
メ376-017 灰釉粉引湯呑（大）  
φ7.5×9.3㎝（220㏄）（120入・陶）（信楽焼） 2,150円
メ376-027 灰釉粉引湯呑（小）  
φ6.8×8.5㎝（180㏄）（150入・陶）（信楽焼） 1,950円

ネ376-037 唐草湯呑（大）  
φ7×9㎝（190cc）（10×10入・陶） 1,800円
ネ376-047 唐草湯呑（小）  
φ6.5×8.3㎝（170cc）（10×10入・陶） 1,800円

メ376-057 古信楽切立湯呑（中）  
φ7.7×9.3㎝（240㏄）（100入・陶）（信楽焼） 1,500円
メ376-067 古信楽切立湯呑（小）  
φ6.8×9㎝（200㏄）（120入・陶）（信楽焼） 1,350円

ア376-077 祥瑞かるかる湯呑（大）  
φ7.7×8㎝（180㏄）（100入・陶） 1,350円
ア376-087 祥瑞かるかる湯呑（小）  
φ7.1×7.5㎝（160㏄）（100入・陶） 1,350円

ネ376-097 粉引面取湯呑（大）  
φ7.1×8.8㎝（220cc）（10×10入・陶） 1,700円
ネ376-107 粉引面取湯呑（小）  
φ6.6×8.3㎝（170cc）（10×10入・陶） 1,700円

テ376-117 ヒワ釉堀湯呑（大）  
φ6.7×9.1㎝（200㏄）（120入・陶） 1,500円
テ376-127 ヒワ釉堀湯呑（小）  
φ6.7×8.3㎝（160㏄）（120入・陶） 1,480円

メ376-137 若草切立湯呑（大）  
φ7.5×9.5㎝（290㏄）（80入・陶） 1,230円
メ376-147 若草切立湯呑（小）  
φ6.5×8.5㎝（180㏄）（100入・陶） 1,180円

メ376-157 きなり反湯呑（大）  
φ7.5×8.5㎝（220㏄）（120入・陶）（信楽焼） 1,230円
メ376-167 きなり反湯呑（小）  
φ7×7.5㎝（180㏄）（170入・陶）（信楽焼） 1,180円

メ376-177 きなり切立湯呑（大）  
φ7.5×10㎝（290㏄）（80入・陶） 1,230円
メ376-187 きなり切立湯呑（小）  
φ6.5×8.5㎝（170㏄）（120入・陶） 1,180円

メ376-197 若草反長湯呑（大）  
φ7.5×8㎝（120入・陶）（信楽焼） 1,230円
メ376-207 若草反長湯呑（小）  
φ7×7.5㎝（140入・陶）（信楽焼） 1,180円

カ376-217 ねり込み湯呑（中）  
φ6.2×8.5㎝（180㏄）（80入・陶） 1,200円
カ376-227 ねり込み湯呑（小）  
φ5.5×8.3㎝（120㏄）（80入・陶） 1,100円

イ376-237 青萩湯呑 大  
φ7.4×8.6㎝（200㏄）（100入・陶） 1,000円
イ376-247 青萩湯呑 小  
φ7×8.2㎝（180㏄）（100入・陶） 1,000円

ア376-257 グータン湯呑（大）  
φ8×8.6㎝（270㏄）（60入・陶） 1,200円
ア376-267 グータン湯呑（小）  
φ7.3×7.4㎝（190㏄）（100入・陶） 1,000円

イ376-277 織部流し湯呑（大）  
φ7.5×8.9㎝（200㏄）（100入・陶） 1,150円
イ376-287 織部流し湯呑（小）  
φ7.2×8.3㎝（180㏄）（100入・陶） 1,150円

イ376-297 白刷毛目 湯呑（大）  
φ7.2×8.5㎝（200㏄）（100入・陶） 1,100円
イ376-307 白刷毛目 湯呑（小）  
φ7×8㎝（180㏄）（100入・陶） 1,100円

タ376-317 白磁ろくべ長湯呑 大  
φ6.6×8.2㎝（170㏄）（80入・強） 1,050円
タ376-327 白磁ろくべ長湯呑 小  
φ5.9×7.7㎝（130㏄）（80入・強） 950円

ホ376-337 グリーンタル型湯呑（中）  
φ7.8×8㎝（280㏄）（10×8入・陶） 1,100円
ホ376-347 グリーンタル型湯呑（小）  
φ7×7㎝（200㏄）（10×10入・陶） 950円

イ376-357 カイラギ湯呑 大  
φ7.4×8.6㎝（200㏄）（100入・陶） 1,000円
イ376-367 カイラギ湯呑 小  
φ7×8.2㎝（180㏄）（100入・陶） 1,000円

イ376-377 茶斑点湯呑 大  
φ7.4×8.6㎝（200㏄）（100入・陶） 1,000円
イ376-387 茶斑点湯呑 小  
φ7×8.2㎝（180㏄）（100入・陶） 1,000円

ハ376-397 猫づくし湯呑（青）  
φ8.2×7.8㎝（80入・陶） 950円

ハ376-407 猫づくし湯呑（茶）  
φ8.2×7.8㎝（80入・陶） 950円

チ376-417 京丸紋湯呑（大）  
φ7×9.5㎝（240㏄）（20×6入・磁） 960円
チ376-427 京丸紋湯呑（小）  
φ6.5×8.5㎝（200㏄）（20×8入・磁） 890円

ユ376-437 ゴス駒筋 ストレート湯呑  
φ7.7×8.5㎝（235㏄）（80入・強） 900円

ユ376-447 サビ駒筋 ストレート湯呑  
φ7.7×8.5㎝（235㏄）（80入・強） 900円

ラ376-457 根来 しのぎ湯呑  
φ7.4×8.1㎝（220㏄） 950円

カ376-467 青青益子切立湯呑（小）  
φ6.8×8.5㎝（180㏄）（100入・陶） 930円
カ376-477 青益子コブ茶湯呑  
φ5.8×8㎝（150㏄）（100入・陶） 720円

ロ376-487 彫唐草 長湯呑  
6.5×8.3㎝（190㏄）（10×10入・強） 780円

チ376-497 京祥端大形湯呑（大）  
φ7×9.5㎝（230㏄）（20×6入・磁） 880円
チ376-507 京祥端大形湯呑（小）  
φ6.5×8㎝（190㏄）（20×8入・磁） 830円

ト376-517 丸十草黒 湯呑  
φ7×8.3㎝（200㏄）（100入・陶） 630円

チ376-527 花もめん大形湯呑（大）  
φ7×8.9㎝（240㏄）（20×6入・磁） 910円
チ376-537 花もめん大形湯呑（小）  
φ6.6×8.3㎝（200㏄）（20×8入・磁） 850円

ロ376-547 ゆきみち長湯呑（大）  
φ6.5×9㎝（180㏄）（10×10入・陶） 1,050円
ロ376-557 ゆきみち長湯呑（小）  
φ5.9×8.3㎝（160㏄）（10×10入・陶） 880円

ト376-567 茶掛け切立湯呑大  
φ6.8×9.2㎝（190㏄）（80入・磁） 270円
ト376-577 茶掛け切立湯呑小  
φ6.4×8.6㎝（160㏄）（100入・磁） 260円

ホ376-587 黒刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 530円

ホ376-597 赤刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 530円

ホ376-607 黄瀬戸刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 530円

ホ376-617 灰刷毛目切立湯呑  
φ6.8×8㎝（200㏄）（80入・磁） 530円
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