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結晶釉の器 オンラインショップ 出品目録 

 

《カップ類》      

      

01  02  03  

 

[カップ] 

口径 9.2 センチ 

高さ 7 センチ 

八分目で 120cc 

[ソーサー] 

口径 15.5 センチ 

高さ 3 センチ 

￥5,500(税込) 

 

[大] 

口径 8.7 センチ 

高さ 10.5 センチ 

八分目で 260cc 

[小] 

口径 8 センチ 

高さ 10 センチ 

八分目で 230cc 

￥7,700(税込) 

 

口径 9 センチ 

高さ 10 センチ 

八分目で 260cc 

￥3,850(税込) 

      

04 (2 個) 05 (4 個)   

 

口径 6 センチ 

高さ 9.3 センチ 

八分目で 80cc 

￥3,850(税込)  

口径 6 センチ 

高さ 9.3 センチ 

八分目で 80cc 

￥3,850(税込) 

  

      

06  07    

 

口径 8 センチ 

高さ 7.5 センチ 

￥3,300(税込) 

 

[そば猪口] 

口径 8 センチ 

高さ 7.5 センチ 

[お皿] 

口径 15.5 センチ 

高さ 3 センチ 

￥6,600(税込) 
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08  09    

 

[大] 

口径 8 センチ 

高さ 9 センチ 

八分目で 160cc 

[小] 

口径 7.5 センチ 

高さ 8.5 センチ 

八分目で 150cc 

￥6,600(税込) 

 

[大] 

口径 8.5 センチ 

高さ 8.5 センチ 

八分目で 170cc 

[小] 

口径 7.8 センチ 

高さ 7.8 センチ 

八分目で 130cc 

￥6,600(税込) 

  

 

10  11  12  

 

口径 7.7 センチ 

高さ 7.5 センチ 

八分目で 140cc 

￥3,300(税込)  

口径 7.7 センチ 

高さ 8.2 センチ 

八分目で 160cc 

￥3,300(税込)  

口径 8.3 センチ 

高さ 8.5 センチ 

八分目で 160cc 

￥3,300(税込) 

      

13  14  15  

 

口径 8 センチ 

高さ 9.5 センチ 

八分目で 140cc 

￥3,300(税込)  

口径 6.5 センチ 

高さ 8.5 センチ 

八分目で 110cc 

￥3,300(税込)  

口径 9 センチ 

高さ 8.5 センチ 

八分目で 190cc 

￥3,300(税込) 

      

16  17  18  

 

[大] 

口径 7.8 センチ 

高さ 8.9 センチ 

八分目で 160cc 

[小] 

口径 7.3 センチ 

高さ 8.5 センチ 

八分目で 130cc 

￥6,600(税込) 

 

口径 7.5 センチ 

高さ 9.5 センチ 

八分目で 190cc 

￥3,300(税込)  

口径 8 センチ 

高さ 9 センチ 

八分目で 190cc 

￥3,300(税込) 
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《碗類》      

＜抹茶碗＞      

19  20  21  

 

口径 12 センチ 

高さ 7.2 センチ 

￥5,500(税込) 

 

口径 11.7 センチ 

高さ 7.8 センチ 

￥5,500(税込) 

 

口径 12.5 センチ 

高さ 7.5 センチ 

￥5,500(税込) 

      

22  23  24  

 

口径 13.5 センチ 

高さ 6.5 センチ 

￥5,500(税込) 

 

口径 12.5 センチ 

高さ 7 センチ 

￥5,500(税込) 

 

口径 13 センチ 

高さ 7.5 センチ 

￥5,500(税込) 

      

25      

 

口径 13 センチ 

高さ 7 センチ 

￥5,500(税込) 
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＜中鉢＞      

26  27  28  

 

口径 19.5 センチ 

高さ 7 センチ 

￥7,700(税込) 

 

口径 19.5 センチ 

高さ 4.5 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 13 センチ 

高さ 6.5 センチ 

￥4,400(税込) 

      

29  30  31  

 

口径 16 センチ 

高さ 8.5 センチ 

￥5,500(税込) 

 

口径 19.5 センチ 

高さ 8 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 21 センチ 

高さ 10 センチ 

￥6,600(税込) 

      

32  33  34  

 

口径 18.5 センチ 

高さ 10 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 19.2 センチ 

高さ 9 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 20 センチ 

高さ 9 センチ 

￥8,800(税込) 

      

35  36  37  

 

口径 20 センチ 

高さ 9 センチ 

￥8,800(税込) 

 

口径 18 センチ 

高さ 7.5 センチ 

￥7,700(税込) 

 

口径 20 センチ 

高さ 8.5 センチ 

￥7,700(税込) 

      

38  39  40  

 

口径 18 センチ 

高さ 9 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 21 センチ 

高さ 9.5 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 22 センチ 

高さ 6.5 センチ 

￥7,700(税込) 
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＜ご飯茶碗＞     

41  42    

 

[大] 

口径 13.2 センチ 

高さ 7.2 センチ 

[小] 

口径 12.4 センチ 

高さ 6.5 センチ 

￥7,700(税込) 

 

[大] 

口径 12.3 センチ 

高さ 6 センチ 

[小] 

口径 12 センチ 

高さ 5.8 センチ 

￥7,700(税込) 

  

      

43  44  45  

 

口径 10.5 センチ 

高さ 5.7 センチ 

￥3,850(税込) 

 

口径 12 センチ 

高さ 7.2 センチ 

￥3,850(税込) 

 

口径 11.8 センチ 

高さ 7.5 センチ 

￥3,850(税込) 

      

46      

 

口径 12.8 センチ 

高さ 7 センチ 

￥3,850(税込) 

    

      

47  48  49  

 

口径 12 センチ 

高さ 7 センチ 

￥3,850(税込) 

 

口径 13.2 センチ 

高さ 7.6 センチ 

￥3,850(税込) 

 

口径 12.3 センチ 

高さ 7.5 センチ 

￥3,850(税込) 

      

50  51    

 

口径 9.5 センチ 

高さ 6.5 センチ 

￥3,300(税込) 

 

口径 11.5 センチ 

高さ 8 センチ 

￥3,850(税込) 

  

      

52  53    

 

口径 10.7 センチ 

高さ 6.2 センチ 

￥3,300(税込) 

 

口径 10.7 センチ 

高さ 7.8 センチ 

￥3,300(税込) 
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《プレート類》     

      

54  55(大小組)    

 

口径 14.5 センチ 

高さ 2.5 センチ 

￥3,300(税込) 

 

[大] 

口径 16.7 センチ 

高さ 3 センチ 

[小] 

口径 14.8 センチ 

高さ 2.5 センチ 

￥6,600(税込) 

  

      

56  57 (2 枚) 58(2 枚組)  

 

12.3 センチ 

×23.8 センチ 

￥3,300(税込) 

 

23 センチ角 

 

￥4,950(税込) 

 

5 センチ 

×29 センチ 

￥2,200(税込) 

      

 

 

 

《酒器》      

      

59  60  65  

 

口径 5.5~6 センチ 

高さ 7.3 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 7.5 センチ 

高さ 7.3 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 6 センチ 

高さ 6 センチ 

￥5,500(税込) 

      

61  62  63  

 

口径 7.3 センチ 

高さ 6.9 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 7.7 センチ 

高さ 7.6 センチ 

￥6,600(税込) 

 

口径 6.3 センチ 

高さ 7.5 センチ 

￥6,600(税込) 

      

64      

 

口径 7.1 センチ 

高さ 6 センチ 

￥6,600(税込) 
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《蓋物類》      

      

66  67    

 

口径 6.5 センチ 

高さ 6.3 センチ 

￥3,300(税込) 

 

口径 9.5 センチ 

高さ 7 センチ 

￥3,300(税込) 

  

 

 

 

《花瓶類》      

      

68  74  75  

 

口径 4.5 センチ 

高さ 8.5 センチ 

￥2,750(税込) 

 

口径 10 センチ 

高さ 17.5 センチ 

￥7,700(税込) 

 

口径 9 センチ 

高さ 15 センチ 

￥8,800(税込) 

      

69  70  71  

 

口径 7.2 センチ 

高さ 16.3 センチ 

￥8,800(税込) 

 

口径 7.2 センチ 

高さ 16.3 センチ 

￥7,700(税込) 

 

口径 7 センチ 

高さ 11 センチ 

￥5,500(税込) 

      

72  73  76  

 

口径 9 センチ 

高さ 14.5 センチ 

￥11,000(税込) 

 

口径 7.8 センチ 

高さ 10.5 センチ 

￥5,500(税込) 

 

口径 4 センチ 

高さ 13.5 センチ 

￥6,600(税込) 

 

 

 

《その他》      

      

77(2 個組) (2 セット)     

 

口径 3 センチ 

高さ 0.8 センチ 

￥550(税込) 

    

 


