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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23①
価格は外税表示です。

 

 

98775 　蒼　正角プレート（大）98773 　ホワイト　正角プレート（大）98777 　藍伊万里　正角プレート（大）

3,800 円3,800 円4,500 円 　23×23　23×23　23×23

   

98782 　藍伊万里　正角プレート（中）98774 　レッド　正角プレート（大）98776 　黒錆絞り　正角プレート（大）

2,500 円3,800 円4,000 円 　15×15　23×23　23×23

 98787　藍伊万里　正角プレート（小）  
　10.5×10.5 1,800 円
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23②
価格は外税表示です。

98781 　黒錆絞り　正角プレート（中）98780 　蒼　正角プレート（中）98778 　ホワイト　正角プレート（中）
2,000 円1,800 円1,800 円 　15×15　15×15　15×15

98786　黒錆絞り　正角プレート（小）98785　蒼　正角プレート（小）98783　ホワイト　正角プレート（小）
　10.5×10.5 1,500 円　10.5×10.5 1,300 円　10.5×10.5 1,300 円

98788 　ホワイト　長角プレート98792 　藍伊万里　長角プレート98779 　レッド　正角プレート（中）
3,000 円3,500 円1,800 円 　28.5×11.3　28.5×11.3　15×15

98784　レッド　正角プレート（小）
　10.5×10.5 1,300 円

98791 　黒錆絞り　長角プレート 98790 　蒼　長角プレート 98789 　レッド　長角プレート
3,000 円3,000 円3,200 円　28.5×11.3 　28.5×11.3 　28.5×11.3

98963  ホワイト　正角豆鉢　 　  1,400円98800 　ホワイト　花弁珍味98803 　藍伊万里　花弁珍味
2,200 円2,500 円 98964　蒼　正角豆鉢　　　　　   1,400円　12.3×5.2　12.3×5.2　

98802　蒼　花弁珍味 98801　レッド　花弁珍味 98965　レッド　正角豆鉢　　　   1,400円
　12.3×5.2 　12.3×5.2 　　　8×8　高3.32,200 円 2,200 円

-2-



クニエダヤスエSTYLE　 Ver.23③
価格は外税表示です。

75920 　呉須千筋　小付

　径9　高3.5 1,700 円
 75903　錦千筋　小付

1,700 円　径9　高3.5

 91279 　黒塗２段スタンド（小）

　高19㎝　　※皿別売り 3,000 円
  

98922 　ルリ釉　花びら小付95600  藍マット　瓢形豆皿   　1,800円95601 　青柞灰　瓢形豆皿

1,600 円1,800 円1,800 円 　5.5×6.5　高395603　ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ　瓢形豆皿　　9×7

 98923　白磁　花びら小付 95602　安南黄釉　瓢形豆皿　 95709　朱塗　瓢形豆皿　

　5.5×6.5　高3 1,600 円　各 9×7 1,800 円　9×7 2,200 円

93933 　白ﾏｯﾄ　木の葉反小付98793   ﾎﾜｲﾄ 正角豆皿　　　　 　900 円99313 　ホワイト　ミニ反カップ

1,600 円1,400 円 　7×9　高498795　蒼 正角豆皿　　　　　　　900 円　径6　高4.5

 93934　藍ﾏｯﾄ　木の葉反小付 98794　ﾚｯﾄﾞ 正角豆皿　　 　　　900 円　　　 99316　黒錆絞り　ミニ反カップ

　7×9　高4 1,600 円99257　黒錆絞り 正角豆皿　　　1,000 円　径6　高4.5 1,600 円
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クニエダヤスエSTYLE 　Ver.23④
価格は外税表示です。

98918 　菊（青） 丸手塩皿99485 　菊花（青） 高台盃93929 　金斗雲　小皿（青）
1,800 円1,500 円1,800 円 　径9.5　径5.5　高3.3　9.5×6.5

98919　菊（赤） 丸手塩皿99486　菊花（赤） 高台盃93930　　金斗雲　小皿（赤）
　径9.5 1,800 円　径5.5　高3.3 1,500 円　9.5×6.5 2,000 円

94031 　白磁　開扇小皿98182 　朱塗　つわ形小付95587 　白磁(茎ﾌﾟﾗﾁﾅ)　つわ形小付
1,800 円3,500 円2,200 円 　12×7　10×8.3　10×8.3

93936　高山寺　開扇小皿98107　鯛波　反小付94247　つけ濃　つわ形小付
　12×7 2,800 円　径9.3　高4 3,600 円　10×8.3 2,200 円

75904 　呉須桜形　小付  95580 　染付地紋　輪花小皿　 96955 　染付麻の葉　丸型珍味
2,400 円3,000 円1,700 円　径9 　径9 　径5　高4.5

96952　染付市松　箱型珍味 95581　錦地紋　輪花小皿75905　朱桜形　小付
　4.5×4.5　高4　径9　径9 1,700 円 3,500 円 2,400 円

  98920 　青釉　長角小皿
1,300 円　13×7.5

98921　連子　長角小皿
　13×7.5 1,700 円
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑤
価格は外税表示です。

94032 　白磁　長角皿

　22.5×8 1,600 円
 94034　　十草　長角皿

2,000 円　22.5×8

 99384 　格子葉紋　長角皿

　22.5×8 2,400 円
  98375　濃蛸唐草　長角皿

2,400 円　22.5×8

95616 　花小紋　ぐい呑98392 　呉須駒筋　ミニ汁次94142 　白磁　角小付

3,200 円2,400 円1,000 円 　径7　高4　径5　高5　7.3×7.3

 94518　濃淡唐草　盃 98393　朱駒筋　ミニ汁次 94200　　渕十草　角小付

　径5.5　高5 2,400 円　径5　高5 2,700 円　7.3×7.3 1,200 円

81424 　地紋丸紋　ぐい呑93963 　地紋十草 なぶり小付99366 　唐草捻り　なぶり小付

4,800 円4,200 円4,000 円 　径5.5　高4.5　径10.5　高5　径10.5　高5

 81425　　芙蓉手 ぐい呑 92876　蛸唐草　片口小付 99365　波兎　なぶり小付

　径5.5　高4.5 4,800 円　径7.6　高4.5 4,500 円　径10.5　高5 4,000 円
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑥
価格は外税表示です。

97701 　青海波　小分豆皿

　14×8　高1.5 1,000 円
 97700　千筋　小分豆皿

1,000 円　14×8　高1.5

 93349 　地紋十草　ミニそば猪口 99244   　うさぎ　小分菊皿

　　 径7.5　高6 3,200 円 　14×8.2　高1.5 1,000 円
 98376　赤絵字並紋　ミニそば猪口  99245　吹き牡丹（赤） 小分豆皿

4,000 円　　径7.5　高6 1,000 円　14×8　高1.5

94526 　濃桃絵　ミニそば猪口93967 　千筋　ミニそば猪口94697 　濃蛸唐草　ミニそば猪口

4,800 円2,800 円3,200 円 　径7.5　高6　　径7.5　高6　径7.5　高6　

 94527　みじん唐草　ミニそば猪口 98377　染赤ライン　ミニそば猪口 93348　珱珞文　ミニそば猪口 

　径7.5　高6 7,200 円　径7.5　高6 2,800 円　径7.5　高6 3,200 円

93345 　間取芙蓉　そば猪口（中）99100 　黄彩丸紋　薄手ミニそば猪口99102 　高山寺　薄手ミニそば猪口

4,500 円3,800 円3,500 円 　径8　高6.5　径6.5　高5　径6.5　高5

 93346　濃蛸唐草　そば猪口（中） 99101　めで鯛　薄手ミニそば猪口 99103　いろは　薄手ミニそば猪口

　径8　高6.5 3,200 円　径6.5　高5 3,800 円　径6.5　高5 3,500 円
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑦
価格は外税表示です。

98110  染付地紋　4.5寸皿　　　　3,500円

95578 錦地紋　4.5寸皿　各径14　4,000円

 91278 黒塗　2段スタンド（大）  3,200円

　　　 高22cm

94372 　色絵花鳥文  4.5寸取皿    98625 　ﾒﾀﾘｯｸ　2段スタンド（大）

　径14 2,500 円 　　　高22cm 3,200 円
 93592　色絵山水　4.5寸取皿  　　　※皿別売り

3,000 円　径14

K0031 　赤渦文　３寸皿94511 　笹絵　取皿94515 　濃淡唐草　取皿

1,500 円2,800 円2,800 円 　径9　径14　径14

 K0030　赤渦文　５寸皿 94512　笹絵　小皿 94516　濃淡唐草　小皿

　径15 2,100 円　径11.5 2,400 円　径11.5 2,400 円

77806 　地文　菊形小皿99502 　丸紋青海波　菊形小皿99500 　丸紋花弁紋　菊形小皿

3,000 円3,000 円3,000 円 　径12.8　高3.5　径12.8　高3.5　径12.8　高3.5

 K0059　色絵丸紋草花割　4寸皿　　 99503　帯濃山水　菊形小皿 99501　市松花弁紋　菊形小皿　

　径11.5 3,300 円　径12.8　高3.5 3,000 円　径12.8　高3.5 3,000 円
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑧
価格は外税表示です。

93316 　市松花弁紋　そば猪口　93311 　丸紋　そば猪口93310 　柘榴絵　そば猪口
3,300 円2,700 円4,200 円 　径7.5　高6.3　径8.8　高6.5　径8.8　高6.5

93317　丸紋青海波　そば猪口93320　丸文花弁文　そば猪口93312　色絵山水　そば猪口
　径7.5　高6.3 3,300 円　径7.5　高6.3 3,300 円　径8.8　高6.5 4,200 円

99308 　染付青海波　そば猪口豆皿99321 　錦丸紋　そば猪口豆皿99504 　地紋　そば猪口
1,200 円1,400 円3,300 円 　7.5×7.5　7.5×7.5　径7.5　高6.3

99307　染付市松格子　そば猪口豆皿99322　錦瓢　そば猪口豆皿99505　濃割山水　そば猪口
　7.5×7.5 1,200 円　7.5×7.5　 1,400 円　径7.5　高6.3 3,300 円

97856 　波千鳥　曲げ輪徳利　　 97859 　桜紅葉　曲げ輪徳利 97838 　和竹図　徳利
4,500 円3,300 円3,300 円　9×7.5　高10　　180cc　　　 　9×7.5　高10　　180cc　 　径9　高11　　300cc

94522　和竹図　杵型盃97861　桜紅葉　反ぐい呑97858　波千鳥　反ぐい呑
　径5.5　高4　径5.5　高6　径5.5　高6 2,800 円 2,800 円 2,200 円

99393 　古伊万里　角徳利98187 　乱れ網文　雀口肩張徳利98189 　白磁千段　雀口肩張徳利
6,600 円6,000 円4,000 円 　5.5×5.5　高15　200ml　　　径7　高14　　250cc　径7　高14　　250cc　

98190　白磁千段　平盃(深) 98188　乱れ網文　平盃（深） 99394　古伊万里　平盃
　径7.5　高3.6 　径7.5　高3.6 　径7.5　高2.81,900 円 3,000 円 3,300 円
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＜有田名窯プレミアム＞
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Ver.23⑨

31,500
30,000



-10-

Ver.23⑩

23,300
22,000

16,800
16,000



クニエダヤスエSTYLE　 Ver.23⑪
価格は外税表示です。

97465 　白磁　瓢形箸置　　　　　　 600 円95026 　濃小花 箸置　　　　 　　 　 900 円　94983 　市松 箸置　　　　　　　　　 900 円
1,000 円900 円900 円 98384　呉須釉　瓢形箸置94984　 麻の葉 箸置96418　 十草青呉須 箸置

　　　　　　　　　 　　　各5×2.397848　 麦彫　箸置96419　 十草赤呉須 箸置
82635　うさぎ  箸置　 7×1.7 450 円　　各4.5×1.4 900 円　　各4.5×1.4 900 円

 Z016W 　太白　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　　 　 　Z016T  太白ﾌﾟﾗﾁﾅｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　 1,300 円
1,100 円1,300 円 　11×3　高1.5Z016D　ﾙﾘﾌﾟﾗﾁﾅ　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　　　

Z016R　ｲﾀﾘｱﾝﾚｯﾄﾞ金　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　 　 　　　Z016B　天目金　ｶﾄﾗﾘｰ･ﾚｽﾄ　　 1,300 円
　11×3　高1.5 1,500 円　11×3　高1.5

     99483 　結び文（青） 丸箸置 95784 　丸地紋　飯碗 95790 　なす　飯碗
5,000 円5,000 円800 円　　径3.3 　径11.5　高5.5 　径11.5　高5.5

90813　小花散し　飯碗97166　波にニ兎　飯碗　　99484　結び文（赤） 丸箸置
　　径11.5　高5.5　径11.5　高5.5　　径3.3 800 円 5,000 円 5,000 円

 94517 　濃淡唐草　飯碗96413 　輪線（青） 飯碗
3,500 円3,500 円 　径11　高6　径10.5　高6.5

96414　輪線（赤） 飯碗 95084　十草　手造り平飯碗（小）
　径10.5　高6.5 　径12.7　高5.53,500 円 4,500 円
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑫
価格は外税表示です。

93813 　古染　菱形菊割向付

　18×12.5 4,500 円
 

 92863 　花唐草　菱形菊割向付

　18×12.5 5,000 円
  

93814 　変り絵　菱形菊割向付98106 　十草松竹梅　菱形菊割向付98108 　流水花　菱形菊割向付

6,000 円5,000 円5,000 円 　18×12.5　18×12.5　18×12.5

   

99359 　角巻紋　浅小鉢99360 　変り珱珞　浅小鉢99356 　唐草変り　菊割4寸鉢

2,800 円3,600 円5,000 円 　径11　高4　径11　高4　径14　高5

   

-12-



クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑬
価格は外税表示です。

93962 　地紋十草　なぶり取鉢99362 　変り珱珞　六角小鉢96396 　小花散し　高台反小鉢
7,200 円5,600 円6,000 円 　径14　高6　径12.5　高5.5　径11.2　高4.7

95619　花小紋　高台反小鉢
　径11.2　高4.7 5,000 円

71426 　色絵山水文　 向付　94231 　楓　端反深丼95888 　小花散し　端反深丼
4,500 円6,500 円6,500 円 　径14.5　高5.5　　　径14　高7.5　径14　高7.5

97131 　錦山水花鳥　多用鉢 97456 　連子　長角皿(小) 97455 　連子　長角皿(大)
2,800 円2,200 円6,500 円　径15　高5 　18.5×10.5 　23×13.5

99353 　流水花　小焼皿97829 　鯛波　小焼皿97444 　濃蛸唐草波兎　小焼皿　　
4,500 円4,500 円4,500 円 　18.5×11　高3　18.5×11　高3　18.5×11　高3
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑭
価格は外税表示です。

99188 　山水松竹梅　輪花預け鉢

　径15　高5.5 5,500 円
 

 99122 　市松花弁紋　輪花預け鉢

　径15　高5.5 5,500 円
  

99123 　丸紋青海波　輪花預け鉢99124 　地紋　輪花預け鉢99121  　丸紋花弁紋　輪花預け鉢

5,500 円5,500 円5,500 円 　径15　高5.5　径15　高5.5　径15　高5.5

   

98109 　牡丹蛸唐草　手造二方押向付98105 　唐草捻り紋　手造二方押向付93811 　青海波　手造二方押向付

8,500 円8,500 円7,500 円 　16.5×18　高7.5　16.5×18　高7.5　16.5×18　高7.5
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑮
価格は外税表示です。

K0069 　外赤ライン　ボール（小）K0067 　外赤ライン　ボール（大）K0066 　呉須ライン　ボール(特大)
2,600 円3,500 円4,000 円 　径11.5　高4.5　径15　高7.5　径17.5　高9

K0070　呉須ライン　ボール(ミニ)K0068　呉須ライン　ボール(中)
　径9.5　高3.5 2,000 円　径13　高6 2,600 円

95590 　赤絵六瓢　4寸蓋物K0064 　朱渦　碗(中)K0063 　朱渦　碗（大）
9,000 円1,700 円2,200 円 　径12　高10　径11　高7　径12　高9

K0065　朱渦　碗（小）
　径10　高5 1,300 円

98372 　桜青海波　まゆ形陶箱 99364  　雲濃銀彩重ね　まゆ形陶箱 96569 　呉須六瓢　４寸蓋物
9,000 円10,000 円10,000 円　20×11　高7 　20×11　高7 　径12　高10

78205 　錦菖蒲 フルーツ皿95415 　濃蛸唐草　６寸皿95591 　赤絵字並紋　反蓋物
6,500 円8,400 円8,500 円 　径19　径19　径9.5　高7.5
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑯
価格は外税表示です。

98624 　ﾒﾀﾘｯｸ　2段スタンド（特大）96921 　コオロギ紋　6.5寸兜皿96923 　秋草　6.5寸兜皿
4,000 円7,000 円7,000 円 　高28cm　　　　　径19.5　径19.5

　※皿別売り
　　　

97683 　ぶどう　７寸丸皿97682 　丸地紋　７寸丸皿98734 　間取芙蓉　六方7寸皿
9,000 円9,000 円10,000 円 　径21.5　径21.5　径20.3　高4

95614 　唐草松竹梅　８寸兜皿 93978 　コオロギ紋　８寸兜皿 97835 　流水花　9寸プレート
20,000 円10,000 円15,000 円　径24 　径24 　径28

  94462 　染付みじん唐草　９寸プレート
36,000 円　径28
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑰
価格は外税表示です。

92868 　唐草描分け　正角盛皿

　27×27 48,000 円
 95892　正角７寸皿

20,000 円　21×21

95892 　唐草描分け　正角7寸皿 97441 　松竹梅　正角盛皿　

　29×29　高3.5 15,000 円
  

97775 　鯛波　耳付変形鉢98715 　麻の葉　手造り長皿98716 　笹絵　手造り長皿

10,000 円12,000 円12,000 円 　20×16.5　高9.5　49×5　高3.5　49×5　高3.5

   

93961 　地紋十草　なぶり菓子鉢97480 　楓　6寸玉縁鉢94037 　なす　6寸玉縁鉢

15,000 円10,000 円10,000 円 　径20　高8　径19　高7.5　径19　高7.5
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クニエダヤスエSTYLE　Ver.23⑱
価格は外税表示です。

96915 　流水菊　六角菓子鉢95414 　牡丹蛸唐草　六角菓子鉢
20,000 円20,000 円 　径20　高8.5　　　径20　高8.5

99519 　唐草捻り紋　長角三段重 99520 　唐草捻り紋　長角二段重
25,000 円　15×10　高14 18,000 円　15×10　高10

95106 　松竹梅　花形二段重 95885 　丸地紋　ﾜｲﾝｸｰﾗｰ（小）
　径19　高13.3 32,000 円 　径15　高9.5 10,000 円

90251　小花散し　ﾜｲﾝｸｰﾗｰ（小）
10,000 円　径15　高9.5

95884 　丸地紋　ﾜｲﾝｸｰﾗｰ（大）95882 　ぶどう　ﾜｲﾝｸｰﾗｰ（大）
20,000 円　径19　高16　径19　高16 20,000 円
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佐藤富士子 FUJIKO SATO 
 

『クニエダヤスエ STYLE』代表  テーブルコーディネーター 

 

テーブルコーディネーターの草分けクニエダヤスエの長男の妻。 

長年クニエダヤスエに師事。 

 

2011 年 故人の遺志を継いで『クニエダ STYLE』 を設立。代表となる。 

2012 年 ＜代官山 SALON＞開設。自宅 SALON で少人数の PARTY セミナー、 

    マンツーマンのセミナー、等を行っている。 

◆最近の活動 

＊NHK BS プレミアム＜美の壺＞や NHK WORLDの TV 番組の取材を受け, 

テーブルコーディネートを行う。 

＊三越日本橋本店、銀座店、恵比寿店、伊勢丹新宿本店などでテーブルコー

ディネート＆トークショーを行う。また社員教育も行う。 

＊東京ドームテーブルウェアフェスティバル、アリーナスタジオ等で 

 トークショーを行う。 

＊宮城夢メッセ、コンベックス岡山等各地でテーブルコーディネートの 

 魅力を啓蒙している。 

＊NPO 法人食空間コーディネート協会正会員。学芸員。 

池坊師範。中華料理師範。 

 

 

クニエダヤスエ 

 

テーブルコーディネーター 

 

1932年東京麹町に生まれる。 

 

帽子デザイナーというファッションの世界で活動後、1978 年以降、

本格的にテーブルコーディネートの仕事に取り組み、このジャン

ルのパイオニアとなる。 

雑誌や広告などで“テーブルコーディネート”というジャンルを

広めながら全国百貨店、ホテルなどで展覧会やセミナーを行った

り、審査員として活動。 

NPO 法人食空間コーディネート協会＜TALK-TCS＞筆頭副理事長と

して全国のテーブルコーディネーターの育成・啓蒙に力を注ぐ。 

伝統的工芸品月間推進会議委員、有田町ふるさと大使を務める。 

新宿リビングデザインンセンターOZONE アカデミーにて長年セミ

ナーを開講。 

 

2011年 3月 20日 79 歳で逝去 


