
ご飯茶碗・どんぶり

番号 名称 通常価格(税込) セール価格(税込)

A-001 ご飯茶碗 ¥8,800 ¥8,000

A-002 ご飯茶碗 ¥8,800 ¥8,000

A-003 ご飯茶碗 ¥8,800 ¥8,000

A-004 ご飯茶碗 ¥8,800 ¥8,000

A-005 ご飯茶碗 ¥6,600 ¥6,000

A-006 ご飯茶碗 ¥8,800 ¥8,000

A-007 ご飯茶碗 ¥6,600 ¥6,000

A-008 どんぶり ¥13,200 ¥12,000

A-009 丼鉢 ¥13,200 ¥12,000

A-010 卵かけご飯茶碗 ¥4,400 ¥4,000



A-011 卵かけご飯茶碗 ¥4,400 ¥4,000

A-012 卵かけご飯茶碗 ¥4,400 ¥4,000

A-013 どんぶり ¥5,280 ¥4,800

A-014 どんぶり ¥5,280 ¥4,800

A-015 どんぶり ¥5,280 ¥4,800

A-016 ご飯茶碗 ¥4,950 ¥4,500

A-017 ご飯茶碗 ¥4,180 ¥3,800

A-018 ご飯茶碗 ¥4,180 ¥3,800

A-019 ご飯茶碗 ¥4,180 ¥3,800

A-020 ご飯茶碗 ¥4,180 ¥3,800



花器

番号 名称 通常価格(税込) セール価格(税込)

B-001 花器 ¥118,800 ¥108,000

B-002 花器 ¥660,000 ¥600,000

B-003 花器 ¥440,000 ¥400,000

B-004 花器 ¥33,000 ¥30,000

B-005 花器 ¥550,000 ¥500,000

B-006 一輪挿し花器 ¥13,200 ¥12,000

B-007 一輪挿し花器 ¥11,000 ¥10,000

B-008 一輪挿し花器 ¥13,200 ¥12,000

B-009 一輪挿し花器 ¥25,300 ¥23,000

B-010 花入れ ¥19,800 ¥18,000



B-011 花入れ ¥44,000 ¥40,000

B-012 双花入れ ¥7,150 ¥6,500

B-013 双花入れ ¥6,600 ¥6,000

B-014 焼〆花器 ¥220,000 ¥200,000

B-015 焼〆花器 ¥138,600 ¥126,000

B-016 焼〆花器 ¥198,000 ¥180,000

B-017 一輪挿し花器 ¥2,750 ¥2,500

B-018 一輪挿し花器 ¥2,750 ¥2,500

B-019 一輪挿し花器 ¥2,750 ¥2,500

B-020 双花入れ ¥3,300 ¥3,000

B-021 双花入れ ¥3,300 ¥3,000



B-022 双花入れ ¥3,300 ¥3,000

B-023 双花入れ ¥3,300 ¥3,000

B-024 花入れ ¥4,180 ¥3,800



平皿・鉢

番号 名称 通常価格(税込) セール価格(税込)

C-001 長皿 ¥17,600 ¥16,000

C-002 皿 ¥16,500 ¥15,000

C-003 平皿 ¥5,500 ¥5,000

C-004 平皿
※売り切れ ¥13,200 ¥12,000

C-005 平皿 ¥8,800 ¥8,000

C-006 平皿 ¥4,400 ¥4,000

C-007 楕円皿（小） ¥2,750 ¥2,500

C-008 楕円皿（小） ¥2,750 ¥2,500

C-009 楕円皿（小） ¥2,750 ¥2,500

C-010 楕円皿（小） ¥2,750 ¥2,500



C-011 楕円皿（大） ¥3,850 ¥3,500

C-012 楕円皿（大） ¥4,180 ¥3,800

C-013 丸皿
※売り切れ ¥3,080 ¥2,800

C-014 丸皿 ¥3,080 ¥2,800

C-015 丸皿
※売り切れ ¥3,080 ¥2,800

C-016 深鉢 ¥5,500 ¥5,000

C-017 深鉢 ¥5,500 ¥5,000

C-018 鉢Ａ ¥4,180 ¥3,800

C-019 鉢Ａ ¥4,180 ¥3,800

C-020 鉢Ａ ¥4,180 ¥3,800

C-021 鉢Ｂ ¥4,180 ¥3,800



C-022 鉢Ｂ ¥4,180 ¥3,800

C-023 鉢Ｂ ¥4,180 ¥3,800

C-024 小鉢 ¥2,200 ¥2,000

C-025 小鉢 ¥2,200 ¥2,000

C-026 小鉢 ¥2,200 ¥2,000

C-027 小鉢 ¥2,200 ¥2,000

C-028 平皿 ¥2,750 ¥2,500

C-029 皿 ¥3,850 ¥3,500

C-030 平皿 ¥7,700 ¥7,000

C-031 平皿 ¥3,850 ¥3,500

C-032 平皿 ¥4,400 ¥4,000



C-033 平皿 ¥4,400 ¥4,000

C-034 平皿 ¥2,750 ¥2,500

C-035 深鉢 ¥5,500 ¥5,000

C-036 深鉢 ¥5,500 ¥5,000

C-037 平皿 ¥6,600 ¥6,000

C-038 平皿 ¥6,600 ¥6,000

C-039 平皿 ¥7,700 ¥7,000

C-040 平皿 ¥6,600 ¥6,000

C-041 平皿 ¥4,400 ¥4,000

C-042 平皿 ¥4,950 ¥4,500

C-043 鉢 ¥7,700 ¥7,000



茶道具

番号 名称 通常価格(税込) セール価格(税込)

Ｄ-001 抹茶碗 ¥198,000 ¥180,000

Ｄ-002 抹茶碗 ¥550,000 ¥500,000

Ｄ-003 抹茶碗 ¥550,000 ¥500,000

Ｄ-004 抹茶碗 ¥880,000 ¥800,000

Ｄ-005 塩釉皆具セット ¥275,000 ¥250,000



湯のみ・カップ

番号 名称 通常価格(税込) セール価格(税込)

E-001 塩釉波文珈琲碗皿 ¥8,800 ¥8,000

E-002 塩釉面取三足珈琲碗皿 ¥11,000 ¥10,000

E-003 塩釉花文様珈琲碗皿 ¥11,000 ¥10,000

E-004 塩釉花文様珈琲碗皿 ¥6,600 ¥6,000

E-005 マグカップ小 ¥5,500 ¥5,000

E-006 マグカップ小 ¥5,500 ¥5,000

E-007 マグカップ大
※売り切れ ¥8,800 ¥8,000

E-008 マグカップ大 ¥14,300 ¥13,000

E-009 マグカップ大 ¥13,200 ¥12,000

E-010 マグカップ大 ¥9,900 ¥9,000



E-011 マグカップ大 ¥14,300 ¥13,000

E-012 塩釉線彫湯呑 ¥4,400 ¥4,000

E-013 湯のみ ¥3,850 ¥3,500

E-014 湯のみ
※売り切れ ¥4,400 ¥4,000

E-015 湯のみ
※売り切れ ¥4,400 ¥4,000

E-016 湯のみ
※売り切れ ¥7,150 ¥6,500

E-017 湯のみ ¥8,250 ¥7,500

E-018 湯のみ ¥6,600 ¥6,000

E-019 湯のみ ¥5,500 ¥5,000

E-020 湯のみ ¥7,700 ¥7,000

E-021 湯のみ ¥8,800 ¥8,000



E-022 湯のみ ¥7,150 ¥6,500

E-023 湯のみ（特大） ¥14,300 ¥13,000

E-024 そば猪口 ¥4,950 ¥4,500

E-025 そば猪口 ¥5,500 ¥5,000

E-026 急須 ¥22,000 ¥20,000

E-027 急須 ¥17,600 ¥16,000

E-028 急須 ¥13,200 ¥12,000

E-029 コーヒーカップ ¥7,700 ¥7,000

E-030 コーヒーカップ ¥7,700 ¥7,000

E-031 コーヒーカップ ¥7,700 ¥7,000

E-032 コーヒーカップ ¥7,700 ¥7,000



E-033 マルチカップ ¥4,180 ¥3,800

E-034 マルチカップ ¥4,180 ¥3,800

E-035 マルチカップ ¥4,180 ¥3,800

E-036 マグカップ ¥5,500 ¥5,000

E-037 マグカップ ¥5,500 ¥5,000

E-038 マグカップ ¥5,500 ¥5,000

E-039 マグカップ ¥5,500 ¥5,000

E-040 マグカップ ¥6,600 ¥6,000

E-041 マグカップ ¥6,600 ¥6,000

E-042 マグカップ
※売り切れ ¥5,500 ¥5,000

E-043 マグカップ ¥5,500 ¥5,000



E-044 マグカップ ¥5,500 ¥5,000

E-045 マグカップ ¥4,950 ¥4,500

E-046 マグカップ ¥5,940 ¥5,400

E-047 マグカップ ¥4,180 ¥3,800

E-048 マグカップ ¥4,180 ¥3,800

E-049 マグカップ ¥4,180 ¥3,800

E-050 マグカップ ¥4,180 ¥3,800

E-051 そば猪口 ¥2,200 ¥2,000

E-052 そば猪口 ¥2,200 ¥2,000

E-053 そば猪口 ¥2,200 ¥2,000

E-054 焼〆象嵌湯呑
※売り切れ ¥16,500 ¥15,000



E-055 焼〆象嵌マグカップ ¥17,600 ¥16,000

E-056 ヨーグルトカップ ¥4,400 ¥4,000

E-057 ヨーグルトカップ ¥4,400 ¥4,000

E-058 ヨーグルトカップ ¥4,400 ¥4,000

E-059 ヨーグルトカップ ¥4,400 ¥4,000

E-060 ヨーグルトカップ ¥4,400 ¥4,000



酒器

番号 名称 通常価格(税込) セール価格(税込)

I-001 塩釉盃 ¥11,000 ¥10,000

I-002 塩釉ぐい呑み ¥8,250 ¥7,500

I-003 塩釉片口 ¥7,700 ¥7,000

I-004 塩釉片口 ¥7,700 ¥7,000

I-005 塩釉とっくり
※売り切れ ¥11,000 ¥10,000

I-006 塩釉とっくり ¥13,200 ¥12,000

I-007 塩釉とっくり ¥13,200 ¥12,000

I-008 塩釉とっくり ¥13,200 ¥12,000

I-009 焼〆象嵌ぐい呑み ¥11,000 ¥10,000

I-010 焼〆ぐい呑み ¥3,850 ¥3,500



I-011 焼〆ぐい呑み ¥3,850 ¥3,500

I-012 片口 ¥3,080 ¥2,800

I-013 片口 ¥3,080 ¥2,800

I-014 片口 ¥3,080 ¥2,800

I-015 片口 ¥3,080 ¥2,800

I-016 杯 ¥16,500 ¥15,000

I-017 杯 ¥16,500 ¥15,000

I-018 杯 ¥16,500 ¥15,000



その他

番号 名称 通常価格(税込) セール価格(税込)

F-001 蓋物 ¥41,800 ¥38,000

F-002 植木鉢 ¥33,000 ¥30,000

F-012 茶釜型香炉 ¥60,500 ¥55,000

F-013 香炉 ¥66,000 ¥60,000

F-014 香炉 ¥44,000 ¥40,000

F-015 香炉 ¥16,500 ¥15,000

F-016 香炉 ¥38,500 ¥35,000

F-017 塩釉洗面鉢
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