


和菓子 和菓子 和菓子 和菓子 和菓子

3-310a たい焼き 3-393a みたらし団子 3-600a ３色団子 3-752a よもぎ団子 3-449a あられ

\500 4580109952678 \500 4580109953194 \500 4580109954191 \500 4580109954955 \500 4580109953378

陶器 約5.5*3.5*1.2cmH 陶器/貫入、串：竹 約5*1.5*1.5cmH 陶器/貫入、串：竹 約5*1.5*1.5cmH 陶器/貫入、串：竹 約5*1.5*1.5cmH 陶器/貫入 約2.5*4.1*1.4cmH

和菓子 和菓子 和菓子 和菓子 和菓子

3-460a 白たい焼き 3-461a 黒たい焼き 3-462a 抹茶たい焼き 3-392a 栗まんじゅう 3-448a だるま最中

\500 4580109952814 \500 4580109952821 \500 4580109953439 \500 4580109953187 \500 4580109953361

陶器 約5.5*3.5*1.2cmH 陶器 約5.5*3.5*1.2cmH 陶器 約5.5*3.5*1.2cmH 陶器/貫入 約3.8*3.8*1.3cmH 陶器 約3*4.1*1.2cmH

和菓子 和菓子 和菓子 和菓子 和菓子

3-447a もみじまんじゅう 4-100a 和菓子　もえぎ 4-099a 雷おこし 4-199a ｗａｇａｓｈｉ　アサガオ 4-200a ｗａｇａｓｈｉ　キク

\500 4580109953354 \500 4580109959028 \500 4580109959011 \500 4580109959370 \500 4580109959387

陶器 約4.3*3.8*1.2cmH 陶器/貫入 約3.3φ*2.7cmH 陶器/貫入 約4.3*2.2*1.2cmH 磁器 約3.8φ*1.6cmH 磁器 約3.6φ*1.5cmH

和菓子 和菓子 和菓子 #N/A

4-201a ｗａｇａｓｈｉ　キキョウ 4-202a ｗａｇａｓｈｉ　ウメ 4-203a ｗａｇａｓｈｉ　ツバキ 4-905 あゆ菓子

\500 4580109959394 \500 4580109959400 \500 4580109959417 \500 4571433058853

磁器 約3.6φ*1.5cmH 磁器 約3.6φ*1.3cmH 磁器 約3.4φ*1.7cmH 陶器 約6.5*1.8*2.0cmH

洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子

3-235a ドーナツ　チョコ 3-236a ドーナツ　ストロベリー 3-237a ドーナツ　クランチ 3-294a エクレア　チョコ 3-295a エクレア　ストロベリー

\500 4580109952210 \500 4580109952227 \500 4580109952234 \500 4580109952517 \500 4580109952524

陶器/貫入 約3.8φ*1.4cmＨ 陶器/貫入 約3.8φ*1.4cmＨ 陶器/貫入 約3.8φ*1.6cmＨ 陶器/貫入 約5.5*1.9*2cmH 陶器/貫入 約5.5*1.9*2cmH

洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子

3-296a エクレア　ホワイトチョコ 3-297a ビスケット　チョコ 3-298a ビスケット　ストロベリー 3-299a ビスケット　ホワイトチョコ 3-307a フレンチクルーラー　チョコ

\500 4580109952531 \500 4580109952548 \500 4580109952555 \500 4580109952562 \500 4580109952647

陶器/貫入 約5.5*1.9*2cmH 陶器/貫入 約4.8*3*1.2cmH 陶器/貫入 約4.8*3*1.2cmH 陶器/貫入 約4.8*3*1.2cmH 陶器/貫入 約3.5φ*1.7cmH



洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子

3-308a フレンチクルーラー　ストロベリー 3-309a フラワーリングＷＨ 3-424a タルト　ベリー 3-425a タルト　洋ナシ 3-426a タルト　プルーン

\500 4580109952654 \500 4580109952661 \500 4580109953293 \500 4580109952784 \500 4580109953309

陶器/貫入 約3.5φ*1.7cmH 陶器/貫入 約3.5φ*1.8cmH 陶器/貫入 約3.9φ*1.4cmH 陶器/貫入 約3.9φ*1.3cmH 陶器/貫入 約3.9φ*1.4cmH

洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子

3-427a プリン 3-428a ババロア 3-597a キャラメル　新ミルク２Ｐ 3-598a キャラメル　新ビター２Ｐ 3-599a キャラメル　イチゴ２Ｐ

\500 4580109953316 \500 4580109953323 \500 4580109954160 \500 4580109954177 \500 4580109954184

陶器/貫入 約3.5φ*1.8cmH 陶器/貫入 約3.5φ*1.8cmH 陶器/貫入 約4.5*3.1*2.8cmH 陶器/貫入 約4.5*3.1*2.8cmH 陶器/貫入 約4.5*3.1*2.8cmH

洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子

3-832a ビターチョコケーキ 3-833a チョコクランチケーキ 3-834a ホワイトチョコ三角ケーキ 3-835a ビターチョコ三角ケーキ 3-844a エッグタルト

\500 4580109956713 \500 4580109956720 \500 4580109956706 \500 4580109956690 \500 4580109956676

陶器/貫入 約4.6*1.6*1.8cmH 陶器/貫入 約4.6*1.6*2.5cmH 陶器/貫入 約4.3*2.2*2.5cmH 陶器/貫入 約4.3*2.2*2.5cmH 陶器/貫入 約4.1φ*1.1cmH

洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子

3-845a チョコタルト 3-846a ダブルシュークリーム 4-070a アーモンドチョコ 4-071a フラワーチョコ 4-072a チョコチップクッキー

\500 4580109956683 \500 4580109956386 \500 4580109958793 \500 4580109958809 \500 4580109958816

陶器/貫入 約4.1φ*1.2cmH 陶器/貫入 約4.2*2.2*1.6cmH 陶器/貫入 約4.4*2.6*1.9cmH 陶器/貫入 約3.7φ*1.7cmH 陶器/貫入 約3.8φ*1.5cmH

洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子 洋菓子

4-073a ワッフル 4-074a くまのカップケーキ 4-076a ハートマカロン　ストロベリー 4-077a ハートマカロン　ピスタチオ 4-078a ハートマカロン　モカ

\500 4580109958823 \500 4580109958830 \500 4580109958854 \500 4580109958861 \500 4580109958878

陶器/貫入 約4φ*1.2cmH 陶器/貫入 約3.6φ*2.2cmH 陶器/貫入 約3.8*3*1.7cmH 陶器/貫入 約3.8*3*1.7cmH 陶器/貫入 約3.8*3*1.7cmH

植物 植物 植物 植物 植物

3-558a 丸小梅　うす桃 3-559a 丸小梅　ピンク 3-560a 丸小梅　うす紅 3-561a 丸小梅　紅 3-562a 丸小梅　白

\500 4580109953637 \500 4580109953644 \500 4580109953651 \500 4580109953668 \500 4580109953675

陶器/貫入 約3.1*3.1*1.1cmH 陶器/貫入 約3.1*3.1*1.1cmH 陶器/貫入 約3.1*3.1*1.1cmH 陶器/貫入 約3.1*3.1*1.1cmH 陶器/貫入 約3.1*3.1*1.1cmH



植物 植物 植物 植物 植物

3-567a ガーベラ　白 3-568a ガーベラ　黄 3-569a ガーベラ　赤 3-570a ガーベラ　桃 3-571a ガーベラ　紫

\500 4580109953729 \500 4580109953736 \500 4,580,109,953,743 \500 4580109953750 \500 4,580,109,953,767

陶器/貫入 約4.5φ*1.3cmH 陶器/貫入 約4.5φ*1.3cmH 陶器/貫入 約4.5φ*1.3cmH 陶器/貫入 約4.5φ*1.3cmH 陶器/貫入 約4.5φ*1.3cmH

植物 植物 植物 植物 植物

3-493a バナナの葉　深色 3-494a バナナの葉　若色 3-572a ローズ　一葉　紫 3-573a ローズ　一葉　桃 3-574a ローズ　一葉　赤

\500 4580109953491 \500 4580109953507 \500 4580109953774 \500 4580109953781 \500 4580109953798

陶器/貫入 約5.7*3*1cmH 陶器/貫入 約5.7*3*1cmH 陶器/貫入 約5.2*3*1.4cmH 陶器/貫入 約5.2*3*1.4cmH 陶器/貫入 約5.2*3*1.4cmH

植物 植物 植物 植物 植物

3-575a ローズ　二葉　桃 3-576a ローズ　二葉　黄 3-577a ローズ　二葉　白 3-578a ローズ　二輪　紫＆桃 3-579a ローズ　二輪　赤＆桃

\500 4580109953804 \500 4580109953811 \500 4580109953828 \500 4580109953835 \500 4580109953842

陶器/貫入 約4.5*3.3*1.2cmH 陶器/貫入 約4.5*3.3*1.2cmH 陶器/貫入 約4.5*3.3*1.2cmH 陶器/貫入 約4.8*2.8*1.2cmH 陶器/貫入 約4.8*2.8*1.2cmH

植物 植物 植物 植物 植物

3-613a イチョウ　黄葉 3-614a イチョウ　茶葉 3-615a メイプル　紅葉 3-616a メイプル　落葉 3-617a もみじ　赤

\500 4580109954320 \500 4580109954337 \500 4580109954344 \500 4580109954351 \500 4580109954368

陶器/貫入 約4.1*4.1*1.7cmH 陶器/貫入 約4.1*4.1*1.7cmH 陶器/貫入 約4.7*4.7*1.3cmH 陶器/貫入 約4.7*4.7*1.3cmH 陶器/貫入 約4.5*4.7*1.4cmH

植物 植物 植物 植物 植物

3-618a もみじ　紫 3-706a サクラ（大）桜色 3-707a サクラ（大）うす桜色 3-708a サクラ（大）朱色 3-709a サクラ（小）桜色

\500 4580109954375 \500 4580109954580 \500 4580109954597 \500 4580109954603 \500 4580109954610

陶器/貫入 約4.5*4.7*1.4cmH 磁器 約4.2*4.2*1.2cmH 陶器/貫入 約4.2*4.2*1.2cmH 陶器/貫入 約4.2*4.2*1.2cmH 磁器 約3.8*3.8*1cmH

植物 植物 植物 植物 植物

3-710a サクラ（小）うす桜色 3-711a サクラ（小）朱色 3-898a 竹節（たけふし） 3-899a 竹稈（ちくかん） 3-900a 割竹（わりたけ）

\500 4580109954627 \500 4580109954634 \500 4580109957048 \500 4580109957055 \500 4580109957062

陶器/貫入 約3.8*3.8*1cmH 陶器/貫入 約3.8*3.8*1cmH 陶器/貫入 約2.9φ*2.1cmH 陶器/貫入 約6*1.5*1.5cmH 陶器/貫入 約5.2*2*1cmH



植物 植物

3-901a 竹枝（ちくし） 4-789 ハイビスカス

\500 4580109957079 \500 4571433056453

陶器/貫入 約5.6*1.5*1.6cmH 陶器/貫入 約4.5φ*1.3cmH

イベント イベント イベント イベント イベント

4-958 赤鬼 4-959 青鬼 4-960 黒鬼 4-961 金棒 4-863 お多福

\600 4571433050963 \600 4571433050970 \600 4571433050987 \700 4571433050994 \700 4571433057771

陶器/貫入 約3.3*2.7*2.6cmH 磁器/貫入 約3.3*2.7*2.6cmH 陶器 約3.3*2.7*2.6cmH 陶器 約5.6*2.3*1.7cmH 磁器 約3.4*3.7*1.1cmH

イベント イベント イベント イベント イベント

4-962 福豆 4-865 炒り大豆 4-822 女雛（めびな） 4-823 男雛（おびな） 4-824 こいのぼり　黒

\700 4571433051007 \500 4571433057795 \700 4571433057214 \700 4571433057221 \500 4571433057238

陶器 約2.6×2.6×1.7cmH 陶器 約3.2*1.7*1.1cmH 陶器/貫入 約2.7×4.7×1cmH 陶器/貫入 約2.7×5×1.2cmH 陶器/貫入 約3.6*1.8*1.5cmH

イベント イベント イベント イベント イベント

4-825 こいのぼり　赤 4-826 こいのぼり　青 4-827 こいのぼり　黄緑 4-828 こいのぼり　桃 4-829 金太郎

\500 4571433057245 \500 4571433057252 \500 4571433057269 \500 4571433057276 \700 4571433057283

陶器/貫入 約3.6*1.8*1.5cmH 陶器/貫入 約3.6*1.8*1.5cmH 陶器/貫入 約3.6*1.8*1.5cmH 陶器/貫入 約3.6*1.8*1.5cmH 陶器/貫入 約2.9*4.9*1cmH

イベント イベント イベント イベント イベント

4-830 くまＢＲ 4-946 まさかり 4-104a 兜（かぶと） 4-212a 刀（赤） 4-832 刀（青）

\700 4571433057290 \600 4571433050840 \800 4580109959301 \700 4580109959509 \700 4571433057313

陶器/貫入 約2.6*4.7*1cmH 陶器/貫入 約4.9*2.3*1cmH 陶器 約5.2*2.8*3.9cmH 陶器/貫入 約6.4*1.6*1.9cmH 陶器/貫入 約6.4*1.6*1.9cmH

イベント イベント イベント イベント イベント

4-940 ハロウィンかぼちゃ 4-605a 魔女の帽子 4-606a 魔女のほうき 4-607a オバケ 4-608a キャンディー赤

\600 4571433050789 \500 4571433054688 \500 4571433054695 \500 4571433054701 \500 4571433054718

陶器/貫入 約3φ*3.4cmH 陶器/貫入 約3.9*3.5*2.3cmH 陶器/貫入 約7.6cmL 陶器/貫入 約3.1*4.1*1.5cmH 陶器/貫入 約5*2*1.5cmH

イベント イベント



イベント イベント イベント イベント イベント

3-158a スノーマン　レッド 3-159a スノーマン　イエロー 3-160a くつ下　レッド 3-161a くつ下　グリン 3-162a ツリー　ホワイト

\500 4571433054114 \500 4571433055623 \500 4571433054121 \500 4571433055630 \500 4571433053124

陶器/貫入 約5.7*3.5*1cmH 陶器/貫入 約5.7*3.5*1cmH 陶器/貫入 約4.4*3.6*1cmH 陶器/貫入 約4.4*3.6*1cmH 陶器/貫入 約4.7*3.8*1cmH

イベント イベント イベント イベント イベント

3-163a ツリー　グリン 3-164a リース　ホワイト 3-165a リース　グリン 4-941 トナカイ 4-942 雪だるま

\500 4571433054138 \500 4571433055647 \500 4571433055654 \700 4,571,433,050,796 \600 4,571,433,050,802

陶器/貫入 約4.7*3.8*1cmH 陶器/貫入 約4.8φ*1cmH 陶器/貫入 約4.8φ*1cmH 陶器/貫入 約3.5*4.5*1.5cmH 陶器/貫入 約3.8*2*1.7cmH

イベント イベント イベント

4-611a ジンジャーマン 4-612a くつ下　水玉 4-613a ベル

\500 4571433054893 \500 4571433055678 \500 4571433055685

陶器/貫入 約4.7*5.2*0.8cmH 陶器/貫入 約3.4*3.7*1cmH 陶器/貫入 約3.3*3.8*1cmH

イベント

出荷単位：３個

イベント

出荷単位：３個

イベント

出荷単位：３個

イベント イベント

4-794 明智光秀 兜 4-795 織田信長 兜 4-796 斎藤道三 兜 4-833 アマビエさま　海 4-834 アマビエさま　花

\800 4571433056583 \800 4571433056590 \800 4571433056606 \700 4571433057320 \700 4571433057337

陶器 約3.2*2.8*4.1cmH 陶器 約5.2*2.7*4cmH 陶器 約5.2*2.7*4.2cmH 磁器/貫入 約2.6*2.9*4.1cmH 磁器/貫入 約2.6*2.9*4.1cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

3-136a 焼きいも 3-137a ふかしいも 3-453a マヨネーズ 3-454a ケチャップ 3-467a エビフライ

\500 4580109950704 \500 4580109950711 \500 4580109953392 \500 4580109953408 \500 4580109953446

陶器/貫入 約2.1*6*2.5cmH 陶器/貫入 約2.1*6*2.5cmH 陶器/貫入 約4.5*2.2*1.8cmH 陶器/貫入 約4.5*2.2*2cmH 陶器/貫入 約5.5*2.5*4.5cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

3-590a 焼きもろこし 3-591a フランクフルト 3-592a 焼きイカ 3-779a 焼アジの開き 3-780a 焼サンマ

\500 4580109954092 \500 4580109954108 \500 4580109954115 \500 4580109955006 \500 4580109955013

陶器/貫入 約5*2*1.7cmH 陶器/貫入（串：竹） 約6.7*1.7*1.5cmH 陶器/貫入 約5.5*2.1*1.7cmH 陶器/貫入 約6*2.8*1.3cmH 陶器/貫入 約7.3*1.5*0.9cmH



食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

3-781a 生鮭 3-820a おせちエビ 3-902a 鮎の塩焼き 3-903a うなぎの蒲焼き 3-905a 田楽　赤味噌

\500 4580109955020 \500 4580109955723 \500 4580109957215 \500 4580109957222 \500 4580109957246

陶器/貫入 約4.9*2.4*1.1cmH 陶器/貫入 約4.7*2.7*1.3cmH 陶器/貫入 約6.9*1.2*2.1cmH 陶器/貫入 約5.4*3*1.2cmH 陶器/貫入（串：竹） 約5.3*2*1.2cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

3-906a 田楽　西京味噌 3-912a 梅干おにぎり 3-913a 昆布おにぎり 3-915a 卵焼き 3-916a つくね

\500 4580109957253 \500 4580109957314 \500 4580109957321 \500 4580109957345 \500 4580109957352

陶器/貫入（串：竹） 約5.3*2*1.2cmH 陶器/貫入 約3.5*3.5*1.7cmH 陶器/貫入 約3.5*3.5*1.7cmH 陶器/貫入 約4*1.4*2.3cmH 陶器/貫入（串：竹） 約5.6*1.6*1.6cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

3-917a 赤ウィンナー 3-921a きゃらぶき 3-922a 春のふき 3-930a 焼きウインナー　白 3-931a 焼きウインナー　茶

\500 4580109957369 \500 4580109957406 \500 4580109957413 \500 4580109957499 \500 4580109957505

陶器/貫入 約5.3*1.7*1.5cmH 陶器/貫入 約5*3.1*1.6cmH 陶器/貫入 約5*3.1*1.6cmH 陶器/貫入 約6.4*1.7*2cmH 陶器/貫入 約5.9*1.8*1.8cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

3-932a ロングウインナー 3-934a 梅形にんじん 3-935a 昆布巻き 3-937a 焼き餅 4-933 煮ダコ

\500 4580109957512 \500 4,580,109,957,536 \500 4580109957543 \500 4580109957567 \700 4,571,433,050,710

陶器 約9.7*1.8*2cmH 陶器/貫入 約3.3*3.3*1.1cmH 陶器/貫入 約4.9*1.8*1.4cmH 陶器/貫入 約3.7*2.2*2.1cmH 陶器/貫入 約3.9*2.6*1.8cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

4-082a 目玉焼き 4-096a 手羽先 4-098a 冷奴 4-193a 鯛 4-267a ハモン・セラーノ

\500 4580109958908 \500 4580109958984 \500 4580109959004 \500 4580109959318 \500 4571433050130

陶器/貫入 約5.9*3.3*1.2cmH 陶器/貫入 約4.8*5.1*1.3cmH 陶器/貫入 約2.8*2.7*2.1cmH 陶器/貫入 約5.5*3.4*1.2cmH 陶器/貫入 約2.4*4.3*2cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

4-268a ムール貝 4-270a 木綿豆腐 4-271a 絹ごし豆腐 4-273a ゴマ豆腐 4-274a 豆腐よう

\500 4571433050147 \500 4571433050161 \500 4571433050178 \500 4571433050192 \500 4571433050208

陶器/貫入 約4.4*1.1*1.6cmH 陶器/貫入 約3.9*2.8*1.7cmH 陶器/貫入 約3.5*2.7*1.7cmH 陶器/貫入 約2.8*2.8*1.7cmH 陶器/貫入 約4.2*2.7*1.6cmH



食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

4-275a こも豆腐 4-534a カマンベール 4-535a エメンタール 4-614a 天ぷら　エビ 4-615a 天ぷら　きす

\500 4571433050215 \500 4571433054749 \500 4571433054756 \500 4571433054312 \500 4571433054329

陶器/貫入 約4.4*1.4*2.2cmH 陶器/貫入 約4.2*2.9*1.6cmH 陶器/貫入 約4*2.8*1.3cmH 陶器/貫入 約5*2.2*3.9cmH 陶器/貫入 約4.7*3.5*2.6cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

4-616a 天ぷら　なす 4-617a 天ぷら　かぼちゃ 4-618a 天ぷら　大葉 4-619a 天ぷら　れんこん 4-717 たこ焼き

\500 4571433054336 \500 4571433054343 \500 4571433054350 \500 4571433054367 \500 4571433055593

陶器/貫入 約5*2.9*1.7cmH 陶器/貫入 約5.5*2.4*1cmH 陶器/貫入 約5.2*3.8*1.9cmH 陶器/貫入 約4.3*2.7*1.9cmH 陶器/貫入 約3.7*2*2cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

4-718 お好み焼き 4-719 お好みソース 4-732 新五平もち 4-798 おでん　こんにゃく 4-799 おでん　ちくわ

\500 4571433055791 \500 4571433055838 \500 4571433055944 \500 4571433056613 \500 4571433056620

陶器/貫入 約3.9φ*1cmH 陶器/貫入 約4.7*2.1*1.5cmH 陶器/貫入 約7*3*1cmH 陶器/貫入 約4.9*2.5*1.1cmH 陶器/貫入 約5.2*2.1*1.9cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

4-800 おでん　煮卵 4-801 おでん　ごぼう巻き 4-802 おでん　大根　輪切り 4-803 おでん　昆布結び 4-804 おでん　餅きんちゃく

\500 4571433056637 \500 4571433056644 \500 4571433056651 \500 4571433056668 \500 4571433056675

磁器 約3.6*4.8*1.5cmH 陶器/貫入 約5.5*1.6*1.7cmH 陶器/貫入 約3.7φ*1.4cmH 陶器/貫入 約5.1*1.8*1.9cmH 陶器/貫入 約3.5*4.2*1.8cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理

4-814 ステーキ 4-815 トマホーク 4-816 ハムカツ 4-817 コロッケ 4-851 羽根付き餃子（ギョーザ）

\800 4571433056941 \500 4571433056958 \500 4571433056965 \500 4571433056972 \500 4571433057634

陶器/貫入 約5.3*4.1*1.5cmH 陶器/貫入 約5.6*4*2.3cmH 陶器/貫入 約5*2.5*0.8cmH 陶器/貫入 約4.7*3.6*0.8cmH 陶器/貫入 約6.5*3*2.5cmH

食品・料理 食品・料理 食品・料理 食品・料理 #N/A

4-852 小籠包（ショーロンポー） 4-853 焼売（シューマイ） 4-880 つぶ納豆 4-882 わら納豆 4-903 天むす

\500 4571433057641 \500 4571433057658 \500 4571433057955 \500 4571433057962 \500 4571433058839

陶器/貫入 約5.7*3.1*1.8cmH 陶器/貫入 約3.2Φ*2.6cmH 陶器/貫入 約3.5*3.5*1.3cmH 陶器/貫入 約5.8*1.8*1.7cmH 陶器/貫入 約3.2*2.5*2.4cmH



食品・料理

4-963 みそカツ

\1,000 4571433051014

陶器/貫入 約5.2*3.1*0.9cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

3-115a とうがらし　赤 3-116a とうがらし　黄 3-117a とうがらし　緑 3-133a キノコ　茶色 3-134a キノコ　ムラサキ色

\500 4580109950643 \500 4580109950650 \500 4580109950667 \500 4580109950674 \500 4580109950681

陶器/貫入 約6.2*1.7*2.9cmH 陶器/貫入 約6.2*1.7*2.9cmH 陶器/貫入 約6.2*1.7*2.9cmH 陶器/貫入 約2.8*4*2.6cmH 陶器/貫入 約2.8*4*2.6cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

3-135a キノコ　オレンジ色 3-138a パンプキン　緑 3-139a パンプキン　オレンジ 3-240a 赤トマト 3-241a 黄トマト

\500 4580109950698 \500 4580109950728 \500 4580109950735 \500 4580109953958 \500 4580109953965

陶器/貫入 約2.8*4*2.6cmH 陶器/貫入 約3.5φ*2.4cmH 陶器/貫入 約3.5φ*2.4cmH 陶器/貫入 約3.6φ*1.3cmH 陶器/貫入 約3.6φ*1.3cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

3-450a スナップエンドウ 3-455a くり１ 3-456a くり２ 3-457a くり３ 3-563a ふきのとう　うす緑

\500 4580109953385 \500 4580109953415 \500 4580109952807 \500 4580109953422 \500 4580109953682

陶器/貫入 約5.6*1.8*1.4cmH 陶器/貫入 約3.5*2.5*1.7cmH 陶器/貫入 約5.4*2.4*1.5cmH 陶器/貫入 約5.5*2.1*1.2cmH 陶器/貫入 約3.4*4.8*1.8cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

3-564a ふきのとう　うす黄緑 3-565a 竹の子　ウス茶 3-566a 竹の子　コイ茶 4-931 しめじ 3-776a エリンギ

\500 4580109953699 \500 4580109953705 \500 4580109953712 \600 4,571,433,050,697 \500 4580109954979

陶器/貫入 約3.4*4.8*1.8cmH 陶器/貫入 約4.3*2.3*3cmH 陶器/貫入 約4.3*2.3*3cmH 陶器/貫入 約3.9*4.5*2.5cmH 陶器/貫入 約3.7*3.7*2.1cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

3-777a しいたけ 3-778a オクラ 3-910a 松茸 3-911a 松茸　カット 3-918a 土付れんこん

\500 4580109954986 \500 4580109954993 \500 4580109957291 \500 4580109957307 \500 4580109957376

陶器/貫入 約3.6Φ*1.3cmH 陶器/貫入 約6.8*1.6*1.8cmH 陶器/貫入 約4.9*2.2*1.9cmH 陶器/貫入 約4.9*2.1*1.3cmH 陶器/貫入 約6.2*1.8*1.4cmH



野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

3-919a 土付さといも 3-920a 山ごぼう 3-924a パプリカ　赤 3-925a パプリカ　黄 3-926a パプリカ　オレンジ

\500 4580109957383 \500 4580109957390 \500 4580109957437 \500 4580109957444 \500 4580109957451

陶器/貫入 約3.8*3.8*1.7cmH 陶器/貫入 約8.2*1.2*1.7cmH 陶器/貫入 約4.5*3.1*1.4cmH 陶器/貫入 約4.5*3.1*1.4cmH 陶器/貫入 約4.5*3.1*1.4cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

3-927a ピーマン 3-942a なす　カット 3-943a なす 3-944a きゅうり 3-945a ホールトマト

\500 4580109957468 \500 4580109957598 \500 4580109957604 \500 4580109957611 \500 4580109957628

陶器/貫入 約4.5*3.1*1.4cmH 陶器/貫入 約5.2*2.1*1.1cmH 陶器/貫入 約5.5*1.8*1.8cmH 陶器/貫入 約6.4*1.6*1.8cmH 陶器/貫入 約3.1φ*2.2cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-083a ラディッシュ 4-084a たまねぎカット 4-085a キャベツカット 4-086a アスパラ 4-194a にんじん

\500 4580109958540 \500 4580109958915 \500 4580109958922 \500 4580109958533 \500 4580109959325

陶器/貫入 約6.5*2.8*1.6cmH 陶器/貫入 約4.3*3.3*1.6cmH 陶器/貫入 約3.5*3.3*1.7cmH 陶器/貫入 約7*1.2*1.6cmH 陶器/貫入 約5.8*2.4*2.7cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-195a だいこん 4-196a じゃがいも 4-197a ブロッコリー 4-198a ネギ 4-265a オリーブ　生

\500 4580109959332 \500 4580109959349 \500 4580109959356 \500 4,580,109,959,363 \500 4571433050116

陶器/貫入 約5.8*2.2*2.7cmH 陶器/貫入 約3.3*2.2*1.4cmH 陶器/貫入 約3.8*3.5*3cmH 陶器/貫入 約7.2*1.4*1.5cmH 陶器/貫入 約3.3*2.4*2.4cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-266a オリーブ　ピクルス 4-464a わさび 4-465a しょうが 4-466a みょうが 4-467a 大葉

\500 4571433050123 \500 4571433052332 \500 4571433052363 \500 4571433052356 \500 4571433052349

陶器/貫入 約3.3*2.4*2.4cmH 陶器/貫入 約5.9*1.5*2cmH 陶器/貫入 約6.3*2.5*2.1cmH 陶器/貫入 約5.3*2.3*1.5cmH 陶器/貫入 約6.9*5*1.7cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-468a にんにく 4-582a 菊かぼちゃ 4-710 カリフラワー 4-711 エシャロット 4-712 フェンネル

\500 4571433052325 \500 4,571,433,054,022 \500 4571433055524 \500 4571433055531 \500 4571433055548

陶器/貫入 約3.7*3*2cmH 陶器/貫入 約3.8φ*1.8cmH 陶器/貫入 約4.5*3.5*2.3cmH 陶器/貫入 約4.7*2.3*2.3cmH 陶器/貫入 約3.8*3.3*1.2cmH



野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-713 チコリ 4-714 ホワイトアスパラ 4-715 アーティーチョーク 4-716 マッシュルーム 4-757 京人参

\500 4571433055555 \500 4571433055562 \500 4571433055579 \500 4571433055586 \500 4571433056163

陶器/貫入 約4.6*2*1.6cmH 陶器/貫入 約6.7*1.1*1.5cmH 陶器/貫入 約4.7*2.1*2cmH 陶器/貫入 約3.7*3*2cmH 陶器/貫入 約1.6*8.7*2.2cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-758 鹿ヶ谷南瓜 4-759 壬生菜 4-760 賀茂茄子 4-762 伏見唐辛子 4-763 聖護院大根

\500 4571433056170 \500 4571433056187 \500 4571433056194 \500 4571433056217 \500 4571433056224

陶器/貫入 約2.3*3.4*1.8cmH 陶器/貫入 約2.8*4.6*2.2cmH 陶器/貫入 約3.9*2.5*2.2cmH 陶器/貫入 約1.9*7*1.1cmH 陶器/貫入 約4.5*2.7*2cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-764 九条葱 4-788 ゴーヤ 4-883 マイタケ 4-884 エリンギ１本 4-885 タモギタケ

\500 4571433056231 \500 4571433056446 \500 4571433058037 \500 4571433058044 \500 4571433058051

陶器/貫入 約1.4*7.6*1.4cmH 陶器/貫入 約5.4*1.8*2cmH 陶器/貫入 約5.7*3.3*1.7cmH 陶器/貫入 約5.8*2.2*1.2cmH 陶器/貫入 約5.8*3*2cmH

野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実 野菜・きのこ・実

4-886 マツタケ 4-887 エノキタケ 4-888 ナメコ

\500 4571433058068 \500 4571433058075 \500 4571433058082

陶器/貫入 約5.7*1.9*1.8cmH 陶器/貫入 約6.2*2.7*1.6cmH 陶器/貫入 約3.9*3.7*1.9cmH

果物 果物 果物 果物 果物

3-422a いちご　赤 3-423a いちご　ピンク 3-478a バナナ３本 3-688a ゆず 4-574a スライスオレンジ

\500 4580109952760 \500 4580109952777 \500 4,580,109,952,838 \500 4580109954573 \500 4571433053957

陶器/貫入 約3.8*2.8*1.3cmH 陶器/貫入 約3.8*2.8*1.3cmH 陶器/貫入 約4.3*3.2*3cmH 陶器/貫入 約3.9*2.1*1.9cmH 陶器/貫入 約3.5*3.6*0.9cmH

果物 果物 果物 果物

4-575a スライスライム 4-576a スライスレモン 4-579a カットレモン 4-581a 柿の実

\500 4,571,433,053,964 \500 4571433053971 \500 4571433054008 \500 4571433054015

陶器/貫入 約3.5*3.6*0.9cmH 陶器/貫入 約3.5*3.6*0.9cmH 陶器/貫入 約4.2*2.2*1.9cmH 陶器/貫入 約3.5φ*1.5cmH



動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-928 寅 3-502a あひる 3-503a かっぱ 3-504a ぶた 3-505a くまＰＫ

\700 4571433050666 \500 4580109953514 \500 4580109953521 \500 4580109953538 \500 4580109952852

陶器/貫入 約5.2*1.8*2.5cmH 陶器/貫入 約4*2.3*2.7cmH 陶器/貫入 約5*2.3*1.8cmH 陶器/貫入 約5.2*2*1.8cmH 陶器/貫入 約4.5*2.3*1.8cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

3-506a いぬ 3-507a たぬき 3-508a らっこ 3-626a 壱の卯　紅 3-627a 壱の卯　白

\500 4580109952869 \500 4580109952876 \500 4580109952883 \500 4580109954399 \500 4580109954405

陶器/貫入 約4.8*3.3*2cmH 陶器/貫入 約4.1*2.2*2.1cmH 陶器/貫入 約4.5*2.1*2.2cmH 陶器/貫入 約3.5*2.2*2cmH 陶器/貫入 約3.5*2.2*2cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

3-628a 弐の卯　紅 3-629a 弐の卯　白 3-630a 参の卯　紅 3-631a 参の卯　白 4-858 くじら

\500 4580109954429 \500 4580109954412 \500 4580109954436 \500 4580109954443 \700 4571433057702

陶器/貫入 約4.5*1.8*1.5cmH 陶器/貫入 約4.5*1.8*1.5cmH 陶器/貫入 約4.3*2*1.7cmH 陶器/貫入 約4.3*2*1.7cmH 陶器/貫入 約5.8*2.7*2cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

3-808a 昇竜　緑 3-809a 太竜　緑 3-810a 小竜　緑 3-811a 昇竜　深緑 3-812a 太竜　深緑

\500 4580109955600 \500 4580109955617 \500 4580109955624 \500 4580109955631 \500 4580109955648

陶器/貫入 約4.7*1.6*3.3cmH 陶器/貫入 約4.4*1.5*3cmH 陶器/貫入 約3.6*1.4*2.7cmH 陶器/貫入 約4.7*1.6*3.3cmH 陶器/貫入 約4.4*1.5*3cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

3-813a 小竜　深緑 3-814a タツノコ　ルリ 3-815a タツノコ　アメ 3-816a タツノコ　オリベ 3-817a カメ　黄緑

\500 4580109955655 \500 4580109955662 \500 4580109955679 \500 4580109955686 \500 4580109955693

陶器/貫入 約3.6*1.4*2.7cmH 陶器/貫入 約5.8*2.8*1.2cmH 陶器/貫入 約5.8*2.8*1.2cmH 陶器/貫入 約5.8*2.8*1.2cmH 陶器/貫入 約5.1*3*1.3cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

3-818a カメ　淡緑 4-204a kotori　メジロ 4-205a kotori　スズメ 4-206a kotori　ツバメ 4-541a メリノ

\500 4580109955709 \500 4580109959424 \500 4580109959431 \500 4580109959448 \500 4571433053322

陶器/貫入 約5.1*3*1.3cmH 磁器 約5.7*1.6*2.2cmH 磁器 約5.2*2*2.1cmH 磁器 約6.3*1.5*2.8cmH 陶器/貫入 約5.1*1.9*2.2cmH



動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-542a ブラックフェイス 4-543a くものひつじ 4-544a スリープ羊　うつ伏せ 4-545a スリープ羊　仰向け 4-546a スリープ羊　横向き

\500 4571433053339 \500 4571433053346 \500 4571433053353 \500 4571433053360 \500 4571433053377

陶器/貫入 約5.1*1.9*2.2cmH 陶器/貫入 約4.8*2.8*1.2cmH 陶器/貫入 約5.7*1.9*1.5cmH 陶器/貫入 約5.4*2.1*1.3cmH 陶器/貫入 約5*2.9*1.5cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-563a コトリ　四葉 4-564a コトリ　花 4-565a コトリ　木の実 4-566a コトリ　森 4-567a コトリ　星

\500 4571433053841 \500 4571433053858 \500 4571433053865 \500 4571433053872 \500 4571433053889

陶器/貫入 約5.6*3*1cmH 陶器/貫入 約5.6*3*1cmH 陶器/貫入 約5.6*3*1cmH 陶器/貫入 約5.6*3.5*1cmH 陶器/貫入 約5.6*3.5*1cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-568a サカナ　うろこ 4-569a サカナ　あわ 4-570a サカナ　せせらぎ 4-583a ニホンザル 4-584a チンパンジー

\500 4571433053896 \500 4571433053902 \500 4571433053919 \500 4571433054039 \500 4571433054046

陶器/貫入 約7*2.2*1.3cmH 陶器/貫入 約5.2*3.2*1.3cmH 陶器/貫入 約5.5*2.5*1cmH 陶器/貫入 約2.9*3.3*1.3cmH 陶器/貫入 約4*3.5*1.5cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-585a オランウータン 4-586a ゴリラ 4-598a イルカ 4-599a あざらし 4-682a ねむいよ　犬

\500 4,571,433,054,053 \500 4571433054060 \500 4571433054411 \500 4571433054428 \500 4571433054794

陶器/貫入 約3.4*3.7*1.2cmH 陶器/貫入 約3.2*4.1*1.6cmH 陶器/貫入 約6*3.2*1.9cmH 陶器/貫入 約5*3.6*1.8cmH 陶器/貫入 約4.9*2.7*1.2cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-683a ねむいよ　ネコ 4-684a ねむいよ　クマ 4-685a ねむいよ　リス 4-686a ちゃぼ　オス 4-687a ちゃぼ　メス

\500 4571433054800 \500 4571433054817 \500 4571433054824 \500 4571433054763 \500 4571433054770

陶器/貫入 約4.8*3.4*1.3cmH 陶器/貫入 約4.7*3.3*1.5cmH 陶器/貫入 約3.9*3.4*1.3cmH 磁器 約4.1*2.1*3.2cmH 磁器 約4*1.9*2.8cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-944 マレーバク 4-733 亥　親 4-734 亥　子 4-791 イラブチャー

\800 4571433050826 \700 4571433055807 \500 4571433055814 \500 4571433056477

陶器/貫入 約3.1*1.9*2.6cmH 陶器/貫入 約5.2*2.2*2.7cmH 陶器/貫入 約3.9*2.3*2cmH 陶器/貫入 約5.7*3.1*1.4cmH



動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-812 立つネズミ 4-699 クマレスト　ＷＨ 4-835 クマレスト　GY 4-947 チワワ 4-948 黒柴

\500 4571433056835 \500 4571433055920 \500 4571433057344 \700 4571433050857 \900 4571433050864

陶器/貫入 約2.4*2*4cm 陶器/貫入 約5.5*2.7*1.6cmH 陶器/貫入 約5.5*2.7*1.6cmH 陶器/貫入 約4.2*1.9*3.8cmH 陶器/貫入 約5.8*2.5*4.1cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-949 赤柴 4-854 子うし 4-955 コアラ 4-956 ペンギン　伏せ 4-957 ペンギン　仰向け

\900 4571433050871 \600 4571433057665 \700 4571433050932 \700 4571433050949 \700 4571433050956

陶器/貫入 約5.2*2.3*3.2cmH 陶器/貫入 約4.6*2.2*3cmH 陶器/貫入 約4.2*2.5*1.9cmH 陶器/貫入 約5.8*2.5*2.1cmH 陶器/貫入 約5.3*2.6*2.2cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-895 干支のトラ　ＹＥ 4-896 干支のトラ　ＷＨ 4-922 コトリ（プレーン）ブルー 4-923 コトリ（プレーン）ピンク 4-924 コトリ（プレーン）ライトイエロー

\700 4571433058150 \700 4571433058167 \500 4571433058877 \500 4571433058884 \500 4571433058891

陶器/貫入 約5.4*2.2*2.4cmH 陶器/貫入 約5.4*2.2*2.4cmH 磁器 約5.2*2.0*2.1cmH 磁器 約5.2*2.0*2.1cmH 磁器 約5.2*2.0*2.1cmH

動物・干支 動物・干支 動物・干支

4-925 コトリ（金の羽）ブルー 4-926 コトリ（金の羽）ピンク 4-927 コトリ（金の羽）ライトイエロー

\600 4571433058907 \600 4571433058914 \600 4571433058921

磁器 約5.2*2.0*2.1cmH 磁器 約5.2*2.0*2.1cmH 磁器 約5.2*2.0*2.1cmH

パン パン パン パン パン

3-154a フランスパン 3-155a 食パン 3-156a クロワッサン 3-157a ベーグル 3-197a コッペパン

\500 4580109950742 \500 4580109950759 \500 4580109950766 \500 4580109950773 \500 4580109952098

陶器/貫入 約8.2*1.5*1.3cmH 陶器/貫入 約3.3*4.6*1.4cmH 陶器/貫入 約4.6*2.7*1.7cmH 陶器/貫入 約3.4φ*1.6cmH 陶器/貫入 約5.3*1.9*1.5cmH

パン パン パン パン パン

3-198a ホテル食パン 3-199a まるパン 3-714a バケット 3-715a バタール 4-906 ベーコンエピ

\500 4580109952104 \500 4580109952111 \500 4580109954740 \500 4580109954757 \500 4571433058860

陶器/貫入 約3.6*1.9*2.4cmH 陶器/貫入 約3φ*2cmH 陶器 約8.8*1.7*1.7cmH 陶器 約5.8*1.6*1.7cmH 陶器 約6.0*1.4*1.6cmH



パン パン パン パン パン

3-717a カンパーニュ 3-718a ハパン・リンプ 3-719a フィアデン・リング 3-720a ブレッツェル 4-768 動物丸パン　ネコ

\500 4580109954771 \500 4580109954788 \500 4580109954795 \500 4580109954801 \500 4571433056248

陶器 約2.8φ*2cmH 陶器 約4.7*2.7*1.3cmH 陶器 約3.7φ*1.1cmH 陶器/貫入 約4.2*3.6*1cmH 陶器/貫入 約3.5*3.7*1.4cmH

パン パン パン パン パン

4-769 動物丸パン　ウサギ 4-770 動物丸パン　クマ 4-771 ＭＴ 目玉焼き 4-772 ＭＴ チーズ 4-773 ＭＴ メロン

\500 4571433056255 \500 4571433056262 \500 4571433056279 \500 4571433056286 \500 4571433056293

陶器/貫入 約3.2*4.8*1.4cmH 陶器/貫入 約3.7*3.5*1.4cmH 陶器/貫入 約3.1*3.9*1.5cmH 陶器/貫入 約3.1*3.9*1.1cmH 陶器/貫入 約3.1*4*1.2cmH

パン パン パン パン パン

4-774 ＭＴ 小倉 4-839 プンパニッケル 4-840 ビアブレッド 4-841 ライ麦黒糖レーズン 4-842 ヴァイツェンミッシュブロード

\500 4571433056309 \500 4571433057382 \500 4571433057399 \500 4571433057405 \500 4571433057412

陶器/貫入 約2.9*3*1.6cmH 陶器 約5.6*1.9*1.9cmH 陶器 約3.8φ*1.7cmH 陶器 約4.9*2.8*1.4cmH 陶器 約6.3*2*1.6cmH

パン パン パン

4-843 パン・ド・カンパーニュ 4-844 ライ麦ショコラ 4-845 バトン

\500 4571433057429 \500 4571433057436 \500 4571433057443

陶器 約3.5φ*1.8cmH 陶器 約6.7*2*1.3cmH 陶器 約9.5*1.7*1.4ｃｍH

道具 道具 道具 道具 道具

3-593a うちわ　赤 3-594a うちわ　桃 3-595a うちわ　うず 3-596a うちわ　江戸 4-233a うちわ　色麻葉

\500 4580109954122 \500 4580109954139 \500 4580109954146 \500 4580109954153 \500 4580109959813

陶器/貫入 約4*4.9*1.6cmH 陶器/貫入 約4*4.9*1.6cmH 陶器/貫入 約4*4.9*1.6cmH 陶器/貫入 約4*4.9*1.6cmH 陶器/貫入 約4*4.9*1.6cmH

道具 道具 道具 道具 道具

4-234a うちわ　七宝繋ぎ 4-235a うちわ　青海波 3-601a 鉄瓶　黒 3-821a 鉄瓶　オリベ 3-822a 鉄瓶　赤

\500 4580109959820 \500 4580109959837 \500 4580109954207 \500 4580109955730 \500 4580109955747

陶器/貫入 約4*4.9*1.6cmH 陶器/貫入 約4*4.9*1.6cmH 陶器/貫入 約4.2*3.4*3.6cmH 陶器/貫入 約4.2*3.4*3.6cmH 陶器/貫入 約4.2*3.4*3.6cmH



道具 道具 道具 道具 道具

3-602a かまめし 3-603a ダッチオーブン 3-605a 土鍋　赤小花 3-606a 土鍋　白小花 3-607a 土鍋　飴釉

\500 4580109954214 \500 4580109954221 \500 4580109954245 \500 4580109954252 \500 4580109954269

陶器/貫入 約3.7φ*2.6cmH 陶器/貫入 約4.8*3.8*2.4cmH 陶器/貫入 約4.6*3.7*2.1cmH 陶器/貫入 約4.6*3.7*2.1cmH 陶器/貫入 約4.6*3.7*2.1cmH

道具 道具 道具 道具 道具

3-608a 土鍋　花鳥風月 3-604a フライパン目玉焼き付 4-707 フライパン　ウインナー付 4-708 フライパン　ハンバーグ付 4-709 フライパン　オムライス付

\500 4580109954276 \500 4580109954238 \500 4571433055388 \500 4571433055395 \500 4571433055401

陶器/貫入 約4.6*3.7*2.1cmH 陶器/貫入 約6.7*4.3*2.1cmH 陶器/貫入 約6.7*4.3*2.1cmH 陶器/貫入 約6.7*4.3*2.1cmH 陶器/貫入 約6.7*4.3*2.1cmH

道具 道具 道具 道具 道具

4-932 ミニミニサンマ皿 4-093a おてもと 4-094a 酒瓶 4-939 うちわ　酒 4-269a ワインコルク

\700 4571433050703 \500 4580109958953 \500 4580109958960 \700 4571433050772 \500 4571433050154

陶器/貫入 約8.9*3.7*0.9cmH 陶器/貫入 約5.8*2.2*1.1cmH 陶器/貫入 約2.1*5.2*2.2cmH 陶器/貫入 約5.5*4.1*1.3cmH 陶器 約1.6*3.7*1.4cmH

道具 道具 道具 道具 道具

4-720 コテ 4-950 提灯　おでん 4-951 提灯　たこ焼き 4-952 提灯　焼肉 4-953 提灯　餃子

\500 4571433055845 \600 4571433050888 \600 4571433050895 \600 4571433050901 \600 4571433050918

陶器 約4.7*2.7*2.3cmH 陶器/貫入 約1.9*4.6*1.7cmH 陶器/貫入 約1.9*4.6*1.7cmH 陶器/貫入 約1.9*4.6*1.7cmH 陶器/貫入 約1.9*4.6*1.7cmH

道具

4-954 提灯　酒処

\600 4571433050925

陶器/貫入 約1.9*4.6*1.7cmH

その他 その他 その他 その他 その他

3-246a 織部市松　丸 3-247a 織部市松　正角 3-248a 織部市松　長角 3-364a 雅　長角　赤 3-365a 雅　長角　茶

\500 4580109955211 \500 4580109955228 \500 4580109955235 \500 4580109952685 \500 4580109952692

陶器/貫入 約4.2φ*1.2cmH 陶器/貫入 約3.4*3.4*1.4cmH 陶器/貫入 約4.5*2.5*1cmH 陶器/貫入 約3.5*1.4*1.3cmH 陶器/貫入 約3.5*1.4*1.3cmH



その他 その他 その他 その他 その他

3-366a 雅　扇　赤 3-367a 雅　扇　緑 3-368a 雅　ひょうたん　黄 3-369a 雅　ひょうたん　緑 3-370a 雅　羽子板　茶

\500 4580109952708 \500 4580109952715 \500 4580109952722 \500 4580109952739 \500 4580109952746

陶器/貫入 約4.4*2.5*1.3cmH 陶器/貫入 約4.4*2.5*1.3cmH 陶器/貫入 約4.4*2.6*1.3cmH 陶器/貫入 約4.4*2.6*1.3cmH 陶器/貫入 約4.4*2.6*1.3cmH

その他 その他 その他 その他 その他

3-371a 雅　羽子板　緑 4-929 おかめ 4-930 ひょっとこ 3-782a 結（ゆい）リング　ＲＤ 3-783a 結（ゆい）リング　ＰＫ

\500 4580109952753 \700 4571433050673 \700 4571433050680 \500 4580109955037 \500 4580109955044

陶器/貫入 約4.4*2.6*1.3cmH 陶器/貫入 約4.2*3*1.7cmH 陶器/貫入 約4.3*3.1*1.7cmH 磁器 約3.8*1.6*3.4cmH 磁器 約3.8*1.6*3.4cmH

その他 その他 その他 その他 その他

3-784a 結（ゆい）リング　ＹＥ 3-785a 結（ゆい）リング　ＧＲ 3-786a 結（ゆい）リング　ＮＶ 3-908a 炭　丸太 3-909a 炭　割り

\500 4580109955051 \500 4580109955068 \500 4580109955075 \500 4580109957277 \500 4580109957284

磁器 約3.8*1.6*3.4cmH 磁器 約3.8*1.6*3.4cmH 磁器 約3.8*1.6*3.4cmH 陶器 約5*1.4*1.4cmH 陶器 約4.2*1.9*0.9cmH

その他 その他 その他 その他 その他

3-938a 獅子頭 4-934 かんざし 4-935 櫛（くし） 4-936 こっぽり 4-937 二股かんざし　白

\500 4580109957574 \700 4571433050727 \700 4571433050734 \700 4571433050741 \700 4571433050758

陶器/貫入 約4*3.2*2.2cmH 陶器/貫入 約6.5*1.7*1.6cmH 陶器/貫入 約4.4*3.1*0.9cmH 陶器/貫入 約3.8*2.3*2.3cmH 陶器/貫入 約5.4*2.9*1cmH

道具 その他 その他 その他 その他

4-939 うちわ　酒 4-207a ニマイガイ 4-208a マキガイ 4-209a ロングマキガイ 4-210a シンジュガイ

\700 4571433050772 \500 4580109959455 \500 4580109959462 \500 4580109959479 \500 4580109959486

陶器/貫入 約5.5*4.1*1.3cmH 磁器 約4.4*3.9*1.3cmH 磁器 約4.8*2.3*2.5cmH 磁器 約7.2*1.9*1.8cmH 磁器 約4.8*3.6*1.4cmH

その他 その他 その他 その他 その他

4-211a ツマベニヒガイ 4-721 忍者 4-722 くノ一 4-723 手裏剣　十字 4-724 手裏剣　卍

\500 4580109959493 \500 4571433055852 \500 4571433055869 \500 4571433055876 \500 4571433055883

磁器 約8.8*2*2.2cmH 陶器/貫入 約3.8*3.9*1cmH 陶器/貫入 約3.3*3.8*1cmH 陶器/貫入 約5.1*5.1*1.1cmH 陶器/貫入 約5.1*5.1*1.2cmH



その他 その他 その他 その他 その他

4-725 くない 4-726 巻物 4-739 ひょうたん　白玉 4-740 ひょうたん　赤 4-741 ひょうたん　桃

\500 4571433055890 \700 4571433055906 \300 4571433055951 \300 4571433055968 \300 4571433055975

陶器/貫入 約6.9*1.6*1.4cmH 陶器/貫入 約1.7*4.4*1.4cmH 磁器 約4.8*2.3*1.7cmH 磁器 約4.8*2.3*1.7cmH 磁器 約4.8*2.3*1.7cmH

その他 その他 その他 その他 その他

4-742 ひょうたん　黄 4-743 ひょうたん　若緑 4-744 ひょうたん　空 4-792 シーサー顔 4-945 お座りシーサー

\300 4571433055982 \300 4571433055999 \300 4571433056002 \500 4571433056484 \700 4571433050833

磁器 約4.8*2.3*1.7cmH 磁器 約4.8*2.3*1.7cmH 磁器 約4.8*2.3*1.7cmH 陶器/貫入 約3.6*3.1*1.6cmH 陶器/貫入 約4.4*2.5*2.6cmH

その他 その他 その他 その他 その他

4-751 Ｈａｎｉｗａ（はにわ） 4-752 Ｓｈａｋｏｋｉ（しゃこうき） 4-753 Ｍｉｍｉｚｕｋｕ（みみずく） 4-754 Ｈｅａｒｔ（ハート） 4-756 Ｖｅｎｕｓ(ビーナス)

\500 4571433056071 \500 4571433056118 \500 4571433056125 \500 4571433056132 \500 4571433056156

陶器 約2.4*1.9*4.5cmH 陶器 約2.9*1.7*4.6cmH 陶器 約3.1*1*4.8cmH 陶器 約2.8*1.3*4.2cmH 陶器 約2.8*2.2*4.8cmH

その他 その他 その他 その他 その他

4-897 はにわ　ＤＧ 4-898 しゃこうき　ＤＧ 4-899 みみずく　ＤＧ 4-900 Ｈｅａｒｔ　ＤＧ 4-901 Ｖｅｎｕｓ　ＤＧ

\500 4571433058778 \500 4571433058785 \500 4571433058792 \500 4571433058808 \500 4571433058815

陶器 約2.4*1.9*4.5cmH 陶器 約2.9*1.7*4.6cmH 陶器 約3.1*1*4.8cmH 陶器 約2.8*1.3*4.2cmH 陶器 約2.8*2.2*4.8cmH

その他 その他 その他 その他 その他

4-637a 国旗　日本 4-818 金のたい焼き 4-819 金（きん）かい？ 4-820 黄金（おうごん）マウス 4-821 金（かね）たまる？

\500 4571433054435 \1,000 4571433056989 \500 4571433057030 \500 4571433057047 \500 4571433057054

磁器 約3.5*3.6*0.9cmH 陶器 約5.5*3.5*1.2cmH 陶器 約3.9*2.2*1.3cmH 陶器 約2.5*2.4*4.1cm 陶器 約3*4.2*1.3cmH

その他 その他 その他 その他 その他

4-889 雪の結晶　星　ＷＨ 4-890 雪の結晶　星　ＰＢ 4-891 雪の結晶　星　ＡＱ 4-892 雪の結晶　六角　ＷＨ 4-893 雪の結晶　六角　ＰＢ

\500 4571433058099 \500 4571433058105 \500 4571433058112 \500 4571433058129 \500 4571433058136

磁器 約3.2φ*1.0cmH 磁器 約3.2φ*1.0cmH 磁器 約3.2φ*1.0cmH 磁器 約3.2φ*1.0cmH 磁器 約3.2φ*1.0cmH



その他

4-894 雪の結晶　六角　ＡＱ

\500 4571433058143

磁器 約3.2φ*1.0cmH

カトラリーレスト カトラリーレスト カトラリーレスト カトラリーレスト カトラリーレスト

4-454a フローラルシャワー　ＰＰＬ 4-455a フローラルシャワー　ＰＫ 4-456a フローラルシャワー　ＹＧＲ 4-457a フローラルシャワー　ＹＥ 4-458a フローラルシャワー　ＢＬ

\500 4571433054831 \500 4571433054848 \500 4571433054855 \500 4571433054862 \500 4571433054879

磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH

カトラリーレスト カトラリーレスト カトラリーレスト カトラリーレスト カトラリーレスト

4-469a うずいかだ 4-470a 大正小紋 4-471a 青海波 4-472a さしこ 4-473a 点描さしこ

\500 4571433052554 \500 4571433052578 \500 4571433052561 \500 4571433052585 \500 4571433052592

磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH

カトラリーレスト カトラリーレスト カトラリーレスト

4-629a 桜まつり 4-630a 桜ちりめん 4-363a アスパラ　カトラリーレスト

\500 4571433054145 \500 4571433054152 \800 4571433054305

磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 磁器 約7.5*1.4*1.1cmH 陶器/貫入 約15.3cmL

リングホルダー リングホルダー リングホルダー リングホルダー リングホルダー

3-636 リングホルダー　ウサギ　ＷＨ 3-637 リングホルダー　ウサギ　ＢＲ 3-638 リングホルダー　クマ　ＷＨ 3-639 リングホルダー　クマ　ＢＲ 3-640 リングホルダー　ネコ　ＷＨ

\500 4580109954450 \500 4580109954467 \500 4580109954474 \500 4580109954481 \500 4580109954498

陶器/貫入 約6cmH 陶器/貫入 約6cmH 陶器/貫入 約5.4cmH 陶器/貫入 約5.4cmH 陶器/貫入 約5.7cmH

リングホルダー リングホルダー リングホルダー リングホルダー リングホルダー

3-641 リングホルダー　ネコ　ＢＲ 3-642 リングホルダー　ネコ　ＰＫ 3-671 リングホルダー　ネコ　ＢＫ 3-819 リングホルダー　白い犬 3-946 リングホルダー　リス

\500 4580109954504 \500 4580109954511 \500 4580109954535 \500 4580109955716 \500 4580109957635

陶器/貫入 約5.7cmH 陶器/貫入 約5.7cmH 陶器/貫入 約5.7cmH 陶器/貫入 約6cmH 陶器/貫入 約5.5cmH



リングホルダー リングホルダー リングホルダー リングホルダー リングホルダー

3-947 リングホルダー　プレーリードッグ 4-299 リングホルダー　サンタ 4-300 リングホルダー　ツリー 4-530 リングホルダー　パンダ 4-597 リングホルダー　三毛猫

\500 4580109957642 \700 4571433051267 \700 4571433051274 \500 4571433054299 \500 4571433055067

陶器/貫入 約5.6cmH 陶器/貫入 約5.5cmH 陶器/貫入 約5.5cmH 陶器/貫入 約5.4cmH 陶器/貫入 約5.8cmH

リングホルダー リングホルダー リングホルダー

4-688 リングホルダー　カモノハシ 4-677 ＲＦちび　うさぎ 4-943 リングホルダーちび　雪だるま

\500 4571433057191 \500 4571433057177 \700 4571433050819

陶器/貫入 約2.2φ*6.2cmH 陶器/貫入 約2.8φ*4cmH 陶器/貫入 約2.8φ*4.1cmH

ドライフラワーベース ドライフラワーベース ドライフラワーベース ドライフラワーベース ドライフラワーベース

LC-001 ＤＦＶ　洋ナシ　白 LC-002 ＤＦＶ　丸　白 LC-003 ＤＦＶ　三角　白 LC-004 ＤＦＶ　どんぐり　白 LC-005 ＤＦＶ　しずく　白

\500 4571433055463 \500 4571433055470 \500 4571433055487 \500 4571433055494 \500 4571433055500

陶器/貫入 約2.9Φ*4.1cmH 陶器/貫入 約3.1Φ*2.8cmH 陶器/貫入 約2.8Φ*4.8cmH 陶器/貫入 約3Φ*3.4cmH 陶器/貫入 約2.9Φ*4cmH

ドライフラワーベース ドライフラワーベース ドライフラワーベース ドライフラワーベース ドライフラワーベース

LC-011 ＤＦＶ　洋ナシ　茶 LC-007 ＤＦＶ　丸　黒 LC-009 ＤＦＶ　三角　茶 LC-008 ＤＦＶ　どんぐり　ＯＲ LC-010 ＤＦＶ　しずく　黒

\500 4571433056378 \500 4571433056330 \500 4571433056354 \500 4571433056347 \500 4571433056361

陶器 約2.9φ*4.5cmH 陶器 約3.1φ*2.8cmH 陶器 約2.8φ*4.8cmH 陶器 約3φ*3.4cmH 陶器 約2.9φ*4cmH

カテゴリー

品番 品名

上代（税別） ＪＡＮコード

素材 サイズ

※表記の価格は1個あたりの上代(税別)です。

 　注記がないもの以外、出荷単位は全て５個となります。

※手作りのため、色や形、大きさ、顔の雰囲気等が画像と異なることがございます。

↓一覧リストのご覧方法

印刷物につき多少の色の違いはご了承ください。

マスターズクラフト株式会社

TEL0572-68-9341　　FAX0572-68-6137

〒509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町7206-46


