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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵六瓢 組湯呑
小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

色絵山水 組湯呑
小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

¥27,000 色絵六瓢 組飯碗
（二客） 小） 約 径11.4×高5cm
大） 約 径12×高5.6cm

¥27,000 色絵山水 組湯呑

大） 約 径7.6×高8.8cm

（二客） 小） 約 径11.7×高5cm

小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

格子唐草 組湯呑
小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

¥28,000 色絵縦筋文 組湯呑

大） 約 径12×高5.6cm

¥48,000 丸紋松竹梅 組飯碗
大） 約 径12×高5.5cm

¥48,000 色絵鳳凰 組飯碗
（二客） 小） 約 径11.7×高5cm
大） 約 径12×高5.5cm

¥48,000 格子唐草 組飯碗
（二客） 小） 約 径11.7×高5cm
大） 約 径12×高5.5cm

¥27,000 色絵丸紋 組湯呑
（二客） 小） 約 径11.4×高5cm

大） 約 径7.5×高8.7cm

（二客） 小） 約 径7.2×高8.4cm

丸紋松竹梅 組湯呑

色絵鳳凰 組湯呑

（二客） 小） 約 径7×高8.2cm

（二客） 小） 約 径11.4×高5cm

小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

¥28,000 色絵丸紋 組湯呑

¥50,000 六瓢 組湯呑
（二客） 小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

¥50,000 間取竹 組湯呑
（二客） 小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

¥52,000 黄地唐子 組湯呑
（二客） 小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

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。

¥28,000
（二客）

大） 約 径12×高5.6cm

¥48,000
（二客）

¥48,000 六瓢 組飯碗
（二客） 小） 約 径11.7×高5cm

¥52,000
（二客）

大） 約 径12×高5.5cm

¥48,000 間取竹 組飯碗
（二客） 小） 約 径11.7×高5cm

¥52,000
（二客）

大） 約 径12×高5.5cm

¥44,000 黄地唐子 組飯碗
（二客） 小） 約 径11.7×高5cm
大） 約 径12×高5.5cm

¥48,000
（二客）

高野昭阿弥

㈱ 和蘭
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

宝尽し 組湯呑
小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

帯赤絵祥瑞 胴張組湯呑

約 径7.3×高8.4cm
約 径7.5×高9cm

染付花鳥 鯛茶碗

¥38,000 宝尽し 組飯碗
（二客） 小） 約 径11.7×高5cm

（二客） 小） 約 径11.7×高5cm

（二客）

大） 約 径12×高5.5cm

¥44,000 帯赤絵祥瑞 胴張組飯碗 ¥48,000 帯赤絵祥瑞 組湯呑

¥32,000 帯赤絵祥瑞 組飯碗

¥35,000

（二客） 小） 約 径11.7×高5cm

（二客）

（二客） 約 径11.5×高5cm

約 径12×高5.5cm

¥11,000 染付龍 鯛茶碗
（一客） 約 径15×高6.2cm

色絵六瓢 鯛茶碗

¥11,000 色絵大丸紋 鯛茶碗

約 径15×高6.2cm

（一客） 約 径15×高6.2cm

色絵小丸紋 特大飯碗 ¥13,000 染付龍紋 特大飯碗
約 径14.5×高6.5cm

色絵大丸紋 特大飯碗 ¥13,000 染付花鳥 特大飯碗
約 径14.5×高6.5cm

（二客） 小） 約 径7×高8.2cm
大） 約 径7.5×高8.7cm

大） 約 径12×高5.5cm

約 径15×高6.2cm

約 径14.5×高6.5cm

¥44,000 色絵捻木瓜山水 組湯呑 ¥48,000 色絵捻木瓜山水 組飯碗 ¥52,000

約 径14.5×高6.5cm

（一客） 約 径7.3×高8.4cm

約 径7.5×高9cm

大） 約 径12×高5.5cm

¥11,000 色絵山水 鯛茶碗

¥11,000 色絵小丸紋 鯛茶碗

（一客） 約 径15×高6.2cm

¥11,000 染付竹 鯛茶碗
（一客） 約 径15×高6.2cm

¥13,000 色絵山水 特大飯碗
約 径14.5×高6.5cm

¥13,000 色絵六瓢 特大飯碗
約 径14.5×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。

（一客） 約 径15×高6.2cm

¥11,000
（一客）

¥11,000
（一客）

¥13,000 染付竹 特大飯碗

¥13,000

約 径14.5×高6.5cm

¥13,000 色絵花詰 特大飯碗
約 径14.5×高6.5cm

¥13,000

高野昭阿弥
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵小丸紋 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

¥11,000 色絵六瓢 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥11,000 色絵花詰 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

色絵木瓜山水 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥11,000 色絵芙蓉手 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.2×高9.2cm

（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥11,000 染付花鳥 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥11,000 赤絵 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥11,000 染付松竹梅 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

色絵縦筋文 青 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥27,000 色絵縦筋文 赤 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥27,000
約 径8.5×高10.5cm
（一客） 約 径8.5×高10.5cm
（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。

¥11,000 色絵花丸紋 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥11,000
（一客）

¥11,000 色絵丸紋山水 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ ¥11,000
（一客） 約 径8.2×高9.2cm

¥11,000
（一客）

（一客）

高野昭阿弥
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¥13,000

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵丸紋山水 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8.5cm

渕帯赤龍文 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8.5cm

色絵立小紋 ﾐﾆﾏｸﾞ
約 径8×高8.5cm

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

¥13,000 色絵青海波 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥13,000 色絵松竹梅 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥13,000 帯赤絵祥瑞 ﾐﾆﾏｸﾞ

（一客） 約 径8×高8.5cm

（一客） 約 径8×高8.5cm

（一客） 約 径8×高8.5cm

¥13,000 捻丸紋山水 ﾐﾆﾏｸﾞ
（一客） 約 径8×高8.5cm

¥13,000 染付松竹梅 ﾐﾆﾏｸﾞ
（一客） 約 径8×高8.5cm

¥13,000 色絵木瓜山水 ﾐﾆﾏｸﾞ
（一客） 約 径8×高8.5cm

¥13,000
（一客）

（一客）

¥24,000 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

（一客） 約 径8×高8.2cm

（一客） 約 径8×高8.5cm

¥13,000

¥24,000 色絵鳳凰 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥24,000 赤濃七福神 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥13,000 芙蓉手 ﾐﾆﾏｸﾞ

（一客）

¥24,000 六瓢 ﾐﾆﾏｸﾞ
（一客） 約 径8×高8.2cm

¥24,000
（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。

¥24,000 間取竹 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥24,000

（一客） 約 径8×高8.2cm

（一客）

¥24,000 格子唐草 ﾐﾆﾏｸﾞ

¥24,000

（一客） 約 径8×高8.2cm

（一客）
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵六瓢 こゆのみ
約 径7×高6.5cm

色絵山水 こゆのみ
約 径7×高6.5cm

赤絵 こゆのみ
約 径7×高6.5cm

色絵青海波 こゆのみ
約 径7×高6.5cm

赤祥瑞 こゆのみ
約 径7×高6.5cm

色絵青海波 こゆのみ
約 径7×高6.5cm

¥8,000 色絵小丸紋 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,000 色絵木瓜山水 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,000 捻丸紋山水 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,500 色絵丸紋山水 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,500 染付祥瑞 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,000 染付花鳥 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,000 色絵花詰 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,000 金魚 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,500 色絵木瓜山水 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,500 色絵立小紋 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,500 龍鳳凰 こゆのみ

¥8,500

（一客） 約 径7×高6.5cm

（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。

¥8,000 色絵大丸紋 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,000 色絵瓔珞 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,000
（一客）

¥8,000
（一客）

¥8,000
（一客）

¥8,500 帯赤絵祥瑞 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,500 上間取山水 こゆのみ
（一客） 約 径7×高6.5cm

¥8,500
（一客）

¥8,500
（一客）

高野昭阿弥
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

上丸紋 ぐい吞

¥11,000 上間取山水 ぐい吞 ¥11,000 胴張り福寿 ぐい吞 ¥11,000 下木瓜山水 ぐい吞 ¥11,000

約 径6.5×高4.5cm

龍 ぐい吞

約 径6.5×高4.5cm

¥11,000 上雷文 ぐい吞

約 径6.5×高4.5cm

約 径6.7×高4.5cm

約 径6.5×高4.5cm

¥11,000

丸紋山水青海波 ぐい吞
約 径6.6×高4.5cm

約 径6.7×高4.5cm

¥11,000 人物 ぐい吞

赤壁詩文入 ぐい吞 ¥11,000

色絵捻紋 盃

約 径6.2×高6cm

約 径8.2×高3.5cm

金襴手松竹梅 盃
約 径8.2×高3.5cm

金襴手 高杯
約 径7.5×高6.7cm

色絵龍鳳凰 高杯
約 径7.5×高6.7cm

¥16,000 色絵花格子 盃
木箱 約 径8.2×高3.5cm

¥17,000 金襴瓔珞 高杯
（一客） 約 径7.5×高6.7cm

¥11,000

約 径6.5×高4.5cm

¥16,000

¥14,000 縦筋文 青 ぐい吞 ¥12,000 縦筋文 赤 ぐい吞 ¥12,000
約 径6.2×高6cm

約 径6.2×高6cm

¥13,000 染付祥瑞 高杯

¥12,000 赤絵祥瑞 高杯

（一客） 約 径7.5×高6.7cm

¥14,000
（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。

（一客） 約 径7.5×高6.7cm

金襴手 酒次
約 胴9×高18cm

¥13,000
（一客）

¥53,000
（一客）
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵大丸紋 丼
約 径15×高8cm

染付花鳥 丼
約 径15×高8cm

¥11,000 色絵六瓢 丼
約 径15×高8cm

¥11,000 色絵山水 丼
約 径15×高8cm

¥11,000 色絵丸紋 丼

¥11,000 色絵宝紋 丼

約 径15×高8cm

¥11,000 赤絵 丼

¥11,000

約 径15×高8cm

染付花鳥 5.5寸鉢

¥11,000 色絵丸紋 5.5寸鉢

¥11,000 色絵山水 5.5寸鉢

¥11,000 色絵宝紋 5.5寸鉢

約 径16.2×高6.5cm

約 径16.2×高6.5cm

約 径16.2×高6.5cm

約 径16.2×高6.5cm

赤絵 5.5寸鉢
約 径16.2×高6.5cm

¥11,000 色絵大丸紋 5.5寸鉢
約 径16.2×高6.5cm

¥11,000

約 径15×高8cm

¥11,000 色絵六瓢 5.5寸鉢
約 径16.2×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。

¥11,000

¥11,000

高野昭阿弥
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

帯赤絵祥瑞 碗皿
約 径8.3×高8cm

¥28,000 祥瑞雪輪 碗皿

¥28,000 祥瑞丸紋 碗皿

約 径9×高7.5cm

約 径9×高7.5cm

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。

¥28,000

2022年5月
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵山水 急須
約 胴径9.5×高11cm

染付花鳥 煎茶器揃

¥20,000 色絵六瓢 急須

¥20,000 染付花鳥 急須

約 胴径9.5×高11cm

¥55,000 染付松竹梅 煎茶器揃 ¥55,000 色絵山水 煎茶器揃

碗）約 径6×高4.5cm

碗）約 径6×高4.5cm

碗）約 径6×高4.5cm

さまし）約

さまし）約

さまし）約

8.5×7×高4.5cm

急須）約 胴径8.7×高7cm

色絵祥瑞 急須
約 胴径9.5×高9.5cm

8.5×7×高4.5cm

急須）約 胴径8.7×高7cm

¥32,000 色絵花鳥 急須
（一客） 約 胴径9.5×高9.5cm

色絵祥瑞 汲出

¥16,000 色絵花鳥 汲出

約 径8.3×高5cm

（一客） 約 径8.3×高5cm

赤絵瓔珞 汲出
約 径8.3×高5cm

¥15,000 色絵木瓜山水 汲出
（一客） 約 径8.3×高5cm

¥20,000 色絵丸紋 急須

約 胴径9.5×高11cm

¥20,000

約 胴径9.5×高11cm

¥55,000

8.5×7×高4.5cm

急須）約 胴径8.7×高7cm

¥28,000 染付祥瑞 急須
（一客） 約 胴径9.5×高9.5cm

¥14,000 古染付 汲出
（一客） 約 径8.3×高5cm

¥16,000
（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。

¥24,000
（一客）

¥10,000 染錦花鳥 汲出

¥14,000

（一客） 約 径8.3×高5cm

（一客）
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（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

染付松竹梅 4寸皿
約 径12×高2cm

色絵丸紋山水 4寸皿
約 径12×高2cm

¥9,000 染付祥瑞 4寸皿
（一枚） 約 径12×高2cm

¥9,000 色絵市松文 4寸皿
（一枚） 約 径12×高2cm

¥12,000 色絵見込宝尽し 4寸皿 ¥11,000 格子唐草 4寸皿
（一枚） 約 径12×高2cm

（一枚） 約 径12×高2cm

¥13,000 色絵祥瑞渕山水 4寸皿
（一枚） 約 径12×高2cm

約 径12×高2cm

（一枚） 約 径12×高2cm

（一枚） 3寸）約 径10.5×高2cm

丸紋松竹梅 5.5寸皿
約 径16.3×高2.8cm

宝尽し 5.5寸皿
約 径16.3×高2.8cm

（一枚） 約 径16.3×高2.8cm

¥20,000 色絵鳳凰 5.5寸皿
（一枚） 約 径16.3×高2.8cm

¥20,000 六瓢 5.5寸皿
（一枚） 約 径16.3×高2.8cm

¥7,800
¥8,800

¥11,000
（一枚）

染付間取山水 5.5寸皿 ¥17,000 染付見込松竹梅 5.5寸皿
¥17,000 見込染付山水 5.5寸皿 ¥17,000 格子唐草 5.5寸皿
約 径16.3×高2.8cm

（一枚）

¥11,000 染付見込鳳凰
4寸）約 径12×高2cm

色絵見込松竹梅4寸皿 ¥11,000 渕龍鳳凰 4寸皿

¥12,000

（一枚） 約 径16.3×高2.8cm

¥20,000 黄地唐子 5.5寸皿
（一枚） 約 径16.3×高2.8cm

¥20,000
（一枚）

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。

（一枚） 約 径16.3×高2.8cm

¥20,000 間取竹 5.5寸皿
（一枚） 約 径16.3×高2.8cm

¥20,000
（一枚）

¥20,000
（一枚）

高野昭阿弥

㈱ 和蘭

2022年5月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵渕木瓜山水見込草花 向付

約 径14.5×高4.5cm

色絵見込牡丹 向付
約 径14.5×高4.5cm

¥15,000 色絵六瓢 輪花小鉢
（一枚） 約 径12.5×高4cm

¥11,000

色絵渕唐草見込み花鳥 4.5寸鉢

（一客） 約 径14×高3cm

¥11,000 色絵木瓜山水 向付
（一客） 約 径14.5×高4.5cm

¥18,000 色絵木瓜山水 深小鉢 ¥18,000 見込牡丹輪花5寸浅鉢 ¥30,000 色絵六瓢 5.5寸鉢
（一客） 約 径11×高7cm

（一客） 約 径16.5×高6.3cm

（一客） 約 径16.4×高5.2cm

見込人物渕唐子 6寸鉢 ¥22,000 見込山水渕瓔珞 6寸鉢 ¥22,000 見込山水渕龍鳳凰 6寸鉢 ¥22,000 輪花見込花紋 5寸鉢
約 径20×高7.5cm

色絵六瓢 輪花7寸鉢
約 径21×高5.8cm

（一客） 約 径20×高7.5cm

¥33,000 色絵六瓢 輪花6寸鉢
（一客） 約 径18×高6cm

捻山水丸紋 ５寸深皿 ¥18,000 鳳凰唐草 ７寸皿
約 径15.6×高4cm

色絵丸紋四角紋 ６寸皿
約 径18.2×高3.6cm

（一客） 約 径21..5×高3.5cm

¥24,000 色絵山水 鉢揃
（一客） 約 径12.5×高4cm

（一客） 約 径20×高7.5cm

（一客） 約 径15.2×高4.3cm

¥18,000
（一客）

¥13,000
（一客）

¥17,000
（一客）

¥22,000 色絵見込祥瑞 ６寸皿 ¥22,000 色絵木瓜鳥 ７寸皿 ¥27,000
（一客） 約 径18.2×高3.6cm

（一客） 約 径21.6×高3.5cm

（一客）

¥24,000 色絵芙蓉手 ６寸皿 ¥24,000 赤絵見込獅子 ７寸鉢 ¥27,000
（一客） 約 径18.5×高3.6cm

¥55,000 色絵丸紋 輪花7寸鉢
（五客） 約 径21×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。

（一客） 約 径21.6×高3.5cm

（一客）

¥33,000 色絵市松文 7.5寸皿

¥35,000

（一客） 約 径22×高3.7cm

（一客）

高野昭阿弥

㈱ 和蘭

2022年5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 多用鉢揃 ¥55,000 色絵山水 多用鉢揃 ¥55,000 染付芙蓉手 小付
約 径10×高6.5cm

色絵菊形牡丹唐草 6寸鉢

約 径18×高5cm

（五客） 約 径10×高6.5cm

¥28,000 赤絵菊形 4寸深皿
（一枚） 約 径12×高3cm

色入見込松竹梅 6寸皿 ¥24,000 色入間取花文 6寸皿
約 径19×高3.3cm
（一枚） 約 径19×高4cm

（五客） 約 径8.5×高5.5cm

¥9,000 染付山水 輪花4寸皿
（一枚） 約 径12×高2cm

（一枚） 約 径17.8×高4.3cm

¥11,000 色絵花丸紋 4寸皿

渕色絵祥瑞 4寸皿
約 径12.5×高2.2cm

¥11,000

¥11,000 色絵六瓢 4寸皿

祥瑞見込雲鶴 5寸皿
約 径15.5×高2.5cm

¥13,000 染付ｻﾗｻ文 輪花5寸皿 ¥13,000

（一枚） 約 径12.5×高2cm

色絵見込花鳥間取花 5寸深皿

約 径15×高3.5cm

（一枚）

（一枚） 約 径15×高2.2cm

¥8,000

（一枚） 約 径8×高6cm

（一枚）

¥9,000 色入祥瑞山水 6寸皿
（一枚） 約 径18.5×高2.8cm

¥24,000 染付牡丹唐草 6寸深皿 ¥22,000 色絵赤絵 4寸皿

色絵渕松竹梅 4寸皿
約 径12.5×高2cm

（一枚） 約 径12.5×高2cm

¥10,000 染付菊形 小付

染付見込絵変 5寸深皿揃

（一枚） 約 径16.5×高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。

¥24,000
（一枚）

¥11,000

（一枚） 約 径12.5×高2cm

（一枚）

¥11,000 染付市松文 4寸深皿

¥9,000

（一枚） 約 径12×高3cm

¥16,000 色絵見込山水 5寸皿
（一枚） 約 径14.8×高2.5cm

¥28,000
（五枚）

（一枚）

¥13,000
（一枚）

高野昭阿弥

㈱ 和蘭

2022年5月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵 高杯小付
約 径7.5×高6cm

¥9,000 内渕赤金丸 梅形小付
（一客） 約 径9×高5.5cm

¥9,000 赤絵 輪花小付
（一客） 約 径8.5×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。

¥9,000 赤絵見込花 5寸皿 ¥13,000
（一客） 約 径15.5×高2.7cm

高野昭阿弥

㈱ 和蘭

2022年5月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

染付丸紋松竹梅 5寸二段重

約 径15.5×高14cm

色絵市松文 5寸二段重
約 径15.5×高14cm

格子唐草 5寸二段重
約 径15.5×高14cm

色絵市松文 6寸三段重
約 径18.5×高22cm

¥65,000 市松花小紋 5寸二段重
（一組） 約 径15.5×高14cm

¥65,000

色絵祥瑞渕山水5寸二段重

（一組） 約 径15.5×高14cm

（一組） 約 径15.5×高14cm

¥65,000

色絵見込宝尽し5寸二段重

（一組） 約 径15.5×高14cm

¥65,000
（一組）

¥220,000 染付松竹梅 6寸三段重
（一組） 約 径18.5×高22cm

色絵木瓜山水 7寸三段重 ¥330,000 染付松竹梅 7寸三段重
約 径21.5×高26cm

¥65,000 色絵鳳凰 5寸二段重

（一組） 約 径21.5×高26cm

¥200,000
（一組）

¥300,000
（一組）

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。

¥65,000 色絵丸紋山水 5寸二段重 ¥65,000
（一組） 約 径15.5×高14cm

¥65,000

色絵木瓜山水 5寸二段重

（一組） 約 径15.5×高14cm

（一組）

¥65,000
（一組）

高野昭阿弥

㈱ 和蘭

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

満暦赤絵馬龍の図 大皿
約 径33.5×5.5cm

¥140,000

染付獅子 香炉
約 径12.2×高13.4cm

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。

¥55,000

2022年5月

