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日TBK389 八幡

吉祥おしどり 抹茶碗 1
木箱 \10,000　税込\11,000

φ12×H8㎝

EAE111 安徳

えびす鯛（台付） 置物 1
紙箱 \8,000　税込\8,800

本体 W9×D7×H9.5㎝
台　　W15×D12㎝

EOR131 六兵衛窯

お福（座布団付） 置物 1
桐箱 \30,000　税込\33,000

本体 　　W10.5×D11×H10㎝
座布団　W14×D14㎝

PZU496 瑞古

六瓢息災 陶額 1
紙箱 \45,000　税込\49,500

縦43.5×横38㎝

ESF096 昇峰

黄交趾ふくろう 陶額 1
紙箱 \15,000　税込\16,500

縦28.5×横32.5㎝

ERY156 楽入

翔鶴赤富士 楽陶額 1
紙箱 \15,000　税込\16,500

縦26×横30㎝

TYN592 香菊

金彩鴛鴦 抹茶碗 1
木箱 \10,000　税込\11,000

φ12×H7.5㎝ 

TYK591 香菊

金彩六瓢 抹茶碗 1
木箱 \10,000　税込\11,000

φ12×H7.5㎝ 

LU-141 加春

福六瓢 ひと膳セット　2
紙箱 ¥5,500　税込¥6,050

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LU-104 花月

粉引宝紋 ひと膳セット　2
紙箱 ¥7,600　税込¥8,360

飯碗（小）¥4,000 湯呑（小）¥3,600

LM-050 瑞光

ふくろう（赤） 楽膳セット　2
紙箱 ¥6,750　税込\7,425

飯碗（小）¥3,250 マグカップ¥3,500

壽
縁起ものを贈る

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、2020年12月末日です。

LM-057 清泉

粉引六瓢 楽膳セット　2
紙箱 ¥7,750　税込\8,525

飯碗（小）¥3,750 マグカップ¥4,000
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NEW NEW

LSK446 昇峰

交趾おしどり 組飯碗 2
紙箱 \16,000　税込\17,600

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

※組湯呑、ペアマグ等もございます。

UKO803 花月

粉引おしどり 組湯呑 2
紙箱 \7,200　税込\7,920

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

※組飯碗もございます。

LKH560 嘉峰

花おしどり 組飯碗 2
紙箱 \6,000　税込\6,600

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

※組湯呑もございます。

LHA499 北哉

染赤雲鶴 組飯碗 2
紙箱 \7,200　税込\7,920

大φ12×H7㎝ 小φ11.5×H6㎝

※組湯呑もございます。

UCM622 昇峰

紫交趾六瓢 組湯呑 2
木箱 \20,000　税込\22,000

大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝

※組飯碗、ぐい呑もございます。

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯 1
紙箱 \3,500　税込\3,850

φ9×H8㎝ 容量300㎖

GMV079 西山　単品各¥6,000

金銀箔立鶴 ペアぐい呑 2
木箱 \12,000　税込\13,200

φ5.5×H5㎝

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\9,350
徳利1 ¥4,500 φ8×H12.5㎝

ぐい呑1 ¥2,000 φ6×H4.5㎝

※組湯呑、組飯碗等もございます。

縁起物を贈る
― 長寿の願いをうつわに込めて ―

UBH553 八幡

吉祥鶴 組湯呑 2
紙箱 \10,000　税込\11,000

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

※組飯碗、タンブラー等もございます。

UQO925 昌久

粉引鶴亀 組湯呑 2
紙箱 \4,500　税込\4,950

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

※組飯碗、マグカップ等もございます。

UHT805 北哉

鶴松竹梅 組湯呑 2
紙箱　\7,500 税込\8,250

大φ7.5×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

※組飯碗もございます。

LHG388 北哉

群鶴 組飯碗 2
紙箱 \6,500　税込\7,150

大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

※組湯呑、酒器もございます。

UGS997 岩華

鈴古紋 ペア湯呑 2
木箱 \18,000　税込\19,800

φ8.5×H7.5㎝

※組飯碗もございます。

UFS602 圭司

招福六瓢 組湯呑 2
紙箱 \6,000　税込\6,600

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LTM611 陶遊

色絵六瓢 組飯碗 2
紙箱 \8,000　税込\8,800

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

UTM055 陶遊

色絵六瓢 組湯呑 2
紙箱 \8,000　税込\8,800

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

LFS602 圭司

招福六瓢 組飯碗 2
紙箱 \6,000　税込\6,600

大φ12×H6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

LSI544 昇峰

飛翔 組飯碗 2
紙箱 \16,000　税込\17,600

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

※組湯呑もございます。

CON434 麗　単品各¥4,000

南蛮青海波 ペアマグカップ 2
紙箱 \8,000　税込\8,800

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

※組湯呑、組飯碗もございます。

CYM758 喜信

三島唐草 マグカップ 1
紙箱 \4,000　税込\4,400

φ7.5×H9㎝ 容量290㎖

※組湯呑、組飯碗もございます。

HRT410 楽入

鶴亀（楽） ペア箸置 2
桐箱 \2,800　税込\3,300

亀W3.5×D5.5×H2.5㎝
鶴W3×D5.5×H2.5㎝

HHR469 紫泉

折鶴 ペア箸置 2
桐箱 \2,000　税込\2,200

W4×D6×H3㎝

HHS388 紫泉

おしどり ペア箸置 2
紙箱 \3,000　税込\3,300

W2×D4.5×H2.5㎝
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