
 
 
 

       
は-601 金粉桜貝形 2         は-607 ピンク二輪桜 5       は-613 青白磁三角形 5 

￥1600 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)     ￥2400 京豊(2.7×4×高 1.7 ㎝)    ￥3000 陵泉(1.6×7×高 1.2 ㎝) 

                    
は-602 鬼と福貝形 2                         は-614 雛豆人形金彩 2  

￥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)                    ￥5000 秀峰(6.5×5.8×高 2 ㎝)箱サイズ 

       
は-603 雛人形貝形 2       は-609 桜格子小判形 5         は-615 鶴亀宝船 2 

￥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)    ￥2800 玉峯(2.4×4.5×高 1.2 ㎝)    ￥3200 秀峰(2×4.5×高 3.5 ㎝) 

           
は-604 雛人形本形 2         は-610 枝垂れ桜団子 5        は-616 枝垂れ桜新丸瓢 5 

￥2000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)     ￥2800 玉峯(1.5×6.5×高 1.2 ㎝)     ￥3000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)  

       
は-605 かぶと本形 2        は-611 枝垂れ桜打出小槌 5       は-617 金粉蝶新丸瓢 5 

￥2000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)    ￥2800 玉峯(2.5×5.5×高 2 ㎝)      ￥3500 芳山(3×6.3×高 1 ㎝) 

             
は-606 鯉幟星形(大) 2          は-612 ピンク一輪桜 5        は-618 金粉蝶長瓢 5 

￥2300 芳山(7×高 0.5 ㎝)         ￥3000 京豊(4×高 1 ㎝)       ￥4000 草加(1×7×高 0.8 ㎝) 

 

     
 



              
  は-619 高来菊 5             は-626 ルリ蝶結び 5        は-633 金彩菖蒲 5  

  ￥3500 草加(2.7×6×高 1 ㎝)       ￥4000 京豊(2×7×高 1.5 ㎝)    ￥7000 松峰(2.2×5.2×高 1 ㎝) 

                   
は-620 青交趾楓 5            は-627 夜桜丸瓢 5           は-634 三色団子 5 

￥4000 芳山(4.6×5×高 1 ㎝)       ￥4000 芳山(2.5×4.5×高 1 ㎝)      ￥3500 京豊(1.8×6.5×高 1.6 ㎝) 

                   
は-621 青交趾金入木の葉 5       は-628 金彩ピンク一輪桜 5       は-635 桜絵変りうさぎ花形 5 

     ￥4500 草加(2×5×高 1.5 ㎝)      ￥5500 京豊(4×高 1 ㎝)         ￥4500 京楽(5×高 1 ㎝) 

                   

は-622 カーネーション一輪 5        は-629 鯉幟貝型 2         は-636 丸いお雛様地紙形 2 

￥4000 京楽(5×高 1 ㎝)        ￥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)      ￥1800 陵泉(5.5×3×高 0.5 ㎝) 

               
は-623 カーネーション三輪 5       は-630 ピンク桜結び 5        は-637 お雛様雪洞地紙形 2 

￥4000 京楽(5×高 1 ㎝)       ￥5000 草加(1×7×高 1 ㎝)       ￥2500 陵泉(5.5×3×高 0.5 ㎝) 

               

は-624 かぶと扇面(小) 5        は-631 ステンドグラス丸太 5       は-638 お雛様一体型(如) 2 

￥4000 陵泉(6×4.2×高 0.5 ㎝)      ￥5000 松峰(2×5×高 1.2 ㎝)      ¥2800 陵泉(4×1.5×高 3.5 ㎝)

            

   は-625 五色波貝形 5      は-632 黄交趾蝶枕形 5        は-639 お雛様一体型(光)ペア 2 

￥4500 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)        ￥6000 洸春(2×5.5×高 2 ㎝)        ¥3000 陵泉(4×1.5×高 3.5 ㎝) 

         



                  

 は-640 金彩お雛様一体型ペア 2      は-646 ピンク桜鼓形 ５       は-652 五色金ダミ桜(凹み形)  5 

 ¥4500 陵泉(4×1.5×高 3.5 ㎝)        ¥3000 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝)        ¥5000 芳山(3.5×高 1 ㎝) 

               

は-641 ピンク金ダミ桜(凹み形) ５       は-647 ピンク二輪桜花弁 5        は-653 枝垂れ桜湯呑形 2 

¥5000 芳山(3.5×高 1 ㎝)                  ¥5000 京豊(2.8×4.3×高 1.2 ㎝)        ¥1800 双楽(3×4×高 1.3 ㎝) 

                 
    は-642 ピンク枝垂れ桜箕形 2                は-648 ピンク二輪桜ﾌﾟﾗﾁﾅ 5       は-654 桜お雛様一体型ペア 2 

    ¥2000 芳山(4.5×4×高 1.5 ㎝)      ¥4000 京豊(2.8×4.3×高 1.2 ㎝)        ¥2500 陵泉(4×1.5×高 3.5 ㎝) 

                             
は-643 ピンク枝垂れ桜枕形 2                 は-649 五色菖蒲扇子 5         は-655 松・藤お雛様一体型ペア 2 

   ¥2000 芳山(2×5.2×高 1.8 ㎝)        ¥4500 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)        ¥3000 陵泉(4×1.5×高 3.5 ㎝) 

                    
は-644 ピンク枝垂れ桜新丸瓢 2       は-650 ピンク桜(凹み形)  5    は-656 ウサギお雛様小皿ペア 2 

   ¥2000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)         ¥1800 芳山(3.5×高 1 ㎝)       ￥5000 双楽(5.8×高 1.2 ㎝) 

              
は-645 吉野桜花形 ５            は-651 ピンク桜(花車)  5       は-657 かぶと･鯉幟本形ペア 2 

¥4000 京樂(5×高 1 ㎝)            ¥1800 芳山(4×高 1.1 ㎝)        ￥2000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝) 

        



            
は-658 お雛様豆人形ペア 2      は-664 ピンク桜花びら  5        は-670 五草加桜花びら  5 

￥3000 秀峰(6.5×5.8×高 2 ㎝)箱サイズ   ¥1800 芳山(2.9×4.5×高 0.5 ㎝)      ¥4000 芳山(2.9×4.5×高 0.5 ㎝) 

     
は-659 吉野山桔梗形 5        は-665 枝垂れ桜丸瓢  5          は-671 うさぎ渕金桜花びら  5 

￥5000 京楽(5×高 1 ㎝)        ¥3500 草加(2.7×4.7×高 1 ㎝)        ¥4000 芳山(2.9×4.5×高 0.5 ㎝) 

               

は-660 ピンク枝垂れ桜貝形 2       は-666 お雛様湯呑形ペア 2       は-672 鯉幟本形  5 

¥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)         ¥2000 双楽(3×4×高 1.3 ㎝)       ¥5000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝) 

                

は-661 新五色金彩桜(凹み形)  5      は-667 五色桜しべ入(凹み形)  5    は-673 バレンタインチョコハート形 2 

¥5000 芳山(3.5×高 1 ㎝)           ¥5000 芳山(3.5×高 1 ㎝)       ¥2500 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝) 

       
は-662 五色桜散し桔梗形  5     は-668 五色交趾桜詰新丸瓢  5       は-674 春草花筏形 5 

￥7000 京楽(5×高 1 ㎝)         ¥7000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)                  ¥6000 陵泉(2.2×7.5×高 1 ㎝) 

       
は-663 ピンクダミ桜桔梗形  5    は-669 五色十草桜花びら  5      は-675 枝垂れ桜千鳥 5 

￥4500 京楽(5×高 1 ㎝)        ¥4000 芳山(2.9×4.5×高 0.5 ㎝)       ￥2800 玉峯(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 

 



      
は-676 渕金桜花びら  5          は-681 渕ピンク桜(中白)  2 

¥3500 芳山(2.9×4.5×高 0.5 ㎝)            ¥1400 大日(4.5×高 1 ㎝) 

    

は-677 青楓千鳥  5 

￥2800 玉峯(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 

 
は-678 桜うさぎ  5 

    ￥3500 芳山(4.5×2×高 2 ㎝) 

  

は-679 桜扇子  5 

    ￥3000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝) 

   

は-680 シマエナガ桜貝形  2 

   ¥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝) 

   
は-680 シマエナガ菖蒲貝形  2 

   ¥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝) 

   



 
 

          
は-1 赤黒出目金ペア 2        は-7 えんどう豆 5        は-13 あゆ 5 

¥1300 京楽(2.5×5.3×高 1.5 ㎝)      ¥1400 京豊(1.5×5.6×高 1 ㎝)     ￥2800 京豊(1.7×6.5×高 1.5 ㎝) 

          
は-2 赤黒金魚(一匹)T シャツ形ペア 2    は-8 ルリ長ナスビ 5       は-14 五色花火扇子 5 

¥1300 松峰(4×4.5×高 0.8 ㎝)              ¥1500 京豊(1.3×6.7×高 1.6 ㎝)    ￥4000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝) 

       

は-3 赤黒金魚(二匹)T シャツ形ペア 2   は-9 スイカ三切り 5         は-15 手ゴスうちわ 5 

¥1500 松峰(4×4.5×高 0.8 ㎝)         ￥2500 玉鳳(2.7×5.3×高 2.4 ㎝)     ￥2500 陵泉(4.5×6.7×高 1 ㎝) 

       

は-4 吹墨貝 5              は-10 紫陽花小石 5       は-16 金魚(二匹)扇面 5 

¥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)              ￥2800 玉鳳(3×高 1.5 ㎝)     ￥4000 陵泉(5.5×3×高 0.7 ㎝) 

          
は-5 五色蛤 5          は-11 京の夏の思い出 T シャツ形ペア 2   は-17 高山寺(一匹)扇面 5 

¥2500 京豊(2.3×4.2×高 1.5 ㎝)    ￥2500 松峰(4×4.5×高 0.8 ㎝)     ￥3000 陵泉(5.5×3×高 0.7 ㎝) 

        

は-6 空豆 5            は-12 鯉 5              は-18 高山寺木の葉形 5  

¥1500 京豊(1.8×5×高 1.3 ㎝)    ￥2800 京豊(1.5×5×高 2 ㎝)      ￥3000 陵泉(3.5×7×高 1.8 ㎝)



             
    は-19 金魚(二匹)ハート形 5     は-26 五色交趾筏 5          は-33 熱帯魚 T シャツ形ペア 2 

    ￥3500 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝)   ￥5000 陵泉(2.2×7.5×高 0.8 ㎝)     ￥1500 松峰(4×4.5×高 0.8 ㎝) 

             

    は-20 カニ貝形 5          は-27 五色蓮うちわ 5      は-34 トンボメダカ T シャツ形ペア 2 

    ￥4000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)     ￥5000 陵泉(4.5×6.7×高 1 ㎝)     ￥1700 松峰(4×4.5×高 0.8 ㎝) 

        
 は-21 五色唐子筏 5         は-28 金魚トンボ蟹星形 3      は-35 赤黒金彩出目金ペア 2  

  ￥3000 玉鳳(1.8×5.6×高 2 ㎝)     ￥3500 芳山(7×高 0.5 ㎝)     ￥1800 京楽(2.5×5.3×高 1.5 ㎝) 

        
 は-22 金魚うちわ 5          は-29 祇園祭扇面(大)ペア 2   は-36 浅葱交趾楓 5 

  ￥4000 陵泉(4.5×6.7×高 1 ㎝)    ￥3000 陵泉(6.5×5×高 0.5 ㎝)   ¥4000 芳山(4.6×5×高 1.7 ㎝) 

            
 は-23 白地金彩蛍二枚葉 5      は-30 赤黒金魚ペア 2       は-37 黄交趾筏形 5 

  ￥4500 陵泉(2×6.3×高 1.5 ㎝)   ￥1200 玉峯(3.3×5×高 2.5 ㎝)    ¥5000 陵泉(2.2×7.5×高 0.8 ㎝) 

        
は-24 ゴス金彩蛍二枚葉 5    は-31 浅葱太刀魚 5          は-38 青交趾蝶形牡丹 5 

￥5000 陵泉(2×6.3×高 1.5 ㎝)   ￥4500 秀峰(1.5×7×高 1.5 ㎝)      ¥6000 洸春(4.3×3.2×高 1 ㎝) 

          
は-25 金粉唐子船 5        は-32 浅黄扇面 5       は-39 金彩熱帯魚 5 

￥5000 秀峰(1.8×6.7×高 2.8 ㎝)    ￥4000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)   ¥6000 京豊(2×6.5×高 1 ㎝)



           

          
     は-40 赤渕出目金 5           は-46 五色青海波舟形 5    は-52 絵変わりカエル 5 

   ¥3500 京楽(2.5×5.3×高 1.5 ㎝)     ¥3500 芳山(1.5×6.5×高 1.1 ㎝)   ¥3000 芳山(2.1×3.7×高 1.2 ㎝) 

            
      は-41 昆虫蝶形 5            は-47 白巻貝 5        は-53 カエル 5 

      ¥5000 草加(4.3×3×高 1 ㎝)            ¥2500 松峰(2×6.5×高 2 ㎝)    ￥2800 玉峯(2.2×3.6×高 1.5 ㎝) 

            

は-42 五色紫陽花 5          は-48 淡青巻貝 5        は-54 赤絵高山寺新丸瓢 5 

      ¥4500 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)      ¥5000 松峰(2×6.5×高 2 ㎝)     ￥3500 芳山(3×6.3×高 1 ㎝) 

              

   は-43 五色紫陽花 5                  は-49 五色蓮カエルうちわ 5    は-55 花火うちわペア 2 

¥5000 京豊(2.3×4×高 1 ㎝)      ￥5000 陵泉(4.5×6.7×高 1 ㎝)    ￥2600 陵泉(4.5×6.7×高 1 ㎝) 

               

   は-44 波千鳥うちわペア 2     は-50 ゴス・赤うちわペア 2     は-56 金魚扇面 5 

￥2200 陵泉(4.5×6.7×高 1 ㎝)    ￥1000 陵泉(4.5×6.7×高 1 ㎝)         ￥3000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝) 

              

  は-45 五色ナス 5      は-51 京都夏の思い出貝形ペア 2   は-57 黄交趾蝶形牡丹 5 

¥1500 京豊(1.7×5×高 2.2 ㎝)   ￥1800 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)       ¥6000 洸春(4.3×3.2×高 1 ㎝) 



       
は-58 五色菖蒲扇面 5          は-63 五草花蚊取り豚 5 

¥4500 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)        ￥3000 玉峯(3×3.6×高 3.5 ㎝) 

                      前左から紫陽花､小花 後左から椿､梅､桜 

       
は-59 夏の玩具貝形 5          は-64 夏柄蚊取り豚 5 

¥4500 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)        ￥3000 玉峯(3×3.6×高 3.5 ㎝) 

                  前左から朝顔､金魚 後左から撫子､向日葵､スイカ  

       
は-60 夏の景色貝形 5              は-65 白蚊取り豚 5 

¥5000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)        ￥2700 玉峯(3×3.6×高 3.5 ㎝) 

 

は-61 手ゴスうちわ(小) 5 

￥2750 秀峰(3.5×5×高 2.2 ㎝) 

 
は-62 スイカバー 5 

￥2800 玉峯(3.5×6×高 1.5 ㎝) 

 



 

           
は-201 五色木の葉 5         は-208 桔梗打出小槌 5          は-215 黄交趾紅葉 5 

￥1200 京豊(1.5×5.2×高 1.2 ㎝)           ￥2800 玉峯(2.5×5.5×高 2 ㎝)     ￥4000 芳山(4.6×5×高 1 ㎝) 

             
は-202 ピンク雲錦ハートペアー 2     は-209 赤小花打出小槌 5             は-216 赤交趾紅葉 5 

￥1600 芳山 (3.9×4.1×高 0.9 ㎝)           ￥2800 玉峯(2.5×5.5×高 2 ㎝)    ￥4000 芳山(4.6×5×高 1 ㎝) 

               

は-203 ハート白ピンクうさぎペア 2   は-210 雲錦飛びうさぎペア 2      は-217 ピンク座るうさぎ 5 

￥2000 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝)         ￥3000 京豊(4×6.5×高 2 ㎝)     ￥4000 京豊(2×5.5×高 2.5 ㎝) 

         

は-204 見頃紅葉ペア 2     は-211 五草花丸瓢 5           は-218 赤絵座るうさぎ 5 

￥2000 芳山(4.6×5×高 1 ㎝)    ￥4500 草加(2.5×4.5×高 1 ㎝)       ￥4000 京豊(2×5.5×高 2.5 ㎝) 

                     
  は-205 赤紅葉扇面ペア 2    は-212 月うさぎ 5           は-219 跳びうさぎ 5 

￥2000 陵泉(5.5×3×高 0.7 ㎝)    ￥4000 京豊(2×5×高 1.2 ㎝)       ￥4000 京豊(4×6.5×高 2 ㎝) 

             
は-206 赤紅葉小石 5          は-213 吹寄せ木の葉 5      は-220 金粉五草花長瓢 5  

￥2800 玉峯(3×高 1.5 ㎝)       ￥4000 草加(2×5×高 1.5 ㎝)     ￥5000 草加(1×7×高 1 ㎝)  

           

は-207 なでしこ小石 5         は-214 黄交趾金入木の葉 5    は-221 金粉五草花新丸瓢 5 

￥2800 玉峯(3×高 1.5 ㎝)       ￥4500 草加(2×5×高 1.5 ㎝)    ￥5000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝) 



    

            
は-222 五色流水楓 5       は-235 洋五草花枕形 5     は-242 プレゼントうさぎハート形ペア 2 

￥4500 芳山(4.6×5×高 1 ㎝)    ￥8000 芳山(2×5.2×高 1.8 ㎝)     ￥1600 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝) 

               
は-223 仁清赤芙蓉木の葉 5   は-236 染付け結び瓢箪五草花 5   は-243 Thank you For you ハート形ペア 2 

￥4500 草加(2×5×高 1.5 ㎝)    ￥6000 陵泉(3×7.5×高 1 ㎝)       ￥1800 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝) 

            

は-229 菊秋草丸瓢 5      は-237 五草花三日月形うさぎ 5   は-244 本焼うさぎ平形 5 

￥5000 草加(2.5×4.5×高 1 ㎝)   ￥5000 芳山(4.5×5.5×高 1 ㎝)    ¥2000 芳山(3×3.2×高 0.6 ㎝)  

       
は-230 五草花横向きうさぎ 5     は-238 五草花金彩平形うさぎ 5   は-245 きのこ丸太形 2 

￥6000 京豊(2.5×4.7×高 2.5 ㎝)    ￥4500 芳山(3×3.2×高 0.6 ㎝)     ¥1800 松峰(2×5×高 1.2 ㎝) 

         
は-231 仁清花ごよみ 5        は-239 五色花平形うさぎ 5       は-246 つた丸太形 2 

￥7000 松峰(2.7×6.5×高 1.2 ㎝)紅葉ｻｲｽﾞ  ￥3500 芳山(3×3.2×高 0.6 ㎝)      ¥2000 松峰(2×5×高 1.2 ㎝) 

             

は-232 金葉 5           は-240 野うさぎ平形 5                   は-247 御本手うさぎ半月形 5   

￥6000 草加(2×5×高 1.5 ㎝)    ￥3500 芳山(3×3.2×高 0.6 ㎝)             ¥2500 典(4×4.5×高 0.5 ㎝)  

          
は-234 紫白芙蓉新丸瓢 5       は-241 五色露芝うさぎ鼓形 5        は-248 紫赤芙蓉新丸瓢 5 

￥6000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)      ￥3500 陵泉(2×4.7×高 1.5 ㎝)        ¥4000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝) 



                
は-249 五色金彩紅葉 5               は-256 五草花枕形 5            は-263 栗 5 

¥4500 芳山(4.6×5×高 1 ㎝)           ¥4500 芳山(2×5.2×高 1.8 ㎝)       ￥2800 玉峯(4×3.5×高 1.7 ㎝) 

        
は-250 赤金彩重ね紅葉 5        は-257 五色菊 5              は-264 柿 5  

¥5000 陵泉(4×6.3×高 0.8 ㎝)       ¥3500 草加(2.8×6×高 1 ㎝)         ￥2800 玉峯(3×高 2 ㎝) 

       
は-251 黄交趾重ね紅葉 5        は-258 うさぎ絵変り 5           は-265 五色きのこ 5 

¥5500 陵泉(4×6.3×高 0.8 ㎝)       ￥2800 芳山(2.1×3.7×高 1.2 ㎝)      ￥3000 玉峯(2.5×4×高 1.5 ㎝)  

     
は-252 赤交趾重ね紅葉 5          は-259 五色カカシ 5 

¥5500 陵泉(4×6.3×高 0.8 ㎝)        ¥4500 秀峰(3.7×3.9×高 0.7 ㎝) 

    
は-253 金彩絵変わり渕金紅葉 5      は-260 赤小花千鳥 5 

¥6000 芳山(4.6×5×高 1 ㎝)        ￥2800 玉峯(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 

              

は-254 金粉五草花三日月形 5      は-261 赤紅葉千鳥 5 

￥5000 芳山(4.5×5.5×高 1 ㎝)       ￥2800 玉峯(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 

                  
は-255 金銀月うさぎペア 2               は-262 黄色カカシ五色 5 

¥3000 京豊(2×5×高 1.2 ㎝)              ¥4500 秀峰(3.7×3.9×高 0.7 ㎝)   



 

              
は-401 白かぶら(蕪)小 5       は-409 茶かぶら(蕪) 5        は-417 波千鳥貝形 5 

￥1600 京豊(1.6×3.7×高 1.2 ㎝)       ￥2500 京豊(1.6×3.7×高 1.2 ㎝)    ￥4000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝) 

        
は-402 鶴亀箕形ペア 2        は-410 点絵かぶら(蕪) 5      は-418 松竹梅ふくら雀 5 

￥1500 芳山(4.5×4×高 1.5 ㎝)        ￥2800 玉峯(2.7×4.3×高 1.8 ㎝)    ￥4000 京豊(3×3.1×高 2 ㎝) 

         
は-403 熊とウサギ本形ペア 2      は-412 本焼ピンクかぶら(蕪) 5    は-419 赤かぶら(蕪) 5 

￥1800 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)         ￥3500 京豊(2.5×4.1×高 1.5 ㎝)   ￥4000 秀峰(2.2×4.5×高 1.4 ㎝) 

           
は-404 トナカイとサンタ本型ペア 2  は-413 金銀リース星形(大)ペア 2   は-420 五人のサンタ星形(大) 5 

￥1800 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)           ￥3000 芳山(7×高 0.5 ㎝)       ￥5000 芳山 (6.5×高 0.7 ㎝) 

             
は-405 ツリーとリースサンタ本形ペア 2  は-414 三人のサンタ星形(大)  3   は-421 五人のサンタ星形(小) 5 

￥2000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)      ￥4000 芳山(6.5×高 0.7 ㎝)      ￥4500 京楽(5×高 1 ㎝) 

          
   は-406 門松と鏡餅貝形ペア 2    は-415 おせち貝形 5          は-422 ステンドグラス星形(小) 5 

￥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)     ￥4000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)       ￥5000 京楽(5×高 1 ㎝) 

            
は-407 獅子舞としめ縄貝形ペア 2    は-416 リーフ 5          は-423 聖夜星形(小) 5 

￥2000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)      ￥4000 草加(2×5×高 1.5 ㎝)      ￥5000 京楽(5×高 1 ㎝) 

 



 

          

は-424 サンタの楽団星形 (大) 5    は-430 金彩おし鳥両羽大小ペア 2   は-436 松竹梅松型 5 

￥5000 松峰(6.5×高 0.7 ㎝)     ￥6000 松峰(2.1×4.6×高 3.1 ㎝)大サイズ  ￥5000 草加(2.3×5.3×高 1.2 ㎝) 

        

は-425 フグ 5            は-431 金彩花ごよみ 5        は-437 五色花折鶴 5 

 ￥5000 秀峰(5.2×3.2×高 1 ㎝)     ￥7000 松峰(2.3×5×高 1 ㎝)     ￥2800 玉峯(5.3×3×高 3 ㎝) 

          
   は-426 五色奴凧 5          は-432 打出小槌松竹梅 5     は-438 うさぎサンタハート形ペア 2 

 ￥5000 秀峰(3.7×3.7×高 0.7 ㎝)    ￥7000 秀峰(2.6×5×高 1.7 ㎝)   ￥1800 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝) 

        
 は-427 春草花羽子板 5        は-433 五色金箔折鶴 5       は-439 五色梅 5 

 ￥6000 芳山(2.3×6.4×高 1 ㎝)    ￥8000 秀峰(5.5×3.2×高 2.7 ㎝)    ¥3500 芳山(2.6×4.6×高 1 ㎝) 

          
 は-428 羽子板松竹梅 5        は-434 金彩赤塗折鶴 5       は-440 五色福羽根 5 

 ￥6000 芳山(2.3×6.4×高 1 ㎝)    ￥10000 秀峰(5.5×3.2×高 2.7 ㎝)   ¥5000 芳山(3.6×5.6×高 1.2 ㎝) 

          
 は-429 青交趾大根 5         は-435 金彩おし鳥両羽(小) 5      は-441 赤かぶ(青紫) 5 

 ￥5000 秀峰(2.3×6.2×高 1.5 ㎝)    ￥10000 松峰(2×4.3×高 2.8 ㎝)     ¥2500 京豊(1.6×3.7×高 1.2 ㎝) 

 



 

           
    は-442 雪松 ５          は-448 福羽根 5       は-454 クリスマス星形(大) 5 

    ¥6000 草加(2.3×5.3×高 1.2 ㎝)  ¥5000 芳山(3.6×5.6×高 1.2 ㎝)   ¥5000 芳山(7×高 0.5 ㎝)  

               
     は-443 五色梅 ５          は-449 五色凧羽根 5    は-455 流れ星サンタ星形ﾍﾟｱ(大) 2 

     ¥5000 秀峰(3.6×高 1 ㎝)     ¥5000 芳山(3.6×5.6×高 1.2 ㎝)   ¥2500 芳山(7×高 0.5 ㎝)  

                 
は-444 松竹梅打出ﾍﾟｱ(黒塗・赤塗) ２   は-450 ピンク梅 5        は-456 青椿 5 

    ¥5000 京豊(2.3×6.1×高 1.8 ㎝)   ¥5000 秀峰(3.6×高 1 ㎝)      ¥4000 秀峰(3.8×3×高 1 ㎝) 

                
は-445 松竹梅打出ﾍﾟｱ ２  は-451 雪だるま星形(大)ペア 2       は-457 ピンク椿 5 

¥5000 京豊(2.3×6.1×高 1.8 ㎝)   ¥2500 芳山(7×高 0.5 ㎝)      ¥4000 秀峰(3.8×3×高 1 ㎝) 

           
は-446 鶴亀打出ﾍﾟｱ ２    は-452 五色独楽扇子 5          は-458 紅白梅扇面小 2 

¥5000 京豊(2.3×6.1×高 1.8 ㎝)    ¥4000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)         ¥3000 陵泉(6×4.3×高 0.7 ㎝) 

   
は-447 紅白椿本型ﾍﾟｱ ２   は-453 五色金彩奴凧 5         は-459 五色椿 5 

    ￥2000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)  ¥5000 秀峰(3.7×3.7×高 0.7 ㎝)            ¥4000 秀峰(3.8×3×高 1 ㎝)  

 



 

         
は-802 五色ふくら雀 5      は-810 青赤六瓢(無病)新丸瓢ペア 2   は-821 新五草花丸瓢 5 

￥1700 京豊(3×3.1×高 2 ㎝)        ￥2000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)   ￥4000 芳山(2.5×4.5×高 1 ㎝) 

          

は-803 京美人小石 5           は-815 五色猿扇面 5      は-822 浅葱長瓢 5 

￥2800 玉峯(3×高 1.5 ㎝)              ￥3500 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)  ￥4000 草加(1×7×高 1 ㎝) 

        

は-804 点絵小石 5            は-816 富士山本形ペア 2     は-823 黄交趾長瓢 5  

￥2800 玉峯(3×高 1.5 ㎝)              ￥2000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)   ￥4000 草加(1×7×高 1 ㎝) 

           
は-805 金銀鯛ペア 2             は-817 七宝打出小槌 5       は-901 青交趾長瓢 5 

￥2800 京豊(2.8×6.2×高 2 ㎝)    ￥3500 玉峯(2.5×5.5×高 2 ㎝)     ￥4000 草加(1×7×高 1 ㎝) 

       
は-807 点絵打出 5          は-818 五色鶏          は-902 渕赤線長瓢 5 

￥2800 玉峯(2.5×5.5×高 2 ㎝)    ￥3000 京豊(1.6×4×高 3 ㎝)  ¥3500 草加(1×7×高 1 ㎝) 

          
は-808 お福火男ペア 2     は-819 パンダ 5         は-859 アニマル(トラ、パンダ、ネズミ、ネコ、コアラ) 5 

￥2000 陶仙(3.5×3.8×高 1 ㎝)   ￥3000 芳山(2.1×3.7×高 1.2 ㎝)     ¥3000 芳山(2.1×3.7×高 1.2 ㎝) 

           

は-809 日の丸扇面(大)ペア 2    は-820 子犬の昼寝ペア 2     は-904 熊 5 

￥2000 陵泉(6.5×5×高 0.5 ㎝)    ￥1600 秀峰(2.5×4.1×高 2 ㎝)    ¥3000 芳山(2.1×3.7×高 1.2 ㎝)



 

           
は-824 向き合う猫ハート形 5   は-831 赤網新丸瓢 5       は-839 五色金箔桔梗形 5 

￥3500 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝)   ￥5000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)    ￥5000 京楽(5×高 1 ㎝) 

               
は-825 白結び瓢箪 5       は-832 カルガモ親子ペア 2    は-840 イチゴ・葡萄ハート形ペア 2 

￥4000 松峰(2×5×高 2 ㎝)    ￥4600 秀峰(2.5×5.6×高 4 ㎝)大       ￥1500 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝) 

               

は-826 山の幸 5(土筆･ゼンマイ･嫁菜･   は-833 金銀十草結び 5     は-841 七福神扇面(大)ペア 2 

￥4300 京豊 ミョウガ･ワラビ）    ￥5000 草加(1.1×7.3×高 1 ㎝)    ￥5000 陵泉(6.5×5×高 0.5 ㎝) 

         

は-827 赤波貝 5        は-835 ステンドグラス新丸瓢 5   は-842 風神雷神扇面(大)ペア 2 

￥4500 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)      ￥6000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)     ￥7000 陵泉(6.5×5×高 0.5 ㎝) 

             
は-828 五色波扇子 5     は-836 ステンドグラス長瓢 5    は-843 カルガモ子 5 

￥4000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)    ￥6000 草加(1×7×高 1 ㎝)    ￥8000 秀峰(1.8×4.1×高 3 ㎝) 

           

は-829 黄交趾金入新丸瓢 5     は-837 ピンクハート形 5   は-847 ネコ二福神箕形ペア 2 

￥4000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)     ￥2000 芳山(3.9×4.1×高 0.9 ㎝)   ￥2000 芳山(4.5×4×高 1.5 ㎝) 

          
は-830 青交趾金入新丸瓢 5    は-838 五色金箔扇面 5     は-848 錦鯉ペア 2 

￥4000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)      ￥5000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)   ￥2000 京豊(1.5×5×高 2 ㎝) 



   

                   

     は-849 赤ダルマペア 2     は-856 赤茶リス 5            は-864 五草花小石 5 

￥2500 芳山(3.3×4.2×高 1.5 ㎝)   ￥3000 秀峰(1.6×4.3×高 2.9 ㎝)       ¥2800 玉峯(3×高 1.5 ㎝) 

                   
     は-850 赤金ダルマペア 2     は-857 五草花鼓形（田）5       は-865 駆け馬 5 

￥3000 芳山(3.3×4.2×高 1.5 ㎝)    ￥3000 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝)       ¥3500 京豊(5.5×4.2×高 0.8 ㎝) 

            
は-851 金彩花文扇面 5      は-858 五草花鼓形 5（土物）      は-866 貝形五菜 5 

￥5000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)      ￥2800 玉峯(2.1×4.8×高 1.5 ㎝)      ¥4500 芳山(5×4×高 1.8 ㎝) 

             
は-852 金彩花文蝶形 5        は-860 青海波丸瓢 5         は-867 五色十草鼓形 5 

￥5000 草加(4.3×3×高 1 ㎝)           ¥5000 草加(2.7×4.7×高 1 ㎝)     ¥4000 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝) 

             
は-853 金彩ふくら雀 5          は-86１黄交趾丸瓢 5       は-868 五草花鼓形(光) 5  

￥5500 京豊(3×3.1×高 2 ㎝)       ¥4000 草加(2.7×4.7×高 1 ㎝)    ¥3000 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝) 

           

は-854 五色太のし 5         は-862 渕ゴス線丸瓢 5      は-869 ﾋﾜ･ﾋﾟﾝｸ六瓢(無病)枕形ペア 2 

￥7000 京豊(2.5×6.4×高 0.9 ㎝)     ¥8000 光泉(2.5×4.5×高 1 ㎝)    ¥1800 芳山(2×5.2×高 1.8 ㎝)  

                  
は-855 金七宝扇子 5       は-863 赤茶ふくら雀 ５     は-871 五草花湯呑形 5 

￥4000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)     ¥2500 京豊(3×3.1×高 2 ㎝)    ¥4500 双楽(3×4×高 1.3 ㎝) 

  



    

 

                      
は-872 雲錦おしどり湯呑形ペア 2    は-880 紙風船 5        は-886 金銀結び切り舟形ペア 2 

¥2200 双楽(3×4×高 1.3 ㎝)            ¥5000 陵泉(3.4×7×高 1.5 ㎝)    ¥1800 芳山(2×5×高 1.5 ㎝) 

                      

は-873 六瓢(無病)湯呑形ペア 2     は-881 五色くす玉筏形 5       は-892 五色青海波丸瓢 5 

¥1800 双楽(3×4×高 1.3 ㎝)       ¥5000 陵泉(2.2×7.5×高 0.8 ㎝)     ¥5000 芳山(2.5×4.5×高 1 ㎝) 

           
は-875 赤鯛 5              は-882 五色唐子 5         は-893 五色波貝形 5 

 ¥5500 京豊(2.8×6.2×高 2 ㎝)       ¥8000 松峰(3×5×高 3 ㎝)     ¥4500 芳山(5×4×高 1.8 ㎝) 

                    
は-876 松竹梅菊蘭赤鯛 5       は-883 金銀蝶結び鼓形ペア 2    は-894 竹雀扇子(大)ペア 2  

 ¥5500 京豊(2.8×6.2×高 2 ㎝)      ¥2000 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝)      紙箱¥3000 陵泉(6.5×5×高 0.5 ㎝) 

                    
は-877 金結び新丸瓢 5      は-884 金銀結び切り鼓形ペア 2      は-896 琳派流水紋扇面(小)ペア 2 

     ¥3000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)      ￥2000 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝)       ¥2500 陵泉(6×4.3×高 0.7 ㎝) 

                 

は-878 釉彩舟形 5        は-885 金銀蝶結び舟形ペア 2       は-897 琳派紅白椿扇面(小)ペア 2 

 ¥4000 雅風(2×5×高 1.5 ㎝)     ¥1800 芳山(2×5×高 1.5 ㎝)         ¥3000 陵泉(6×4.3×高 0.7 ㎝) 

 

  



 

               
は-898 元禄舞図扇面(小)ペア 2      は-907 琳派五種動物貝形 5      は-914 青交趾丸瓢 5 

¥3500 陵泉(6×4.3×高 0.7 ㎝)       ¥4500 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)      ¥4000 草加(2.7×4.7×高 1 ㎝) 

             
は-899 染付青海波鼓形 5      は-908 琳派鶴亀貝形ペア 2      は-915 五草花扇子 5 

¥2500 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝)       ¥1800 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)       ¥4000 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝)  

                        
は-900 染付七宝鼓形 5                           は-916 五草花千鳥 5 

¥2500 陵泉(2×5×高 1.5 ㎝)                         ¥3500 芳山(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 

            

は-903 舞妓雲錦新丸瓢 2    は-910 琳派五草花本形 5        は-917 五鳥衆(鶴･ｲﾝｺ･ﾂﾊﾞﾒ･ｽｽﾞﾒ･ｶﾜｾﾐ) 5 

¥2200 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)    ¥5000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)         ¥4000 芳山(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 

             
 は-905 昔話新丸瓢 5                     は-911 五草花鼓形 5         は-918 ペンギン結晶 5 

¥4000 芳山(3×6.3×高 1 ㎝)       ¥2500 正凰(2×5×高 1.5 ㎝)       ¥4000 芳山(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 

         

は-906 五色交趾丸瓢 5         は-913 サルのゴルフ本形 5       は-919 ペンギン結晶無し 5 

¥4000 草加(2.7×4.7×高 1 ㎝)     ¥5000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)      ¥3500 芳山(3.5×3.7×高 0.7 ㎝) 



 

               

 は-920 龍ペア 2        は-926 緑・赤スタイ犬、小ペア 2      は-932 新七宝新丸瓢 5 

¥6000 京豊(2.2×5.4×高 2.3 ㎝)   ¥2000 京豊(2.4×5×高 2.2 ㎝)            ¥12000 光泉(2.8×6×高 0.9 ㎝) 

         

は-921 金銀千鳥ペア 2       は-927 五色千鳥三島           は-933 祥瑞新丸瓢 5 

¥3000 芳山(3.5×3.7×高 0.7 ㎝)    ¥2500 十全(3.5×3.7×高 0.7 ㎝)       ¥12000 光泉(2.8×6×高 0.9 ㎝) 

        
は-922 蝶詰めペア 2      は-928 六色交趾丸瓢(無病)6         は-934 渕ゴス線新丸瓢 5 

¥9000 草加(4.3×3×高 1 ㎝)    ¥5000 草加(2.7×4.7×高 1 ㎝)          ¥8000 光泉(2.8×6×高 0.9 ㎝) 

          
は-923 金銀三日月ペア 2     は-929 黒釉丸瓢 5            は-935 七宝山茶花新丸瓢 5 

¥3600 芳山(4.5×5.5×高 1 ㎝)     ¥2000 芳山(2.5×4.5×高 1 ㎝)        ¥15000 光泉(2.8×6×高 0.9 ㎝) 

             

は-924 五色三島舟形 5       は-930 五草花千鳥(土物)5       は-936 祥瑞丸瓢 5 

¥2500 十全(1.5×6.5×高 1.1 ㎝)    ¥2800 玉峯(3.5×3.7×高 0.7 ㎝)      ¥12000 光泉(2.7×4.7×高 1 ㎝) 

                 
は-925 紺･赤の洋服を着た犬、大ペア 2   は-931 点紋千鳥(土物)5        は-937 祥瑞扇面 5 

¥2200 京豊(2.5×6.5×高 2 ㎝)     ¥2800 玉峯(3.5×3.7×高 0.7 ㎝)      ¥20000 光泉(6×4.5×高 0.5 ㎝) 

 

 

 



 

           
 は-938 鹿の子結び 5         は-944 七宝羽根鳥 2            は-950 三毛猫 5 

 ¥12000 光泉(1.5×7.5×高 1 ㎝)    ￥2200 秀峰(4.5×4.5×高 2 ㎝)       ¥3200 芳山(2.1×3.7×高 1.2 ㎝) 

             

 は-939 新七宝結び白 5        は-945 青赤小花羽根鳥 2        は-951 五色千鳥花びら形 5 

 ¥10000 光泉(1.5×7.5×高 1 ㎝)     ￥2000 秀峰(4.5×4.5×高 2 ㎝)        ¥5000 芳山(2.9×4.5×高 0.5 ㎝) 

              
  は-940 青海波結び 5         は-946 青赤七宝鳥 2         は-952 舞妓さん五草花 5 

 ¥15000 壹楽(1.5×7.5×高 1 ㎝)      ￥2000 秀峰(1.5×5×高 2.5 ㎝)      ￥5000 秀峰(4×高 0.5 ㎝) 

              
 は-941 金彩鳥 5      は-947 リス ブルーベリーとイチゴ 2      は-953 日の丸扇子 2 

￥6000 秀峰(1.5×5×高 2.5 ㎝)      ￥2000 秀峰(1.6×4.3×高 2.9 ㎝)          ¥1700 芳山(4×4.5×高 1.7 ㎝) 

             

は-942 五色青海波唐子 5         は-948 唐辛子 5                    は-954 五色ふくろう 5 

￥8000 秀峰(1.5×5×高 1.7 ㎝)       ¥2800 玉峯(5.5×1.5×高 1.7 ㎝)      ￥4500 秀峰(4×高 0.5 ㎝) 

        

は-943 青海波鳥 2      は-949 能面(左から小姫･空吹き･翁･大黒･お福) 5   は-955 青赤富士地紙形 2 

￥2000 秀峰(1.5×5×高 2.5 ㎝)    ￥5000 秀峰 翁サイズ(3×3.8×高 1 ㎝)     ￥2000 陵泉(5.5×3×高 0.7 ㎝) 



 

          
は-956 侍オリンピック地紙形 5          は-961 市松 麻の葉貝形 2 

￥5000 陵泉(5.5×3×高 0.7 ㎝)       ¥1500 芳山(5×4×高 1.8 ㎝) 

            
は-957 オリンピック本形 5      は-962 市松 麻の葉扇面形 2 

¥5000 京楽(5.2×3.5×高 1 ㎝)      ￥1500 陵泉(5.5×3×高 0.7 ㎝) 

       

は-958 五色ライン貝形 5        は-963 杉灰ルリ涙形 2 

¥5000 芳山(5×4×高 1.8 ㎝)       ￥1500 大日(2.5×5.5×高 1 ㎝) 

            

は-959 青赤七宝三日月形 2      は-964 飴釉ルリ ネジ形 2 

¥3500 芳山(4.5×5.5×高 1 ㎝)      ¥2200 大日(2.5×7.5×高 1.5 ㎝) 

 

は-960 染付猫丸形 5 

￥7000 秀峰(4×高 0.5 ㎝) 

 



 如水箸置 

              

D－8 波うさぎ筒形 ２            D－7 露芝うさぎ筒形 2     D－11 露芝筒形 ２ 

¥２５００            ¥２５００             ¥２５００ 

                    

D－12 蝶筒形 ２        C－10 万寿菊筒形 ２      C－13 菊透かし筒型 ２ 

 ¥２５００              ¥３０００           ¥３０００ 

                   

C－8 六瓢筒形        B－7 花唐草彫筒形 ２      C－9 秋草筒形 ２ 

¥３０００           ¥３０００            ¥３０００  

      

  B－4 風筒形 ２         

      ¥３０００             

 

 

筒形サイズ 2×5.5×高１cm 
     



 

  
D－２ 椿短冊形 ２                   

¥２６００       

                                

                           
C－５ 枝垂桜短冊形 ２         

¥３０００        

 

  
紅葉短冊形 2 
¥３０００ 

 

 

 

 

 

 
短冊形サイズ 2.5×８×高 0.5cm  


