組茶碗（2客）

㈱ 和蘭

平成27年10月

一客での販売も可能です。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

渕濃桜 組飯碗

¥15,000 渕濃蘭 組飯碗

¥16,000 流水雲錦 組飯碗 ¥17,000 四季草花 組飯碗 ¥20,000

小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客）

大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯 大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯 大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯 大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯

渕濃椿 組飯碗

¥15,000 色六瓢 組飯碗

¥16,000 桜 組飯碗

¥15,000 七福神瓢箪 組飯碗 ¥20,000

小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11×高5cm

（二客） 小） 約 径11×高5cm

（二客）

大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯 大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯 大） 約 径12×高6cm

芥子 大） 約 径12×高6cm

芥子

瓢箪松竹梅 組飯碗 ¥15,000 渕染付四季 組飯碗 ¥14,000 濃松竹梅 組飯碗 ¥28,000 交趾小花 組飯碗 ¥12,000
小） 約 径11×高5cm

（二客） 小） 約 径11×高5cm

（二客） 小） 約 径11×高5cm

大） 約 径12×高6cm

芥子 大） 約 径12×高6cm

芥子 大） 約 径12×高6cm

小花書詰 組飯碗 ¥12,000 渕小花 組飯碗

¥10,000 花絵 組飯碗

（二客） 小） 約 径11.5×高5cm
芥子 大） 約 径12.3×高5.5cm

¥8,000 赤絵 組飯碗

（二客）
昇峰窯

¥10,000

小） 約 径11.5×高5.2cm

（二客） 小） 約 径11.6×高5.2cm

（二客） 小） 約 径11×高5.6cm

（二客） 小） 約 径11×高5.6cm

（二客）

大） 約 径12.7×高6cm

陶遊窯 大） 約 径12.7×高5.7cm

陶遊窯 大） 約 径11.6×高6.5cm

陶遊窯 大） 約 径11.6×高6.2cm

陶遊窯

赤青濃花 組飯碗 ¥10,000 七福神 組飯碗

¥20,000 なずな 組飯碗

¥14,000 菊割渦梅 組飯碗

¥14,000

小） 約 径11.6×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客） 小大） 約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小大） 約 径11.5×高5.5cm

（二客）

大） 約 径12×高5.6cm

京泉窯 大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯

賀峰窯

賀峰窯

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。

組茶碗（2客）

㈱ 和蘭

平成27年10月

一客での販売も可能です。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ｶｺﾞﾒ 組飯碗
小大） 約 径11.5×高5.5cm

色絵六瓢 組飯碗

¥14,000 七宝 組飯碗

¥14,000 染赤絵花 組飯碗

¥14,000 市松 組飯碗

¥14,000

（二客） 小大） 約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小大） 約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小大） 約 径11.5×高5.5cm

（二客）

賀峰窯

賀峰窯

賀峰窯

賀峰窯

¥26,000 色絵丸紋 組湯呑

¥26,000 色絵山水 組湯呑

¥26,000 黄青濃白花 組飯碗 ¥10,000

小） 約 径11.4×高5cm

（二客） 小） 約 径11.4×高5cm

（二客） 小） 約 径11.4×高5cm

大） 約 径12×高5.6cm

昭阿弥窯 大） 約 径12×高5.6cm

昭阿弥窯 大） 約 径12×高5.6cm

昭阿弥窯 大） 約 径12×高5.6cm

（二客） 小） 約 径11.6×高5.3cm

（二客）
京泉窯

鶴亀 組飯碗

¥10,000 祥瑞山水 組飯碗

¥12,000 金彩瓢箪 組飯碗

¥20,000 青黄濃山水 組飯碗

¥22,000

小） 約 径11.5×高5cm

（二客） 小） 約 径11.5×高5cm

（二客） 小） 約 径11.5×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11.5×高5.3cm

（二客）

大） 約 径12.5×高5.5cm

陶遊窯 大） 約 径13×高5.5cm

陶遊窯 大） 約 径12×高5.8cm

京泉窯 大） 約 径12×高5.7cm

京泉窯

帯赤絵祥瑞 組飯碗

¥32,000 帯赤絵祥瑞 胴張組飯碗 ¥45,000 色絵捻木瓜山水 組飯碗 ¥48,000 流水桜 組飯碗

¥25,000

小） 約 径11.5×高5cm

（二客） 約 径11.5×高5cm

（二客） 小） 約 径11.7×高5cm

（二客） 小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客）

大） 約 径12×高5.5cm

昭阿弥窯 約 径12×高5.5cm

昭阿弥窯 大） 約 径12×高5.5cm

昭阿弥窯 大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯

渕六瓢 組飯碗

¥17,000 染赤祥瑞山水 組飯碗 ¥32,000 着彩山水丸紋 組飯碗 ¥26,000 丸紋雲錦 組飯碗 ¥15,000

小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客） 小） 約 径11.5×高5cm

（二客） 小） 約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小） 約 径11.8×高5.3cm

（二客）

大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯 大） 約 径12×高5.5cm

京泉窯 大） 約 径12×高5.7cm

京泉窯 大） 約 径12.5×高5.6cm

一陶窯

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。

組茶碗（2客）

㈱ 和蘭

平成27年10月

一客での販売も可能です。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

鉄画花唐草 組飯碗
大）約 径11.6×高さ6ｃｍ

¥8,000 色絵花散し 組飯碗

¥8,000 渕花唐草 組飯碗

¥6,000

（二客） 大）約 径11.6×高さ6ｃｍ

¥8,000 花なのめ 組飯碗
（二客） 大）約 径11.6×高さ6ｃｍ

（二客） 小） 約 径11.5×高5cm

（二客）

陶遊窯

陶遊窯

陶遊窯 大） 約 径12×高5.5cm

京泉窯

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。

組茶碗（2客）

㈱ 和蘭

平成27年2月

一客での販売も可能です。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

染赤網 組飯碗
¥18,000 赤竹雀 組飯碗
¥20,000 赤塗山水 組飯碗
¥20,000 赤塗丸紋山水 組飯碗 ¥20,000
小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12.2×高5.3cm
（二客）
大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介

色入七福神 組飯碗
¥20,000 黒赤塗山水 組飯碗 ¥20,000 松鳥格子 組飯碗
¥20,000 色格子 組飯碗
¥20,000
小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12.2×高5.3cm
（二客）
大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介

角紋 組飯碗
¥20,000 網内山水 組飯碗
¥20,000 網代内山水 組飯碗 ¥20,000
小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12.2×高5.3cm
（二客） 小）約 径12×高5.3cm
（二客）
大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介 大）約 径12.8×高5.8cm
幸之介

赤塗内七福神 鯛茶碗 ¥12,000 色格子内山水 鯛茶碗 ¥12,000 網代内山水 鯛茶碗
約 径14×高7cm
幸之介 約 径14×高7cm
幸之介 約 径14×高7cm

内外山水 鯛茶碗
約 径14×高7cm

¥12,000 色格子 鯛茶碗
幸之介 約 径14×高7cm

¥12,000 龍 鯛茶碗
幸之介 約 径14×高7cm

¥12,000 赤塗丸紋山水 鯛茶碗 ¥12,000 赤達磨 鯛茶碗
幸之介 約 径14×高7cm

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。

幸之介 約 径14×高7cm

¥12,000
幸之介

¥12,000
幸之介

組茶碗（2客）

㈱ 和蘭

平成27年8月

一客での販売も可能です。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

渕小花 組飯碗

¥6,000 貼付鶴亀 組飯碗

¥6,000 貼付うさぎ 組飯碗

¥6,000 貼付葡萄 組飯碗

¥6,000

小）約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5.5cm

（二客）

大）約 径12×高6cm

景春窯 大）約 径12×高6cm

景春窯 大）約 径12×高5.8cm

景春窯 大）約 径12×高5.8cm

景春窯

¥6,000 ﾋﾟﾝｸ練込桜 組飯碗

¥6,000

貼付蝶 組飯碗

¥6,000 貼付瓢箪 組飯碗

¥6,000 練込草花 組飯碗

小）約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5.5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5.5cm

（二客）

大）約 径12×高5.8cm

景春窯 大）約 径12×高5.8cm

景春窯 大）約 径12×高5.8cm

景春窯 大）約 径12×高5.7cm

景春窯

あそび猫 組飯碗

¥6,000 まねき猫 組飯碗

¥6,000 ふくろう 組飯碗

¥6,000

小）約 径11×高5.5cm

（二客） 小）約 径11×高5.5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5cm

（二客）

大）約 径12×高6cm

嘉峰窯 大）約 径12×高6cm

嘉峰窯 大）約 径12×高5.5cm

俊山窯

濃桜 組飯碗
小）約 径11.5×高5cm
大）約 径13×高5.5cm

¥6,600 桜 組飯碗

染赤花唐草 組飯碗
小）約 径11.5×高5cm
大）約 径13×高5.5cm

¥7,000 染赤口帯唐草 組飯碗

¥6,500 花唐草 組飯碗

¥6,500 しだれ桜 組飯碗

¥6,500

（二客） 小）約 径11.5×高5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5cm

（二客）

玉凰窯 大）約 径13×高5.5cm

玉凰窯 大）約 径13×高5.5cm

玉凰窯 大）約 径13×高5.5cm

玉凰窯

¥7,000 掛け分け桜 組飯碗 ¥6,000 貼付小鳥 組飯碗

¥6,000

（二客） 小）約 径11.5×高5cm

（二客） 小） 約 径11×高5.5cm

（二客） 小） 約 径11.5×高5.5cm

（二客）

玉凰窯 大）約 径13×高5.5cm

玉凰窯 大） 約 径12×高6cm

景春窯 大） 約 径12×高5.8cm

景春窯

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。

組茶碗（2客）

㈱ 和蘭

一客での販売も可能です。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

¥5,000 乾山花小路 組飯碗

¥6,000 乾山富士山 組飯碗

¥6,000

小）約 径11.5×高5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5cm

（二客） 小）約 径11.5×高5cm

（二客）

大）約 径12×高5.5cm

俊山窯 大）約 径12×高5.3cm

俊山窯 大）約 径12×高5.3cm

俊山窯

乾山雲錦 組飯碗

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。

平成27年8月

豆茶碗

㈱ 和蘭

平成27年4月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵花散し 青 豆茶碗
約 径10.2×高4.3cm

鉄画花唐草 青 豆茶碗
約 径10.2×高4.3cm

花絵染付 豆茶碗
約 径10.3×高4.5cm

青祥瑞山水 豆茶碗
約 径10.3×高4.5cm

鳥獣戯画 青 豆茶碗
約 径10.2×高4.3cm

黄交趾ｸﾛｰﾊﾞｰ 豆茶碗
約 径10.3×高4.5cm

¥3,500 色絵花散し 青 豆茶碗
陶遊窯 約 径10.2×高4.3cm

¥3,500 鉄画花唐草 赤 豆茶碗
陶遊窯 約 径10.2×高4.3cm

¥3,500 花絵赤 豆茶碗
陶遊窯 約 径10.3×高4.5cm

¥4,500 赤祥瑞山水 豆茶碗
陶遊窯 約 径10.3×高4.5cm

¥4,000 鳥獣戯画 赤 豆茶碗
陶遊窯 約 径10.2×高4.3cm

¥3,500 花なのめ 青 豆茶碗

¥3,500 花なのめ 赤 豆茶碗

¥3,500

陶遊窯 約 径10.2×高4.3cm

陶遊窯 約 径10.2×高4.3cm

陶遊窯

¥3,500 青十草 豆茶碗

¥3,500 赤十草 豆茶碗

¥3,500

陶遊窯 約 径10.2×高4.3cm

陶遊窯 約 径10.2×高4.3cm

陶遊窯

¥3,500 渕赤鶴亀 豆茶碗

¥3,500

陶遊窯 約 径10.3×高4.5cm

陶遊窯

¥3,500 渕染付鶴亀 豆茶碗
陶遊窯 約 径10.3×高4.5cm

¥4,500 赤山水 豆茶碗

¥4,000

陶遊窯 約 径10.3×高4.5cm

陶遊窯

¥4,000 黄交趾花 豆茶碗

¥6,000 青交趾花 豆茶碗

¥6,000

陶遊窯 約 径10.3×高4.5cm

昇峰窯 約 径10.3×高4.5cm

昇峰窯

¥6,000 金彩瓢箪 豆茶碗

¥9,000

昇峰窯 約 径10.5×高4.5cm

京泉窯

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。

豆茶碗

㈱ 和蘭

平成27年4月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

乾山椿 豆茶碗

¥2,000 乾山梅 豆茶碗

¥2,000 乾山桜 豆茶碗

約 径10.5×高4.8cm

俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

乾山山の実 青 豆茶碗
約 径10.5×高4.8cm

乾山色十草 豆茶碗
約 径10.5×高4.8cm

¥2,000 乾山山の実 赤 豆茶碗
俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

¥2,000 乾山かえる 豆茶碗
俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

¥2,000 乾山紫陽花 豆茶碗
俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

¥2,000 乾山金魚 豆茶碗
俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

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。

¥2,000 乾山青楓 豆茶碗

¥2,000

俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

俊山窯

¥2,000 乾山萩 豆茶碗

¥2,000

俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

俊山窯

¥2,000 乾山ふくろう 豆茶碗
俊山窯 約 径10.5×高4.8cm

¥2,000
俊山窯

豆茶碗

㈱ 和蘭

平成27年4月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

貼付瓢箪 青 豆茶碗
約 径10.5×高4.5cm

貼付うさぎ 黄 豆茶碗
約 径10.5×高4.5cm

貼付鶴亀 青 豆茶碗
約 径10.5×高4.5cm

練込スミレ青 豆茶碗
約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 貼付瓢箪 赤 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 貼付うさぎ ﾋﾟﾝｸ 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 貼付鶴亀 赤 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 練込スミレ赤 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 貼付蝶々 青 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 貼付小鳥 青 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 掛け分け桜 黄 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 練込いちご 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×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。

¥2,800 貼付蝶々 赤 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 貼付小鳥 赤 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800 掛け分け桜 ﾋﾟﾝｸ 豆茶碗
景春窯 約 径10.5×高4.5cm

¥2,800
景春窯

¥2,800
景春窯

¥2,800
景春窯

¥2,800
景春窯

