
NSK114 俊山

吉祥梅 九号鍋（白） 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ28×H17.5㎝ 容量3500㎖

NSK114-01 IH・カーボン式 ¥35,000

京
鍋 

お
く
ど
さ
ん ﾄｳｱ684 陶葊

緑釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ687-01 陶葊

緑釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,300

W15×D13.5×H6㎝

FW-611 陶葊

花結晶（黄） れんげ 1
裸 ￥1,500　税込￥1,650

W13.5×D4×H2.5㎝

ﾄｳｱ686 陶葊

黒釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ689-01 陶葊

黒釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,300

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ685 陶葊

飴釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ688-01 陶葊

飴釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,300

W15×D13.5×H6㎝

縁
起
の
良
い
︑
瓢
型
の
印
華
が
ア
ク
セ
ン
ト
に
︒

FW-608-02 陶葊

染花牡丹（紫） れんげ 1
裸 ￥1,500　税込￥1,650

W13.5×D4×H2.5㎝

KMG075-07 陶葊

染花椿（青） れんげ 1
裸 ￥1,500　税込￥1,650

W13.5×D4×H2.5㎝

＊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。
　また、デザインを予告なく変更することがございます。
＊このカタログの有効期限は2022年12月末日です。 熊谷聡商店ウェブサイト：kyoto-kumagai.co.jp instagram facebook

京 焼 清水焼・

鍋
を
囲
ん
で
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USE542 清泉

萩がさね 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LSX260 清泉

萩がさね 組飯碗 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

大φ13×H6㎝ 小φ12×H5㎝

USN964 俊山

彩なでしこ 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LSI564 俊山

彩なでしこ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5㎝

CSH404 清泉

萩がさね マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H9㎝ 容量310㎖

CYB769 喜信

浮花葡萄 マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ7×H9㎝ 容量250㎖

CSK483 俊山

京の秋 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,960

φ7×H9㎝ 容量240㎖

USK788 俊山

京の秋 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

LSK387 俊山

京の秋 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

UJU061 治兵衛

釉流彩（曙） 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ7×H9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

LJU610 治兵衛

釉流彩（曙） 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ11.5×H6㎝ 小φ10.5×H5.5㎝

CJU763 治兵衛

釉流彩（曙） マグカップ 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

UYB077 喜信

浮花葡萄 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

USK059 俊山

京もみじ 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ7.5×8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LSK609 俊山

京もみじ 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ12.5×6㎝ 小φ11×H5.5㎝

CSK762 俊山

京もみじ マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ7.5×8.5㎝ 容量230㎖

秋
を
彩
る
、

   

秋
に
咲
く

LHA460 北哉

秋の風 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

UHA860 北哉

秋の風 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ8×9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UHT433 昇峰

紫野 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LHT118 昇峰

紫野 組飯碗 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

大φ12×H5.5㎝ 小φ11×H5㎝

2 3



USE542 清泉

萩がさね 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LSX260 清泉

萩がさね 組飯碗 2
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

大φ13×H6㎝ 小φ12×H5㎝

USN964 俊山

彩なでしこ 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LSI564 俊山

彩なでしこ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×H6㎝ 小φ11.5×H5㎝

CSH404 清泉

萩がさね マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H9㎝ 容量310㎖

CYB769 喜信

浮花葡萄 マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ7×H9㎝ 容量250㎖

CSK483 俊山

京の秋 マグカップ 1
紙箱 ¥3,600　税込¥3,960

φ7×H9㎝ 容量240㎖

USK788 俊山

京の秋 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ8×H9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

LSK387 俊山

京の秋 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×H6.5㎝ 小φ11×H5.5㎝

UJU061 治兵衛

釉流彩（曙） 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ7×H9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

LJU610 治兵衛

釉流彩（曙） 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ11.5×H6㎝ 小φ10.5×H5.5㎝

CJU763 治兵衛

釉流彩（曙） マグカップ 1
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

φ7.5×H9.5㎝ 容量280㎖

UYB077 喜信

浮花葡萄 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ7×H8.5㎝ 小φ6.5×H8㎝

USK059 俊山

京もみじ 組湯呑 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ7.5×8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LSK609 俊山

京もみじ 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ12.5×6㎝ 小φ11×H5.5㎝

CSK762 俊山

京もみじ マグカップ 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ7.5×8.5㎝ 容量230㎖

秋
を
彩
る
、

   

秋
に
咲
く

LHA460 北哉

秋の風 組飯碗 2
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

大φ12.5×H6.5㎝ 小φ12×H6㎝

UHA860 北哉

秋の風 組湯呑 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ8×9㎝ 小φ7.5×H8.5㎝

UHT433 昇峰

紫野 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

大φ7.5×H8.5㎝ 小φ7×H8㎝

LHT118 昇峰

紫野 組飯碗 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

大φ12×H5.5㎝ 小φ11×H5㎝

2 3



UKH806 嘉峰

花うさぎ 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LGU330 花月

うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

大φ12×H6㎝ 小φ11×H5.5㎝

秋
の
夜
長
に

鳥
獣
戯
画

ﾄｳｱ905 陶葊

鳥獣戯画 香炉 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

φ8.5×H7.5㎝

ﾄｳｱ695 陶葊

鳥獣戯画 蓋物 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ10×H6.5㎝

UIX443 壹楽

高山寺 組湯呑 1
木箱 ¥12,000　税込¥13,200

大φ8×H9㎝ 小φ7×H8㎝

PIK349 壹楽

高山寺 六寸皿 1
紙箱 ¥12,000　税込¥13,200

φ18×H3㎝

LIX120 壹楽

高山寺 組飯碗 1
紙箱 ¥15,000　税込¥16,500

大φ12×H5.5㎝ 小φ11.5×H5㎝

ﾄｳｱ773 陶葊

鳥獣戯画（朱台付） 汁注 1
紙箱 ¥5,500　税込¥6,050

φ7×H7㎝ 容量150㎖

ﾄｳｱ775 陶葊

鳥獣戯画 楊枝入 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ5×H8㎝

ﾄｳｱ774 陶葊

鳥獣戯画(竹匙付) 薬味入 1
紙箱 ¥3,700　税込¥4,070

φ5.5×H5㎝

LHS580 鳳山

染赤絵巻 組飯碗 2
紙箱 ¥12,000　税込¥13,200

大φ12×5.5㎝ 小φ11×H5㎝

UFY008 圭司

宵待うさぎ 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

大φ7.5×9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LFY603 圭司

宵待うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12×6.5㎝ 小φ11.5×H6㎝

ﾄｳｱ862 徳利容量250　陶葊

鳥獣戯画 お預け酒器 1：2
紙箱 ¥9,000　税込¥9,900

徳利1 φ7.5×H12㎝ ¥5,000
ぐい呑1 φ5.5×H5㎝ ¥2,000

QIX323 壹楽

高山寺 お茶呑茶碗 5
木箱 ¥30,000　税込¥33,000

φ8.5×H6㎝

CGR705 玉凰

福ふくろう マグカップ 1
紙箱 ¥3,400　税込¥3,740

φ9×H9㎝ 容量300㎖

ﾄｳｱ866 宝瓶容量180㎖　陶葊

鳥獣戯画 小茶器揃 1:1：5
紙箱 ¥25,000　税込¥27,500

宝瓶1 φ9×H8㎝ ¥7,000
碗揃5 φ6×H5㎝ ¥13,000
さまし1 W10.5×D7×H5.5㎝ ¥5,000

UHS976 鳳山

染赤絵巻 組湯呑 2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

大φ7×9㎝ 小φ6.5×H8.5㎝

CCH402 嘉峰　単品各\3,000

粉引ふくろう ペアマグカップ 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8.5×H9㎝ 容量230㎖

CIK519 昇峰

黄交趾ふくろう マグカップ 1
紙箱 ¥8,500　税込¥9,350

φ7×H8.5㎝ 容量210㎖

LHR618 北哉

色絵ふくろう 組飯碗 2
紙箱 \7,500　税込\8,250

大φ11.5×H6.5cm 小φ11×H6cm

UHR083 北哉

色絵ふくろう 組湯呑 2
紙箱 \7,000　税込\7,700

大φ8.5×H8.5cm 小φ8×H8cm

UCH727 嘉峰

粉引ふくろう 組湯呑 2
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

大φ7.5×H9㎝ 小φ7×H8.5㎝

LKH410 嘉峰

花うさぎ 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

LCH319 嘉峰

粉引ふくろう 組飯碗 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ12.5×H6㎝ 小φ11.5×H5.5㎝

UGU737 花月

うさぎ 組湯呑 2
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

大φ8×H8.5㎝ 小φ7.5×8㎝

NEW NEW

ﾄｳｱ494 陶葊

鳥獣戯画 組湯呑 2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

大φ8×H9.5cm 小φ7×H8.5cm

NEW

ﾄｳｱ495 陶葊

鳥獣戯画 組飯碗 2
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

大φ11.5×H6cm 小φ11×H5.5cm

NEW
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HOV159 紫泉

大和撫子 箸置 5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W4×D4×H1㎝

HKK330 嘉峰

粉引ふくろう 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D6.5×H1.5㎝

HYZ260 善昇

唐辛子 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

W1×D5×H3㎝

HKK312 紫泉

柿 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W2.5×D4.5×H1㎝

HZN483 善昇

茄子 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W3×D4.5×H1.5㎝

HEK292 紫泉

ぶどう 箸置 5
紙箱 ¥3,600　税込¥3,960

W4×D5.5×H1㎝

HMR604 幹

丸紋うさぎ ペア箸置 2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,430

W6×D4×H1.5㎝

HJB662 紫泉

紅白椿 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,400　税込¥1,540

W4.5×D4.5×H1㎝

HHC347 紫泉

高山寺 箸置 5
紙箱 ¥4,500　税込¥4,950

W3.5×D5×H0.7㎝

HJH154 紫泉

はっけよい 箸置 5
紙箱 ¥3,200　税込¥3,520

W4.5×D4.5×H0.5㎝

HFC023 芳山

瓦五草花 箸置 5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W3×D3×H0.8㎝

HBI625 凡

いろ葉 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,200　税込¥1,320

W4×D3×H0.5㎝

HKK273 紫泉

照もみじ 箸置 5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,080

W4.5×D4.5×H1㎝

HHM403 紫泉

実り 箸置 5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,080

W5×D4×H1㎝

HBA571 凡

リンゴうさぎ 箸置 1
P袋 ¥400　税込¥440

W3.5×D2.5×H0.5㎝

HBN508 凡

野うさぎ ペア箸置 2
P袋 ¥1,000　税込¥1,100

W2.5×D3.5×H0.5㎝
HHH569 紫泉

ハーモニー 箸置 5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

箱W11×D10×H2㎝

HJT661 紫泉

五色椿 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W4.5×D4.5×H1㎝

HGK069 紫泉

銀杏五草花 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D4×H1.5㎝

HEN298 紫泉

つばき 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4.5×D4.5×H1㎝

HHA502 芳山

扇秋草 箸置 5
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

W5×D4.5×H1㎝

HMG172 善昇

秋流水 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W3×D5×H1.5㎝

HEK250 紫泉

卯のまどか 箸置 5
紙箱 ¥1,700　税込¥1,870

W5×D2.5×H0.5㎝

HBY474 凡

京やさい 箸置 5
P袋 ¥3,300　税込¥3,630

金時にんじんW1.5×D7×H0.5㎝

HHG368 紫泉

五色ふくろう 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W3×D6.5×H2.5㎝

HBT622 凡

富士月夜 箸置 3
紙箱 ¥2,100　税込¥2,310

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HHN489 紫泉

波かえで 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W5.5×D3×H1㎝

HEB395 紫泉

琵琶 ペア箸置 2
桐箱 ¥2,500　税込¥2,750

W2.5×D5.5×H1.5㎝

秋
の
箸
置

HKH664 嘉峰

福ふくろう 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D3.5×H0.5㎝

HKF685 嘉峰

福うさぎ 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D6.5×H2㎝
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HOV159 紫泉

大和撫子 箸置 5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W4×D4×H1㎝

HKK330 嘉峰

粉引ふくろう 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D6.5×H1.5㎝

HYZ260 善昇

唐辛子 箸置 5
紙箱 ¥2,500　税込¥2,750

W1×D5×H3㎝

HKK312 紫泉

柿 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W2.5×D4.5×H1㎝

HZN483 善昇

茄子 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W3×D4.5×H1.5㎝

HEK292 紫泉

ぶどう 箸置 5
紙箱 ¥3,600　税込¥3,960

W4×D5.5×H1㎝

HMR604 幹

丸紋うさぎ ペア箸置 2
紙箱 ¥1,300　税込¥1,430

W6×D4×H1.5㎝

HJB662 紫泉

紅白椿 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,400　税込¥1,540

W4.5×D4.5×H1㎝

HHC347 紫泉

高山寺 箸置 5
紙箱 ¥4,500　税込¥4,950

W3.5×D5×H0.7㎝

HJH154 紫泉

はっけよい 箸置 5
紙箱 ¥3,200　税込¥3,520

W4.5×D4.5×H0.5㎝

HFC023 芳山

瓦五草花 箸置 5
紙箱 ¥2,000　税込¥2,200

W3×D3×H0.8㎝

HBI625 凡

いろ葉 ペア箸置 2
紙箱 ¥1,200　税込¥1,320

W4×D3×H0.5㎝

HKK273 紫泉

照もみじ 箸置 5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,080

W4.5×D4.5×H1㎝

HHM403 紫泉

実り 箸置 5
紙箱 ¥2,800　税込¥3,080

W5×D4×H1㎝

HBA571 凡

リンゴうさぎ 箸置 1
P袋 ¥400　税込¥440

W3.5×D2.5×H0.5㎝

HBN508 凡

野うさぎ ペア箸置 2
P袋 ¥1,000　税込¥1,100

W2.5×D3.5×H0.5㎝
HHH569 紫泉

ハーモニー 箸置 5
紙箱 ¥3,800　税込¥4,180

箱W11×D10×H2㎝

HJT661 紫泉

五色椿 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W4.5×D4.5×H1㎝

HGK069 紫泉

銀杏五草花 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D4×H1.5㎝

HEN298 紫泉

つばき 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4.5×D4.5×H1㎝

HHA502 芳山

扇秋草 箸置 5
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

W5×D4.5×H1㎝

HMG172 善昇

秋流水 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W3×D5×H1.5㎝

HEK250 紫泉

卯のまどか 箸置 5
紙箱 ¥1,700　税込¥1,870

W5×D2.5×H0.5㎝

HBY474 凡

京やさい 箸置 5
P袋 ¥3,300　税込¥3,630

金時にんじんW1.5×D7×H0.5㎝

HHG368 紫泉

五色ふくろう 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W3×D6.5×H2.5㎝

HBT622 凡

富士月夜 箸置 3
紙箱 ¥2,100　税込¥2,310

W3.5×D3.5×H0.5㎝

HHN489 紫泉

波かえで 箸置 5
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W5.5×D3×H1㎝

HEB395 紫泉

琵琶 ペア箸置 2
桐箱 ¥2,500　税込¥2,750

W2.5×D5.5×H1.5㎝

秋
の
箸
置

HKH664 嘉峰

福ふくろう 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D3.5×H0.5㎝

HKF685 嘉峰

福うさぎ 箸置 5
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W4×D6.5×H2㎝
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NEW

ﾄｳｱ858 陶葊

赤燿虹彩 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ8.5×H4.5㎝

GMV076 西山　単品各¥6,000

金銀箔秋月 ペアぐい呑 2
木箱 ¥12,000　税込¥13,200

W6×D6×H4.5㎝

GRC373 陶楽

紫彩三島 盃 1
紙箱 ¥6,600　税込¥7,260

φ6×Ｈ3㎝

GJK354 譲司

黒柿釉 ぐい呑 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ6.5×H4.5㎝

RMC098 徳利容量230㎖　嘉峰

柿釉 瓢型 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ7×13.5㎝ ¥3,400
ぐい呑1 φ4.5×5㎝ ¥3,300

GSH395-08 俊山

花紀行（撫子） 盃 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H3㎝

GSH395-10 俊山

花紀行（紅葉） 盃 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H3㎝

PSK680 俊山

京の秋 尺皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ30×H5㎝

PDM540 大日

飴釉 七寸皿 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ22×H3.5㎝

PBK675 匠

粉引 長角皿 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,950

W27.5×D11×H3㎝

GSH395-09 俊山

花紀行（ぶどう） 盃 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H3㎝

GZC399-08 昇峰

交趾花だより（小菊） 盃 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8×H3㎝

GZC399-09 昇峰

交趾花だより（葡萄） 盃 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8×H3㎝

GZC399-10 昇峰

交趾花だより（紅葉） 盃 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8×H3㎝

PNA713 幹

吉祥秋草 五寸角皿 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W15.5×D15.5×Ｈ2.5㎝

（左）ﾄｳｱ849-12 松皮天目 盃 1
（右）ﾄｳｱ849-03 赤霰天目 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ8.5×H4.5㎝ 陶葊

BSH803 清泉

萩がさね 五、五寸鉢 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ17×H5.5㎝

BJM964 治兵衛

三島華紋 六、五寸鉢 1
紙箱 ¥7,000　税込¥７，７００

φ20×H6㎝

BSY903-02 俊山

秋小花 角鉢 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W18×D18×H6㎝

BVM088 岩華

菊割 五寸平鉢揃 5
紙箱 ¥25,000　税込¥27,500

φ16×H5.5㎝ 単品¥5,000

BJY905 治兵衛

釉彩花三島 浅鉢 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ18.5×H4㎝

RYM213 徳利容量290㎖ 喜信

三島唐草 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ7×H12㎝ ¥5,000
ぐい呑1 φ6×H5㎝ ¥2,500

GKS345 木野

銹粉引 ぐい呑 1
木箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ8.5×H4.5㎝

RHS205 片口容量160㎖　花月

白かいらぎ 片口酒器 1:2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,350

片口1 φ7×H9.5㎝　¥4,500
ぐい呑1 φ5×H4㎝　¥2,000

RHH214 徳利容量395㎖　北哉

花六瓢 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥11,000　税込¥12,100

徳利1 φ8.5×H13.5㎝　¥6,400
ぐい呑1 φ5.5×H6㎝　¥2,300

ﾄｳｱ492 陶葊

赤燿虹彩 長皿 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W29.5×D9.5×H2㎝

NEW
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NEW

ﾄｳｱ858 陶葊

赤燿虹彩 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ8.5×H4.5㎝

GMV076 西山　単品各¥6,000

金銀箔秋月 ペアぐい呑 2
木箱 ¥12,000　税込¥13,200

W6×D6×H4.5㎝

GRC373 陶楽

紫彩三島 盃 1
紙箱 ¥6,600　税込¥7,260

φ6×Ｈ3㎝

GJK354 譲司

黒柿釉 ぐい呑 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ6.5×H4.5㎝

RMC098 徳利容量230㎖　嘉峰

柿釉 瓢型 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ7×13.5㎝ ¥3,400
ぐい呑1 φ4.5×5㎝ ¥3,300

GSH395-08 俊山

花紀行（撫子） 盃 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H3㎝

GSH395-10 俊山

花紀行（紅葉） 盃 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H3㎝

PSK680 俊山

京の秋 尺皿 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ30×H5㎝

PDM540 大日

飴釉 七寸皿 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ22×H3.5㎝

PBK675 匠

粉引 長角皿 1
紙箱 ¥4,500　税込¥4,950

W27.5×D11×H3㎝

GSH395-09 俊山

花紀行（ぶどう） 盃 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ8×H3㎝

GZC399-08 昇峰

交趾花だより（小菊） 盃 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8×H3㎝

GZC399-09 昇峰

交趾花だより（葡萄） 盃 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8×H3㎝

GZC399-10 昇峰

交趾花だより（紅葉） 盃 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ8×H3㎝

PNA713 幹

吉祥秋草 五寸角皿 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W15.5×D15.5×Ｈ2.5㎝

（左）ﾄｳｱ849-12 松皮天目 盃 1
（右）ﾄｳｱ849-03 赤霰天目 盃 1
木箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ8.5×H4.5㎝ 陶葊

BSH803 清泉

萩がさね 五、五寸鉢 1
紙箱 ¥4,000　税込¥4,400

φ17×H5.5㎝

BJM964 治兵衛

三島華紋 六、五寸鉢 1
紙箱 ¥7,000　税込¥７，７００

φ20×H6㎝

BSY903-02 俊山

秋小花 角鉢 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

W18×D18×H6㎝

BVM088 岩華

菊割 五寸平鉢揃 5
紙箱 ¥25,000　税込¥27,500

φ16×H5.5㎝ 単品¥5,000

BJY905 治兵衛

釉彩花三島 浅鉢 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ18.5×H4㎝

RYM213 徳利容量290㎖ 喜信

三島唐草 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

徳利1 φ7×H12㎝ ¥5,000
ぐい呑1 φ6×H5㎝ ¥2,500

GKS345 木野

銹粉引 ぐい呑 1
木箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ8.5×H4.5㎝

RHS205 片口容量160㎖　花月

白かいらぎ 片口酒器 1:2
紙箱 ¥8,500　税込¥9,350

片口1 φ7×H9.5㎝　¥4,500
ぐい呑1 φ5×H4㎝　¥2,000

RHH214 徳利容量395㎖　北哉

花六瓢 お預け酒器 1:2
紙箱 ¥11,000　税込¥12,100

徳利1 φ8.5×H13.5㎝　¥6,400
ぐい呑1 φ5.5×H6㎝　¥2,300

ﾄｳｱ492 陶葊

赤燿虹彩 長皿 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

W29.5×D9.5×H2㎝

NEW
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抹茶碗

TBM548 八幡

夢玄紅葉 抹茶碗 1
紐木 ¥12,000　税込¥13,200

φ12.5×H7.5㎝　

TSH538 清泉

萩がさね 抹茶碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ11×H8㎝

TJA602 治兵衛

釉流彩（曙） 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12×H7.5㎝　

TSK619 俊山

京もみじ 抹茶碗 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

φ12×H8㎝　

TSK584 俊山

小菊 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

φ12.5×H8㎝　

TSK697 俊山

京の秋 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12.5×H8㎝　

TSB764 俊山

ぶどう 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12.5×H8㎝　

THY646 柳

錆窯変 抹茶碗 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ11.5×H7.5㎝　

LNH355-01 柳

本粉引 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ12×H5.5㎝

LOM494-01 木野

織部面取 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ13×H6.5㎝

LHT555 花月

釉彩点紋 飯碗 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ10.5×H6.5㎝

LRS297-01 陶楽

セピア 飯碗（大） 1
紙箱 ¥5,500　税込¥6,050

φ12.5×H6cm

LSE212-01 清泉

四季印華 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ13×H6cm

LGK374-01 賀峰

染濃吉祥 飯碗（大） 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

φ11.5×H5.5cm

LGK374-02　赤濃吉祥 飯碗（小） 1
φ11×H5cm

LFS602-01 圭司

招福六瓢 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ12×H6.5cm

LFS602-02　招福六瓢 飯碗（小） 1
φ11.5×H6cm

LYM606-01 喜信

三島唐草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ12.5×H6㎝

LYM606-02　三島唐草 飯碗（小） 1
φ11×H5.5㎝

LGK458-01 花月

櫛目印華 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ12×H6.5㎝

LGK458-02 櫛目印華 飯碗（小） 1
φ10.5×H6㎝

LGS598-01 岩華

鈴古紋（染） 飯碗 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H5.5㎝

LGS598-02　鈴古紋（赤） 飯碗 1
φ12×H5.5㎝

LJY586-01 治兵衛

釉流彩（茶） 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ11.5×H6㎝

ごはんのうつわ ― 新米の香りを楽しむ ―

TXQ177 柳

伊羅保 抹茶碗 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ13.5×H7.5㎝　

TIY785 桜谷

色絵錦葉 抹茶碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ12×H7.5㎝　

TZZ６２８ 香菊

ざくろ 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12×H7.5㎝　

ﾄｳｱ544 陶葊

花結晶（銀藤） 飯碗 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ12.5×H6㎝

LDU514 大日

釉彩 飯碗 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,520

φ11×H6cm

TYB623 喜信

黒志野印華 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12.5×H8㎝

LYS607-02 喜信

縞三島 飯碗（小） 1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,575

φ11×H5.5㎝

NEW
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抹茶碗

TBM548 八幡

夢玄紅葉 抹茶碗 1
紐木 ¥12,000　税込¥13,200

φ12.5×H7.5㎝　

TSH538 清泉

萩がさね 抹茶碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ11×H8㎝

TJA602 治兵衛

釉流彩（曙） 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12×H7.5㎝　

TSK619 俊山

京もみじ 抹茶碗 1
紙箱 ¥7,000　税込¥7,700

φ12×H8㎝　

TSK584 俊山

小菊 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,500　税込¥7,150

φ12.5×H8㎝　

TSK697 俊山

京の秋 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12.5×H8㎝　

TSB764 俊山

ぶどう 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12.5×H8㎝　

THY646 柳

錆窯変 抹茶碗 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ11.5×H7.5㎝　

LNH355-01 柳

本粉引 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ12×H5.5㎝

LOM494-01 木野

織部面取 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ13×H6.5㎝

LHT555 花月

釉彩点紋 飯碗 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ10.5×H6.5㎝

LRS297-01 陶楽

セピア 飯碗（大） 1
紙箱 ¥5,500　税込¥6,050

φ12.5×H6cm

LSE212-01 清泉

四季印華 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ13×H6cm

LGK374-01 賀峰

染濃吉祥 飯碗（大） 1
紙箱 ¥7,500　税込¥8,250

φ11.5×H5.5cm

LGK374-02　赤濃吉祥 飯碗（小） 1
φ11×H5cm

LFS602-01 圭司

招福六瓢 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ12×H6.5cm

LFS602-02　招福六瓢 飯碗（小） 1
φ11.5×H6cm

LYM606-01 喜信

三島唐草 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ12.5×H6㎝

LYM606-02　三島唐草 飯碗（小） 1
φ11×H5.5㎝

LGK458-01 花月

櫛目印華 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,000　税込¥3,300

φ12×H6.5㎝

LGK458-02 櫛目印華 飯碗（小） 1
φ10.5×H6㎝

LGS598-01 岩華

鈴古紋（染） 飯碗 1
紙箱 ¥10,000　税込¥11,000

φ12×H5.5㎝

LGS598-02　鈴古紋（赤） 飯碗 1
φ12×H5.5㎝

LJY586-01 治兵衛

釉流彩（茶） 飯碗（大） 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ11.5×H6㎝

ごはんのうつわ ― 新米の香りを楽しむ ―

TXQ177 柳

伊羅保 抹茶碗 1
紙箱 ¥5,000　税込¥5,500

φ13.5×H7.5㎝　

TIY785 桜谷

色絵錦葉 抹茶碗 1
紙箱 ¥8,000　税込¥8,800

φ12×H7.5㎝　

TZZ６２８ 香菊

ざくろ 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12×H7.5㎝　

ﾄｳｱ544 陶葊

花結晶（銀藤） 飯碗 1
紙箱 ¥3,500　税込¥3,850

φ12.5×H6㎝

LDU514 大日

釉彩 飯碗 1
紙箱 ¥3,200　税込¥3,520

φ11×H6cm

TYB623 喜信

黒志野印華 抹茶碗 1
紙箱 ¥6,000　税込¥6,600

φ12.5×H8㎝

LYS607-02 喜信

縞三島 飯碗（小） 1
紙箱 ¥3,250　税込¥3,575

φ11×H5.5㎝

NEW
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NSK114 俊山

吉祥梅 九号鍋（白） 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ28×H17.5㎝ 容量3500㎖

NSK114-01 IH・カーボン式 ¥35,000

京
鍋 

お
く
ど
さ
ん ﾄｳｱ684 陶葊

緑釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ687-01 陶葊

緑釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,300

W15×D13.5×H6㎝

FW-611 陶葊

花結晶（黄） れんげ 1
裸 ￥1,500　税込￥1,650

W13.5×D4×H2.5㎝

ﾄｳｱ686 陶葊

黒釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ689-01 陶葊

黒釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,300

W15×D13.5×H6㎝

ﾄｳｱ685 陶葊

飴釉 八号京鍋 1
紙箱 ¥18,000　税込¥19,800

φ26×H15㎝ 容量1800㎖

ﾄｳｱ688-01 陶葊

飴釉 取鉢 1
紙箱 ￥3,000　税込￥3,300

W15×D13.5×H6㎝

縁
起
の
良
い
︑
瓢
型
の
印
華
が
ア
ク
セ
ン
ト
に
︒

FW-608-02 陶葊

染花牡丹（紫） れんげ 1
裸 ￥1,500　税込￥1,650

W13.5×D4×H2.5㎝

KMG075-07 陶葊

染花椿（青） れんげ 1
裸 ￥1,500　税込￥1,650

W13.5×D4×H2.5㎝

＊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。
　また、デザインを予告なく変更することがございます。
＊このカタログの有効期限は2022年12月末日です。 熊谷聡商店ウェブサイト：kyoto-kumagai.co.jp instagram facebook

京 焼 清水焼・
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