商品番号：181010
鍋島山水 汲出し土瓶茶器揃 （木箱入）
３６０００円
（汲出し：蓋付 径 9.7× 高さ 9cm /
蓋なし 径 8.5× 高さ 6.3cm）
（土瓶：容量 670ml）

商品番号：181017
鍋島山水 汲出し揃（５客）
２５０００円 （木箱入）
（汲出し：蓋付 径 9.7× 高さ 9cm /
蓋なし 径 8.5× 高さ 6.3cm）

商品番号：181011
色鍋島岩牡丹 汲出し土瓶茶器揃（木箱入）
４６１００円
（汲出し：蓋付 径 9.7× 高さ 9cm /
蓋なし 径 8.5× 高さ 6.3cm）
（土瓶：容量 670ml）

商品番号：181013
色鍋島岩牡丹 汲出し揃（５客）
３２０００円 （木箱入）
（汲出し：蓋付 径 9.7× 高さ 9cm /
蓋なし 径 8.5× 高さ 6.3cm）

商品番号：192008

商品番号：192012

金濃一珍菊

京牡丹

汲出しＵ土瓶茶器揃（木箱入）

３１９００円
（汲出し：蓋なし径 8.2× 高さ 5.7cm）
（土瓶：容量 600ml）

商品番号：331035
元禄 汲出しＵ土瓶茶器揃（化粧箱）
９５００円
（汲出し：蓋なし径 8.7× 高さ 5.7cm）
（土瓶：容量 600ml）
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汲出しＵ土瓶茶器揃（木箱入）

３１９００円
（汲出し：蓋なし径 8.2× 高さ 5.7cm）
（土瓶：容量 600ml）

商品番号：181012
色鍋島内山水岩牡丹 汲出し土瓶茶器揃
５３６００円 （木箱入）
（汲出し：蓋付 径 9.7× 高さ 9cm /
蓋なし 径 8.5× 高さ 6.3cm）
（土瓶：容量 670ml）

商品番号：181019
色鍋島内山水岩牡丹 汲出し揃（５客）
３９５００円 （木箱入）
（汲出し：蓋付 径 9.7× 高さ 9cm /
蓋なし 径 8.5× 高さ 6.3cm）

商品番号：192106
プラチナ牡丹 汲出しＵ土瓶茶器揃 （木箱入）
３４５００円
（汲出し：蓋なし径 8.8× 高さ 5.7cm）
（土瓶：容量 600ml）

商品番号：334076
野菊 汲出し土瓶茶器揃 （化粧箱）
１１９００円
（汲出し：蓋なし径 8.6× 高さ 6.1cm）
（土瓶：容量 480ml）
価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）

商品番号：361006
濃白花 汲出しＵ土瓶茶器揃 ( 化粧箱）
９２００円
（汲出し：蓋なし径 8.2× 高さ 5cm）
（土瓶：容量 580ml）

商品番号：364024
想い花（赤）Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
１４７００円
（煎茶：径 7.7× 高さ 6.5cm）
（急須：容量 210ml）

商品番号：354140
刷毛椿 Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
１２４００円
（煎茶：径 8.5× 高さ 6.7cm）
（急須：容量 250ml）

商品番号：354183
線彫 Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
１１８００円
（煎茶：径 7.8× 高さ 5.7cm）
（急須：容量 400ml）

商品番号：132084
花紀行コスモス Ｕ急須茶器揃 ( 化粧箱）
２０２００円

商品番号：132085
花紀行つゆ草 Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
２０２００円
（煎茶：径 8.5× 高さ 5.5cm）
（急須：容量 460ml）

（煎茶：径 8.5× 高さ 5.5cm）
（急須：容量 460ml）

商品番号：367036
夢はな Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
１００００円
（煎茶：径 9.4× 高さ 5.7cm）
（急須：容量 340ml）

商品番号：354182
絵麻 Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
１２３００円
（煎茶：径 7.8× 高さ 5.7cm）
（急須：容量 400ml）

商品番号：354139
京十草 Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
１１０００円

商品番号：165068
藍 急須茶器揃 （化粧箱）
１２１００円
（煎茶：径 8.8× 高さ 4.9cm）
（急須：容量 370ml）

（煎茶：径 8× 高さ 6.2cm）
（急須：容量 220ml）

商品番号：336151
くちなし（赤） Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
８８００円
（煎茶：径 8× 高さ 5.5cm）
（急須：容量 270ml）
価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）
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商品番号：351153
梅はじき Ｕ小急須茶器揃 （化粧箱）
９７００円
（煎茶：径 7.5× 高さ 5cm）
（急須：容量 280ml）

商品番号：336052
花ごころ Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
８８００円
（煎茶：径 7.5× 高さ 7cm）
（急須：容量 270ml）

商品番号：352014
錦ちどり Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
６３５０円
（煎茶：径 7.9× 高さ 6cm）
（急須：容量 330ml）

商品番号：334092
野菊 急須茶器揃 （化粧箱）
７８００円
（煎茶：径 9.1× 高さ 5cm）
（急須：容量 340ml）

商品番号：157003
さくら草 茶托付煎茶Ｕ急須茶器揃（化粧箱）

９８００円
（煎茶：径 6.3× 高さ 5.9cm）
（急須：容量 450ml）

商品番号：361008
濃白花 Ｕ急須茶器揃 （化粧箱）
６２００円
（煎茶：径 8.3×5.7cm）
（急須：容量 380ml）

Ｕ急須など「Ｕ」表示
あるものは、金網が
付属しています。
商品番号：109017
晩秋 Ｕ急須茶器揃（化粧箱）
６０００円
（煎茶：径 7.8× 高さ 5.3cm）
（急須：容量 350ml）

商品番号：340043
水晶彫花詰 Ｕポット茶器揃 （化粧箱）
２６０００円
（小煎茶：径 8× 高さ 5.5cm）
（ポット：容量 550ml）
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商品番号：330103
あかね草 M 小急須茶器揃（化粧箱）
４７００円
（煎茶：径 7.7×5.3cm）
（急須：容量 290ml）

商品番号：192073
プラチナ牡丹 Ｕポット茶器揃（化粧箱）
１７６００円
（煎茶：径 7.9× 高さ 5.4cm）
（ポット：容量 490ml）

価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）

商品番号：354088
線彫り Ｕポット茶器揃（化粧箱）
１１６００円
（煎茶：径 7.8× 高さ 5.7cm）
（ポット：容量 420ml）

商品番号：303013
ピンクフラワー

Ｕポット茶器揃（化粧箱）

６３５０円
（煎茶：径 7.8× 高さ 6cm）
（ポット：容量 400ml）

商品番号：192077
京牡丹 汲出し揃（５客）
２２５００円
（蓋付き：径 9× 高さ 8cm）
（蓋なし：径 8.2× 高さ 5.7cm）
（木箱入）

商品番号：164121
舞さくら 汲出し揃（５客）
１８５００円
（蓋付：径 9.3× 高さ 8.2cm）
（蓋なし：径 8.4× 高さ 5.5cm）
（化粧箱）

商品番号：192079
プラチナ牡丹 反煎茶揃（５客）
１１８００円
（径 7.9× 高さ 5.4cm）
（化粧箱）

商品番号：351152
マスカット Ｕポット茶器揃（化粧箱）
６５５０円

商品番号：303010
都草 Ｕポット茶器揃（化粧箱）
５８５０円
（煎茶：径 7.8× 高さ 6cm）
（ポット：容量 400ml）

（煎茶：径 7.5× 高さ 5cm）
（ポット：容量 350ml）

商品番号：102070
胡蝶蘭 汲出し揃（５客）
１７０００円

商品番号：192076
金濃一珍菊 汲出し揃（５客）
２２５００円

（蓋付：径 9.5× 高さ 7.7cm）
（蓋なし：径 8.5× 高さ 5.5cm）
（化粧箱）

（蓋付き：径 9× 高さ 8cm）
（蓋なし：径 8.2× 高さ 5.7cm）
（木箱入）

商品番号：331011
錦グリーンあやめ
５５００円

汲出し揃（５客）

（蓋付：径 10× 高さ 8.2cm）
（蓋なし：径 8.6× 高さ 5.9cm）
（化粧箱）

商品番号：102068
胡蝶蘭 煎茶揃（５客）
９８００円
（径 7.9× 高さ 5.7cm）
（化粧箱）

商品番号：334087
野菊 汲出し揃（５客）
９０００円
（蓋付：径 9.5× 高さ 8.8cm）
（蓋なし：径 8.6× 高さ 6.1cm）
（化粧箱）

商品番号：354130
線彫り 煎茶揃（５客）
７３００円
（径 7.8× 高さ 5.7cm）
（化粧箱）
価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）
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商品番号：164122
舞さくら 煎茶揃（５客）
８８００円

商品番号：336101
花ごころ 煎茶揃（５客）
５８００円

（径 7.8× 高さ 5.7cm）
（化粧箱）

（径 7.5× 高さ 7cm）
（化粧箱）

商品番号：317103
藍桜花 受皿付煎茶揃（５客）
１０８００円
（煎茶：径 7× 高さ 5.5cm）
（受皿：13×10cm）（化粧箱）

商品番号：317109
桜小町 受皿付煎茶揃（５客）
８８００円
（煎茶：径 7× 高さ 5.5cm）
（受皿：13×10cm）（化粧箱）

商品番号：361007
濃白花 汲出し揃（５客）
７０００円
（蓋付：径 9× 高さ 7.5cm）
（蓋なし：径 8.2× 高さ 5cm）
（化粧箱）

商品番号：157001
さくら草 茶托付煎茶揃（５客）
７３００円
（煎茶：径 6.3× 高さ 5.9cm）
（受皿：12.7×11.2cm）（化粧箱）

煙突のある風景
江戸初期に始まった有田焼の歴史のなかで、窯元には沢山の煙突が作られました。焼き物（陶磁器）を
焼き上げる窯には、煙突は必須です。主な燃料が薪（まき）や石炭、重油だったものが、昭和５０年代に
ガスへと代わっていくなかで空高くそびえる煙突は役目を終えていきましたが、その名残の風景は今も各
地で見てとれます。
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価格には消費税は含まれていません
有田焼やきもの市場（佐賀・有田 / 東京・恵比寿）

