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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、改善のためデザインを予告なく変更することがございますのでご了承ください。

＊ このカタログの有効期限は、2018年12月末日です。
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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

各50個限定

FW-603 楽入

おばけ 箸置 1
裸 ¥1,600　税込¥1,728

W2.5×D4.5×H3.5㎝

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 紫泉

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㎝

FW-605 紫泉

ハンバーガー 蓋物 1
紙箱 ¥3,900　税込¥4,212

φ10×H6.5㎝

※こちらの商品は納入率が異なります。
　 お問い合わせください。

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㎝

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㎝

AHS-04 陶葊

花揃え（紅葉） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ9×H7.5㎝

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 ¥16,500　税込¥17,820

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

JRK121 宝瓶容量150㎖　陵泉

高山寺 小茶器揃 1:1：5
木箱 ¥35,000　税込¥37,800

宝瓶1 φ9.5×H7.5㎝ ¥10,000
碗揃5 φ6×H4.5㎝ ¥18,000
さまし1 W9.5×D9×H4.5㎝ ¥6,000

企画限定品
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NEW

秋の花暦

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㎝
UTU987 陶楽

釉線華紋 組湯呑 2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

大φ7.5×H10㎝ 小φ7×H9㎝

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㎝
LTU589 陶楽

釉線華紋 組飯碗 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ12.5×H7㎝ 小φ12×H6.5㎝

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㎝

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㎝

UZH977 瑞光

彩木の葉 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ8×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

LZH581 瑞光

彩木の葉 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×H5.5㎝

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㎖

CTK746 陶楽

釉線華紋 マグカップ 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ9.5×H8.5㎝ 容量300㎖

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㎖
ﾄｳｱ585 陶葊

染付山葡萄 一ヶ湯呑 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7×H8.5㎝

ﾄｳｱ255 陶葊

紫塗芙蓉 一ヶ湯呑 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ8×H9.5㎝

NEW NEW

BSH803 清泉

萩がさね 五、五寸鉢 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ17×H5.5㎝

BZL906 瑞光

彩木の葉 六、五寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ19.5×H6㎝

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㎖

LSK387　京の秋　組飯碗 2　紙箱　¥6,000（税込¥6,480）
大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

USK788　京の秋　組湯呑 2　紙箱　¥6,000（税込¥6,480）
大φ8×H9㎝　小φ7.5×H8.5㎝

PSK680　京の秋　尺皿 1　紙箱　¥10,000（税込¥10,800）
φ31×H3.5㎝ 俊山
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月夜にふくろう

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㎝

UFK960 圭司

粉引うさぎ 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

UHS976 鳳山

染赤絵巻 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

大φ7×9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

LHS580 鳳山

染赤絵巻 組飯碗 2
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

大φ12×5.5㎝ 小φ11×H5㎝

FW-703 荷平

赤楽ふくろう 蓋物 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

W7×D6×H7.5㎝

※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。

FW-702 荷平

白楽玉うさぎ 蓋物（小） 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H5.5㎝

※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。

ﾄｳｱ862 陶葊

鳥獣戯画 お預け酒器 1：2
紙箱 ¥9,000　税込¥9,720

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

徳利容量250㎖

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㎝

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　単品各¥3,500

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㎖

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㎝

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㎝

CCH402 嘉峰　単品各¥3,000

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㎖

UHF841 昇峰

黄交趾ふくろう 組湯呑 2
木箱 ¥15,000　税込¥16,200

大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝ 

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㎖

月見にうさぎ

LHH573 花月

白ふくろう 組飯碗 2
紙箱 ¥8,300　税込¥8,964

大φ11.5×H6.5㎝ 小φ11×H6㎝

UHH973 花月

白ふくろう 組湯呑 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝ 

FW-701 荷平

白楽玉うさぎ 蓋物（大） 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ9×H8㎝

※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。

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㎖

ﾄｳｱ905 陶葊

鳥獣戯画 香炉 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ8.5×H7.5㎝

限定品

限定品限定品

NEW

NEW
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ﾄｳｱ858 陶葊

赤耀虹彩 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.5×H4.5㎝

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㎝

GOM344 木野

織部面取 ぐい呑 1
木箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ6.5×H5㎝

GYM349 柳

万華油滴 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9×H4㎝

GRB338 利宋

米色瓷 ぐい呑 1
木箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ6.5×Ｈ5㎝

GRC373 陶楽

紫彩三島 盃 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H3㎝

GJK354 譲司

黒柿釉 ぐい呑 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6.5×H4.5㎝

PBK675 匠

粉引 長角皿 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

W27.5×D11×H3㎝

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

RYS208 徳利容量270㎖　喜信

志野更紗 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

徳利1　　φ7.5×11㎝ ¥4,000
ぐい呑1　φ6×5㎝ ¥2,000

ﾄｳｱ860 徳利容量310㎖　陶葊

花結晶（萌黄） お預け酒器 1:2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

徳利1　 φ8.5×13㎝ ¥4,500
ぐい呑1 φ7×4㎝ ¥2,000

GJM377 治兵衛

紫印華 盃 1
木箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7.5×H3.5㎝

GMF233 瑞松

辰砂 盃 1
木箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H3㎝

PDA539 大日

飴釉 5寸皿揃 5
紙箱 ¥12,500　税込¥13,500

φ15.5×H3㎝ 単品¥2,500

ﾄｳｱ491 陶葊

黒燿虹彩 長皿 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W29.5×D9.5×H2㎝

PYH537 嘉郎

灰緑丸 七寸皿 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ20.5×H4㎝

BTK900 陶楽

紫翠紋 六角鉢 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

W15×D14×H7㎝

FW-705 荷平

赤楽菊花 鉢 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ13.5×H4.5㎝

※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。

BVM088 岩華

菊割 五寸平鉢揃 1
紙箱 ¥25,000　税込¥27,000

φ16×H5.5㎝ 単品¥5,000

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㎝ 単品¥2,000

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㎝

宵
の
う
つ
わ

限定品
FW-704 荷平

赤楽紅葉 皿 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

W15×D16×H5.5㎝

※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。

限定品

NEW NEW

NEW

（左）ﾄｳｱ849-03　赤霰天目 盃 1
（右）ﾄｳｱ849-04　黄瀧天目 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.5×H4.5㎝ 陶葊
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抹
茶
盌

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㎝

TYS593 香菊

爽秋 抹茶盌 1
木箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ11.5×H8.5㎝　

TJY600 治兵衛

釉流彩（茶） 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12×H7.5㎝　

TMF199 瑞松

辰砂 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ13×H7㎝　

TZR489 瑞光

彩木の葉 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H8㎝　

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㎝　

LYS571-01 喜信

志野十草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ12.5×H6㎝

LOM494-01 木野

織部面取 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ13×H6.5㎝

LHS574-01 花月

白かひらぎ 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ11×H6㎝

LRK538-01 六齋

黄濃花唐草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ11.5×H7㎝

LYS590 喜信

志野更紗 組飯碗 2
紙箱 ¥6,600　税込¥7,128

大φ12×H6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

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㎝

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㎝

LYT570-01 喜信

鉄絵三島 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,510

φ12.5×H6㎝

LYT570-02　鉄絵三島 飯碗（小） 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㎝

LJY572-01 治兵衛

釉彩花三島 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ12×H6㎝

LJY586-01 治兵衛

釉流彩（茶） 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ11.5×H6㎝

ご
は
ん
の
う
つ
わ

NEW

NEW
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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、改善のためデザインを予告なく変更することがございますのでご了承ください。

＊ このカタログの有効期限は、2018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

各50個限定

FW-603 楽入

おばけ 箸置 1
裸 ¥1,600　税込¥1,728

W2.5×D4.5×H3.5㎝

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 紫泉

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㎝

FW-605 紫泉

ハンバーガー 蓋物 1
紙箱 ¥3,900　税込¥4,212

φ10×H6.5㎝

※こちらの商品は納入率が異なります。
　 お問い合わせください。

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㎝

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㎝

AHS-04 陶葊

花揃え（紅葉） お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ9×H7.5㎝

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 ¥16,500　税込¥17,820

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

JRK121 宝瓶容量150㎖　陵泉

高山寺 小茶器揃 1:1：5
木箱 ¥35,000　税込¥37,800

宝瓶1 φ9.5×H7.5㎝ ¥10,000
碗揃5 φ6×H4.5㎝ ¥18,000
さまし1 W9.5×D9×H4.5㎝ ¥6,000

企画限定品
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