
株式会社　熊谷聡商店 1

熊谷聰商店 1 UJN054 熊谷聰商店 2 LJN608 熊谷聰商店 3 CJN759

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 4 UYM047 熊谷聰商店 5 LYM606 熊谷聰商店 6 CYM758

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 7 UYS049 熊谷聰商店 8 LYS607 熊谷聰商店 9 CYS760

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

子ねこ　ペアフリーカップ　２

φ7×H10cm

¥7,000

治兵衛

¥6,000 ¥6,500 ¥3,800

三島唐草　マグカップ　１

縞三島　組湯呑　２ 縞三島　マグカップ　１縞三島　組飯碗　２

¥4,000

喜信

φ7.5×H9cm　　容量290ml

¥6,500

喜信

大φ7×H8.5cm　小φ6.5×H8cm

印華ときしりを施した豪華な器。縁起

の良い唐草模様をあしらっています。

印華ときしりを施した豪華な器。縁起

の良い唐草模様をあしらっています。

印華ときしりを施した豪華な器。縁起

の良い唐草模様をあしらっています。

¥7,000

喜信

赤線と鉄線の上に金線を施し、十草模

様としています。線の合間には印華を

施し、手作り感のある器です。

赤線と鉄線の上に金線を施し、十草模

様としています。線の合間には印華を

施し、手作り感のある器です。

赤線と鉄線の上に金線を施し、十草模

様としています。線の合間には印華を

施し、手作り感のある器です。

喜信

大φ8×H9cm　小φ7.5×H8.5cm

喜信

大φ12.5×H6cm　小φ11×H5.5cm

喜信

Φ8.5×H9cm

画像 画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像

可愛らしいネコが縁に乗っている楽し

い器です。ピンクと瑠璃の2色。

可愛らしいネコが縁に乗っている楽し

い器です。ピンクと瑠璃の2色。

可愛らしいネコが縁に乗っている楽し

い器です。ピンクと瑠璃の2色。

¥7,000

治兵衛

φ11.5×H8cm

大φ12.5×H6cm　小φ11×H5.5cm

三島唐草　組湯呑　２ 三島唐草　組飯碗　２

¥7,000

治兵衛

φ8.5×H10cm　　容量200ml

子ねこ　ペア湯呑　２ 子ねこ　ペア飯碗　２

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



株式会社　熊谷聡商店 2

熊谷聰商店 10 QJM403 熊谷聰商店 11 BJM964 熊谷聰商店 12 RJM212

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 13 TJM614 熊谷聰商店 14 BJM910 熊谷聰商店 15 BJM963

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 16 HHO682 熊谷聰商店 17 HJA683 熊谷聰商店 18 HHF684

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

三島花紋　お茶呑茶碗　５ 三島花紋　六.五寸鉢　１ 三島花紋　お預け酒器　1:2

¥15,000 ¥7,000 ¥10,000

画像 画像 画像

全体的に細やかな印華紋を施し、白化

粧を施した部分との対比が美しい器で

す。

全体的に細やかな印華紋を施し、白化

粧を施した部分との対比が美しい器で

す。

全体的に細やかな印華紋を施し、白化

粧を施した部分との対比が美しい器で

す。

画像 画像 画像

治兵衛 治兵衛 治兵衛

φ9×H5cm φ20×H6cm 徳利1\5,000（φ8×H12.5cm）盃1\2,500（φ7.5×H3cm）

¥10,000 ¥2,600 ¥2,800

治兵衛 治兵衛 治兵衛

三島花紋　抹茶碗　１ 三島花紋　角小付　１ 三島花紋　小付　１

画像 画像 画像

φ12.5×H8cm W5.5×D5.5×H4cm φ7×H4cm

全体的に細やかな印華紋を施し、白化

粧を施した部分との対比が美しい器で

す。

全体的に細やかな印華紋を施し、白化

粧を施した部分との対比が美しい器で

す。

全体的に細やかな印華紋を施し、白化

粧を施した部分との対比が美しい器で

す。

芳山 芳山 紫泉

W5×D4.5×H1㎝ W5×D3.5×H0.5㎝ W5×D4×H1㎝

扇吉祥図　箸置　5 綾草花　箸置　5 福よせ　箸置　5

¥5,000 ¥3,800 ¥3,000

松、竹、梅、鶴、亀と縁起の良いモ

チーフを色鮮やかに描きました。扇面

一杯に広がるタッチが見所です

色とりどりの松、竹、梅、菊、桜と白

い綾模様をあしらったところは、メリ

ハリの効いたデザインとなっています

海老、鯛、瓢箪、小槌、宝袋と縁起の

良い絵柄を集めました。おめでたい席

にも重宝しそうです。

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



株式会社　熊谷聡商店 3

熊谷聰商店 19 HHK681 熊谷聰商店 20 PSN551 熊谷聰商店 21 PSG550

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 22 BSY903 熊谷聰商店 23 BSY903-02 熊谷聰商店 24 BSY903-01

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 25 TSK776 熊谷聰商店 26 TJA617 熊谷聰商店 27 PDH552

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

金銀しゃちほこ　ペア箸置　２ 富士・浪裏　角皿　1 富士・凱風快晴　角皿　1

画像 画像 画像

W4×D2.5×H5㎝ W21×D21×H2㎝ W21×D21×H2㎝

金と銀のしゃちほこ。細かい部分にも

造形にこだわった箸置きです

北斎の代表的な富士の絵を京焼・清水

焼の器に大胆に表しました。海の幸の

食材にも良く合う角皿です。

北斎の富嶽三十六景の一つを京焼・清

水焼の皿に表しました。赤富士が暖か

みのある食卓を演出します。飾り皿と

しても最適な角皿です。

¥2,500 ¥15,000 ¥15,000

紫泉 俊山 俊山

春秋小花　ペア角鉢　2 秋小花　角鉢　1 春小花　角鉢　1

¥7,000 ¥3,500 ¥3,500

画像 画像 画像

秋の野に彩る草花を繊細な絵付けで表

現しました。乾山調の生地あいに趣を

感じる角鉢です。

秋の野に彩る草花を繊細な絵付けで表

現しました。乾山調の生地あいに趣を

感じる角鉢です。

秋の野に彩る草花を繊細な絵付けで表

現しました。乾山調の生地あいに趣を

感じる角鉢です。

画像 画像 画像

俊山 俊山 俊山

W18×D18×H6㎝ W18×D18×H6㎝ W18×D18×H6㎝

¥8,000 ¥5,500 ¥4,000

清泉 治兵衛 大日

粉引六瓢　抹茶碗　1 青藤　抹茶碗　1 碧彩　六寸皿　1

Φ11.5×H8㎝ Φ12×H7.5㎝ Φ18.5×H3㎝

粉引の素地に印華で花紋や瓢箪を表現

しています。六つの瓢箪で無病息災を

願った縁起の良い湯呑です

独特の風合いを醸し出した青みがかっ

た抹茶碗。縁の部分は黒味を帯びてお

り、締まった印象を与えます

トルコ青の釉薬が美しいお皿です。縁

周りに施した呉須が釉薬と共に滲み流

れ、器に深みを与えています。

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



株式会社　熊谷聡商店 4

熊谷聰商店 28 YBA140 熊谷聰商店 29 YBH187 熊谷聰商店 30 YJT128

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 31 YJT139 熊谷聰商店 32 NZK102 熊谷聰商店 33 NZB089

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 34 NZS090 熊谷聰商店 35 NZN113 熊谷聰商店 36 NZH112

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

画像 画像 画像

凡 凡 陶葊

W12×D9×H1.5㎝（香皿） W10×D9×H1.5㎝（香皿） Φ9.5×H1㎝（香皿）

あじさい　香立セット　1 花の雲　香立セット　1 花結晶（白）香立セット　1

¥3,400 ¥2,800 ¥1,400

花結晶（緑）香立セット　1 金彩富士　八号鍋（黒） 椿絵　九号鍋（白）

香皿は葉、香立ては紫陽花の花をあし

らった可愛らしい香立セットです。

香皿は雲、香立ては桜をあしらった可

愛らし香立セットです。

線香の他、コーン型のお香もご使用い

ただけます。

画像 画像 画像

Φ9.5×H1㎝（香皿） Φ25.5×H15㎝ Φ28×H16㎝

線香の他、コーン型のお香もご使用い

ただけます。

おめでたい日本の新春の景色を描きま

した。お正月や記念日などのお祝いの

席に映える鍋です。

明るい色調の大輪の椿を描きました。

団らんのひと時に食卓が華やぎます。

¥1,400 ¥16,000 ¥15,000

陶葊 瑞光 瑞光

冬草花　九号鍋（白） 富士・浪裏　八号鍋（黒） 富士・凱風快晴　八号鍋（黒）

¥15,000 ¥16,000 ¥16,000

画像 画像 画像

梅・水仙・南天などの冬草花を、やさ

しい風合いの表現でまとめました。

瑞光 瑞光 瑞光

Φ28×H16㎝ Φ25.5×H15㎝ Φ25.5×H15㎝

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。



株式会社　熊谷聡商店 5

熊谷聰商店 37 ZNC100 熊谷聰商店 38 NZS111 熊谷聰商店 39 ﾄｳｱ686

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 40 ﾄｳｱ685 熊谷聰商店 41 ﾄｳｱ684 熊谷聰商店 42 ﾄｳｱ688

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

熊谷聰商店 43 ﾄｳｱ689 熊谷聰商店 44 ﾄｳｱ687 熊谷聰商店 45 BVM088

品名 品名 品名

上代価格 上代価格 上代価格

窯名 窯名 窯名

サイズ サイズ サイズ

画像 画像 画像

¥13,000 ¥20,000 ¥18,000

瑞光 陶葊

七福神　八号鍋（黒） 色彩椿　八号京鍋（黒） 黒釉　八号京鍋

画像 画像

Φ28×H16㎝ Φ26×H15㎝ Φ26×H15㎝

「いっちん」の線を生かした七福神が

楽しげに描かれています。蓋裏には宝

船の絵があります

無数に描かれた葉っぱと、その中に垣

間見える色とりどりの椿の花。食卓を

華やかに彩る色絵の鍋です。

落ち着いた佇まいのシンプルな黒釉土

鍋です。瓢箪型の蒸気孔が縁起の良い

アクセントになっています。

陶葊 陶葊 陶葊

Φ26×H15㎝ Φ26×H15㎝ W15×D13.5×H6㎝

飴釉　八号京鍋 緑釉　八号京鍋 飴釉　取鉢揃　5

¥18,000 ¥18,000 ¥15,000

黒釉　取鉢揃　5 緑釉　取鉢揃　5 菊割　五寸平鉢揃　5

飴釉の色合いが食材の味を一層引き立

ててくれそうです。

釉薬の濃淡による色調の変化が楽しめ

ます。蓋の持ち手や胴の取っ手、瓢箪

型の蒸気孔など、見所の多い土鍋で

す。

取っ手の付いた使いやすい大きさの取

り鉢です。同色の鍋と併せてお使いく

ださい。単品は上代3,000円

画像 画像 画像

W15×D13.5×H6㎝ W15×D13.5×H6㎝ Φ16×H5.5㎝

取っ手の付いた使いやすい大きさの取

り鉢です。同色の鍋と併せてお使いく

ださい。単品は上代3,000円

取っ手の付いた使いやすい大きさの取

り鉢です。同色の鍋と併せてお使いく

ださい。単品は上代3,000円

内側全体を菊と見立て、花びらを詰め

たデザインです。銘々の取り鉢として

も大変使いやすい器です。単品は上代

5,000円

¥15,000 ¥15,000 ¥25,000

陶葊 陶葊 岩華

在庫の有無は随時ご確認ください。
手造りのため多少の色や大きさの違いはご容赦ください。


