
546 00 034  
三つ仕切り 花セット　
L-37.5 S-13.5 H-6.5　¥5,100

546 00 044  
四つ仕切り 花セット　
D-26 H-6.5　¥5,700

546 00 064  
六つ仕切り 花セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥9,100

■かすみ さくら ぐい呑み

546 00 094  
九つ仕切り 花セット　
D-26 H-6.5　¥8,600

■かすみ ピンク 7cm浅小鉢 ■桔梗 紫 小鉢 小 

■かすみ 黄 7cm浅小鉢 ■かすみ 白 7cm正角深鉢 

■桜 桃色 小鉢 ■花笑み 白 7.5cmボウル 

■かすみ 青白 7cm浅小鉢　　　 ■花笑み 黄緑 7.5cmボウル

■花笑み 青白 7.5cmボウル      　■九つ仕切り 箱　　　　　　      

■青海波 赤 京枕箸置き

■矢絣 赤 京枕箸置き

■ガラス 12.5cm花びら小鉢
■桜 桃色 浅鉢
■花笑み 黄緑 10.5cmボウル
■三つ仕切り 箱

■桜 白 浅鉢
■ガラス 12.5cm花びら小鉢
■花笑み 黄緑 10.5cmボウル
■桜 桃色 浅鉢
■四つ仕切り 箱

■ガラス 12.5cm花びら小鉢　■桜 桃色 浅鉢
■白 11cmハート皿　　　　   ■花笑み 黄緑 10.5cmボウル
■細縞 赤 11cm薬味皿             ■かすみ 青白 12cm丸角皿
■六つ仕切り 箱

546 00 014  
十一仕切り 花セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥13,100

■桜 桃色 小鉢
■かすみ 黄 7cm浅小鉢
■花笑み 白 7.5cmボウル
■花笑み 黄緑 7.5cmボウル
■かすみ ブルー 7cm楕円小鉢
■桜 桃色 浅鉢

■桔梗 紫 小鉢 小
■かすみ 緑 7cm口付小鉢
■かすみ ピンク 7cm浅小鉢
■花笑み 青白 7.5cmボウル
■かすみ 白 11cm浅角鉢
■十一仕切り 箱

043



■藍日傘 リップル3.5鉢
■花芙蓉 水色 浅鉢
■かすみ 白 11cm浅角鉢
■三つ仕切り 箱

■細縞青 11cm薬味皿
■かすみ 青白 11cm浅角鉢
■かすみ 白 13cm手付小鉢
■ガラス 10.5cmスタックボウル
■四つ仕切り 箱

546 00 035  
三つ仕切り 風セット　
L-37.5 S-13.5 H-6.5　¥5,100

546 00 045  
四つ仕切り 風セット　
D-26 H-6.5　¥5,400

546 00 065  
六つ仕切り 風セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥8,700

546 00 095  
九つ仕切り 風セット　
D-26 H-6.5　¥8,100

546 00 015  
十一仕切り 風セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥12,200

■かすみ 白 7cm口付小鉢　　■ガラス ブルーリーフ
■かすみ 白 7cm斜め小鉢　　■かすみ ブルー 7cm浅小鉢
■かすみ 青白 7cm楕円小鉢　■ガラス 片口小鉢
■ガラス 7.5cmスタックボウル■桜 白 小鉢
■銀彩ブルーリップル碗 プチ　■九つ仕切り 箱

■ガラス ブルーリーフ　　　　         ■かすみ 白 7cm斜め小鉢
■ガラス 7.5cmスタックボウル　　   ■かすみ 黄 7cm浅小鉢
■花笑み 青白 7.5cmボウル                ■かすみ 白 7cm正角深鉢
■ガラス 片口小鉢                                ■かすみ ブルー 7cm楕円小鉢
■花笑み 黄緑 7.5cmボウル               ■細縞 青 11cm薬味皿
■かすみ 青白 13cm手付小鉢            ■十一仕切り 箱

■ガラス 10cmボウル ■花芙蓉 水色 浅鉢 

■蓮 紫 小皿　　　　　　　 ■銀彩ブルーリップル3.5鉢 

■かすみ 白 12cm丸角皿 ■ガラス 10.5cmスタックボウル

■六つ仕切り 箱
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■彩雲 石目3.3鉢
■かすみ 緑 13cm手付小鉢
■明志野 リム角小鉢
■三つ仕切り  箱

■飛翠 石目3.3鉢

■明志野 リム角小鉢

■桜雲 紫 小鉢

■木の葉 黄緑 小皿

■四つ仕切り 箱

■紺錆十草 リップル3.5鉢　　　■金華 リム角小鉢
■木の葉 黄緑 小皿                       ■かすみ 緑 13cm手付小鉢
■青海波 赤 11cm薬味皿             ■夢路 リップル3.5鉢
■六つ仕切り 箱

546 00 046  
四つ仕切り 月セット　
D-26 H-6.5　¥5,300

546 00 036  
三つ仕切り 月セット　
L-37.5 S-13.5 H-6.5　¥4,600

546 00 066  
六つ仕切り 月セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥8,600

■花笑み 黒化粧 7.5cmボウル　■かすみ 黄 7cm浅小鉢
■かすみ ピンク 7cm浅小鉢　　■かすみ 緑7cm楕円小鉢
■桔梗 紫 小鉢 小　　　　          ■八角 黄 小鉢
■かすみ黒 7cm 浅小鉢　　　   ■花笑み 黄緑 7.5cm ボウル
■かすみ 緑 7cm 正角深鉢　      ■九つ仕切り 箱

546 00 096  
九つ仕切り 月セット　
D-26 H-6.5　¥9,100

■かすみ 黒 7cm正角深鉢          ■花笑み 黄緑 7.5cmボウル
■フレスコ 6.5cmスクエアースタックボウル
■桔梗 紫 小鉢 小                         ■かすみ ピンク 7cm浅小鉢
■かすみ 黒 7cm口付小鉢          ■かすみ 黄 7cm楕円小鉢
■かすみ 緑 7cm浅小鉢              ■八角 黄 小鉢
■木の葉 黄緑 小皿                      ■明志野 リム角小鉢
■十一仕切り 箱

546 00 016  
十一仕切り 月セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥13,200

■鹿の子 赤 京枕箸置き■志野化粧 リップル碗 ミニ　■鹿の子 赤 京枕箸置き　

■鹿の子 赤 扇箸置き
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■かすみ 黒 13cm手付小鉢

■椿 赤 深皿 小

■なごり雪 石目3.3鉢

■三つ仕切り 箱

■椿 赤 深皿 小
■なごり雪 石目3.3鉢
■青海波 青 11cm薬味皿
■金華 リム角小鉢
■四つ仕切り 箱

■かすみ黒 11cm浅角鉢　　　■藍染十草 リップル3.5鉢
■椿 赤 深皿 小　　　　　　　■かすみ 緑 12cm丸角皿
■銀河 リム角小鉢　　　　　   ■おぼろ夜 石目3.3鉢
■六つ仕切り 箱

546 00 037  
三つ仕切り 雪セット　
L-37.5 S-13.5 H-6.5　¥5,100

546 00 047  
四つ仕切り 雪セット　
D-26 H-6.5　¥5,100

546 00 067  
六つ仕切り 雪セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥9,200

546 00 097  
九つ仕切り 雪セット　
D-26 H-6.5　¥9,300

546 00 017  
十一仕切り 雪セット　
L-37.6 S-26 H-6.3　¥13,100

■桜 桃色 小鉢                               ■八角 白 小鉢
■ガラス しずく鉢                          ■かすみ 青白 7cm正角深鉢
■夢路 7cmスライスボウル         ■かすみ ブルー7cm楕円小鉢
■かすみ 白 7cm浅小鉢              ■かすみ 黒 7cm口付小鉢
■花笑み 白 7.5cmボウル           ■九つ仕切り 箱

■細縞  赤 京枕箸置き

■かすみ 緑 7cm楕円小鉢
■白萩 リップル碗 プチ
■銀彩ブルー リップル碗 プチ
■夢路 7cmスライスボウル
■かすみ 黄 7cm楕円小鉢
■藍染十草 リップル3.5鉢

■かすみ 白 7cm斜め小鉢
■花笑み 青白 7.5cmボウル
■かすみ 黒 7cm口付小鉢
■八角 白 小鉢
■椿 赤 深皿 小
■十一仕切り 箱

■市松 赤 京枕箸置き

■鹿の子 緑 扇箸置き
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