
＊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。
　また、デザインを予告なく変更することがございます。
＊このカタログの有効期限は2019年12月末日です。
＊このカタログは消費税率10％として表記しています。 kyoto-kumagai.co.jp

（左）YRT108 鶴 香合 1 楽入
（右）YRK107 亀 香合 1 楽入
木箱 各¥12,000 税込¥13,200

鶴W6×D4.5×H4.5㎝
亀W6.5×D5×H3.5㎝

YKE174 陶峰

正倉院 香炉（帛紗付） 1
紐木 ¥38,000　税込¥41,800

φ9×H9.5㎝

YST132 昇峰

黄交趾宝尽し 香炉 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ7.5×H6.5㎝

ﾄｳｱ908 陶葊

黒塗雲錦 香炉 1
紐木 ¥15,000　税込¥16,500

φ8.5×H7.5㎝

ﾄｳｱ847 陶葊

花結晶（金花） 香炉 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8.5×H7.5㎝

YXI055 雅美

翔鶴 豆香炉（黒台付） 1
紐木 ¥22,000　税込¥24,200

φ7×H8㎝

新
年
を
愉
し
む

ERY156 楽入

翔鶴赤富士 陶額 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

縦26×横30㎝

PZU513 瑞古

福来い 陶額 1
紙箱 ¥22,000　税込¥24,200

縦32.5×横37.5㎝

新
春

EKK010 紅雪

祝い富士 陶額 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

縦28×横28㎝

EKY009 善昇

金箔富士 陶額 1
紙箱 ¥30,000　税込¥33,000

縦23.5×横68.5㎝

ERG118 六兵衛窯

扇七福神 陶額 1
紙箱 ¥50,000　税込¥54,000

縦35.5×横49㎝
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USI943 昇峰

飛翔 組湯呑 2
木箱 ¥15,000　税込¥16,500

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

UMM898 幹

めでたい 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝

LSK509 俊山

吉祥富士 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H6㎝

USK901 俊山

吉祥富士 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

UFS602 圭司

招福六瓢 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LFS602 圭司

招福六瓢 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×H6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

吉祥のうつわ

UHG789 北哉

群鶴 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LHA499 北哉

染赤雲鶴 組飯碗 2
紙箱 ¥7,200　税込¥7,920

大φ12×H7㎝ 小φ11.5×H6㎝

UBH553 八幡

吉祥鶴 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

LBK576 八幡

吉祥鶴 組飯碗 2
紙箱 ¥12,000　税込¥13,200

大φ11.5×H6.5㎝ 小φ11×H6㎝

UGS997 岩華

鈴古紋 ペア湯呑 2
木箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ8.5×H7.5㎝

LGS598 岩華

鈴古紋 ペア飯碗 2
紙箱 ¥20,000　税込¥22,000

φ12×H5.5㎝

LKM582 加春

福六瓢 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ11.5×H5.5㎝ 小φ10.5×H5㎝

UHA895 北哉

染赤雲鶴 組湯呑 2
紙箱 ¥6,800　税込¥7,480

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

LRS545 六齋

七福神 組飯碗 2
紙箱 ¥20,000　税込¥22,000

大φ11.5×H7㎝ 小φ11×H6㎝

USK007 清泉

粉引六瓢 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

CSK755 清泉

粉引六瓢 マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H9㎝ 容量230ml

BSK478 清泉

粉引六瓢 五、五寸鉢 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ17×H5.5㎝

GSK212 清泉

粉引六瓢 焼酎杯 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ9×H9㎝

LSK601 清泉

粉引六瓢 組飯碗 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

大φ12×H7㎝ 小φ11.5×H6.5㎝

六
瓢
の
う
つ
わ
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飛翔 組湯呑 2
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UFS602 圭司
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大φ11.5×H5.5㎝ 小φ10.5×H5㎝
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紙箱 ¥6,800　税込¥7,480
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紙箱 ¥3,500　税込¥3,850
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HBF621 凡

祝い富士 箸置 3
紙箱 ¥2,100　税込¥2,310

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HHK310 紫泉

さがの 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W1.5×D9×H0.5㎝

箸置

UNT940　色彩椿　組湯呑 2　　　典哲

紙箱　¥6,000（税込¥6,600）　大φ7.5×H9㎝　小φ7×H8.5㎝

UZK798 瑞光

吉祥草花 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ７×H8㎝

LZK402 瑞光

吉祥草花 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

LFK490 圭司

ことほぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

ﾄｳｱ017 陶葊

紅白梅 組湯呑 2
木箱 ¥12,000　税込¥13,200

大φ7.5×H9.5㎝ 小φ7×H8.5㎝

ﾄｳｱ043 陶葊

紅白梅 組飯碗 2
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

USK965 俊山

吉祥梅 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

CFK749 圭司　各\3,500

櫛目青海波 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

φ7.5×H9㎝ 容量220㎖

UHN979 鳳山

染赤捻祥瑞 組湯呑 2
木箱 ¥25,000　税込¥27,500

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

UHT805 北哉

鶴松竹梅 組湯呑 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

大φ7.5×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

HTM563 大日

水引 箸置 5
紙箱 ¥3,200　税込¥3,520

W6×D3×H1㎝

HHS388 紫泉

おしどり ペア箸置 2
紙箱 ¥3,000 税込¥3,300

W2×D4.5×H2.5㎝

HJB662　紅白椿　ペア箸置 2　　紫泉

紙箱　¥1,400（税込¥1,540）　W4.5×D4.5×H1㎝

（左）HFK021 青小梅　箸置 5
（右）HFH022 赤小梅　箸置 5

紙箱 各¥2,200 税込¥2,420

W3×D3×H0.8㎝

新
年
に
華
や
ぐ

HHY005 芳山

宝小紋 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D6×H1.3㎝

HHS465 紫泉

梅が枝 箸置 5
紙箱 ¥3,600 税込¥3,960

W3×D5×H1㎝

HKE669　干支福　箸置 12　嘉峰

紙箱　¥7,200（税込¥7,920）　子W3×D4×H0.5㎝

HHK681 紫泉

金銀しゃちほこ ペア箸置 2
桐箱 ¥2,500　税込¥2,750

W4×D2.5×H5㎝

HRT410 楽入

鶴亀（楽） ペア箸置 2
桐箱 ¥2,800 税込¥3,080

鶴 W3×D5.5×H2.5㎝
亀 W3.5×D5.5×H2㎝

HFY012 芳山

末広 箸置 5
木箱 ¥7,000　税込¥7,700

W5×D4.5×H1㎝

HJT661 紫泉

五色椿 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W4.5×D4.5×H1㎝

HGX077 紫泉

梅暦 箸置 5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W3.5×D3.5×H1㎝

HVO139 辻野

赤かぶら 箸置 5
紙箱 ¥1,700　税込¥1,870

Ｗ2×D3.5×H1.5㎝

FTT104　色彩椿　蓋物 1　　　　　紫泉

紙箱　¥3,800（税込¥4,180）　φ10×H6.5㎝

HHO682 芳山

扇吉祥図 箸置 5
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

W5×D4.5×H1㎝
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HKY401

京のお正月 箸置セット 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

箱 W12.5×D12.5×H2.5㎝

HHF528 芳山

風神雷神 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

Ｗ5×D4.5×H1㎝

HOJ547 如水

お福・火男 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,800　税込¥1,980

お福　W3×D3×H1㎝
火男　W3×D3.5×H1㎝

HEN298 紫泉

つばき 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4.5×D4.5×H0.8㎝

HFB543 凡

福寿 ペア箸置 2
P袋 ¥1,500　税込¥1,650

W3.5×D3.5×H1㎝

HMM603 幹

めでたい ペア箸置 2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,430

W6×D4×H1.5㎝

HKK254 紫泉

梅の花 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

W4×D3.5×H1㎝

HHR469 紫泉

折り鶴 ペア箸置 2
桐箱 ¥2,000　税込¥2,200

Ｗ6×D4×H3㎝

HFQ030 芳山

梅の園 箸置 5
紙箱 ¥4,000 税込¥4,400

W2×D5×H1.5㎝

HHJ299 紫泉

福羽根 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W5×D5.5×H1㎝

HHM399 紫泉

招き猫 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000 税込¥2,200

W2.5×D4.5×H1㎝

HBT622 凡

富士月夜 箸置 3
紙箱 ¥2,100　税込¥2,310

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HUY339 紫泉

やっこ凧 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W4.5×D5×H0.8㎝

HHU637 香菊

ひさご梅 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,430

W2×D7.5×H1.2㎝

HBU501 凡

梅の香 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,000　税込¥1,100

Ｗ4×D3.5×H0.5㎝

HBU500 梅の香（ピンク） 箸置 5

紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

HFI047 芳山

新春草花 箸置 5
紙箱 ¥2,600　税込¥2,860

W2×D6×H0.5㎝

HRK219 楽入

紅白鯛（楽） ペア箸置 2
桐箱 ¥2,800　税込¥3,080

W4.5×D3.5×H3㎝
赤　¥1,600 白　¥1,200

HST464 崚風

黄交趾ことぶき 箸置 5
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

W4×D4×H0.8㎝

HHK442 芳山

ことほぎ 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

W4×D4×H1.5㎝

HET429 紫泉

宝船 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W3×D4.5×H0.8㎝

HHY443 紫泉

吉祥鶴 ペア箸置 2
桐箱 ¥2,500　税込¥2,750

W2.5×D4×H1.5㎝

HHK389 紫泉

鏡もち 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D5.5×H0.8㎝

HAF440 紫泉

富士景色 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W3×D4.5×H0.5㎝　

HBW624 凡

花の輪 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W5×D2×H2㎝

HHG468 紫泉

五色折り鶴 箸置 5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

Ｗ6×D4×H3㎝

HFT046 芳山

羽子板お正月 箸置 5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

W2×D6×H0.5㎝

HFJ546 如水

福招き猫（両面） ペア箸置 2
紙箱 ¥2,400　税込¥2,640

W3×D3.5×H1㎝

HFI048 芳山

松竹梅 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,200　税込¥1,320

W2×D6×H0.5㎝

HHG617 香菊

ひさご古紋 箸置 5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

W2×D7.5×H1㎝

HES430 紫泉

獅子舞い 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W5×D2.5×H0.5㎝

HHK513 紫泉

五色招き猫 箸置 5
紙箱 ¥4,500　税込¥4,950

W2.5×D4.5×H1㎝

HEG408 紫泉

五色独楽 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W3×D3×H2㎝
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HKY401

京のお正月 箸置セット 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

箱 W12.5×D12.5×H2.5㎝

HHF528 芳山

風神雷神 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

Ｗ5×D4.5×H1㎝

HOJ547 如水

お福・火男 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,800　税込¥1,980

お福　W3×D3×H1㎝
火男　W3×D3.5×H1㎝

HEN298 紫泉

つばき 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4.5×D4.5×H0.8㎝

HFB543 凡

福寿 ペア箸置 2
P袋 ¥1,500　税込¥1,650

W3.5×D3.5×H1㎝

HMM603 幹

めでたい ペア箸置 2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,430

W6×D4×H1.5㎝
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桐箱 ¥2,000　税込¥2,200

Ｗ6×D4×H3㎝
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紙箱 ¥4,000 税込¥4,400

W2×D5×H1.5㎝
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W5×D5.5×H1㎝
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GCK325 昇峰

黄交趾ふくろう ぐい呑 1
木箱 ¥5,000 税込¥5,500

φ5.5×H4.5㎝

GMG070 昭阿弥

金襴手松竹梅 ぐい呑 1
木箱 ¥12,000 税込¥13,200

φ6×H5㎝

GRC373 陶楽

紫彩三島 盃 1
紙箱 ¥6,000 税込¥6,600

φ6×H3㎝

（左）GIK376-02交趾おしどり（ピンク） ぐい呑 1
（右）GIK376-01交趾おしどり（紫） ぐい呑 1
木箱 各¥6,000　税込¥6,600

φ5.5×H4.5㎝ 昇峰

GRY387 六齋

朱巻山水 ぐい呑 1
木箱 ¥7,000　税込¥7,700

φ6×H4.5㎝

ﾄｳｱ839 陶葊

花交趾（椿） 盃 1
紙箱 ¥2,500 税込¥2,750

φ7×H4㎝

GOY075 亨

京三彩 ぐい呑 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

φ8×H4.5㎝

ﾄｳｱ858 陶葊

赤燿虹彩 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ8.5×H4.5㎝

GSH395-01 俊山

花紀行（雪松） 盃 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,400

φ8×H3㎝

GSH395-02 俊山

花紀行（梅） 盃 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,400

φ8×H3㎝

GSH395-12 俊山

花紀行（南天） 盃 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,400

φ8×H3㎝

GSH395-11 俊山

花紀行（椿） 盃 1
紙箱 ¥4,000 税込¥4,400

φ8×H3㎝

GRS372 陶楽

紫彩三島 ぐい呑 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ4×H5㎝

GQX300 香祥　各\2,250

百福・火男 ペアぐい呑 2
木箱 ¥4,500 税込¥4,950

φ5×H3.5㎝

GMV079 西山　各\6,000

金銀箔立鶴 ペアぐい呑 2
木箱 ¥12,000 税込¥13,200

φ5.5×H5㎝

ﾄｳｱ844 寿楽　各\2,500

福楽 ペアぐい呑 2
紙箱 ¥5,000 税込¥5,500

φ6×H4.5㎝

GCR323 昇峰

紫交趾六瓢 ぐい呑 1
木箱 ¥6,000 税込¥6,600

φ5.5×H4.5㎝

ﾄｳｱ856 陶葊　各¥2,000

花結晶（白地青赤） ペアぐい呑 2
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ5.5×H5㎝

GOM344 木野

織部面取 ぐい呑 1
木箱 ¥3,500 税込¥3,850

φ6.5×H5㎝

GCQ051 昭阿弥

色絵木瓜山水 （九角）ぐい呑 1
木箱 ¥12,000 税込¥13,200

φ5.5×H5㎝

GRE384 六齋

赤絵格子 ぐい呑 1
木箱 ¥7,000　税込¥7,700

φ6.5×H5㎝

GCY048 昭阿弥

瓔珞紋 ぐい呑 1
木箱 ¥12,000 税込¥13,200

φ7×H5.5㎝

GCK054 昭阿弥

黄交趾鳳凰 ぐい呑 1
木箱 ¥12,000 税込¥13,200

φ5.5×H5㎝

GRB338 利宋

米色瓷 ぐい呑 1
木箱 ¥4,000 税込¥4,400

φ6.5×H5㎝

GYM349 柳

万華油滴 盃 1
木箱 ¥5,000 税込¥5,500

φ9×H4㎝

GSR352 昭阿弥

色絵吉祥紋 ぐい呑 1
木箱 ¥12,000 税込¥13,200

φ6×H5㎝

GRD240 六齋

黄濃花唐草 ぐい呑 1
木箱 ¥7,000 税込¥7,700

φ5.5×H5㎝

ﾄｳｱ859 陶葊

琥珀陽光 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ8.5×H4.5㎝

新年の宴
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※印の作品は納入率が異なる場合があります。お問い合わせください。

YK-30 梶谷

恵比寿・大黒 ペア置物 2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,600

恵比寿　W10.5×D6×H11㎝

大黒　　W10×D6×H11㎝

EOR131 六兵衛窯

お福（座布団付） 置物 1
桐箱 ¥30,000　税込¥33,000

本体　　W10.5×D11×H10㎝
座布団　W14×D14×H3㎝

（右）YK-04 福地蔵(茶・笑い) 置物 1
（左）YK-06 福地蔵(白・笑い) 置物 1
紙箱 各¥2,500　税込¥2,750

茶　W5×D3.5×H7.5㎝
白　W5×D4×H8㎝ 梶谷

ERO159 六兵衛窯

鬼に金棒（赤）(台付） 置物 1
桐箱 ¥40,000　税込¥44,000

本体　W13.5×D7.5×H16.5㎝
台　　W21×D16.5㎝

EAE111 安徳

えびす鯛(台付） 置物 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

本体　W9×D7×H9㎝
台　　W15×D12㎝

EVK109 六兵衛窯

小鬼に金棒(台付） 置物 1
桐箱 ¥20,000　税込¥22,000

本体　W14×D4×H6㎝
台　　W15×D12㎝

 

ERN140 楽入

招き猫・松竹梅（白）（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

本体　W7×D7×H10.5㎝
布　　 W12×D9㎝

※黒、ピンク、黄、赤もございます。

ERP143 楽入

招き猫・松竹梅（ピンク）（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

本体　W7×D7×H10.5㎝
布　　 W12×D9㎝

※白、黒、黄、赤もございます。

※

※

※※

FW-712 荷平

獅子舞 楽香合 １
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

W7.5×D5×H5.5㎝

FW-707 荷平

だるま 楽蓋物 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ7.5×H7.5㎝

EVO108 六兵衛窯

鬼に金棒(台付） 置物 1
桐箱 ¥40,000　税込¥44,000

本体　W13.5×D7.5×H16.5㎝
台　　W21×D16.5㎝

RZH184 徳利容量280㎖　瑞光

花椿 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

徳利1 φ8×H11.5㎝ ¥4,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝ ¥2,000

RYS105 徳利容量270㎖　喜信

志野印華 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

徳利1 φ7.5×H11㎝ ¥4,000
ぐい呑1 φ6×H5㎝ ¥2,000

RFK209 徳利容量340㎖　圭司

櫛目青海波 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,350

徳利1 φ8×H12.5㎝ ¥4,500
ぐい呑1 φ6×H4.5㎝ ¥2,000

RSK200 徳利容量360㎖　俊山

吉祥梅 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ9×H12.5㎝ ¥5,000
ぐい呑1 φ5.5×H4㎝ ¥2,500

ＲBK199 徳利容量400㎖　八幡

吉祥鶴 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,600

徳利1 φ9×H13㎝ ¥8,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝ ¥4,000

ﾄｳｱ841 徳利容量280㎖　陶葊

紫交趾 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

徳利1 φ8×H12.5㎝ ¥4,000
ぐい呑1 φ5.5×H5㎝ ¥2,000

RHG173 徳利容量360㎖　北哉

群鶴 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ9×H12.5㎝ ¥6,000
ぐい呑1 φ5.5×H6㎝ ¥2,000

RQR193 徳利容量410㎖　昌久

粉引鶴亀 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

徳利1 φ9×H12㎝ ¥4,000
ぐい呑1 φ5.5×H6㎝ ¥2,000

RIN166 徳利容量230㎖　壹楽

赤濃牡丹唐草 お預け酒器 1:2
木箱 ¥36,000　税込¥39,600

徳利1 φ7×H13.5㎝ ¥20,000
ぐい呑1 φ5×H4.5㎝ ¥8,000

RMC098 徳利容量230㎖　嘉峰

柿釉　瓢型 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ7×H13.5㎝ ¥3,400
ぐい呑1 φ4.5×H5㎝ ¥3,300

RLN183 徳利容量250㎖　麗

南蛮青海波 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ8.5×H13㎝ ¥5,000
ぐい呑1 φ6.5×H5㎝ ¥2,500

RHN211 徳利容量180㎖　鳳山

染赤捻祥瑞 お預け酒器 1:2
木箱 ¥30,000　税込¥33,000

徳利1 φ7×H12.5㎝ ¥16,000
ぐい呑1 φ5×H4㎝ ¥7,000
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※印の作品は納入率が異なる場合があります。お問い合わせください。

YK-30 梶谷

恵比寿・大黒 ペア置物 2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,600

恵比寿　W10.5×D6×H11㎝

大黒　　W10×D6×H11㎝

EOR131 六兵衛窯

お福（座布団付） 置物 1
桐箱 ¥30,000　税込¥33,000

本体　　W10.5×D11×H10㎝
座布団　W14×D14×H3㎝

（右）YK-04 福地蔵(茶・笑い) 置物 1
（左）YK-06 福地蔵(白・笑い) 置物 1
紙箱 各¥2,500　税込¥2,750

茶　W5×D3.5×H7.5㎝
白　W5×D4×H8㎝ 梶谷

ERO159 六兵衛窯

鬼に金棒（赤）(台付） 置物 1
桐箱 ¥40,000　税込¥44,000

本体　W13.5×D7.5×H16.5㎝
台　　W21×D16.5㎝

EAE111 安徳

えびす鯛(台付） 置物 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

本体　W9×D7×H9㎝
台　　W15×D12㎝

EVK109 六兵衛窯

小鬼に金棒(台付） 置物 1
桐箱 ¥20,000　税込¥22,000

本体　W14×D4×H6㎝
台　　W15×D12㎝

 

ERN140 楽入

招き猫・松竹梅（白）（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

本体　W7×D7×H10.5㎝
布　　 W12×D9㎝

※黒、ピンク、黄、赤もございます。

ERP143 楽入

招き猫・松竹梅（ピンク）（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

本体　W7×D7×H10.5㎝
布　　 W12×D9㎝

※白、黒、黄、赤もございます。

※

※

※※

FW-712 荷平

獅子舞 楽香合 １
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

W7.5×D5×H5.5㎝

FW-707 荷平

だるま 楽蓋物 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ7.5×H7.5㎝

EVO108 六兵衛窯

鬼に金棒(台付） 置物 1
桐箱 ¥40,000　税込¥44,000

本体　W13.5×D7.5×H16.5㎝
台　　W21×D16.5㎝

RZH184 徳利容量280㎖　瑞光

花椿 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

徳利1 φ8×H11.5㎝ ¥4,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝ ¥2,000

RYS105 徳利容量270㎖　喜信

志野印華 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

徳利1 φ7.5×H11㎝ ¥4,000
ぐい呑1 φ6×H5㎝ ¥2,000

RFK209 徳利容量340㎖　圭司

櫛目青海波 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,350
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ぐい呑1 φ6×H4.5㎝ ¥2,000
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RLN183 徳利容量250㎖　麗
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徳利1 φ7×H12.5㎝ ¥16,000
ぐい呑1 φ5×H4㎝ ¥7,000
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TBH509 八幡

吉祥鶴 抹茶碗 1
木箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H8㎝

TZU751 瑞光

梅の花 抹茶碗 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ12×H8㎝

TSK746 俊山

京の梅 抹茶碗 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ12.5×H8㎝

TQX124 香祥

百福 抹茶碗 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,950

φ12.5×H9㎝

TAK112 如山

金箔竹 抹茶碗 1
紐木 ¥22,000 税込¥24,200

φ12.5×H7.5㎝

TYK560 与山

黒塗花丸紋 抹茶碗 1
紐木 ¥25,000　税込¥27,500

φ12.5×H8㎝

TBK389 八幡

吉祥おしどり 抹茶碗 1
木箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H8㎝

TJN435 如山

仁清鶴松竹梅 抹茶碗 1
紐木 ¥12,000　税込¥13,200

φ11.5×H7.5㎝

TSU664 総峰

梅の香 抹茶碗 1
紐木 ¥20,000　税込¥22,000

φ11.5×H8.5㎝

TSK776 清泉

粉引六瓢 抹茶碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ11.5×H8㎝

TMD165 妙見

青磁雲鶴 抹茶碗 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,950

φ12.5×H7.5㎝

TYK591 香菊

金彩六瓢 抹茶碗 1
木箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H7.5㎝

TON490 桜谷

仁清紅白梅 抹茶碗 1
木箱 ¥12,000 税込¥13,200

φ12×H7.5㎝

TAK113 如山
仁清椿 抹茶碗 1
紐木 ¥13,000　税込¥14,300

φ12.5×H7.5㎝

TZH588 瑞光

花椿 抹茶碗 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ12×H8㎝

TYH477 桜谷

金彩日の出鶴 抹茶碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ12×H7.5㎝

TYK476 香菊

金彩折鶴 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12×H7.5㎝

縁起一服

TJA602 治兵衛

釉流彩（曙） 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12×H7.5㎝

TSJ690 松楽

黒楽 上 抹茶碗 1
紙箱 ¥12,000　税込¥13,200

φ12×H8㎝

TSN689 松楽

赤楽 抹茶碗 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H8㎝

KH-02 花月

富士（凱風快晴） 抹茶碗 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

φ11×H8㎝

※富士（浪裏）もございます。
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UAH686 昭阿弥

色絵鳳凰 小湯呑 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ7.5×H6.5㎝

BTM868-01 陶楽

紫彩華紋 平小鉢 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ15.5×H5㎝

BAR994 昭阿弥

色絵瓔珞紋 六寸鉢 1
紙箱 ¥20,000　税込¥22,000

φ18×H4.5㎝

ﾄｳｱ492 陶葊

赤燿虹彩 長皿 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W29.5×D9.5×H2㎝

BKA611 嘉峰

花睦み ペア五寸鉢 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ15×H6.5㎝

PCP803-01 昭阿弥

色絵帯七宝 四寸皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H2㎝

PCY805-01 昭阿弥

祥瑞山水 四寸皿 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ12×H2㎝

PMM549-02 幹

めでたい（赤） 中皿 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,960

φ17×H1.5㎝

UAO688 昭阿弥

色絵帯山水 小湯呑 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ7.5×H6.5㎝

ﾄｳｱ136 陶葊

赤小梅 お茶呑茶碗 5
紙箱 ¥16,000　税込¥17,600

φ9×H7.5㎝

QMI222 加春

百福 お茶呑茶碗 5
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ9×H5.5㎝

BAU992 昭阿弥

赤絵花格子 五、五寸鉢 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ17×H5㎝

BZK981 瑞光

吉祥草花 六、五寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ19.5×H6.5㎝

UAN682 昭阿弥

色絵捻古紋 小湯呑 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ7.5×H6.5㎝

PCH797-01 昭阿弥

色絵鳳凰 四寸皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H2㎝

JKK077 宝瓶容量125㎖  昭阿弥

黄交趾宝鳳凰 小茶器揃 1：1：5
木箱 ¥55,000　税込¥60,500

宝瓶1 ¥19,250 φ8.5×H6㎝
さまし1 ¥8,250 W8.5×D7×H4㎝
碗揃5 ¥27,500 φ6×H4.5㎝

ﾄｳｱ698 宝瓶容量180㎖　陶葊

花結晶（白） 小茶器揃 1：1：5
紙箱 ¥20,000　税込¥22,000

宝瓶1 ¥6,000 φ9×H8㎝
さまし1 ¥4,000 W10.5×D7×H5.5㎝
碗揃5 ¥10,000 φ6×H5㎝

JKT032 宝瓶容量160㎖  花月

俵手金彩 小茶器揃 1：1：5
紙箱 ¥17,000　税込¥18,700

宝瓶1 ¥6,000 φ8.5×H7.5㎝
さまし1 ¥3,000 W11×D8×H5㎝
碗揃5 ¥8,000 φ5.5×H4㎝

JKS041　急須容量230㎖　清香　小茶器揃 1：1：5
木箱　¥37,000（税込¥40,700）　京泉

急須1　¥12,500（φ9×H8㎝）　さまし1　¥7,000（φ8.5×H7㎝）
碗揃5　¥17,500（φ6×H5㎝）

JKS041 急須容量230㎖  京泉

清香 小茶器揃 1：1：5
木箱 ¥37,000　税込¥40,700

急須1 ¥12,500 φ9×H8㎝
さまし1 ¥7,000 φ8.5×H7㎝
碗揃5 ¥17,500 φ6×H5㎝

KH-07 俊山

富士・凱風快晴 角皿 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

W21×D21×H2㎝

KH-08　富士・波裏 角皿 1

紙箱 ¥15,000（税込¥16,500）　W21×D21×H2㎝

お
正
月
の

お
も
て
な
し
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φ9×H7.5㎝

QMI222 加春

百福 お茶呑茶碗 5
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ9×H5.5㎝

BAU992 昭阿弥

赤絵花格子 五、五寸鉢 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ17×H5㎝

BZK981 瑞光

吉祥草花 六、五寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ19.5×H6.5㎝

UAN682 昭阿弥

色絵捻古紋 小湯呑 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ7.5×H6.5㎝

PCH797-01 昭阿弥

色絵鳳凰 四寸皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H2㎝

JKK077 宝瓶容量125㎖  昭阿弥

黄交趾宝鳳凰 小茶器揃 1：1：5
木箱 ¥55,000　税込¥60,500

宝瓶1 ¥19,250 φ8.5×H6㎝
さまし1 ¥8,250 W8.5×D7×H4㎝
碗揃5 ¥27,500 φ6×H4.5㎝

ﾄｳｱ698 宝瓶容量180㎖　陶葊

花結晶（白） 小茶器揃 1：1：5
紙箱 ¥20,000　税込¥22,000

宝瓶1 ¥6,000 φ9×H8㎝
さまし1 ¥4,000 W10.5×D7×H5.5㎝
碗揃5 ¥10,000 φ6×H5㎝

JKT032 宝瓶容量160㎖  花月

俵手金彩 小茶器揃 1：1：5
紙箱 ¥17,000　税込¥18,700

宝瓶1 ¥6,000 φ8.5×H7.5㎝
さまし1 ¥3,000 W11×D8×H5㎝
碗揃5 ¥8,000 φ5.5×H4㎝

JKS041　急須容量230㎖　清香　小茶器揃 1：1：5
木箱　¥37,000（税込¥40,700）　京泉

急須1　¥12,500（φ9×H8㎝）　さまし1　¥7,000（φ8.5×H7㎝）
碗揃5　¥17,500（φ6×H5㎝）

JKS041 急須容量230㎖  京泉

清香 小茶器揃 1：1：5
木箱 ¥37,000　税込¥40,700

急須1 ¥12,500 φ9×H8㎝
さまし1 ¥7,000 φ8.5×H7㎝
碗揃5 ¥17,500 φ6×H5㎝

KH-07 俊山

富士・凱風快晴 角皿 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

W21×D21×H2㎝

KH-08　富士・波裏 角皿 1

紙箱 ¥15,000（税込¥16,500）　W21×D21×H2㎝

お
正
月
の

お
も
て
な
し
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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。
　また、デザインを予告なく変更することがございます。
＊このカタログの有効期限は2019年12月末日です。
＊このカタログは消費税率10％として表記しています。 kyoto-kumagai.co.jp

（左）YRT108 鶴 香合 1 楽入
（右）YRK107 亀 香合 1 楽入
木箱 各¥12,000 税込¥13,200

鶴W6×D4.5×H4.5㎝
亀W6.5×D5×H3.5㎝

YKE174 陶峰

正倉院 香炉（帛紗付） 1
紐木 ¥38,000　税込¥41,800

φ9×H9.5㎝

YST132 昇峰

黄交趾宝尽し 香炉 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,500

φ7.5×H6.5㎝

ﾄｳｱ908 陶葊

黒塗雲錦 香炉 1
紐木 ¥15,000　税込¥16,500

φ8.5×H7.5㎝

ﾄｳｱ847 陶葊

花結晶（金花） 香炉 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8.5×H7.5㎝

YXI055 雅美

翔鶴 豆香炉（黒台付） 1
紐木 ¥22,000　税込¥24,200

φ7×H8㎝

新
年
を
愉
し
む

ERY156 楽入

翔鶴赤富士 陶額 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

縦26×横30㎝

PZU513 瑞古

福来い 陶額 1
紙箱 ¥22,000　税込¥24,200

縦32.5×横37.5㎝

新
春

EKK010 紅雪

祝い富士 陶額 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

縦28×横28㎝

EKY009 善昇

金箔富士 陶額 1
紙箱 ¥30,000　税込¥33,000

縦23.5×横68.5㎝

ERG118 六兵衛窯

扇七福神 陶額 1
紙箱 ¥50,000　税込¥54,000

縦35.5×横49㎝
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