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653-101-602　2,260円
新唐子 リム7.0高台丼

（22×7.7） 　　1265310160

653-102-602　2,170円
新唐子 切立7.0丼

（21×7.4） 　　1265310260

653-103-602　1,680円
新唐子 切立6.3丼

（19.7×7） 　　1265310360

653-201-602　2,170円
新唐子 7.0丸高台皿

（21.5×6） 　　1265320160

653-202-602　1,990円
新唐子 八角シューマイ皿

（9.3×8.2×4.7） 　　1265320260

653-203-602　1,420円
新唐子 ライス丼

（14.8×6.2・430cc） 　　1265320360

653-204-602　1,280円
新唐子 スープ碗

（11.7×5.8） 　　1265320460

653-301-032　2,000円
唐草白中華反高台21cm丼

（20.7×8.4・1250cc） 　　1265330103

653-302-032　2,100円
唐草（内外）白中華切立20cm丼

（19.6×7.2・910cc） 　　1265330203

653-303-032　2,650円
唐草（内外）白中華切立19cm深丼

（19×10.2・1200cc） 　　1265330303

653-401-032　2,450円
唐草21cmボール

（20.9×8・1000cc） 　　1265340103

653-402-032　2,000円
唐草鳴門21cm丼

（20.5×8.6・1300cc） 　　1265340203

653-403-032　1,800円
唐草鳴門20cm丼

（19.7×7.8・1000cc） 　　1265340303

653-501-032　2,100円
唐草リネア18cm深ボール

（18.2×9.2・1000cc） 　　1265350103

653-502-032　1,350円
唐草白中華リム15cmライス

（14.9×6.4・430cc） 　　1265350203

653-503-032　990円
唐草白中華反12cmボール

（11.9×5.8・260cc） 　　1265350303
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654-101-352　2,700円
天目金彩竜リム7.0丼

（21.5×7.7・1120cc） 　　560220435
 

654-102-352　2,800円
天目金彩竜6.8反高台丼

（21×8.3・1300cc） 　　560220335

654-103-352　2,450円
天目金彩竜6.8切立丼

（20.3×7.6・940cc） 　　866650235

654-104-352　2,100円
天目金彩竜6.3切立丼

（19.5×6.8・900cc） 　　560220135

654-201-332　2,350円
雲竜黒耀削り7.0丼

（21.6×8.5・1300cc） 　　660420233

654-202-332　2,200円
雲竜白釉削り7.0丼

（21.6×8.5・1300cc） 　　660420133

654-203-332　2,550円
雲海黒耀19cm深ボール

（19×10.2・1200cc） 　　1169820333

654-204-332　2,450円
雲海白釉19cm深ボール

（19×10.2・1200cc） 　　1169820433

654-301-332　2,400円
雲海黒御影切立高台7.0丼

（21.3×8.2・900cc） 　　1169830133

654-302-332　2,200円
雲海白釉切立高台7.0丼

（21.3×8.2・900cc） 　　1169830233

654-303-332　2,200円
雲竜白釉7.0反丼

（21×8・900cc） 　　866030433

654-304-332　2,200円
雲竜黒マット7.0反丼

（21×8・900cc） 　　660430133

654-401-332　2,450円
雲竜黒耀深口切立6.3丼

（19×10.4・1200cc） 　　660430333

654-402-332　2,250円
雲竜白釉深口切立6.3丼

（19×10.4・1200cc） 　　660430433

654-403-332　2,200円
赤雲竜21cmめん皿

（21×5.3） 　　1169840333

654-404-332　2,200円
グレー雲竜21cmめん皿

（21×5.3） 　　1169840433

654-501-332　1,450円
赤雲竜13cmボール

（13×7.2・500cc） 　　1169850133

654-502-332　750円
雲竜レンゲ（赤柄）

（14.5×4.8） 　　762440333

654-503-332　1,450円
グレー雲竜13cmボール

（13×7.2・500cc） 　　1169850333

654-504-332　750円
雲竜レンゲ（グレー柄）

（14.5×4.8） 　　762450333
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655-101-612　1,600円
唐彩7.0高台丼（21.3×7.8・1270cc） 　　969310161

655-102-612　1,300円
唐彩6.5高台丼（19.5×7.6・1100cc） 　　969310261

655-103-612　2,000円
唐彩6.5玉丼（19.5×7.2・1100cc） 　　969310361

655-104-612　1,500円
唐彩5.0玉丼（15.5×6・550cc） 　　969310461

655-105-612　1,500円
唐彩7.0丸高台皿

（21×5.3） 　　969310661

655-106-612　1,600円
唐彩八角高台皿

（19.4×4.5） 　　969310561

655-107-612　620円
唐彩レンゲ

（4.5×14.5×4.3） 　　969310761

655-201-262　7,400円
三色牡丹8.0玉丼（25.5×9.5・2380cc） 　　865820326

655-202-262　4,500円
三色牡丹7.0玉丼（22×8.7・1560cc） 　　865820426

655-203-262　3,300円
三色牡丹6.5玉丼（19.6×7.5・1150cc） 　　865820526

655-204-262　2,800円
三色牡丹反高台7.0丼（21.5×8.5・1400cc） 　　865820126

655-205-262　2,450円
三色牡丹反高台6.5丼（20.3×8.3・1200cc） 　　865820226

655-206-262　2,400円
三色牡丹7.0高台皿

（21.3×5.9） 　　865820726

655-207-262　2,550円
三色牡丹6.5八角高台皿

（19.5×4.5） 　　865820626

655-301-252　2,300円
粉引ライン反6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　560240525

655-302-252　3,600円
粉引ライン玉渕7.0丼

（21.5×8・1400cc） 　　560240625

655-303-252　1,950円
粉引ライン7.0丸高台皿

（22×6.3） 　　560240425

655-304-252　1,300円
粉引ライン4.8ライス

（15×6.5・360cc） 　　560240325

655-305-252　800円
粉引ライン3.6スープ碗

（11.8×5.5・250cc） 　　560240225

655-306-252　650円
粉引ライン3.0丸皿

（10×2） 　　560240125

655-401-252　4,350円
ブルーマーブル7.0反高台丼

（21.3×8.8・1300cc） 　　560230425

655-402-252　6,000円
ブルーマーブル7.0玉丼

（21.5×8・1400cc） 　　560230525

655-403-252　2,250円
ブルーマーブル4.8ライス

（15×6.2・360cc） 　　560230325

655-404-252　1,600円
ブルーマーブル3.6スープ

（11.8×5.5・250cc） 　　560230225

655-405-252　1,100円
ブルーマーブル3.0皿

（10×1） 　　560230125

655-501-262　1,100円
赤刷毛7.0切立丼（21.5×7.3・1090cc） 　　865930326

655-502-262　 840円
赤刷毛6.5切立丼（19.5×6.5・830cc） 　　865930426

655-505-262　700円
赤刷毛多用碗

（12.8×7・560cc） 　　865930526

655-504-262　1,400円
赤刷毛6.8反高台丼

（20.3×8.5・1230cc） 　　865930226

655-503-262　1,750円
赤刷毛7.0反高台丼

（21.4×8.7・1320cc） 　　865930126
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656-101-612　2,550円
あかつき渦6.0丼（18.3×11.3・1300cc） 　　969510461

656-102-612　2,100円
あかつき渦5.0丼（16.5×9.5・750cc） 　　969510561

656-103-612　2,550円
あけぼの渦6.0丼（18.3×11.3・1300cc） 　　969510661

656-104-612　2,100円
あけぼの渦5.0丼（16.5×9.5・750cc） 　　969510761

656-105-612　3,300円
あかつき八角7.0丼（21.8×11・1700cc） 　　969510161

656-106-612　2,550円
あかつき八角6.3丼（19.5×10・1160cc） 　　969510261

656-107-612　3,300円
あけぼの八角7.0丼（21.8×11・1700cc） 　　969510361

656-108-612　2,550円
あけぼの八角6.3丼（19.5×9.7・1160cc） 　　1069410461

656-201-612　2,450円
わび紺ねず6.5千段高ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1069520561

656-202-612　2,800円
千段 朱 6.5ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1069530161

656-203-082　2,100円
錆粉引切立ラーメン

（20×10・1200cc） 　　969650108

656-204-082　2,700円
根来切立ラーメン

（20×10・1200cc） 　　969650208

656-301-032　2,200円
白八角7.0丼（22×11.4・1700cc） 　　1170020103

656-302-032　1,980円
白八角6.3丼（19×9.7・1160cc） 　　1170020203

656-303-032　2,200円
黒海流6.5薄筋高ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1170020303

656-304-032　2,200円
白海流6.5薄筋高ハマ丼

（20×10・1100cc） 　　1170020403

656-305-612　3,550円
白ブリーズ ボールL（21.7×7×10.7・1600cc） 　　969530361

656-306-612　2,400円
白ブリーズ ボールM（20×7.9・950cc） 　　969530461

656-401-262　6,200円
スーパーチャイナ華清（絵付）7.0寸玉丼（21.2×7.8・1350cc） 　　865810326

656-402-262　4,600円
スーパーチャイナ華清（絵付）6.5寸玉丼（19.3×7.2・1050cc） 　　865810426

656-403-262　3,550円
スーパーチャイナ華清（絵付）5.0寸玉丼（15.6×6.2・570cc） 　　865810526

656-404-262　4,600円
スーパーチャイナ華清（絵付）7.0寸反高台丼

（20.9×8.5・1250cc） 　　865810126

656-405-262　3,200円
スーパーチャイナ華清（絵付）6.5寸反高台丼

（19.5×8・1150cc） 　　865810226

656-406-262　3,900円
スーパーチャイナ華清（絵付）7.0寸丸高台皿

（20.8×5.7） 　　865810726

656-407-332　2,100円
結晶天目7.0麺丼

（20.5×8.3・1200cc） 　　969540233

656-501-012　2,700円
黒天目 桂林丼大

（22.3×9・1400cc） 　　866140301

656-502-012　2,480円
白 桂林丼大

（22.3×9・1400cc） 　　866140401

656-503-012　2,350円
黒天目 桂林丼小

（20.5×8.7・1100cc） 　　969520301

656-504-012　2,200円
白 桂林丼小

（20.5×8.7・1100cc） 　　969520401
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657-101-262　5,800円
手描き唐草6.8丼

（19.8×7.5・1280cc） 　　969550326

657-102-262　4,300円
黄交趾6.8ラーメン丼

（20×7.5・1260cc） 　　866130326

657-103-262　6,500円
乳白7.5ラーメン丼（22.3×8・2650cc） 　　866110726

657-104-262　4,800円
乳白6.8ラーメン丼（20.2×7.7・1260cc） 　　866110826

657-105-252　3,250円
黄河三方掛7.0寸富士型丼

（23×22.5×7・1250cc） 　　762710125

657-201-082　3,300円
バンピー19cmボール黄（強化磁器）

（19×9） 　　646820208

657-202-082　3,300円
バンピー19cmボール赤（強化磁器）

（19×9） 　　646820108

657-203-082　2,650円
バンピー19cmボール（強化磁器）

（19×9） 　　646820308

657-204-332　2,250円
天竜6.8高台丼

（21.3×8.5・1300cc） 　　866420133

657-301-082　3,300円
赤20.5cm麺ボール

（20.5×8・1000cc） 　　969520108

657-302-082　2,300円
白20.5cm麺ボール

（20.5×8・1000cc） 　　969520208

657-303-082　1,900円
黒切立ラーメン

（20×10・1200cc） 　　969650308

657-304-352　1,700円
黒艶6.5高台丼

（19.7×8.1・1100cc） 　　1265730435

657-401-612　1,500円
あかつき渦小丼

（14×9・600cc） 　　969550161

657-402-612　1,500円
あけぼの渦小丼

（14×9・600cc） 　　969550261

657-403-632　1,870円
高台7.0丼（赤）

（21.4×8.6・1400cc） 　　865940463

657-404-082　2,700円
赤釉6.5反高台丼

（20×8.2・1200cc） 　　660320308

657-501-312　1,700円
波唐草6.8高台丼（21.2×8.7・1360cc） 　　559802762

657-502-312　1,400円
波唐草6.3高台丼（18.5×7.8・1000cc） 　　559802662

657-503-612　1,400円
北京6.8高台丼

（21.3×8.6・1350cc） 　　762840461

657-504-612　1,150円
北京6.3切立丼

（19.2×7・900cc） 　　762860161

657-505-352　1,450円
青磁中華リム付き6.5切立丼

（20.1×7.1・970cc） 　　1265750535
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658-101-312　3,800円
高級うるし天目リム8.5反丼（26×9.4・2050cc） 　　866310631

658-102-312　1,770円
高級うるし天目リム7.0反丼（21.7×7.8・1150cc） 　　866310731

658-103-312　1,480円
高級うるし天目リム6.5反丼（19.4×7.4・950cc） 　　866310831

658-104-312　1,770円
高級うるし天目6.8丼

（21×8.6・1280cc） 　　866330231

658-105-262　1,600円
柚子天目反高台7.0丼（21.2×8.5・1300cc） 　　866310226

658-106-262　1,500円
柚子天目反高台6.8丼（20.2×8.3・1200cc） 　　866310326

658-107-262　1,450円
青磁7.0反高台丼（21.5×9・1320cc） 　　866310426

658-108-262　1,300円
青磁6.5反高台丼（20×8・1200cc） 　　866310526

658-201-602　2,430円
たこ唐草7.0反り高台丼（21.6×8.4・1200cc） 　　560050160

658-202-602　2,230円
たこ唐草6.5反り高台丼（20.2×8・1050cc） 　　560050260

658-203-602　2,480円
たこ唐草（赤）7.0反り高台丼（21.6×8.4・1200cc） 　　969630160

658-204-602　2,260円
たこ唐草（赤）6.5反り高台丼（20.2×8・1050cc） 　　969630260

658-205-262　3,100円
鳳凰S7.0反高台丼（21.9×8.4・1200cc） 　　865910126

658-206-262　2,800円
鳳凰S6.5反高台丼（20.5×8・1060cc） 　　865910226

658-207-262　2,500円
鳳凰S6.8丸丼（20.8×6.6・980cc） 　　865910326

658-208-262　2,200円
鳳凰S6.5丸丼（19.5×7・900cc） 　　865910426

658-301-332　2,600円
おどり竜7.0反高台丼

（21.7×8.5・1200cc） 　　866140133

658-302-332　2,100円
おどり竜6.8丸丼

（20.7×6.8・1000cc） 　　866150133

658-303-332　2,350円
おどり竜6.5反高台丼

（20.2×8・1000cc） 　　866140233

658-304-332　1,800円
おどり竜6.5丸丼

（19.5×7・900cc） 　　866150233

658-401-612　1,750円
（手描）あかつき7.0切立丼（21.4×7.5・1200cc） 　　660420361

658-402-612　1,490円
（手描）あかつき6.5切立丼（19.4×7・900cc） 　　660420461

658-403-612　1,750円
（手描）あかつき7.0高台丼
（21.6×8.5・1350cc） 　　660420561

658-404-252　2,150円
錆天目高台6.8丼

（20.3×8.3・1300cc） 　　762710425

658-405-602　1,800円
青華ホタル6.8反高台丼

（21×8.5・1350cc） 　　560130360

658-501-522　1,750円
ハケメ白雪6.5水輪めん丼

（19.8×9・1260cc） 　　969750352

658-502-522　1,750円
月の輪6.5水輪めん丼

（φ19.8×9・1260cc） 　　1069750152

658-503-312　1,650円
海流7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　560040431

658-504-312　1,650円
黒海7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　969710431

中華単品 φ
高さ cm容量 cc
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659-101-522　2,550円
月の輪8.0深鉢

（24×7.6・1550cc） 　　660340252

659-102-522　2,550円
ハケメ白雪8.0深鉢

（24×7.6・1550cc） 　　660340152

659-103-252　2,150円
武蔵野高台6.8丼

（21.2×8.3） 　　1265910325

659-104-352　1,380円
中華雲龍6.8ラーメン（21.5×9・1300㏄） 　　1069820735

659-105-352　1,050円
中華雲龍6.3ラーメン（19.5×7.2・1000㏄） 　　1069820835

659-201-312　1,650円
白檀（びゃくだん）7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　969710331

659-202-312　1,650円
黒檀（こくたん）7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　560040131

659-203-312　1,650円
水墨7.0反丼

（21.7×9・1300cc） 　　560040231

659-204-402　1,550円
翔陽ラーメン鉢

（19.7×9・1100cc） 　　969750440

659-301-412　1,340円
中華青壽6.8ラーメン

（21.5×9・1100cc） 　　1069650241

659-302-412　1,380円
中華黒壽6.8ラーメン

（21.5×9・1100cc） 　　1069650141

陶

659-303-522　1,330円
菊唐草6.8ラーメン丼（20.7×8・1300cc） 　　660430552

659-304-522　1,000円
菊唐草6.3ラーメン丼（19×7・800cc） 　　660430652

659-305-412　1,340円
美濃古紋6.8ラーメン（21.5×9・1100cc） 　　1170240141

659-306-412　 980円
美濃古紋6.3ラーメン（19.5×7.2・800cc） 　　1170240241

659-401-352　1,350円
油滴結晶6.8ラーメン（21.5×9・1450cc） 　　762730535

659-402-352　 980円
油滴結晶6.3ラーメン（19.5×7.2・1000cc） 　　762730635

659-403-352　1,350円
鉄赤流し砂目黒6.8ラーメン（21.5×9・1450cc） 　　762740135

659-404-352　 980円
鉄赤流し砂目黒6.3ラーメン（19.5×7.2・1000cc） 　　762740235

659-405-352　1,350円
鉄赤流し白萩6.8ラーメン（21.5×9・1450cc） 　　762730335

659-406-352　 980円
鉄赤流し白萩6.3ラーメン（19.5×7.2・1000cc） 　　762730435

659-407-542　1,300円
雪志野6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069730354

659-501-542　1,300円
十六夜6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　560050654

659-502-542　1,300円
ワサビ6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069740154

659-503-542　1,300円
砂地藍流し6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069740254

659-504-542　1,300円
明世荒刷毛6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　969730154
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660-101-612　1,520円
6.8高台丼青竜（21.5×8.4・1350cc） 　　560120361

660-102-612　1,430円
6.5高台丼青竜（20×8.5・1200cc） 　　560120461

660-103-612　1,150円
青竜6.3切立丼

（19.2×7・900cc） 　　1069950161

660-104-312　1,250円
備長しのぎ6.3ラーメン丼

（19.7×7.8・1000cc） 　　1069740411

660-105-312　1,250円
青刷毛目しのぎ6.3ラーメン丼

（19.7×7.8・1000cc） 　　1069740311

660-201-522　1,330円
十草うさぎ6.8ラーメン丼

（φ20.8×8・1300cc） 　　762920652

660-202-542　1,350円
青海波6.8高台丼

（21×8.5・1300cc） 　　1069730154

660-203-412　1,530円
軽量麺鉢 古染立花

（19.8×8.6・1000cc） 　　970020341

660-204-412　1,530円
軽量麺鉢 古染彩華

（19.8×8.6・1000cc） 　　970020241

660-301-522　1,300円
土岐唐草青6.3ラーメン丼

（φ19.2×7.2） 　　1070040152

660-302-352　1,070円
藍小花6.8めん鉢

（20.2×7.5・1350cc） 　　1070050235

660-303-522　1,050円
内外京十草青6.3ラーメン丼

（φ19.2×7.2） 　　1070040252

660-304-012　1,150円
藍染牡丹68ラーメン丼（20.5×8・1200cc） 　　1069640101

660-305-012　 880円
藍染牡丹63ラーメン丼（19×7.5・950cc） 　　1069640201

660-401-052　1,200円
ぱいかじラーメン丼 風

（18.2×8.9・1050㏄） 　　1266040105

660-402-052　1,200円
ぱいかじラーメン丼 星

（18.2×8.9・1050㏄） 　　1266040205

660-403-052　1,200円
ぱいかじラーメン丼 花

（18.2×8.9・1050㏄） 　　1266040305

660-404-052　1,200円
ぱいかじラーメン丼 雨

（18.2×8.9・1050㏄） 　　1266040405

660-501-012　1,150円
侍68ラーメン丼

（φ20.5×8） 　　1170250601

660-502-012　1,150円
銀彩花言葉68ラーメン丼 白（20.5×8・1200cc） 　　1069640701

660-503-012　 880円
銀彩花言葉63ラーメン丼 白（19×7.5・950cc） 　　1069640801

660-504-572　930円
龍紋6.8ラーメン（20.5×8・1300cc） 　　866130157

660-505-572　770円
龍紋6.3ラーメン（19×7.4・900cc） 　　866130257

660-506-572　930円
鳳凰6.8ラーメン丼

（20.5×8・1300cc） 　　560130157
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661-101-012　1,150円
歌舞伎68ラーメン丼（20.5×8・1200cc） 　　1069850101

661-102-012　 880円
歌舞伎63ラーメン丼（19×7.5・950cc） 　　1069850201

661-103-012　1,150円
忍者68ラーメン 黒（20.5×8・1200cc） 　　1069850301

661-104-012　 880円
忍者63ラーメン 黒（19×7.5・950cc） 　　1069850401

661-105-012　1,150円
めで鯛68ラーメン丼 赤（20.5×8・1200cc） 　　1069850701

661-106-012　 880円
めで鯛63ラーメン丼 赤（19×7.5・950cc） 　　1069850801

661-107-012　1,150円
めで鯛68ラーメン丼 青（20.5×8・1200cc） 　　1069850501

661-108-012　 880円
めで鯛63ラーメン丼 青（19×7.5・950cc） 　　1069850601

661-201-012　1,150円
ドラゴン68ラーメン丼 赤（20.5×8・1200cc） 　　1069840301

661-202-012　 880円
ドラゴン63ラーメン丼 赤（19×7.5・950cc） 　　1069840401

661-203-012　1,150円
ドラゴン68ラーメン丼 紺（20.5×8・1200cc） 　　1069840701

661-204-012　 880円
ドラゴン63ラーメン丼 紺（19×7.5・950cc） 　　1069840801

661-205-012　1,150円
ドラゴン68ラーメン丼 黒（20.5×8・1200cc） 　　1069840501

661-206-012　 880円
ドラゴン63ラーメン丼 黒（19×7.5・950cc） 　　1069840601

661-207-012　1,150円
トンボ68ラーメン丼（20.5×8・1200cc） 　　1069840101

661-208-012　 880円
トンボ63ラーメン丼（19×7.5・950cc） 　　1069840201

661-301-542　1,000円
柴犬（富士山）6.8ラーメン丼（21×8・1200cc） 　　1266130154

661-302-542　 770円
柴犬（富士山）6.3ラーメン丼（19.5×7.5・950cc） 　　1266130254

661-303-012　1,150円
銀彩花言葉68ラーメン丼 黒

（20.5×8・1200cc） 　　1069640301

661-304-312　850円
雷門竜 6.0めん鉢

（18.8×7.7） 　　1266130431

661-305-312　850円
藍唐草 6.0めん鉢

（18.8×7.7） 　　1266130531

661-401-402　860円
青白磁 新型ラーメン丼

（18×9） 　　1266140140

661-402-402　860円
白ドット深口ラーメン丼

（18×9・1100cc） 　　1069830140

661-403-402　860円
黒ドット深口ラーメン丼

（18×9・1100cc） 　　1069830240

661-404-412　800円
黒刷毛目6.3ラーメン丼

（19.5×7.5・800cc） 　　1170550441

661-501-012　880円
彩の花63ラーメン丼

（19×7.5・800cc） 　　1070040301

661-502-012　880円
千年桜63ラーメン丼 赤

（19×7.5・950cc） 　　1070040401

661-503-012　880円
魚三昧 63ラーメン

（19.5×7.5） 　　1266150301

661-504-012　880円
千年桜 63ラーメン 紺

（19.5×7.5） 　　1266150401
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662-201-602　1,100円
ホーオー高浜八角シューマイ皿（赤雷門）

（19.2×18.6×4.6） 　　1266220160

662-202-602　950円
ホーオー八角シューマイ皿

（19.5×19×3.5） 　　560160160

中華単品 φ
高さ cm容量 cc

蓋物 高さ
cm

φ寿司湯呑/湯呑/いっぷく碗/有田焼組湯呑/組湯呑/長湯呑 φ 高さ cm容量 cc

662-101-412　800円
紺吹き6.3ラーメン丼

（19.5×7.5・800cc） 　　1170610141

662-102-412　800円
こげ茶白吹き6.3ラーメン丼

（19.5×7.5・800cc） 　　1170610241

662-103-512　770円
京天目6.3ラーメン丼

（19.5×6.7） 　　1170610351

662-104-792　1,100円
電車ラーメン

（φ16×7・500cc） 　　970150346

662-203-262　2,600円
青磁8.0丸高台皿

（24×7.3） 　　970050326

662-204-262　14,500円
吉祥鳳丸11.0皿（34×4.3） 　　865850626

662-205-262　 9,000円
吉祥鳳丸10.0皿（31.5×4） 　　865850726

662-302-082　830円
うるし天目3.6スープ

（11.8×5.5） 　　1070150608

662-303-252　5,500円
天目アベック丼

（26×15.5×8・600cc×2） 　　560361125

662-304-252　5,500円
白磁アベック丼

（26×15.5×8・600cc×2） 　　560360925

662-401-312　1,000円
白切立6.8丼

（20.3×7.6・935cc） 　　1170640331

662-402-312　850円
白切立6.3丼

（19.7×6.8・915cc） 　　1170640231

662-403-512　770円
白砂6.3ラーメン丼

（19.5×6.7） 　　1170640151

662-404-562　750円
6寸高台丼

（18.3×6.7） 　　1170640456

662-501-612　1,200円
UW中華手無フカヒレ身（11.7×5） 　　560310561

662-502-612　 700円
UW中華手無フカヒレフタ（11×3.5・200cc） 　　560310461

662-503-612　 700円
UW中華手無フカヒレ受皿（15.2×2.3） 　　560310661

662-504-612　1,350円
UW中華手付フカヒレ身（13.5×11.9×5.4） 　　560310261

662-505-612　 750円
UW中華手付フカヒレフタ（12.4×4・200cc） 　　560310161

662-506-612　 700円
UW中華手付フカヒレ受皿（15.2×2.3） 　　560310361

662-507-082　1,600円
フカヒレスープカップ（12.5×10.6×5.5・275cc） 　　866710708

662-508-082　 980円
フカヒレ（フタ）（11×5） 　　866710808

662-509-612　690円
YZ 21cm丼受皿

（21×3.5） 　　1170650961

662-301-082　1,150円
うるし天目4.8ライス丼

（15×6.2） 　　1070150508

バイキング φ

高さ
cm

高さ
cm

長辺 cm
短辺 cm

高さ
cm

長辺 cm 短辺
cm
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663-301-312　2,600円 白リム8.0丼（24.5×8.4・1770cc） 　　560350631

663-302-312　1,200円 白リム7.0丼（21.5×7.5・1075cc） 　　560350531

663-303-312　1,900円 白7.5高台丼（23.2×9.2・1600cc） 　　560350731

663-304-312　1,200円 白6.8反高台丼（21.2×8.7・1350cc） 　　560340531

663-305-312　 950円 白5.8反高台丼（17.6×7.2・770cc） 　　560340431

663-306-312　 750円 白5.0反高台丼（15.7×6.5・585cc） 　　560340331

663-401-082　550円
白4.0ライス

（12.1×5.5） 　　1170710108

663-402-312　1,150円
白丸菓子碗

（12.8×7.2） 　　560320131

663-403-312　520円
白厚口3.4スープ碗

（10.8×5.2） 　　560320731

663-404-312　540円
白厚口3.6スープ碗

（11.8×5.5） 　　560320631

663-405-312　680円
白厚口4.0スープ碗

（12.5×6.2） 　　560320531

663-501-312　460円
白りん千茶

（7.4×5.5・125cc） 　　560330131

663-502-312　460円
白2号反千茶

（9.4×5.7・175cc） 　　560330231

663-506-062　320円
腰丸切立湯呑 大

（6.5×9.1・200cc） 　　660730906

663-507-062　290円
腰丸切立湯呑 小

（6.2×8.5・170cc） 　　660731006

663-505-312　460円
白切立楊枝立

（3.4×4.5） 　　560330731

663-101-562　430円
Mボン皿

（15.7×2.1） 　　1151320256

663-102-562　530円
8吋 メタ皿（20.6×2.2） 　　1151340256

663-103-562　340円
6+1/4吋 メタ皿（16×2） 　　1151340356

663-104-562　350円
切立型6吋パン皿

（15.2×2.4） 　　1266310456

663-105-562　530円
切立型7+1/2吋ケーキ皿

（19.6×2.5） 　　1266310556

663-201-562　350円
切立型5+1/2フルーツ皿

（14.8×4） 　　1266320156

663-202-562　750円
白 長角皿

（10.6×20×1.2） 　　1266320256

663-203-312　650円
白南京丼

（12×6） 　　560320231

663-204-082　1,000円
白5.0玉渕丼

（15.7×6.5） 　　1170720108

662-509-612　690円
YZ 21cm丼受皿

（21×3.5） 　　1170650961

663-503-312　680円
白カラシ入

（6.5×4） 　　560330831

663-504-312　320円
辛子スプーン（小）

（6.4×1.2） 　　1070130431


	001-004
	005-014
	015-022
	023-030
	031-038
	039-046
	047-056
	057-064
	065-074
	075-082
	083-092
	093-098
	099-108
	109-118
	119-124
	125-132
	133-144
	145-156
	157-166
	167-174
	175-182
	183-190
	191-198
	199-200
	201-208
	209-218
	219-228
	229-242
	243-256
	257-268
	269-274
	275-278
	279-280
	281-282
	283-288
	289-296
	297-304
	305-316
	317-326
	327-336
	337-344
	345-350
	351-358
	359-362
	363-366
	367-372
	373-380
	381-390
	391-400
	401-410
	411-416
	417-426
	427-436
	437-448
	449-454
	455-460
	461-464
	465-468
	469-472
	473-478
	479-484
	485-492
	493-498
	499-502
	503-504
	505-506
	507-510
	511-516
	517-524
	525-532
	533-544
	545-546
	547-552
	553-554
	555-556
	557-564
	565-576
	577-590
	591-602
	603-612
	613-620
	621-628
	629-632
	633-638
	639-648
	649-660
	661-668
	669-675
	677-684
	685-692
	693-706
	707-722
	723-732
	733-740
	741-752

