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A2188
⾚巻⽔⽟⽂様⼩鉢

径7.8ｘ⾼3.8cm

2,000円 (税別)

A2100
⾚巻⽔⽟⽂⼩鉢<⾚巻きに緑のドット。
⼿描きの可愛い器です>
径9ｘ3cm

2,000円 (税別)

A2101
⾚巻椿⽂⼩鉢

径9ｘ3cm

2,000円 (税別)

A2005
染付なずな⽂そばちょこ<蕎⻨猪⼝>

径7ｘ6.3cm 70ml

3,500円 (税別)

A2007
なずな⽂そばちょこ

径7ｘ⾼6.3cm 70ml

3,500円 (税別)

A2009
魯⼭⼈写し三⾊⼗草⽂そばちょこ

径7ｘ6.3cm 70ml

3,500円 (税別)

A2013
緑⻩⼗草⽂様そばちょこ

径8ｘ6.5cm 120ml

3,000円 (税別)

A2014
染付⽔⽟⼗草⽂様そばちょこ

径8ｘ6.5cm 120ml

3,000円 (税別)

A2015
染⼊⾊絵⽔⽟⼗草⽂様そばちょこ

径8ｘ6.5cm 120ml

3,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2188.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2100.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2101.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2005.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2007.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2009.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2013.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2014.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2015.html
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A2012
⼭帰来⽂様そばちょこ

径8ｘ6.5cm 120ml

3,000円 (税別)

A2010
魯⼭⼈写し⻩地瓢⽂⼩付

径7ｘ6cm

2,500円 (税別)

A2022
鶴⽂様隅切⼩付

径7ｘ6cm

3,500円 (税別)

A3951
魯⼭⼈うつし 織部向付

約辺5ｘ6.7ｘ⾼8.5cm

5,000円 (税別)

A0787
九⾕象嵌⾚絵細描四⼨鉢

約 辺9.5×⾼5.5ｃｍ

9,000円 (税別)

A0793
九⾕象嵌結び⽂様四⼨鉢

約 辺9.5×⾼5.5ｃｍ

9,000円 (税別)

A2104
氷裂⼩梅⽂様⼋⾓⼩鉢

辺9.5×⾼6.2ｃｍ

5,000円 (税別)

A2202
魯⼭⼈⼿ 四⼨鉢

径13.5ｘ⾼5.5cm

3,500円 (税別)

A2209
⻘⼿唐草⽂様四⼨鉢

径13.5ｘ⾼5.5cm

3,500円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2012.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2010.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2022.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3951.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0787.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0793.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2104.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2202.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2209.html
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A2203
⽔⽟よろけ⽂様⼩鉢

径11ｘ11.5ｘ⾼4.7cm

4,000円 (税別)

A2204
⼭帰来⽂様⼩鉢

径11ｘ11.5ｘ⾼4.7cm

4,000円 (税別)

A2205
染付⽔⽟⽂様⼩鉢

径11ｘ11.5ｘ⾼4.7cm

4,000円 (税別)

A2206
⽔⽟よろけ⽂様中鉢

径12ｘ13ｘ⾼5.5cm

4,500円 (税別)

A2207
⼭帰来⽂様中鉢

径12ｘ13ｘ⾼5.5cm

4,500円 (税別)

A2208
染付⽔⽟⼗草⽂様中鉢

径12ｘ13ｘ⾼5.5cm

4,500円 (税別)

A2310
蝶⽂様四⼨菊鉢

径12ｘ⾼4.5cm

3,500円 (税別)

A2311
⽩梅⽂様四⼨鉢

径13ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

A2315
⽩花⽂様四⼨鉢

径13ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2203.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2204.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2205.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2206.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2207.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2208.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2310.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2311.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2315.html
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A2313
染付草花⽂様四⼨菊形鉢

径12ｘ⾼4.5cm

3,500円 (税別)

A2314
⼩紋づくし⽂様四⼨菊形鉢

径12ｘ⾼4.5cm

3,500円 (税別)

A3809
染付藻⿂⽂様⾈形向付

縦13ｘ横16ｘ⾼4cm

5,000円 (税別)

A3870
ようらく⽂様⾈形向付

縦13ｘ横16ｘ⾼4cm

5,000円 (税別)

A2349
蝶⽂平底五⼨鉢

径15ｘ4cm

5,000円 (税別)

A2354
⿃⽂様⼋⾓五⼨鉢

径17ｘ5cm

5,000円 (税別)

A2357
蝶⽂様⼋⾓五⼨鉢

径17ｘ5cm

5,000円 (税別)

A2355
⾚絵宝⽂様五⼨鉢

径16ｘ⾼5cm

6,000円 (税別)

A2356
吉⽥屋⼿宝⽂様五⼨鉢

径16ｘ⾼5cm

6,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2313.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2314.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3809.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3870.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2349.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2354.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2357.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2355.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2356.html
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A2361
染付吉⽂様五⼨鉢

径15ｘ⾼5cm

6,000円 (税別)

A2362
染付祥⽂様五⼨鉢

径15ｘ⾼5cm

6,000円 (税別)

A3810
⾚絵⿓⽂様五⼨鉢

径15ｘ⾼5cm

7,000円 (税別)

A3811
⻘⼿⿓⽂様五⼨鉢

径15ｘ⾼5cm

7,000円 (税別)

A2363
染⼊蝦⽂様五⼨鉢

径15ｘ⾼5cm

6,000円 (税別)

A2364
鷺⽂様五⼨鉢

径15ｘ⾼5cm

6,000円 (税別)

A2370
松⽵梅⽂様六⼨鉢

径17ｘ⾼6cm

5,000円 (税別)

A2371
⽩梅⽂様六⼨鉢

径17ｘ⾼6cm

5,000円 (税別)

A2401
⽔⽟よろけ⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2361.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2362.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3810.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3811.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2363.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2364.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2370.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2371.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2401.html
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A2402
メキシカン⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2403
⽔⽟⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2405
魯⼭⼈⼿ 間道⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2407
⼭帰来⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2408
染付⼭帰来⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2409
梅花⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2410
丸紋六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2411
ペルシャ唐草⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2412
⾚巻⽔⽟⽂様六⼨楕円鉢

径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2402.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2403.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2405.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2407.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2408.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2409.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2410.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2411.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2412.html
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A3000
唐草氷裂⼆段⽂様鉢（⼩）

径15ｘ⾼8.5ｃｍ

5,500円 (税別)

A3004
⾚絵花唐草⽂様鉢（⼩）

径15ｘ⾼8.5ｃｍ

5,000円 (税別)

A3002
唐草氷裂⼆段⽂様鉢（⼤）

径17.5ｘ⾼8.5ｃｍ

6,500円 (税別)

A3005
⾚絵花唐草⽂様鉢（⼤）

径17.5ｘ⾼8.5ｃｍ

6,000円 (税別)

A2417
染付花⾞六⼨鉢

径18.5ｘ⾼8.5cm

7,000円 (税別)

A2413
吉⽥屋⼿椿⽂六⼨深鉢

径18ｘ9cm

15,000円 (税別)

A2568
⻘⼿⻘海波⽂様⼋⾓七⼨鉢

径21.5ｘ8.5cm

18,000円 (税別)

A2569
ポット⽂様⼋⾓七⼨鉢

径21.5ｘ8.5cm

15,000円 (税別)

A2505
魯⼭⼈うつし 染付葡萄⽂七⼨鉢

径21ｘ12cm

25,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A3000.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3004.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3002.html
http://shop.bitouen.jp/item_A3005.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2417.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2413.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2568.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2569.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2505.html
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A2602
魯⼭⼈うつし ⽟並び⽂様平鉢

径21.5cmｘ⾼5cm

8,000円 (税別)

A2610
松⽵梅⽂⼋⾓鉢

径24ｘ6cm

11,000円 (税別)

A2620
呉須⾚絵隅切⼋⼨⾓鉢

辺20×⾼4ｃｍ

10,000円 (税別)

A2840
染付⽵⽂様⽚⼝鉢

径17ｘ15ｘ⾼10cm

10,000円 (税別)

A2570
古染付桜川⽂様⽔指

径20.5ｘ⾼10cm

25,000円 (税別)

A2701
⼩紋づくし⽂様九⼨楕円菊鉢

⻑径20ｘ25ｘ6cm

12,000円 (税別)

A2703
染付草花⽂様九⼨楕円菊鉢

⻑径20ｘ25ｘ6cm

12,000円 (税別)

A2900
⻘⼿椿⽂様⼤鉢

径22.5ｘ⾼8.3cm

20,000円 (税別)

A2901
⻘⼿⻘海波⽂様⼤鉢

径22.5ｘ⾼8.3cm

20,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2602.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2610.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2620.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2840.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2570.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2701.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2703.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2900.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2901.html
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A2460
魯⼭⼈うつし ⾦襴⼿⾓鉢

辺17.5ｘ⾼9cm

90,000円 (税別)

A2902
魯⼭⼈うつし 九⾕⾵鉢

縦21.5ｘ横25ｘ⾼7cm

35,000円 (税別)

A2904
魯⼭⼈うつし 九⾕⾵⼤鉢

径30ｘ⾼7.5cm

80,000円 (税別)

A2906
魯⼭⼈うつし 九⾕⾵尺⼆⼤鉢

径34.5ｘ⾼9.5ｃｍ

180,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A2460.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2902.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2904.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2906.html

