
前謙 1

前謙 1 前謙 2 前謙 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 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

画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像 画像

特徴のある紋様、交趾の独特な色、弊

社オリジナルの逸品です。前作よりサ

イズがひとまわり大きくなり、柄はよ

り細かくなりました。

特徴のある紋様、交趾の独特な色、弊

社オリジナルの逸品です。前作よりサ

イズがひとまわり大きくなり、柄はよ

り細かくなりました。

特徴のある紋様、交趾の独特な色、弊

社オリジナルの逸品です。前作よりサ

イズがひとまわり大きくなり、柄はよ

り細かくなりました。

¥25,000

和子

径6㎝  高9.5㎝

径9cm　高6.5cm

浅黄交趾　幾何学文　フリーカップ 黒十草　スープカップ

¥25,000

和子

径6㎝  高9.5㎝

紅交趾　幾何学文　フリーカップ 淡黄交趾　幾何学文　フリーカップ

ろくろの技でたいへん軽く仕上げてあ

り、いっちんで描かれたぶどうは躍動

感があります。

ろくろの技でたいへん軽く仕上げてあ

り、いっちんで描かれたぶどうは躍動

感があります。

ろくろの技でたいへん軽く仕上げてあ

り、いっちんで描かれたぶどうは躍動

感があります。

正峰

大　径8cm　高8.5cm

正峰

大 径12cm　高6cm 

正峰

径8cm　高9cm

淡青交趾　幾何学文　フリーカップ

径6㎝  高9.5㎝

¥25,000

和子

\5,000(1ヶ\2,500) \5,500(1ヶ\2,750) ¥2,800

白十草　スープカップ

ぶどう　カップ大小 ぶどう　マグカップぶどう　飯碗　大小

¥4,000

関
径9cm　高6.5cm

¥25,000

和子
径6㎝  高9.5㎝

特徴のある紋様、交趾の独特な色、弊

社オリジナルの逸品です。前作よりサ

イズがひとまわり大きくなり、柄はよ

り細かくなりました。

スタッキング(＝揃いの食器を積み重ね

る)出来るスープカップです。

スタッキング(＝揃いの食器を積み重ね

る)出来るスープカップです。

¥4,000

関

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

サイズ サイズ サイズ

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

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。フリー

カップも同じ柄があります。

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。フリー

カップも同じ柄があります。

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。フリー

カップも同じ柄があります。

岩華 岩華 岩華

径9cm　高7cm 径9cm　高7cm 径9cm　高7cm

赤瓔珞　蕎麦猪口 菊つなぎ　蕎麦猪口 赤六角　蕎麦猪口

¥6,800 ¥6,000 ¥6,000

画像 画像 画像

径8cm　高10cm 径8cm　高10cm 径9cm　高7cm

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。蕎麦猪

口も同じ柄があります。

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。蕎麦猪

口も同じ柄があります。

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。フリー

カップも同じ柄があります。

¥6,000 ¥6,000 ¥6,800

岩華 岩華 岩華

赤六角　フリーカップ 染六角　フリーカップ 染付瓔珞　蕎麦猪口

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。蕎麦猪

口も同じ柄があります。

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。蕎麦猪

口も同じ柄があります。

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。蕎麦猪

口も同じ柄があります。

画像 画像 画像

岩華 岩華 岩華

径8cm　高10cm 径8cm　高10cm 径8cm　高10cm

染付瓔珞　フリーカップ 赤瓔珞　フリーカップ 菊つなぎ　フリーカップ

¥6,800 ¥6,800 ¥6,000

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 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

前謙 22 前謙 23 前謙 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 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 サイズ径7.7cm　高9cm 径7.5cm　高9cm 径7.5cm　高9cm

落ち着いた古典的なデザインのマグ

カップです。

前にしか進まないトンボは「勝ち虫」

と言われ、縁起が良いとされていま

す。

前にしか進まないトンボは「勝ち虫」

と言われ、縁起が良いとされていま

す。

¥8,000 ¥7,000 ¥7,000

岩華 紫峰 紫峰

追掛小紋　マグカップ 青トンボ　マグカップ 赤トンボ　マグカップ

シンプルな青赤のマグカップです。多

用途にお使い頂けます。

シンプルな青赤のマグカップです。多

用途にお使い頂けます。

ペルシャ紋写しのすっきりとしたデザ

インのカップです。

画像 画像 画像

岩華 岩華 岩華

径8cm　高9.3cm 径8cm　高9.3cm 径8.3cm　高10cm

高山寺(青)　マグカップ 高山寺(赤)　マグカップ 染付ペルシャ唐草　マグカップ

¥8,000 ¥8,000 ¥7,000

画像 画像 画像

径9cm　高7cm 径8cm　高10cm 径8cm　高10cm

同じサイズで5柄揃っており、お好きな

柄でペアやセットにできます。フリー

カップも同じ柄があります。

シンプルな青赤のフリーカップです。

多用途にお使い頂けます。

シンプルな青赤のフリーカップです。

多用途にお使い頂けます。

¥6,000 ¥5,000 ¥5,000

岩華 岩華 岩華

染六角　蕎麦猪口 高山寺(青)　フリーカップ 高山寺(赤)　フリーカップ

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。



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

シンプルながらすべて手作業で丁寧に

三島の紋様が描かれています。

黒と白のコントラストで、三島の表情

も変わります。

俊山窯には珍しい作風です。細かく

いっちんで七宝を描き詰めました。

関 関 俊山

径8cm　高9cm 径8.5cm　高9cm 径7.5cm　高9cm

白三島とびかんな　マグカップ 黒陶面取三島　マグカップ 雅の七宝　マグカップ

¥3,500 ¥4,500 ¥5,500

画像 画像 画像

径8.3cm　高9.2cm 径8.3cm　高9.2cm 径8.3cm　高8.8cm

ご好評いただいております十草のマグ

カップです。たっぷり入り、少し大ぶ

りです。

ご好評いただいております十草のマグ

カップです。たっぷり入り、少し大ぶ

りです。

あたたかい雰囲気が感じられるマグ

カップです。

¥4,500 ¥4,500 ¥4,000

関 関 関

黒十草　マグカップ 白十草　マグカップ 黄釉しのぎ　マグカップ

温かみのある生地に素朴な絵付が大胆

に施してあります。

底は大胆にヘラでそいであり、ダイナ

ミックなデザインになっています。

白い刷毛目が特徴で安定感がありま

す。

画像 画像 画像

北哉 ルック ルック

径8.5cm　高9cm 径7.5cm　高8cm 径7.5cm　高8.5cm

色絵六瓢 点十草　マグカップ 刷毛目　マグカップ

¥7,000 ¥4,500 ¥3,500

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 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 サイズ高 11cm 高 11cm 高 14cm

ご好評の十草シリーズの花生です。少

し細めで安定感があります

ご好評の十草シリーズの花生です。少

し細めで安定感があります

優しい色合いの粉引の花生です。

¥3,000 ¥3,000 ¥3,500

関 関 関

黒十草　ミニ一輪生 白十草　ミニ一輪生 桜　花生

小ぶりな唐草模様(＝アラベスク)の花

生です。お部屋のアクセントにいかが

でしょうか。

ご好評の十草シリーズの花生です。 ご好評の十草シリーズの花生です。

画像 画像 画像

圭司 関 関

高 9cm 高 11cm 高 11cm

アラベスク　豆つぼ 黒十草　一輪生 白十草　一輪生

¥3,000 ¥3,500 ¥3,500

画像 画像 画像

高 16cm 高 16cm 高 15cm

筒型のシンプルな花生で、少量の花材

に使いやすい大きさです。

筒型のシンプルな花生で、少量の花材

に使いやすい大きさです。

小ぶりな唐草模様(＝アラベスク)の花

生です。お部屋のアクセントにいかが

でしょうか。

¥4,500 ¥4,500 ¥3,500

圭司 圭司 圭司

花三島　筒形花生 アラベスク　筒形花生 アラベスク　手付花生

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。


