
【3A114-03】
高台フリーカップ
Cup
φ77×H105mm 170ｃｃ ¥900
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-08】
箸置
Chopstick rest
φ55×H25mm ¥550
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-04】
マグカップ
Mug cup
W120×D80×H95mm 316ｃｃ ¥1,350
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-09】
ぐい呑/小付け
Sake cup / Mini dish
φ57×H48mm 78ｃｃ ¥650
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-05】
抹茶碗
Japanese green tea bowl
φ130×H80mm 615ｃｃ ¥1,650
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-10】
波型カップ
Cup
φ92×H100mm 300ｃｃ ¥850
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-06】
蒸し碗
Steaming cup
φ90×H93mm ¥800
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-11】
反り茶碗
Tea cup
φ121×H65mm ¥900
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-07】
長湯呑
Tea cup
φ68×H90mm 190ｃｃ ¥700
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-15】
高台フリーカップ
Cup
φ77×H105mm 170ｃｃ ¥900
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-16】
マグカップ
Mug cup
W120×D80×H95mm 316ｃｃ ¥1,350
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-17】
抹茶碗
Japanese green tea bowl
φ130×H80mm 615ｃｃ ¥1,650
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-18】
蒸し碗
Steaming cup
φ90×H93mm ¥800
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-19】
長湯呑
Tea cup
φ68×H90mm 190ｃｃ ¥700
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-27】
高台フリーカップ
Cup
φ77×H105mm 170ｃｃ ¥900
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-28】
マグカップ
Mug cup
W120×D80×H95mm 316ｃｃ ¥1,350
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-29】
抹茶碗
Japanese green tea bowl
φ130×H80mm 615ｃｃ ¥1,650
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-30】
蒸し碗
Steaming cup
φ90×H93mm ¥800
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-31】
長湯呑
Tea cup
φ68×H90mm 190ｃｃ ¥700
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-12】
豆皿
Mini plate
φ100×H20mm ¥600
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-20】
箸置
Chopstick rest
φ55×H25mm ¥550
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-21】
ぐい呑/小付け
Sake cup / Mini dish
φ57×H48mm 78ｃｃ ¥650
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-22】
波型カップ
Cup
φ92×H100mm 300ｃｃ ¥850
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-23】
反り茶碗
Tea cup
φ121×H65mm ¥900
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-24】
豆皿
Mini plate
φ100×H20mm ¥600
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-32】
箸置
Chopstick rest
φ55×H25mm ¥550
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-33】
ぐい呑/小付け
Sake cup / Mini dish
φ57×H48mm 78ｃｃ ¥650
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-34】
波型カップ
Cup
φ92×H100mm 300ｃｃ ¥850
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-35】
反り茶碗
Tea cup
φ121×H65mm ¥900
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-36】
豆皿
Mini plate
φ100×H20mm ¥600
陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-01】 コーヒー碗
                     Coffee cup
                     W100×D77×H65mm 165ｃｃ ¥1,000 
                     陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-02】 取り皿/コーヒーソーサー
                     Plate / Saucer
                     φ138×H20mm ¥900 
                     陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-13】 コーヒー碗
                     Coffee cup
                     W100×D77×H65mm 165ｃｃ ¥1,000 
                     陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-14】 取り皿/コーヒーソーサー
                     Plate / Saucer
                     φ138×H20mm ¥900 
                     陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-25】 コーヒー碗
                     Coffee cup
                     W100×D77×H65mm 165ｃｃ ¥1,000 
                     陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-26】 取り皿/コーヒーソーサー
                     Plate / Saucer
                     φ138×H20mm ¥900 
                     陶器 Earthenware/Handmade

【3A114-02】 取り皿としても使用できます

【3A114-14】 取り皿としても使用できます

【3A114-26】 取り皿としても使用できます

【3A114-12】 豆皿 Mini plate 【3A114-24】 豆皿 Mini plate

【3A114-01】 コーヒー碗 Coffee cup

【3A114-02】 取り皿/コーヒーソーサー Plate / Saucer

【3A114-13】 コーヒー碗 Coffee cup

【3A114-14】 取り皿/コーヒーソーサー Plate / Saucer

古釉織部  こゆうおりべ
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※ハンドメイド仕上げの為、若干色合いやサイズが異なることがあります。
These handmade articles vary slightly in size, glaze, & texture.


