
＊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12月末日です。

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

062GTY

サンタクロース ワイングラス（大） 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ7.7×H21㎝ 容量330㎖

003GTT

ポインセチア ガラス八寸皿 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ24×H2㎝

PYS541 喜信

志野十草 七、五寸皿　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ22㎝×H4㎝

※ナプキンはついておりません。

CDH736 大日

碧彩 マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H8㎝ 容量290㎖

ﾄｳｱ957 陶葊　単品各\3,000

花結晶(白地青赤) ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8×H11㎝ 容量240㎖

066GTY

雪の華 ガラス八寸皿 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ24×H2㎝

KMG-139 陶葊

紫紺陽光 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.3×H4.5㎝

KMG-140 陶葊

深碧陽光 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.3×H4.5㎝

KMG-096 陶葊

深縹陽光 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.3×H4.5㎝

※お届けまで２週間程かかる場合がございます。

KP146R 青柳

花尽し・赤縁青海波（正方形） ペンダント 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

トップW3×H3㎝ チェーン50㎝

KP211P 　桃皇

雪結晶（月） ペンダント 1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

トップW1.5×H5.5㎝ チェーン60㎝

ﾄｳｱ953 容量220㎖　陶葊

花結晶(白地赤) 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ16×H2㎝
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受注生産品 受注生産品

ERA012 楽入
サンタクロース 楽置物（敷布付） 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200
本体　W17×D11×H10.5㎝
布　　W20×D20㎝

ERX088 楽入
クリスマスツリー（台付） ミニ置物 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640
本体　W8.5×D8.5×H11.5㎝
台　　W14.5×D11.5㎝

ERC074 楽入
クリスマスツリー（塗台付） 楽置物　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200
本体　W14.5×D13×H18.5㎝
台　　W22×D18㎝

FW-502 楽入
ゴールドサンタ（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480
本体　W5.5×D7×H8.5㎝
布　　W10×D10㎝

FW-503 楽入
ゴールドツリー（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640
本体　W8.5×D8.5×H11.5㎝
布　　W10×D10㎝

HHT615 芳山
月にサンタ ペア箸置　2
紙箱 ¥1,600　税込¥1,728
W4×D4×H1.5㎝

HHY296 紫泉
クリスマスリース ペア箸置　2
紙箱 ¥1,000　税込¥1,080
W3.5×D3.5×H0.5㎝

HKY316 紫泉
雪だるま 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700
W2.5×D5×H0.5㎝

HBY626 凡
雪のツリー ペア箸置　2
P袋 ¥1,500　税込¥1,620
W2.5×D4×H0.5㎝

HHS332 紫泉
サンタクロース 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780
W2.5×D5.5×H2.5㎝

HHH441 紫泉
星のクリスマス 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240
W4.5×D4.5×H0.5㎝

HHY297 紫泉
クリスマスツリー 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240
W3.5×D5×H1㎝

HBL534 凡
レース  箸置　5
紙箱 ¥2,200　税込¥2,376
W5×D4.5×H0.5㎝

HHK328 紫泉
きらら 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700
W4.5×D4.5×H0.5㎝

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㎝

ﾄｳｱ742 陶葊
花結晶 箸置　5
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320
W3×D6×H1㎝

FW-111 楽入
プレゼントサンタ 箸置　1
裸 ¥2,000　税込¥2,160
W4 × D3 × H4㎝

FW-109 楽入
雪だるま 箸置　1
裸 ¥1,800　税込¥1,944
W4.5 × D2 × H3㎝

HEB386 紫泉
ベル 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780
W5.5×D3.5×H1㎝

（左から）
HHY296-02　クリスマスリース　京のはしおき　1　P袋　¥550　税込¥594　W3.5×D3.5×H0.5㎝
HHY297-02　クリスマスツリー　京のはしおき　1　P袋　¥650　税込¥702　W3.5×D5×H1㎝
HXM387　京のクリスマス　箸置セット　5　紙箱　¥3,500　税込¥3,780　箱W14.5×D16×H2.5㎝

置物 豆皿

ク
リ
ス
マ
ス
の
箸
置

※納入率が異なりますのでお問い合わせください。

RAK-SA012 楽入
クリスマス 楽豆皿　1
紙箱 ¥2,300　税込¥2,484
φ8× H2㎝

※納入率が異なる場合がありますので
　お問い合わせください。

HHH569 紫泉
ハーモニー 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104
箱W11×D10×H2㎝
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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12月末日です。
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