
株式会社熊谷聡商店 1

熊谷聡商店 1 UKH089 熊谷聡商店 2 GKH407 熊谷聡商店 3 TZH786

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 TIY785 熊谷聡商店 5 TTY787 熊谷聡商店 6 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 7 LHR618 熊谷聡商店 8 UHH067 熊谷聡商店 9 LHH613

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

色絵錦葉　抹茶碗 1 宝船　抹茶碗 1

色絵ふくろう　組飯碗　2

色絵ふくろう　組湯呑　2

¥8,000

桜谷

φ12×H8㎝

¥7,600

花月

φ5.5×H6㎝

北斎の代表作「赤富士」と「浪裏」。

躍動感がありながら、細かいところま

で繊細に描かれています。

京焼を代表する「雲錦（満開の桜と紅

葉）」が描かれています。優雅で華や

かな抹茶碗です。

金彩を施した紅葉が描かれた華やかな

抹茶碗。秋の風情を感じさせます。

¥9,000

香菊

花六瓢   組湯呑　2 花六瓢   組飯碗　2

画像 画像

画像

画像 画像 画像

画像

色絵の柔らかさを生かしながらも力強

い風神雷神が描かれています。金彩に

より華やかさも感じさせる湯呑です。

¥9,000

花月

φ12×H8㎝

富士絵　ペアぐい吞 2 華雲錦　抹茶碗 1風神・雷神図　ペア湯呑 2

米俵をのせた宝船が目を引く抹茶碗。

内側にも打ち出の小槌が配された縁起

の良い絵柄です。

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。

桜谷

φ12×H8㎝

北哉
大φ8.5×H8.5cm　小φ8×H8cm

φ7×H8cm

¥8,000 ¥7,000

¥7,000 ¥7,500

画像 画像

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。

北哉
大φ11.5×H6.5cm　小φ11×H6cm

¥7,500

無病息災につながる六瓢を「いっち

ん」技法で表しました。優しい色使い

が陶肌と相まって趣のある湯呑となっ

ています。

無病息災につながる六つの瓢箪を描い

た縁起の良い飯碗です。優しい色合い

の瓢箪の花が華やかさを添えていま

す。

北哉 北哉
大φ8×H9cm　小φ7.5×H8.5cm 大φ12×H6cm　小φ11×H5.5cm

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

熊谷聡商店 10 UCH727 熊谷聡商店 11 LCH319 熊谷聡商店 12 HHC347

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 HKF685 熊谷聡商店 14 HMR604 熊谷聡商店 15 RYM213

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 TYB623 熊谷聡商店 17 TSK619 熊谷聡商店 18 ERC074

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

¥5,000

画像 画像 画像

嘉峰
大φ7.5×H9cm　小φ7×H8.5cm

¥6,000 ¥4,500

粉引ふくろう　組湯呑　2

嘉峰 紫泉

粉引ふくろう　組飯碗　2 高山寺　箸置　5

福うさぎ　箸置　5

画像 画像

仲睦まじい二羽のふくろうを優しい色

合いで表わしました。ふくろうは幸福

を呼ぶ縁起のよい鳥と言われていま

す。

大φ12.5×H6cm　小φ11.5×H5.5cm W3.5×D5×H0.7cm

画像

「幸福を呼ぶ」と言われるふくろう。

湯呑と合わせてお祝い事の贈り物に最

適です。

京都・栂尾高山寺に伝わる「鳥獣戯

画」をモチーフにしました。表情豊か

なうさぎ達も見所の箸置です。

長い耳が愛らしい、うさぎをかたどっ

た箸置です。押さえると上下にスウィ

ングする動きに癒されます。

幹 喜信

¥3,000

W6×D4×H1.5cm 徳利 1 \5,000（φ7×H12cm）　ぐい呑 1 \2,500（φ6×H5cm）

嘉峰

丸紋うさぎ　ペア箸置　２ 三島唐草   お預け酒器　1:3

黒志野印華   抹茶碗　1

¥1,300 ¥10,000

¥6,000

京もみじ　抹茶碗　１ クリスマスツリー（台付）　楽置物 1

画像

扇型に配された赤と青の丸模様。よく

見ると飛び跳ねる兎の姿が線描きされ

ています。小さい中に繊細な仕事が見

れる箸置です。

彫りと印華を使い分け、丁寧に作り込

まれた酒器セットです。描かれた金線

がアクセントとなっています。

W4×D6.5×H2cm

画像 画像

φ12×H8cm 本体W14.5×D13×H18.5㎝　台W22×D18㎝

喜信

濃淡の紅葉に鉄絵を交え、秋の風情を

表しました。金彩が華やかさを添えて

います。

ツリーにレリーフ状に浮かび上がった

サンタやトナカイがユニークな作りで

す。楽焼の味わいを楽しめる季節の置

物です。

φ12×H8cm

¥7,000 ¥15,000

俊山 楽入

柔らかな釉調に三島文様が映える品の

良い抹茶碗です。控えめに施された金

線が程よいアクセントになっていま

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 3

熊谷聡商店 19 ERA012 熊谷聡商店 20 CSB761 熊谷聡商店 21 HHH569

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 HXM387 熊谷聡商店 23 HKY316 熊谷聡商店 24 UHI079

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 LHI615 熊谷聡商店 26 UYU078 熊谷聡商店 27 CYU770

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

¥15,000

楽入

黒印華紋　グランデマグ　1 ハーモニー　箸置　５サンタクロース（敷布付）　楽置物 1

¥6,000 ¥3,800

画像 画像

画像

丁寧に施された様々な形の印華紋が浮

かび上がる、ビッグサイズのマグで

す。拭き残した白化粧が味わいを醸し

出しています。

楽器を再現した箸置。食卓に楽しい

ハーモニーが聞こえてきそうです。

パッケージもお洒落で、ギフトに最適

です。

本体W17×D11×H10.5㎝　布W20×D20㎝

可愛い５種類のクリスマスの箸置をツ

リーを形どった箱につめて。贈り物に

もどうぞ。

画像 画像

楽焼ならではの味わい深くやさしい風

合に仕上りました。季節の贈り物にも

どうぞ。

画像

清泉 紫泉

―

φ11×H12cm　容量540ml 箱W11×D10×H2cm

箱W15×D16×H3cm

¥2,500 ¥7,500

京のクリスマス　箸置セット 5

¥3,500

¥8,000

紫泉 北哉

北哉

雪だるま　箸置　５ 祝い富士   組湯呑　2

祝い富士   組飯碗　2

W2.5×D5×H0.5cm 大φ8×H8cm　小φ7.5×H7.5cm

大φ12×H6.5cm　小φ11.5×H5.5cm

表情豊かな雪だるまの箸置。笑った顔

や困った顔と、ユーモアたっぷりで

す。マフラーはカラフルに色変わりと

なっています。

愛らしい温かみのある器体に、それぞ

れ青と赤で大胆に描かれた富士絵が印

象的な湯呑。慶事の贈り物に最適で

す。

青富士には松、赤富士には梅、内には

鶴が描かれた縁起が良い飯碗です。

「いっちん」技法で立体感を演出して

います。

画像 画像

浮花梅  組湯呑　2 浮花梅  マグカップ　1

¥6,000 ¥4,000

喜信 喜信
大φ7×H8.5cm　小φ6.5×H8cm φ7×H9cm　容量250ml

立体感のある梅の花が印象的です。た

たら技法を用い成形された、手作り感

あふれるユニークな湯呑です。

たたら技法により趣のある形状のマグ

カップ。立体感のある梅の花には金彩

が施され見所たっぷりの器です。

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 4

熊谷聡商店 28  UFK080 熊谷聡商店 29  LFK616 熊谷聡商店 30 HJS692

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 HJH696 熊谷聡商店 32 RIH215 熊谷聡商店 33  TGK777

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  TNK778 熊谷聡商店 35 EEU178 熊谷聡商店 36 EHU180

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

花月 花月 香菊

φ7×H9㎝ φ12×H6㎝ W2.5×D7.5×H1.5cm

富士絵　ペア湯呑　2 富士絵　ペア飯碗　2 七宝   箸置　5

¥8,000 ¥9,000 ¥6,000

張子の虎   ペア箸置　2 祝い富士　お預け酒器　1:2 富士･凱風快晴　抹茶碗　1

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。

吉祥の図柄、七宝紋を精緻に描いた縁

起の良い箸置です。金彩を用い華やか

な印象となっています。

画像 画像 画像

W5×D1.5×H2.5㎝ 徳利 1 \7,000（φ8.5×H13.5cm）　ぐい呑 1 \2,500（φ5.5×H6cm） φ11×H8cm

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。

富士山に梅、松、鶴をあしらった、縁

起尽しの酒器です。ぐい吞みは絵替わ

りとなっています。

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。

¥1,800 ¥12,000 ¥7,500

紫泉 北哉 花月

富士･浪裏　抹茶碗　1 干支・亀抱うさぎ (台付)　置物 1 干支・跳ね兎（台付）　楽置物 1

¥7,500 ¥41,000 ¥18,000

画像 画像 画像

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。

縁起の良い亀を抱いた愛らしい表情の

うさぎ。新年の置物にぴったりです。

親子のうさぎが飛び跳ねる姿を表した

おめでたい置物です。

花月 六兵衛 楽入

φ11×H8cm 本体 W10×D7.5×H12㎝ 　台 W21×D17㎝ 本体 W16×D9×H11㎝　台 W23×D14㎝

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

熊谷聡商店 37 HUE699 熊谷聡商店 38 HES700 熊谷聡商店 39 UUS087

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 LUS619 熊谷聡商店 41 CUS777 熊谷聡商店 42 GUS406

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 TTY787 熊谷聡商店 44 EUS179 熊谷聡商店 45 YUS196

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

¥3,500 ¥1,700 ¥3,600

紫泉 紫泉 花月

干支(卯)迎春草花　箸置　5 干支(卯)松竹梅　ペア箸置　2 干支（卯）松竹梅　湯呑　1

画像 画像 画像

W4×D1.5×H2.5㎝ W4×D1.5×H2.5㎝ φ7×H8.5㎝

うさぎに松竹梅、南天、水仙といった

新春にふさわしいモチーフをあしらっ

た、おめでたい箸置です。

愛らしいうさぎに松竹梅を添えた縁起

の良いペアの箸置です。

可愛らしい2匹のうさぎに、松竹梅をあ

しらったおめでたい湯呑です。笹に積

もった雪がアクセントになっていま

す。

花月 花月 鳳山

φ11.5×H6.5㎝ φ7×H9㎝　容量270㎖ φ5×H4㎝

干支（卯）松竹梅　飯碗　1 干支（卯）松竹梅　マグカップ 1 干支（卯）松竹梅　ぐい呑 1

¥4,000 ¥4,400 ¥3,500

干支（卯）松竹梅　抹茶碗 1 干支（卯）松竹梅　陶額　1 干支（卯）松竹梅　香炉　1

うさぎたちが愛らしく描かれた飯碗で

す。縁起の良い松竹梅が描かれていま

す。

愛らしく描かれたうさぎたちに、心な

ごむマグカップです。おめでたい松竹

梅があしらわれています。

縁起の良い松竹梅に囲まれたうさぎた

ちが微笑ましく描かれています。新春

にふさわしいぐい吞みです。

画像 画像 画像

φ12×H8㎝ 縦31×横31㎝ φ7×H8㎝

うさぎたちの仲睦まじい様子が伝わる

抹茶碗。周りには松竹梅が描かれた、

おめでたい新春のお茶席に最適です。

うさぎたちが、微笑ましい表情で描か

れています。松竹梅があしらわれ、縁

起の良い陶額です。

うさぎと松竹梅が描かれた、おめでた

い香炉です。小振りのインテリアとし

てもお使いいただけます。

¥6,000 ¥12,000 ¥6,000

香菊 俊山 紫泉

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。


