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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、意匠や仕様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、2016年12月末日です。

京
焼
・
清
水
焼

JO-006  如水）ハロウィン（茶） 箸置 1

JO-005  如水）ハロウィン（黄） 箸置 1

裸 ¥850　税込¥918

W4×D4×0.5㎝ 如水

FW-604 楽入

楽入）子猫（黒） 箸置 1
裸 ¥1,400　税込¥1,512

W2×D5×H3㎝

FW-603 楽入

おばけ 箸置 1
裸 ¥1,600　税込¥1,728

W2.5×D4.5×H3.5㎝

FW-601 楽入

楽入）ハロウィン 箸置 1
裸 ¥1,800　税込¥1,944

W2.5×D4.5×H3㎝

FW-602 楽入

魔女 箸置 1
裸 ¥2,000　税込¥2,160

W1.5×D6×H3㎝

FW-606 香菊

ハロウィン 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12×H7.5㎝

FW-607 江泉

ハロウィンの館 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,400　税込¥1,512

W5×D2.5×H0.5㎝

（左）ＫＰ160P　ピンク地繋ぎ紋（十字型）　ペンダント 1

紙箱　¥5,000　税込¥5,400　縦4×横2㎝　チェーン60㎝

（右）ＫＰ014Ｂ　雲紋（月型）　ペンダント 1

紙箱　¥7,000　税込¥7,560　縦5.5×横1.5㎝　チェーン60㎝

K　Y　O　　K　A　Z　A　R　I

FW-605 紫泉

ハンバーガー 蓋物 1
紙箱 ¥3,900　税込¥4,212

φ10×H6.5㎝

企画
限定品

※印の商品は納入率が異なりますのでお問い合わせください。

※ ※

※ ※
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秋
の
花
暦

UZA841 瑞光

秋野花 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ7.5×8.5㎝ 小φ7×H8㎝

UHA860 北哉

秋の風 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ8×9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

USE542 清泉

萩がさね 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LZA441 瑞光

秋野花 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12.5×H6㎝ 小φ12×H5.5㎝

LHA460 北哉

秋の風 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

LSX260 清泉

萩がさね 組飯碗 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

大φ13×H6㎝ 小φ12×H5㎝

USK788 俊山

京の秋 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

LSK387 俊山

京の秋 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

VGM124 玉凰

染付おみなえし 一輪挿し 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ4.5×H16.5㎝

UNK946 典哲

菊がさね 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

USN964 俊山

彩なでしこ 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LNK546 典哲

菊がさね 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11×H6㎝ 小φ10.5×H5.5㎝

LSI564 俊山

彩なでしこ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5㎝

USK174 俊山

小菊 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×8㎝

LSK469 俊山

小菊 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×H5㎝ 小φ11.5×4.5㎝

CSK483 俊山

京の秋 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ7×H9㎝ 容量240㎖

UNA939 典哲

秋の音 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LNA548 典哲

秋の音 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11×H6㎝ 小φ10.5×H5.5㎝

CBK407 嘉峰

ぶどう絵 マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

CNK709 典哲

菊がさね マグカップ 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ7.5×H10㎝ 容量320㎖

CSH404 清泉

萩がさね マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H9㎝ 容量310㎖
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秋色のうつわ
赤、紫、黄色や茶色など
シックな色が織りなす秋の季節に…。

UTD929 陶楽

紫翠紋・楕円 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ7.5×Ｈ9.5㎝ 小φ7×Ｈ9㎝

UJM949 治兵衛

紫印華 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ7.5×Ｈ9.5㎝ 小φ7×Ｈ9㎝

LJM552 治兵衛

紫印華 組飯碗 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ12×Ｈ6㎝ 小φ11.5×Ｈ5.5㎝

UHK963 花月

黒輪線紋 タル型湯呑 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6.5×Ｈ7㎝

LHK562 花月

黒輪線紋 飯碗 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ10.5×Ｈ6.5㎝

UIS916 瑞松

辰砂 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×Ｈ9㎝ 小φ7×Ｈ8.5㎝

CSH405 容量150㎖　清泉

萩がさね 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ7.5×H6.5㎝ 皿φ15×H2.5㎝

LTN535 陶楽

紫翠紋 組飯碗 2
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

大φ13×Ｈ6.5㎝ 小φ12×Ｈ6㎝

LAS557 火打岩

紫紅釉 組飯碗 2
紙箱 ¥5,600　税込¥6,048

大φ11.5×Ｈ6㎝ 小φ11×Ｈ5.5㎝

UAS956 火打岩

紫紅釉 組湯呑 2
紙箱 ¥4,800　税込¥5,184

大φ7.5×Ｈ7.5㎝ 小φ7×Ｈ7㎝

CAS723 火打岩

紫紅釉 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ9×Ｈ8㎝ 容量260㎖

 単品各¥3,500

LIS523 瑞松

辰砂 組飯碗 2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

大φ12.5×Ｈ5.5㎝ 小φ11×Ｈ5㎝

UYY944 喜信

焼〆金彩三島 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ7×H9㎝ 小φ6.5×H8㎝

LYY549 喜信

焼〆金彩三島 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12×H6㎝ 小φ11×H5㎝

USH941 昇峰

花いっちん（紫・赤） 組湯呑 2
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

大φ7×Ｈ8.5㎝ 小φ6.5×Ｈ8㎝

LSH540 昇峰

花いっちん（紫・赤） 組飯碗 2
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

大φ12×Ｈ5.5㎝ 小φ11.5×Ｈ5㎝

CZS674 瑞松

辰砂 マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×Ｈ9.5㎝ 容量290㎖

CTM699 容量220㎖　陶楽

紫翠紋 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

碗φ8.5×Ｈ6.5㎝ 皿φ16×Ｈ2.5㎝

CJM715 容量210㎖　治兵衛

紫印華 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

碗φ9×Ｈ7.5㎝ 皿φ15×Ｈ2.5㎝

CTH693 陶楽

紫翠紋・菱 マグカップ 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ7.5×Ｈ10.5㎝ 容量290㎖

CYY713 喜信

焼〆金彩三島 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H9㎝ 容量290㎖

NEWPDM540 大日

飴釉 七寸皿 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ22×H3.5㎝
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CNS530 幹

染赤丸紋うさぎ ペアマグカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ8×H7.5㎝ 容量230㎖

 　単品各¥3,500

UCK600 昇峰

黄ふくろう 組湯呑 2
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

大φ8×H8.5㎝ 小φ7.5×H8㎝

UZF905 瑞光

ふくろう 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

UFK960 圭司

粉引うさぎ 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×9㎝ 小φ7×H8.5㎝

CFK728 圭司

粉引うさぎ マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×9㎝ 容量250㎖

LNS439 幹

染赤丸紋うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

大φ12×6.5㎝ 小φ11×H6㎝

UGU737 花月

うさぎ 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ8×H8.5㎝ 小φ7.5×8㎝

LFK563 圭司

粉引うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12×6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝
UKH806 嘉峰

花うさぎ 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

CZF640 瑞光

ふくろう ペアマグカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

 　単品各¥3,500

LGU330 花月

うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12×H6㎝ 小φ11×H5.5㎝

ﾄｳｱ811 陶葊

黒塗月兎（皿立付） 飾り皿 1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ17.5×H1.5㎝

LKH410 嘉峰

花うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

UCH727 嘉峰

粉引ふくろう 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LHK433 昇峰

黄交趾ふくろう 組飯碗 2
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

CGR705 玉凰

福ふくろう マグカップ 1
紙箱 ¥3,400　税込¥3,672

φ9×H9㎝ 容量300㎖

CCH402 嘉峰

粉引ふくろう ペアマグカップ 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8.5×H9㎝ 容量230㎖

 　　　単品各¥3,000

CIK519 昇峰

黄交趾ふくろう マグカップ 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

LZF512 瑞光

ふくろう 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

CIK379 昇峰

黄ふくろう マグカップ 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ7.5×H8.5㎝ 容量300㎖

お
月
見

 

う
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月
夜
の

 

ふ
く
ろ
う

NEW

NEW NEW

CNS530 幹
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紙箱 ¥7,000　税込¥7,560
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 　単品各¥3,500
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ふくろう 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

UFK960 圭司
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花うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480
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大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝
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紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8.5×H9㎝ 容量230㎖

 　　　単品各¥3,000

CIK519 昇峰

黄交趾ふくろう マグカップ 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

LZF512 瑞光

ふくろう 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

CIK379 昇峰

黄ふくろう マグカップ 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ7.5×H8.5㎝ 容量300㎖

お
月
見

 

う
さ
ぎ

6 7



HEK292 江泉

ぶどう 箸置　5
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

W4×D5.5×H1㎝

HMR604 幹

丸紋うさぎ ペア箸置　2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,404

Ｗ6×D4×H1.5㎝

HKK330 嘉峰

粉引ふくろう 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W4×D6.5×H1.5㎝

HHT329 芳山

小菊 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

W2×D7.5×H1.2㎝

HHC347 芳山

高山寺 箸置　5
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

W3.5×D5×H0.7㎝

HYZ260 善昇

唐辛子 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W1×D5×H3㎝

HHG368 芳山

五色ふくろう 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W3×D6.5×H2.5㎝

HHA502 芳山

扇秋草 箸置　5
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

W5×D4.5×H1㎝

HBN508 凡

野うさぎ ペア箸置　2
P袋 ¥1,000　税込¥1,080

Ｗ2.5×D3.5×H0.5㎝

HZN483 善昇

茄子 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W3×D4.5×H1.5㎝

HKK312 江泉

柿 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W2.5×D4.5×H1㎝

HBI625 凡

いろ葉 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,200　税込¥1,296

W4×D3×H0.5㎝

箸
置

HHY619 紫泉

桔梗五色 箸置　5
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

W4.5×D4.5×H0.5㎝

ど
れ
に
し
よ
う
か
な
？

HBT622 凡

富士月夜 箸置　3
紙箱 ¥2,100　税込¥2,268

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HBA571 凡

リンゴうさぎ 箸置　1
P袋 ¥400　税込¥432

W3.5×D2.5×H0.5㎝

HHN489 芳山

波かえで 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W5.5×D3×H1㎝

HGK069 江泉

銀杏五草花 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W4×D4×H1.5㎝

HBG585 凡

黒ウサギ 箸置　1
P袋 ¥600　税込¥648

W2.5×D3.5×H0.5㎝

HHM403 芳山

実り 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

W5×D4×H1㎝

HKK273 紫泉

照もみじ 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

W4.5×D4.5×H1㎝

HEN298 江泉

つばき 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W4.5×D4.5×H1㎝

HHR620 紫泉

彩草花 箸置　5
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

W4.5×D4.5×H0.5㎝

HEK250 江泉

卯のまどか 箸置　5
紙箱 ¥1,700　税込¥1,836

W5×D2.5×H0.5㎝

HHH569 紫泉

ハーモニー 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

箱W11×D10×H2㎝

HOV159 芳山

大和撫子 箸置　5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

W4×D4×H1㎝

HMG172 善昇

秋流水 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W3×D5×H1.5㎝

HFC023 芳山

瓦五草花 箸置　5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

W3×D3×H0.8㎝

HBY474 凡

京やさい 箸置　5
P袋 ¥3,300　税込¥3,564

金時にんじんW1.5×D7×H0.5㎝

NEW
HHR638 芳山

木の実リス 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W2×D7.5×H1.2㎝
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NEW
HHR638 芳山

木の実リス 箸置　5
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NEW

BKM549 花月

呉須櫛目 浅鉢　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ15×H6㎝

酔
い
の
器
︑良
い
う
つ
わ
︒

宵
の
秋

GRK374-02 六齋

赤鹿の子 ぐい呑 1
木箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ5.5×H5.5㎝

GXQ115 柳

伊羅保 ぐい呑 1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7×H4.5㎝

GMV076 西山　単品各¥6,000

金銀箔秋月 ペアぐい呑 2
木箱 ¥12,000　税込¥12,960

W6×D6×H4.5㎝

ﾄｳｱ844 寿楽　単品各¥2,500

福楽 ペアぐい呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6×H4.5㎝

BVY541 匠

黒釉金彩 平鉢 1
紙箱 ¥3,400　税込¥3,672

φ16.5×H4㎝

GYM349 柳

万華油滴 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9×H4㎝

③

GMM369 幹

丸紋うさぎ 盃 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×3㎝

GIS365 瑞松

辰砂 ぐい呑 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6×Ｈ4㎝

ﾄｳｱ833-04 陶葊

花結晶（茶） 盃 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ9×H4㎝

⑤

GYY367 喜信

焼〆金彩三島 焼酎杯 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ8.5×H9㎝ 容量310㎖

RJK187 譲司

黒柿釉 平片口 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ14×H5㎝

④GJK355 譲司

黒柿釉 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9.5×H4㎝

①

ﾄｳｱ832 陶葊

花結晶（黄） 焼酎杯 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

GCH311 清泉

萩がさね 焼酎杯 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H8.5㎝ 容量280㎖

GYS060 喜信

志野印華 焼酎杯 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ9×H8.5㎝ 容量330㎖

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¥10,800

徳利1　　φ7×13.5㎝ ¥3,400
ぐい呑1　φ4.5×5㎝ ¥3,300

RJM195 徳利容量230㎖ 治兵衛

紫印華 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

徳利1　 φ7.5×12.5㎝ ¥5,200
ぐい呑1 φ6×4㎝ ¥2,400

GJM377 治兵衛

紫印華 盃 1
木箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H3.5㎝

⑥

GMF233 瑞松

辰砂 盃 1
木箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H3㎝

②

BTK900 陶楽

紫翠紋 六角鉢 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

W15×D14×H7㎝

BVB539 匠

粉引 平鉢 1
紙箱 ¥2,600　税込¥2,808

φ16.5×H4㎝

①

②

③

④

⑤

⑥
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柿釉 瓢型 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

徳利1　　φ7×13.5㎝ ¥3,400
ぐい呑1　φ4.5×5㎝ ¥3,300

RJM195 徳利容量230㎖ 治兵衛

紫印華 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800
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GJM377 治兵衛

紫印華 盃 1
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⑥
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辰砂 盃 1
木箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H3㎝

②

BTK900 陶楽

紫翠紋 六角鉢 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

W15×D14×H7㎝

BVB539 匠

粉引 平鉢 1
紙箱 ¥2,600　税込¥2,808

φ16.5×H4㎝

①

②

③

④

⑤

⑥
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AHS-03 陶葊

花揃え（秋草） お茶呑茶碗　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ9×H7.5㎝

AHS-13 陶葊

花揃え（山葡萄） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ9×H7.5㎝

QHH388-08 北哉

花遊び（秋草） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ10×H7㎝

ﾄｳｱ161-10 陶葊

花交趾（秋草） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H7㎝

QSY582-09 俊山

花紀行（秋草） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ10×H6.5㎝

QSY582-08 俊山

花紀行（ぶどう） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ10×H6.5㎝

ﾄｳｱ161-09 陶葊

花交趾（山葡萄） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H7㎝

ﾄｳｱ161-11 陶葊

花交趾（紅葉） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H7㎝

JYM034 宝瓶容量150㎖　喜信

焼〆 小茶器揃 1:1：5
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

宝瓶1 φ10×H7㎝ ¥2,800
碗揃5 φ6×H5㎝ ¥5,400
さまし1　W10×D9×H5.5㎝　¥1,800

JMU058 宝瓶容量160㎖　花月

菊三島 小茶器揃　1:1：5
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

宝瓶1 φ8×H5㎝ ¥4,500
碗揃5 φ6×H4㎝ ¥7,000
さまし1　W10.5×D8×H5㎝　¥3,500

JYY031 宝瓶容量190㎖　喜信

焼〆金彩三島 小茶器揃 1:1：5
紙箱 ¥17,000　税込¥18,360

宝瓶1 φ10.5×H8㎝ ¥4,800
碗揃5 φ6.5×H5.5㎝ ¥9,600
さまし1　W10.5×D9×H5.5㎝　¥2,600

TQA466 香菊

秋の音 抹茶盌 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ12×H7.5㎝　

TBM548 八幡

夢玄紅葉 抹茶盌 1
紐木 ¥12,000　税込¥12,960

φ12.5×H7.5㎝　

TQK468 香菊

菊がさね 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H7.5㎝　

TSM695 総峰

都錦 抹茶盌 1
紐木 ¥20,000　税込¥21,600

φ11.5×H8.5㎝　

TSH538 清泉

萩がさね 抹茶盌 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ11×H8㎝

TRA454 翠楽

赤楽瑞祥 抹茶盌 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ11×H8㎝　

TJM473 治兵衛

紫印華 抹茶盌 1
木箱 ¥12,000　税込¥12,960

φ12.5×H8㎝　

TMF199 瑞松

辰砂 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ13×H7㎝　

TZM007 瑞光

もみじ 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H8㎝　

TSB764 俊山

ぶどう 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12.5×H8㎝　

TSK697 俊山

京の秋 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12.5×H8㎝　

TSK584 俊山

小菊 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12.5×H8㎝　

QHH388-10　花遊び（柿）　お茶呑茶碗 1

QHH388-11　花遊び（紅葉）　お茶呑茶碗 1

QHH388-09　花遊び（葡萄）　お茶呑茶碗 1

紙箱　¥3,200（税込3,456）　φ10×H7㎝　北哉
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LDS457-01 大日

灰釉ソギ 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ11.5×H6㎝

LOM494-01 木野

織部面取 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ13×H6.5㎝

LGR533-01 玉凰

色十草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ12.5×H5.5㎝

LRK538-01 六齋

黄濃花唐草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ11.5×H7㎝

LHT555 花月

釉彩点紋 飯碗 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ10.5×H6.5㎝

LHT118-01 昇峰

紫野 飯碗（大） 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H5.5㎝

LOS346-01 嘉豊

仁清十草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,750　税込¥4,050

φ12×H6㎝

LZM504-01 瑞松

紫式部 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ12.5×H5.5㎝

LTH488-01 陶遊

花唐草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ12×H6㎝

LTH488-02 花唐草
飯碗（小） 1 φ11.5×H5.5㎝

LKH474-01 嘉峰

花睦み（柿釉） 飯碗 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ11.5×H5.5㎝

LKH474-02 花睦み（御本手）
飯碗 1 φ11.5×H5.5㎝

LGK458-01 花月

櫛目印華 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ12×H6.5㎝

LGK458-02 櫛目印華
飯碗（小） 1 φ10.5×H6㎝

BMC172 嘉峰

柿釉木の葉 五寸小鉢揃 5
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

W14×D10×H4㎝

PDA539 大日

飴釉 五寸皿揃 5
紙箱 ¥12,500　税込¥13,500

φ15.5×H3㎝

PYH537 嘉郎

灰緑丸 七寸皿 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ20.5×H4㎝

※五寸皿揃 ¥12,500（税込¥13,500） 
もございます。

BSK758 俊山

小菊 六、五寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19×H6.5㎝

BSN514-01 清泉

黒印華紋 楕円鉢 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

W19×D16.5×H6㎝

PMC024 嘉峰

柿釉 尺皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ30×Ｈ5㎝

PSK680 俊山

京の秋 尺皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ31×Ｈ3.5㎝

PNA713 幹

吉祥秋草 五寸角皿 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W15.5×D15.5×Ｈ2.5㎝

BSK837 俊山

京の秋 六寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ18.5×H9㎝

BSH803 清泉

萩がさね 五、五寸鉢 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ17×H5.5㎝

BGK901 岩華

染唐草 六寸鉢 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ17.5×H5.5㎝

LYS495-01 喜信

志野印華 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ12×H6.5㎝

LGH558 岩華

花車 組飯碗 2
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝
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http://www.kyoto-kumagai.co.jp

＊ 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、意匠や仕様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、2016年12月末日です。

京
焼
・
清
水
焼

JO-006  如水）ハロウィン（茶） 箸置 1

JO-005  如水）ハロウィン（黄） 箸置 1

裸 ¥850　税込¥918

W4×D4×0.5㎝ 如水

FW-604 楽入

楽入）子猫（黒） 箸置 1
裸 ¥1,400　税込¥1,512

W2×D5×H3㎝

FW-603 楽入

おばけ 箸置 1
裸 ¥1,600　税込¥1,728

W2.5×D4.5×H3.5㎝

FW-601 楽入

楽入）ハロウィン 箸置 1
裸 ¥1,800　税込¥1,944

W2.5×D4.5×H3㎝

FW-602 楽入

魔女 箸置 1
裸 ¥2,000　税込¥2,160

W1.5×D6×H3㎝

FW-606 香菊

ハロウィン 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12×H7.5㎝

FW-607 江泉

ハロウィンの館 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,400　税込¥1,512

W5×D2.5×H0.5㎝

（左）ＫＰ160P　ピンク地繋ぎ紋（十字型）　ペンダント 1

紙箱　¥5,000　税込¥5,400　縦4×横2㎝　チェーン60㎝

（右）ＫＰ014Ｂ　雲紋（月型）　ペンダント 1

紙箱　¥7,000　税込¥7,560　縦5.5×横1.5㎝　チェーン60㎝

K　Y　O　　K　A　Z　A　R　I

FW-605 紫泉

ハンバーガー 蓋物 1
紙箱 ¥3,900　税込¥4,212

φ10×H6.5㎝

企画
限定品

※印の商品は納入率が異なりますのでお問い合わせください。

※ ※

※ ※
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