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A0147
魯⼭⼈うつし 双⿂⽂松形三⼨⽫

径7ｘ8ｘ3cm

2,500円 (税別)

A0170
魯⼭⼈うつし 染付福⽂様⼩⽫

径9.8ｘ⾼3cm

2,500円 (税別)

A0357
魯⼭⼈うつし 双⿂⽂様三⼨⽫

径9.5ｘ2cm

3,000円 (税別)

A0803
魯⼭⼈魯⼭⼈うつし 蟹⽂様五⼨⽫

径16ｘ⾼2cm

5,000円 (税別)

A0804
魯⼭⼈うつし ⾚呉須蟹⽂様五⼨⽫

径14.5ｘ⾼3cm

3,500円 (税別)

A0625
魯⼭⼈うつし 双⿂⽂五⼨⽫

径16ｘ2cm

5,000円 (税別)

A0601
魯⼭⼈うつし 間道⽂様五⼨⻑形⽫

辺17ｘ12ｘ⾼2cｍ

3,000円 (税別)

A0778
魯⼭⼈うつし 福⽂様五⼨⽫

径16.5ｘ⾼2.7cm

30,000円 (税別)

A0776
魯⼭⼈うつし 五彩福⽂中⽫（5枚1組）

各 : 径17ｘ2cm

20,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A0147.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0170.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0357.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0803.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0804.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0625.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0601.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0778.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0776.html
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A0777
魯⼭⼈うつし 染付福⽂中⽫

4,000円 (税別)

A0809
魯⼭⼈うつし 銀彩紅葉⽂様五⼨⽫

径15.5ｘ⾼2.5ｃｍ

6,000円 (税別)

A0906
魯⼭⼈うつし 錆絵葡萄⽂様六⼨⽫

約辺19.5ｘ⾼3cm

7,000円 (税別)

A0861
魯⼭⼈うつし ⾈⽂様⽊⽠⽫

径16.5ｘ14ｘ⾼3cm

5,000円 (税別)

A0834
魯⼭⼈⼿ 間道⽂六⼨楕円⽫

径19ｘ15ｘ2cm

3,500円 (税別)

A0805
魯⼭⼈うつし ⻘⼿九⾕⾵幾何学⽂様七
⼨⽫
径21.8ｘ⾼3cm

7,000円 (税別)

A1022
魯⼭⼈⼿ ⾚絵⼩紋様七⼨⽫

径21.5ｘ⾼3cm

5,000円 (税別)

A1666
魯⼭⼈⼿ 間道⽂様⼋⼨楕円⽫

⻑径25ｘ20ｘ3cm

5,500円 (税別)

A0779
魯⼭⼈魯⼭⼈うつし 福⽂様⼋⼨⽫

径30.5ｘ⾼3.9cm

60,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A0777.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0809.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0906.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0861.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0834.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0805.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1022.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1666.html
https://shop.bitouen.jp/item_A0779.html
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A1211
魯⼭⼈うつし 網⿂⽂様⼋⼨⽫

径25ｘ⾼4cm

20,000円 (税別)

A1399
魯⼭⼈うつし 間道⽂⼋⾓九⼨⽫

径28ｘ4cm

10,000円 (税別)

A1220
魯⼭⼈うつし 双⿂⽂⼋⼨⽫

径24.5ｘ⾼5cm

25,000円 (税別)

A1800
魯⼭⼈うつし 双⿂⽂尺⽫

径31ｘ⾼5cm

35,000円 (税別)

A1812
魯⼭⼈うつし 間道⽂様尺⽫

径31×⾼5.5ｃｍ

20,000円 (税別)

A1841
染付さらさ⽂様尺⽫

径30ｘ⾼5cm

20,000円 (税別)

A1940
魯⼭⼈うつし 染付蟹⽂尺⼀楕円⽫

⻑径33ｘ24ｘ4cm

15,000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)

A2010
魯⼭⼈写し⻩地瓢⽂⼩付

径7ｘ6cm

2,500円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A1211.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1399.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1220.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1800.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1812.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1841.html
https://shop.bitouen.jp/item_A1940.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2009.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2010.html
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A3951
魯⼭⼈うつし 織部向付

約辺5ｘ6.7ｘ⾼8.5cm

5,000円 (税別)

A2202
魯⼭⼈⼿ 四⼨鉢

径13.5ｘ⾼5.5cm

3,500円 (税別)

A2405
魯⼭⼈⼿ 間道⽂六⼨楕円鉢

⻑径17ｘ13ｘ4cm

4,000円 (税別)

A2602
魯⼭⼈うつし ⽟並び⽂様平鉢

径21.5cmｘ⾼5cm

8,000円 (税別)

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)

A3211
魯⼭⼈うつし ⾚絵こま⽂お茶碗

径11ｘ6cm

5,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A3951.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2202.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2405.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2602.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2460.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2902.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2904.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2906.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3211.html
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A3212
魯⼭⼈うつし ⼗草⽂お茶碗

径11ｘ6cm

5,000円 (税別)

A3213
魯⼭⼈うつし 牡丹⽂お茶碗

径11ｘ6cm

5,000円 (税別)

A3215
魯⼭⼈うつし ⾚絵⼩紋お茶碗

径11ｘ6cm

5,000円 (税別)

A3216
魯⼭⼈うつし 染付⽮来⽂お茶碗

径11ｘ6cm

5,000円 (税別)

A3217
魯⼭⼈うつし 網⽬双⿂⽂様お茶碗

径11ｘ6cm

5,000円 (税別)

A3605
魯⼭⼈⼿ ⼿起し牡丹⽂お茶碗（⼩）

径11ｘ8cm

4,000円 (税別)

A3505
魯⼭⼈⼿ ⼿起し牡丹⽂お茶碗

径12.5ｘ8.3cm

4,500円 (税別)

A3516
魯⼭⼈⼿ ⼿起し間道⽂お茶碗

径12.5ｘ8.3cm

4,500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)

https://shop.bitouen.jp/item_A3212.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3213.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3215.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3216.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3217.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3605.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3505.html
https://shop.bitouen.jp/item_A3516.html
https://shop.bitouen.jp/item_A2505.html
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A5100
魯⼭⼈うつし 牡丹⽂様湯呑

径7ｘ9cm 200ml

5,000円 (税別)

A5101
魯⼭⼈うつし ⾚絵こま⽂様湯呑

径7ｘ9cm 200ml

5,000円 (税別)

A5102
魯⼭⼈うつし ⾚絵⼩紋様湯呑

径7ｘ9cm 200ml

5,000円 (税別)

A5103
魯⼭⼈うつし ⼗草⽂様湯呑

径7ｘ9cm 200ml

5,000円 (税別)

A5106
魯魯⼭⼈うつし 染付⽮来⽂様湯呑

径7ｘ9cm 200ml

5,000円 (税別)

A5312
魯⼭⼈⼿ ⼿起し間道⽂湯呑

径8ｘ⾼8cm 約180ml

4,000円 (税別)

A5324
魯⼭⼈⼿ ⼿起し牡丹⽂湯呑

径8ｘ⾼8cm 約180ml

4,000円 (税別)

A6559
魯⼭⼈⼿ ⼩紋様⼤カップ

径8ｘ⾼11cm 約230ml

4,000円 (税別)

A6561
魯⼭⼈⼿ 間道⽂様⼤焼酎カップ

径8ｘ⾼11cm 約300ml

5,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A5100.html
https://shop.bitouen.jp/item_A5101.html
https://shop.bitouen.jp/item_A5102.html
https://shop.bitouen.jp/item_A5103.html
https://shop.bitouen.jp/item_A5106.html
https://shop.bitouen.jp/item_A5312.html
https://shop.bitouen.jp/item_A5324.html
https://shop.bitouen.jp/item_A6559.html
https://shop.bitouen.jp/item_A6561.html
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A6562
魯⼭⼈⼿ 染付葡萄⽂様⼤焼酎カップ

径9ｘ⾼11.5cm 約300ml

5,000円 (税別)

A6674
魯⼭⼈⼿ ⼿起し間道⽂マグカップ

径8ｘ8.5cm 約180ml

4,500円 (税別)

A6694
魯⼭⼈⼿ ⼿起し牡丹⽂マグカップ

径8ｘ8.5cm 約180ml

4,500円 (税別)

A6710
魯⼭⼈⼿ ⾦襴⼿⼤マグカップ

径9ｘ12.5ｘ⾼11.5cm 約300ml

6,000円 (税別)

A6711
魯⼭⼈⼿ 染付葡萄⽂様⼤マグカップ

径9ｘ12.5ｘ⾼11.5cm 約300ml

5,500円 (税別)

A7091
おちょこ 魯⼭⼈うつし 双⿂⽂様盃

径6.8ｘ3.9cm 50ml

7,000円 (税別)

A7022
おちょこ 魯⼭⼈うつし ⻘⼿丸紋様盃

径 5.5ｘ5.7cm 70ml

4,000円 (税別)

A7024
おちょこ 魯⼭⼈うつし 間道⽂様盃

径 5.5ｘ5.7cm 70ml

4,000円 (税別)

A7141
魯⼭⼈うつし 丸紋⽂様⾺上盃

径5.7ｘ⾼5.7cm 25ml

3,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A6562.html
https://shop.bitouen.jp/item_A6674.html
https://shop.bitouen.jp/item_A6694.html
https://shop.bitouen.jp/item_A6710.html
https://shop.bitouen.jp/item_A6711.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7091.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7022.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7024.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7141.html
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A7142
魯⼭⼈うつし ⾊絵⾺上盃

径5.7ｘ⾼5.7cm 25ml

3,000円 (税別)

A7211
魯⼭⼈うつし ⻘⼿丸紋様徳利

径7ｘ⾼ 12.5cm 180ml

8,000円 (税別)

A7208
魯⼭⼈うつし 間道⽂様徳利

径7ｘ⾼ 12.5cm 180ml

8,000円 (税別)

A7621
魯⼭⼈うつし ⾚巻⽔⽟⽂様汁次

汁次︓辺6.5ｘ12ｘ⾼8cm 受⽫︓径10.5
ｘ⾼1.8cm 120ml

7,000円 (税別)

A7623
魯⼭⼈うつし⾚呉須間取⽂様汁次

汁次︓辺6.5ｘ12ｘ⾼8cm 受⽫︓径10.5
ｘ⾼1.8cm 120ml

7,000円 (税別)

A8025
魯⼭⼈⼿ 銀彩⽔⽟⽂様⼀輪挿し

径7.5ｘ⾼9.7cm

4,200円 (税別)

A9442
書画⽤品 魯⼭⼈⼿ ⼩紋様筆筒

径6.3cmｘH12cm

6,000円 (税別)

https://shop.bitouen.jp/item_A7142.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7211.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7208.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7621.html
https://shop.bitouen.jp/item_A7623.html
https://shop.bitouen.jp/item_A8025.html
https://shop.bitouen.jp/item_A9442.html

