
前謙㈱ 1
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品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 4 前謙㈱ 5 前謙㈱ 6

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 7 前謙㈱ 8 前謙㈱ 9

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

金彩菊つなぎ　ぐい吞

径18cm 高3.2cm

¥68,000

久仁子

¥10,000 ¥10,000 ¥50,000

丸紋捻祥瑞　高杯

色絵丸紋古紋　組湯呑 赤絵花鳥金丸　汲出揃色絵丸紋古紋　組飯碗

¥24,000

素子

径7cm 高7.6cm

¥24,000

久仁子

径5.5cm 高5.5cm

1点ものになります(追作不可)　　繊細

に描かれた紋様と染付の色の優しさか

ら上品さを感じます。1つ1つの紋様の

意味も深く考えられた上で構成されて

います。

1点ものになります(追作不可)　　片男

波(かたおなみ)は片側から押し寄せる

波が最も高くなった瞬間を切り取った

紋様で、最高の瞬間を共に過ごしたい

という意味が込められています。

1点ものになります(追作不可)　　緻密

な画風も然る事ながら、その独特な色

使いと宇宙をも感じさせる豊かなデザ

イン性は、見ているだけで楽しくなり

ます。

¥24,000

素子

古くから「万事丸くおさまる」の意に

かけて縁起の良いモチーフとして愛さ

れています。飽きの来ない可愛らしい

デザインです。

古くから「万事丸くおさまる」の意に

かけて縁起の良いモチーフとして愛さ

れています。飽きの来ない可愛らしい

デザインです。

好評の赤絵花鳥シリーズの新アイテム

です。古典的な紋様を丁寧に描き上げ

ました。

紫峰

径6.8cm 高9cm

紫峰

径12.5cm 高5.5cm

昭阿弥

径9cm 高5cm

画像 画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像 画像

1点ものになります(追作不可)    皿の

表面はもとより裏面の緻密に連なる細

密画をご覧下さい。圧巻の手仕事の技

が光ります。

1点ものになります(追作不可)    皿の

表面はもとより裏面の緻密に連なる細

密画をご覧下さい。圧巻の手仕事の技

が光ります。

1点ものになります(追作不可)　　釉薬

と紋様の絶妙な具合が目を引く逸品で

す。

¥68,000

久仁子

径18cm 高2.5cm

径7.8cm 高3.5cm

染付亀甲紋　ぐい吞 金彩片男波　盃

¥24,000

久仁子

径6.5cm 高4cm

赤絵捻古紋　6寸皿 ペルシャ紋　6寸皿

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



前謙㈱ 2

前謙㈱ 10 前謙㈱ 11 前謙㈱ 12

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名
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前謙㈱ 13 前謙㈱ 14 前謙㈱ 15

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 16 前謙㈱ 17 前謙㈱ 18

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

赤絵花鳥金丸　急須 染青七宝詰　盃 染赤七宝詰　盃

¥20,000 ¥13,000 ¥13,000

画像 画像 画像

好評の赤絵花鳥シリーズの新アイテム

です。古典的な紋様を丁寧に描き上げ

ました。

ロクロで非常に薄く成形し、内外を七

宝で描き詰めました。円をつなぐ、重

ねるということは永遠の繁栄、円満、

吉祥を意味します。

ロクロで非常に薄く成形し、内外を七

宝で描き詰めました。円をつなぐ、重

ねるということは永遠の繁栄、円満、

吉祥を意味します。

画像 画像 画像

昭阿弥 瑞古 瑞古

高10㎝ 径7.5㎝ 高2.5㎝ 径7.5㎝ 高2.5㎝

¥13,000 ¥13,000 ¥20,000

瑞古 瑞古 紫水

染青雲錦詰　盃 染赤雲錦詰　盃 交趾雲錦　香炉

画像 画像 画像

径7.5㎝ 高2.5㎝ 径7.5㎝ 高2.5㎝ 径7㎝ 高7㎝

ロクロで非常に薄く成形し、内外を雲

錦で描き詰めました。雲錦は京焼の代

表的なデザインの1つです。

ロクロで非常に薄く成形し、内外を雲

錦で描き詰めました。雲錦は京焼の代

表的なデザインの1つです。

1年を通してお使い頂ける雲錦柄を敷き

詰めました。小ぶりで上品な香炉はイ

ンテリアとしてもお使いいただけま

す。

岩華 岩華 紫水

径18㎝ 高8㎝ 径18㎝ 高8㎝ 径7.5㎝ 高8.7㎝

霊芝紋呉須　菓子鉢 霊芝紋赤　菓子鉢 鶸濃唐子　湯呑

¥10,000 ¥10,000 ¥20,000

万年茸を雲でかたどった霊芝雲文(れい

しぐももん)は古くから吉祥紋様として

使われています。平安時代の平家納経

や料紙類にも描かれています。

万年茸を雲でかたどった霊芝雲文(れい

しぐももん)は古くから吉祥紋様として

使われています。平安時代の平家納経

や料紙類にも描かれています。

繊細な骨描き(こつがき)に色差し―

絵付師の技量「わざ」が冴えます。

こちらは限定数7ケになります。

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



前謙㈱ 3

前謙㈱ 19 前謙㈱ 20 前謙㈱ 21

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ
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品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 25 前謙㈱ 26 前謙㈱ 27

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

黄交趾六瓢　組湯呑 黄交趾六瓢　組飯碗 黄交趾六瓢　マグカップ

画像 画像 画像

大　径7cm 高9cm 大　径12cm 高5cm 径7cm 高9cm

鮮やかな黄交趾に瓢箪が6つで六瓢(む

びょう)。瓢箪の中には、桜と紅葉の雲

錦柄が描かれています。六瓢が転じて

無病息災。健康を願う進物好適品で

す。

鮮やかな黄交趾に瓢箪が6つで六瓢(む

びょう)。瓢箪の中には、桜と紅葉の雲

錦柄が描かれています。六瓢が転じて

無病息災。健康を願う進物好適品で

す。

鮮やかな黄交趾に瓢箪が6つで六瓢(む

びょう)。瓢箪の中には、桜と紅葉の雲

錦柄が描かれています。六瓢が転じて

無病息災。健康を願う進物好適品で

す。

¥16,000 ¥16,000 ¥12,000

昇峰 昇峰 昇峰

黄交趾六瓢　香炉 黒陶面取三島　組湯呑 黒陶面取三島　組飯碗

¥15,000 ¥5,000 ¥6,000

画像 画像 画像

鮮やかな黄交趾に瓢箪が6つで六瓢(む

びょう)。瓢箪の中には、桜と紅葉の雲

錦柄が描かれています。六瓢が転じて

無病息災。健康を願う贈る進物好適品

です。

細かな三島模様に面取を施し、土の黒

色と白釉のコントラストを絶妙なバラ

ンスで調和させました。手作りならで

はの優しい風合いが感じられます。飽

きの来ないシンプルなデザインです。

細かな三島模様に面取を施し、土の黒

色と白釉のコントラストを絶妙なバラ

ンスで調和させました。手作りならで

はの優しい風合いが感じられます。飽

きの来ないシンプルなデザインです。

画像 画像 画像

昇峰 関　孝 関　孝

径7cm 高7cm 大　径7cm 高8.5cm 大　径11cm 高6.3cm

¥4,500 1本　\4,000 1ケ　\2,300

関　孝 関　孝 関　孝

黒陶面取三島　マグカップ 黒陶面取三島　徳利 黒陶面取三島　ぐい吞

径8.5cm 高9.5cm 口径3.5cm 高11.5cm 径5.8cm  高5.8cm

細かな三島模様に面取を施し、土の黒

色と白釉のコントラストを絶妙なバラ

ンスで調和させました。手作りならで

はの優しい風合いが感じられます。飽

きの来ないシンプルなデザインです。

細かな三島模様に面取を施し、土の黒

色と白釉のコントラストを絶妙なバラ

ンスで調和させました。手作りならで

はの優しい風合いが感じられます。飽

きの来ないシンプルなデザインです。

細かな三島模様に面取を施し、土の黒

色と白釉のコントラストを絶妙なバラ

ンスで調和させました。手作りならで

はの優しい風合いが感じられます。飽

きの来ないシンプルなデザインです。

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



前謙㈱ 4

前謙㈱ 28 前謙㈱ 29 前謙㈱ 30

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 31 前謙㈱ 32 前謙㈱ 33

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 34 前謙㈱ 35 前謙㈱ 36

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

画像 画像 画像

関　孝 関　孝 圭司

碗径7.8 高7.4 皿14.5㎝ 碗径7.8 高7.4 皿14.5㎝ 大　径7.7cm 高9.5cm

段付桜　コーヒー碗皿 段付雲錦　コーヒー碗皿 京洛春秋　湯呑　大／小

¥6,000 ¥6,000 ¥2,500

京洛春秋　飯碗大／小 京洛春秋　マグカップ 京洛春秋　6寸菓子鉢

特価商品(追作不可)　限定数 5ケ

落ち着いた色合いのコーヒー碗皿で

す。マグカップとケーキ皿として別々

にもお使いいただけます。在庫限りで

すが、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 5ケ

落ち着いた色合いのコーヒー碗皿で

す。マグカップとケーキ皿として別々

にもお使いいただけます。在庫限りで

すが、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 大17ケ

小6ケ　　粉引の生地に溶け込んだ紋様

が柔らかな雰囲気を醸し出していま

す。在庫限りですが、お安くお求め頂

けます。

画像 画像 画像

大　径12cm 高6cm 径8.5cm 高9.5cm 径18cm 高6cm

特価商品(追作不可)　限定数 大26ケ

小24ケ　　粉引の生地に溶け込んだ紋

様が柔らかな雰囲気を醸し出していま

す。在庫限りですが、お安くお求め頂

けます。

特価商品(追作不可)　限定数 9ケ

粉引の生地に溶け込んだ紋様が柔らか

な雰囲気を醸し出しています。在庫限

りですが、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 6ケ

粉引の生地に溶け込んだ紋様が柔らか

な雰囲気を醸し出しています。在庫限

りですが、お安くお求め頂けます。

¥3,000 ¥4,000 ¥5,000

圭司 圭司 圭司

面取三島　湯呑大／小 面取三島　飯碗大／小 面取三島　小丼

¥2,500 ¥3,000 ¥5,500

画像 画像 画像

特価商品(追作不可)　限定数 大10ケ

小15ケ　　可愛らしい三島の紋様がア

クセントのシンプルなアイテムです。

在庫限りですが、お安くお求め頂けま

す。

特価商品(追作不可)　限定数 大17ケ

小9ケ　　可愛らしい三島の紋様がアク

セントのシンプルなアイテムです。在

庫限りですが、お安くお求め頂けま

す。

特価商品(追作不可)　限定数 ９ケ

可愛らしい三島の紋様がアクセントの

シンプルなアイテムです。在庫限りで

すが、お安くお求め頂けます。

関　孝 関　孝 関　孝

大　径7cm 高9cm 大　径11cm 高6.5cm 径13.5cm 高7.5cm

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



前謙㈱ 5

前謙㈱ 37 前謙㈱ 38 前謙㈱ 39

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 40 前謙㈱ 41 前謙㈱ 42

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

前謙㈱ 43 前謙㈱ 44 前謙㈱ 45

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

画像 画像 画像

¥5,000 ¥5,000 ¥5,000

山川　巌 山川　巌 山川　巌

色絵朝顔　湯呑　大／小 色絵朝顔　飯碗　大／小 色絵秋草　湯呑　大／小

画像 画像 画像

径7cm 高8.3cm 径11.2cm 高6cm 径7cm 高8.3cm

特価商品(追作不可)　限定数 大6ケ

小3ケ　日本の四季を色とりどりの可愛

い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 大なし

小3ケ　日本の四季を色とりどりの可愛

い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 大4ケ

小5ケ　日本の四季を色とりどりの可愛

い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

山川　巌 山川　巌 山川　巌

径11.2cm　高6cm 径11.2cm　高6cm 径7cm　高8.3cm

色絵秋草　飯碗　大／小 色絵菊　飯碗　大／小 色絵桜　湯呑　大／小

¥5,000 ¥5,000 ¥5,000

色絵桜　飯碗　大／小 色絵藤　湯呑　大／小 色絵藤　飯碗　大／小

特価商品(追作不可)　限定数 大7ケ

小6ケ　日本の四季を色とりどりの可愛

い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 大13ケ

小なし　日本の四季を色とりどりの可

愛い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 大13ケ

小15ケ　日本の四季を色とりどりの可

愛い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

画像 画像 画像

径11.2cm　高6cm 径7cm　高8.3cm 径11.2cm　高6cm

特価商品(追作不可)　限定数 大19ケ

小28ケ　日本の四季を色とりどりの可

愛い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 大1ケ

小3ケ　日本の四季を色とりどりの可愛

い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

特価商品(追作不可)　限定数 大12ケ

小10ケ　日本の四季を色とりどりの可

愛い花で表現しました。在庫限りです

が、お安くお求め頂けます。

¥5,000 ¥5,000 ¥5,000

山川　巌 山川　巌 山川　巌

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。


