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ト461-017 ロクベ 8.0 浅鉢  φ26×6.7㎝（20入･磁） ･･･････････6,200円
ト461-027 ロクベ 7.0 浅鉢  φ21×6㎝（24入･磁） ･････････････3,600円
ト461-037 ロクベ 5.0 浅鉢  φ15×4.1㎝（50入･磁） ･･･････････2,100円
ト461-047 ロクベ 湯呑（大）  φ6.5×8.5㎝（80入･磁） ･･････････1,400円
ト461-057 ロクベ 湯呑（小）  φ6×8㎝（100入･磁） ････････････1,300円
ト461-067 石目 4.5 飯碗  φ13.6×8.6㎝（50入･磁） ･･･････････1,900円
ト461-077 石目 3.8 飯碗  φ11.5×8㎝（60入･磁） ･････････････1,500円
ト461-087 飯器 （小）  φ10.5×8㎝（60入･磁） ･･････････････････1,700円
ト461-097 飯器 木蓋  11.5×2㎝（120入）（木製） ･･････････････････840円
ト461-107 石目5.3 楕円鉢  16.5×12.2×4.6㎝（50入･磁） ･････2,000円
ト461-117 蒸し碗 （小）  φ7.5×8.5㎝（6×12入･磁） ････････････1,550円
ト461-127 ロクベ 3.6ボール  φ11×3.6㎝（120入･磁） ･････････1,000円
ト461-137 ロクベ 4.5ボール  φ13.6×4㎝（60入･磁） ･･････････1,480円
ト461-147 ロクベ 6.5ボール  φ19.5×4.5㎝（36入･磁） ････････2,300円
ト461-157 ロクベ 8.5ボール  φ26×4.8㎝（20入･磁） ･･････････4,200円
ト461-167 八角 刺身鉢  14.7×14.7×5.2㎝（40入･磁） ･････････2,200円
ト461-177 八角 チョク  8.6×8.6×2㎝（120入･磁）･････････････････720円
ト461-187 石目 角小鉢 （小）  8.3×8.3×3.6㎝（100入･磁） ･･･････820円
ト461-197 石目 角小鉢 （大）  10×10×4㎝（80入･磁） ････････1,460円
ト461-207 3.0 丸皿  φ9.5×1.3㎝（150入･磁） ････････････････････580円
ト461-217 石目5.0 丸皿  φ15.2×2.1㎝（80入･磁） ･･･････････････850円
ト461-227 石目 二連皿 （大）  17.6×9×3.2㎝（80入･磁） ･･････1,400円
ト461-237 石目 三連皿 （大）  26.4×9×3.2㎝（60入･磁） ･･････2,000円
ト461-247 長角 四方小皿  10.8×6.8×2㎝（100入･磁） ･･･････････680円
ト461-257 5.5 長角四方皿  16.8×10.2×2.5㎝（60入･磁） ･････1,280円
ト461-267 7.5 長角四方皿  22.4×13.7×3.2㎝（40入･磁） ･････2,200円
ト461-277 9.0 長角四方皿  27.8×17×3.8㎝（20入･磁） ･･････3,200円
ト461-287 12.0 長角四方皿  36.5×10.5×4.2㎝（15入･磁） ･･･2,500円
ト461-297 石目 11.0プレート  33.2×10.7×1.8㎝（15入･磁） ･･･2,550円
ト461-307 石目 9.0プレート  28×10×1.8㎝（20入･磁） ････････2,000円

ロ461-517 六兵衛6.0寸丼  
φ18.2×9.5㎝（30入･磁） ･･･････････3,720円
ロ461-527 六兵衛8.5浅丼  
φ26.5×7.2㎝（20入･磁） ･･･････････6,700円
ロ461-537 六兵衛豆茶碗  
φ11.1×5.7㎝（150入･磁） ･･････････1,200円
ロ461-547 六兵衛茶碗（小）  
φ12.3×6.5㎝（120入･磁） ･･････････1,500円
ロ461-557 六兵衛茶碗（中）  
φ13.8×7.3㎝（100入･磁） ･･････････1,850円
ロ461-567 六兵衛茶碗（大）  
φ15.7×8㎝（80入･磁） ･････････････2,400円
ロ461-577 六兵衛呑水（小）  
13.5×11.8×7㎝（80入･磁） ････････1,300円
ロ461-587 六兵衛呑水（大）  
15.3×13.8×7.8㎝（60入･磁） ･･･････1,550円
ロ461-597 石目前菜皿  
22×11.2×5.6㎝（60入･磁） ････････3,300円
ロ461-607 7.5寸長角四方皿  
22.7×13.7×3㎝（60入･磁） ････････2,400円
ロ461-617 9.0寸長角四方皿  
28.2×17.3×3.9㎝（40入･磁） ･･･････3,900円
ロ461-627 12.0寸長角四方楕円鉢  
37.5×18.2×6.4㎝（15入･磁） ･･･････9,000円
ロ461-637 10.0寸長角四方楕円鉢  
31×15×5.6㎝（20入･磁） ･･････････4,600円
ロ461-647 タタラ呑水  
φ11.5×4㎝（120入･磁） ･･･････････1,020円
ロ461-657 タタラ丸千代口  
φ8.7×3㎝（200入･磁） ････････････････720円
ロ461-667 12.0寸長角四方皿  
36.2×10.3×4.2㎝（40入･磁） ･･･････2,800円
ロ461-677 石目丸小鉢（大）  
φ11.5×3.6㎝（100入･磁） ･･････････1,100円
ロ461-687 石目丸小鉢（小）  
φ8.8×3.3㎝（130入･磁） ･･････････････740円
ロ461-697 松花堂四方銘々皿  
11.5×11.5×3㎝（100入･磁） ･･･････1,100円
ロ461-707 5.0寸四方皿  
14.7×14.7×3.4㎝（60入･磁） ･･･････1,850円
ロ461-717 6.0寸四方皿  
18×18×4㎝（40入･磁） ････････････2,550円
ロ461-727 7.5寸四方皿  
22.7×22.7×4.8㎝（30入･磁） ･･･････3,000円
ロ461-737 8.5寸四方皿  
26.8×26.8×5.8㎝（20入･磁） ･･･････5,500円
ロ461-747 長角四方小皿  
11×7×2.2㎝（130入･磁） ･････････････740円
ロ461-757 長角四方5.5皿  
17×10.5×2.7㎝（80入･磁） ････････1,340円
ロ461-767 石目11.0プレート  
33.3×11×1.9㎝（35入･磁） ････････2,800円
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460 和陶オープン Japanese Tableware（Open Stock） Japanese Tableware（Open Stock） 和陶オープン


