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322-006

圓能斎好写 蝸
かたつむり

牛竹蓋置
13,200 円（税込） 木箱
※天然素材のため寸法・景色は個々
に多少異なります。

清
浄
な
水
を
運
ぶ

322-003
木地 釣瓶水指（御幣・縄付）　
22,000 円（税込） 紙箱

〔寸法〕22×21.5cm  高さ 20cm

322-001
金砂子 青楓絵茶碗　
今岡妙見作
特別価格 30,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12.6cm  高さ 7.4cm （京焼）

お茶碗全体に金砂子を施しました。
大胆に描かれた青楓が初夏から盛夏
までのお席に華を添えます。

水
無
月
の 

夏
越
の
祓
す
る
人
は

　
千
歳
の
い
の
ち 

延
ふ
と
い
ふ
な
り

322-004
釣瓶水指用 御幣（縄付）
1,100 円（税込） 

※朝鮮風炉・釜セットは６頁に掲載

夏
越
の
祓

数量限定

322-005
大名物 古瀬戸茶入

「鎗の鞘肩衝」写 　
陶若窯
36,300 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6cm  高さ 9.5cm（滋賀）
仕覆：金剛金襴
伝来：豊臣秀吉−石川備前守…
　　　三井八郎右衛門−松平不昧

322-002
西垣大道師筆 大徳寺派 極楽寺住職（兵庫）

画賛色紙「夏越の祓」
特別価格 6,600 円（税込） タトウ紙
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322-013
圓能斎好写 蛍籠炭斗　特別価格 24,200 円（税込） 紙箱

〔寸法〕21cm 四方  高さ 11.8cm（木製ウレタン）
紗で涼を演出する、鳳凰と牡丹の透かしの入った炭斗です。

322-011
鉄線絵茶碗　水出宋絢作
6,710 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 11.9cm  高さ 8.3cm（京焼）

322-012
杉木地 七宝透かし干菓子器
特別価格 5,500 円（税込） 紙箱　〔寸法〕22.6cm 四方  高さ 3cm

322-008 瓢箪花入　
9,900 円（税込） 紙箱

〔寸法〕胴径 8cm  高さ 24.5cm
※天然素材のため、寸法・景色は個々に多少異なります。

322-007
蛍絵籠茶器　
中林貴山作　
37,400 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6.7cm  高さ 6.7cm（桜材・拭き漆）

322-010
瓢形香合　西村松雲作
特別価格 17,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕5.5×8cm  高さ 2.5cm（桐材）

322-009
若苗色 紙釜敷
特別価格 3,850 円（税込） 紙箱

数量限定

数量限定
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乞
巧
奠
に
よ
せ
て

322-015
福本積應師書付 大徳寺派 招春寺住職（京都）

五つ節茶杓 銘「星
ほし

逢
あい

」16,500 円（税込） 木箱
※天然素材のため寸法・景色は個々に多少異なります。

322-014
絵賛掛物「七夕」　三

さん

生
せい

筆
14,850 円（税込） 紙箱

〔寸法〕巾 31cm  長さ 116cm

天の川に楫の音が聞こえます。彦星が天の
川を舟で渡って織女に逢いにいくのですね。

天
の
川 

楫
の
音
聞
こ
ゆ
彦
星
と 

織
女
と
今
夜
あ
ふ
ら
し
も
　『
万
葉
集
』

322-016
笹の葉蒔絵長棗　
中林貴山作
16,060 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 5.7cm  高さ 8.2cm
（山中塗・木製漆）

322-017
朝顔絵茶碗　水出宋絢作
7,040 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 11.5cm  高さ 7.5cm（京焼）

322-018
淡々斎好写 糸巻盆（青漆爪紅）　
4,400 円（税込） 紙箱

〔寸法〕23.2cm 四方  高さ 2.2cm（木製ウレタン）

322-019
夏の大三角絵茶碗　
八木海峰作
5,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 14.5cm  高さ 6cm（京焼）

瑠璃釉の夜空に夏の大三角を描い
た一碗。正面にわし座を描き、内
側にはくちょう座とこと座を配し
ました。

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001016/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001015/
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322-024
笹に短冊絵茶碗　水出宋絢作　
21,890 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12.3cm  高さ 7.6cm（京焼）

322-022
波千鳥彫 釣舟花入　
金屋長兵衛作
27,500 円（税込） 木箱

〔寸法〕29.5×11.5cm  高さ 10cm
（合金）

322-020
圓能斎好写 亀蔵棗　
山根瑞宝作
11,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6.7cm 高さ 7.1cm
（山中塗・木製漆）

322-023
義山 水玉水指
19,800 円（税込） 紙箱

〔寸法〕径 22.5cm  高さ 12cm

322-021
笹葉形 茶杓
3,520 円（税込） 紙箱

七
夕
飾
り
に

　
願
い
を
込
め
て

数量限定

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001021/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001022/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001023/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001024/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001024/
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https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001025/
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322-029 三島平茶碗　中村与平作
13,200 円（税込） 木箱　〔寸法〕口径 15.2cm  高さ 6.6cm

322-028
虎竹 ゴザ目網 籠花入　
16,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕21.7×21.5cm  高さ 34cm（手付含む）

暑
気
払
い
の
一
席

322-027
小林太玄師筆
大徳寺塔頭 黄梅院住職（京都）

一行物「清
せい

風
ふう

在
ちくりんにあり

竹林」
特別価格 60,500 円（税込） 
木箱〔寸法〕巾 31㎝  長さ168㎝ 
竹林に吹く清々しい風のように
席中に涼を呼ぶ一幅です。

322-025 淡々斎好写 渚棚（炉風炉兼用・組立式）　
22,000 円（税込） 紙箱

数量限定

322-026
玄々斎好写 夕顔中棗　優工房製
20,900 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6.7cm  高さ 7cm（山中塗・木製漆）

見込

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001027/
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322-031
朝鮮風炉・釜セット
風炉：金屋長兵衛作 　
釜：菊地政光作
176,000 円（税込） 木箱　

〔寸法〕真形釜：径 22.5cm  高さ 12cm
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322-030
阿蘭陀写 青海波皆具　利昇窯
92,400 円（税込） 木箱（京焼）
鮮やかな青い釉薬が点茶盤など立礼式の
卓に映える皆具です。

322-032 祇園祭絵茶碗　田中正一作
28,600 円（税込） 木箱　

〔寸法〕口径 12cm  高さ 7.7cm（京焼）

322-034
蘇民将来蒔絵中棗　山崎 涼作
16,500 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6.7cm  高さ 7cm（欅材・拭き漆）

322-033
瓢頭 飾火箸
般若勘溪作
13,750 円（税込） 木箱

322-035

粽
ちまき

蓋置　今岡三四郎作
13,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕4.2×4.2cm  高さ 4.7cm（京焼）
京都では、祇園祭で求めた粽が厄除けの縁起物
として親しまれます。端午の節句の趣向にも。

茶碗の内側には長刀鉾の鉾先
を描きました。

祇
園
祭
の
賑
わ
い
を

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001032/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001031/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001031/
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322-037

麦
むぎわら

藁手 汲出茶碗（5 客組）　
八木海峰作
6,600 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 8cm  高さ 6.5cm（京焼）

322-036
春慶塗 格子丸盆　
2,750 円（税込） 紙箱

〔寸法〕径 22.8cm  高さ 2.6cm（樹脂製ウレタン）

菓子盆・干菓子盆としてだけでなく、点心盆としてもお使い
いただけます。

322-039
宗旦好写 手付煙草盆　20,900 円（税込） 紙箱

〔寸法〕20.4×21.8cm  高さ 19.4cm（手付含む）（越前塗・木製漆）

322-040
染付 山水火入　高野昭阿弥作　5,720 円（税込） 紙箱

〔寸法〕胴径 7.7cm  高さ 9cm （京焼）

夏
の
お
も
て
な
し

322-038
宗旦好写 手付煙草盆セット

（煙草盆・火入・色の変わらない青竹灰吹）
特別価格 24,860 円（税込） 紙箱
※単品でもお求めいただけます。

322-041
六つ目網 カズラ手籠花入　
7,700 円（税込）  紙箱

〔寸法〕12.2×12cm  高さ 30.5cm 

数量限定

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001038/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001038/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001037/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001037/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001037/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001039/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001041/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001042/
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322-043
七宝 釜釻　木村清五郎作
20,900 円（税込） 木箱

322-046
淡々斎好写 清風籠炭斗（風炉用）
宮下竹憲作
特別価格 41,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕20cm 四方  高さ 18.2cm
口造りの下部が透かしとなり、涼味を感じ
させます。花入としても使用できます。

夏
の
炭
道
具

322-045
白鳥羽箒（風炉用）
22,000 円（税込） 紙箱

322-042
堆朱 太公望香合　尾崎吉蔵作
121,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕径 8.3cm  高さ 3cm（新潟）

唐物を基調とする「村上木彫堆朱」は江戸中期より伝承され、新潟県無形
文化財に指定された特選品。その中であらゆる技術を習得された尾崎吉蔵
氏による格調高い一点。川瀬に太公望が竿を伸べる姿をあらわしています。

322-044
玄々斎好写 
蜑
あま

小
お

舟
ぶね

香合
優工房製　
26,400 円（税込） 木箱

〔寸法〕16.2×4.5cm  高さ 4.7cm（山中塗・木製漆）
舟形で側面は溜塗とし、一面に千鳥の蒔絵が施されています。
蓋表には「雪能花月裳清見屋田子浦」と朱漆で俳句が書かれています。

数量限定

数量限定

※紙釜敷は 11 頁に掲載
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水
辺
の
意
匠

322-047

色絵手
てびねり

捻 打網平茶碗　
林 淡幽作
88,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 13.7cm  高さ 6.4cm （京焼）

翡翠は狙った獲物を逃さないことから
「目的を成し遂げる」などの大願成就を
願う縁起図として古くから親しまれて
きました。内側には、打網をする人が描
かれています。手捻りの造りが持つ人の
手になじむ、作家こだわりの一碗です。

322-051
水草に蟹絵平茶碗　山川嘉山作
5,060 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 14.4cm  高さ 5.4cm （京焼）

322-049　

栄
さ ざ え

螺蓋置　
今岡三四郎作
13,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕6.5×4.6 cm 
高さ 3.8cm （京焼）
七種蓋置の一つである栄
螺の蓋置は、海辺で拾っ
た貝をそのまま用いたの
が始まりともいわれてい
ます。

322-048

波
は

濤
とう

絵茶碗　六兵衞窯
19,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 11.5㎝  高さ 7.4㎝ （京焼）
大胆なデザインの波濤の図を茶箱にもお
使いいただける小ぶりなお茶碗に描きま
した。すっきりとした印象の中にも勢い
を感じる一碗です。

見込

322-050

海
み

松
る

波
なみ

絵 曲建水　
13,200 円（税込） 紙箱

〔寸法〕胴径 17cm  高さ 7.7cm （杉材・山中塗）

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001048/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001048/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001049/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001049/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001050/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001050/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001051/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001051/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001052/
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322-056
浮彫 海の音色茶碗　
今岡三四郎作
19,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12.6cm  高さ 7.6cm （京焼）

322-055

ガラス棗 氷
ひょう

点
てん

　
新
にい

倉
くら

晴
はる

比
ひ

古
こ

作
特別価格 51,700 円（税込） 木箱　

〔寸法〕胴径 6.7cm  高さ 6.7cm

322-054
夏椿絵ガラス平茶碗　
今岡 都作
5,500 円（税込） 紙箱　（耐熱ガラス）

〔寸法〕口径 15cm  高さ 5.8cm
日本では夏椿を「沙羅の木」と呼ぶ
ことがあります。

322-052
団扇絵ガラス平茶碗　
今岡 都作
5,500 円（税込） 紙箱　（耐熱ガラス）

〔寸法〕口径 15cm  高さ 5.8cm

322-053
半夏生絵ガラス平茶碗　
今岡 都作
5,500 円（税込） 紙箱　（耐熱ガラス）

〔寸法〕口径 15cm  高さ 5.8cm

数量限定

波
音
に
想
い
を
は
せ
て

繊細に成形されたガラス製の茶器。
ほのかに透ける抹茶の緑が点前座に
映えます。

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001053/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001054/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001055/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001056/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001056/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001057/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001031/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001055/
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322-057　
蓮絵平茶碗　楽入窯
26,400 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12.4cm  高さ 7.2cm
（京焼）

322-062

毛織 鉄
てっぱつ

鉢建水　金屋長兵衛作
37,400 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 14.7cm  高さ 7.5cm

322-060  唐銅 経筒花入　
金谷浄雲作　
30,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6.5cm  高さ 23.7cm

322-061
ノンコウ黒楽茶碗「桔

ききょう
梗」写　

佐々木昭楽作　
29,700 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12.8cm  高さ 8cm（京焼）

見込みの底部分を取り巻くように厚い幕釉
（まくぐすり）が流下し、その形が桔梗の花
の輪郭をかたどっています。この景色にち
なんで命銘されたといわれています。

322-058
一刀彫 茄子香合　太江勝山作 
13,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕9×4.3cm  高さ 4.3cm（一位の木）
一位の一刀彫は飛騨高山の伝統工芸です。
年月と共に深みが増します。

322-059 波紋 紙釜敷　
特別価格 3,850 円（税込） 紙箱

追
善
の
茶

見込

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001058/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001059/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001060/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001060/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001060/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001061/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001062/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001062/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001063/


茶
箱

322-066
祥瑞 丸紋山水陶器三点セット　高野昭阿弥作
16,500 円（税込） 紙箱

12

322-065
黒塗 面朱茶箱
11,000 円（税込） 紙箱

〔寸法〕14.6×21.5cm  高さ 13.4cm

322-067

蒟
きん

醤
ま

三品セット　関 三郎作
24,200 円（税込） 紙箱

322-064  三品仕覆
淡々斎好写 「祥寿緞子」
10,450 円（税込） 

322-063　
アラベスク文 振出　今岡三四郎作
15,400 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 4.6cm  高さ 6.2cm（京焼）

※古帛紗は 19 頁、絽 帛紗は 13 頁に掲載

322-069　八角鉄瓶　特別価格 34,100 円（税込） 紙箱
〔寸法〕最大径 15.8cm  高さ 18.7cm（手付含む）

322-068　尺〇紅鉢　宗伴作　
50,600 円（税込） 紙箱

12

（京焼）

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001064/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001074/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001075/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001077/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001076/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001078/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001078/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001078/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001079/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001075/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001076/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001076/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001076/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001076/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001076/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001081/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001116/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001096/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001096/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001096/
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322-072
紗 古帛紗

「梅唐草間道」
特別価格 3,960 円（税込） 紙箱

数量限定

涼
の
裂
地

322-074
水模様に 錨

　いかり
絵茶碗　

水出宋絢作
特別価格 5,830 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 11.6cm  高さ 7.6cm（京焼）

夏
の
奉
仕
品

絽 帛紗　
322-071　薄

うす
珊
さん

瑚
ご

色 　　 322-070　瓶
かめ

覗
のぞき

色 
数量限定

322-076
玄々斎好写 末広籠受筒　優工房製
特別価格 19,800 円（税込） 紙箱

〔寸法〕胴径 13.7cm  高さ18.4cm（木製漆）

322-077　
青磁 七宝透かし蓋置　
横石嘉助作
特別価格 8,250 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 5.6cm  高さ 5.6cm

322-073
黒塗 青楓茶杓
特別価格 3,080 円（税込）  紙箱

（白竹にウレタン）

こ
こ
ろ
ば
か
り

322-078
花火絵茶碗　小村夏華作
特別価格 3,630 円（税込）  紙箱

〔寸法〕口径 12.5cm  高さ 8cm （京焼）

322-075
樹脂製 夏の星座中棗　
特別価格 3,850 円（税込）  紙箱

〔寸法〕胴径 7cm  高さ 6.7cm 

13

各 5,720 円（税込） 紙箱

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001080/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001080/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001081/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001081/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001081/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001083/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001083/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001084/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001082/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001085/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001087/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001086/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001088/
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322-001
利休梅
色紙・短冊掛
5,500 円（税込） 紙箱

〔寸法〕巾 31cm 高さ 116cm  

322-083
掛分 馬盥茶碗　
松楽窯
特別価格 9,900 円（税込） 紙箱

〔寸法〕口径 13.6cm  高さ 5.4cm
（京焼）

網代

322-079
色紙・短冊掛

「利休梅」（風帯付）
特別価格 4,950 円（税込） 
紙箱

〔寸法〕巾 31cm  長さ 116cm  

322-080
福本積應師筆
大徳寺派 招春寺住職（京都）

画賛色紙「涼
りょう

風
　ふう

」
朝顔の図
特別価格 4,400 円（税込） 
タトウ紙

322-081
松濤泰宏師筆
大徳寺派 寿福寺住職（福岡）

短冊「瀧
　たき

 直
　ちょっか

下三
　さんぜんの

千丈
　　じょう

」
特別価格 3,630 円（税込） 
タトウ紙

322-082
松濤泰宏師筆
大徳寺派 寿福寺住職（福岡）

短冊「月
つききよしせんこのあき

清千古秋」 
特別価格 3,630 円（税込） 
タトウ紙

網代・遠山両面風炉先 
322-085　京間 　
322-086　江戸間 
特別価格 各 58,300 円（税込） 紙箱

〔寸法〕高さ 54.5cm 　
送料：全国一律 3,300 円 

遠山

322-084
萩焼 耳付花入　小松 健作
特別価格 5,060 円（税込）  木箱

〔寸法〕胴径 8cm  高さ 20.6cm 

網代

14

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001096/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001096/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001089/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001089/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001089/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001089/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001090/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001091/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001092/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001093/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001094/
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こだわりの逸品茶道具

宮川香雲（みやがわこううん）：昭和 41 年 (1966) 龍谷窯二代宮川香雲の長男として京都に生まれる。
唐津焼の中里重利氏に師事。平成 29 年に三代宮川香雲を襲名。

322-088
流水に楓絵平茶碗 
宮川香雲作
198,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 13.6cm  高さ 6cm
（京焼）

流水文様は「吹墨」という技
法を用い、白抜きで見込みか
ら胴全体に一周するように描
かれています。

322-087
波車絵平茶碗
宮川香雲作
198,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 13.6cm  高さ 6cm
 （京焼）

15

「波車」は牛車の車輪の乾燥を防ぐため、川の水につけるなどして手入れをした様子から意匠化
されたといわれています。波模様が金彩で涼やかに描かれた瀟洒なお茶碗です。

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001097/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001097/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001097/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001098/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001098/
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322-090
風鈴釜　般若勘溪作　
220,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 18.2cm  高さ 18.2cm

鐶付に羽を広げた蜻蛉、胴回りに流水が施された風
炉用の釜。蓋のつまみは振々が、座には夜空にまた
たく星があらわされた、趣向を凝らした一点です。

三代 角谷與斎（かくたによさい）：
昭和 40 年 (1965) 二代與斎の長男として大阪に生まれる。
父與斎に師事。平成 29 年に「角谷與斎」を襲名。

322-089
南鐐 扇面唐草蓋置　角谷與斎作　
83,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 5.5cm  高さ 5.4cm
日本古来の技術だけでなく、現代の遠心鋳造の技術
を応用して作られた銀製の蓋置です。繊細な扇面唐
草の細工が夏のお席に涼を呼び込みます。

数量限定

数量限定

16

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001099/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001099/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001100/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001100/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001100/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001100/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001031/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001026/


17

322-096
白菊蒔絵切立香合　
西村松雲作
14,300 円（税込） 木箱

〔寸法〕径 7.4cm  高さ 2cm（木製漆）

322-092
高取釉 耳付水指　笹田有祥作
44,000 円（税込） 木箱

〔寸法〕最大径 15cm  高さ 15.4cm （京焼）

322-091
白菊絵茶碗　田中正一作
19,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 11.5cm  高さ 8cm （京焼）

322-093
絵掛物「秋草に鹿」　三

さん

生
せい

画
14,300 円（税込） 紙箱

〔寸法〕巾 31cm  長さ 116cm

秋
浅
し

322-094
萩に虫の音
籠茶器　
中林貴山作　
38,500 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6.7cm  高さ 7cm
（桜材・拭き漆）

322-095
仁清写
浪に三日月絵茶碗　
今岡妙見作　
13,200 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12cm  高さ 8.5cm（京焼）

仁清の作品の中でも傑作といわれ
る三日月文様の茶碗を写しました。
伸びやかな波濤と意匠化された三
日月が印象深く描かれています。

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001101/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001102/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001105/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001104/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001104/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001106/
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322-097
砧青磁茶碗「満月」写　横石嘉助作
特別価格 19,250 円（税込） 木箱

〔寸法〕口径 12.8cm  高さ 6cm（平戸焼）

砧青磁の茶碗の中でも、外側に蓮弁状のしのぎが加えられ
ているものは、ことのほか茶人を喜ばせました。井上世外
愛蔵の名碗写しです。

322-098 
三日月に芒香合　
浜高靖峰作　
41,800 円（税込） 木箱

〔寸法〕8.8×5cm  高さ 2.5cm
（黒柿・吹き漆）

322-101
法谷文雅師書付 大徳寺派 逢春寺住職（京都）

煤竹茶杓 銘「月の舟」　
15,950 円（税込） 木箱

『万葉集』の「天の海に雲の波立ち月の舟 星
の林に漕ぎ隠る見ゆ」という和歌にちなみ、
ご銘をいただきました。

322-102
秋草絵茶碗　
小野山若水作
16,500 円（税込） 
木箱

〔寸法〕口径 12cm 
高さ 7.7cm（京焼）

322-100
松濤泰宏師筆 大徳寺塔頭  寿福寺住職（福岡）

一行物「掬
みずをきくすればつきてにあり

水 月 在 手」
39,600 円（税込） 木箱　〔寸法〕巾 31cm  長さ 173cm
唐の詩人、于良史の漢詩『春山月夜』の一節。茶席では春に掛
けられることの多い「弄花香満衣」と対句になります。名月の
時期に相応しい美しい禅語です。

322-99
煤竹 尺八花入
17,600 円（税込） 紙箱

〔寸法〕胴径 5.5cm  高さ 26cm
※天然素材のため、寸法・景色
は個々に多少異なります。

数量限定数量限定

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001107/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001108/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001110/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001109/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001111/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001112/


19

322-106
古帛紗 「芝山兎裂」
2,970 円（税込） 紙箱

322-103
月にうさぎ絵茶碗　西村利峰作
特別価格 27,500 円（税込） 木箱　

〔寸法〕口径 11.8cm  高さ 8cm （京焼）

322-105
圓能斎好写 汐

しおくみ
汲棗

優工房製
28,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 7.3cm  高さ 7.5cm
（山中塗・木製本漆）

秋
の
夜
長
を
楽
し
む

322-107　
溜塗 月にすすき高杯　5,280 円（税込） 紙箱

〔寸法〕径 16.5cm  高さ 6.2cm （樹脂製）

322-104
南鐐 波兎蓋置　角谷與斎作
83,600 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 5.1cm  高さ 5.3cm

謡曲「竹生島」から生まれたとされる波
兎の意匠を蓋置にしました。

秋の謡曲「松風」に用いる汐汲桶にヒントを得て作られた金輪寺茶器。
蓋甲に「　風」の二字が、蓋裏には円を描いて飛ぶ千鳥が蒔絵されています。

322-108
とんぼ絵茶碗　見谷福峰作
5,610 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕口径 11.6cm  高さ 8.5cm （京焼）

数量限定

蓋裏

利休居士の弟子、芝山監物が愛蔵の茶
入の仕覆に用いたと伝えられる名物裂
をもとにお作りしました。

数量限定

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001113/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001114/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001115/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001115/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001116/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001118/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001119/
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322-110
認得斎好写　
蔦蒔絵竹蓋置（風炉用）
7,920 円（税込） 紙箱
認得斎が文政５年 京都所司代での点
初式に合わせて好んだもので、白竹
の胴に金銀彩で蔦と蔓唐草が蒔絵さ
れています。

322-111
備前焼 蹲花入
木村陶峰作
5,720 円（税込） 紙箱

〔寸法〕径 15.3cm 
高さ 10.5cm

322-114
柿絵茶碗　八木海峰作
5,500 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕口径 11.8cm  高さ 8cm （京焼）

322-112
灰釉 栗絵茶碗
中村良二作
16,720 円（税込） 木箱　

〔寸法〕口径 11cm  高さ 7.7cm （京焼）

322-109
欅拭漆 稲穂中棗　
中林貴山作
16,500 円（税込） 木箱

〔寸法〕胴径 6.6cm  高さ 7cm
（山中塗・木製漆）

322-113
玄々斎好写 徳風棗　
山根瑞宝作
14,300 円（税込） 木箱　

〔寸法〕胴径 8cm  高さ 6cm 
（山中塗・木製漆）

蓋の甲に稲の異称「一粒万倍」、裏には９個の金籾が描かれています。徳
風の語源は「論語」の「君子の徳は風なり」から引用されたと思われます。

蓋裏

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001120/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001121/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001122/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001123/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001123/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001124/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001124/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001124/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001125/


商品の発送について
● 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。

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
● 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。
● カタログ有効期限は2022年11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。

お支払い

● 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。

返品・交換
● 商品到着時に破損の有無等をご確認ください。
● 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。商品到着後、７日以内にご連
絡ください。

● 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。

● 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。

専用ハガキは、切手を貼らずにお
出しください。

［京都］075-432-5133
［東京］03-5269-7941

［京都］ 0120-310-278
［東京］　　   0120-884-753

送料

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　型 全国一律 3,300円

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）

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。

対象商品にはこちらの
マークを掲載しています。

※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。

※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。

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 に つ い て

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。
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銘
々
皿
で
お
も
て
な
し

322-116
杉木地 七宝透かし 三段縁高
6,600 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕12.2cm 四方  高さ 15cm

お一人ずつ取り回していただけるサイズを
ご用意しました。

322-118
義山 銘々皿（1 枚）
2,420 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕径 16.5cm  高さ 2.4cm

322-117
錫
すず

 四方銘々皿（1 枚）　
金屋長兵衛作
6,600 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕12cm 四方  高さ 0.5cm

322-120
杉木地 瓢銘々皿

（5 枚組）3,740 円（税込）紙箱

322-119
伊羅保 木の葉銘々皿（1 枚）
内村慎太郎作
6,600 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕17×12.4cm  高さ 1.4cm

322-121
織部 四方菊絵銘々皿

（5 枚組）
2,750 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕12.2cm 四方  高さ 1.6cm

322-115
青白磁 青海波銘々皿（5 枚組）
特別価格 9,020 円（税込） 紙箱　

〔寸法〕径 13.2cm  高さ 2.2cm
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お菓子：二條若狭屋お菓子：二條若狭屋
銘：祇園囃子

銘：小萩餅

銘：玉すだれ銘：星の光銘：山づと

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001126/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001126/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001127/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001127/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001128/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001129/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001131/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001130/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001132/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001132/


322-125

柿の蔕
へた

茶碗　中村与平作 13,200 円（税込） 木箱　
〔寸法〕口径 13.8cm  高さ 7.8cm （京焼）

322-122
淡々斎好写 束

たばねしば
柴細水指　

今岡妙見作
37,400 円（税込） 木箱　

〔寸法〕胴径 10.6cm  高さ 21.2cm （京焼）
焚き付けに使う小さな雑木や枝を束ね
た「束柴」をモチーフにした、名残の
時期に相応しい水指です。

322-123
玄々斎好写 五行棚
( 風炉用・組立式 )
小川一徳作
33,000 円（税込） 紙箱　

322-124
霰地紋 棗釜（風炉用）　
菊地政光作
特別価格 66,000 円（税込） 木箱　

〔寸法〕胴径 18.8cm  高さ 18.2cm
風炉用のほか、立礼や釣釜でも。

※棗は 20 頁に掲載

名
残
り
の
取
り
合
わ
せ

https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001134/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001134/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001134/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001134/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001133/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001133/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001135/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001136/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001124/
https://www.sd.tankosha.co.jp/shopdetail/000000001134/
https://sd.tankosha.co.jp
https://www.instagram.com/tankosha_sd/
https://www.tankosha.co.jp/goods/

