
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  軸一行     圓能斎宗匠     「花開萬国春」    鵬雲斎宗匠 極箱  ￥３６３,０００ 

 ２  軸一行     淡々斎宗匠     「春色無高下」    御箱書共   ￥２２０,０００ 

 ３  軸一行     鵬雲斎宗匠     「松寿千年翠」    御箱書共   ￥２７５,０００ 

 ４  軸一行     即中斎宗匠     「青松多寿色」 而妙斎宗匠 極箱  春芳堂表具  ￥３１９,０００ 

 ５  軸一行画賛 大徳寺十一代管長小田雪窓和尚「人生七十･･･」利休坐像 即中斎宗匠 極箱  ￥６６,０００ 

 ６  軸横物（和歌） 太田垣蓮月尼   「春ごとに・・・」     神光院 極箱  ￥１７６,０００ 

 ７  茶杓（竹）     鵬雲斎宗匠御自作  「老松」  御箱書共    黒田正玄 下削  ￥２５３,００0 

 ８  茶碗     萩焼   淡々斎宗匠御書付    十四代坂倉新兵衛 共箱  ￥１３２,００0 

 ９  茶碗     仁清写花見幕絵  淡々斎宗匠御書付       久世久宝 共箱  ￥１１０,０００ 

 １０ 茶碗    萩焼   鵬雲斎宗匠御書付      十一代三輪休雪 共箱  ￥２６４,０００ 

 １１ 茶碗    仁清写花篭絵  鵬雲斎宗匠御書付    十七代永楽善五郎 共箱  ￥２０９,０００ 

 １２ 茶碗     御本    鵬雲斎宗匠御書付「山景」    ￥１７６,０００ 

 １３ 茶碗     独楽絵   鵬雲斎宗匠御書付       八代高橋道八 共箱  ￥１３２,０００ 

 １４ 茶碗     黒    而妙斎宗匠御書付「相生」 三代中村道年 共箱  ￥２２０,０００ 

 １５ 茶碗     赤    而妙斎宗匠御書付「千歳」 三代中村道年 共箱  ￥１８７,０００ 

 １６ 茶碗     仁清写牡丹絵  而妙斎宗匠御書付      永楽即全 共箱  ￥２０９,０００ 

 １７ 茶碗     萩焼         十代三輪休雪 共箱  ￥１７６,０００ 

 １８ 茶碗     白釉                 清水卯一 共箱  ￥１３２,０００ 

  １９ 茶碗     打掛           ジャネット リーチ 共箱  ￥１３２,０００ 

  ２０ 茶碗     赤絵草花紋           島岡達三 共箱 ￥１３２,０００ 

  ２１ 茶碗     刷毛目竹紋           島岡達三 共箱 ￥１１０,０００ 

  ２２ 茶碗     萩焼            十二代坂倉新兵衛 共箱  ￥１１０,０００ 

  ２３ 茶碗     春野絵            白井半七 共箱 ￥１１０,０００ 

  ２４ 茶碗     竹絵            白井半七 共箱 ￥１１０,０００ 

  ２５ 数茶碗     天目釉七宝絵 十客          真葛香斎 共箱 ￥２２０,０００ 

  ２６ 茶入     朝鮮唐津肩衝  而妙斎宗匠御書付「好日」    徳沢守俊 共箱 ￥１６５,０００ 

  ２７ 棗  菊唐草蒔絵折撓平棗  即中斎宗匠御書付       橋村萬象 共箱 ￥１８７,０００ 

  ２８ 棗  唐松蒔絵大棗内梨地  而妙斎宗匠御書付    一瓢斎 共箱 ￥１８７,０００ 

  ２９ 棗  雲錦蒔絵折撓平棗  淡々斎宗匠御書付        橋村萬象 共箱 ￥１６５,０００ 

  ３０ 棗  四君子蒔絵大棗内銀地  鵬雲斎宗匠御書付    一瓢斎 共箱  ￥１４３,０００ 

  ３１ 棗  菊桐蒔絵寿輪平棗内金  鵬雲斎宗匠御書付御好       西村象彦 共箱  ￥７７,０００ 

  ３２ 香合（陶）    宝珠   鵬雲斎宗匠御書付        永楽即全 共箱 ￥１１０,０００ 

  ３３ 蓋置    竹 炉・風炉一双  而妙斎宗匠御書付        黒田正玄 共箱 ￥２２０,０００ 

  ３４ 水指     南蛮縄簾             木箱入 ￥２４２,０００ 

  ３５ 水指     瀬戸渋紙手       加藤芳右衛門 共箱   ￥５５,０００ 

  ３６ 釜（炉）     笹地紋肩衝釜           角谷一圭 共箱 ￥１４３,０００ 

  ３７ 釜（炉）     広口政所釜         和田美之助 共箱 ￥１１０,０００ 

  ３８ 花入     唐銅象耳 置               古浄味 作     大西浄中 極箱  ￥１６５,０００ 

全て１点限りの先着順です。ご注文の際はお早めにどうぞ。 価格は全て税込価格です。 

春の茶道具展示会 

日替わり古軸のご案内 
下記、古軸は指定日より中野会場でのみ承ります。 

お電話からの御注文は当日、１３時より中野会場にて承ります。 

特別価格商品に付、承り後のキャンセル・ご変更は出来かねます。 

尚、古物軸格安品は中野会場でのみ前もって現品を御覧頂く事が出来ます。 

御注文電話番号 ０３-３３７２-１０３０ 

軸 寺名 又は流儀 揮毫者 絵・語句 書付・極め 青松園価格 評価

1 一行 大徳寺十一代管長 小田雪窓 老師 「無事是貴人」 御箱書共 ¥49,500 5

2 色紙軸装 表千家 堀内兼中斎 宗匠 松の絵自画「野老拈花萬国春」 合わせ箱 ¥16,500 8

3 一行 大徳寺三玄院 長谷川寛州 和尚 「閑座聴松風」 御箱書共 ¥27,500 6

4 横物 大徳寺黄梅院 小林太玄 和尚 「円相無尽蔵」 御箱書共 ¥41,800 8

5 横物 大徳寺派福聚院 佐藤朴堂 和尚 「〇無尽蔵」 御箱書共 ¥18,700 7

6 一行 大徳寺派招春寺 福本積應 和尚 「白珪尚可磨」 御箱書共 ¥16,500 8

7 一行 大徳寺派宗鏡寺 雪尾要道 和尚 「明歴々露堂々」 御箱書共 ¥17,600 7

8 一行 大徳寺雲林院 藤田寛道 和尚 「吟風一様松」 御箱書共 ¥16,500 6

9 一行 大徳寺派福聚院 佐藤朴堂 和尚 「無心帰大道」 御箱書共 ¥17,600 8

10 一行 大徳寺派福聚院 佐藤朴堂 和尚 「雲悠々水潺々」 御箱書共 ¥17,600 8

軸 寺名 又は流儀 揮毫者 絵・語句 書付・極め 青松園価格 評価

1 一行 大徳寺十一代管長 小田雪窓 老師 「前三々後三々」 御箱書共 ¥49,500 8

2 横物 大徳寺派宗鏡寺 雪尾要道 和尚 「関 南北東西活路通」 御箱書共 ¥26,400 9

3 一行 建仁寺七代管長 竹田益州 老師 「無事是貴人」 合わせ箱 ¥16,500 7

4 横物 大徳寺派宗鏡寺 雪尾要道 和尚 「洗心」 御箱書共 ¥14,300 6

5 横物 大徳寺派芳徳寺 橋本紹尚 和尚 「寿山」 御箱書共 ¥22,000 8

6 一行 大徳寺派雲澤寺 足立泰道 和尚 「松樹千年翠」 御箱書共 ¥19,800 6

7 一行 大徳寺派雲澤寺 足立泰道 和尚 「風颯々水冷々」 御箱書共 ¥19,800 6

8 一行 大徳寺派長楽寺 小室大心 和尚 「室閑茶味清」 御箱書共 ¥17,600 8

9 一行画賛 大徳寺派極楽寺 西垣大道 和尚 桜画賛「さまざまの～」(芭蕉の句) 御箱書共 ¥16,500 8

10 一行画賛 大徳寺派宗鏡寺 雪尾要道 和尚 桜の花びら画賛「笑語声」 御箱書共 ¥15,400 6

３月２日(木) 

３月４日(土) 

３月５日(日) 

評価は 10段階評価 数が大きい物が良い状態です 

評価は 10段階評価 数が大きい物が良い状態です 

評価は 10段階評価 数が大きい物が良い状態です 

セール前売り 名品茶道具 
こちらのリストの商品は２月１８日（土）より承ります。ご注文はご来店時又は０３-３３４２-６００７よりお願い致します。 

購入を検討したい方は商品のお取り置きも可能です。お取置き期間は、セール期間中は３日間それ以外は５日間となります。 

今回も写真をホームページに掲載いたします。春の新古茶道具セールのお知らせより御覧下さい。 

価格は税込み価格です。 

軸 寺名 又は役職 揮毫者 絵・語句 書付・極め 青松園価格 評価

1 横物画賛 表千家 堀内兼中斎 宗匠 早蕨画「さわらびや～」 御箱書共 ¥30,800 7

2 横物 大徳寺黄梅院 宮西玄性 和尚 「雪月花」 御箱書共 ¥19,800 8

3 一行 大徳寺派南宗寺 田島碩應 老師 「花知鳥待花」 御箱書共 ¥36,300 8

4 一行 大徳寺三玄院 藤井誡堂 和尚 「山水有清音」 御箱書共 ¥11,000 4

5 横物 大徳寺派宗鏡寺 雪尾要道 和尚 「好日」 御箱書共 ¥24,200 8

6 一行 大徳寺黄梅院 小林太玄 和尚 「一期一会」 御箱書共 ¥38,500 7

7 一行 大徳寺黄梅院 小林太玄 和尚 「松樹千年翠」 御箱書共 ¥27,500 8

8 一行 大徳寺派瑞光院 前田宗源 和尚 「直心是道場」 御箱書共 ¥16,500 8

9 一行 大徳寺派雲澤寺 足立泰道 和尚 「松風供一啜」 御箱書共 ¥19,800 6

10 一行 大徳寺派芳徳寺 橋本紹尚 和尚 「平常心是道」 御箱書共 ¥15,400 7


