
土鍋・土瓶むし・
鍋小物

土鍋・土瓶むし・
鍋小物

和
陶
単
品

281
和
陶
単
品

280

寿司湯呑

長角皿

フリーカップ

変形中皿

湯　呑

さんま皿

酒　器

丸中皿

煎茶・
玉湯呑

焼物皿

箸　置

フルーツ皿・
銘々皿・取皿

ポット・
急須・土瓶

備前焼

有田焼・
波佐見焼

仕切皿

卓上小物

和　皿

細長皿

そば小物・
薬味皿

小　皿

すり鉢

長角大皿

めん皿・パスタ皿・
カレー皿

萬古焼大皿

変形大皿

多用丼

大　鉢

丸大皿

小　丼

盛　鉢

抹茶碗

角大皿

そば丼・
飯丼・蓋丼

ボール

角中皿

飯器・飯碗

焼酎
サーバー

突出皿

ロックカップ

楕円皿

酒器 Sake Bottle / Cup Sake Bottle / Cup 酒器

ト280-017 青白磁1.5号徳利 280㏄（10×8入・磁）  1,500円
ト280-027 青白磁8勺徳利 130㏄（10×12入・磁）  920円
ト280-037 青白磁盃 φ4.2×5（40×5入・磁）  480円

ソ280-047 古染つる唐草 徳利  
φ7.3×12.5㎝（260㏄）（磁）（有田焼） 1,350円
ソ280-057 古染つる唐草 盃  
φ4.7×5.2㎝（50㏄）（磁）（有田焼） 700円

ソ280-067 古染スイート 徳利  
φ7.3×12.5㎝（260㏄）（磁）（有田焼） 1,350円
ソ280-077 古染スイート 盃  
φ4.7×5.2㎝（50㏄）（磁）（有田焼） 700円

ト280-087 酉（トリ）偏 徳利  
φ6×12.2㎝（200㏄）（100入・磁） 1,150円
ト280-097 酉偏 盃  
φ5×4.3㎝（50㏄）（200入・磁） 480円

ア280-107 吹桃山丸2号徳利 φ8×12.4㎝（300㏄）（60入・磁）  1,500円
ア280-117 吹桃山丸1号徳利 φ6.8×10.7㎝（150㏄）（120入・磁）  820円
ア280-127 吹桃山盃 5.2×4.5㎝（200入・磁）  450円

ト280-137 砂目二合徳利 300㏄（10×8入・磁）  1,420円
ト280-147 砂目一合徳利 160㏄（10×12入・磁）  850円
ト280-157 砂目盃 φ6.6×3.5㎝（60×3入・磁）  490円

ヨ280-167 伊賀織部徳利（大） 300㏄（3×18入・磁）  1,250円
ヨ280-177 伊賀織部徳利（小） 180㏄（3×20入・磁）  650円
ヨ280-187 伊賀織部ぐいのみ φ5×3.9㎝（200入・磁）  400円

カ280-197 錆白吹2号徳利 330㏄（40入・陶）  1,280円
カ280-207 錆白吹1号徳利 180㏄（60入・陶）  1,050円
カ280-217 錆白吹グイ呑 φ5.6×3.8㎝（150入・陶）  350円

ヤ280-227 石焼織部笹2号徳利 16.5㎝（250㏄）（100入・磁）  1,300円
ヤ280-237 石焼織部笹1号徳利 13.5㎝（130㏄）（120入・磁）  800円
ヤ280-247 石焼織部笹グイ呑 φ4.6×4.7㎝（50㏄）（200入・磁）  450円

ア280-257 まごころ三角1号徳利 150㏄（120入・磁）  1,350円
ア280-267 まごころ京型ぐい呑盃 φ5×3.5㎝（240入・磁）  690円
ア280-277 まごころ小ぐい呑盃 φ5×4㎝（300入・磁）  600円

ユ280-287 若草織部 徳利1.5号 φ7.7×14.2㎝（310㏄）（80入・磁）  1,800円
ユ280-297 若草織部 徳利0.8号 φ6×12㎝（180㏄）（100入・磁）  1,300円
ユ280-307 若草織部 ぐい呑 φ6.4×3.5㎝（200入・磁）  880円

ト280-317 渦十草1.5号徳利 270㏄（10×6入・磁）  1,250円
ト280-327 渦十草8勺徳利 150㏄（10×12入・磁）  650円
ト280-337 渦十草盃 φ5×4㎝（40×5入・磁）  370円

ホ280-347 黒鉄サビ徳利（大） φ7×14㎝（280㏄）（80入・磁）  1,280円
ホ280-357 黒鉄サビ徳利（小） φ6×11.5㎝（150㏄）（100入・磁）  680円
ホ280-367 黒鉄サビ盃 φ4.5×4.2㎝（50㏄）（300入・磁）  380円

ト280-377 渦笹1.5号徳利 300㏄（10×6入・磁）  1,320円
ト280-387 渦笹8勺徳利 150㏄（10×12入・磁）  650円
ト280-397 渦笹盃 φ5×4.3㎝（40×5入・磁）  370円

ア280-407 乳白芦1.5号徳利 φ6.6×15.9㎝（275㏄）（80入・磁）  1,100円
ア280-417 乳白芦8勺徳利 φ5.5×12.5㎝（160㏄）（100入・磁）  600円
ア280-427 乳白芦盃 φ5.1×4㎝（200入・磁）  340円

ト280-437 一珍笹二合徳利 φ7.7×16.8㎝（300㏄）（80入・磁）  1,850円
ト280-447 一珍笹一合徳利 φ6.3×14㎝（150㏄）（120入・磁）  1,200円
ト280-457 一珍笹 盃 φ10.3×3.8㎝（50㏄）（200入・磁）  650円

ネ280-467 砂鉄釉祥瑞2合とっくり 7×17㎝（350㏄）（陶）  2,100円
ネ280-477 砂鉄釉祥瑞1合とっくり 5.5×13.5㎝（160㏄）（陶）  1,150円
ネ280-487 砂鉄釉祥瑞グイ呑（大） φ5×5.6㎝（陶）  650円

ユ280-537 うず潮二号徳利 約280㏄（80入・陶）  1,700円
ユ280-547 うず潮一号徳利 約170㏄（100入・陶）  1,000円
ユ280-557 うず潮ぐい呑 φ6×3.5㎝（150入・陶）  550円

ツ280-567 白河志野2号徳利 300㏄（60入・陶）  1,850円
ツ280-577 白河志野1号徳利 140㏄（60入・陶）  990円
ツ280-587 白河志野ぐい呑 φ6.8×4㎝（200入・陶）  550円

ツ280-597 ゆず天目2号徳利 7×15.5㎝（300㏄）（10×6入・陶）  1,500円
ツ280-607 ゆず天目1号徳利 6×12.5㎝（150㏄）（20×4入・陶）  850円
ツ280-617 ゆず天目ぐい呑 5.6×3.8㎝（160入・陶）  540円

ロ280-627 茶筋徳利（大） 280㏄（80入・陶）  1,200円
ロ280-637 茶筋徳利（小） 150㏄（120入・陶）  990円
ロ280-647 茶筋ぐい呑 φ5×3.5㎝（320入・陶）  450円

ヤ280-657 白淡雪ススキ2号徳利 320㏄（20×5入・磁）  1,300円
ヤ280-667 白淡雪ススキ1号徳利 200㏄（20×6入・磁）  800円
ヤ280-677 白淡雪ススキグイ呑 φ4.6×4.6㎝（10×20入・磁）  450円

ネ280-687 桜流2号徳利  
7.5×14㎝（300㏄）（10×10入・陶） 1,000円
ネ280-697 桜流グイ呑  
5.3×4㎝（160入・陶） 300円

ホ280-707 唐津十草徳利（大） φ6.8×15.4㎝（310㏄）（60入・磁）  1,150円
ホ280-717 唐津十草徳利（小） φ5.8×12.6㎝（180㏄）（80入・磁）  580円
ホ280-727 唐津十草盃 φ5.4×4.5㎝（60㏄）（300入・磁）  340円

ヨ280-737 民芸丸酒徳利  
350㏄（3×20入・磁） 1,000円
ヨ280-747 民芸丸酒盃  
φ4.5×3.8㎝（70cc）（5×24入・磁） 420円

ア280-757 金流し1.5号徳利 φ7×15.4㎝（275㏄）（60入・磁）  980円
ア280-767 金流し8勺徳利 φ5.9×12.7㎝（130㏄）（100入・磁）  610円
ア280-777 金流し盃 φ5×4.2㎝（200入・磁）  270円

ア280-787 益子竹1.5号徳利 φ7×15.4㎝（275㏄）（60入・磁）  980円
ア280-797 益子竹8勺徳利 φ5.9×12.7㎝（130㏄）（100入・磁）  610円
ア280-807 益子竹盃 φ5×4.2㎝（200入・磁）  270円

ア280-817 太竹1.5号徳利 φ6.6×15.4㎝（275㏄）（60入・磁）  980円
ア280-827 太竹8勺徳利 φ5.7×12.8㎝（130㏄）（100入・磁）  610円
ア280-837 太竹盃 5×4.2㎝（200入・磁）  270円

ホ280-847 黒均窯徳利（大） φ8×12.5㎝（350㏄）（60入・磁）  950円
ホ280-857 黒均窯徳利（小） φ7×10.8㎝（220㏄）（80入・磁）  730円
ホ280-867 黒均窯盃 φ5.4×3.4㎝（60㏄）（300入・磁）  340円

ミ280-497 益子水草2号徳利 7.6×16.5㎝（360㏄）（陶）  1,800円
ミ280-507 益子水草1.6号徳利 7.8×16.7㎝（280㏄）（陶）  1,700円
ミ280-517 益子水草1号徳利 6×13.5㎝（130㏄）（陶）  900円
ミ280-527 益子水草ぐい呑 5.4×4.3㎝（陶）  500円


