
＊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、2017年8月末日です。

http://www.kyoto-kumagai.co.jp
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LGK458-01 花月

櫛目印華 飯碗（大）　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ12×H6.5㎝

LHT555 花月

釉彩点紋 飯碗　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ10.5×H6.5㎝

ﾄｳｱ545 陶葊

花結晶（青墨） 飯碗　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ12.5×H6㎝

LYS571-01 喜信

志野十草 飯碗（大）　1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ12.5×H6㎝

UOM882-01 木野

織部面取 湯呑（大）　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H9.5㎝

UJK909 譲司

黒柿釉 湯呑　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8㎝

UYT971-01 喜信

鉄絵三島 湯呑（大）　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H8.5㎝

USH968-01 清泉

花印華 湯呑（大）　1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ8.5×H8.5㎝

UHS974-01 花月

白かひらぎ 湯呑（大） 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H9㎝

UDS866-01 大日

灰釉ソギ 湯呑（大）　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H10㎝

LGT534-01 玉凰

十草模様 飯碗（大）　1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ12.5×H5.5㎝
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LHS574-01 花月

白かひらぎ 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ11×H6㎝

父の日
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（左）GJK354 譲司

黒柿釉 ぐい呑　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6.5×H4.5㎝

（中）GJK355 譲司

黒柿釉 盃　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9.5×H4㎝

（右）RJK187 譲司

黒柿釉 片口　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ14×H5㎝ 容量340㎖

ﾄｳｱ853 徳利容量280㎖　陶葊

浅葱交趾 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

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

NEW

NEW

RHN175 片口容量340㎖　花月

南蛮 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

ぐい呑1 φ5×H4㎝ ¥1,400
片口1 W14×D10.5×H6.5㎝ ¥4,200

RKS192 徳利容量250㎖　花月

縞模様 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

ぐい呑1 φ5.5×H4.5㎝　¥3,000
徳利1 φ8×H11㎝　¥6,000

RYS204 徳利容量270㎖　喜信

志野十草 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

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

RJY202 徳利容量260㎖　治兵衛

釉彩花三島 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥9,000　税込¥9,720

ぐい呑1 φ6×H4㎝　¥2,500
徳利1 φ8×H12㎝　¥4,000

NEW

NEW NEWNEW

ﾄｳｱ854 徳利容量250㎖　陶葊

花結晶（白地青赤） お預け酒器 1：2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

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

RHS205 片口容量160㎖　花月

白かひらぎ 片口酒器　1：2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

ぐい呑1 φ5×H4㎝　¥2,000
片口1 φ7×H9.5㎝　¥4,500

RYK201 徳利容量290㎖　喜信

金彩帯三島 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

ぐい呑1 φ6×H5㎝　¥2,600
徳利1 φ8×H12㎝　¥4,800

RHT198 花月

釉彩点紋 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ10×H7㎝ 容量340㎖

RHT197-02 花月

釉彩点紋 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

φ5×H4㎝

BOM511 木野

織部面取 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ10×H8㎝ 容量300㎖

GOM344 木野

織部面取 ぐい呑　1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ6.5×H5㎝
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（左）GJK354 譲司

黒柿釉 ぐい呑　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6.5×H4.5㎝

（中）GJK355 譲司

黒柿釉 盃　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9.5×H4㎝

（右）RJK187 譲司

黒柿釉 片口　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ14×H5㎝ 容量340㎖

ﾄｳｱ853 徳利容量280㎖　陶葊

浅葱交趾 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

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

NEW

NEW

RHN175 片口容量340㎖　花月

南蛮 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

ぐい呑1 φ5×H4㎝ ¥1,400
片口1 W14×D10.5×H6.5㎝ ¥4,200

RKS192 徳利容量250㎖　花月

縞模様 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

ぐい呑1 φ5.5×H4.5㎝　¥3,000
徳利1 φ8×H11㎝　¥6,000

RYS204 徳利容量270㎖　喜信

志野十草 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

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

RJY202 徳利容量260㎖　治兵衛

釉彩花三島 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥9,000　税込¥9,720

ぐい呑1 φ6×H4㎝　¥2,500
徳利1 φ8×H12㎝　¥4,000

NEW

NEW NEWNEW

ﾄｳｱ854 徳利容量250㎖　陶葊

花結晶（白地青赤） お預け酒器 1：2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

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

RHS205 片口容量160㎖　花月

白かひらぎ 片口酒器　1：2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

ぐい呑1 φ5×H4㎝　¥2,000
片口1 φ7×H9.5㎝　¥4,500

RYK201 徳利容量290㎖　喜信

金彩帯三島 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

ぐい呑1 φ6×H5㎝　¥2,600
徳利1 φ8×H12㎝　¥4,800

RHT198 花月

釉彩点紋 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ10×H7㎝ 容量340㎖

RHT197-02 花月

釉彩点紋 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

φ5×H4㎝

BOM511 木野

織部面取 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ10×H8㎝ 容量300㎖

GOM344 木野

織部面取 ぐい呑　1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ6.5×H5㎝
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GHG313 伯耆

峨眉山 焼酎杯　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9×H9.5㎝ 容量310㎖

GKG359 花月

呉須櫛目 ロック杯　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

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㎖

ﾄｳｱ830 陶葊

花結晶（緑） 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H9㎝ 容量250㎖

CGK465 花月

かひらぎ フリーカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W10×D8.5×H8㎝ 容量280㎖

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H8㎝ 容量300㎖

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㎖

GBK319 八幡

吉祥鶴 タンブラー　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.5×H8.5㎝ 容量250㎖

NEW

CHS718 花月

釉彩線紋 高台カップ　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8㎝ 容量170㎖

GRS379 六齋

山水小紋（八角） ぐい呑　1
木箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ7×H4㎝

ﾄｳｱ858 陶葊

赤燿虹彩 酒盃　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.5×H4.5㎝

GCS043 昭阿弥

祥瑞山水 （六角）ぐい呑 1
木箱 ¥8,000　税込¥8,640

W5×D5.5×H4.5㎝

GJM377 治兵衛

紫印華 盃　1
木箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H3.5㎝

ﾄｳｱ827-03 陶葊

花結晶（緑） ぐい呑　1
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

φ7×H4㎝

GXQ114 柳

天目 ぐい呑　1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ6.5×H4.5㎝

GXQ115 柳

伊羅保 ぐい呑　1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7×H4.5㎝

GRH386 六齋

黄濃花つなぎ ぐい呑　1
木箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ6.5×H5㎝

ﾄｳｱ844-01 寿楽

福黒楽 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6×H4.5㎝

GMV080 西山

金箔立鶴 ぐい呑　1
木箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ5.5×H5㎝

NEW

NEW
GRM385 六齋

松葉小紋 ぐい呑　1
木箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ5.5×H5.5㎝

NEWNEW

GCK054 昭阿弥

黄交趾鳳凰 ぐい呑　1
木箱 ¥12,000　税込¥12,960

φ5.5×H5㎝

GWM214 瑞松

紫式部 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H4㎝

GHK230 花月

かひらぎ ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W7×D6.5×H4㎝

GRE381 六齋

網目山水 ぐい呑　1
木箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ6×H5㎝

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㎖

※マグカップもございます。
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GHG313 伯耆

峨眉山 焼酎杯　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9×H9.5㎝ 容量310㎖

GKG359 花月

呉須櫛目 ロック杯　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

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㎖

ﾄｳｱ830 陶葊

花結晶（緑） 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H9㎝ 容量250㎖

CGK465 花月

かひらぎ フリーカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W10×D8.5×H8㎝ 容量280㎖

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H8㎝ 容量300㎖

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㎖

GBK319 八幡

吉祥鶴 タンブラー　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.5×H8.5㎝ 容量250㎖

NEW

CHS718 花月

釉彩線紋 高台カップ　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8㎝ 容量170㎖

GRS379 六齋

山水小紋（八角） ぐい呑　1
木箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ7×H4㎝

ﾄｳｱ858 陶葊

赤燿虹彩 酒盃　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.5×H4.5㎝

GCS043 昭阿弥

祥瑞山水 （六角）ぐい呑 1
木箱 ¥8,000　税込¥8,640

W5×D5.5×H4.5㎝

GJM377 治兵衛

紫印華 盃　1
木箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H3.5㎝

ﾄｳｱ827-03 陶葊

花結晶（緑） ぐい呑　1
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

φ7×H4㎝

GXQ114 柳

天目 ぐい呑　1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ6.5×H4.5㎝

GXQ115 柳

伊羅保 ぐい呑　1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7×H4.5㎝

GRH386 六齋

黄濃花つなぎ ぐい呑　1
木箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ6.5×H5㎝

ﾄｳｱ844-01 寿楽

福黒楽 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6×H4.5㎝

GMV080 西山

金箔立鶴 ぐい呑　1
木箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ5.5×H5㎝

NEW

NEW
GRM385 六齋

松葉小紋 ぐい呑　1
木箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ5.5×H5.5㎝

NEWNEW

GCK054 昭阿弥

黄交趾鳳凰 ぐい呑　1
木箱 ¥12,000　税込¥12,960

φ5.5×H5㎝

GWM214 瑞松

紫式部 ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H4㎝

GHK230 花月

かひらぎ ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W7×D6.5×H4㎝

GRE381 六齋

網目山水 ぐい呑　1
木箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ6×H5㎝

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㎖
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NEW NEW

NEW

NEW

CHS720 花月

釉彩点紋 平マグ　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9.5×H6㎝ 容量280㎖

ﾄｳｱ804-01 陶葊

花結晶（銀花） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

CTN695 陶楽

紫翠紋・縞 フリーカップ　1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ7.5×H11.5㎝ 容量280㎖

CHS570-01 北哉

ストライプ（緑） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H10㎝ 容量260㎖

CTO730-01 陶遊

帯雲錦（青） マグカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CYK672 喜信

黒志野印華 マグカップ　1
紙箱　¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9㎝ 容量270㎖

CZM632 瑞松

紫式部 マグカップ　1
紙箱　¥3,600　税込¥3,888

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CTH693 陶楽

紫翠紋　菱 マグカップ　1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ7.5×H10㎝ 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㎖

CYS732 喜信

志野十草 マグカップ　1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8.5×H9.5㎝ 容量280㎖

CDP653 大日

月白 フリーカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7×H10.5㎝ 容量250㎖

CRM684-01 六齋

染雷紋 マグカップ　1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

φ9×H8㎝ 容量380㎖

CSH680-01 秀峰

花波唐草（青） フリーカップ 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

COM624 木野

織部面取 フリーカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9.5㎝ 容量280㎖

CHS735 花月

白かいらぎ フリーカップ（面取） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7×H10.5㎝ 容量200㎖

CHT721 容量160㎖　花月

釉彩点紋 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ7×H7㎝ 皿φ13.5×H2.5㎝

CJY734 容量220㎖　治兵衛

釉彩花三島 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

碗φ9×H7.5㎝ 皿φ15×H3㎝

CKB647 容量170㎖　花月

櫛目印華（黒） 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

碗φ7×H7㎝ 皿φ13.5×H2.5㎝

ﾄｳｱ947 陶葊

花結晶（銀藤） ビアカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H14.5㎝ 容量400㎖

GTI289 陶楽

紫翠紋 ビアマグ　1
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ8×H12.5㎝ 容量350㎖

GHG303 伯耆

月下独酌 ビアカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H11.5㎝ 容量330㎖

016GTT

宝尽し ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

017GTT

ジャズ ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

018GTT

太陽と月 ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

フリーカップ

ビアマグ・ビアカップ

ロックグラス

珈琲碗皿

マグカップ

6 7



NEW NEW

NEW

NEW

CHS720 花月

釉彩点紋 平マグ　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9.5×H6㎝ 容量280㎖

ﾄｳｱ804-01 陶葊

花結晶（銀花） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

CTN695 陶楽

紫翠紋・縞 フリーカップ　1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ7.5×H11.5㎝ 容量280㎖

CHS570-01 北哉

ストライプ（緑） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H10㎝ 容量260㎖

CTO730-01 陶遊

帯雲錦（青） マグカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CYK672 喜信

黒志野印華 マグカップ　1
紙箱　¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9㎝ 容量270㎖

CZM632 瑞松

紫式部 マグカップ　1
紙箱　¥3,600　税込¥3,888

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CTH693 陶楽

紫翠紋　菱 マグカップ　1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ7.5×H10㎝ 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㎖

CYS732 喜信

志野十草 マグカップ　1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8.5×H9.5㎝ 容量280㎖

CDP653 大日

月白 フリーカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7×H10.5㎝ 容量250㎖

CRM684-01 六齋

染雷紋 マグカップ　1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

φ9×H8㎝ 容量380㎖

CSH680-01 秀峰

花波唐草（青） フリーカップ 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

COM624 木野

織部面取 フリーカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9.5㎝ 容量280㎖

CHS735 花月

白かいらぎ フリーカップ（面取） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7×H10.5㎝ 容量200㎖

CHT721 容量160㎖　花月

釉彩点紋 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ7×H7㎝ 皿φ13.5×H2.5㎝

CJY734 容量220㎖　治兵衛

釉彩花三島 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

碗φ9×H7.5㎝ 皿φ15×H3㎝

CKB647 容量170㎖　花月

櫛目印華（黒） 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

碗φ7×H7㎝ 皿φ13.5×H2.5㎝

ﾄｳｱ947 陶葊

花結晶（銀藤） ビアカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H14.5㎝ 容量400㎖

GTI289 陶楽

紫翠紋 ビアマグ　1
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ8×H12.5㎝ 容量350㎖

GHG303 伯耆

月下独酌 ビアカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H11.5㎝ 容量330㎖

016GTT

宝尽し ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

017GTT

ジャズ ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

018GTT

太陽と月 ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

フリーカップ

ビアマグ・ビアカップ

ロックグラス

珈琲碗皿

マグカップ
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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、2017年8月末日です。

http://www.kyoto-kumagai.co.jp

２０１７.６.１８

LGK458-01 花月

櫛目印華 飯碗（大）　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ12×H6.5㎝

LHT555 花月

釉彩点紋 飯碗　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ10.5×H6.5㎝

ﾄｳｱ545 陶葊

花結晶（青墨） 飯碗　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ12.5×H6㎝

LYS571-01 喜信

志野十草 飯碗（大）　1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ12.5×H6㎝

UOM882-01 木野

織部面取 湯呑（大）　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H9.5㎝

UJK909 譲司

黒柿釉 湯呑　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8㎝

UYT971-01 喜信

鉄絵三島 湯呑（大）　1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H8.5㎝

USH968-01 清泉

花印華 湯呑（大）　1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ8.5×H8.5㎝

UHS974-01 花月

白かひらぎ 湯呑（大） 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H9㎝

UDS866-01 大日

灰釉ソギ 湯呑（大）　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H10㎝

LGT534-01 玉凰

十草模様 飯碗（大）　1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ12.5×H5.5㎝
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LHS574-01 花月

白かひらぎ 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ11×H6㎝

父の日
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