
◆「京鍋」と記載された鍋は、蓋、胴ともに京焼・清水焼です。上記以外の鍋は、蓋は京焼、胴は萬古焼です。
＊ 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。
 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、2018年12月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

GBN320 八幡

金彩春秋 タンブラー 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8.5×H8.5㎝ 容量250㎖

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H8㎝ 容量300㎖

RFK209 徳利容量340㎖　圭司

櫛目青海波 お預け酒器 1：2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

徳利1 φ8×H12.5㎝　　¥4,500
ぐい呑1 φ6×H4.5㎝　　¥2,000

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×H11㎝　　¥4,000
ぐい呑1 φ6×H5㎝　　¥2,000

RHN175　南蛮　お預け酒器 1：2　花月

紙箱　¥8,000（税込¥8,640）

片口1 W14×D10.5×H6.5㎝（¥4,800）
ぐい呑1 φ5×H4㎝（¥1,600）　片口容量340㎖

ﾄｳｱ498-02　花結晶（銀藤） 楕円鉢（小） 1　陶葊

紙箱　¥3,000（税込¥3,240）　W16×D14×H3.5㎝

BVK538 匠

粉引 小鉢 1
紙箱 ¥2,400　税込¥2,592

φ14.5×H5㎝

PMC024 嘉峰

柿釉 尺皿 1
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ30×H5㎝

BDS908 大日

碧彩 ボウル（小） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ16×H5.5㎝

BHT768 花月

釉彩点紋 ボウル（大） 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ15×H6㎝

GHG313 伯耆

峨眉山 焼酎杯 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9×H9.5㎝ 容量310㎖

鍋
京焼・清水焼

GRS347 利宋

青瓷 焼酎杯 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ9×H9㎝ 容量310㎖

BKM549 花月

呉須櫛目 浅鉢 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ15×H6㎝

鍋を囲んで
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お値打ち品 特別価格にて納入させて頂きます。詳しくはお問合せ下さい。

和
み
の
鍋

NZU110 瑞光

梅尽し 八号京鍋（黒） 1
紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

NZU110-01 IH・プレート式 ¥22,500

NZC100 瑞光

七福神 八号鍋（黒） 1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15㎝ 容量2300㎖

NZC100-02 IH・プレート式 ¥15,500
NZC100-01 IH・カーボン式 ¥26,000

NZB089 瑞光

椿絵 九号鍋（白） 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ28×H16㎝ 容量3500㎖

NZB089-02 IH・プレート式 ¥18,000
NZB089-01 IH・カーボン式 ¥30,000

NZK102 瑞光

金彩富士 八号鍋（黒） 1
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

φ25.5×H15㎝ 容量2300㎖

NZK102-02 IH・プレート式 ¥18,500
NZK102-01 IH・カーボン式 ¥29,000

NZS090 瑞光

冬草花 九号鍋（白） 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ28×H16㎝ 容量3500㎖

NZS090-02 IH・プレート式 ¥18,000
NZS090-01 IH・カーボン式 ¥30,000

ﾄｳｱ680 陶葊

花結晶（緑） 八号鍋（黒） 1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15.5㎝ 容量2300㎖

ﾄｳｱ680-02 IH・プレート式 ¥15,500
ﾄｳｱ680-01 IH・カーボン式 ¥26,000

ﾄｳｱ681 陶葊

花結晶（灰青） 八号鍋（黒） 1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15.5㎝ 容量2300㎖

ﾄｳｱ681-02 IH・プレート式 ¥15,500
ﾄｳｱ681-01 IH・カーボン式 ¥26,000

NZS111 瑞光

色彩椿 八号京鍋（黒） 1
紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

NZS111-01 IH・プレート式 ¥22,500

NZU018 善昇

雲綿図 六号鍋（黒） 1
紙箱 ¥30,000　税込¥32,400

φ19.5×H11.5㎝ 容量1000㎖

ﾄｳｱ669 陶葊

白掛草花 八号鍋（黒） 1
紙箱 ¥30,000　税込¥32,400

φ25.5×H15.5㎝ 容量2300㎖

ﾄｳｱ660 陶葊

紅白椿 六号鍋（白） 1
紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

φ19.5×H11.5㎝ 容量1000㎖

SAH118 紫泉

赤小梅 汁注（黒台付） 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H7㎝ 容量130㎖

※薬味入、楊枝入もございます。

KMG-075-03 陶葊

花結晶（茶） れんげ 1
裸 ¥1,500　税込¥1,620

W13.5×D4×H2.5㎝

KMG-075-09 陶葊

花結晶（縹） れんげ 1
裸 ¥1,500　税込¥1,620

W13.5×D4×H2.5㎝

SBH067 紫泉

糸車 薬味入（竹匙付） 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ5.5×H5㎝

※汁注、楊枝入もございます。

KMG-075-07 陶葊

染花椿（青） れんげ 1
裸 ¥1,500　税込¥1,620

W13.5×D4×H2.5㎝
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ﾄｳｱ684 陶葊

緑釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ684-01 IH・プレート式 ¥20,500

ﾄｳｱ686 陶葊

黒釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ686-01 IH・プレート式 ¥20,500

ﾄｳｱ685 陶葊

飴釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ685-01 IH・プレート式 ¥20,500

ﾄｳｱ687-01 陶葊

緑釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ689-01 陶葊

黒釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ688-01 陶葊

飴釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝
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