山車
やまぐるま

数あるお祭りをテーマに
夏と秋を彩る風炉の茶道具から、
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日本の伝統技術が光る和雑貨など
多彩にご提案いたします。

2021年［夏・秋号］

七夕

321-002

雲彫 釣舟花入

星に願いを

｜

321-001
金屋長兵衛作

24,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕29.2 × 11.8㎝ 高さ 8.3㎝（合金）

法谷文雅師筆 大徳寺派 逢春寺住職（京都）
画賛横物「露」竹の図

50,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕巾 60.5cm 長さ 117.5㎝
絵師：八木 粋

321-003

樹脂製 青楓流水 透明平棗
4,950 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 8.9㎝ 高さ 5.9㎝
※中身の抹茶は付属しません。

321-004

沢栗 青海盆
特別価格

村瀬治兵衛作

22,000 円（税込） 紙箱

〔寸法〕径 24㎝ 高さ 2.8㎝

321-006

321-005

西村利峰作
37,400 円（税込） 木箱

山根瑞宝作
11,000 円（税込） 木箱

金銀彩 竹絵耳付水指
〔寸法〕胴径 18.2㎝ 高さ 17㎝
（蓋含まず）（京焼）
※茶碗は P8 掲載

圓能斎好写 亀蔵棗
〔寸法〕胴径 6.6㎝ 高さ 7.2㎝
（山中塗・木製漆）
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大徳寺派 芳徳寺住職（奈良）

特別価格 3,300 円（税込） タトウ紙

七夕飾りの図

きっこうでん

画賛短冊「涼風」乞巧奠の図

321-011
き ん ま

蒟醤香合

特別価格 4,400 円（税込） タトウ紙

321-010
山上幸舟作

13,200 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 6.2㎝ 高さ 5.7㎝
（山中塗・木製漆）

露芝

画賛色紙「天の川」

色絵 糸巻蓋置

嘉門工藝製

橋本紹尚師筆

大徳寺派 芳徳寺住職（奈良）

３２１ ０
- ０７

㎝

321-008

橋本紹尚師筆

織女星の別名に「梶の葉姫」があるように、梶の葉は織女を
象徴します。牽牛と二つの星にかけて二枚を重ねました。
五色の短冊を思わせる絹布は、中国の五行説に由来する自然
界の「木・火・土・金・水」を表しています。
神木として尊ばれる梶の葉と五色の絹布が邪気を祓います。
また、梶の葉を結ぶ銀糸には、願いが叶うといわれる「叶結
び」が用いられています。

321-009

七夕 乞巧・星の座飾り

㎝ 長さ

113.5

特別価格２０、
９００ 円 （税込） 木箱

〔寸法〕巾
23

高野昭阿弥作

6,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕5.6㎝四方 高さ 5.4㎝（京焼）

金砂子

紗張 露芝・金砂子両面風炉先
321-012 京間
321-013 江戸間
各 71,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕高さ 45.5㎝
両面でご使用いただけます。

321-015

321-014

特別価格 58,300 円（税込） 木箱

特別価格 42,900 円（税込） 紙箱

亀甲地紋 棗釜（風炉用）菊地政光作 圓能斎好写 糸巻卓（炉風炉兼用・組立式）
〔寸法〕最大径 18㎝ 高さ 19.5㎝
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祇園祭

321-016

ガラス平水指

22,000 円（税込）木箱

〔寸法〕最大径 24.2cm 高さ 10㎝
（蓋含まず）

321-018

車軸釡（風炉用）

321-017
和田美之助作

462,000 円（税込） 木箱

真塗 風炉用 長板

川瀬表完作

数量
限定

山車が邪気を払う

｜

80,300 円（税込） 木箱

〔寸法〕最大径 22.2㎝ 高さ 16㎝（蓋含まず）
※品切れの際は納品にお時間をいただきます。

321-021

槌目 雲金建水

一政堂製
26,400 円（税込）木箱

〔寸法〕最大径 13.8㎝
高さ 8.5㎝（銅）

321-020

鉾絵平茶碗

321-019
西村利峰作

22,000 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 13.5㎝ 高さ 6.5㎝（京焼）

護符蒔絵中棗
特別価格

〔寸法〕胴径 6.8㎝ 高さ 7㎝
（山中塗・木製漆）

アウグスト強王の紋章からとら
れた、二本の剣が交わる高貴な
デザインをモチーフにしていま
す。マイセン300 年の歴史を象
徴するコレクションです。

321-023

321-022

14,300 円（税込） 紙箱

マイセン窯

鞍形 煙草盆

〔寸法〕20 × 13㎝ 高さ 12㎝ （木製ウレタン）

321-024

車軸釡（風炉用）
特別価格

坂本宗雅作

44,000 円（税込）木箱

菊池政光作

60,500 円（税込）木箱

〔寸法〕最大径 24㎝ 高さ 16.2㎝（蓋含まず）

剣マーク火入
特別価格

数量
限定

8,250 円（税込） 紙箱

〔寸法〕最大径 9.3㎝ 高さ 10.6㎝

マイセンはヨーロッパで初めて磁器製造に成功したブランドです。17 世紀、東洋の磁器
に魅了されたアウグスト強王の命により、純白で薄く、硬く艶やかな硬質磁器が誕生し
ました。現在のマイセンは、過去の遺産である原型や資料を保管・伝承し、技術を守り
つつ、歴史ある古典磁器を完全に再現しています。
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の

し そんのもの

5,060 円（税込）紙箱

〔寸法〕26.3 × 18㎝ 高さ 0.6㎝（杉材）

出土した８世紀の木簡

「蘇民将来之子孫者」という呪
符は、スサノオノミコトが旅の
途中、「蘇民将来」という人物
に宿ともてなしを受けたお礼と
して、子孫を末永く疫病から守
る約束をしたという伝承に基づ
いています。
菓子器の焼印は京都府長岡京市
にて出土した、８世紀の木簡
（長さ 2.7㎝ 高さ 1.3㎝）に書か
れていた呪符を元に製作致しま
した。「蘇民将来」の言葉は全
国各地に伝わっており、この木
簡はその中でも最古の出土品と
なります。

３２１ ０
- ２６

み ん しょう ら い

友田 充作

そ

版画短冊 祇園祭 巡行の図

絵馬形 干菓子器
「蘇民 将 来之子孫者」

２、
２００ 円 （税込） タトウ紙

「無病息災」を願ったお守りを菓子器に

321-028

321-027

版画色紙 祇園祭 屏風図
友田 充作
3,300 円（税込） タトウ紙

321-025

色紙短冊掛「青海波」

（風帯付）
4,840 円（税込） 紙箱

〔寸法〕巾 31㎝ 長さ 125㎝

d 321-032

祇園祭 ご朱印帖

（山鉾）
2,200 円（税込）

〔寸法〕12 × 18㎝（化繊）
小さな鉾の
モチーフが
刺繍されて
います。

小さな白檀玉と提灯の
しおり付き

f

c

a
b

ピンク

ブルー

祇園祭 ご朱印帖

e 321-033 ピンク
f 321-034 ブルー
各 2,530 円（税込）

〔寸法〕12 × 18㎝（正絹）

c 321-031

祇園祭 サシェ
660 円（税込）

〔寸法〕全長 9.5㎝
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d

e
b 321-030

桐製 飾り台

1,320 円（税込） 紙箱

〔寸法〕巾 10.5㎝ 高さ 28.5㎝

山田松香木店
a 321-029

香飾り 京の風物詩 祇園祭
3,080 円（税込） 紙箱

〔寸法〕全長 15㎝

夏は涼しく

涼しさはたぐいも更に夏山の
峰より落つる音なしの瀧

321-036 水色 紙釜敷
9,900 円（税込） 紙箱

山崎吉左衛門作

321-037 内金箔 貝香合
8,800 円（税込） 木箱

こさい

中村湖彩作

数量
限定

※天然素材の為、大きさ、色、景色は個々に異なります。

ぶっしゅかん

321-038 仏手観 籠花入
特別価格 57,200 円（税込）紙箱

〔寸法〕最大径 17.5㎝ 高さ 57㎝

321-035 小林太玄師筆 大徳寺塔頭 黄梅院住職（京都）

一行物 白紙賛「涼しさは…」
63,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕巾 31㎝ 長さ 156㎝
白紙の空間に瀧がとうとうと流れ落ちる音を聞き、水を見て、より一層の
涼を感じて頂く「白紙の賛」。その妙味をお楽しみください。

321-042

圓能斎好写 蛍籠炭斗

16,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕21㎝四方 高さ 11.8㎝
（木製ウレタン）

優工房製

321-040 羽衣鶴羽箒（風炉用）
特別価格 17,600 円（税込）紙箱
321-041 美津火箸 一政堂製
29,700 円（税込）木箱

321-039

数量
限定

淡々斎好写 南鐐 唐松灰匙

（風炉用） 木村清雲作
特別価格 49,500 円（税込） 木箱
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321-043 青磁 切子水指
80,300 円（税込） 木箱

横石嘉助作

〔寸法〕18.6 × 18.4㎝ 高さ 18.7㎝（蓋含まず）
（平戸焼）

321-046

おおぐろ

長次郎写 黒楽「大黒」茶碗
佐々木昭楽作
17,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 11.3㎝ 高さ7.8㎝（京焼）
樂家初代の長次郎作で、利休七種茶
碗のひとつ。

321-045

仁清写 六瓢絵平茶碗
じゃくすい

小野山若 水作
17,600 円（税込） 木箱

321-044
かよう

〔寸法〕口径 14.5㎝ 高さ 5.4㎝
（京焼）

荷葉 蓋置

はんにゃかんけい

般若勘渓作

24,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕最大径 6.5㎝ 高さ 5㎝（鉄）

321-047
321-049

杉木地 楓流水透かし煙草盆
特別価格

7,920 円（税込） 紙箱

〔寸法〕20.2 × 14.2㎝ 高さ 8.5㎝
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321-048

白磁 波の戯れ火入
特別価格

数量
限定

マイセン窯

5,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕最大径 9㎝ 高さ 10.4㎝

中興名物 手枕写茶入
35,200 円（税込） 木箱

陶若窯

〔寸法〕胴径 5.1㎝ 高さ 7.8㎝（滋賀）
仕覆：富田金襴
伝来：小堀遠州 - 坂倉伊勢守 - 田沼主殿頭 松平不昧

涼風来たる

︱木地の菓子器を用いて
321-050

杉木地
六瓢透かし縁高
19,800 円（税込） 紙箱
〔寸法〕16.2㎝四方 高さ 25.3㎝

321-051

杉木地
流水透かし干菓子器
5,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕22.7㎝四方 高さ 3㎝

321-053

スパイラル型ステンレス楊子

（金銀 2 色セット）
特別価格 660 円（税込）透明袋
〔寸法〕長さ 9㎝

321-052

色紙重ね

※茶碗は P11 掲載

金銀杉木地銘々皿（ 5 枚組）

7,920 円（税込）紙箱

〔寸法〕9.3㎝四方 高さ 0.6㎝
金と銀、両面でお使いいただける銘々皿です。
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a

d

c

日本の四季の移り変わりにインスピレーションを
」（シーズン
受けて制作された「 Seasons of the Year
ズ・オブ・ザ・イヤー）コレクションのひとつです。

321-058

b

数量
限定

染付 青い花平茶碗
マイセン窯
特別価格

35,200 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 14.7㎝ 高さ 5.5㎝

浮彫 茶碗
特別価格

リヤドロ製

各 11,000 円（税込） 紙箱

数量
限定

〔寸法〕口径 11.4㎝ 高さ 7.5㎝
※品切の際はご容赦ください。

お菓子のお問い合わせはこちらまで

321-054
321-055
321-056
321-057

竹
菊
梅
蘭

リヤドロは、スペインを代表するポーセリン（磁器製品）ブランドで、1950
年代初めに３人の兄弟により古都バレンシア近郊に開窯しました。『人生の
喜びを描く』という創作理念と飽くなき技術探求に裏づけされた作品は、
多くの人々の共感を得て、創業から約 70 年という短期間でポーセリンの
トップブランドへと成長しました。

UCHU wagashi

式亭（株式会社ミリエーム）

「りすとどんぐりmini」

賞味期限：３カ月（製造日より）

ホームページ：
http://uchu-wagashi.jp
（オンラインショップあり）
電話：075-201-4933
寺町本店
〒 602-0875 京都市上京区寺町通丸太町上ル信富町 307
電話：075-754-8538
定休日：火曜日・水曜日 営業時間：11 時～ 17 時
他、ジェイアール京都伊勢丹にも店舗あり

俵屋吉富
ホームページ：http://www.kyogashi.co.jp
（オンラインショップあり）
電話：075-432-2211
本店
〒 602-0029 京都市上京区室町通上立売上ル
定休日：日曜日・水曜日
営業時間：8 時～ 16 時
他、烏丸店、小川店や百貨店などにも多数店舗あり
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a
b
c
d

「花七宝 12 個入り」
1,080 円（税込）送料別

賞味期限 60 日

式亭オンラインショップ：
http ://shikitei.net/
電話：0120-351-088

「祇園囃子」

販売期間：7 月 1 日頃～ 7 月 24 日頃迄

「ハッピーハロウィン」

販売期間：10月1日頃～ 10月31日頃迄
※詳しい日程はホームページをご確認ください。

※世情により、営業時間等に変更がある場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

涼を感じるおもてなし

321-059

白杉膳（ 5 客組）
特別価格 26,730 円（税込）紙箱

〔寸法〕30㎝四方 高さ 3.7㎝

321-060

ガラス 小舟 向付（ 5 客組）
4,400 円（税込）紙箱

〔寸法〕18.4 × 9.8㎝ 高さ 4.9㎝

321-061

ガラス 朝霧銘々皿（5 客組）
4,400 円（税込） 紙箱

〔寸法〕14 × 12㎝ 高さ 2.9㎝
朝霧のような半透明の白さが涼しさを演出
します。

321-062

白磁 四方皿「風」
3,080 円（税込） 紙箱

〔寸法〕22.6㎝四方 高さ 1.6㎝
爽やかな風が吹くように、一部が湾曲した
四方皿です。

市松 燗鍋

321-063

金彩ガラス皿

ブラック

3,520 円（税込） 紙箱

〔寸法〕径 27.2㎝ 高さ 1.5㎝（トルコ）
漆黒の星空を思わせるガラス皿です。
※製法上、柄の出方は個々に異なります。

喜多庄兵衛作

321-066 白
321-067 黒
各 16,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕最大径 13.8㎝ 高さ 15.3㎝（手含む）（合金・250ml）

321-064

ブルーフルテッド ハーフレース菓子鉢
ロイヤルコペンハーゲン製

特別価格 33,000 円（税込） 紙箱

数量
限定

〔寸法〕口径 17㎝ 高さ 5.5㎝
1775 年、デンマーク王室により、王室での使用と、親交のある各
国の王室への贈り物を製作することを目的に設立されたのが、ロ
イヤルコペンハーゲンです。 格調のある芸術的な作品を作り続け、
世界中の王室や上流階級から絶大な信頼を集めてきました。

321-065

アラベスク プレート

バカラ製

特別価格 29,700 円（税込） 化粧箱

数量
限定

〔寸法〕径 20㎝ 高さ 2.5㎝
バカラはフランスのクリスタルガラスのブランドです。1764 年、
ロレーヌ地方バカラ村にルイ 15 世の認可を受けてガラス工場が建
造され、1817 年に本格的なクリスタル製造を開始。1823 年のパリ
国民博覧会ではその透明度と繊細なカットが認められ金賞を受賞。
以来、クリスタルガラスの代名詞として世界中で愛されています。

321-068

ガラス ちろり

特別価格 4,400 円（税込） 紙箱

〔寸法〕15.2 × 11.8㎝ 高さ 7.5㎝
（取っ手含まず）（220ml）
（取っ手：ステンレス）
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季節の茶道具

321-069

大文字絵ガラス平茶碗
小手鞠窯

特別価格 5,500 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 14.1㎝ 高さ 5.9㎝
（耐熱ガラス）

321-070

大津絵 鬼に雷絵
ガラス平茶碗
今岡 都作

特別価格 5,500 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 14.1㎝ 高さ 5.9㎝
（耐熱ガラス）

321-071

夏祭り絵ガラス平茶碗
今岡 都作

特別価格 5,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 14.1㎝ 高さ 5.9㎝
（耐熱ガラス）

321-072
e

d

c

b

仁清写 団扇絵平茶碗

a

加藤隆山作

2,970 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 14㎝ 高さ 5.3㎝（美濃焼）

季節の絵茶杓

紙箱（黒塗：白竹にウレタン）

321-073 黒塗 紅葉

3,300 円（税込）

b 321-074 黒塗 秋草

3,630 円（税込）

a

c

321-075 黒塗 長刀鉾

3,960 円（税込）

d 321-076 黒塗 かわせみ 3,630 円（税込）
e
e
f

d

c

b

321-077 木地 蛍

2,420 円（税込）

a

321-078 金箔 ススキ絵中棗
5,280 円（税込）紙箱
〔寸法〕胴径 6.7㎝ 高さ 6.8㎝
（木質ウレタン）蓋裏：兎

g 321-079 銀箔 青楓絵中棗
5,280 円（税込）紙箱
〔寸法〕胴径 6.7㎝ 高さ 6.8㎝
（木質ウレタン）蓋裏：流水

h 321-080 樹脂製 銀塗 流水絵中棗
4,070 円（税込）紙箱

h

g

f

〔寸法〕胴径 6.8㎝ 高さ 6.8㎝
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色紙 大津絵「鷹匠」
曽根幸風筆

3,300 円（税込）タトウ紙
効用：利益収める

大津絵に祈り を 込 め て

大津絵は現在の滋賀県大津市で江戸時代初期
に 誕 生 し た 民 俗 絵 画 で、 当 時 東 海 道 を 旅 す る
旅人に土産物として人気がありました。
画題によってそれぞれに効用も謳われ、大津
絵は護符としても広く知られていました。

321-081

矢の根五郎

瓢箪鯰

長頭翁

効用：目的貫徹

効用：諸事解決

効用：無病長寿

鬼の念仏

雷公

効用：小児の夜泣き止め、
魔除け

321-086

大津絵 瓢箪鯰絵茶碗

321-084
八木海峰作

5,720 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 11.6㎝ 高さ 7.8㎝（京焼）

321-082

大津絵 矢の根五郎絵茶碗

脇田雄峰作

10,340 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ 7.8㎝（京焼）

321-085

大津絵 鬼の念仏絵茶碗
10,340 円（税込） 紙箱

ちょうとうおう

大津絵 長 頭翁絵茶碗
5,720 円（税込） 紙箱

八木海峰作

〔寸法〕口径 11.3㎝ 高さ 7.6㎝（京焼）

321-083
脇田雄峰作

〔寸法〕口径 11.8㎝ 高さ 7.4㎝（京焼）
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効用：雷除け

大津絵 雷公絵茶碗
10,340 円（税込） 紙箱

脇田雄峰作

〔寸法〕口径 11.7㎝ 高さ 7.7㎝（京焼）

秋の聲

321-088

鈴虫籠香合

中林貴山作

22,000 円（税込） 木箱
〔寸法〕5.7 × 4.2㎝ 高さ 5㎝
（カヤの木・山中塗）

321-089

網代編 灯台籠花入（置掛兼用）
13,200 円（税込） 紙箱

〔寸法〕最大径 8.7㎝ 高さ 28.7㎝

321-087

まつなみたいこう

松濤泰宏師筆 大徳寺派 寿福寺住職（福岡）
わがこころはしゅうげつににたり

一行物「 吾 心 似 秋 月 」
36,300 円（税込）

木箱

〔寸法〕巾 30.8㎝ 長さ 177㎝

321-090

嵯峨野茶碗

六兵衞窯

19,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 11.5㎝ 高さ 7.4㎝（京焼）
きよみずろく べ

え

六兵衞窯は江戸後期（1771 年）に初代清 水六兵 衞が京都
五条坂に開窯しました。
開窯以来、各代の当主が各々の特質を家伝の上に生かし、
時に意匠や釉薬なども開発しながら、京焼の本流として親
しまれてきました。
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321-091

金彩 菊花絵茶碗

西村利峰作

24,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 11.6㎝ 高さ 8.3㎝（京焼）

321-092

樹脂製 武蔵野絵中棗

4,070 円（税込） 紙箱
〔寸法〕胴径 6.8㎝ 高さ 6.8㎝

月夜に輝く千草

321-093

菊透かし蓋置

今岡三四郎作

33,000 円（税込） 木箱
〔寸法〕6.1 × 5.8㎝ 高さ 5㎝（京焼）
三面それぞれに金、紫、緑の彩色が
施されています。

321-094

黒釉 秋草絵茶碗

小野山若水作

16,500 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 11.9㎝ 高さ 7.5㎝（京焼）

321-097

小菊絵茶碗

中山喜白作

4,950 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 11.8㎝ 高さ 7.8㎝（京焼）
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秋草絵茶碗

数量
限定

321-095

321-096

見谷福峰作

4,950 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 11.5㎝ 高さ 8.5㎝（京焼）

あかつちうんどう

赤土雲堂茶碗

不老園陶房

7,040 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ 8㎝（瀬戸焼）

名 残

a

秋深まる

｜

b

c
a

321-099 菊の画茶碗
19,800 円（税込） 木箱

玄々斎好写 五行棚（風炉用・組立式）
37,400 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 11.5㎝ 高さ 7.4㎝（京焼）

b 321-100 武蔵野蒔絵籠茶器
44,000 円（税込） 木箱

※釜は P2 掲載

321-098

六兵衞窯

山崎 涼作

〔寸法〕胴径 6.5㎝ 高さ 6.7㎝（栃の木・吹き漆）

c

321-101 落雁細水指
9,900 円（税込） 紙箱

西尾香舟作

〔寸法〕最大径 16.2㎝ 高さ 21㎝（蓋含まず）（信楽）

321-102 一刀彫 柴舟香合
17,600 円（税込） 木箱

大江勝山作

〔寸法〕9.4 × 3.5㎝ 高さ 3.9㎝（一位の木）

d 321-103 雀に鳴子蒔絵長棗
18,700 円（税込） 木箱

中林貴山作

〔寸法〕胴径 5.6㎝ 高さ 8.4㎝（欅材・吹き漆）

e

e
f

d

321-104 月に紅葉絵茶碗
特別価格 3,630 円（税込） 紙箱

中野朔華作

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ 7.6㎝（京焼）

f

321-105 柿絵茶碗
4,950 円（税込） 紙箱

見谷福峰作

〔寸法〕口径 11.5㎝ 高さ 7.9㎝（京焼）
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猫と
ハロウィン

Trick or Treat!

a

b

c

c

321-108

三つ猫蓋置
今岡三四郎作

13,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕5.9 × 5㎝ 高さ 4.2㎝（京焼）

b 321-107

むびょう

六猫蓋置

a

今岡三四郎作

15,400 円（税込） 木箱

321-106 秋草に猫絵茶碗
今岡三四郎作

19,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕5.3 × 4.7㎝ 高さ 4.8㎝（京焼）

〔寸法〕口径 10.9㎝ 高さ 7.8㎝（京焼）

白猫、黒猫、三毛猫が愛らしい蓋置
です。

g
f
d

h

e

f

321-111 ハロウィン風船絵茶碗 加藤永山作
7,260 円（税込）紙箱 〔寸法〕口径 12㎝ 高さ 8㎝（京焼）

g 321-112 内朱 ハロウィン絵茶碗 八木海峰作
5,500 円（税込）紙箱 〔寸法〕口径 11.4㎝ 高さ7.6㎝（京焼）
h 321-113 搔合塗 三日月干菓子盆
6,160 円（税込）紙箱
〔寸法〕21.3 × 24.2㎝ 高さ 2㎝（木製ウレタン）
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d 321-109 金銀箔 紅緋紙釜敷
2,750 円（税込） 紙箱
e

321-110

竹製 箒ととんがり帽子香合
12,100 円（税込） 木箱

〔寸法〕15 × 4.3㎝ 高さ 4.6㎝
越前の竹人形師による作品です。

山田竹織作

特選茶道具と数茶碗
321-114

交趾 六角 松竹梅水指

加藤利昇作

396,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕最大径 20.3㎝ 高さ 17.8㎝（つまみ含む）
（京焼）

（別面）

（別面）

か と う りしょう

加 藤利 昇：昭和 21 年、京都生まれ。家業を継いで陶芸の道に入り、
昭和 44 年より永楽家 十六代即全に師事して京焼茶陶に習熟する。
昭和 51年に独立、昭和 54年に三代目 利昇を襲名する。昭和 60 年に
は京都伝統美術功労賞を受賞。仁清写しの色絵、交趾、金襴手など
を駆使し、優美で豪華絢爛な茶道具を意欲的に製作している。

321-115

仁清写 月桂樹絵数茶碗（10 客組）利昇窯
154,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 11.8㎝ 高さ 8㎝（京焼）

大徳寺 聚光院

かんいんせき

「閑隠席」

古材銅板を用いて

a
小野澤虎洞師書付

大徳寺塔頭 聚光院住職（京都）

聚光院「閑隠席」古材銅板 花入
a 321-116 古材銅板 花入
〔寸法〕胴径 4.5㎝ 高さ 21㎝

ちくえいどうえいしん

竹影堂榮眞作

数量
限定

b 321-117 古材銅板 花入（細）数量
〔寸法〕胴径 3㎝ 高さ 21㎝

特別価格

各 165,000 円（税込） 木箱

限定

※古材の為、景色は個々に異なります。

b
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南鐐 蓋置

数量
限定

角谷與斎作

各 83,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕径 5.3㎝ 高さ 5.3㎝

a
b
c
d
c

a

321-118
321-119
321-120
321-121

波に千鳥
六瓢唐草
桐唐草
楓唐草

かくたに よ さい

三代 角 谷與 斎：昭和 40 年二代與斎
の長男として大阪に生まれる。平成
2 年関西大学工学部応用化学科を卒
業後、父與斎に師事。同 5 年大阪工
芸展知事賞受賞。同 29 年に「角谷與
斎」を襲名。

d

321-123

321-122

78,210 円（税込） 木箱 〔寸法〕口径 11.8㎝ 高さ 8.2㎝（万古焼）

50,490 円（税込） 木箱〔寸法〕口径 12㎝ 高さ 8.1㎝（万古焼）

紅安南数茶碗（10 客組）黒石窯

321-124

粉引 割高台数茶碗（10 客組）
今岡妙見作

61,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 13.6㎝ 高さ 7.4㎝（京焼）
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b

安南数茶碗（10 客組）黒石窯

心ばかり

321-125

古帛紗「紹巴 吹寄模様」
特別価格 2,750 円（税込）紙箱

321-126

数量
限定

古帛紗「弁慶格子」
特別価格 3,740 円（税込）紙箱

※柄の出方は個々に異なります。

321-128

321-127

加藤隆山作
2,530 円（税込）紙箱

中山喜白作
4,950 円（税込）紙箱

仁清写 朝顔絵平茶碗
〔寸法〕口径 14㎝ 高さ 5.3㎝
（美濃焼）

六瓢絵茶碗

〔寸法〕口径 11.8㎝ 高さ 7.7㎝
（京焼）

飲みき
ると、
底に
可愛
い
クロー
バーが
現れま
す。

321-131

321-130

321-129

八木海峰作

八木海峰作

加藤隆山作

波に千鳥絵茶碗
特別価格 3,850 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ 7.8㎝（京焼）

カニ絵茶碗

クローバー絵小茶碗

特別価格 3,850 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 11.6㎝ 高さ 7.8㎝（京焼）

特別価格 1,540 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 11.5㎝ 高さ 6.9㎝（美濃焼）

321-132

柱掛 加茂川籠花入
5,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕胴径 6.5㎝ 高さ 22㎝

321-133

玄々斎好写 末広籠受筒

優工房製

特別価格 18,700 円（税込） 紙箱

〔寸法〕胴径 14㎝ 高さ 18.5㎝（木製漆）
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321-135

福本積應師筆
大徳寺派 招春寺住職（京都）

ふうようしもをへてくれないなり

画賛短冊「 楓 葉 経 霜 紅 」
特別価格 3,300 円（税込）

タトウ紙
紅葉の中に可愛い虫が隠れています。

321-134

福本積應師筆
大徳寺派 招春寺住職（京都）

321-137

志野 瓢掛花入

ふうげつきよし

加藤景陶作

特別価格 4,840 円（税込）紙箱

〔寸法〕最大径 12㎝ 高さ 20.2㎝
（瀬戸焼）

画賛色紙「風月清」
舟引の図

321-136

特別価格 4,400 円（税込）

まつなみたいこう

松濤泰宏師筆
大徳寺派 寿福寺住職（福岡）

タトウ紙

かうんきほうおおし

短冊「夏雲多奇峰」
特別価格 3,630 円（税込）

タトウ紙

煤竹 手彫蓋置「すすき」

（吹抜）

特別価格 2,750 円（税込）紙箱

b

〔寸法〕径 4.6㎝ 高さ 5.5㎝

d
f

五山の送り火によせて

c

321-138

a

e

京の風物詩 香皿

山田松香木店製

各 1,320 円（税込） 紙箱

〔寸法〕6.8 × 6.4㎝ 高さ 0.9㎝、五山のみ：7 × 7㎝ 高さ 1.7㎝

321-145

竹聚香（10 本入） 山田松香木店製
418 円（税込）タトウ紙

京都産の竹を中心に空気清浄効果の強い原料で作られた、
消臭・抗菌効果のあるお香です。
白檀と龍脳の涼やかさを生かした優しい香りが広がります。
（スティック全長：約７ｃｍ）
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d 321-142 左大文字
e 321-143 鳥居
f 321-144 五山

a 321-139 右大文字
b 321-140 妙法
c 321-141 舟
※お香は付属しません。

77-101 茶箱セット（ミッキー） 77,000 円（税込）紙箱
＜セット内容＞
茶碗
（大・小）
茶箱

茶筅
（くせ直し付き）
風呂敷 大
（紫）
茶杓
懐紙
（かさなり 1 帖）

建水

棗

小（朱）

77-102 茶箱セット（ミニー） 77,000 円（税込）紙箱
＜セット内容＞

茶筅
（くせ直し付き）

茶箱

風呂敷 大
（朱）

懐紙
（りぼん 1 帖）

茶杓

建水

ワクワクする
茶箱セットで
楽しいお茶会を

茶碗
（大・小）

棗

小（紫）

〔寸法 / 材質〕茶箱 : 24 × 16.2cm 高さ 19.6cm（木製ウレタン） 茶碗（大）: 口径 11.8cm 高さ 8cm 茶碗（小）: 口径 11cm 高さ 7.5cm
（京焼） 棗 : 胴径 6.6cm 高さ 6.6cm（木質ウレタン） 建水 : 胴径 13.1cm 高さ 7.4cm（木質ウレタン） 茶杓 : 18.7 × 1.1cm（竹にウレ
タン） 茶筅 : 最大径 5.7cm 高さ 11.1cm（ポリプロピレン） 風呂敷（大）: 91cm 四方 風呂敷（小）: 50cm 四方（綿 100％） 懐紙 : 17.5
× 14.5cm（1 帖 30 枚）

※単品でもお求めいただけます。

風呂敷
77-106 小（朱）
77-107 小（紫）

各 2,750 円（税込）

77-117 ペア茶碗（ひより）
19,800 円（税込）紙箱

77-116 ペア茶碗（いざよい）
19,800 円（税込）紙箱

77-108 大（朱）
77-109 大（紫）
各 3,520 円（税込）

棗

各 3,300 円（税込）紙箱
a 77-118 ミッキー
b 77-119 ミニー

b

茶杓

各 3,300 円（税込）紙箱
c 77-120 ミッキー
d 77-121 ミニー

a

c

d

棗は中蓋付きです。
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柔らかな 風 合 い の ぼ か し 帛 紗 に
金彩で描かれたキャラクターアート

帛紗

各 7,700 円（税込）紙箱（塩瀬）

77-123

77-122

ドナルドと
デイジー
（水色）

ミッキーとミニー
（茜）

77-124

チップとデール
（橙）

77-126

77-114 嵯峨野絵茶碗 加藤浩一作
44,000 円（税込）

〔寸法〕口径 11.8㎝ 高さ 8.4㎝（京焼）木箱

〔寸法〕口径 11.8㎝ 高さ 8.4㎝（京焼）木箱

高台：ミッキーの手

高台：リボン

加藤浩一（かとうこういち）
昭和48 年、三代加藤利昇の長男として生まれる。京都府立陶工高等技術専
門校を経て、平成 7 年より自らの作品づくりに励む。精巧な造形の茶道具
作品に持ち味を発揮する。

つづれ織 すきや袋

プーさんとはちみつ
（黄色）

古都を旅するミッキーとミニー。
繊細な絵付けと可愛い高台も見どころです。

77-115 渡月橋絵茶碗 加藤浩一作
44,000 円（税込）

77-125

手描きで表現された
ディズニーの世界

プーさんとピグレット
（若緑）

懐紙

（2 帖入）
各 880 円（税込）

各 14,300 円（税込）紙箱

〔寸法〕20 × 17cm（ポリエステル 20％ レーヨン 80％）

77-103 かさなり

77-104 りぼん

b

和文様が組み合わ
さってシルエットが
作られています。

c

d

a

a 77-111 ミッキー（あさぎ） c 77-112 ミニー （えんじ）
b 77-113 ミニー （しののめ） d 77-110 ミッキー （あい）
伝統色の糸を使って、織り、仕立て、刺繍の全ての工程を京都で行っています。
茶道のお稽古や茶会用の小物、金封、茶道手帳、ペンなどを収納できます。
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各種パッケージ

77-105 ぼんぼり

ミドリ

はじめの一服

淡交社オリジナル和雑貨

日本文化を身近に感じる

お湯を注ぐだけの
気軽なお抹茶セット

一服分の抹茶パックと、

お茶の点て方の解説書付き。

（英訳あり）
キイロ

〔寸法〕巾着：底径 13cm 高さ 20cm 茶碗：口径 9.5cm 前後 高さ 7.5cm 前後
茶筅：高さ 10cm 抹茶：（1 包）1.5g

41570-2 キイロ
41570-3 ミドリ
各 8,657 円（税込）紙箱

〔内容〕巾着：（表裏地）綿 /（紐）レーヨン 茶碗：陶器 茶筅：竹（中国製）
抹茶：丸久小山園製「松柏」（1 服パック× 5） 解説書

茶室を
四畳半
チに
ハンカ ！
ン
デザイ

風炉

足運びを確認する

〔寸法〕各 45cm 四方
〔素材〕綿 100%
〔内容〕炉・風炉×各 1

など、デザインの

1,320 円（税込）

面白さも含めて

四畳半カチ 炉・風炉セット

お楽しみください。

41465

畳目（64目）や縁、釜の大きさ
も実物に近い縮尺で再現。

十六目ってどれくらい？

炉

41493

十六目ジャ―
1,320 円（税込）

〔寸法〕2.2 × 22.4cm 〔素材〕竹材

右側に畳の目数、左側にミリ目盛を刻んだ、
畳目ものさし。

※「四畳半カチ」と「十六目ジャ―」は京間、64 目の畳を基準に製作
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軽くて持ち運び や す い

正 座 に 悩 む 方 へ

楕円形で足の開きが小さく、
座り姿が美しい

ワイド
ダークグリーン

ワイド
ブラック

ひとまわり大きい
「ワイド（右）」が新登場！

空気式正座椅子

座々丸

40637-1 ブラック
40637-2 ダークグリーン
40637-4 アイボリー
各 3,850 円（税込）紙箱

〔寸法〕15 × 18cm 高さ 14cm
重さ：120g

アイボリー

空気式なので畳やお着物を
傷つけません。
上品な色味の布製カバー付き。
より高さ・安定感を求める
方や、様々な体型・ニーズを
お持ちの方におすすめです。
「ワイド」は男性にも使いやす
いサイズです。

空気式正座椅子

座々丸

41739-1 ブラック
41739-2 ダークグリーン
各 4,950 円（税込）袋入

厚さ 2.5cm（空気を抜いた状態）

〔寸法〕18 × 20cm 高さ 17cm
重さ：154g

ワイド

厚さ 2.5cm（空気を抜いた状態）

〔素材〕本体：PVC カバー：綿 90% 麻 10% エアスルー：ポリエチレン 説明書付き
※本体をカバーにセットした状態でお届けします。パッケージの仕様は予告なく変更する場合がございます。
本商品は一度空気を吹き込まれますとご返品は承れません。商品の特性上ご了承ください。
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41744 A セット
41745 B セット
各 5,500 円（税込）
〔寸法〕各 11cm（輪、小田巻き部分含まず）
〔素材〕絹 100%
※商品によって色の配置が異なる場合がございます。

A セット

カブキ

京紫

白撫子

紫の匂

萌黄の匂

松重

濡れ羽

藤

梅が香

鼻緒に巻きつけ、
玉（小田巻き）を輪の中に
通してお使いください。

B セット

宇治 昇苑くみひも謹製

正絹京く み ひ も で 彩 る 和 の 装 い

京くみひも鼻緒どめ ４色セット

金茶

ナプキンクリップにもなる

クリップを付ければ、
めがねストラップが
ナプキンクリップに
早変わり。

めがねストラップ

41075-1 京紫 41075-2 金茶
各 2,750 円（税込） 紙箱

〔寸法〕42 ～ 82cm（長さ調節可能）
〔素材〕絹 100%（小田巻きの芯は木製） クリップ：金属
めがね留め：ゴム（めがね留めは取り外し不可）説明書付き

本の栞やブックバンドとして
お使いいただけます。

41746

ブックバンドにもなる

京くみひもの栞ひも 3 色セット
2,640 円（税込）

青

赤

白

〔寸法〕25.5 ～ 45cm（長さ調節可能）
〔素材〕絹 100%（小田巻きの芯は木製）
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41524-1 甘の香り

白檀、桂皮、安息香が主の甘くやわら
かい香り

41524-2 爽の香り

白檀、桂皮、丁子が主のスパイシーな
すっきりとした香り

各 2,750 円（税込） 箱

〔寸法〕直径 1.5cm 長さ 13.5cm
〔素材〕ペン本体：アルミ
ノズル・キャップ：プラスチック
お香：天然香原料（山田松香木店製）
〔内容〕ペン× 1 ろうと× 1
お香 14g（7g × 2 袋）

寺社に参拝する前や写経をする前に手のひらに塗って身を清め
るために使う「塗香」。
持ち運びしやすくペン型の容器に入れました。
いつ・どこでもリフレッシュしたい時などにサッと取り出して
お使いください。

セット内容

文香

日本のいろ

41504-1 あわいろ

白檀、丁子が主の落ち着いた香り

41504-2 あかいろ

白檀、桂皮が主の甘い香り

41504-3 あおいろ

白檀、龍脳が主の爽やかな香り

各 1,540 円（税込） 紙箱

あおいろ

あかいろ

あわいろ

〔寸法〕各 3.1 × 3.2cm 厚さ 0.2cm
〔素材〕和紙 天然香原料（山田松香木店製）
〔内容〕各いろ：文香× 5

三種の異なる趣のお香を、日本の色和紙で包みました。一包ずつに美しい日本の色名がついています。

41747

須磨

源氏香花だより 6 柄セット

3,564 円（税込）

野分

初音

刺繍入りミニガーゼハンカチ
紙帯巻

〔寸法〕各 20cm 四方
〔素材〕綿 100%
〔内容〕6 柄 各 1

「野分」を広げた様子

源氏物語にまつわる刺繍を添えました。
お着物の胸元や袂に入れてもかさばりません。

花宴

夕顔
葵
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京都 山田松香木店による、

和の香り に 和 む

塗香ペン

巻紙 で 手 紙 や 会 記 を 書 く

手紙用

両面でお使い
いただけます
会記用

41273

巻紙下敷き

990 円（税込）

〔寸法〕45 × 24cm
〔素材〕レーヨン 65%

テトロン 35%

巻紙の下に敷き、透けて見える罫線をたよりに書き進めてください。
曲がらずまっすぐ、折り目を避けながら書くことができます。

広げた様子

41749

画仙巻紙 3 本セット（封筒付き）
2,200 円（税込）

〔内容〕巻紙（長さ約 6m）× 3
巻紙用封筒（5 枚入）× 1
〔素材〕巻紙：画仙 封筒：和紙

41748

手折り巻紙 5 組セット（封筒付き）
2,970 円（税込）

〔内容〕手折り巻紙（長さ 90cm 2 枚入）× 5
巻紙用封筒（5 枚入）× 1
〔素材〕手折り巻紙：画仙 封筒：和紙

巻紙を一辺ずつ内巻きし、手紙に使いやすく仕立てました。

41223-1

karakami stamp 息災セット
７,150 円（税込）

丸二

紙箱

〔寸法〕各 3cm 四方 高さ 3cm
〔内容〕版木（朴）× 5 スタンプ台（インク金色）
※紙箱の仕様は予告なく変更する場合があります。

からかみ文様が手軽に楽しめるスタンプセット。
健康と厄除けにゆかりのある文様を集めました。

（左から）薬玉 / 月兎 / 菊 / 籠目椿 / 風鈴
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月明かりの下、

風になびく芒 と

一匹の鈴 虫

月をプラチナ、秋風になびく芒を漆紙、鈴虫を螺鈿で表現。
両面透しが施され、100 本を超える骨が並ぶ様は圧巻です。
あ い ば

41488 京うちわ 両透「寂光」阿以波（飾り台付き） 数量
限定
特別価格 66,550 円（税込） 紙箱

〔寸法〕36 × 52cm（柄を含む）〔素材〕団扇面：竹
柄：本漆塗り 飾り台：竹製
あ い

手漉き和紙

漆紙

螺鈿

プラチナ

ば

阿以波：元禄 2（1689）年創業、有職京団扇本舗。
京うちわは竹骨を一本ずつ放射状に並べた団扇面に、別に作
られた把手を組み合わせる「差し柄」の構造が大きな特徴で、
骨の数が多いものほど高級とされています。
阿以波のうちわはすべて手作業で作られており、優美な装飾
をほどこした「透かしうちわ」をはじめ、京都の伝統美術工
芸品として他には見られない美しさを放ち続けています。
置掛兼用
ブラック

シルバー

ブラウン

国産いぐさクッション 添島勲商店

数量
限定

41492-1 ブラウン 41492-2 ブラック
特別価格 各 2,750 円（税込）

〔寸法〕各直径 47cm 厚さ 2cm 重さ：280g
〔素材〕いぐさ（国産）100％掛川織 縁：綿 85%
〔中材〕ポリエステル圧縮綿

麻 15%

シーマ

ステンレス製ペアカップ 漆磨
特別価格 8,800 円（税込） 紙箱

モダンな柄がおしゃれな国産いぐさ 100％の丸型クッショ
ン。程よい厚みがあり、裏面は布製ですので畳を傷つけま
せん。
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41750

ゴールド

数量
限定

〔寸法〕口径 6cm 高さ 11.3cm 〔素材〕ステンレス

漆塗

新潟県燕市の研磨技術と、石川県山中塗りで仕上げられた最
高級ステンレス製カップ。
鏡面仕上げにより、ビールは細かくクリーミーに泡立ちます。
雲母の粉を色漆に混ぜたパール漆は、刷毛目模様があざやか
です。

ご 注 文 に つ い て

2021年 6 月20日発行

世情により、職人手作りの商品は物流が一時的に停滞する場合がございます。
ご指定いただいた日時に商品をお届けできない際には、あらかじめご連絡いたしますので、
ご了承ください。
価 格表示   消費税 10％を含んだ金額を表示しています。

ご注文方法

デジタル
カタログ
配信中

お届け

お名前・ご住所・お電話番号・
商品番号・数量をご明記の
上、右記のいずれかの方法で
ご注文ください。

［京都店］075-432-5156

※ご来店でお求めの際は、品
切れの場合もございますの
で、事前にお問い合わせく
ださい。

［東京店］03-5269-7266

専用ハガキは、切手を貼らずに
お出しください。

●

ご注文受付後、3週間以上のお時間を頂戴す
る商品もございます。即日の発送は対応いた
しかねます。
また天候や道路事情により、配達が遅延する
場合がございますので、ご使用日までに十分な
余裕をみてご注文ください。

●

配達日・時間帯のご指定、
のし・包装のご希望
は、お申し出ください。

［東京店］03-5269-2371

0120-310-278

［京都店］

送料

お 支 払い
特大型 全国一律 5,500 円

●

商品と一緒に納品書と振替用紙をお送り
いたします。商品到着後、ゆうちょ銀行、
またはコンビニエンスストアよりお支払い
ください。

※特大型・大型・
中型商品は送料
大 型 全国一律 3,300 円
対象商品にはこちらの
サービス対象外
マークを掲載しています
。
中 型 全国一律 2,200 円
となります。

●

代金引換…商品お届け時にお支払いくだ
さい。
（代金引換手数料330 円）
事前にお申し込みがないとご利用いただけ
ませんので、ご注文時にお知らせください。
但し、商品によっては対象外になる場合
がございます。

その他 一件につき 北海道・沖縄1,650 円／
東北・九州 935 円／その他の地域 770 円
ゆうパケット 全国一律 330 円
（対応可能な場合のみ）
商品合計額が1回につき5 万円（税込）以上で、送料
をサービスいたします。

商 品 の 発 送に つ い て

返品・交換

茶碗、水指などの通常商品はおおよそ
「クロネコヤマト宅急便」を使用いたします。

●

商品到着時に破損の有無等をご確認くださ
い。

茶扇子、古帛紗など割れ物以外の小さな
お荷物は、日本郵便の「ゆうパケット」に
て配送する場合もございます。
（ゆうパケットのお荷物はポスト投函となります）

●

お送りした商品が万一破損していたり、ご注
文と異なる場合はお取り替えいたします。

●

●

●

風炉先などの大型商品は、上記以外の
運送業者を使用いたします。
その為、商品の着日指定ができません。
あらかじめご了承ください。

※大型商品と他の商品を合わせてご注文の
場合、同日発送でも、到着が１〜２日ずれる
ことがあります。

●

●

お客様のご都合による返品・交換の場合、
返送料・再送料はご負担ください。
ご返送の際は、発送用外箱をご用意いただき
お戻しください。
なお、弊社からお送りした発送用外箱を再
利用いただいても結構です。

● ご使用後の返品・交換はご容赦ください。

※全国一律の送料
は、離島などの
一 部 地 域で対
象外となる場合
がございます。

※一点一点が手づくりの作品
の為、寸法の表示と微妙に大
きさが異なる場合がございま
す。茶入・水指・釜などの寸
法は、蓋を外した状態で、本
体のみの寸法を計測しており
ます。 竹や貝など、 天 然 素
材の形状を生かして制作した
茶道具は、形状・色が写真と
多少異なる場合がございます。
（樹脂製）と表示している商品
は、ユリア樹脂、
ABS樹脂、フェ
ノール樹脂などの石油製品を
原料に使用しています。茶入
の蓋のラクトとは、乳製品を原
料とする象牙代用品です。
象牙が含まれる商品は日本国
外への持ち出しができません。

本書の無断複写・無断複製・無断転載は、固くお断りいたします。

営業企画局

［京都店］〒 603-8588 京都市北区堀川通鞍馬口上ル

電話 075-432-5156
FAX 0120-310-278
月曜〜金曜：9 時〜17 時（土・日・祝 休）※別途、特別営業日あり

［東京店］〒162-0061 東京都新宿区市谷柳町39-1 菅屋ビル

www.tankosha.co.jp
e-mail:cc_kyoto@tankosha.co.jp

電話 03-5269-2371 FAX 03-5269-7266
月曜〜金曜：9 時〜17 時（土・日・祝 休）※別途、特別営業日あり

@tankosha_sd

