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Donabe Hot Pot 土鍋

ケ401-017 石目 東風10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-027 石目 東風9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-037 石目 東風8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-047 石目 東風7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-057 石目 東風6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-067 石目 東風10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-077 石目 東風9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-087 石目 東風8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-097 石目 東風7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-107 団らん 明志野10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-117 団らん 明志野9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-127 団らん 明志野8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-137 団らん 明志野7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-147 団らん 明志野6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-157 団らん 明志野10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-167 団らん 明志野9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-177 団らん 明志野8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-187 団らん 明志野7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-197 団らん 朽葉10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-207 団らん 朽葉9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-217 団らん 朽葉8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-227 団らん 朽葉7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-237 団らん 朽葉6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-247 団らん 朽葉10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-257 団らん 朽葉9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-267 団らん 朽葉8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-277 団らん 朽葉7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-287 団らん 山がすみ10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-297 団らん 山がすみ9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-307 団らん 山がすみ8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-317 団らん 山がすみ7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-327 団らん 山がすみ6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-337 団らん 山がすみ10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-347 団らん 山がすみ9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-357 団らん 山がすみ8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-367 団らん 山がすみ7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-377 団らん 金華10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-387 団らん 金華9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-397 団らん 金華8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-407 団らん 金華7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-417 団らん 金華6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-427 団らん 金華10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-437 団らん 金華9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-447 団らん 金華8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-457 団らん 金華7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-467 団らん 夢路10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-477 団らん 夢路9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-487 団らん 夢路8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-497 団らん 夢路7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-507 団らん 夢路6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-517 団らん 夢路10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-527 団らん 夢路9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-537 団らん 夢路8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-547 団らん 夢路7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-557 石目 粉引黒ライン10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-567 石目 粉引黒ライン9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-577 石目 粉引黒ライン8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-587 石目 粉引黒ライン7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-597 石目 粉引黒ライン6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-607 石目 粉引黒ライン10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-617 石目 粉引黒ライン9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-627 石目 粉引黒ライン8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-637 石目 粉引黒ライン7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-647 石目 銀河10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-657 石目 銀河9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-667 石目 銀河8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-677 石目 銀河7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-687 石目 銀河6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-697 石目 銀河10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-707 石目 銀河9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-717 石目 銀河8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-727 石目 銀河7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-737 石目 なごり雪10号鍋 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 10,000円
ケ401-747 石目 なごり雪9号鍋 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 7,500円
ケ401-757 石目 なごり雪8号鍋 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 6,400円
ケ401-767 石目 なごり雪7号鍋 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 4,700円
ケ401-777 石目 なごり雪6号鍋 21.9×19×11.1㎝（16入･陶） 3,400円
ケ401-787 石目 なごり雪10号鍋（IH） 35.9×31×18.3㎝（5入･陶） 12,500円
ケ401-797 石目 なごり雪9号鍋（IH） 32.9×28.5×16.7㎝（6入･陶） 10,000円
ケ401-807 石目 なごり雪8号鍋（IH） 29.7×25.5×15.3㎝（8入･陶） 8,900円
ケ401-817 石目 なごり雪7号鍋（IH） 26.1×22.5×13.3㎝（10入･陶） 6,800円

ケ401-827 粉引黒ライン石目広口 呑水 14.7×13×5.3㎝（120入･磁） 700円
ケ401-837 粉引黒ライン石目 タレ入れ（大） 10×16.7㎝（650㏄）（36入･磁） 2,000円
ケ401-847 粉引黒ライン石目 蓋付タレ入れ（小） 13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入･磁） 2,000円
ケ401-857 粉引黒ライン石目三品盛仕切皿 21×8×2.5㎝（80入･磁） 1,500円
ケ401-867 粉引黒ライン石目二品盛仕切皿 14×8×2.5㎝（120入･磁） 1,100円

ケ401-877 銀河石目深口呑水 14.5×12.3×6㎝（120入･磁） 650円
ケ401-887 銀河石目タレ入れ（大） 10×16.7㎝（650㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-897 銀河石目蓋付タレ入れ（小） 13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-907 銀河石目三品盛仕切皿 21×8×2.5㎝（80入･磁） 1,400円
ケ401-917 銀河石目二品盛仕切皿 14×8×2.5㎝（120入･磁） 1,000円

ケ401-927 新粉引深口呑水 14.5×12.3×6㎝（120入･磁） 650円
ケ401-937 新粉引石目タレ入れ（大） 10×16.7㎝（650㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-947 新粉引石目蓋付タレ入れ（小） 13×8.5×11.7㎝（450㏄）（36入･磁） 1,900円
ケ401-957 新粉引石目三品盛仕切皿 21×8×2.5㎝（80入･磁） 1,400円
ケ401-967 新粉引石目二品盛仕切皿 14×8×2.5㎝（120入･磁） 1,000円


