
20.切手盆小(ﾔｻｲ) \4,000 

   ｻｲｽﾞ：210×134×15 

21.切手盆大(ﾔｻｲ) \5,000 

   ｻｲｽﾞ：240×150×20 

        

66.パン皿７寸 (ﾔｻｲ)  ¥4,000 

 ｻｲｽﾞ：210×210×20 

26.パン皿８寸 (ﾔｻｲ)  ¥5,000 

 ｻｲｽﾞ：240×240×20 

27.パン皿９寸 (ﾔｻｲ)  ¥6,000 

 ｻｲｽﾞ：270×270×20 

24.パン皿７寸 (魚)  ¥5,000 

 ｻｲｽﾞ：210×210×20 

67.パン皿８寸 (魚)  ¥7,000 

 ｻｲｽﾞ：240×240×20 

25.パン皿９寸  (魚) ¥8,000 

 ｻｲｽﾞ：270×270×20 

1.丸膳尺4(ﾔｻｲ)          2.丸膳尺3(ﾔｻｲ)      3.丸膳尺2(ﾔｻｲ)    4.丸盆尺1付(ﾔｻｲ)  5.丸盆尺0付(ﾔｻｲ)  

      ￥25,000                     ￥20,000                  ￥15,000                 ￥13,000               ￥10,000 

ｻｲｽﾞ：420×420×30     390×390×30           360×360×30        330×330×30        300×300×30 

岡山県特産の烏城彫は、ハ

ンド・メイドの持つ温もり

の中に、個性や感性の息づ

く、数少ない優れた漆工芸

品です。 

作品は、全行程手作業で彫

刻、漆塗りを行い、日本産

生漆を何度も丹念に塗り重

ねて仕上げられます。 

日常生活で気軽に使用して

いただければ作品の漆塗り

独特の丈夫さ、味わい深い

艶、作品の良さを実感され

ることでしょう。 

18.茶托4.5寸 (ﾔｻｲ)５枚組  \15,000 

 ｻｲｽﾞ：135×135×30  湯呑は参考商品です。 

７０．楕円手鏡(椿)      ￥7,000 

ｻｲｽﾞ:220mm×95mm×9mm 

７１．楕円手鏡(限定サクラ)   ￥10,000 

ｻｲｽﾞ:220mm×95mm×9mm  

72.楕円手鏡(限定バラ） (限定あやめ）  ￥10,000  

[写真未掲載･同ｻｲｽﾞ］ 

※北海道の大地の恵み♪人気の限定作品です。 

数量に限りが御座いますので、御注文頂いてから納品ま

で暫く日数を頂戴いする場合も御座います予めご了承

下さいますようにお願い申し上げます。 

  2015.10 ujobori basics 

※消費税別のカタログです。 

 61.ｻﾗﾎﾞﾝ7寸 (ﾔｻｲ)    ￥4,000 

 ｻｲｽﾞ：210×210×20 

10.ｻﾗﾎﾞﾝ８寸  (ﾔｻｲ)   ￥5,000 

 ｻｲｽﾞ：240×240×20 

11.ｻﾗﾎﾞﾝ９寸  (ﾔｻｲ)    ￥6,000 

 ｻｲｽﾞ：270×270×20 

12.ｻﾗﾎﾞﾝ尺０ﾅｼ  (ﾔｻｲ)   ￥7,000 

 ｻｲｽﾞ：300×300×20 

13.ｻﾗﾎﾞﾝ尺１ﾅｼ  (ﾔｻｲ)  ￥10,000 

 ｻｲｽﾞ：330×330×20 

横

９寸 

人気急上昇！ 
薄くて、軽い、 

盆が、平らで 

使い易い・・・と 

評判です。 

 6.丸盆尺0付（縁朱･瓦) ￥10,000 

 ｻｲｽﾞ：300×300×30 

 7.丸盆尺１付（縁朱･瓦) ￥13,000 

 ｻｲｽﾞ：330×330×30 

 8.丸膳尺2（縁朱･瓦)     ￥15,000 

 ｻｲｽﾞ：360×360×30 

 9.丸膳尺3（縁朱･瓦)     ￥20,000 

 ｻｲｽﾞ：390×390×30 

15.写真右丸膳尺2（瓦椿)  ￥25,000 

 ｻｲｽﾞ：360×360×30 

尺０ 尺３ 

定番の縁朱の瓦模様 
 格式が高く、そして上品で 

立派・・・と愛好家の声。 

※特注品として、瓦の文字を 

お客様の名前の一字にデザイ

ン、別料金にて承る事も・･・ 

製作日数約２ヶ月より、 

ちょこっと、豆知識 

本物の漆には、ｳﾙｼｵｰﾙという

成分が含まれている。このｳﾙｼ

ｵｰﾙ、かなり優れ者で天然の抗

菌作用があることが証明され

ています。※天然の生漆を昔

ながらの製法を忠実に守って

作っております。安心して、

食器にお使い下さい。 

88.サービス盆尺４(瓦)   \12,000 

 ｻｲｽﾞ：227×424×20  

60.合せ手鏡(花)￥20,000 

  １ｻｲｽﾞ：315×175×20 

  ２ｻｲｽﾞ：310×160×12 

    鏡ｻｲｽﾞ：直径145mm×2 

〃.合せ手鏡(瓦)￥15,000 

[写真未掲載・同ｻｲｽﾞ] 

 

２ 

１ 

裏側 

手鏡二枚組 

お盆＆こもの 

68.ﾌﾀﾂｷ菓子器(ﾔｻｲ) ¥10,000 

 ｻｲｽﾞ：180×180×65 

22.手鏡(瓦)    ￥10,000 

    ｻｲｽﾞ：300×160×15 
23.姫鏡(瓦)        ￥3,000 

    ｻｲｽﾞ：130×75×10 

〃.姫鏡(花)          ￥3,000 

[写真未掲載･同ｻｲｽﾞ] 

 

裏側 

手鏡 

姫鏡 

尺２ 瓦椿 

28.サービス盆尺０(野菜)\10,000 

 ｻｲｽﾞ：180×315×20 

〃.サービス盆尺０(瓦) \10,000 

[写真未掲載・同サイズ] 

※
野
菜
の
図
柄
は
、
写
真
と
異
な
り
ま
す
。 

74.卵姫鏡小(千鳥) ￥4,000 

    ｻｲｽﾞ：59×40×7 

75.卵姫鏡大(千鳥) ￥5,000 

     ｻｲｽﾞ：84×57×7 

表 裏 

♪NEW 

手鏡・携帯用かがみ 



ギフト情報＠うじょうぼり 

 お盆・丸鏡・小物入れ等の

裏側に手書きまたは、ハンコ

(有料)による金文字いれを

お勧めしております。 

 また、文字彫り(有料)など

もお薦め致しておりますの

で、どうぞお気軽にご相談く

ださいませ。☆☆☆ 

44. 丸重３段 (瓦) ￥50,000 

 ｻｲｽﾞ：210×210×220 

お重箱 
 大切な行事を引き立てる、 

入れ物、長く使える「いいもの」

を選びたい。 
  

  

※この他にも各種ございますので、 

 お気軽にお問い合わせ下さい。 

烏城彫協会 〒700-0814   岡山市北区天神町5-1 
 Tel.(086)225-4561 Fax.(086)224-4571 

 

 
http://www.ujobori.co.jp 

※消費税別のカタログです。 

35.丸鉢７寸野菜   \8,000 

 ｻｲｽﾞ：210×210×50 

36.丸鉢８寸野菜 \10,000 

 ｻｲｽﾞ：240×240×50 

37.丸鉢９寸野菜 \12,000 

 ｻｲｽﾞ：270×270×50 

38. Sボール７寸野菜   \8,000 

 ｻｲｽﾞ：210×210×50 

39. Sボール８寸野菜 \10,000 

 ｻｲｽﾞ：240×240×50 

40. Sボール９寸野菜 \12,000 

 ｻｲｽﾞ：270×270×50 

30.コマ盆7寸 (椿) ￥5,000 

 ｻｲｽﾞ：210×210×20 

31.コマ盆9寸 (柏)  ￥7,000 

 ｻｲｽﾞ：270×270×20 

数量限定作品 

83. 角膳尺8手付(瓦)     ￥40,000 

 ｻｲｽﾞ：縦325×横540×高さ30mm 

62. 取り皿6寸大   ￥3,000 

       (ﾔｻｲ) 

 ｻｲｽﾞ：180×180×15 

32. ７寸皿 (ﾔｻｲ)   ￥4,500 

 ｻｲｽﾞ：210×210×20 

33. 8寸皿 (ﾔｻｲ)    ￥5,500 

 ｻｲｽﾞ：240×240×20 

34. 9寸皿 (ﾔｻｲ)    ￥6,500 

 ｻｲｽﾞ：270×270×20 

63. 丸皿尺０(ﾔｻｲ)￥13,000 

 ｻｲｽﾞ：300×300×25 

※この他にも多種ご用意しております。どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。また、烏城彫作品はすべて手作りでございます。その為、掲載作品と彫りデザインの配置、色合い等、異なる場合もござ

います。予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。お客様の、お問い合わせ、ご要望を心よりお待ち申し上げております。 

お問合せメールアドレス ujobori.okj@me.com 

イチオシ・いちおし・ichioshi 
皿盆のかわいいミニサイズを作りました♪ 

マグカップとお菓子を一緒にのっけて ♡ 

和づかいにも洋にも馴染みます♪ 

厚みがしっかりあるので、高級感あり、 

ホットします･お好みの枚数に組合せて･･ 

41. ぷちぼん(野菜)   \3,200 

 ｻｲｽﾞ：150×150×20 

NEW 

45.茶櫃尺０ (瓦)   \70,000 

 ｻｲｽﾞ：300×300×130 

49.小物立 (ﾔｻｲ) ￥8,000 

 ｻｲｽﾞ：120×190×110 

76. 硯箱 (瓦) ￥35,000 

 ｻｲｽﾞ270×210×47 

53.丸鏡９寸(瓦) ¥10,000 

 ｻｲｽﾞ：270×270×30 
55.丸鏡尺３(瓦) ¥25,000 

 ｻｲｽﾞ：390×390×30 

54.丸鏡尺１(瓦) ¥15,000 

 ｻｲｽﾞ：330×330×30 

48.小物入小 (椿)   \35,000 

 ｻｲｽﾞ：210×220×215 

47.小物入大 (瓦)   \70,000 

 ｻｲｽﾞ：290×350×450 

写真未掲載･同ｻｲｽﾞ(限定品) 

  小物入大 (花)    \70,000 

48.小物入小 (瓦)   \35,000 

 ｻｲｽﾞ：210×220×215 

78.眼鏡立 (瓦&ﾔｻｲ) ￥7,000 

 ｻｲｽﾞ：145×165×95 
79.ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰBOX(瓦)   \12,000 

 ｻｲｽﾞ：140×270×高さ85 

80.ﾘﾓｺﾝﾗｯｸ(ﾔｻｲ)   \15,000 

 ｻｲｽﾞ：160×275×110 

81. 屑入れ (瓦)  ￥20,000 

 ｻｲｽﾞ：230×230×230 

引出＆箱物 

82. 桐色紙箱 (A4瓦) ￥40,000 

 ｻｲｽﾞ：375×315×125 

NEW 

 

 42.菓子器８寸ﾌﾀﾂｷ (ｱﾔﾒ) ￥45,000 

 ｻｲｽﾞ：240×240×70 

NEW 


