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MK850 
土鈴鯉のぼり（赤）
￥800 +税

トムソン箱・H6×8cm 　

MK874 
土鈴鯉のぼり（赤）小
￥600 +税

トムソン箱・H5×6.5cm 　

MK852
錦彩土鈴親子鯉のぼり
￥2,800 +税 トムソン箱
H7×10cm/H6×8cm/H5×6.5cm
板寸18.5×10cm　

MK202
猛虎ゆらり童
￥1,000 +税 トムソン箱
H8×8.5cm・箱寸9×10×H7.5cm　

MK106
鯉のぼり箸置セット

￥1,000 +税 トムソン箱
トムソン箱・4/4.5/4/3.5cm

赤布付　

MK704　鯉タペストリー（大）
￥2,800 +税 　袋・22×50cm　

MK833
絵葉書（鯉のぼり）
￥100 +税  

袋・10×15cm　

MK834
絵葉書（元気武者）
￥100 +税  

袋・10×15cm　

MK155
金彩屏風（三階松）
￥2,000 +税  

袋・H21×30cm　

MK871
錦彩土鈴ペア鯉のぼり
￥2,300 +税 トムソン箱
H6×8cm/H5×6.5cm・板寸13×8cm　　

MK166
鯉のぼり箸置（赤）
￥280 +税 

トムソン箱・4cm　　

MK165
鯉のぼり箸置（青）
￥280 +税 

トムソン箱・4.5cm　　

MK875 
土鈴鯉のぼり（緑）小
￥600 +税

トムソン箱・H5×6.5cm 　

MK851 
土鈴鯉のぼり（緑）
￥800 +税

トムソン箱・H6×8cm 　

MK002 MK003 MK004 MK005 MK006

硝子箸置 各種 各￥300 +税 

トムソン箱・2.5×3.5cm 
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MK179
名入看板 （単品）
￥250 +税

袋・H3.5×2cm・素材/陶器

MK174 白馬乗り勇武者 
￥5,500 +税

化粧箱・本体H9×9cm・台寸10.5×15cm

※看板には文字は入っておりません。
（”太郎”は記入例です）

MK184  
猫と鯉のぼり・緑  ￥2,600+税

トムソン箱・ 本体H5×8㎝・板寸7×11㎝

MK185  
猫と鯉のぼり・青  ￥2,600+税  
トムソン箱・ 本体H8×7㎝・板寸7×11㎝

MK186  
猫と鯉のぼりと菖蒲  ￥2,800+税 
トムソン箱・ 本体H6×5㎝・板寸7.5×15㎝

MK143 
豆太郎とクマ 　￥1,600+税

トムソン箱・本体約H6×5.5cm・板寸6.5×10.5cm　

MK180 
健やか武者・大  ￥4,000 +税

化粧箱・武者H8×7.5㎝・板寸7.5×15㎝　

MK181 
健やか武者と鯉のぼり 　￥3,000 +税　

トムソン箱・武者H6.5×5㎝/鯉H3×5㎝・板寸11×15㎝　

MK182 
健やか武者・小 　￥1,600 +税

トムソン箱・武者H6×4㎝・板寸4.5×9㎝　

MK144 
豆太郎と鯉のぼり 　￥1,600+税

トムソン箱・本体約H4×6.5cm・板寸6.5×10.5cm　

MK145 
豆太郎と桃 　￥1,600+税

トムソン箱・本体約H4×7cm・板寸6.5×10.5cm

MK173  豆若武者飾り　
￥2,500 +税　トムソン箱

武者H4×4cm・鯉約3cm・台寸H3.5×7×11cm   

01 0002

MK175 
端午の節句・童武者 
￥2,800 +税

トムソン箱・H8.5×8cm
板寸7.5×15cm

MK138 
武者 初陣飾り  
￥4,800 +税

化粧箱・本体約H7/H6cm
板寸18×10.5cm　
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武者は飾り台の木箱に収納できます。

MK796 　絵皿 鯉のぼり　
￥2,000 +税

トムソン箱・φ13cm・皿立付    

MK187 
民芸木箱武者飾り　
￥8,000 +税

木箱・武者H12×12㎝・木箱飾時H26×13㎝ 

MK880 　陶板 兜飾り 
￥2,600 +税

トムソン箱・H12×12cm ・皿立付  

MK139  陶板 鯉のぼり　
￥2,600 +税

トムソン箱・12×12cm・皿立付    

MK152  　昇竜と童  

\6,000 +税  
化粧箱・H14×14cm・台寸10.5×18cm 

  

 ひさみ窯



MK172 豪傑織部武者飾り ￥10,000 +税

化粧箱・武者H15×21㎝・台寸13×25㎝　

MK156 
たたら織部武者飾り 
￥5,800 +税

化粧箱・武者H12×13㎝・
台寸10.5×18㎝　

MK877 
染付たたら武者飾り 
￥3,800 +税

トムソン箱・武者H10×16㎝
台寸10.5×18㎝　

MK177   
陶舞台 武者飾り 
￥2,300 +税

トムソン箱・武者H4×5㎝
台寸H5×9.5㎝

MK876   ミニ染付たたら武者 
￥1,600 +税

トムソン箱・武者H6×8㎝・台寸7×11㎝
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MK178  
たたら兜飾り（青）
￥2,500 +税 

トムソン箱・兜H7×10cm
板寸10.5×18cm  

MK171 豆武者と組鯉のぼり　
￥3,500 +税   化粧箱
青鯉H6.5×12㎝・赤鯉H4.5×6.5㎝・緑・台寸13×18㎝

MK130 たたら錦鯉のぼり・青　
￥1,000 +税 

トムソン箱・H5.5×8㎝・紙寸10×8㎝

MK131 たたら錦鯉のぼり・赤　
￥1,000 +税 

トムソン箱・H5.5×8㎝・紙寸10×8㎝

MK170 たたら親子鯉のぼり　
￥5,000 +税   化粧箱

鯉H7×16㎝・赤鯉H4.5×8㎝・緑鯉H3.5×6㎝・台寸13×25㎝ 

MK856  錦彩兜飾り（レジン）　
￥2,500 +税  トムソン箱
H7×10cm・板寸15×11.5cm   

MK134  勇兜飾り（大）黒　
￥2,500 +税 トムソン箱
本体約H9×13cm・板寸15×11cm   

MK135  勇兜飾り（大）金　
￥2,500 +税 トムソン箱
本体約H9×13cm・板寸15×11cm     

MK176 勇兜飾り（黒・屏風付）大　
￥3,000 +税 トムソン箱・H9×9cm・板寸10.5×18cm     MK808 兜飾り(黒）　

￥1,200 +税    トムソン箱

H7×9cm・座布団6.5cm     

 兜 飾 り

MK123 銀彩兜飾り　
￥1,500 +税  トムソン箱
H7×9cm・板寸15×8cm

豊大窯



硝子鯉のぼり硝子兜飾り
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MK114 
金彩硝子組鯉のぼり 
￥2,300+税　トムソン箱
本体H5×6/H4×H5cm・紙寸9×11cm 

MK116 
金硝子鯉のぼり（大） 
￥1,500+税　トムソン箱
本体H5×6cm・紙寸5×8cm

MK119 
赤硝子鯉のぼり（小） 
￥800+税　トムソン箱
本体H4×5cm・紙寸9×11cm 

MK120 

金硝子鯉のぼり（小） 

￥800+税　トムソン箱
本体H4×5cm・紙寸9×11cm 

MK117 
青硝子鯉のぼり（大） 
￥1,500+税　トムソン箱
本体H5×6cm・紙寸5×8cm   

MK192
金彩硝子兜（蒼強）大
￥1,500+税

トムソン箱・H5×4㎝・台寸6.5×9.5㎝

MK196
硝子鯉のぼり・童
￥1,500+税　トムソン箱
H7.5×7.5㎝・台寸H10×17㎝

MK197
硝子鯉のぼり・猫
￥1,500+税　トムソン箱
H6.5×8.5㎝・盆寸H10.5×Φ12㎝

MK198 硝子兜飾り・勇
￥1,500+税　トムソン箱
H6×8㎝・台寸8×11.5㎝

MK199 硝子兜飾り・剛
￥1,500+税　トムソン箱

H6×6.5㎝・台寸8×11.5㎝

MK200 硝子兜飾り・猛
￥1,500+税　トムソン箱

H6×6.5㎝・台寸8×11.5㎝

MK203 組硝子鯉のぼり盆飾り
￥2,500+税　トムソン箱
本体H5×6/H4×5cm・盆寸H10.5×Φ12㎝

MK204
組硝子鯉のぼり
￥1,600+税　トムソン箱
各H5×6㎝・紙寸9×11㎝

MK195
金彩硝子兜（蒼強）小
￥800+税

トムソン箱・H2.5×2㎝・台寸4×5㎝

MK191
金彩硝子兜（炎赤）大
￥1,500+税

トムソン箱・H5×4㎝・台寸6.5×9.5㎝

MK194
金彩硝子兜（炎赤）小
￥800+税

トムソン箱・H2.5×2㎝・台寸4×5㎝

MK190
金彩硝子兜（漆黒）大
￥1,500+税

トムソン箱・H5×4㎝・台寸6.5×9.5㎝

MK193
金彩硝子兜（漆黒）小
￥800+税

トムソン箱・H2.5×2㎝・台寸4×5㎝
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