
(株)陶好堂-2020秋のおすすめ品 1

㈱陶好堂 1 ㈱陶好堂 2 ㈱陶好堂 3

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 4 ㈱陶好堂 5 ㈱陶好堂 6

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 7 ㈱陶好堂 8 ㈱陶好堂 9

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

画像 画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像 画像

人気作家の岡山高大さんの新作フリー

カップになります。

元は抹茶碗が人気商品になります。

人気作家の岡山高大さんの新作フリー

カップになります。

元は抹茶碗が人気商品になります。

人気作家の岡山高大さんの新作フリー

カップになります。

元は抹茶碗が人気商品になります。

¥8,000

岡山高大

φ90㎜　h90㎜

φ122㎜　h75㎜

氷裂釉銀彩三島ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ　ｸﾞﾚｰ 貫入金彩三島抹茶碗　ブルー

¥8,000

岡山高大

φ90㎜　h90㎜

氷裂釉金彩三島ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ　ﾌﾞﾙｰ 氷裂釉金彩三島ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ　ﾋﾟﾝｸ

安心の定番

岡山高大さんの抹茶碗です

銀の光沢が二種類あり、とても華やか

です

盛場がフラットな長角皿です

焼物皿としてもオードブル等にも使え

ます

オールシーズン対応の柄になっていま

す

盛場がフラットな長角皿です

焼物皿としてもオードブル等にも使え

ます

オールシーズン対応の柄になっていま

す

岡山高大

φ122㎜　h75㎜

博山

215㎜ x 125mm h13mm

博山

215㎜ x 125mm h13mm

氷裂釉金彩三島ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ　ｸﾞﾘｰﾝ

φ90㎜　h90㎜

¥8,000

岡山高大

¥10,000 ¥15,000 ¥15,000

貫入金彩三島抹茶碗　ピンク

貫入銀彩三島抹茶碗　グレー 染丸紋長角皿染山水長角皿　大

¥10,000

岡山高大

φ122㎜　h75㎜

¥8,000

岡山高大

φ90㎜　h90㎜

人気作家の岡山高大さんの新作フリー

カップになります。

元は抹茶碗が人気商品になります。

安心の定番

岡山高大さんの抹茶碗です

金の光沢が二種類あり、とても華やか

です

安心の定番

岡山高大さんの抹茶碗です

金の光沢が二種類あり、とても華やか

です

¥10,000

岡山高大

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



(株)陶好堂-2020秋のおすすめ品 2

㈱陶好堂 10 ㈱陶好堂 11 ㈱陶好堂 12

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 13 ㈱陶好堂 14 ㈱陶好堂 15

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 16 ㈱陶好堂 17 ㈱陶好堂 18

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

手起こしの長角向付になります

仁清の生地に色絵の若松が良く映えま

す

迎春の器として最適と思われます

磁彩の唐草文様が手作り感のある器に

とてもマッチしています

独特の配色が京焼らしさを表現してい

ます

磁彩の唐草文様が手作り感のある器に

とてもマッチしています

独特の配色が京焼らしさを表現してい

ます

瑞雲 南明 南明

160mm x 90mm h28mm φ95㎜　h65㎜ φ95㎜　h65㎜

仁清若松長角向付 黄南京削小鉢 青南京削小鉢

¥5,000 ¥13,500 ¥13,500

画像 画像 画像

φ70㎜　h150㎜ φ72㎜　h93㎜ φ70㎜　h58㎜

伝統的な瓢型の徳利に、色絵で唐子が

遊んでいる姿が描かれています

動きのある絵柄がとても楽しい徳利で

す

磁彩の万暦花鳥柄の一個湯呑です

腰のくびれが手になじみ、とても持ち

やすくて使いやすい湯呑になります

※ワンサイズになります

茶道具でも有名な意匠の「桶川」のデ

ザインを使った小鉢になります

様々な器に合わせやすい器になってい

ます

¥15,000 ¥10,000 ¥7,000

瑞雲 岩華 瑞雲

色入唐子瓢型徳利 万暦花鳥湯呑 桶川小鉢

盛場がフラットな長角皿です

焼物皿としてもオードブル等にも使え

ます

オールシーズン対応の柄になっていま

す

乾山写の人気シリーズの新柄です

金彩で繊細に描かれた図案が使いやす

い器です

かつて大変人気のあった器の復刻版に

なります

黄交趾に七宝という大変縁起の良い器

です

画像 画像 画像

博山 瑞雲 洸春

182mm x 84mm h12mm 215mm x 140mm h27mm φ130㎜　h52㎜

染山水長角皿　小 乾山写柳橋平向 黄交趾七宝鉄鉢向付

¥8,000 ¥15,000 ¥32,000

画像 画像 画像

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



(株)陶好堂-2020秋のおすすめ品 3

㈱陶好堂 19 ㈱陶好堂 20 ㈱陶好堂 21

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 22 ㈱陶好堂 23 ㈱陶好堂 24

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 25 ㈱陶好堂 26 ㈱陶好堂 27

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズφ105㎜　h20㎜ φ105㎜　h20㎜ φ105㎜　h20㎜

古くからある交趾のデザインを流用し

3.5寸皿を作りました

小皿として使えるのはもちろん、器の

受け皿としても使えます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

3.5寸皿を作りました

小皿として使えるのはもちろん、器の

受け皿としても使えます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

3.5寸皿を作りました

小皿として使えるのはもちろん、器の

受け皿としても使えます

色は全部で6種類あります

¥4,000 ¥4,000 ¥4,000

洸春 洸春 洸春

交趾荒磯小皿　黄 交趾荒磯小皿　緑 交趾荒磯小皿　浅葱

昔からの永遠の定番となる仁清生地の

鶴の向付になります

羽根を広げた姿は縁起物の器として大

変喜ばれます

昔からの永遠の定番となる仁清生地の

鶴の5寸皿になります

使いやすい大きさの皿は縁起物の器と

して大変喜ばれます

取り皿に好適です

仁清の茶碗にあるデザインをもとにそ

ば猪口を作りました

便利な形状と大きさはそば猪口だけで

なく様々な料理に使える汎用性の高い

器になっています

画像 画像 画像

南明 南明 瑞雲

245mm x 140mm h40mm φ150㎜　h40㎜ φ75㎜　h65㎜

仁清鶴平向 仁清鶴5寸皿 仁清写そば猪口

¥12,000 ¥10,000 ¥15,000

画像 画像 画像

120㎜ x 75mm h46mm 120mm x 75mm h46mm φ130㎜ h85㎜

鉄絵に金銀彩の施された器になります

柄は桜と紅葉の春秋柄になりますので

年中季節を問わずお使いいただけます

こちらは総柄になっています

鉄絵に金銀彩の施された器になります

柄は桜と紅葉の春秋柄になりますので

年中季節を問わずお使いいただけます

こちらは見込に余白のあるタイプに

なっています

迎春にぴったりの金彩松の向付です

乾山写の意匠が逆に新しさを感じさせ

る器になります

¥8,000 ¥7,000 ¥15,000

洸匠 洸匠 花光山

雲錦詰長角向付 渕雲錦長角向付 乾山写松絵深向

画像 画像 画像

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



(株)陶好堂-2020秋のおすすめ品 4

㈱陶好堂 28 ㈱陶好堂 29 ㈱陶好堂 30

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 31 ㈱陶好堂 32 ㈱陶好堂 33

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 34 ㈱陶好堂 35 ㈱陶好堂 36

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

古くからある交趾のデザインを流用し

そば猪口を作りました

内側は白磁になっていますので日常づ

かいに気軽にご使用いただけます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

そば猪口を作りました

内側は白磁になっていますので日常づ

かいに気軽にご使用いただけます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

そば猪口を作りました

内側は白磁になっていますので日常づ

かいに気軽にご使用いただけます

色は全部で6種類あります

洸春 洸春 洸春

φ78㎜　h55㎜ φ78㎜　h55㎜ φ78㎜　h55㎜

交趾荒磯そば猪口　紫 交趾荒磯そば猪口　赤 交趾荒磯そば猪口　紺

¥5,000 ¥5,000 ¥5,000

画像 画像 画像

φ78㎜　h55㎜ φ78㎜　h55㎜ φ78㎜　h55㎜

古くからある交趾のデザインを流用し

そば猪口を作りました

内側は白磁になっていますので日常づ

かいに気軽にご使用いただけます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

そば猪口を作りました

内側は白磁になっていますので日常づ

かいに気軽にご使用いただけます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

そば猪口を作りました

内側は白磁になっていますので日常づ

かいに気軽にご使用いただけます

色は全部で6種類あります

¥5,000 ¥5,000 ¥5,000

洸春 洸春 洸春

交趾荒磯そば猪口　黄 交趾荒磯そば猪口　緑 交趾荒磯そば猪口　浅葱

古くからある交趾のデザインを流用し

3.5寸皿を作りました

小皿として使えるのはもちろん、器の

受け皿としても使えます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

3.5寸皿を作りました

小皿として使えるのはもちろん、器の

受け皿としても使えます

色は全部で6種類あります

古くからある交趾のデザインを流用し

3.5寸皿を作りました

小皿として使えるのはもちろん、器の

受け皿としても使えます

色は全部で6種類あります

画像 画像 画像

洸春 洸春 洸春

φ105㎜　h20㎜ φ105㎜　h20㎜ φ105㎜　h20㎜

交趾荒磯小皿　紫 交趾荒磯小皿　赤 交趾荒磯小皿　紺

¥4,000 ¥4,000 ¥4,000

画像 画像 画像

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



(株)陶好堂-2020秋のおすすめ品 5

㈱陶好堂 37 ㈱陶好堂 38 ㈱陶好堂 39

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 40 ㈱陶好堂 41 ㈱陶好堂 42

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

㈱陶好堂 43 ㈱陶好堂 44 ㈱陶好堂 45

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ125mm x 100mm h25mm φ115㎜　h38㎜ φ115㎜　h38㎜

黄瀬戸生地で菊割が施された小判型の

小皿です

お料理にもお菓子にも様々な使い道の

ある器です

仁清生地で菊割が施された玉割型の小

鉢です

繊細な菊割が、お料理を美しく見せる

魅力的な器です

黄瀬戸生地で菊割が施された玉割型の

小鉢です

繊細な菊割が、お料理を美しく見せる

魅力的な器です

¥2,600 ¥3,000 ¥3,000

瑞雲 瑞雲 瑞雲

黄瀬戸菊割小判小皿 仁清菊割玉割 黄瀬戸菊割玉割

写真では伝わりにくいかもしれません

が、陶器に陽刻の唐草文様が入ってい

ます

比較的買いやすい値段帯で、ほかの器

とも合わせやすくなっています

写真では伝わりにくいかもしれません

が、陶器に陽刻の唐草文様が入ってい

ます

比較的買いやすい値段帯で、ほかの器

とも合わせやすくなっています

写真では伝わりにくいかもしれません

が、陶器に陽刻の唐草文様が入ってい

ます

比較的買いやすい値段帯で、ほかの器

とも合わせやすくなっています

画像 画像 画像

瑞雲 瑞雲 瑞雲

70mm x 70mm h33mm 115mm x 73mm h18mm 175mm x 120mm h25mm

灰釉陽刻角小付 灰釉陽刻長角小皿 灰釉陽刻長角皿

¥2,400 ¥2,800 ¥4,000

画像 画像 画像

88mm x 88mm h32mm 110mm x 110mm h42mm 165mm x 130mm h20mm

写真では伝わりにくいかもしれません

が、白磁(陶器)に陽刻の唐草文様が

入っています

比較的買いやすい値段帯で、ほかの器

とも合わせやすくなっています

写真では伝わりにくいかもしれません

が、白磁(陶器)に陽刻の唐草文様が

入っています

比較的買いやすい値段帯で、ほかの器

とも合わせやすくなっています

写真では伝わりにくいかもしれません

が、白磁(陶器)に陽刻の唐草文様が

入っています

比較的買いやすい値段帯で、ほかの器

とも合わせやすくなっています

¥2,400 ¥3,000 ¥3,000

瑞雲 瑞雲 瑞雲

白磁陽刻八角小付 白磁陽刻八角小鉢 白磁陽刻菱型小皿

画像 画像 画像

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。


