鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

青釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

十草面取 ﾛｯｸｸﾞﾗｽ

¥2,000 十草面取 ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ

約 径9×高9cm

手付 ｶｯﾌﾟ

約 径9×高6.5cm

¥2,200 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

約 径8.5×高8cm

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

小） 約 径9×高10cm
大） 約 径9×高12cm

¥2,500 丸鉢

約 径8.3×高10.5cm

5寸） 約 径15×高6.5cm
6寸） 約 径17.5×高7cm
6.5寸） 約 径19.5×高7cm
7寸） 約 径21×高7.5cm

楕円ぐい呑

片口冷酒器
片口酒次）約 11×9.5×高8.5cm

¥2,500

小） 約 7.5×6×高4.5cm
大） 約 8.5×7.5×高5.5cm

四方押楕円鉢

¥1,800 面取 ﾛｯｸｸﾞﾗｽ
約 径9×高9cm

茶漬

¥1,800 約 径12×高5.5cm
¥2,000

7寸反鉢

¥2,500 約 径21.5×高9cm
¥2,800
¥3,000
¥3,500

ｴｸﾎﾞ片口鉢

¥1,500 約 17.5×15.5×高7cm
¥1,500

¥3,800

約 21.5×20×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。

¥2,000 ｿｷﾞﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ

¥1,800

約 径9.5×高7cm

¥2,000 丼

¥2,500

約 径16×高7.5cm

¥4,500 深丼

¥3,000

約 径17×高10cm

¥3,000 5寸深角鉢
約 14×14×高4.5cm

¥2,500

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

青釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ｴｸﾎﾞ鉢
5寸） 約 径15.5×高4.5cm
6.5寸） 約 径19.5×高6cm

手付8寸鉢

四方角皿
6.5寸）約 19.5×19.5×高4cm
7.5寸）約 22.5×22.5×高4cm
8.5寸）約 26×26×高4cm

太長角皿
小） 約 25×13×高2.5cm
大） 約 34×16×高4.5cm

楕円皿
約 31×24×高5cm

¥5,000 四方小鉢

¥2,500 約 径24×高6.5cm
¥3,000

舟型細鉢

¥3,500
¥4,000
¥6,000

小） 約 30×14×高4cm

¥2,500 約 34×12×高4cm
¥4,500

¥3,500

小） 約 16×16×高2.5cm

¥6,000 8寸深皿

¥4,000 花生

大） 約 36×13.5×高4cm

細長角皿

約 径24×高7cm

大） 約 35×17.5×高5cm

正角皿

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

¥3,500 約 20×20×高4cm
¥4,500

三角皿

小）約 胴7×高12cm
中）約 胴8×高15cm

¥3,500

約 23×20×高6cm

舟型太鉢

¥2,500
¥4,000

小） 約 22.5×9×高3cm

¥2,000 ﾀﾀﾗ楕円鉢

約 14×12×高6cm

三足ﾀﾀﾗ4寸鉢

¥1,800 約 径13×高4cm

¥2,500
¥4,000

¥2,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成21年1月

¥1,800 面取ﾛｯｸｸﾞﾗｽ

¥2,000

粉引
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

フリーカップ

¥1,800 湯呑

大）約 径9×高12cm

細湯呑
¥1,800 約 径7×高9cm
¥2,000

デミタス

¥4,000 反ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ

¥1,800 面取マルチカップ

小）約 径9×高10cm

碗）約 径7.3×高6.8cm

約 径9×高6.5cm

約 径7.3×高8.5cm

約 径9.3×高6.5cm

皿）約 径15.5×高2.8cm

玉渕片口
約 10×8×高7.5cm

楕円小鉢
約 15×11.8×高7cm

三角小付
約 径10×高4.5cm

約 径9×高9.5cm

¥1,800

片口酒次）約 12×9.5×高9cm
楕円ぐい呑）約 径7.5×高6.3cm
丸ぐい呑）約 径7×高4cm

¥2,500 反飯碗
約 径9×高6.5cm

¥2,000 四方押小鉢
約 径13×高5.5cm

¥2,000 ヘンコ片口鉢
約 18.5×16.5×高7cm

¥2,000 汲出
約 径10×高5.5cm

¥2,000 駒形小鉢
約 径10.5×高6cm

¥3,500 7寸深平皿
約 径21×高5cm

¥1,800 丸取鉢

¥2,000

約 径12×高5.5cm

¥1,800 八角深小鉢

¥2,000

約 径14×高5.8cm

¥3,000 丸丼
小）約 径16.5×高9cm
大）約 径19.5×高9.2cm

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。

¥2,500
¥1,500
¥1,500

¥3,000
¥4,000

鈴木 智尋
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粉引
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

片口鉢

丸鉢

7寸）約 径21×高8cm

¥1,800
¥2,200
¥2,600
¥3,200
¥3,600

8寸玉渕深皿

¥4,000 20ｃｍ丸深皿

3寸）約 径9.5×高4.5cm
4寸）約 径12.5×高5cm
5寸）約 径16×高6.5cm
6寸）約 径18×高7cm

約 径24×高6cm

ソギ正角皿
5寸） 約 15×15×高2.5cm
6寸）約 18×18×高2.8cm

4寸）約 径12×高5.3cm
5寸）約 径15×高6.5cm
6寸）約 径18×高7cm
7寸）約 径20.5×高7.5cm

約 径20×高4.5cm

ソギ長角皿
¥2,200 約 27×13.5×高2.5cm
¥3,000

渕付皿
¥2,000 5寸）約 径15.5×高2cm
¥2,500 6寸）約 径18.5×高2.5cm
¥3,000
¥3,500

¥3,000 尺２皿

皿
¥2,000
¥2,500

¥3,500 花生
¥2,500
¥5,000
大）約 径10.5×高23.5cm ¥10,000
小）約 径6.5×高12cm

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。

7.5寸）約 径22.5×高4.8cm

¥16,000 渕上り 長角皿

約 径36×高4.5cm

中）約 径8.5×高17cm

6.5寸） 約 径20×高5.5cm

約 21.5×12×高4cm

¥3,000
¥3,500

¥2,500

鈴木 智尋

㈱ 和蘭
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¥1,800 ｿｷﾞﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ

¥1,800

安南釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.5×高9cm

ぐい呑
約 径7×高3.5cm

五角鉢
3寸） 約 径9×高4.5cm
4寸） 約 径12×高5cm

片口鉢
5寸） 約 径15×高6cm
6寸） 約 径18×高7cm
７寸） 約 径21×高8cm
8寸） 約 径24×高10.5cm

¥2,500 長湯呑
約 径7×高10cm

¥1,500 汲出
（1客） 約 径8.5×高5cm

八角深小鉢
¥1,800 約 径13.5×高5.5cm
¥2,000

片口深鉢
¥2,500 約 径16.5×高10cm
¥3,000
¥3,500
¥6,000

¥1,500 面取ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ
約 径9×高7cm

¥1,500 銘々皿
（1客） 約 径15.5×高2.5cm

¥2,000 楕円小鉢
約 14.5×12.5×高6cm

¥3,500 8寸片口楕円鉢
約 23.5×19×高8cm

約 径9×高7cm

¥1,800 三方押小鉢

¥1,800

（一枚） 約 径10.5×高7cm

¥2,000 片口楕円小鉢

¥2,500

約 14×11×高8cm

¥4,000 三足6.5寸ﾀﾀﾗ鉢

¥3,500

約 径19.5×高6.5cm

丸鉢
5寸） 約 径15×高6cm
6.5寸） 約 径20×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。

¥2,000
¥3,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

安南釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

三足8寸ﾀﾀﾗ鉢

¥4,000 7.5寸渕上り皿

約 径24×高7cm

¥3,800 8寸深皿

約 22.5×21×高6cm

¥4,000 三角皿

約 径23.5×高6cm

小） 約 径16×高2.5cm
中） 約 径18.5×高4cm
大） 約 径23×高4cm

楕円皿
小） 約 16×11×高4cm
中） 約 24×15×高5cm

四方皿
¥2,500
¥3,000

6.5寸）約 19.5×19.5×高4cm
7.5寸）約 22.5×22.5×高4cm

花生
¥3,500
¥4,000

小） 約 胴7×高12cm
中） 約 胴9×高18cm
大） 約 胴11×高24cm

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。

¥2,500
¥5,000
¥10,000

¥1,800
¥3,000
¥4,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

刷毛目
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.5×高9cm

汲出
約 径8.5×高5cm

五角鉢
3寸） 約 径9×高4.5cm
4寸） 約 径12×高5cm

丸鉢
5寸） 約 径15×高6cm
6.5寸） 約 径20×高7cm

¥2,500 長湯呑
約 径7×高10cm

¥1,500 茶漬
（1客） 約 径12×高6cm

¥1,500 ｿｷﾞﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ
約 径9×高7cm

¥2,000 銘々皿
約 径15.5×高2.5cm

八角深小鉢
¥2,000 八角浅小鉢
¥1,800 約 径13.5×高5.5cm
約 径15×高5cm
¥2,000

片口楕円小鉢
¥2,000 約 14×11×高8cm
¥3,000

¥1,800 ぐい呑
約 径7×高3.5cm

¥1,500
（1客）

¥1,800 三方押小鉢
（1枚） 約 径10.5×高7cm

¥1,800

¥2,400 5寸輪花鉢

¥2,500

約 径15×高6.5cm

¥2,500 片口鉢
5寸） 約 径15×高6cm
6寸） 約 径18×高7cm
７寸） 約 径21×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。

¥2,500 片口深鉢
¥3,000 約 径16.5×高10cm
¥3,500

¥3,500

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

刷毛目
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

8寸片口楕円鉢
約 23.5×19×高8cm

¥4,000 三足6.5寸ﾀﾀﾗ鉢
約 径19.5×高6.5cm

¥3,500 三足8寸ﾀﾀﾗ鉢

¥4,000 丸皿

約 径24×高7cm

6.5寸） 約 径19.5×高5cm
7.5寸） 約 径22.5×高5cm

7.5寸渕上り皿
約 22.5×21×高6cm

¥3,800 8寸深皿
約 径23.5×高6cm

¥4,000 三角皿
小） 約 径16×高2.5cm
中） 約 径18.5×高4cm
大） 約 径23×高4cm

四方皿
6.5寸）約 19.5×19.5×高4cm
7.5寸）約 22.5×22.5×高4cm

三ツ足長角皿
¥3,500 約 34×12×高4cm
¥4,000

楕円皿
¥1,800
¥3,000
¥4,000

¥3,500 花生
小） 約 胴7×高11.5cm
中） 約 胴9×高18cm
大） 約 胴11×高21cm

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
¥3,200

¥2,500
¥5,000
¥10,000

小） 約 16×11×高4cm
中） 約 24×15×高5cm
大） 約 33×22×高5.5cm

¥2,500
¥3,000
¥6,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭
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¥1,800 ｿｷﾞﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ

¥1,800

黄粉引
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
約 径8.5×高9cm

ぐい呑
約 径7×高3.5cm

五角鉢
3寸） 約 径9×高4.5cm
4寸） 約 径12×高5cm

丸鉢
5寸） 約 径15×高6cm
6.5寸） 約 径20×高7cm

¥2,500 長湯呑
約 径7×高10cm

¥1,500 汲出
（1客） 約 径8.5×高5cm

¥1,500 面取ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ
約 径9×高7cm

¥1,500 銘々皿
（1客） 約 径15.5×高2.5cm

八角深小鉢
¥1,800 約 径13.5×高5.5cm
¥2,000

¥2,000 楕円小鉢

平反向付
¥2,000 約 径15×高4.5cm
¥3,000

¥2,000 片口鉢

約 14.5×12.5×高6cm

5寸） 約 径15×高6cm
6寸） 約 径18×高7cm
７寸） 約 径21×高8cm
8寸） 約 径24×高10.5cm

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9×高7cm

¥1,800 三方押小鉢

¥1,800

（1枚） 約 径10.5×高7cm

¥2,000 片口楕円小鉢

¥2,500

約 14×11×高8cm

片口深鉢
¥2,500 約 径16.5×高10cm
¥3,000
¥3,500
¥6,000

¥3,500

鈴木 智尋
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黄粉引
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

8寸片口楕円鉢

¥4,000 三足6.5寸ﾀﾀﾗ鉢

約 23.5×19×高8cm

三角皿
小） 約 径16×高2.5cm
中） 約 径18.5×高4cm
大） 約 径23×高4cm

¥3,500 7.5寸渕上り皿

約 径19.5×高6.5cm

楕円皿
¥1,800
¥3,000
¥4,000

小） 約 16×11×高4cm
中） 約 24×15×高5cm

¥3,800 8寸深皿

約 22.5×21×高6cm

約 径23.5×高6cm

四方皿
¥2,500
¥3,000

6.5寸）約 19.5×19.5×高4cm
7.5寸）約 22.5×22.5×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。

¥3,500
¥4,000

¥4,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭
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織部
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

織部 丸小鉢
約 径10×高7cm

織部 八角向付
約 径17×高5cm

織部 丸皿

¥2,000 織部 輪花向付

¥2,800 織部 渕押向付

約 径14.5×高4.5cm

¥3,000 織部 6寸正角皿

¥3,800 織部 ソギ長角皿

約 19×19×高2cm

織部 反多用鉢

7寸） 約 径21×高5.3cm

織部 ソギ三ッ足正角皿

¥5,000 織部線紋 三ッ足正角皿

¥5,000

約 20×20×高7cm

¥5,000 織部線紋 長角皿
約 35×12×高5cm

織部 楕円鉢
¥2,400 小） 約 15×13×高7cm
¥2,800 大） 約 19×16.5×高7.5cm

約 20×20×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。

¥2,800

約 径16×高5cm

約 35×12×高5cm

¥2,000 4寸） 約 径13×高7cm
¥3,500 5寸） 約 径15×高7.5cm

5寸） 約 径15×高4.3cm

¥3,000 織部 5寸平向付

約 径17×高4.5cm

¥2,800
¥3,800

¥5,000

鈴木 智尋
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みどり釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 大
約 径8.5×高8.5cm

切立湯呑
約 径8×高7cm

¥2,500 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 小
約 径8.5×高7cm

¥1,800 面取ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ
約 径9.5×高7cm

¥2,200 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
小）約 径9×高10cm
大）約 径9×高12.5cm

¥1,800 冷酒器
片口酒次）約
ぐい呑）約

なで角小鉢
約 径12×高5.5cm

片口7寸鉢
約 径21×高8cm

5寸深角鉢
約 15×15×高4.5cm

¥2,000 7寸三方押鉢
約 径21×高7.5cm

¥4,000 三角小丼
約 径16.5×高7.5cm

¥2,500 正角向付
約 15×15×高5.5cm

12×9×高7cm

径7×高4cm

¥4,000 舟型向付
約 16×15×高5.5cm

¥2,500 三角鉢
約 径20×高8cm

¥2,000 ｴｸﾎﾞ8寸深皿
約 径24×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。

面取ﾛｯｸｸﾞﾗｽ
¥1,800 約 径9.5×高10cm
¥2,000

¥2,000

ﾍﾝｺ片口小鉢
¥2,500 約 12×10.5×高6cm
¥1,500

¥2,500

¥2,000 楕円小鉢

¥2,000

約 15×12.5×高6.5cm

¥3,500 八角深小鉢

¥2,000

約 径13.5×高5.5cm

¥5,000 7寸深平皿
約 径21×高5cm

¥3,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

みどり釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

渕上り長角皿
約 22×13×高4cm

¥2,500 三足細長角皿
約 34×12×高5cm

¥3,500 三角皿
約 径16×高3cm

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。

¥1,800 小判楕円鉢
約 29×19×高6.5cm

¥5,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

淡青釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 大
約 径8.5×高8.5cm

切立湯呑
約 径8×高7cm

¥2,500 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 小
約 径8.5×高7cm

¥1,800 面取ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ
約 径9.5×高7cm

¥2,200 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
小）約 径9×高10cm
大）約 径9×高12.5cm

¥1,800 冷酒器
片口酒次）約
ぐい呑）約

汲出
約 径10.5×高6cm

三方押小鉢
約 径12×高5cm

五角向付
約 径15×高5cm

¥2,000 飯碗
約 径12.5×高6.5cm

¥2,000 舟型向付
約 16×15×高5.5cm

¥2,500 片口深小鉢
約 径15×高6.5cm

12×9×高7cm

径7×高4cm

¥2,000 ﾍﾝｺ片口小鉢
約 12×10.5×高6cm

¥2,000 楕円小鉢
約 15×12.5×高6.5cm

¥2,500 三角小丼
約 径16.5×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。

面取ﾛｯｸｸﾞﾗｽ
¥1,800 約 径9.5×高10cm
¥2,000

¥2,000

ｿｷﾞ徳利
¥2,500 約 径6.5×高12cm
¥1,500

¥3,000

¥2,500 なで角小鉢

¥2,000

約 径12×高5.5cm

¥2,000 丸向付

¥2,000

約 径15×高5cm

¥2,500 三角鉢
約 径20×高8cm

¥3,500

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成19年1月

淡青釉
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

八角深小鉢

¥2,000 八角鉢

約 径13.5×高5.5cm

ｴｸﾎﾞ8寸深皿

約 径20.5×高7.5cm

¥5,000 7寸深平皿

約 径24×高6.5cm

約 径21×高5cm

三足細長角皿
約 34×12×高5cm

¥3,500 三角皿

平正角皿 大

¥4,000

約 径16×高3cm

¥4,000 5寸深角鉢
約 15×15×高4.5cm

¥3,000 四方長角皿
約 23×14×高3cm

¥1,800 小判楕円鉢
約 29×19×高6.5cm

約 21×21×高2.5cm

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。

¥2,500 正角向付

¥2,000

約 15×15×高5.5cm

¥2,800 渕上り長角皿

¥2,500

約 22×13×高4cm

¥5,000 平正角皿 小
約 11.5×11.5×高2.5cm

¥2,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成25年1月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

灰釉刷毛目 長湯呑

¥2,000 灰釉刷毛目 渕反り湯呑

約 径7×高8.7cm

新粉引 長湯呑

約 径9×高7cm

¥2,000 新粉引 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

約 径7×高8.7cm

小） 約 径8×高10cm
大） 約 径9×高12cm

新粉引 ７寸丸鉢

¥2,000 灰釉刷毛目 壷型片口

¥2,500 灰釉刷毛目 向付

約 径10×高7cm

新粉引 壷型片口

¥2,500 新粉引 向付

¥2,000 約 径10×高7cm
¥2,200

約 径15×高5cm

¥3,800

約 径21×高6.5cm

渕刷毛目 ﾊﾟｽﾀ皿
約 径26×高2.5cm

¥5,000 粉引 ﾊﾟｽﾀ皿
約 径26×高2.5cm

¥5,000 刷毛目 ﾊﾟｽﾀ皿
約 径26×高2.5cm

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。

¥2,400

約 径15×高5cm

¥5,000

¥2,400

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成24年12月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

鉄刷毛目 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

鉄刷毛目 酒器

¥2,500

片口酒次） 約 11.5×9.3×高8.5cm

鉄刷毛目 玉縁片口
¥1,800 約 径8×高7.5cm
¥2,500

¥2,500 鉄刷毛目 丸湯呑

¥1,800 鉄刷毛目 反湯呑

¥1,800

鉄刷毛目 丸ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

大） 約 径8.7×高12cm

¥1,800 小） 約 径8×高10.5cm
¥2,000 大） 約 径8×高12cm

¥1,800
¥2,000

鉄刷毛目 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

¥2,500 鉄刷毛目 切立ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

小） 約 径8.7×高9.5cm

約 径8.3×高10.2cm

鉄刷毛目 片口小付
約 径7×高4cm

鉄刷毛目 八角向付
約 径14×高5.3cm

約 径8×高9cm

¥1,800 鉄刷毛目 小付

鉄刷毛目 三ﾂ足５寸正角皿

約 15.5×15.5×高5cm

鉄刷毛目 小煎茶
約 径8.3×高4.5cm

約 径7×高8.3cm

¥1,500 鉄刷毛目 反ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ

約 径8.5×高2.7cm

５寸）約 径14.5×高6.7cm

¥2,800 鉄刷毛目 20ｃｍ正角皿

約 径8×高7cm

¥1,800 鉄刷毛目 5寸鉢

約 径9×高6.5cm

¥2,000 鉄刷毛目 片口鉢
６寸）約 径17.5×高7cm

丸ぐい吞） 約 径7.2×高3.5cm

鉄刷毛目 楕円小鉢

¥2,000 鉄刷毛目 ５寸平向

¥2,500 約 15.5×12×高6.5cm
¥3,000

約 径15×高3.8cm

¥3,500

約 20×20×高3.3cm

¥1,800 鉄刷毛目 筒ぐい吞
約 径6×高4.5cm

¥1,500 鉄刷毛目 切立ぐい吞
約 径6.5×高4.2cm

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。

¥2,000

約 径15×高5.5cm

¥1,500

¥2,000

鈴木 智尋

㈱ 和蘭

平成25年1月

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

鉄波十草 丸湯呑

鉄波十草 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
大） 約 径8.7×高12cm

¥1,800 約 径7×高8.3cm
¥2,000

鉄波十草 八角向付

¥2,000

小） 約 径8.7×高9.5cm

約 径14×高5.3cm

鉄画 三ﾂ足５寸正角皿
約 15.5×15.5×高5cm

鉄波十草 三ﾂ足５寸正角皿

¥1,800 鉄波十草 反ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ
約 径9×高6.5cm

¥1,800 鉄波十草 酒器
丸ぐい吞） 約 径7.2×高3.5cm
片口酒次） 約 11.5×9.3×高8.5cm

¥1,800
¥2,500

¥2,800

約 15.5×15.5×高5cm

¥2,800 鉄画 八角向付
約 径14×高5.3cm

¥2,000 鉄画 反ﾏﾙﾁｶｯﾌﾟ
約 径9×高6.5cm

¥1,800 鉄画 酒器
丸ぐい吞） 約 径7.2×高3.5cm
片口酒次） 約 11.5×9.3×高8.5cm

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。

¥1,800
¥2,500

