
山亀 1

山亀 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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

¥4,500

8

¥4,500

9

¥4,500

五色きのこ箸置き(５個)

青萩コーヒー碗皿 伊羅保コーヒー碗皿白萩コーヒー碗皿

¥3,000

玉峯
長さ4㎝×幅2.5㎝×高さ1.7㎝

7

¥8,000

芳華

幅12㎝×高さ8㎝

正面に竹の上絵付けが施され茶盌の縁

に雀が乗っています。

瓢箪形に花々を細かく描き詰めた細密

画の箸置きです。青と赤のペアになっ

ております。

童話に出てきそうなかわいらしい五色

きのこ箸置きです。

¥10,000

草加

幅12㎝×高さ8㎝

4 6

黄瓷釉茶盌 灰瓷釉茶盌 鶴亀抹茶盌

幅11.5×高さ7.5㎝

2

¥4,000

大日

新商品です。カップは約200ml入り見た

目はどっしりした印象ですが、生地は

薄くて軽い仕上がりになっています。

口あたりの良い、普段使いにも丁度の

シンプルなコーヒー碗皿です。

新商品です。カップは約200ml入り見た

目はどっしりした印象ですが、生地は

薄くて軽い仕上がりになっています。

口あたりの良い、普段使いにも丁度の

シンプルなコーヒー碗皿です。

新商品です。カップは約200ml入り見た

目はどっしりした印象ですが、生地は

薄くて軽い仕上がりになっています。

口あたりの良い、普段使いにも丁度の

シンプルなコーヒー碗皿です。

十全
皿13.5㎝ カップ11.5㎝×高さ6㎝(持ち手含)

十全
皿13.5㎝ カップ11.5㎝×高さ6㎝(持ち手含)

十全
皿13.5㎝ カップ11.5㎝×高さ6㎝(持ち手含)

画像 画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像 画像

手に馴染む大きさですので抹茶盌とし

てだけでなく、かやくご飯、ミニうど

ん鉢等　お好みで多用鉢としてもお使

いいただけます。

手に馴染む大きさですので抹茶盌とし

てだけでなく、かやくご飯、ミニうど

ん鉢等　お好みで多用鉢としてもお使

いいただけます。

正面に鶴の上絵付けが施され茶盌の縁

に亀が乗っています。

1

¥4,000

大日

幅11.5×高さ7.5㎝

5

長さ4.5㎝×幅2｡5㎝×高さ1㎝

竹雀抹茶盌

3

¥8,000

芳華

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 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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

無病(六瓢)枕形ペア箸置き(2個) 青赤金ダミ無病(六瓢)新丸瓢ペア箸置き(2個) 鶴亀箕形ペア箸置き(2個)

¥1,800 ¥2,500 ¥1,500

画像 画像 画像

10 11 12

枕形の箸置きそれぞれに六つの瓢箪が

描かれてます。無病息災の語呂合わせ

で六瓢息災(むびょうそくさい)に見立

てています。

瓢箪形の箸置きに2つの瓢箪が描かれて

いて2個ペアで六つの瓢箪＝六瓢(む

びょう)になります。無病息災の語呂合

わせで六瓢息災(むびょうそくさい)に

見立てています。

縁起がいい物の代表的なものとして欠

かせない鶴と亀が箕型に描かれた箸置

きです。お求めになりやすい価格で

す。

画像 画像 画像

芳山 芳山 芳山
長さ5.2㎝×幅2㎝×高さ1.8㎝ 長さ6.3㎝×幅3㎝×高さ1㎝ 長さ4㎝×幅4.5㎝×高さ1.5㎝

¥2,500 ¥2,800 ¥2,800

芳山 玉峯 玉峯

13 14 15
おひな様貝形ペア箸置き(2個) 柿箸置き(5個) 栗箸置き(5個)

画像 画像 画像

16 17 18

長さ4㎝×幅5㎝×高さ1.8㎝ 幅3㎝×高さ2㎝ 長さ3.5㎝×幅4㎝×高さ1.7㎝

桃の節句の定番おひな様貝形箸置きで

す。自宅用にももちろん、プレゼント

として贈り物にしても喜ばれると思い

ます。

四角く角ばった形の柿です。

秋の味覚のひとつである柿の木は樹齢

が長いことから、長寿の木と言われ、

実は干すとシワがより、長生きの老人

にみたてて長寿を願う縁起物でもあり

甘くて美味しい秋の味覚として親しま

れている栗をモチーフにした箸置きで

す。

秀峰 芳山 芳山
長さ4.5㎝×幅2㎝×高さ3.5㎝ 長さ5.5㎝×幅4.5㎝×高さ1㎝ 長さ5.5㎝×幅4.5㎝×高さ1㎝

鶴亀宝船ペア箸置き(２個) 金銀三日月形ペア箸置き(２個) 青赤七宝三日月形ペア箸置き(２個)

¥3,200 ¥3,600 ¥3,500

縁起がいい物の代表的なものとして欠

かせない鶴と亀を立体的な宝船に描い

てます。画像では帆の後ろに隠れてま

すが米俵も積んでいてめでたく仕上

がってます。

金と銀をふんだんに使った三日月形の

箸置きです。

シンプルながら上質な仕上がりです。

上品な七宝文様を三日月形に華やかに

丁寧に描いてます。

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。
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山亀 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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

19 20 21
おしどり両羽ペア箸置き(2個) 風神雷神扇子ペア箸置き(2個) ピンク桜凹形箸置き(5個)

画像 画像 画像

雄 長さ5㎝×幅2㎝×高さ3㎝ 長さ5㎝×幅6.5㎝×高さ0.5㎝ 径3.5㎝×高さ1㎝

おしどり夫婦でお馴染みのおしどりペ

ア箸置きです。色鮮やかで立体的に出

来ています。箸置き以外に置物として

もお使いいただけます。

俵屋宗達の代表作 風神雷神図屛風を扇

面形の箸置きに表現しました。金をふ

んだんに使って豪華に仕上がっていま

す。

やわらかな桜色の釉薬で桜の花びらを

表現しました。お求めになりやすい価

格です。

¥6,000 ¥7,000 ¥1,800

松峰 陵泉 芳山

五草花小石箸置き(5個) 五色花折鶴箸置き(5個) 枝垂れ桜打出小槌箸置き(5個)

¥2,800 ¥2,800 ¥2,800

画像 画像 画像

22 23 24

椿、桔梗、向日葵、鉄線、水仙の五つ

の花を小石形に描いた箸置きです。

五色の折鶴に花を描いてます。箸置き

以外に置物としてもお使いいただけま

す。

願いをかなえる打出の小槌に枝垂れ桜

を描いてます。

画像 画像 画像

玉峯 玉峯 玉峯

径3㎝×高さ1.5㎝ 長さ3㎝×幅5.3㎝×高さ3㎝ 長さ5.5㎝×幅2.5㎝×高さ2㎝

¥4,000 ¥4,000 ¥5,000

京豊 陵泉 芳山

25 26 27

松竹梅ふくら雀箸置き(5個) 五色十草鼓形箸置き(5個) 赤網新丸瓢箸置き(5個)

長さ3㎝×幅3.1㎝×高さ2㎝ 長さ5㎝×幅2㎝×高さ1.5㎝ 長さ6.3㎝×幅3㎝×高さ1㎝

ふくら雀に縁起が良いとされてる松竹

梅を描いてます。画像には写っていま

せんが裏側にかわいらしい雀の足も付

いて細部にもこだわって造られていま

す。

五色の金入り十草を全体に描いてま

す。　真ん中が少し凹んでいるのでお

箸の安定感はバッチリです。

永遠に途切れなく続く物として縁起物

とされている網を瓢箪形に赤の網目模

様で描かれています。側面は赤塗りし

てあります。

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。



山亀 4

山亀 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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

28 29 30

京豊 芳山 芳山
長さ6.5㎝×幅2.7㎝×高さ2㎝ 長さ5㎝×幅4.5㎝×高さ1㎝ 長さ5㎝×幅4.5㎝×高さ1㎝

赤鯛箸置き(5個) 青交趾紅葉箸置き(5個) 五色金彩紅葉箸置き(5個)

¥5,500 ¥4,000 ¥4,500

31 32 33
青富士赤富士ガラスペア箸置き(2個) 六瓢ガラスペア箸置き(2個) 鯛交趾組湯呑

縁起の良い赤鯛の箸置きです。

普段使いからおめでたい日まで幅広く

お使いいただけます。

尾びれが反り上がって活きのいい鯛の

箸置きです。

交趾ならではの鮮やかな色合いで金の

葉脈も入っています。他に色違いで黄

交趾と赤交趾も同じ価格で取り扱って

おります。

紅葉形の箸置きに五色の紅葉を華やか

な　上絵付けと金彩で描いています。

画像 画像 画像

長さ5㎝×幅3㎝×高さ1.5㎝ 長さ5㎝×幅3㎝×高さ1.5㎝ 大 径7.2㎝×高さ8.7㎝ 小 径6.5㎝×高さ8㎝

ガラスの箸置きに赤富士と青富士が描

かれております。

ガラスの箸置きに3つの瓢箪が描かれて

いて2個ペアで六つの瓢箪＝六瓢(む

びょう)になります。無病息災の語呂合

わせで六瓢息災(むびょうそくさい)に

見立てています。

元気な鯛が活き活きと交趾ならではの

鮮やかな色合いで描かれています。

木箱入です。

¥2,000 ¥2,500 ¥15,000

秀峰 昇峰

清流マグカップ 織部彫草花マグカップ 青磁彫草花マグカップ

¥3,000 ¥3,200 ¥3,200

画像 画像 画像

34 35 36

独特な深い色合いの織部が表面の半分

位まで掛けられています。見た目は

どっしりとした印象ですが持つと軽く

丁度いい重さで普段使いやちょっとし

た来客用にもおすすめです。 容量約

織部に草花模様を彫って仕上げていま

す。見た目はどっしりとした印象です

が持つと軽く丁度いい重さで普段使い

やちょっとした来客用にもおすすめで

す。 　　　　　容量約250ml

青磁に草花模様を彫って仕上げていま

す。見た目はどっしりとした印象です

が持つと軽く丁度いい重さで普段使い

やちょっとした来客用にもおすすめで

す。  　　　　　容量約250ml

稔 稔 稔
径12㎝(持ち手含)×高さ8.5㎝ 径12㎝(持ち手含)×高さ8.5㎝ 径12㎝(持ち手含)×高さ8.5㎝

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 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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 山亀 山亀

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

¥3,500 ¥3,500 ¥3,500

十全 十全 十全

37 38 39

青萩抹茶盌 白萩抹茶盌 伊羅保抹茶盌

画像 画像 画像

40 41 42

径12㎝×高さ7.5㎝ 径12㎝×高さ7.5㎝ 径12㎝×高さ7.5㎝

手に馴染む大きさですので抹茶盌とし

てだけでなく、かやくご飯、ミニうど

ん鉢等　お好みで多用鉢としてもお使

いいただけます。

手に馴染む大きさですので抹茶盌とし

てだけでなく、かやくご飯、ミニうど

ん鉢等　お好みで多用鉢としてもお使

いいただけます。

手に馴染む大きさですので抹茶盌とし

てだけでなく、かやくご飯、ミニうど

ん鉢等　お好みで多用鉢としてもお使

いいただけます。

景春 山口 忠

径13㎝×高さ8.2㎝ 径13㎝×高さ7.7㎝ 径16㎝(持ち手含)×高さ9㎝

練り込み抹茶盌 織部重ね掛け抹茶盌 粉引急須

¥5,000 ¥2,500 ¥5,500

43 44 45

青萩急須 白萩急須 南蛮急須

白をベースとした土に青とピンクの土

を練り込んだ抹茶盌です。(在庫限り)

織部をダイナミックに重ね掛けした抹

茶盌です。

素朴で温かみのある粉引と丸みのある

形が特徴の急須です。  容量約250ml

画像 画像 画像

径16㎝(持ち手含)×高さ10㎝(持ち手) 径16㎝(持ち手含)×高さ10㎝(持ち手) 径16㎝(持ち手含)×高さ9㎝

十全窯の青萩急須です。シンプルでい

つまでも使い続けたくなる急須です。

容量約250ml

十全窯の白萩急須です。シンプルでい

つまでも使い続けたくなる急須です。

容量約250ml

南蛮の落ち着いた色合いと丸みのある

形が特徴の急須です。

容量約250ml

¥5,500 ¥5,500 ¥5,500

十全 十全 忠

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。


