
前謙(株) おうちじかんセレクション 1

前謙(株) 1 前謙(株) 2 前謙(株) 3

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(株) 4 前謙(株) 5 前謙(株) 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(株) 7 前謙(株) 8 前謙(株) 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

画像 画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像 画像

六瓢＝無病　健康長寿と家内円満の願

いが込められています。繊細なタッチ

が京焼らしい逸品です。

古くから「出世」「成功」の象徴とし

て富士山はあがめられてきましたが、

赤富士は特に縁起が良いとされていま

す。

古来より、長寿の象徴とされる縁起の

よい鶴は吉兆をもたらすともいわれ、

慶祝に欠かすことのできない鳥です。

¥15,000

紫水

縦22cm　横25cm

径5.5cm 高4cm

だるま　湯呑 だるま　ぐい呑

¥15,000

山川　巌

縦28.5cm 横20cm

六瓢　陶額 赤富士　陶額

黄色は幸運や金運を運んでくるといわ

れています。無病息災の願いを込めた

かわいらしい酒器です。

縁起のよい六瓢に瓔珞紋を合わせるこ

とにより、華やかさが増します。

シンプルで使い勝手のよい小丼です。

日常使いに最適です。

昇峰

徳利:高10cm ぐい呑:径6×3.5cm

昭阿弥

径14cm 高8cm

関

径13cm 高8cm

双鶴　陶額

縦26cm　横26cm

¥25,000

山川　巌

徳利￥12,000 ぐい呑￥6,000 ¥12,000 ¥5,500

色絵六瓢　組湯呑

黄交趾六瓢　酒器 粉引六瓢　小丼色絵六瓢　小丼

¥9,000

北哉

径8.5cm 高8.5cm

¥6,000

紫峰

径7cm 高6.5cm

ダルマの赤色は魔除け効果があるとさ

れています。職人が一つ一つ手でろく

ろをひいて微調整しているので、実際

に手で倒してみてもコロンと起き上が

ります。

ダルマの赤色は魔除け効果があるとさ

れています。職人が一つ一つ手でろく

ろをひいて微調整しているので、実際

に手で倒してみてもコロンと起き上が

ります。

健康長寿の願いが込められています。

下地に鉄絵や彫りが施され、細やかな

技が織り込まれています。

¥4,000

紫峰

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(株) おうちじかんセレクション 2

前謙(株) 10 前謙(株) 11 前謙(株) 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

サイズ サイズ サイズ

前謙(株) 13 前謙(株) 14 前謙(株) 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(株) 16 前謙(株) 17 前謙(株) 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

健康長寿の願いが込められています。

下地に鉄絵や彫りが施され、細やかな

技が織り込まれています。

シンプルな冷酒器セットです。すっき

りとしたデザインで幅広くお使い頂け

ます。

シンプルな冷酒器セットです。すっき

りとしたデザインで幅広くお使い頂け

ます。

北哉 関 関

片口酒器:径11×高8cm ぐい呑:径6.3×高6cm 片口酒器:径7.5×9cm 盃:径6.3×高3cm 片口酒器:径7.5×9cm 盃:径6.3×高3cm

色絵六瓢　冷酒器 黒十草　冷酒器 白十草　冷酒器
片口酒器￥7,000 ぐい呑￥3,500 片口酒器￥3,500 盃￥1,600 片口酒器￥3,500 盃￥1,600

画像 画像 画像

徳利:高11cm ぐい呑:径5.5×高3.8cm 徳利:高11cm ぐい呑:径5.7×高4.5cm 徳利:高11.5cm ぐい呑:径5.8×高5.8cm

交趾の色鮮やかな酒器セットです。単

品でもかわいく、お好きな色をお選び

ください。

青磁の釉薬と灰釉を配合し、独自の緑

釉を作り出しました。三島の連続模様

は「物事が続いていく」という意味の

縁起のよい模様です。

三島模様も作り手によって雰囲気がず

いぶんと変わります。手作り感のある

あたたかみが特徴です。

徳利￥10,000 ぐい呑￥5,000 徳利￥3,500 ぐい呑￥1,400 徳利￥4,000 ぐい呑￥2,300

昇峰 安藤 関

交趾花尽し　酒器(紫) 緑釉三島彫 黒陶面取三島

交趾の色鮮やかな酒器セットです。単

品でもかわいく、お好きな色をお選び

ください。

交趾の色鮮やかな酒器セットです。単

品でもかわいく、お好きな色をお選び

ください。

交趾の色鮮やかな酒器セットです。単

品でもかわいく、お好きな色をお選び

ください。

画像 画像 画像

昇峰 昇峰 昇峰

徳利:高11cm ぐい呑:径5.5×高3.8cm 徳利:高11cm ぐい呑:径5.5×高3.8cm 徳利:高11cm ぐい呑:径5.5×高3.8cm

交趾花尽し　酒器(ピンク) 交趾花尽し　酒器(水色) 交趾花尽し　酒器(赤)
徳利￥10,000 ぐい呑￥5,000 徳利￥10,000 ぐい呑￥5,000 徳利￥10,000 ぐい呑￥5,000

画像 画像 画像

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(株) おうちじかんセレクション 3

前謙(株) 19 前謙(株) 20 前謙(株) 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

前謙(株) 22 前謙(株) 23 前謙(株) 24

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(株) 25 前謙(株) 26 前謙(株) 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 サイズ径5.5cm 高4.5cm 径5.5cm 高4.5cm 径5.5cm 高4.5cm

丁寧に古典的な模様を描き上げまし

た。長年愛され続けている飽きのこな

いデザインです。

丁寧に古典的な模様を描き上げまし

た。長年愛され続けている飽きのこな

いデザインです。

丸紋は古くから「万事丸くおさまる」

の意味から縁起のよいモチーフとして

愛されています。

¥6,000 ¥6,000 ¥4,500

紫峰 紫峰 紫峰

万暦　ぐい呑 赤絵鳳凰兎　ぐい呑 丸紋つなぎ　ぐい呑

6色揃った一閑人のぐい呑です。遊び心

があり、ほどよいサイズで手になじみ

やすいです。

6色揃った一閑人のぐい呑です。遊び心

があり、ほどよいサイズで手になじみ

やすいです。

6色揃った一閑人のぐい呑です。遊び心

があり、ほどよいサイズで手になじみ

やすいです。

画像 画像 画像

昇峰 昇峰 昇峰

径5.5cm 高4cm 径5.5cm 高4cm 径5.5cm 高4cm

交趾一閑人　ぐい呑(緑) 交趾一閑人　ぐい呑(赤) 交趾一閑人　ぐい呑(水色)

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000

画像 画像 画像

径5.5cm 高4cm 径5.5cm 高4cm 径5.5cm 高4cm

6色揃った一閑人のぐい呑です。遊び心

があり、ほどよいサイズで手になじみ

やすいです。

6色揃った一閑人のぐい呑です。遊び心

があり、ほどよいサイズで手になじみ

やすいです。

6色揃った一閑人のぐい呑です。遊び心

があり、ほどよいサイズで手になじみ

やすいです。

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000

昇峰 昇峰 昇峰

交趾一閑人　ぐい呑(紫) 交趾一閑人　ぐい呑(ピンク) 交趾一閑人　ぐい呑(オレンジ)

画像 画像 画像

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(株) おうちじかんセレクション 4

前謙(株) 28 前謙(株) 29 前謙(株) 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(株) 31 前謙(株) 32 前謙(株) 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(株) 34 前謙(株) 35 前謙(株) 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

ご好評を頂いております関陶房の盃で

す。種類を豊富にご用意しております

ので、その日の気分に合わせてお使い

いただけます。

ご好評を頂いております関陶房の盃で

す。種類を豊富にご用意しております

ので、その日の気分に合わせてお使い

いただけます。

ご好評を頂いております関陶房の盃で

す。種類を豊富にご用意しております

ので、その日の気分に合わせてお使い

いただけます。

関 関 関

径7.8cm 高3.5cm 径7.8cm 高3.5cm 径7.8cm 高3.5cm

ふくろう　盃 灰三島とびかんな　盃 雲鶴　盃

¥2,300 ¥2,300 ¥2,300

画像 画像 画像

径6cm 高4.5cm 径6cm 高4.5cm 径4.8cm 高6cm

ご好評を頂いております関陶房のぐい

呑です。種類を豊富にご用意しており

ますので、その日の気分に合わせてお

使いいただけます。

ご好評を頂いております関陶房のぐい

呑です。種類を豊富にご用意しており

ますので、その日の気分に合わせてお

使いいただけます。

ご好評を頂いております関陶房のぐい

呑です。種類を豊富にご用意しており

ますので、その日の気分に合わせてお

使いいただけます。

¥2,000 ¥2,300 ¥2,000

関 関 関

桜　ぐい呑 俵手　ぐい呑 粉引六瓢　ぐい呑

ご好評を頂いております関陶房のぐい

呑です。種類を豊富にご用意しており

ますので、その日の気分に合わせてお

使いいただけます。

ご好評を頂いております関陶房のぐい

呑です。種類を豊富にご用意しており

ますので、その日の気分に合わせてお

使いいただけます。

ご好評を頂いております関陶房のぐい

呑です。種類を豊富にご用意しており

ますので、その日の気分に合わせてお

使いいただけます。

画像 画像 画像

関 関 関

径5.7cm 高6cm 径5.7cm 高6cm 径5.7cm 高6cm

黒十草　ぐい呑 白十草　ぐい呑 白三島とびかんな　ぐい呑

¥2,300 ¥2,300 ¥2,300

画像 画像 画像

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(株) おうちじかんセレクション 5

前謙(株) 37 前謙(株) 38 前謙(株) 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(株) 40 前謙(株) 41 前謙(株) 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(株) 43 前謙(株) 44 前謙(株) 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 サイズ径8cm 高9cm 径7.5cm 高9cm

落ち着いた雰囲気で味わいのあるマグ

カップです。たいへん持ちやすく、使

いやすい大きさです。

青磁の釉薬と灰釉を配合し、独自の緑

釉を作り出しました。あたたかみのあ

るマグカップです。

乾山風の作品が多い中、白の釉薬で丁

寧に七宝を描きました。円形が永遠に

繋がるこの柄には「円満、調和、縁」

などの願いが込められています。

¥4,000 ¥4,000 ¥5,500

関 安藤 俊山

黄釉しのぎ　マグカップ 緑釉三島彫　マグカップ 雅の七宝　マグカップ

トンボは前にしか進まず、退かないと

ころから「勝ち虫」と呼ばれる縁起の

よい柄です。

健康長寿と家内円満の願いが込められ

ています。下地に鉄絵や彫りが施さ

れ、細やかな技が織り込まれていま

す。

三島模様は物事が続いていく縁起のよ

い模様です。手作り感のあるあたたか

みが特徴です。

画像 画像 画像

紫峰 北哉 関

径7.5cm 高9cm 径8.5cm 高10cm 径8.5cm 高9.5cm

赤トンボ　マグカップ 色絵六瓢　マグカップ 黒陶面取三島　マグカップ

¥7,000 ¥7,000 ¥4,500

画像 画像 画像

径7.5cm 高9cm 径7.5cm 高9cm 径7.5cm 高9cm

鮮やかな交趾の雲錦柄は、食事のシー

ンで華やかな雰囲気を演出します。

黄色は幸運や金運を運んでくるといわ

れます。無病息災の願いを込めた古典

的ですが、どこかかわいらしいマグ

カップです。

トンボは前にしか進まず、退かないと

ころから「勝ち虫」と呼ばれる縁起の

よい柄です。

¥15,000 ¥12,000 ¥7,000

昇峰 昇峰 昇峰

交趾雲錦　マグカップ 黄交趾六瓢　マグカップ 青トンボ　マグカップ

画像 画像 画像

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。


