
CHRISTMAS CHRISTMAS

＊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、2019年12月末日です。
＊消費税率10％として表記しています。 kyoto-kumagai.co.jp

FW-956 香菊

ステンド 抹茶碗　1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

φ12×H7.5㎝

003GTT

ポインセチア ガラス八寸皿　1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

φ24×H2㎝

CTK697 容量220㎖　大日

紫翠紋・双花 紅茶碗皿 1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,400

碗φ9×H5.5㎝ 皿φ16×H2.5㎝

ﾄｳｱ803 陶葊　単品各\4,000

花結晶(紫・ピンク) ペアマグカップ 2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

066GTY

雪の華 ガラス八寸皿　1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

φ24×H2㎝

ﾄｳｱ387 陶葊

花結晶（白） 長皿 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W29.5×D9.5×H2㎝

CTS511 容量230㎖　陶楽

紫彩華紋 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,400

碗φ8.5×H7㎝ 皿φ16×H2㎝

ﾄｳｱ675 陶葊

花結晶（白） 楕円鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

W23×D19×H4㎝
ﾄｳｱ497-01 楕円鉢（中）1　¥4,000
ﾄｳｱ498-01 楕円鉢（小）1　¥3,000

DTS208 陶楽

紫彩華紋 ティーポット 1
紙箱 ¥20,000　税込¥22,000

φ14×H11㎝ 容量790㎖

※ガラス製品はお届けまで２週間程かかる場合がございます。

ﾄｳｱ902 陶葊

花結晶（白） グランデマグ 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ10×H12㎝ 容量520㎖

ﾄｳｱ493 　陶葊

花結晶（白） 舟型鉢 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

W18×D12.5×H6㎝

CYT754 喜信　単品各¥4,000

淡彩三島 ペアマグカップ 2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ8.5×H9㎝ 容量360㎖
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ERA012 楽入
サンタクロース 楽置物（敷布付） 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500
本体　W17×D11×H10.5㎝
布　　W20×D20㎝

HHY296 紫泉
クリスマスリース ペア箸置　2
紙箱 ¥1,000　税込¥1,100
W3.5×D3.5×H0.5㎝

HKY316 紫泉
雪だるま 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750
W2.5×D5×H0.5㎝

HBY626 凡
雪のツリー ペア箸置　2
P袋 ¥1,500　税込¥1,650
W2.5×D4×H0.5㎝

HHS332 紫泉
サンタクロース 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850
W2.5×D5.5×H2.5㎝

HHH441 紫泉
星のクリスマス 箸置　5
紙箱 ¥3,600　税込¥3,960
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¥3,300
W3.5×D5×H1㎝

HHK328 紫泉
きらら 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750
W4.5×D4.5×H0.5㎝

HJT667 紫泉
彩キャンディ 箸置　5
紙箱 ¥3,900　税込¥4,290
W2.5×D4.5×H1.5㎝

HJR666 紫泉
チョコキャンディ ペア箸置 2
紙箱 ¥1,600　税込¥1,760
W2.5×D4.5×H1.5㎝

ﾄｳｱ742 陶葊
花結晶 箸置　5
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400
W3×D6×H1㎝

FW-111 楽入
プレゼントサンタ 箸置　1
裸 ¥2,000　税込¥2,200
W4 × D3 × H4㎝

FW-109 楽入
雪だるま 箸置　1
裸 ¥1,800　税込¥1,980
W4.5 × D2 × H3㎝

HEB386 紫泉
ベル 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850
W5.5×D3.5×H1㎝

HHS412 紫泉
ステンド 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180
W2×D5.5×H1.5㎝

HXM387
京のクリスマス 箸置セット　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850
箱W14.5×D16×H2.5㎝

（左）HHY296-02 クリスマスリース
京のはしおき 1 P袋　¥550 税込¥605
W3.5×D3.5×H0.5㎝
（右）HHY297-02 クリスマスツリー
京のはしおき 1 P袋　¥650 税込¥715
W3.5×D5×H1㎝

クリスマスを
華やかに

HJS668 紫泉
スイートキャンディ 箸置 6
紙箱 ¥3,900　税込¥4,290
W2.5×D4.5×H1.5㎝

※印の商品は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¥4,180
箱W11×D10×H2㎝

ERX088 楽入
クリスマスツリー（台付） ミニ置物　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800
本体　W8.5×D8.5×H11.5㎝
台　　W14.5×D11.5㎝

※ ※

HBL534 凡
レース  箸置　5
紙箱 ¥2,200　税込¥2,420
W5×D4.5×H0.5㎝

ERC074 楽入
クリスマスツリー（塗台付） 楽置物 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500
本体　W14.5×D13×H18.5㎝
台　　W22×D18㎝
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