池田

㈱ 和蘭

平成25年1月

碧水（ヘキスイ）
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

碧水 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
大）約 9×高さ12cm

碧水 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
¥2,000 小）約 8.3×高さ9.5cm
¥2,500 大）約 9×高さ12cm

碧水 酒器
¥2,500 片口酒次）約 9×8×高8cm
¥3,000 ぐい呑）約 径5.5×高さ3.7cm

碧水 ﾛｯｸｸﾞﾗｽ
¥2,500 約 径9.5×高さ8cm
¥1,200

碧水 三角ﾛｯｸｸﾞﾗｽ

¥2,200 碧水 ソバ千代口

¥2,000 碧水 多用小鉢

¥2,200

約 径9.3×高さ6.5cm

約 径10×高さ6cm

小）約 8.5×高さ9.5cm

約 径9.2×高さ.8cm

碧水 平向
約 径15×高さ4.5cm

碧水 小丼
約 径15×高さ9cm

碧水 小付（大）
約 径10×高さ3.5cm

碧水 7寸皿
約 径20.5×高さ4cm

¥2,000 碧水 向付

¥2,600 碧水 6寸鉢

約 径15.5×高さ5cm

¥3,000 碧水 茶漬け

約 径18×高さ7.5cm

¥2,500 碧水 三角小鉢

約 径12.5×高さ7.5cm

¥1,800 碧水 小付(小）

約 径11×高さ4cm

¥1,500 碧水 三ッ足小付

約 径8×高さ3cm

¥3,000 碧水 五寸輪花皿

約 径9×高さ3cm

¥2,500

約 径15×高さ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。

¥3,000 碧水 7寸鉢

¥2,200

¥3,500

約 径20.5×高さ8cm

¥2,000 碧水 平底小鉢

¥2,000

約 径11×高さ3.5cm

¥2,000 碧水 角小付
約 8.5×6.5×高さ2cm

¥2,000

池田

㈱ 和蘭

平成21年1月

碧釉（ヘキユ）
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

¥2,500 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

大）約 9×高さ12cm

足付ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
¥2,000 約 径8×高さ10cm
¥2,500

飯碗

¥2,000 くし目鉢

楕円6寸鉢
¥2,500 約 18×16.5×高さ7cm
¥3,000

¥3,000 小丼

¥3,500 8寸鉢

¥4,000 平向

小）約 8×高さ9cm

約 径12.5×高さ5.5cm

5寸）約 径15×高さ5.5cm
6寸）約 径18×高さ6.5cm

5寸鉢

¥2,500 7寸鉢

小）約 8.3×高さ9.5cm
大）約 9×高さ12cm

片口酒次）約 9×8×高8cm

¥2,500 ぐい呑）約 径5×高さ3cm
¥3,000

約 径20.5×高さ7.5cm

約 径24×高さ6.5cm

約 径14.5×高さ4.5cm

ソギ正角皿

節目正角皿

布目正角皿

節目長角皿

7寸）約 21×21×高3cm

皿
5寸）約 径15×高2.5cm
6寸）約 径18×高3cm
7寸）約 径21×高3.5cm
8寸）約 径24×高4cm

¥3,000 6寸）約 17.5×17.5×高2cm
¥3,500 7寸）約 20×20×高2.5cm

¥3,000 6寸）約 18×18×高2cm
¥3,500 7寸）約 21×21×高3cm

渕上り正角皿
¥2,000 6寸）約 17.5×17.5×高5cm
¥2,500 7寸）約 21×21×高5cm
¥3,000
¥4,000

花生
¥3,200 約 径 14.5×高21.5cm
¥3,600

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。

¥3,000

約 径15×高さ9cm

約 径14.5×高さ6cm

6寸）約 18×18×高2cm

¥2,500
¥1,200

¥3,000 約 30×11.5×高さ2.5cm
¥3,500

¥10,000

¥2,000

¥3,500
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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。）

瑛粉引 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
小）約 8×高さ9cm
大）約 9×高さ12cm

瑛粉引 足付ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

¥2,000 約 径8.5×高さ10cm
¥2,500

瑛粉引 瓢型片口
¥2,500 瑛粉引 どら鉢
約 12.5×10.5×高5.5cm
約 径16×高5cm

¥2,500 瑛粉引 ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
小）約 8.5×高さ9cm
大）約 9×高さ12cm

¥2,500 瑛粉引 平向
約 径15×高4.5cm

瑛粉引

¥2,500 片口酒次）約 9×8×高8cm
¥3,000 ぐい呑）約 径5×高さ3cm

¥2,000 瑛粉引 楕円鉢
5寸）約 16×14×高6cm
6寸）約 19×17×高7cm

瑛粉引 皿
6寸）約 径18×高3.5cm
7寸）約 径21×高4cm

¥2,500
¥3,000

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
¥1,200

¥2,500
¥3,000

池田
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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。）

瑛天目 ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
約 8×高さ9.5cm

瑛粉引 丸ｺｰﾋｰ碗皿

¥2,000 瑛天目 足付ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
約 径8.5×高さ10cm

¥4,500 瑛粉引 立ｺｰﾋｰ碗皿

ｶｯﾌﾟ）約 径8×高6.8cm

ｶｯﾌﾟ）約 径8×高6.8cm

皿）約 径15.5×高2.5cm

皿）約 径15.5×高2.5cm

瑛天目 7寸鉢
約 径21×高7.5cm

¥3,500 瑛天目 8寸浅鉢
約 径24×高6cm

¥2,500 瑛天目金散し ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ
瑛天目金散し ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
小）約 8×高さ9.5cm
¥2,200 小）約 8.5×高さ9cm
¥2,600
大）約 9×高さ12cm
¥2,600 大）約 9×高さ12cm
¥3,200

¥4,500 瑛天目 飯碗
約 径13.5×高6cm

¥2,000 瑛天目 平向
6寸）約 19×17×高7cm

¥4,000 瑛天目 楕円鉢
5寸）約 16×14×高6cm
6寸）約 19×17×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

約 径15×高4.5cm

¥3,000

瑛天目 皿

¥2,500 6寸）約 径18×高3.5cm
¥3,000 7寸）約 径21×高4cm

¥2,500
¥3,000

