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飯器 Lidded Don Bowl

オ352-017 NEW蓋DON荒刷毛赤5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-027 NEW蓋DON荒刷毛赤ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-037 NEW蓋DON荒刷毛赤5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-047 NEW蓋DON荒刷毛黒5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-057 NEW蓋DON荒刷毛黒ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-067 NEW蓋DON荒刷毛黒5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-077 NEW蓋DON羅先赤5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-087 NEW蓋DON羅先赤ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-097 NEW蓋DON羅先赤5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-107 NEW蓋DON羅先黒5.0ボール 15.5×9㎝（60入・磁）  2,150円
オ352-117 NEW蓋DON羅先黒ツバ付5.0蓋皿 16×2.5㎝（80入・磁）  1,150円
オ352-127 NEW蓋DON羅先黒5.0蓋皿 17×2.4㎝（80入・磁）  1,150円

オ352-137 NEW蓋DON荒刷毛赤4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-147 NEW蓋DON荒刷毛赤ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-157 NEW蓋DON荒刷毛赤4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

オ352-167 NEW蓋DON荒刷毛黒4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-177 NEW蓋DON荒刷毛黒ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-187 NEW蓋DON荒刷毛黒4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

オ352-197 NEW蓋DON羅先赤4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-207 NEW蓋DON羅先赤ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-217 NEW蓋DON羅先赤4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

オ352-227 NEW蓋DON羅先黒4.0ボール 12.8×7.3㎝（80入・磁）  1,400円
オ352-237 NEW蓋DON羅先黒ツバ付4.0蓋皿 13.5×2㎝（100入・磁）  880円
オ352-247 NEW蓋DON羅先黒4.0蓋皿 14.2×1.7㎝（100入・磁）  880円

ホ352-257 手描き唐草飯器（大蓋付）  
φ12×8㎝（40入・磁） 2,200円

ミ352-267 赤絵小花飯器身のみ  
φ12.6×7.2㎝（60入・磁） 1,100円
ミ352-277 木蓋  
14.5×13.5㎝（200入） 680円

カ352-287 みちのく飯器（身のみ）  
φ11×7㎝（60入・磁） 2,900円
カ352-297 黒塗蓋  
φ11.3㎝（150入） 2,100円

ト352-307 あすか三色飯器（身のみ）  
φ10.8×6.9㎝（60入・磁） 2,100円
ト352-317 木蓋  
11.5×11.5×2㎝（120入・磁） 400円

ミ352-327 アメ釉銀彩飯器 身のみ  
φ10.5×8㎝（40入・陶） 2,700円
ミ352-337 アメ釉銀彩木蓋  
11㎝（120入） 820円

ロ352-347 マット飯器身のみ  
φ10.7×7.3㎝（50入・強） 1,800円
ロ352-357 マット飯器多用蓋のみ  
φ10.8×2.7㎝（100入・強） 980円

カ352-367 グレージュマルチボール 身  
φ13×8.5㎝（40入・磁） 1,200円
カ352-377 グレージュマルチボール 蓋  
φ13×1.7㎝（80入・磁） 1,000円

ミ352-387 花かご飯器（身のみ）  
φ11×7.8㎝（60入・磁） 1,850円
ミ352-397 プラスチック蓋  
12㎝（200入） 380円

カ352-407 清里のり茶  
φ14.8×9.3㎝（24入・強） 3,250円
カ352-417 清里のり茶（身のみ）  
φ14.8×6.8㎝（40入・強） 2,050円

ロ352-427 彫唐草蓋付大茶  
φ14.6×9㎝（40入・強） 2,270円

カ352-437 灰釉明日香のり茶  
φ15.2×10㎝（24入・陶） 2,800円
カ352-447 灰釉明日香のり茶（身のみ）  
φ15.2×7.4㎝（40入・陶） 2,000円

ロ352-457 黒塗内朱蓋付大茶  
φ14.6×9.4㎝（40入・陶） 2,550円

ト352-467 志野のり茶  
φ15.5×9.5㎝（32入・陶） 2,150円
ト352-477 志野のり茶（身のみ）  
φ15.5×7.5㎝（60入・陶） 1,300円

オ352-487 織部ススキのり茶  
φ15×9㎝（36入・磁） 1,270円
オ352-497 織部ススキのり茶（身のみ）  
φ15×7㎝ 650円

ユ352-507 古染唐草のり茶  
φ15.5×10㎝（40入・磁） 1,700円
ユ352-517 古染唐草のり茶（身）  
φ15.5×6.5㎝（60入・磁） 1,100円

ト352-527 黒しぐれ 鯛茶  
φ15.5×7㎝（50入・磁） 800円

ト352-537 茶色唐草 鯛茶  
φ15.5×7㎝（50入・磁） 800円

ホ352-547 白吹天目4.8飯丼  
φ15.3×6.3㎝（60入・磁） 780円

ヤ352-557 古染布目笹反5.0丼  
φ16×6.5㎝（50入・磁） 750円
ヤ352-567 古染布目笹反4.5丼  
φ14×5.7㎝（60入・磁） 700円

ヤ352-577 錆丸紋4.8タイ茶  
φ15.5×7㎝（60入・磁） 650円


