瑛生の器・年末年始特別ご案内セール
（セール期間：令和 3 年 1 月末まで）
令和二年

年末

九谷美陶園

今年も又、年の瀬が近づいて参りました。私共の器を沢山お求め頂き心から御礼申します。
私共の器が皆様の食卓で楽しくお使い頂けましたら幸せでございます。
新しい 2021 年に ご家族や親しいお友達との食卓に 私共の器がお役に立ちます様に願っております。
九谷美陶園
寺前 瑛生

ツリー文様木瓜皿
お鏡文様木瓜皿
各：径 14×16.5×高 3ｃｍ（皿立付）
￥4,500＋税 → -20％ ￥3,600＋税
クリスマス、お正月らしい取り皿に。お皿立も付きますので居間やお玄関などにもお飾りいただけます。

クリスマス文様足付六寸角皿
門松文足付六寸角皿
各：辺 18×高 4ｃｍ（皿立付）
￥12,000＋税 → -20％ 9,600＋税
クリスマスツリーと門松の飾皿です。年末年始の贈り物に毎年ご好評いただいております。
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うし

着実な歩みを続ける令和三年の干支「丑」は発展の前触れ（芽が出る）を表す干支です

干支丑文様盃（化粧箱入）
径 7.5×高 3ｃｍ
￥4,000＋税
青緑色をバックに干支を白く
描いております。九谷らしい
色彩の干支盃です。

干支丑文様盃(銘・加賀窯)
（化粧箱入）
径 7.5×高 3ｃｍ
￥1,500＋税
皿立てをお付けいたしますので、皿立で
米俵を担ぐ牛の姿をデザイン
飾られても、又はケーキやサンドイッチの
いたしました。
盛り合わせのお皿にお使い頂くのも如何 （加賀窯は九谷美陶園の窯銘です）
でしょうか。
干支丑文様飾皿（皿立付・化粧箱入）
径 27×4ｃｍ
￥18,000＋税

干支十二支盃揃い（皿立付）
各：径 7.5×高 3ｃｍ
￥48,000＋税 → -20％ ￥38,400＋税
毎年の干支盃を並べてもきれいに揃っておりますので、１２個を集められる方も多いので全部が入る箱入りに
なっており、好評を頂いております。年ごとにお飾りになれる様に、皿立てもお付けいたします。
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赤玉文様四・五寸皿
さわらび文様四寸皿
つゆくさ文様四寸皿
径 13.5×高 2.4ｃｍ
径 12×高 2.4ｃｍ
径 12×高 2.4ｃｍ
￥2,400＋税 → -20％ ￥1,920＋税 ￥2,200＋税 → -20％ ￥1,760＋税 ￥2,000+税 → -20％ ￥1,600+税
和菓子にでもお料理にでも、この
時期にお求めの方が多いお皿です。
古典柄ですが、おおらかで可愛い
のが人気のお皿です。

初春のイメージで赤い地に
「さわらび文様」を緑釉で
描きました。

ペルシャ文様扇形皿（青）
ペルシャ文様扇形皿（紫）
各：辺 12×14×高 2ｃｍ
￥2,500+税 → -20％ ￥2,000+税
ペルシャのポットの柄です。楽しい柄でお気軽に
お使い頂けると存じます。

松と梅文様五寸長形皿
兎文様五寸長形皿
各：辺 10.5×14.5×高 2.7ｃｍ
￥4,500+税 → -20％ ￥3,600+税
青手の九谷焼らしい五寸長形皿です。
お正月らしい取り皿としておすすめです。

赤絵水玉文様八寸長皿

つゆくさのイメージを九谷らしい
色合いで可愛らしく描きました。

染付若葉文様扇形皿
辺 12×14×高 2ｃｍ
￥3,000+税 → -20％ ￥2,400+税
ケーキや和菓子にもお使い頂けるお皿です。

魯山人うつし銀彩六寸皿
約 辺 12×17.5ｃｍ
￥7,000+税 -20％ ￥5,600+税
銀彩の上に水玉文様を描いたシンプルで
モダンなお皿です。和洋、どんなお料理にも
お使いいただけます。

白梅文様八寸長皿
各：辺 14×22.5×高 3ｃｍ
￥4,500＋税 → -20％ ￥3,600+税

白花文様八寸長皿

ご家庭で、お肉やお魚料理とその付け合わせも、この長形皿で一層素敵に見えることでしょう。
お客様の時には、始めにオードブルを載せたり、お刺身などの盛り合わせがきれいです。
長さも幅もあるこの形の皿は役に立ちます。 3

線文様四・五寸ねじり鉢

小紋文様四・五寸ねじり鉢
各：径 14×高 4.5ｃｍ
￥3,000+税 → -20％ ￥2.400+税

寒い時期にはお鍋の取り鉢、すき焼きの卵わり鉢、お刺身の盛り皿、お煮物、サラダの鉢に
丁度手頃な器です。手に持ちやすく多様にお使いになれる器と存じます。

蝶文五寸菊形向付
縦 13.5×横 15.5×高 4.5ｃｍ
￥6,000+税 → -20％ ￥4,800+税
中国の明末期のスケッチの様な蝶の
柄をアレンジして細かく丁寧に手描
きしています。
“青手九谷”の優しい
色ですので、どんなお料理でも引き
立てると思います。

染付藻魚文様舟形向付
ようらく文様舟形向付
各：縦 12×横 15×高 3.8ｃｍ
￥5,000+税 → -20％ ￥4,000+税
お刺身等、盛り付けて頂きますとお料理を引き立てます。

赤絵宝文様五寸鉢（化粧箱入）
径 16×高 5ｃｍ
￥6,000+税 -20％ ￥4,800+税
魯山人写し丸紋様馬上盃
￥2,500＋税 → -20％ ￥2,000＋税

魯山人写し色絵馬上盃
￥2,000+税 → -20％ ￥1,600＋税
各：径 5.7×高 5.7ｃｍ
元来はお酒用の器ですが、珍味入れや
小鉢としてもお使いいただけます。

如何にも九谷らしいこの鉢には宝文様が描かれております。
手頃な大きさで毎日お使い頂けると思います。おめでたい
柄で贈り物にお選びになる方も多い器です。

松竹梅文様八角鉢
径 24×6cm
\9,000+税 → -20％ ￥7,200+税
柄は松竹梅で、形と文様が一体になっています。お祝いの
贈り物に度々お使い頂いております。
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染付葡萄文様大マグカップ
ペルシャ唐草文様大マグカップ
各： 径9×12.5×高 11.5ｃｍ
￥5,500＋税 → -20％ ￥4,400＋税
大きめのマグカップですが、とても軽く作られております。
染付の葡萄文様、色絵のペルシャ唐草文様、どちらも人気の柄ですので
プレゼントにも喜ばれるマグカップです。

小紋文様大焼酎カップ

間道文様大焼酎カップ
染付葡萄文様大焼酎カップ
各：径 9×高 11.5ｃｍ
￥5,000＋税 → -20％ ￥4,000+税

形から新しく作った焼酎カップです。とても軽く作られております。
手になじむかたちで使いやすい焼酎カップです。プレゼントとしても最適です。

ペルシャ文様燭台
メキシカン文様燭台
各：約 辺 7×5.5ｃｍ（手作りの為サイズは多少異なります）
￥5,000+税 → -20％ ￥4,000+税
これらのキャンドルスタンドは並べてお部屋、食卓やキッチンの飾りになさる方が多い
ようです。冬の夜は、キャンドルを灯してみませんか。贈り物にも如何でございましょう。
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クリスマストナカイ（一対）
トナカイ：
（座）高10×横8×幅3.5ｃｍ（立）高14×横8×幅4ｃｍ
飾り台：径 13.5×19×高 1ｃｍ
￥25,000＋税→ -20％ ￥20.000+税

呉須赤絵文様
柊文様
ワインキャップ
ワインキャップ
縦7ｃｍ×径4ｃｍ
縦9ｃｍ×横5ｃｍ
各：￥8.000+＋税 → -20％ ￥6,400+税
九谷焼のワインキャップです。
クリスマスやお正月、年末年始の
ホームパーティを彩るアイテムです。

クリスマスらしい九谷焼のトナカイの置物です。
贈り物にもお勧めです。

柊文様ワインクーラー
水玉文様ワインクーラー
各：径 18×高 18ｃｍ
￥12,000＋税 → -20％ ￥9,600＋税
ご家庭での素敵なお集まりを盛り上げる「ワインクーラー」です。
ご普段には、鉢カバー、新聞や雑誌入れなどにもお使い頂いております。

青手翁置物（現品限り）
縦 35×横 33ｃｍ
￥380,000+税 → -20％ ￥304,000＋税
翁は、能楽などでは天下泰平・国土安穏・五穀豊穣を祝祷する神事的な人物ですので、九谷焼の装飾的な文様で
埋め尽くしました。このように手の込んだ手描きは希少になっております。桐箱入り。
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魯山人手銀彩水玉文様
染入り網目文様
一輪挿し
一輪挿し
各：径 7.5×高 9.7ｃｍ
￥4,200＋税 → -20％ ￥3,360+税
九谷焼の可愛らしい一輪挿しです。

畦道文様じきろう
鶴文様じきろう
￥25,000+税
￥30,000+税
- 20％ ￥20,000+税
-20％ ￥24,000+税
各：径 14×高 9.5ｃｍ
九谷焼の食籠（じきろう）です。一つ一つ手描きで
上絵絵付けをしております。

＜ひな祭り・端午のお節句（受注品）＞

＊受注品 手びねり雛人形セット(ひな) （飾り台桐箱・ぼんぼり・屏風 付）
男雛：寸法：約 縦6×横12×高4ｃｍ
女雛：寸法 約 縦6.5×横11×高4ｃｍ
ひな飾り台 寸法： 縦11.5×横30×高7ｃｍ
￥18,000＋税 → -20％ ￥14,400＋税
九谷美陶園の工房で職人が形から一つ一つ手で作り、絵付をしました。
オンリーワンのコンパクトなお雛様をお部屋にお一つどうぞ。
収納と飾り台になる桐箱、美しい屏風、ぼんぼり付きとなります。
こちらの商品はご注文をお受けいたしてからの製作となります。

＊受注品 兜飾り（飾り台付）
兜：径 9×高 5.8ｃｍ
飾り台：径 13.5×19×高 1ｃｍ
￥10,000＋税 → -20％ ￥8,000+税
九谷焼の兜飾りの置物です。
お部屋やお玄関にかざられてはいかが
でしょう。端午の節句の贈り物としても
喜ばれるお品です。

＊受注品

鯰尾兜飾り（前田家）（飾り台付）
兜：径 9×高 11.5ｃｍ
飾り台：径 13.5×19×高 1ｃｍ
￥10,000＋税 → -20％ ￥8,000+税

九谷焼の兜飾りの置物です。
加賀百万石 前田利家の鯰尾兜の飾置物です。

＊九谷美陶園の工房で職人が形から一つ一つ手で作り、絵付をしました。飾り台もついております。
こちらの商品はご注文をお受けいたしてからの製作となります。
7

＜九谷焼

＊受注品

タブレットスタンド（受注品）＞

唐子文様タブレットスタンド
＊受注品 菊桜文様タブレットスタンド
￥8,0000+税
￥12,000＋税
各：辺 15×高 3.8ｃｍ

九谷焼のタブレットスタンドです。九谷らしい色彩で重量感あるスタンドとなっております。
こちらの商品はご注文をお受けいたしてからの製作となります。

＜ご注文方法＞（セール期間：令和 3 年 1 月末まで）
＊
＊
＊
＊
＊
＊

ご注文は出来れば FAX 又は e メールでお願い致します。（電話でもお受け致します）
合計一万円(税別)以上お求めの方は送料・着払い料（一件のみ）は当社が負担致します。
ギフト包装をご希望の方のみ和紙を貼った化粧箱入りで包装も致します。
お支払は着払いのコレクト便が好都合と存じます。
ギフト包装ご希望で発送先が異なる場合はお振込みでのお支払いとなります。
手造りですので 万一、多少の鉄粉、ピンホールなどはございましてもご了承頂きたいと存じます。
お届けした商品に万一、破損等がございましたら商品到着後、3 日以内に弊社まで一度
ご連絡下さい。なを、返品・交換理由がお客様のご都合の場合は送料はご負担願います。
こちらに返品の際の送料もご負担願います。
どうぞ宜しくお願い致します。

㈱九谷美陶園

〒922-0242 石川県加賀市山代温泉 16-71
TEL：0761-76-0227
FAX：0761-77-5265
e-mail：bitouen@kutani-mfg.jp

＊セールご案内を e メールでご希望の方はご連絡下さいませ。
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