
＊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。 http://www.kyoto-kumagai.co.jp

※納入率が異なる場合があります。
　お問合せ下さい。

064GTY

雪の華 ビアグラス　1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,860

φ7×H18㎝

003GTT

ポインセチア ガラス八寸皿　1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ24×H2㎝

ﾄｳｱ675 陶葊

花結晶(白) 楕円鉢　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

W23×D19×H4.5㎝

ﾄｳｱ957 陶葊　単品各\3,000

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㎖

CTK697 容量220㎖　陶楽

紫翠紋・双花 紅茶碗皿　1
紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

碗φ9×H5.5㎝ 皿φ16×H2.5㎝

ﾄｳｱ374 陶葊

花結晶(白) 長角皿　1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

W23.5×D14.5×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㎝

With  bes t  w ishes
for  Mer ry  Chr i s tmas .

Chr i s tmas  

KUMAGAI

KYOYAKI・KIYOMIZUYAKI

TP-061 幸美

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

H120×D43㎝

お届けまで2週間程
かかる場合がございます。

KP180R 善昇

青金ストライプ（ハート） ペンダント 1
紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

トップW4×H4㎝ チェーン 60 ㎝

KN411W 陶葊

染紫牡丹（珠） ネックレス　1
紙箱 ¥11,000　税込¥11,880

トップφ2㎝ コード40.5㎝

KP211P 　桃皇

雪結晶（月） ペンダント　1
紙箱 ¥5,500　税込¥5,940

トップW1.5×H5.5㎝ チェーン 60 ㎝
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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㎝

（左）HHY296-02 クリスマスリース
京のはしおき 1 P袋　¥550 税込¥594

W3.5×D3.5×H0.5㎝

（右）HHY297-02 クリスマスツリー
京のはしおき 1 P袋　¥650 税込¥702

W3.5×D5×H1㎝ 芳山
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ERX088 楽入
クリスマスツリー（台付） ミニ置物 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640
本体　W8.5×D8.5×H11.5㎝
台　　W14.5×D11.5㎝

ERC074 楽入
クリスマスツリー（塗台付） 楽置物　1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200
本体　W14.5×D13×H18.5㎝
台　　W22×D18㎝

ERS050 楽入
サンタさん ミニ楽置物　1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480
本体　W5.5×D7×H8.5㎝
紙　　W9.5×D11㎝

ERA012 楽入
サンタクロース 楽置物（敷布付） 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,200
本体　W17×D11×H10.5㎝
布　　W20×D20㎝

HAM439 安徳
メリークリスマス 箸置　5
紙箱 ¥3,200　税込¥3,456
W4.5×D3×H0.5㎝

HHS467 芳山
サンタさん 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240
W4×D4×H1.5㎝

HPT549 芳山
ポインセチア ペア箸置　2
紙箱 ¥1,600　税込¥1,728
W4×D4×H1.5㎝

HHY296 芳山
クリスマスリース ペア箸置 2
紙箱 ¥1,000　税込¥1,080
W3.5×D3.5×H0.5㎝

HEB386 江泉
ベル 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780
W5.5×D3.5×H1㎝

HHS332 芳山
サンタクロース 箸置　5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780
W2.5×D5.5×H2.5㎝

HKY316 江泉
雪だるま 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700
W2.5×D5×H0.5㎝

HHK328 芳山
きらら 箸置　5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,700
W4.5×D4.5×H0.5㎝

HHY297 芳山
クリスマスツリー 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240
W3.5×D5×H1㎝

HHH441 芳山
星のクリスマス 箸置　5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,240
W4.5×D4.5×H0.5㎝

HBL534 凡
レース  箸置　5
紙箱 ¥2,200　税込¥2,376
W5×D4.5×H0.5㎝

HEX601 江泉
クリスマス ペア箸置　2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,404
W2.5×D5×H0.5㎝

HTS494 崚風
となかいサンタ 箸置　3
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780
箱W14×D6×H0.5㎝

HHH569 鳳山
ハーモニー 箸置　5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,104
箱W11×D10×H2㎝

HBY626 凡
雪のツリー ペア箸置　2
P袋 ¥1,500　税込¥1,620
W2.5×D4×H0.5㎝

NEW

HBS505 凡
聖夜 ペア箸置　2
P袋 ¥2,000　税込¥2,160
W4×D4×H0.5㎝

HHT615 芳山
月にサンタ ペア箸置　2
紙箱 ¥1,600　税込¥1,728
W4×D4×H1.5㎝

NEW

季節限定品季節限定品
FW-502 楽入
ゴールドサンタ（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,480
本体　W5.5×D7×H8.5㎝
布　　W10×D10㎝

FW-503 楽入
ゴールドツリー（敷物付） 楽置物 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,640
本体　W8.5×D8.5×H11.5㎝
布　　W10×D10㎝

 HXM387
京のクリスマス 箸置セット 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,780
  箱W14.5×D16×H2.5㎝

インテリア

はしおき
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