D-7 昭阿弥

D-8 昭阿弥

D-9 昭阿弥

D-10 昭阿弥

色絵六瓢

赤絵金丸

色絵唐子

赤絵青い鳥

\15,000 径 8.2×9.5cm

\15,000 径 8.2×9.5cm

\15,000 径 8.2×9.5cm

\15,000 径 8.2×9.5cm

(税込\16,500)

(税込\16,500)

(税込\16,500)

(税込\16,500)

D-12 紫峰

D-13 紫峰

D-14 紫峰

D-15 紫峰

青塗渕唐草

青塗胴筋

赤塗胴筋

染付祥瑞

\7,000 径 7.3cm×9.5cm

\14,000 径 7.5×9.5cm

\14,000 径 7.5×9.5cm

\13,000 径 8.3×8.8cm

(税込\7,700)

(税込\15,400)

(税込\15,400)

(税込\14,300)

D-16 紫峰

D-17 紫峰

D-18 紫峰

D-19 紫峰

赤祥瑞

紅安南

赤塗渕唐草

染付ぶどう

\13,000 径 8.3×8.8cm

\8,500 径 7.5×9.cm

\8,000 径 7.3cm×9.5cm

\8,000 径 7.5×9cm

(税込\14,300)

(税込\9,350)

(税込\8,800)

(税込\8,800)

D-20 紫峰

D-21 紫峰

D-22 紫峰

D-23 紫峰

赤ぶどう

トンボ(青)

トンボ(赤)

なずな

\8,000 径 7.5×9cm

\8,000 径 7.5×9cm

\8,000 径 7.5×9cm

\7,000 径 7.5×9cm

(税込\8,800)

(税込\8,800)

(税込\8,800)

(税込\7,700)

当カタログに掲載の商品は、京都陶磁器意匠保護協会に登録済、あるいは申請中のものです。
また、無断で複製・複写する事を禁止させて頂きます。

D-24 紫峰

D-25 紫峰

D-26 紫峰

D-27 昇峰

青赤渕七宝

赤絵鳳凰兎

万暦

二方花一閑人

\9,000 径 7.3×9.5cm

\13,000 径 8×9cm

\14,000 径 8×9cm

\9,000 径 7.5×9cm

(税込\9,900)

(税込\14,300)

(税込\15,400)

(税込\9,900)

D-28 昇峰

D-29 昇峰

D-30 昇峰

D-31 昇峰

黄交趾六瓢

黄交趾宝尽し

紫交趾宝尽し

黄交趾唐子

\12,000 径 7.3×9cm

\9,000 径 6.8×8cm

\9,000 径 6.8×8cm

\6,500 径 6.5×8cm

(税込\13,200))

(税込\9,900)

(税込\9,900)

(税込\7,150)

D-32 昇峰

D-33 昇峰

D-34 昇峰

D-35 昇峰

青交趾唐子

交趾花尽し(紫)

交趾花尽し(ブルー)

交趾花尽し(赤)

\6,500 径 6.5×8cm

大\12,000 径 7.3×9cm

大\12,000 径 7.3×9cm

大\12,000 径 7.3×9cm

(税込\7,150)

(税込\13,200)

(税込\13,200)

(税込\13,200)

小\9,000 径 6.8×8cm

小\9,000 径 6.8×8cm

小\9,000 径 6.8×8cm

(税込\9,900)

(税込\9,900)

(税込\9,900)

D-36 昇峰

D-37 岩華

D-38 岩華

D-39 岩華

交趾花尽し(ピンク)

染付ペルシャ唐草

高山寺(青)

高山寺(赤)

大\12,000 径 7.3×9cm

\7,000 径 8.3×10cm

\8,000 径 8×9.3cm

\8,000 径 8×9.3cm

(税込\13,200)

(税込\7,700)

(税込\8,800)

(税込\8,800)

小\9,000 径 6.8×8cm
(税込\9,900)

D-40 岩華

D-41 岩華

D-42 岩華

D-43 ルック

追掛小紋

高山寺(青)

高山寺(赤)

点十草

\8,000 径 7.7×9cm

フリーカップ

フリーカップ

\4,500 径 7.5×8cm

(税込\8,800)

\5,000 径 8×10cm

\5,000 径 8×10cm

(税込\4,950)

(税込\5,500)

(税込\5,500)

D-44 ルック

D-45 壱楽

D-46 壱楽

D-47 壱楽

刷毛目

四季草花

京の四季草花

色絵葡萄

\3,500 径 7.5×8.5cm

\25,000 径 8.5×9cm

\28,000 径 8.5×9cm

\20,000 径 8.5×9cm

(税込\3,850)

(税込\27,500)

(税込\30,800)

(税込\22,000)

D-48 壱楽

D-49 関

D-50 関

D-51 関

祥瑞

白釉ふくろう

粉引六瓢

粉引桜

\20,000 径 8.5×9cm

\3,500 径 8×5cm

\4,000 径 8×5cm

\4,000 径 8×5cm

(税込\22,000)

(税込\3,850)

(税込\4,400)

(税込\4,400)

D-52 関

D-53 関

D-54 関

D-55 関

灰三島 とびかんな

黒十草

白十草

黄釉しのぎ

\3,500 径 8×9cm

\4,500 径 8.3×9.2cm

\4,500 径 8.3×9.2cm

\4,200 径 8.3×8.8cm

(税込\3,850)

(税込\4,950)

(税込\4,950)

(税込\4,620)

D-56 関

D-57 関

D-58 俊山

D-59 北哉

白三島 とびかんな

黒陶面取三島

雅の七宝

祥瑞六瓢

\3,500 8×9cm

\4,500 径 8.5×9cm

\6,000 径 7.5×9cm

\7,000 径 8.5×9cm

(税込\3,850)

(税込\4,950)

(税込\6,600)

(税込\7,700)

D-60 正峰

D-61 圭司

D-62 圭司

D-63 圭司

南蛮彫笹

色絵手毬

扇面青海波

焼〆花唐草

\2,500 径 7.5×9cm

\3,500 径 7.7×9cm

\3,500 径 7.7×9cm

\3,500 径 7.5×9cm

(税込\2,750)

(税込\3,850)

(税込\3,850)

(税込\3,850)

D-64 圭司

D-65 圭司

D-66 圭司

花ちらし

花三島

アラベスク

\3,500 径 7×8.5cm

\3,500 径 7.5×9cm

\4,000 径 7.5×9cm

(税込\3,850)

(税込\3,850)

(税込\4,400)

