
043-001 在庫11枚 043-002　　在庫9個 043-003　在庫30枚 　　043-004　在庫45枚
トルコマット正角盛皿 粟田赤絵花丸５寸灰皿 エメラルド角小皿 　ホワイトウェーブフルーツ皿
上代5000円　27*2.6 上代7000円　15.7*7 上代350円　9.5*2.3 上代600円　15*3

043-005　　在庫50個 043-006　　在庫20本 043-007　在庫60個 043-008　在庫30枚
玉山窯　乾山桔梗湯呑 呉須三本線１合徳利 三本線ぐい吞 呉須半月小皿
上代2000円 上代1300円　H13 上代700円　　5*4 上代1300円　11.5*8.8

043-009　　在庫50個 043-010　　在庫70個 043-011　在庫45枚 043-012　在庫35個
灰釉刷毛目足付刺身鉢 灰釉刷毛目足付刺身鉢 黄粉引小皿 黄瀬戸六角小鉢
上代3000円　17*4.8 上代900円　8*3 上代1500円　10*2.5 上代2500円8*6

043-013　在庫13個 043-014　在庫27個 043-015　在庫17個 043-016　在庫23個
釉彩丸抜飯碗　大 釉彩丸抜飯碗　小 外錆緑点飯碗　大 外錆緑点飯碗　小
上代1500円　12.5*5.5　 上代1500円　11.3*5.2　 上代1500円　12.5*5.5　 上代1500円　　11.3*5.2　

043-017　在庫85個 043-018　在庫100個 043-019　在庫20個 043-020　在庫65個
太十草飯碗　大 太十草飯碗　大 釉彩塗分草文飯碗　大 釉彩塗分草文飯碗　小

上代1500円　12.5*5.5　 上代1500円　　11.3*5.2　 上代1500円　12.5*5.5　 上代1500円　　11.3*5.2



043-021　　在庫50枚 043-022　在23個 043-023　　在350個 043-024　在120個
　黄瀬戸木の葉突出皿 辰砂珍味 鼠志野丸珍味　 鉄赤からし入れ
上代2500円　19*9 上代800円　7.5*2.3 上代900円　7*2.2 上代1000円　7*4.7

043-025　在庫100本 043-026　在庫150本 043-027　在100本 043-028在庫30個
新志野徳利 刷毛目徳利 古染葉紋　2号徳利 窯変唐津　小鉢
上代1000円　7.5*12 上代1000円　7.5*12 上代2000円　 上代1500円　　13*4

043-029　在庫24個 043-030　在庫22個 043-031　在庫35個 043-031　在庫29個
白盛十草鯛茶 弐色渦鯛茶 織部小紋湯呑大 織部小紋湯呑小
上代2500円13.5*6.5 上代2500円13.5*6.5 上代3000円9.2*8.8 上代3000円8.5*8

043-033　在庫50個 043-054　在庫50個 043-055　在庫80個 043-056　在庫140個

鉄赤玉割 黒釉三つ足楕円小鉢 なまこ40小鉢 粉引線彫飯碗/たっぷり碗

上代1500円　11.5*4.2 上代2000円13.5*12.3* 上代1000円11.8*4.5 上代1800円　11.5*7

043-037　在庫21枚 043-038　　座在庫19枚 043-039　　在庫35枚 043-040　在庫40個
なでしこ60皿 なでしこ75皿 黒霞さんま皿 緑釉楕円小鉢
上代1500円　径18 上代2000円　径22 上代2000円　　35*25 上代1400円14*12*5.8



043-041　在庫15個 043-042　在庫90個 043-043　在庫25枚 043-044在庫20枚
吉川幸子　灰釉刻紋大鉢 ゴス花長角千代久 黒釉金彩木の葉皿 灰釉足付楕円皿
上代10000円　23.3*6.5 上代650円9.5*7*2.2 上代3000円　20.5*11.5 上代2400円　19*13.5

043-045在48セット 043-046　在庫65個 043-047　在庫30個 043-048　在庫300個
　焼〆五型箸置揃 鼠志野刷毛ミニ珍味 唐人　蓋物 菊　楊枝入れ
上代3500円　 上代700円　5.3*4.7*2 上代1300円9.5*7.5 上代400円3*4.5*4.5

5.3*4.7*2　　在庫65個

043-049　在庫6枚 043-050　在庫45枚 043-051　在庫4個 　　043-052　在庫15個
黄瀬戸かぶ三角大皿 黄瀬戸百合角銘々皿 トルコ釉ジョッキ 　　　粉引塗分け片口鉢　大
上代10000円　31-26-6.8 上代2000円　10*10 上代20000円　10*13*16 　　　上代8000円　15.5*13.5*7

043-053在庫25個 043-054　在庫2個 043-055　在2個 043-056　　在庫50個
かいらぎピンク花飯碗 たこ唐草八角特大鉢 錆丸抜大鉢 織部梅絵蓋付茶碗
上代2000円12.8*6.6 上代50000円　38*10.5 上代25000円25*9 上代1800円　11.7*6

043-057　在庫22個 043-058　在庫800本 043-059　在庫800本 043-060　在庫800本

玉山窯　金彩竹絵角小鉢 珍味スプーン　鉄赤 珍味スプーン　白なまこ 珍味スプーン　錆

上代7000円　8.5*6.7 上代600円　径3*10.2 上代600円　径3*10.2 上代600円　径3*10.2



043-061　在庫33枚 043-062　　在庫45枚 043-063　在庫50個 043-064　在庫17個
黒釉楕円皿 黒釉三角皿 黒釉飯碗 かいらぎ織部散し丸鉢

上代2000円16*14.5 上代1600円　15.5㎝ 上代1800円11.6*6 上代2800円　13.7*5.2

043-065　在庫40個 043-066　　在庫38個 043-067　在庫300個 043-0668　在庫24個

御深井割山椒 焼〆黄刷毛目飯碗 鉄赤楊枝入れ 伊羅保楊枝入れ
上代2400円　8*7 上代1500円　12.5*5.5 上代650円4*4.5*5.5 上代650円4*4.5*5.5

043-069　在庫55個 043-070　在庫13個 043-071　　在庫24枚
藍釉片手大鉢 紫炎片手大鉢 紫炎菊型7.5皿 043-072　在庫23個
上代7000円　19.5*20*9 上代7000円　19.5*20*9 上代5000円　22.5*3 紫炎ジュース(大)

上代3500円　8*14.5

043-073　在庫140枚 043-074　在庫130個 043-075　在庫90個 043-076　在庫160個

刷毛目小皿 緑彩花湯呑 桔梗軽々湯呑　大 桔梗軽々湯呑　大
上代550円10*1.3 上代1000円　7*8.2 上代1500円　7*8.3 上代1500円　6*7.5

043-077　在庫90組 043-078　在庫160本 043-07在25個 043-080　在78個
　刷毛目大れんげ(台付) 　刷毛目大れんげのみ 織部瓜型小鉢 焼〆ざくろ割山椒

上代1600円　18.5*6.2 上代900円　18.5*6.2 上代4000円13*12*6 上代2500円　8.5*6.7



043-081　在庫18個 043-062　在庫600個 043-063　在庫24個 043-064在庫140個
粉引三彩ドットフリーカップ 総織部石鹸受け 志野芳六角刺身鉢 志野芳小皿
上代3000円　10*18 上代1200円　12*8.7*2.3　 上代1800円　15*5.3 上代500円　9.5*2

043-085在庫50枚 043-086　在庫42個 043-087在庫19個 043-088在庫7枚
　タルク50皿 タルクぐい呑 　タルク蓋付珍味 　タルク9.0正角皿
上代1800円15*1.5 上代800円　5*4.5 上代1300円8.8*3.6 上代8000円　27.3*2

043-089　　在庫80個 043-091　在庫80個 043-092　在庫10個
藍染　浅鉢 043-090　　在庫55個 粉引ざくろ湯呑 粉引掻落し汲出
上代1800円　13.5*3.5 藍染ひねり45鉢 上代2000円6.7*8.4 上代2000円9.3*5.8

上代2200円14.5*4.5

043-093　　在庫85個 043-094　　在庫45個 043-095在庫75個 　　043-096　在庫23個
三本線湯呑　大　 三本線湯呑　小 手描き樹林湯呑 　　手描き古染葉紋大鉢
上代900円　6.5*8 上代900円　6*7.5 上代1500円　6*8 　　上代7000円　23*7

043-097在庫100枚 043-098　在庫80個 043-099　在庫14枚 043-100　在庫40枚
手描き樹林小皿 三彩青流片手スープ 加藤光昭　灰釉和皿 加藤光昭　灰釉四方皿

上代900円　径10.5 上代2000円　9.5*6.5 上代9000円　21*2.7 上代9000円　19.5*19.5



043-101　　在庫60個 043-102　　在庫45個 043-103　在庫60個 　　043-104　　在庫15枚
錆釉50平鉢 錆釉千代久 錆三つ足楕円鉢　大 　　　織部練込銘々皿
上代2000円　　15*5 上代1000円　8.5*4 上代1200円16.5*12*6　　上代4500円　13.5*2.5

043-105　　在庫80枚 043-106　在庫40枚 043-107　　在庫100枚 　　043-108　　在庫100枚
花紋楕円皿 鉄彩十草楕円皿 花紋楕円皿 　　南蛮白釉55皿
上代2000円　18*11.5 上代2000円　18*11.5 上代1800円　径14.5 　　上代1500円　16.5*2

043-109　在庫120枚 043-110　　在庫50枚 043-111　在庫50枚 043-112在庫80個
粉引赤絵銘々皿 羽柴兵衛門　錆　銘々皿 　均窯銘々皿 グリーン湯呑
上代1200円　径14 上代1000円　径14 上代1000円　径14.5 上代600円7*7.9

043-113　在庫120個 043-114　　在庫200セット 043-115在庫20個 043-116在庫40個
赤彩花紋千代久 ミニおろし器　ペア　茄子とピーマン ピンク　ロックカップ 黄灰釉ドットロックカップ

上代1000円　8.8*3 上代600円　9.5*6 上代600円9.5*7.5 上代600円9.5*7.5

043-117在庫40個 043-118在庫40個 043-119在庫20個 043-120在庫30個
ピンクドットフリーカップ 黄灰釉梨地ロックカップ 茶ライン　ロックカップ 白　ロックカップ
上代600円　8.5*9.5 上代600円9.5*7.5 上代600円9.5*7.5 上代600円9.5*7.5
8.5*9.5　　



043-121　在庫40個 043-122　在庫100個 043-123　在庫47個
藍釉流しカフェオーレボール 志野馬の目ミニ二段重 紅志野あやめ珈琲碗皿
上代1800円　12.8*7 上代2000円　6.5*6.5 上代2500円　6.5*6.8

  



上代1500円　　11.3*5.2　

上代1500円　　11.3*5.2



粉引線彫飯碗/たっぷり碗


