
kyoto-kumagai.co.jpkyoto-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、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、2019年8月末日です。

※京かざりはお届けまで２週間ほどかかる場合がございます。

FHT101 紫泉

花桜  蓋物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ10×H6.5㎝

FBI092 紫泉

花丸花鳥  蓋物 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ9×H7.5㎝

ﾄｳｱ694 陶葊

花結晶（緑）  蓋物 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ10×H6.5㎝

ERS141 楽入

招き猫・松竹梅（赤）（敷物付）  置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

本体W7×D7×H10.5㎝

布W12×D9㎝

ERN140 楽入

招き猫・松竹梅（白）（敷物付）  置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

本体W7×D7×H10.5㎝

布W12×D9㎝

福地蔵（笑い）  梶谷

（左）YK-06 （白）  置物 1
（右）YK-04 （茶）  置物 1
紙箱  各¥2,500　税込¥2,700

（白）W5×D4×H8㎝ （茶）W5×D4×H8㎝

※納入率が異なる場合がございます。

　お問い合わせください。

KP235R 陶葊

月下美人（雫） ペンダント 1
紙箱 ¥16,000　税込17,280

トップ：H5×W3㎝
チェーン（淡水パール）：40㎝
（アジャスター付）

KP391H 陶葊

紫牡丹（正方形） 水晶ペンダント 1
紙箱 ¥16,000　税込17,280

トップ：H3×W3㎝
チェーン（水晶）：40㎝

KN406W 陶葊

花結晶・銀藤（雫） ネックレス 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960
トップ：H5×W3㎝
コード（コットン紐、ガラス、クリスタ
ルガラス）：62㎝（アジャスター付）

KP096R 陶葊

紫塗牡丹（菱） ペンダント 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960
トップ：H5×W3㎝ チェーン：60㎝

KYOYAKI・KIYOMIZUYAKI
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ﾄｳｱ949 　　陶葊

交趾唐草（ピンク） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9㎝ 容量280㎖

CYS745 喜信

志野更紗 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H9㎝ 容量270㎖

CSK546 昇峰

交趾おしどり(ピンク) マグカップ 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

CCH545-02 加春

花いろ(ピンク) マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H8㎝ 容量220㎖

CGS731 玉凰

桜いろ マグカップ 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ9×H9㎝ 容量300㎖

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㎖

CGH704-02 玉凰

花更紗（赤） マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ9×H9㎝ 容量300㎖

CKA741-02 加春

彩野（ピンク） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量260㎖
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CSK682 秀峰

黄濃宝尽し マグカップ 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

CJY732 治兵衛

釉彩花三島 マグカップ 1
紙箱 ¥4,800　税込¥5,184

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CGT688-02 玉凰

赤十草 マグカップ 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ8×H8.5㎝ 容量320㎖

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㎖

花結晶 陶葊
（左）ﾄｳｱ803-01 (紫) マグカップ 1

（右）ﾄｳｱ803-02 （ピンク） マグカップ 1

紙箱 各¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

CYS733 　　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㎖

CGK567-02 花月

櫛目印華(白) マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量200㎖

CDG652 大日

月白 マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H8.5㎝ 容量290㎖

CIY681-02 敬之

白釉ソギ マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量300㎖

CKH348 加春

花くるり(白) マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

CTS518 陶楽

紫彩華紋 マグカップ 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8×H9.5㎝ 容量280㎖

CTO730-02 　　　　陶遊

帯雲錦（赤）  マグカップ 1

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CMS740 幹

桜の花 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ7.5×H7.5㎝ 容量210㎖

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㎖
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ﾄｳｱ949 　　陶葊

交趾唐草（ピンク） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9㎝ 容量280㎖

CYS745 喜信

志野更紗 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H9㎝ 容量270㎖

CSK546 昇峰

交趾おしどり(ピンク) マグカップ 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

CCH545-02 加春

花いろ(ピンク) マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H8㎝ 容量220㎖

CGS731 玉凰

桜いろ マグカップ 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ9×H9㎝ 容量300㎖

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㎖

CGH704-02 玉凰

花更紗（赤） マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ9×H9㎝ 容量300㎖

CKA741-02 加春

彩野（ピンク） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量260㎖
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CSK682 秀峰

黄濃宝尽し マグカップ 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

CJY732 治兵衛

釉彩花三島 マグカップ 1
紙箱 ¥4,800　税込¥5,184

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CGT688-02 玉凰

赤十草 マグカップ 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ8×H8.5㎝ 容量320㎖

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㎖

花結晶 陶葊
（左）ﾄｳｱ803-01 (紫) マグカップ 1

（右）ﾄｳｱ803-02 （ピンク） マグカップ 1

紙箱 各¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

CYS733 　　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㎖

CGK567-02 花月

櫛目印華(白) マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量200㎖

CDG652 大日

月白 マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H8.5㎝ 容量290㎖

CIY681-02 敬之

白釉ソギ マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量300㎖

CKH348 加春

花くるり(白) マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

CTS518 陶楽

紫彩華紋 マグカップ 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8×H9.5㎝ 容量280㎖

CTO730-02 　　　　陶遊

帯雲錦（赤）  マグカップ 1

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CMS740 幹

桜の花 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ7.5×H7.5㎝ 容量210㎖

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㎖
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フリーカップ

NEWNEW

NEWNEW

CKH499 　　　嘉峰

花桜  マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

CFK749-02 　　　圭司

櫛目青海波（赤）  マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量220㎖

花くるり 加春
CKH533-02 (ピンク) フリーカップ 1

CKH533-01 （白） フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

ﾄｳｱ957-02 陶葊

花結晶（白地赤） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H11㎝ 容量260㎖

CJM751 治兵衛

釉華晶（内緑） フリーカップ 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H11㎝ 容量290㎖

CJT752 治兵衛

釉華晶（内茶） フリーカップ 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H11㎝ 容量290㎖

CIK644-02 敬之

白釉ソギ フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6.5×H10㎝ 容量200㎖

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㎖

CWN661 颯森

二色水流 カップ 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ7×H9㎝ 容量200㎖

BWT553 颯森

白と緑 シェルカップ 1
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

φ8×H7㎝ 容量180㎖

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㎖

CSH680-02 秀峰

花波唐草（紫） フリーカップ 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

CCC473-01 清泉

白印華紋 フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量210㎖

CZG679 　　瑞光

花ごころ マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

優しいお母さんに
　ぬくもりのあるうつわを

CCH402-02 嘉峰

粉引ふくろう(赤) マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H9㎝ 容量230㎖

CTH599-02 陶遊

花唐草(赤) マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CIH725-02 昇峰

交趾花ねこ（ピンク） マグカップ 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ8×H8㎝ 容量230㎖

CKA741-01 加春

彩野（黄） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量260㎖

CKH588-01 嘉峰

花睦み（柿釉） マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8.5㎝ 容量300㎖

CKH588-01 嘉峰

花睦み（柿釉） マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8.5㎝ 容量300㎖

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㎖

CKH396 加春

花くるり(ピンク) マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

ﾄｳｱ804-02 　　陶葊

花結晶（金花） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖
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フリーカップ

NEWNEW

NEWNEW

CKH499 　　　嘉峰

花桜  マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

CFK749-02 　　　圭司

櫛目青海波（赤）  マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量220㎖

花くるり 加春
CKH533-02 (ピンク) フリーカップ 1

CKH533-01 （白） フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

ﾄｳｱ957-02 陶葊

花結晶（白地赤） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H11㎝ 容量260㎖

CJM751 治兵衛

釉華晶（内緑） フリーカップ 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H11㎝ 容量290㎖

CJT752 治兵衛

釉華晶（内茶） フリーカップ 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H11㎝ 容量290㎖

CIK644-02 敬之

白釉ソギ フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6.5×H10㎝ 容量200㎖

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㎖

CWN661 颯森

二色水流 カップ 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ7×H9㎝ 容量200㎖

BWT553 颯森

白と緑 シェルカップ 1
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

φ8×H7㎝ 容量180㎖

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㎖

CSH680-02 秀峰

花波唐草（紫） フリーカップ 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

CCC473-01 清泉

白印華紋 フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量210㎖

CZG679 　　瑞光

花ごころ マグカップ 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

優しいお母さんに
　ぬくもりのあるうつわを

CCH402-02 嘉峰

粉引ふくろう(赤) マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H9㎝ 容量230㎖

CTH599-02 陶遊

花唐草(赤) マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CIH725-02 昇峰

交趾花ねこ（ピンク） マグカップ 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ8×H8㎝ 容量230㎖

CKA741-01 加春

彩野（黄） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量260㎖

CKH588-01 嘉峰

花睦み（柿釉） マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8.5㎝ 容量300㎖

CKH588-01 嘉峰

花睦み（柿釉） マグカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8.5㎝ 容量300㎖

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㎖

CKH396 加春

花くるり(ピンク) マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

ﾄｳｱ804-02 　　陶葊

花結晶（金花） マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖
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NEWNEW

035GTR

帯唐草（赤） タンブラー 1
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

φ8×H11㎝ 容量315㎖

SM-137

クローバー タンブラー 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

003GTM

色彩花鳥 タンブラー 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6×H11㎝ 容量360㎖

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㎝

CKP743 容量220㎖　加春

彩野（ピンク） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ10.5×Ｈ5㎝ 皿φ15.5×Ｈ3㎝

CKC345 容量110㎖　加春

花くるり（白） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ10.5×Ｈ5.5㎝ 皿φ15×Ｈ2.5㎝

CTS511 容量230㎖　陶楽

紫彩華紋 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

碗φ8.5×H7㎝ 皿φ16×H2㎝

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㎝

CDT671 容量200㎖　大日

月白 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ14.5×H2㎝

HJS668 紫泉

スイートキャンディ 箸置 6
紙箱 ¥3,900　税込¥4,212

W2.5×D4.5×H1.5㎝

HKN663 嘉峰

ニコニコいぬ 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W4×D4×H0.5㎝

HIN649 嘉峰

ニコニコねこ 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W3.5×D5.5×H1㎝

LU-140 陶遊

帯雲錦（赤） ひと膳セット 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

飯碗（小）¥5,000 湯呑（小）¥5,000

LM-053 陶葊

花結晶（白地赤） 楽膳セット 2
紙箱 ¥7,500　税込\8,100

飯碗（小）¥3,500 マグカップ¥4,000

LM-018 俊山

四季草花 楽膳セット 2
紙箱 ¥7,500　税込\8,100

飯碗（小）¥3,500 マグカップ¥4,000

LM-056 喜信

志野更紗 楽膳セット 2
紙箱 ¥6,900　税込\7,452

飯碗（小）¥3,300 マグカップ¥3,600

LM-050 瑞光

ふくろう（赤） 楽膳セット 2
紙箱 ¥6,750　税込\7,290

飯碗（小）¥3,250 マグカップ¥3,500

LM-001 嘉峰

クローバー 楽膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込\5,940

飯碗（小）¥2,500 マグカップ¥3,000

LU-111 加春

花いろ（ピンク） ひと膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LU-139 加春

彩野（ピンク） ひと膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LU-134 陶葊

染花牡丹（紫） ひと膳セット 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

飯碗（小）¥3,500 湯呑（小）¥3,500

LU-142 圭司

櫛目青海波 ひと膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

※単品でも承っております。

ＰＲＥＳＥＮＴ   e t  c e t e r a

楽膳セット

ひと膳セット
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035GTR

帯唐草（赤） タンブラー 1
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

φ8×H11㎝ 容量315㎖

SM-137

クローバー タンブラー 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

003GTM

色彩花鳥 タンブラー 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6×H11㎝ 容量360㎖

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㎝

CKP743 容量220㎖　加春

彩野（ピンク） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ10.5×Ｈ5㎝ 皿φ15.5×Ｈ3㎝

CKC345 容量110㎖　加春

花くるり（白） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ10.5×Ｈ5.5㎝ 皿φ15×Ｈ2.5㎝

CTS511 容量230㎖　陶楽

紫彩華紋 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

碗φ8.5×H7㎝ 皿φ16×H2㎝

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㎝

CDT671 容量200㎖　大日

月白 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ14.5×H2㎝

HJS668 紫泉

スイートキャンディ 箸置 6
紙箱 ¥3,900　税込¥4,212

W2.5×D4.5×H1.5㎝

HKN663 嘉峰

ニコニコいぬ 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W4×D4×H0.5㎝

HIN649 嘉峰

ニコニコねこ 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W3.5×D5.5×H1㎝

LU-140 陶遊

帯雲錦（赤） ひと膳セット 2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

飯碗（小）¥5,000 湯呑（小）¥5,000

LM-053 陶葊

花結晶（白地赤） 楽膳セット 2
紙箱 ¥7,500　税込\8,100

飯碗（小）¥3,500 マグカップ¥4,000

LM-018 俊山

四季草花 楽膳セット 2
紙箱 ¥7,500　税込\8,100

飯碗（小）¥3,500 マグカップ¥4,000

LM-056 喜信

志野更紗 楽膳セット 2
紙箱 ¥6,900　税込\7,452

飯碗（小）¥3,300 マグカップ¥3,600

LM-050 瑞光

ふくろう（赤） 楽膳セット 2
紙箱 ¥6,750　税込\7,290

飯碗（小）¥3,250 マグカップ¥3,500

LM-001 嘉峰

クローバー 楽膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込\5,940

飯碗（小）¥2,500 マグカップ¥3,000

LU-111 加春

花いろ（ピンク） ひと膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LU-139 加春

彩野（ピンク） ひと膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LU-134 陶葊

染花牡丹（紫） ひと膳セット 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

飯碗（小）¥3,500 湯呑（小）¥3,500

LU-142 圭司

櫛目青海波 ひと膳セット 2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

※単品でも承っております。
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楽膳セット

ひと膳セット
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kyoto-kumagai.co.jpkyoto-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、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、2019年8月末日です。

※京かざりはお届けまで２週間ほどかかる場合がございます。

FHT101 紫泉

花桜  蓋物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ10×H6.5㎝

FBI092 紫泉

花丸花鳥  蓋物 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ9×H7.5㎝

ﾄｳｱ694 陶葊

花結晶（緑）  蓋物 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ10×H6.5㎝

ERS141 楽入

招き猫・松竹梅（赤）（敷物付）  置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

本体W7×D7×H10.5㎝

布W12×D9㎝

ERN140 楽入

招き猫・松竹梅（白）（敷物付）  置物 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

本体W7×D7×H10.5㎝

布W12×D9㎝

福地蔵（笑い）  梶谷

（左）YK-06 （白）  置物 1
（右）YK-04 （茶）  置物 1
紙箱  各¥2,500　税込¥2,700

（白）W5×D4×H8㎝ （茶）W5×D4×H8㎝

※納入率が異なる場合がございます。

　お問い合わせください。

KP235R 陶葊

月下美人（雫） ペンダント 1
紙箱 ¥16,000　税込17,280

トップ：H5×W3㎝
チェーン（淡水パール）：40㎝
（アジャスター付）

KP391H 陶葊

紫牡丹（正方形） 水晶ペンダント 1
紙箱 ¥16,000　税込17,280

トップ：H3×W3㎝
チェーン（水晶）：40㎝

KN406W 陶葊

花結晶・銀藤（雫） ネックレス 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960
トップ：H5×W3㎝
コード（コットン紐、ガラス、クリスタ
ルガラス）：62㎝（アジャスター付）

KP096R 陶葊

紫塗牡丹（菱） ペンダント 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960
トップ：H5×W3㎝ チェーン：60㎝

KYOYAKI・KIYOMIZUYAKI

母の日
２０１９.５.１２

HA
PP
Y  M

OTHER S  DAY！
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