京の色絵ガラス （めぐみ 絵）

㈱ 和蘭 2021年2月21日

京絵付ガラスシリーズは、京焼の絵付師が上絵付け
を施した、大変珍しいものです。
京焼・清水焼伝承の絵付技法をガラスに焼成するこ
とにより生まれました。
京焼の女流加飾師がガラスのボディーに涼やかに夏
の風情を表現しています。
女性ならではの感性で描かれた手描きの絵付をお楽
しみ下さい。

アイテム見本 1/1
絵柄につきましては絵柄見本を参照ください。
また、ご希望の絵がありましたらお尋ね下さい。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ

¥2,800 彩ボール（小）

約 径8×高6.8cm

彩23cm皿

約 径9.3×高5.4cm

陶

歴

１９８５年 三重県生まれ。
２００９年 京都教育大学 造形表現専攻 卒業。
２０１２年 京都府立陶工高等技術専門校 総合コース 終了。
２０１３年 京都府立陶工高等技術専門校 図案科 終了。
＜受賞歴＞
２０１４年 京都色絵陶芸展 京都陶磁器協同組合連合会賞。
２０１９年 京焼の未来展 京都陶磁器協同組合連合会賞。
主に茶道具を扱う京焼･清水焼の窯元にて上絵付けの技術を
学び、現在は京都にて自身のデザイン・絵付けを行っています
伝統的な絵柄、文様を大切にしつつ、現代の生活に馴染むもの
づくりを心掛けています。

めぐみ

¥2,800 彩ボール（中）
約 径12.2×高5cm

¥5,600

約 径23×高4.5cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

¥3,800 彩ボール（大）
約 径16.8×高6.5cm

¥5,000
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絵柄見本
絵柄につきましては、他のアイテムの絵を描くことが出来ますので問い合わせの際にお尋ね下さい。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

向日葵 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ ¥2,800 撫子 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ
約 径8×高6.8cm

青楓 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ

約 径8×高6.8cm

¥2,800 鉄仙 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ

約 径8×高6.8cm

金魚 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ

約 径8×高6.8cm

¥2,800 蟹 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ

約 径8×高6.8cm

約 径8×高6.8cm

波千鳥 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ ¥2,800 ふぐ 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ
約 径8×高6.8cm

花火 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ

約 径8×高6.8cm

¥2,800 朝顔 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ
約 径8×高6.8cm

¥2,800 紫陽花 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ ¥2,800
約 径8×高6.8cm

¥2,800 いちご 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ ¥2,800 葡萄 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ
約 径8×高6.8cm

¥2,800 メダカ 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ ¥2,800 蛍 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ
約 径8×高6.8cm

¥2,800

約 径8×高6.8cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

¥2,800

約 径8×高6.8cm

¥2,800 かわせみ 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ ¥2,800 瓢箪 彩ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ
約 径8×高6.8cm

¥2,800

約 径8×高6.8cm

約 径8×高6.8cm

¥2,800
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絵柄見本
絵柄につきましては、他のアイテムの絵を描くことが出来ますので問い合わせの際にお尋ね下さい。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

向日葵 彩ボール（小）
約 径9.3×高5.4cm

¥2,800 撫子 彩ボール（小） ¥2,800 朝顔 彩ボール（小） ¥2,800 紫陽花 彩ボール（小） ¥2,800
約 径9.3×高5.4cm

約 径9.3×高5.4cm

青楓 彩ボール（小） ¥2,800 鉄仙 彩ボール（小） ¥2,800 いちご 彩ボール（小）
約 径9.3×高5.4cm

約 径9.3×高5.4cm

金魚 彩ボール（小） ¥2,800 蟹 彩ボール（小）
約 径9.3×高5.4cm

波千鳥 彩ボール（小）
約 径9.3×高5.4cm

約 径9.3×高5.4cm

¥2,800 葡萄 彩ボール（小） ¥2,800
約 径9.3×高5.4cm

¥2,800 メダカ 彩ボール（小） ¥2,800 蛍 彩ボール（小） ¥2,800

約 径9.3×高5.4cm

¥2,800 ふぐ 彩ボール（小） ¥2,800
約 径9.3×高5.4cm

約 径9.3×高5.4cm

約 径9.3×高5.4cm

かわせみ 彩ボール（小）

約 径9.3×高5.4cm

花火 彩ボール（小） ¥2,800
約 径9.3×高5.4cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

約 径9.3×高5.4cm

¥2,800 瓢箪 彩ボール（小） ¥2,800
約 径9.3×高5.4cm
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絵柄見本
絵柄につきましては、他のアイテムの絵を描くことが出来ますので問い合わせの際にお尋ね下さい。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

向日葵 彩ボール（中）
約 径12.2×高5cm

¥3,800 撫子 彩ボール（中） ¥3,800 朝顔 彩ボール（中） ¥3,800 紫陽花 彩ボール（中） ¥3,800
約 径12.2×高5cm

約 径12.2×高5cm

青楓 彩ボール（中） ¥3,800 鉄仙 彩ボール（中） ¥3,800 いちご 彩ボール（中）
約 径12.2×高5cm

約 径12.2×高5cm

金魚 彩ボール（中） ¥3,800 蟹 彩ボール（中）
約 径12.2×高5cm

波千鳥 彩ボール（中）
約 径12.2×高5cm

約 径12.2×高5cm

¥3,800 葡萄 彩ボール（中） ¥3,800
約 径12.2×高5cm

¥3,800 メダカ 彩ボール（中） ¥3,800 蛍 彩ボール（中） ¥3,800

約 径12.2×高5cm

¥3,800 ふぐ 彩ボール（中） ¥3,800
約 径12.2×高5cm

約 径12.2×高5cm

約 径12.2×高5cm

かわせみ 彩ボール（中）

約 径12.2×高5cm

花火 彩ボール（中） ¥3,800
約 径12.2×高5cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

約 径12.2×高5cm

¥3,800 瓢箪 彩ボール（中） ¥3,800
約 径12.2×高5cm
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絵柄見本
絵柄につきましては、他のアイテムの絵を描くことが出来ますので問い合わせの際にお尋ね下さい。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

向日葵 彩ボール（大）
約 径16.8×高6.5cm

¥5,000 撫子 彩ボール（大） ¥5,000 朝顔 彩ボール（大） ¥5,000 紫陽花 彩ボール（大） ¥5,000
約 径16.8×高6.5cm

約 径16.8×高6.5cm

青楓 彩ボール（大） ¥5,000 鉄仙 彩ボール（大） ¥5,000 いちご 彩ボール（大）
約 径16.8×高6.5cm

約 径16.8×高6.5cm

金魚 彩ボール（大） ¥5,000 蟹 彩ボール（大）
約 径16.8×高6.5cm

波千鳥 彩ボール（大）
約 径16.8×高6.5cm

約 径16.8×高6.5cm

¥5,000 葡萄 彩ボール（大） ¥5,000
約 径16.8×高6.5cm

¥5,000 メダカ 彩ボール（大） ¥5,000 蛍 彩ボール（大） ¥5,000

約 径16.8×高6.5cm

¥5,000 ふぐ 彩ボール（大） ¥5,000
約 径16.8×高6.5cm

約 径16.8×高6.5cm

約 径16.8×高6.5cm

かわせみ 彩ボール（大）

約 径16.8×高6.5cm

花火 彩ボール（大） ¥5,000
約 径16.8×高6.5cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

約 径16.8×高6.5cm

¥5,000 瓢箪 彩ボール（大） ¥5,000
約 径16.8×高6.5cm
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絵柄見本
絵柄につきましては、他のアイテムの絵を描くことが出来ますので問い合わせの際にお尋ね下さい。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

向日葵 彩23cm皿 ¥5,600 撫子 彩23cm皿
約 径23×高4.5cm

青楓 彩23cm皿

約 径23×高4.5cm

¥5,600 鉄仙 彩23cm皿

約 径23×高4.5cm

金魚 彩23cm皿

約 径23×高4.5cm

¥5,600 蟹 彩23cm皿

約 径23×高4.5cm

約 径23×高4.5cm

波千鳥 彩23cm皿 ¥5,600 ふぐ 彩23cm皿
約 径23×高4.5cm

花火 彩23cm皿

約 径23×高4.5cm

¥5,600 朝顔 彩23cm皿
約 径23×高4.5cm

¥5,600 紫陽花 彩23cm皿 ¥5,600
約 径23×高4.5cm

¥5,600 いちご 彩23cm皿 ¥5,600 葡萄 彩23cm皿
約 径23×高4.5cm

¥5,600 メダカ 彩23cm皿
約 径23×高4.5cm

¥5,600 蛍 彩23cm皿

¥5,600

約 径23×高4.5cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

¥5,600

約 径23×高4.5cm

¥5,600 かわせみ 彩23cm皿 ¥5,600 瓢箪 彩23cm皿
約 径23×高4.5cm

¥5,600

約 径23×高4.5cm

約 径23×高4.5cm

¥5,600

