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Kyoyaki-Kiyomizuyaki

UHS950  陶器

釉彩線紋	 長湯呑	１
ゆうさいせんもん

φ5.5×H8.5㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 花月

UHT951  陶器

釉彩点紋	 長湯呑	１
ゆうさいてんもん

φ5.5×H8.5㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 花月

UHS952  陶器

釉彩線紋	 タル型湯呑	１
ゆうさいせんもん

φ6.5×H7㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 花月

UHT953  陶器

釉彩点紋	 タル型湯呑	１
ゆうさいてんもん

φ6.5×H7㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 花月

LHS554  陶器

釉彩線紋	 飯碗	１
ゆうさいせんもん

φ10.5×H6.5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

LHT555  陶器

釉彩点紋	 飯碗	１
ゆうさいてんもん

φ10.5×H6.5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

QHS394-01  陶器

釉彩線紋	 汲出	１
ゆうさいせんもん

φ8×H7㎝　汲出揃\15,000

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

QHT395-01  陶器

釉彩点紋	 汲出	１
ゆうさいてんもん

φ8×H7㎝　汲出揃\15,000

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

CHS720  陶器

釉彩点紋	 平マグ	１
ゆうさいてんもん

φ9.5×H6㎝　容量280ml

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 花月

CHS718	 	 陶器

釉彩線紋	 高台カップ	１
ゆうさいせんもん

φ8×H8㎝　容量170ml

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

CHT719  陶器

釉彩点紋	 高台カップ	１
ゆうさいてんもん

φ8×H8㎝　容量170ml

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

CHT721	 容量160ml	 陶器

釉彩点紋	 珈琲碗皿	１
ゆうさいてんもん

碗φ7×H7㎝　皿φ13.5×H2.5㎝

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 花月

BHT768	 	 陶器

釉彩点紋	 ボウル（大）	１
ゆうさいてんもん

φ15×H6㎝

紙箱　¥4,500　税込¥4,860	 花月

BHS769	 	 陶器

釉彩線紋	 ボウル（小）	１
ゆうさいせんもん

φ11.5×H7㎝

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 花月

BHT770  陶器

釉彩点紋	 ボウル（小）	１
ゆうさいてんもん

φ11.5×H7㎝

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 花月
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RHS196	 徳利容量290ml	 陶器

釉彩線紋	 お預け酒器	1：2
ゆうさいせんもん

徳利1\5,500（φ8.5×H11㎝）	ぐい呑1￥2,000（φ5×H4㎝）

紙箱　¥9,500　税込¥10,260	 花月

RHT197	 徳利容量300ml	 陶器

釉彩点紋	 お預け酒器	1：2
ゆうさいてんもん

徳利1\5,500（φ8.5×H10.5㎝）	ぐい呑1￥2,000（φ5×H4㎝）

紙箱　¥9,500　税込¥10,260	 花月

RHS196-01	 	 陶器

釉彩線紋	 お預け酒器	1：2
ゆうさいせんもん

φ8.5×H11㎝　容量290ml

紙箱　¥5,500　税込¥5,940 花月

RHT197-01  陶器

釉彩点紋	 徳利	１
ゆうさいてんもん

φ8.5×H10.5㎝　容量300ml

紙箱　¥5,500　税込¥5,940 花月

RHS196-02	 	 陶器

釉彩線紋	 ぐい呑	１
ゆうさいせんもん

φ5×H4㎝

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 花月

RHT197-02  陶器

釉彩点紋	 ぐい呑	１
ゆうさいてんもん

φ5×H4㎝

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 花月

RHT198	 	 陶器

釉彩点紋	 片口	１
ゆうさいてんもん

φ10×H7㎝

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 花月

UHK963	 	 陶器

黒輪線紋	 タル型湯呑	１
こくりんせんもん

φ6.5×H7㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 花月

LHK562	 	 陶器

黒輪線紋	 飯碗	１
こくりんせんもん

φ10.5×H6.5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

UKG914  陶器

呉須櫛目	 小湯呑	１
ごすくしめ

φ7×H7.5㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 花月

CKG645	 	 陶器

呉須櫛目	 高台カップ	１
ごすくしめ

φ8×H8㎝　容量160ml

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

BKS547  陶器

呉須櫛目	 ボウル（大）	１
ごすくしめ

φ15×H6㎝

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 花月

BKM549  陶器

呉須櫛目	 浅鉢	１
ごすくしめ

φ15×H6㎝

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 花月

BKS548	 	 陶器

呉須櫛目	 ボウル（小）	１
ごすくしめ

φ12×H6.5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月

GKG359  陶器

呉須櫛目	 ロック杯	１
ごすくしめ

φ8.5×H8.5㎝　240ml

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 花月
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UWS910  磁器

白と緑	 湯呑	１
しろとみどり

φ8×H7㎝

紙箱　¥2,700　税込¥2,916	 颯森

LWS516	 	 磁器

白と緑	 飯碗	１
しろとみどり

φ11×H6㎝

紙箱　¥3,200　税込¥3,456	 颯森

LWH517  磁器

白磁雨だれ水流	 飯碗	１
はくじあまだれすいりゅう

φ11×H6㎝

紙箱　¥3,200　税込¥3,456	 颯森

CWN661	 	 磁器

二色水流	 カップ	１
にしょくすいりゅう

φ7×H9㎝　容量200ml

紙箱　¥3,800　税込¥4,104 颯森

BWT553  磁器

白と緑	 シェルカップ	１
しろとみどり

φ8×H7㎝　容量180ml

紙箱　¥2,800　税込¥3,024 颯森

CWS662	 容量140ml	 磁器

二色水流	 珈琲碗皿	１
にしょくすいりゅう

碗φ6.5×H8㎝　皿φ12×H2.5㎝

紙箱　¥5,700　税込¥6,156	 颯森

BWW551  磁器

白と緑	 ボウル（大）	１
しろとみどり

φ16.5×H7㎝

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 颯森

BWH552  磁器

白と緑	 ボウル（小）	１
しろとみどり

φ15×H7㎝

紙箱　¥5,200　税込¥5,616	 颯森

BWM550  磁器

白磁雨だれ	 浅鉢	１
はくじあまだれ

φ16.5×H5.5㎝

紙箱　¥4,300　税込¥4,644	 颯森

BWM765	 	 磁器

白と緑	 浅鉢	１
しろとみどり

φ16.5×H5.5㎝

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 颯森

GWS363	 	 磁器

白と緑	 冷酒杯セット	1
しろとみどり

ぐい呑φ5.5×H6.5㎝　皿φ8.5×H1.5㎝

紙箱　¥4,300　税込¥4,644	 颯森

GWA364	 	 磁器

白磁雨だれ	 冷酒杯セット	1
はくじあまだれ

ぐい呑φ5.5×H6.5㎝　皿φ8.5×H1.5㎝

紙箱　¥4,300　税込¥4,644	 颯森

GWH356	 	 磁器

星空	 ビアカップ	１
ほしぞら

φ7.5×H10.5㎝　容量210ml

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 颯森

RWH188	 	 磁器

星空	 片口	１
ほしぞら

φ10.5×H6.5㎝

紙箱　¥3,800　税込¥4,104 颯森

GWH360	 	 磁器

白磁雨だれ	 ロック杯	１
はくじあまだれ

φ8×H7㎝　容量240ml

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 颯森
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VWS118	 	 磁器

星空	 丸花生	１
ほしぞら

φ7×H13㎝

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 颯森

UDH975  陶器

碧彩	 組湯呑	２
へきさい

大φ8×H9㎝　　小φ7×H8㎝　　

紙箱　¥5,000　税込¥5,400 大日

LDH575  陶器

碧彩	 組飯碗	２
へきさい

大φ11×H6.5㎝　　小φ10×H6㎝　　

紙箱　¥5,000　税込¥5,400 大日

CDH736	 	 陶器

碧彩	 マグカップ	１
へきさい

φ8×H8㎝　　容量290ml

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 大日

BDH907  陶器

碧彩	 ボウル（大）	１
へきさい

φ22.5×H7㎝

紙箱　¥5,000　税込¥5,400 大日

BDS908	 	 陶器

碧彩	 ボウル（小）	１
へきさい

φ16×H5.5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 大日

PDE546	 	 陶器

碧彩	 ７．５寸皿	１
へきさい

φ22×H4㎝

紙箱　¥5,000　税込¥5,400 大日

PDK548-01	 	 陶器

碧彩	 ５寸皿	１
へきさい

φ15×H3㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 大日

RDH206	 片口容量300ml	 陶器

碧彩	 片口酒器	1：2
へきさい

片口1\4,000（φ9×H7.5㎝）	ぐい呑1\2,000（φ6×H5㎝）

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 大日

UDG908	 	 陶器

月白	 湯呑	１
げっぱく

φ8×H8.5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 大日

LDG515  陶器

月白	 飯碗	１
げっぱく

φ11×H6㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 大日

CDG652	 	 陶器

月白	 マグカップ	１
げっぱく

φ8.5×H8.5㎝　容量290ml

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 大日

CDP653	 	 陶器

月白	 フリーカップ	１
げっぱく

φ7×H10.5㎝　容量250ml

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 大日

CDT671	 容量200ml	 陶器

月白	 珈琲碗皿	１
げっぱく

碗φ8×H6.5㎝　皿φ14.5×H2㎝

紙箱　¥5,500　税込¥5,940 大日

UDU907  陶器

釉彩	 湯呑	１
ゆうさい

φ7.5×H8.5㎝

紙箱　¥3,200　税込¥3,456	 大日
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LDU514  陶器

釉彩	 飯碗	１
ゆうさい

φ11×H6㎝

紙箱　¥3,200　税込¥3,456	 大日

CDU654	 	 陶器

釉彩	 マグカップ	１
ゆうさい

φ8×H8㎝　容量240ml

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 大日

CDU656	 	 陶器

釉彩	 フリーカップ	１
ゆうさい

φ6.5×H10㎝　容量210ml

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 大日

CDU655	 容量170ml	 陶器

釉彩	 珈琲碗皿	１
ゆうさい

碗φ8.5×H6㎝　皿φ14.5×H1.5㎝

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 大日

PDM540  陶器

飴釉	 ７寸皿	１
あめゆう

φ22×H3.5㎝

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 大日

PDA539-01  陶器

飴釉	 ５寸皿	１
あめゆう

φ15.5×H3㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 大日

PDH544  陶器

灰釉三彩	 ７寸皿	１
はいゆうさんさい

φ22×H3.5㎝

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 大日

PDH545-01  陶器

灰釉三彩	 ５寸皿	１
はいゆうさんさい

φ15.5×H3㎝

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 大日

BVY541  陶器

黒釉金彩	 平鉢	１
こくゆうきんさい

φ16.5×H4㎝

紙箱　¥3,400　税込¥3,672	 匠

BVS546	 	 陶器

黒釉銀彩	 平鉢	１
こくゆうぎんさい

φ16.5×H4㎝

紙箱　¥3,400　税込¥3,672	 匠

BVB539  陶器

粉引	 平鉢	１
こびき

φ16.5×H4㎝

紙箱　¥2,600　税込¥2,808	 匠

BVU540  陶器

黒釉金彩	 小鉢	１
こくゆうきんさい

φ14.5×H5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 匠

BVN545  陶器

黒釉銀彩	 小鉢	１
こくゆうぎんさい

φ14.5×H5㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 匠

BVK538	 	 陶器

粉引	 小鉢	１
こびき

φ14.5×H5㎝

紙箱　¥2,400　税込¥2,592 匠

PVS528	 	 陶器

黒釉金彩	 ６寸丸皿	１
こくゆうきんさい

φ18×H2㎝

紙箱　¥3,600　税込¥3,888	 匠
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PVA531  陶器

黒釉銀彩	 ６寸丸皿	１
こくゆうぎんさい

φ18×H2㎝

紙箱　¥3,600　税込¥3,888	 匠

PVR525  陶器

粉引	 ６寸丸皿	１
こびき

φ18×H2㎝

紙箱　¥2,800　税込¥3,024 匠

PVN529  陶器

黒釉金彩	 ５寸丸皿	１
こくゆうきんさい

φ15×H2㎝

紙箱　¥2,800　税込¥3,024 匠

PVZ532  陶器

黒釉銀彩	 ５寸丸皿	１
こくゆうぎんさい

φ15×H2㎝

紙箱　¥2,800　税込¥3,024 匠

PVG526	 	 陶器

粉引	 ５寸丸皿	１
こびき

φ15×H2㎝

紙箱　¥2,200　税込¥2,376	 匠

PVC530  陶器

黒釉金彩	 丸小皿	１
こくゆうきんさい

φ9×H1.5㎝

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 匠

PVE533  陶器

黒釉銀彩	 丸小皿	１
こくゆうぎんさい

φ9×H1.5㎝

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 匠

PVM527  陶器

粉引	 丸小皿	１
こびき

φ9×H1.5㎝

紙箱　¥1,500　税込¥1,620	 匠

UJK909  陶器

黒柿釉	 湯呑	１
くろかきゆう

φ8×H8㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 譲司

QJK396	 	 陶器

黒柿釉	 汲出	１
くろかきゆう

φ9.5×H6㎝

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 譲司

GJK354  陶器

黒柿釉	 ぐい呑	１
くろかきゆう

φ6.5×H4.5㎝

木箱　¥5,000　税込¥5,400 譲司

GJK355  陶器

黒柿釉	 盃	１
くろかきゆう

φ9.5×H4㎝

木箱　¥5,000　税込¥5,400 譲司

RJK187	 	 陶器

黒柿釉	 平片口	１
くろかきゆう

φ14×H5㎝

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 譲司

CIY681	 	 陶器

釉ソギ	 ペアマグカップ	2
ゆうそぎ

φ8×H9.5㎝　容量300ml

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 敬之

CIY681-01	 	 陶器

黒釉ソギ	 マグカップ	1
こくゆうそぎ

φ8×H9.5㎝　容量300ml

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 敬之
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CIY681-02	 	 陶器

白釉ソギ	 マグカップ	1
はくゆうそぎ

φ8×H9.5㎝　容量300ml

紙箱　¥3,000　税込¥3,240 敬之

CIK644	 	 陶器

釉ソギ	 ペアフリーカップ	2
ゆうそぎ

φ6.5×H10㎝　容量200ml

紙箱　¥5,000　税込¥5,400 敬之

CIK644-01	 	 陶器

黒釉ソギ	 フリーカップ	1
こくゆうそぎ

φ6.5×H10㎝　容量200ml

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 敬之

CIK644-02	 	 陶器

白釉ソギ	 フリーカップ	1
はくゆうそぎ

φ6.5×H10㎝　容量200ml

紙箱　¥2,500　税込¥2,700 敬之

BIU766	 	 陶器

釉ソギ	 ペア鉢	2
ゆうそぎ

φ21.5×H5.5㎝

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 敬之

BIU766-01	 	 陶器

黒釉ソギ	 鉢	1
こくゆうそぎ

φ21.5×H5.5㎝

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 敬之

BIU766-02	 	 陶器

白釉ソギ	 鉢	1
はくゆうそぎ

φ21.5×H5.5㎝

紙箱　¥4,000　税込¥4,320 敬之


