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有田焼土瓶
Arita Ware Tea Pot with Handle on Top

362

362-101-902　8,000円
鎌倉十草8号土瓶（15×13.8・1200cc） 　　533810590

362-102-902　7,300円
鎌倉十草6号土瓶（13.5×13・900cc） 　　533810690

362-103-902　7,000円
線濃10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　1236210390

362-104-902　6,000円
線濃8号土瓶（14.5×12.5・1400cc） 　　1236210490

362-105-902　4,600円
線濃6号土瓶（12.8×11.5・1000cc） 　　1236210590

362-106-902　7,000円
立枠10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　1236210690

362-107-902　6,000円
立枠8号土瓶（14.5×12.5・1400cc） 　　1236210790

362-108-902　4,600円
立枠6号土瓶（12.8×11.5・1000cc） 　　1236210890

362-109-902　7,000円 
京網10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　1236210990

362-110-902　6,000円 
京網8号土瓶（14.5×12.5・1400cc） 　　1236211090

362-111-902　4,600円 
京網6号土瓶（12.8×11.5・1000cc） 　　1236211190

362-201-902　6,400円
京染10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　533850190

362-202-902　5,500円
京染8号土瓶（15×12.5・1400cc） 　　533850290

362-203-902　4,300円
京染6号土瓶（13.5×11・1000cc） 　　533850390

362-204-902　6,200円
小町草10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　533910190

362-205-902　5,500円
小町草8号土瓶（15×12.5・1400cc） 　　533910290

362-206-902　4,200円
小町草6号土瓶（13.5×11・1000cc） 　　533910390

362-207-902　6,100円
花びょうぶ10号土瓶（16×13.7・1800cc） 　　533840790

362-208-902　5,200円
花びょうぶ8号土瓶（14.5×13.5・1400cc） 　　533840890

362-209-902　4,000円
花びょうぶ6号土瓶（12.8×11.5・1000cc） 　　533840990

362-210-902　4,500円
錦花格子8号土瓶（Ｍ）（15.5×13.9・1650cc） 　　732950390

362-211-902　3,100円
錦花格子6号土瓶（Ｍ）（13.5×13・1100cc） 　　732950490

タイ製

362-302-902　4,500円
古代十草8号土瓶（M）（15.2×14.5・1650cc） 　　533951090

362-303-902　3,100円
古代十草6号土瓶（M）（14×12.8・1100cc） 　　533951190

タイ製

362-304-902　4,000円
銀のつぼみ8号土瓶（M）（15.3×14.4・1650cc） 　　936830190

362-305-902　2,800円
銀のつぼみ6号土瓶（M）（13.5×13・1100cc） 　　936830290

362-306-902　3,700円
しゃくなげ 角10号土瓶（Ｍ）（16.5×15・2000cc） 　　732950590

362-307-902　3,400円
しゃくなげ 角8号土瓶（Ｍ）（15.5×13.6・1600cc） 　　732950690

タイ製

362-301-902　4,500円
めばえ（M）7号土瓶

（14.2×12・1300cc） 　　533840290

362-401-902　3,700円
古染花 角10号土瓶（Ｍ）（16.5×15・2000cc） 　　732950790

362-402-902　3,400円
古染花 角8号土瓶（Ｍ）（15.5×13.6・1600cc） 　　732950890

タイ製

362-403-902　3,600円
濃松葉8号土瓶（M）（15×14・1650cc） 　　834450390

362-404-902　3,000円
濃松葉6号土瓶（M）（13.5×12.5・1100cc） 　　834450490

タイ製

362-405-912　8,000円
唐黄梅10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037310491

362-406-912　7,000円
唐黄梅8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037310591

362-407-912　5,500円
唐黄梅6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037310691

362-408-912　8,000円
ふし十草10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533830791

362-409-912　7,000円
ふし十草8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533830891

362-410-912　5,500円
ふし十草6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　533830991

有田焼土瓶/土瓶
高さ
cmφ容量 cc



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

363有田焼土瓶
Arita Ware Tea Pot with Handle on Top

363-101-912　8,500円
錦唐草10号土瓶（M）（16×12・1800cc） 　　533940191

363-102-912　7,800円
錦唐草8号土瓶（M）（15×11・1400cc） 　　533940291

363-103-912　6,200円
錦唐草6号土瓶（M）（13.5×10・1000cc） 　　533940391

363-104-912　7,800円
ゴス白梅10号土瓶（M）（16×12・1800cc） 　　533950791

363-105-912　7,000円
ゴス白梅8号土瓶（M）（15×11・1400cc） 　　533950891

363-106-912　5,800円
ゴス白梅6号土瓶（M）（13.5×10・1000cc） 　　533950991

363-107-912　8,000円
桜10号土瓶（M）（17×14・1800cc） 　　533830191

363-108-912　7,500円
桜8号土瓶（M）（15×11.5・1400cc） 　　533830291

363-109-912　5,500円
桜6号土瓶（M）（14×10.5・1000cc） 　　533830391

363-110-912　8,000円
マロン唐草10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037321091

363-111-912　7,000円
マロン唐草8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037321191

363-112-912　5,500円
マロン唐草6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037321291

363-201-912　8,000円
花娘10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533851091

363-202-912　6,500円
花娘8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533851191

363-203-912　5,000円
花娘6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　533851291

363-204-912　8,000円
香梅10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037330491

363-205-912　7,000円
香梅8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037330591

363-206-912　5,500円
香梅6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037330691

363-207-912　8,000円
水玉10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533930191

363-208-912　6,500円
水玉8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533930291

363-209-912　5,500円
水玉6号土瓶（14×10.5・800cc） 　　533930391

363-210-912　7,000円
ゴス笹10号土瓶（17×14・1800cc） 　　533911091

363-211-912　6,500円
ゴス笹8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　533911191

363-212-912　5,000円
ゴス笹6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　533911291

363-304-912　7,000円
静香10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037320191

363-305-912　6,500円
静香8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037320291

363-306-912　5,000円
静香6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037320391

363-307-912　6,500円
かれん8号土瓶（M）（15×13・1300cc） 　　834550291

363-308-912　5,000円
かれん6号土瓶（M）（13×12・900cc） 　　834550391

363-309-912　6,500円
ダミ二色山茶花8号土瓶（M）（15×13・1300cc） 　　834550491

363-310-912　5,000円
ダミ二色山茶花6号土瓶（M）（13×12・900cc） 　　834550591

363-301-912　7,000円
菊割十草10号土瓶（17×14・1800cc） 　　1037310791

363-302-912　6,500円
菊割十草8号土瓶（15×11.5・1400cc） 　　1037310891

363-303-912　5,000円
菊割十草6号土瓶（14×10.5・1000cc） 　　1037310991

363-401-912　6,600円
乱千筋6号土瓶

（13×11・600cc） 　　834550191

363-402-912　5,500円
ひだまり6号土瓶（M）

（14×10.5・900cc） 　　834540291

363-403-912　4,800円
福唐草6号土瓶

（19×11・900cc） 　　1136740691

363-404-912　4,800円
Fライン6号土瓶

（19×11・900cc） 　　1136740491
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有田焼土瓶
Arita Ware Tea Pot with Handle on Top

364

364-101-902　5,950円
青海波紋5号土瓶

（12×10.5・800cc） 　　1037410390

364-102-912　5,000円
水玉4号土瓶

（12×10.5・650cc） 　　534020591

364-103-912　4,800円
ひだまり4号土瓶（M）

（12×9・550cc） 　　937020491

364-104-912　5,600円
新水玉 丸型土瓶（Ｕ）

（16.5×11.5・420cc） 　　1236410491

364-105-912　4,800円
乱千筋4号土瓶

（11.5×9.5・400cc） 　　834620591

364-205-912　4,500円
墨はじき花4号土瓶

（13×9・400cc） 　　733060591

364-201-912　4,800円
錦唐草4号土瓶（M）

（12.5×8・500cc） 　　534040491

364-202-912　4,500円
白花4号土瓶

（13×9・500cc） 　　634250391

364-203-912　4,500円
白梅4号土瓶（M）

（12.5×8・500cc） 　　534060491

364-204-912　4,500円
かれん4号土瓶

（500cc） 　　1037460391

364-301-912　4,000円
福唐草4号土瓶

（17×10・550cc） 　　1136840591

364-302-912　4,000円
Fライン4号土瓶

（17×10・550cc） 　　1136840491

364-303-902　3,600円
グリーン花絵4号土瓶（U）

（12×9・400cc） 　　634360290

364-304-902　3,600円
黄釉ぶどう4号土瓶（U）

（12×9・400cc） 　　634260490

364-305-902　3,200円
桜川4号土瓶（M）

（12×10・550cc） 　　534030190

364-401-902　3,450円
あかね草5号土瓶（M）

（12.7×11.2・800cc） 　　634360590

364-402-902　3,400円
めばえM5号土瓶

（12×10.4・800cc） 　　533840390

364-403-902　3,100円
思い花4号土瓶（M）

（12×10・550cc） 　　534040290

364-404-902　3,200円
古染ぶどう4号土瓶（U）

（12.8×8.8・650cc） 　　937060290

364-405-902　2,550円
古代十草 4号土瓶（M）

（12×10・600cc） 　　534050390

タイ製

有田焼土瓶/土瓶
高さ
cmφ容量 cc

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm

容量 cc φ
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365有田焼ポット・有田焼急須
Arita Ware Tea Pot, Arita Ware Tea Server

365-101-902　4,500円
古都6号（U）ポット

（13.2×12.3・1000cc） 　　534140190

365-102-902　4,500円
京染6号（U）ポット

（13.2×12.3・1000cc） 　　534140290

365-103-902　3,850円
色絵からし軽々ポット（U）

（9.8×11・480cc） 　　534120190

365-104-902　3,750円
色彩唐草軽々ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136910490

365-201-902　3,750円
十草軽々ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136910590

365-302-902　3,250円
大輪花ポット（U）

（9.5×10.7・440cc） 　　1037540390

365-202-902　3,650円
招福ネコポット（U）

（10×10.5・380cc） 　　534130590

365-203-902　3,500円
ぶどう筋彫ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136920190

365-204-902　3,500円
点彩唐草筋彫ポット（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1136920290

365-301-902　3,450円
水引草ポット（U）

（8.9×10.2・420cc） 　　1136920390

365-303-902　3,000円
線十草ポット（U）（青）

（9.8×10・450cc） 　　534130190

365-304-902　3,000円
線十草ポット（U）（赤）

（9.8×10・450cc） 　　534130290

365-401-902　2,900円
ふくろうポット（U）

（9.5×10.7・440cc） 　　937150490

タイ製

365-402-902　2,800円
銀のつぼみポット（U）

（9.5×10.7・440cc） 　　937150590

タイ製

365-403-902　3,000円
古染ぶどうポット（U）

（10×8.8・450cc） 　　937160190

365-404-902　2,500円
ザクロ ポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　1037560490

365-501-902　2,500円
丸紋うさぎポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　534130890

365-502-902　2,500円
万両ポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　534131090

365-503-902　2,500円
唐草ポット（U）

（10.5×11・450cc） 　　534130790

365-504-902　6,000円
濃椿小急須（Ｕ）

（9×8・250cc） 　　1136950590
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有田焼急須
Arita Ware Tea Pot with Side Straight Handle

366

366-101-902　2,800円
さがの 急須（M）

（10.5×9.2・460cc） 　　834910490

366-102-902　3,000円
めばえ急須（M）

（10.8×10・500cc） 　　534320490

366-103-902　2,800円
流水桜 平口急須（U）

（10.8×9・300cc） 　　1137050590

366-104-902　3,500円
点彩唐草筋彫急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137030490

366-105-902　3,800円
黒泥 急須（U）

（11.8×7.5・350cc） 　　1137030590

366-205-902　3,800円
水引草急須（U）

（10×10.2・380cc） 　　1137040290

366-201-902　3,300円
グリーン花絵急須（U）

（11×9・400cc） 　　634360190

366-202-902　3,300円
黄釉ぶどう急須（U）

（11×9・400cc） 　　634730590

366-203-902　4,000円
青海波紋 急須（U）

（11×8.7・430cc） 　　1037640590

366-204-902　3,450円
手描き線急須（U）

（10×11・550cc） 　　937310290

366-301-902　3,200円
華の詩急須（U）

（10.5×9.2・460cc） 　　534250390

366-302-902　3,100円
桜川急須（M）

（10.5×8.5・430cc） 　　534250590

366-303-902　3,100円
唐草地紋急須（U）

（10.5×9.2・460cc） 　　534250490

366-304-902　3,200円
草牡丹 急須（M）

（10.5×8.5・430cc） 　　1137050290

366-305-902　3,000円
思い花急須（M）

（10.5×8.5・430cc） 　　534320590

366-401-902　2,800円
野山 平口急須（U）

（10.8×9・300cc） 　　1137050490

366-402-902　2,800円
赤絵唐草 平口急須（U）

（10.8×9・300cc） 　　1137050390

366-403-902　2,900円
あかね草 急須（Ｍ）

（11.5×9.2・400cc） 　　733330190

366-404-902　2,400円
錦花格子 急須（Ｍ）

（10.5×8.7・450cc） 　　733350390

タイ製

366-405-902　2,400円
万両急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340290

366-501-902　2,400円
ザクロ急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340490

366-502-902　2,400円
丸紋うさぎ急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340190

366-503-902　2,400円
十草急須（U）

（10.5×10.5・450cc） 　　534340390

366-504-902　2,000円
錦からし絵小急須（U）

（8.8×7.7・300cc） 　　534350490

タイ製

366-505-902　2,000円
古代十草小急須（U）

（8.8×7.7・300cc） 　　534350590

タイ製

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ
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367有田焼急須
Arita Ware Tea Pot with Side Straight Handle

367-101-912　5,500円
大輪花 急須（U）（青）

（10×8・350cc） 　　733310591

367-102-912　5,500円
大輪花急須（U）（赤）

（10×8・350cc） 　　834720591

367-103-912　5,000円
水玉急須

（10.5×7.5・400cc） 　　534250191

367-104-912　4,800円
乱千筋2.5号急須

（10.5×7.5・340cc） 　　834840191

367-201-912　4,800円
ゴス桔梗急須（U）

（11×10・360cc） 　　534240191

367-302-912　3,800円
墨はじき花 急須

（11×8・400cc） 　　733330591

367-202-912　4,600円
ひだまり急須（M）

（11×8.5・400cc） 　　834910591

367-203-912　4,600円
濃十草 急須　

（17×9.5・350cc） 　　937240191

367-204-912　4,000円
白花 急須

（11×8・550cc） 　　634730491

367-301-902　3,850円
色絵からし軽々急須（U）

（10×11.2・480cc） 　　534220390

367-303-912　3,800円
かれん急須

（500cc） 　　1037720491

367-304-912　3,800円
Fライン 急須（緑）

（17×8.5・400cc） 　　1137120491

367-401-912　3,800円
福唐草 急須（青）

（17×8.5・400cc） 　　1137120591

367-402-902　3,750円
十草軽々急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137020290

367-403-902　3,750円
色彩唐草軽々急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137020390

367-404-902　3,650円
招福ネコ急須（U）

（11×9・500cc） 　　534250290

367-501-902　3,600円
大輪花 急須（U）

（11.5×8.3・450cc） 　　1037630190

367-502-902　3,500円
ぶどう筋彫急須（小）

（8.9×10.3・370cc） 　　1137030390

367-503-902　3,100円
めばえM3号急須

（11.5×9.2・450cc） 　　834930590

367-504-902　2,800円
古染ぶどう急須（U）

（11×9・430cc） 　　937330490
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土瓶
Tea Pot with Handle on Top

368

368-101-542　7,500円 濃牡丹10号土瓶（アミ付）（17×14・1880cc） 　　534410154

368-102-542　6,500円 濃牡丹8号土瓶（アミ付）（16×13.8・1700cc） 　　534410254

368-103-542　4,500円 濃牡丹6号土瓶（アミ付）（14.5×12・1050cc） 　　534410354

368-104-542　7,500円 スイトピー10号土瓶（アミ付）（17×14・1880cc） 　　534410454

368-105-542　6,500円 スイトピー8号土瓶（アミ付）（16×13.8・1700cc） 　　534410554

368-106-542　4,500円 スイトピー6号土瓶（アミ付）（14.5×12・1050cc） 　　534410654

368-107-542　7,500円 紫花10号土瓶（アミ付）（17×14・1880cc） 　　534410754

368-108-542　6,500円 紫花8号土瓶（アミ付）（16×13.8・1700cc） 　　534410854

368-109-542　4,500円 紫花6号土瓶（アミ付）（14.5×12・1050cc） 　　534410954

368-110-542　7,000円
桜もみじ8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　534430154

368-111-542　5,200円
桜もみじ6号土瓶（アミ付）（14×11.5・1000cc） 　　534430254

368-201-542　7,000円
風たより8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　534430354

368-202-542　5,200円
風たより6号土瓶（アミ付）（14×11.5・1000cc） 　　534430454

368-203-542　6,500円
梅六兵衛8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　733430154

368-204-542　4,500円
梅六兵衛6号土瓶（アミ付）（15×11.5・1000cc） 　　733430254

368-205-542　6,500円
梅小紋六兵衛8号土瓶（アミ付）（16×13・1500cc） 　　534411254

368-206-542　4,500円
梅小紋六兵衛6号土瓶（アミ付）（15×11.5・1000cc） 　　534411354

368-207-412　5,000円 三色ライン8号土瓶（1500cc） 　　1137240141

368-208-412　4,000円 三色ライン6号土瓶（1070cc） 　　1137240241

368-209-412　2,300円 三色ライン4号土瓶（720cc） 　　1137240341

中国製

368-301-202　5,000円 ゴス巻唐草土瓶8.0（21.5×13.5・1500cc） 　　733440920

368-302-202　4,000円 ゴス巻唐草土瓶6.0（20.5×11・1050cc） 　　733441020

368-303-202　2,300円 ゴス巻唐草土瓶4.0（17.5×9.5・720cc） 　　733441120

中国製

368-304-612　4,700円
8号土瓶間取古染花（14.5×14.5・1380cc） 　　835030361

368-305-612　3,500円
6号土瓶間取古染花（13.5×12・1000cc） 　　835030461

中国製

368-306-612　4,700円
8号土瓶網目（14.5×14.5・1380cc） 　　534450561

368-307-612　3,500円
6号土瓶網目（13.5×12・1000cc） 　　534550161

中国製

368-308-612　4,700円
8号土瓶ダミ牡丹（14.5×14.5・1380cc） 　　534450361

368-309-612　3,500円
6号土瓶ダミ牡丹（13.5×12・1000cc） 　　534450461

中国製

368-401-412　5,000円
ダミ間取花8号土瓶（1500cc） 　　1137240441

368-402-412　4,000円
ダミ間取花6号土瓶（1070cc） 　　1137240541

中国製

368-403-202　2,300円
さくら淡雪4号土瓶

（12×10・720cc） 　　1037940520

中国製

368-404-522　2,980円
十草丸紋青5号土瓶

（13×9.8・520cc） 　　1037930552

中国製

368-405-412　1,900円
土瓶 さくらさくら

（16×12.5×11.5・600cc） 　　937450441

中国製

368-501-542　3,500円
桜もみじ4号土瓶（アミ付）

（12.5×9.8・700cc） 　　534440154

368-502-542　3,500円
風たより4号土瓶（アミ付）

（12.5×9.8・700cc） 　　534440254

368-503-542　3,400円
梅小紋六兵衛4号土瓶（アミ付）

（12×10・680cc） 　　835030754

368-504-542　3,400円
梅六兵衛4号土瓶（アミ付）

（12×10・680cc） 　　534420554

有田焼土瓶/土瓶
高さ
cmφ容量 cc

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼

有田焼
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369土瓶
Tea Pot with Handle on Top

日本製

日本製

陶

369-101-542　8,000円
ゆず天目7号土瓶

（15×11.8・1250cc） 　　1236910154

陶

369-102-542　8,000円
唐津7号土瓶

（15×11.8・1250cc） 　　1236910254

陶

369-103-512　4,700円
十草6号土瓶

（19×12.5・1000cc） 　　534530251

陶

369-104-512　4,700円
染錦椿6号土瓶

（19×12.5・1000cc） 　　937510451

陶

369-105-512　3,000円
十草中土瓶

（16.5×10.5・600cc） 　　534530351

369-201-252　5,650円
あられ土瓶 白

（17.1×14.7×9.5・800cc） 　　1236920125

369-202-252　5,650円
あられ土瓶 鉄黒

（17.1×14.7×9.5・800cc） 　　1137320125

369-203-012　3,980円
グリーン伊良保5号土瓶（U・茶コシ付）

（19×12・750cc） 　　835120201

369-204-012　3,980円
金彩5号土瓶（U・茶コシ付）

（19×12・750cc） 　　835120101

陶

369-205-512　3,000円
染錦椿（中）土瓶

（16.5×10.5・600cc） 　　937530351

369-301-472　5,100円
伊賀織部5号土瓶（カゴアミ付）

（13.3×11・800cc） 　　937530447

369-302-752　2,000円
織部流し土瓶

（11×7.5・400cc） 　　1137350375

陶 陶

369-303-522　4,200円
平安桜土瓶Uアミ付

（11.5×14・770cc） 　　534610552

369-304-522　5,100円
うるし釉土瓶Uアミ付

（10.5×11.5・520cc） 　　534710152

369-305-522　4,500円
夜空 土瓶（アミ付）大（16×10.3×11.3・530cc） 　　1037940352

369-306-522　4,400円
夜空 土瓶（小）（13.5×19.4×10.1・350cc） 　　1137350652

369-401-152　4,500円
粉引丸土瓶（カゴアミ付）

（14.3×9.8×11.5・520cc） 　　534730515

369-402-152　4,500円
備前丸土瓶（カゴアミ付）

（14.3×9.8×11.5・520cc） 　　534720515

369-403-522　4,400円
銀黒土瓶（アミ付）大

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1037940452

369-404-522　4,400円
漆黒 土瓶（小）

（13.5×19.4×10.1・350cc） 　　1137350452

369-405-602　4,050円
サビ志野 土瓶（大）（16×10.3×11.3・530cc） 　　1137340560

369-406-602　4,000円
サビ志野 土瓶（小）（13.5×9.4×10.1・370cc） 　　1137340660

369-501-352　3,350円
黒結晶 土瓶（カゴアミ付）

（9×12・400cc） 　　835150135

369-502-352　3,350円
セミマット 土瓶（カゴアミ付）

（9×12・400cc） 　　835150235

369-503-512　2,900円
黒伊賀吹玉土瓶（カゴアミ付）

（10.5×9・280cc） 　　534650451

369-504-512　2,900円
粉引玉土瓶（カゴアミ付）

（10.5×9・280cc） 　　534650251

369-505-752　2,200円
志野蘭 土瓶

（φ10.5×11.5・560cc） 　　1236950575

陶
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常滑焼急須
Tokoname Ware Tea Pot with Side Straight Handle

370

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 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 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製日本製日本製

370-101-932　5,050円
人水作朱泥平丸形ダイヤカットさわやか網

（10.5×8.5・310cc） 　　635550393

陶

370-102-932　3,250円
朱泥共朝顔無地平網

（14.5×9.5・320cc） 　　1237010293

陶

370-103-932　3,250円
朱泥新丸大無地平網

（14.5×9・360cc） 　　1237010393

陶

370-201-932　4,200円
朱泥平B無地帯網

（15×7.5・350cc） 　　1237020193

370-202-932　4,550円
朱泥新丸大梅帯網

（14.5×9・360cc） 　　1237020293

370-203-932　4,550円
朱泥新丸竹帯網

（14.5×8.5・340cc） 　　1237020393

370-204-932　5,200円
朱泥ツバ丸金ツタ帯網

（14.5×9・320cc） 　　1237020493

370-205-932　6,300円
宇幸作朱泥平丸形無地帯網

（11.5×8.5・360cc） 　　635540393

陶 陶 陶 陶 陶

370-301-932　4,600円
一心作灰釉丸形さわやか網

（10×9.5・330cc） 　　635520593

370-302-932　4,600円
一心作イラボ釉丸形さわやか網

（10×9.5・330cc） 　　535260393

370-303-932　4,600円
一心作黒イラボ釉丸形さわやか網

（10.5×10.5・360cc） 　　734110593

370-304-932　4,200円
赤鉄釉小丸さわやか網

（13.5×10・290cc） 　　1237030493

370-305-932　4,550円
黄高丸梅さわやか網

（14.5×10・350cc） 　　1237030593

陶 陶 陶 陶 陶

370-401-932　4,200円
黒釉新丸小ネコ柄帯網

（13.5×8・260cc） 　　1237040193

370-402-932　4,200円
緑浅つぼ無地帯網

（15.5×9.5・330cc） 　　1237040293

370-403-932　5,200円
ピンク新丸千段帯網

（15×10・400cc） 　　1237040393

370-404-932　5,700円
宇幸作朱泥京形無地帯網

（10.5×7.5・260cc） 　　835720393

370-405-932　8,700円
宇幸作黒泥モッコ形朱線帯網

（10.5×7.5・270cc） 　　535230493

陶 陶 陶 陶 陶

370-501-932　3,900円
黒ターボット小平網

（15×9・280cc） 　　1237050193

370-502-932　4,050円
緑ターボット中平網

（17.5×10・360cc） 　　1237050293

370-503-932　4,400円
朱ターボット大平網

（18×11・450cc） 　　1237050393

370-504-932　4,700円
黒吹きポットカップ網

（17×10・360cc） 　　1237050493

370-505-932　4,050円
人水作白マット蓋無し急須平網

（17×10・420cc） 　　1237050593

陶 陶 陶 陶 陶

370-601-932　8,950円
人水作朱泥碗形無地帯網

（12×9.5・500cc） 　　635530493

370-602-932　10,500円
人水作黒窯変碗形無地急須帯網

（12×9.5・500cc） 　　1038550593

370-603-932　8,900円
青黒泥特大丸変り千段帯網

（18×11.5・720cc） 　　1237060393

370-604-932　2,850円
昭龍作朱泥マット無地湯ざまし

（11×6・280cc） 　　734160393

370-605-932　3,600円
昭龍作黒泥マット無地湯ざまし

（11×6・280cc） 　　734160493

陶 陶 陶 陶 陶

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ

平アミ さわやかアミ 帯アミ
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371急須
Tea Pot with Side Straight Handle

371-101-542　4,000円
紫花大急須（アミ付）

（12×10・600cc） 　　534810454

371-102-542　4,000円
スイトピー大急須（アミ付）

（12×10・600cc） 　　534810354

371-103-542　4,000円
濃牡丹大急須（アミ付）

（12×10・600cc） 　　534810554

371-104-542　3,000円
風たより丸型中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534830354

371-201-542　3,000円
桜もみじ丸型中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534830254

371-202-542　2,800円
紫花中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534820454

371-203-542　2,800円
スイトピー中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534820354

371-204-542　2,800円
濃牡丹中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534820554

371-301-542　2,800円
梅小紋丸型中急須（アミ付）

（11×9・400cc） 　　534830554

371-302-082　4,200円
青白磁急須

（14×12.5×16・320cc） 　　1137730108

371-303-572　3,400円
錆椿急須 U茶こし付

（10.5×10.3・450cc） 　　835230457

371-304-572　3,400円
山ブドウ急須 U茶こし付

（10.5×10.3・450cc） 　　835230357

371-401-512　3,250円
色麻葉 反急須

（φ8×9・320cc） 　　1137550451

371-402-202　2,300円
天目唐草急須（アミ付）

（10.5×9・350cc） 　　1137550220

371-403-512　2,700円
白伊賀玉急須（カゴアミ付）

（8.5×9・280cc） 　　534920451

371-404-512　2,700円
黒伊賀吹玉急須（カゴアミ付）

（8.5×9・280cc） 　　534920551

371-501-352　3,100円
白磁玉急須（茶こし付）

（10.5×11.3・470㏄） 　　1038020535

371-502-202　2,300円
ダミ間取花急須

（10.5×9・350cc） 　　937650320

中国製

371-503-202　2,300円
ナマコ桜急須（アミ付）

（10.5×9・350cc） 　　1137550320

中国製

371-504-522　2,200円
オーロラ カゴ網急須

（10.5×9・320cc） 　　1137710552

陶

有田焼 有田焼 有田焼 有田焼

有田焼

有田焼

有田焼 有田焼 有田焼
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急須
Tea Pot with Side Straight Handle

372

陶

372-101-512　2,750円
錦十草 中急須

（10.5×9・400cc） 　　835340451

陶

372-102-512　2,750円
椿3号急須

（10.5×9・400cc） 　　534930351

372-103-572　2,600円
お花見急須グリン

（8.9×9.5・300cc/Uアミ付） 　　534850157

陶

372-104-562　2,500円
TS急須粉引

（9.7×12・550cc） 　　835320256

陶

372-201-512　2,500円
錦椿 小急須

（10×10.5・400cc） 　　835340551

陶

372-202-512　2,500円
十草2号小急須

（10×10.5・400cc） 　　534930451

陶

372-203-512　2,400円
黒備前六兵衛急須

（11×10.5・500cc） 　　937740551

陶

372-204-512　2,400円
深海六兵急須

（11×10.5・500cc） 　　1038140451

陶

372-301-512　2,400円
白釉十草六兵急須

（11×10.5・500cc） 　　1038140351

陶

372-302-512　2,400円
鼡志野六兵急須

（11×10.5・500cc） 　　1038140251

372-303-162　2,300円
白萩急須

（11×8.8・450cc） 　　1237230316

372-304-162　2,400円
黒結晶青流急須

（11×8.8・450cc） 　　1237230416

陶

372-401-542　2,500円
均窯梅紋急須（アミ付）

（11×8.5・450cc） 　　534850558

372-402-412　2,300円
さくら淡雪急須

（10.5×9・350cc） 　　1137650341

中国製

372-403-412　2,300円
水玉淡雪急須　

（10.5×9・350cc） 　　1137650141

中国製

372-404-412　2,300円
三色ライン急須

（10.5×9・350cc） 　　1137650241

中国製

372-501-522　2,250円
十草丸紋青DB急須

（φ11×8.6） 　　1038050552

中国製

372-502-612　2,000円
三色水玉 急須 アミ付

（10.5×9・350cc） 　　635150561

中国製

372-503-512　1,800円
染付急須 紅梅（2100-4）

（14×9・390cc） 　　937650551

中国製

372-504-522　1,800円
花火BA急須

（φ11×9.3） 　　1038050352

中国製

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm容量 cc φ

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm

容量 cc φ茶こし付
このマークの付いている
商品は茶こし付きです。

茶こし付

茶こし付

茶こし付

茶こし付
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373急須・ポット
Tea Pot with Side Straight Handle, Tea Pot

中国製

373-101-522　2,550円
白ハケメ カゴ網広口急須

（11×9.5・330cc） 　　1137710452

陶 陶

373-102-472　2,250円
オーロラ菊型急須（アミ付）

（10.3×10・380cc） 　　733740147

陶

373-103-512　2,250円
黒備前菊型急須

（10×9.7・380cc） 　　937740251

373-104-512　2,250円
深海菊型急須

（10×9.5・380cc） 　　1137720551

中国製

373-201-512　1,900円
切立エメラルド急須

（10×8・320cc） 　　1237320151

陶

373-202-512　1,900円
白桜切立帯網急須

（10×7.5・350cc） 　　1237320251

中国製
陶

373-203-782　3,900円
粉引ぶどうポット

（18.5×11×10.5・480cc） 　　835520178

373-204-472　3,150円
銀彩（黒）すっきりポット（カゴアミ付）

（10×10.5・410cc） 　　1237320447

373-301-572　2,950円
唐草ポット

（9.5×10.3・420cc/Uアミ付） 　　535030357

373-302-082　2,800円
黒ポット

（11×10.7・500cc） 　　1137740108

陶

373-303-572　2,650円
白マットタテヨコポット（茶こし付）

（10.5×11.5・430cc） 　　1137740257

陶

373-304-512　2,400円
黒備前六兵衛ポット

（11×10.5・500cc） 　　1038350351

陶

373-401-572　2,650円
青釉タテヨコポット（茶こし付）

（10.5×11.5・430cc） 　　1137740357

陶

373-402-562　2,500円
TSポット粉引

（9.7×12・550cc） 　　835510456

陶

373-403-512　2,400円
深海六兵衛ポット

（11×10.5・500cc） 　　1038350451

陶

373-404-542　2,400円
ナマコ六兵衛ポット（アミ付）

（10.5×10・500cc） 　　635220154

373-501-472　2,400円
京十草六兵衛ポット（カゴアミ付）

（10.5×10・480cc） 　　1237350147

373-502-472　2,400円
オーロラ六兵衛ポット（カゴアミ付）

（10.5×10・480cc） 　　1237350247

陶

373-503-542　2,400円
ねずみ格子六兵衛ポット（アミ付）

（10.5×10・500cc） 　　635220254

陶

373-504-152　2,300円
白刷毛目ポット

（10×12.5・550cc） 　　535050115
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Tea Pot

374

日本製

日本製

374-101-152　4,800円
京雅（赤）ポット（Uアミ付）

（11×12・540cc） 　　937810515

陶

374-102-782　3,900円
緑彩小花ポット

（10.5×10・400cc） 　　535010378

374-103-522　4,100円
黒信楽ポット（アミ付）

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1038230352

374-104-522　4,000円
銀黒ポット（アミ付）

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1038230552

374-105-522　4,000円
夜空ポット（アミ付）

（16×10.3×11.3・530cc） 　　1038230452

374-201-512　3,580円
小町半菊ブルーポット

（9.5×12・440cc） 　　1038320151

374-202-512　3,250円
色麻葉六兵ポット

（9×9.5・420cc） 　　1137820251

374-203-472　3,300円
アラモ－ド（青）ポット（カゴアミ付）

（10.5×11.5・450cc） 　　937920547

374-204-472　3,300円
アラモ－ド（赤）ポット（カゴアミ付）

（10.5×11.5・450cc） 　　937920447

374-205-572　3,000円
すみれポット

（9.5×10.3・420cc/アミ付） 　　835550457

陶

374-301-522　3,100円
織部春秋ポットUアミ付

（10.5×11・420cc） 　　535030252

陶

374-302-522　3,100円
平安桜ポットUアミ付

（10.5×11・420cc） 　　535030152

374-303-572　2,850円
花うさぎポット

（9.5×10.3・420cc/Uアミ付） 　　535040357

374-304-162　2,800円
紅華ミニポット

（15×9・200cc） 　　1137910216

374-305-602　2,700円
小花ポット（アミ付）

（10.3×10.3・400cc） 　　937950160

陶

374-401-522　2,650円
ナマコポット

（10.5×11・420cc） 　　733840152

陶

374-402-522　2,650円
白釉ポット

（10.5×11・420cc） 　　733840252

陶

374-403-602　2,400円
サビ十草丸ポット

（11×7.3・450cc） 　　1038320260

陶

374-404-602　2,400円
ゴス十草丸ポット（茶コシ付）

（11×7.3・450cc） 　　733820560

374-405-412　2,000円
黒ポット

（18.2×10.3×11・430cc） 　　1038340541

陶

374-501-202　2,300円
さくら淡雪軽量ポット

（11×11.5・450cc） 　　1038330520

中国製

374-502-412　2,300円
三色ライン軽量ポット

（11×11.5・450cc） 　　1137820141

中国製

374-503-202　2,300円
ダミ間取花軽量ポット

（17×10×10.5・450cc） 　　1137820520

中国製

374-504-412　2,300円
水玉淡雪軽量ポット

（11×11.5・450cc） 　　1137810341

中国製

374-505-612　2,000円
クローバーポット急須

（9×10・350cc） 　　937640461

中国製

有田焼急須/急須/ポット/常滑焼急須
※ポットは向きを逆にしてください。 高さcm

容量 cc φ
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375ポット
Tea Pot

日本製

375-101-512　3,200円
嵯峨野（白）ポット

（11×10.5・320cc） 　　1237510151

375-102-512　3,200円
嵯峨野（黒）ポット

（11×10.5・320cc） 　　1237510251

375-103-352　2,950円
セミマット ロクロ目ポット（カゴアミ付）

（9×12・360cc） 　　835560235

375-104-052　2,800円
削ぎ型ポット黄（網付）

（16×10.5×10・380cc） 　　1137910405

375-105-052　2,800円
削ぎ型ポット白（網付）

（16×10.5×10・380cc） 　　1137910305

375-201-312　3,000円
白若葉 ポット急須（アミ付）

（9.5×15×12・550cc） 　　1237520131

陶

375-202-472　2,380円
ふくろうポット（茶）カゴアミ付

（11×9.5・480cc） 　　835560447

陶

375-203-472　2,380円
ふくろうポット（青）カゴアミ付

（11×9.5・480cc） 　　835560547

陶

375-204-472　2,380円
ふくろう（白）ポット（カゴアミ付）

（11×9.5・480cc） 　　1038420447

陶

375-205-472　2,380円
ふくろうポット（ピンク）（カゴアミ付）

（11×9.5×・480cc） 　　1038420347

375-301-312　2,500円
ナマコ 布目ポット急須（アミ付）

（11×17×12・600cc） 　　1237530131

375-302-312　2,500円
白マット 布目ポット急須（アミ付）

（11×17×12・600cc） 　　1237530231

375-303-472　2,400円
破水桜ペコポット（カゴアミ付）

（10×10・380cc） 　　1237530347

375-304-312　2,500円
錆伊賀十草 ポット急須（アミ付）

（11×17.5×9.5・400cc） 　　1237530431

375-305-312　2,100円
ナマコ ポット急須（アミ付）

（11×17.5×9.5・400cc） 　　1237530531

375-401-162　2,300円
白淡雪ポット急須（アミ付）

（11×11・500cc） 　　1038420516

陶

375-402-472　2,250円
白釉ひねりポット（アミ付）

（10×9.5・380cc） 　　733850247

中国製

375-403-522　2,200円
ブルー均窯ポット

（10.5×10・460cc） 　　1137850252

陶

375-404-312　2,100円
白唐津 ポット急須（アミ付）

（11×17.5×9.5・400cc） 　　1237540431

375-405-312　2,100円
黒結晶 ポット急須（アミ付）

（11×17.5×9.5・400cc） 　　1237540531

375-501-612　2,000円
三色水玉ポット急須

（9×10・350cc） 　　937640561

中国製

375-502-512　1,980円
染付ポット 紅梅（2179-4）

（11×10.5・500cc） 　　937960451

中国製

375-503-522　2,000円
線十草TYポット

（φ10.5×11.7・410cc） 　　1038440252

中国製

375-504-522　1,800円
藍丸紋BAポット

（φ10.4×10.8・400cc） 　　1038440152

中国製

375-505-512　1,100円
蓋が落ちにくいベージュ・黒ポット

（8.8×9・300cc） 　　1038440551

中国製


	有田焼土瓶
	363-366

	土瓶・急須・ポット
	有田焼ポット・有田焼急須
	367-372

	土瓶・急須・ポット
	373-380





