
㈱熊谷聡商店 1

熊谷聡商店 1  UFK080 熊谷聡商店 2  LFK616 熊谷聡商店 3 UHR083

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

熊谷聡商店 4 LHR618 熊谷聡商店 5 CHR776 熊谷聡商店 6  ﾄｳｱ494

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

熊谷聡商店 7  ﾄｳｱ495 熊谷聡商店 8  ﾄｳｱ943 熊谷聡商店 9  ﾄｳｱ944

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

色絵ふくろう　組湯呑　2

φ7×H9㎝

¥9,000

花月

¥8,000 ¥4,000 ¥4,000

鳥獣戯画　組湯呑　2

鳥獣戯画　組飯碗　2 赤燿虹彩　焼酎杯　1黒燿虹彩　焼酎杯　1

¥8,000

陶葊
大φ8×H9.5cm　小φ7×H8.5cm

¥7,500

北哉
大φ11.5×H6.5cm　小φ11×H6cm

いっちん技法でふくろうを愛らしく描

きました。内側から覗く瑞雲は大小で

色違いとなっています。

月夜にふくろうが仲良く並ぶ姿を描い

た、愛らしいマグカップです。たっぷ

りの容量で、様々な用途にお使い頂け

ます。

「鳥獣人物戯画」の各場面を絵替わり

で描きました。白磁に伸びやかな筆致

の染付が映えて、楽しい湯呑となって

います。

¥4,000

北哉

伸び伸びとした筆遣いで、「鳥獣人物

戯画」のユーモラスな場面を描いた飯

碗です。縁周りに施された「口さび」

が器の印象を引き締めています。

黒色の釉の表面に現れる星形の虹彩が

神秘的な焼酎杯。窯の中で変化した、

銀河のような表情が魅力です。

濃い赤色の釉にちりばめられた結晶の

合間に、星形の虹彩が見え隠れしてい

ます。宇宙を彷彿とさせる焼酎杯で

す。

陶葊
大φ8×H9.5cm　小φ7×H8.5cm

陶葊

φ9×H9㎝　容量310ml

陶葊

φ9×H9㎝　容量310ml

画像 画像 画像

画像 画像 画像

画像 画像 画像

時代を問わず愛される北斎の「赤富

士」と「浪裏」を京焼で表現いたしま

した。お祝いの席にぴったりな湯呑で

す。

北斎の代表作「赤富士」と「浪裏」を

描きました。躍動感ある構図の中に京

焼らしい繊細さが加わった華やかな飯

碗です。

御本手の生地に「いっちん」技法で仲

睦まじいふくろうを描いた、味わい深

い湯呑です。

¥8,000

花月

φ12×H6㎝

φ9×H9㎝　容量350ml

色絵ふくろう　組飯碗　2 色絵ふくろう　マグカップ　1

¥7,000

北哉
大φ8.5×H8.5cm　小φ8×H8cm

富士絵　ペア湯呑　2 富士絵　ペア飯碗　1

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。



㈱熊谷聡商店 2

熊谷聡商店 10  TGK777 熊谷聡商店 11  TNK778 熊谷聡商店 12  THM782

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

熊谷聡商店 13  THW781 熊谷聡商店 14  UHF082 熊谷聡商店 15  LHF617

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

熊谷聡商店 16  ﾄｳｱ190 熊谷聡商店 17  ﾄｳｱ272 熊谷聡商店 18  CSH775

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

富士･凱風快晴　抹茶碗　1 富士･浪裏　抹茶碗　1 花六瓢　抹茶碗　1

¥7,500 ¥7,500 ¥6,500

画像 画像 画像

北斎・富嶽三十六景の代表作「赤富

士」を描きました。初釜のお茶会に最

適です。

躍動感あふれる構図で有名な北斎の傑

作を抹茶碗に表わしました。茶席を華

やかに演出してくれる事でしょう。

いっちん技法を用い、優しい色遣いで

仕上げました。無病息災を願う、縁起

の良い抹茶碗です。

画像 画像 画像

花月 花月 北哉

φ11×H8cm φ11×H8cm φ12.5×H8.5cm

¥7,000 ¥8,000 ¥9,000

北哉 花月 花月

祝い富士　抹茶碗　1 富士に桜　組湯呑　2 富士に桜　組飯碗　2

画像 画像 画像

φ12.5×H8.5cm 大φ7×H9cm　小φ6×H8cm 大φ11.5×H6cm　小φ11×H5.5cm

富士山に鶴と松竹梅をあしらった縁起

の良い抹茶碗です。お茶をいただく度

に、いっちん技法による立体感が楽し

めます。

桜の向こうに雄大な富士山が見える、

これぞ日本の春といった図柄です。口

元の青、赤のグラデーションが華やか

さを添えています。

雄大な富士山の手前に可憐な桜を配し

た、印象的な構図の飯碗です。縁に掛

かる青、赤が春霞の風情を醸し出して

います。

陶葊 陶葊 俊山
大φ8×H9cm　小φ7.5×H8.5cm 大φ12×H6cm　小φ11×H5.5cm φ7.5×H9㎝　容量260ml

しだれ桜　組湯呑　2 しだれ桜　組飯碗　2 花あかり　マグカップ　1

¥20,000 ¥20,000 ¥4,000

しっとりと格調高い黒塗、はんなりと

麗しい赤塗。美しい対比のしだれ桜

が、春の訪れを告げる湯呑です。

格調の黒、華麗な赤。双方に映えるし

だれ桜が見事です。丸みをおびた形が

手に馴染む飯碗です。

満開の桜を温かみのある色絵で表現い

たしました。食卓に春の風情を演出し

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。



㈱熊谷聡商店 3

熊谷聡商店 19  HJM653 熊谷聡商店 20  HHK693 熊谷聡商店 21  HHS455

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

熊谷聡商店 22  TYH630 熊谷聡商店 23  TBH417 熊谷聡商店 24  ESF116

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

熊谷聡商店 25  ERN158 熊谷聡商店 26  ERM126 熊谷聡商店 27  ERW015

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

桃色さくら　箸置　5 福だんご　箸置　5 花友禅　箸置　5

画像 画像 画像

W4.5×D3×H1cm W1.5×D5×H1.5cm W3×D3×H0.8cm

上品な色調で描かれた桜の花が愛らし

い箸置です。つぼみの赤や枝の茶色が

アクセントになっています。

三色、みたらし、焼餅、よもぎ、きな

こ、とバラエティ豊かな団子の箸置

セット。食卓に楽しい話題をもたらし

ます。

瓦型の生地に彩られた五色の桜。着物

の華やかな色合いを箸置に表現しまし

た。職人の筆づかいを感じる商品で

す。

¥3,500 ¥3,300 ¥2,500

紫泉 紫泉 芳山

花桜　抹茶碗　1 花かがり　抹茶碗　1 富士に桜　陶額　1

¥5,500 ¥10,000 ¥12,000

画像 画像 画像

満開の桜を濃淡を活かして描いた、華

やかな抹茶碗。伸びやかな枝ぶりも魅

力です。

味わい深い素地に、夜に浮かび上がる

桜を華やかに描きました。金の霞が桜

を一層引き立てています。

曙の空に雄大な富士山が屹立していま

す。手前に描かれた桜の花が、華やか

さを添えています。

画像 画像 画像

香菊 八幡

φ12×H7.5cm φ12×H8cm 縦27.3×横24.2㎝

¥40,000 ¥12,000 ¥15,000

六兵衛窯 六兵衛窯 楽入

錦兜(台付)　置物　1 熊に金太郎(台付)置物(小)　1 わんぱく(兜･敷布付)置物　1

本体W12.5×D12.5×H9.5㎝ 台W21×D16.5㎝ 本体W8×D6×H7㎝ 台W13×D10㎝ 本体W18×D9.5×H13㎝ 布W20×D20㎝

迫力ある造形と細部の繊細さが印象的

な兜の置物です。力強く結ばれた赤色

の忍緒も見所です。

今まさに熊を投げんとする金太郎。

あっと驚く熊の表情も印象的な置物で

す。

楽焼の柔らかい陶肌の鯉の置物。金太

郎の頭には縮緬の兜（取り外し可）が

載ります。お子様の健やかな成長を

願って作りました。

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。



㈱熊谷聡商店 4

熊谷聡商店 28  TZI618 熊谷聡商店 29  TCS719 熊谷聡商店 30  TYS610

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

熊谷聡商店 31  HTS517 熊谷聡商店 32  HJH696 熊谷聡商店 33  HJI651

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

熊谷聡商店 34  HYS437 熊谷聡商店 35  ESK097 熊谷聡商店 36  UDH975

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

香菊 香菊 香菊

φ12×H7.5cm φ12×H7.5cm φ12×7.5cm

祝い兜　抹茶碗　1 爽風　抹茶碗　1 皐月(さつき)　抹茶碗　1

¥6,500 ¥6,000 ¥6,000

端午の節句　箸置セット　5 張子の虎　ペア箸置　2 祝いかぶと　ペア箸置　2

丸みを帯びた愛らしい形の兜に、おめ

でたい千成瓢箪などを配しました。お

子様の健やかな成長を祝う抹茶碗で

す。

元気良く泳ぐ鯉のぼりを、活きいきと

描きました。爽やかな皐月の風を感じ

させる抹茶碗です。

花菖蒲とサツキ、端午の時期を彩る花

ばなを丸紋で表現しました。優雅にし

て爽やかな印象の抹茶碗です。

画像 画像 画像

箱W26×D8×H2cm W1.5×D7.5×H2.5cm W4.5×D3.5×H1cm

兜､花菖蒲､矢車､鯉のぼり､柏餅と、端

午に因む箸置を鯉のぼり型のパッケー

ジに収めた楽しいセット。贈り物にも

最適です。

張り子の虎をかたどった、縁起の良い

ペアの箸置です。勢いの良い虎が元気

な食卓を演出します。

繊細に描かれた兜の装飾が美しい箸置

です。金と銀の前立が、豪華さを生ん

でいます。

¥3,800 ¥1,800 ¥2,000

紫泉 紫泉

爽風　箸置　5 交趾鯉のぼり　陶額　1 碧彩　組湯呑　2

¥3,800 ¥17,000 ¥5,000

画像 画像 画像

ろくろ成形した円筒形の素地に鯉のぼ

りを描きました。食卓に爽やかな風を

運んでくれる箸置です。

青空に泳ぐ鯉のぼりを交趾釉で描きま

した。端午の節句のお飾りにどうぞ。

空や海を想わせるような青い釉薬と緋

色釉との対比が美しい湯呑です。釉薬

の流れる様が器に変化を与えていま

す。

善昇 昇峰 大日

W1.5×D5×H1.5cm 縦32.5 ×横28.5 ㎝ 大φ8×H9cm　小φ7×H8cm

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。



㈱熊谷聡商店 5

熊谷聡商店 37  LDH575 熊谷聡商店 38  CDH774 熊谷聡商店 39  PDK548

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

熊谷聡商店 40  HJC654 熊谷聡商店 41  HHN479 熊谷聡商店 42  HYS415

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

熊谷聡商店 43  TZE627 熊谷聡商店 44  TZM625 熊谷聡商店 45  TZR626

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

¥5,000 ¥3,000 ¥15,000

大日 大日 大日

碧彩　組飯碗　2 碧彩　フリーカップ　1 碧彩　５寸皿揃　5

画像 画像 画像

大φ11×H6.5cm　小φ10×H6cm φ8×H10cm　容量290ml φ15×H3cm

空や海を想わせる青い釉薬と緋色釉と

の対比が美しい飯碗です。釉薬の流れ

る様が器に変化を与えています。

青い釉薬と緋色釉のコントラストが美

しいフリーカップ。釉薬の流れ様が器

に個性を与えています。

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。

紫泉 芳山 紫泉
W2×D4.5×H1cm フルーツ¥1,050 その他¥640 W3.5×D5.5×H0.5cm W2×D4×H2cm

アイスキャンディ　箸置　5 夏草花　箸置　5 すいか　ペア箸置　2

¥3,200 ¥2,500 ¥1,200

色絵鉄線　平茶碗　1 水辺　平茶碗　1 流水青楓　平茶碗　1

チョコバナナ、宇治金時、フルーツ、

チョコミント、ストロベリー。カラフ

ルで楽しいアイスキャンディの箸置で

す。

夏の草花を細やかに描いた、うちわ型

の箸置です。食卓に爽やかな風を吹き

込みます。

すいかを形どった愛らしい箸置です。

赤と黄色の対比も鮮やかです。

画像 画像 画像

φ14.5×H5cm φ14.5×H5.5cm φ14.5×H5cm

涼しげな風情をたたえた鉄線が描かれ

た平茶碗。鉄線の花と葉に施された金

彩が華やかさを加えています。

水辺に生える蒲の穂を繊細な筆遣いで

描きました。珍しい馬盥型の平茶碗

は、お茶が点て易いのも特徴です。

流水に青もみじが映える爽やかな平茶

碗。涼を感じながらお茶が頂けます。

¥6,000 ¥8,000 ¥6,500

香菊 香菊 香菊

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。


