二色十草5.0皿  
φ16.4×2.6㎝（60入・磁） 320円
ト223-667 二色十草4.0皿  
φ13.5×2.3㎝（80入・磁） 260円
ト223-677 二色十草3.5皿  
φ12×2.1㎝（120入・磁） 210円

ト223-687 モカ渦5.0皿  
φ16.5×2.7㎝（80入・磁） 330円
ト223-697 モカ渦4.0皿  
φ13.8×2.3㎝（100入・磁） 270円
ト223-707 モカ渦3.5皿  
φ12×2.3㎝（150入・磁） 210円

ト223-717 藍染蛸唐草5.0皿  
φ16.5×3.3㎝（80入・磁） 330円
ト223-727 藍染蛸唐草4.0皿  
φ13.8×2.8㎝（100入・磁） 280円
ト223-737 藍染蛸唐草3.5皿  
φ12×2.3㎝（150入・磁） 220円

ト223-747 渦花型 5.0皿  
φ16.8×3㎝（60入・磁） 320円
ト223-757 渦花型 4.0皿  
φ13.8×2.6㎝（120入・磁） 260円
ト223-767 渦花型 3.5皿  
φ12×2.4㎝（120入・磁） 210円

ト223-777 唐子5.0皿  
φ16.3㎝（60入・磁） 350円
ト223-787 唐子4.0皿  
φ13.5㎝（80入・磁） 280円
ト223-797 唐子3.5皿  
φ12㎝（120入・磁） 230円

ト223-807 丸紋5.0皿  
φ16.4×2.6㎝（60入・磁） 330円
ト223-817 丸紋4.0皿  
φ13.5×2.3㎝（80入・磁） 280円
ト223-827 丸紋3.5皿  
φ12×2.1㎝（120入・磁） 220円

タ223-837 鳴門唐草6.0深皿 φ19.4×3.9㎝（40入・磁）  400円
タ223-847 鳴門唐草5.0平型皿 φ16.1×2.9㎝（60入・磁）  320円
タ223-857 鳴門唐草4.0平型皿 φ13.9×3㎝（80入・磁）  270円
タ223-867 鳴門唐草3.8平型皿 φ12.8×2.7㎝（100入・磁）  230円

ハ223-877 粉引マット7.0皿  
φ21×2.8㎝（60入・磁） 470円
ハ223-887 粉引マット5.0皿  
φ15.6×2㎝（120入・磁） 320円
ハ223-897 粉引マット4.0皿  
φ12.5×2㎝（160入・磁） 280円


