
№ 備品名 № 備品名 № 備品名 № 備品名 № 備品名 № 備品名

1-1 万代屋釜（炉　用） 21-1 掛軸（山花開似錦） 34-1 主茶碗（黒楽） 44-1 菓子器（漆塗　食蘢） Ｘ-1 野点用小釜

-2 朝鮮風炉釜（風炉用表用） -2 掛軸（秋山風月清） -2 主茶碗（赤楽） -2 菓子器（織部　食蘢） -2 野点用紅鉢

-3 朝鮮風炉釜（風炉用裏用） -3 掛軸（日々是好日） -3 替茶碗（色絵） -3 菓子器（萩・透かし鉢） -3 野点用傘

2-1 炉縁（黒） -4 掛軸（白珪尚可磨） -4 替茶碗（萩） 45-1 干菓子盆(朱・八角） -4 野点用傘立て

3-1 柄杓（風炉用） -5 掛軸(喫茶去） -5 平茶碗（芙蓉柄） -2 干菓子盆(黒・角） -5 立礼用点茶盤

-2 柄杓（風炉用） -6 掛軸(花開萬国春） -6 平茶碗（織部） -3 干菓子盆（漆塗・丸） -6 立礼用円椅（エンイ）

4-1 柄杓（炉用） 22-1 色紙掛 -7 平茶碗（撫子柄） 46-1 長盆（大） -7 立礼用円椅（エンイ）

-2 柄杓（炉用） 23-1 色紙（花知） 35-1 数茶碗（１２ヶ月もの） -2 長盆（小） -8 立礼用半東台

5-1 釜据え -2 色紙（清風） -2 数茶碗（昔話） 47-1 丸盆（大） -9 喫架（キッカ）

6-1 釜底洗い -3 色紙（清流） -3 数茶碗（花紋） -2 丸盆（小） -10 喫架（キッカ）

7-1 茶点台 -4 色紙（山是山水是水） -4 数茶碗（七宝） 48-1 水次（焼物） -11 喫架（キッカ）

8-1 外水屋 24-1 短冊（平常心是道） -5 数茶碗（狂言袴） -2 水次（やかん蓋付き） -12 喫架（キッカ）

9-1 沸騰式ジャーポット -2 短冊（無事） -6 数茶碗（六瓢） -3 水次（やかん蓋無し） -13 喫架（キッカ）

-2 沸騰式ジャーポット -3 短冊（清山緑水） -7 数茶碗（三島） 49-1 水屋瓶（蓋付き） -14 縁台

10-1 洗い桶･水切りカゴ（ポリ製） -4 短冊（一期一会） 36-1 茶入れ（紫・糸屋輪宝手裂） 50-1 水屋柄杓 -15 縁台

11-1 バケツ（ポリ製） -5 短冊（清風） -2 茶入れ（茶･小葵裂） 51-1 水漉し柄杓 -16 縁台

12-1 如雨露 25-1 垂撥（スイハツ） 37-1 棗（茶･紅葉と桜柄） 52-1 蹲（ツクバイ）柄杓 -17 縁台

13-1 塵取り 26-1 歌花筒 -2 棗（黒･花束柄） 53-1 茶巾盥 -18 縁台

14-1 万年箒 27-1 矢筈 -3 棗（黒・老松） 54-1 茶杓（よろこび） -19 縁台用毛氈

15-1 傘立て 28-1 自在 38-1 建水（唐金） -2 茶杓（好日） -20 縁台用毛氈

16-1 ドライヤー 29-1 花入れ（唐金鶴首） -2 建水（焼物･草穂柄） -3 茶杓 -21 縁台用毛氈

17-1 小型掃除機 -2 花入れ（竹一重切） -3 建水（焼物･鳥柄） -4 茶杓 -22 縁台用毛氈

-3 花入れ（宗全籠） 39-1 蓋置き（竹・炉用） -5 茶杓 -23 縁台用毛氈

-4 花入れ（煤竹） -2 蓋置き（竹・風炉用） 55-1 茶漉し篩（大） -24 受付台

-5 掛花入れ（ねずみ志野 蹲） -3 蓋置き（焼物･緑） -2 茶漉し篩（小） -25 受付用椅子

-6 掛花入れ（鮎籠） -4 蓋置き（焼物・白） 56-1 茶掃箱 -26 受付用椅子

-7 掛花入れ（織部） -5 蓋置き（焼物･金笹 57-1 二月堂 -27 長机

30-1 花台（３枚１組） 40-1 丸卓（溜塗） -2 二月堂 -28 長机

31-1 香合（はじき） -2 更好棚 58-1 ゴザ -29 やかん

-2 香合（金竹柄） 41-1 長板（風炉用） 59-1 立ちがくれ -30 腰掛待合用すだれ

-3 香合（金松唐草） -2 長板（炉　用） 60-1 籐立ちがくれ

32-1 紙釜敷（五色） 42-1 水指（染付）

-2 紙釜敷（紅白） -2 水指（松絵）

-3 紙釜敷（白） -3 水指（瀬戸一重口）

33-1 風炉先（炉･風炉兼用） 43-1 毛氈（赤　4枚）

-2 風炉先（炉･風炉兼用） -2 毛氈（紺　4枚）

-3 風炉先（片面、網代）

貸し出し備品一覧表　ＮＯ．１ 貸し出し備品一覧表　ＮＯ．２

Xは立礼用備品となり別料金です


