俊山

㈱ 和蘭

平成24年4月

マグカップ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

乾山松 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 乾山椿 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高9cm

乾山菖蒲 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高9cm

¥3,500 乾山紫陽花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高9cm

乾山萩 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高9cm

¥3,500 乾山撫子 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高9cm

赤濃椿 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高9cm

¥3,500 乾山梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高9cm

¥3,500 乾山鉄仙 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高9cm

¥3,500 乾山紅葉 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高9cm

¥5,000 赤濃朝顔 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥5,000 赤濃桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高9cm

約 径8×高9cm

約 径8×高9cm

赤濃ｱﾔﾒ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥5,000
約 径8×高9cm

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。

¥3,500 乾山桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径8×高9cm

¥3,500 乾山葡萄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径8×高9cm

¥3,500 乾山南天 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径8×高9cm

¥5,000 赤濃桔梗 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥5,000
約 径8×高9cm

陶遊

㈱ 和蘭

平成23年10月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

青花絵 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高8.5cm

青花絵 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高9cm

青十草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高9cm

青濃花唐草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.3×高9.2cm

やっこ凧 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.3×高9.2cm

¥6,000 赤花絵 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8×高8.5cm

¥6,000 赤花絵 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8×高9cm

¥6,000 赤十草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8×高9cm

¥6,000 赤濃花唐草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.3×高9.2cm

¥6,000 青小花書詰 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.3×高9.2cm

¥6,000 渕染付鶴亀 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8×高8.8cm

¥7,000 赤小花書詰 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.3×高9.2cm

¥6,000 渕赤鶴亀 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8×高8.8cm

¥7,000
（一客）

¥6,000
（一客）

¥6,000 青濃花詰 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥6,000 赤濃花詰 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

（一客） 約 径8.3×高9.2cm

（一客） 約 径8.3×高9.2cm

¥6,000 青祥瑞 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥6,000 赤祥瑞 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥6,000

（一客） 約 径8.3×高9.2cm

（一客） 約 径8.3×高9.2cm

（一客）

¥6,000 くまどり ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥6,000

（一客） 約 径8.3×高9.2cm

（一客）

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。

¥6,000

高野昭阿弥

㈱ 和蘭

平成23年10月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵丸紋 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.2×高9.2cm

色絵山水 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.2×高9.2cm

丸紋松竹梅 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8.2cm

宝尽し ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8.2cm

赤龍 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8.2cm

¥10,000 色絵六瓢 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥10,000 色絵花詰 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥10,000 染付花鳥 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥10,000 赤絵 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥22,000 色絵鳳凰 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥22,000 黄地唐子 ﾐﾆﾏｸﾞ

（一客） 約 径8×高8.2cm

（一客） 約 径8×高8.2cm

¥22,000 赤濃七福神 ﾐﾆﾏｸﾞ
（一客） 約 径8×高8.2cm

¥22,000 六瓢 ﾐﾆﾏｸﾞ
（一客） 約 径8×高8.2cm

¥22,000
（一客）

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。

¥10,000 色絵花丸紋 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥10,000
（一客）

¥10,000
（一客）

¥22,000 間取竹 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥22,000

（一客） 約 径8×高8.2cm

（一客）

¥22,000 格子唐草 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥22,000

（一客） 約 径8×高8.2cm

（一客）

京泉

㈱ 和蘭

平成23年10月

マグカップ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

緑濃牡丹 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥10,000 紫濃梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥10,000 青濃桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

青濃アヤメ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 黄濃紫陽花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 紫濃朝顔 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

赤濃福寿草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 赤濃菊 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

七福神 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

¥10,000 青濃紅葉 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥10,000 親子おしどり ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 おしどり ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥10,000 緑濃桔梗 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥10,000 赤濃白木蓮 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000
約 径9×高9.5cm

¥10,000 ふくろう ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

紫濃葉唐草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 青濃葉唐草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 風神 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥10,000 雷神 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9×高9.5cm

おかめ瓢箪 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 ひょっとこ瓢箪 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥10,000 かぶと ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

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。

¥10,000

約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

¥10,000

約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

約 径9×高9.5cm

¥10,000 緑濃水仙 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥10,000

¥10,000

約 径9×高9.5cm

¥10,000 七福神宝舟 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥8,500
約 径9×高9.5cm

京泉

㈱ 和蘭

平成22年10月

マグカップ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

鳥獣戯画 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥8,500 松 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9×高9.5cm

達磨 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9×高9.5cm

¥8,000 ピンク菊 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9×高9.5cm

緑濃白花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9×高9.5cm

¥7,000 ﾋﾟﾝｸ濃白花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9×高9.5cm

黄濃白花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9×高9.5cm

¥8,500 竹 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥8,000 ピワ菊 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥7,000 浅黄濃白花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥8,500 おかめ福飾り ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥8,500

約 径9×高9.5cm

¥8,000 鶴 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥8,000

約 径9×高9.5cm

¥7,000 紫濃白花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥7,000

約 径9×高9.5cm

¥7,000

約 径9×高9.5cm

金彩瓢箪 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

紫濃瓢箪 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥12,000 黄濃藤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥12,000 赤濃山桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥12,000 赤濃菊 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

¥12,000 青濃豆紋 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9.5cm

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。

¥12,000 ヒワ濃朝顔 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥12,000
約 径9×高9.5cm

¥12,000 浅黄濃牡丹 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥12,000
約 径9×高9.5cm

加藤景春

㈱ 和蘭

平成25年3月

切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

掛け分け桜（ﾋﾟﾝｸ）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

貼付鶴亀（黄）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

¥3,800

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

貼付鳥（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

練込ｽﾐﾚ（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

練込葡萄（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

練込鉄仙 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約径8×高さ8ｃｍ

貼付蝶（ﾋﾟﾝｸ）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付うさぎ（ﾋﾟﾝｸ）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

練込しだれ花（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

¥3,800

練込椿（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約径8×高さ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。

貼付蝶（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

貼付うさぎ（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

練込しだれ花（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800 練込梅 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付瓢箪（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

練込紫陽花 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

練込葡萄（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付鶴亀（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付瓢箪（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

練込ｽﾐﾚ（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

貼付鳥（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

掛け分け桜（黄）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

練込いちご 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

練込椿（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

加藤景春

㈱ 和蘭

切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

渕小花 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ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。

平成25年3月

加藤景春

㈱ 和蘭

H21.9.12

¥4,000 貼付 葡萄 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥4,000

貼付ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 蝶 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 蝶 ﾋﾟﾝｸ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 葡萄 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 うさぎ 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 鶴亀 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9.5×高9.5cm

¥4,000 貼付 鶴亀 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 瓢箪 緑 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

約 径8×高11cm

約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 うさぎ ﾋﾟﾝｸ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 瓢箪 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9.5×高9.5cm

掛け分け桜 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ﾋﾟﾝｸ

¥4,000

約 径8×高11cm

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

約 径7.5×高10cm

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。

掛け分け桜 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 黄

約 径7.5×高10cm

¥4,000

加藤景春

㈱ 和蘭

H17.9.7

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込ぶどう 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

練込しだれ花 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

¥4,000 練込椿 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）]

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

¥4,000

練込スミレ 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000 練込鉄仙 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

うず小花 ﾋﾟﾝｸ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

練込紫陽花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

練込野いちご ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込しだれ花 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

練込スミレ 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000 練込梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

練込椿 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込ぶどう 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込しだれ桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

うず小花 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

加藤景春

㈱ 和蘭

平成25年3月

切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

掛け分け桜（ﾋﾟﾝｸ）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

貼付鶴亀（黄）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

¥3,800

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

貼付鳥（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

練込ｽﾐﾚ（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

練込葡萄（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

練込鉄仙 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約径8×高さ8ｃｍ

貼付蝶（ﾋﾟﾝｸ）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付うさぎ（ﾋﾟﾝｸ）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

練込しだれ花（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

¥3,800

練込椿（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約径8×高さ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。

貼付蝶（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

貼付うさぎ（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

練込しだれ花（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800 練込梅 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付瓢箪（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

練込紫陽花 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

練込葡萄（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付鶴亀（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付瓢箪（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

練込ｽﾐﾚ（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

貼付鳥（赤）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

掛け分け桜（黄）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

練込いちご 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

練込椿（青）切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,800

加藤景春

㈱ 和蘭

切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

渕小花 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約径8×高さ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。

平成25年3月

加藤景春

㈱ 和蘭

H21.9.12

¥4,000 貼付 葡萄 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥4,000

貼付ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 蝶 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 蝶 ﾋﾟﾝｸ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 葡萄 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 うさぎ 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 鶴亀 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9.5×高9.5cm

¥4,000 貼付 鶴亀 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

貼付 瓢箪 緑 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

約 径8×高11cm

約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 うさぎ ﾋﾟﾝｸ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8×高11cm

¥4,000 貼付 瓢箪 黄 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径9.5×高9.5cm

掛け分け桜 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ﾋﾟﾝｸ

¥4,000

約 径8×高11cm

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

約 径7.5×高10cm

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。

掛け分け桜 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 黄

約 径7.5×高10cm

¥4,000

加藤景春

㈱ 和蘭

H17.9.7

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込ぶどう 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

練込しだれ花 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

¥4,000 練込椿 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）]

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

¥4,000

練込スミレ 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000 練込鉄仙 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

うず小花 ﾋﾟﾝｸ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

練込紫陽花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

練込野いちご ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込しだれ花 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

練込スミレ 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000 練込梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

約 径9.5×高9.5cm

練込椿 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込ぶどう 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

練込しだれ桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

¥4,000

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

うず小花 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（太）

約 径9.5×高9.5cm

¥4,000

加藤景春

㈱ 和蘭

平成23年6月

ミニマグ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

貼付 蝶 ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 貼付 蝶 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

貼付 瓢箪 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 貼付 瓢箪 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

貼付 うさぎ ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 鶴亀 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 うさぎ 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

半掛雲錦 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 貼付 葡萄 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

掛け分け桜 ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 葡萄 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 鶴亀 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 掛け分け桜 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ ¥3,500
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

練込草花 ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 練込草花 ﾌﾞﾙｰ ﾐﾆﾏｸﾞ ¥3,500 練込スミレ 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

練込しだれ花 青 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

練込しだれ花 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込しだれ桜 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ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。

¥3,500 練込スミレ 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込梅 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

加藤景春

㈱ 和蘭

平成20年6月

ミニマグ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

練込椿 青 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

練込野いちご ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込椿 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込紫陽花 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込ぶどう 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 練込ぶどう 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込鉄仙 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ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。

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

¥3,500

加藤景春

㈱ 和蘭

H21.4.8

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

掛け分け桜（細） ﾋﾟﾝｸ
約 径8.5×高11cm

¥4,000 掛け分け桜（細） 黄

花風船 ﾋﾟﾝｸ
約 径8×高11cm

¥4,000 花風船 青

練込スミレ（細） 青
約 径8.5×高11cm

¥4,000 練込スミレ（細） 赤

¥4,000 小鳥 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

約 径8.5×高11cm

¥4,000 練込野いちご （細）

約 径8×高11cm

約 径8.5×高11cm

¥4,000

約 径8.5×高10.5cm

約 径8.5×高11cm

¥4,000

¥4,000

加藤景春

㈱ 和蘭

H21.4.8

掛け分け桜

掛け分け桜 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ﾋﾟﾝｸ

¥4,000

約 径7.5×高10cm

掛け分け桜 ｺｰﾋｰ碗皿 ﾋﾟﾝｸ

約 径11×高7cm

¥4,000 掛け分け桜 組湯呑

約 径7.5×高10cm

¥6,000

碗）約 径8.5×高6cm
皿）約 径15×高3cm

掛け分け桜 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ ﾋﾟﾝｸ

掛け分け桜 丸ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 黄

掛け分け桜 ｺｰﾋｰ碗皿 黄

¥6,000 掛け分け桜 組飯碗

碗）約 径8.5×高6cm
皿）約 径15×高3cm

¥4,000

掛け分け桜 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ 黄

¥5,000

小） 約 径6×高8.5cm
大） 約 径6.5×高9cm

小） 約 径11×高5.5cm
大） 約 径12×高6cm

¥4,000

約 径11×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。

¥6,000

富田玉凰

㈱ 和蘭

平成20年9月

マグカップ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

山の実 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 山の実 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 しだれ桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600

約 径9×高9cm

TM-001 約 径9×高9cm

TM-002 約 径9×高9cm

TM-003 約 径9×高9cm

TM-004

呉須絵 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 赤絵 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 青十草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 赤十草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径9×高9cm

TM-005 約 径9×高9cm

TM-006 約 径9×高9cm

TM-007 約 径9×高9cm

TM-008

青濃牡丹 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 赤濃牡丹 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 雲唐草 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 雲唐草 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径9×高9cm

TM-009 約 径9×高9cm

TM-010 約 径9×高9cm

TM-011 約 径9×高9cm

TM-012

¥3,500 赤蔦 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

TM-015 約 径9×高9cm

TM-016

しゃくなげ 白 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥3,600 しゃくなげ 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥3,600 青蔦 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径9×高9cm

TM-013 約 径9×高9cm

TM-014 約 径9×高9cm

青花唐草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 赤花唐草 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 竹 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 麦 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径9×高9cm

TM-017 約 径9×高9cm

TM-018 約 径9×高9cm

TM-019 約 径9×高9cm

TM-020

青巻花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800 赤巻花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800 ﾋﾟﾝｸ巻花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800 黄巻花 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,800

約 径9×高9cm

TM-021 約 径9×高9cm

TM-022 約 径9×高9cm

TM-023 約 径9×高9cm

TM-024

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。

富田玉凰

㈱ 和蘭

平成20年9月

マグカップ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

草花 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 草花 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 雲草花 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 雲草花 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径9×高9cm

TM-025 約 径9×高9cm

TM-026 約 径9×高9cm

TM-027 約 径9×高9cm

TM-028

葡萄 緑 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 葡萄 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 葡萄 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 どくだみ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600

約 径9×高9cm

TM-029 約 径9×高9cm

TM-030 約 径9×高9cm

TM-031 約 径9×高9cm

TM-032

ひまわり ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 山吹 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 鉄仙 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 椿 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600

約 径9×高9cm

TM-033 約 径9×高9cm

TM-034 約 径9×高9cm

TM-035 約 径9×高9cm

TM-036

白梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 赤梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 紅白梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 藤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600

約 径9×高9cm

TM-037 約 径9×高9cm

TM-038 約 径9×高9cm

TM-039 約 径9×高9cm

TM-040

ポピー 紫 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 ポピー 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 菊 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600

約 径9×高9cm

TM-041 約 径9×高9cm

TM-042 約 径9×高9cm

TM-043

紫陽花 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 紫陽花 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 青巻桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥4,000 ﾋﾟﾝｸ巻桜 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥4,000

約 径9×高9cm

TM-045 約 径9×高9cm

TM-046 約 径9×高9cm

TM-047 約 径9×高9cm

TM-048

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。

富田玉凰

㈱ 和蘭

平成22年6月

マグカップ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

小花 ﾋﾟﾝｸ ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 小花 紫 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,600 青楓 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500 染付山水 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径9×高9cm

TM-049 約 径9×高9cm

TM-050 約 径9×高9cm

TM-051 約 径9×高9cm

TM-052

赤山水 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥3,500

約 径9×高9cm

TM-053

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。

富田玉凰

㈱ 和蘭

平成24年4月

ミニマグ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

青十草 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,200 赤十草 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付しだれ桜 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

¥3,200 しだれ桜 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付桜散し ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

¥3,200

¥3,200 紫陽花 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,200 向日葵 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

山吹 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400 染付桜 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

約 径8×高8cm

約 径8×高8cm

染付向日葵 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付藤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付紫陽花 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400 染付竹 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

¥3,400 染付楓 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,400 呉須絵 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,400

約 径8×高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。

¥3,200 竹 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,200 桜 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,200 藤 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,200 青楓 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,400 赤絵 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,400

富田玉凰

㈱ 和蘭

平成23年3月

ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

呉須絵 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ

¥4,000 赤絵 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ

¥4,000 しだれ桜 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ

¥4,000 椿 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ

約 径10.4×高7.2cm

TＴM-001 約 径10.4×高7.2cm

TＴM-002 約 径10.4×高7.2cm

TＴM-003 約 径10.4×高7.2cm

雲唐草 青 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ

¥4,000 雲唐草 赤 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ ¥4,000 桜 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
TＴM-005 約 径10.4×高7.2cm
TＴM-006 約 径10.4×高7.2cm

TＴM-007 約 径10.4×高7.2cm

約 径10.4×高7.2cm

しゃくなげ 白 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
約 径10.4×高7.2cm

山吹 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
約 径10.4×高7.2cm

¥4,000 しゃくなげ 赤 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
TＴM-009 約 径10.4×高7.2cm

¥4,000 青花唐草 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
TＴM-013 約 径10.4×高7.2cm

¥4,000 藤 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
TＴM-010 約 径10.4×高7.2cm

¥4,000 ﾋﾟﾝｸ巻桜 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
TＴM-014 約 径10.4×高7.2cm

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。

¥4,000 竹 ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ

¥4,000 ひまわり ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ
TＴM-011 約 径10.4×高7.2cm

¥4,500
TＴM-015

¥4,000
TＴM-004

¥4,000
TＴM-008

¥4,000
TＴM-012

富田玉凰

㈱ 和蘭

平成19年10月

玉湯呑
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

¥2,000 しだれ桜

椿
約 径7×高5.5cm

約 径7×高5.5cm

しゃくなげ 白

¥2,000 しゃくなげ 赤

約 径7×高5.5cm

約 径7×高5.5cm

青蔦
約 径7×高5.5cm

ひまわり
約 径7×高5.5cm

青巻花
約 径7×高5.5cm

¥2,000 赤蔦
約 径7×高5.5cm

¥2,000 山吹
約 径7×高5.5cm

¥2,000 赤巻花
約 径7×高5.5cm

¥2,000 白梅
約 径7×高5.5cm

¥2,000 どくだみ 青
約 径7×高5.5cm

¥2,000 藤
約 径7×高5.5cm

¥2,000 ポピー 赤
約 径7×高5.5cm

¥2,000 葡萄 青
約 径7×高5.5cm

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。

¥2,000 赤梅

¥2,000

約 径7×高5.5cm

¥2,000 どくだみ 赤

¥2,000

約 径7×高5.5cm

¥2,000 紫陽花

¥2,000

約 径7×高5.5cm

¥2,000 ポピー 紫

¥2,000

約 径7×高5.5cm

¥2,000 葡萄 赤
約 径7×高5.5cm

¥2,000

加藤景春

㈱ 和蘭

平成23年6月

ミニマグ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

貼付 蝶 ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 貼付 蝶 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

貼付 瓢箪 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 貼付 瓢箪 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

貼付 うさぎ ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 鶴亀 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 うさぎ 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

半掛雲錦 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 貼付 葡萄 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

掛け分け桜 ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 葡萄 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 貼付 鶴亀 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 掛け分け桜 黄 ﾐﾆﾏｸﾞ ¥3,500
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

練込草花 ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 練込草花 ﾌﾞﾙｰ ﾐﾆﾏｸﾞ ¥3,500 練込スミレ 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

練込しだれ花 青 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

練込しだれ花 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込しだれ桜 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ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。

¥3,500 練込スミレ 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込梅 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

加藤景春

㈱ 和蘭

平成20年6月

ミニマグ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

練込椿 青 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

練込野いちご ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込椿 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込紫陽花 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込ぶどう 青 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,500 練込ぶどう 赤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500 練込鉄仙 ﾐﾆﾏｸﾞ
約径8×高さ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。

約径8×高さ8ｃｍ

¥3,500

¥3,500

富田玉凰

㈱ 和蘭

平成24年4月

ミニマグ
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

青十草 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,200 赤十草 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付しだれ桜 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

¥3,200 しだれ桜 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付桜散し ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

¥3,200

¥3,200 紫陽花 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,200 向日葵 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

山吹 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400 染付桜 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

約 径8×高8cm

約 径8×高8cm

染付向日葵 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付藤 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

染付紫陽花 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400 染付竹 ﾐﾆﾏｸﾞ

約 径8×高8cm

¥3,400 染付楓 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,400 呉須絵 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,400

約 径8×高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。

¥3,200 竹 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,200 桜 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,200 藤 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,200 青楓 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥3,400

約 径8×高8cm

¥3,400 赤絵 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8cm

¥3,400

