
＊ 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。
 また改善のため予告なくデザインを変更する場合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 12 月末日です。 kyoto-kumagai.co.jpkyoto-kumagai.co.jp

TMF197 瑞松

紫式部 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ13.5×H7㎝

TSN691 松楽

黒楽 抹茶盌 1
紙箱 ¥11,000　税込¥11,880

φ12×H8.5㎝

TDG398 大日

月白釉 抹茶盌 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H7.5㎝

TJY600 治兵衛

釉流彩（茶） 抹茶盌 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12×H7.5㎝

TRH379 利宋

灰青瓷 抹茶盌 1
木箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ13×H7㎝

TTH556 陶楽

華三島 抹茶盌 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ12×H8㎝

TXX634 柳

万華油滴 抹茶盌 1
紐木 ¥13,000　税込¥14,040

φ12.5×H7.5㎝

TSN689 松楽

赤楽 抹茶盌 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H8㎝

TTS772 陶楽

紫彩華紋 抹茶盌 1
桐箱 ¥20,000　税込¥21,600

φ12.5×H8㎝

TOM430 木野

織部面取 抹茶盌 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ12×H9㎝

TJY483 治兵衛

釉彩花三島 抹茶盌 1
木箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ12×H7.5㎝

ﾄｳｱ537 陶葊

花結晶（灰青） 抹茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ13×H7㎝
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DIX020 壹楽

高山寺 急須 1
紙箱 ¥28,000　税込¥30,240

φ12×H9㎝ 容量530㎖

DSH192 清泉

萩がさね 急須 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ12×H9㎝ 容量270㎖

DJY219 治兵衛

釉彩花三島 急須 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ9×H10.5㎝ 容量390㎖

DCK200 加春

新美草 急須 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ10.5×H10㎝ 容量360㎖

DKA220 加春

あお葉 急須 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ12.5×H9㎝ 容量470㎖

ﾄｳｱ569 陶葊

花結晶（緑） 急須 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ11.5×H8.5㎝ 容量260㎖

DTC207 陶楽

紫彩華紋 急須 1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

φ11×H8㎝ 容量400㎖

QTS587-01 陶楽

紫彩華紋 お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥4,400　税込¥4,752

φ8×H6.5㎝

QTM393-01 陶楽

紫翠紋 お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥5,200　税込¥5,616

φ8×H6㎝

QIX323-01 壹楽

高山寺 お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ8.5×H6㎝

QJY594-01 治兵衛

釉彩花三島 お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H7㎝

QKA399-01 加春

あお葉 お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥2,400　税込¥2,592

φ9×H5.5㎝

QYA252-01 柳

本粉引 お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥2,400　税込¥2,592

φ9.5×H5.5㎝

QJK396 譲司

黒柿釉 汲出 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ9.5×H6㎝

JKT032　　　宝瓶容量160㎖ 花月

俵手金彩 小茶器揃 1:1:5
紙箱 ¥17,000　税込¥18,360

宝瓶1 ¥6,000 φ8.5×H7.5㎝
さまし1 ¥3,000  W11×D7×H5㎝
碗揃5 ¥8,000 φ5.5×H4㎝

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 ¥5,500 φ8×H6.5㎝
さまし1 ¥3,500 W10.5×D8×H5㎝
碗揃5 ¥7,500 φ6×H4㎝

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 ¥2,800 φ10×H7㎝
さまし1 ¥1,800  W10×D9×H5.5㎝
碗揃5 ¥5,400 φ6×H5㎝

ﾄｳｱ159　　　宝瓶容量180㎖ 陶葊

花結晶（銀藤） 小茶器揃 1:1:5
紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

宝瓶1 ¥6,000 φ9×H8㎝
さまし1 ¥4,000  W10.5×D7×H5.5㎝
碗揃5 ¥10,000 φ6×H5㎝

ﾄｳｱ861　　　宝瓶容量240㎖ 陶葊

花結晶（萌黄） 小茶器揃 1:1:5

紙箱 ¥20,000　税込¥21,600

宝瓶1 ¥6,000 φ10×H7.5㎝
さまし1 ¥4,000  W10×D8×H7.5㎝
碗揃5 ¥10,000 φ6×H5㎝

焼〆　急須 1 紙箱　浩三

DYY148（大） ¥4,500　税込¥4,860

DYK150（中） ¥4,300　税込¥4,644

DYM214（小） ¥4,200　税込¥4,536

（大）φ14×H9㎝ 容量360㎖
（中）φ13×H8.5㎝ 容量300㎖
（小）φ11.5×H7.5㎝ 容量200㎖

JKS041  宝瓶容量230㎖　京泉

清香  小茶器揃 1:1:5
木箱 ¥37,000　税込¥39,960

宝瓶1 ¥12,500 φ9×H8㎝
さまし1 ¥7,000  φ8.5×H7㎝
碗揃5 ¥17,500 φ6×H5㎝

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

DYK217 喜信

金彩帯三島 急須 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ10.5×H10㎝ 容量440㎖
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DQM218 昌久
粉引鶴亀 土瓶 1
紙箱 ¥10,000 税込¥10,800

φ11×H16㎝ 容量550㎖

 ※急須もございます。

QQE392-01 昌久
粉引鶴亀 お茶呑茶碗 1
紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

φ9×H6㎝
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