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ス399-017 黒十草10号深鍋 36.5×φ31×18㎝（4400㏄）（身11.2㎝）（5入･陶）（萬古焼） 9,500円
ス399-027 黒十草9号深鍋 33×φ28×16.5㎝（3000㏄）（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,500円
ス399-037 黒十草8号深鍋 29×φ25×15㎝（2400㏄）（身9.7㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,700円
ス399-047 黒十草7号深鍋 25×φ21.5×13㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 4,600円
ス399-057 黒十草6号深鍋 22×φ18.5×10.5㎝（800㏄）（身7㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,600円
ス399-067 黒十草小鉢 φ13×5.5㎝（5×12入･陶）（萬古焼） 1,150円

ス399-077 ゴスハケメ10号深鍋 36.5×φ31×18㎝（4400㏄）（身11.2㎝）（5入･陶）（萬古焼） 9,000円
ス399-087 ゴスハケメ9号深鍋 33×φ28×16.5㎝（3000㏄）（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,000円
ス399-097 ゴスハケメ8号深鍋 29×φ25×15㎝（2400㏄）（身9.7㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,200円
ス399-107 ゴスハケメ7号深鍋 25×φ21.5×13㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 4,300円
ス399-117 ゴスハケメ6号深鍋 22×φ18.5×10.5㎝（800㏄）（身7㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,400円
ス399-127 ゴスハケメ丸小鉢 φ13×5.5㎝（5×12入･陶）（萬古焼） 1,150円

ス399-137 南蛮ビードロ10号深鍋 36.5×31×18㎝（4400㏄）（身11.2㎝）（5入･陶）（萬古焼） 8,700円
ス399-147 南蛮ビードロ9号深鍋 33×28×16.5㎝（3000㏄）（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 6,600円
ス399-157 南蛮ビードロ8号深鍋 29×25×15㎝（2400㏄）（身9.7㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,100円
ス399-167 南蛮ビードロ7深鍋 25×21.5×13.5㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 4,300円
ス399-177 南蛮ビードロ6号深鍋 22×18.5×10.5㎝（800㏄）（身7㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,300円
ス399-187 南蛮ビードロ 小鉢 φ13×5.5㎝（5×12入･陶）（萬古焼） 1,150円

ス399-197 白刷毛目10号深鍋 36.5×φ31×18㎝（4400㏄）（身11.2㎝）（5入･陶）（萬古焼） 9,000円
ス399-207 白刷毛目9号深鍋 33×φ28×16.5㎝（3000㏄）（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,000円
ス399-217 白刷毛目8号深鍋 29×φ25×15㎝（2400㏄）（身9.7㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,200円
ス399-227 白刷毛目7号深鍋 25×φ21.5×13㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 4,300円
ス399-237 白刷毛目6号深鍋 22×φ18.5×10.5㎝（800㏄）（身7㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,400円
ス399-247 白刷毛目小鉢 φ13×5.5㎝（5×12入･陶）（萬古焼） 1,150円

ハ399-257 五十鈴三島10号鍋 35.5×31.8×18.3㎝（5入･陶） 12,300円
ハ399-267 五十鈴三島9号鍋 31.5×28.3×15.8㎝（6入･陶） 8,800円
ハ399-277 五十鈴三島8号鍋 29×25.5×15.3㎝（8入･陶） 7,000円
ハ399-287 五十鈴三島7号鍋 25×22.3×13.2㎝（10入･陶） 5,500円
ハ399-297 五十鈴三島6号鍋 22×19.8×12.3㎝（16入･陶） 3,500円
ハ399-307 五十鈴三島とんすい 13.2×12.7×5.5㎝（120入･陶） 980円

ス399-317 切立刷毛目10号深鍋 36.5×φ31×18㎝（4400㏄）（身11.2㎝）（5入･陶）（萬古焼） 9,000円
ス399-327 切立刷毛目9号深鍋 33×φ28×16.5㎝（3000㏄）（身10.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,000円
ス399-337 切立刷毛目8号深鍋 29×φ25×15㎝（2400㏄）（身9.7㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,200円
ス399-347 切立刷毛目7号深鍋 25×φ21.5×13㎝（1200㏄）（身8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 4,300円
ス399-357 切立刷毛目6号深鍋 22×φ18.5×10.5㎝（800㏄）（身7㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,500円
ス399-367 切立刷毛目 小鉢 φ13×5.5㎝（5×12入･陶）（萬古焼） 1,150円

ス399-377 黒吹草花10号深鍋 35.5×φ31×18㎝（4600㏄）（身10.5㎝）（5入･陶）（萬古焼） 10,500円
ス399-387 黒吹草花9号深鍋 32×φ28.5×16㎝（3000㏄）（身9.8㎝）（6入･陶）（萬古焼） 8,500円
ス399-397 黒吹草花8号深鍋 29×φ25×15㎝（2200㏄）（身9㎝）（8入･陶）（萬古焼） 6,700円
ス399-407 黒吹草花7号深鍋 25.5×φ22×13.5㎝（1400㏄）（身7.8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 5,000円
ス399-417 黒吹草花6号深鍋 22.5×φ19×10.5㎝（800㏄）（身6.8㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,600円

ス399-427 もみじ10号深鍋 35×φ31×17㎝（4600㏄）（身10.5㎝）（5入･陶）（萬古焼） 9,300円
ス399-437 もみじ9号深鍋 32×φ28.5×16㎝（3000㏄）（身9.8㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,000円
ス399-447 もみじ8号深鍋 29×φ25.5×15㎝（2200㏄）（身9㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,700円
ス399-457 もみじ7号深鍋 25×φ22×13.5㎝（1400㏄）（身7.8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 4,700円
ス399-467 もみじ6号深鍋 22×φ19×10.5㎝（800㏄）（身6.8㎝）（16入･陶）（萬古焼） 3,200円

ス399-477 銀峯京三島11号浅鍋 36×φ34×18㎝（4000㏄）（身11㎝）（4入･陶）（萬古焼） 14,500円
ス399-487 銀峯京三島10号浅鍋 33×φ30.5×16㎝（2800㏄）（身9.5㎝）（5入･陶）（萬古焼） 9,300円
ス399-497 銀峯京三島9号浅鍋 30×φ27×15㎝（2000㏄）（身8.8㎝）（6入･陶）（萬古焼） 6,400円
ス399-507 銀峯京三島8号浅鍋 27×φ24.5×14㎝（1300㏄）（身7.8㎝）（8入･陶）（萬古焼） 4,800円
ス399-517 銀峯京三島7号浅鍋 23×φ21×11㎝（800㏄）（身6.8㎝）（10入･陶）（萬古焼） 3,800円
ス399-527 銀峯京三島6号浅鍋 20×φ18.5×10㎝（500㏄）（身6㎝）（16入･陶）（萬古焼） 2,500円
ス399-537 銀峯京三島5.5号浅鍋 18×φ17×9㎝（400㏄）（身5.3㎝）（20入･陶）（萬古焼） 2,400円

ス399-577 鉄結晶しゃぶしゃぶ鍋
29×φ26.5×13㎝（身9㎝）（4入･陶）（萬古焼） 10,500円

ス399-587 灰釉蓋付陶板10号 33.5×φ30.5×13㎝（身5㎝）（5入･陶）（萬古焼） 7,100円
ス399-597 灰釉蓋付陶板8号 28.5×φ25.8×11.5㎝（身4.3㎝）（8入･陶）（萬古焼） 5,200円
ス399-607 灰釉蓋付陶板7号 24.3×φ22.5×10㎝（身4㎝）（10入･陶）（萬古焼） 4,000円ス399-567 飴天目6号鍋 23×19×12㎝（900㏄）（身7㎝）（16入･陶）（萬古焼） 4,000円

ス399-557 飴天目8号鍋 30×25×16.5㎝（2200㏄）（身8.5㎝）（8入･陶）（萬古焼） 6,000円
ス399-547 飴天目9号鍋 34×28×17.5㎝（3000㏄）（身9.5㎝）（6入･陶）（萬古焼） 7,500円


