特価 43,240 円（税込）

限定 8

950 005

特価 54,600 円（税込）

田原靖斎作
※写真はお稽古用 約径 33.5×44.8cm

950 007

※写真は峯春作 約径 30.3×32×44.3cm

950 008

お稽古用 紙箱入

高橋宗水作 紙箱入

奥村峯春作 紙箱入

利休好で大阪城山里丸の三角形の仕付け板を棚とされ
たのが起こりとされます。桐木地で地板は砂摺りで湿ら
せて使用できるので、この棚に限り備前や信楽等の湿ら
せねばならない水指を荘ることができる炉用の棚です。
〈京都〉約径 16.8×16cm
約 48.4×33.4×35.5cm

950 015

高麗卓 一閑張（注連縄付）宗旦好写
戸塚富悦作 紙箱入

950 018

太仙窯造 桐箱入

特価 24,490 円（税込）

〈京都〉約径 16.7×16.5cm
950 019

小林幸斎作 紙箱入

特価 32,660 円（税込）

御室窯造 桐箱入

950 021

お稽古用 紙箱入

950 022

桑小卓 仙叟好写

田原靖斎作 紙箱入

950 024

桐小卓 吸江斎好写
田原靖斎作 紙箱入

特価 13,830 円（税込）特価 36,960 円（税込） 特価 52,920 円（税込）

林秀峰作 桐箱入

特価 66,500 円（税込）

蓬莱卓 即中斎好写 組立済
中村宗悦作 紙箱入

950 096

水指 七宝 宝尽
燦光窯造 桐箱入

特価 40,370 円（税込） 特価 21,620 円（税込）

最初に村田珠光が好んだものは珠光台子と呼ばれ、後、
紹鷗から利休に伝承されました。大形が紹鷗好、小形で
桐材、竹の四本柱が利休好とされています。
行台子とも呼ばれ、炉、風炉ともに使用されています。

山谷宗伸作 紙箱入

特価 41,200 円（税込）

特価 52,920 円（税込）

950 098

赤絵祥瑞砂金袋皆具
高野昭阿弥造 桐箱入

特価 84,820 円（税込）
〈山形〉約径 30.3(10.5)×30cm

※写真はお稽古用 約 75×39×60cm

950 099

竹台子 お稽古用

（行台子） 紙箱入

950 100

竹台子（板目）

田原靖斎作 紙箱入

特価 23,400 円（税込） 特価 49,890 円（税込）

950 101

霰釜添唐銅朝鮮風炉（都色）
菊地政光作 桐箱入

特価 129,500 円（税込）

椅子 2 脚付

※水指・風炉釜は別売

◆写真は宗悦作：約 142×45×53cm

約 39.6×30.8×36.8cm
950 020

椅子 2 脚付

桐扇棚 即中斎好写
奥村峯春作 紙箱入

特価 18,520 円（税込）

※取り外すと置炉とし
てご使用できます。

※マグネット式御園棚は、強
い磁力で板と板がつくの
で、ひとりでも組み立て簡
単。別売のIHヒーターが使
えます。

950 103

マグネット式御園棚 淡々斎好写
中村宗悦作 磁石組立式

特価 185,220 円（税込）

◆写真は宗悦作：約 180×46×53cm ※水指・風炉釜は別売
〈山形〉約径 22( 口径 10.5)×18.5cm

950 104

950 106

950 107

末広棚 即中斎好写

特価 126,200 円（税込）

特価 226,800 円（税込） 特価 144,300 円（税込）

高橋宗水作 組立式

中村宗悦作 組立式

末広棚 即中斎好写

950 108

御園棚 淡々斎好写

高橋宗水作 組立式

浜松地紋富士釜

風炉用

菊地政光作 桐箱入

特価 52,500 円（税込）

お申込み・お問い合せは便利でお得なフリーダイヤルで
（通販部）

夏期休暇 8 月 13・14・15 日
正月休暇 12 月 29 日〜1 月 4 日

（京都店） 年中無休：受付 9 時〜18 時

現品限り

木村藤伸作 化粧箱入

特価 8,690 円（税込）

鶸釉金襴手松水指 淡々斎好写

〈京都〉約径 15.3×14cm

950 095

青漆爪紅及台子 宗旦好写

950 012

紹鷗棚の半分の大きさにして︑水指のみを置
く小棚の最初の物といわれます︒

中棚の形が侍烏帽子の形を連想させるとこ
ろからの名です︒炉にも使用しますが風炉に
ふさわしい棚です︒

元々は上に香 炉︑下に花 入 を飾る 棚
を︑天板と中棚に穴をあけ︑矢を立て
ておく矢 台より小 棚 とされ矢 筈 棚 と
も呼ばれました︒仙叟はこの棚を如心
斎に贈り︑表千家では如心斎好として
伝 えてい ます︒表 千 家で は 主 に 風 炉
に︑裏千家では炉︑風炉共に使われ︑平
建水︑柄杓の扱いに特徴があります︒

特価 36,960 円（税込）

約 34.3×29.8×43.2cm

950 094

及台子は唐で科挙（官吏登用試
験）の合格者のみが通れる及第
門の形とも、その合格免状を置い
た台ともいわれ、柱の上下には雲
形の小板が付いています。大振り
で炉、風炉兼用の利休好みの真
塗等がありますが、宗旦が東福門
院に献茶の際好んだ炉用の青漆
爪紅が、今日では最もよく知られ
ています。
約 73×38×57cm
950 097

田原靖斎作 紙箱入

卓下建水（上）鎚目大寸

桑小卓 仙叟好写

特価 22,600 円（税込）

紙箱入

紹 水指棚 紹 ︵
好 組立式︶

特価 19,120 円（税込）

〈新潟〉約径 18×4cm
950 023

※写真はお稽古用 約 27.5×27.5×52cm

窪田宗香作 紙箱入

三木町棚（寄木）江岑好写

浅黄交趾末広水指

烏帽子棚 利休 好

特価 75,600 円（税込）

950 017

ハンネラ水指（赤絵替蓋付）山里棚 桐砂擦竹張 利休好写

桑小卓

特価 45,300 円（税込）

特価 36,280 円（税込）

扇棚 即中斎 好

950 014

高麗卓 一閑風塗

中村良二造 桐箱入

特価 48,760 円（税込）

末広形で︑裏千家の淡々斎宗匠 と相談して
好まれた棚です︒丸卓に準じて扱います︒

琉球より将来した唐物の台子︑高麗台子を半
分に小さく好まれたもので︑炉のみの使用です︒

※写真は宗水作 約 37×37×46cm

特価 101,300 円（税込）

950 010

江岑棚（桐）覚々斎好写

山里棚 利休 好

特価 14,930 円（税込）

田原靖斎作 紙箱入

高麗卓 宗旦 好

限定特価 9,980 円（税込）特価 17,010 円（税込）

特価 52,390 円（税込）

江岑棚溜塗 即中斎好写

唐銅エフゴ建水（徳色） 萌黄金襴手水指（低） 桐生地丸卓 利休好写 桐生地丸卓 利休好写 ( 一枚板 )
約径 13.8×9.3cm 紙箱入 西尾瑞豊造 木箱入

田原靖斎作 紙箱入

寿棚 淡々斎好写

950 011

田原靖斎作 紙箱入

〈三重〉約径 14.6×12.3cm
950 006

灰釉 桶側櫻珞紋水指

950 093

約 28.5×28.5×50.5cm〈京都〉約 16.6×15×15.8cm
950 026

950 027

烏帽子棚 利休好写 高取写 耳付瓢形水指
奥村峯春作 紙箱入

特価 19,650 円（税込）

笹田有祥造 桐箱入

特価 22,680 円（税込）

約 31.8×29.5×46.2cm
950 028

紹鷗水指棚（組立式）
戸塚富悦作 紙箱入

〈京都〉約径 17.7×17.5cm
950 029

祥瑞松竹梅芋頭水指
林秀峰造 桐箱入

蓬莱卓 即中斎 好︵組立済︶

奥村峯春作 紙箱入

温故棚 圓能斎好写

〈京都〉約 33.5×33.5×43cm 〈京都〉約径 16.2×14.5cm

還暦記念に好まれた亀甲形のやや小振りの
棚です︒飾り方は好文棚と同じです︒特殊な
柱の為︑組立済です︒

950 004

950 092

寿棚 淡々斎 好

950 003

旅簞笥 桐（上）利休好写 旅簞笥 春慶 惺斎好写

〈京都〉約径 15.6×17cm

950 091

昭和天皇の御大典の際に好まれた菊寿棚を
松材の溜塗に変えられ︑寿棚と改称されま
した︒高御座︵たかみくら︶と同じ八角形の
天板に二本柱の上下の雲形の鰭︵ひれ︶は雲
井︵宮中︶
を象︵かたど︶
ります︒

950 002

約 36×25.5×44.6cm

温故棚 圓能斎 好

950 001

旅簞笥 桐（並）利休好写 旅簞笥 焼桐
特価 27,970 円（税込） 特価 33,260 円（税込）

大正天皇御大典の折︑利休形冠台を再好
みされ︑﹁温故知新﹂より名付けられまし
た︒天板と地板は長方形︑柱は八角で聖脚
︵ひじりあし︶
です︒炉︑風炉共使え︑水指に
水をつぐときは︑棚からおろします︒

利休が小田原の役に従った際、旅持ちの茶簞笥として
創案し、秀吉に茶を点てたと言われています。元来は
水屋の棚です。
※写真は桐（並）約 35×27×45.4cm

三木町棚
︵江岑棚︶

桐旅 笥 利休好

仙叟好みの桑小卓と︑江岑好みの三木
町 棚 とが兄 弟お互いに交 換されたと
ころから︑それぞれが使用し合う棚に
なっています︒江 岑が紀 州三木 町の下
屋敷滞在中に︑樅︵もみ︶︑檜︑杉の残
り木で若党に作らせたため︑大工仕事
として抽斗のガタガタなのが約束で︑
四つ足の寸法︑形が異なり︑二本の柱
は底を通ります︒後に覚々斎が同形で
桐材にて江岑棚を好みました︒

表千家は炉には一つ足を手前︑風炉は二つ
足を手前に︑裏千家は炉︑風炉共一つ足を
前にいたします︒

※柄杓は別売

茶の湯に使われる棚の元祖は、中国への留学僧南浦紹明
によって将来された真台子であるといわれます。利休の侘
び茶の道統は小間が中心のため、棚物の種類は少なかっ
たのですが、次第に茶の弟子の数が多くなり、稽古場で茶
事への割稽古をするようになり、棚の種類がふえました。
目先を変えて取り合わせなどに変化を持たせ、お稽古やお
茶事をお楽しみください。

桐丸卓 利休 好

棚

950

2019 年 5 月 31 日迄

特価 69,850 円（税込） 現品特価 75,600 円（税込）

〒604-8162 京都市中京区七観音町640番
（烏丸通蛸薬師北東角）烏丸センタービル2F
〒 621-0005 京都府亀岡市保津町三の坪 45-1

インターネットでのご注文は

https://www.kyoto-zuiun.com

