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A8589
ミニ⾹⽴ しずく（織部）

約 径3×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8587
ミニ⾹⽴ しずく（⻘）

約 径3×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8588
ミニ⾹⽴ しずく（緑）

約 径3×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8586
ミニ⾹⽴ しずく（⾚）

約 径3×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8585
ミニ⾹⽴ しずく（⻩）

約 径3×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8584
ミニ⾹⽴ しずく（桃⾊）

約 径3×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8583
ミニ⾹⽴ 星（織部）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8582
ミニ⾹⽴ 星（緑）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8581
ミニ⾹⽴ 星（⻘）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8589.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8587.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8588.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8586.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8585.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8584.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8583.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8582.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8581.html
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A8580
ミニ⾹⽴ 星（⾚）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8579
ミニ⾹⽴ 星（⻩）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8578
ミニ⾹⽴ 星（桃⾊）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8577
ミニ⾹⽴ 四⾓（織部）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8576
ミニ⾹⽴ 四⾓（緑）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8575
ミニ⾹⽴ 四⾓（⻘）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8574
ミニ⾹⽴ 四⾓（⾚）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8573
ミニ⾹⽴ 四⾓（⻩）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8572
ミニ⾹⽴ 四⾓（桃⾊）

約 辺1.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8580.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8579.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8578.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8577.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8576.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8575.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8574.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8573.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8572.html
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A8561
ミニ⾹⽴ 丸（⻩）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8566
ミニ⾹⽴ 三⾓（桃⾊）

約 辺2×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8571
ミニ⾹⽴ 三⾓（織部）

約 辺2×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8570
ミニ⾹⽴ 三⾓（緑）

約 辺2×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8569
ミニ⾹⽴ 三⾓（⻘）

約 辺2×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8568
ミニ⾹⽴ 三⾓（⾚）

約 辺2×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8567
ミニ⾹⽴ 三⾓（⻩）

約 辺2×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8565
ミニ⾹⽴ 丸（織部）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8564
ミニ⾹⽴ 丸（緑）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8561.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8566.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8571.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8570.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8569.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8568.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8567.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8565.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8564.html
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A8563
ミニ⾹⽴ 丸（⻘）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8562
ミニ⾹⽴ 丸（⾚）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8560
ミニ⾹⽴ 丸（桃⾊）

約 径2.5×⾼0.6ｃｍ

500円 (税別)

A8597
葉⽂様楕円形⾹⽴

径5ｘ4ｘ1cm

1,500円 (税別)

A8596
⾚絵格⼦⽂様楕円形⾹⽴

径5ｘ4ｘ1cm

1,500円 (税別)

A8595
菱⽂様楕円形⾹⽴

径5ｘ4ｘ1cm

1,500円 (税別)

A8594
⻘海波⽂様楕円形⾹⽴

径5ｘ4ｘ1cm

1,500円 (税別)

A8593
菊⽂様楕円形⾹⽴

径5ｘ4ｘ1cm

1,500円 (税別)

A8592
瓢⽂様楕円形⾹⽴

径5ｘ4ｘ1cm

1,500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8563.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8562.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8560.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8597.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8596.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8595.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8594.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8593.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8592.html
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A4506
扇⾯⾹合

縦7cmｘ横9.5cmｘ⾼2.8cm

50,000円 (税別)

A4509
ウイーン⽂様⾹合

縦5cmｘ横9.5cmｘ⾼3.5cm

30,000円 (税別)

A8552
ひな形⾹合<⼿描きの雛形九⾕焼⾹合>

縦9cmｘ横6.5cmｘ⾼2.5cm

35,000円 (税別)

A8553
松⽵梅⽂様ひな形⾹合

縦9cmｘ横6.5cmｘ⾼2.5cm

35,000円 (税別)

A8544
⾚絵扇⽂様⾹合

縦6cmｘ横7cmｘ⾼2.5cm

28,000円 (税別)

A8546
鳩⾞⽂様⾹合

縦6cmｘ横7cmｘ⾼2.5cm

28,000円 (税別)

A8545
⼩鎚⽂様⾹合

縦6cmｘ横7cmｘ⾼2.5cm

28,000円 (税別)

A8547
張⼦⽝⽂様⾹合

縦6cmｘ横7cmｘ⾼2.5cm

28,000円 (税別)

A4502
家形丸⽂様⾹合

縦6ｘ横8cmｘ⾼7cm

30,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A4506.html
https://shop.bitouen.jp/item_A4509.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8552.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8553.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8544.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8546.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8545.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8547.html
https://shop.bitouen.jp/item_A4502.html
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A8549
花形⾹合

径6ｘ4cm

26,000円 (税別)

A4501
桜花散し⽂様雉⾹合

⾼8ｘ横11.5cm

26,000円 (税別)

A8453
⿃つまみ⾹炉

径7ｘ10cm

20,000円 (税別)

A8454
道具づくし⽂様丸⾹炉

径8.5ｘ⾼10cm

20,000円 (税別)

A8450
おもと⽂⾓⾹炉

径7ｘ10cm

20,000円 (税別)

A8455
胡⼈⽂⾓⾹炉

径7ｘ10cm

20,000円 (税別)

A8525
渦巻線⾹⽤ ⾹炉 （織部）

径9ｘ4ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

A8526
渦巻線⾹⽤ ⾹炉 （油滴天⽬）

径9ｘ4ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

A8527
渦巻線⾹⽤ ⾹炉 （トルコブルー）

径9ｘ4ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8549.html
https://shop.bitouen.jp/item_A4501.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8453.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8454.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8450.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8455.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8525.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8526.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8527.html
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A8528
渦巻線⾹⽤ ⾹炉 (ブルーマット)

径9ｘ4ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

A8529
渦巻線⾹⽤ ⾹炉 (紺⻘)

径9ｘ4ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

A8615
渦巻線⾹⽤ ⾹炉 (⾚)

径9ｘ4ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

A8531
⼋⾓⾹⽴（油滴天⽬）

径8.5cm ⾼0.6cm

1,500円 (税別)

A8530
⼋⾓⾹⽴て（織部）

径8.5cm ⾼0.6cm

1,500円 (税別)

A8532
⼋⾓⾹⽴（トルコブルー）

径8.5cm ⾼0.6cm

1,500円 (税別)

A8533
⼋⾓⾹⽴（ブルーマット）

径8.5cm ⾼0.6cm

1,500円 (税別)

A8534
⼋⾓⾹⽴（紺⻘）

径8.5cm ⾼0.6cm

1,500円 (税別)

A8448
⼋⾓⾹⽴(⾚）

径8.5cm ⾼0.6cm

1,500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8528.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8529.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8615.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8531.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8530.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8532.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8533.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8534.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8448.html
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A8535
丸⾹⽴(織部)

径8.5cm ⾼0.6cm

1,350円 (税別)

A8536
丸⾹⽴(油滴天⽬)

径8.5cm ⾼0.6cm

1,350円 (税別)

A8537
丸⾹⽴(トルコブルー)

径8.5cm ⾼0.6cm

1,350円 (税別)

A8538
丸⾹⽴(ブルーマット)

径8.5cm ⾼0.6cm

1,350円 (税別)

A8539
丸⾹⽴(紺⻘)

径8.5cm ⾼0.6cm

1,350円 (税別)

A8449
丸⾹⽴(⾚)

径8.5cm ⾼0.6cm

1,350円 (税別)

A8540
⻘磁丸⾹⽴て（突起無）

径 8.5ｘ⾼ 1.5cm

3,000円 (税別)

A8541
⻘磁⼋⾓⾹⽴て（突起無）

径 9ｘ⾼ 1.5cm

2,800円 (税別)

A8511
⻘磁⼋⾓⾹⽴

径 9ｘ⾼ 2.2cm

4,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8535.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8536.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8537.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8538.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8539.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8449.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8540.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8541.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8511.html
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A8510
⻘磁丸⾹⽴

径 8.5ｘ⾼ 2.2cm

4,000円 (税別)

A8460
⼿挽き ⻘磁網蓋⾹炉（⼩）

径 8.5ｘ⾼ 7.3cm

8,000円 (税別)

A8461
⼿挽き ⻘磁網蓋⾹炉（中）

径10ｘ9cm

10,000円 (税別)

A8462
⼿挽き ⻘磁網蓋⾹炉（⼤）

径 11ｘ⾼ 9.7cm

13,000円 (税別)

A8470
⼿挽き ⻘磁切⽴⾹炉

径 5.5ｘ⾼ 3.8cm

2,500円 (税別)

A8471
⼿挽き ⻘磁丸⾹炉

径 6ｘ⾼ 4cm

2,500円 (税別)

A8521
兎⾹⽴（⾚）

辺 5.5ｘ2.5ｘ2cm ⽫︓径 10ｘ⾼ 1.8cm

3,000円 (税別)

A8522
兎⾹⽴（緑）

辺 5.5ｘ2.5ｘ2cm ⽫︓径 10ｘ⾼ 1.8cm

3,000円 (税別)

A8523
おしどり⾹⽴（⾚）

辺 6ｘ3ｘ3cm ⽫︓径 10ｘ⾼ 1.8cm

4,500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8510.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8460.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8461.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8462.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8470.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8471.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8521.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8522.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8523.html
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A8524
おしどり⾹⽴（⻘）

辺 5.5ｘ2.5ｘ2cm ⽫︓径 10ｘ⾼ 1.8cm

4,500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A8524.html

