
 

                
   ま-１ φ11,5×H7,5          ま-6 φ11,5×H7,5           ま-11 φ11,5×H7,5 

   ねずみチラシ抹茶盌 (並)１       ピンク釉抹茶盌 (並)１           鉄赤抹茶盌 (並)１ 

    紙箱￥2500 林山           紙箱￥2500 林山              紙箱￥2500 林山 

              

ま-2 φ11,5×H7,5           ま-7 φ11,5×H7,5           ま-12 φ11,5×H7,5    

茶刷毛目抹茶盌 (並)１        ピンク織部フチ抹茶盌 (並)１       ベージュ抹茶盌 (並)１ 

紙箱￥2500 林山           紙箱￥2500 林山             紙箱￥2500 林山 

              

ま-3 φ11,5×H7,5          ま-8 φ11,5×H7,5           ま-13 φ11,5×H7,5 

青釉抹茶盌 (並)１           ねずみフチ抹茶盌 (並)１        白茶織部フチ抹茶盌 (並)１ 

紙箱￥2500 林山            紙箱￥2500 林山             紙箱￥2500 林山 

                 

   ま-4 φ11,5×H7,5          ま-9 φ11,5×H7,5           ま-14 φ11,5×H7,5 

 紫チラシ抹茶盌 (並)１          黄釉抹茶盌 (並)１           ガラス織部抹茶盌 (並)１ 

紙箱￥2500 林山             紙箱￥2500 林山            紙箱￥2500 林山 

             
       ま-5 φ11,5×H7,5          ま-10 φ11,5×H7,5 

黒茶釉抹茶盌 (並)１          紫フチ抹茶盌 (並)１ 

紙箱￥2500 林山           紙箱￥2500 林山 

 

 



 

                     

       ま-15 φ11,5×H7,5 ㎝         ま-17 φ11,5×H7,5 ㎝           ま-19 φ11,5×H7,5 ㎝ 

       ガラス織部ひねり抹茶盌 １       ねずみフチひねり抹茶盌 １         ピンク釉ひねり抹茶盌 １ 

        紙箱￥3000 林山             紙箱￥3000 林山              紙箱￥3000 林山 

                 

ま-16 φ11,5×H7,5 ㎝        ま-18 φ11,5×H7,5 ㎝           ま-20 φ11,5×H7,5 ㎝ 

黄釉ひねり抹茶盌 １          紫フチひねり抹茶盌 １           ねずみチラシひねり抹茶盌 １ 

紙箱￥3000 林山            紙箱￥3000 林山              紙箱￥3000 林山 

 

 

 

 

 

                       

        ま-21 φ12×H7.5 ㎝          ま-23 φ12×H7.5 ㎝         ま-25 φ12.5×H7.5 ㎝ 

青萩 抹茶盌 １             白萩 抹茶盌 １             伊羅保刷毛目抹茶盌 

紙箱￥3500 十全            紙箱￥3500 十全             紙箱￥3500 十全 

                 
      ま-22 φ12×H8 ㎝          ま-24 φ12×H8 ㎝            ま-26 φ12.5×H7.5 ㎝ 
      重ね掛け赤土 抹茶盌 １       織部三面流し赤土 抹茶盌 １         織部重ね掛け抹茶盌 
      紙箱￥2500 山口            紙箱￥2500 山口              紙箱￥2500 山口 

        

 

 

 

   



 

                   
      ま-27 φ12.5×H7.5 ㎝         ま-32 φ12×H8 ㎝            ま-37 φ12×H8 ㎝ 

       ダークブルー抹茶盌            鉄砂 抹茶盌 １            天目 抹茶盌 １ 

        紙箱￥2800 安徳            紙箱￥2800 安徳             紙箱￥2500 安徳 

                    

      ま-28 φ12､5×H8 ㎝         ま-33 φ12､5×H8 ㎝          ま-38 φ12､5×H8､5 ㎝ 

      南蛮釉掛(全体)抹茶盌 １         白刷毛目抹茶盌１             粉引鉄絵抹茶盌 1 

      紙箱￥3000 嘉郎             紙箱￥3000 嘉郎              紙箱￥3000 嘉郎 

                     

      ま-29 φ12､5×H8､5 ㎝        ま-34 φ12､5×H7､5 ㎝         ま-39 φ11.5×H8.5 ㎝ 

     青磁鉄絵抹茶盌 1            梅花皮 抹茶盌 1             灰釉抹茶盌 

       紙箱￥3500 嘉郎             紙箱￥4000 嘉郎            紙箱￥3000 嘉郎 

                     

      ま-30 φ11.5×H8.5 ㎝        ま-35 φ12、2×H8 ㎝         ま-40 φ12.5×H6.5 ㎝ 

      粉引たたき鉄絵抹茶盌           三島抹茶盌 １             花三島外刷毛抹茶盌 

       紙箱￥3500 嘉郎            紙箱￥5000 昌久             紙箱￥5000 十全 

                     

   ま-31 φ12×H7.5 ㎝        ま-36 φ12.7×H7.5 ㎝          ま-41 φ12×H8.2 ㎝ 

         紺 抹茶盌             雲錦黒陶抹茶盌              練り込抹茶盌 

       紙箱￥2500 芙蓉           紙箱￥3500 景春             紙箱￥5000 景春 

 

 



 

                   

ま-42 φ12.5×H7.6 ㎝          ま-45 φ13×H8 ㎝          ま-47 φ12.5×H7.5 ㎝ 

ガラス掛分抹茶盌           萌嵐釉(ほうらん) 抹茶盌           織部光彩 抹茶盌 

       紙箱￥3500 光硨            紙箱￥2500 寿              紙箱￥2500 寿 

                  

ま-43 φ12.5×H8 ㎝          ま-46 φ12.5×H7.5 ㎝         ま-48 φ12.5×H7.5 ㎝ 

青釉光彩 抹茶盌            天目光彩 抹茶盌              白釉光彩 抹茶盌 

     紙箱￥2500 寿             紙箱￥2500 寿               紙箱￥2500 寿  

           

ま-44 φ12×H7 ㎝ 

      粉引抹茶盌 

紙箱￥3000 圭司 

               

      ま-49 φ12×H7 ㎝           ま-51 φ12×H7 ㎝            ま-52 φ12×H7 ㎝ 

          ススキ抹茶盌              一珍梅抹茶盌               紫陽花抹茶盌 

         紙箱￥5000 瑞光            紙箱￥5000 瑞光             紙箱￥5000 瑞光 

        

         ま-50 φ12×H7 ㎝ 

         カラスウリ抹茶盌 

         紙箱￥5000 瑞光 

 

 



 

                     
        ま-53 φ12×H7 ㎝           ま-56 φ12×H7 ㎝           ま-59 φ12×H7 ㎝ 

          梅抹茶盌               ひな祭り抹茶盌              桜月抹茶盌 

         紙箱￥6000 芳華            紙箱￥6000 芳華            紙箱￥6000 芳華 

                     
        ま-54 φ12×H7 ㎝           ま-57 φ12×H7 ㎝           ま-60 φ12×H7 ㎝ 

          鯉幟抹茶盌               紫陽花抹茶盌             月見うさぎ抹茶盌 

        紙箱￥6000 芳華            紙箱￥6000 芳華            紙箱￥6000 芳華 

                     

        ま-55 φ12×H7 ㎝           ま-58 φ12×H7 ㎝            ま-61 φ12×H7 ㎝ 

          秋桜抹茶盌                鉄線抹茶盌               六瓢抹茶盌  

        紙箱￥6000 芳華             紙箱￥6000 芳華            紙箱￥6000 芳華 


