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有田焼飯碗
Arita Ware Rice Bowl

346

346-101-912　2,000円
錦つゆ草茶漬（大）（12.5×6） 　　833110391

346-102-912　2,000円
錦つゆ草茶漬（小）（11.5×5） 　　833110491

346-103-912　1,800円
大輪花 茶漬（大）（12.7×6.2） 　　731510191

346-104-912　1,800円
大輪花 茶漬（小）（12×5.3） 　　731510291

346-105-912　1,800円
パステル 茶漬（大）（12×7.5） 　　1135010591

346-106-912　1,800円
パステル 茶漬（小）（11×6.5） 　　1135010691

346-107-912　1,800円
粉引水玉 茶漬（大）（12×7） 　　1135010791

346-108-912　1,800円
粉引水玉 茶漬（小）（11×6.5） 　　1135010891

346-201-912　1,700円
濃草花 茶漬（大）（12.5×6.5） 　　1135020391

346-202-912　1,700円
濃草花 茶漬（小）（11×5.5） 　　1135020491

346-203-912　1,600円
一珍和花 茶漬（大）（12.5×7.5） 　　1135030191

346-204-912　1,600円
一珍和花 茶漬（小）（11.5×7） 　　1135030291

346-205-912　1,600円
一珍菊 茶漬（大）（12.5×7.5） 　　1135020791

346-206-912　1,600円
一珍菊 茶漬（小）（11.5×7） 　　1135020891

346-207-912　1,600円
内桔梗茶漬（大）（13×6） 　　532660791

346-208-912　1,600円
内桔梗茶漬（小）（11.8×5） 　　532660891

346-303-912　1,400円
色麻葉 茶漬（大）（12.7×7） 　　632660591

346-304-912　1,400円
色麻葉 茶漬（小）（11.8×6） 　　632660691

346-305-912　1,250円
三色十草うさぎ 茶漬（大）（12.5×7） 　　1135040591

346-306-912　1,250円
三色十草うさぎ 茶漬（小）（11×6.5） 　　1135040691

346-307-912　1,100円
桜流水 大茶漬（12×7） 　　1135030391

346-308-912　1,100円
桜流水 小茶漬（11.5×6.5） 　　1135030491

346-301-912　1,450円
割草花 茶付 大（11.7×6） 　　1035620391

346-302-912　1,450円
割草花 茶付 小（11.2×5.5） 　　1035620491

346-401-912　1,100円
ひだまり茶漬（大）（12×5.4） 　　833160190

346-402-912　1,100円
ひだまり茶漬（小）（11.3×5） 　　833160290

346-403-912　1,100円
ふわふわ茶漬 青（11.2×6） 　　1035650191

346-404-912　1,100円
ふわふわ茶漬 赤（11.2×6） 　　1035650291

346-405-912　1,100円
ランの花茶漬（緑）（11.7×6.3） 　　935360191

346-406-912　1,100円
ランの花茶漬（黄）（11.3×6） 　　935360291

346-407-912　1,000円
ふるさと ミニ茶漬（青）（9.5×4.5） 　　1135060391

346-408-912　1,000円
ふるさと ミニ茶漬（赤）（9.5×4.5） 　　1135060491

346-501-912　950円
Fライン 茶漬（大）（12×5.5） 　　1135050591

346-502-912　950円
Fライン 茶漬（小）（11.5×5） 　　1135050691

346-503-912　950円
福唐草 茶漬（青）（12×5.5） 　　1135050791

346-504-912　950円
福唐草 茶漬（赤）（11.5×5） 　　1135050891

346-505-912　750円
ギャラクシー 茶漬（青）（10.8×6） 　　1135060591

346-506-912　750円
ギャラクシー 茶漬（赤）（10.8×6） 　　1135060691

346-507-912　750円
ブチ 茶漬（青）（10.8×6） 　　1135060791

346-508-912　750円
ブチ 茶漬（赤）（10.8×6） 　　1135060891

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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347有田焼飯碗
Arita Ware Rice Bowl

347-101-902　2,100円
ラスター彩花茶付（大）（12.5×7） 　　1234710190

347-102-902　2,100円
ラスター彩花茶付（小）（11.4×6.7） 　　1234710290

347-103-902　2,500円
濃椿 茶付 大（11.7×6.2） 　　1035710390

347-104-902　2,500円
濃椿 茶付 小（11.2×5.7） 　　1035710490

347-105-902　1,750円
十草 茶付（大）（12.5×6.3） 　　632610790

347-106-902　1,750円
十草 茶付（小）（11.4×5.8） 　　632610890

347-107-902　1,600円
ハーフライン茶付（大）（12.3×7.5） 　　1234710790

347-108-902　1,600円
ハーフライン茶付（小）（11.3×7） 　　1234710890

347-201-902　1,750円
京小花茶付 大（11.6×5.7） 　　1135110790

347-202-902　1,750円
京小花茶付 小（11×5.5） 　　1135110890

347-203-902　1,500円
水引草 茶付（大）（12.5×6.3） 　　632620590

347-204-902　1,500円
水引草 茶付（小）（11.4×5.8） 　　632620690

347-205-902　1,650円
元禄紋茶付（大）（13×6.5） 　　532630390

347-206-902　1,650円
元禄紋茶付（小）（12×6） 　　532630490

347-207-902　2,000円
一閑人茶付（大）（11.6×5.9） 　　532630190

347-208-902　2,200円
一閑人茶付（小）（11.2×5.6） 　　532630290

347-303-902　1,350円
網点紋茶付 大（11×5.8） 　　935220790

347-304-902　1,350円
網点紋茶付 小（10.6×5.6） 　　935220890

347-305-902　1,200円
線十草茶付（大）（11.2×6.5） 　　532650190

347-306-902　1,200円
線十草茶付（小）（10.3×6.3） 　　532650290

347-307-902　1,500円
地紋織 茶付（大）（11.6×5.8） 　　632730790

347-308-902　1,500円
地紋織 茶付（小）（11.2×5.4） 　　632730890

347-301-902　1,350円
招福ネコ茶付（大）（12.8×6） 　　532710590

347-302-902　1,350円
招福ネコ茶付（小）（11.5×5.5） 　　532710690

347-401-902　1,300円
千筋茶付（大）（13.5×7） 　　532660290

347-402-902　1,300円
千筋茶付（小）（12×6.5） 　　532660190

347-403-902　1,100円
渦線水玉軽々茶付（大）（12×7） 　　632730590

347-404-902　1,000円
渦線水玉軽々茶付（小）（10.9×6.4） 　　632730690

347-405-902　1,000円
唐草地紋茶付（大）（12×6） 　　833050790

347-406-902　 950円
唐草地紋茶付（小）（11.2×5.5） 　　833050890

347-407-902　1,100円
宴茶付（大）（11.8×5.3） 　　532720190

347-408-902　1,100円
宴茶付（小）（11×4.9） 　　532720290

347-501-902　1,000円
色彩草花 茶付（大）（12.7×6.4） 　　632730390

347-502-902　1,000円
色彩草花 茶付（小）（11.8×5.8） 　　632730490

347-503-902　900円
紙風船軽々茶付（大）（11.4×6.7） 　　532720790

347-504-902　900円
紙風船軽々茶付（小）（10.6×6.4） 　　532720890

347-505-902　900円
からし絵軽々茶付（大）（11.4×6.7） 　　1234750590

347-506-902　900円
からし絵軽々茶付（小）（10.6×6.4） 　　1234750690

陶

347-507-902　850円
黒陶ボーダー 茶付 青（12×6.5） 　　1035750590

347-508-902　850円
黒陶ボーダー 茶付 赤（12×6.5） 　　1035750690

陶

347-601-902　900円
小花うさぎ茶付（大）（12×6.3） 　　532740290

347-602-902　900円
小花うさぎ茶付（小）（12.8×7） 　　532740190

347-603-902　820円
大輪花 茶付 大（12×6.6） 　　1035760190

347-604-902　780円
大輪花 茶付 小（11.3×6.5） 　　1035760290

347-605-902　850円
あかね草 茶付（大）（12.8×5.5） 　　632760590

347-606-902　800円
あかね草 茶付（小）（11.9×5.2） 　　632760690

347-607-902　880円
めばえ茶付（大）（12.8×5.5） 　　532760790

347-608-902　800円
めばえ茶付（小）（11.9×5.2） 　　532760890
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飯碗
Rice Bowl

348

日本製日本製日本製

日本製

日本製

348-101-262　2,400円
手造り唐草平茶碗

（約φ12.6×5） 　　1035910126

陶

348-102-152　2,600円
織部糸巻茶碗

（12×6） 　　532810515

348-103-152　2,000円
焼締掛分茶碗

（12×6.4） 　　1234810315

348-104-752　1,700円
ブリック飯碗 ピンク

（φ11.8×6.2） 　　1234810475

陶 陶

348-105-262　1,650円
グータンライスボール

（11.8×6.4） 　　833240226

陶

348-201-782　1,600円
織部刺子 飯碗

（11.5×5.8） 　　935430478

陶

348-202-522　1,550円
南蛮 飯碗（小）

（12.5×5.5） 　　833230552

陶

348-203-522　1,550円
赤硝子 飯碗（小）

（12.5×5.5） 　　833230452

陶

348-204-052　1,450円
ウッドベース黒釉水玉茶碗

（11.6×11.6×6） 　　935520305

348-205-702　1,550円
焼炎飯碗

（11.5×5.8） 　　532920271

陶

陶

348-301-152　1,500円
ヒワかいらぎ茶漬碗

（13.3×7.5） 　　633010115

陶

348-302-632　1,450円
格子錆十草 飯碗

（12.1×6.8） 　　935440463

陶

348-303-632　1,450円
二色十草 飯碗

（12.1×6.8） 　　935440563

陶

348-304-152　1,500円
うるし白丸茶漬碗

（11.6×6.3） 　　532930215

陶

348-305-152　1,500円
うるし黒丸茶漬碗

（11.6×6.3） 　　532930115

陶

348-401-302　1,200円
錆十草飯椀

（11.7×6） 　　731660130

陶

348-402-632　1,150円
白黒ストライプ 飯碗

（12.3×5.2） 　　833260363

348-403-252　1,080円
うす茶うのふ茶碗

（10.5×7.1） 　　533050725

陶

348-404-542　1,000円
白粉引飯碗

（11.2×5.8） 　　1035930254

陶

348-405-542　1,000円
うす萩飯碗

（11.2×5.8） 　　1035930154

348-501-742　1,090円
黒塗内朱中平

（11.4×5.3） 　　532950374

348-502-792　1,100円
織部ソギ茶碗

（11×5.5） 　　1135260179

348-503-792　1,100円
黄瀬戸ソギ茶碗

（11×5.5） 　　1135260279

陶

348-504-542　1,000円
ネズミ志野たたき飯碗

（11.2×5.8） 　　935710254

陶

348-505-542　1,000円
ピンク志野たたき飯碗

（11.2×5.8） 　　1035930354

陶

348-601-052　1,450円
アラベスク灰マット茶碗

（11.6×11.6×6） 　　935520405

陶

348-602-052　800円
粉引もみじ（青）茶碗

（12.5×5） 　　833240405

348-603-152　800円
赤絵手描き茶碗 ダミ木の葉

（11.1×5.8） 　　1135260315

陶

348-604-152　800円
色十草 飯碗

（11.1×5.8） 　　1135260415

陶

348-605-152　800円
手描椿 飯碗

（11.1×5.8） 　　1135260515

陶

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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349飯碗
Rice Bowl

日本製

日本製日本製

日本製

日本製

日本製 日本製

日本製 日本製

陶

349-101-522　1,300円
平安桜茶碗

（11.5×6.8） 　　532940752

349-102-472　1,300円
平安桜茶碗（青）

（11.5×6.8） 　　1234910247

349-103-082　800円
錆粉引千段中平

（11.8×5.5） 　　1035940208

陶

349-104-602　830円
サビ十草 変形茶碗

（φ12×6.2・280cc） 　　1035920560

陶

349-105-602　830円
ゴス十草 変形茶碗

（φ12×6.2・280cc） 　　1035930560

349-201-082　750円
青磁千段中平碗

（11.8×5.5） 　　1234920108

349-202-012　800円
均窯ヒワ茶漬碗

（12.5×7.7） 　　731760201

349-203-012　800円
均窯スカイ茶漬碗

（12.5×7.7） 　　731760101

349-204-632　740円
東雲（白）4.2京碗

（13×6.4） 　　935560363

349-205-632　740円
東雲（黒）4.2京碗

（13×6.4） 　　731860563

349-301-252　700円
二色十草平飯碗

（11.5×6.4） 　　935550225

349-302-252　700円
芽吹き唐草軽量茶碗

（11.8×6） 　　935550125

349-303-262　600円
縞織ライスボール

（12.2×6.3） 　　833350526

陶

349-304-602　590円
ゴス十草中平

（10.8×6.1） 　　935550360

349-305-252　590円
御影削ぎ茶碗小

（11.5×6） 　　1234930525

349-401-052　680円
ぱいかじ茶碗 星

（12.8×6.3） 　　1135340305

349-402-052　680円
ぱいかじ茶碗 花

（12.8×6.3） 　　1135340405

349-403-052　680円
ぱいかじ茶碗 雨

（12.8×6.3） 　　1135340505

349-404-052　680円
ぱいかじ茶碗 風

（12.8×6.3） 　　1135340605

349-405-352　550円
星野平成茶碗

（12.3×6） 　　1035860535

349-501-612　550円
窯変ホタル京茶碗

（11.4×6.5） 　　1135360161

349-502-312　550円
黒渦丸碗（大）（12.5×6.6） 　　1135340131

349-503-312　470円
黒渦丸碗（小）（11.4×6.3） 　　1135340231

349-504-542　550円
ゆず天目手引飯碗大

（12×6.5） 　　936530354

349-505-352　580円
やすらぎ飯碗 白水晶青刷毛

（11.5×6.5） 　　935560635

349-506-242　520円
優炎中平

（12×6.5） 　　533160424

349-601-242　520円
刷毛巻手引飯碗

（11.8×6.2） 　　935560524

349-602-542　500円
大地 飯碗

（13×6） 　　936540354

349-603-542　500円
砂地藍流し 飯碗

（13×6） 　　1035960554

349-604-522　410円
色釉白型入飯茶碗

（φ11.8×6.2） 　　731960552

陶

349-605-522　410円
色釉黒型入飯茶碗

（φ11.8×6.2） 　　731960452

陶

陶
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350

日本製

日本製

日本製

日本製陶

350-101-792　2,300円 粉引ソギ目大平（φ12.4×6.7） 　　935420346

350-102-792　2,200円 粉引ソギ目中平（φ11.4×6） 　　935610346

350-103-792　2,200円 粉引ソギ目小平（φ10.8×6） 　　935610446

陶

350-104-792　2,200円
粉引面取り大平（12.3×6.4） 　　533220446

350-105-792　2,200円
粉引面取り中平（11.4×6） 　　533220346

陶

350-106-782　1,900円
黒織部椿飯碗 大（11.8×6.5） 　　833410878

350-107-782　1,800円
黒織部椿飯碗 小（10.5×6） 　　833410978

350-108-702　1,650円
新いぶし黒ろくべ茶碗（中）（14×7.4） 　　833420170

350-109-702　1,250円
新いぶし黒ろくべ茶碗（小）（12.3×6.4） 　　833420270

陶

350-110-262　1,550円
手造りわびすけ大平（12.3×6.2） 　　833420326

350-111-262　1,500円
手造りわびすけ中平（11.3×5.3） 　　833420426

陶

350-201-262　1,550円
手造り雅大平（12.3×6.2） 　　833420526

350-202-262　1,500円
手造り雅中平（11.3×5.5） 　　833420626

陶

350-203-572　1,500円
黄粉引カブラ大平（12.2×7） 　　633110557

350-204-572　1,400円
黄粉引カブラ中平（11.2×6.5） 　　633110657

陶

350-205-792　1,270円
ひし葉 飯椀（大）（10.8×7） 　　633120346

350-206-792　1,270円
ひし葉 飯椀（小）（10×6） 　　633120446

陶

350-207-152　1,500円
黒土粉引 平茶碗（大）（13.6×5.3） 　　935630715

350-208-152　1,250円
黒土粉引 平茶碗（小）（12.5×5.2） 　　935630815

陶

350-209-822　1,300円
萩釉 多用椀（大）（12.5×6.5） 　　1036060382

350-210-822　1,250円
萩釉 多用椀（小）（11.5×6） 　　1036060482

陶

350-301-512　1,200円
紫椿大平（11.9×6.2） 　　632860551

350-302-512　1,100円
紫椿中平（10.8×5.3） 　　632860651

陶

350-303-512　1,200円
黒銀彩雲大平（11.9×6.2） 　　731830951

350-304-512　1,100円
黒銀彩雲中平（10.8×5.3） 　　731831051

陶

350-305-512　1,200円
美濃萩大平（11.9×6.2） 　　731840151

350-306-512　1,100円
美濃萩中平（10.8×5.3） 　　731840251

陶

350-307-782　1,100円
細十草大平（13×5.7） 　　533320977

350-308-782　1,040円
細十草中平（11.5×5.5） 　　533321077

350-309-512　1,180円
アメ和ライン茶碗（大）（11.8×6.7） 　　731840551

350-310-512　1,180円
アメ和ライン茶碗（小）（10.8×6） 　　731840651

350-401-512　900円
十草毛料（13×7.5） 　　936510151

350-402-512　730円
十草大平（11.7×6.7） 　　936510251

350-403-262　900円
ピンク吹丸碗 大（φ12.3×6.5） 　　1036050126

350-404-262　780円
ピンク吹丸碗 小（φ11.3×6） 　　1036050226

350-405-152　900円
潮騒 削ぎ茶碗（大）（12.5×6.6） 　　1235040515

350-406-152　800円
潮騒 削ぎ茶碗（小）（11.5×6） 　　1235040615

陶

350-407-742　820円
刷毛目飯碗（中）（白）（12.5×6） 　　731860374

350-408-742　730円
刷毛目飯碗（小）（白）（11.2×6） 　　731860474

陶

350-409-742　820円
刷毛目飯碗（中）（黒）（12.5×6） 　　731850974

350-410-742　730円
刷毛目飯碗（小）（黒）（11.2×6） 　　731851074

350-501-152　900円
黒備前茶碗（大）（12.4×6.5） 　　533130615

350-502-152　800円
黒備前茶碗（中）（11.5×6） 　　533130715

350-503-252　850円
いぶし天目飯碗（11.2×6.4） 　　533130425

350-504-612　720円
渕厚サビライン木目茶碗

（13×6） 　　1135460161

350-505-012　850円
黒御影 しのぎ飯椀

（11.5×7.7） 　　833760901

350-506-012　800円
白玉粉引 しのぎ飯椀

（11.5×7.7） 　　833761001

陶

350-601-602　720円
二色十草ピンク 大平（11.5×6.2） 　　1135330160

350-602-602　680円
二色十草ピンク 中平（11.2×5.9） 　　1135330260

陶

350-603-602　720円
二色十草青 大平（11.5×6.2） 　　1135330360

350-604-602　680円
二色十草青 中平（11.2×5.9） 　　1135330460

350-605-572　400円
唐津トクサ丸碗

（11×5.5） 　　533150657

350-606-602　470円
益子十草丸碗（大）（12.5×6.5・350cc） 　　1036060960

350-607-602　410円
益子十草丸碗（小）（11.3×5.6・250cc） 　　1036061060

350-608-242　410円
雪粉引大平茶碗（12.7×6.8） 　　731860824

350-609-242　330円
雪粉引中平茶碗（11.2×5.4） 　　731860924

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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陶

351-101-742　1,480円
花散し飯碗（大）（紺）

（12.2×6.2） 　　533250774

351-102-782　1,350円
織部 削り反茶碗　

（φ12.2×6.8） 　　1135510378

351-103-782　1,350円
黄瀬戸 削り反茶碗　

（φ12.2×6.8） 　　1135510478

351-104-782　1,350円
紺釉 削り反茶碗　

（φ12.2×6.8） 　　1135510578

351-105-152　1,100円
黒土粉引削ぎ丸茶碗

（11.5×5.9） 　　1135520115

351-201-352　980円
黒備前 茶碗

（12.5×7.3） 　　935730135

351-202-512　900円
霧の雫3.8飯碗

（11.6×6.2） 　　833510551

陶

351-203-302　900円
赤志野竹 大平

（13×6） 　　633740330

陶

351-204-312　1,000円
アメ釉 丸茶碗

（12×6.3） 　　1235120431

陶

351-205-312　1,000円
白唐津 丸茶碗

（12×6.3） 　　1235120531

351-301-512　870円
山城桜 茶碗

（11.9×7.2） 　　731910551

351-302-402　990円
黒金彩吹飯碗

（11.5×6.5） 　　533140440

351-303-522　820円
楽釉ナマコ 軽量茶碗

（11.6×6.8） 　　1135530352

陶

351-304-522　820円
楽釉白 軽量茶碗

（φ11.7×6.8） 　　1036140552

陶

351-305-522　820円
楽釉黒 軽量茶碗

（φ11.7×6.8） 　　1036140452

陶

351-401-252　800円
うのふ碗

（12.2×7） 　　533130125

陶

351-402-162　790円
六兵衛白 クラフト飯碗

（11.2×6） 　　935740116

陶

351-403-162　680円
ナマコ 丸飯碗

（11×6） 　　935740316

陶

351-404-162　680円
白十草 丸茶碗

（11×5.8） 　　935740416

陶

351-405-572　670円
青磁刷毛目ソギ茶碗

（11.7×6.3） 　　633140557

351-501-252　660円
白吹天目京茶碗

（11.4×6.5） 　　731940225

351-502-402　640円
オーロラ十草 茶碗

（11.3×6.5） 　　1235150240

351-503-632　550円
東雲（黒）飯碗（大）

（12×6.4） 　　935750563

351-504-632　550円
東雲（白）飯碗（大）

（12×6.4） 　　833550463

351-505-632　560円
いぶし 12cm飯碗

（φ12×6.4） 　　1235150563

351-601-632　520円
earth飯碗

（12×6.4） 　　833550663

351-602-052　460円
刷毛目粉引茶碗

（12.5×6.5） 　　731950505

351-603-052　460円
白吹備前六兵衛茶碗

（12.5×6.5） 　　935730405

351-604-052　460円
白均窯六兵衛茶碗

（12.5×6.5） 　　935760405

351-605-052　460円
黄伊良保六兵衛茶碗

（12.5×6.5） 　　935760105



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

飯碗
Rice Bowl

352

日本製

日本製日本製

陶

352-101-792　1,850円
花つなぎ 紫飯椀（大）（10.8×7） 　　633210346

352-102-792　1,850円
花つなぎ ピンク飯椀（小）（10×6） 　　633210446

352-103-512　2,160円
紅染茶碗（外青）（11.1×5.8） 　　732010651

352-104-512　2,160円
紅染茶碗（外赤）（11.1×5.8） 　　732010551

352-105-472　1,800円
黒雅大平（12.5×6） 　　533230447

352-106-472　1,800円
赤雅中平（11.5×5.5） 　　533230347

陶

352-107-472　1,550円
春うらら茶碗（グリーン）（12×6.8） 　　532860547

352-108-472　1,550円
春うらら茶碗（ピンク）（12×6.8） 　　532860647

陶

352-201-472　1,500円
吹丸茶碗（緑）（11.8×6.7） 　　532860147

352-202-472　1,500円
吹丸茶碗（赤）（11.8×6.7） 　　532860247

陶

352-203-472　1,500円
トンボ茶碗（緑）（12×6.7） 　　532860347

352-204-472　1,500円
トンボ茶碗（赤）（12×6.7） 　　532860447

352-205-702　1,500円
彩り優花大平（11.5×6.5） 　　633220370

352-206-702　1,400円
彩り優花中平（10.6×6） 　　633220470

陶

352-207-752　1,700円
花格子飯碗 ブルー（12×6.5） 　　1135640175

352-208-752　1,700円
花格子飯碗 ピンク（12×6.5） 　　1135640275

陶

陶

352-301-742　1,500円
春うらら大平（11.1×6.5） 　　732020574

352-302-742　1,400円
春うらら中平（10.4×6） 　　732020674

352-303-742　1,450円
藍香大平（10.8×6.7） 　　1235230374

352-304-742　1,350円
藍香中平（10×5.7） 　　1235230474

陶

352-305-742　1,380円
粉引唐草大平（青）（11.1×6.5） 　　533250174

352-306-742　1,280円
粉引唐草中平（赤）（10.4×6） 　　533250274

352-307-702　1,320円
二色ぶどう大平（11.5×6.5） 　　633220170

352-308-702　1,220円
二色ぶどう中平（10.6×6） 　　633220270

陶

陶

352-401-742　1,380円
春風大平（青）（11×6.8） 　　533250374

352-402-742　1,380円
春風中平（赤）（10×6.8） 　　533250474

陶

352-403-742　1,380円
花かすみ大平（12.2×6.2） 　　533310177

352-404-742　1,280円
花かすみ中平（11.5×5.5） 　　533310277

陶

352-405-512　1,300円
錦椿茶碗大（青）（12.5×5.2） 　　533320851

352-406-512　1,300円
錦椿茶碗小（赤）（12×4.8） 　　533320751

陶

352-407-512　1,300円
錦色入十草大平（12.5×5.2） 　　532940651

352-408-512　1,300円
錦色入十草中平（12×4.8） 　　532940551

陶

352-501-742　1,320円
渕飾り反茶碗（グレー）（11.2×6.5） 　　833710774

352-502-742　1,320円
渕飾り反茶碗（ピンク）（11.2×6.5） 　　833710874

陶

352-503-782　1,250円
5色ドット飯碗 青（φ11.6×5.7） 　　1135610778

352-504-782　1,250円
5色ドット飯碗 赤（φ11.6×5.7） 　　1135610878

陶

352-505-742　1,250円
初恋草飯碗（大）（青）（12.2×6.5） 　　533310774

352-506-742　1,150円
初恋草飯碗（小）（赤）（11.2×5.7） 　　533310874

陶

352-507-262　1,050円
木の花 青大平（12×5.8） 　　833720726

352-508-262　1,000円
木の花 赤中平（11.5×5.5） 　　833720826

陶

352-601-742　1,050円
くるくる大平（青）（11.9×5.8） 　　533340374

352-602-742　 950円
くるくる中平（赤）（11.4×5.4） 　　533340474

陶

352-603-742　1,050円
一珍立花大平（11.9×5.8） 　　633340974

352-604-742　 950円
一珍立花中平（11.4×5.4） 　　633341074

352-605-612　970円
まがり十草茶碗 青（11.5×6.7） 　　1135660561

352-606-612　970円
まがり十草茶碗 赤（11.5×6.7） 　　1135660661

352-607-612　920円
掻き落し茶碗 グレー（11.4×6.2） 　　1135650361

352-608-612　920円
掻き落し茶碗 ピンク（11×6） 　　1135650461

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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陶

353-101-782　1,900円
薄墨桜茶碗 大（11.6×6） 　　1235310178

353-102-782　1,800円
薄墨桜茶碗 小（10.8×5.5） 　　1235310278

353-103-512　1,300円
華 （々青）高台茶碗（11.2×6） 　　1036350351

353-104-512　1,300円
華 （々赤）高台茶碗（11.2×6） 　　1036350451

陶

353-105-312　1,100円
粉引ねこ 青茶碗（11.5×6.5） 　　1235310531

353-106-312　1,100円
粉引ねこ 赤茶碗（11.5×6.5） 　　1235310631

陶

353-107-312　1,100円
粉引ふくろう 青茶碗（11.5×6.5） 　　1235310731

353-108-312　1,100円
粉引ふくろう 赤茶碗（11.5×6.5） 　　1235310831

陶

353-201-262　1,150円
粉引き花つなぎ大平（12.5×6） 　　833730926

353-202-262　1,000円
粉引き花つなぎ中平（11.4×5.5） 　　833731026

陶

353-203-572　1,120円
粉引彫十草大平（11.8） 　　533330457

353-204-572　1,100円
粉引彫十草中平（11.1） 　　533330357

353-205-522　1,100円
花万葉 青 軽量茶碗（φ11.8×6.8） 　　1036350552

353-206-522　1,100円
花万葉 赤 軽量茶碗（φ11.8×6.8） 　　1036350652

陶

353-207-522　1,100円
土物タコ唐草 青茶碗（φ11×6.3） 　　1036350152

353-208-522　1,100円
土物タコ唐草 赤茶碗（φ11×6.3） 　　1036350252

陶

353-301-522　1,100円
もえぎ十草 青 軽量茶碗（φ11.8×6.8） 　　1036340752

353-302-522　1,100円
もえぎ十草 赤 軽量茶碗（φ11.8×6.8） 　　1036340852

陶 陶

353-303-572　1,050円
土物粉引水玉トクサ茶碗 大（青）（12.2×6.5） 　　533320317

353-304-572　1,050円
土物粉引水玉トクサ茶碗 中（赤）（11.6×6） 　　533320417

353-305-612　1,000円
バラエティーキャット茶碗 ブラウン（11.8×6.7） 　　1235330561

353-306-612　1,000円
バラエティーキャット茶碗 ガーネット（11.8×6.7） 　　1235330661

353-307-612　1,000円
幸せふくろう茶碗 ブラウン（11.8×6.7） 　　1235330761

353-308-612　1,000円
幸せふくろう茶碗 ガーネット（11.8×6.7） 　　1235330861

353-401-782　1,000円
二色十草飯碗 青（12.3×5.9） 　　935830778

353-402-782　 900円
二色十草飯碗 赤（11.3×5.7） 　　935830878

353-403-612　980円
黒猫 黒茶碗（11.8×6.6） 　　935940261

353-404-612　980円
黒猫 白茶碗（11.8×6.6） 　　935940161

陶

353-405-262　950円
粉引ウサギ大平（12.5×5.8） 　　833740726

353-406-262　950円
粉引ウサギ中平（11×5） 　　833740826

353-407-512　950円
ダミ花 ブルー大平（11.7×6.5） 　　833660151

353-408-512　930円
ダミ花 ピンク中平（11.6×6.1） 　　833660251

陶

353-501-512　950円
ダミブルー椿大平（11.6×6.1） 　　833660351

353-502-512　930円
ダミピンク椿中平（11.1×5.5） 　　833660451

陶 陶

353-503-572　1,100円
粉引桜大平（11.8） 　　533340657

353-504-572　1,000円
粉引桜中平（11.1） 　　533340557

陶

353-505-742　900円
花小巻飯碗（大）（青）（13.5×6.2） 　　533350974

353-506-742　810円
花小巻飯碗（小）（赤）（12.2×5.2） 　　533351074

353-507-742　860円
雪小花大平（青）（11.8×5.7） 　　533351174

353-508-742　730円
雪小花中平（赤）（11×5.5） 　　533351274

陶

353-601-512　900円
紫バラ茶碗（11.7×6.5） 　　935960751

353-602-512　900円
ピンクバラ茶碗（11.5×6.5） 　　935960851

353-603-702　820円
夢ぶどう茶碗（ブルー）（11.5×6.2） 　　833660570

353-604-702　820円
夢ぶどう茶碗（ピンク）（11.5×6.2） 　　833660670

陶

353-605-012　500円
もくれん中平 青（11.3×5.5） 　　732740301

353-606-012　500円
もくれん中平 赤（11.3×5.5） 　　732740401

353-607-012　500円
めで鯛中平 青（11.5×6.2） 　　732740601

353-608-012　500円
めで鯛中平 赤（11.5×6.2） 　　732740501
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354-101-522　960円 内外土岐唐草毛料（13.7×6.6） 　　936020752

354-102-522　820円 内外土岐唐草大平（12.5×6.3） 　　936020852

354-103-522　700円 内外土岐唐草赤中平（11.8×6.3） 　　936020952

354-104-522　960円 内外ゴス巻渕花帯毛料（13.7×6.6） 　　936020152

354-105-522　780円 内外ゴス巻渕花帯大平（12.5×6.3） 　　936020252

354-106-522　680円 内外ゴス巻渕花帯赤中平（11.8×6.3） 　　936020352

354-107-522　950円 内外梅小紋 青毛料（φ14.4×6.8） 　　732450652

354-108-522　780円 内外梅小紋 青大平（φ13×6） 　　732450752

354-109-522　680円 内外梅小紋 赤中平（11.7×5.4） 　　833831252

354-110-522　950円 内外椿ごころ 青毛料（φ14.4×6.8） 　　732231352

354-111-522　780円 内外椿ごころ 青大平（φ13×6） 　　732231452

354-112-522　680円 内外椿ごころ 赤中平（φ11.7×5.4） 　　732231552

354-201-522　900円 粉引森のちえふくろう 青毛料（14×6.5） 　　633430452

354-202-522　600円 粉引森のちえふくろう 青大平（12.9×6.1） 　　633430552

354-203-522　570円 粉引森のちえふくろう 赤中平（11.6×6.3） 　　633430652

354-204-792　800円 小判ネコ毛料 BL（14×6.5） 　　833840746

354-205-792　700円 小判ネコ大平 BL（12×6.5） 　　833840846

354-206-792　550円 小判ネコ中平 PK（11.5×6） 　　833840946

354-207-792　800円 粉引ミケ毛料（14×6.3） 　　833851346

354-208-792　700円 粉引ミケ大平（12.3×6.7） 　　833851446

354-209-792　550円 粉引ミケ中平（11.5×6.2） 　　833851546

354-210-792　800円 粉雪桜 青毛料（14.2） 　　533561346

354-211-792　700円 粉雪桜 青大平（12.5） 　　533561446

354-212-792　550円 粉雪桜 赤中平（11.5） 　　533561546

354-301-792　800円 ハスイトクサ毛料（14.2×6.3） 　　1135850179

354-302-792　700円 ハスイトクサ大平（12.3×6.4） 　　1135850279

354-303-792　550円 ハスイトクサ中平（11.5×6.2） 　　1135850379

354-304-792　800円 足跡ネコ毛料（14×6.5） 　　1036450479

354-305-792　700円 足跡ネコ大平（12×6.5） 　　1036450579

354-306-792　550円 足跡ネコ中平（11.5×6） 　　1036450679

354-307-792　800円 福ふくろう毛料（14.2×6.3） 　　1036440179

354-308-792　700円 福ふくろう大平（12.3×6.7） 　　1036440279

354-309-792　550円 福ふくろう中平（11.5×6.2） 　　1036440379

354-310-792　800円 福おいで毛料（14.2×6.3） 　　1036440779

354-311-792　700円 福おいで大平（12.3×6.7） 　　1036440879

354-312-792　550円 福おいで中平（11.5×6.2） 　　1036440979

354-401-792　800円 ダルマ毛料（14.2×6.3） 　　1036441079

354-402-792　700円 ダルマ大平（12.3×6.7） 　　1036441179

354-403-792　550円 ダルマ中平（11.5×6.2） 　　1036441279

354-404-792　730円 粉引招き猫 青毛料（14.2×6.3） 　　633461046

354-405-792　630円 粉引招き猫 青大平（12.3×6.7） 　　633461146

354-406-792　500円 粉引招き猫 赤中平（11.5×6.2） 　　633461246

354-407-792　800円 ハートフラワー 青（毛料）（14×6.5） 　　533560446

354-408-792　700円 ハートフラワー 緑（大平）（12×6.5） 　　533560546

354-409-792　550円 ハートフラワー 赤（中平）（11.5×6） 　　533560646

354-410-792　800円 粉雪二色十草 青毛料（14.2×6.3） 　　633451346

354-411-792　700円 粉雪二色十草 青大平（12.3×6.7） 　　633451446

354-412-792　550円 粉雪二色十草 赤中平（11.5×6.2） 　　633451546

354-501-792　800円 間取花毛料（14×6.5） 　　833841346

354-502-792　700円 間取花大平（12×6.5） 　　833841446

354-503-792　550円 間取花中平（11.5×6） 　　833841546

354-504-792　800円 毛料 ハスイフラワー BL（14×6.5） 　　936031046

354-505-792　700円 大平 ハスイフラワー BL（12×6.7） 　　936031146

354-506-792　550円 中平 ハスイフラワー PK（11.5×6.2） 　　936031246

354-507-512　750円 鶴毛料（14.2×6.5） 　　1235450751

354-508-512　630円 鶴大平（12.6×6.5） 　　1235450851

354-509-512　530円 鶴中平（11.5×6） 　　1235450951

354-510-702　750円 いたずら猫毛料（14.2×6.3） 　　533560158

354-511-702　630円 いたずら猫大平（12.5×6.3） 　　533560258

354-512-702　530円 いたずら猫中平（11.5×6） 　　533560358

354-601-702　710円 市松毛料（14.5×6.5） 　　633460170

354-602-702　600円 市松大平（12.6×5.8） 　　633460270

354-603-702　490円 市松中平（11.6×5.6） 　　633460370

354-604-012　580円 ドラゴン 紺大平（12×6.5） 　　1235460401

354-605-012　500円 ドラゴン 紺中平（11×6） 　　1235460501

354-606-012　500円 ドラゴン 赤中平（11×6） 　　1235460601

354-607-012　580円 花舞丸碗大平 ブルー（12×6.5） 　　833960701

354-608-012　500円 花舞丸碗中平 ブルー（11.5×6.2） 　　833960801

354-609-012　500円 花舞丸碗中平 ピンク（11.5×6.2） 　　833960601

354-610-012　580円 日本桜大平 ブルー（12×6.5） 　　732360701

354-611-012　500円 日本桜中平 ブルー（11.5×6.2） 　　732360801

354-612-012　500円 日本桜中平 ピンク（11.5×6.2） 　　732360501

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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355-101-522　920円
うず唐草 軽量反大平（13.4×6.4） 　　833821452

355-102-522　810円
うず唐草 軽量反茶碗（12.2×6） 　　833821552

355-103-742　770円
芽生え大平（青）（12.9×6） 　　533520574

355-104-742　710円
芽生え中平（赤）（12.1×5.7） 　　533520674

陶

355-105-572　1,120円
グリーントクサ茶碗（11.8×6.1） 　　633520157

355-106-572　1,120円
赤トクサ茶碗（11.8×6.1） 　　633520257

355-107-742　790円
小町 ブルー中平（11.7×5） 　　1036850274

355-108-742　790円
小町 ピンク中平（11.7×5） 　　1036850174

355-201-522　760円
ツイン十草 青中平（11.1×5.8） 　　633910152

355-202-522　760円
ツイン十草 赤中平（11.1×5.8） 　　633910252

355-203-522　750円
内外水玉ライン 青大平（12.5×6.3） 　　936710552

355-204-522　670円
内外水玉ライン 赤中平（11.8×6.3） 　　936710652

355-205-792　800円
二色トクサ大平（11.3×6.7） 　　633550579

355-206-792　730円
二色トクサ中平（10.8×6） 　　633550679

355-207-512　630円
ヒョウ柄ブタ（ブルー）大平（12.6×6.5） 　　1235520751

355-208-512　530円
ヒョウ柄ブタ（ピンク）中平（11.5×6） 　　1235520851

355-301-792　720円
土物猫大平（12.3×6.4） 　　1235530179

355-302-792　630円
土物猫中平（11.5×6.2） 　　1235530279

355-303-522　630円
フラワーリング 青 軽量茶碗（11.6×5.6） 　　833940952

355-304-522　630円
フラワーリング 赤 軽量茶碗（11.6×5.6） 　　833941052

355-305-522　700円
内外栄唐草 青 健康茶碗（φ11.6×5.5） 　　1036540352

355-306-522　700円
内外栄唐草 赤 健康茶碗（φ11.6×5.5） 　　1036540452

355-307-522　630円
うず桜 青 軽量茶碗（11.6×5.6） 　　834310552

355-308-522　630円
うず桜 赤 軽量茶碗（11.6×5.6） 　　834310652

355-401-702　630円
粉雪十草梅大平（12.5×6.6） 　　833960170

355-402-702　530円
粉雪十草梅中平（11.5×6.2） 　　833960270

陶

355-403-572　690円
軽い茶碗桜 ブルー（11.5×7） 　　936160357

355-404-572　690円
軽い茶碗桜 ピンク（11.5×7） 　　936160457

355-405-522　580円
粉引染さくら 青大平（13×6.2） 　　936720752

355-406-522　580円
粉引染さくら 赤中平（11.8×6.3） 　　936720852

355-407-402　520円
内外布目桜飯碗 大 ブルー（12.3×6.7） 　　633561040

355-408-402　470円
内外布目桜飯碗 中 ピンク（11.5×6.2） 　　633561140

355-501-472　480円
桜（ブル－）中平（11.5×5.7） 　　936730747

355-502-472　480円
桜（ピンク）中平（11.5×5.7） 　　936730847

355-503-012　500円
フラワー丸茶碗 ブルー（11.5×6.2） 　　732730101

355-504-012　500円
フラワー丸茶碗 レッド（11.5×6.2） 　　732730201

355-505-012　500円
千年桜丸碗 ブルー（11.5×6.2） 　　936740101

355-506-012　500円
千年桜丸碗 レッド（11.5×6.2） 　　936740201

355-507-412　480円
渕水玉 中平 青（11.3×6） 　　1235550741

355-508-412　480円
渕水玉 中平 赤（11.3×6） 　　1235550841

355-601-522　430円
枝さくら ブルー中平（12×5） 　　936750352

355-602-522　430円
枝さくら ピンク中平（12×5） 　　936750452

355-603-402　400円
友禅丸碗（ブルー）（11.3×5.5） 　　533720540

355-604-402　400円
友禅丸碗（ピンク）（11.3×5.5） 　　533720640

355-605-522　360円
型入小花 青中平（12×5） 　　936630852

355-606-522　360円
型入小花 ピンク中平（12×5） 　　936630752

355-607-522　360円
ゴス巻渕唐草茶碗（12×5） 　　1135960352

355-608-522　360円
ピンク巻渕唐草茶碗（12×5） 　　1135960452
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356-101-792　1,250円 千本トクサ厚口毛料（14.5×6.7） 　　533410179

356-102-792　 800円 千本トクサ厚口大平（13×5.7） 　　533410279

356-103-792　 700円 千本トクサ厚口中平（11×5.5） 　　533410379

356-104-472　1,250円 土物手描唐草毛料（14.5×6.5） 　　1235610447

356-105-472　 980円 土物手描唐草大平（13.1×6） 　　1235610547

356-106-472　 850円 土物手描唐草中平（11.8×5.5） 　　1235610647

356-107-472　1,280円 厚口古染内絵梅毛料（15.3×6.8） 　　533411047

356-108-472　1,000円 厚口古染内絵梅大平（13×6.2） 　　533411147

356-109-472　 900円 厚口古染内絵梅中平（12×5.3） 　　533411247

356-110-472　1,280円 内外太十草厚口毛料（15.3×6.8） 　　936231147

356-111-472　1,000円 内外太十草厚口大平（15.3×6.6） 　　936231247

356-112-472　 900円 内外太十草厚口中平（12×5.2） 　　936231347

356-113-472　1,280円 内外市松厚口毛料（15.3×7） 　　834020447

356-114-472　1,000円 内外市松厚口大平（13×6） 　　834020547

356-115-472　 900円 内外市松厚口中平（12×5.3） 　　834020647

356-201-472　1,280円 厚口内外唐草毛料（15.3×6.8） 　　533410747

356-202-472　1,000円 厚口内外唐草大平（13×6） 　　533410847

356-203-472　 900円 厚口内外唐草中平（12×5.2） 　　533410947

356-204-792　1,150円 水泡厚口毛料（14.5×6.7） 　　533410479

356-205-792　 630円 水泡厚口大平（13×5.7） 　　533410579

356-206-792　 550円 水泡厚口中平（11×5.5） 　　533410679

356-207-522　1,100円 内外京十草青軽量反茶碗（特大）（14.6×6.8） 　　1136041352

356-208-522　 920円 内外京十草青軽量反茶碗（大）（13.4×6.4） 　　1136041452

356-209-522　 810円 内外京十草青軽量反茶碗（12.2×6） 　　1136041552

356-210-742　980円 重ね木の葉毛料（14×5.9） 　　533421274

356-211-742　800円 重ね木の葉大平（13×5.6） 　　533421374

356-212-742　730円 重ね木の葉中平（11.9×4.9） 　　533421474

356-213-522　980円 内外渦タコ唐草毛料（14.5×7.5） 　　936250152

356-214-522　800円 内外渦タコ唐草大平（12.3×6.5） 　　936250252

356-215-522　700円 内外渦タコ唐草青中平（11.5×6） 　　936250352

356-301-312　600円
渦粉引グレー大平（12.7×6.7） 　　834210711

356-302-312　500円
渦粉引グレー中平（11.2×5.5） 　　1036660511

356-303-312　600円
京十草大平（12.7×6.7） 　　1036660611

356-304-312　500円
京十草中平（11.2×5.5） 　　1036660711

356-305-522　950円
水点紋青 茶碗（特大）（14.4×6.6） 　　1136030952

356-306-522　780円
水点紋青 茶碗（大）（12.6×6.6） 　　1136031052

356-307-522　950円
ダミつなぎ花青 茶碗（特大）（14.6×7） 　　1136030452

356-308-522　780円
ダミつなぎ花青 茶碗（大）（13×6.2） 　　1136030552

356-309-522　950円
内外栄唐草青 茶碗（特大）（14.4×7） 　　1136060752

356-310-522　750円
内外栄唐草青 茶碗（大）（12.8×6.2） 　　1136060852

356-401-742　860円 駒筋毛料（13.6×6） 　　533440477

356-402-742　660円 駒筋大平（12.6×5.5） 　　533440577

356-403-742　610円 駒筋中平（11.5×5） 　　533440677

356-404-522　950円 内外千段十草青毛料（14.4×7） 　　936251352

356-405-522　750円 内外千段十草青大平（12.8×6.2） 　　936251452

356-406-522　670円 内外千段十草青中平（11.6×5.5） 　　936251552

356-407-472　800円 ゴス十草梅毛料（14.2×6.5） 　　1036631347

356-408-472　700円 ゴス十草梅大平（12.4×6.5） 　　1036631447

356-409-472　630円 ゴス十草梅中平（11.5×6） 　　1036631547

356-410-512　770円 花かざり毛料（14×6.5） 　　533441602

356-411-512　580円 花かざり大平（12.5×5.5） 　　936440502

356-412-512　440円 花かざり中平（11×5.5） 　　533441802

356-413-702　730円
青磁竜毛料（14.5×6.5） 　　732450802

356-414-702　610円
青磁竜大平（12.5×5.5） 　　732450902

356-501-702　790円 十草厚口毛料（14.2×6.5） 　　533450173

356-502-702　540円 十草厚口大平（13.2×6） 　　533450273

356-503-702　480円 十草厚口中平（12.2×5.5） 　　533450373

356-504-702　790円 二色筋厚口毛料（14.4×6.4） 　　533441377

356-505-702　540円 二色筋厚口大平（13×6.5） 　　1036650870

356-506-702　480円 二色筋厚口中平（12.1×5.5） 　　533441577

356-507-512　740円 内山水毛料（14×6.5） 　　732440902

356-508-512　600円 内山水大平（12.5×5.5） 　　732441002

356-509-512　470円 内山水中平（11×5.5） 　　732441102

356-510-702　770円 千段厚口毛料（14.2×6.5） 　　533451073

356-511-702　500円 千段厚口大平（13.2×6） 　　533451173

356-512-702　450円 千段厚口中平（12.2×5.3） 　　533451273

356-513-702　730円 青磁渕菊うさぎ毛料（φ14×6.3） 　　1036630770

356-514-702　610円 青磁渕菊うさぎ大平（φ12.3×5.8） 　　1036630870

356-515-702　510円 青磁渕菊うさぎ中平（φ11.4×5.6） 　　1036630970

356-601-512　750円
虎毛料（14.2×6.5） 　　1235660151

356-602-512　630円
虎大平（12.6×6.5） 　　1235660251

356-603-792　810円 ハスイ竜毛料（14.2×6.3） 　　1136030179

356-604-792　700円 ハスイ竜大平（12.3×6.4） 　　1136030279

356-605-792　600円 ハスイ竜中平（11.5×6.2） 　　1136030379

356-606-702　730円 帯タコ唐草毛料（14.2×6.5） 　　1136050170

356-607-702　620円 帯タコ唐草大平（12.3×6.5） 　　1136050270

356-608-702　510円 帯タコ唐草中平（11.5×6） 　　1136050370

356-609-522　950円 夢の花青茶碗（特大）（14.3×6.8） 　　1136040152

356-610-522　690円 夢の花青茶碗（大）（11.8×6.4） 　　1136040252

356-611-522　560円 夢の花青茶碗（11.2×6） 　　1136040352

356-612-792　800円 黒祥瑞毛料（14.2×6.3） 　　1235661279

356-613-792　700円 黒祥瑞大平（12.3×6.4） 　　1235661379

356-614-792　550円 黒祥瑞中平（11.5×6.2） 　　1235661479

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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357-101-702　1,800円
梅ずくし大茶（身）（14.8×6.5） 　　533451577

357-102-702　 960円
梅ずくし中平（11.6×5.1） 　　533451677

357-103-702　1,890円
クリーム二色ライン毛料（14.6×6.8） 　　533640371

357-104-702　1,040円
クリーム二色ライン中平（11.9×5.7） 　　533640471

357-105-742　1,140円
志野塗分毛料（14.1×6.5） 　　533460174

357-106-742　 740円
志野塗分中平（12×5.6） 　　533460274

357-107-782　1,120円
呉須巻七宝毛料（13.5×6.5） 　　533640178

357-108-782　 800円
呉須巻七宝中平（11.7×5.8） 　　533640278

357-109-742　1,120円
彫唐草毛料（13.5×6.4） 　　533461177

357-110-742　 820円
彫唐草中平（11.5×5.9） 　　533461277

357-201-702　1,020円
四色水玉毛料（13.6×6.2） 　　1136130370

357-202-702　 730円
四色水玉中平（11.8×5.2） 　　1136130470

357-203-262　1,150円
花紋（赤）毛料（13.7×6.5） 　　833910326

357-204-262　 800円
花紋（赤）丸茶碗（11.5×5.7） 　　833910426

357-205-262　1,150円
花紋（青）毛料（13.7×6.5） 　　833910126

357-206-262　 800円
花紋（青）丸茶碗（11.5×5.7） 　　833910226

357-207-702　1,000円
塗分若葉毛料（13..8×6.3） 　　1235720770

357-208-702　 730円
塗分若葉中平（11.8×5.8） 　　1235720870

357-209-702　950円
古染一珍だるま毛料（φ14×6.5） 　　1036730970

357-210-702　720円
古染一珍だるま大平（φ13×6） 　　1036731070

357-301-702　950円
うずまき毛料 オレンジ（13.8×6.3） 　　633510770

357-302-702　680円
うずまき中平 オレンジ（11.8×5.8） 　　633510870

357-303-702　950円
うずまき毛料 紺（13.8×6.3） 　　633510970

357-304-702　680円
うずまき中平 紺（11.8×5.8） 　　633511070

357-305-782　930円
ダミライン毛料（13.6×6.3） 　　533610177

357-306-782　680円
ダミライン中平（11.8×5.2） 　　533610277

357-307-702　930円
格子毛料（13.9×6.3） 　　533610371

357-308-702　680円
格子中平（12×5.2） 　　533610471

357-309-782　930円
親子十草毛料（13.6×6.2） 　　533611178

357-310-782　680円
親子十草中平（11.8×5.2） 　　533611278

357-401-702　930円
アイボリーゴスライン（大）夏目型飯碗（11.7×6.9） 　　533610777

357-402-702　850円
アイボリーゴスライン（小）夏目型飯碗（10.4×6） 　　533610877

357-403-782　930円
ダミライン夏目型飯碗（大）（11.7×6.9） 　　533610578

357-404-782　850円
ダミライン夏目型飯碗（小）（10×6） 　　533610678

357-405-512　850円
ソギ白粉引丸碗大（12.5×6.5） 　　936460651

357-406-512　720円
ソギ白粉引丸碗小（11.5×6.3） 　　936460751

357-407-512　850円
ソギいぶし黒丸碗大（12.5×6.3） 　　936460451

357-408-512　720円
ソギいぶし黒丸碗小（11.5×6.3） 　　936460551

357-409-402　740円
軽量青白磁大平（13×6.3） 　　936510640

357-410-402　630円
軽量青白磁中平（12×5.5） 　　936510740

357-501-402　760円
せせらぎ 軽量 大平（12.5×6.5） 　　1235750140

357-502-402　650円
せせらぎ 軽量中平（11.3×6.4） 　　1235750240

357-503-522　680円
しだれ十草 青 大平（11.9×6.2） 　　834060552

357-504-522　560円
しだれ十草 青 中平（11.3×5.9） 　　834060652

357-505-522　680円
市松小紋青大平（11.8×6.4） 　　936530452

357-506-522　560円
市松小紋青中平（11.2×6） 　　936530552

357-507-522　550円
ルリ水玉 茶碗（大）（φ13×5.8） 　　1036750952

357-508-522　400円
ルリ水玉 茶碗（φ12.2×5.1） 　　1036751052

357-509-522　560円
まわり花 茶碗（大）（φ13×5.8） 　　1036750752

357-510-522　400円
まわり花 茶碗（φ12.2×5.1） 　　1036750852

357-601-742　500円
厚口唐子大平（13.2×5.7） 　　533620777

357-602-742　430円
厚口唐子中平（12.1×5.3） 　　533620877

357-603-402　470円
益子唐草茶碗（大）（12.5×6.5） 　　1036750140

357-604-402　400円
益子唐草茶碗（中）（11.3×5.5） 　　1036750240

357-605-402　470円
藍染七宝茶碗（大）（12.5×6.5） 　　1036750540

357-606-402　400円
藍染七宝茶碗（中）（11.3×5.5） 　　1036750640

357-607-472　390円
六ベエ丸紋大平（13×6） 　　1036661047

357-608-472　300円
六ベエ丸紋中平（11.8×5） 　　732660347

357-609-472　390円
六ベエ十草大平（13×6） 　　1036660847

357-610-472　300円
六ベエ十草中平（11.8×5） 　　732660647
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358-101-262　1,500円
錦宝来丸碗

（11.2×5） 　　936320526

358-102-782　1,430円
赤絵四色ライン 中平

（11.5×5.6） 　　936320678

358-103-702　1,160円
梨地唐草毛料

（φ13.5×6.4） 　　1036760170

358-104-782　1,240円
緑彩中平

（11.6×4.7） 　　533630478

358-105-782　1,240円
黄彩中平

（11.6×4.7） 　　533630377

358-201-742　1,300円
ホタルナデシコ中平

（11.7×5.7） 　　533620977

358-202-702　1,040円
駒筋（青）中平

（11.6×5.5） 　　533630171

358-203-742　1,050円
一珍しずく中平

（11.5×5.5） 　　533630574

358-204-782　1,040円
親子駒筋 中平

（11.5×5.6） 　　936350378

358-205-262　850円
青帯唐草茶碗

（φ11.6×5.6） 　　1036940126

358-301-702　910円
梨地唐草水切り浜中平

（φ11.7×5.5） 　　1036820170

358-302-782　910円
刷毛白たたき水切り浜中平

（11.7×5.5） 　　732540378

358-303-702　910円
斑点十草水切り浜中平

（11.7×5.5） 　　936340570

358-304-742　920円
一珍十草水切り浜中平

（11.7×5.5） 　　732540574

358-305-782　890円
吉祥駒筋 水切り浜中平

（φ11.7×5.5） 　　1136220578

358-401-702　800円
ヒワ磁一珍十草中平

（11.5×5.9） 　　533640671

358-402-742　800円
内外水玉中平

（11.7×5.8） 　　533640774

358-403-792　900円
布目帯ライン中平

（12.2×5.3） 　　541800273

358-404-702　840円
千段水玉丸茶碗

（φ11.6×5.8） 　　936410570

358-405-782　830円
三段帯筋丸茶碗

（11.5×5.9） 　　633810478

358-501-792　810円
黒一珍十草 中平

（φ11.5×5.3） 　　936360246

358-502-702　750円
丸紋中平

（11.2×5） 　　533640877

358-503-702　750円
千段水玉中平

（φ12×5.3） 　　936430170

358-504-702　780円
二色ライン中平

（11.5×5.5） 　　533650171

358-505-742　750円
市松中平

（11.3×5.7） 　　732550474

358-601-702　750円
新芽十草中平

（11.6×5） 　　834160270

358-602-742　740円
花つなぎ中平

（11.5×5.2） 　　533650277

358-603-742　700円
ブルーライン中平

（11.8×5.2） 　　633740474

358-604-262　700円
白波帯丸碗

（φ11.5×5.9） 　　1136410126

358-605-742　680円
淡雪ライン中平

（11.3×5.7） 　　1036760574

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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359-101-472　1,300円
白磁夢風船軽量茶碗

（11×6.5） 　　1036930247

359-102-472　1,300円
白磁花ひらり軽量茶碗

（11×6.5） 　　1036930347

359-103-472　1,300円
白磁唐辛子絵軽量茶碗

（11×6.5） 　　1036930447

359-104-702　970円
四色水玉夏目型飯碗（大）

（11.7×6.9） 　　1136320570

359-105-522　850円
内外京十草赤 軽量反茶碗

（12.2×6） 　　1136340452

359-201-742　920円
あいぼりー二色ライン汁碗（赤）

（11.7×5.6） 　　1136310374

359-202-742　920円
あいぼりー二色ライン汁碗（青）

（11.7×5.6） 　　1136310474

359-203-252　800円
二色十草軽量茶碗

（11×6.2） 　　633830125

359-204-162　790円
六兵衛黒 クラフト飯碗

（11.2×6） 　　936520116

359-205-702　680円
呉須アミ中平

（11.5×5.8） 　　633820470

359-301-702　610円
内外帯中平

（11.5×5.3） 　　533650473

359-302-522　670円
ダミつなぎ花赤 茶碗

（11.8×5.4） 　　1135460352

359-303-522　670円
水点紋青 茶碗

（11.6×6.2） 　　1135460452

359-304-522　700円
内外土岐唐草青 中平

（φ11.8×6.3） 　　1036940452

359-305-522　680円
内外ゴス巻渕花帯グリーン中平

（11.8×6.3） 　　936530152

359-401-702　610円
大文筋中平

（11.5×5.2） 　　936360573

359-402-742　510円
一本線厚口中平

（11.9×5.1） 　　533660274

359-403-702　480円
二本ハケ目厚口中平

（φ12.2×5.3） 　　1036860570

359-404-742　480円
大輪菊厚口中平

（12.3×5.5） 　　633750173

359-405-702　570円
千段汁碗

（11.8×5.9） 　　533710477

359-501-782　930円
ヒワ磁一珍十草 汁碗

（φ11.7×6） 　　1136310178

359-502-742　930円
内外水玉汁碗

（12.2×6） 　　533710674

359-503-262　850円
白波帯汁茶碗

（φ11.9×6） 　　1136310226

359-504-262　600円
白市松茶碗

（φ12.3×6.3） 　　1136410326

359-505-262　600円
白ディンプル丸茶碗

（φ12.3×6.3） 　　1136410426

359-601-792　630円
太十草大平

（12×6.5） 　　1036960179

359-602-792　630円
竹十草大平

（12×6.5） 　　1036960279

359-603-522　610円
クロス 茶碗（大）

（φ13×5.8） 　　1036960552

359-604-522　610円
古染ゴス巻魚 茶碗（大）

（φ13×5.8） 　　1036960452

359-605-412　620円
細十草茶漬碗

（13.9×6.3） 　　1136160941
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360

日本製

日本製

日本製

360-101-542　500円
山茶花 紺 丸型中平

（11.5×6） 　　1236010154

360-102-542　500円
山茶花 PK 丸型中平

（11.5×6） 　　1236010254

360-103-542　500円
山茶花 黄 丸型中平

（11.5×6） 　　1236010354

360-104-472　550円
内外間取草花中平

（11.5×5.7） 　　1236010447

360-105-512　440円
内矢カスリ中平

（12.3×5.5） 　　732630502

360-205-702　430円
竹林厚口中平

（12.2×5.5） 　　1136420470

360-201-542　500円
染付春秋 中平

（11.5×5.4） 　　1236020154

360-202-542　500円
染付十草 中平

（11.5×5.4） 　　1236020254

360-203-542　500円
染付唐草 中平

（11.5×5.4） 　　1236020354

360-204-702　430円
ハケメ厚口中平

（12.2×5.5） 　　1136420370

360-301-792　500円
内外小桜紅葉孫平

（10.5×5.2） 　　533760546

360-302-792　500円
内外桜ちらし孫平

（10.5×5.2） 　　533760646

360-303-402　460円
タコ唐草丸碗

（11.5×5.5） 　　1037040540

360-304-542　500円
桜物語 白 平成茶碗

（12×5.8） 　　1037030554

360-305-262　430円
白磁彩花中平

（φ11.8×4.8） 　　1037050126

360-401-602　520円
細十草 丸碗

（φ11.5×5.5） 　　1037030460

360-402-162　470円
藍染小花 丸碗

（11.6×5.6） 　　1037040316

360-403-402　460円
木ノ実丸碗

（11.5×5.5） 　　1037040440

360-404-262　400円
野いちご中平

（φ11.8×5.7） 　　1037050226

360-405-262　400円
白磁濃間取菊中平

（φ11.8×5.2） 　　1037050326

360-501-402　400円
軽量 黒マット 茶碗

（12×6） 　　1136450240

360-502-402　400円
軽量 白マット 茶碗

（12×6） 　　1136450340

360-503-262　320円
三色ピンク花中平

（φ12×5） 　　1136460526

360-504-472　300円
格子梅中平

（12×5） 　　732660447

360-505-472　300円
春秋中平

（11.8×5） 　　936560247

360-601-472　300円
魚紋中平

（12×5） 　　732660547

360-602-472　300円
六ベエ竹林中平　　　　　

（11.8×5） 　　1236060247

360-603-792　280円
グリーン唐草中平

（12×5） 　　1236060379

360-604-792　280円
京祥瑞中平

（12×5） 　　1037060479

360-605-702　280円
染付ぶどう中平

（12×5） 　　1236060570

有田焼飯碗/飯碗 φ
高さ
cm
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日本製

日本製

日本製

日本製 日本製

日本製

日本製

361-101-522　620円
ふわふわうさぎ 青中平（11.4×5.5） 　　936730552

361-102-522　620円
ふわふわうさぎ 赤中平（11.4×5.5） 　　936730652

361-103-522　620円
円唐草 青中平（11.5×5.6） 　　833660952

361-104-522　620円
円唐草 赤中平（11.5×5.6） 　　833661052

361-105-402　580円
軽量清流水玉茶碗 グリーン（12×6） 　　1236110540

361-106-402　580円
軽量清流水玉茶碗 ピンク（12×6） 　　1236110640

361-107-402　530円
軽量ハピネス中平（ヒワ）（11.8×6） 　　1037010440

361-108-402　530円
軽量ハピネス中平（ピンク）（11.8×6） 　　1037010340

日本製

日本製

361-201-522　570円
マーブル 青茶碗（φ11.4×5.7） 　　1037130352

361-202-522　570円
マーブル 赤茶碗（φ11.4×5.7） 　　1037130452

361-203-792　550円
ファニーキャット中平 青（11.5×6.2） 　　1037130179

361-204-792　550円
ファニーキャット中平 赤（11.5×6.2） 　　1037130279

日本製

日本製

361-205-702　510円
丸紋うさぎ中平 BL（11.5×6.5） 　　1135960770

361-206-702　510円
丸紋うさぎ中平 PK（11.5×6.5） 　　1135960870

日本製

日本製

361-207-702　510円
めで鯛中平 BL（11.5×6.5） 　　1135960570

361-208-702　510円
めで鯛中平 PK（11.5×6.5） 　　1135960670

361-301-542　380円
破線十草（青）中平（11.5×5.3） 　　936750554

361-302-542　380円
破線十草（赤）中平（11.5×5.3） 　　936750654

日本製

日本製

361-303-522　570円
かわいい花畑 紫茶碗（小）（φ10.5×5.1） 　　1037130552

361-304-522　570円
かわいい花畑 ピンク茶碗（小）（φ10.5×5.1） 　　1037130652

日本製

日本製

361-305-522　570円
いっぱいハート ブルー茶碗（小）（φ10.5×5.1） 　　1037130752

361-306-522　570円
いっぱいハート ピンク茶碗（小）（φ10.5×5.1） 　　1037130852

361-307-792　550円
ハリネズミ孫平 ブルー（10.5×5.2） 　　1136530479

361-308-792　550円
ハリネズミ孫平 ピンク（10.5×5.2） 　　1136530579

361-401-522　520円
きりん ブルー孫平（10.5×5） 　　936640152

361-402-522　520円
きりん ピンク孫平（10.5×5） 　　936640252

361-403-412　420円
水玉中平 BL（11×6） 　　834320341

361-404-412　420円
水玉中平 PK（11×6） 　　834320441

361-405-702　460円
招き猫孫平（黒）（10.5×5.2） 　　834360570

361-406-702　460円
招き猫孫平（赤）（10.5×5.2） 　　834360670

361-407-792　500円
内外三色黒ハスイ犬孫平（10.5×5.3） 　　633950146

361-408-792　500円
内外三色黒ハスイねこ孫平（10.5×5.3） 　　633950346

361-501-702　470円
撥水ネコ孫平

（10.5×5×2） 　　1136530270

361-601-702　480円
孫平うさぎ PK

（10.5×5.2） 　　834350370

361-502-702　470円
撥水クマ孫平

（10.5×5×2） 　　1136530370

361-602-702　460円
乗り物孫平

（10.5×5.2） 　　633960370

361-503-792　500円
ミニカー孫平

（10.5×5.2） 　　834360346

361-603-522　520円
オレンジパンダ孫平

（10.5×5） 　　936660252

361-504-792　500円
電車孫平

（10.5×5.2） 　　936650246

361-604-252　530円
恐竜小茶碗

（11×6） 　　1037160425

361-505-792　500円
ハートうさぎ ピンク孫平

（10.5×5.2） 　　834360146

361-605-792　500円
ハートねこ 黄色孫平

（10.5×5.2） 　　834360246
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