
MK850 
土鈴鯉のぼり（赤）
￥800 +税

トムソン箱・H6×8cm 　

MK849 
土鈴鯉のぼり（青）
￥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 　

MK873
土鈴鯉のぼり（青）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　

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　　

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 

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　

インテリア
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各５個単位

硝子の箸置

鯉のぼり飾り
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 工房     SAO

new

new new

new new

new

new

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　

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㎝　

MK211
寅のり童・鯉飾り 　￥2,600 +税　

トムソン箱・本体H6×6.5㎝・板寸7×11㎝　

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

MK221
兜童飾り 　
￥3,800+税

トムソン箱・本体H6×9㎝
板寸7.5×15㎝

MK209 張子風 金太郎と熊 　￥2,000+税  トムソン箱各H5×5㎝・紙寸8×11㎝

MK212
桃太郎組箸置 　
￥1,000+税

トムソン箱・各5×3㎝

MK213
金太郎組箸置 　
￥1,000+税

トムソン箱・各5×3㎝

MK222
兜ねこ飾り 　
￥3,800+税

トムソン箱・本体H6×9㎝
板寸7.5×15㎝

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   

MK210  豆桃太郎飾り　
￥2,500 +税　トムソン箱

桃太郎H4×4cm・御使約3cm・台寸H3.5×7×11cm   

01 0002

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㎝

 スタジオ     RR

マンゴーピース

小豆工房

弥生窯

MK138 武者 初陣飾り  ￥4,800 +税　化粧箱・本体約H7/H6cm板寸18×10.5cm　



new

new new

new new

new

MK172 豪傑織部武者飾り ￥10,000 +税

化粧箱・武者H15×21㎝・台寸13×25㎝　

MK218 織部武者飾り ￥5,000 +税

化粧箱・H12×13cm・板寸10.5×18cm

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㎝　

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㎝

03 04

MK215 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㎝

MK216 たたら錦鯉のぼり・青　
￥1,000 +税 

トムソン箱・H5.5×8㎝・紙寸10×8㎝

MK217 たたら錦鯉のぼり・赤　
￥1,000 +税 

トムソン箱・H5.5×8㎝・紙寸10×8㎝

MK214 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㎝ 

MK220 特大 勇鯉のぼり　￥12,000 +税   化粧箱

鯉13×23㎝・童H6×6㎝・台寸13×25㎝ 

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

豊 大 窯

織部武者飾り
oribe-musya 
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たたら技法で鯉のぼりや武者を制作する
窯屋・豊大窯。
手作りの醍醐味をお楽しみください。

MK219　豪快 織部武者飾り￥15,000 +税

化粧箱・H16×20㎝・台寸13×25cm new



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

硝子鯉のぼり硝子兜飾り

05 06

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   

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㎝

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㎝

MK194
金彩硝子兜（炎赤）小
￥800+税

トムソン箱・H2.5×2㎝・台寸4×5㎝

MK193
金彩硝子兜（漆黒）小
￥800+税

トムソン箱・H2.5×2㎝・台寸4×5㎝

MK205
勇硝子兜飾り（青）
￥2,500+税

トムソン箱・ H5×8㎝・台寸8×11㎝

MK206
勇硝子兜飾り（紫）
￥2,500+税

トムソン箱・ H5×8㎝・台寸8×11㎝

MK207
勇硝子兜飾り（赤）
￥2,500+税

トムソン箱・ H5×8㎝・台寸8×11㎝

new


