
＊ 商品は手作りのため、色目、寸法、容量等が実物
 と多少異なる場合がございます。
＊ このカタログの有効期限は、2018年6月末日です。 kyoto-kumagai.co.jpkyoto-kumagai.co.jp

SK-043

富士に桜(金円) 色紙 1
P袋 ¥2,600　税込¥2,808

縦27.3×横24.2㎝

SK-050

山桜 色紙 1
P袋 ¥2,800　税込¥3,024

縦27.3×横24.2㎝

014GTY

十二ヶ月花鳥図(桜)冷酒グラス 1
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

φ5.7×H6.1㎝ 容量100㎖

GL-030

青桜 冷酒グラス 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,320

φ5×H9㎝ 容量65㎖

GL-042 

桃桜 冷酒グラス 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,320

φ5×H9㎝ 容量65㎖

031GAR

桜に鳥 醤油差し 1
紙箱 ¥4,600 税込¥4,968

φ5×H8㎝ 容量50㎖

009GTT

桜木 ワイングラス(小) 1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

φ5.3×H19.7㎝ 容量260㎖

026GTY

十二ヶ月花鳥図(桜) タンブラー 1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

φ5.5×H15.5㎝ 容量360㎖

GL-023

桜 タンブラー 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8×H11㎝ 容量360㎖

GL-013

桜に鳥 タンブラー 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H10.7㎝ 容量315㎖

030GTT

桜 ガラス八寸皿 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ24×H2㎝

京
焼
・
清
水
焼

ESF116 俊山

富士に桜 陶額 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

縦31×横31㎝
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UZH836 瑞光

花日和 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LZH436 瑞光

花日和 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

LHH464 北哉

春の風 組飯碗 2
紙箱 ¥6,800　税込¥7,344

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×H5.5㎝

UHH870 北哉

春の風 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UNH948 典哲

金彩花桜 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

CHH571 北哉

春の風 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H9.5㎝ 容量320㎖

UIS850 俊山

彩さくら 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

CIS552 俊山
彩さくら マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量230㎖

LIS447 俊山
彩さくら 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

UTO966 陶遊

帯雲錦 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

CTO730 陶遊　赤青　各¥5,000

帯雲錦 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

LTO566 陶遊

帯雲錦 組飯碗 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

UGS967 玉凰

桜いろ 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

CGS731 玉凰

桜いろ マグカップ 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ9×H9㎝ 容量300㎖

LGS567 玉凰

桜いろ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12.5×H5.5㎝ 小φ12×H5㎝

UFM902 圭司

舞い花 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LFM510 圭司

舞い花 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

CMS740 幹

桜の花 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

大φ8×H7.5㎝ 容量230㎖

UMS982 幹

桜の花 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝

LMS584 幹

桜の花 組飯碗 2
紙箱 ¥7,200　税込¥7,776

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H6㎝

花
な
り
の

う
つ
わ

CKH499 嘉峰

花桜 マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

NEW

NEW

NEW
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UZH836 瑞光

花日和 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LZH436 瑞光

花日和 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

LHH464 北哉

春の風 組飯碗 2
紙箱 ¥6,800　税込¥7,344

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×H5.5㎝

UHH870 北哉

春の風 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UNH948 典哲

金彩花桜 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

CHH571 北哉

春の風 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H9.5㎝ 容量320㎖

UIS850 俊山

彩さくら 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

CIS552 俊山
彩さくら マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量230㎖

LIS447 俊山
彩さくら 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

UTO966 陶遊

帯雲錦 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

CTO730 陶遊　赤青　各¥5,000

帯雲錦 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

LTO566 陶遊

帯雲錦 組飯碗 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

UGS967 玉凰

桜いろ 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

CGS731 玉凰

桜いろ マグカップ 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ9×H9㎝ 容量300㎖

LGS567 玉凰

桜いろ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12.5×H5.5㎝ 小φ12×H5㎝

UFM902 圭司

舞い花 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LFM510 圭司

舞い花 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

CMS740 幹

桜の花 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

大φ8×H7.5㎝ 容量230㎖

UMS982 幹

桜の花 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝

LMS584 幹

桜の花 組飯碗 2
紙箱 ¥7,200　税込¥7,776

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H6㎝

花
な
り
の

う
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CKH499 嘉峰

花桜 マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

NEW

NEW

NEW
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ﾄｳｱ184 陶葊

白掛桜 組湯呑 2
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

大φ7.2×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

ﾄｳｱ167 陶葊

黄塗桜 組湯呑 2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.2×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

ﾄｳｱ547 陶葊

交趾さくら 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000 税込¥7,560

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

ﾄｳｱ371 陶葊

交趾さくら 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

大φ7×H9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

ﾄｳｱ190 陶葊

しだれ桜 組湯呑 2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600
大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

ﾄｳｱ272 陶葊

しだれ桜 組飯碗 2
紙箱 ¥20,000 税込¥21,600

大φ12×H6㎝ 小φ11×H5.5㎝

T O A N

ﾄｳｱ161-03 陶葊

花交趾（桜） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H7㎝

UCS608 紫峰

染赤桜詰 組湯呑 2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LCS303 紫峰

染赤桜詰 組飯碗 2
紙箱 ¥22,000　税込¥23,760

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

USN942 昇峰

花いっちん（緑・ピンク） 組湯呑 2
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

UCH843 加春

花いろ 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7×H9.5㎝ 小φ6.5×H9㎝

LCH443 加春

花いろ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

LGA532 玉凰

青桃濃桜 組飯碗 2
紙箱 ¥6,600　税込¥7,128

大φ12.5×H5.5㎝ 小φ12×H5㎝

UGA927 玉凰

青桃濃桜 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

CGM687 玉凰　各¥3,600

青桃濃桜 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥7,200　税込¥7,776

φ9×H9㎝ 容量300㎖

春
色
の
う
つ
わ

ﾄｳｱ597 陶葊

桜 長角皿 1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

W24×D19×H3㎝

BIS886 俊山

彩さくら 六寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ18.5×H6.5㎝

PSK677 俊山

京の春 尺皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ31×H3.5㎝

PZH664 瑞光

花の雲 七寸角皿 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

W21.5×D21.5×H3㎝

BZH820 瑞光

花の雲 六．五寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19.5×H6.5㎝

PNS712 幹

吉祥桜 五寸角皿 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W15.5×D15.5×H2.5㎝
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ﾄｳｱ184 陶葊

白掛桜 組湯呑 2
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

大φ7.2×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

ﾄｳｱ167 陶葊

黄塗桜 組湯呑 2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.2×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

ﾄｳｱ547 陶葊

交趾さくら 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000 税込¥7,560

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

ﾄｳｱ371 陶葊

交趾さくら 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

大φ7×H9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

ﾄｳｱ190 陶葊

しだれ桜 組湯呑 2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600
大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

ﾄｳｱ272 陶葊

しだれ桜 組飯碗 2
紙箱 ¥20,000 税込¥21,600

大φ12×H6㎝ 小φ11×H5.5㎝

T O A N

ﾄｳｱ161-03 陶葊

花交趾（桜） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H7㎝

UCS608 紫峰

染赤桜詰 組湯呑 2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LCS303 紫峰

染赤桜詰 組飯碗 2
紙箱 ¥22,000　税込¥23,760

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

USN942 昇峰

花いっちん（緑・ピンク） 組湯呑 2
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

UCH843 加春

花いろ 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7×H9.5㎝ 小φ6.5×H9㎝

LCH443 加春

花いろ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

LGA532 玉凰

青桃濃桜 組飯碗 2
紙箱 ¥6,600　税込¥7,128

大φ12.5×H5.5㎝ 小φ12×H5㎝

UGA927 玉凰

青桃濃桜 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

CGM687 玉凰　各¥3,600

青桃濃桜 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥7,200　税込¥7,776

φ9×H9㎝ 容量300㎖

春
色
の
う
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ﾄｳｱ597 陶葊

桜 長角皿 1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

W24×D19×H3㎝

BIS886 俊山

彩さくら 六寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ18.5×H6.5㎝

PSK677 俊山

京の春 尺皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ31×H3.5㎝

PZH664 瑞光

花の雲 七寸角皿 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

W21.5×D21.5×H3㎝

BZH820 瑞光

花の雲 六．五寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19.5×H6.5㎝

PNS712 幹

吉祥桜 五寸角皿 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W15.5×D15.5×H2.5㎝
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RHD144 徳利容量410㎖　北哉

醍醐桜 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

徳利1 φ8.5×H12㎝　¥5,000
ぐい呑1 φ5.5×H4.5㎝　¥2,500

RZH182 徳利容量280㎖　瑞光

花日和 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

徳利1 φ8×H12㎝　¥4,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝　¥2,000

RHT078 酒注容量350㎖　八幡

花かがり お預け酒器 1:2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

酒注1 φ8.5×H12㎝　¥9,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝　¥3,500

USK780 俊山

京の春 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8㎝

LSK376 俊山

京の春 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11.5×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

CSK447 俊山

京の春 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ7×H9㎝ 容量240㎖

CGA685 玉凰　各¥3,200

青赤しだれ桜 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥6,400　税込¥6,912

φ9×H9㎝ 容量300㎖

UKR764 嘉峰

クローバー 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ8×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LKR357 嘉峰

クローバー 組飯碗 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

FHT101 紫泉

花桜 蓋物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ10×H6.5㎝

FTS103 紫泉

色絵桜 蓋物 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ10×H6.5㎝

RJA194 片口容量250㎖　紫邑

あけぼの お預け酒器 1：2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

片口1 φ8.5×H8㎝　¥4,000
ぐい呑1 φ6×H5㎝　\2,000

RWA081 八幡

花かがり タンブラー 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

GMR368 幹

色絵草花 ぐい呑 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ6×H6㎝

ﾄｳｱ694 陶葊

花結晶（緑） 蓋物 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ10×H6.5㎝

CKR436 嘉峰

クローバー マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

うららかな器
花
の
宴

ﾄｳｱ850 陶葊

花交趾（桜） 盃 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H4㎝

や
さ
し
い
春
の

日
ざ
し
を
浴
び
な
が
ら

お
気
に
入
り
の

お
菓
子
と
う
つ
わ
を

楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

PNS712 幹

吉祥桜 五寸角皿 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W15.5×D15.5×H2.5㎝
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RHD144 徳利容量410㎖　北哉

醍醐桜 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

徳利1 φ8.5×H12㎝　¥5,000
ぐい呑1 φ5.5×H4.5㎝　¥2,500

RZH182 徳利容量280㎖　瑞光

花日和 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

徳利1 φ8×H12㎝　¥4,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝　¥2,000

RHT078 酒注容量350㎖　八幡

花かがり お預け酒器 1:2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

酒注1 φ8.5×H12㎝　¥9,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝　¥3,500

USK780 俊山

京の春 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8㎝

LSK376 俊山

京の春 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11.5×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

CSK447 俊山

京の春 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ7×H9㎝ 容量240㎖

CGA685 玉凰　各¥3,200

青赤しだれ桜 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥6,400　税込¥6,912

φ9×H9㎝ 容量300㎖

UKR764 嘉峰

クローバー 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ8×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LKR357 嘉峰

クローバー 組飯碗 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

FHT101 紫泉

花桜 蓋物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ10×H6.5㎝

FTS103 紫泉

色絵桜 蓋物 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ10×H6.5㎝

RJA194 片口容量250㎖　紫邑

あけぼの お預け酒器 1：2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

片口1 φ8.5×H8㎝　¥4,000
ぐい呑1 φ6×H5㎝　\2,000

RWA081 八幡

花かがり タンブラー 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

GMR368 幹

色絵草花 ぐい呑 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ6×H6㎝

ﾄｳｱ694 陶葊

花結晶（緑） 蓋物 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ10×H6.5㎝

CKR436 嘉峰

クローバー マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

うららかな器
花
の
宴

ﾄｳｱ850 陶葊

花交趾（桜） 盃 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H4㎝

や
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し
い
春
の

日
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し
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W15.5×D15.5×H2.5㎝
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HKH606 吉祥

花景色 箸置 5
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

W4×D4×H0.5㎝

HES568 紫泉

桜さくら 箸置 5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

W3×D4×H0.8㎝

HHG435 芳山

扇花五色 箸置 5
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

W5×D4.5×H1㎝

HBB579 凡

バク 箸置 1
P袋 ¥800　税込¥864

W4.5×D3×H0.5㎝

HBK582 凡

キリン 箸置 1
P袋 ¥800　税込¥864

W3×D6×H0.5㎝

HBP574 凡

ペンギン 箸置 1
P袋 ¥700　税込¥756

W2.5×D5.5×H0.5㎝

HBE575 凡

象（グレー） 箸置 1
P袋 ¥800　税込¥864

W4.5×D3×H0.5㎝

HBN591 凡

ブタに真珠 箸置 1
P袋 ¥900　税込¥972

W5×D3×H0.5㎝

HBH588 凡

白馬 箸置 1
P袋 ¥900　税込¥972

W4×D4×H0.5㎝

HOX217 紫泉

茜桜 箸置 5
紙箱 ¥1,900　税込¥2,052

W4.5×D4.5×H0.8㎝

HEK326 紫泉

クローバー 箸置 5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

W4.5×D4.5×H1㎝

HBB477 凡

花びら 箸置 5
P袋 ¥1,600　税込¥1,728

W2×D3.5×H0.5㎝

HHN307 香菊

ひさご桜 箸置 5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

W2×D7.5×H1.2㎝

HBN476 凡

花いろ ペア箸置 2
紙箱 ¥1,000　税込¥1,080

（左）HBH475 凡

花いろ 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W4×D4×H0.5㎝

HHS343 芳山

染赤桜詰 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,400　税込¥1,512

（左）HHT321　赤絵桜詰 箸置 5
（右）HFX039　桜詰 箸置 5
紙箱 各¥3,500　税込¥3,780

W4×D6×H1.3㎝

HHS455 芳山

花友禅 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W3×D3×H0.8㎝

HHY216 紫泉

大和桜 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W6.5×D5.5×H1㎝

HSR451 紫泉

色絵蝶 箸置 5
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

W5×D3.5×H1㎝

HMD453 紫泉

花見だんご 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W1.5×D5×H1.5㎝

HHS396 芳山

桜木 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W3×D4×H0.8㎝

HMJ226 芳山

桜会 箸置 5
紙箱 ¥2,600　税込¥2,808

W4.5×D4.5×H0.5㎝

HBH511 凡

花うさぎ ペア箸置 2
P袋 ¥1,200　税込¥1,296

W2.5×D3.5×H0.5㎝

ﾄｳｱ744 陶葊

花移ろい 箸置 5
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

W3×D6×H1㎝

HGX079 紫泉

桜吹雪 箸置 5
紙箱 ¥1,800　税込¥1,944

W3×D4×H0.8㎝

春の箸置
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TON370 桜谷

仁清花桜 抹茶盌 1
紙箱 ¥7,200　税込¥7,776

φ12×H8㎝

TYK560 与山

黒塗花丸紋 抹茶盌 1
紐木 ¥25,000 税込¥27,000

φ12.5×H8㎝

TBH417 八幡

花かがり 抹茶盌 1
木箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ12×H8㎝

TSM660 総峰

舞い桜 抹茶盌 1
紐木 ¥20,000 税込¥21,600

φ11.5×H8.5㎝

TBM532 八幡

夢玄桜 抹茶盌 1
木箱 ¥12,000 税込¥12,960

φ12.5×H8㎝

TIS756 俊山

彩さくら 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H8㎝

TZK480 香菊

香風 抹茶盌 1
木箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H7.5㎝

TKK470 香菊

金彩花桜 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H7.5㎝

TCK757 香菊

金彩桜 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12×H7.5㎝

TKI137 花月

さくら 抹茶盌 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ12×H8㎝

TZH657 瑞光

花の雲 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H8㎝ 

TSK685 俊山

京の春 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H8㎝

TRY740 楽入

宵桜 抹茶盌 1
桐箱 ¥16,000 税込¥17,280

φ12×H8.5㎝

TJY457 如山

柳に桜 抹茶盌 1
木箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ11.5×H7.5㎝

THK472 花月

粉引雲錦 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ11.5×H7.5㎝

YYM113 花月

雅桜 香炉 1
紐木 ¥10,000 税込¥10,800

φ7.5×H8㎝

YBT097 紫泉

薄紅桜 香炉 1
紙箱 ¥8,000 税込¥8,640

φ7.5×H7.5㎝

ﾄｳｱ441 陶葊

白掛桜 花生(中) 1
紙箱　¥30,000 税込\32,400

φ18×H22㎝

爛
漫
の
春
を
愉
し
む
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＊ 商品は手作りのため、色目、寸法、容量等が実物
 と多少異なる場合がございます。
＊ このカタログの有効期限は、2018年6月末日です。 kyoto-kumagai.co.jpkyoto-kumagai.co.jp

SK-043

富士に桜(金円) 色紙 1
P袋 ¥2,600　税込¥2,808

縦27.3×横24.2㎝

SK-050

山桜 色紙 1
P袋 ¥2,800　税込¥3,024

縦27.3×横24.2㎝

014GTY

十二ヶ月花鳥図(桜)冷酒グラス 1
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

φ5.7×H6.1㎝ 容量100㎖

GL-030

青桜 冷酒グラス 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,320

φ5×H9㎝ 容量65㎖

GL-042 

桃桜 冷酒グラス 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,320

φ5×H9㎝ 容量65㎖

031GAR

桜に鳥 醤油差し 1
紙箱 ¥4,600 税込¥4,968

φ5×H8㎝ 容量50㎖

009GTT

桜木 ワイングラス(小) 1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

φ5.3×H19.7㎝ 容量260㎖

026GTY

十二ヶ月花鳥図(桜) タンブラー 1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

φ5.5×H15.5㎝ 容量360㎖

GL-023

桜 タンブラー 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8×H11㎝ 容量360㎖

GL-013

桜に鳥 タンブラー 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H10.7㎝ 容量315㎖

030GTT

桜 ガラス八寸皿 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ24×H2㎝

京
焼
・
清
水
焼

ESF116 俊山

富士に桜 陶額 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

縦31×横31㎝
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