
山亀 1

山亀 1 ガｰ9 山亀 2 ガｰ10 山亀 3 ガｰ11

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

山亀 4 ガｰ12 山亀 5 ガｰ13 山亀 6 ガｰ14

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

山亀 7 ガｰ15 山亀 8 ガｰ16 山亀 9 ガｰ17

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

青富士ガラス箸置き(1個)

5cm×3cm×高さ1.5cm

¥1,000

海峰

¥1,000 ¥1,000 ¥1,000

紫陽花ガラス箸置き(1個)

赤紅葉ガラス箸置き(1個) 流水うさぎガラス箸置き(1個)椿ガラス箸置き(1個)

¥1,000

海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm

¥1,000

海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm

京絵付けが施された紅白梅のガラス箸

置きです。真ん中が少し凹んでいるの

でお箸の安定感があります。5個入りと

2個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

京絵付けが施された桜のガラス箸置き

です。真ん中が少し凹んでいるのでお

箸の安定感があります。5個入りと2個

入りペアの化粧箱を用意しています。

京絵付けが施された紫陽花のガラス箸

置きです。真ん中が少し凹んでいるの

でお箸の安定感があります。5個入りと

2個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

¥1,000

海峰

京絵付けが施された赤紅葉のガラス箸

置きです。真ん中が少し凹んでいるの

でお箸の安定感があります。5個入りと

2個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

京絵付けが施された椿のガラス箸置き

です。真ん中が少し凹んでいるのでお

箸の安定感があります。5個入りと2個

入りペアの化粧箱を用意しています。

京絵付けが施された流水うさぎのガラ

ス箸置きです。真ん中が少し凹んでい

るのでお箸の安定感があります。5個入

りと2個入りペアの化粧箱を用意してい

ます。

海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm

海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm

海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm

画像 画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像 画像

京絵付けが施されたお福と火男ペアガ

ラス箸置きです。真ん中が少し凹んで

いるのでお箸の安定感があります。

京絵付けが施された赤富士ガラス箸置

きです。赤富士と青富士のペアの箱も

用意しています。真ん中が少し凹んで

いるのでお箸の安定感があります。

京絵付けが施された青富士ガラス箸置

きです。赤富士と青富士のペアの箱も

用意しています。真ん中が少し凹んで

いるのでお箸の安定感があります。

¥2,000

海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm

5cm×3cm×高さ1.5cm

紅白梅ガラス箸置き(1個) 桜ガラス箸置き(1個)

¥1,000

海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm

お福火男ガラス箸置きペア(2個) 赤富士山ガラス箸置き(1個)

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。



山亀 2

山亀 10 ガｰ18 山亀 11 ガｰ19 山亀 12 ガｰ20

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

山亀 13 ガｰ21 山亀 14 ガｰ22 山亀 15 ガｰ23

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

山亀 16 ガｰ24 山亀 17 ガｰ25 山亀 18 ガｰ26

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

貝殻ガラス箸置き(1個) 竹林ガラス箸置き(1個) カワセミガラス箸置き(1個)

¥1,000 ¥1,000 ¥1,000

画像 画像 画像

京絵付けが施された貝殻のガラス箸置

きです。真ん中が少し凹んでいるので

お箸の安定感があります。5個入りと2

個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

京絵付けが施された竹林のガラス箸置

きです。真ん中が少し凹んでいるので

お箸の安定感があります。5個入りと2

個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

京絵付けが施されたカワセミのガラス

箸置きです。真ん中が少し凹んでいる

のでお箸の安定感があります。5個入り

と2個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

画像 画像 画像

海峰 海峰 海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm 5cm×3cm×高さ1.5cm 5cm×3cm×高さ1.5cm

¥1,000 ¥1,000 ¥1,000

海峰 海峰 海峰

金魚ガラス箸置き(1個) クジラガラス箸置き(1個) ゆりガラス箸置き(1個)

画像 画像 画像

5cm×3cm×高さ1.5cm 5cm×3cm×高さ1.5cm 5cm×3cm×高さ1.5cm

京絵付けが施された金魚のガラス箸置

きです。真ん中が少し凹んでいるので

お箸の安定感があります。5個入りと2

個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

京絵付けが施されたクジラのガラス箸

置きです。真ん中が少し凹んでいるの

でお箸の安定感があります。5個入りと

2個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

京絵付けが施されたユリのガラス箸置

きです。真ん中が少し凹んでいるので

お箸の安定感があります。5個入りと2

個入りペアの化粧箱を用意していま

す。

海峰 海峰 海峰

5cm×3cm×高さ1.5cm 5cm×3cm×高さ1.5cm 5cm×3cm×高さ1.5cm

四つ葉のクローバーガラス箸置き(1個) 波ガラス箸置き(1個) イルカガラス箸置き(1個)

¥1,000 ¥1,000 ¥1,000

京絵付けが施された四つ葉クローバー

のガラス箸置きです。真ん中が少し凹

んでいるのでお箸の安定感がありま

す。5個入りと2個入りペアの化粧箱を

用意しています。

京絵付けが施された波のガラス箸置き

です。真ん中が少し凹んでいるのでお

箸の安定感があります。5個入りと2個

入りペアの化粧箱を用意しています。

京絵付けが施されたイルカのガラス箸

置きです。真ん中が少し凹んでいるの

でお箸の安定感があります。5個入りと

2個入りペアの化粧箱を用意していま

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。



山亀 3

山亀 19 ガｰ27 山亀 20 山亀 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

山亀 22 山亀 23 山亀 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

山亀 25 山亀 26 山亀 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

楓とメダカガラス箸置き(1個) 市松 麻の葉貝形箸置き(2個) 市松 麻の葉扇面形箸置き(2個)

画像 画像 画像

5cm×3cm×高さ1.5cm 5cm×4cm×高さ2cm 5.5cm×3cm×高さ0.7cm

京絵付けが施された楓とメダカのガラ

ス箸置きです。真ん中が少し凹んでい

るのでお箸の安定感があります。5個入

りと2個入りペアの化粧箱を用意してい

ます。

市松と麻の葉文様を貝形箸置きに描い

てます。

市松と麻の葉文様を扇面地紙形箸置き

に描いてます。

¥1,000 ¥1,500 ¥1,500

海峰 芳山 陵泉

鉄染唐草コーヒーカップ 鉄染唐草マグカップ 鉄赤唐草マグカップ

¥15,000 ¥9,000 ¥9,000

画像 画像 画像

白地に鉄絵で縁取り染付で唐草文様が

描かれてます。カップの内側には渦文

様が描かれています。染付と赤でペア

で揃える事も出来ます。

白地に鉄絵で縁取り染付で唐草文様が

描かれてます。カップの内側には渦文

様が描かれています。

白地に鉄絵で縁取り赤で唐草文様が描

かれてます。カップの内側には渦文様

が描かれています。

画像 画像 画像

岩華 岩華 岩華
カップ径12㎝×高5.5㎝（持ち手含）皿15㎝×高2.5㎝ 径10.5㎝×高さ9㎝（持ち手含） 径10.5㎝×高さ9㎝（持ち手含）

¥8,000 ¥5,000 ¥5,000

岩華 多屋 多屋

鉄染唐草6寸皿 南蛮7.3寸リム皿 南蛮丸抜き7.3寸リム皿

径18㎝×高さ3㎝ 径22㎝×高さ2㎝ 径22㎝×高さ2㎝

白地に鉄絵で縁取り染付で唐草文様が

描かれてます。

半分はザラっと焼き締めの土物特有の

肌合いで残り半分には薄く釉薬を掛け

分けたシンプルな何にでも合うデザイ

ンです。

全体に薄く釉薬を掛け3か所丸紋抜きし

たシンプルな何にでも合うデザインで

す。丸い部分は焼き締めになっていま

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。



山亀 4

山亀 28 山亀 29 山亀 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

山亀 31 山亀 32 山亀 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

山亀 34 山亀 35 山亀 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

多屋 多屋 多屋

径26.5㎝×高さ3㎝ 径26.5㎝×高さ3㎝ 13㎝×9.5㎝×高さ10㎝(注ぎ口含)

南蛮丸抜き四方皿 南蛮四方皿 南蛮丸抜き片口

¥13,000 ¥13,000 ¥3,500

南蛮丸抜き多用鉢 彫三島小鉢 飴釉小鉢

ひと皿に様々な料理が盛り付けられる

ワンプレート皿です。全体に薄く釉薬

を掛け3か所丸紋抜きしたシンプルな何

にでも合うデザインです。丸い部分は

焼き締めになっています。

ひと皿に様々な料理が盛り付けられる

ワンプレート皿です。全体に薄く釉薬

を掛けたシンプルな何にでも合うデザ

インです。

真ん中の部分が少し凹ませてあるので

持ちやすく手に馴染みます。同じ南蛮

のぐい呑みも用意しております。丸い

部分は焼き締めになっています。容量

200ml

画像 画像 画像

径16.5㎝×高5.5㎝ 径11㎝×高5㎝ 径8.7㎝×高4.2㎝

鍋の取鉢やサラダと何にでも使える多

用鉢です。縁が輪花になってますが収

納しても重なります。

内外に彫三島が施されています。 外側はロクロ筋が入っています。

¥5,000 ¥4,000 ¥2,400

多屋 十全 十全

子(鼠)唐子ぐい呑 丑(牛)唐子ぐい呑 寅(虎)唐子ぐい呑

¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

画像 画像 画像

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

秀峰 秀峰 秀峰

径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝

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。



山亀 5

山亀 37 山亀 38 山亀 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

山亀 40 山亀 41 山亀 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

山亀 43 山亀 44 山亀 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

¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

秀峰 秀峰 秀峰

卯(兎)唐子ぐい呑 辰(竜)唐子ぐい呑 巳(蛇)唐子ぐい呑

画像 画像 画像

径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

秀峰 秀峰 秀峰

径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝

午(馬)唐子ぐい呑 未(羊)唐子ぐい呑 申(猿)唐子ぐい呑

¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

酉(鳥)唐子ぐい呑 戌(犬)唐子ぐい呑 亥(猪)唐子ぐい呑

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

画像 画像 画像

径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝ 径7㎝×高5.5㎝

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

12年分の干支のぐい呑みを揃えまし

た。　唐子が付いています。木箱入り

です。

¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

秀峰 秀峰 秀峰

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。


