
九⾕美陶園 商品カタログ  箸置  商品数 70点 1/8

A7573
福⽂様ミニ箸置（⾚）

径3.8ｘ1.5ｘ⾼1cm

900円 (税別)

A7575
福⽂様ミニ箸置（⻩）

径3.8ｘ1.5ｘ⾼1cm

900円 (税別)

A7576
福⽂様ミニ箸置（緑）

径3.8ｘ1.5ｘ⾼1cm

900円 (税別)

A7574
福⽂様ミニ箸置（⻘）

径3.8ｘ1.5ｘ⾼1cm

900円 (税別)

A7577
福⽂様ミニ箸置（紫）

径3.8ｘ1.5ｘ⾼1cm

900円 (税別)

A7571
九⾕五彩縦縞⽂様ミニ箸置

径3.8ｘ1.5ｘ⾼1cm

1,100円 (税別)

A7572
九⾕五彩⽔⽟⽂様ミニ箸置

径3.8ｘ1.5ｘ⾼1cm

1,100円 (税別)

A7545
五彩⽂様箸置(⾚)

900円 (税別)

A7543
五彩⽂様箸置(⻩)

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

900円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7573.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7575.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7576.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7574.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7577.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7571.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7572.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7545.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7543.html
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A7544
五彩⽂様箸置(緑)

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

900円 (税別)

A7547
五彩⽂様箸置(⻘)

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

900円 (税別)

A7546
五彩⽂様箸置(紫)

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

900円 (税別)

A7550
市松⽂様箸置（⾚）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,100円 (税別)

A7548
市松⽂様箸置（⻩）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,100円 (税別)

A7549
市松⽂様箸置（緑）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,100円 (税別)

A7552
市松⽂様箸置（⻘）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,100円 (税別)

A7551
市松⽂様箸置（紫）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,100円 (税別)

A7555
⽯畳⽂様箸置（⾚）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,200円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7544.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7547.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7546.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7550.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7548.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7549.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7552.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7551.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7555.html
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A7553
⽯畳⽂様箸置（⻩）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,200円 (税別)

A7554
⽯畳⽂様箸置（緑）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,200円 (税別)

A7557
⽯畳⽂様箸置（⻘）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,200円 (税別)

A7556
⽯畳⽂様箸置（紫）

径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

1,200円 (税別)

SET0009
⽯畳⽂様箸置セット

各︓径1.5ｘ3.5ｘ⾼1.5cm

6,000円 (税別)

A7510
⾚絵梅詰⽂様箸置

径5ｘ3ｘ1cm

1,500円 (税別)

A7518
染⾚とくさ⽂箸置

径5ｘ3ｘ1cm

1,500円 (税別)

A7520
緑⻩とくさ箸置

径8ｘ10ｘ5cm

1,500円 (税別)

A7521
緑彩結び箸置

辺7.5×3.5×⾼1ｃｍ

1,500円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7553.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7554.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7557.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7556.html
http://shop.bitouen.jp/item_SET0009.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7510.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7518.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7520.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7521.html
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A7591
銀彩梅⽂様箸置

辺6×2.5ｃｍ

1,800円 (税別)

A7592
銀彩唐草⽂様箸置

辺6×2.5ｃｍ

1,800円 (税別)

A7565
絵変り楕円形箸置(5個1組）

径5ｘ4ｘ1cm

7,500円 (税別)

A7507
おしどり形箸置(1対）

径6ｘ3ｘ3cm

7,000円 (税別)

A7509
兎形箸置き (1対）

径5.5ｘ2.5ｘ2cm

4,000円 (税別)

A7508
駒形箸置/筆架

径7ｘ⾼2.5cm

3,200円 (税別)

A7660
染付⾙形箸置

約 径2×6.8×⾼1ｃｍ

2,000円 (税別)

A7661
油滴天⽬釉⾙形箸置

約 径2×6.8×⾼1ｃｍ

2,000円 (税別)

A7659
⾚絵⿂形箸置

約 径3×6.2×⾼1ｃｍ

2,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7591.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7592.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7565.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7507.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7509.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7508.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7660.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7661.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7659.html
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A7658
染付⿂形箸置

約 径3×6.2×⾼1ｃｍ

2,000円 (税別)

A7657
⾚絵カレイ形箸置

約 径3.5×6×⾼1.5ｃｍ

2,000円 (税別)

A7656
染付カレイ形箸置

約 径3.5×6×⾼1.5ｃｍ

2,000円 (税別)

A7655
⾚絵のどぐろ形箸置き

約 径3×6.5×⾼1ｃｍ

2,000円 (税別)

A7654
染付のどぐろ形箸置

約 径3×6.5×⾼1ｃｍ

2,000円 (税別)

A7651
⾚絵鯰形箸置

約 径3×7×⾼1ｃｍ

3,500円 (税別)

A7650
⾚絵えび形箸置

約 径5×6×⾼1.2

2,000円 (税別)

A7649
染付えび形箸置

約 径5×6×⾼1.2

2,000円 (税別)

A7531
市松⽂様(⾚)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7658.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7657.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7656.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7655.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7654.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7651.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7650.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7649.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7531.html
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A7536
市松⽂様(⻩)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,000円 (税別)

A7530
市松⽂様(緑)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,000円 (税別)

A7538
市松⽂様(⻘)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,000円 (税別)

A7537
市松⽂様(紫)ナイフ＆フォークレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,000円 (税別)

A7533
⽯畳⽂様(緑)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,200円 (税別)

A7535
⽯畳⽂様（紫）フォーク＆ナイフレスト
(2本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,200円 (税別)

A7631
⽯畳⽂様(⾚)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,200円 (税別)

A7632
⽯畳⽂様(⻘)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,200円 (税別)

A7534
⽯畳⽂様(⻩)フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,200円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7536.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7530.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7538.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7537.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7533.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7535.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7631.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7632.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7534.html
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A7540
⻘⼿菱⽂様フォーク＆ナイフレスト(2
本)
辺7.7×1.5×⾼1.5ｃｍ

2,200円 (税別)

A7539
⾚菱⽂様フォーク＆ナイフレスト(2本)

辺7.7×1.5×⾼1.5ｃｍ

2,200円 (税別)

A7532
⽔⽟⽂様フォーク＆ナイフレスト(2本)

辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,200円 (税別)

AT0007
市松⽂様フォーク＆ナイフレスト(2本)
セット
辺7.7ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

4,000円 (税別)

A7522
市松⽂様(緑)フォーク＆ナイフレスト(3
本)
辺11.2ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,500円 (税別)

A7523
市松⽂様(⾚)フォーク＆ナイフレスト(3
本)
辺11.2ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,500円 (税別)

A7524
⽔⽟⽂様フォーク＆ナイフレスト(3本)

辺11.2ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,700円 (税別)

A7525
⽯畳⽂様(緑)フォーク＆ナイフレスト(3
本)
辺1.5ｘ6ｘ⾼1.5cm

2,700円 (税別)

A7526
⽯畳⽂様(紫)フォーク＆ナイフレスト(3
本)
辺11.2ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

2,700円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7540.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7539.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7532.html
http://shop.bitouen.jp/item_AT0007.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7522.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7523.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7524.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7525.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7526.html
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AT0006
市松⽂様フォーク＆ナイフレスト(3本)
セット
辺11.2ｘ1.5ｘ⾼1.5cm

5,000円 (税別)

A0110
⽊⽠松⽂様⾖⽫(箸置)

径5.5ｘ6ｘ1.5cm

1,600円 (税別)

A0111
⽊⽠⻘海波⽂様⾖⽫(箸置)

径5.5ｘ6ｘ1.5cm

1,600円 (税別)

A0112
⽊⽠五弁花⽂様⾖⽫(箸置)

径5.5ｘ6ｘ1.5cm

1,600円 (税別)

A0113
⽊⽠氷裂花⽂様⾖⽫(箸置)

径5.5ｘ6ｘ1.5cm

1,600円 (税別)

A0114
⽊⽠縄飾り⽂様⾖⽫(箸置)

径5.5ｘ6ｘ1.5cm

1,600円 (税別)

A7515
駒形箸置/筆架

径7ｘ⾼2.5cm

3,200円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_AT0006.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0110.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0111.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0112.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0113.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0114.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7515.html

