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日本製日本製

66-101-262　2,450円
二色吹き二つ割小鉢大（15×10×8.8） 　　806210326

66-102-262　1,800円
二色吹き二つ割小鉢小（12.2×8.6×7） 　　806210426

66-103-782　2,450円
赤絵点つなぎ三角高台小鉢（大）（11×11×6.8） 　　806210778

66-104-782　2,050円
赤絵点つなぎ三角高台小鉢（小）（9.5×9.5×6.5） 　　806210878

66-105-782　2,270円
ヒワ吹三角高台小鉢（大）（11×11×6.8） 　　806210578

66-106-782　1,870円
ヒワ吹三角高台小鉢（小）（9.5×9.5×6.5） 　　806210678

66-107-742　1,970円
ピンク三ツ山小鉢（大）（10.6×5.8） 　　507421074

66-108-742　1,700円
ピンク三ツ山小鉢（小）（8.8×5.3） 　　507421174

66-109-782　1,970円
ヒワ三ツ山小鉢（大）（10.6×5.8） 　　806230778

66-110-782　1,700円
ヒワ三ツ山小鉢（小）（8.8×5.3） 　　806230878

66-201-782　1,850円
織部三角紋中鉢（15.6×13.2×7） 　　806250278

66-202-782　1,030円
織部三角紋小鉢（12.3×10×5.2） 　　806250378

66-203-782　1,810円
黄白花型小鉢 大（10.5×5） 　　806250478

66-204-782　1,460円
黄白花型小鉢 小（8.1×4.5） 　　806250578

66-205-742　1,720円
黄菊型小鉢（大）（10.3×6.3） 　　507450777

66-206-742　1,300円
黄菊型小鉢（小）（7.7×5.8） 　　507450877

66-207-742　1,650円
金彩吹織部小鉢（大）（11.2×11.2×5.8） 　　507430474

66-208-742　1,500円
金彩吹織部小鉢（小）（9×9×5.6） 　　507430574

66-209-522　1,420円
ナス紺 片口ボウル 小（12.8×11×5） 　　1206620952

66-210-522　1,140円
ナス紺 片口ボウル ミニ（10×8.5×4.5） 　　1206621052

66-301-162　1,420円
白均窯三足舟型鉢 大（20.5×10.8×6.2） 　　544405116

66-302-162　1,180円
白均窯三足舟型鉢 中（15.5×10×5.2） 　　544405216

66-303-782　1,300円
渕金トルコ葉型小鉢（大）（10×5） 　　507530577

66-304-782　1,180円
渕金トルコ葉型小鉢（小）（8.6×5.2） 　　507530677

66-305-702　1,140円
黄春八角小鉢（大）（10.2×5.6） 　　507520771

66-306-702　 730円
黄春八角小鉢（小）（8.7×4.7） 　　507520871

陶

66-307-152　1,100円
ぎやまん高台皿（中）（13×4） 　　507550515

66-308-152　1,000円
ぎやまん高台皿（小）（11×4） 　　507550615

66-309-702　1,220円
青白磁流水小付（大）（9×5.1） 　　1106630770

66-310-702　 820円
青白磁流水小付（小）（7.5×4.6） 　　1106630870

66-401-512　1,100円 化粧刷毛三つ足4.0鉢（12.8×5） 　　507520951

66-402-512　 980円 化粧刷毛三つ足3.8鉢（11.2×5） 　　507521051

66-403-512　 870円 化粧刷毛三つ足珍味鉢（10×4.7） 　　507521151

66-404-702　1,090円
しみず花型小鉢（大）（11×5.8） 　　806410770

66-405-702　 940円
しみず花型小鉢（小）（8.5×5.5） 　　806410870

陶

66-406-742　720円
あけぼの小鉢（大）（11.3×5） 　　507610974

66-407-742　440円
あけぼの小鉢（小）（8.9×4.2） 　　507611074

66-408-512　860円
備前四ツ山小鉢（大）（10.3×5.7） 　　907040751

66-409-512　770円
備前四ツ山小鉢（小）（9×5） 　　907040851

66-410-752　580円
桜流し 桜小鉢（11×10.5×5.4） 　　607310975

66-411-752　330円
桜流し 桜小付（8.7×8.5×4.2） 　　607311075

陶

66-501-512　950円
赤采四ツ山小鉢（大）（10.3×5.7） 　　907040351

66-502-512　860円
赤采四ツ山小鉢（小）（9×5） 　　907040451

66-503-162　850円
黒油滴四ッ山小鉢 大（10.2×5.7） 　　706140916

66-504-162　740円
黒油滴四ッ山小鉢 小（9×5.2） 　　706141016

66-505-512　860円
伊賀オリベ四ツ山小鉢（大）（10.3×5.7） 　　907050151

66-506-512　770円
伊賀オリベ四ツ山小鉢（小）（9×5） 　　907050251

66-507-612　820円
桜志野四ツ山小鉢大（10.5×5.8） 　　706210761

66-508-612　750円
桜志野四ツ山小鉢小（9.2×5.2） 　　706210861

66-509-162　850円
サビ渦四ッ山小鉢 大（10.2×5.7） 　　706150116

66-510-162　740円
サビ渦四ッ山小鉢 小（9×5.2） 　　706150216

中鉢/小鉢 φ

高さ
cm

高さ
cm

長辺 cm 短辺
cmφ

高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm

高さ cm中鉢/小鉢 φ

高さ
cm

高さ
cm

長辺 cm 短辺
cmφ

高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm

高さ cm
高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

中鉢/小鉢 φ

高さ
cm

高さ
cm

長辺 cm 短辺
cmφ

高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm

高さ cm



刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品
薬味皿

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

067組鉢（片口・変形）組 7～17cm
Set of Bowls （Lipped, Odd Shaped）

日本製

67-101-412　800円 吹墨十草 三角5.5鉢（16.7×6.1） 　　1106920541

67-102-412　500円 吹墨十草 三角4.5鉢（13.7×5） 　　1106920641

67-103-412　380円 吹墨十草 三角3.5鉢（10.7×4） 　　1106920741

陶

67-104-602　930円
白ウノフ 新片口鉢（大）（14.2×11.5×6.4） 　　1007310360

67-105-602　590円
白ウノフ 新片口鉢（小）（11×9×5） 　　1007310460

67-106-782　990円
梨地茶刷毛目3.6片口鉢（12.7×11.5×6） 　　806430178

67-107-782　770円
梨地茶刷毛目3.0片口小鉢（10.3×9×4.8） 　　806430278

67-108-262　950円
金茶片口小鉢小（13×11.6×6） 　　806330926

67-109-262　750円
金茶片口小付（10.5×9.2×5） 　　806331026

陶

67-110-742　940円
黒化粧一珍4.0片口小鉢（12.3×11×4.3） 　　805160574

67-111-742　790円
黒化粧一珍3.0片口小鉢（10.4×9.2×5） 　　805160674

陶

67-201-512　880円
白うのふ花びら小鉢（13.7×4.7） 　　907110951

67-202-512　600円
白うのふ花びら小付（10×4.2） 　　907111051

陶

67-203-512　880円
ピンクうのふ花びら小鉢（13.7×4.7） 　　907110751

67-204-512　600円
ピンクうのふ花びら小付（10×4.2） 　　907110851

67-205-252　900円
銅織部14cmがんどち鉢（14×14×3.5） 　　805640125

67-206-252　750円
銅織部11cmがんどち鉢（11×11×3.3） 　　805640225

67-207-702　1,670円
赤絵花つなぎすげ傘小鉢（大）（14.5×12.5×4.5） 　　806240370

67-208-702　1,100円
赤絵花つなぎすげ傘小鉢（小）（10.3×9×3.3） 　　806240470

陶

67-209-742　770円
紺釉3.3丸小鉢（10×4） 　　507610174

67-210-742　700円
紺釉3.0丸小鉢（9×3.8） 　　507610274

67-301-742　1,370円
渕金ヒワ梅型小鉢（大）（9.8×5.4） 　　1106620774

67-302-742　1,220円
渕金ヒワ梅型小鉢（小）（8.7×5.1） 　　1106620874

67-303-262　720円
乳白流片口3.6小鉢（10.6×10.3×5.5） 　　806530726

67-304-262　550円
乳白流片口珍味（9.2×8.8×4.6） 　　806530826

67-305-512　540円
備前片口小鉢（大）（10.5×10.2×5） 　　507740351

67-306-512　430円
備前片口小鉢（小）（9×8.7×4.3） 　　507740451

67-307-512　750円
アメターク小鉢（中）（13×5.5） 　　1206730751

67-308-512　650円
アメターク小鉢（小）（10.8×5.5） 　　1206730851

67-309-512　860円
ヒワ貫入 3寸小鉢（9.3×4.2） 　　1106730951

67-310-512　720円
ヒワ貫入 丸小付（8.4×3.8） 　　1106731051

陶

67-401-262　550円
金彩粉引き楕円15.5鉢（15.6×6.2×2.4） 　　907820326

67-402-262　500円
金彩粉引き楕円10鉢（10.4×5.3×2.3） 　　907820426

67-403-702　700円
青白磁石目型3.7楕円鉢（11.1×8.2×2.9） 　　1106740170

67-404-702　550円
青白磁石目型2.7楕円鉢（8×6.2） 　　1106740270

67-405-782　1,760円
黒釉花 反刺身鉢（14.7×4.4） 　　907340978

67-406-782　1,150円
黒釉花 反小鉢（10.6×3.5） 　　907341078

67-407-702　950円
桔梗型小鉢（大）ピンク（10.3×5.6） 　　607220370

67-408-702　700円
桔梗型小鉢（小）ピンク（8.3×4.8） 　　607220470

67-409-702　950円
桔梗型小鉢（大）ヒワ（10.3×5.6） 　　607220570

67-410-702　700円
桔梗型小鉢（小）ヒワ（8.3×4.8） 　　607220670

67-501-472　580円
黒備前四角小鉢（中）（10×10×5.5） 　　507110447

67-502-472　500円
黒備前四角小鉢（小）（8.5×5） 　　905420547

67-503-402　600円
雲海水晶3.8鉢（10×10×5.5） 　　907510740

67-504-402　500円
雲海水晶3.5鉢（8.5×8.5×5） 　　907510840

67-505-612　460円
白吹天目石垣小鉢（12.2×4.1） 　　705810361

67-506-612　360円
白吹天目石垣珍味（9.8×3.5） 　　805950361

67-507-152　450円
あけぼの五ッ山小鉢（8.8×5.3） 　　806630415

67-508-152　440円
あけぼの珍味（6.7×4.7） 　　806630515

67-509-152　450円
伊賀織部吹五ッ山小鉢（8.8×5.3） 　　806630615

67-510-152　440円
伊賀織部吹 珍味（6.7×4.7） 　　806630715
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68-101-262　2,650円
錦宝来4.0小鉢（12.2×7） 　　806210926

68-102-262　2,400円
錦宝来3.6小鉢（10.2×6） 　　806211026

陶

68-103-332　2,100円 青益子三紋 玉渕4.0小鉢（12.5×6.2） 　　507430133

68-104-332　1,900円 青益子三紋 玉渕3.6小鉢（11.5×6.2） 　　507430233

68-105-332　1,400円 青益子三紋 玉渕3.3小鉢（10.5×5.8） 　　507430333

68-106-262　2,000円
乳白釜上4.0鉢（12.3×7） 　　806520326

68-107-262　1,650円
乳白釜上3.6鉢（10.5×5.7） 　　806520426

68-108-262　1,950円
黄交趾花型5.0鉢（15.5×5.2） 　　907240126

68-109-262　1,400円
黄交趾花型4.0鉢（12.5×4.5） 　　907240226

68-110-262　1,800円
まごころ桔梗型4.0鉢（12.5×7） 　　806240926

68-111-262　1,650円
まごころ桔梗型3.6鉢（10.5×6） 　　806241026

68-201-782　1,200円
潮吹小鉢（大）（12×5.8） 　　507510378

68-202-782　1,060円
潮吹小鉢（小）（10.8×5.5） 　　507510478

68-203-312　980円 窯変紺十草菊型5.5鉢（16.7×6.1） 　　1106850431

68-204-312　600円 窯変紺十草菊型4.5鉢（13.8×5） 　　1106850531

68-205-312　500円 窯変紺十草菊型3.5鉢（10.5×4.2） 　　1008060211

68-206-312　980円 黒マット十草菊型5.5鉢（16.7×6.1） 　　1106850731

68-207-312　600円 黒マット十草菊型4.5鉢（13.8×5） 　　1106850831

68-208-312　500円 黒マット十草菊型3.5鉢（10.5×4.2） 　　1008060111

68-209-312　980円 粉引十草菊型5.5鉢（16.7×6.1） 　　1106851031

68-210-312　600円 粉引十草菊型4.5鉢（13.8×5） 　　1106851131

68-211-312　500円 粉引十草菊型3.5鉢（10.5×4.2） 　　1008430611

68-212-312　980円 深緑十草菊型5.5鉢（16.7×6.1） 　　1106851331

68-213-312　600円 深緑十草菊型4.5鉢（13.8×5） 　　1106851431

68-214-312　500円 深緑十草菊型3.5鉢（10.5×4.2） 　　1008060311

68-301-312　980円
吉祥小紋 5.0鉢（16.8×3.5） 　　1206830131

68-302-312　750円
吉祥小紋 4.0鉢（12.5×2.5） 　　1206830231

68-303-512　900円 オリベターク 小鉢（大）（16×5.5） 　　1206830351

68-304-512　750円 オリベターク 小鉢（中）（13×5.5） 　　1206830451

68-305-512　650円 オリベターク 小鉢（小）（10.8×5.5） 　　1206830551

68-306-572　880円
朱雲4.5ボール（14×5.3） 　　803830357

68-307-572　800円
朱雲4.0ボール（12.8×4.3） 　　803830457

68-308-512　900円 黄彩花紋 菊形5.5鉢（16.7×6.1） 　　1206830851

68-309-512　590円 黄彩花紋 菊形4.5鉢（13.8×5） 　　1206830951

68-310-512　460円 黄彩花紋 菊形3.5鉢（10.5×4.2） 　　1206831051

68-311-312　800円
古染唐草 5.5鉢（17×6） 　　1206831131

68-312-312　600円
古染唐草 4.5鉢（13.5×5.5） 　　1206831231

陶

68-401-602　750円
粉引青釉楕円小鉢（15.5×11×4.3） 　　541901760

68-402-602　430円
粉引青釉楕円小付（11.7×8.2×4.2） 　　541901860

陶

68-403-602　750円
粉引刷毛楕円小鉢（15.3×10.7×4.4） 　　507660160

68-404-602　430円
粉引刷毛楕円小付（11.7×8×4） 　　507660260

68-405-522　720円 しだれ十草青5.0ボール（φ16×5.4） 　　1007550652

68-406-522　550円 しだれ十草青4.0ボール（φ13×5.2） 　　1007550752

68-407-522　440円 しだれ十草青3.3ボール（φ10.6×5.2） 　　1007550852

68-408-522　720円 ポピーズ紫5.0ボール（φ16×5.4） 　　1007551152

68-409-522　550円 ポピーズ紫4.0ボール（φ13×5.2） 　　1007551252

68-410-522　440円 ポピーズ紫3.3ボール（φ10.6×5.2） 　　1007551352

68-411-522　560円
夢の花青4.0ボール（φ13×5.2） 　　1007550952

68-412-522　450円
夢の花青3.3ボール（φ10.6×5.2） 　　1007551052

68-501-242　750円
なると5.0楕円鉢（16.5×15.4×7.3） 　　1106950724

68-502-242　460円
なると4.0楕円鉢（13.5×13×6.4） 　　1106950824

68-503-242　750円
太十草5.0楕円鉢（16.5×15.4×7.3） 　　1105560224

68-504-242　460円
太十草4.0楕円鉢（13.5×13×6.4） 　　1105560324

68-505-242　750円
角ウズ5.0楕円鉢（16.5×15.4×7.3） 　　1122650224

68-506-242　460円
角ウズ4.0楕円鉢（13.5×13×6.4） 　　1105560424

68-507-402　710円
鳴門唐草楕円5.0鉢（16×15.5×7） 　　1004750140

68-508-402　490円
鳴門唐草楕円4.5鉢（13.3×13×6.3） 　　1005960540

68-509-402　430円
鳴門唐草楕円3.5鉢（11×10.3×5） 　　1007060140

68-510-402　710円
青白磁 楕円5.0鉢（16×15.5×7） 　　1206851040

68-511-402　480円
青白磁 楕円4.5鉢（13.3×13×6.3） 　　1206851140

68-512-402　400円
青白磁 楕円3.5鉢（11×10.3×5） 　　1206851240

中鉢/小鉢 φ

高さ
cm

高さ
cm

長辺 cm 短辺
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069組鉢（丸・楕円）組 9～17cm
Set of Bowls （Round, Oval）

日本製日本製

69-101-402　710円 青白磁 新型 5.5鉢（16.8×6.5） 　　1206910140

69-102-402　510円 青白磁 新型 4.5鉢（13.5×5.2） 　　1206910240

69-103-402　410円 青白磁 新型 3.5鉢（11×4.3） 　　1206910340

69-104-402　710円 黒金彩 新形 5.5鉢（16.8×6.5） 　　1206910440

69-105-402　510円 黒金彩 新形 4.5鉢（13.5×5.2） 　　1206910540

69-106-402　400円 黒金彩 新形 3.5鉢（11×4.3） 　　1206910640

69-107-312　650円
瑠璃麻 5.0鉢（17×5） 　　1206910731

69-108-312　500円
瑠璃麻 4.0鉢（14.2×4.7） 　　1206910831

69-109-312　650円
瑠璃なみ 5.0鉢（17×5） 　　1206910931

69-110-312　500円
瑠璃なみ 4.0鉢（14.2×4.7） 　　1206911031

69-111-512　650円 風車（白）16cmボール（16×5.5） 　　622630351

69-112-512　520円 風車（白）13.5cmボール（13.5×5.2） 　　622630451

69-113-512　390円 風車（白）11cmボール（10.8×4） 　　622630551

69-201-512　650円 風車（黒）16cmボール（16×5.5） 　　622641051

69-202-512　520円 風車（黒）13.5cmボール（13.5×5.2） 　　622641151

69-203-512　390円 風車（黒）11cmボール（10.8×4） 　　622641251

69-204-402　650円 濃十草楕円5.0鉢（17×16.5×6） 　　1007451040

69-205-402　500円 濃十草楕円4.5鉢（13.8×13.5×5） 　　905620140

69-206-402　370円 濃十草楕円3.5鉢（11×10.7×4.2） 　　1007451240

69-207-312　600円
うず粉引グレー4.0ボール（13.3×5.3） 　　806720511

69-208-312　500円
うず粉引グレー3.5ボール（10.5×5） 　　806720611

69-209-542　550円
東風石目4.2ボール（13×5.5） 　　507730754

69-210-542　450円
東風石目3.3ボール（10.5×5.3） 　　507730854

69-211-402　570円 里粉引5.5ボール（16×6.5） 　　1106850140

69-212-402　470円 里粉引4.5ボール（13.2×5.5） 　　1106850240

69-213-402　320円 里粉引3.5ボール（10.7×5.2） 　　1106850340

69-301-742　530円
小雪緑菊型4.0鉢（12.5×4.2） 　　1206930174

69-302-742　460円
小雪緑菊型3.5鉢（10.7×4.2） 　　1206930274

69-303-782　530円
小雪紫菊型4.0鉢（12.5×4.2） 　　1206930378

69-304-782　460円
小雪紫菊型3.5鉢（10.7×4.2） 　　1206930478

69-305-612　540円
菊型4.0ボール 白（12.4×5.2） 　　806730961

69-306-612　450円
菊型3.0ボール 白（9.2×4） 　　806731061

69-307-402　530円 姫胡蝶5.0浅鉢（16.5×4.3） 　　1106840340

69-308-402　440円 姫胡蝶4.0浅鉢（13.5×4） 　　1106840440

69-309-402　410円 姫胡蝶3.3浅鉢（11.2×3.5） 　　1106840540

69-310-402　560円 新なずな5.5ボール（16.8×6） 　　722230540

69-311-402　480円 新なずな4.5ボール（13.7×5） 　　722230640

69-312-402　330円 新なずな3.5ボール（11×4.2） 　　722230740

69-401-402　530円 万葉草花5.5ボール（15.8×6.5） 　　1106921140

69-402-402　460円 万葉草花4.5ボール（13×5） 　　1106921240

69-403-402　290円 万葉草花3.5ボール（10.3×4.5） 　　1106921340

69-404-402　500円 大輪花 4.0深鉢（12.5×7.3） 　　706331140

69-405-402　440円 大輪花 3.5深鉢（11×6.3） 　　706331240

69-406-402　420円 大輪花 3.0深鉢（9.5×5.4） 　　706331340

69-407-602　500円
白露石目4.0鉢（12.6×3.6） 　　544201460

69-408-602　450円
白露石目3.3鉢（10.9×3.2） 　　544201560

69-409-472　450円
細十草ナブリ5.0浅丼（17×5） 　　1007450147

69-410-472　400円
細十草ナブリ4.0浅丼（14.5×5） 　　1007450247

69-411-012　390円
十草 丸40浅鉢（13.8×3.8） 　　1206941101

69-412-012　320円
十草 丸30浅鉢（10×3） 　　1206941201

69-501-792　380円
合せ小鉢（中）ベージュ（13.5×5.2） 　　507750679

69-502-792　320円
合せ小鉢（小）ベージュ（11×4.8） 　　507750779

陶

69-503-792　380円
合せ小鉢（中）緑茶（13.5×5.2） 　　507750479

69-504-792　320円
合せ小鉢（小）緑茶（11×4.8） 　　507750579

陶 陶

69-505-792　380円
合せ小鉢（中）黒備前（13.5×5.2） 　　607370579

69-506-792　320円
合せ小鉢（小）黒備前（11×4.8） 　　607370679

69-507-402　390円
黒マット水晶5.0浅鉢（17×4.2） 　　1106840640

69-508-402　330円
黒マット水晶4.0浅鉢（14×4） 　　1106840740

69-509-402　270円
黒マット水晶3.3浅鉢（11.5×3.7） 　　1206950940

69-510-402　410円
鳴門唐草5.5浅鉢（16.5×5） 　　1106840140

69-511-402　330円
鳴門唐草4.5浅鉢（14.5×4.5） 　　1106840240
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組鉢（丸）組 7～14cm
Set of Bowls （Round）

070

70-101-262　1,400円
エイジング広台鉢M（φ12.5×7.2） 　　1007610126

70-102-262　 920円
エイジング広台鉢S（φ10×5.9） 　　1007610226

70-103-472　1,480円
赤絵花スタック鉢（大）（9.2×4） 　　906850347

70-104-472　1,300円
赤絵花スタック鉢（小）（7×2.5） 　　906850447

70-105-472　1,480円
赤絵うず草スタック鉢（大）（9.2×4） 　　906850147

70-106-472　1,300円
赤絵うず草スタック鉢（小）（7×2.5） 　　906850247

70-107-512　880円
霧の雫3.8多用丼（11.8×6） 　　806710151

70-108-512　770円
霧の雫3.5多用丼（10.8×5.7） 　　806710251

70-109-792　650円
花形深口3.6小鉢（10.5×5） 　　507740777

70-110-792　550円
花形深口3.0小鉢（9×4.5） 　　507740877

70-201-052　1,150円
二本線丸鉢（大）（11×3.5） 　　806421005

70-202-052　 960円
二本線丸鉢（小）（9.5×3） 　　806421105

70-203-012　750円
花ごよみ南蛮小鉢（11×5.5） 　　507040401

70-204-012　580円
花ごよみ南蛮小付（9.5×5.5） 　　608040201

70-205-792　700円
めばえ3.6小鉢（ゴス）（大）（10.8×6） 　　507631071

70-206-792　550円
めばえ3.0小鉢（ゴス）（小）（9.1×5.3） 　　507631171

70-207-352　550円
帯小紋菊形4.5鉢（13.8×5） 　　1005550335

70-208-352　420円
帯小紋菊形3.5鉢（10.5×4.2） 　　1005550435

70-209-312　500円
ピンストライプ菊型3.5鉢（10.5×4.2） 　　907420711

70-210-312　480円
ピンストライプ菊型3.0小付（9×4.1） 　　907420811

70-301-402　540円
黒マットエメラルド3.6小鉢（11×5.2） 　　1107040140

70-302-402　460円
黒マットエメラルド3.3小鉢（9.3×4.3） 　　1107040240

70-303-472　780円
伊賀織部なで角小鉢（中）（11×4.5） 　　1007650347

70-304-472　650円
伊賀織部なで角小鉢（小）（9.5×3.8） 　　1007650447

70-305-702　680円
黄瀬戸ナデ角小鉢（中）（10.5×10.5×4.5） 　　607260770

70-306-702　570円
黄瀬戸ナデ角小鉢（小）（9×9×4） 　　607260870

70-307-702　680円
ゴス巻ナデ角小鉢（中）（10.5×10.5×4.5） 　　507620571

70-308-702　570円
ゴス巻ナデ角小鉢（小）（9×9×4） 　　507620671

70-309-702　650円
焼締ナデ角小鉢（中）（10.5×10.5×4.5） 　　507620371

70-310-702　500円
焼締ナデ角小鉢（小）（9×9×4） 　　507620471

陶

70-401-742　660円
志野スリ小鉢（大）（11.2×5.2） 　　507650474

70-402-742　540円
志野スリ小鉢（中）（10.5×4.3） 　　507650574

70-403-742　430円
志野スリ小鉢珍味（8.5×3.7） 　　507650674

70-404-472　620円
青磁十草3.8小鉢（12×5.8） 　　907410947

70-405-472　580円
青磁十草3.5小鉢（11×5.5） 　　907411047

70-406-472　530円
青磁十草3.0小鉢（9.7×4.7） 　　907411147

70-407-612　530円
粉引赤絵紋3.8小鉢（11.5×5.5） 　　507760561

70-408-612　450円
粉引赤絵紋3.5小鉢（10.5×5） 　　507760661

70-409-612　380円
粉引赤絵紋3.0小鉢（9×5.5） 　　507760761

70-410-612　560円
グレー巻3.8小鉢（11.5×6） 　　507760861

70-411-612　470円
グレー巻3.5小鉢（10.5×5） 　　507760961

70-412-612　390円
グレー巻3.0小鉢（9×4.5） 　　507761061

70-413-262　1,100円
四方十草小鉢（大）（11×6.3） 　　806410326

70-414-262　1,000円
四方十草小鉢（小）（10×5.5） 　　806410426
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071組鉢（角・丸）組 7～14cm
Set of Bowls （Square, Round）

71-101-262　2,050円
まごころ花角4.0鉢（10×10×7） 　　806240126

71-102-262　1,800円
まごころ花角3.6鉢（8.7×8.7×6.3） 　　806240226

71-103-512　1,100円
菊割 青白9cm正角深鉢（8.8×4.3） 　　806340551

71-104-512　 990円
菊割 青白7cm正角深鉢（7×3.3） 　　806340651

陶

71-105-782　1,430円
唐津椿丸小鉢 大（11.5×5.6） 　　806310578

71-106-782　1,320円
唐津椿丸小鉢 小（10.5×5.2） 　　806310678

71-107-782　1,390円
赤ライン四方小鉢（大）（10.4×10.4×6.3） 　　806330178

71-108-782　1,020円
赤ライン四方小鉢（小）（7.8×7.8×5.5） 　　806330278

71-109-472　1,200円
渕ライン花型小鉢（大）（10.8×10.8×6.5） 　　607120147

71-110-472　 870円
渕ライン花型小鉢（小）（8×8×5.5） 　　607120247

71-201-472　950円
志野織部十草角3.6小鉢（9×5.7） 　　907540347

71-202-472　860円
志野織部十草角3.3小鉢（8×5.7） 　　907540447

71-203-472　950円
ストライプ3.6角小鉢（9×9×5.7） 　　607250647

71-204-472　860円
ストライプ3.3角小鉢（8×8×5.5） 　　607250747

71-205-472　950円
花ちらし角3.6小鉢（9×9×5.7） 　　806440547

71-206-472　860円
花ちらし角3.3小鉢（8.3×8.3×5.7） 　　806440647

71-207-472　950円
桃山石目3.6角小鉢（大）（9×9×5.8） 　　607160747

71-208-472　860円
桃山石目3.3角小鉢（小）（8×8×5.8） 　　607160847

71-209-472　950円
いぶし黒十草角3.6小鉢（9×5.7） 　　907540747

71-210-472　860円
いぶし黒十草角3.3小鉢（8×5.7） 　　907540847

71-301-782　950円
青地十草角小鉢（大）（9.8×9.8×5.5） 　　507530978

71-302-782　730円
青地十草角小鉢（小）（8.2×8.2×5.1） 　　507531078

71-303-702　1,050円
伊賀織部角小鉢（大）（9.8×9.8×5.5） 　　1107130470

71-304-702　 950円
伊賀織部角小鉢（小）（8.3×8.3×5.1） 　　1107130570

71-305-742　940円
やきしめ角小鉢（大）（9.8×9.8×5.5） 　　1107130674

71-306-742　840円
やきしめ角小鉢（小）（8.3×8.3×5.1） 　　1107130774

71-307-782　940円
白磁 角小鉢（大）（9.8×9.8×5.5） 　　1107130878

71-308-782　840円
白磁 角小鉢（小）（8.3×8.3×5.1） 　　1107130978

71-309-152　940円
黒角小鉢（大）（11.5×11.5×6） 　　706130515

71-310-152　840円
黒角小鉢（中）（10×10×4.8） 　　706130615

71-311-152　440円
黒角小鉢（小）（7.7×7.7×3） 　　706130715

71-401-512　1,100円
四季友禅 四ツ押小鉢（大）（9.5×9.5×6） 　　1207140151

71-402-512　 750円
四季友禅 四ツ押小鉢（小）（8×8×4.5） 　　1207140251

71-403-702　980円
白磁石目型角小鉢（大）（9.8×9.8×4） 　　607141070

71-404-702　680円
白磁石目型角小鉢（小）（8.2×8.2×3.5） 　　607141170

71-405-612　850円
あけぼの六衛小鉢（大）（10.3×5.6） 　　606160161

71-406-612　800円
あけぼの六衛小鉢（小）（9.2×5.1） 　　607750661

71-407-152　520円
渕取3.3丸ボール 宙（φ9.8×4.5） 　　1207140715

71-408-152　380円
渕取ミニボール 宙（φ7.5×3.9） 　　1207140815

71-409-402　480円
ルリ化粧4.5ボール（13.5×5） 　　806620940

71-410-402　350円
ルリ化粧3.5ボール（11×4） 　　806621040
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