
ハ359-017 
波紋EGルリ巻茶碗（G）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

ハ359-027 
波紋EGアカ巻茶碗（G）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

イ359-037 福おいで 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-047 福おいで 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-057 
福おいで 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-067 ダルマブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-077 ダルマブルー大平  
φ12.5×6.6㎝（100入・磁） 620円

イ359-087 
ダルマピンク中平  
φ11.6×6㎝（120入・磁）
540円

イ359-097 フクローブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-107 フクローブルー大平  
φ12.5×5.9㎝（100入・磁） 620円

イ359-117 
フクローピンク中平  
φ11.5×5.5㎝（120入・磁）
540円

イ359-127 ハスイフラワー 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-137 ハスイフラワー 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-147 
ハスイフラワー 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-157 ミケ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-167 ミケ 大平  
φ12.5×6.1㎝（100入・磁） 660円

イ359-177 
ミケ 中平  
φ11.5×6.2㎝（120入・磁）
550円

イ359-187 花ゆめうさぎ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-197 花ゆめうさぎ大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-207 
花ゆめうさぎ中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-217 タイ ブルー毛料  
φ14.3×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-227 タイ ブルー大平  
φ12.5×5.9㎝（100入・磁） 620円

イ359-237 
タイ ピンク中平  
φ11.5×6.2㎝（120入・磁）
540円

イ359-247 市松毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-257 市松 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-267 
市松 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-277 さんぽネコ 毛料  
φ14.2×6.3㎝（80入・磁） 760円
イ359-287 さんぽネコ 大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁） 660円

イ359-297 
さんぽネコ 中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

イ359-307 
刺し子ふくろう大平  
φ12.5×6.2㎝（100入・磁）
660円

イ359-317 
刺し子ふくろう中平  
φ11.5×6.1㎝（120入・磁）
550円

ハ359-327 
波紋EGルリ巻茶碗（S）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

ハ359-337 
波紋EGアカ巻茶碗（S）  
φ11.5×6㎝（80入・磁）
6,000円

ア359-347 花紋赤毛料  
φ13.7×6.5㎝（60入・強） 1,100円
ア359-357 花紋丸茶碗  
φ11.4×5.8㎝（100入・強） 800円

ア359-367 花紋青毛料  
φ13.7×6.5㎝（60入・強） 1,100円
ア359-377 花紋青丸茶碗  
φ11.5×5.7㎝（100入・強） 800円

ア359-387 厚口市松大平  
φ13×6㎝（80入・磁） 800円
ア359-397 厚口市松中平  
φ11.5×5.3㎝（100入・磁） 700円

ロ359-407 ブルーライン毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 850円
ロ359-417 ブルーライン中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 630円

ロ359-427 融雪 中丸碗  
φ11.9×5.7㎝（120入・陶） 770円
ロ359-437 融雪 小丸碗  
φ10.9×5.4㎝（150入・陶） 680円

ロ359-447 はるかぜ 中丸茶碗  
φ12×5.8㎝（120入・陶） 770円
ロ359-457 はるかぜ 小丸茶碗  
φ11.1×5.5㎝（150入・陶） 680円

ユ359-467 呉須細十草 大平  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁） 1,500円
ユ359-477 呉須細十草 中平  
φ11.5×5.7㎝（60入） 1,300円

ユ359-487 錆細十草 大平  
φ12.3×6.5㎝（50入・磁） 1,500円
ユ359-497 錆細十草 中平  
φ11.5×5.7㎝（60入） 1,300円

ネ359-507 
内外細十草大平  
φ12.5×6.7㎝（80入・磁）
620円

ホ359-517 かるーん（軽量食器）飯碗（大）  
φ12×7㎝（400㏄）（120入・磁） 780円
ホ359-527 かるーん（軽量食器）飯碗（小）  
φ11×6.5㎝（280㏄）（140入・磁） 650円

ロ359-537 親子十草毛料  
φ13.6×6.2㎝（80入・強） 830円
ロ359-547 親子十草中平  
φ11.8×5.2㎝（120入・強） 600円

ロ359-557 丸紋蝶大平  
φ13×5.4㎝（80入・磁） 680円
ロ359-567 丸紋蝶中平  
φ11.5×5㎝（120入・磁） 600円

タ359-577 藍十草茶漬碗  
φ13.7×6.3㎝（60入・磁） 530円
タ359-587 藍十草丸碗  
φ11.5×5.6㎝（80入・磁） 440円

ロ359-597 赤千筋飯碗中  
φ11.3×6.6㎝（80入・磁） 1,940円
ロ359-607 赤千筋飯碗小  
φ10.2×5.9㎝（120入・磁） 1,800円
ロ359-617 赤千筋飯碗ミニ  
φ9.9×5.2㎝（150入・磁） 1,800円

ロ359-627 紺千筋飯碗中  
φ11.3×6.6㎝（80入・磁） 1,710円
ロ359-637 紺千筋飯碗小  
φ10.2×5.9㎝（120入・磁） 1,580円
ロ359-647 紺千筋飯碗ミニ  
φ9.9×5.2㎝（150入・磁） 1,580円

ロ359-657 こぶし めし碗 中  
φ11.2×6.5㎝（80入・磁） 2,030円
ロ359-667 こぶし めし碗 小  
φ10.3×5.8㎝（120入・磁） 1,940円
ロ359-677 こぶし めし碗 ミニ  
φ10×5.2㎝（150入・磁） 1,940円

ト359-687 土灰釉白刷毛毛料  
φ13×7㎝（60入・陶） 2,000円
ト359-697 土灰釉白刷毛中平  
φ11.5×6㎝（80入・陶） 1,300円

キ359-707 黒渦 丸碗（大）  
φ12.5×6.6㎝（100入・磁） 480円
キ359-717 黒渦 丸碗（小）  
φ11.4×6.3㎝（120入・磁） 420円
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鍋小物
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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

飯碗 Rice Bowl Rice Bowl 飯碗


