
森陶商株式会社 1

森陶商株式会社 1 153-6904 森陶商株式会社 2 153-6906 森陶商株式会社 3 153-6912

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

森陶商株式会社 4 153-6911 森陶商株式会社 5 153-999 森陶商株式会社 6 153-999

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

森陶商株式会社 7 153-999 森陶商株式会社 8 050-0743 森陶商株式会社 9 050-0744

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

南画を習得された先代の後を継ぎ軽妙

な筆使いが好評を博し手に持った時の

バランスの良さも定評です。

南画を習得された先代の後を継ぎ軽妙

な筆使いが好評を博し手に持った時の

バランスの良さも定評です。

南画を習得された先代の後を継ぎ軽妙

な筆使いが好評を博し手に持った時の

バランスの良さも定評です。

¥10,000

六斎

径9㎝×高9㎝

径9㎝×高9㎝

山水紫花詰マグカップ 七福神青地六瓢マグカップ

¥10,000

六斎

径9㎝×高9㎝

赤絵唐草山水マグカップ 山水赤網代マグカップ

南画を習得された先代の後を継ぎ軽妙

な筆使いが好評を博し手に持った時の

バランスの良さも定評です。

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

六斎

径9㎝×高9㎝

北哉

径8.5㎝

北哉

径8.5㎝

山水緑地黄花マグカップ

径9.5㎝×高8.5㎝

¥10,000

六斎

¥10,000 ¥2,500 ¥2,500

七福神黄地丸紋マグカップ

山水黄七宝マグカップ 富士に松梅盃富士に松梅盃

¥10,000

六斎

径9㎝×高9㎝

¥10,000

六斎

径9㎝×高9㎝

南画を習得された先代の後を継ぎ軽妙

な筆使いが好評を博し手に持った時の

バランスの良さも定評です。

南画を習得された先代の後を継ぎ軽妙

な筆使いが好評を博し手に持った時の

バランスの良さも定評です。

南画を習得された先代の後を継ぎ軽妙

な筆使いが好評を博し手に持った時の

バランスの良さも定評です。

¥10,000

六斎

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。



森陶商株式会社 2

森陶商株式会社 10 050-0170 森陶商株式会社 11 050-2412 森陶商株式会社 12 050-6951

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

森陶商株式会社 13 050-6952 森陶商株式会社 14 050-6978 森陶商株式会社 15 050-6979

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

森陶商株式会社 16 050-0953 森陶商株式会社 17 050-0954 森陶商株式会社 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

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

新商品　　　　　　　　　　容量

400ml盃と取合せて酒器としても喜ばれ

そうです。

北哉 北哉 北哉

径10㎝ 径10㎝ 径9.5㎝高13.5㎝

富士に松梅一服碗 富士に松梅一服碗 富士に松徳利

¥3,300 ¥3,300 ¥6,500

画像 画像 画像

径8㎝ 径8.8㎝ 径8.8㎝

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

¥3,600 ¥3,600 ¥3,600

北哉 北哉 北哉

富士に松梅マグカップ 富士に松梅フリーカップ 富士に松梅フリーカップ

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

富士山が世界遺産に登録されて7年、い

まだに根強い人気に支えられこのシ

リーズも高い評価を頂いています。

画像 画像 画像

北哉 北哉 北哉

径・大7.8㎝小7㎝ 径・大12㎝小11.5㎝ 径8㎝

富士に松梅組湯呑 富士に松梅組茶漬 富士に松梅マグカップ

¥6,500 ¥7,000 ¥3,600

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。



森陶商株式会社 3

森陶商株式会社 19 115-6387 森陶商株式会社 20 115-7670 森陶商株式会社 21 115-7671

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

森陶商株式会社 22 115-7672 森陶商株式会社 23 115-0756 森陶商株式会社 24 115-0755

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

森陶商株式会社 25 115-0757 森陶商株式会社 26 115-0758 森陶商株式会社 27 金彩四季草花盃

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8.5㎝ 径8.5㎝ 径8.5㎝

京薩摩の伝統を生かし、現代にマッチ

するようデザインしました。

京薩摩の伝統を生かし、現代にマッチ

するようデザインしました。

京薩摩の伝統を生かし、現代にマッチ

するようデザインしました。

¥50,000 ¥50,000 ¥50,000

与山 与山 与山

金彩花唐草盃 金彩亀甲文盃 115-0759

京薩摩の伝統を生かし、現代にマッチ

するようデザインしました。

京薩摩の良さを再認識して頂ける作品

です。

京薩摩の伝統を生かし、現代にマッチ

するようデザインしました。

画像 画像 画像

与山 与山 与山

径7.5㎝×高8.5㎝ 径8.5㎝ 径8.5㎝

金彩花唐草香炉 金彩花詰盃 金彩花つなぎ盃

¥52,000 ¥70,000 ¥50,000

画像 画像 画像

高20㎝ 径7.5㎝×高8.5㎝ 径7.5㎝×高8.5㎝

京薩摩の良さを再認識して頂ける作品

です。

京薩摩の良さを再認識して頂ける作品

です。

京薩摩の伝統を生かし、現代にマッチ

するようデザインしました。

¥230,000 ¥80,000 ¥52,000

与山 与山 与山

金彩花詰一輪生 金彩花詰香炉 金彩四季草花香炉

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。



森陶商株式会社 4

森陶商株式会社 28 048-1555 森陶商株式会社 29 048-6933 森陶商株式会社 30 048-6966

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

森陶商株式会社 31 048-0133 森陶商株式会社 32 048-0945 森陶商株式会社 33 048-3848

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

森陶商株式会社 34 048-1556 森陶商株式会社 35 048-3123 森陶商株式会社 36 048-3121

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

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

陶楽 陶楽 陶楽

径9㎝×高8.5㎝ 径9㎝ 径21.5㎝

紫三島後手急須 紫三島小猪口 紫三島7寸皿

¥12,000 ¥4,800 ¥12,000

画像 画像 画像

径7.5㎝ 径10㎝×高5.5㎝ 径15㎝×高6㎝

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

¥5,000 ¥4,000 ¥8,000

陶楽 陶楽 陶楽

紫三島湯呑 紫三島汲出碗 紫三島5寸鉢

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

三嶋手は生地に線彫りや印花で文様を

つけ白化粧の後刷き落として文様をう

きあがらせる「色合いの妙」が特徴で

す。

画像 画像 画像

陶楽 陶楽 陶楽

径15㎝×高14.5㎝ 碗径11㎝ 径7.5㎝×高10.5㎝

紫三島ティーポット 紫三島ティーカップ 紫三島マグカップ

¥20,000 ¥12,000 ¥7,000

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。



森陶商株式会社 5

森陶商株式会社 37 067-7022 森陶商株式会社 38 067-7683 森陶商株式会社 39 067-6543

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

森陶商株式会社 40 067-0021 森陶商株式会社 41 067-6942 森陶商株式会社 42 067-7070

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

森陶商株式会社 43 067-6542 森陶商株式会社 44 067-0740 森陶商株式会社 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10㎝×高15㎝ 径6㎝×高5.5㎝

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

¥15,000 ¥7,000

智泉 智泉

しだれ桜徳利 しだれ桜ぐい吞

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

画像 画像 画像

智泉 智泉 智泉

径8.5㎝×高9.5㎝ 径8.5㎝×高9.5㎝ 径10㎝×高7.5㎝

しだれ桜特大湯呑 しだれ桜マグカップ しだれ桜一服碗

¥10,000 ¥12,000 ¥9,000

画像 画像 画像

径12㎝×高7.5㎝ 径9.5㎝×高12㎝ 径11.5㎝×高11.5㎝

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

円山公園のしだれ桜をモチーフに京の

桜の美しさを表現しました日本人の心

に触れるシリーズです。

¥18,000 ¥25,000 ¥15,000

智泉 智泉 智泉

しだれ桜抹茶碗 しだれ桜香炉 しだれ桜丸花瓶

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。


