
＊当カタログに掲載の商品は、京都陶磁器意匠保護協会に登録済、あるいは申請中のものです。

＊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。

＊このカタログの有効期限は、平成27年4月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

2015

※納入率が異なります。お問合せ下さい。

EVK109 六兵衛窯

小鬼に金棒（台付） 置物　1
桐箱 ¥20,000　税込¥21,600

本体　W14×D4×H6㎝
台　　W15×D12㎝

EVO108 六兵衛窯

鬼に金棒（台付） 置物　1
飾木 ¥40,000　税込¥43,200

本体　W13.5×D7.5×H16.5㎝
台　　W21×D16.5㎝

EOR131 六兵衛窯

お福（座布団付） 置物　1
桐箱 ¥30,000　税込¥32,400

本体　　W10.5×D11×H10㎝
座布団　W14×D14×H3㎝

TQX124 香祥

百福 抹茶盌　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ12.5×H9㎝

TKT416 香祥

宝鬼 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H9㎝

GQX122 香祥

火男 ぐい呑　1
木箱 ¥2,250　税込¥2,430

φ5×H3.5㎝

QMI222 加春

百福 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ9×H5.5㎝

GQX121 香祥

百福 ぐい呑　1
木箱 ¥2,250　税込¥2,430

φ5×H3.5㎝

企画限定品
HM-223 楽入

赤鬼 箸置　1
裸 ¥1,800　税込¥1,944

W2.5×D5×H2㎝

企画限定品
HM-222 楽入

青鬼 箸置　1
裸 ¥1,800　税込¥1,944

W2.5×D5×H2㎝

HOJ547 如水

お福・火男 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,800　税込¥1,944

お福　　W3×D3×H1㎝
火男　　W3×D3.5×H1㎝

桃 の 節 句

※ ※
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※梶谷作品は納入率が異なります。お問合せ下さい。　

※色目・形状などについて予告なく変更する場合がございます。

ERT046 楽入

千代雛（敷物付） 楽置物　2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

本体　W5×D5×H6㎝
布　　W18×D12㎝
紙　　W23×D15㎝

EZY063 瑞光

立雛（塗台・屏風付） 置物　2
飾木 ¥45,000　税込48,600

男雛　W10.5×D4×H16.5㎝
女雛　W5×D4×H13㎝
台　　W25.5×D16㎝

EZU011 瑞光

わらべ雛（敷物付） 置物　2
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

男雛　W4×D4×H9㎝
女雛　W3.5×D3.5×H7.5㎝
布　　W12×D9㎝

ﾄｳｱ806 陶葊

お雛さま（皿立付） 飾り皿 1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

φ17.5×H1.5㎝

ESM123 俊山

桃ひな（皿立付） 飾り皿　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

縦14×横21×厚1㎝

YK-20 梶谷

寄り添い兎雛 置物　2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

お内裏様　W4.5×D3.5×H8.5㎝
お雛様　　W4×D3×H8㎝

YK-19 梶谷

くっつき兎雛 置物　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

W9×D4.5×H7.5㎝

ERM065 六兵衛窯

睦み雛（塗台付） 置物　1
飾木 ¥20,000　税込¥21,600

本体　W7.5×D5×H8㎝
台　　W11×D8㎝
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ESM093 俊山

桃立雛 陶額　1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960

縦31×横31㎝

EAT094 安徳

雛の宴 陶額　1
紙箱 ¥38,000　税込¥41,040

縦34.5×横53.5㎝
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箸
置

NEW

※納入率が異なります。お問合せ下さい。

HBH566 凡

雛うさぎ ペア箸置　2
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W4.5×D5×H1㎝

HEB567 江泉

びわ立雛 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,500　税込¥1,620

W2.5×D5.5×H1.5㎝

HHM550 芳山

まねき雛 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,700　税込¥1,836

W5×D3.5×H0.5㎝

HHR561 芳山

彩小花 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

W2×D5×H1.5㎝

HTM414 芳山

豆雛 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

W5×D3.5×H0.5㎝

HKX282 江泉

桃の花 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W2.5×D5.5×H1㎝

HHY431 芳山

雛絵巻 箸置　5
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

W5×D4.5×H1㎝

HHN454 芳山

雛の丸 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,500　税込¥1,620

W4×D4×H1.5㎝

HEB395 江泉

琵琶 ペア箸置　2
桐箱 ¥2,500　税込¥2,700

W2.5×D5.5×H1.5㎝

HGX107 江泉

手まり 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W2.5×D5×H0.5㎝

HUM338 芳山

まり絵 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,024

W2×D7.5×H1㎝

HTS470 幸風

ひな五色 箸置　5
紙箱 ¥5,800　税込¥6,264

W3.5×D1.5×H3.5㎝

HEH319 江泉

雛あかり ペア箸置　2
紙箱 ¥1,500　税込¥1,620

W2×D5×H1㎝

HTH471 幸風

ひな錦 ペア箸置　2
紙箱 ¥2,300　税込2,484

W3.5×D1.5×H3.5㎝

HFK014 芳山

扇雛人形 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

W5×D4.5×H1㎝

HEU529 江泉

雛まどか ペア箸置　2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,404
W2.5×D5×H0.5㎝

今季限定100個
HM-144 楽入

お雛さま 箸置　1
裸 ¥1,800　税込¥1,944

W4.5×D2.5×H3㎝

TKH773 香菊

ひな飾り 抹茶盌　1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ12×H8㎝

TTK700 香菊

京ひな 抹茶盌　1
紙箱 ¥6,500　¥7,020

φ12×H8㎝

TSM449 俊山

桃ひな 抹茶盌　1
紙箱 ¥6,000　¥6,480

φ12.5×H8㎝

TKH441 香菊

雛わらべ 抹茶盌　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ12×H8㎝

HKH452

京のひなまつり 箸置セット 5
紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

箱　W18×D13.5×H2㎝

抹
茶
盌
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TP-051 W43×H120㎝

藤立雛（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥12,000 税込¥12,960

TP-063  W43×H120㎝

ひな飾り（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥18,000 税込¥19,440

SK-029  W24×H27㎝

立雛（金扇） 色紙　1
P袋 ¥2,600　税込¥2,808

TP-050 W27×H35㎝

立雛（生成）
タペストリー（小） 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

・タペストリー素材/麻100％
・お届けまで2週間ほどかかる場合がございます。
・タペストリーは納入率が異なる場合があります。
　お問合せ下さい。

ひな色の食卓

色紙・タペストリー

ガラス

ﾄｳｱ372 陶葊

四季の花 三寸皿揃　5
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ9.5×H1㎝

FBA006 文泉

糸車 蓋物　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H7㎝

FBA005 文泉

糸車 二段重　1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

φ9×H10.5㎝

GMR368 幹

色絵草花 ぐい呑　1
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

φ6×H6㎝

GOA370-02 陶遊

赤椿 ぐい呑　1
紙箱 ¥3,500 税込¥3,780

φ5×H5㎝

GSH371 俊山

花詰 ぐい呑　1
紙箱 ¥4,500 税込¥4,860

φ5×H3㎝

ﾄｳｱ463 陶葊

交趾唐草 組湯呑　2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

大φ7×H9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

ﾄｳｱ464 陶葊

交趾唐草 組飯碗　2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

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㎝

ﾄｳｱ367 陶葊

染付草花 四寸皿揃　5
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ13×H1.5㎝

FBK017 文泉

五人囃子　角 二段重　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

W6.5×H6.5×H6㎝

013GTT

桃の花 タンブラー　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ8×H11㎝ 容量315㎖

HM-142

立雛 タンブラー　1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

φ8×H11㎝ 容量360㎖

HM-143

桃三色　タンブラー　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ8×H11㎝ 容量360㎖

HM-141

立雛 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,300　税込¥2,484

φ6×H9㎝ 容量60㎖

SBH066
糸車 汁注（朱台付）　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H7㎝　容量150㎖

SBH068　糸車 楊枝入　1
紙箱 ¥2,300　税込¥2,484

φ5×H8㎝
SBH067　糸車 塩入　1
紙箱 ¥2,200　税込¥2,376

φ5.5×H5㎝　（竹匙付）

LU-042 芳山

すこやか(女の子) 子供揃 2
布箱 ¥12,000　税込¥12,960

湯呑　φ5.5×H5.5㎝
飯碗　φ10×H4.5㎝
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立雛 タンブラー　1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

φ8×H11㎝ 容量360㎖

HM-143

桃三色　タンブラー　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ8×H11㎝ 容量360㎖

HM-141

立雛 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,300　税込¥2,484

φ6×H9㎝ 容量60㎖

SBH066
糸車 汁注（朱台付）　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H7㎝　容量150㎖

SBH068　糸車 楊枝入　1
紙箱 ¥2,300　税込¥2,484

φ5×H8㎝
SBH067　糸車 塩入　1
紙箱 ¥2,200　税込¥2,376

φ5.5×H5㎝　（竹匙付）

LU-042 芳山

すこやか(女の子) 子供揃 2
布箱 ¥12,000　税込¥12,960

湯呑　φ5.5×H5.5㎝
飯碗　φ10×H4.5㎝
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＊当カタログに掲載の商品は、京都陶磁器意匠保護協会に登録済、あるいは申請中のものです。

＊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。

＊このカタログの有効期限は、平成27年4月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

2015

※納入率が異なります。お問合せ下さい。

EVK109 六兵衛窯

小鬼に金棒（台付） 置物　1
桐箱 ¥20,000　税込¥21,600

本体　W14×D4×H6㎝
台　　W15×D12㎝

EVO108 六兵衛窯

鬼に金棒（台付） 置物　1
飾木 ¥40,000　税込¥43,200

本体　W13.5×D7.5×H16.5㎝
台　　W21×D16.5㎝

EOR131 六兵衛窯

お福（座布団付） 置物　1
桐箱 ¥30,000　税込¥32,400

本体　　W10.5×D11×H10㎝
座布団　W14×D14×H3㎝

TQX124 香祥

百福 抹茶盌　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ12.5×H9㎝

TKT416 香祥

宝鬼 抹茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12.5×H9㎝

GQX122 香祥

火男 ぐい呑　1
木箱 ¥2,250　税込¥2,430

φ5×H3.5㎝

QMI222 加春

百福 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ9×H5.5㎝

GQX121 香祥

百福 ぐい呑　1
木箱 ¥2,250　税込¥2,430

φ5×H3.5㎝

企画限定品
HM-223 楽入

赤鬼 箸置　1
裸 ¥1,800　税込¥1,944

W2.5×D5×H2㎝

企画限定品
HM-222 楽入

青鬼 箸置　1
裸 ¥1,800　税込¥1,944

W2.5×D5×H2㎝

HOJ547 如水

お福・火男 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,800　税込¥1,944

お福　　W3×D3×H1㎝
火男　　W3×D3.5×H1㎝

桃 の 節 句

※ ※
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