
＊当カタログに掲載の商品は、京都陶磁器意匠保護協会に登録済、あるいは申請中のものです。
＊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 2015 年 12 月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

の
れ
ん
・
タ
ペ
ス
ト
リ
ー

※

納
入
率
が
異
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ERG118 六兵衛窯

扇七福神 陶額　1
段箱 ¥50,000　税込¥54,000

縦35.5×横49㎝

EKK010 紅雪

祝い富士 陶額　1
段箱 ¥10,000　税込¥10,800

縦28×横28㎝

PZU513 瑞古

福来い 陶額　1
段箱 ¥22,000　税込¥23,760

縦32.5×横37.5㎝

EKY009 渓峰

金箔富士 陶額　1
段箱 ¥30,000　税込¥32,400

縦23.5×横68.5㎝

EAT042 安徳

松鶴宝船 羽子板陶額　1
段箱 ¥20,000　税込¥21,600

縦47×横29.5㎝

NR-020 幸美

白山茶花（生成） のれん　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440
90×150㎝

TP-028 幸美

南天（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥12,000 税込¥12,960

43×120㎝

TP-062 幸美

風神雷神（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥12,000 税込¥12,960

43×120㎝

春を呼ぶインテリア

新
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LNT542 典哲

色彩椿 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11×H6㎝ 小φ10.5×H5.5㎝

USI943 昇峰

飛翔 組湯呑　2
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

UZK798 瑞光

吉祥草花 組湯呑　2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

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¥7,020

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

USK915 俊山

花吉祥 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

LSI544 昇峰

飛翔 組飯碗　2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

CIH703 昇峰　各\8,500

飛翔 ペアマグカップ　2
紙箱 ¥17,000　税込¥18,360

φ7×H8㎝ 容量210㎖

URS935 六齋

七福神 組湯呑　2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

UIK937 壹楽

吉祥古紋 組湯呑　2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

USH936 雙楽

花帯古紋 組湯呑　2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8㎝

UNT940 典哲

色彩椿 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LQU531 昌久

粉引鶴亀 組飯碗　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

DQM218 昌久

粉引鶴亀 土瓶　1
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ11×H16㎝ 容量550㎖ 

UQO925 昌久

粉引鶴亀 組湯呑　2
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

CNT708 典哲

色彩椿 マグカップ　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ7.5×H10㎝ 容量320㎖

LRS545 六齋

七福神 組飯碗　2
紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ11.5×H7㎝ 小φ11×H6㎝

CQK692 昌久

粉引鶴亀 マグカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9.5㎝ 容量300㎖

LSK525 俊山

花吉祥 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5㎝

新
た
な
年
に

新
た
な
器
を

CNU712 典哲

梅尽し マグカップ　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ7.5×H10㎝ 容量320㎖

UNU938 典哲　　　

梅尽し 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LNU547 典哲　　　

梅尽し 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11×H6㎝ 小φ10.5×H5.5㎝

2 3



LNT542 典哲

色彩椿 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11×H6㎝ 小φ10.5×H5.5㎝

USI943 昇峰

飛翔 組湯呑　2
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

UZK798 瑞光

吉祥草花 組湯呑　2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ７×H8㎝
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吉祥草花 組飯碗　2
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大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

USK915 俊山

花吉祥 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝
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飛翔 組飯碗　2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

CIH703 昇峰　各\8,500

飛翔 ペアマグカップ　2
紙箱 ¥17,000　税込¥18,360

φ7×H8㎝ 容量210㎖
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七福神 組湯呑　2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝
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木箱 ¥20,000　税込¥21,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝
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木箱 ¥20,000　税込¥21,600
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粉引鶴亀 土瓶　1
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ11×H16㎝ 容量550㎖ 

UQO925 昌久
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紙箱 ¥4,500　税込¥4,860
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RZH184 徳利容量280㎖　瑞光

花椿 お預け酒器　1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

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¥8,640

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

RKK191 徳利容量300㎖　花月

鹿の子 お預け酒器　1:2
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

徳利1 φ8.5×H11.5㎝ ¥6,000
ぐい呑1 φ6×H4.5㎝ ¥3,000

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¥8,640

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¥10,800

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¥8,640

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

ﾄｳｱ835 徳利容量250㎖　陶葊

花結晶（銀藤） お預け酒器　1:2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

徳利1 φ7.5×H12㎝ ¥4,500
ぐい呑1 φ5.5×H5㎝ ¥2,000

ﾄｳｱ017 陶葊

紅白梅 組湯呑　2
木箱 ¥12,000 税込¥12,960

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¥16,200

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

UKH180 嘉峰

花睦み ペア湯呑　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H9㎝

UCK183 松楽

紅白楽 ペア湯呑　2
木箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ8×H9㎝

UHG789 北哉

群鶴 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LHG388 北哉

群鶴 組飯碗　2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

UHA895 北哉

染赤雲鶴 組湯呑　2
紙箱 ¥6,800　税込¥7,344

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UKM945 嘉峰

まねき猫 組湯呑　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ6.5×H8㎝

LKM541 嘉峰

まねき猫 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

LHA499 北哉

染赤雲鶴 組飯碗　2
紙箱 ¥7,200　税込¥7,776

大φ12×H7㎝ 小φ11.5×H6㎝

UBH553 八幡

吉祥鶴 組湯呑　2
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

RTN148　金銀箔瓢箪 酒器揃　2:2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

RTG151　金銀箔瓢箪 お預け酒器　1:2
紙箱 ¥13,500　税込¥14,580

徳利1 φ6.5×H11.5㎝ ¥6,500
ぐい呑1 W5.5×D6×H5㎝ ¥3,500
徳利容量160㎖ 直山

※お預け酒器は徳利が金箔になります。

LKH474 嘉峰

花睦み ペア飯碗　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ11.5×H5.5㎝
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ぐい呑1 φ5.5×H5㎝ ¥2,000
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紅白梅 組湯呑　2
木箱 ¥12,000 税込¥12,960

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¥16,200

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

UKH180 嘉峰

花睦み ペア湯呑　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400
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大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝
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大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

UHA895 北哉

染赤雲鶴 組湯呑　2
紙箱 ¥6,800　税込¥7,344

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UKM945 嘉峰

まねき猫 組湯呑　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ6.5×H8㎝
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紙箱 ¥7,200　税込¥7,776
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UBH553 八幡

吉祥鶴 組湯呑　2
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

RTN148　金銀箔瓢箪 酒器揃　2:2
木箱 ¥20,000　税込¥21,600

RTG151　金銀箔瓢箪 お預け酒器　1:2
紙箱 ¥13,500　税込¥14,580

徳利1 φ6.5×H11.5㎝ ¥6,500
ぐい呑1 W5.5×D6×H5㎝ ¥3,500
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※お預け酒器は徳利が金箔になります。
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GQX300 香祥　各\2,250

百福・火男 ペアぐい呑 2
木箱 ¥4,500 税込¥4,860

φ5×H3.5㎝

GCK325 昇峰

黄交趾ふくろう ぐい呑　1
木箱 ¥5,000 税込¥5,400

φ5.5×H4.5㎝

ﾄｳｱ827-02 陶葊

花結晶（白） ぐい呑　1
紙箱 ¥2,000 税込¥2,160

φ7×H4㎝

GRD240 六齋

黄濃花唐草 ぐい呑　1
木箱 ¥7,000 税込¥7,560

φ5.5×H5㎝

GRH336 利宋

灰青瓷 ぐい呑　1
木箱 ¥4,000 税込¥4,320

φ6.5×H5㎝

（右）GMF233 瑞松

辰砂 盃　1
木箱 ¥3,000 税込¥3,240

φ8.5×H3㎝

GCR323 昇峰

紫交趾六瓢 ぐい呑　1
木箱 ¥6,000 税込¥6,480

φ5.5×H4.5㎝

GWM214 瑞松

紫式部 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500 税込¥2,700

φ7.5×H4㎝

GOM199 瑞昭

六瓢 ぐい呑　1
木箱 ¥8,500 税込¥9,180

φ6.5×H4.5㎝

RMC098-02 嘉峰

柿釉 ぐい呑　1
紙箱 ¥3,300 税込¥3,564

φ4.5×H5㎝

RIN011-02 壹楽

赤濃牡丹唐草 ぐい呑　1
紙箱 ¥8,000 税込¥8,640

φ5×H4.5㎝

GSR352 昭阿弥

色絵吉祥紋 ぐい呑　1
木箱 ¥12,000 税込¥12,960

φ6×H5㎝

（右）ﾄｳｱ839 陶葊

花交趾（椿） 盃　1
紙箱 ¥2,500 税込¥2,700

φ7×H4㎝

（左）GRS372 陶楽

紫彩三島 ぐい呑　1
紙箱 ¥6,000 税込¥6,480

φ4×H5㎝

（右）GRC373 陶楽

紫彩三島 盃　1
紙箱 ¥6,000 税込¥6,480

φ6×H3㎝

GOA370-02 陶遊

赤椿 ぐい呑　1
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

φ5×H5㎝

GMR368 幹

色絵草花 ぐい呑　1
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

φ6×H6㎝
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紙箱 ¥2,500 税込¥2,700
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紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

φ9×H3㎝

GSH371 俊山

花詰 ぐい呑　1
紙箱 ¥4,500 税込¥4,860

φ5×H3㎝

（左）GIS365 瑞松

辰砂 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500 税込¥2,700

φ6×H4㎝ GMV079 西山　各\6,000

金銀箔立鶴 ペアぐい呑　2
木箱 ¥12,000 税込¥12,960

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¥5,400

φ6×H4.5㎝

GRK374-02 六齋

赤鹿の子 ぐい呑　1
木箱 ¥7,000 税込¥7,560

φ5.5×H5.5㎝

GRK374-01 六齋

染鹿の子 ぐい呑　1
木箱 ¥7,000 税込¥7,560

φ5.5×H5.5㎝

昨
夜
は
こ
の
器
で

さ
し
つ
さ
さ
れ
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箸
置
で

新
し
い年
を
寿
ぐ

HTM563 大日

水引 箸置 5
紙箱 ¥3,200 税込¥3,456

W6×D3×H1㎝

HKY401

京のお正月 箸置セット 5
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

箱 W12.5×D12.5×H2.5㎝

HHY005 芳山

宝小紋 箸置 5
紙箱 ¥3,000 税込¥3,240

W4×D6×H1.3㎝

HHS388 芳山

おしどり ペア箸置 2
紙箱 ¥3,000 税込¥3,240

W2×D4.5×H2.5㎝

HMS484 幹

招福ひょうたん 箸置 5
紙箱 ¥3,000 税込¥3,240

W3×D6×H1.5㎝

HFY012 芳山

末広 箸置 5
木箱 ¥7,000 税込¥7,560

W5×D4.5×H1㎝

HES430 江泉

獅子舞い 箸置 5
紙箱 ¥3,000 税込¥3,240

W5×D2.5×H0.5㎝

HHG617 芳山

ひさご古紋 箸置 5
紙箱 ¥3,800 税込¥4,104

W2×D7.5×H1㎝

HBN623 凡

三友 箸置 3
紙箱 ¥3,000 税込¥3,240

W3.5×D3.5×H1㎝

HFT046 芳山

羽子板お正月 箸置 5
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

W2×D6×H0.5㎝

HRK219 楽入

紅白鯛（楽） ペア箸置 2
桐箱 ¥2,800 税込¥3,024

W4.5×D3.5×H3㎝
赤 ¥1,600 白 ¥1,200

HFJ546 如水

福招き猫（両面） ペア箸置 2
紙箱 ¥2,400 税込¥2,592

W3×D3.5×H1㎝

HHG468 芳山

五色折り鶴 箸置 5
紙箱 ¥3,800 税込¥4,104

Ｗ6×D4×H3㎝

HHK442 芳山

ことほぎ 箸置 5
紙箱 ¥2,500 税込¥2,700

W4×D4×H1.5㎝

HKJ545 如水

金銀瓢箪 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,700 税込¥1,836

W2.5×D5×H0.5㎝

HRT410 楽入

鶴亀（楽） ペア箸置 2
桐箱 ¥2,800 税込¥3,024

鶴 W3×D5.5×H2.5㎝
亀 W3.5×D5.5×H2㎝

HEG408 江泉

五色独楽 箸置 5
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

W3×D3×H2㎝

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㎝

HHJ299 芳山

福羽根 箸置 5
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

W5×D5.5×H1㎝

HHK389 芳山

鏡もち 箸置 5
紙箱 ¥3,000 税込¥3,240

W4×D5.5×H0.8㎝

HHK513 芳山

五色招き猫 箸置 5
紙箱 ¥4,500 税込¥4,725

W2.5×D4.5×H1㎝

HHR469 芳山

折り鶴 ペア箸置 2
桐箱 ¥2,000 税込¥2,160

Ｗ6×D4×H3㎝

HHY443 芳山

吉祥鶴 ペア箸置 2
桐箱 ¥2,500 税込¥2,700

W2.5×D4×H1.5㎝

HFI047 芳山

新春草花 箸置 5
紙箱 ¥2,300 税込¥2,484

W2×D6×H0.5㎝

HHM399 芳山

招き猫 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000 税込¥2,160

W2.5×D4.5×H1㎝

HOJ547 如水

お福・火男 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,800 税込¥1,944

お福 W3×D3×H1㎝
火男 W3×D3.5×H1㎝

HET429 江泉

宝船 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000 税込¥2,160

W3×D4.5×H0.8㎝

HUY339 芳山

やっこ凧 箸置 5
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

W4.5×D5×H0.8㎝

HBF621 凡

祝い富士 箸置 3
紙箱 ¥2,100 税込¥2,268

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HFQ030 芳山

梅の園 箸置 5
紙箱 ¥4,000 税込¥4,320

W2×D5×H1.5㎝

HHS465 芳山

梅が枝 箸置 5
紙箱 ¥3,600 税込¥3,888

W3×D5×H1㎝
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HYB544 凡

やり梅 ペア箸置 2
P袋 ¥1,700 税込¥1,836

W3.5×D4.5×H1㎝

HHA618 芳山

花赤絵 箸置 5
紙箱 ¥3,200 税込¥3,456

W2×D5.5×H1.5㎝

HBU501 凡

梅の香 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,000 税込¥1,080

Ｗ4×D3.5×H0.5㎝

HAJ425 安徳

初春 箸置 5
紙箱 ¥3,800 税込¥4,104

W3×D4.5×H0.5㎝

HFB543 凡

福寿 ペア箸置 2
P袋 ¥1,500 税込¥1,620

W3.5×D3.5×H1㎝

HBW624 凡

花の輪 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000 税込¥2,160

W5×D2×H2㎝

HBT622 凡

富士月夜 箸置 3
紙箱 ¥2,100 税込¥2,268

W3.5×D3.5×H0.5㎝

置
物

　
　

―
 

厄
を
祓
い
福
を
招
く ―

※梶谷作品は納入率が異なります。
 　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¥17,280

大黒　　W10×D6×H11㎝
恵比寿　W10.5×D6×H11㎝

EOR131 六兵衛窯

お福（座布団付） 置物　1
桐箱 ¥30,000　税込¥32,400

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 ¥2,500　税込¥2,700

茶　W5×D3.5×H7.5㎝
白　W5×D4×H8㎝ 梶谷

EVO108 六兵衛窯

鬼に金棒(台付） 置物　1
飾木 ¥40,000　税込¥43,200

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¥8,640

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¥21,600

本体　W14×D4×H6㎝
台　　W15×D12㎝

招き猫のいわれ
右手を上げていると金運を招き、左手を

上げていると人（客）を招くという意味を持

つ。手の高さも、高ければ高いほどより遠

くの福を呼び寄せると云われている。

※招き猫・松竹梅　楽置物（計5色）

ERS141
赤

（無病息災）

ERM139
黒

（魔除厄除）

ERT142
黄

（良縁招福）

ERP143
ピンク

（恋愛運）

HFK021 芳山

青小梅 箸置　5
紙箱 ¥2,200 税込¥2,376

W3×D3×H0.8㎝

ERN140 楽入　　　　

招き猫・松竹梅（白）（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

本体　W7×D7×H10.5㎝
布　　 W12×D9㎝ 来福招福

（上から）

HGX077　江泉
梅暦　箸置 5　紙箱
¥2,000 税込¥2,160
W3.5×D3.5×H1㎝

HHK310　芳山
さがの　箸置 5　紙箱

¥3,000 税込¥3,240
W1.5×D9×H0.5㎝

HFH022　芳山
赤小梅　箸置 5　紙箱

¥2,200 税込¥2,376
W3×D3×H0.8㎝

HMM603　幹
めでたい　ペア箸置 2　紙箱

¥1,300 税込¥1,404
W6×D4×H1.5㎝

HVO139　辻野
赤かぶら　箸置 5　紙箱

¥1,700 税込¥1,836
W2×D3.5×H1.5㎝

（上から）

HKK254　江泉
梅の花　箸置 5
紙箱　¥2,500 税込¥2,700
W4×D3.5×H1㎝

HED614　江泉　　　　
だるま　ペア箸置 2
紙箱　¥1,500 税込¥1,620
W5×D2.5×H0.5㎝

HBU500　凡
梅の香　箸置 5
紙箱　¥2,500 税込¥2,700
Ｗ4×D3.5×H0.5㎝

HFI048　芳山
松竹梅　ペア箸置 2
紙箱　¥1,000 税込¥1,080
W2×D6×H0.5㎝

HEN298　江泉
つばき　箸置 5
紙箱　¥3,000 税込¥3,240
W4.5×D4.5×H0.8㎝
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HYB544 凡

やり梅 ペア箸置 2
P袋 ¥1,700 税込¥1,836

W3.5×D4.5×H1㎝

HHA618 芳山

花赤絵 箸置 5
紙箱 ¥3,200 税込¥3,456

W2×D5.5×H1.5㎝

HBU501 凡

梅の香 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,000 税込¥1,080

Ｗ4×D3.5×H0.5㎝

HAJ425 安徳

初春 箸置 5
紙箱 ¥3,800 税込¥4,104

W3×D4.5×H0.5㎝

HFB543 凡

福寿 ペア箸置 2
P袋 ¥1,500 税込¥1,620

W3.5×D3.5×H1㎝

HBW624 凡

花の輪 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000 税込¥2,160

W5×D2×H2㎝

HBT622 凡

富士月夜 箸置 3
紙箱 ¥2,100 税込¥2,268

W3.5×D3.5×H0.5㎝

置
物

　
　

―
 

厄
を
祓
い
福
を
招
く ―

※梶谷作品は納入率が異なります。
 　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¥17,280

大黒　　W10×D6×H11㎝
恵比寿　W10.5×D6×H11㎝

EOR131 六兵衛窯

お福（座布団付） 置物　1
桐箱 ¥30,000　税込¥32,400

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 ¥2,500　税込¥2,700

茶　W5×D3.5×H7.5㎝
白　W5×D4×H8㎝ 梶谷

EVO108 六兵衛窯

鬼に金棒(台付） 置物　1
飾木 ¥40,000　税込¥43,200

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¥8,640

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¥21,600

本体　W14×D4×H6㎝
台　　W15×D12㎝

招き猫のいわれ
右手を上げていると金運を招き、左手を

上げていると人（客）を招くという意味を持

つ。手の高さも、高ければ高いほどより遠

くの福を呼び寄せると云われている。

※招き猫・松竹梅　楽置物（計5色）

ERS141
赤

（無病息災）

ERM139
黒

（魔除厄除）

ERT142
黄

（良縁招福）

ERP143
ピンク

（恋愛運）

HFK021 芳山

青小梅 箸置　5
紙箱 ¥2,200 税込¥2,376

W3×D3×H0.8㎝

ERN140 楽入　　　　

招き猫・松竹梅（白）（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

本体　W7×D7×H10.5㎝
布　　 W12×D9㎝ 来福招福

（上から）

HGX077　江泉
梅暦　箸置 5　紙箱
¥2,000 税込¥2,160
W3.5×D3.5×H1㎝

HHK310　芳山
さがの　箸置 5　紙箱

¥3,000 税込¥3,240
W1.5×D9×H0.5㎝

HFH022　芳山
赤小梅　箸置 5　紙箱

¥2,200 税込¥2,376
W3×D3×H0.8㎝

HMM603　幹
めでたい　ペア箸置 2　紙箱

¥1,300 税込¥1,404
W6×D4×H1.5㎝

HVO139　辻野
赤かぶら　箸置 5　紙箱

¥1,700 税込¥1,836
W2×D3.5×H1.5㎝

（上から）

HKK254　江泉
梅の花　箸置 5
紙箱　¥2,500 税込¥2,700
W4×D3.5×H1㎝

HED614　江泉　　　　
だるま　ペア箸置 2
紙箱　¥1,500 税込¥1,620
W5×D2.5×H0.5㎝

HBU500　凡
梅の香　箸置 5
紙箱　¥2,500 税込¥2,700
Ｗ4×D3.5×H0.5㎝

HFI048　芳山
松竹梅　ペア箸置 2
紙箱　¥1,000 税込¥1,080
W2×D6×H0.5㎝

HEN298　江泉
つばき　箸置 5
紙箱　¥3,000 税込¥3,240
W4.5×D4.5×H0.8㎝
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BMJ128 浩三

志野梅 （箸付）浅鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ20.5×H5㎝

BZH761 瑞光

花椿 六.五寸鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19.5×H6.5㎝

FW-204 善昇

仁清松竹梅 蓋付雑煮碗 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H9㎝

FW-301 嘉峰

七宝（柿釉） 蓋付雑煮碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ12.5×H10㎝

FW-302 嘉峰
七宝（御本手） 蓋付雑煮碗 1

FW-207 嘉峰

御本手 蓋付雑煮碗　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12.5×H10㎝

FW-206 嘉峰
柿釉 蓋付雑煮碗　1

FW-304 陶葊

花結晶（黄） 蓋付雑煮碗　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ11.5×H9.5㎝

FW-208 嘉峰

柿釉 雑煮碗　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ11.5×H7.5㎝

FW-209 嘉峰
御本手 雑煮碗　1

FW-213 俊山

松竹梅 雑煮碗　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ11.5×H8㎝

FW-219 陶葊

花結晶(緑) 雑煮碗　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ11.5×H7㎝

※在庫数に限りがございます。 お問合せ下さいませ。

FW-203 陶葊

四季草花 二段重　1
紙箱 ¥100,000 税込¥108,000

φ20×H17㎝

FW-202 陶葊

花結晶（黄） 二段重　１
紙箱 ¥50,000　税込¥54,000

φ20×H15.5cm

FW-201 善昇

仁清松竹梅 三段重　１
木箱 ¥160,000 税込¥172,800

φ21×H20.5㎝

BAR994 昭阿弥

色絵瓔珞紋 六寸鉢　1
紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

φ18×H4.5㎝

ﾄｳｱ460 陶葊

花結晶（茶） 尺皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ33.5×H4.5㎝

PSK530 俊山

花吉祥 角皿　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

W21×D20.5×H2㎝

BKA611 嘉峰

花睦み ペア五寸鉢　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ15×H6.5㎝

PCH797-01 昭阿弥

色絵鳳凰 四寸皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H2㎝

PCP803-01 昭阿弥

色絵帯七宝 四寸皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H2㎝

PCR802-01 昭阿弥

色絵帯山水 四寸皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H2㎝

KH-07 俊山

富士・凱風快晴 角皿　1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

W21×D21×H2 ㎝　

（上から）

（上から）

（上から）

BZK981 瑞光

吉祥草花 六.五寸鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19.5×H6.5㎝
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BMJ128 浩三

志野梅 （箸付）浅鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ20.5×H5㎝

BZH761 瑞光

花椿 六.五寸鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19.5×H6.5㎝

FW-204 善昇

仁清松竹梅 蓋付雑煮碗 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H9㎝

FW-301 嘉峰

七宝（柿釉） 蓋付雑煮碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ12.5×H10㎝

FW-302 嘉峰
七宝（御本手） 蓋付雑煮碗 1

FW-207 嘉峰

御本手 蓋付雑煮碗　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12.5×H10㎝

FW-206 嘉峰
柿釉 蓋付雑煮碗　1

FW-304 陶葊

花結晶（黄） 蓋付雑煮碗　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ11.5×H9.5㎝

FW-208 嘉峰

柿釉 雑煮碗　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ11.5×H7.5㎝

FW-209 嘉峰
御本手 雑煮碗　1

FW-213 俊山

松竹梅 雑煮碗　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ11.5×H8㎝

FW-219 陶葊

花結晶(緑) 雑煮碗　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ11.5×H7㎝

※在庫数に限りがございます。 お問合せ下さいませ。

FW-203 陶葊

四季草花 二段重　1
紙箱 ¥100,000 税込¥108,000

φ20×H17㎝

FW-202 陶葊

花結晶（黄） 二段重　１
紙箱 ¥50,000　税込¥54,000

φ20×H15.5cm

FW-201 善昇

仁清松竹梅 三段重　１
木箱 ¥160,000 税込¥172,800

φ21×H20.5㎝

BAR994 昭阿弥

色絵瓔珞紋 六寸鉢　1
紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

φ18×H4.5㎝

ﾄｳｱ460 陶葊

花結晶（茶） 尺皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ33.5×H4.5㎝

PSK530 俊山

花吉祥 角皿　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

W21×D20.5×H2㎝

BKA611 嘉峰

花睦み ペア五寸鉢　2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ15×H6.5㎝

PCH797-01 昭阿弥

色絵鳳凰 四寸皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H2㎝

PCP803-01 昭阿弥

色絵帯七宝 四寸皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H2㎝

PCR802-01 昭阿弥

色絵帯山水 四寸皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H2㎝

KH-07 俊山

富士・凱風快晴 角皿　1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

W21×D21×H2 ㎝　

（上から）

（上から）

（上から）

BZK981 瑞光

吉祥草花 六.五寸鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19.5×H6.5㎝
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裏面

（左）YRT108 鶴　香合　1　楽入
（右）YRK107 亀　香合　1　楽入

木箱 各¥12,000　税込¥12,960

亀W6.5×D5×H3.5㎝
鶴W6×D4.5×H4.5㎝

YKB120 昭阿弥

青交趾宝袋 香炉　1
紐木 ¥35,000　税込¥37,800

φ9.5×H9㎝

YKE119 昭阿弥

黄交趾宝袋 香炉　1
紐木 ¥35,000　税込¥37,800

φ9.5×H9㎝

YKY110 京泉

銀モスク 香炉（黒台付）　1
紐木 ¥17,000　税込¥18,360

φ9×H7㎝

YSK082 昇峰

黄ふくろう 香炉（黒台付） 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ7.5×H7㎝

YXI055 雅美

翔鶴 豆香炉（黒台付） 1
紐木 ¥22,000　税込¥23,760

φ7×H8㎝TYJ668 与山

仁清玉椿 抹茶盌　1
木箱 ¥12,000 税込¥12,960

φ12.5×H7㎝

TBH509 八幡

吉祥鶴 抹茶盌　1
木箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ12×H8㎝

TZU751 瑞光

梅の花 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H8㎝

TSK746 俊山

京の梅 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H8㎝

TQX124 香祥

百福 抹茶盌　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ12.5×H9㎝

TAK112 如山

金箔竹 抹茶盌　1
紐木 ¥22,000 税込¥23,760

φ12.5×H7.5㎝

TYK560 与山

黒塗花丸紋 抹茶盌　1
紐木 ¥25,000 税込¥27,000

φ12.5×H8㎝

TQU469 香菊

梅が枝 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000 税込¥5,400

φ12×H7.5㎝

TJN435 如山

仁清鶴松竹梅 抹茶盌　1
紐木 ¥12,000 税込¥12,960

φ11.5×H7.5㎝

TSU664 総峰

梅の香 抹茶盌　1
紐木 ¥20,000 税込¥21,600

φ11.5×H8.5㎝

TQI448 昌久

粉引鶴亀 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H7㎝

TMD165 妙見

青磁雲鶴 抹茶盌　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ12.5×H7.5㎝

TQS467 香菊

色彩椿 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H7.5㎝

TAK113 如山
仁清椿 抹茶盌　1
紐木 ¥12,000 税込¥12,960

φ12.5×H7.5㎝

TZH588 瑞光

花椿 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H8㎝

TSJ690 松楽

黒楽　上 抹茶盌　1
紙箱 ¥12,000 税込¥12,960

φ12×H8㎝

TRA454 翠楽

赤楽瑞祥 抹茶盌　1
紙箱 ¥7,000 税込¥7,560

φ11×H8㎝
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裏面

（左）YRT108 鶴　香合　1　楽入
（右）YRK107 亀　香合　1　楽入

木箱 各¥12,000　税込¥12,960

亀W6.5×D5×H3.5㎝
鶴W6×D4.5×H4.5㎝

YKB120 昭阿弥

青交趾宝袋 香炉　1
紐木 ¥35,000　税込¥37,800

φ9.5×H9㎝

YKE119 昭阿弥

黄交趾宝袋 香炉　1
紐木 ¥35,000　税込¥37,800

φ9.5×H9㎝

YKY110 京泉

銀モスク 香炉（黒台付）　1
紐木 ¥17,000　税込¥18,360

φ9×H7㎝

YSK082 昇峰

黄ふくろう 香炉（黒台付） 1
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ7.5×H7㎝

YXI055 雅美

翔鶴 豆香炉（黒台付） 1
紐木 ¥22,000　税込¥23,760

φ7×H8㎝TYJ668 与山

仁清玉椿 抹茶盌　1
木箱 ¥12,000 税込¥12,960

φ12.5×H7㎝

TBH509 八幡

吉祥鶴 抹茶盌　1
木箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ12×H8㎝

TZU751 瑞光

梅の花 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H8㎝

TSK746 俊山

京の梅 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H8㎝

TQX124 香祥

百福 抹茶盌　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ12.5×H9㎝

TAK112 如山

金箔竹 抹茶盌　1
紐木 ¥22,000 税込¥23,760

φ12.5×H7.5㎝

TYK560 与山

黒塗花丸紋 抹茶盌　1
紐木 ¥25,000 税込¥27,000

φ12.5×H8㎝

TQU469 香菊

梅が枝 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000 税込¥5,400

φ12×H7.5㎝

TJN435 如山

仁清鶴松竹梅 抹茶盌　1
紐木 ¥12,000 税込¥12,960

φ11.5×H7.5㎝

TSU664 総峰

梅の香 抹茶盌　1
紐木 ¥20,000 税込¥21,600

φ11.5×H8.5㎝

TQI448 昌久

粉引鶴亀 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H7㎝

TMD165 妙見

青磁雲鶴 抹茶盌　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ12.5×H7.5㎝

TQS467 香菊

色彩椿 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H7.5㎝

TAK113 如山
仁清椿 抹茶盌　1
紐木 ¥12,000 税込¥12,960

φ12.5×H7.5㎝

TZH588 瑞光

花椿 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H8㎝

TSJ690 松楽

黒楽　上 抹茶盌　1
紙箱 ¥12,000 税込¥12,960

φ12×H8㎝

TRA454 翠楽

赤楽瑞祥 抹茶盌　1
紙箱 ¥7,000 税込¥7,560

φ11×H8㎝

も
て
な
す

　
お
正
月
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＊当カタログに掲載の商品は、京都陶磁器意匠保護協会に登録済、あるいは申請中のものです。
＊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 2015 年 12 月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

の
れ
ん
・
タ
ペ
ス
ト
リ
ー

※

納
入
率
が
異
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ERG118 六兵衛窯

扇七福神 陶額　1
段箱 ¥50,000　税込¥54,000

縦35.5×横49㎝

EKK010 紅雪

祝い富士 陶額　1
段箱 ¥10,000　税込¥10,800

縦28×横28㎝

PZU513 瑞古

福来い 陶額　1
段箱 ¥22,000　税込¥23,760

縦32.5×横37.5㎝

EKY009 渓峰

金箔富士 陶額　1
段箱 ¥30,000　税込¥32,400

縦23.5×横68.5㎝

EAT042 安徳

松鶴宝船 羽子板陶額　1
段箱 ¥20,000　税込¥21,600

縦47×横29.5㎝

NR-020 幸美

白山茶花（生成） のれん　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440
90×150㎝

TP-028 幸美

南天（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥12,000 税込¥12,960

43×120㎝

TP-062 幸美

風神雷神（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥12,000 税込¥12,960

43×120㎝

春を呼ぶインテリア

新
春
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