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ﾄｳｱ169	 	 磁器

花結晶（青・白）	 組湯呑　２
はなけっしょう（あお・しろ）

大φ8×H9.5cm　　小φ7×H9cm

青色と白色の組合せが爽やかな湯呑です。
柔らかな器のフォルムに結晶釉が良く映え
ています。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ466	 	 磁器

花結晶（銀花・金花）	 組湯呑　２
はなけっしょう（ぎんか・きんか）

大φ8×H9.5cm　　小φ7×H9cm

淡い金色と、青みがかった銀色の結晶釉が
美しい湯呑です。窯の中で様々に変化する
結晶の表情が楽しめます。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ162	 	 磁器

花結晶（白地青赤）	 組湯呑　２
はなけっしょう（しろじあおあか）

大φ7.5×H9cm　　小φ7×H8.5cm

様々な表情を見せる結晶釉に、青と赤のグ
ラデーションをそれぞれ施した、華やかな
印象の湯呑です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ170	 	 磁器

花結晶（緑・茶）	 組湯呑　２
はなけっしょう（みどり・ちゃ）

大φ8×H9.5cm　　小φ7×H9cm

淡い緑と茶色の結晶釉を組合せました。
様々に変化した結晶が印象的なうつわです。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ551	 	 磁器

花結晶（紫・ピンク）	 組湯呑　２
はなけっしょう（むらさき・ぴんく）

大φ8×H9.5cm　　小φ7×H9cm

花のような結晶釉が美しい湯呑です。淡い
パステルカラーが優しい印象です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ165	 	 磁器

花結晶（青墨）	 湯呑　１
はなけっしょう（あおずみ）

φ7×H10cm

黒地に濃い青の結晶が開きます。奥深い趣
きを持つ湯呑です。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ164	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 湯呑　１
はなけっしょう（ぎんふじ）

φ7×H10cm

ほんのり色づいた銀色の結晶が清楚な表情
の湯呑です。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ166	 	 磁器

花結晶（灰青）	 湯呑　１
はなけっしょう（はいあお）

φ7×H10cm

青味がかった結晶と山吹色の生地のコント
ラストが美しい湯呑です。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ163	 	 磁器

花結晶（縹）	 湯呑　１
はなけっしょう（はなだ）

φ7×H10cm

日本の伝統色「縹色」にちなんだ、淡い青
が上品な湯呑です。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ535	 	 磁器

花結晶（青・白）	 組飯碗　２
はなけっしょう（あお・しろ）

大φ11.5×H6cm　　小φ11×H5.5cm

窯の中で変化し、生まれる結晶釉。爽やか
な青と白の色合いが食卓を彩ります。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ467	 	 磁器

花結晶（銀花・金花）	 組飯碗　２
はなけっしょう（ぎんか・きんか）

大φ11.5×H6cm　　小φ11×H5.5cm

様々な表情を見せる結晶釉のうつわです。
華やかでありながら落着いた色調が印象的
です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ549	 	 磁器

花結晶（白地青赤）	 組飯碗　２
はなけっしょう（しろじあおあか）

大φ11.5×H6cm　　小φ10.5×H5.5cm

青・赤のグラデーションと結晶釉の調和が
美しい飯碗。内側は白の結晶釉となってい
ます。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊



ﾄｳｱ534	 	 磁器

花結晶（緑・茶）	 組飯碗　２
はなけっしょう（みどり・ちゃ）

大φ11.5×H6cm　　小φ11×H5.5cm

形状や大きさ、様々な変化を見せる結晶釉
が美しいうつわです。日々の食卓に楽しい
アクセントをつけてくれます。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ552	 	 磁器

花結晶（紫・ピンク）	 組飯碗　２
はなけっしょう（むらさき・ぴんく）

大φ11.5×H6cm　　小φ11×H5.5cm

パステルカラーの結晶釉をまとった、色変
わりの組飯碗です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ545	 	 磁器

花結晶（青墨）	 飯碗　１
はなけっしょう（あおずみ）

φ12.5×H6cm

墨色の素地に、瑠璃色の結晶がきらりと光
ります。白いご飯が映えて美味しそうです。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ544	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 飯碗　１
はなけっしょう（ぎんふじ）

φ12.5×H6cm

ほんのり色づいた銀色の結晶が、食卓を優
雅に上品に演出してくれます。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ543	 	 磁器

花結晶（縹）	 飯碗　１
はなけっしょう（はなだ）

φ12.5×H6cm

日本の伝統色「縹色」の美しい結晶釉を施
しました。食卓に華やぎを与えてくれる飯
碗です。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ158	 	 磁器

花結晶	 お茶呑茶碗　５
はなけっしょう

φ9×H7cm

五色の爽やかな結晶釉を組合せました。色
とりどりに食卓を彩るうつわです。

紙箱　¥15,000　税込¥16,200	 陶葊

ﾄｳｱ158-01	 	 磁器

花結晶（青）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（あお）

φ9×H7cm

青く発色した結晶釉が綺麗なうつわです。
小鉢など、多用途にお使い頂けます。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ158-05	 	 磁器

花結晶（黄）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（き）

φ9×H7cm

花が咲いたような結晶釉が美しい器です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ158-02	 	 磁器

花結晶（白）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（しろ）

φ9×H7cm

白の素地に華やかな結晶釉が良く映えた上
品なうつわです。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ158-04	 	 磁器

花結晶（茶）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（ちゃ）

φ9×H7cm

優しい茶の色調と、花のような結晶釉が調
和した上品な仕上がりです。丸みのある形
状で食卓のアクセントに。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ158-03	 	 磁器

花結晶（緑）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（みどり）

φ9×H7cm

上品な淡い緑色の結晶が花模様のように美
しいうつわです。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ586	 	 磁器

五色花結晶	 お茶呑茶碗　５
ごしきはなけっしょう

φ9×H7cm

高台から腰にかけての、五色の柔らかな色
彩が美しい器です。ベースとなる白の結晶
釉がティータイムを華やかに演出します。

紙箱　¥15,000　税込¥16,200	 陶葊



ﾄｳｱ550	 	 磁器

花結晶（白地青赤）	ペアお茶呑茶碗	2
はなけっしょう（しろじあおあか）

φ9×H7cm

変化に富んだ白色の結晶釉が華やかな汲出
です。色違いのペアはギフトとしても喜ば
れます。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊

ﾄｳｱ550-01	 	 磁器

花結晶（白地青）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（しろじあお）

φ9×H7cm

様々な表情を見せる結晶釉の変化が美しい
汲出です。高台付近から上部に向かっての
青の色彩表現が器に深みを与えています。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ550-02	 	 磁器

花結晶（白地赤）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（しろじあか）

φ9×H7cm

白の結晶釉に赤色を施した結晶釉のうつわ
です。縁起の良い紅白の色目は慶事の席で
も重宝します。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ586-04	 	 磁器

花結晶（白地茶）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（しろじちゃ）

φ9×H7cm

花のような結晶釉が上品なうつわです。ほ
のかな発色の茶色が優しいアクセントに
なっています。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ586-01	 	 磁器

花結晶（白地水色）	お茶呑茶碗		1
はなけっしょう（しろじみずいろ）

φ9×H7cm

変化に富んだ表情を見せる結晶釉。高台付
近に施された水色が、うつわに清々しい印
象を与えています。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ586-02	 	 磁器

花結晶（白地緑）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（しろじみどり）

φ9×H7cm

白地の結晶釉に淡い緑色を施した汲出です。
たっぷりとした形状は、お茶以外にも小鉢
などに使え重宝します。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ586-03	 	 磁器

花結晶（白地紫）	 お茶呑茶碗　１
はなけっしょう（しろじむらさき）

φ9×H7cm

きらきらとした白の結晶釉と、やわらかな
紫色とが調和した美しいうつわです。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ568	 	 磁器

花結晶（白）	 急須　１
はなけっしょう（しろ）

φ11.5×H8.5cm　　容量260ml

全体に白の結晶釉をまとった、清涼感あふ
れる急須です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ569	 	 磁器

花結晶（緑）	 急須　１
はなけっしょう（みどり）

φ11.5×H8.5cm　　容量260ml

全体に結晶釉を掛けました。絞り出し型の
急須なので、お手入れも楽々です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ804	 	 磁器

花結晶（銀花・金花）	ペアマグカップ	2
はなけっしょう（ぎんか・きんか）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

柔らかな曲線の器体に、華やかな結晶釉が
映えるマグです。色違いでギフトにも最適
です。

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 陶葊

ﾄｳｱ956	 	 磁器

花結晶（白地青赤）	ペアマグカップ	2
はなけっしょう（しろじあおあか）

φ7.5×H9.5cm

柔らかな器の曲線と、白地に施された青や
赤色のグラデーションが印象的な結晶釉の
マグです。

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 陶葊

ﾄｳｱ803	 	 磁器

花結晶（紫・ピンク）	ペアマグカップ	2
はなけっしょう（むらさき・ぴんく）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

二色の淡い結晶釉がスイートな対比を見せ
るペアのマグカップです。ブライダルの贈
り物にも喜ばれます。

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 陶葊



ﾄｳｱ805	 	 磁器

花結晶（青）	 マグカップ　１
はなけっしょう（あお）

φ8×H11cm　　容量240ml

器の内外に現れた結晶釉が印象的です。柔
らかな形状で優しい佇まいに仕上げていま
す。

紙箱　¥4,500　税込¥4,860	 陶葊

ﾄｳｱ893	 	 磁器

花結晶（黄）	 マグカップ　１
はなけっしょう（き）

φ8×H11cm　　容量240ml

大きさや形状、様々に結実した結晶が美し
いマグカップです。

紙箱　¥4,500　税込¥4,860	 陶葊

ﾄｳｱ890	 	 磁器

花結晶（白）	 マグカップ　１
はなけっしょう（しろ）

φ8×H11cm　　容量240ml

花のように咲いた白い結晶が上品なマグ
カップです。贈り物としても喜ばれます。

紙箱　¥4,500　税込¥4,860	 陶葊

ﾄｳｱ892	 	 磁器

花結晶（茶）	 マグカップ　１
はなけっしょう（ちゃ）

φ8×H11cm　　容量240ml

淡い茶色の結晶釉が、優しい形状の器体を
包んでいます。上品で優雅な時間を演出し
てくれる器です。

紙箱　¥4,500　税込¥4,860	 陶葊

ﾄｳｱ891	 	 磁器

花結晶（緑）	 マグカップ　１
はなけっしょう（みどり）

φ8×H11cm　　容量240ml

上品な緑色の器体を彩る結晶釉。華やかな
結晶は花が咲いているかのようです。

紙箱　¥4,500　税込¥4,860	 陶葊

ﾄｳｱ804-02	 	 磁器

花結晶（金花）	 マグカップ　１
はなけっしょう（きんか）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

優美な曲線の形状に、華やかな結晶釉が映
えるマグです。器の色目は、上品で淡い金
色に仕上げられています。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ804-01	 	 磁器

花結晶（銀花）	 マグカップ　１
はなけっしょう（ぎんか）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

青みがかった銀色の結晶釉が綺麗なうつわ
です。日々の生活を、上品で優雅に演出し
てくれます。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ956-01	 	 磁器

花結晶（白地青）	 マグカップ　１
はなけっしょう（しろじあお）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

白地に施された青色のグラデーションが結
晶の表情に変化を生んでいます。爽やかで
上品なマグです。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ956-01	 	 磁器

花結晶（白地青）	 マグカップ　１
はなけっしょう（しろじあお）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

白地の美しい結晶釉に、淡い色調で施され
た赤色がよく映えるうつわです。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ803-02	 	 磁器

花結晶（ピンク）	 マグカップ　１
はなけっしょう（ぴんく）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

ピンク地に花が咲いたような結晶が表れた、
美しいマグカップです。母の日などのプレ
ゼントとして喜ばれます。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ803-01	 	 磁器

花結晶（紫）	 マグカップ　１
はなけっしょう（むらさき）

φ7.5×H9.5cm　　容量280ml

淡い紫地に浮かぶ花のような結晶が美しい
マグカップです。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ957	 	 磁器

花結晶（白地青赤）	ペアフリーカップ	2
はなけっしょう（しろじあおあか）

φ8×H11cm　　容量240ml

白を基調とした結晶釉に青や赤色のグラ
デーションを施したフリーカップです。爽
やかな印象で贈答品としても喜ばれます。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊



ﾄｳｱ899	 	 磁器

花結晶（青・白）	ペアなごみカップ	2
はなけっしょう（あお・しろ）

φ7.5×H10cm　　容量200ml

白と青の結晶釉が爽やかでお洒落なカップ
です。持ちやすく、飲みやすい形状のデザ
インです。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ900	 	 磁器

花結晶（緑・茶）	ペアなごみカップ	2
はなけっしょう（みどり・ちゃ）

φ7.5×H10cm　　容量200ml

茶と緑色の優しい色目が心和むカップです。
美しい結晶釉は贈答品としても喜ばれます。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ335	 	 磁器

花結晶（青）	 フリーカップ　１
はなけっしょう（あお）

φ8×H11cm　　容量240ml

大小さまざまな結晶が印象的です。シンプ
ルな形状で使い勝手の良いうつわです。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ720	 	 磁器

花結晶（黄）	 フリーカップ　１
はなけっしょう（き）

φ8×H11cm　　容量240ml

シンプルな器体を華やかに彩る結晶釉が特
徴的なうつわです。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ717	 	 磁器

花結晶（白）	 フリーカップ　１
はなけっしょう（しろ）

φ8×H11cm　　容量240ml

白い器体に浮かび上がる結晶が美しいフ
リーカップです。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ957-01	 	 磁器

花結晶（白地青）	 フリーカップ　１
はなけっしょう（しろじあお）

φ8×H11cm　　容量240ml

下から上へと変化する青色のグラデーショ
ンが印象的な結晶釉のフリーカップです。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ957-02	 	 磁器

花結晶（白地赤）	 フリーカップ　１
はなけっしょう（しろじあか）

φ8×H11cm　　容量240ml

白地の結晶釉に赤色のグラデーションが映
えるうつわです。紅白で縁起が良く贈り物
にも最適です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ719	 	 磁器

花結晶（茶）	 フリーカップ　１
はなけっしょう（ちゃ）

φ8×H11cm　　容量240ml

淡い茶色に発色した結晶釉が上品なうつわ
です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ718	 	 磁器

花結晶（緑）	 フリーカップ　１
はなけっしょう（みどり）

φ8×H11cm　　容量240ml

淡い緑色の結晶釉が爽やかなフリーカップ
です。シンプルな形状で普段使いに重宝し
ます。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ894	 	 磁器

花結晶（青）	 なごみカップ　１
はなけっしょう（あお）

φ7.5×H10cm　　容量200ml

爽やかな青色の結晶が印象的なカップです。
使い易いサイズで普段使いに重宝します。

紙箱　¥2,500　税込¥2,700	 陶葊

ﾄｳｱ898	 	 磁器

花結晶（黄）	 なごみカップ　１
はなけっしょう（き）

φ7.5×H10cm　　容量200ml

シンプルな中にも様々な表情を見せてくれ
る結晶釉のうつわです。

紙箱　¥2,500　税込¥2,700	 陶葊

ﾄｳｱ895	 	 磁器

花結晶（白）	 なごみカップ　１
はなけっしょう（しろ）

φ7.5×H10cm　　容量200ml

うっすらと残る指筋の横縞が、シンプルな
器にアクセントをつけています。白い結晶
が上品なカップです。

紙箱　¥2,500　税込¥2,700	 陶葊



ﾄｳｱ897	 	 磁器

花結晶（茶）	 なごみカップ　１
はなけっしょう（ちゃ）

φ7.5×H10cm　　容量200ml

薄茶色の落ち着いた色合いで、上品な結晶
釉が印象的です。シンプルな形状で使い勝
手の良い器です。

紙箱　¥2,500　税込¥2,700	 陶葊

ﾄｳｱ896	 	 磁器

花結晶（緑）	 なごみカップ　１
はなけっしょう（みどり）

φ7.5×H10cm　　容量200ml

清々しい色目の結晶釉が美しい器です。普
段使いに重宝するサイズで贈答品としても
喜ばれます。

紙箱　¥2,500　税込¥2,700	 陶葊

ﾄｳｱ952	 容量220ml	 磁器

花結晶（白地青）	 珈琲碗皿　１
はなけっしょう（しろじあお）

碗φ8×H6.5cm　　皿φ16×H2cm

見る角度により様々な表情を見せる結晶釉
に、青のぼかしを加えました。爽やかな印
象の碗皿です。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊

ﾄｳｱ953	 容量220ml	 磁器

花結晶（白地赤）	 珈琲碗皿　１
はなけっしょう（しろじあか）

碗φ8×H6.5cm　　皿φ16×H2cm

結晶釉に赤のグラデーションが映える美し
い碗皿です。青とのペアも素敵です。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊

ﾄｳｱ742	 	 磁器

花結晶	 箸置　５
はなけっしょう

W3×D6×H1cm　

カラフルな色違いの結晶釉を組合わせた箸
置セットです。結晶の美しさが食卓を彩り
ます。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ672	 	 磁器

花結晶（白）	 八寸鉢　１
はなけっしょう(しろ)

φ23×H5cm

爽やかな白の結晶釉が美しいうつわです。
食材を華やかに引き立ててくれます。

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 陶葊

ﾄｳｱ497	 	 磁器

花結晶（白・銀藤）	ペア楕円鉢（中）	2
はなけっしょう(しろ)

W19.5×D16.5×H4cm

窯の中で生まれる様々な表情の結晶釉。料
理やシーンにあわせて器使いが楽しめるペ
ア鉢です。

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 陶葊

ﾄｳｱ498	 	 磁器

花結晶（白・銀藤）	ペア楕円鉢（小）	2
はなけっしょう(しろ)

W16×D14×H3.5cm

落着いた色調の結晶釉が印象的なペア鉢で
す。柔らかみのある楕円の形状は、食卓の
アクセントになり重宝します。

紙箱　¥6,000　税込¥6,000	 陶葊

ﾄｳｱ674	 	 磁器

花結晶（青）	 楕円鉢　１
はなけっしょう(あお)

W23×D19×H4.5cm

使い易い楕円の形状に、涼やかな青色の結
晶釉が良く映えた器です。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ678	 	 磁器

花結晶（黄）	 楕円鉢　１
はなけっしょう(き)

W23×D19×H4.5cm

キラキラと黄金色に輝く結晶釉が美しい器
です。日常使いにも御持て成しにも。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ675	 	 磁器

花結晶（白）	 楕円鉢　１
はなけっしょう(しろ)

W23×D19×H4.5cm

花が咲いたような結晶釉が美しい器です。
食材を一層引き立ててくれます。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ677	 	 磁器

花結晶（茶）	 楕円鉢　１
はなけっしょう(ちゃ)

W23×D19×H4.5cm

上品に輝く茶色の結晶釉が美しいうつわで
す。お洒落な楕円の形状も魅力です。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊



ﾄｳｱ676	 	 磁器

花結晶（緑）	 楕円鉢　１
はなけっしょう(みどり)

W23×D19×H4.5cm

爽やかな緑色の結晶釉が器体を包んでいま
す。野菜などの食材を引き立ててくれる器
です。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ497-02	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 楕円鉢（中）　１
はなけっしょう(ぎんふじ)

W19.5×D16.5×H4cm

柔らかな曲線の器体を華やかながら落着い
た色合いの結晶釉が彩っています。主菜に
も副菜にも使えるサイズ感の楕円鉢です。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ497-01	 	 磁器

花結晶（白）	 楕円鉢（中）　１
はなけっしょう(しろ)

W19.5×D16.5×H4cm

美しく器体に広がる結晶釉。白色で様々な
料理に合わせやすく日々重宝する楕円鉢で
す。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ493	 	 磁器

花結晶（白）	 舟型鉢　１
はなけっしょう（しろ）

W18×D12.5×H6cm

花が咲いたような結晶釉が美しい鉢です。
シンプルな舟形で、和洋のお料理を引き立
てます。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ498-02	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 楕円鉢（小）　１
はなけっしょう(ぎんふじ)

W16×D14×H3.5cm

青みがかった銀色の結晶が印象的な楕円鉢
です。様々な料理に合わせやすい落着いた
色調です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ498-01	 	 磁器

花結晶（白）	 楕円鉢（小）　１
はなけっしょう(しろ)

W16×D14×H3.5cm

透明感のある白の結晶釉が美しいうつわで
す。1 人分の盛鉢、刺身鉢など、使い勝手
がよく重宝します。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ369	 	 磁器

花結晶	 銘々皿揃　５
はなけっしょう　

φ12.5×H2cm

発色の異なる結晶釉を組み合わせた銘々皿
です。洋菓子など、食材の和洋を問わずお
使い頂けます。

紙箱　¥10,000　税込¥10,800	 陶葊

ﾄｳｱ459	 	 磁器

花結晶（白青）	 尺皿　１
はなけっしょう（しろあお）　

φ33.5×H4.5cm

結晶釉が美しい、堂々とした大皿。インテ
リアの飾り皿としても印象的です。

紙箱　¥10,000　税込¥10,800	 陶葊

ﾄｳｱ460	 	 磁器

花結晶（茶）	 尺皿　１
はなけっしょう（ちゃ）　

φ33.5×H4.5cm

薄茶色の結晶が美しい、盛ってよし、飾っ
てよしの大皿。記念品や贈答品としても最
適です。

紙箱　¥10,000　税込¥10,800	 陶葊

ﾄｳｱ370	 	 磁器

花結晶	 三寸皿揃　５
はなけっしょう

W23.5×D14.5×H2.5cm

きらきらとした五色の結晶釉が、まるで宝
石のような皿揃です。使って楽しい器は贈
答品としても喜ばれます。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ373	 	 磁器

花結晶（青）	 長角皿　１
はなけっしょう（あお）

W23.5×D14.5×H2.5cm

結晶が見せる様々な表情が美しい角皿です。
爽やかな青のお皿が料理を引き立ててくれ
ます。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ378	 	 磁器

花結晶（黄）	 長角皿　１
はなけっしょう（き）

W23.5×D14.5×H2.5cm

黄色の結晶の花が、シンプルな角皿を趣深
いものにしています。食卓に華やぎを与え
てくれる器です。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊



ﾄｳｱ374	 	 磁器

花結晶（白）	 長角皿　１
はなけっしょう（しろ）

W23.5×D14.5×H2.5cm

シンプルな中に様々な表情がある白色の結
晶釉。丸みを持った縁周りも優しい印象で
普段使いに最適な器です。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ377	 	 磁器

花結晶（茶）	 長角皿　１
はなけっしょう（ちゃ）

W23.5×D14.5×H2.5cm

優しいブラウンの結晶が上品な器です。釉
薬の溜り具合で変化する色目が、料理を更
に引き立ててくれます。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ375	 	 磁器

花結晶（緑）	 長角皿　１
はなけっしょう（みどり）

W23.5×D14.5×H2.5cm

清々しい緑色のお皿には、色鮮やかな理が
よく似合います。華やかな印象でお持て成
しの器に最適です。

紙箱　¥5,000　税込¥5,400	 陶葊

ﾄｳｱ382	 	 磁器

花結晶（青）	 長皿　１
はなけっしょう（あお）

W29.5×D9.5×H2cm

シャープな形状で爽やかな印象の長皿です。
お持て成しの時にオードブルを少しずつ。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ389	 	 磁器

花結晶（黄）	 長皿　１
はなけっしょう（き）

W29.5×D9.5×H2cm

温かみのある黄色の器は、多くの料理を引
き立ててくれます。日常使いに重宝する形
状で、贈答品にも最適です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ708	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 長皿　１
はなけっしょう（ぎんふじ）

W29.5×D9.5×H2cm

上品な藤色の結晶釉が印象的な器です。細
長い形状で、食卓をシャープに演出してく
れます。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ387	 	 磁器

花結晶（白）	 長皿　１
はなけっしょう（しろ）

W29.5×D9.5×H2cm

清楚で上品な白い結晶釉の器です。シンプ
ルで、様々な食材を引き立ててくれます。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ381	 	 磁器

花結晶（茶）	 長皿　１
はなけっしょう（ちゃ）

W29.5×D9.5×H2cm

優しい印象の茶の結晶は、料理を引き立て
てくれます。丸味を持たせた縁が、シャー
プな形状に優しさを与えています。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ388	 	 磁器

花結晶（緑）	 長皿　１
はなけっしょう（みどり）

W29.5×D9.5×H2cm

爽やかな緑色の結晶釉が美しい長皿です。
大きめの長皿は、日常使いはもちろん、お
持て成しにも最適です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ369-01	 	 磁器

花結晶(青）	 銘々皿　１
はなけっしょう（あお）

φ12.5×H2cm

キラキラと重なり合う結晶釉が美しいお皿
です。透明感のある爽やかな使用感をお楽
しみ頂けます。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ369-05	 	 磁器

花結晶(黄）	 銘々皿　１
はなけっしょう（き）

φ12.5×H2cm

黄金色に発色した結晶釉が美しいお皿です。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ369-02	 	 磁器

花結晶(白）	 銘々皿　１
はなけっしょう（しろ）

φ12.5×H2cm

白色の結晶が上品に器体を包んでいます。
日常使いにも御持て成しにも重宝するうつ
わです。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊



ﾄｳｱ369-04	 	 磁器

花結晶(茶）	 銘々皿　１
はなけっしょう（ちゃ）

φ12.5×H2cm

様々な形状の結晶が重なり合い器を彩って
います。上品な茶の色合いが食材を引き立
てます。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ369-03	 	 磁器

花結晶(緑）	 銘々皿　１
はなけっしょう（みどり）

φ12.5×H2cm

咲く花の模様のような結晶釉が綺麗なお皿
です。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ370-01	 	 磁器

花結晶（青）	 三寸皿　１
はなけっしょう（あお）

φ9.5×H1cm

小さいながらに結晶が美しい爽やかな小皿
です。

紙箱　¥1,000　税込¥1,080	 陶葊

ﾄｳｱ370-05	 	 磁器

花結晶（黄）	 三寸皿　１
はなけっしょう（き）

φ9.5×H1cm

温かみのある黄色の結晶釉が綺麗な小皿で
す。

紙箱　¥1,000　税込¥1,080	 陶葊

ﾄｳｱ370-02	 	 磁器

花結晶（白）	 三寸皿　１
はなけっしょう（しろ）

φ9.5×H1cm

上品で愛らしい白色の結晶釉。薬味入れに
も、お菓子にも、シーンを選ばず使える器
です。

紙箱　¥1,000　税込¥1,080	 陶葊

ﾄｳｱ370-04	 	 磁器

花結晶（茶）	 三寸皿　１
はなけっしょう（ちゃ）

φ9.5×H1cm

見込みに溜まった釉薬が、お皿の中央から
ふんわりと飴色に広がる美しい小皿です。

紙箱　¥1,000　税込¥1,080	 陶葊

ﾄｳｱ370-03	 	 磁器

花結晶（緑）	 三寸皿　１
はなけっしょう（みどり）

φ9.5×H1cm

緑色の結晶釉が美しく、宝石のエメラルド
を彷彿させます。柔らかな形状の可愛い小
皿です。

紙箱　¥1,000　税込¥1,080	 陶葊

ﾄｳｱ681	 	 磁器

花結晶（灰青）	 八号鍋（黒）　１
はなけっしょう（はいあお）

φ25.5×H15.5cm　　容量2300ml

NZC100-02　IH・プレート式　  \15,800
NZC100-01　IH・カーボン式　  \26,000

紙箱　¥13,000　税込¥14,040	 陶葊

	 	

	

温かな色目の美しい結晶釉が施された鍋で
す。団欒のひとときに話題の花を咲かせて
くれます。

	 	

	



ﾄｳｱ680	 	 磁器

花結晶（緑）	 八号鍋（黒）　１
はなけっしょう（みどり）

φ25.5×H15.5cm　　容量2300ml

NZC100-02　IH・プレート式　  \15,800
NZC100-01　IH・カーボン式　  \26,000

紙箱　¥13,000　税込¥14,040	 陶葊

	 	

	

清々しい緑色が印象的です。大小さまざま
な結晶が目に楽しいお鍋です。

	 	

	

ﾄｳｱ770	 	 磁器

花結晶（白）	 汁注（塗台付）　１
はなけっしょう（しろ）

φ6×H7cm

セット価格　\10,300　税込 \11,124

　¥4,500　税込¥4,860	 陶葊

ﾄｳｱ772	 	 磁器

花結晶（白）	 薬味入（竹匙付）　１
はなけっしょう（しろ）

φ5.5×H5cm

花が開いたような結晶の模様が美しい食卓
小物です。食卓を上品に彩ります。

　¥2,800　税込¥3,024	 陶葊

ﾄｳｱ771	 	 磁器

花結晶（白）	 楊枝入　１
はなけっしょう（しろ）

φ5×H8.5cm
　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ690	 	 磁器

花結晶（青）	 蓋物　１
はなけっしょう（あお）

φ10×H6.5cm

爽やかな青色の濃淡が美しい結晶釉の蓋物
です。入れ物としての機能性と、空間装飾
性を兼ね備えた仕上がりになっています。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ693	 	 磁器

花結晶（金花）	 蓋物　１
はなけっしょう（きんか）

φ10×H6.5cm

上品に輝く淡い金色の結晶釉が美しい蓋物
です。華やかさもあり、贈答品としも最適
です。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ691	 	 磁器

花結晶（白）	 蓋物　１
はなけっしょう（しろ）

φ10×H6.5cm

上品な形状の器体に施釉された白色の結晶
釉。透明感のある美しい蓋物です。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ692	 	 磁器

花結晶（茶）	 蓋物　１
はなけっしょう（ちゃ）

φ10×H6.5cm

淡い茶色の発色が上品な蓋物です。食品か
ら小物入れまで幅広い用途で使え重宝しま
す。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ694	 	 磁器

花結晶（緑）	 蓋物　１
はなけっしょう（みどり）

φ10×H6.5cm

新緑を思わせるような緑色の結晶釉が印象
的な蓋物です。生活空間を爽やかに演出し
てくれます。

紙箱　¥3,500　税込¥3,780	 陶葊

ﾄｳｱ836	 片口容量300ml	 磁器

花結晶（銀藤）	 片口酒器　1:2
はなけっしょう（ぎんふじ）

片口1\5,000（φ10×Ｈ6.5cm）	ぐい呑1\2,000

銀色の花のような結晶釉が目を楽しませる
酒器です。酒席の会話にも花が咲くことで
しょう。

紙箱　¥9,000　税込¥9,720	 陶葊



ﾄｳｱ835	 徳利容量250ml	 磁器

花結晶（銀藤）	 お預け酒器　1:2
はなけっしょう（ぎんふじ）

徳利1\4,500（φ7.5×Ｈ12cm）	ぐい呑1\2,000

華やかな結晶釉が印象的です。青みがかっ
た結晶と、柔らかな乳白色の色目とがよく
調和した上品な酒器です。

紙箱　¥8,500　税込¥9,180	 陶葊

ﾄｳｱ855	 徳利容量250ml	 磁器

花結晶（白地青）	 お預け酒器　1:2
はなけっしょう（しろじあお）

徳利1\4,500（φ7.5×Ｈ12cm）	ぐい呑1\2,000

白と青のグラデーションが美しい結晶釉の
酒器です。窯の中で生まれた様々な形状の
結晶がお酒を華やかに彩ります。

紙箱　¥8,500　税込¥9,180	 陶葊

ﾄｳｱ854	 徳利容量250ml	 磁器

花結晶（白地青赤）	お預け酒器	1:2
はなけっしょう（しろじあおあか）

徳利1\4,500（φ7.5×Ｈ12cm）	ぐい呑1\2,000

白地青の徳利に白地青と赤のぐい呑がセッ
トになっています。華やかな結晶と優美な
器体のラインが美しい酒器です。

紙箱　¥8,500　税込¥9,180	 陶葊

ﾄｳｱ834	 徳利容量250ml	 磁器

花結晶（灰青）	 お預け酒器　1:2
はなけっしょう（はいあお）

徳利1\4,500（φ7.5×Ｈ12cm）	ぐい呑1\2,000

山吹の色合いに灰青の結晶が映える、コン
トラストの美しい酒器です。注いだときに
見える結晶の揺らぎもまた乙です。

紙箱　¥8,500　税込¥9,180	 陶葊

ﾄｳｱ860	 徳利容量310ml	 陶器

花結晶（萌黄）	 お預け酒器　1:2
はなけっしょう（もえぎ）

徳利1\4,500(φ8.5×H13cm)	ぐい呑1\2,000

曲線を活かしたシャープな形状の立姿が印
象的な酒器です。陶土の影響を受けた結晶
釉が味わい深さを醸し出しています。

紙箱　¥8,500　税込¥9,180	 陶葊

ﾄｳｱ833	 	 磁器

花結晶	 盃揃　５
はなけっしょう

φ9×H4cm

華やかな五色の結晶釉を組合わせました。
酒席の器選びが楽しい盃揃です。

紙箱　¥15,000　税込¥16,200	 陶葊

ﾄｳｱ827	 	 磁器

花結晶	 ぐい呑揃　５
はなけっしょう　

φ7×H4cm

発色の異なる五種類の結晶釉をセットしま
した。酒宴の席を華やかに彩ります。

紙箱　¥10,000　税込¥10,800	 陶葊

ﾄｳｱ856	 	 磁器

花結晶（白地青赤）	 ペアぐい呑　２
はなけっしょう　しろじあおあか

φ5.5×H5cm

白から徐々に赤や青に色づいていく様が美
しい結晶釉のぐい ? です。柔らかな曲線の
器体が愛らしく、手によく馴染みます。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ833-01	 	 磁器

花結晶(青)	 盃　１
はなけっしょう(あお)

φ9×H4cm

涼やかな青色の結晶釉が美しい盃です。酒
を透して見る見込みの景色も格別です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ833-05	 	 磁器

花結晶(黄)	 盃　１
はなけっしょう(き)

φ9×H4cm

シャープに作られた素地に、黄色く発色す
る結晶釉を施釉しました。様々な形状の結
晶が印象的です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ833-02	 	 磁器

花結晶(白)	 盃　１
はなけっしょう(しろ)

φ9×H4cm

白の器体に施釉された白の結晶釉。透明感
のある美しい盃です。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ833-04	 	 磁器

花結晶(茶)	 盃　１
はなけっしょう(ちゃ)

φ9×H4cm

淡い茶色の発色が上品な盃です。酒を透し
て見える結晶も趣があります。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊



ﾄｳｱ833-03	 	 磁器

花結晶(緑)	 盃　１
はなけっしょう(みどり)

φ9×H4cm

爽やかな緑色の結晶釉が印象的な盃です。
酒席を華やかに演出してくれます。

紙箱　¥3,000　税込¥3,240	 陶葊

ﾄｳｱ856‐01	 	 磁器

花結晶（白地青）	 ぐい呑　１
はなけっしょう　しろじあお

φ5.5×H5cm

透明感のある青の色調が、白地の結晶釉に
変化を与えています。柔らかな曲線の器体
とも調和した上品なぐい呑です。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ856‐02	 	 磁器

花結晶（白地赤）	 ぐい呑　１
はなけっしょう　しろじあか

φ5.5×H5cm

白色の結晶釉にほんのりと赤色を差しまし
た。紅白で縁起の良いぐい呑です。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ827-01	 	 磁器

花結晶（青）	 ぐい呑　１
はなけっしょう(あお)

φ7×H4cm

爽やかな青色に発色した結晶釉が印象的な
ぐい呑です。天目型の形状も呑み易く、上
品に仕上げられています。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ827-05	 	 磁器

花結晶（黄）	 ぐい呑　１
はなけっしょう(き)

φ7×H4cm

花が咲いたような結晶釉が美しいぐい呑で
す。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ827-02	 	 磁器

花結晶（白）	 ぐい呑　１
はなけっしょう(しろ)

φ7×H4cm

キラキラと品良く輝く結晶が美しいぐい呑
です。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ827-04	 	 磁器

花結晶（茶）	 ぐい呑　１
はなけっしょう(ちゃ)

φ7×H4cm

淡い茶色の結晶釉が上品に器体を覆ってい
ます。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ827-03	 	 磁器

花結晶（緑）	 ぐい呑　１
はなけっしょう(みどり)

φ7×H4cm

爽やかな緑色の器体に綺麗な結晶が現れて
います。

紙箱　¥2,000　税込¥2,160	 陶葊

ﾄｳｱ945	 	 磁器

花結晶（青）	 ビアカップ　１
はなけっしょう（あお）

φ8×H14.5cm　　容量400ml

容量たっぷりで使いやすいカップです。青
い結晶釉が涼やかです。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ947	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 ビアカップ　１
はなけっしょう（ぎんふじ）

φ8×H14.5cm　　容量400ml

レギュラー缶のビールが丁度入るサイズで
す。クリームの地色に銀色の結晶が調和し
て穏やかな印象です。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ946	 	 磁器

花結晶（白）	 ビアカップ　１
はなけっしょう（しろ）

φ8×H14.5cm　　容量400ml

シンプルな形にきらびやかな白の結晶釉が
よく映えています。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ828	 	 磁器

花結晶（青）	 焼酎杯　１
はなけっしょう(あお)　

φ8×H8.5cm　　容量250ml

花が咲いたような結晶釉が美しいうつわで
す。澄んだ青色が酒席を爽やかに彩ります。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊



ﾄｳｱ832	 	 磁器

花結晶（黄）	 焼酎杯　１
はなけっしょう(き)

φ8×H8.5cm　　容量250ml

華やかに表れた亜鉛結晶釉が印象的です。
胴体の指筋に釉薬が溜り、発色に変化を与
えています。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ829	 	 磁器

花結晶（白）	 焼酎杯　１
はなけっしょう(しろ)　

φ8×H8.5cm　　容量250ml

上品に輝く白色の結晶釉が美しい焼酎杯で
す。ロクロ目が手に良く馴染み、使い易く
仕上げられています。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ831	 	 磁器

花結晶（茶）	 焼酎杯　１
はなけっしょう(ちゃ)

φ8×H8.5cm　　容量250ml

上品な茶色の結晶釉が美しい焼酎杯です。
シャープな口づくりで呑み易く仕上げてい
ます。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ830	 	 磁器

花結晶（緑）	 焼酎杯　１
はなけっしょう(みどり)

φ8×H8.5cm　　容量250ml

緑色の爽やかな結晶釉が印象的な焼酎杯で
す。胴体の指筋がアクセントになっていま
す。

紙箱　¥4,000　税込¥4,320	 陶葊

ﾄｳｱ159	 宝瓶180ml　さまし140ml	 磁器

花結晶（銀藤）	 小茶器揃　1:1:5
はなけっしょう（ぎんふじ）

宝瓶1\6,000（φ9×H8cm）　碗揃5\10,000

上品な色目の結晶釉が美しく、形状も
シャープでモダンな茶器です。

紙箱　¥20,000　税込¥21,600	 陶葊

ﾄｳｱ698	 宝瓶180ml　さまし140ml	 磁器

花結晶（白）	 小茶器揃　1:1:5
はなけっしょう（しろ）

宝瓶1\6,000（φ9×H8cm）　碗揃5\10,000

白磁に花開いた白い結晶釉が美しい茶器
セットです。凛とした佇まいがお茶のひと
ときを清楚に演出します。

紙箱　¥20,000　税込¥21,600	 陶葊

ﾄｳｱ861	 宝瓶240ml　さまし200ml	 陶器

花結晶（萌黄）	 小茶器揃　1:1:5
はなけっしょう（もえぎ）

宝瓶1\6,000(φ10×H7.5cm)	碗揃5\10,000

丸みのある形状で大ぶりの茶器です。陶土
の影響を受けた味わい深い結晶釉が、お茶
を華やかに彩ってくれます。

紙箱　¥20,000　税込¥21,600	 陶葊

ﾄｳｱ538	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 抹茶碗　１
はなけっしょう（ぎんふじ）

φ13×H7cm

青みがかった結晶釉が美しい抹茶 ? です。
上品な色目で抹茶の色を引き立ててくれま
す。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ537	 	 磁器

花結晶（灰青）	 抹茶碗　１
はなけっしょう（はいあお）

φ13×H7cm

薄茶の色目と、結晶の灰青色との対比が美
しい抹茶 ? です。喫茶のひとときを豪華に
演出してくれます。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ536	 	 磁器

花結晶（瑠璃）	 抹茶碗　１
はなけっしょう（るり）

φ13×H7cm

器体を覆う宝石のような瑠璃色の結晶釉。
抹茶の緑色との調和も楽しめる美しい抹
茶 ? です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ825	 	 磁器

花結晶(青）	 抹茶碗　１
はなけっしょう（あお）　

φ12×H7cm

爽やかな青色に発色した結晶釉の抹茶 ? で
す。茶席を華やかに演出します。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊

ﾄｳｱ826	 	 磁器

花結晶(白）	 抹茶碗　１
はなけっしょう（しろ）

φ12×H7cm

白く輝く結晶釉が美しい抹茶 ? です。鮮や
かな抹茶の緑を更に引き立ててくれます。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊



ﾄｳｱ541	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 抹茶碗　１
はなけっしょう（ぎんふじ）

φ15×H6cm

華やかさの中にも、上品で落ち着きのある
結晶釉が美しい抹茶 ? です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ540	 	 磁器

花結晶（縹）	 平茶碗　１
はなけっしょう（はなだ）

φ15×H6cm

ほんのりと優しい縹色の結晶釉を施しまし
た。初夏の空を想わせる美しい抹茶 ? です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ539	 	 磁器

花結晶（瑠璃）	 平茶碗　１
はなけっしょう（るり）

φ15×H6cm

宝石のような瑠璃色の結晶釉が、シャープ
な形状とよく調和しています。抹茶の色を
引き立てる美しい抹茶 ? です。

紙箱　¥7,000　税込¥7,560	 陶葊

ﾄｳｱ733	 	 磁器

花結晶（白地青）	縦長花生（中）　１
はなけっしょう　しろじあお

φ10×H23cm

少しふくらみを帯びた縦長の花生です。美
しい結晶釉が、上品に花を引き立ててくれ
ます。

紙箱　¥8,000　税込¥8,640	 陶葊

ﾄｳｱ847	 	 磁器

花結晶（金花）	 香炉　１
はなけっしょう（きんか）

φ8.5×H7.5cm

金色を呈する結晶釉が華麗な印象の、小振
りの香炉です。和洋の室内にマッチします。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊

ﾄｳｱ848	 	 磁器

花結晶（銀藤）	 香炉　１
はなけっしょう（ぎんふじ）

φ8.5×H7.5cm

落ち着いた色合いの結晶釉が美しい香炉で
す。飾る所を選びません。

紙箱　¥6,000　税込¥6,480	 陶葊


