
＊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。
＊このカタログの有効期限は2021年4月末日です。

kyoto-kumagai.co.jp

EAT094 安徳

雛の宴 陶額 1
紙箱 ¥38,000　税込¥41,800

縦34.5×横53.5㎝

EKH169 紅雪

お雛さま 陶額 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

縦28×横28㎝

SK-029 

立雛(金扇) 色紙 1
P袋 ¥2,600　税込¥2,860

縦27.3×横24.2㎝

ﾄｳｱ806 陶葊

お雛さま(皿立付) 飾り皿 1
紙箱 ¥12,000　税込¥13,200

φ17.5×H1.5㎝

TKH773 香菊

ひな飾り 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

φ12×H7.5㎝

YK-19 梶谷

くっつき兎雛 置物 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

W9×D4.5×H7.5㎝

YK-20 梶谷

寄り添い兎雛 置物 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

お内裏様W4.5×D3.5×H8.5cm
お雛様W4×D3×H8cm

LU-042 芳山

すこやか（女の子） 子供揃 2
布箱 ¥13,500　税込¥14,850

湯呑1 ¥4,800（φ5.5×H5.5㎝）
飯碗1 ¥6,000（φ10×H4.5㎝）

布箱1 \2,700（W11.5×D18×H7.5㎝）

TTK700 香菊

京ひな 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

φ12×H7.5㎝

桃
の
節
句

※梶谷作品は納入率が異なる場合が

　 ございますのでお問い合わせください。

※布箱の絵柄は一個ずつ異なります。
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ERM065 六兵衛窯

睦み雛（塗台付） 置物 1
桐箱 ¥20,000　税込¥22,000

本体W7.5×D5×H8㎝
台W11×D8㎝

ERB164 楽入

こけし雛（塗台付） 楽置物 1
紙箱 ¥16,000　税込¥17,600

男雛φ4×H12㎝　女雛φ3.5×H11㎝
台W15×D12㎝

EZU011 在庫限り　　　瑞光

わらべ雛（敷物付） 置物 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

男雛φ4×H9㎝　女雛φ3.5×H7.5㎝
布W12×D9㎝

ERT046 楽入

千代雛（敷物付） 楽置物 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

本体φ5×H6㎝
布W18×D12㎝ 紙W23×D15㎝

を
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祭
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HKX282 紫泉

桃の花 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

W2.5×D5.5×H1㎝

HTM414 芳山

豆雛 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W5×D3.5×H0.5㎝

HTH471 紫泉

ひな錦 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,300　税込¥2,530

W3.5×D1.5×H3.5㎝

HJM676 紫泉

まり猫 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W4×D3×H2.5㎝

HJB665 紫泉

こけし雛 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,600　税込¥1,760

W1×D5×H1㎝

HEH319 紫泉

雛あかり ペア箸置 2
紙箱 ¥1,500　税込¥1,650

W2×D5×H1㎝

HEH640 紫泉

雛わらべ ペア箸置 2
紙箱 ¥1,400　税込¥1,540

W2.5×D5×H0.5㎝

HEU529 紫泉

雛まどか ペア箸置 2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,430

W5×D2.5×H0.5㎝

HEB395 紫泉

琵琶 ペア箸置 2
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

W2.5×D5.5×H1.5㎝

HGX107 紫泉

手まり 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W2.5×D5×H0.5㎝
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台W11×D8㎝
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紙箱 ¥16,000　税込¥17,600
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HKH452 

京のひなまつり 箸置セット 5
紙箱 ¥3,600　税込¥3,960

箱W18×D13.5×H2㎝
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＊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。
＊このカタログの有効期限は2021年4月末日です。
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