
＊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 10 月末日です。

http://www.kyoto-kumagai.co.jp

NR-002 90×150㎝

富士に波（青） のれん　1
紙箱 ¥24,000 税込¥25,920

NR-017 90×150㎝

金魚（生成） のれん　1
紙箱 ¥18,000 税込¥19,440

NR-018 90×150㎝

ひまわり（生成） のれん　1
紙箱 ¥18,000 税込¥19,440

のれん・タペストリー

TP-032 21×120㎝

さぎ草（青）
タペストリー（細） 1
紙箱 ¥12,000
 税込 ¥12,960

TP-030 43×120㎝

青楓にカワセミ（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥12,000
 税込 ¥12,960

TP-026 43×120㎝

鉄線（紫）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥15,000
 税込 ¥16,200

TP-066 43×120㎝

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

京のインテリア
・ のれん、タペストリー素材／麻 100％
・ お届けまで二週間ほどかかる場合がございます。
・ 納入率が異なる場合がございます。お問合せ下さい。
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※印の商品は青、緑、茶、黄、白の
　五色ございます。
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ﾄｳｱ162 陶葊

花結晶（白地青赤） 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ8×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

ﾄｳｱ169 陶葊

花結晶（青・白） 組湯呑　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ8×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

ﾄｳｱ534 陶葊

花結晶（緑・茶） 組飯碗　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×5.5㎝

ﾄｳｱ891 陶葊

花結晶（緑） マグカップ 1
紙箱 ¥4,500　税込 ¥4,860

φ8×H11㎝ 容量240㎖

ﾄｳｱ956 陶葊

花結晶（白地青赤） ペアマグカップ 2
紙箱 ¥8,000　税込 ¥8,640

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖ 単品¥4,000

ﾄｳｱ170 陶葊

花結晶（緑・茶） 組湯呑　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ8×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

ﾄｳｱ535 陶葊

花結晶（青・白） 組飯碗　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×5.5㎝

ﾄｳｱ335 陶葊

花結晶（青） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

ﾄｳｱ549 陶葊

花結晶（白地青赤） 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×5.5㎝

ﾄｳｱ957 陶葊

花結晶（白地青赤） ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ8×H11㎝　容量240㎖ 単品 ¥3,000

ﾄｳｱ953 容量220㎖　陶葊

花結晶（白地赤） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ16×H2㎝

ﾄｳｱ952 容量220㎖　陶葊

花結晶（白地青） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ16×H2㎝

ﾄｳｱ569 陶葊

花結晶（緑） 急須　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ11.5×H8.5㎝ 容量260㎖
 ・白もございます。

ﾄｳｱ836 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1 φ10×H6.5㎝　\5,000
丸ぐい呑1 φ5×H4㎝　¥2,000

ﾄｳｱ370 陶葊

花結晶 三寸皿揃　5
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ9.5×H1㎝ 単品 ¥1,000

ﾄｳｱ835 容量250㎖　陶葊

花結晶（銀藤） お預け酒器 1：2
紙箱 ¥8,500　税込 ¥9,180

徳利1 φ7.5×H12㎝　¥4,500
ぐい呑1 φ5.5×H5㎝　¥2,000

ﾄｳｱ158 陶葊

花結晶 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥15,000 税込 ¥16,200

φ9×H6㎝ 単品 ¥3,000

ﾄｳｱ369 陶葊

花結晶 銘々皿揃　5
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ12.5×H2㎝ 単品 ¥2,000

ﾄｳｱ897 陶葊

花結晶（茶） なごみカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量200㎖

ﾄｳｱ159 宝瓶容量180㎖　陶葊

花結晶（銀藤） 小茶器揃 1：1：5
紙箱 ¥20,000　税込 ¥21,600

宝瓶1 φ9×H8㎝　¥6,000
碗揃5 φ6×H5㎝　¥10,000

ﾄｳｱ459 陶葊

花結晶（白地青） 尺皿　1
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ33.5×H4.5㎝
 ・茶色もございます。

ﾄｳｱ676 陶葊

花結晶（緑） 楕円鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

W23×D19×H4.5㎝
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※印の商品は青、緑、茶、黄、白の
　五色ございます。

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ﾄｳｱ162 陶葊

花結晶（白地青赤） 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ8×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

ﾄｳｱ169 陶葊

花結晶（青・白） 組湯呑　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ8×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

ﾄｳｱ534 陶葊

花結晶（緑・茶） 組飯碗　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×5.5㎝

ﾄｳｱ891 陶葊

花結晶（緑） マグカップ 1
紙箱 ¥4,500　税込 ¥4,860

φ8×H11㎝ 容量240㎖

ﾄｳｱ956 陶葊

花結晶（白地青赤） ペアマグカップ 2
紙箱 ¥8,000　税込 ¥8,640

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖ 単品¥4,000

ﾄｳｱ170 陶葊

花結晶（緑・茶） 組湯呑　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ8×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

ﾄｳｱ535 陶葊

花結晶（青・白） 組飯碗　2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×5.5㎝

ﾄｳｱ335 陶葊

花結晶（青） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

ﾄｳｱ549 陶葊

花結晶（白地青赤） 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

大φ11.5×H6㎝ 小φ11×5.5㎝

ﾄｳｱ957 陶葊

花結晶（白地青赤） ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ8×H11㎝　容量240㎖ 単品 ¥3,000

ﾄｳｱ953 容量220㎖　陶葊

花結晶（白地赤） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ16×H2㎝

ﾄｳｱ952 容量220㎖　陶葊

花結晶（白地青） 珈琲碗皿 1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

碗φ8×H6.5㎝ 皿φ16×H2㎝

ﾄｳｱ569 陶葊

花結晶（緑） 急須　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ11.5×H8.5㎝ 容量260㎖
 ・白もございます。

ﾄｳｱ836 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1 φ10×H6.5㎝　\5,000
丸ぐい呑1 φ5×H4㎝　¥2,000

ﾄｳｱ370 陶葊

花結晶 三寸皿揃　5
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ9.5×H1㎝ 単品 ¥1,000

ﾄｳｱ835 容量250㎖　陶葊

花結晶（銀藤） お預け酒器 1：2
紙箱 ¥8,500　税込 ¥9,180

徳利1 φ7.5×H12㎝　¥4,500
ぐい呑1 φ5.5×H5㎝　¥2,000

ﾄｳｱ158 陶葊

花結晶 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥15,000 税込 ¥16,200

φ9×H6㎝ 単品 ¥3,000

ﾄｳｱ369 陶葊

花結晶 銘々皿揃　5
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ12.5×H2㎝ 単品 ¥2,000

ﾄｳｱ897 陶葊

花結晶（茶） なごみカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量200㎖

ﾄｳｱ159 宝瓶容量180㎖　陶葊

花結晶（銀藤） 小茶器揃 1：1：5
紙箱 ¥20,000　税込 ¥21,600

宝瓶1 φ9×H8㎝　¥6,000
碗揃5 φ6×H5㎝　¥10,000

ﾄｳｱ459 陶葊

花結晶（白地青） 尺皿　1
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ33.5×H4.5㎝
 ・茶色もございます。

ﾄｳｱ676 陶葊

花結晶（緑） 楕円鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

W23×D19×H4.5㎝
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CIK644-01 敬之

黒釉ソギ フリーカップ　1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ6.5×H10㎝ 容量200㎖

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㎖

RNB190 水月

青白瓷くびれ 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H9㎝

（左）GNB362 青白瓷くびれ ぐい呑 1
（右）GNM361 青白瓷面取 ぐい呑 1

紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ5.5×H6.5㎝ 水月

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㎖

CIY681-01 敬之

黒釉ソギ マグカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量300㎖

RNM189 水月

青白瓷面取 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H9㎝

UOM882 木野

織部面取 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

大φ7.5×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

LOM494 木野

織部面取 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

大φ13×H6.5㎝ 小φ13×H5.5㎝

COM624 木野

織部面取 フリーカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H9.5㎝ 容量280㎖

UWS910 颯森

白と緑 湯呑　1
紙箱 ¥2,700　税込 ¥2,916
φ8×H7㎝

CWN661 颯森

二色水流 カップ　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ7×H9㎝ 容量200㎖

BWT553 颯森

白と緑 シェルカップ　1
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

φ8×H7㎝ 容量180㎖

LWH517 颯森

白磁雨だれ水流 飯碗　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ11×H6㎝

LWS516 颯森

白と緑 飯碗　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ11×H6㎝

RWH188 颯森

星空 片口　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ10.5×H6.5㎝

GWS363 颯森

白と緑 冷酒杯セット　1
紙箱 ¥4,300　税込 ¥4,644

ぐい呑φ5.5×H6.5㎝ 皿φ8.5×H1.5㎝

GWA364 颯森

白磁雨だれ 冷酒杯セット　1
紙箱 ¥4,300　税込 ¥4,644

ぐい呑φ5.5×H6.5㎝ 皿φ8.5×H1.5㎝

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㎝

BWM550 颯森

白磁雨だれ 浅鉢　1
紙箱 ¥4,300　税込 ¥4,644

φ16.5×H5.5㎝

BWH552 颯森

白と緑 ボウル（小）　1
紙箱 ¥5,200　税込 ¥5,616

φ15×H7㎝
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CIK644-01 敬之

黒釉ソギ フリーカップ　1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ6.5×H10㎝ 容量200㎖

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㎖

RNB190 水月

青白瓷くびれ 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H9㎝

（左）GNB362 青白瓷くびれ ぐい呑 1
（右）GNM361 青白瓷面取 ぐい呑 1

紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ5.5×H6.5㎝ 水月

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㎖

CIY681-01 敬之

黒釉ソギ マグカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H9.5㎝ 容量300㎖

RNM189 水月

青白瓷面取 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H9㎝

UOM882 木野

織部面取 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

大φ7.5×H9.5㎝ 小φ7×H9㎝

LOM494 木野

織部面取 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

大φ13×H6.5㎝ 小φ13×H5.5㎝

COM624 木野

織部面取 フリーカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H9.5㎝ 容量280㎖

UWS910 颯森

白と緑 湯呑　1
紙箱 ¥2,700　税込 ¥2,916
φ8×H7㎝

CWN661 颯森

二色水流 カップ　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ7×H9㎝ 容量200㎖

BWT553 颯森

白と緑 シェルカップ　1
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

φ8×H7㎝ 容量180㎖

LWH517 颯森

白磁雨だれ水流 飯碗　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ11×H6㎝

LWS516 颯森

白と緑 飯碗　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ11×H6㎝

RWH188 颯森

星空 片口　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ10.5×H6.5㎝

GWS363 颯森

白と緑 冷酒杯セット　1
紙箱 ¥4,300　税込 ¥4,644

ぐい呑φ5.5×H6.5㎝ 皿φ8.5×H1.5㎝

GWA364 颯森

白磁雨だれ 冷酒杯セット　1
紙箱 ¥4,300　税込 ¥4,644

ぐい呑φ5.5×H6.5㎝ 皿φ8.5×H1.5㎝

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㎝

BWM550 颯森

白磁雨だれ 浅鉢　1
紙箱 ¥4,300　税込 ¥4,644

φ16.5×H5.5㎝

BWH552 颯森

白と緑 ボウル（小）　1
紙箱 ¥5,200　税込 ¥5,616

φ15×H7㎝

4 5



※青、緑、茶、黄、白の五色ございます。

ﾄｳｱ829 陶葊

花結晶（白） 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H9㎝ 容量250㎖

GWH360 颯森

白磁雨だれ ロック杯　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H7㎝ 容量240㎖

GKG359 花月

呉須櫛目 ロック杯　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

GKK357 櫛目印華（黒） ロック杯 1
GKK358 櫛目印華（白） ロック杯 1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8.5×H8.5㎝　容量240㎖ 花月

GWH356 颯森

星空 ビアカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ7.5×H10.5㎝ 容量210㎖

GKK316 花月

かわせみ ビアカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ7.5×H11.5㎝ 容量240㎖

GIH123 祐一

灰釉彩 ビアカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H12㎝ 容量380㎖

GON279 麗

南蛮青海波 ペアビアカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ8.5×H11.5㎝ 容量280㎖ 単品¥3,500

GKG318 花月

富士（凱風快晴） ビアカップ 1
紙箱 ¥8,000　税込 ¥8,640

φ7.5×H11.5㎝ 容量240㎖

GHG303 伯耆

月下独酌 ビアカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ7.5×H11.5㎝ 容量330㎖

CTU695 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㎖

ﾄｳｱ717 陶葊

花結晶（白） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

CMK638 大日

実り フリーカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H10㎝ 容量240㎖

CTH635-01 大日

灰釉草花紋（葡萄） フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ7×H10㎝ 容量230㎖

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㎖

CKN534-01 加春

花いろ（ブルー） フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

CGK560 花月

櫛目印華 ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ7.5×H9.5㎝ 容量260㎖ 単品¥3,500

CCC473 清泉

印華紋 ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ7.5×H10㎝ 容量210㎖ 単品¥2,500

CHS570 北哉

ストライプ ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ8.5×H10㎝ 容量260㎖ 単品¥3,500

CRN558 麗

南蛮青海波 ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ9×H9㎝ 容量270㎖ 単品¥3,500

フ
リ
ー
カ
ッ
プ

た
っ
ぷ
り
飲
め
る

夏
の
定
番
ア
イ
テ
ム

色
や
形
は
お
好
み
で

ﾄｳｱ947花結晶（銀藤） ビアカップ 1
ﾄｳｱ946花結晶（白） ビアカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H14.5㎝　容量400㎖ 陶葊
 ・青もございます。

喉
ご
し
冴
え
る
京
の
酒
器

NEW
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※青、緑、茶、黄、白の五色ございます。

ﾄｳｱ829 陶葊

花結晶（白） 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H9㎝ 容量250㎖

GWH360 颯森

白磁雨だれ ロック杯　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H7㎝ 容量240㎖

GKG359 花月

呉須櫛目 ロック杯　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8.5×H8.5㎝ 容量240㎖

GKK357 櫛目印華（黒） ロック杯 1
GKK358 櫛目印華（白） ロック杯 1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8.5×H8.5㎝　容量240㎖ 花月

GWH356 颯森

星空 ビアカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ7.5×H10.5㎝ 容量210㎖

GKK316 花月

かわせみ ビアカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ7.5×H11.5㎝ 容量240㎖

GIH123 祐一

灰釉彩 ビアカップ　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H12㎝ 容量380㎖

GON279 麗

南蛮青海波 ペアビアカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ8.5×H11.5㎝ 容量280㎖ 単品¥3,500

GKG318 花月

富士（凱風快晴） ビアカップ 1
紙箱 ¥8,000　税込 ¥8,640

φ7.5×H11.5㎝ 容量240㎖

GHG303 伯耆

月下独酌 ビアカップ　1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ7.5×H11.5㎝ 容量330㎖

CTU695 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㎖

ﾄｳｱ717 陶葊

花結晶（白） フリーカップ 1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H11㎝ 容量240㎖

CMK638 大日

実り フリーカップ　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H10㎝ 容量240㎖

CTH635-01 大日

灰釉草花紋（葡萄） フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ7×H10㎝ 容量230㎖

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㎖

CKN534-01 加春

花いろ（ブルー） フリーカップ 1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ7.5×H10㎝ 容量220㎖

CGK560 花月

櫛目印華 ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ7.5×H9.5㎝ 容量260㎖ 単品¥3,500

CCC473 清泉

印華紋 ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ7.5×H10㎝ 容量210㎖ 単品¥2,500

CHS570 北哉

ストライプ ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ8.5×H10㎝ 容量260㎖ 単品¥3,500

CRN558 麗

南蛮青海波 ペアフリーカップ 2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ9×H9㎝ 容量270㎖ 単品¥3,500

フ
リ
ー
カ
ッ
プ

た
っ
ぷ
り
飲
め
る

夏
の
定
番
ア
イ
テ
ム

色
や
形
は
お
好
み
で

ﾄｳｱ947花結晶（銀藤） ビアカップ 1
ﾄｳｱ946花結晶（白） ビアカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8×H14.5㎝　容量400㎖ 陶葊
 ・青もございます。

喉
ご
し
冴
え
る
京
の
酒
器

NEW
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箸
置

HHW562 芳山

かわせみ ペア箸置　2
紙箱 ¥1,700　税込 ¥1,836

W4.5×D4×H1㎝

HHU286 芳山

うちわ金魚 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HPN493 芳山

河童なまず 箸置　5
紙箱 ¥6,250　税込 ¥6,750

W5×D6.5×H2㎝

HHI303 芳山

うちわカエル 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHT457 芳山

カエル 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W4×D4×H1㎝

HFM008 芳山

うちわ五草花 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHS264 芳山

ひまわり 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W5×D5×H1㎝

HHC347 芳山

高山寺 箸置　5
紙箱 ¥4,500　税込 ¥4,860

W3.5×D5×H1㎝

HEK284 江泉

花あじさい 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

W5×D4.5×H1㎝

HNK416 芳山

金魚 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,000　税込 ¥1,080

W2.5×D5×H2㎝
HHN349　5個入（赤） ¥2,500

HBY474 凡

京やさい 箸置　5
P袋 ¥3,300　税込 ¥3,564

金時にんじん W1.5×D7×H0.5㎝

HKS276 幸風

楓 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W4.5×D4.5×H1㎝

HBT577 凡

マッコウクジラ 箸置　1
P袋 ¥900　税込 ¥972

W3×D6.5×H2㎝

HBP574 凡

ペンギン 箸置　1
P袋 ¥700　税込 ¥756

W2.5×D5.5×H0.5㎝

HBS573 凡

さかな 箸置　1
P袋 ¥700　税込756

W6×D2.5×H0.5㎝

HBF572 凡

フグ 箸置　1
P袋 ¥700　税込756

W5×D2×H0.5㎝

HBM570 凡

まんぼう 箸置　1
P袋 ¥800　税込 ¥864

W4.5×D5×H0.5㎝

HBW578 凡

シロナガスクジラ 箸置　1
P袋 ¥900　税込 ¥972

W2.5×D7×H1.5㎝

HHN479 芳山

夏草花 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HZN483 善昇

茄子 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W3×D4.5×H1.5㎝

ﾄｳｱ742 陶葊

花結晶 箸置　5
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

W3×D6×H1㎝

HEG327 江泉

貝がら 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W2.5×D5.5×H1.5㎝

HHT390 芳山

てるてる坊主 箸置　5
紙箱 ¥2,400　税込 ¥2,592

W2.5×D4.5×H1㎝

HBD531 凡

大文字 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,200　税込 ¥1,296

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HHY420 芳山

うちわ花火 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HFO007 芳山

うちわ蟹流水 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHF480 芳山

富士絵 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHS344 芳山

笹 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W1.5×D8.5×H1㎝

ﾄｳｱ743 陶葊

染付草花 箸置　5
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

W3×D6×H1㎝

HYS415 芳山

すいか ペア箸置　2
紙箱 ¥1,200　税込 ¥1,296

W2×D4×H2㎝

HHS391 芳山
すいか（赤） 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240
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箸
置

HHW562 芳山

かわせみ ペア箸置　2
紙箱 ¥1,700　税込 ¥1,836

W4.5×D4×H1㎝

HHU286 芳山

うちわ金魚 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HPN493 芳山

河童なまず 箸置　5
紙箱 ¥6,250　税込 ¥6,750

W5×D6.5×H2㎝

HHI303 芳山

うちわカエル 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHT457 芳山

カエル 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W4×D4×H1㎝

HFM008 芳山

うちわ五草花 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHS264 芳山

ひまわり 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W5×D5×H1㎝

HHC347 芳山

高山寺 箸置　5
紙箱 ¥4,500　税込 ¥4,860

W3.5×D5×H1㎝

HEK284 江泉

花あじさい 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

W5×D4.5×H1㎝

HNK416 芳山

金魚 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,000　税込 ¥1,080

W2.5×D5×H2㎝
HHN349　5個入（赤） ¥2,500

HBY474 凡

京やさい 箸置　5
P袋 ¥3,300　税込 ¥3,564

金時にんじん W1.5×D7×H0.5㎝

HKS276 幸風

楓 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W4.5×D4.5×H1㎝

HBT577 凡

マッコウクジラ 箸置　1
P袋 ¥900　税込 ¥972

W3×D6.5×H2㎝

HBP574 凡

ペンギン 箸置　1
P袋 ¥700　税込 ¥756

W2.5×D5.5×H0.5㎝

HBS573 凡

さかな 箸置　1
P袋 ¥700　税込756

W6×D2.5×H0.5㎝

HBF572 凡

フグ 箸置　1
P袋 ¥700　税込756

W5×D2×H0.5㎝

HBM570 凡

まんぼう 箸置　1
P袋 ¥800　税込 ¥864

W4.5×D5×H0.5㎝

HBW578 凡

シロナガスクジラ 箸置　1
P袋 ¥900　税込 ¥972

W2.5×D7×H1.5㎝

HHN479 芳山

夏草花 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HZN483 善昇

茄子 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W3×D4.5×H1.5㎝

ﾄｳｱ742 陶葊

花結晶 箸置　5
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

W3×D6×H1㎝

HEG327 江泉

貝がら 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W2.5×D5.5×H1.5㎝

HHT390 芳山

てるてる坊主 箸置　5
紙箱 ¥2,400　税込 ¥2,592

W2.5×D4.5×H1㎝

HBD531 凡

大文字 ペア箸置　2
紙箱 ¥1,200　税込 ¥1,296

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HHY420 芳山

うちわ花火 箸置　5
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HFO007 芳山

うちわ蟹流水 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHF480 芳山

富士絵 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

W3.5×D5.5×H0.5㎝

HHS344 芳山

笹 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

W1.5×D8.5×H1㎝

ﾄｳｱ743 陶葊

染付草花 箸置　5
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

W3×D6×H1㎝

HYS415 芳山

すいか ペア箸置　2
紙箱 ¥1,200　税込 ¥1,296

W2×D4×H2㎝

HHS391 芳山
すいか（赤） 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240
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・ぐい呑、盃共に紺青瓷、青瓷、灰青瓷、萌黄瓷、米色瓷の五色ございます。

麺
の
お
と
も
に

STR152 陶化

おりべ だし入　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8.5×H10.5㎝

BTR031 陶化

おりべ 七寸鉢　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

W21×D21×H6.5㎝

BTH442 嘉郎

灰緑丸 瓢型薬味入　1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

W15×D8×H4㎝

BTH856 嘉郎

灰緑丸 そば猪口揃　5
紙箱 ¥8,000　税込 ¥8,640

φ9×H6.5㎝

BTH743 嘉郎

灰緑丸（竹ス付） 八寸鉢 1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ23.5×H7㎝

BTR857 陶化

おりべ そば猪口揃　5
紙箱 ¥12,000 税込 ¥12,960

φ8.5×H7㎝ 単品 ¥2,400

BTR444 陶化

おりべ 手付珍味入　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

W16×D9×H8㎝

STH148 嘉郎

灰緑丸 だし入　1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ8.5×H10㎝

BIU766-02 敬之

白釉ソギ 鉢　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ21.5×H5.5㎝

BSN514-02 清泉

白印華紋 楕円鉢　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

W17.5×D15.5×H5.5㎝

PBK675 匠

粉引 長角皿　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

W27.5×D11×H3㎝

UGS892 花月

青磁花紋 組湯呑　2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

大φ8×H8㎝ 小φ7×H7.5㎝

LGS505 花月

青磁花紋 組飯碗　2
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

大φ11.5×H6.5㎝ 小φ11×H6㎝

ﾄｳｱ827 陶葊

花結晶 ぐい呑揃　5
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ7×H4㎝ 単品 ¥2,000

ﾄｳｱ833 陶葊

花結晶 盃揃　5
紙箱 ¥15,000 税込 ¥16,200

φ9×H4㎝ 単品 ¥3,000

GRＭ332 　利宋

萌黄瓷 盃　1
木箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ8.5×H4㎝

GRN339 　利宋

紺青瓷 ぐい呑　1
木箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ6.5×H5㎝

ﾄｳｱ838 陶葊

花交趾（芙蓉） ぐい呑　1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ5.5×H5㎝

ﾄｳｱ840 陶葊

花交趾（牡丹） 盃　1
紙箱 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ7×H4㎝

GOM344 木野

織部面取 ぐい呑　1
木箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ6.5×H5㎝

BOM511 木野

織部面取 片口　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ10×H8㎝ 容量300㎖

ﾄｳｱ841 容量280㎖　陶葊

紫交趾 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥8,000　税込 ¥8,640

徳利1 φ8×H12.5㎝　¥4,000
ぐい呑1 φ5.5×H5㎝  ¥2,000

RHN175 容量340㎖　花月

南蛮 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

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

RGS186 容量180㎖　花月

青磁花紋 お預け酒器　1：2
紙箱 ¥10,000　税込 ¥10,800

片口1 φ9×H7㎝　¥5,000
ぐい呑1 φ6×H4㎝  ¥2,500
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・ぐい呑、盃共に紺青瓷、青瓷、灰青瓷、萌黄瓷、米色瓷の五色ございます。

麺
の
お
と
も
に
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NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW

016GTT

宝尽し ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

017GTT

ジャズ ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

018GTT

太陽と月 ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

019GTT

ドット ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8×H7.6㎝ 容量240㎖

020GTT

まり猫 ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8×H7.6㎝ 容量240㎖

絵
付
け
ガ
ラ
ス

022GTT

紅白小花 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ6.4×H17.3㎝ 容量360㎖

021GTT

水辺 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ6.4×H17.3㎝ 容量360㎖

023GTT

白小花 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ6.4×H17.3㎝ 容量360㎖

SM-136

秋草 ビアグラス　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ7×H16㎝ 容量340㎖

036GTR

鉄線 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ7×H16㎝ 容量340㎖

SM-135

葡萄 ビアグラス　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ7×H16㎝ 容量340㎖

SM-134

烏瓜 ビアグラス　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ7×H16㎝ 容量340㎖

TG-127

青楓 ビアグラス　1
紙箱 ¥2,600　税込 ¥2,808

φ7×H16㎝ 容量340㎖

SM-133

青楓に翡翠 タンブラー　1
紙箱 ¥3,600　税込 ¥3,888

φ8.1×H11㎝ 容量360㎖

GL-045

翡翠 タンブラー　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H13.6㎝ 容量375㎖

034GTR

帯唐草（青） タンブラー　1
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

φ8×H11㎝ 容量315㎖

002GTT

青楓に翡翠 ガラス七寸浅鉢 1
紙箱 ¥5,600　税込 ¥6,048

φ22.5×H4.2㎝

GL-033

夏草 ガラス七寸浅鉢　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ22.5×H4.2㎝

069GTY

烏瓜 ガラス七寸浅鉢　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ22.5×H4.2㎝

GL-105

紅葉 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ6×H6.1㎝ 容量95㎖

GL-104

青楓 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ6×H6.1㎝ 容量95㎖

SM-140

うさぎ 醤油差し　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ5.2×H8.2㎝ 容量50㎖

029GAR

花丸紋 醤油差し　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ5.2×H8.2㎝ 容量50㎖

（左）GL-036 金魚 冷酒グラス 1
（右）GL-037 蟹 冷酒グラス 1

紙箱 各 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ6.5×H5.2㎝ 容量80㎖

TG-123

ぶどう 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ5×H8.5㎝ 容量70㎖

（左）TG-124 雷神 冷酒グラス 1
（右）TG-125 風神 冷酒グラス 1

紙箱 各 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ6×H6.1㎝ 容量95㎖

033GTR

紅白椿 タンブラー　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ8×H11㎝ 容量315㎖

030GTR

紅白梅 タンブラー　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H11㎝ 容量315㎖

032GTR

六瓢 タンブラー　1
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

φ8×H11㎝ 容量315㎖

031GTR

芙蓉に萩 タンブラー　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H11㎝ 容量315㎖

12 13



NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW

016GTT

宝尽し ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

017GTT

ジャズ ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

018GTT

太陽と月 ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8.1×H7.7㎝ 容量235㎖

019GTT

ドット ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8×H7.6㎝ 容量240㎖

020GTT

まり猫 ロックグラス　1
紙箱 ¥3,800　税込 ¥4,104

φ8×H7.6㎝ 容量240㎖

絵
付
け
ガ
ラ
ス

022GTT

紅白小花 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ6.4×H17.3㎝ 容量360㎖

021GTT

水辺 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ6.4×H17.3㎝ 容量360㎖

023GTT

白小花 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ6.4×H17.3㎝ 容量360㎖

SM-136

秋草 ビアグラス　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ7×H16㎝ 容量340㎖

036GTR

鉄線 ビアグラス　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ7×H16㎝ 容量340㎖

SM-135

葡萄 ビアグラス　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ7×H16㎝ 容量340㎖

SM-134

烏瓜 ビアグラス　1
紙箱 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ7×H16㎝ 容量340㎖

TG-127

青楓 ビアグラス　1
紙箱 ¥2,600　税込 ¥2,808

φ7×H16㎝ 容量340㎖

SM-133

青楓に翡翠 タンブラー　1
紙箱 ¥3,600　税込 ¥3,888

φ8.1×H11㎝ 容量360㎖

GL-045

翡翠 タンブラー　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ8×H13.6㎝ 容量375㎖

034GTR

帯唐草（青） タンブラー　1
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

φ8×H11㎝ 容量315㎖

002GTT

青楓に翡翠 ガラス七寸浅鉢 1
紙箱 ¥5,600　税込 ¥6,048

φ22.5×H4.2㎝

GL-033

夏草 ガラス七寸浅鉢　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ22.5×H4.2㎝

069GTY

烏瓜 ガラス七寸浅鉢　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ22.5×H4.2㎝

GL-105

紅葉 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ6×H6.1㎝ 容量95㎖

GL-104

青楓 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ6×H6.1㎝ 容量95㎖

SM-140

うさぎ 醤油差し　1
紙箱 ¥3,000　税込 ¥3,240

φ5.2×H8.2㎝ 容量50㎖

029GAR

花丸紋 醤油差し　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ5.2×H8.2㎝ 容量50㎖

（左）GL-036 金魚 冷酒グラス 1
（右）GL-037 蟹 冷酒グラス 1

紙箱 各 ¥2,500　税込 ¥2,700

φ6.5×H5.2㎝ 容量80㎖

TG-123

ぶどう 冷酒グラス　1
紙箱 ¥2,000　税込 ¥2,160

φ5×H8.5㎝ 容量70㎖

（左）TG-124 雷神 冷酒グラス 1
（右）TG-125 風神 冷酒グラス 1

紙箱 各 ¥4,000　税込 ¥4,320

φ6×H6.1㎝ 容量95㎖

033GTR

紅白椿 タンブラー　1
紙箱 ¥3,200　税込 ¥3,456

φ8×H11㎝ 容量315㎖

030GTR

紅白梅 タンブラー　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H11㎝ 容量315㎖

032GTR

六瓢 タンブラー　1
紙箱 ¥2,800　税込 ¥3,024

φ8×H11㎝ 容量315㎖

031GTR

芙蓉に萩 タンブラー　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H11㎝ 容量315㎖

12 13



夏茶盌涼の器

ﾄｳｱ541 　陶葊

花結晶（銀藤） 平茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ15×H6㎝

ﾄｳｱ540 　陶葊

花結晶（縹） 平茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ15×H6㎝

ﾄｳｱ539 　陶葊

花結晶（瑠璃） 平茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ15×H6㎝

TKE567 　渓峰

しぶき 平茶盌　1
紙箱 ¥6,500　税込 ¥7,020

φ15×H6㎝

TKI570 　香菊

うちわ金魚 平茶盌　1
紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ14.5×H5㎝

TMD326 　妙見

粉引清滝 平茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ14×H6㎝

TSK579 　松楽

黒楽 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥11,000 税込 ¥11,880

φ14×H5㎝

TSA580 　松楽

赤楽 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ14×H5㎝

TCH583 　香菊

夕顔 平茶盌　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ14×H5.5㎝

TRS456 　翠楽

赤楽瑞祥 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ13.5×H5.5㎝

TRZ453 　翠楽

黒楽瑞祥 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥7,500　税込 ¥8,100

φ13.5×H5.5㎝

TKH577 　渓峰

花てっせん 平茶盌　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ13.5×H6㎝

ﾄｳｱ826 　陶葊

花結晶（白） 抹茶盌　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ12×H7㎝

TOM430 木野

織部面取 抹茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ12×H9㎝

ﾄｳｱ536 陶葊

花結晶（瑠璃） 抹茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ13×H7㎝

GRS347 利宋

青瓷 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,500　税込 ¥4,860

φ9×H9㎝

URH179 利宋

灰青瓷 湯呑　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H9.5㎝

LRH482 利宋

灰青瓷 飯碗　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ12×H6.5㎝

PRS515 利宋

青瓷貫入 銘々皿揃　5
紙箱 ¥16,000 税込 ¥17,280

φ13.5×H3㎝ 単品 ¥3,200

QRS374 利宋

青瓷貫入 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥16,000 税込 ¥17,280

φ9×H6㎝ 単品 ¥3,200

USZ580 紫峰

内染山水 組湯呑　2
木箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ7.2×H9㎝ 小φ6.8×H8.5㎝

LSZ255 紫峰

内染山水 組飯碗　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

QHS450 鳳山

染花紋 お茶呑茶碗　5
木箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ9×H6㎝

ULL099 昇峰

青交趾ソギ 組湯呑　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ6.5×H8.5㎝ 小φ6×H8㎝

LRA310 昇峰

青交趾ソギ 組飯碗　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ12.5×H5㎝ 小φ11.5×H4.5㎝

QRA443 緑翠

青交趾ソギ お茶呑茶碗 5
木箱 ¥25,000 税込 ¥27,000

φ9.5×H5.5㎝

UHT423 昇峰

涼 組湯呑　2
木箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ7.2×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LHT067 昇峰

涼 組飯碗　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ12×H5㎝ 小φ11.5×H5㎝

QTS369 陶遊

染十草 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ8.5×H5.5㎝
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夏茶盌涼の器
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粉引清滝 平茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ14×H6㎝

TSK579 　松楽

黒楽 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥11,000 税込 ¥11,880

φ14×H5㎝

TSA580 　松楽

赤楽 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ14×H5㎝

TCH583 　香菊

夕顔 平茶盌　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ14×H5.5㎝

TRS456 　翠楽

赤楽瑞祥 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ13.5×H5.5㎝

TRZ453 　翠楽

黒楽瑞祥 馬盥茶盌　1
紙箱 ¥7,500　税込 ¥8,100

φ13.5×H5.5㎝

TKH577 　渓峰

花てっせん 平茶盌　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ13.5×H6㎝

ﾄｳｱ826 　陶葊

花結晶（白） 抹茶盌　1
紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ12×H7㎝

TOM430 木野

織部面取 抹茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ12×H9㎝

ﾄｳｱ536 陶葊

花結晶（瑠璃） 抹茶盌　1
紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ13×H7㎝

GRS347 利宋

青瓷 焼酎杯　1
紙箱 ¥4,500　税込 ¥4,860

φ9×H9㎝

URH179 利宋

灰青瓷 湯呑　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ8×H9.5㎝

LRH482 利宋

灰青瓷 飯碗　1
紙箱 ¥3,500　税込 ¥3,780

φ12×H6.5㎝

PRS515 利宋

青瓷貫入 銘々皿揃　5
紙箱 ¥16,000 税込 ¥17,280

φ13.5×H3㎝ 単品 ¥3,200

QRS374 利宋

青瓷貫入 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥16,000 税込 ¥17,280

φ9×H6㎝ 単品 ¥3,200

USZ580 紫峰

内染山水 組湯呑　2
木箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ7.2×H9㎝ 小φ6.8×H8.5㎝

LSZ255 紫峰

内染山水 組飯碗　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

QHS450 鳳山

染花紋 お茶呑茶碗　5
木箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ9×H6㎝

ULL099 昇峰

青交趾ソギ 組湯呑　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ6.5×H8.5㎝ 小φ6×H8㎝

LRA310 昇峰

青交趾ソギ 組飯碗　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ12.5×H5㎝ 小φ11.5×H4.5㎝

QRA443 緑翠

青交趾ソギ お茶呑茶碗 5
木箱 ¥25,000 税込 ¥27,000

φ9.5×H5.5㎝

UHT423 昇峰

涼 組湯呑　2
木箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ7.2×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LHT067 昇峰

涼 組飯碗　2
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

大φ12×H5㎝ 小φ11.5×H5㎝

QTS369 陶遊

染十草 お茶呑茶碗　5
紙箱 ¥10,000 税込 ¥10,800

φ8.5×H5.5㎝
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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、2015 年 10 月末日です。

http://www.kyoto-kumagai.co.jp

NR-002 90×150㎝

富士に波（青） のれん　1
紙箱 ¥24,000 税込¥25,920

NR-017 90×150㎝

金魚（生成） のれん　1
紙箱 ¥18,000 税込¥19,440

NR-018 90×150㎝

ひまわり（生成） のれん　1
紙箱 ¥18,000 税込¥19,440

のれん・タペストリー

TP-032 21×120㎝

さぎ草（青）
タペストリー（細） 1
紙箱 ¥12,000
 税込 ¥12,960

TP-030 43×120㎝

青楓にカワセミ（生成）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥12,000
 税込 ¥12,960

TP-026 43×120㎝

鉄線（紫）
タペストリー（大） 1
紙箱 ¥15,000
 税込 ¥16,200

TP-066 43×120㎝

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

京のインテリア
・ のれん、タペストリー素材／麻 100％
・ お届けまで二週間ほどかかる場合がございます。
・ 納入率が異なる場合がございます。お問合せ下さい。

涼
の
う
つ
わ

涼
の
う
つ
わ
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