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茶漬碗・ライス丼
Soup Bowl for Chazuke, Deep Bowl for Rice

340

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

340-101-742　2,120円
火色ろくべ4.3丼

（13.5×6.1） 　　632010574

340-102-782　1,750円
晋釉手造り丼

（14.5×14×7.5） 　　532020378

陶

340-103-632　1,700円
白黒ストライプ茶漬碗

（φ14.5×7） 　　934710563

340-104-332　1,400円
唐津 のり茶碗

（15×7） 　　832520333

陶

340-105-202　1,480円
ふれあい茶漬碗

（13.3×7.7） 　　532120620

陶

340-106-332　1,450円
安南5.0毛料（14.5×8） 　　532020633

340-107-332　1,200円
安南4.0毛料（12.7×7.3） 　　532020733

陶

340-201-332　1,400円
志野ススキ のり茶碗

（15×7） 　　832520433

340-202-352　1,050円
黒結晶八角4.8飯碗

（14.6×7.5） 　　1234020235

340-203-262　950円
窯変粉引き削ぎたもり碗

（φ12.5×6.6） 　　1134430126

340-204-252　1,050円
天目十草茶漬

（15.2×6.7） 　　532040225

340-205-152　860円
金茶吹4.8ライス丼（15.3×6） 　　1035140615

340-206-152　720円
金茶吹4.2ライス丼（13.5×6） 　　1035140715

340-207-152　860円
潮騒4.8ライス丼（15×6） 　　730950315

340-208-152　720円
潮騒 茶漬丼（φ14×6） 　　1035150815

340-301-542　900円
明世黒大茶

（15.3×6.8） 　　532040354

340-302-252　850円
渕茶刷毛目茶漬丼

（15.3×6.7） 　　934760225

340-303-332　850円
グリーン志野ライス丼

（15×6.5） 　　1234030333

340-304-512　770円
清瀬4.3茶漬丼

（13.8×6） 　　730950551

340-305-512　770円
柳ヶ瀬4.3茶漬丼

（14×6） 　　730940551

340-306-312　750円
古染唐草飯丼

（14.8×6.7） 　　832530131

340-401-602　700円
錦天目大茶丼

（15.4×7） 　　532050160

340-402-302　730円
織部ススキ大茶身丼

（15.5×7） 　　532040430

340-403-542　720円
至福（黒）5.0丼

（15.2×7.3） 　　532050354

340-404-542　720円
至福（白）5.0丼

（15.2×7.3） 　　532050454

340-405-152　700円
さざ波白4.8ライス丼（15×6） 　　730950115

340-406-152　640円
さざ波白茶漬丼（14×6） 　　730950215

340-407-602　700円
益子つた大茶丼

（15.4×7） 　　532040660

340-501-252　720円
御影14cm毛料

（12.3×6.4） 　　1234050125

340-502-512　700円
黄彩花紋 茶漬碗

（13.9×6.3） 　　1234050251

340-503-012　650円
細十草 スープボウル（13.2×6.9） 　　1234050301

340-504-012　540円
細十草 ライスボウル（11.6×6.5） 　　1234050401

340-505-612　680円
グレー巻4.8丼

（15.5×6） 　　730121061

340-506-632　660円
earth4.8めし丼（14.5×6.3） 　　832550663

340-507-632　550円
earth4.2めし丼（13×6） 　　832550763

340-508-512　650円
ゆず天目茶漬丼

（13.1×7.5） 　　632050351

340-601-402　630円
内外布目桜お茶漬丼

（14.3×7） 　　1134460240

340-602-542　600円
淡雪菊大茶

（15.5×7） 　　532060154

340-603-542　600円
磁器志野大茶

（15.5×7） 　　532050654

340-604-402　570円
唐草内外お茶漬丼

（14×6.5） 　　532060240

340-605-402　570円
ルリ唐草 お茶漬丼

（14×6.5） 　　730960440

340-606-012　580円
千年桜 40多用丼 紺

（13.2×6.8） 　　1234060601

φ
φ飯器 高さ

cm
丼/多用丼/多用碗/小丼/茶漬碗・ライス丼 φ

高さ
cm



刺身

向付

中鉢

小鉢

小付

珍味

松花堂

前菜皿

付出皿

焼物皿

天皿

呑水

蓋物

蒸碗
土瓶蒸し

小皿

和皿

多用皿

多用鉢

盛込鉢

盛込皿

酒器

フリー
カップ

そば用品
薬味皿

めん皿

丼
多用丼

波佐見焼
特選

茶漬碗
飯碗

土瓶
ポット
急須

湯呑
千茶

カスター
卓上小物

箸置

レンゲ
スプーン

灰皿

341飯器
Lidded Rice Bowl

日本製 日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

341-101-472　3,350円
赤絵小花飯器（小）（10.3×9.5） 　　532210547

341-102-472　2,600円
赤絵小花飯器（小）身丈（10.3×7.5） 　　532210647

341-103-702　2,400円
鉄結晶飯器（小）蓋（切込入り）（12） 　　532211173

341-104-702　1,800円
鉄結晶飯器（小）身丈（10.7×7.7） 　　532211273

341-105-702　2,300円
焼締飯器（小）蓋（切込入り）（12） 　　532220371

341-106-702　1,700円
焼締飯器（小）身丈（10.7×7.7） 　　532220471

341-107-252　2,260円
流水飯器 　　532240125

341-108-252　1,800円
流水飯器身丈（10.5×8）蓋（11.5） 　　532240225

341-109-252　2,260円
ひわ流し飯器 　　532220525

341-110-252　1,800円
ひわ流し身丈（11×8）蓋（11.5） 　　532220625

陶

341-201-262　2,200円
一押し備前風飯器（蓋付）

（11.3×10.7×6.3） 　　832620526

341-202-742　2,160円
マット飯器身丈（10.7×7.3） 　　1035340374

341-203-742　1,160円
マット飯器蓋丈（10.8×2.7） 　　1035340474

陶

341-204-152　2,580円
青地貫入飯器蓋（11.5） 　　532340715

341-205-152　2,100円
青地貫入身丈（10.8×8） 　　532340815

341-206-152　2,100円
織部飯器蓋付蓋（11.5） 　　832720715

341-207-152　1,620円
織部身丈（10.7×8） 　　832720815

341-208-242　1,850円
ローウズ飯器蓋（11.5） 　　532320924

341-209-242　1,300円
ローウズ身丈（10.5×8） 　　532321024

341-301-242　1,850円
天目青結晶飯器蓋（11.5） 　　532310324

341-302-242　1,300円
天目青結晶身丈（10.5×7.5） 　　532310424

341-303-242　1,850円
金吹飯器蓋（11.5） 　　532330524

341-304-242　1,300円
金吹身丈（10.5×7.8） 　　532330624

341-305-242　1,850円
わさび染飯器蓋（11.5） 　　532330124

341-306-242　1,300円
わさび染身丈（10.5×7.5） 　　532330224

341-307-202　1,680円
赤伊賀飯器蓋（11.5） 　　532340120

341-308-202　1,300円
赤伊賀身丈（11×8） 　　532340220

341-309-202　1,680円
黒伊賀飯器蓋（11.5） 　　532340320

341-310-202　1,300円
黒伊賀身丈（11×8） 　　532340420

341-401-202　1,680円
信楽白ライン飯器蓋（11.5） 　　532320520

341-402-202　1,300円
信楽白ライン身丈（11×8） 　　532320620

341-403-202　1,680円
南蛮ハケメ飯器蓋（11.5） 　　532340520

341-404-202　1,300円
南蛮ハケメ身丈（11×8） 　　532340620

341-405-152　2,000円
ヒスイ吹き飯器蓋付（10.7×9.8） 　　532250915

341-406-152　1,520円
ヒスイ吹き飯器身丈（10.7×7.8）蓋（11.5） 　　532251015

341-407-152　2,000円
備前飯器 蓋付（10.7×9.8） 　　1134530115

341-408-152　1,520円
備前飯器身丈（蓋11.5） 　　1134530215

341-409-152　2,000円
唐津飯器 蓋付（10.7×9.8） 　　1134520915

341-410-152　1,520円
唐津飯器身丈（10.7×7.8）（蓋11.5） 　　1134521015

341-501-152　1,800円
色十草飯器 蓋付

（11×9・340㏄） 　　1035330215

341-502-202　1,680円
あけぼの飯器 　　532330920

341-503-202　1,300円
あけぼの身丈（11×8）蓋（11.5） 　　532331020

341-504-152　800円
白吹飯器身

（11.2×6.5・340cc） 　　533120215

341-505-412　420円
涼彩小丼 紺

（10.7×6.5） 　　1234150541

341-506-412　420円
涼彩小丼 イエロー

（10.7×6.5） 　　1234150641
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蓋丼
Lidded Deep Bowl

342

342-101-332　5,500円
錦松菊高台蓋丼（15.7×14.3） 　　832810133

342-102-332　3,850円
錦松菊高台身丼（15.7×10.3） 　　832810233

342-103-332　5,200円
錦小桜6.0蓋丼（18.2×11.8） 　　532410233

342-104-332　3,650円
錦小桜6.0身丼（18.2×8.5） 　　532410333

342-201-302　5,400円
錦小桜5.5蓋丼（16.3×14） 　　532410130

342-202-302　3,800円
錦小桜4.5蓋丼（14×10.7） 　　532410830

342-203-332　4,000円
錦小桜5.0蓋丼（15.5×11.5） 　　532410433

342-204-332　2,800円
錦小桜5.0身丼（15.5×8.7） 　　532410533

342-301-332　4,000円
錦小桜蓋付牛丼（14.8×12） 　　532410633

342-302-332　2,800円
錦小桜牛丼（身）（14.8×9.2） 　　532410733

342-303-332　4,000円
錦牡丹蓋付牛丼（14.8×12） 　　1234230333

342-304-332　2,800円
錦牡丹牛丼（身）（14.8×9.2） 　　1234230433

342-305-342　4,500円
錦牡丹切立5.5蓋丼（16.5×12） 　　532420136

342-306-342　3,200円
錦牡丹切立5.5身丼（16.5×8） 　　532420236

342-307-332　3,700円
錦牡丹5.0蓋丼（15.5×11.5） 　　532420533

342-308-332　2,600円
錦牡丹5.0身丼（15.5×8.7） 　　532420633

陶

342-401-332　3,800円
青益子三紋高台蓋丼（15.8×12） 　　532430333

342-402-332　2,600円
青益子三紋高台身丼（15.8×9） 　　532430433

陶

342-403-332　3,600円
布目菱紋切立蓋丼（16.7×11.5） 　　935030433

342-404-332　2,350円
布目菱紋切立身丼（16.7×7.9） 　　935030533

342-405-332　3,000円 二色駒筋5.0蓋丼（15.5×10.8） 　　1234240533

342-406-332　2,100円 二色駒筋5.0身丼（15.5×8.4） 　　1234240633

342-407-332　2,900円 二色駒筋4.5蓋丼（14.3×10） 　　1234240733

342-408-332　2,050円 二色駒筋4.5身丼（14.3×8） 　　1234240833

342-409-262　3,300円
まごころ蓋丼（15.8×10.7） 　　832840126

342-501-332　2,900円
呉須あやめ高台蓋丼（15.3×11） 　　832830533

342-502-332　2,100円
呉須あやめ高台身丼（15.3×8） 　　832830633

342-503-302　2,850円
千段駒筋5.0蓋丼（15.7×12） 　　632430730

342-504-302　2,750円
千段駒筋4.5蓋丼（14×11） 　　632430830

342-505-332　3,000円
濃淡駒筋4.2丸蓋丼（13×11.6） 　　1234250533

342-506-332　2,100円
濃淡駒筋4.2丸身丼（13×8.5） 　　1234250633

342-507-332　2,550円
刷毛巻銀彩鉄火丼（15.3×11.2） 　　1134640733

342-508-332　1,650円
刷毛巻銀彩鉄火身丼（15.3×7.5） 　　1134640833

蓋丼 φ
高さ
cm

高さ
cm

φ
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343蓋丼
Lidded Deep Bowl

日本製

日本製

日本製

343-101-332　2,200円
古染秋草5.0蓋丼（15.7×11.7） 　　1134720133

343-102-332　1,450円
古染秋草5.0身丼（15.7×7.8） 　　1134720233

343-103-332　2,200円
紺井桁5.0蓋丼（15.7×11.7） 　　1134720333

343-104-332　1,450円
紺井桁5.0身丼（15.7×7.8） 　　1134720433

343-105-332　2,200円
濃ツタ5.0蓋丼（15.6×11） 　　832850133

343-106-332　1,450円
濃ツタ5.0身丼（15.6×8.5） 　　832850233

343-107-332　2,200円
手描かぶら5.0蓋丼（15.6×11） 　　1035450133

343-108-332　1,450円
手描かぶら5.0身丼（15.6×8.2） 　　1035450233

343-201-332　2,200円
イラボ濃梅5.0蓋丼（15.6×11） 　　1035450333

343-202-332　1,450円
イラボ濃梅5.0身丼（15.6×8.2） 　　1035450433

343-203-312　2,200円
織部丸紋5.0蓋丼（15.5×11） 　　1134710131

343-204-312　1,450円
織部丸紋5.0身丼（15.5×7.8） 　　1134710231

343-205-312　2,200円
辰砂唐草5.0蓋丼（15.5×11） 　　532510131

343-206-312　1,450円
辰砂唐草5.0身丼（15.5×7.8） 　　532510231

343-207-312　2,200円
うず潮5.0蓋丼（15.5×11） 　　532450531

343-208-312　1,450円
うず潮5.0身丼（15.5×7.8） 　　532450631

343-301-632　1,280円
石目蓋丼（15.8×10） 　　532520263

343-302-632　 800円
石目身丼（15.8×8） 　　532520363

343-303-632　1,280円
紅梅蓋丼（15.8×10） 　　532520863

343-304-632　 800円
紅梅身丼（15.8×8） 　　532520963

343-305-742　3,150円
緑彩蓋付大茶（14.6×9.4） 　　532530274

343-306-262　3,200円
まごころのり茶（15×9.5） 　　832930226

343-307-262　1,950円
まごころのり茶身（15×7） 　　1234330726

343-401-702　2,800円
黒塗内朱蓋付大茶（14.6×9.3） 　　532530377

343-402-702　1,680円
黒塗内朱大茶身（14.6×6.7） 　　532530477

343-403-702　2,720円
ゴス巻梅蓋付大茶（14.7×9） 　　532540371

343-404-702　1,640円
ゴス巻梅大茶身（14.7×6.6） 　　532540471

343-405-782　2,380円
ゴス巻七宝蓋付大茶（14.7×9） 　　532540178

343-406-782　1,430円
ゴス巻七宝大茶身（14.7×8） 　　532540278

343-407-742　2,380円
彫唐草蓋付大茶（14.5×9） 　　532530674

陶

343-501-252　2,500円
ひわ流蓋付大茶（15×10） 　　532540825

343-502-252　1,800円
ひわ流大茶身丈（15×6.7） 　　731340825

陶

343-503-332　2,700円
青益子中山水のり茶（15.7×11.3） 　　1134740133

陶

343-504-302　2,200円
赤志野竹 大茶（15.8×9.5） 　　632550530

343-505-742　2,100円
白盛菊蓋付大茶（14.8×9） 　　532540774
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