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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)

A0784
九⾕象嵌⾚絵細描三⼨⽫（曲⽔）

約 径11.5×⾼2ｃｍ

6,000円 (税別)

A0788
九⾕象嵌⾚絵細描三⼨⽫（波）

約 径11.5×⾼2ｃｍ

6,000円 (税別)

A0789
九⾕象嵌結び⽂様三⼨⽫（⻘）

約 径11.5×⾼2ｃｍ

6,000円 (税別)

A0790
九⾕象嵌結び⽂様三⼨⽫（緑）

約 径11.5×⾼2ｃｍ

6,000円 (税別)

A0785
九⾕象嵌⾚絵細描五⼨⽫

約 径16.5×⾼2ｃｍ

12,000円 (税別)

A0791
九⾕象嵌結び⽂様五⼨⽫（⻘）

約 径16.5×⾼2ｃｍ

12,000円 (税別)

A0792
九⾕象嵌結び⽂様五⼨⽫（緑）

約 径16.5×⾼2ｃｍ

12,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A0787.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0793.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0784.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0788.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0789.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0790.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0785.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0791.html
http://shop.bitouen.jp/item_A0792.html
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A0786
九⾕象嵌⾚絵細描丸紋様五⼨⽫

約 径16.5×⾼2ｃｍ

12,000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)

A1037
なずな⽂様七⼨⽫

径22ｘ⾼3.7cm

5,000円 (税別)

A2315
⽩花⽂様四⼨鉢

径13ｘ⾼4.5cm

4,500円 (税別)

A9481
古九⾕⼿ 釣⼈⽂様墨床

縦5×横12×⾼2.5ｃｍ

5,000円 (税別)

A8541
⻘磁⼋⾓⾹⽴て（突起無）

径 9ｘ⾼ 1.5cm

2,800円 (税別)

A8540
⻘磁丸⾹⽴て（突起無）

径 8.5ｘ⾼ 1.5cm

3,000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)

http://shop.bitouen.jp/item_A0786.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2104.html
http://shop.bitouen.jp/item_A1037.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2315.html
http://shop.bitouen.jp/item_A9481.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8541.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8540.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8597.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8596.html
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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)

A7661
油滴天⽬釉⾙形箸置

約 径2×6.8×⾼1ｃｍ

2,000円 (税別)

A7660
染付⾙形箸置

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)

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)

http://shop.bitouen.jp/item_A8595.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8594.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8593.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8592.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7661.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7660.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7659.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7658.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7657.html
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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)

A9462
桜⽂様筆架

辺1.5ｘ8ｘ⾼2.8cm

3,200円 (税別)

A8052
⼭⽔⽂様⽔滴

径8.5×5.5×⾼5.5ｃｍ

15,000円 (税別)

A8040
⾚絵網⽬⽂様⽔滴

径8.5×5.5×⾼5.5ｃｍ

15,000円 (税別)

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_A9462.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8052.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8040.html
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A9480
⾚絵宝⽂様墨池

径12.5×10×⾼4.5ｃｍ

11,000円 (税別)

A9449
⻘⼿菱⽂様筆架

辺1.5ｘ8ｘ⾼2.8cm

3,200円 (税別)

A8029
千⿃⽂様⽔差し

径6ｘ8ｘ⾼6.5cm

4,500円 (税別)

A8043
輪型ミニ⽔滴(油滴天⽬)

径5×4.5×⾼2ｃｍ

3,200円 (税別)

A8042
輪型ミニ⽔滴(トルコブルー)

径5×4.5×⾼2ｃｍ

3,200円 (税別)

A8041
輪型ミニ⽔滴(桃⾊・濃)

径5×4.5×⾼2ｃｍ

3,200円 (税別)

A8046
四⾓型ミニ⽔滴(油滴天⽬)

径6.5×6×⾼2ｃｍ

3,200円 (税別)

A8045
九四⾓型ミニ⽔滴(トルコブルー)

径6.5×6×⾼2ｃｍ

3,200円 (税別)

A8044
四⾓型ミニ⽔滴(桃⾊・濃)

径6.5×6×⾼2ｃｍ

3,200円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A9480.html
http://shop.bitouen.jp/item_A9449.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8029.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8043.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8042.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8041.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8046.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8045.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8044.html
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A8051
⻘⼿菱⽂様四⾓型ミニ⽔滴

径6.5×6×⾼2ｃｍ

4,500円 (税別)

A8050
⽯畳⽂様四⾓型ミニ⽔滴

径6.5×6×⾼2ｃｍ

5,000円 (税別)

A9464
氷裂梅花⽂様⽂鎮（⼩）

横10ｘ3ｘ3cm

2,500円 (税別)

A9463
氷裂梅花⽂鎮（⼤）

横20ｘ3ｘ3cm

5,000円 (税別)

A6715
丸紋様⼤マグカップ

径9ｘ12.5ｘ⾼11.5cm 約300ml

6,000円 (税別)

A9461
桜詰⽂様筆筒

径6.3cmｘH12cm

6,000円 (税別)

A6714
波に⿃⽂様マグカップ

約 径8×11×⾼8.5ｃｍ

8,000円 (税別)

A6713
⻩地⽩花⽂様マグカップ

約 径8×11×⾼8.5ｃｍ

8,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A8051.html
http://shop.bitouen.jp/item_A8050.html
http://shop.bitouen.jp/item_A9464.html
http://shop.bitouen.jp/item_A9463.html
http://shop.bitouen.jp/item_A6715.html
http://shop.bitouen.jp/item_A9461.html
http://shop.bitouen.jp/item_A6714.html
http://shop.bitouen.jp/item_A6713.html

