
KP074R 青柳

花尽し（雫形） ペンダント　1
紙箱 ¥13,000　税込14,040

＊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、2015年12月末日です。

KN406R 陶葊

花結晶・銀藤（雫） ネックレス　1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960
紐部素材：ガラス、クリスタルガラス、
　　　　　真鍮、合金、コットン紐
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①ﾄｳｱ837 陶葊 花交趾（桜） ぐい呑 1 紙箱 ¥2,500(税込¥2,700) φ5.5×H5㎝
②GMR368 幹 色絵草花 ぐい呑 1 紙箱 ¥3,500(税込¥3,780) φ6×H6㎝
③GIS365 瑞松 辰砂 ぐい呑 1 紙箱 ¥2,500 (税込¥2,700) φ6×H4㎝
④GWA364 颯森 白磁雨だれ 冷酒杯セット 1 紙箱 ¥4,300 (税込¥4,644) φ5.5×H6.5㎝
⑤GOA370-02  陶葊 赤椿 ぐい呑 1 紙箱 ¥3,500(税込¥3,780) φ5×H5㎝
⑥GRC373 陶楽 紫彩三島  盃 1 紙箱 ¥6,000(税込¥6,480)φ6×H3㎝
⑦ﾄｳｱ839 陶葊 花交趾（椿） 盃 1 紙箱 ¥2,500(税込¥2,700) φ7×H4㎝
⑧GSH371  俊山 花詰 ぐい呑 1 紙箱 ¥4,500(税込¥4,860) φ5×H3㎝

⑦

KP096R 陶葊

紫塗牡丹（菱形） ペンダント　1
紙箱 ¥8,500　税込9,180

※京かざりはお届けまで2週間ほどかかる場合がございます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑤ﾄｳｱ839　花交趾（椿）　盃　1　陶葊
　紙箱　¥2,500(税込¥2,700)　φ7×H4㎝

⑥GSH371　花詰　ぐい呑　1　俊山
　紙箱　¥4,500(税込¥4,860)　φ5×H3㎝

⑦GIS365　辰砂　ぐい呑　1　瑞松
　紙箱　¥2,500(税込¥2,700)　φ6×H4㎝

⑧GWA364　白磁雨だれ　冷酒杯セット 1　颯森
　紙箱　¥4,300(税込¥4,644)　杯φ5.5×H6.5㎝

①GOA370-02 赤椿　ぐい呑　1　陶遊
　紙箱　¥3,500(税込¥3,780)　φ5×H5㎝

②GRC373　　紫彩三島　盃　1　陶楽
　紙箱　¥6,000(税込¥6,480)　φ6×H3㎝

③ﾄｳｱ837　　花交趾（桜）　ぐい呑　1 陶葊
　紙箱　¥2,500(税込¥2,700)　φ5.5×H5㎝

④GMR368　　色絵草花　ぐい呑　1　幹
　紙箱　¥3,500(税込¥3,780)　φ6×H6㎝

KN412W 陶葊

紫塗牡丹（珠） ネックレス　1
紙箱 ¥11,000　税込¥11,880
紐部素材：天然石（アメジスト）、樹脂、
　　　　　真鍮、合金、革
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CYS615 喜信

志野印華 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9㎝ 容量270㎖

CKB700 嘉峰

ブーケ マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9㎝ 容量350㎖

CTS694 陶楽

紫翠紋・縞 マグカップ　1

紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ8×H10㎝ 容量260㎖

CTH693 陶楽

紫翠紋・菱 マグカップ　1

紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ7.5×H10.5㎝ 容量290㎖

CZG679 瑞光

花ごころ マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

CZH641-02 瑞光

花格子（赤） マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

CTH599-02 　　　　陶遊

花唐草（赤）  マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CIY681-02 敬之

白釉ソギ マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量300㎖

CDK676-02 大日

粉引草花（ピンク） マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9.5㎝ 容量320㎖

CTH601-02 　陶遊

花はな（赤） マグカップ(小)　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

マグカップ

CZF640-02 瑞光

ふくろう（赤） マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

CGK567-02 　　花月

櫛目印華（白） マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量200㎖

CZM632 　　瑞松

紫式部 マグカップ　1

紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

マグカップ、フリーカップはピンク色の箱にお入れすることもできます。

ﾄｳｱ956-02 　　陶葊

花結晶（白赤） マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

ﾄｳｱ956-01 　　陶葊

花結晶（白青） マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CGT688-02 玉凰

赤十草 マグカップ　1

紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ8×H8.5㎝ 容量320㎖

CGU691-02 玉凰

赤唐草 マグカップ　1

紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ8×H8.5㎝ 容量320㎖

ﾄｳｱ890 陶葊

花結晶（白） マグカップ　1

紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ8×H11㎝ 容量240㎖

※この商品は青、緑、茶、黄、白

　の五色ございます。

※
ﾄｳｱ951 　　陶葊

染花牡丹（紫） マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

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㎝ 容量280㎖

CZS674 　　瑞松

辰砂 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CFM639 圭司

舞い花 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量250㎖

CKH701-01 加春

花よせ（白） マグカップ　1

紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8×H9.5㎝ 容量270㎖

NEWNEW

CKH701-02 加春

花よせ（ピンク） マグカップ 1

紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8×H9.5㎝ 容量270㎖

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW
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CYS615 喜信

志野印華 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9㎝ 容量270㎖

CKB700 嘉峰

ブーケ マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9㎝ 容量350㎖

CTS694 陶楽

紫翠紋・縞 マグカップ　1

紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ8×H10㎝ 容量260㎖

CTH693 陶楽

紫翠紋・菱 マグカップ　1

紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ7.5×H10.5㎝ 容量290㎖

CZG679 瑞光

花ごころ マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

CZH641-02 瑞光

花格子（赤） マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

CTH599-02 　　　　陶遊

花唐草（赤）  マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

CIY681-02 敬之

白釉ソギ マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量300㎖

CDK676-02 大日

粉引草花（ピンク） マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8×H9.5㎝ 容量320㎖

CTH601-02 　陶遊

花はな（赤） マグカップ(小)　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H8㎝ 容量220㎖

マグカップ

CZF640-02 瑞光

ふくろう（赤） マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,780

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

CGK567-02 　　花月

櫛目印華（白） マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量200㎖

CZM632 　　瑞松

紫式部 マグカップ　1

紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

マグカップ、フリーカップはピンク色の箱にお入れすることもできます。

ﾄｳｱ956-02 　　陶葊

花結晶（白赤） マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

ﾄｳｱ956-01 　　陶葊

花結晶（白青） マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CGT688-02 玉凰

赤十草 マグカップ　1

紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ8×H8.5㎝ 容量320㎖

CGU691-02 玉凰

赤唐草 マグカップ　1

紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ8×H8.5㎝ 容量320㎖

ﾄｳｱ890 陶葊

花結晶（白） マグカップ　1

紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ8×H11㎝ 容量240㎖

※この商品は青、緑、茶、黄、白

　の五色ございます。

※
ﾄｳｱ951 　　陶葊

染花牡丹（紫） マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8×H8.5㎝ 容量250㎖

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㎝ 容量280㎖

CZS674 　　瑞松

辰砂 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9.5㎝ 容量290㎖

CFM639 圭司

舞い花 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量250㎖

CKH701-01 加春

花よせ（白） マグカップ　1

紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8×H9.5㎝ 容量270㎖

NEWNEW

CKH701-02 加春

花よせ（ピンク） マグカップ 1

紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ8×H9.5㎝ 容量270㎖

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

2 3



CKB463 圭司

粉引唐草 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量240㎖

CGB626 花月

飾り帽子 マグカップ　1

紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H8.5㎝ 容量230㎖

CIK644-02 敬之

白釉ソギ フリーカップ　1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6.5×H10㎝ 容量200㎖

CSH680-02 秀峰

花波唐草（紫） フリーカップ 1

紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

CMN630-02 幹

波福（赤） マグカップ 1

紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H7.5㎝ 容量230㎖

COM637-02 幹

帯うさぎ（赤） マグカップ　1

紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H9㎝ 容量200㎖

CGK560-02 花月

櫛目印華（白） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9.5㎝ 容量260㎖

CKN534-02 加春

花いろ（ピンク） フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

CCC473-01 清泉

白印華紋 フリーカップ　1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量210㎖

CTH635-02 大日

灰釉草花紋(桜） フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H10㎝ 容量230㎖

CTN695 陶楽

紫翠紋・縞 フリーカップ 1

紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ7.5×H11.5㎝ 容量280㎖

ﾄｳｱ955 陶葊

桜にコスモス フリーカップ 1

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8×H11㎝ 容量260㎖

CTU696 陶楽

紫翠紋・双花 フリーカップ 1

紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ7.5×H11.5㎝ 容量280㎖

CDP653 大日

月白 フリーカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7×H10.5㎝ 容量250㎖

CWN661 颯森

二色水流 カップ　1

紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ7×H9㎝ 容量200㎖

CKH533-01 加春

花くるり（白） フリーカップ　1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

ﾄｳｱ957-02 陶葊

花結晶（白赤） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

ﾄｳｱ957-01 陶葊

花結晶（白青） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

CKH533-02 加春

花くるり(ピンク) フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

マグカップ フリーカップ

CHS570-02 北哉

ストライプ（赤） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H10㎝ 容量260㎖

NEWNEW

CCH545-02 加春

花いろ(ピンク) マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,780

φ8.5×H8㎝ 容量220㎖

CTC374 　　陶楽

セピア マグカップ　1

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H10㎝ 容量230㎖

CKR436 　　　嘉峰

クローバー  マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

CSK546 昇峰

交趾おしどり(ピンク) マグカップ 1

紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

CKH588-01 嘉峰

花睦み（柿釉） マグカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8.5㎝ 容量300㎖

CKH396 加春

花くるり(ピンク) マグカップ 1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

CKH348 加春

花くるり(白) マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

CCH402-02 嘉峰

粉引ふくろう(赤) マグカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量230㎖

NEWNEW NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW
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CKB463 圭司

粉引唐草 マグカップ　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9㎝ 容量240㎖

CGB626 花月

飾り帽子 マグカップ　1

紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H8.5㎝ 容量230㎖

CIK644-02 敬之

白釉ソギ フリーカップ　1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ6.5×H10㎝ 容量200㎖

CSH680-02 秀峰

花波唐草（紫） フリーカップ 1

紙箱 ¥6,500　税込¥7,020

φ8.5×H8㎝ 容量260㎖

CMN630-02 幹

波福（赤） マグカップ 1

紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H7.5㎝ 容量230㎖

COM637-02 幹

帯うさぎ（赤） マグカップ　1

紙箱 ¥3,600　税込¥3,888

φ8×H9㎝ 容量200㎖

CGK560-02 花月

櫛目印華（白） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ7.5×H9.5㎝ 容量260㎖

CKN534-02 加春

花いろ（ピンク） フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

CCC473-01 清泉

白印華紋 フリーカップ　1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量210㎖

CTH635-02 大日

灰釉草花紋(桜） フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7×H10㎝ 容量230㎖

CTN695 陶楽

紫翠紋・縞 フリーカップ 1

紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ7.5×H11.5㎝ 容量280㎖

ﾄｳｱ955 陶葊

桜にコスモス フリーカップ 1

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ8×H11㎝ 容量260㎖

CTU696 陶楽

紫翠紋・双花 フリーカップ 1

紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

φ7.5×H11.5㎝ 容量280㎖

CDP653 大日

月白 フリーカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ7×H10.5㎝ 容量250㎖

CWN661 颯森

二色水流 カップ　1

紙箱 ¥3,800　税込¥4,104

φ7×H9㎝ 容量200㎖

CKH533-01 加春

花くるり（白） フリーカップ　1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

ﾄｳｱ957-02 陶葊

花結晶（白赤） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

ﾄｳｱ957-01 陶葊

花結晶（白青） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

CKH533-02 加春

花くるり(ピンク) フリーカップ 1

紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

マグカップ フリーカップ

CHS570-02 北哉

ストライプ（赤） フリーカップ 1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ8.5×H10㎝ 容量260㎖

NEWNEW

CCH545-02 加春

花いろ(ピンク) マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,780

φ8.5×H8㎝ 容量220㎖

CTC374 　　陶楽

セピア マグカップ　1

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ7.5×H10㎝ 容量230㎖

CKR436 　　　嘉峰

クローバー  マグカップ　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8.5×H9.5㎝ 容量260㎖

CSK546 昇峰

交趾おしどり(ピンク) マグカップ 1

紙箱 ¥8,500　税込¥9,180

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

CKH588-01 嘉峰

花睦み（柿釉） マグカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H8.5㎝ 容量300㎖

CKH396 加春

花くるり(ピンク) マグカップ 1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

CKH348 加春

花くるり(白) マグカップ　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ8.5×H10.5㎝ 容量210㎖

CCH402-02 嘉峰

粉引ふくろう(赤) マグカップ 1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量230㎖

NEWNEW NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW
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CKH476 容量110㎖　加春

花くるり（ピンク） 紅茶碗皿　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ10.5×H5.5㎝ 皿φ15×H2.5㎝

CKS648 容量170㎖　花月

櫛目印華（白） 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

碗φ7×H7㎝ 皿φ13.5×H2.5㎝

CTY698 容量250㎖　陶楽

紫翠紋・瓔珞 紅茶碗皿　1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

碗φ10×H5.5㎝ 皿φ16×H2.5㎝

CRM421 容量190㎖　陶楽

舞い唐草 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

碗φ9×Ｈ7㎝ 皿φ16.5×Ｈ2.5㎝

CWS662 容量140㎖　颯森

二色水流 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥5,700　税込¥6,156

碗φ6.5×Ｈ8㎝ 皿φ12×Ｈ2.5㎝

003GTM

色彩花鳥 タンブラー　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6×H11㎝ 容量360㎖

SM-137

クローバー タンブラー　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

SM-138

撫子 タンブラー　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

GL-023

桜 タンブラー　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

GL-109

あじさい タンブラー　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ8×H11㎝ 容量315㎖

GL-113

鉄線 タンブラー　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ8×H11㎝ 容量315㎖

珈琲・紅茶碗皿

タンブラー

楽膳セット

ひと膳セット

LU-127 陶葊

花結晶（白赤） ひと膳セット 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

飯碗（小）¥3,500 湯呑（小）¥3,500

LU-128 嘉峰

ブーケ ひと膳セット　2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LU-105 圭司

粉引唐草 ひと膳セット　2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LM-051 陶葊

交趾唐草（ピンク） 楽膳セット 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

飯碗（小）¥3,500 マグカップ¥4,000

LM-050 瑞光

ふくろう（赤） 楽膳セット　2
紙箱 ¥6,750　税込\7,290

飯碗（小）¥3,250 マグカップ¥3,500

LU-122 颯森

白と緑 ひと膳セット　2
紙箱 ¥5,900　税込¥6,372

飯碗¥3,200 湯呑¥2,700

LKH537 加春

花よせ 組飯碗　2

紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11.5×H5.5㎝ 小φ10.5×H5㎝

UKH933 加春

花よせ 組湯呑　2

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

ﾄｳｱ953 容量220㎖　陶葊

花結晶（白赤） 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ16×H2㎝

花よせ

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW
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CKH476 容量110㎖　加春

花くるり（ピンク） 紅茶碗皿　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ10.5×H5.5㎝ 皿φ15×H2.5㎝

CKS648 容量170㎖　花月

櫛目印華（白） 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

碗φ7×H7㎝ 皿φ13.5×H2.5㎝

CTY698 容量250㎖　陶楽

紫翠紋・瓔珞 紅茶碗皿　1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

碗φ10×H5.5㎝ 皿φ16×H2.5㎝

CRM421 容量190㎖　陶楽

舞い唐草 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640

碗φ9×Ｈ7㎝ 皿φ16.5×Ｈ2.5㎝

CWS662 容量140㎖　颯森

二色水流 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥5,700　税込¥6,156

碗φ6.5×Ｈ8㎝ 皿φ12×Ｈ2.5㎝

003GTM

色彩花鳥 タンブラー　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ6×H11㎝ 容量360㎖

SM-137

クローバー タンブラー　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

SM-138

撫子 タンブラー　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

GL-023

桜 タンブラー　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

φ6×H11㎝ 容量360㎖

GL-109

あじさい タンブラー　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ8×H11㎝ 容量315㎖

GL-113

鉄線 タンブラー　1
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700

φ8×H11㎝ 容量315㎖

珈琲・紅茶碗皿

タンブラー

楽膳セット

ひと膳セット

LU-127 陶葊

花結晶（白赤） ひと膳セット 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

飯碗（小）¥3,500 湯呑（小）¥3,500

LU-128 嘉峰

ブーケ ひと膳セット　2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LU-105 圭司

粉引唐草 ひと膳セット　2
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

飯碗（小）¥3,000 湯呑（小）¥2,500

LM-051 陶葊

交趾唐草（ピンク） 楽膳セット 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,100

飯碗（小）¥3,500 マグカップ¥4,000

LM-050 瑞光

ふくろう（赤） 楽膳セット　2
紙箱 ¥6,750　税込\7,290

飯碗（小）¥3,250 マグカップ¥3,500

LU-122 颯森

白と緑 ひと膳セット　2
紙箱 ¥5,900　税込¥6,372

飯碗¥3,200 湯呑¥2,700

LKH537 加春

花よせ 組飯碗　2

紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

大φ11.5×H5.5㎝ 小φ10.5×H5㎝

UKH933 加春

花よせ 組湯呑　2

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

ﾄｳｱ953 容量220㎖　陶葊

花結晶（白赤） 珈琲碗皿　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ16×H2㎝

花よせ

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW
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KP074R 青柳

花尽し（雫形） ペンダント　1
紙箱 ¥13,000　税込14,040

＊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、2015年12月末日です。

KN406R 陶葊

花結晶・銀藤（雫） ネックレス　1
紙箱 ¥12,000　税込¥12,960
紐部素材：ガラス、クリスタルガラス、
　　　　　真鍮、合金、コットン紐

http://www.kyoto-kumagai.co.jphttp://www.kyoto-kumagai.co.jp
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K　Y　O　　K　A　Z　A　R　I

①ﾄｳｱ837 陶葊 花交趾（桜） ぐい呑 1 紙箱 ¥2,500(税込¥2,700) φ5.5×H5㎝
②GMR368 幹 色絵草花 ぐい呑 1 紙箱 ¥3,500(税込¥3,780) φ6×H6㎝
③GIS365 瑞松 辰砂 ぐい呑 1 紙箱 ¥2,500 (税込¥2,700) φ6×H4㎝
④GWA364 颯森 白磁雨だれ 冷酒杯セット 1 紙箱 ¥4,300 (税込¥4,644) φ5.5×H6.5㎝
⑤GOA370-02  陶葊 赤椿 ぐい呑 1 紙箱 ¥3,500(税込¥3,780) φ5×H5㎝
⑥GRC373 陶楽 紫彩三島  盃 1 紙箱 ¥6,000(税込¥6,480)φ6×H3㎝
⑦ﾄｳｱ839 陶葊 花交趾（椿） 盃 1 紙箱 ¥2,500(税込¥2,700) φ7×H4㎝
⑧GSH371  俊山 花詰 ぐい呑 1 紙箱 ¥4,500(税込¥4,860) φ5×H3㎝

⑦

KP096R 陶葊

紫塗牡丹（菱形） ペンダント　1
紙箱 ¥8,500　税込9,180

※京かざりはお届けまで2週間ほどかかる場合がございます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑤ﾄｳｱ839　花交趾（椿）　盃　1　陶葊
　紙箱　¥2,500(税込¥2,700)　φ7×H4㎝

⑥GSH371　花詰　ぐい呑　1　俊山
　紙箱　¥4,500(税込¥4,860)　φ5×H3㎝

⑦GIS365　辰砂　ぐい呑　1　瑞松
　紙箱　¥2,500(税込¥2,700)　φ6×H4㎝

⑧GWA364　白磁雨だれ　冷酒杯セット 1　颯森
　紙箱　¥4,300(税込¥4,644)　杯φ5.5×H6.5㎝

①GOA370-02 赤椿　ぐい呑　1　陶遊
　紙箱　¥3,500(税込¥3,780)　φ5×H5㎝

②GRC373　　紫彩三島　盃　1　陶楽
　紙箱　¥6,000(税込¥6,480)　φ6×H3㎝

③ﾄｳｱ837　　花交趾（桜）　ぐい呑　1 陶葊
　紙箱　¥2,500(税込¥2,700)　φ5.5×H5㎝

④GMR368　　色絵草花　ぐい呑　1　幹
　紙箱　¥3,500(税込¥3,780)　φ6×H6㎝

KN412W 陶葊

紫塗牡丹（珠） ネックレス　1
紙箱 ¥11,000　税込¥11,880
紐部素材：天然石（アメジスト）、樹脂、
　　　　　真鍮、合金、革
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