
R.2.10※御注文は、それぞれの品についております品番でお願いします。 ※表示価格には消費税が含まれております。（内税）

令和辛
かのとうし

丑歳 迎春 お茶道具

「赤べこと稲穂」の図

大福扇
（別製たとう袋入）
古来牛は、農耕や運搬などの労働力を超人的な力と従属性で支え、豊穣
を願う神聖獣として崇敬されてきました。また赤色には、病気や災厄を払
う神秘な力があると伝えられています。会津の郷土玩具「赤べこ」と、たわ
わに実った「稲穂」を描き、招福の大福扇といたしました。

女持（黒親骨）  5寸 金1,280円也   1-1
女持（溜親骨）  5寸 金1,400円也 1-2
男持（黒親骨）  6寸 金1,500円也 1-3
男持（黒親骨） 6.5寸 金1,650円也 1-4

干支令和「辛丑歳」・勅題「実」に因んで

5-1若竹 曙 5-2
紅藤 5-3 桔梗 5-4

文様は梅の香り漂う梅林の中に、玩
具をイメージした可愛い牛の親子文
様を配した構成です。牛は学問の神
様である菅原道真公を祀る北野天満
宮では神の使いとされています。梅花
は春の先駆けとして咲く生気ある花と
されます。

インドの代表的な染織のなかに印度
更紗の優品があります。その中より神
聖な存在とされる牛の文様とシンボ
リックな姿をした花卉文の二つの図柄
に取材し再構成いたしました。それら
の文様はいずれも漆や糊を型で置き、
その上に金箔や雲母の粉をおいて図
柄が表現されています。

毎年作ってまいりましたが、数年
前に一巡した事もあり、今回で最
後になります。従いまして今回は
十二支すべての図柄を別注にて
お受け致しますので、ご入用の図
柄を申し聞かせください。

アマビエとは疫病退散や豊作を予言した妖怪と伝えられてい
ます。その姿を描いた茶碗を作ってみました。

色を御指定下さい。

色を御指定下さい。

※ご注文は11月中にお願いします。ご納品は12月下旬になります。

段に異国風の牛文様と、
草花文様を組み合わせ、
段の間には幾何文様を配
した構成です。牛は今で
もインドでは神聖な動物
とし崇拝され、古代エジプ
トでは、天空に聖牛がおり
地球上の人々の涙を飲み
干してくれたと伝えられて
います。
神聖な牛文様を、美しい
段文様に意匠化し、繊細
な織りで表現した裂です。

千家十職 土田友湖 作
（朱）（紫）

各金18,800円也
帛紗

金28,000円位より各種

古帛紗色を御指定下さい。

金3,600円也

金2,800円也

各 金7,600円也

金3,900円也 3-1

緑

紺地

藤

赤地

2-2

4-2

2-1

4-1

灰 2-3

明けゆく新年の大福茶は、やはりその歳に因んだ新しいお道具で寿ぎたいものです。
この度弊店が特に別製いたしましたお道具を中心に、お奨め申し上げます。

干支「丑」に因んで

丑梅文様
紹紦 古帛紗（正絹）

龍村美術織物製
経錦 更紗
聖牛文 古帛紗（正絹）

鳥獣戯画より 十二支の絵茶碗

干支「丑」に因んで

段牛草花文 古帛紗（正絹）

青芳堂特製懐紙 りゅうさん紙添

5帖1組 金700円也 　　 
大（男持） 5帖1組 金950円也

10-1              

10-2

丑 巳
酉

子 辰
申

7-2 7-6
7-10

7-1 7-5
7-9

寅
午 戌

卯
未 亥

7-3
7-7 7-11

7-4
7-8 7-12

疫病退散祈願　五芒星七宝文様 古帛紗（正絹）

五芒星（ごぼうせい）は星型の文様で、
万物の除災、清浄をもたらす結界のお
印です。歴史は古く、ギリシャ語では
ペンタグラムと呼ばれ、世界的にも広
く伝えられています。裂の文様は悪霊
が入るのを防ぐ結界印である五芒星
を全面に配し、地紋様には永久の繁
栄と円満を表現した、七宝文様をあら
わした意匠で厄除と吉祥を祈願して
います。

色を御指定下さい。
金3,500円也

陶楽造
（桐共箱入） 

金13,500円也 6-1

疫病退散祈願　アマビエ絵 茶碗　



R.2.10

御案内申し上げましたお道具は弊店が特に選びまして皆様へお奨め申したく存じますものです。それ故、中には数に限りあるものも御座います。
御稽古用品から御書附品、古いお道具まで何によりませず御気軽にお申し付け下さい。
※5万円以上のお買上げにつきましては、荷造送料をサービスさせて戴きます。〈一部の重量品・一部地域（海外・離島等）を除きます。〉

〒602-0898 京都市上京区相国寺南門前町636
TEL 075-231-1340　FAX 075-255-7243　E-mail　info＠seihodo.net
ホームページも御覧下さい。URL　http://www.seihodo.net

新古 茶道美術商

御茶筌 　真   （特上）金 4,400円也 8-1

〃 五分長 金 5,000円也 8-2

〃 茶箱用 金 4,000円也 8-3

御茶巾 （大） 金 790円也 8-4

〃 （中）   （極上）金 650円也 8-5

〃 （中） 金 390円也 8-6

〃 （小） 金 320円也 8-7

紙小茶巾 （二十五枚入）金 280円也 8-8

柄　杓 （風炉）（特上）金 12,000円也 8-9

〃 （ 〃 ） 金 8,500円也 8-10

〃 （ 炉 ）（特上）金 12,000円也 8-11

〃 （ 〃 ） 金 8,500円也 8-12

〃 （飾り 差通） 金 8,800円也 8-13

挽きたての お抹茶
お茶どころ宇治の 小山園の挽きたてのお茶を完全密封のプルトップ缶にし
てお取次いたします。挽きたてのお茶の美しい色、さわやかな香り、自然の風
味をお楽しみ下さい。　ほうじ茶「小倉かおり」（150ｇ袋￥810）もあります。

御茶銘 40g缶 100g缶 200g缶
坐忘斎

御家元好
松花の昔 金 3,780円也 金 9,180円也 金18,030円也
清淨の白 金 2,050円也 金 4,860円也 金 9,610円也

鵬雲斎
大宗匠好

慶知の昔 金 4,640円也 金11,230円也 金22,140円也
松雲の昔 金 3,780円也 金 9,180円也 金18,030円也

喜雲 金 3,240円也 金 7,770円也 金15,220円也
瑞泉の白 金 2,260円也 金 5,400円也 金10,690円也
珠の白 金 2,050円也 金 4,860円也 金 9,610円也
松柏 金 1,620円也 金 3,780円也 金 7,450円也

長安 金 5,940円也 金14,360円也 金28,400円也
天授 金10,800円也 金27,000円也

水屋のふきんは色々なものをお使いですが、キッチリとした約束のものが
ございます。是非お備え下さい。

三種 一組 金 1,900円也水屋組ふきん 9-1

誌上銘品展  
今回は、有名作家の茶器を御覧戴きます。
すべての作品にお書付があります。
それぞれの委細やお値段については、お問合せ下さい。　              
TEL 075-231-1340 秀斎造 牛の絵馬 溜大棗  

坐忘斎御家元好 
16 代 一閑（飛来）造 
松花棗

利休四百年忌之好（五十ノ内）

12代 宗哲（中村）造 
利休梅朱絵 溜大棗

鵬雲斎大宗匠好
13 代 正玄（黒田）造 
松梅絵 竹平棗

雅峯（前端）造 
桐絵大棗

華正（吉田）造 
老松絵大棗

左近（小椋）造 
一閑張 秋草絵 大棗

2 代 万象（橋村）造 
秋虫絵 溜 折撓棗

淡々斎好
秀斎（岩木）造 
蔦蒔絵 銀杏茶器

2 代 表朔（鈴木）造 
朱金地 波絵平棗

近左（川端）造 
黒 海松貝絵 大棗

雅峯（前端）造 
扇面絵 平棗

鵬雲斎大宗匠好
即全（永楽）造 
紫交趾 宝尽絵茶器

坐忘斎家元直書箱   56Z鵬雲斎大宗匠直書箱   75H 鵬雲斎大宗匠直書箱   36H 坐忘斎家元直書箱   36Z

鵬雲斎玄室大宗匠直書箱   29G鵬雲斎大宗匠直書箱   27H 鵬雲斎大宗匠直書箱   19H 淡々斎直書箱   28T

鵬雲斎大宗匠直書箱   21H鵬雲斎大宗匠直書箱   34H 鵬雲斎大宗匠直書箱   56H 鵬雲斎大宗匠箱   26H

※黒地に「黒漆」で
絵が描いてあります。
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