
TK－101　の

茶托（40）i牡丹唐草
径12cm（5客）

茶托（3．5）i牡丹唐草
径10．5cm（5客）

茶托（4．5）」牡丹唐草
径135cm（5客）

※皿立は別売です。

小判型茶相棒
12cmX9cm（2客）
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TK－107　　昭亜種

茶植（尺1））花鳥

径33cmX高13．5cm
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TK・102　囲

茶托（4．0）i牡丹唐草
径12cm（5客）

茶托（35）i牡丹唐草
径10．5cm（5客）

茶托（4．5）i牡丹唐草
径135cm（5容）

※皿立は別売です。

茶托（30）庖丹唐草（引下彫）
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TK・108　　の

茶楯（尺1）i総彫山水

径33cmX高13．5cm



IU－109　倍亜種

茶合　i岩牡丹
5．2cmX167cm

1圏
TK－201　の

菓子皿（70）i牡丹

径21cm

TR－203　　　囲

菓子皿（70）i椿

茶筒（小）I牡丹唐草 茶筒（大）i牡丹唐草

高95cmX径8cm 高12cmX径9cm

籍醒）
OZ－206　　の
銘々皿（50）悔丹唐草

径15cm（5客）

OZ－207　　囲

銘々皿（5．0）i牡丹唐草

径15cm（5客）

闊閣
OH－208　園
銘々皿（5．0）i花文

径15cm（5客）

ID・205　目翌回 菓子皿（6．0）」雪割り軍 律18cm � �TK－209 銘々皿（5． 径15cm（5 銘々皿（4． 径13．5cm �囲 0）」五滴 客） 5）i五清 （5客） ，です。 

※皿立は別売 
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鉄鉱型菓子鉢（7．0）i牡丹唐草（内牡丹）
径20．5cm

鉄鉱型菓子鉢（8．0日牡丹唐草（内牡丹）
径23．5cm

布袋鉢　　　　i椿
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盆付菓子器　　i花鳥
器董径185cm　盆径23．5cm
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朝顔型菓子鉢（8．0）i岩牡丹
径23．5cm

朝顔型菓子鉢（7．0日岩牡丹
径20．5cm

監器‾‾”‾電 �g 
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朝顔型菓子鉢（70）i牡丹
径20．5cm
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鉄鉢型菓子鉢（70）i牡丹唐草

径205cm

鉄鉱型菓子鉢（70）i牡丹

一つ　言 とノー 
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TK．309　　倍亜種

丸盆（尺0）i花鳥

径295cm
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朝顔型菓子鉢（8．0〉i椿

径235cm
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三豊L一丁両手菩mi松・竹・梅
径6cmX高5cm（3個組）

悪
器02　∴牡丹唐草
径4．5cmX高7cm

，・。す匪圏
おしぼり受　i蘭

幅6cmX長18cm（2枚組）

おしぼり受　i蘭

幅6cmX長18cm（2枚組）

お椀　　lはまなす

径12cmX高8．5cm

楊枝入　　i牡丹唐草
10cmX4cmX高2．5cm

TK・407　　　　　の

楊枝立て　i竹（蘭・梅）
径5．5cmX高6cm

．瑠「 �＼ 

∵： �WY－408　四囲 

細　　　　　　　　　　工888888日 �夫婦筈　i総彫菊地紋彫 
1、　ノ � ��［ ［ �短］20．5cm（朱） 長］23cm（黒） 

鰹1、＼ ′ツ ��TK－。。，関越 
一一i一〇一一一一“““““〇°““1°一°●一一一∴‾－∴ TK－310　の 

丸盆（8．0）i岩牡丹 径23．5cm 丸盆（9．0）i岩牡丹　　　　　　　［ ���譜に篤に）序文彫 

長］23cm（朱・黒） 

蒜）問　　　　　題’短］20”5cm（朱の1日」 
W－410　　　　倍亜種

お箸（一膳）！地紋彫他

［短］20．5cm

［長］23cm

ノ � �� � 

ン名 ���TK－412　　　　　の 

箸箱（小・一膳入れ）i牡丹唐草 26cmX4cmX高2．5cm 

箸箱（大・ニ膳入れ）！牡丹唐草 26cmX5．7cmX高2．8cm 
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携帯つなぎ箸（一膳・黒）悼花
［長］23．5cm（箸袋付）

携帯つなぎ箸（一膳・朱）悼花
［長］23．5cm（箸袋付）



TK－501　　　の

香合　　i牡丹唐草
径6．7cmX高35cm

TK・503　　　の

中東　　I牡丹唐草

径6．5cmX高6．5cm

oK－505　　　歴遊図

太棄i菊唐草（引下彫）

径75cmX高75cm

OK－507　　　囲

平索1牡丹唐草（引下彫）

径8cmX高5．5cm

薯当牡丹唐草
径67cmX高3．5cm

TK－504　　　囲

中東　　i牡丹唐草
径65cmX書6．5cm

OK－506　　　囲

大要i牡丹唐草（引下彫）

径7．5cmX高7．5cm

SY－508　　　巨困り

全輪寺型茶人l竹
径6．5cmX高7cm

OH－509　　　の 
手鏡　　i椿 � 
丸径16cmX長31cm 

ー） 　暮 TK－510の 

手鏡 �牡丹唐草（地紋入） cmX長31cm 

丸径1 
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名刺盆（小）I梅
21cmX13cm
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名刺盆（小）i菊
21cmX13cm
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賄盆（大）i牡丹唐草
395cmX27cm

■E重さ。＿ ��1器思。」牡丹唐草 
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擬二紫≡ 

21cmX13cm　24cmX15cmX高4．5cm 　1、、珍一一1－ ヽへ’讐二才／ 　一、／ 　∴ 　／ 　ヽ 

ヾ、潔要撃一環γ∴筆輩欝一滞 

撞i牡丹害し∴‾「葛葛㌢∴∴∴∴Aき 
TK－515　圏園　　　　霊 小箱（は力導入）」牡丹唐草 �� 20cmXl1．5cmX高4cm ��嚢 
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ボールペンi牡丹唐草

径1．2cmX長13cm

手付小箱i牡丹唐草（地紋入）
235cmX17cmX高15cm
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小タンス　i牡丹唐草
28．5cmX23．5cmX高27cm
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飾鉢（9．0）i花鳥
径26．5cm（皿立別売〉

飾鉢〈尺0）i花鳥
径295cm（皿立別売）
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飾鉢（尺0）i山水

径29．5cm（皿立別売）
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圏置戸　　　　　　「 �．∴ 子∴ 　電撃瑚劃悶 
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【ご案内】
（⊃ご注文の際には在庫の確認をお願いいたます。

○実際の商品と印刷された写真では、色彩や質感に多少の異差がある場合かございます。
○掲載されているサイズは、実際の商品サイズに多少の誤差がある場合かございます。
※商品掲載文中（特・12）（特・18）などの表示は、受注後の製作期間が12ケ月あるいは18ケ月かかるものです。
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