
熊谷聡商店 1

熊谷聡商店 1 UIK955 熊谷聡商店 2 LIK556 熊谷聡商店 3 CIK722

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 UTM091 熊谷聡商店 5 LTM620 熊谷聡商店 6 CTM778

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 QIH404 熊谷聡商店 8 HSS698 熊谷聡商店 9 BOU966

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

画像 画像 画像

画像 画像 画像

ゆったりと泳ぐ金魚を華やかに描きま

した。イッチン技法による凸線が、手

触りの良さをもたらしています。

悠々と泳ぐ金魚を描いた、交趾釉なら

ではの華やかな飯碗です。イッチン技

法による凸線が、絵に立体感をもたら

しています。

悠々と泳ぐ赤い金魚が印象的な、華や

かなペアマグカップです。贈り物とし

ても喜ばれます。

¥15,000

大φ12×H5.5cm　小φ11.5×H5cm

大φ11.5×H7cm　小φ11×H56.5cm

彩三島　組湯呑　２ 彩三島　組飯碗　２

¥17,000

φ7×H8.5cm　容量210ml

交趾金魚　組湯呑　２ 交趾金魚　組飯碗　２

五色の帯と雲錦を合わせた京焼らしい

雅な湯呑。季節を問わずお使い頂けま

す。

鯉のぼりを色鮮やかに表現した個性あ

ふれる箸置です。端午の節句を楽しむ

食卓に。

愛らしいオコゼが描かれた取鉢。シン

プルなデザインなので様々な用途にお

使いいただけます。

φ8.5×H6㎝ W4.5×D3×H0.5cm φ15×H4㎝

交趾金魚　ペアマグカップ　２

大φ7×H8.5cm　小φ6.5×H8cm

¥16,000

¥50,000 ¥1,600 ¥15,000

彩三島　マグカップ　１

華雲錦　お茶呑茶碗　５ オコゼ　取鉢揃　５五月晴れ　ペア箸置　２

¥4,500

φ8.5×H9cm　容量295ml

¥6,000

大φ8×H9.5cm　小φ7.5×H9cm

繊細に施された印華紋にアクセントと

して三色の色絵を差しました。洋にも

和にも合う親しみやすい湯呑です。

丁寧に施された印華紋が浮かび上が

る、温かみのある飯碗です。アクセン

トの赤・黄・緑の色絵が見事に調和し

ています。

繊細な印華紋に赤・黄・緑の色絵をア

クセントとして差しました。ぽってり

とした形が愛らしいマグカップです。

¥7,000

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 BOU965 熊谷聡商店 11 GOU408 熊谷聡商店 12 GYM409

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 KTA496-01 熊谷聡商店 14 KTA496-02 熊谷聡商店 15 KTA496-03

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 KTA496-04 熊谷聡商店 17 KTA496-05 熊谷聡商店 18 KTA496-06

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

鮮やかな交趾釉と染付で描かれたあや

めがとても良く調和しています。酒席

に映える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた牡丹

がとても良く調和しています。酒席に

映える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた紫陽

花がとても良く調和しています。酒席

に映える盃です。

φ7×H4cm φ7×H4cm φ7×H4cm

花交趾（あやめ）　盃　１ 花交趾（牡丹）　盃　１ 花交趾（紫陽花）　盃　１

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000

画像 画像 画像

φ7×H4cm φ7×H4cm φ7×H4cm

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた梅が

とても良く調和しています。酒席に映

える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた桜が

とても良く調和しています。酒席に映

える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた藤が

とても良く調和しています。酒席に映

える盃です。

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000

花交趾（梅）　盃　１ 花交趾（桜）　盃　１ 花交趾（藤）　盃　１

真ん中にオコゼが描かれたシンプルで

使いやすい器です。日常使いだけでな

くお持て成しにも最適です。

底に描かれたオコゼを眺めながらお酒

がいただける粋な盃。珍味入などにも

お使いいただけます。

万華鏡のように幻想的な天目釉のぐい

呑です。様々な表情をお楽しみいただ

けます。

画像 画像 画像

φ22×H6㎝ φ8×H3㎝ φ7.5×H4cm

オコゼ　七寸鉢　１ オコゼ　酒盃　１ 万華油滴　ぐい吞　１

¥8,000 ¥4,000 ¥5,000

画像 画像 画像

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 KTA496-07 熊谷聡商店 20 KTA496-08 熊谷聡商店 21 KTA496-09

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 KTA496-10 熊谷聡商店 23 KTA496-11 熊谷聡商店 24 KTA496-12

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 JYK089 熊谷聡商店 26 JYS059 熊谷聡商店 27 TTS783

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 サイズ宝瓶1φ11×H7.5㎝　さまし1W10×D9×H5.5㎝　碗揃5φ6.5×H4.5㎝ 宝瓶1φ11×H7.5㎝　さまし1W10×D9×H5.5㎝　碗揃5φ6.5×H4.5㎝

柔らかな志野釉と印華紋が調和した温

かみのある茶器です。

志野釉が柔らかさを、三島文様が上品

さを引き立てます。季節を問わずお使

いいただけます。

青のグラデーションが晴れ渡る空を連

想させる美しい抹茶碗です。爽やかな

お茶席を演出します。

¥18,000 ¥18,000 ¥6,000

宝瓶150ml　さまし160ml 宝瓶150ml　さまし160ml

φ11×H7cm

黒志野印華　小茶器揃　1：1：5 志野更紗　小茶器揃　1：1：5 青天　抹茶碗　１

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた椿が

とても良く調和しています。酒席に映

える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた紅葉

がとても良く調和しています。酒席に

映える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた水仙

がとても良く調和しています。酒席に

映える盃です。

画像 画像 画像

φ7×H4cm φ7×H4cm φ7×H4cm

花交趾（椿）　盃　１ 花交趾（紅葉）　盃　１ 花交趾（水仙）　盃　１

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000

画像 画像 画像

φ7×H4cm φ7×H4cm φ7×H4cm

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた鉄線

がとても良く調和しています。酒席に

映える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた山葡

萄がとても良く調和しています。酒席

に映える盃です。

鮮やかな交趾釉と染付で描かれた秋草

がとても良く調和しています。酒席に

映える盃です。

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000

花交趾（鉄線）　盃　１ 花交趾（山葡萄）　盃　１ 花交趾（秋草）　盃　１

画像 画像 画像

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 TYH630 熊谷聡商店 29 UCS608 熊谷聡商店 30 LCS303

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 CIS552 熊谷聡商店 32 HHG435 熊谷聡商店 33 TYS607

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 ESF116 熊谷聡商店 35 ERW068 熊谷聡商店 36 ERK125

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

富士に桜　陶額　１ 熊に金太郎（台付）　置物（大）　１

¥12,000 ¥50,000 ¥30,000

画像 画像 画像

若武者（台付）　置物　１

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。

卓越した造形力で細部まで丁寧に仕上

げられた愛らしい置物です。健やかな

成長を願う飾り物として喜ばれます。

渾身の力を込めて熊を投げる金太郎の

置物です。子供の健やかな成長を願う

端午の節句のお飾りに最適です。

在庫限り 在庫限り

縦31×横31㎝ 本体W10×D9.5×H13㎝　台W21×D16.5㎝ 本体W12×D8.5×H11.5㎝　台W21×D16.5㎝

φ8×H8.5cm　容量270ml W5×D4.5×H1cm φ12×7.5cm

乾山調の素地に、ほんのりと色づく桜

の花を優しく描きました。

地色変わりの扇型に桜の花を散りばめ

ました。食卓にそれぞれの色が映え

て、春の演出を楽しめます。

華やかに咲く桜の向こうに、富士山が

悠然とした姿を見せています。日本の

春の原風景とも言える姿を描いた抹茶

碗です。

¥4,000 ¥4,500 ¥6,000

彩さくら　マグカップ　１ 扇花五色　箸置　５ 桜に富士　抹茶碗　１

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。

細やかに描かれた二色の桜詰の絵柄

は、京焼ならではのとても繊細な表現

となっています。ご結婚などのお祝い

にも最適です。

京の春を繊細に表現した飯碗です。飽

きの来ない染付と赤絵の対比が絶妙で

す。

画像 画像 画像

φ12×H7.5cm 大φ7.5×H8.5cm　小φ7×H8cm 大φ12×H5.5cm　小φ11.5×H5cm

花桜　抹茶碗　１ 染赤桜詰　組湯呑　２ 染赤桜詰　組飯碗　２

¥5,500 ¥20,000 ¥22,000

画像 画像 画像

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 EZK029 熊谷聡商店 38 KTA807 熊谷聡商店 39 TYB485

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 HHH218 熊谷聡商店 41 KTA956-01 熊谷聡商店 42 KTA957-01

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

熊谷聡商店 43 KTA676 熊谷聡商店 44 KTA836 熊谷聡商店 45 TKI570

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W23×D19×H4cm 片口 1φ10×Ｈ6.5cm　丸ぐい呑 1 φ5×H4cm φ14.5×H5cm

爽やかな緑色の結晶釉が器体を包んで

います。野菜などの食材を引き立てて

くれる器です。

銀色の花のような結晶釉が目を楽しま

せる酒器です。酒席の会話にも花が咲

くことでしょう。

夏の風物詩であるうちわの中に、二匹

の金魚が仲良く泳いでいます。楽しく

お茶が頂ける、爽やかな平茶碗です。

¥6,000 ¥11,000 ¥5,000

片口容量300ml

花結晶（緑）　楕円鉢　１ 花結晶（銀藤）　片口酒器　1:2 うちわ金魚　平茶碗　１

五色の花と力強く伸びた葉の表現に、

京焼ならではの繊細さを感じます。

白地に施された青色のグラデーション

が結晶の表情に変化を生んでいます。

爽やかで上品なマグです。

下から上へと変化する青色のグラデー

ションが印象的な結晶釉のフリーカッ

プです。

画像 画像 画像

W3.5×D6×H1cm φ7.5×H9.5cm　容量280ml φ8×H11cm　容量240ml

花しょうぶ　箸置　５ 花結晶（白地青）　マグカップ　１ 花結晶（白地青）　フリーカップ　１

¥2,800 ¥5,000 ¥3,000

¥6,000 ¥13,000 ¥10,000

在庫限り

清風（皿立付）　飾り皿　１ 金菖蒲　抹茶碗　１

画像 画像 画像

本体W8×D5×H5.5㎝　台W15×D12㎝ φ17.5×H1.5㎝ φ12×H7.5cm

一つひとつ丹念に作られたかぶとの置

物に匠の手わざが活きています。置き

場所を選ばないサイズも、贈られて嬉

しい。

元気よく泳ぐ鯉のぼりと真っ直ぐに立

つ菖蒲を爽やかに描きました。お部屋

の飾りには勿論、ちまきなどの皿とし

ても素敵です。

白や紺色の菖蒲を生き生きと描いた抹

茶碗です。葉や葉脈の金彩が華やかさ

を演出しています。

かぶと（屏風・台付）　置物　１

画像 画像 画像

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。


