
銅製花器

径18×高さ33cm 
No.401625  40,000円＋税

銅製掛花器 アルペン
横14×高さ45cm 
No.401629  22,000円＋税

横14×高さ45cm 
No.401627  22,000円＋税

アルミ製掛花器 創（黒） アルミ製掛花器 創（白）

　有　YuuYu

（桐箱）

径9.5×高さ24cm／桐箱入
No.401605  40,000円＋税

径13.5×高さ43cm
No.401621  36,000円＋税

銅製掛花器 フェニックスⅢ

（桐箱）

径15.7×高さ27.6cm／桐箱入
No.401609  40,000円＋税

（桐箱）

径8.5×高さ28cm／桐箱入
No.401610  35,000円＋税

月の音　Tukinone結心　Yuishin

幅43×奥行27×高さ16cm
No.401532　　  　　　124,000円＋税

幅45×奥行29×高さ14cm
No.401041　　  　　　110,000円＋税

菖蒲模様砂鉢
幅46.5×奥行31.5×高さ11cm
No.401042　　  　　　79,000円＋税

竹模様砂鉢
幅30×奥行25×高さ17cm
No.401530　　  　　　120,000円＋税

砂鉢尺0菖蒲（特上）

「結心」使用作品

「砂鉢」使用作品

砂鉢尺3菖蒲（赤焼色）
幅22.5×奥行22.5×高さ13.5cm
No.401546　　  　　　54,000円＋税

角砂鉢（青銅色）
幅12×奥行12×高さ12cm／材質・アルミ
No.401557　　  　　　15,000円＋税

角砂鉢　青銅

幅12×奥行12×高さ12cm／材質・アルミ
No.401558　　  　　　15,000円＋税

角砂鉢　赤焼
幅39×奥行27×高さ13cm／材質・アルミ
No.401547　　  　　　30,000円＋税

角砂鉢　青銅　尺3
幅39×奥行27×高さ13cm／材質・アルミ
No.401548　　  　　　30,000円＋税

角砂鉢　赤焼　尺3

銅製花器のお取り扱い
・皮脂が付着するとシミになりやすいので、手で触れた後は、
必ず柔らかい布でから拭きしてください。
・ご使用後は、内部をよく乾燥させ、湿った布で拭いた後、
から拭きに。箱に入れて保管しましょう。
・水揚げ剤は変色する場合があるので、注意が必要です。

径23.5×高さ27.5cm
No.401562  55,000円＋税

群妙　Gunmyo
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IKENOBO
CATALOGUE
暮らしになじむ、
池坊コレクション

池坊いけばな用品カタログ

◆お支払い方法
【一括後払い】 商品と同送いたします専用郵
便振替用紙にて、最寄りの郵便局からお振り
込みください。

◆商品のお届けについて
【宅急便・小包便でお宅へ直送】 お申し込みい
ただいた商品は梱包の上、運送会社の宅配便
もしくは、郵便局の小包便のいずれかの方法
でお届けいたします。また、荷造送料は別途申
し受けますので、あらかじめご了承ください。
【お届け期間】 商品のお届けは、通常、お申し
込みから１週間前後です。また、お申し込みが
集中して商品のお届け日数が２週間を超える
場合もあります。あらかじめご了承ください。

０７５－２２３－０６１３
受付時間は、平日9時～17時までです。

日本華道社オンラインショップ

ご注文はＥメールでも承ります。order@kadosha.co.jp
http://www.kadosha.co.jp/

●商品の色は、印刷物のため多少異なる場合があります。
●贈答品のご用命も承ります。お歳暮、お年賀、お誕生日のプレゼントなどにご利用ください。
●価格は本体価格です。

お電話
によるお申し
込みの場合

０７５－２12－０６59
24時間お申し込みいただけます。

FAX
によるお申し
込みの場合

インターネット・Ｅメールによるお申し込みの場合

K201504S

■ お問合せ・お申し込みは

〒604-8134　京都市中京区烏丸三条下ル池坊ビル内　［営業時間］ 9：00～18：00
［定休日］ 土・日曜日、祝日　※定休日でも臨時営業する場合がございます。ホームページ等でご確認ください。



専好立華瓶
�C�o�l�u�m�n

立花の中興といわれる池坊専好にちなむ銘の立華瓶。

薄端形で、短い胴と大きな蕪に特徴のある形は、端麗

で安定感があり、使いやすい銅器です。

壮麗な古典立花から、軽やかな

草ものの立花、洋花のモダンな

立花まで、調和のよい立花瓶です。

径18.5×高さ30cm 
No.401033  50,000円＋税

立華瓶白珠　�H�a�k�u�j�u

径24.5×高さ28cm 
No.401035  37,000円＋税

径19×高さ24cm 
No.401201  33,000円＋税

古典立華瓶　�K�o�t�e�n� �R�i�k�k�a�-�H�e�i 紫雲　�S�h�i�u�n

径22×高さ23cm
No.401412  67,000円＋税

径22×高さ23cm
No.401413  44,000円＋税

御玄猪専明好（上）　�O�g�e�n�c�h�o

径22×高さ20.5cm
No.401421  7,500円＋税

御玄猪（鉄）　�O�g�e�n�c�h�o御玄猪専明好（特）　�O�g�e�n�c�h�o

専好立華瓶彫文字

（大丸・耳付）
径32×高さ34.5cm
No.401001　　　　　125,000円＋税
（中丸・耳付）
径27.5×高さ29.5cm 
No.401003　　　　　　50,000円＋税
（小丸・耳付）
径24.5×高さ26cm 
No.401004　　　　　　40,000円＋税

専好立華瓶　�S�e�n�k�o� �R�i�k�k�a�-�H�e�i

（中角・耳付）
径30×高さ29.5cm
No.401012　　　　　　52,000円＋税
（小角・耳付）
径24.5×高さ24.5cm 
No.401013　　　　　　42,000円＋税

専好立華瓶　�S�e�n�k�o� �R�i�k�k�a�-�H�e�i

（中丸・耳無）
径27.5×高さ29.5cm
No.401002　　  　　　47,000円＋税

専好立華瓶　�S�e�n�k�o� �R�i�k�k�a�-�H�e�i

「専明挿花集」より

御玄猪
お    げ ん   ちょ

�C�o�l�u�m�n

四十一世池坊専明が創案した、生花の代表的な花器です。豊作を祈る祭り、

「亥の子」の行事に用いる丸三方を模して作られたことから、「御玄猪」という

銘が付けられました。いける際、銘は後ろの副方に向けて置きます。
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径21×高さ51cm
No.401551  49,000円＋税

径26.5×高さ23.5cm
No.401564  35,000円＋税

春日（志貴野塗）　�K�a�s�u�g�a

銀嶺（銀梨色）　�G�i�n�r�e�i

径21.5×高さ25cm
No.401544  26,000円＋税

径24×高さ27.5cm
No.401570  35,000円＋税

万葉（志貴野塗）　�M�a�n�y�o風陽・象耳（志貴野塗）　�F�u�y�o�-�Z�o�u�m�i�m�i

径17.5×高さ31.5cm
No.401518　　    27,000円＋税

若竹(鍋長)　�W�a�k�a�t�a�k�e

径18.5×高さ39cm
No.401520　　    50,000円＋税

若竹尺3(鍋長)　�W�a�k�a�t�a�k�e

径7.5×高さ10cm
No.601961  5,000円＋税

晴波用落し（鋳銅製）

径18.5×高さ22cm
No.401536  18,000円＋税

若鶴　�W�a�k�a�z�u�r�u

径21×高さ51cm
No.401550  55,000円＋税

銀嶺・象耳（志貴野塗）　�G�i�n�r�e�i�-�Z�o�u�m�i�m�i

径19×高さ27cm
No.401207  83,000円＋税

径21×高さ24.5cm
No.401500  20,000円＋税

紅鶴　�B�e�n�i�z�u�r�u

径17×高さ25cm
No.401504  20,000円＋税

なぎさ（鍋長）　�N�a�g�i�s�a四海波　�S�h�i�k�a�i�n�a�m�i

径28×高さ21.5cm
No.401506  38,000円＋税

径14.5×高さ32cm
No.401512  30,000円＋税

清月（焼色）　�S�e�i�g�e�t�s�u

径16×高さ28.5cm
No.401514  24,000円＋税

しずか（鍋長）　�S�h�i�z�u�k�a麗峰　�R�e�i�h�o�u

銅器の歴史と特徴
�C�o�l�u�m�n

径23×高さ25cm／桐箱入
No.401600  37,000円＋税

晴波　�S�e�i�h�a

径18×高さ27.5cm
No.401572  23,000円＋税

福水（志貴野塗）　�F�u�k�u�s�u�i

銅器は、中国より渡来した祭祀用の
青銅器がいけばな用の花器として普及、
発展したものです。最初は仏前の供花
に用いられ、室町時代には座敷飾りの
花用に多くの形が生まれました。胴が
すぼまり、上部に向けて口が広がる形
が多いのが特徴です。昔は剣山でなく
込み藁を用いたため、こうした形状と
なりました。

（桐箱）
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口径4.5×高さ18cm
No.401590　20,000円＋税

花入（鯉耳・下蕪）　�H�a�n�a�i�r�e

幅33.5×奥行33.5×高さ64cm
※花器は別売（No.401590）
No.601170　39,000円＋税

高卓No.1（溜塗）　�T�a�k�a�j�o�k�u

幅33.5×奥行33.5×高さ64cm
No.601180　39,000円＋税

高卓No.2（黒真塗）　�T�a�k�a�j�o�k�u

口径4.5×高さ23.5cm
No.401588　　　　18,000円＋税

口径6.5×高さ23.5cm
No.401586　　　　17,000円＋税

花入（象耳・福寿）　�H�a�n�a�i�r�e

口径12×高さ30cm
No.401596　　　　27,000円＋税

花入（爵型 尺0）　

花入（龍耳）　�H�a�n�a�i�r�e

口径1×高さ27.5cm
No.401113　　　　　　6,000円＋税

鶴首（曽呂利）　�T�s�u�r�u�k�u�b�i

径18×高さ20cm／桐箱入
No.401584　　　　　30,000円＋税

桔梗一文字（B）　�K�i�k�y�o�-�I�c�h�i�m�o�n�j�i

口径1×高さ31cm
No.401112　　　　　　7,500円＋税

鶴首（赤）　�T�s�u�r�u�k�u�b�i

立て花
�C�o�l�u�m�n

「立て花」とは、本木と下草で構成される花です。
池坊専慶が花の名手として初めて歴史に登場し
た、室町時代の終わりごろにでき、立花のもとと
なる一番古い様式です。真の確立とともに七つ道
具で構成される立花へと発展していきました。

もとぎ したくさ
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花入（鯉耳・下蕪）

高卓No.1

「和 RING 大」「フェニックスⅡ」使用例

高卓No.2

径31cm／板鎖付
No.401062　　　　　　28,000円＋税

満月　Ⅴ型　�M�a�n�g�e�t�s�u

釣り花器「満月」を安定させることができ、生込みに
便利です。分解してコンパクトにできます。
※当社商品V型満月がフィットします。
横20×高さ14.5cm／材質・木製
No.602191　　　　　　3,800円＋税

満月制作安定器

径38.5×全長61cm／鎖付
No.401580　　　　　135,000円＋税

雪月花（尺3・鍋長）　�S�e�t�s�u�g�e�k�k�a

長さ30cm
No.602410　　　　　　1,200円＋税

板鎖（3本組）
径60cm（花器挿入口径9cm）／材質・鉄
No.498403　　　　　　11,000円＋税

和　RING　(大）

径40cm（花器挿入口径7cm）／材質・鉄
No.498401　　　　　　  8,500円＋税

和　RING　(小）

径17.7×高さ33cm
No.401617　　　　　　30,000円＋税

吊り花器　フェニックス

径23.5×高さ23cm
No.401619　　　　　　27,000円＋税

吊り花器　フェニックスⅡ

（桐箱）

雪月花
�C�o�l�u�m�n

池坊専明好みの、青銅皿形花器、銘「秋風」を模し
た花器。つり手の意匠を積雪に見立て、円い水盤
の形に月を象っています。この花器に花をいけ、
四季の美の雪月花の面影を見るとして、「雪月花」
の名があります。つり手を取り外し、水盤として置
生の花器に使うこともできます。

小

大
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口径4.5×高さ23.5cm
No.401588　　　　18,000円＋税

口径6.5×高さ23.5cm
No.401586　　　　17,000円＋税

花入（象耳・福寿）　�H�a�n�a�i�r�e

口径12×高さ30cm
No.401596　　　　27,000円＋税

花入（爵型 尺0）　

花入（龍耳）　�H�a�n�a�i�r�e

口径1×高さ27.5cm
No.401113　　　　　　6,000円＋税

鶴首（曽呂利）　�T�s�u�r�u�k�u�b�i

径18×高さ20cm／桐箱入
No.401584　　　　　30,000円＋税

桔梗一文字（B）　�K�i�k�y�o�-�I�c�h�i�m�o�n�j�i

口径1×高さ31cm
No.401112　　　　　　7,500円＋税

鶴首（赤）　�T�s�u�r�u�k�u�b�i

立て花
�C�o�l�u�m�n

「立て花」とは、本木と下草で構成される花です。
池坊専慶が花の名手として初めて歴史に登場し
た、室町時代の終わりごろにでき、立花のもとと
なる一番古い様式です。真の確立とともに七つ道
具で構成される立花へと発展していきました。

もとぎ したくさ
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花入（鯉耳・下蕪）

高卓No.1

「和 RING 大」「フェニックスⅡ」使用例

高卓No.2

径31cm／板鎖付
No.401062　　　　　　28,000円＋税

満月　Ⅴ型　�M�a�n�g�e�t�s�u

釣り花器「満月」を安定させることができ、生込みに
便利です。分解してコンパクトにできます。
※当社商品V型満月がフィットします。
横20×高さ14.5cm／材質・木製
No.602191　　　　　　3,800円＋税

満月制作安定器

径38.5×全長61cm／鎖付
No.401580　　　　　135,000円＋税

雪月花（尺3・鍋長）　�S�e�t�s�u�g�e�k�k�a

長さ30cm
No.602410　　　　　　1,200円＋税

板鎖（3本組）
径60cm（花器挿入口径9cm）／材質・鉄
No.498403　　　　　　11,000円＋税

和　RING　(大）

径40cm（花器挿入口径7cm）／材質・鉄
No.498401　　　　　　  8,500円＋税

和　RING　(小）

径17.7×高さ33cm
No.401617　　　　　　30,000円＋税

吊り花器　フェニックス

径23.5×高さ23cm
No.401619　　　　　　27,000円＋税

吊り花器　フェニックスⅡ

（桐箱）

雪月花
�C�o�l�u�m�n

池坊専明好みの、青銅皿形花器、銘「秋風」を模し
た花器。つり手の意匠を積雪に見立て、円い水盤
の形に月を象っています。この花器に花をいけ、
四季の美の雪月花の面影を見るとして、「雪月花」
の名があります。つり手を取り外し、水盤として置
生の花器に使うこともできます。

小

大



銅製花器

径18×高さ33cm 
No.401625  40,000円＋税

銅製掛花器 アルペン
横14×高さ45cm 
No.401629  22,000円＋税

横14×高さ45cm 
No.401627  22,000円＋税

アルミ製掛花器 創（黒） アルミ製掛花器 創（白）

　有　YuuYu

（桐箱）

径9.5×高さ24cm／桐箱入
No.401605  40,000円＋税

径13.5×高さ43cm
No.401621  36,000円＋税

銅製掛花器 フェニックスⅢ

（桐箱）

径15.7×高さ27.6cm／桐箱入
No.401609  40,000円＋税

（桐箱）

径8.5×高さ28cm／桐箱入
No.401610  35,000円＋税

月の音　Tukinone結心　Yuishin

幅43×奥行27×高さ16cm
No.401532　　  　　　124,000円＋税

幅45×奥行29×高さ14cm
No.401041　　  　　　110,000円＋税

菖蒲模様砂鉢
幅46.5×奥行31.5×高さ11cm
No.401042　　  　　　79,000円＋税

竹模様砂鉢
幅30×奥行25×高さ17cm
No.401530　　  　　　120,000円＋税

砂鉢尺0菖蒲（特上）

「結心」使用作品

「砂鉢」使用作品

砂鉢尺3菖蒲（赤焼色）
幅22.5×奥行22.5×高さ13.5cm
No.401546　　  　　　54,000円＋税

角砂鉢（青銅色）
幅12×奥行12×高さ12cm／材質・アルミ
No.401557　　  　　　15,000円＋税

角砂鉢　青銅

幅12×奥行12×高さ12cm／材質・アルミ
No.401558　　  　　　15,000円＋税

角砂鉢　赤焼
幅39×奥行27×高さ13cm／材質・アルミ
No.401547　　  　　　30,000円＋税

角砂鉢　青銅　尺3
幅39×奥行27×高さ13cm／材質・アルミ
No.401548　　  　　　30,000円＋税

角砂鉢　赤焼　尺3

銅製花器のお取り扱い
・皮脂が付着するとシミになりやすいので、手で触れた後は、
必ず柔らかい布でから拭きしてください。
・ご使用後は、内部をよく乾燥させ、湿った布で拭いた後、
から拭きに。箱に入れて保管しましょう。
・水揚げ剤は変色する場合があるので、注意が必要です。

径23.5×高さ27.5cm
No.401562  55,000円＋税

群妙　Gunmyo
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IKENOBO
CATALOGUE
暮らしになじむ、
池坊コレクション

池坊いけばな用品カタログ

◆お支払い方法
【一括後払い】 商品と同送いたします専用郵
便振替用紙にて、最寄りの郵便局からお振り
込みください。

◆商品のお届けについて
【宅急便・小包便でお宅へ直送】 お申し込みい
ただいた商品は梱包の上、運送会社の宅配便
もしくは、郵便局の小包便のいずれかの方法
でお届けいたします。また、荷造送料は別途申
し受けますので、あらかじめご了承ください。
【お届け期間】 商品のお届けは、通常、お申し
込みから１週間前後です。また、お申し込みが
集中して商品のお届け日数が２週間を超える
場合もあります。あらかじめご了承ください。

０７５－２２３－０６１３
受付時間は、平日9時～17時までです。

日本華道社オンラインショップ

ご注文はＥメールでも承ります。order@kadosha.co.jp
http://www.kadosha.co.jp/

●商品の色は、印刷物のため多少異なる場合があります。
●贈答品のご用命も承ります。お歳暮、お年賀、お誕生日のプレゼントなどにご利用ください。
●価格は本体価格です。

お電話
によるお申し
込みの場合

０７５－２12－０６59
24時間お申し込みいただけます。

FAX
によるお申し
込みの場合

インターネット・Ｅメールによるお申し込みの場合

K201504S

■ お問合せ・お申し込みは

〒604-8134　京都市中京区烏丸三条下ル池坊ビル内　［営業時間］ 9：00～18：00
［定休日］ 土・日曜日、祝日　※定休日でも臨時営業する場合がございます。ホームページ等でご確認ください。


