
(株)山忠

400年以上前に日本で初めて磁器が作られたのが有田です。
山忠は肥前地区にあるほぼ全ての窯元と取引があります。
山忠は1920年に創業し100年で有田の伝統的なデザインに加え、
新しい技術を取り入れてきました。
オリジナルのデザインも多数取り扱っております。
また、山忠でしか取り扱えない「軽量強化磁器」は通常磁器の1.6倍の強度、
約20%の軽量化、さらに保温性も高いという優れた素材です。
国内大手航空会社やスターバックス コーヒー ジャパン様等
多くの導入実績があります。
普通磁器、軽量強化磁器ともに形状、デザインは特注で
制作することもできますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

〒844-0024 佐賀県西松浦郡有田町赤坂丙2351-169
TEL : 0955-43-2248 FAX：0955-43-3569
E-mail : yamachu@mocha.ocn.ne.jp
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使用例-1

R1-30 志野シルバー四色水玉12CM反蓋物
上代 ¥5,800 ｻｲｽﾞ：身Ф123*h65 (蓋物-1参照)

H26-201 錦斜め縞紺丸蓋物
ｻｲｽﾞ：身Ф113h58(蓋込h79) (蓋物-1参照)

H28-123 赤一珍毬型蓋珍味
ｻｲｽﾞ：身Ф56h30           (小付・珍味-1参照)

H25-184 赤一珍緋彩唐草 美鈴蒸碗
ｻｲｽﾞ：身Φ80h58(蓋込h95)  (蒸碗-1参照)

H26-176 黒マット流水楕円長皿
ｻｲｽﾞ：288・115h22         (向付-1参照)

H23-79 三色水玉ラスター雫型向付
ｻｲｽﾞ：200・140h40 (向付-1参照)

H23-80  三色水玉ラスター雫型千代口
ｻｲｽﾞ：110・82h34 (向付-1参照)

H28-55  色彩五色泡角切継中付
ｻｲｽﾞ：120・110h55 (小付・珍味-2参照)

H29-20  ルリ刷毛目白泡雲盛円錐8寸皿
ｻｲｽﾞ：Ф234h32 (平皿-1参照)

5284-3 鉄砂掛分小判箸置
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使用例-2

H31-43  白マット重グレーリング四足長角皿
上代 ¥11,000 ｻｲｽﾞ：300・220h16 (平皿-1参照)

B-81 花型ケーキ皿
上代 ¥2,100  ｻｲｽﾞ：Φ195h23 (軽量強化磁器-9参照)

Y6-73 流線青流し丸抜き丸皿
上代 ¥5,200 ｻｲｽﾞ：Ф200h65 (平皿-1参照)

MK32-37 黒和紙春秋三段三品盛
上代 ¥4,300 ｻｲｽﾞ：275・88h47 (小付・珍味-1参照)

H30-326 太白黒乱線ミニ反カップ
上代 ¥1,300 ｻｲｽﾞ：Φ75h63

H30-327 太白黒乱線ミニ反カップ台皿
上代 ¥1,300 ｻｲｽﾞ：Φ120h20
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蓋物-1

錦斜め縞紺丸蓋物
Ｈ26-201 ¥5,200
サイズ：身Ф113ｈ58(蓋込h79)

アイボリー金銀十草N蓋物
Ｈ31-138 ¥4,000
サイズ：身Ф117ｈ57(蓋込h80)

内金白吹黄釉丸小蓋物
H30-193 ¥2,800
サイズ：身100ｈ60(蓋込h84)

志野シルバー四色水玉反蓋物
R01-30 ¥5,800
サイズ：身Ф123*ｈ6.2(蓋込h80)

黄マット十草蓋物
Ｈ28-157 ¥6,000
サイズ：身Ф123h63(蓋込h85)

黄交趾牡丹唐草
Ｈ24-155 ¥4,700
サイズ：身Φ110ｈ55(蓋込h86)

赤紫吹(丸)ミニ蓋物
5201-13 ¥2,600
サイズ：身Ф100ｈ60(蓋込h84)

赤ライン 小蓋物 小
R01-28 ¥3,300
サイズ：身Ф100ｈ60(蓋込h85)

赤一珍網目笹U型蓋物
Ｈ27-10 ¥4,600
サイズ：身Ф105ｈ67(蓋込h93)

黒描ラスタータイコ蓋物
Ｈ28-34 ¥5,600
サイズ：身Ф118ｈ54(蓋込h80)

三色白吹かや絵(丸小)
5201-03 ¥2,800
サイズ：身Ф100ｈ60(蓋込h88)

渕プラチナ二色巻赤丸小蓋物
H27-148 ¥4,300
サイズ：身Ф100ｈ60(蓋込h85)
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赤一珍七宝丸紋蓋中付
H31-47 ¥3,700
サイズ：Ф118ｈ37

赤一珍七宝丸紋駒型向付
H31-46 ¥5,000
サイズ：身Ф134ｈ64(蓋込h92)

グレー釉白雪雲金刷毛蓋中付
H31-45 ¥3,300
サイズ：Ф118ｈ37

グレー釉白雪雲金刷毛駒型向付
H31-44 ¥4,400
サイズ：身Ф134ｈ64(蓋込h92)

ｱｲﾎﾞﾘｰ芭蕉絵太鼓蓋物
Ｈ19-89 ¥5,900
サイズ：身Ф118ｈ50(蓋込h80)

一珍花かすり太鼓蓋物
Ｈ26-21 ¥5,200
サイズ：身Ф120ｈ53(蓋込h79)

緑彩唐草蓋物
5209-15 ¥5,200 ★
サイズ：身Ф133ｈ58(蓋込h81)

四色刷毛小蓋物 小
R01-29 ¥3,300
サイズ：身Ф100ｈ60(蓋込h85)

赤絵万暦四五蓋物
H28-158 ¥6,000
サイズ：身Ф125Ｈ56(蓋込h90)

蓋物-2

錦赤市松ミニ小蓋物
W01-13 ¥5,000
サイズ：身Ф88*ｈ55(蓋込h74)

★はアルミナ強化磁器
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蓋物-3

グリーンごす十草
シルバー芦Ｕ型蓋物 小

R2-41 ¥5,400
サイズ：身Ф103ｈ64 (蓋込h90)

鉄砂釉斑黒富士型蓋物 大
R3-98 ¥6,600 R3-114(台皿 ¥3,500)
サイズ：身Ф114ｈ47 (蓋込h77)
鉄砂釉斑黒富士型蓋物 小
R3-99 ¥5,800 R3-115(台皿 ¥3,000)

サイズ：身Ф90ｈ34 (蓋込h66)

2021/5/24

プラチナしぼり富士型蓋物 大
R3-100 ¥7,000 R3-112(台皿 ¥3,800)
サイズ：身Ф114ｈ47 (蓋込h77)
プラチナしぼり富士型蓋物 小
R3-101 ¥6,400 R3-113(台皿 ¥3,200)

サイズ：身Ф90ｈ34 (蓋込h66)

石垣紋錦青草花八角面取七寸蓋物
R3-111 ¥7,000
サイズ：身235・98ｈ48 (蓋込h65)

錦錆巻オリエント丸型小蓋物
H25-03 ¥6,000
サイズ：身Ф90ｈ53(蓋込h80)
錦錆巻オリエント5寸皿
T01-30 ¥4,000

サイズ：身Ф150ｈ20

緋彩一珍うず U型蓋物小
H27-153 ¥5,200
サイズ：身Ф103ｈ67 (蓋込h90)

染錦銀河Ｕ型蓋物 小
H30-43 ¥5,500
サイズ：身Ф103ｈ67 (蓋込h90)

ブルー輪線丸蓋物
YA17-206① ¥4,800
サイズ：身Φ110ｈ49 (蓋込h95)

錦赤マット十草反小蓋物
H25-01 ¥5,100
サイズ：身Φ103ｈ66 (蓋込h90)

錦万歴蓋物
5204-06 ¥4,800
サイズ：身Φ125ｈ55 (蓋込h80)

金プラチナマロン濃十草ポット型
小蓋物 大

H27-35 ¥5,500
サイズ：身Φ113ｈ52 (蓋込h77)

ピンク釉パール茄子型蓋物
5203-03 ¥5,000
サイズ：身120 x 78ｈ68
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向付-1

2021/5/24

黄釉掛分市松舟形向付
H28-100 ¥2,600
サイズ：218・118ｈ57

黄交趾釉釉流水ラスター
み型向付
H24-133 ¥4,200
サイズ：215・170ｈ65

錦三色刷毛長角向付
MK21-269 ¥3,000
サイズ：180・140ｈ40

錦彩グリーンライン
ひねり楕円前菜皿
H18-227 ¥2,900
サイズ：32・92ｈ3.6

三色水玉ラスター雫型
向付 千代口
H23-79 ¥2,500 H23-80 ¥1,000
200・140ｈ40     110・82ｈ34

黄釉祥瑞紋 向付
5217-06 ¥2,800
サイズ：150ｈ65
黄釉祥瑞紋 千代口
5217-06 ¥900
サイズ：80ｈ30

波絵光彩ラスター桔梗渕
付出皿
H29-119 ¥2,500
サイズ：254・93ｈ27

黒マット流水楕円長皿
H26-176 ¥3,300
サイズ：288・115ｈ22

釉流水K型向付
H28-146 ¥2,600
サイズ：178・157ｈ67

織部黒市松正角渕飾平向付
H25-181 ¥4,200
サイズ：195・195ｈ40

見込みピンク吹ラスター雫型
向付 千代口
H23-77 ¥2,500 H23-76 ¥1,000
200・140ｈ40     110・82ｈ34

黒志野プラチナ水玉八方
レリーフ平鉢
H30-27 ¥3,800
サイズ：Ф163ｈ42

向
付



向付-2

三色格子文 5250-06
天皿 225・170h57 ¥2,600
呑水 Φ90h30 ¥1,200
千代口 Φ73・27 ¥1,100

2021/5/24

銀彩マロン刷毛小花二葉向付
H31-27 ¥5,500
サイズ：220・134ｈ73

赤一珍七宝丸紋駒型向付
H31-46 ¥5,000
サイズ：Ф134ｈ64

グレー釉白雪雲金刷毛駒型向付
H31-44 ¥4,400
サイズ：Ф134ｈ64

三色釉彩二葉向付
H31-30 ¥5,500
サイズ：220・134ｈ73

グレー十草渕四方高台向付
H23-40 ¥4,300
サイズ：165ｈ80

半織部カラーボール栗型
平鉢 小付
H31-33 ¥4,400 H31-34 ¥2,900
178・154ｈ54 85・66ｈ42

ピンクシルクつの陶片向付
H29-28 ¥5,500
サイズ：210・150ｈ50

志野吹黒三角紋一方押平小鉢
H29-168 ¥3,600
サイズ：Ф151ｈ58

アイボリー紺濃剣先花六角継向付
H30-34 ¥4,600
サイズ：135・135ｈ45

ピンク釉流水ラスター
楕円皿 小
H24-236 ¥3,300
サイズ：248・110・ｈ35

古釉濃短冊散つの陶片向
H29-170 ¥4,800
サイズ：210・150ｈ50

向
付



向付-3

黒釉絞り金銀ウエーブ195鉢
R3-116 ¥7,500
サイズ：Ф195ｈ51

アイボリー釉パール巻桜散らし
赤丸五寸皿
R3-36 ¥1,600
サイズ：Ф148ｈ20

かすり筋目雲銀七寸平鉢
R3-11 ¥6,800
サイズ：Ф205ｈ51

白濁釉縁撥水錆菊割長角六寸皿
R3-75 ¥5,300
サイズ：180・165ｈ44

プラチナ巻白貫入中丸正角皿
R01-44 ¥4,400
サイズ：185・184ｈ31

2021/5/24

織部市松山渕五寸角皿
Ｈ22-43 ¥3,100
サイズ：165・165ｈ28

渕黒プラチナ七宝紋リム付２０ｃｍ駒鉢
R2-15 ¥7,200
サイズ： Ф207ｈ52
渕黒プラチナ七宝紋リム付15ｃｍ駒鉢
R2-16 ¥5,000

サイズ： Ф155ｈ37

白マットブロンズ花輪
１６ｃｍ角向付

R2-34 ¥4,500
ホワイト黄釉水玉１６ｃｍ角向付
R2-34 ¥4,300

サイズ：165・165ｈ43

プラチナ泡シェル２１ｃｍ丸皿
R01-64 ¥8,400
サイズ：Ф212ｈ40

つなぎ木甲花輪花つなぎ六寸鉢
R2-59 ¥5,500
サイズ：Ф180ｈ38

錦黒マット鼠志野荒磯三葉型盛
皿
R2-63 ¥6,400
サイズ：Ф212ｈ40

錆掛分垣根つの渕切正角皿
R01-34 ¥5,400
サイズ：185・185ｈ43

オ

オ

オ

オ
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2021/5/24

黒金銀刷毛六兵一方なぶり五寸鉢
R3-73 ¥2,800
サイズ：Ф153ｈ54

黒土かいらぎボウル 小
R3-59 ¥1,800
サイズ： Ф155ｈ43

黒マット白くし目反り五寸鉢
R3-92 ¥2,600
サイズ： Ф164h45

金彩釉 ボウル 小
R3-58 ¥1,800
サイズ： Ф155ｈ40

ラスタートライアングル
四方切多用鉢

Ｒ01-33 ¥3,900
サイズ：136・136ｈ52

楓網紋14ｃｍ角深皿
R2-105 ¥2,500
サイズ：137・137ｈ30

グレー色絵リーフ菱型プレート
R2-52 ¥4,800
サイズ：280・190ｈ17

太白4.5寸波皿
R2-74 ¥1,500
サイズ：140・140ｈ26

渕金白マットあじろ彫口変皿
R3-67 ¥4,400
サイズ：280140ｈ37

黒金銀刷毛六兵なぶり皿
R3-72 ¥3,100
サイズ：185・168ｈ40

錦雲母銀青反４．５寸皿
R01-50 ¥2,500
サイズ：Ф140ｈ22

内プラチナつぼみ向付
H30-216 ¥5,200
サイズ：130・108ｈ83
内プラチナつぼみ小付
H30-217 ¥1,900

サイズ：52・49ｈ38

向付-4
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アイボリープラチナ木の葉
リム付駒鉢

R2-24(20cm) ¥6,500
サイズ：Ф207ｈ52
R2-25(15cm) ¥4,500

サイズ：Ф155ｈ37

グレー色絵リーフ面透角鉢
R2-49 ¥6,600
サイズ：138・138ｈ48

2021/5/24

アイボリー墨画濃芦
四方ひねり丸向付

R3-01 ¥5,400
サイズ：Ф175ｈ42

染錦うす濃花分胴向付
R2-28 ¥5,300
プラチナ赤市松
R2-29 ¥4,100
サイズ：178・155ｈ36

雲金彩一珍いざなぎ八角平鉢
R3-07(八寸) ¥6,600
サイズ：Ф255ｈ42
雲金彩一珍いざなぎ八角平鉢
R3-08(七寸) ¥5,400

サイズ：Ф218ｈ33

黒柚子錆朱石垣紋輪花6.5寸皿
R3-37 ¥6,000
サイズ：Ф195ｈ18

ラスターグレーオレンジ濃木蓮
R01-38 ¥5,400
サイズ：Ф220ｈ32

染錦手描捻り青海波K型小鉢
R3-106 ¥3,500
サイズ：154・140ｈ58

グレー唐草片菊彫16cmプレート
R2-149 ¥4,000
サイズ：Ф165ｈ14

プラチナ赤市松菱渕丸
R2-30 小丼 ¥3,600, R2-31 中付 ¥3,000
渕黒プラチナ七宝紋菱渕丸
R2-44 小丼 ¥3,800, R2-45 中付 ¥3,400
サイズ： 180・135ｈ47, 133・100ｈ33

晶銀帯五五寸反鉢
Ｈ30-74 ¥2,300
サイズ： Ф170ｈ48

色彩水玉 ブリッジ 大
R2-56 ¥4,200
サイズ：246・92ｈ28

向付-5
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中付-1

2021/5/24

紅矢羽牡丹二方切楕円中付
H25-154 ¥3,200
サイズ：110・97ｈ62

波絵光彩ラスター4.5寸高台鉢
H29-112 ¥2,400
サイズ：Ф133ｈ58

紅矢羽牡丹五方なぶり小丼
H25-153 ¥3,300
サイズ：Φ123ｈ70

ローズ赤北斎波リーフ中付
H30-223 ¥4,000
サイズ：Ф133ｈ58

ブロンズ虫食い紋五方なぶり小丼
H29-117 ¥3,800
サイズ：Ф120ｈ68

ラスターリボンマロン花
五方なぶり小丼
H29-172 ¥3,700
サイズ：Ф120ｈ68

ホワイト草原の風Ｕ型中付
H30-239 ¥3,500
サイズ：101・97ｈ61

織部掛分間取花六角継小丼
H30-36 ¥3,400
サイズ：112・118ｈ40

緋彩十草三方上がり
中付 小付
H31-50 ¥3,700 H31-51 ¥2,900
Φ121ｈ50        Φ84ｈ36      

ルリ帯銀河三方上がり
中付 小付
H31-48 ¥4,000 H31-49 ¥3,100
Φ121ｈ50        Φ84ｈ36      

釉彩二色なぶり高台中付
AT12-13 ¥2,000
サイズ：Ф120・ｈ65

紅釉流水ラスター朝顔中付
MK24-219 ¥1,600
サイズ：137・132ｈ53

中
付
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中付-2

黄釉 菊彫反鉢 中
R3-49 ¥1,600
サイズ： Ф127ｈ58
緑マット 菊彫反鉢 小
R3-50 ¥1,200

サイズ： Ф110ｈ51

牡丹皿 大
R3-60(赤) ¥1,600
サイズ： 118・113ｈ21      
牡丹皿 小
R3-61(赤) ¥1,300

サイズ： 93・87ｈ18

2021/5/24

掛け分け反小鉢
R3-54 ¥1,800
サイズ： Ф138ｈ53
掛け分け反小付
R3-55 ¥1,300

サイズ： Ф102ｈ40

アイボリー墨画濃芦扇型中付
R3-17 ¥3,600
サイズ：135・110ｈ48

粟田黒唐草三方割中付
R3-90 ¥4,000
サイズ：Ф118ｈ56

黒和紙筏半月中付
R01-80 ¥2,200
サイズ： 127・75ｈ46

織部一珍つた太鼓小鉢
R3-21 ¥2,800
サイズ：Ф112ｈ33

染錦赤市松瓢型小鉢
R01-41 ¥3,100
サイズ： 123・113ｈ56

うす黍 墨流水八角内
丸蓋物

R3-25 ¥4,500 (身のみは¥2,600)
サイズ：身Ф120ｈ28(蓋込h46)

若草グリーン草花太鼓小鉢
R3-27 ¥2,400
サイズ：Ф112ｈ33

青八方割菊型中付
R3-44 ¥2,600
赤八方割菊型中付
R3-45 ¥2,600
サイズ：Ф117ｈ52

渦紋濃ラスター底丸楕円皿 中
R01-06 ¥2,000
サイズ：183・132ｈ24

オ オ

オ オ
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黒しのブルー銀彩角継中付
Ｈ28-46 ¥3,000
サイズ：120・105ｈ58
赤一珍瑞雲折紙角切継中付
R2-200 ¥3,600

サイズ：120・105ｈ58

黄釉掛分ラスター渕プラチナ
三枚重小丼

R2-145 ¥3,300
サイズ： 110・110ｈ63

錆べっ甲渕刻み小丼
R3-7４ ¥3,500
サイズ： 130・127h55

ごす万華鏡面取八角小鉢
R3-88 ¥2,300
サイズ： Ф120ｈ56
赤万華鏡二色面取八角小鉢
R3-103 ¥2,300

サイズ： Ф120ｈ56

錦しじま紺四押松花堂
R3-46 ¥2,200
サイズ： Ф120ｈ42

雲銀青磁濃ルリ十草四方下小丼
H28-199 ¥3,500
サイズ：126・127ｈ47
織部釉彩浮雲四方下がり小丼
Ｒ2-199 ¥3,800

サイズ：126・127ｈ47

青ストライプラスター４寸リム付鉢
R3-81 ¥2,200
サイズ：Ф124ｈ44
赤ストライプラスター４寸リム付鉢
R3-80 ¥2,200

サイズ：Ф124ｈ44

ピンクブルーグラデーション
麻の葉中付

R3-108 ¥2,000
サイズ：Ф120ｈ43

2021/5/24

中付-3

渕絵千筋のし型中付 大
R3-35 ¥1,600
サイズ：108・105ｈ51

黒釉シルバー玉子小付
R3-79 ¥1,900
サイズ：106・95ｈ42

二色丸紋正角ボウル 小
R3-110 ¥1,200
サイズ：116・115ｈ47

赤紫かやの絵１２角取皿
R3-19 ¥2,400
サイズ：Ф112ｈ14

オ

オ

オオ オ

中
付

は山忠オリジナルオ



太白小花ラスター桜型高台中付
R01-05 ¥2,000
サイズ：Ф118ｈ62
二片波絵光彩ラスター桜型高台中付
R01-04 ¥2,000

サイズ：Ф118ｈ62

渕銀青白磁魚型小鉢
R3-86 ¥3,000
サイズ：150・92ｈ37

渕ローズ赤二葉つなぎ
四方ひねり丸中付

R3-04 ¥3,600
サイズ：Ф116ｈ38

アイボリー墨画濃芦
四方ひねり丸中付

R3-02 ¥3,600
サイズ：Ф116ｈ38

2021/5/24

黒マット金銀叩き百合型小鉢
R3-95 ¥3,000
サイズ：Ф93ｈ55

渕黒プラチナ七宝紋八角反中付
R2-20 ¥3,400
サイズ：Ф106ｈ58
シルバー色水玉八角反中付
R2-21 ¥3,300

サイズ：Ф106ｈ58

五方波絵光彩４寸中付
Ｒ2-117 ¥2,400
サイズ：Ф117ｈ45

中付-4

巻貝中付
R2-37(からし),R2-39(ピンク) ¥2,600
R2-17(渕黒プラチナ七宝紋)   ¥3,400
サイズ：106・98ｈ68
渕黒プラチナ七宝紋巻貝珍味
R2-18   ¥2,400   サイズ：63・60ｈ35

天目プラチナ内濃岩渕中付
R2-169 ¥3,100
サイズ：Ф108ｈ68

ごす十草菊割二葉中付
R2-111 ¥2,300
赤十草菊割二葉中付
R2-110 ¥2,300
サイズ：112・90ｈ61

海へきぼかし つわの葉皿
R2-27 ¥1,900
グリーンぼかし つわの葉皿
R2-26 ¥1,900
サイズ：Ф114ｈ26

赤一珍青海波梅菱渕丸小丼
R2-32 ¥3,800
サイズ：180・135ｈ47
赤一珍青海波梅菱渕丸中付
R2-33 ¥3,200

サイズ：133・100ｈ33

オ

オ

オ

オ

オ

オ オ

中
付

は山忠オリジナルオ



2021/5/24

中付-5

特青磁レリーフ高台鉢
R3-38 ¥4,000
サイズ： 170・120ｈ67

染錦手描捻り青海波陶片小鉢
R3-105 ¥3,000
サイズ： 200・110ｈ45

ピンク四海波花彫楕円小鉢
R2-54 ¥4,000
サイズ：147・65ｈ40
ピンク四海波花彫楕円小付
R2-55 ¥2,200

サイズ：64・46ｈ33

かざ車ダリア小鉢(松花堂)
Ｈ31-138 ¥2,400
サイズ：Ф111ｈ41

かざ車ブラウス小鉢(松花堂)
R3-26 ¥2,400
サイズ：112・110ｈ27

錦パール赤釉掛分中丸正角小鉢
R2-12 ¥2,400
錦パール黄釉掛分中丸正角小鉢
R2-13 ¥2,400
サイズ：106・106ｈ30

織部パール菊彫小判鉢
R2-125 ¥4,500
サイズ：152・105ｈ38

染付山水隅切小鉢
R2-159 ¥3,000
サイズ： 115・115ｈ53

うぐいす白吹き
シルバーリーフ

R01-39 ¥4,300
サイズ：187・112ｈ71

染錦三色違い角線ベタ銘々皿
R2-107 ¥2,100
サイズ：142・122ｈ15

青緑グラデーション麻の葉
ラスター朝顔中付

R3-97 ¥2,000
サイズ： 136・132ｈ53

錦雪衣菱模様亀型銘々皿
H29-152 ¥2,000
サイズ：133・85ｈ16

オ オ

オ オ

中
付

は山忠オリジナルオ



小付・珍味-1

2021/5/24

錦たちばな 渕なぶり高台小付
H22-289 ¥1,500
サイズ：Φ80ｈ70

ブルー吹彫紋 小丼
5223-6 ¥2,400
サイズ：Ф115ｈ75

緑市松ポット型蓋珍味小
H29-48 ¥3,300
サイズ：身Ф54h44

錦一珍パールピンク流水
朴葉中付
H28-113 ¥2400
サイズ：110・98h40

黒和紙春秋三段三品盛
MK32-37 ¥4,300
サイズ：275・88h47

天目金彩笹舟小付 B
H29-156 ¥2,300
サイズ：112・52h52

天目プラチナ笹舟小付 B
H29-157 ¥2,300
サイズ：112・52h52

緑一珍毬型蓋珍味
H28-124 ¥2,300
サイズ：身Ф56h30

赤一珍毬型蓋珍味
H28-123 ¥2,300
サイズ：身Ф56ｈ30

太白小花ラスター高台つば付
小中付
Q8-203 ¥1,800
サイズ：Ф95ｈ56

いぶし織部七宝桔梗小鉢
H27-12 ¥3,800
サイズ：Ф120ｈ58

錦花万歴渕なぶり高台小付
H22-301 ¥1,500
サイズ：Ф80ｈ70

小
付
・珍
味



小付・珍味-2

内みだれ十草油滴三ッ足小鉢
H31-120 ¥2,200
サイズ：128h48

2021/5/24

錦ラスター彩花彫角小鉢
H22-187 ¥1,900
サイズ：120・120h54

一珍芙蓉楕円小鉢
MK25-217 ¥1,800
サイズ：135・112h52

黄釉木の葉濃反角鉢小
H31-81 ¥1,400
サイズ：100・100h56

色釉五色泡角切継中付
H28-55 ¥3,300
サイズ：120・110h50

白吹きブルー吹花型小付
H29-250 ¥1,100
サイズ：Φ80h35

白吹きピンク吹き花型小付
H29-248 ¥1,100
サイズ：Φ80h35

五方赤剣先桔梗小付
H29-118 ¥1,800
サイズ：Ф70ｈ55

グリーン吹違い角小付
H31-146 ¥1,100
サイズ：78・64ｈ38

紅吹違い角小付
H31-141 ¥1,100
サイズ：78・64ｈ38

黄吹違い角小付
H31-143 ¥1,100
サイズ：78・64h38

赤一珍三色十草花珍味
H29-30 ¥2,000
サイズ：Ф78h37

小
付
・珍
味



小付・珍味-3

雲母金手まり蓋珍味
R3-31(白和紙) ¥2,800
R3-32(黒和紙) ¥2,800
サイズ：身Ф53ｈ25 (蓋込h48)

ホワイトラスター赤波紋
はっぱ小付

R3-14 ¥3,100
サイズ：70・84ｈ50

片口小付
H30-364(白), R2-174(赤) ¥800
R2-175(黄), 177(青磁) ¥800
R2-178(渕金おりべ) ¥1,000
R2-179(渕金あめ釉) ¥1,000

サイズ：95・65ｈ40

雲母彩長菱小付
R3-28(白和紙) ¥3,000
R3-28(黒和紙) ¥3,000
サイズ：136・93ｈ58

黒マット窯変七宝紋はっぱ小付
R3-96 ¥2,700
サイズ：72・85ｈ50

ゆずグリーン雲絵雫型豆皿
H25-101 ¥2,400
サイズ：92・66ｈ28

うす濃花詰十字平皿(松花堂)
R3-20 ¥2,600
サイズ：112・112ｈ12

ローズ赤濃渕雲金ジュエル小
蓋物
R2-154 ¥4,200
サイズ：身Ф75ｈ30(蓋込h82)

青磁うす濃化粧たたき
はっぱ小付

R3-13 ¥2,800
サイズ：72・85ｈ50

2021/5/24

小
付
・珍
味

アイボリー黒シダ唐草四折中付
Ｈ26-13 ¥2,900
サイズ：88・88ｈ53

墨画シティースクエア角中付
H27-24 ¥3,000
サイズ：72・72ｈ52

たこ唐草三足鮑型珍味 大
R2-102 ¥1,500
サイズ：100・73ｈ30

オ

オ オ

オ

オ オ

は山忠オリジナルオ



黒銀掛釉３寸高台小付
R2-209 ¥2,800
サイズ：Ф93ｈ73

黒釉シルバーカラー小付
R3-84 ¥1,500
サイズ：65・71ｈ43

黄釉小花ラスター花渕小中付
H29-142 ¥1,400
サイズ：Ф84ｈ53

錦パール黄市松掛分ピーチ小付
R2-163 ¥2,000
サイズ：87・72ｈ35

黒シノ内白泡銀彩桔梗小付
Ｈ29-116 ¥2,800
サイズ：Ф70ｈ55

2021/5/24

ねじり菊珍味
R2-183(白),185(呉須),186(ひわ釉)
187(新赤釉),188(黄釉) ¥1,000
サイズ：80h36

天目赤交趾ピンク松葉菊割高台小付
R2-168 ¥3,300
サイズ：Ф93ｈ68
内外黒ラスター菊割高台小付
R2-167 ¥2,600

サイズ：Ф80ｈ60

染付赤桜桔梗渕千代口
R3-93 ¥1,600
染付青桜桔梗渕千代口
R3-43 ¥1,600
サイズ：Ф73ｈ28

十草六角小付
R3-69 ¥2,800
赤ごす十草六角小付
R3-68 ¥2,800
サイズ： Ф70ｈ50

織部渕ラスター三葉小付
R3-18 ¥2,100
サイズ：80・80h30

ピンクミルククラウン中付
H29-39 ¥3,200
サイズ： Ф68ｈ60

金付太白手付梅型小付
H27-63 ¥1,200
サイズ： Ф90ｈ40

小付・珍味-4

オ

オ

オ オ
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春秋吹墨帯紋長角木甲小皿小
R2-106 ¥1,600
サイズ：115・72ｈ18

黒マット掛分五品盛
R2-22 ¥5,500
サイズ：270・178ｈ24

青太十草アミューズスプーン
R2-101 ¥1,500
赤太十草アミューズスプーン
R2-100 ¥1,500
サイズ：121・53ｈ15

濃風花楕円鉢 小
R2-158 ¥1,800
サイズ：124・84ｈ26

線青亀甲三品盛 R2-10 ¥3,000

サイズ：200・76ｈ23
線赤亀甲二品盛 R2-09  ¥2,100
サイズ：135・76ｈ23
線赤(青)亀甲豆鉢 R2-07(08)  ¥1,200

サイズ：68・76ｈ23

赤リボンマロン花ダイヤ型中付
Ｈ28-41 ¥3,000
柚子グリーン唐草ダイヤ型中付
H28-51     ¥2,800
サイズ：72・81ｈ78

唐草花びら三足小付
R3-39 ¥1,800
サイズ：Ф78ｈ37

青白磁ＢＫ五品盛
R2-23 ¥4,800
サイズ：270・178ｈ24

からし赤一珍短冊紋四折中付
H26-09 ¥2,700
サイズ：88・88ｈ53

2021/5/24

白磁内外赤線六弁珍味入れ
W6-04(大) ¥1,500
W6-05(中) ¥1,300
W6-06(小) ¥1,100
サイズ：Φ78ｈ53(大)、Φ70ｈ45(中)

Φ53ｈ39(小)

錦十草桔梗渕千代口
R2-144 ¥1,200
サイズ： Ф74ｈ28

青磁シルバー楕円鉢 小
R3-78 ¥1,900
サイズ： 124・83ｈ27

小付・珍味-5
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レンガ一珍剣先花葉形ベタ焼皿
H19-76 ¥3,200
サイズ：240・148ｈ40

焼皿・付出皿-1★はアルミナ強化磁器

2021/5/24

錦魚藻紋 焼皿
5244-08 ¥2,400 ★
サイズ：200・145ｈ22

グリーン梅濃団渕焼皿
5243-06 ¥2,300
サイズ：180・125ｈ23

青白磁掛分市松四方絞焼皿
H28-112 ¥2,200
サイズ：218・128ｈ25

小花ラスター四方絞焼皿
H25-274 ¥1,900
サイズ：216・128ｈ24

黄釉掛分市松四方絞焼皿
H28-31 ¥2,200
サイズ：218・128ｈ25

錦たちばな 四方切焼皿
H22-282 ¥2,650
サイズ：21.5・14.5・ｈ2.7

ローズ赤銀彩芦葉形ベタ焼皿
H19-77 ¥3,300
サイズ：240・148ｈ40

ローズ赤幾何学紋渕木甲焼皿
H24-149 ¥3,400
サイズ：253・153ｈ32

ＢＫ青磁黒萩木甲型焼皿
H25-192 ¥3,500
サイズ：215・135ｈ27

錦花万歴四方切焼皿
H22-294 ¥2,650
サイズ：215・145・h27

こがね金銀クラック角紋
菊割向上付出皿
X2-122 ¥3,000
サイズ：222・105ｈ38

焼
皿
・付
出
皿



ブロンド雲母黒釉 舟型焼皿
H17-484 ¥4,400
サイズ：277・132ｈ30

渕パール金彩藤グレー舟型焼皿
H17-455 ¥4,400
サイズ：277・132ｈ30

焼皿・付出皿-2

2021/5/24

赤ルリ一珍窓花絵楕円長皿
H29-176 ¥4,400
サイズ：290・117ｈ21

白釉本銀泡流水３３ｃｍ
ロングプレート
H30-30 ¥7,000
サイズ：330・113ｈ16

半マット釉波絵小判焼皿
S7-57 ¥2,000
サイズ：260・142ｈ47

ルリ釉流水ラスタ―小判焼皿
MK24-339 ¥2,750
サイズ：260・142ｈ47

ローズ赤濃花ちらし井形焼皿 小
H29-175 ¥3,800
サイズ：175・130ｈ30

白磁プラチナ長角口変皿
H29-87 ¥4,000
サイズ：280・130ｈ33

緑青白いらほなぶり小判焼皿
P1-358 ¥2,200
サイズ：260・142ｈ47

黒マットなぶり小判焼皿
MK32-36 ¥2,200
サイズ：260・142ｈ47

ルリ一珍縞紋楕円平長皿
Ｈ19-84 ¥4,000
サイズ：290・118ｈ25

青白磁掛分青海波なぶり
小判焼皿
H28-99 ¥3,600
サイズ：260・142ｈ47

焼
皿
・付
出
皿



樹氷四方上り焼皿
V9-107 ¥3,000
サイズ：234・124ｈ48

焼皿・付出皿-3

赤絵点紋 楕円皿
YA15-258 ¥1,500
サイズ：180・140h35

2021/5/24

釉流水楕円皿
H25-174 ¥4,600 267・195ｈ38
H25-175 ¥3,300 240・175ｈ32
H25-176 ¥2,700 185・133ｈ25
H25-177 ¥1,100 124・90ｈ18

古釉流水草花紋つの渕切焼皿
H31-40 ¥3,900
サイズ：182・122ｈ30

からしプラチナしだ絵
つの渕切焼皿
H31-42 ¥3,700
サイズ：182・122ｈ30

ﾌﾞﾗｳﾝ曙木立ひし渕上り焼皿
SH18-188 ¥3,500
サイズ：255・168ｈ55

銀黒流水渦木甲焼皿
H29-25 ¥3,700
サイズ：233・135ｈ27

赤釉掛分け四つ足焼皿
MK21-180 ¥2,600
サイズ：237・127ｈ53

シルバー牡丹べた焼皿
N4-05 ¥4,200
サイズ：248・153ｈ20

二方タコ唐草 楕円皿
YA15-65 ¥1,100
サイズ：180・140h35

ハイブルー片渕切込焼皿
H26-194 ¥3,400
サイズ：230・126ｈ28

ﾌﾞﾗｳﾝ金プラチナ浮雲プレート
T4-93 ¥4,800
サイズ：241・159ｈ20

焼
皿
・付
出
皿



焼皿・付出皿-4

石垣紋錦色絵草花長角９寸皿
R3-66 ¥6,300
サイズ：282・145ｈ31

綸子紋 短冊皿 小
R3-48 ¥2,000
サイズ：184・98ｈ10

黒錆 つの渕切焼皿
R2-42 ¥3,400
サイズ：180・122ｈ28

黒金銀刷毛六兵なぶり皿
R3-72 ¥3,100
サイズ：185・168ｈ40

染錦手描捻り青海波なぶり小判焼皿
R3-107 ¥3,800
青緑グラデーション麻の葉

ラスター小判焼皿
R3-102 ¥3,300

サイズ：260・140ｈ43

うす黍 墨流水フリル焼皿
R3-24 ¥4,500
サイズ：222・110ｈ17

重ね梅黒短冊皿 大
R2-135 ¥3,000
サイズ：216・133ｈ12

丸紋三日月額渕焼皿
R2-146 ¥2,400
サイズ：205・128ｈ22

ピンクブルーグラデーション麻の葉
四方絞り焼皿
R3-109 ¥3,100
サイズ：220・130ｈ25

水玉ラスター流水彫焼皿
R01-16 ¥2,700
サイズ：232・140ｈ41

ラスター色だみ合せ貝つの渕
切焼皿
R01-37 ¥4,100
サイズ：180・120ｈ29

黒マット銀彩地紋長角焼皿
R2-130 ¥3,800
サイズ：215・128ｈ18

2021/5/24

オ

オ

焼
皿
・付
出
皿

は山忠オリジナルオ



白巻金銀つた スクエアープ
レート Ⅲ
R3-87 ¥5,100
サイズ：340・114ｈ18

染付山地紋香木焼皿
R2-108 ¥2,800
サイズ：212・103ｈ32

ニューホワイト黄刷毛囲模様合焼皿
R01-46 ¥3,800
サイズ：195・132ｈ31

染付丸紋長角皿
R2-156 ¥3,600
サイズ：230・127ｈ18

織部ラスターグレー水滴
３３ｃｍロングプレート

H30-32 ¥6,400
サイズ：330・113ｈ16

渦紋濃ラスター流水彫焼皿
R01-17 ¥2,700
サイズ：232・140ｈ41

乳白色プラチナ波絵筒型付出
皿
Ｈ24-206 ¥5,000
サイズ：280・95ｈ35

2021/5/24

青磁内パール金流水ストリーム
R3-104 ¥2,900
サイズ：200・62ｈ30

赤マット金彩扇型皿
Ｈ30-64 ¥3,100
サイズ： 237・160ｈ38

錦銀花モザイク糸巻き渕上
前菜皿

Ｈ25-225 ¥4,300
サイズ： 192・115ｈ52

濃オリベ雲金叩かぶと型流水彫皿 大
R3-76 ¥5,200
サイズ：273・175ｈ45

渕一珍プラチナ内白六角焼皿
R2-128 ¥4,800
サイズ：182・177ｈ22

焼皿・付出皿-5
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蒸碗-1★はアルミナ強化磁器

2021/5/24

赤一珍緋彩唐草 美鈴蒸碗
H25-184 ¥3,800
サイズ：身Φ80ｈ58(蓋込h95)

黄釉虹彩プチ瓢 台なし蒸碗
MK15-280 ¥3,100
サイズ：身Φ75ｈ57(蓋込h80)

グリーン竹形台なし蒸碗
5257-20 ¥2,100 ★
サイズ：身Φ67ｈ64(蓋込h80)

赤一珍木の葉 ミニむし碗
S6-06 ¥3,000
サイズ：身Φ59ｈ59(蓋込h77)

三色釉彩なつめ小蓋物
Ｈ31-37 ¥4,300
サイズ：身Ф82ｈ43(蓋込h80)

黒化粧木の葉なつめ小蓋物
Ｈ31-53 ¥3,700
サイズ：身Ф82ｈ43(蓋込h80)

グリーンピンク二色吹(小)
5207-01 ¥3.000 ★
サイズ：身Φ103ｈ64(蓋込h93)

緋彩十草なつめ小蓋物
R01-29 ¥4,200
サイズ：身Ф82ｈ43(蓋込h80)

赤釉ライン丸蒸碗（中）
P01-393 ¥2,400
サイズ：身Ф70h60(蓋込h72)

黄釉ライン丸蒸碗（中）
P01-395 ¥2,400
サイズ：身Ф70h60(蓋込h72)

深紅淡雪金ライン丸蒸碗中
H28-135 ¥2,800
サイズ：身Ф70h60(蓋込h72)

錦斜め縞赤ミニ蒸碗
H26-206 ¥3,800
サイズ：身Ф68・ｈ60(蓋込h76)

蒸
碗



蒸碗-2
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蒸
碗

つなぎ梅ミニ蒸碗 R2-05 ¥2,200
染付千日草ミニ蒸碗 R2-11 ¥2,200
芙蓉手ミニ蒸碗 R2-06 ¥2,400
サイズ：身Ф65ｈ55 (蓋込h65)

アイボリー金銀十草ナツメ蒸碗
R3-33 ¥2,600
サイズ：身Ф77ｈ57(蓋込h82)

パール巻ピンク花福蒸碗
R3-34 ¥2,400
サイズ：身Ф90ｈ46(蓋込h70)

老竹蓋渕金塗鈴型蒸碗
R2-90 ¥2,200
サイズ：身Ф80ｈ48 (蓋込h89)

ワインレッド帯花鈴型蒸碗
H26-20 ¥3,800
サイズ：身Φ70ｈ52 (蓋込h90)

ピンク釉錦ﾊｰﾓﾆｰレッド付立蒸碗
P9-11 ¥3,800
サイズ：身Φ70ｈ59 (蓋込h77)

マロン一珍角七宝小花美鈴蒸碗
H30-229 ¥5,000
サイズ：身Ф80ｈ57 (蓋込h97)

アイボリー寄せガラス風小花
鈴型蒸碗
H27-159 ¥4,200
サイズ：身Φ70ｈ52 (蓋込h90)

ブラウン紫帯金十草美鈴蒸碗
H26-02 ¥3,800
サイズ：身Ф80ｈ57 (蓋込h97)

オ

オオ

オ
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黄釉流水ラスター正角洋皿大
MK24-229 ¥5,600
サイズ：235・235ｈ18

平皿-1

黒マット金彩正角洋皿大
R9-10 ￥5,500
サイズ：235・235h18

2021/5/24

ルリ刷毛白泡雲盛円錐八寸皿
Ｈ29-20 ¥7,000
サイズ：Ф234h32

ピンクシルク円錐八寸皿
Ｈ29-21 ¥7,800
サイズ：Ф234h32

流線青流し丸抜き丸皿
Y6-73 ¥5,200
サイズ：Ф200h65

渕赤プラチナ雲銀彩二重リング
H30-19 ¥4,500
サイズ：Ф195h10

白マット重グレーリング
四足長角皿
H31-43 ¥11,000
サイズ：300・220h16

雲金筋目錆しぶき
四足長角プレート
R01-27 ¥11,000
サイズ：300・220h16

波絵光彩ラスター9寸洋皿
H30-199 ¥5,000
サイズ：Ф260h33

染付市松ラスター9寸洋皿
H30-281 ¥5,000
サイズ：Ф260h33

白釉銀彩正角洋皿大
T11-79 ¥5,600
サイズ：235・235h18

黒一珍麻の葉紋円錐8寸皿
H30-45    ¥6,500
サイズ：Φ230h30

平
皿



平皿-2

ルリ泡吹き２６ｃｍ
ラウンドプレート

R01-67 ¥11,000
サイズ：Ф260ｈ11

かすり筋目雲銀四足長角
プレート

R3-12 ¥10,000
サイズ：302・220ｈ17

M-4 26cm 肉皿
R3-119 ¥6,800
サイズ：Ф260ｈ28

錦色絵一マス紋正六角口変皿
R2-58 ¥5,800
サイズ：Ф227ｈ15

織部ウッドカービングプレート
R3-23 ¥6,000
サイズ：320・210ｈ23

プラチナライン貫入風べた八寸皿
R2-109 ¥5,800
サイズ：Ф248ｈ20

グレー朱青海波花ループ
プレート

R2-46 ¥9,800
サイズ：Ф255ｈ18

かすり筋目雲銀２３cmプレート
R3-09 ¥6,600
サイズ：Ф220ｈ15

渕ローズ赤二葉つなぎ
四方ひねり丸

R3-03(向付) ¥5,400
サイズ：Ф175ｈ42
R3-04(中付) ¥3,600

サイズ：Ф116ｈ38

2021/5/24

青磁白泡雲銀丸紋プレート
R3-05(23cm) ¥6,800
サイズ：Ф228ｈ15
R3-06(19) ¥5,400
サイズ：Ф188ｈ15

紺 面取
R3-51(大皿) ¥3,000
サイズ：Ф254ｈ25
R3-52(中皿) ¥1,300
サイズ：Ф165ｈ20

オ オ オ

オ

オ

オ

平
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ホワイトスターリボン七寸洋皿
H18-196                     ¥5,300 
ホワイト白金二色小花七寸洋皿
H18-196 ¥6,000 
サイズ：Ф213ｈ27

オ オ



食前酒-1
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水晶スクエアライン
高台プラチナ食前酒
H30-300 ¥2,800
サイズ：Ф55h73

ピンク吹パール反高台食前酒
B2-09 ¥2,000
サイズ：Ф67h68

ピンク金彩花絵新ワイン
W9-31 ¥3,300
サイズ：Ф73h77

染錦ﾌﾟﾗﾁﾅ新ワイン大
Ｙ4-29 ¥4,400
サイズ：Ф73h77

アイボリー赤十草反高台
食前酒
B2-08 ¥2,400
サイズ：Ф67h68

青磁金線5本食前酒
Ｂ1-29 ¥1,600
サイズ：Ф48h67

ピンクワインA
W9-30 ¥2,000
サイズ：Ф73h77

オーロラ馬上盃
5261-03 ¥1,600
サイズ：Ф55h70

ひわ吹パール冷酒盃
H30-263 ¥2,200
サイズ：Ф56h89

黄吹パール冷酒盃
H30-262 ¥2,200
サイズ：Ф56h89

グリーン吹白盛食前酒 J-6
H30-196 ¥1,800
サイズ：Ф62h58

朝霧反食前酒
B2-07 ¥1,800
サイズ：Ф47h77

食
前
酒



食
前
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食前酒-2
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高台プラチナボーダーミニカ
クテル
Ｈ31-87 ¥2,600
サイズ：Ф79ｈ77

天目金彩松葉渕赤新ワイン小
R2-166 ¥2,800
サイズ：Ф60ｈ70

オーロラ馬上盃
5261-02 ¥1,600
サイズ：Ф55ｈ70

朝霧食前酒
B2-07 ¥1,800
サイズ：Ф55h70

白天草マット吹内銀塗珠高台盃
R2-88 ¥1,800
サイズ：Ф59ｈ53

天目雲金松葉高高台小付
S7-143 ¥2,700
サイズ：Ф62ｈ69

青磁白吹き新ワイン(小)
YA20-124① ¥1,900
サイズ：Ф61ｈ70

横千筋馬上杯
5261-05 ¥3,800
サイズ：Ф55ｈ65

オレンジ黒パール新ワインB
T9-10 ¥2,400
サイズ：Ф65ｈ67

一珍金牡丹馬上杯
5261-15 ¥2,850
サイズ：Ф62ｈ69

一珍ピンクバラ金彩馬上杯
5261-17 ¥4,000
一珍ブルーバラ金彩馬上杯
5261-18 ¥4,000
サイズ：Ф60ｈ84

新泡釉赤花食前酒
R6-55 ¥2,300
サイズ：Ф55ｈ68

は山忠オリジナルオ



古染竹十草急須
5268-12 ¥2,100
サイズ：Ф114ｈ84
古染竹十草湯呑
5266-08 ¥880

サイズ：Ф65ｈ80
古染竹十草仙茶
5265-16 ¥830
サイズ：Ф90ｈ53

急須・湯呑・茶碗-1

2021/5/24

一珍刷毛十草急須
5268-07 ¥2,300
サイズ：Ф114ｈ84
一珍刷毛十草湯呑
5266-16 ¥780

サイズ：Ф65ｈ77
一珍刷毛十草仙茶
5265-20 ¥700
サイズ：Ф90ｈ53

古染竹十草茶碗
5264-07 ¥830
サイズ：Ф108ｈ52

一珍刷毛十草茶碗
5264-16 ¥700
サイズ：Ф113ｈ56

呉須丸紋急須
5268-10 ¥2,000
サイズ：Ф114ｈ84
呉須丸紋湯呑
5266-09 ¥700

サイズ：Ф65ｈ80
呉須丸紋仙茶
5265-18 ¥700
サイズ：Ф90ｈ53

呉須丸紋茶碗
5264-03 ¥700
サイズ：Ф108ｈ52

一珍丸紋急須
5268-08 ¥2,300
サイズ：Ф114ｈ84
一珍丸紋湯呑
5266-15 ¥700

サイズ：Ф68ｈ77
一珍丸紋仙茶
5265-19 ¥700
サイズ：Ф90ｈ53

一珍丸紋茶碗
5264-12 ¥700
サイズ：Ф113ｈ53

オ オ

オ オ

オ オ

オ オ
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軽量強化磁器-1
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軽量強化磁器-2
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軽量強化磁器-3

B-07 黒朱掛分け 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,500
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,000

B-08 二色うず巻紋 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥4,200
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,500

B-09 黒マット 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,200
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥2,700

B-10 藍駒筋 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,750
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,300

B-11 太刷毛 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,750
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,300

B-12 朱釉 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥4,400
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,500

B-13 ルリ釉金刷毛文様 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥4,200
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,500

B-14 白磁 蔵丼
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,100
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥2,400

B-15 呉須刷毛 反丼
特大Φ245 x H90 830g 1,900cc ¥6,000
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,450
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥2,850

軽
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軽量強化磁器-4

B-16 赤絵万歴 反丼
特大Φ245 x H90 830g 1,900cc ¥7,600
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥4,100
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,500

B-17 刷毛紋 反丼
特大Φ245 x H90 830g 1,900cc ¥6,000
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,450
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,000

B-18 青磁 反丼
特大Φ245 x H90 830g 1,900cc ¥5,650
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,000
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥2,600

B-19 黒マット高台金巻 反丼
特大Φ245 x H90 830g 1,900cc ¥7,600
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥4,350
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,750

B-21 白磁 反丼
特大Φ245 x H90 830g 1,900cc ¥5,550
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥3,000
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥2,550

B-20 ルリ釉金線文様 反丼
特大Φ245 x H90 830g 1,900cc ¥7,600
大 Φ215 x H90 655g 1,400cc ¥4,350
小 Φ198 x H85 515g 1,165cc ¥3,750

¥1,850
¥600

¥1,650
¥550

¥1,950
¥650

¥1,800
¥680

¥2,100
¥750

¥1,750
¥600

軽
量
強
化
磁
器



軽量強化磁器-5
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B-22 太刷毛 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,750
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,100

B-23 黒朱掛分け 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,950
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,250

B-24 刷毛紋 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,750
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,000

B-25 錆刷毛 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,750
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,100

B-26 錦独楽筋 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥4,600
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥4,000

B-27 朱釉 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥4,400
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,100

B-28 吹墨 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,750
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,100

B-29 黒釉 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,500
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥2,900

B-30 青磁 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,200
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥2,600

B-31 染唐草 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥4,100
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,450

B-32 ルリ釉銀線文様 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥4,500
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥3,900

B-33 白磁 腰丸丼
大 Φ220 x H82 700g 1,400cc ¥3,150
小 Φ193 x H75 540g 1,200cc ¥2,550

B-34 朱釉 六兵衛丼
大 Φ205 x H90 610g 1,600cc ¥4,100
小 Φ187 x H83 525g 1,000cc ¥3,500
特小Φ158 x H72 330g   750cc ¥2,750

B-35 赤独楽筋 六兵衛丼
大 Φ205 x H90 610g 1,600cc ¥3,900
小 Φ187 x H83 525g 1,000cc ¥3,300
特小Φ158 x H72 330g   750cc ¥2,550

B-36 太刷毛 六兵衛丼
大 Φ205 x H90 610g 1,600cc ¥3,650
小 Φ187 x H83 525g 1,000cc ¥3,100
特小Φ158 x H72 330g   750cc ¥2,300
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0
軽量強化磁器-6

B-37 内外呉須巻 六兵衛丼
大 Φ205 x H90 610g 1,600cc ¥3,450
小 Φ187 x H83 525g 1,000cc ¥2,850
特小Φ158 x H72 330g   750cc ¥2,100

B-38 白磁 六兵衛丼
大 Φ205 x H90 610g 1,600cc ¥3,000
小 Φ187 x H83 525g 1,000cc ¥2,400
特小Φ158 x H72 330g   750cc ¥1,900

大 Φ205 x H90 610g 1,600cc ¥3,450
小 Φ187 x H83 525g 1,000cc ¥2,850
特小Φ158 x H72 330g   750cc ¥2,100

B-40 錆刷毛 六兵衛丼
大 Φ205 x H90 610g 1,600cc ¥3,650
小 Φ187 x H83 525g 1,000cc ¥3,000
特小Φ158 x H72 330g   750cc ¥2,200

B-41 青磁 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥3,300
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥2,400

B-42 吹墨 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥3,950
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥3,200

B-43 刷毛千段 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥3,750
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥3,000

B-44 太刷毛 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥3,950
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥3,200

B-45 うず 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥3,950
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥3,000

B-46 ルリ釉金刷毛文様 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥4,400
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥3,550

B-47 白磁 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥3,050
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥2,300

B-48 朱釉 段付丼
大 Φ210 x H90 650g 1,700cc ¥4,400
小 Φ177 x H87 460g 1,200cc ¥3,400
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白磁 6.5寸千段そば丼 5.2寸千段そば丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc Φ158 x H80 370g 700cc

¥2,550 ¥1,950

染付唐草 6.5寸千段そば丼 5.2寸千段そば丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc Φ158 x H80 370g 700cc

¥3,050 ¥2,400

B-51   外呉須巻 6.5寸千段そば丼 5.2寸千段そば丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc  Φ158 x H80 370g 700cc

¥2,850 ¥2,150

軽量強化磁器-7

B-52  黒マット 6.5寸千段そば丼 5.2寸千段そば丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc  Φ158 x H80 370g 700cc

¥2,750 ¥2,100

B-53  呉須線 6.5寸千段そば丼 5.2寸千段そば丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc  Φ158 x H80 370g 700cc

¥2,750 ¥2,100

B-54  白磁 5.2寸丸丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc

¥2,000

B-55  錆刷毛 5.2寸丸丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc

¥2,300

B-56  朱釉 5.2寸丸丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc

¥2,950

B-57  黒釉 5.2寸丸丼
Φ198 x H83 515g 1,100cc

¥2,300

軽
量
強
化
磁
器
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B-70 リム付ミート皿 B-71 カレー皿(小) B-72 カレー皿(大) B-73 楕円皿
Φ230 x H36 375g ¥2,550  192 x 152 x H43 255g ¥2,100 267 x 193 x H58 460g ¥3,550 250 x 175 x H55 510g ¥3,050
B-74 花型ケーキ皿 B-75 花型パン皿 B-76 ミート皿
Φ195 x H23 270g ¥2,300 Φ175 x H22 225g ¥1,800 Φ232 x H27 430g ¥2,900

B-77 リム付ミート皿 B-78 カレー皿(小) B-79 カレー皿(大) B-80 楕円皿
Φ230 x H36 375g ¥2,400  192 x 152 x H43 255g ¥1,950 267 x 193 x H58 460g ¥3,400 250 x 175 x H55 510g ¥2,900

B-81 花型ケーキ皿 B-82 花型パン皿 B-83 ミート皿
Φ195 x H23 270g ¥2,200 Φ175 x H22 225g ¥1,700 Φ232 x H27 430g ¥2,550
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