ご 注 文 に つ い て
世情により、職人手づく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
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。
※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。

お届け

専用ハガキは、切手を貼らず
にお出しください。
［京都店］075-432-5133

［東京店］03-5269-7941
［京都店］
［東京店］

● 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、

0120-310-278
0120-884-753

お申し出ください。

●カタログ有効期限は2022年６月末日までです。

有効期限を過ぎますと価格改定や商品をご用意で
きない場合がございます。

送料

お支払い

はなのとも

●

●

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。
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。

一件につき
770 円／東北・九州 935 円／北海道・沖縄1,650 円
特大型 全国一律 5,500 円
大

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。

●

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）
●

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。

型 全国一律 3,300 円

対象商品にはこちらの
マークを掲載しています。

中 型 全国一律 2,200 円

ゆうパケット 全国一律 330 円
（対応可能な場合のみ）
（税込）
以上で、
商品合計額が1回につき5 万円
送料をサービスいたします。

商品の発送について
●

上巳の節句

上巳の節句から梅雨の訪れまで。

また、利休居士 生誕五百年に因んだ

数々の茶道具をご案内いたします。

花の友

※内容に訂正がございましたので、印刷配布物より一部修正しております。

※特 大 型・ 大 型・
中型商品は送料
サービス対象外
となります。
※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。

返品・交換
●

商品到着時に破損の有無等をご確認くださ
い。

アンケートの
お願い

● 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。

●

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。

QR コードからアン
ケートにご回答いた
だくと、オンライン
ショップで使える
500 円割引クーポン
を差し上げます。
（有効期限あり）

※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。

2022 年［春号］

2022 年 2 月 1 日発行
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オンラインショップでもお求めいただけます。

0120-884-753
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福本積應師筆

大徳寺派 招春寺住職（京都）

はなをろうすればかおりころもにみつ

一行物「弄花香満衣」
37,620 円（税込）木箱
〔寸法〕巾 31㎝ 長さ171㎝

たばねわた

唐銅 把綿花入 金屋長兵衛作
19,250 円（税込）木箱

〔寸法〕最大径 6.8㎝ 高さ29.6㎝

― 雛祭りの茶道具

222-002

上巳の節句

222-001

222-007

立雛絵茶碗 脇田雄峰作
16,500 円（税込）木箱

222-003

〔寸法〕口径12㎝ 高さ8㎝（京焼）

染付 荘子香合 高野昭阿弥作
5,060 円（税込）木箱

〔寸法〕5.6×5.3㎝ 高さ3.3㎝（京焼）

222-009

金縁 内朱足付菓子器

6,600 円（税込）紙箱

〔寸法〕16.4㎝四方 高さ7.6㎝
（掻合・木製ウレタン）

222-008

貝合せ蒔絵平棗 中林貴山作
17,820 円（税込）木箱

〔寸法〕胴径 8㎝ 高さ6㎝（山中塗・木製漆）

高台

茶人に愛される一碗

見込

222-004

鼓盆

特別価格 2,090 円（税込）紙箱

〔寸法〕径 20.5㎝ 高さ2.5㎝（樹脂製）

222-010

斗々屋写茶碗 丸子窯
21,780 円（税込）木箱

〔寸法〕口径14㎝ 高さ7㎝（滋賀）

利休をはじめ、多くの茶人に愛されてきた斗々屋茶碗。その肌には茶の緑が映え、火色による景色は滋味深いものです。
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222-006

乾山写 立雛絵茶碗 巌窯
10,560 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径12.2㎝ 高さ8.2㎝（京焼）

222-005
ぼんぼり

雪洞雛絵茶碗 山岡善高作
16,500 円（税込）木箱

〔寸法〕口径11.6㎝ 高さ8㎝（京焼）

1

上巳の節句

222-016

安南 とんぼ絵水指
20,790 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 14.8㎝ 高さ14.6㎝

222-017

じゅうにひとえ

― 釣釜の取り合わせ

十二単絵茶碗
まさかず

田中正 一作

19,800 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 11.6㎝ 高さ8㎝（京焼）

幾 重 に も 重 な っ て 咲 く 姿 が､
「十二単」に似ているところから
名付けられました。

222-019

222-018

三彩
菊彫建水

朱塗 立雛中棗

9,130 円（税込）紙箱

横石嘉助作

〔寸法〕胴径 6.7㎝ 高さ7.3㎝
（山中塗・木製漆）

14,850 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 14.2㎝ 高さ8.6㎝
（平戸焼）

222-021

宗旦好写 丸卓

（炉風炉兼用・組立式）

22,000 円（税込）紙箱（木製ウレタン）

222-020

松竹梅絵水指 西村利峰作
44,000 円（税込）木箱

〔寸法〕胴径 18.5㎝ 高さ16.6㎝（京焼）
西村利峰（にしむらりほう）：京焼作家 加藤利昇
の弟子。師匠ゆずりの典雅な作風で、色絵・交趾
技法の茶陶を制作する。

222-013
側面

石目 釣釜三点セット
222-014 朱塗 八角片木目干菓子器
4,950 円（税込）紙箱

〔寸法〕24×24㎝ 高さ3.5㎝

金屋長兵衛作

28,600 円（税込）木箱

222-011

玄々斎好写 源氏棗
優工房製

15,400 円（税込）木箱

〔寸法〕胴径 6.7㎝ 高さ7.2㎝
（山中塗・木製漆）

222-012

利休好写 雲龍釜
222-015

色絵 五徳蓋置

高野昭阿弥作

5,940 円（税込）木箱

4

〔寸法〕胴径 6.2㎝ 高さ5.2㎝（京焼）

菊地政光作

（炉風炉兼用）

特別価格 44,000 円（税込）

木箱
〔寸法〕胴径 14.2㎝ 高さ16.4㎝

3

222-029

福本積應師筆 大徳寺派 招春寺住職（京都）

掛物「利休画像」

利休居士 生誕五百年

42,900 円（税込）木箱

唐銅 三ッ具足 金屋長兵衛作

利休居士 生誕五百年 に 因 み 、

36,300 円（税込）紙箱（京焼）

居士の眠る聚光院 小 野 澤 虎 洞 師 の
書付になる茶杓をご 用 意 し ま し た 。

222-027

赤楽 三ッ具足 松楽窯

利休忌によせて

222-028

61,600 円（税込）木箱

〔寸法〕巾 31㎝ 長さ171㎝

利休居士 辞世の句

人生ここに七十年。えい、え

い、えい！ この宝剣で祖仏も

われも、ともに断ち切ろうぞ。

私は自ら得具足の一本の太刀

14,300 円（税込）紙箱（京焼）

を引っさげて、いま、まさに

赤楽 供茶セット 松楽窯

我が身を天に抛つのだ。

222-030

222-022

小野澤虎洞（おのざわこどう）
：昭和 17 年（1942）静岡生まれ。昭和 44 年（1969）
に聚光院先住 小野澤寛海師の弟子となる。昭和 55 年（1980）に聚光院副住職、平成
大徳寺塔頭 聚光院住職 2 年（1990）に聚光院住職に就任する。

数量限定

小野澤虎洞師書付

しみ竹茶杓

よ

ひ

銘「佳き日」

聚光院（じゅこういん）
：大徳寺の塔頭。三好義継が永禄 9 年（1566）に父 長慶の菩提
所として笑嶺宗訢を請じて創建。天正 17 年（1589）利休が亡父母や自身夫婦の永代
供養料を寄進して菩提所とした。千家歴代の菩提寺として茶人の祟敬を集める。

110,000 円（税込）木箱

秀吉の小田原攻めの際、

創案されたとする旅簞笥。

222-024

おおぐろ

長次郎 黒楽茶碗「大黒」写

佐々木昭楽作 17,600 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 11.3㎝ 高さ7.7㎝（京焼）

222-023

む いちもつ

長次郎 赤楽茶碗「無一物」写

佐々木昭楽作 30,250 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 11.5㎝ 高さ8.5㎝（京焼）

利休梅・鳥の子両面風炉先
222-031 京間
222-032 江戸間
特別価格 各 49,500 円（税込）紙箱
〔寸法〕高さ72.8㎝

222-033

だんす

利休好写 旅簞笥

送料：全国一律 3,300 円

両面でお使いいただけます。

222-026

小川一徳作（炉風炉兼用）

山崎 涼作

39,600 円（税込）紙箱（桐材）
6

※水指は 4 頁に掲載

利休所持写 笹蒔絵中棗

18,150 円（税込）木箱

利休梅

鳥の子

〔寸法〕胴径 6.6㎝ 高さ7.2㎝（山中塗・木製漆）

222-025

大名物 唐物茶入「利休丸壺」写

陶若窯 36,300 円（税込）木箱

〔寸法〕最大径 7.4㎝ 高さ7.2㎝（滋賀）仕覆：藤種緞子

蓋：牙蓋

伝来 : 千利休 - 万代屋宗悦…朝吹紫庵 - 香雪美術館

5

淡々斎好写 遠山棚

（炉風炉兼用・組立式）

50,600 円（税込）紙箱

222-045

楽器蒔絵大棗

浮彫 山桜にメジロ茶碗 今岡三四郎作
19,800 円（税込）木箱〔寸法〕口径 11.2㎝

桜のころ

桜花に戯れるメジロが
春を告げる

222-046

222-034

222-035

米村司斎作

高さ8.1㎝（京焼）

紹巴 古帛紗「桜文様」

79,200 円（税込）木箱

ウグイスとともに、春を告げるメジロは、早春の風物詩。
桜花に戯れるメジロが浮彫りされています。
正面を左に振れば、2 羽が会話しているようにも見えます。

特別価格 2,750 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 7.2㎝ 高さ7.4㎝
（山中塗・木製漆）

222-047

桜絵水指 今岡 都作 44,000 円（税込）木箱

琵琶や笙、鼓などが棗一面、螺鈿や蒔絵で繊細に描かれ
ています。これらは古典作品にも度々登場し、物語を印
象付ける要素になっており、様々な季節の取り合わせに
活躍します。

〔寸法〕最大径 15.7㎝ 高さ16.2㎝（京焼）

上品な光沢感のある桜色の釉薬を地色に、風にそよぐ桜の姿が
華やかに描かれています。木地 ･ 塗どちらの棚にも取り合わせ
ていただけます。

可憐な桜色に染まる

※棗は 18 頁に掲載

222-038

222-037

3,300 円（税込）紙箱

山川嘉山作

黒塗 しだれ桜茶杓
（白竹にウレタン）

桜とぼんぼり絵茶碗
5,060 円（税込）紙箱

222-036

しだれ桜絵茶碗 八木海峰作

5,280 円（税込）紙箱
〔寸法〕口径 12㎝ 高さ8㎝（京焼）

〔寸法〕口径 11.6㎝ 高さ8㎝（京焼）

222-039

桜川地紋 透木釜 菊地政光作
特別価格 84,700 円（税込）木箱

〔寸法〕最大径 15.7㎝ 高さ16.2

222-040

掻合 黒塗 流水蒔絵炉縁
222-048

か す み

淡々斎好写 加寿美棚

（炉風炉兼用・組立式）

29,700 円（税込）紙箱（木製ウレタン）

8

今岡 都（いまおかみやこ）：昭和 32 年（1957）滋賀県長浜市生
まれ。1975 年、中村秋峰に師事し、京焼の色絵技術を修得する。
夫である陶芸家 今岡妙見氏と二人三脚で、「主客が和み、席中が
華やぐ茶道具」を信条に、主に色絵茶陶の作品づくりに励む。

24,200 円（税込）紙箱（山中塗・木製ウレタン）

透木 各種【写真省略】
222-041
222-042
222-043
222-044

利休好 朴
宗旦好 桐
竺叟好 桜
圓能斎好 梅

1,375 円（税込）
1,100 円（税込）
1,925 円（税込）
1,925 円（税込）
7

8,800 円（税込）紙箱

〔寸法〕最大径 13.7㎝
高さ3.5㎝

麗らかな佳き日に

萩焼 葉形銘々皿

（5枚組）岡田窯

友と一緒に
花を訪ねる

花見んと 群れつつ人の 来るのみぞ
あたら桜の 咎にはありける 『謡曲／西行桜』

222-055

222-050

福本積應師書付 大徳寺派 招春寺住職（京都）
はな

とも

白竹茶杓 銘「花の友」

特別価格 14,300 円（税込）木箱

一緒に花を訪ねる友のことを「花の友」と言います。花見を共にするような、
気のおけない知己とのひと時に用いられてはいかがでしょうか。

222-056

くみだし

萩焼 汲出茶碗
岡田窯（5客組）

9,900 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 9.4㎝ 高さ7㎝

222-054

さんせい

絵掛物「御所車」 三生筆
特別価格 14,300 円（税込）紙箱
〔寸法〕巾 31㎝ 長さ116.5㎝

御所車とは、「牛車」の別称。源氏車とも言
い慣わされます。花見詣でに因んだり、雛
祭りや葵祭など宮中に由来する年中行事の
取り合わせにも。

※短冊は 22 頁に掲載

222-051

雪月花蓋置 今岡三四郎作
13,200 円（税込）木箱

222-049

歌花筒 シボ竹（組立式）

17,820 円（税込）紙箱

〔寸法〕径 4.7㎝ 長さ145㎝

〔寸法〕5.1×5.1㎝ 高さ4.7㎝（京焼）

222-058

222-060

（煙草盆・火入・青竹灰吹）

松本鉄山作

手付煙草盆セット

特別価格 16,500 円（税込）
※単品でもお求めいただけます。

222-059

七宝透し手付煙草盆
9,900 円（税込）紙箱

〔寸法〕18×12.8㎝
高さ17.5㎝
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織部 八角火入
7,920 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 8.3㎝ 高さ9.4㎝
（瀬戸）

222-052

色の変わらない
青竹灰吹
1,650 円（税込）

ひなつばめ香合

今岡三四郎作 13,200 円（税込）木箱

17-010

〔寸法〕7×3.8㎝ 高さ4.7㎝（京焼）

222-057

萩焼 耳付花入 岡田窯

11,000 円（税込）木箱

〔寸法〕最大径 9.8㎝ 高さ20㎝

222-053

紫三島 彩華紋茶碗 森里陶楽作

29,700 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 12.2㎝ 高さ8㎝（京焼）

神秘的な紫色の釉薬が特徴です。
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気鋭の画家が描く
動物吉祥の世界

雛人形に見立てた
花 雛 と、 有 職 造 花
の薬玉

b

a

竹紙 短冊 佐藤 画
a 222-063 「平薬玉 花雛図」
b 222-064 「目白押し」
c 222-065 「桃兜」
各 99,000

円（税込）タトウ紙（短冊掛付）

〔寸法〕巾 6.7㎝ 長さ37㎝
短冊掛：巾 15.5㎝ 長さ125㎝
竹 100％の手漉き和紙にガッシュ
※手漉き和紙の為、サイズは多少異なります。

桃太郎の御伽話に因
んで、端午の節句を
お祝い

春から初夏の画題を、気鋭の画家・佐藤 氏が描いた
短冊。佐藤氏は古くから描かれてきた吉祥文や動物に
まつわる縁起物を「動物吉祥」と名付け作品を発表し
ています。短冊の画紙には里山の竹で作られた手漉き
和紙「竹紙」を使用しています。

c

満開の桜に並んで止
まるメジロ達の姿は、
まさに “ めじろおし ”

特選茶道具

222-061

198,000 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 11㎝ 高さ8.4㎝（京焼）

野々村仁清の色絵陶器の流れを汲む「古清水」特有の青と紺の色づかい
に、作家オリジナルの金襴を用いて五節句の意匠を華やかに描きました。
林 淡幽（はやしたんゆう）：昭和 20 年（1945）京都生まれ。昭和 43 年（1968）龍谷大学卒業後、陶芸の道に入る。伯父、二代林円
山のもとで作陶修業。昭和 48 年（1973）、建仁寺管長 竹田益州老師より窯銘「五山窯」を賜る。中国 明代～清代の写しを得意とし、
染付・金襴手など華麗で茶味豊かな作品を世に送り出し続けている。京都市芸術文化協会会員。

222-066

222-062

貝合せ
雲錦香合
佐藤

こ き ゆう

古稀釉 水模様茶碗 六兵衞窯
49,500 円（税込）木箱

画

〔寸法〕口径 12.1㎝ 高さ7.5㎝（京焼）

77,000 円（税込）

古稀釉とは、六代 六兵衞が古稀を迎えた際に発表した
技法で、厚いガラス釉を掛け多泡質となったところに
絵付けを繰り返し行います。独特の風合いを楽しめる
金銀彩で流水をモダンに表現した一碗です。

木箱
〔寸法〕8.1×6.5㎝
高さ4㎝
（州浜形飾り台付）

春：桜と花包み（銀彩）

秋：紅葉と花包み（金彩）
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※多孔性の釉薬のため、抹茶等が染み込みやすく、使用後
は早めに洗浄してください。

貝合せは本来、色や形などを競ったり、歌を詠み添えるなど
した平安貴族の遊びのこと。春秋に使うことのできる雲錦文
様を描きました。

飾り台を使えば、お好きな場所に飾れます

佐藤 （さとう じゅん）
：昭和 45 年（1970）大阪市生まれ。京都精華大学美術学部卒業。全国の百貨店の美術画廊にて個展を開催。
平成 21 年（2009）
、アメリカの大手パズルメーカーやその他の企業により作品が商品化され、現在も全米にて販売されている。近年は
特に動物と吉祥をテーマにしたシリーズや蛤の貝殻に描く「貝合せ」などを制作し国内外から注目されている。

こ きよみず

古清水写 五節句絵茶碗 林 淡幽作

六兵衞窯（ろくべえがま）
：当代で八代を数える京焼の名家。初代 清水六
兵衞（愚斎）が明和 8 年（1771）に五条坂で開窯して以来、250 年以上
にわたって数々の名品を世に送り出している。オブジェ作家としても名高
い当代 清水六兵衞の主宰のもと、力強い造形の色絵陶を得意とする。
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数量限定

西垣大道師筆 大徳寺派 極楽寺住職（兵庫）
からころも

短冊軸「唐衣…」
33,660 円（税込）木箱

〔寸法〕巾 26.5㎝ 長さ144㎝

「 か・ き・ つ・ は・ た 」（ か き
つばた／杜若）がそれぞれの
句頭に折り込まれています。
〔歌意〕着慣れた唐衣のように親し
んだ妻が都にいる、この美しい花
を見ると思い出され、はるばる来
た旅路の遠さをしみじみと感じる。

在原業平

『伊勢物語 東下り』

唐衣 きつつなれにし つましあれば
はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ

初風炉によせて

222-073

※水指は 4 頁、棗は 16 頁に掲載

222-067

222-068

玄々斎好写 更好棚

糸目 竹地紋筒釜

（炉風炉兼用・組立式）

菊地政光作（風炉用）
特別価格 61,600 円（税込）

222-074

お み

き

玄々斎好写 御神酒筒花入
18,700 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 6.1㎝ 高さ33.5㎝

伊勢神宮の神酒筒を写したものと言われています。
※香合は 15 頁に掲載

※天然素材の為、寸法・景色は個々に多少異なります。

木箱
〔寸法〕胴径 17㎝ 高さ17㎝

22,000 円（税込）紙箱

（桐材・掻合ウレタン）

222-069

ぐ み

薬玉と茱萸絵茶碗
今岡 都作

13,750 円（税込）木箱

凜々しく咲き誇る

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ7.7㎝
（京焼）

222-076

杜若絵茶碗 田中正一作
33,000 円（税込）木箱
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〔寸法〕口径 12.2㎝ 高さ8.1㎝（京焼）

別面

薬玉や茱萸袋には無病息災や長寿の願いが込められています。
『枕草子』では、薬玉を 5 月５日の端午
の節句に飾り、それを９月９日の重陽の節句に茱萸袋にかけ替えて、一年中どちらかが飾られていたと
記されています。

222-075

222-072

脇田雄峰作

中林貴山作（蓋裏：矢羽根）

16,500 円（税込）木箱

17,160 円（税込）木箱

双葉葵絵茶碗
〔寸法〕口径 11.7㎝ 高さ8㎝
（京焼）

溜塗 藤蒔絵長棗

〔寸法〕胴径 5.6㎝ 高さ8.4㎝
（山中塗・木製漆）

222-071

藤絵茶碗 西村利峰作

24,200 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 11.7㎝ 高さ8.2㎝（京焼）

222-070

青楓絵茶碗 小野山佳水作

26,400 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 12.2㎝ 高さ8㎝（京焼）
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端午の節句

輪島蒔絵で施された秀麗な兜

別面

222-077

222-087

鳥獣戯画 おとぎずもう茶碗

矢羽根絵茶碗 巌窯

六兵衞窯

10,560 円（税込）紙箱

19,800 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ7.9㎝（京焼）

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ7.4㎝（京焼）

本来『鳥獣戯画』の相撲の場面は、カエルがウサギを負かすのですが …
日々成長する子供を見守る楽しみを、たくましく変身したウサギに託しました。

222-088

兜蒔絵中棗 米村司斎作
37,400 円（税込）木箱

〔寸法〕胴径 6.6㎝ 高さ6.9㎝（山中塗・木製漆）

222-089

扇面 菖蒲絵香合 山上幸舟作

222-080

認得斎好写 柳棗 山根瑞宝作

13,200 円（税込）木箱

特別価格 24,200 円（税込）木箱

〔寸法〕10.1×5.4㎝ 高さ2.2㎝（桐材）

222-090 藤色紙釜敷
特別価格 2,530 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 6.8㎝ 高さ6.9㎝
（山中塗・木製漆）

222-086

222-078
222-079

大徳寺塔頭 黄梅院住職（京都）

はくうんゆうせきをいだく

一行物「白雲抱幽石」
59,400 円（税込）木箱
〔寸法〕巾 31㎝ 長さ168㎝

檀紙 金銀砂子紙釜敷 山崎吉左衛門作

特別価格 14,850 円（税込）木箱

222-082

小林太玄師筆

木地寄 兜香合 高橋一郎作 36,300 円（税込）木箱

〔寸法〕8.6×6.2㎝ 高さ7.6㎝（花梨材・榧材）

桑小卓セット

（桑小卓・水指・建水）

特別価格 25,850 円（税込）
※単品でもお求めいただけます。

222-083

仙叟好写 桑小卓

（炉風炉兼用・組立式）

16,500 円（税込）紙箱
222-093

唐銅 駅鈴蓋置 金屋長兵衛作
6,710 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 6㎝ 高さ2.5㎝

222-094

唐銅 鎗鞘建水

金屋長兵衛作

11,550 円（税込）紙箱

〔寸法〕最大径 10㎝ 高さ13.5㎝
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222-091

杉木地 矢羽根菓子器
7,260 円（税込）紙箱

〔寸法〕25.3×18.8㎝ 高さ1㎝

222-084

朝鮮唐津細水指
中村与平作

7,810 円（税込）紙箱
〔寸法〕胴径 12.4㎝ 高さ20㎝（京焼）

222-092

222-085

6,270 円（税込）紙箱

4,950 円（税込）紙箱

兜の鯉 端午の節句茶碗 清和窯
〔寸法〕口径 12.5㎝ 高さ7.5㎝（京焼）

卓下建水

〔寸法〕口径 17.8㎝ 高さ4.5㎝

222-081

法谷文雅師書付 大徳寺派 逢春寺住職（京都）
さつさつ

白竹茶杓 銘「颯々」

特別価格 13,200 円（税込）木箱
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風炉の炭道具

梅雨のころ

蓋裏

222-103

欅拭漆
紫陽花蒔絵中棗
中林貴山作

16,500 円（税込）木箱

〔寸法〕胴径 6.7㎝ 高さ7㎝
（山中塗）

222-102

紫陽花の造形美

芦に蛍絵茶碗 中村良二作
18,480 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 12.2㎝ 高さ7.3㎝（京焼）

222-095

利休好写
油竹炭斗（風炉用）

12,320 円（税込）紙箱

〔寸法〕胴径 23.5㎝ 高さ11.2㎝

※香合は 15 頁に掲載

222-096

別面

222-105

紫陽花に垣絵茶碗 六兵衞窯

22,000 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 12.3㎝ 高さ7.8㎝（京焼）

222-104

唐銅 井戸蛙蓋置 金屋長兵衛作
14,300 円（税込）木箱

図案化した紫陽花と垣根の文様がモダンな印象を与える一碗です。 〔寸法〕5.5×4.6㎝ 高さ3.5㎝

数量限定

玄々斎好写 独楽香合
中村湖彩作

13,200 円（税込）木箱

〔寸法〕径 7.1㎝ 高さ3.3㎝（木製漆）

222-100

利休形
風炉用灰匙

222-099

14,630 円（税込）木箱

17,050 円（税込）木箱

一政堂製
222-106

青海波 釜釻 木村清五郎作

16,500 円（税込）木箱

222-107

紫陽花絵茶碗 西村利峰作

24,200 円（税込）木箱
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〔寸法〕口径 13.7㎝ 高さ6.4㎝（京焼）

〔寸法〕胴径 6.5㎝ 高さ7.1㎝
（山中塗・木製漆）

数量限定

しまふくろう羽箒（風炉用）
特別価格 18,150 円（税込）紙箱

きん ま

溜塗 金銀蒟醤彫中棗
関 三郎作

222-097

222-101

222-098

松楽窯

木村清五郎作

数印灰器（風炉用）
10,450 円（税込）紙箱

風炉用 火箸
11,000 円（税込）木箱

〔寸法〕口径 19㎝ 高さ6.8㎝（京焼）
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茶箱を愉しむ

春を彩る飾扇

宮脇賣扇庵

222-112

飾り扇子「鯉のぼり」 宮脇賣扇庵製
特別価格 20,350 円（税込）紙箱
〔寸法〕長さ38㎝

222-113

黒塗 扇面掛（置掛兼用）

特別価格 4,730 円（税込）紙箱〔寸法〕9×24㎝

222-111

黄交趾 宝尽し陶器 3 点セット

特別価格 36,300 円（税込）紙箱〔寸法〕長さ38㎝

21,780 円（税込）紙箱（京焼）

吉野杉 片木目銘々皿（5 枚組）

特別価格 15,400 円（税込）紙箱

数量限定

〔寸法〕12×9㎝ 高さ0.4㎝

222-108

溜塗 扇面茶箱 中村宗悦作

高野昭阿弥作

飾り扇子「護花鈴」 宮脇賣扇庵製

素材の美しさを味わう

222-114

222-109

（３点セット付：棗・香合・茶筅筒）

49,500 円（税込）紙箱（木製漆）

鮮やかな黄色に､ 交趾で表現された宝尽しが豪
華な印象を与えます。

緻密に表現された扇面が茶箱を彩ります。『源氏物語』などの
古典作品では扇子に和歌をしたため届けるなど、相手に想い
を伝えるものとして度々登場しています。

御所籠セットで
色紙点前を

側面

中村外二工務店で長年修業を積んだ籏邦充氏が代表を務める数寄屋建築
「京こと」の手による銘々皿。
抗菌性が高いとされる奈良の吉野杉を使用して手づくりされています。少し
小ぶりにすることで取り回しを良くし、片木の素材感も味わえる逸品です。

連動企画

『みんなの一碗プロジェクト』

tankosha_sd

...

フォロワーの皆様に多数決でお選びいただいた形や意
匠の茶碗を熟練の京焼作家が仕上げました。多くの方
の想いがこもった一碗が、大切な方との再会のきっか
けになりますように。プロジェクトの経緯は、公式ア
カウントからご覧ください。

222-110

御所籠セット 和田菁竺作
222-115

季節の茶道具や
歳時記などを
毎日お届け

20

せいちく

桜に文絵茶碗 ～春に君を想う～
@tankosha_sd

今岡 都作 12,100 円（税込）木箱
〔寸法〕口径 12.3㎝ 高さ8㎝（京焼）

特別価格 159,500 円（税込）

圓能斎は御所内で用いる御用箱を愛用していました。圓能斎の没後、
淡々斎がその箱を御所籠と称してこれを用いた点前を創案されました。
４枚の古帛紗と茶巾箱などの道具の配置が色紙を散らしたようになるところから
「色紙点前」と名付けられています。

セット内容：御所籠・茶碗２種・薄茶器・茶筅・茶筅筒・茶杓（竹製）・振出・大津袋・仕覆４種（薄茶器・振出・茶巾箱・
茶杓用）・古帛紗４枚（紫１枚・緞子の同柄２枚・他１枚）・へだて（茶碗用）・茶巾・茶巾箱・八角建水
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こころばかり

222-126

福本積應師筆

大徳寺派 招春寺住職（京都）
せんざいのはる

画賛色紙「千歳春」
貝雛の図

特別価格 4,400 円（税込）

タトウ紙

222-118
222-127

222-129

222-128

大徳寺派 寿福寺住職（福岡）

大徳寺派 招春寺住職（京都）

松濤泰宏師筆
ひゃっかたがためにかひらく

短冊「百花為誰開」
特別価格 3,630 円（税込）
タトウ紙

福本積應師筆

画賛短冊

すいじょうせいせいたるみどり

「水上青青翠」

色紙・短冊掛
「二重蔓唐花紋（茶）」

見込

かわせみ
絵茶碗

たんぽぽ絵茶碗

特別価格 4,840 円（税込）紙箱

特別価格 3,630 円（税込）紙箱

特別価格 3,630 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ8㎝（京焼）

〔寸法〕口径 12㎝ 高さ8㎝（京焼）

前田瑞雲作

3,520 円（税込）紙箱

〔寸法〕口径 12.2㎝ 高さ7.2㎝（京焼）

222-117

222-116

中野朔華作

小村夏華作

クローバー絵茶碗

〔寸法〕巾 31㎝ 長さ125㎝

かわせみの図

特別価格 3,630 円（税込）

タトウ紙

222-119
からかみ文様が手軽に楽しめる
スタンプセット。縁起の良い季
節の文様を集めました。

41747

刺繍入りミニガーゼハンカチ

源氏香花だより 6 柄セット

3,564 円（税込）紙帯巻

karakami stamp
春の縁起ものセット 京からかみ丸二

7,150 円（税込）紙箱

〔寸法〕各 20㎝四方 綿 100% 〔内容〕6 柄 各 1 個

銀塗 矢羽根に刀菖蒲
蒔絵中棗

山根瑞宝作

222-120

特別価格 11,550 円（税込）木箱

朱塗 桜散し蒔絵中棗

〔寸法〕3.7×11㎝ 高さ2㎝（山中塗・木製漆）

〔寸法〕胴径 6.8㎝ 高さ6.8㎝
（樹脂製）

網代

（樹脂製）

222-123

村美術織物製

チョーカーの猫

各 3,300 円（税込）紙箱

222-122

ロワール飾花文

〔寸法〕各 3㎝四方 高さ 3㎝（朴の木）
〔内容〕版木 5 個、スタンプ台（インク金色）
（左から）桜花散らし・西王母・藤・蛙・燕

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。

座々丸 ワイド
座々丸

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

アイボリー
ブラック

各 3,850

円（税込）紙箱（ダークグリーンのみ袋入）
〔寸法〕15×18㎝ 高さ14㎝ 厚さ2.5㎝（空気を抜いた状態）
重さ：120g

空気式正座椅子 座々丸 ワイド
ダークグリーン
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222-121

特別価格 3,630 円（税込）紙箱
特別価格 3,740 円（税込）紙箱 〔寸法〕胴径 6.8㎝ 高さ6.8㎝
古帛紗

41223-3

のぼりごい

淡々斎好写 幟 鯉香合

本体：PVC カバー：綿 90% 麻 10% エアスルー：ポリエチレン
※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。

41739-1 ブラック
41739-2 ダークグリーン
各 4,950

円（税込）袋入

〔寸法〕18×20㎝ 高さ17㎝ 厚さ2.5㎝（空気を抜いた状態）
重さ：154g
※和雑貨オンラインショップでもお求めいただけます。

唐松

網代・唐松両面風炉先
222-124 京間
222-125 江戸間

特別価格 各 31,900 円（税込）紙箱

〔寸法〕高さ54.5㎝
送料：全国一律 3,300 円
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