京の色絵ガラス （弘泉（こうせん） 絵）
京絵付ガラスシリーズは、京焼の絵付師が上絵付け
を施した、大変珍しいものです。
京焼・清水焼伝承の絵付技法をガラスに焼成するこ
とにより生まれました。
京焼の女流加飾師がガラスのボディーに涼やかに夏
の風情を表現しています。
女性ならではの感性で描かれた手描きの絵付をお楽
しみ下さい。
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絵柄につきましては絵柄見本を参照ください。
また、ご希望の絵がありましたらお尋ね下さい。
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

すりﾌﾘｰｸﾞﾗｽ

¥3,400 すりﾛｯｸｸﾞﾗｽ

¥3,500 すりﾎﾞｰﾙ（小）

約 径8.5×高8.6cm

約 径9.4×高5.5cm

すりﾎﾞｰﾙ（大）

¥8,000 すり丸小皿
約 径13.5×高2.4cm

歴

上絵陶芸展 知事賞。
初個展 大阪不二画廊。
陶磁器卸協同会展 京都市長賞。
京都清水焼展 知事賞。
京都清水焼展 知事賞。
京焼･清水焼パリ展 出品。
京焼･清水焼展 京都市長賞。
京都陶磁器意匠保護協会賞。
京焼･清水焼伝統工芸士に認定。
京都市伝統産業技術功労者表彰受賞。
以後、色々な賞を受賞しています。
繊細なタッチで描けるよう心がけています。

弘 泉

約 径8.2×高6.8cm

約 径17×高6.5cm

平成29年3月

¥3,200 すり23.5cm皿

¥3,400 すりﾎﾞｰﾙ（中）

¥4,200

約 径12.4×高5cm

¥8,500

約 径23.5×高4.5cm

色絵十草（青） ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ¥3,000 色絵十草（青） ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ ¥2,800 色絵十草（青） 一口ﾋﾞｰﾙ ¥4,000 色絵太十草（青）ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ ¥3,000
約 径7.2×高11.2cm
（一客） 約 径8.3×高8.5cm
（一客） 約 径5.9×高9.5cm
（一客） 約 径8.3×高8.5cm
（一客）

①

②

色絵十草（青）
①小汁次
¥3,500
約 胴径6.5×高8.5cm

②豆汁次

¥3,000

約 胴径5×高6.5cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。
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色絵十草
（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵十草（青） ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ¥3,000 色絵十草（赤） ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ¥3,000 色絵十草（緑） ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ¥3,000
約 径7.2×高11.2cm
（一客） 約 径7.2×高11.2cm
（一客） 約 径7.2×高11.2cm
（一客）

色絵十草（青） ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ ¥2,800
色絵十草（赤） ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ ¥2,800
色絵十草（緑） ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ ¥2,800
約 径8.3×高8.5cm
（一客） 約 径8.3×高8.5cm
（一客） 約 径8.3×高8.5cm
（一客）

色絵十草（青） 一口ﾋﾞｰﾙ

約 径5.9×高9.5cm

色絵太十草（青）ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

約 径8.3×高8.5cm

①
¥3,500

約 胴径6.5×高8.5cm

②豆汁次

¥3,000

約 胴径5×高6.5cm

色絵十草（赤） 一口ﾋﾞｰﾙ

（一客） 約 径5.9×高9.5cm

¥3,000

色絵太十草（赤）ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

（一客） 約 径8.3×高8.5cm

②

色絵十草（青）
①小汁次

¥4,000

①
¥3,500

約 胴径6.5×高8.5cm

②豆汁次

¥3,000

約 胴径5×高6.5cm

色絵十草（緑） 一口ﾋﾞｰﾙ

（一客） 約 径5.9×高9.5cm

¥3,000

色絵太十草（緑）ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

（一客） 約 径8.3×高8.5cm

②

色絵十草（赤）
①小汁次

¥4,000

①
¥3,500

約 胴径6.5×高8.5cm

②豆汁次

¥3,000

約 胴径5×高6.5cm

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

（一客）

¥3,000

色絵太十草（黄）ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

（一客） 約 径8.3×高8.5cm

¥3,000
（一客）

②

色絵十草（緑）
①小汁次

¥4,000

色絵太十草（紫）ﾌﾘｰｶｯﾌﾟ

約 径8.3×高8.5cm

¥3,000
（一客）
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色絵十草（青）

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵十草（青） つゆ鉢

¥2,500

色絵十草（青） 中鉢

¥5,000

約 径9×高6.8cm

（一客）

約 径18×高7.5cm

（一客）

色絵十草（青） 中皿

¥5,000

約 径22.2×高4cm

（一客）

色絵十草（青） 小付鉢

¥2,300

約 径10.3×高3.5cm

（一客）

色絵十草（青） 浅中鉢

¥3,000

約 径15.6×高4cm

（一客）

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。
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色絵十草（青）

①
②
③
④

色絵十草（青） 12cm鉢

¥4,400

約 径12.2×高5.3cm

（一客）

色絵十草（青） 14ｃｍ鉢

¥5,000

約 径14×高6.2cm

（一客）

色絵十草（青） 15ｃｍ鉢

¥5,800

約 径15.2×高6.5cm

（一客）

色絵十草（青） 菊花皿10cm揃

¥3,000

約 径10.5×高3.5cm

（一客）

色絵十草（青） 菊花皿13cm揃

¥3,500

約 径13×高2cm

（一客）

色絵十草（青） 12ｃｍ浅鉢

¥3,600

約 径12.2×高4.2cm

（一客）

色絵十草（青） 菊花皿15cm揃

¥4,300

約 径15×高2.1cm

（一客）

色絵十草（青） 菊花皿20cm揃

¥7,400

色絵十草（青） 舟型中鉢揃

¥5,000

約 径20×高2.5cm

（一客）

約 12.5×11.5×高6.5cm

（一客）

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。
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色絵十草（赤）

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵十草（赤） つゆ鉢

¥2,500

色絵十草（赤） 中鉢

¥5,000

約 径9×高6.8cm

（一客）

約 径18×高7.5cm

（一客）

色絵十草（赤） 中皿

¥5,000

約 径22.2×高4cm

（一客）

色絵十草（赤） 小付鉢

¥2,300

約 径10.3×高3.5cm

（一客）

色絵十草（赤） 浅中鉢

¥3,000

約 径15.6×高4cm

（一客）

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

京の色絵ガラス （弘泉（こうせん） 絵）

㈱ 和蘭

平成29年3月

色絵十草（赤）

①
②
③
④

色絵十草（赤） 12cm鉢

¥4,400

約 径12.2×高5.3cm

（一客）

色絵十草（赤） 14ｃｍ鉢

¥5,000

約 径14×高6.2cm

（一客）

色絵十草（赤） 15ｃｍ鉢

¥5,800

約 径15.2×高6.5cm

（一客）

色絵十草（赤） 菊花皿10cm揃

¥3,000

約 径10.5×高3.5cm

（一客）

色絵十草（赤） 菊花皿13cm揃

¥3,500

約 径13×高2cm

（一客）

色絵十草（赤） 12ｃｍ浅鉢

¥3,600

約 径12.2×高4.2cm

（一客）

色絵十草（赤） 菊花皿15cm揃

¥4,300

約 径15×高2.1cm

（一客）

色絵十草（赤） 菊花皿20cm揃

¥7,400

色絵十草（赤） 舟型中鉢揃

¥5,000

約 径20×高2.5cm

（一客）

約 12.5×11.5×高6.5cm

（一客）

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。
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色絵十草（緑）

（下記の上代価格には消費税は含まれていません。）

色絵十草（緑） つゆ鉢

¥2,500

色絵十草（緑） 中鉢

¥5,000

約 径9×高6.8cm

（一客）

約 径18×高7.5cm

（一客）

色絵十草（緑） 中皿

¥5,000

約 径22.2×高4cm

（一客）

色絵十草（緑） 小付鉢

¥2,300

約 径10.3×高3.5cm

（一客）

色絵十草（緑） 浅中鉢

¥3,000

約 径15.6×高4cm

（一客）

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。
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色絵十草（緑）

①
②
③
④

色絵十草（緑） 12cm鉢

¥4,400

約 径12.2×高5.3cm

（一客）

色絵十草（緑） 14ｃｍ鉢

¥5,000

約 径14×高6.2cm

（一客）

色絵十草（緑） 15ｃｍ鉢

¥5,800

約 径15.2×高6.5cm

（一客）

色絵十草（緑） 菊花皿10cm揃

¥3,000

約 径10.5×高3.5cm

（一客）

色絵十草（緑） 菊花皿13cm揃

¥3,500

約 径13×高2cm

（一客）

色絵十草（緑） 12ｃｍ浅鉢

¥3,600

約 径12.2×高4.2cm

（一客）

色絵十草（緑） 菊花皿15cm揃

¥4,300

約 径15×高2.1cm

（一客）

色絵十草（緑） 菊花皿20cm揃

¥7,400

色絵十草（緑） 舟型中鉢揃

¥5,000

約 径20×高2.5cm

（一客）

約 12.5×11.5×高6.5cm

（一客）

商品をきらしている場合がございますのでご確認の上ご注文お願い致します。
手造りのため多少、色、大きさ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

