
◆「おくどさん」シリーズ以外の鍋は、蓋は京焼、胴は萬古焼です。
＊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。
　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、平成 26 年 12 月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

BKM549 花月

呉須櫛目 浅鉢　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ15×H6㎝

ﾄｳｱ830 陶葊

花結晶（緑） 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

RJK187 譲司

黒柿釉 平片口　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ14×H5㎝

GJK355　黒柿釉 盃　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9.5×H4㎝

GKK357 花月

櫛目印華（黒） ロック杯　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

RHN175 片口容量340㎖　花月

南蛮 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

片口 W14×D10.5×H6.5㎝ ¥4,200
ぐい呑 φ5×H4㎝ 1ヶ¥1,400 

ﾄｳｱ836 片口容量300㎖　陶葊

花結晶（銀藤） 片口酒器　1：2
紙箱 ¥9,000　税込¥9,720

片口 φ10×H6.5㎝ ¥5,000
丸ぐい呑 φ5×H4㎝ 1ヶ¥2,000

GRH340 利宋

灰青瓷 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ9×H9㎝ 容量310㎖

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H8㎝ 容量300㎖

BVM088 岩華

菊割 五寸平鉢揃　5
紙箱 ¥25,000　税込¥27,000

φ16×H5.5㎝

BZF341 瑞光

冬草花 取鉢揃　5
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

φ13.5×H5㎝
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NZR083 善昇

六根図 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥46,000　税込¥49,680

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZR083-02 IH・プレート式 ¥49,200
NZR083-01 IH・カーボン式 ¥61,000

NZG080 善昇

源氏物語（胡蝶） 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥90,000　税込¥97,200

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZG080-02 IH・プレート式 ¥93,200
NZG080-01 IH・カーボン式 ¥105,000

NZF081 善昇

風神雷神 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥80,000　税込¥86,400

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZF081-02 IH・プレート式 ¥83,200
NZF081-01 IH・カーボン式 ¥95,000
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NZE097 瑞光

枝梅桜 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥22,000　税込¥23,760

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZE097-02 IH・プレート式 ¥25,200
NZE097-01 IH・カーボン式 ¥37,000

NZS090 瑞光

冬草花 九号鍋（白）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ28×H16㎝ 容量3500㎖

NZS090-02 IH・プレート式 ¥18,200
NZS090-01 IH・カーボン式 ¥30,000

NZB089 瑞光

椿絵 九号鍋（白）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ28×H16㎝ 容量3500㎖

NZB089-02 IH・プレート式 ¥18,200
NZB089-01 IH・カーボン式 ¥30,000

NZE088 瑞光

椿絵 六号鍋（白）　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640
φ19×H11㎝ 容量1000㎖

NZE088-01 IH・カーボン式 ¥18,000

NZT093 瑞光

宝尽し 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥22,000　税込¥23,760

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZT093-02 IH・プレート式 ¥25,200
NZT093-01 IH・カーボン式 ¥37,000

NCH101 清泉

花印華 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ25.5×H16㎝ 容量 2300㎖

NCH101-02 IH・プレート式 ¥17,800
NCH101-01 IH・カーボン式 ¥28,000

NZK102 瑞光

金彩富士 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

φ25.5×H15㎝ 容量2300㎖

NZK102-02 IH・プレート式 ¥18,800
NZK102-01 IH・カーボン式 ¥29,000

NZS109 瑞光

四季の旅 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ25.5×H15㎝ 容量 2300㎖

NZS109-02 IH・プレート式 ¥17,800
NZS109-01 IH・カーボン式 ¥28,000

ﾄｳｱ680 陶葊

花結晶（緑） 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15.5㎝ 容量2300㎖

ﾄｳｱ680-02 IH・プレート式 ¥15,800
ﾄｳｱ680-01 IH・カーボン式 ¥26,000

ﾄｳｱ681 陶葊

花結晶（灰青） 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15.5㎝ 容量2300㎖

ﾄｳｱ681-02 IH・プレート式 ¥15,800
ﾄｳｱ681-01 IH・カーボン式 ¥26,000

NZC100 瑞光

七福神 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15㎝ 容量2300㎖

NZC100-02 IH・プレート式 ¥15,800
NZC100-01 IH・カーボン式 ¥26,000

彩の鍋

ﾄｳｱ685 陶葊

飴釉 八号鍋　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ685-01 IH・プレート式 ¥20,800

ﾄｳｱ686 陶葊

黒釉 八号鍋　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ686-01 IH・プレート式 ¥20,800

ﾄｳｱ684 陶葊

緑釉 八号鍋　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ684-01 IH・プレート式 ¥20,800

NEW

NEW

NEW

京の鍋

おくどさん

ﾄｳｱ687-01 陶葊

緑釉 取鉢　1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ689-01 陶葊

黒釉 取鉢　1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ688-01 陶葊

飴釉 取鉢　1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

NEW NEW NEW

HYZ260 善昇

唐辛子 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W1×D5×H3㎝
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NZE097 瑞光

枝梅桜 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥22,000　税込¥23,760

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZE097-02 IH・プレート式 ¥25,200
NZE097-01 IH・カーボン式 ¥37,000

NZS090 瑞光

冬草花 九号鍋（白）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ28×H16㎝ 容量3500㎖

NZS090-02 IH・プレート式 ¥18,200
NZS090-01 IH・カーボン式 ¥30,000

NZB089 瑞光

椿絵 九号鍋（白）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ28×H16㎝ 容量3500㎖

NZB089-02 IH・プレート式 ¥18,200
NZB089-01 IH・カーボン式 ¥30,000

NZE088 瑞光

椿絵 六号鍋（白）　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640
φ19×H11㎝ 容量1000㎖

NZE088-01 IH・カーボン式 ¥18,000

NZT093 瑞光

宝尽し 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥22,000　税込¥23,760

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZT093-02 IH・プレート式 ¥25,200
NZT093-01 IH・カーボン式 ¥37,000

NCH101 清泉

花印華 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ25.5×H16㎝ 容量 2300㎖

NCH101-02 IH・プレート式 ¥17,800
NCH101-01 IH・カーボン式 ¥28,000

NZK102 瑞光

金彩富士 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

φ25.5×H15㎝ 容量2300㎖

NZK102-02 IH・プレート式 ¥18,800
NZK102-01 IH・カーボン式 ¥29,000

NZS109 瑞光

四季の旅 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200

φ25.5×H15㎝ 容量 2300㎖

NZS109-02 IH・プレート式 ¥17,800
NZS109-01 IH・カーボン式 ¥28,000

ﾄｳｱ680 陶葊

花結晶（緑） 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15.5㎝ 容量2300㎖

ﾄｳｱ680-02 IH・プレート式 ¥15,800
ﾄｳｱ680-01 IH・カーボン式 ¥26,000

ﾄｳｱ681 陶葊

花結晶（灰青） 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15.5㎝ 容量2300㎖

ﾄｳｱ681-02 IH・プレート式 ¥15,800
ﾄｳｱ681-01 IH・カーボン式 ¥26,000

NZC100 瑞光

七福神 八号鍋（黒）　1
紙箱 ¥13,000　税込¥14,040

φ25.5×H15㎝ 容量2300㎖

NZC100-02 IH・プレート式 ¥15,800
NZC100-01 IH・カーボン式 ¥26,000

彩の鍋

ﾄｳｱ685 陶葊

飴釉 八号鍋　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ685-01 IH・プレート式 ¥20,800

ﾄｳｱ686 陶葊

黒釉 八号鍋　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ686-01 IH・プレート式 ¥20,800

ﾄｳｱ684 陶葊

緑釉 八号鍋　1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,440

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ684-01 IH・プレート式 ¥20,800

NEW

NEW

NEW

京の鍋

おくどさん

ﾄｳｱ687-01 陶葊

緑釉 取鉢　1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ689-01 陶葊

黒釉 取鉢　1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ688-01 陶葊

飴釉 取鉢　1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,240

W15×D13.5×H6㎝

NEW NEW NEW

HYZ260 善昇

唐辛子 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

W1×D5×H3㎝
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◆「おくどさん」シリーズ以外の鍋は、蓋は京焼、胴は萬古焼です。
＊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。
　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、平成 26 年 12 月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

BKM549 花月

呉須櫛目 浅鉢　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ15×H6㎝

ﾄｳｱ830 陶葊

花結晶（緑） 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

RJK187 譲司

黒柿釉 平片口　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

φ14×H5㎝

GJK355　黒柿釉 盃　1
木箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ9.5×H4㎝

GKK357 花月

櫛目印華（黒） ロック杯　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

RHN175 片口容量340㎖　花月

南蛮 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

片口 W14×D10.5×H6.5㎝ ¥4,200
ぐい呑 φ5×H4㎝ 1ヶ¥1,400 

ﾄｳｱ836 片口容量300㎖　陶葊

花結晶（銀藤） 片口酒器　1：2
紙箱 ¥9,000　税込¥9,720

片口 φ10×H6.5㎝ ¥5,000
丸ぐい呑 φ5×H4㎝ 1ヶ¥2,000

GRH340 利宋

灰青瓷 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ9×H9㎝ 容量310㎖

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯　1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H8㎝ 容量300㎖

BVM088 岩華

菊割 五寸平鉢揃　5
紙箱 ¥25,000　税込¥27,000

φ16×H5.5㎝

BZF341 瑞光

冬草花 取鉢揃　5
紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

φ13.5×H5㎝
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NZR083 善昇

六根図 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥46,000　税込¥49,680

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZR083-02 IH・プレート式 ¥49,200
NZR083-01 IH・カーボン式 ¥61,000

NZG080 善昇

源氏物語（胡蝶） 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥90,000　税込¥97,200

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZG080-02 IH・プレート式 ¥93,200
NZG080-01 IH・カーボン式 ¥105,000

NZF081 善昇

風神雷神 九号鍋（黒）　1
紙箱 ¥80,000　税込¥86,400

φ28.5×H16.5㎝ 容量3500㎖

NZF081-02 IH・プレート式 ¥83,200
NZF081-01 IH・カーボン式 ¥95,000

8


