


※掲載商品は単品での対応が可能です。

UHA895 北哉

染赤雲鶴 組湯呑　2
紙箱 \6,800　税込\7,344

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UVC069 瑞昭

長寿 組湯呑　2
木箱　\20,000 税込\21,600

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

UBK204 八幡

吉祥おしどり 組湯呑　2
紙箱 \10,000　税込\10,800

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

UCM622 昇峰

紫交趾六瓢 組湯呑　2
木箱 \20,000　税込\21,600

大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝

GCR323 昇峰

紫交趾六瓢 ぐい呑　1
木箱 \6,000　税込\6,480

φ5.5×H4.5㎝

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯　1
紙箱 \3,500　税込\3,780

φ9×H8㎝ 容量300㎖

UHG789 北哉

群鶴 組湯呑　2
紙箱 \6,000　税込\6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LHG388 北哉

群鶴 組飯碗　2
紙箱 \6,500　税込\7,020

大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

UQO925 昌久

粉引鶴亀 組湯呑　2
紙箱 \4,500　税込\4,860

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LSK446 昇峰

交趾おしどり 組飯碗　2
紙箱 \16,000　税込\17,280

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

（左）CSC550 交趾おしどり（紫） マグカップ 1
（右）CSK546 交趾おしどり（ピンク） マグカップ 1

紙箱 各\8,500　税込\9,180

φ7×H8.5㎝　容量210㎖ 昇峰

（左）CGM706- 02 　赤六瓢 マグカップ　1
（右）CGM706- 01 　染六瓢 マグカップ　1

紙箱 各\3,000　税込\3,240

φ9×H9㎝　容量300㎖ 玉凰

吉
祥
の
器

GBK343 八幡

吉祥おしどり タンブラー　1
紙箱 \5,000　税込\5,400

φ8.5×H8.5㎝ 容量250㎖

UBH553 八幡

吉祥鶴 組湯呑　2
紙箱 \10,000　税込\10,800

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

GBK319 八幡

吉祥鶴 タンブラー　1
紙箱 \5,000　税込\5,400

φ8.5×H8.5㎝ 容量250㎖

LHA499 北哉

染赤雲鶴 組飯碗　2
紙箱 \7,200　税込\7,776
大φ12×H7㎝ 小φ11.5×H6㎝

長
寿
と
健
康
の
願
い
を
込
め
た

吉
祥
の
う
つ
わ
。

敬
老
の
日
に
贈
る
感
謝
の
気
持
ち
。

USK843　交趾おしどり　組湯呑 2　\15,000（税込\16,200）
木箱　大φ7×H8.5㎝　小φ6.5×H8㎝ 昇峰
HHS388　おしどり　ペア箸置 2　\3,000（税込\3,240）
紙箱　W2×D4.5×H2.5㎝ 芳山

鶴亀　― 千年万年の長寿を願って ― 六瓢　― 六つの瓢箪で表わす無病息災 ―

鴛鴦　― いつまでも仲睦まじく ―

UZM468　六瓢 組湯呑　2　\25,000（税込\27,000）
木箱　大φ7.5×H8.5㎝　小φ7×H8㎝
LZM060　六瓢　組飯碗　2　\26,000（税込\28,080）
紙箱　大φ12×H5.5㎝　小φ11.5×H5㎝ 瑞昭

NEW

 USI943　飛翔　組湯呑 2　\15,000（税込\16,200）
 木箱　大φ7×H8.5㎝　小φ6.5×H8㎝ 昇峰
 LSI544　飛翔　組飯碗 2　\16,000（税込\17,280）
 紙箱　大φ12×H5.5㎝　小φ11.5×H5㎝ 昇峰
HRT410　鶴亀（楽）　ペア箸置 2　\2,800（税込\3,024）
桐箱　鶴W3×D5.5×H2.5㎝ 楽入

NEW

NEW
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※掲載商品は単品での対応が可能です。

UHA895 北哉

染赤雲鶴 組湯呑　2
紙箱 \6,800　税込\7,344

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UVC069 瑞昭

長寿 組湯呑　2
木箱　\20,000 税込\21,600

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

UBK204 八幡

吉祥おしどり 組湯呑　2
紙箱 \10,000　税込\10,800

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

UCM622 昇峰

紫交趾六瓢 組湯呑　2
木箱 \20,000　税込\21,600

大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝

GCR323 昇峰

紫交趾六瓢 ぐい呑　1
木箱 \6,000　税込\6,480

φ5.5×H4.5㎝

GHM329 北哉

色絵六瓢 焼酎杯　1
紙箱 \3,500　税込\3,780

φ9×H8㎝ 容量300㎖

UHG789 北哉

群鶴 組湯呑　2
紙箱 \6,000　税込\6,480

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LHG388 北哉

群鶴 組飯碗　2
紙箱 \6,500　税込\7,020

大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

UQO925 昌久

粉引鶴亀 組湯呑　2
紙箱 \4,500　税込\4,860

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LSK446 昇峰

交趾おしどり 組飯碗　2
紙箱 \16,000　税込\17,280

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

（左）CSC550 交趾おしどり（紫） マグカップ 1
（右）CSK546 交趾おしどり（ピンク） マグカップ 1

紙箱 各\8,500　税込\9,180

φ7×H8.5㎝　容量210㎖ 昇峰

（左）CGM706- 02 　赤六瓢 マグカップ　1
（右）CGM706- 01 　染六瓢 マグカップ　1

紙箱 各\3,000　税込\3,240

φ9×H9㎝　容量300㎖ 玉凰

吉
祥
の
器

GBK343 八幡

吉祥おしどり タンブラー　1
紙箱 \5,000　税込\5,400

φ8.5×H8.5㎝ 容量250㎖

UBH553 八幡

吉祥鶴 組湯呑　2
紙箱 \10,000　税込\10,800

大φ8.5×H7.5㎝ 小φ8×H7㎝

GBK319 八幡

吉祥鶴 タンブラー　1
紙箱 \5,000　税込\5,400

φ8.5×H8.5㎝ 容量250㎖

LHA499 北哉

染赤雲鶴 組飯碗　2
紙箱 \7,200　税込\7,776
大φ12×H7㎝ 小φ11.5×H6㎝

長
寿
と
健
康
の
願
い
を
込
め
た

吉
祥
の
う
つ
わ
。

敬
老
の
日
に
贈
る
感
謝
の
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ち
。

USK843　交趾おしどり　組湯呑 2　\15,000（税込\16,200）
木箱　大φ7×H8.5㎝　小φ6.5×H8㎝ 昇峰
HHS388　おしどり　ペア箸置 2　\3,000（税込\3,240）
紙箱　W2×D4.5×H2.5㎝ 芳山

鶴亀　― 千年万年の長寿を願って ― 六瓢　― 六つの瓢箪で表わす無病息災 ―

鴛鴦　― いつまでも仲睦まじく ―

UZM468　六瓢 組湯呑　2　\25,000（税込\27,000）
木箱　大φ7.5×H8.5㎝　小φ7×H8㎝
LZM060　六瓢　組飯碗　2　\26,000（税込\28,080）
紙箱　大φ12×H5.5㎝　小φ11.5×H5㎝ 瑞昭

NEW

 USI943　飛翔　組湯呑 2　\15,000（税込\16,200）
 木箱　大φ7×H8.5㎝　小φ6.5×H8㎝ 昇峰
 LSI544　飛翔　組飯碗 2　\16,000（税込\17,280）
 紙箱　大φ12×H5.5㎝　小φ11.5×H5㎝ 昇峰
HRT410　鶴亀（楽）　ペア箸置 2　\2,800（税込\3,024）
桐箱　鶴W3×D5.5×H2.5㎝ 楽入

NEW

NEW

2 3



＊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、改良のため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、2015年12月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

HMM603 幹

めでたい ペア箸置　2
紙箱 \1,300　税込\1,404

Ｗ6×D4×H1.5㎝

UKH180 　嘉峰

花睦み ペア湯呑　2
紙箱 \5,000　税込\5,400

φ7.5×H9㎝

CKH588 嘉峰

花睦み ペアマグカップ　2
紙箱 \6,000　税込\6,480

φ8×H8.5㎝ 容量300㎖

LKH474 嘉峰

花睦み ペア飯碗　2
紙箱 \5,000　税込\5,400

φ11.5×H5.5㎝

UFK205 圭司

ことほぎ 組湯呑　2
紙箱 \5,000　税込\5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

UKM945 嘉峰

まねき猫 組湯呑　2
紙箱 \5,000　税込\5,400

大φ7.5×H9㎝ 小φ6.5×H8㎝

LFK490 圭司

ことほぎ 組飯碗　2
紙箱 \6,000　税込\6,480

大φ12×H6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

LMM502 幹

めでたい 組飯碗　2
紙箱 \7,200　税込\7,776

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H6㎝

UMM898 幹

めでたい 組湯呑　2
紙箱 \6,500　税込\7,020
大φ8×H8㎝ 小φ7.5×H7.5㎝

USC637 昇峰

黄交趾宝尽し 手付湯呑　1
紙箱 \8,500　税込\9,180

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

LKM541 嘉峰

まねき猫 組飯碗　2
紙箱 \6,000　税込\6,480

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

（左）CKM710-02 まねき猫（赤） マグカップ　1
（右）CKM710-01 まねき猫（青） マグカップ　1

紙箱 各\3,500　税込\3,780

φ8.5×H9㎝　容量230㎖ 嘉峰

縁起ものを贈る

NEW NEW NEW
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