
＜和室＞ 別表２

棚卸番号 品名 数量 規格 納品場所 摘要

和-1 喫架 5 B6-23　裏千家用 和室

和-2 薄茶用数茶碗 3 12-112　黒仁清　七宝（一箱10客） 和室

和-3 薄茶用建水 1 9-214　モール菊割　桐箱付 和室

和-4 薄茶用大棗 1 8-206　利休梅蒔絵　三千家好写 和室

和-5 薄茶用中棗 1 9-162　四季の蒔絵（4個組） 和室

和-6 薄茶用平棗 1 4-304　根来塗　六瓢 和室

和-7 薄茶用蓋置 1 21-59　福本積應師書付 和室

和-8 薄茶用水指 1 15-215　祥瑞切立腰捻 和室

和-9 円椅 10 B6-24　裏千家用 和室

和-10 円座 2 12-5　(5枚組み×2） 和室

和-11 床机 2 和室

和-12 傘立 1 OA-267 和室

和-13 掛軸(心静茶味香・銀椀裏盛雪　各１)2 Q1-2 和室

和-14 掛軸(松樹千年翠) 1 Q1-3 和室

和-15 釜（立禮用） 1 NO.23　浜松地紋　真形釜 和室

和-16 釜（風炉用） 1 NO.15　真形羽付釜 和室

和-17 釜（炉用） 1 NO.47　糸目筒釜 和室

和-18 腰黒やかん 1 8-54　利休型(口蓋付） 和室

和-19 衣桁 2 登別75-212-20 和室

和-20 座椅子 20 Z-156BG 和室

和-21 座卓 4 ZT-61 和室

和-22 三枚組薄板 1 16-66　真塗（矢筈、丸蛤、角蛤) 和室

和-23 軸横物（一期一会・喫茶去・和敬清寂　各１） 3 17-62 和室

和-24 姿見 1 登別75-212-10 和室

和-25 ダストボックス 2 登別G 和室

和-26 棚物用品丸卓 1 13-51　桐木造　利休好写 和室

和-27 二月堂机 1 22-227　本漆掻合塗 和室

和-28 濃茶用建水 1 9-213　唐胴エフゴ 和室

和-29 濃茶用茶入 1 Q11-14　高取焼　手枕写 和室

和-30 濃茶用茶碗 5 7-211　東陽坊　長次郎写 和室

和-31 濃茶用蓋置 1 19-63　白磁　六瓢 和室

和-32 濃茶用縁高 1 22-215　黒　真塗　(5個組) 和室

和-33 濃茶用水指２ 1 13-53　古瀬戸 和室

和-34 濃茶用水指１ 1 U14-15　丹波焼　耳付 和室

和-35 野点傘（掛け金具付き） 1 19-3　三尺五寸 和室

和-36 箱炭斗8点セット 1 8-60　つかみ羽根、板釜敷、火箸、水屋環　　　　 和室

和-37 花入(青釉入子付) 1 21-82 和室

和-38 花入（六面獅子耳付） 1 花-165 和室

和-39 風炉先 1 16-215　縁利休梅緞子　総長 和室

和-40 風炉ヒーター 1 F403B　合金製　古胴食(裏千家用） 和室

和-41 水屋用品、片口水注 1 10-13　仁清写　壷々 和室

和-42 水屋用品、茶巾盥セット 1 8-69　釜据、釜底洗い、水屋雑巾 和室

和-43 水屋用品、茶掃箱セット 1 8-51　茶漏斗、小羽根、茶匙 和室

和-44 水屋用品、水屋瓶 1 8-75　雲鶴　杉割蓋付 和室

和-45 御園棚 1 B5-17　淡々斎好写(裏千家用） 和室

和-46 毛せん(青・赤　各２枚） 4 22-222　厚さ3mm×W950×D1900 和室

和-47 立禮用品、歌花筒 1 白竹　野点傘用 和室

和-48 立禮用品、傘立 1 19-5　木製　塗 和室

和-49 立禮用品、風炉ヒーター 1 F415B　Φ165×H95 和室

和-50 東屋イス 1 和室

和-51 座布団 20 ODE0097B 和室

和-52 和室用灰皿 4 45001Ａ 和室

和-53 炉縁 1 和室

和-54 水屋戸棚 1 和室

和-55 水屋すのこ 1 和室

和-56 薄茶用干菓子盆 5 B93-4　根来塗　布目　三色 和室

和-57 濃茶用建水 1 10-202　木地曲 和室

和-58 濃茶用蓋置 2 炉用１台、風炉用１台 和室

和-59 濃茶用蓋置（荒磯） 1 4-221　青交趾　荒磯 和室



和-60 釜おき 1 和室

和-61 茶巾落とし 5 21-8 寸胴型 和室

和-62 茶筅直し 5 F-1594 和室

和-63 ステンレス抹茶セット 1 F-2284　抹茶節缶 和室

和-64 立禮用品、まえかわらけ 1 F418 白 和室

和-65 床飾用品､色紙 5 20-201　早春の絵｢長閑｣たとう紙付｢福始｣　｢冬山家｣　｢秋嵐｣　｢船遊び｣　｢春光｣ 和室

和-66 床飾用品､色紙掛 1 20-204　利休梅　風帯付 和室

和-67 床飾用品、短冊 5 鶴舞千年松・楼花雪裏表・松風傅古今・萬里無片雲・看脚下 和室

和-68 床飾用品、短冊掛 1 U3-16　仙通三段　風帯なし 和室

和-69 軸自在 1 55ｃｍ 和室

和-70 軸竿(矢筈） 1 和室

和-71 花器１ 5 勝楽H-489　Φ290×H145 和室

和-72 花器２ 5 勝楽H-491　W250×D250×H70 和室

和-73 剣山（四種類） 40  AK-005　10台　大丸・AK-015　10台大角・AK-001　10台　小丸・AK-013　10台　小角 和室

和-74 生花はさみ 10 ネジ止め　ブロンズ 和室

和-75 霧吹き 10 509144 和室

和-76 剣山直し 10 500134　掃除針付　メッキ仕上げ 和室

和（消）-1 柄杓 6 風炉用　3本　　炉用　3本 和室 消耗品

和（消）-2 茶杓 5 64　白竹　中節 和室 消耗品

和（消）-3 水屋柄杓 1 22-167 和室 消耗品

和（消）-4 茶筅 5 61 和室 消耗品

和（消）-5 香木 1 白檀(割･刻あり）　1箱 和室 消耗品

和（消）-6 香木 1 237241 京の梅　  1箱 和室 消耗品

和（消）-7 茶巾 5 57　Φ100 和室 消耗品

和（消）-8 紙小茶巾 5 25枚入り 和室 消耗品

和（消）-9 菓子取箸（２種類） 6 黒文字三寸　3膳・黒文字六寸　3膳 和室 消耗品

和（消）-10 御懐紙 7 和室 消耗品

和（消）-11 花包合羽 10 800×600 和室 消耗品

和（消）-12 フラワーバッグ 10 690×225×20 和室 消耗品

和（消）-13 カラーワイヤー 10 100本入り 和室 消耗品

和（消）-14 ステムテープ 10 20ｍｍ×7ｍ(9本入り） 和室 消耗品

和（消）-15 フローラルテープ(緑） 10 12.5ｍｍ×27m(12本入り） 和室 消耗品

和（消）-16 キープフラワー 10 200ｍｌ 和室 消耗品

和（消）-17 オアシス 10 和室 消耗品

和（消）-18 エプロンバック 10 635×255 和室 消耗品

和（消）-19 糸針金 10 509182　カード巻 和室 消耗品

和（消）-20 焼き針金 10 亜鉛ワイヤー(50本入り） 和室 消耗品


