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A7005
おちょこ ⾚ごす福⽂盃

径6.5ｘ⾼3.5cm 35ml

4,000円 (税別)

A7013
吉⽥屋⼿ 六⾓盃

径5ｘ4cm 35ml

4,000円 (税別)

A7020
おちょこ 染付丸紋盃

径6ｘ⾼4cm 25ml

4,000円 (税別)

A7030
おちょこ 五⾊とくさ⽂様盃

径6.5ｘ⾼3.2cm 35ml

4,500円 (税別)

A7038
おちょこ ⾚絵丸紋⽂様盃

径6.5ｘ⾼3.2cm 35ml

4,500円 (税別)

A7065
おちょこ 染付網⽬藻⿂⽂様盃

径6.5ｘ⾼3.2cm 35ml

4,500円 (税別)

A7063
菊桜⽂様盃

径5.5×⾼3.3ｃｍ

4,000円 (税別)

A7021
おちょこ 呉須⾚絵⿃⽂盃

径6.5ｘ⾼3.5cm 50ml

4,500円 (税別)

A7068
おちょこ 唐⼦⽂様盃 （花）

径6ｘ⾼3.5cm 25ml

4,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7005.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7013.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7020.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7030.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7038.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7065.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7063.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7021.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7068.html


九⾕美陶園 商品カタログ  酒器  商品数 51点 2/6

A7044
⽔⽟⽂様盃

径5.4ｘ⾼4.5cm 50ml

3,500円 (税別)

A7055
菱⽂様盃

径5.4ｘ⾼4.5cm 50ml

3,500円 (税別)

A7069
おちょこ 染⼊しのぎ花⽂様盃

径5.5ｘ⾼4.8cm

5,000円 (税別)

A7060
おちょこ 椿⽂様盃

径6.5ｘ⾼3.5cm 25ml

4,000円 (税別)

A7064
おちょこ 唐⼦⽂様盃

径4.8ｘ⾼3.5cm 20ml

4,000円 (税別)

A7066
おちょこ 菊桐⽂様盃

径5ｘ⾼3.2cm 20ml

4,000円 (税別)

A7067
おちょこ 花唐草⽂様盃

径5ｘ⾼3.2cm 20ml

4,000円 (税別)

A7024
魯⼭⼈うつし 間道⽂様盃

径 5.5ｘ5.7cm 70ml

4,000円 (税別)

A7022
魯⼭⼈うつし ⻘⼿丸紋様盃

径 5.5ｘ5.7cm 70ml

4,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7044.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7055.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7069.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7060.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7064.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7066.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7067.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7024.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7022.html
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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)

A7142
魯⼭⼈うつし ⾊絵⾺上盃

径5.7ｘ⾼5.7cm 25ml

3,000円 (税別)

A7091
魯⼭⼈うつし 双⿂⽂様盃

径6.8ｘ3.9cm 50ml

7,000円 (税別)

A7089
古九⾕⼿ 松⽂様盃

径6.8ｘ3.9cm 50ml

8,000円 (税別)

A7090
古九⾕⼿ 菊桐⽂盃

径6.8ｘ3.9cm 50ml

8,000円 (税別)

A7073
⾚絵細描丸紋様盃

径6.2×⾼3.5ｃｍ

14,000円 (税別)

A7072
⾚絵細描⼩紋づくし⽂様盃

径7×5ｃｍ

17,000円 (税別)

A7322
盃 ⼲⽀「寅」⽂様盃

径7.5ｘ⾼3cm 25ml

1,800円 (税別)

A7321
盃 ⼲⽀ ⻘⼿「卯」⽂様盃

径7.5ｘ⾼3cm 25ml

4,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7141.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7142.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7091.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7089.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7090.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7073.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7072.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7322.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7321.html
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A7003
おちょこ ⼲⽀ ⼗⼆⽀盃揃い

径7.5ｘ⾼3cm（化粧箱⼊）25ml

48,000円 (税別)

A2160
吉⽥屋⼿⽂様⽚⼝（⼩）

径8ｘ9.5ｘ⾼7.5cm ⼀合（180ml）

6,000円 (税別)

A2842
網⽬藻⿂⽂様⽚⼝（⼩）

径 8ｘ9.5ｘ⾼ 7.5cm ⼀合（180ml）

6,000円 (税別)

A2844
染付⽔⽟⼗草⽂様⽚⼝(⼩)

径 8ｘ9.5ｘ⾼ 7.5cm ⼀合（180ml）

5,000円 (税別)

A2161
吉⽥屋⼿⽂様⽚⼝(⼤)

径8.5ｘ10ｘ⾼10cm ⼀合半（270ml）

8,000円 (税別)

A2841
網⽬藻⿂⽂様⽚⼝ (⼤）

径8.5X10X⾼10cm  ⼀合半（270ml）

8,000円 (税別)

A2843
染付⽔⽟⼗草⽂様⽚⼝(⼤)

径8.5ｘ10ｘ⾼ 10cm ⼀合半（270ml）

6,500円 (税別)

A7215
吉⽥屋⼿徳利

径7ｘ⾼13cm

12,000円 (税別)

A7216
⼿書き 網⽬藻⿂⽂様徳利

径7ｘ⾼12.5cm

10,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7003.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2160.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2842.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2844.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2161.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2841.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2843.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7215.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7216.html
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A7259
染付⽔⽟⼗草⽂様徳利

径7ｘ⾼12cm

9,000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)

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)

A7209
とっくり 呉須⾚絵⿃⽂様徳利

径8ｘ⾼15cm

10,000円 (税別)

A7254
⽔⽟⽂様徳利

径7ｘ⾼16cm（1合）

7,000円 (税別)

A7252
菱唐草⽂様徳利

径7ｘ⾼16cm（1合）

7,000円 (税別)

A7255
菊桜⽂徳利（２合）

径6.5ｘ16cm 

10,000円 (税別)

A7705
吉⽥屋⼿ 幾何学⽂様ワインキャップ

縦8.5ｘ横3cm

8,000円 (税別)

A7706
呉須⾚絵⽂様ワインキャップ

縦8ｘ横3cm

8,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7259.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7208.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7211.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7209.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7254.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7252.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7255.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7705.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7706.html
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A7709
吉⽥屋⼿ 椿⽂様ワインキャップ

縦8ｘ横4.5cm

8,000円 (税別)

A7712
柊⽂様ワインキャップ

縦9ｘ横5cm

8,000円 (税別)

A2915
⻲甲⿃⽂様ワインクーラー

径18ｘ⾼18cm

12,000円 (税別)

A2916
柊⽂様ワインクーラー

径18ｘ⾼18cm

12,000円 (税別)

A2918
⽔⽟線⽂様ワインクーラー

径18ｘ⾼18cm

12,000円 (税別)

A2919
⽔⽟⽂様ワインクーラー

径18ｘ⾼18cm

12,000円 (税別)

http://shop.bitouen.jp/item_A7709.html
http://shop.bitouen.jp/item_A7712.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2915.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2916.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2918.html
http://shop.bitouen.jp/item_A2919.html

