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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、 2016 年 12 月末日です。 http://www.kyoto-kumagai.co.jphttp://www.kyoto-kumagai.co.jp

TMF197 瑞松

紫式部 抹茶盌　1

紙箱 ¥6,000　税込 ¥6,480

φ13.5×H7 ㎝

TSN691 松楽

黒楽 抹茶盌　1

紙箱 ¥11,000　税込 ¥11,880

φ12×H8.5 ㎝

TDG398 大日

月白釉 抹茶盌　1

紙箱 ¥5,000　税込 ¥5,400

φ12×H7.5 ㎝

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 ㎝

TQY081 香菊

花遊び 抹茶盌　1

紙箱 ¥6,500　税込 ¥7,020

φ12×H7.5 ㎝

TJI458 如山

いちご 抹茶盌　1

紙箱 ¥10,000　税込 ¥10,800

φ11.5×H7.5 ㎝

TAK115 如山

仁清竹 抹茶盌　1

紐木 ¥12,000　税込 ¥12,960

φ12.5×H7.5 ㎝

TKS429 木野

銹粉引 抹茶盌　1

紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ14.5×H7.5 ㎝

TTH556 陶楽

華三島 抹茶盌　1

紙箱 ¥8,000　税込 ¥8,640

φ12×H8 ㎝

TJM473 治兵衛

紫印華 抹茶盌　1

木箱 ¥12,000　税込 ¥12,960

φ12.5×H8 ㎝

TTS772 陶楽

紫彩華紋 抹茶盌　1

桐箱 ¥20,000　税込 ¥21,600

φ12.5×H8 ㎝

TOM430 木野

織部面取 抹茶盌　1

紙箱 ¥7,000　税込 ¥7,560

φ12×H9 ㎝

抹
茶
盌 茶

時
彩

C々 H A J I  S A I - S A I

－抹茶を愉しむ－
本格的なお茶席はもちろん、一人でのほっこりティータイム、アウトドアで仲間とのお茶会など、

抹茶の楽しみ方は広がってきています。お気に入りの抹茶盌で素敵なひとときを。

NEW

4



おうちで 、緑茶カフェ

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。

DKH210 加春

花いろ 急須　1

紙箱 ¥5,000　税込¥5,400

φ12×H11㎝ 容量420㎖

DCK200 新美草 急須　1 紙箱　¥7,000（税込¥7,560） φ10.5×H10㎝　容量360㎖　加春

QKA496-01 新美草 お茶呑茶碗　1 紙箱　¥2,000（税込¥2,160） φ8.5×H5.5㎝

DMJ092 浩三

わら釉 急須　1

紙箱 ¥4,000　税込¥4,320

φ11.5×H6.5㎝ 容量230㎖

DSH192 清泉

萩がさね 急須　1

紙箱 ¥7,000　税込¥7,560

φ12×H9㎝ 容量270㎖

DSC206 清泉

四季印華 急須　1

紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ11×H10㎝ 容量420㎖

DTC207 陶楽

紫彩華紋 急須　1

紙箱 ¥14,000　税込¥15,120

φ11×H8㎝ 容量400㎖

DQM218 昌久

粉引鶴亀 土瓶　1

紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

φ11×H16㎝ 容量550㎖

 ※急須もございます。

QQE392-01 昌久

粉引鶴亀 お茶呑茶碗　1

紙箱 ¥2,000　税込¥2,160

φ9×H6㎝

QTM393-01 陶楽

紫翠紋 お茶呑茶碗　1

紙箱 ¥5,200　税込¥5,616

φ8×H6㎝

QHH388-04 北哉

花遊び（牡丹） お茶呑茶碗　1

紙箱 ¥3,200　税込¥3,456

φ10×H7㎝

ﾄｳｱ161-04 陶葊

花交趾（藤） お茶呑茶碗　1

紙箱 ¥3,500　税込¥3,780

φ9×H7㎝

QHT395-01 花月

釉彩点紋 汲出　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ8×H7㎝

QSY582-08 俊山

花紀行（ぶどう） お茶呑茶碗　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ10×H6.5㎝

ﾄｳｱ158‐02 陶葊

花結晶（白） お茶呑茶碗　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ9×H7㎝

 ※他に青・緑・茶・黄もございます。

QJK396 譲司

黒柿釉 汲出　1

紙箱 ¥3,000　税込¥3,240

φ9.5×H6㎝

JKT032　　　宝瓶容量160㎖ 花月

俵手金彩 小茶器揃　1:1:5

紙箱 ¥16,000　税込¥17,280

宝瓶1 ¥5,600 φ8.5×H7.5㎝
さまし1 ¥2,800  W11×D7×H5㎝
碗揃5 ¥7,600 φ5.5×H4㎝

JYY031　　　宝瓶容量190㎖ 喜信

焼〆金彩三島 小茶器揃　1:1:5

紙箱 ¥17,000　税込¥18,360

宝瓶1 ¥4,800 φ10.5×H8㎝
さまし1 ¥2,600  W10.5×D9×H5.5㎝
碗揃5 ¥9,600 φ6.5×H5.5㎝

JYM034　　　宝瓶容量150㎖ 喜信

焼〆 小茶器揃　1:1:5

紙箱 ¥10,000　税込¥10,800

宝瓶1 ¥2,800 φ10×H7㎝
さまし1 ¥1,800  W10×D9×H5.5㎝
碗揃5 ¥5,400 φ6×H5㎝

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 ¥6,000 φ9×H8㎝
さまし1 ¥4,000  W10.5×D7×H5.5㎝
碗揃5 ¥10,000 φ6×H5㎝

特別な日も、そうでない日も、

お気に入りのうつわがあれば

そこはいつでもおうちカフェ。

焼〆　急須　1 紙箱　浩三

DYY148（大） ¥4,500　税込¥4,860

DYK150（中） ¥4,300　税込¥4,644

DYM214（小） ¥4,200　税込¥4,536

（大）φ14×H9㎝ 容量360㎖
（中）φ13×H7.5㎝ 容量300㎖
（小）φ11.5×H8.5㎝ 容量200㎖
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