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nobegane tone 森のうちわ

【結糸】絹糸草木染めキット かおりふみ

ボンボニエール 『JUZU+』HIGHLIGHT

着物に似合うふわふわ草木染ストール 折灯華 ® ぼんぼりmaru

マネークリップ からかみランプ　ミッキー繋ぎ

Warm / Ice f lower d ish ウイスキーウッド数珠

Chameleon Band for Apple Watch 「桃山モード」風呂敷

漆塗京都オパールペンダント＆ブローチ コースター  円・亀甲・四角

銀彩酒器セット 京こま季節の風

\wallet（バックスラッシュ・ウォレット） 文様すだれ　錆よしシェード

金継ぎ小箱 RYOTEN

ルームフレグランスかざ  玻璃 七宝三枚組皿

SOMEA 手染め革友禅 kohdion（こうでぃおん）

makie -fu 和ろうそくを楽しむ7点セット

額透かし彫扇

有限会社 楽芸工房 塩見団扇株式会社

糸六株式会社 京和志 / 香りすと

紅村窯 亀井珠数店

染一平［SOME-IPPEI］ 安達表具店 南荘堂

GOLDREAM （株式会社 金箔押 山村） 京からかみ 丸二

陶仙窯 株式会社 神戸珠数店

株式会社 日根野勝治郎商店 宮井株式会社

松田漆工芸 浅田製瓦工場

洸春窯 雀休

takenaka k insa i 京すだれ川崎

鹿田喜造漆店 HIYOSHIYA Contemporary

色は匂へと 京七宝 ヒロミ・アート

SOMEA 香老舗 松栄堂

表望堂 有限会社中村ローソク

「紗月扇」株式会社ひしだ

CATALOGUE



上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

01

S P E C

【注意事項】
・ 金属箔の特性上、紫外線や大気中の物質によっ
て変色することがありますが、経年変化の風合い
として楽しんで頂ければ幸いです。

・ 強い擦れ等は破損の原因になりますのでご注意下
さい。

nobegane toneは西陣織の箔屋が継承する伝統技法をもとに、新
たな素材・装飾技術を提案するマテリアルサンプルです。
「五色金重ね」をはじめ、ご提案する全てのデザインが楽芸工房に代々
伝わる引箔がベースとなっております。
基本となる材料は、本金箔、プラチナ箔、色箔など様々な金箔を
使用。特に焼箔（やきばく）は、経年変化・エイジング効果が期待
できる大変希少性の高い金箔です。
箔の最大の特徴は、光源や見る角度によって全然違う表情に変わる
ということです。『まとう美術品』とも言われる西陣織の絢爛豪華な
箔の輝きを日々の暮らしの中に取り入れてみてはいかがでしょうか。

有限会社  楽芸工房

タイプA：¥5,500（税込）～ / 最小加飾面積　タイプ B：¥7,700（税込）～ / 最小加飾面積
応相談　事例：〈最小〉アクセサリー　〈最大〉壁面パネル 20m × 3m
本金箔、プラチナ箔、金属箔、漆、ウレタン、ラッカー等
300 柄以上　オリジナルオーダーも可能
1個（オーダー価格：合計 33,000 円～）
1ヶ月（オーダーによる）

過去に遡りながら今を探り、未来を描く
nobegane tone
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https://rakugei.jp

滋賀県大津市石山寺三丁目14-1

有限会社 楽芸工房　村田 紘平

楽芸工房は、京都・西陣で箔屋としての歴史
を重ねてきた村田商店 (株 )の直営工房・意
匠部として平成元年に創業しました。
長年、西陣織の特徴のひとつである引箔の
製造を行ってきました。完成までに必要な20

以上もの工程それぞれを一人の職人が担当す
るという西陣織の高度な分業の一端を担って
おります。
世界に誇る西陣織の芸術性と高度な技術を
継承する一方、伝統工芸の枠を超えた新た
なモノづくりにも積極的に取り組んでいます。
アート、デザイン、インテリア、ファッショ
ンなど幅広いジャンルと接点をつくりながら、
国内外のマーケットに向けて革新的なデザイ
ンを提案しています。

西陣織の帯地の特徴である絢爛豪華な金・銀の輝きは、引箔によって表現されています。
引箔は古来より、西陣織の中でも最高級品に用いられてきた材料の一つです。そしてそれを
織物に織り込むための西陣織独自の伝統技法もまた「引箔技法」と呼びます。
引箔は “先染めの紋織物” が特徴である西陣織にとって、織りの技術だけでは表現できな
い動きのあるデザインを可能にしました。
楽芸工房は、伝統的に継承されてきたこの引箔の技、素材、製造工程を軸に、より自由で
柔軟な視点で伝統工芸の新たな可能性を追求しています。
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色　柄 /
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S P E C

【注意事項】

染一平［SOME-IPPEI］

A:¥45,000（税込）　B:¥22,500（税込）

約 200cm × 100cm
綿 100％
応相談
10 枚以上から応相談
約 1ヶ月

・ 古典的な草木の手染めなので、色落ち等が生じ
る可能性があります。経年変化を楽しんでいただ
ける商品です。

着物に似合うふわふわ草木染めストールは、着物をお召になる人の
ために開発した綿素材のストールです。背中の部分が寒くならない
ようにボリュームのある仕様になっています。
また、しっとりと上品に柔らかい仕上げになっているのが特徴で、
すべて国内の伝統的な製法で織り染め、作られています。
染色には、天然色素100％の染料を用いており、身体や地球に有
害な物質は一切使用していません。
その色素の重ねにより、自然の重厚な色味を再現しています。
また、綿素材を採用することにより、取り扱いも簡単で、気軽にお
洗濯していただけます。

古代の染技と現代社会との邂逅－京都・アニミズムの自然美を求めて。
着物に似合うふわふわ草木染ストール
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京都市上京区六軒町通一条上ル若松町351

https://kyototextileworks.com

染一平［SOME-IPPEI］　羽間  一平

私達のモノづくりは、必ず2つの対話を行うことから始まります。
1つ目の対話は－「近代の染色工業との対話です」。適正な科学的根拠に基づき、常圧染可
能なほぼ全ての素材へ対応できる技術・実績を有しています。
2つ目の対話は－「古代日本の染技・先人との対話です」。伝統的な京都の染技は、常に自
然 (ジネン )的な精神を宿しています。伝統的な染技には、古代から永年と続く、生命の息
吹と尊さという精霊の心が宿っているのです。つまり、現代社会が忘れてしまいがちな、ア
ニミズム世界の在るがままの自然 (ジネン )美を現代に再現することで、生命の尊さを商品に
反映することができると信じています。

創業令和元年。
代々引き継がれてきた京都の染技を駆使して、
現代社会のニーズに対応する染工房です。
工芸染色的要素と工業染色的要素の融合に
より、時代に合った染技サービスをお客様に
提供・提案しています。
具体的には、染リペアと商品企画の2本柱です。
染リペアでは、従来着物の染色補正しみ抜
きで培われた技術を応用することにより、
SDGSの実現をお客様と共に、実現します。
また、商品企画では、京都の伝統的モノづく
りで培われてきた染技を、現代に再解釈・再
現し、提案型の商品開発を積極的に推し進
めています。
“言われてたことをすることが得意” から “時
代に沿った染技サービスの提案” へ、次世
代の京都の染屋の在り方を示して参ります。
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株式会社日根野勝治郎商店03

上　代 /

素　材 /
ロット /
納　期 /

44（42）ｍｍ　12 時側　¥11,000（税込）　6 時側　¥8,800（税込）

40（38）ｍｍ　12 時側　¥9,900（税込）　6 時側　¥6,600（税込）

表：絹　裏：牛革
応相談
応相談

Chameleon Band for Apple Watchは京友禅の職人が手染めし
た着物用の生地を使ってつくっています。
生地の美しさを最大限引き立たせるために、一から金型を設計しバ
ンドのフォルムを作り上げました。
ミニマルなデザインでシャープな印象のベルトは、工芸品でありなが
ら現代的な佇まいを感じさせます。
ベルトの表面に絹の生地を、裏面は牛革を使用し、一点、一点、
革職人が手作りしました。
生地や染めによって様々な表情を見せる一点もののバンドは、上下別々
に購入頂け、組み合わせによって気分やシチュエーション、スタイル
に合わせて自由にコーディネートできます。
バックルには繊細な絹の生地を傷めにくく、取り外しもしやすいＤバッ
クルを採用しています。

京都で三代続く悉皆屋、日根野勝治郎商店がつくった絹のApple Watch用バンド
Chameleon Band for Apple Watch
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“京都の染屋がつくった™” は京都で三代続く悉皆屋、（株）日根野勝治郎商店がつくった
ライフスタイルブランド。
悉皆屋は京都では染屋ともいわれ現代風にいうとプロデューサーのような仕事をしており、代々
着物用生地の染色に携わってきました。
着物用に特化した世界でも稀な約38cm巾の絹の生地に職人の技術、技法を最大限活かし
染色した生地には独特の色・柄・風合いがあります。
しかし日本人の生活から着物が少しずつ姿を消し、私達が染色した生地を手に取ってもらう
機会も減ってきました。
「多くの人に私たちが生み出した生地を手に取ってほしい。」
そう思い職人が手染めした絹の生地を使い現代の生活に溶け込むアイテムをつくっています。

日根野勝治郎商店は初代日根野治郎が昭和
二十七年、壬生に店を構えました。
現在は西陣に店を移し、三代に渡り京染め
悉皆業を営んでおります。
日本の中でも有数の染めの産地として知られ
る京都のこの土地で、長年にわたり蓄積して
きた膨大な数の図案や友禅型、染見本を活
かし、高い染織技術を持つ百五十以上もの
専門加工業社との連携により、京染めの総合
プロデューサーとして、また京染めの未来を
担う会社としてわたしたちは日々、丁寧なモノ
づくりを行います。京都市上京区元誓願寺通東堀川東入西町454

https://www.kyoto-someya.com

https://www.katsujirou.com

株式会社日根野勝治郎商店　日根野 孝司



上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

takenaka kinsai

¥20,900（税込）

85x94x20mm（口金の幅は 100mm）
牛革（タンニンなめし、染料仕上げ）、綿、銀、ポリエステル糸、鉄、ニッケル
しろがね（銀）、中金色、赤貝、青貝、黒箔
3
1ヶ月

・ 天然の牛皮革を使用しています。革質は決して均
一ではありません。シワやキズが入っている場合
もあります。また染料仕上げのため、摩擦などによっ
て色移りの可能性があります。

・ 定期的なオイルメンテナンスは特に必要ありませ
ん。水に濡れた場合は拭き取って陰干してください。

・ 銀箔は大気中の硫黄成分と反応することで変色し
ます。また、紫外線はその反応を促進させる働き
があります。（例えば、炎天下に自動車のダッシュ
ボードの上に財布を放置するなどすると極度に変
色が進行することがあります。）

・ 変色の進行を遅らせたい場合は、できるだけ湿
度が低く、紫外線の当たらないところで保管する
ようにしてください。

・ 箔は一枚一枚色味やムラが微妙に異なり個体差
があります。また、摩擦によって剥がれてくること
があります。御了承下さいませ。

「箔くすべ」という伝統技法で変色させた銀箔を革に押箔して、財
布に仕立てました。
銀箔は、着色によるのではなく、硫黄と松脂を加熱した気化ガスで
燻し、その表面を硫化（錆び）させることによって、それぞれの色
を得ています。
ご使用後も、大気中の硫黄成分と銀箔の化学反応は続きますので、
使い続けることで一層渋く、その味わいは増していきます。
銀箔は、硫化の進行によって56年かけて自然と黒箔へと至ると言わ
れています。
（この黒箔こそ「いぶし銀」という言葉が示すものそのものです。）
長い年月に渡って「寂び」の風情豊かな経年変化をお楽しみいただ
けます。

いぶし銀のミニマル財布
\wal let（バックスラッシュ・ウォレット）
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私の父は職歴60年近い金彩加工の職人です。
晴れ着や婚礼衣装などに多く携わってきました。金彩は装いに豪華さをもたらしますが、一
つ一つの文様や装飾には、ハレの日の特別な願いや想いが込められているように思われます。
心を整え、あるいは動かすために、きらびやかな装飾はなくてはならないモノなのかもしれ
ません。
これ見よがしに金箔を使ったとしても美しさは保証されません。一枚の箔から多様な表情を
引き出す事ができる技術ではありますが、なんのために必要とされているのか、適切に技術
を用いなければ、決して心には届きません。
想いを汲み、想いに応えるため、試みは尽きません。

takenaka kinsaiは、着物の世界で育まれて
きた金彩工芸の技をテーブルウェア、ステーショ
ナリーの分野で展開する京都・嵯峨嵐山の工
房です。
金彩は0.0001mmほどの厚みしかない金属
箔を着物に接着加工する繊細な仕事です。
また、箔を使って着物の魅力をいかに引き出
すか？という創造的な仕事でもあります。
その創意工夫の中から数々の技法が生み出さ
れ、図柄や色彩と一体となることで、京友禅
という美しい和装文化の一端を担ってきました。
私たちは和装だけに捉われず、大切に受け継
がれてきたこの技術の可能性を今一度問い直
し「これからの金彩」の在り方を模索しています。

http://takenaka-kinsai.jp

京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町20-12

takenaka kinsai　竹中 大輔

04
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素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

SOMEA05

¥12,650（税込）

高さ 75×横 12×厚さ 9mm
牛革 （加工地 : 姫路）
3 柄 8 色
5 個～
約 40 日

・ この商品は一点一点職人が染色した素材を使用してい
ます。手作業による風合いが特徴の製品のため、微妙
なにじみや色合いなど、仕上がりには個体差があります。

・ 色止めはしていますが、黒などの濃色は水や汗、摩擦
によって、稀に色落ち、色移りすることがありますので
ご注意ください。

・ 長く使用頂くために１～２ヶ月に一度レザークリームで
のケアをお勧めします。

・ 水に濡れた場合は、素早く柔かい布で強くこすること
なく、軽く叩くように水気をとり、風通しの良い所で陰
干ししてください。

・ 汚れたまま高温多湿の状態で保管しますと、カビの原
因になります。通気性の良い布や紙で包み、風通しの
良い所で保管してください。

・ 革に染みてしまった染料や、汚れは落ちない事があり
ます。

・ うすい色の衣服でのご使用、使い始めの期間はご注
意ください。

・ ベンジン、シンナーなどのアルコール系溶剤の使用や、
水で丸洗いすることはしないで下さい。

・ 一枚の革の中でも革質は均一ではありませんので、シ
ワやキズの入り具合も同じ商品の箇所によっても異なり
ます。

雲や鱗といった伝統的な縁起柄に、現代的なアレンジを加えて作っ
たモダン柄のフラグメントケース。
友禅で培った染色技法を活かし皮革に手染めで彩色しています。
彩色に適した革を姫路のタンナーと開発し、独自に作成した染料を
使用することで、革の上でも自由に模様を染め分けることができるよ
うになりました。
プリントに使われる顔料では革の風合いを損なってしまいますが、
染料を使用することで革の風合いを残しつつ鮮やかな文様を楽しん
で頂けます。
フラグメントケースはコンパクトで小さなバッグに入れてももたつきません。
無駄をなくし、持ち歩くお金をスマートにすることは金運向上にも繋
がります。

手染め革友禅　フラグメントケース
SOMEA
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柔らかな色彩で描かれる繊細な図柄、金箔や金糸を使った美しい装飾、手描友禅染はその
上品さ、華やかさから日本を代表する文様染めとして知られています。
友禅染の特徴である華やかな模様染め、それを可能にしているのは、彩色時の色の混合を
防ぐために用いる「糸目糊置防染（いとめのりおきぼうせん）」という技法です。
糸目糊置防染とは、防染に使う米糊（こめのり）やゴム糊を、糸目筒（いとめづつ / 渋紙で
作られた円錐型の筒に真鍮製の金具がついたもの）に流し込み、その金具の細い先から模
様の輪郭に沿って糊を置いていく防染方法です。この技術により、1mm以下の細い糊で防
染していくことが可能になり、友禅染の多彩な表現を生み出しています。糸目のように細い
糊を使う友禅染なので糸目友禅染とも呼ばれています。

池内友禅は京都嵐山にある、手描き友禅染
の工房です。
「彩り・潤い ・調和」をテーマに、伝統的な
染色技法を生かしたものづくりに取り組んで
います。
手描友禅染は江戸時代元禄期に、京都の扇
絵師、宮崎友禅斎によって考案されました。
繊細、優美な表現を可能にした、糊置防染
による、シンプルな文様染は三百年が経った
今も、日本独自の染色技法としてその姿
を残しています。
京都の雅やかな文化を背景に持つ友禅染は、
古くから優雅さ、華やかさの象徴でした。
池内友禅は伝統を大切にしながら、現代的
な友禅染の在り方も探究しています。

https://www.somea.jp 

京都市右京区嵯峨五島町37

SOMEA　池内 真広



上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

糸六株式会社

¥2,970（税込）

60 × 170 × 35mm
絹とじ糸
蘇芳・槐・藍
各 10 箱ずつ
1週間～ 10 日

・ 日光、紫外線、蛍光灯に弱いため、なるべく空
気に触れず日の当たらない所に保管してください。

簡単で手軽にお鍋も汚れず、湯煎をする時間により、お色の濃淡を
楽しむことのできる絹糸の染色キットです。
自分で染めた糸で、くみひも、タッセル、イヤリングなど自分だけの
アクセサリーを作ってみたり、刺し子の糸としてもご使用頂けます。
通常、刺し子は綿糸で縫うことが多いですが、艶のある絹糸を使う
ことで、ところどころに絹糸の艶々なところが出て、少しお洒落な
仕上がりになります。
自分で糸染めをして、今までにないオンリーワンの作品を是非、お
作りになってみてください。糸染め体験ではじめの一歩を踏み出して
みませんか？

草木染めはじめの一歩
【結糸】絹糸草木染めキット
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PROFILE

昭和4年1月、「糸屋の六さん」という3代目六治郎の愛称を生かし、その心を大切にするべく、私
たちの会社は「糸六商店」という名前で新たに看板を掲げました。
多くのものが使いやすく便利になってきていた昭和の初め頃には、これまで使われていた「かせ糸」
がもつれやすいことを面倒がる人が増えてきました。当時は、大きく束ねられた絹糸のかせを木枠
に巻き取り、小分けにして小売り用として販売するのが当たり前だったのです。六治郎は、絹糸をよ
り使いやすい商品にするために考え、カードに巻き付けて販売するという方法を思いつきます。
新たな時代の息吹を感じさせるカード巻きの絹糸には、六治郎の口癖「いつも笑顔を絶やさず、腹
を立てず、質の良い糸を売ろう」という思いを表す、『へのへのもへの』のニコニコマークが付けら
れました。
こうして私たちの「ニコニコ印純絹糸」は誕生し、現在も変わらぬご愛顧をいただく定番の商品となっ
ています。

糸六のこと
私たちの糸六株式会社の創業は、明治四年
頃のこと。初代・今井儀助が京都市で立ち上
げた、絹糸、綿糸を取り扱う糸商が始まりです。
大正時代に入り、三代目となる今井六治郎は、
糸の商いを愛し、「糸屋の六さん」と呼ばれ
て親しまれた人でした。
口癖は、「いつもニコニコ笑顔で、腹を立てず、
質の良い “糸” を “売” らしてもらう。
そうすれば末永く “続” けていける。糸を売
るというのはそういう商いなんや」というもの
でした。
このときから「続く」という文字は、糸を売る
私たちにとって、とても大切な思いを表す文
字になったのです。

http://itoroku2525.com

京都市下京区松原通室町東入玉津島298番地

糸六株式会社　今井 登美子

06



上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

GOLDREAM （株式会社  金箔押  山村）

¥17,600（税込）

11 × 8 × 0.7cm
牛革　金箔 1号色　真鍮（クリップ部品）
アッシュブルー
3 ～ 5 本
在庫がない場合のみ２～３か月

・ 革製品ですので水には弱いです。汚れた場合はク
リームを使わず、乾いた柔らかい布でやさしく拭き
とる程度にしてください。

これまで、業界的になかった素材 -革と金箔 -の組み合わせに挑戦
して、バッグや財布を生産してきました。プリント技術では実現でき
ない金箔の色・艶感を追求していく中で、手作業だからこそできる
金箔のデザインを実現しました。ふちと中を開けた一部分にのみ金
箔を貼っています。シンプルなデザインですが、本金箔の輝きが見
る人を惹きつけます。GoldとPlatinumに二種類用意しました。
現在、キャッシュレスが進む中、国内及び海外のおしゃれに敏感な
世代の目に留まればと思います。
表側には ICカードも入れて頂けます。機能性とデザイン性を追求し
た、シンプルだけどインパクトのある商品です。

きらりと光る金箔の遊び心
マネークリップ
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PROFILE

弊社が最もこだわりを持って取り組んでいるのが、金箔の色・艶です。金箔の品質に細心の
注意を払うのはもちろん、接着材として用いる漆の種類・ふき加減など全てを考慮します。
温度・湿度など日々の気候を読み、繊細に漆の扱いを変えながら、最も適した状態で1万
分の1ミリという薄さの金箔を貼っていきます。これは完全な手作業であり、鎌倉時代から受
け継がれている京都の技術です。中でも『重押し』という京都独特の、金箔の光沢を抑えて、
落ち着いた色を出す技法には強いこだわりを持ち、常に最高の職人技を維持・伝承するよう
心掛けています。

弊社は昭和24年創業以来、京都の伝統工芸
品である京仏壇・京仏具の金箔押し業一筋で
事業を展開しています。4名の職人がいます
が、その内3名は伝統工芸士の資格を有しま
す。『金箔押し』とは、漆が塗られてきた品
物に、もう一度漆を接着剤として塗り、その
上に竹箸などを使い、手作業で金箔を貼っ
ていく工程です。弊社は、日本全国の寺社
仏閣や重要文化財及び国宝の金箔修復をメ
インとして行う一方で、この技術を応用し、
現代のライフスタイルに合った新しい物づくり
を通して、技術力の高さの認知拡大を目指し
ています。また、商品を通して、新たな分野
からの依頼にも対応できるよう日々努力してい
ます。

http://www.goldream.info

京都市山科区西野山欠ノ上町1-34

GOLDREAM （株式会社 金箔押 山村）
中澤 孝司
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】
・ 手仕事で京セラオパールを貼り付けているため、
それぞれで表情がことなります。　　　　　

・ 漆塗りの品物ですので、高温・長時間の水濡れは
ご注意ください。

・ 汚れたときは柔らかい布で拭き取ってください。

¥55,000（税込）

本体　6.3 ㎝×最大幅 1.8 ㎝×厚み 9 ㎜　チェーン 70 ㎝内アジャスター 5 ㎝
Sterling　Silver・京丹波産漆・京都オパール
NISHIKI・RURI・AKANE
1個
在庫がある場合　1週　在庫が無い場合　2 カ月間から 3 カ月間

古来より金属に漆を定着させるために使われてきた伝統的焼付け技
法は、たとえば戦国時代には武具や甲冑の鉄の部分に腐食を止め
るため漆を塗っています。また、加飾には蒔絵や螺鈿が使われてい
ます。それらの技法をこのアクセサリーにも転用しました。温度や湿
度、季節によって様々に状態が変化する漆をうまくコントロールしな
がら、Sterling Silverの胎に京都オパールを使った伝統的螺鈿技
法で、本漆を幾度も塗り固め幾度も研ぎ出し、貴重な京丹波産漆
で漆黒の中にオパールが輝く極限まで磨き上げました。
豊かで 楽しい生 活のお 供に、漆 のアクセサリー「NUSHI  

ADUSTAM」を、加えて頂ければ幸いです。 

漆の中から京セラオパールを丹精込めて研ぎ出したペンダント＆ブローチ
漆塗京都オパールペンダント＆ブローチ

松田漆工芸08



PROFILE

これまで伝統工芸のもとで、数え切れないほどの京仏壇・京仏具を塗っています。その際、
平面は元より特に角と隅を、どのようにして綺麗に仕上げるかという事に気を配って日々精進
してきました。
このアクセサリーにおいても、本漆で塗り固めた厚み0.2㎜のオパールを研ぎ出していきます
が、研ぎすぎるとオパールの輝きを失い、研ぎ足りないと凸凹のある仕上がりになります。又、
同時に銀も研ぎ出し、角を整えていきます。0.2㎜という微細な厚みの中で、それらは非常
に細やかな神経を使う熟練した技術が必要な作業となります。

1977年、30歳の時に独立して以来試行錯誤
しながらも漆塗りを家業としてきました。
漆というのは非常に面白い物で、その日の気
温や湿度などによって大きく乾き具合が異な
り、色漆であれば色の変化があります。高価
で扱いにくいイメージがある漆の良さを、もっ
と身近なものにして多くの人に知ってもらいた
く、いろいろな素材を探していたところ、京
セラ製京都オパールとSterling　Silverとい
う素材に巡り合うことができました。漆とこ
れらを使って新しく美しいものに仕上げたい、
という思いからアクセサリーを作りはじめ、
「NUSHI  ADUSTAM　ヌシ アダスタム」
というブランドとして創作活動を始めました。
京仏壇 漆塗 伝統工芸士　
京の名匠　
瑞宝単光章 受賞

https://www.instagram.com/matsudatsutomu1947

京都府京都市下京区西酢屋町7－7

松田漆工芸　松田 勉
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S P E C

【注意事項】

鹿田喜造漆店

上　代 /
サイズ /
ロット /
納　期 /

・ 本物の漆を使用します。体質によりカブレる事が
ありますのでご注意ください。

¥18,700（税込）

手袋サイズ　S,M,L
1個
1～ 2 日

本物の純金、漆にて、古来よりの手法で職人さんによる金継ぎと全
く同じ工程を楽しむことができます。　
たくさんの写真を掲載し、とてもわかりやすい説明書になっています。
起こりやすいトラブルや、うまく塗るためのコツなども掲載されています。
説明書通りに作業を進めてもらえれば、初心者の方でも職人さんに
よる金継ぎと全く同じ工程での作業を楽しんでいただけます。
細かいニュアンスもしっかりお伝えできるよう、生徒、師匠からなる
説明動画もご用意しております。(動画を見ず、説明書だけを参照し
て作業していただいても、しっかり金継ぎを完成していただけます。　

職人さんと全く同じ工程を楽しんでいただける「本格派」の金継ぎセット
金継ぎ小箱
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PROFILE

鹿田喜造漆店では漆の精製・調合から筆、刷毛、金銀粉などの漆工材料の販売、また漆
器の制作、お直しまですべてを自社内で行っております。
創業から150余年、先代から受け継いできた技術をしっかり守り、さらに磨きをかけ、そし
て後世に伝えていけるよう精進しております。
当店の強みである、「漆」についての豊富な知識や経験をもとに、どのようなご質問にも、
迅速かつ的確にお答えいたします。
お直しでは「鹿田喜造漆店に頼んでよかった！」と思って頂ける様、精一杯努力させて頂きます。

鹿田喜造漆店は、慶応3年に創業し、明治
30年に現在の京都市四条河原町近くに店舗
を構えました。
以来、漆屋として漆の精製、調合、販売を
行い、お客様が求める多種多様な漆を安定
的にお届けすることに努めております。
また、お直しをはじめとした漆器の製作、塗
り直し、陶磁器の金継ぎなど、漆に関する様々
なご依頼を承っております。
漆器や陶磁器のお直しとなると、敷居が高い
というイメージがあり、依頼しにくいと思われ
る事があるかと思います。
そのイメージを払拭して頂けますよう、明るい
お店作りを目指しております。https://kintsugi.shikataurushi.com

https://www.shikataurushi.com

京都市下京区麩屋町通仏光寺上る俵屋町290

鹿田喜造漆店　鹿田 俊之
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

表望堂

¥22,000（税込）～
3cm × 3cm ～
銀・貝・金
5 種
なし
製作期間 1ヶ月

・ 銀製品になるので、金属アレルギーの方はご注意
下さい。

京都で漆芸の仕事に携わる中で、さまざまな工芸品の製作を通して
培われた伝統技術を現代の生活に沿うものとして表現したい、そん
な想いから作られたのが蒔絵と螺鈿のジュエリー「makie-fu」です。
蒔絵とは日本の古く奈良時代の頃から、金粉と漆を使い、図案を描
く為に使われてきた技法です。その歴史を伝える意味も込めて、蒔
絵の譜、makie-fuと名付けました。
日本で古くから作られてきた宝物のような工芸品、それらに用いら
れた図案をそのまま掌の中に納めてしまえる作品です。

今では博物館に納められいる伝統の漆工芸品、数々の宝箱に施されてきた蒔絵や螺鈿の数々を、掌の中に納
められるジュエリーに仕上げました。

makie-fu
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PROFILE

漆という素材は、日本では古く縄文時代から使われている、ウルシの木から採取される自然
の樹液です。さまざまな形に加工され、主に木を守る為の塗料として使用されてきました。
その語源は「麗しい」、日本語で最上位の美しさを意味します。
日本の土地と人の営み、精神に、深く結びついている塗料です。

漆業界では他の伝統産業品と同じように、古くから多くの事業者での分業が進められてきま
したが、弊社では漆の作業工程を工房内で完結出来るよう努めており、下地から塗り、蒔
絵や螺鈿、異素材への塗り施工などのさまざまなイレギュラーにも対応することが出来ます。

表望堂は、2014年にスタートした京都の漆
芸工房です。
自社仏閣や工芸品の修復を中心に、伝統工
芸品から建築物の内装、アートや最新のプロ
ダクトまで。自然の漆を使った製品を多数生
み出しています。

http://www.hyobodo.kyoto

京都市中京区三坊大宮町138-1

表望堂　島本 恵未
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

¥3,850（税込）

W7cm D7cm H5､5cm
磁器
空色、桜色、白色、菊色
10 個
3 週間

・ 陶磁器のため強い刺激や急熱急冷による破損が
起こることがございます。

・ 手仕事のため僅かなサイズの誤差や色の濃淡が
起こることもございます。

幸福が宿る器とも言われるボンボニエールを豊富なカラーバリエーショ
ンで制作。手のひらサイズの小器として色んなシーンでかわいらしく
活躍します。
全ての工程が手仕上げですが石膏型を使用して泥漿鋳込み技法で
成型することにより時間とコストを抑えて制作。そしてたくさんの色
釉でかわいく焼き上げることでお好みのカラーを選んでいただけるよ
うに仕上げました。
ボンボニエールは菓子器としてだけでなく、シュガーポットに使用し
たりポプリやアクセサリーを入れたりと様々な用途で使えるかわいら
しい蓋物です。
今後は彫りや絵付けなどの装飾を加えたものも展開していきたいと
考えています。

幸福が宿る器「ボンボニエール」ころんとかわいい小さな器
ボンボニエール

紅村窯11



PROFILE

長い歴史の中で紅村がこだわってきたのは独自の調合から生まれる美しさでした。
紅村で製作する西施白磁も青磁も全て原料から調合し足で踏んで土づくりをします。もちろ
ん釉薬も同じです。惜しまない手間によって作り出す土や色調は唯一無二の白磁と青磁と作
り上げています。西施白磁は骨灰を多く含むため成形が大変困難な上に焼き上がりまでとて
も手間のかかるデリケートな紅村独自の磁器土です。成型を可能にし焼き上げられるのは代々
受け継ぐ西施白磁製作技術があるからこそです。
変わらぬ美へのこだわりと惜しまぬ手間、そして新しい息吹を吹き込み製作しています。

京焼・清水焼発祥の地である京都東山の清
水寺参道 “茶わん坂 “で作陶し百年を超える
歴史を持つ紅村窯。四代に渡って培われた
伝統技法と格調を研磨しつつ、その美しさの
中に新しい息吹を盛り込んだ作品を製作して
います。中国の古窯で作られた白高麗から発
展した、なめらかな乳白色で西施白磁製作技
術を誇る白玉のような白磁を代々受け継ぐ紅
村。東洋美人の肌の色を連想させる独特の
やわらかな白さだけではなく透光性を併せ持
ちます。その特性を活かし絵付けをせずシン
プルなフォルムに凛とした雰囲気をまとう伝統
のうつわと四代林侑子が生み出したハサミを
使う新しい装飾技法や華やかな色釉を組み
合わせることで紅村窯の
新しい道を切り開いています

https://koson.jp

京都市東山区五条橋東六丁目541

紅村窯　林 侑子
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S P E C

【注意事項】

上　代 /
サイズ /
素　材 /
ロット /
納　期 /

 L：￥24,200（税込）　 M：￥19,800（税込）　 S：￥15,400（税込）

 L：（約）Φ 270╳ h29 mm　M：（約）Φ 245 × h27 mm　 S：（約）Φ 210 × h23 mm
 陶土、金液、白金液
10 個
通常約 45日

陶仙窯

・ 陶器はそのまま使い始めると、料理の汁気や油分など
がしみ込み、取れなくなることがあります。粉引や貫入
という細かいひびが入ったものなどは特にしみ込み易い
ので、料理を盛り付ける前に水に浸し、軽く拭くと安心
です。

・ さらにしみ込みを防ぐ為には、使い始めに米のとぎ汁
を鍋に入れ、２０～３０分弱火で煮沸すると効果的です。

・ 汚れがしみ込んでしまった場合は、早めに台所漂白剤
に浸してやわらかいスポンジで洗ってください。

・ ご使用後は、中性洗剤を使用し、やわらかいスポン
ジで洗ってください。

・ 破損、剥離、傷の原因になりますので、食器乾燥機・
たわしのご利用はお控えください。

・ 洗浄後、熱湯に通すと乾燥を早めカビ防止になります。
・ 破損する恐れがありますので、急激な温度変化を与え
ないでください。また、上絵付け、金彩 ･白金彩を施
したものは破損する恐れがありますので、電子レンジの
ご利用は避けてください。

日々の食卓を飾る、とっておきのうつくしいお皿
やわらかなスモーキーカラーに、三日月型の金色がアクセント。
ランダムに押されたお花（印花）は、大きな花だけキラリと輝きます。
三日月型に抜いた縁の焼き締め部分は、マット感のあるゴールドです。
三島手という伝統的な技法を用いて大きい花にだけツヤを出し、金
彩が際立って見えるよう細工しました。花のスタンプ（印花）は全て
手押しなので、一枚一枚がオリジナルです。
休日やお祝いの席、大切なお客さまをおもてなしする時、とっておき
の食事を楽しみたいご褒美タイムなど、ハレの時間のテーブルを彩
るのに最適なうつわです。

氷を割ったようなひび（貫入）が美しい「亀甲貫入釉」と、金彩（三島手）のお皿
Warm / Ice f lower dish

12



PROFILE

京都市東山区泉涌寺東林町36

陶仙窯　岡山 高大

陶仙窯は1915年（大正4年）に創業し、4代
続く京焼 ･清水焼の窯元です。
多くの窯元が集まる京都・泉涌寺で成型から
絵付け、焼成、上絵に至るまでの一貫生産
をしています。
中国南宋時代の官窯から伝わる「亀甲貫入釉
（きっこうかんにゅうゆう）」、李氏朝鮮時代に
装飾技法である「三島手（みしまで）」、これ
らに金彩 ･白金彩を合わせることで洋食器の
雰囲気に近づけました。
使ってくださる方の生活に馴染むような形や
釉薬を探して、「日常生活を少しだけ豊かに」
することを考えながらつくったうつわです。
陶仙窯のうつわは、職人が一つ一つ手作りし
ています。
手作りのあたたかみを感じて、日々の暮らし
の一部に加えていただけましたら、こんなに
うれしいことはありません。

三島手（印花 ･線刻）[みしまで（いんか ･せんこく）]

元来、素地に陶印を押す、また線を彫ったくぼみに化粧土を埋めこんで模様を表現する伝
統技法。朝鮮半島から渡来した李朝のうつわに施されたこの技法は日本において「三島」「三
島手」と呼ばれました。
亀甲貫入釉（きっこうかんにゅうゆう）
中国・南宋時代、官窯の郊壇窯などでは素地と釉薬の熱膨張の違いから美しい釉調がみら
れ、亀甲貫入または二重貫入や薔薇貫入、氷裂紋と呼ばれ珍重されてきました。
金彩・白金彩
本焼成後に金彩 ･白金彩を施し、約730℃で焼き付けることで三島手の技法がより際立ちます。
亀甲貫入釉と合わせることで現代のライフスタイルにも合わせやすい雰囲気が生まれます。

12

https://okayamaceramics.com
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【注意事項】

13

・ 食器洗浄機や電子レンジでの使用不可

¥132,000（税込）

注器：170 × 90 × 130mm　盃：79 × 35mm
磁器
1種類　白×銀
3
45日

銀を大胆にあしらった酒器セットです。通常陶磁器の銀彩は銀を薄
く塗って定着、発色させますが、この商品は銀を窯の中の化学反応
で凝集させることで水のような立体的な滴を作り出しています。アー
ト作品のようにひとつひとつの粒の大きさが変わり二つとして同じも
のは現れません。酒器のプロポーションは弊社が最も得意にしてい
るシャープな細い注ぎ口が特徴的な形状になっています。また盃に
お酒を注ぐと銀の粒がキラキラと乱反射してとても美しい表情になり
ます。酒器として、インテリアとしてお楽しみいただける商品です。

みずみずしい銀の水滴を食卓に。
銀彩酒器セット

洸春窯



PROFILE

13

1943年に京都・東山で初代洸春が開窯して
以来、主に磁器の食器を中心に制作しており
ます。工房で最も大切にしていることは「人
が変わればモノが変わる」という言葉です。
初代、二代、三代と世代が変わってもいつも
その時の暮らしに役立つ器づくりを心がけて
きました。現在は職人が手で作ることの意義
を考え、つまり機械が苦手な分野にフォーカ
スを当ていっちんという技法を中心にして、
食器はもとより照明器具やルームサインなどの
インテリアの制作にも力を注いでおります。

京焼・清水焼の産地の一つ、東山にて日々作陶しております。京都で長年培われた技法とと
もに現代の化学的知見を取り入れた商品づくりに重点を置いております。伝統的な技法に敬
意を払いながらもそれにこだわることなく、陶磁器をサイエンスとして分析し柔軟にお客様の
ご希望を実現できるよう、自社の情報や技術をいつもアップデートすることを心がけています。
その中に職人の手でしかできないこと、手づくりのエッセンスを一つ入れることで現代に生き
る工芸品として、お使いいただく皆様の日々の暮らしに彩りと喜びをご提供できれば幸いです。

京都市東山区今熊野南日吉町148

洸春窯　高島 慎一
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¥8,800（税込）

23ｃｍ、Φ 8cm
竹、ガラス、香料
1種
10
1ヶ月

扇子用に加工された扇骨は、吸水性と保水性に優れることから、香
料に一瞬浸すだけで、およそ１年は香りが持続します。この扇骨の
特性を生かし、あらたしい形のルームフレグランスを開発しました。
香りを楽しむだけでなく、お部屋のインテリアアイテムとしてもご利
用いただきたいと考えています。リードスティックとなる扇骨には、
繊細な唐草文様を透かし彫りに。器はガラスを使用しています。ま
た、香料は白檀、八重桜、檜といった日本らしい調香となっています。
扇骨の模様や器の色の変更など、小ロットでオリジナル製造が可能
です。

伝統の技術を、いまの暮らしへ　香りと色でお部屋を彩るフレグランス
ルームフレグランスかざ  玻璃

色は匂へと



PROFILE

14

扇子は、奈良時代から続く日本の伝統工芸品です。長い年月の中で、人々の暮らしや伝統
芸能とともに、様々な役割を果たしてきました。
しかし、現代において扇子は「日用品」では無くなりました。扇子は、クーラーにも扇風機
にも勝てません。時代の移り変わりの中、伝統的な扇子を作り続けるだけでは、扇子の技
術や文化を継続することは不可能です。わたしたちは、現代のくらしに寄り添った新商品を
作り続けることこそ、真の伝統の継続だと考えています。お客様のくらしにそっと寄り添うひ
と品であるように、祈りにも似た気持ちを込めて、商品を作っています。

当社は、明治期に元結（もっとい）製造所と
して営業を始めました。大正時代に、時代
の変化にあわせ、扇子製造卸の事業を開始
した後、約百年間にわたり、扇子の事業を展
開しています。BtoBを基軸としており、お取
引先様のご要望に応じたオリジナル商品の製
造を得意としています。
その一方で、「百年先の未来に、扇子の伝統
美と文化をつなぐ」ことを社是とし、扇子づ
くりの技術や素材を生かした商品開発にも力
を入れています。
現在は、“色と香り” をテーマにした新ブラン
ド「色は匂へと」を中心に、いまの暮らしに
あわせた商品を展開しています。

https://www.ohnishitune.com

京都市下京区松原通高倉西入本燈籠町23

色は匂へと　大西 里枝
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納　期 /

S P E C

【注意事項】
・ 素材の特性上、ささくれや割れが生じる場合があ
りますのでご注意ください。

・ 長時間直射日光に当てると変色、退色の恐れが
あります。

・ 彩色に顔料を使用している為、水濡れや摩擦に
より、色落ちや色移りする恐れがあります。

¥11,000（税込）

縦 21cm×横 40cm×厚さ 1.5cm
本体 : 竹 / 和紙 / 絹　袋   : ポリエステル
蘭：白 / 黒　ハナミズキ：白 / ピンク　わすれな草：白 / 水
既製品 10 本～　OEM 商品 50 本～
既製品　在庫あり：1週間　在庫なし：40 日　OEM 商品：45日

特別に薄く漉いた和紙を柄が浮かぶように手彫りし、裏から薄手の
紗 (絹 )を貼り合わせることにより透け感を出し、涼しさを演出して
います。京友禅の作家がデザインを考案し、一つ一つ手描きで丁寧
に彩色を行っています。
刺繍をあしらった扇子袋とのセットになっています。

昨今の市場トレンドである「透け感」を取り入れた一品です。
夏が終われば用途が減り、片付けてしまうイメージが強い扇子。こ
の額透かし彫扇は、使用シーンの少ない季節にも「インテリアとして
の扇子」をコンセプトに、扇面を額縁に見立て、立て掛けるだけで
華やかに「扇子の花」を飾る事ができます。

“紗 de シアー扇”  和紙と紗がおりなす涼と華
額透かし彫扇

「紗月扇」株式会社ひしだ15



PROFILE

扇子は用途により様々な種類に分類されます。当社で製造している扇子は、裏側から貼り合
わせた扇骨が見える「片貼り」の技法を用いたものです。これにより、素材や厚み、形状の
制約にとらわれず、紙や布（綿 麻 絹などの天然素材から、ポリエステルなどの化学繊維）、
レザーなどを扇子に仕立てる事を実現しています。また、「異なる素材を選び、貼り合わせ、
扇面を加工する」という独自の技術を取り入れた商品も数多く製造しています。
扇子は分業で作られていますが、当社では多くの工程を自社内で行うため、小ロットでも迅
速に企画製造が可能です。

1978年に先代が西川惣商店より独立し、「ひ
しだ商店」として京都市伏見区醍醐の地で
創業。京都扇子団扇商工協同組合に所属。
昔から受け継がれてきた製法を大切に守りな
がら、数少ない布扇子専門のメーカーとして、
製造卸を中心に営んできました。長年に渡っ
て自社のオリジナル商品の他にも、アパレル
等扇子業界外からのOEM商品も数多く製造
しています。
2019年には「株式会社ひしだ」に社名変更
し、新ブランド「紗月扇」を立ち上げ、ECサ
イトを開設。技術の向上と共に、生産能力を
維持しつつ、現代の暮らしに合う扇子をテー
マに商品を作っています。https://www.satsukisen.com

https://www.satsukisen.co.jp

京都市伏見区醍醐鍵尾町15-25

「紗月扇」株式会社ひしだ　菱田 隆之

15
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【注意事項】

S：￥4,950（税込）　L：￥6,050（税込）

S/L
和紙、竹、杉
4 種（春、夏、秋、冬）
取り合わせ 6 箱から　もしくは送料ご負担の上 1箱単位
在庫あれば 3日程度

・ 紙と竹の工芸品ですので、直射日光や高温多湿を
避けて保存してください。また、激しく振り回した
りしないでください。

かつて宮廷で使われた「御所うちわ」が始まりとされる「京うちわ」。
持ち手と中骨が一体ではない「挿し柄構造」になっており、扇面が
フラットなためデザインを豊かに表現できることから、装飾品、飾り
のうちわとして嗜まれてきました。
そんな装飾品としての特徴を生かし、「扇いで涼しい、飾って楽しい」
うちわを開発しました。
森のうちわの特徴は、付属しているスタンドに立てることで、インテ
リアとして飾ることができる点です。扇面がリバーシブルなのもうれ
しいポイントです。
商品のカラーは４つの季節に合わせて4パターン用意しています。
それぞれ季節のイメージに合わせ、生命力あふれる色や、雪空のよ
うな落ち着いた色を取り揃えました。

風を飾る。風と暮らす。扇いで涼しい、飾って楽しい京都のうちわ。
森のうちわ

塩見団扇株式会社16



PROFILE

実は、京都はうちわの一大産地です。
特に京都のうちわは、かつて宮廷で使われていた「御所うちわ」の流れを汲み、彩色や透か
しなど工芸品・美術品として高く評価されています。
素材がすべて天然材料なのも大きな特徴です。
絵柄や切り絵の「地紙」。紙に貼る骨となる「竹」。1mm四方に加工された細長い竹の骨は
和紙に放射状に貼り付けることで、軽さと丈夫さを両立しています。
最後に、「挿し柄」。京都のうちわは扇面と持ち手をそれぞれ別途加工し、後から組み上げる「挿
し柄構造」になっていることが最大の特徴です。

京都でうちわを作り始め70年。
伝統的工芸品「京うちわ」など、様々なうち
わを作り続けています。
京都のうちわは紙に竹の骨を1本ずつ貼って
扇面を作ることで、持てば軽く、扇げば強く
て柔らかい「良い風」を起こすことができます。
創業当初、うちわは夏の生活必需品でしたが、
冷房器具の普及とともに「必要なもの」から「あ
ると便利なもの」に変わりました。
年間生産量こそかつてほどではありませんが、
弊社のうちわは今も夏の贈答品として、大切
なお客様への販促品として今も選ばれ続けて
います。https://www.kyoto-fan.co.jp

京都市山科区小野西浦24-3

塩見団扇株式会社　秋田 悦克

16
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【注意事項】

¥20,900（税込）

H300 ｍｍｘＷ 160 ｍｍ
シェード：和紙加工紙　ランプユニット：スチール
からかみ柄：細うず、破れ七宝　色和紙：黒、赤
一個から対応
2 週間から一カ月（個数、工房状況により）

・ 取替の電球は必ず LED電球を使用してください。
それ以外の電球の使用はできません。

1200年以上前から伝わる京表具の伝統技術と最先端のデジタル技
術との融合で生まれた全く新しい骨格の無いランプシェード “折灯
華®”。古くから親しまれてきた “折り紙” を “京表具の技” と “最
先端の折り紙設計のデジタル技術”、伝統柄 “京からかみ” とを掛
け合わせ、現代のライフスタイルに合わせた今までにないモダンな
デザインの灯りが生まれました。
バリエーションには、ぼんぼりmaru（丸）とtutu （筒）があり、サイ
ズはS(⏀120ｘH100),M(⏀160ｘH150),Lmaru(⏀260xH220) 

tutu(⏀180xH290)の各3サイズ。Sは卓上型のみ、M,Lはペ
ンダント（吊下げ）型、スタンド型、卓上（平置き）型の3タイ
プあり、 また円盤型の tairin（大輪）が450(⏀450xH170)と
600(⏀600xH220)の2サイズあります。 あと実際に作っていただけ
ます S（maru,tutu）組み立てキットもあります。

一枚の紙を職人の手で折り込んで作られたフレームレスの折り紙照明
折灯華®ぼんぼりmaru M 京からかみ  スタンドタイプ

安達表具店  南荘堂  /  イノベーティブクラフトワークス17



PROFILE

https://www.settoka.com

https://www.fusuma-kyoto.com

京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町513

表具と一言でいっても幅広い業種ですが、共通の仕事は、紙（裂地）を正確に裁断し、糊を使っ
て綺麗に貼ることです。これこそ、言うは易しですが、それぞれの性質を十分把握していな
いと綺麗に仕上がりません。貼る素材が何で、どんな素材に貼るかで糊も変わりますし、気
温、湿度、仕事にかかる時間によって糊の濃度を変える必要があります。この感覚は教わっ
て習得するものではなく、長年培ってきた経験こそがものを言います。当店はそういった感
覚を大切にし、以前よりも良い仕事を日々心掛けております。

安達表具店南荘堂は、二条城の北側に店と
工房を構える昭和元年創業の京表具店です。
襖、障子、壁装等の建築表具から屏風、掛
け軸、額等の美術工芸表具とあらゆる京表
具の製作、修理、修復の全般を請け負いま
す。当店創業者はアイデア豊富な人物で、日
頃伝統技術に磨きをかける一方、新しい商品
を考えることも得意としており、昭和30年代
には他社と共同開発した現在の戸襖の原型で
ある “光明襖” で特許を取得し “破れぬ襖”
として一世を風靡しました。その血筋を受け
継いでか現在の店主もプロダクトデザイナーと
共同開発した折り紙ランプシェード” 折灯華
“で特許を取得し、同志の京表具師と共に表
具技術を使い、現代の生活様式にフィットす
る新商品を開発する会社、イノベーティブク
ラフトワークス（ICW）を立ち上げ、製造販
売しております。

安達表具店 南荘堂
イノベーティブクラフトワークス　木南 拓也

17
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宮井株式会社

¥7,700（税込）

約 88cm 幅
ポリエステル 100％
段替桜花ちらし（橙・黒）　市松丸取桜花（橙・黒）
1枚
受注後約 10 日

「桃山モード」は林原美術館収蔵「能装束」のデザインを活用し、「美
術や文化を楽しむライフスタイルブランドの構築」を目指した文化も
のづくりプロジェクトです。商品のモチーフとなったのは重要文化財
「能装束 紅白段桜花文摺箔（桃山時代）」。大胆な色構成と桜花の
配置が広げた時と包んだ時の見え方の変化をもたらします。
風呂敷は長い歴史を持つ生活の道具ですが、レジ袋の有料化に伴
いエコバッグとしての使用方法や、災害などの非常時に様々な目的
に活用できる防災用途としての使い方などで近年特に注目を集めて
おり、SDGsの考え方とも親和性の高いアイテムです。本品も水を全
く使わない環境負荷の低い染色方法で制作されています。

桃山時代の能装束の意匠を取り入れたモダンな風呂敷です。
「桃山モード」風呂敷  段替桜花ちらし・市松丸取桜花
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PROFILE

風呂敷はシンプルな1枚の布ですが、現存する最古のモノは奈良時代ということからもわかる
ように、とても長い歴史をもっています。実は日本だけでなくアジア、アフリカ、中東、南米、
ヨーロッパなど世界中で使われている生活の道具でもあります。
風呂敷は広げたときは平面ですが、包んだ時は立体となります。ですので、広げた状態だけ
で無く包んだ時に変化する美しさも考慮しながらデザインされます。また、モノを包んで運
搬したり、収納したり、フォーマルな場面など多種多様な用途で使用されるため、丈夫さや
包みやすさ、手に触れたときの風合いや結びやすさなど様々な面を考慮して、生地や染色
方法を決定しながらものづくりを行っています。

宮井株式会社は明治30年（1897年）創業の
京都の風呂敷メーカーです。
風呂敷は、ものを包むための四角形の布で
すが、物品の運搬、収納、内容物の保護な
ど幅広い用途に使用されています。どんな形
のものでも包むことができ、必要の無いとき
は小さく畳んでおくことができる実用性から
現代まで形を変えることなく使われ続けてき
ました。
当社は120年以上の歴史の中でそのシンプル
な布を様々な角度から追求し、現代の生活に
適した提案やものづくりを行ってきました。
これからも変わること無く伝統に立脚した物
づくりの姿勢を大切にしつつ、新たな価値の
創造を心がけ、1枚の布帛が織りなす文化を
発信していきたいと考えています。

http://www.miyai-net.co.jp

京都市下京区室町通高辻下ル高辻町609

宮井株式会社　竹下 直輝
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

京すだれ川崎

¥87,450（税込）

Φ 40cm / 高さ 27cm
錆よし
錆よしの模様編み：2 種類
１個
在庫あり：10 日　在庫なし：3 ～ 4 週間（商品、数量によります）

・ 自然の素材を使って、手作業で作っており、一つ
一つの風合いが異なる場合があります。

・ 葭は端が欠けることがあり、取り扱いにはご注意
をお願いします。

えっ、自然の素材からこんな色生まれるの？
文様すだれ　錆よしシェード

葭（よし）と竹のもつ、自然の色を活かしたすだれ。
琵琶湖の葭は、寝かせることで色合いが濃く変わります。錆葭（さ
びよし）と呼んでいます。錆葭を組み合わせ模様に編みました。葭
だからこそ、生まれた模様です。
自然からの、やさしい色、濃淡が輝くすだれです。
自然から生まれた色を組み合わせることで、また別の表情を見せます。
錆葭の濃淡で山の連なりを表し、シェードに仕上げました。濃い色
はお日さまで、薄い色は皮が付いていたので白いまま、自然のちか
らで色づいた素材です。葭を通した明かりは、ほんわりとした暖か
い色を醸し出します。
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PROFILE

すだれになる自然素材はたくさんあり、主に国産の素材を使います。葭（よし）、竹、御形、
本萩、真菰など。
この素材たちを次へつなげるために、知ってもらうこと、作り続けることでまた新しい素材が
育ちます。
自然素材は、弱そうに見えるかも知れません。この自然の中で生きてきた力強さのある素材
たちです。その素材を活かし、古きからのかたちも作り、新しいグラデーション編みのすだ
れも作ります。１枚から、編み方、素材、サイズのオーダーです。出来ないとは言いたくない、
すだれやです。

京すだれは、平安時代の御簾を原型とし、
身近なものへ発展した簾です。
国産の素材、麻糸あみ、最大製作幅2650 

mm、１枚からオーダー、11台の編み機で
日々、すだれを作ります。すだれ以外に、い
ろいろなもの作りをしています。
すだれ素材の葭（よし）は、水を浄化すると
言われており、すだれの文化を残すことは、
自然に寄り添います。すだれの「ＲＥ -ＵＳＥ」
にも積極的に取り組んでいます。
「古きより伝わる物を作り、新しきものを作り
だす力をまとい、それを生み出す心を養う」
昔から京都で育まれた物作りを次の世代へ繋
げたい。作りつづけます。

https://www.kyo-sudare.com

京都府亀岡市千代川町千原片ホコ14-3

京すだれ川崎　川崎 麻耶
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

香老舗  松栄堂

¥5,000（予価）
90 × 90 × 45mm（本体を閉じた時）
香／紙／竹／レーヨン紐
椿／源氏香図／水玉
5
ご希望をお伺いして調整します

白檀・丁子・桂皮・竜脳など十数種類の漢薬香料を刻んで調合した
「匂い香」は、古来、日本で用いられてきたお香の一つです。
このような伝統的な匂い香を、扇面加工を施した紙と竹で作った折
りたたみ式のケースに入れました。
両端を持って紙を伸縮させることで、ふわりと香りが吹きでる仕掛け
です。付属の紐を利用してお部屋に吊るしてみたり、デスクの上で広
げてみたり……。
香りが薄くなったら、蓋を開けることで新しい匂い香への交換も簡
単にできます。
香りの発散を抑えてコンパクトに収納することができ、持ち運びの際
も場所をとりません。
楽しい仕掛けと甘くふくよかな香りをお楽しみください。

じゃばらの小箱を広げて閉じて……甘くふくよかな香りを奏でます
kohdion（こうでぃおん）
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PROFILE

お線香・お焼香・練香・匂い香などの薫香類を製造・販売するのが当社の事業です。同時に、
香り文化の継承にも力を注いでいます。
本社2階の香房で昔ながらの製法をそのままに、職人たちの熟練した技でお線香を作ってい
ます。一方、長岡京香場では環境にも充分に配慮した近代的な生産ラインを構築し、2002

年12月には ISO14001を認証取得しました。
また、商品の製造・販売だけでなく、お香に親しむ人の裾野を広げることを目的とした催し物や、
香りに関するエッセイを公募する「香・大賞」などを実施しています。
求め続けられる価値のある企業であるよう、常に果敢に挑戦し続けています。

私たち松栄堂は、およそ300年前、京都に創
業しました。
仏事用の薫香をはじめ、茶の湯で使う練香
や印香、お座敷用の高級線香や手軽なイン
センス、匂い袋や防虫香など「香百般」の
製造と販売に携わっています。
伝統の香りを支える素材は、東南アジアを中
心に世界各国から運ばれる貴重な天然香料。
これらは調合師の研ぎ澄まされた感覚によっ
て最良の香りが引き出され、熟練の手わざで
成形されます。一方で最新鋭の技術も導入
し、現代の生活にあわせた商品開発にも取り
組んでいます。
松栄堂が香りに託してお届けするのは、大自
然の恵み。
繊細な和の香りは、心のうるおいとして人々
に愛用されています。

http://www.shoyeido.co.jp

京都市中京区烏丸通二条上ル東側

香老舗 松栄堂　畑 元章
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

21

¥3,080（税込）

お手紙包み 11 × 20cm　厚み 3mm　お香袋 7 × 5.5cm
越前和紙（こうぞ・パルプ等）和紙用顔料、天然香原料、和紙、
6 柄 1型
1個から
在庫のある場合、1週間、在庫の無い場合 2 週間

越前和紙をベースに使った美しい手染め友禅和紙を、日本伝統の
折形技法を用いて京都で手作りしています。手で染め、手で折って、
心を込めて一つずつ香り袋を封入しています。大切な人に香りを添
えて想いを送る、特別なお手紙つつみ。想いをのせて笑顔の花咲く
特別なギフト。
「一福香 (いっぷくこう)」
京都産の黒文字など、厳選された天然香原料のみで調合した一福
香。京の雅と魅力をお届けするアイテムです。お便りに添える「文香」
として、また名刺入れや、お財布に入れてお使い頂けます。

「想い」を送る「香り」を贈る「京の雅」を届ける　かおりふみ
かおりふみ

京和志 / 香りすと



PROFILE

21

京和志≫手染め友禅和紙を後世に継承した
く2021年個人事業主として開業。京都の工
房で一枚ずつ丁寧に手染めされた美しい友禅
和紙を使い、日本伝統の折形技法を用いて、
包みや封筒を手作りしています。過去無かっ
たもの、人に喜ばれるものを信念に商品開発
に取り組む。「おくりふみ」という棺に入れる
お手紙包みを発売。
香りすと≫香りすと®は、天然香原料の香り
の魅力をお伝えするスペシャリストです。
厳選された上質な天然香原料のみを使って心
を彩る「Well-being」なお香アイテムをお作
りしています。
産業カウンセラー、キャリアコンサルタントな
ど複数の資格を保有し、伝統芸能の「香り
演出」などにも携わっています。

日本の和紙は気温や湿度によって伸び縮みがあり、手染めするには型合わせの高度な職人
技術が必要です。ヘラの角度や力加減、型の目地や染料の軟度など細心の注意を払い染め
ています。折形では、一枚ずつ裁断し、方眼紙や押さえヘラ、竹串などを駆使した技法を
用いて、心を込めて手折りしています。
仏教と共に伝来したお香。宗教儀式や邪気祓いに使われていましたが、平安時代には貴族
たちによって、香りそのものを楽しむ「雅の香り」となりました。美意識や感性と表現、また
文に添えてコミニュケーションツールとしても使われていた「お香」を、「心安らぐ時間の演出」
に、現代にも取り入れて頂きたいと思っています。

https://cocoa0902.wixsite.com/kaorisuto

https://kyowasi.com 

京都府向日市上植野町地田1-29

京和志　山谷桂子

香りすと



上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

¥33,000（税込）

Φ 150mm × H340mm
シェード：唐紙、金属　器具：木製（ブナ）、プラスチック
3 種　胡粉色、墨色、ゴールド色
1台～
ご注文より 3 営業日以内に出荷（在庫が無い場合：製作期間 2 カ月）

・ この機器を使用できるのは日本国内のみです。
・ 水滴のかかる状態や温度・湿度の高い所で使用
しないでください。

・ 表面の絵具は水溶性です。直接擦ったり水に濡
れたりすると、文様が落ちる場合がございますので、
お取り扱いにはご注意ください。

・ その他、細かいご注意事項は同封のご案内をご
覧ください。

新たな伝統工芸の表現を世界に発信しようと、ウォルト・ディズニー・
ジャパン監修のもと誕生した「ディズニー /京都伝統工芸シリーズ」。
ミッキーの文様をあしらった京からかみのランプです。
ミッキーを連続させた文様「ミッキー繋ぎ」を版木に彫り、京から
かみの技法・木版手摺りで文様を写し出しました。
明かりを灯すとミッキーの文様が幽玄に浮かび上がり、優しくつつみ
こまれるような、あたたかみのある空間へ。
文様をじっくり眺めてみてください。機械印刷にはない、手摺りなら
ではの質感・独自の表情をお楽しみいただけます。
長年多くの方に愛されてきたミッキーマウス。「繋ぎ」文様で表現す
ることにより、未来永劫の意味合いがさらに深まります。

ディズニー/京都伝統工芸シリーズ　木版手摺り京からかみランプ
からかみランプ　ミッキー繋ぎ

京からかみ 丸二22



PROFILE

からかみは唐紙（とうし）と書きますが、中国の唐から奈良時代に伝わった美しい細工紙が
始まりです。“京からかみ” を簡単に言うと版画の一種のようなもので、手彫りされた朴の木
を使い、その表面に雲母（キラ）・胡粉・布海苔・顔料などの昔ながらの絵具を乗せて、一
枚一枚手の平で文様を紙に写し出す伝統的な手法です。襖紙は50×30㎝ほどの版木を12

回置き換え、継ぎ目を一寸の狂いなく合わせて連続文様に摺り上げるのですが、その日の気
候や和紙の質感・版木の癖などを五感で感じ取ることが大切です。
現在でも襖・壁紙など室内装飾の伝統工芸品として受け継ぎ、天保時代からの版木を使い
古来の伝統を守り続けています。

明治35年表具師（西村高緑堂）として開業。
昭和21年、祖父は先代より引継いだ表具師
高緑堂から材料卸に事業転換し、襖建具・
表具（屏風，掛軸，額装等）・インテリア材
料卸業を営んでいます。また、京都の伝統
工芸品「京からかみ」の製造・発売元で、約
300枚余りの版木を保有。主に伝統的建築
物の寺社・茶室や、一般住宅等の襖紙や壁
紙に使われています。最近では伝統建築に限
らず現代建築や商業施設・ホテルなどにも採
用され、また京からかみの手法や版木の味
わい・デザイン、各文様の意味合いをコンセ
プトにしたインテリア・ギフト商品も企画。夢
限に広がる京からかみの世界を和のしつらえ
から現代のライフスタイルまで提案します。

https://www.maruni-kyoto.co.jp

京都市下京区高辻通堺町東入泉正寺町462

京からかみ 丸二　西村 和紀
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】京瓦に京友禅の技術であるシルクスクリーン印刷を施したコースター
です。これは瓦板に泥状の粘土をインクとして使用し、シルクスクリー
ン印刷を施し、様々な文様や絵を表面に描くことができデザイン性
が強化されました。これは京瓦の品質の並と本ウスの技術を１面で
表したものです。京瓦には元来水をはじく性質が必要であるのですが、
コースターでは水を吸収する必要があり、相反することに挑戦しな
ければなりません。そこで珪藻土を混入し、いつものように焼成しま
したが、失敗でした。次に焼成温度や焼成方法を変えることにより、
水を吸収するコースターが完成しました。
釉薬は使わず、産地の違う粘土で図柄を表現しました。

・ 一部変色することがあります。

¥4,400（税込）

約 10cm × 10cm × 6mm
粘土
色々
1個
２か月

伝統技法及び３Ｄプリンター・シルクスクリーン印刷を用いた燻瓦

浅田製瓦工場

コースター  円・亀甲・四角
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PROFILE

京瓦には大きく分けて３つの品質があります。「並」「磨き」「本ウス」です。それら3つは土
つくりから違い、本ウスは口伝と作料（職人の1日のノルマを記した冊子）で伝えられてきま
した。今では幻の製法です。その製法の復元に取り掛かりました。本ウスの口伝は粘土を
乾燥させ、粉砕して水の中で撹拌し、その上澄みを布袋に入れ、水分を取り、粘土として瓦
を作り、その表面金箆で2度・裏面・側面を１度磨きます。磨き工程が多いほど表面の粗さ
が減少し光沢・明度が増加し、耐水性に関しては接触角が増加し、吸水率が減少した。今
回は水簸（すいひ）ではなくポットミル機で粉砕し80メッシュの篩（ふるい）を通した粘土
を使い、本ウスを再現しました。

燻瓦は日本建築の屋根に使用されてきた伝統
的な屋根材です。
焼結の後に「いぶし」を行うことで黒色を呈
します。燻瓦の中でも重厚さと優美さを併せ
持つ「京瓦」は、品質・色・艶の点で古くよ
り高級品とされ、寺社仏閣、数寄屋から一
般の町屋まで幅広く普及していました。
高級品の要因は製造工程中の磨きによる表
面の美しさが挙げられ、これは京瓦の代名詞
とも言えます。
かつての京瓦の生産地として東山七條周辺の
大仏地域と伏見区の深草地域が挙げられ、
明治時代には十数件の窯元が軒を連ねてい
ました。しかし現在では「京瓦」の伝統を受
け継ぐ職人はほとんどおらず、京瓦を製造し
ている事業所で窯が稼働しているのは浅田
製瓦工場1件のみとなっています。

https://www.kyogawara.com

京都市伏見区舞台町5番地

浅田製瓦工場　浅田 晶久
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【注意事項】

和傘のエッセンスを現代の生活に。和傘でも洋傘でもない、第３の傘。

¥22,000（税込）

直径 860×高さ 690mm( 使用時 )、直径 45 × 545mm( 収納時 )
木、竹、PET、不織布、スチール、ポリカーボネート合皮
レッド、グレー、グリーン、ブルー
1本
受注後約 2 週間

・ 雨中ご使用になられた際は、よく陰干し、または乾い
た布でやさしく水気を拭き取り、湿気を完全に取り除
いて下さい。

・ 保管時は、除湿材・防虫剤をご使用になり、風通しの
良い暗所で保管して下さい。また、長期間ご使用にな
らない時でも、定期的に傘を開いて風通しを行って下
さい。

・ 長期間閉じたままにいたしますと、生地の張り付きに
より開きにくくなることがあります。

・ 当商品は雨天でも使用できますが、ご使用後は湿気
を完全に取り除いて下さい。その際は洋傘の様に傘立
てに逆さにしておかず、頭を上にして壁に立てかけるか、
開いた状態にして干してください。保管時も頭を上にし
てください。

・ 使用中に極稀に若干色落ちすることがあります。お召
し物等を汚さないようご注意下さい。

・ 傘には先端の尖った部分もありますので、ご使用時は
周囲に充分ご注意下さい。

・ 長期間強く閉じたままにいたしますと、生地同士が張
り付き、稀に色移りを起こすことがあります。

ryotenは、古くは両天傘（りょうてんがさ）と呼ばれた晴雨兼用の
和傘を現代にアレンジした、和傘でも洋傘でもない第３の傘です。
和傘の持つ、末広がりに真っ直ぐ広がるフォルムや、数十本もの竹
骨からなる構造の幾何学的な美しさを活かしつつ、日常生活に使え
る強度の素材とデザインで設計されています。和紙のような風合い
のある不織布に撥水加工を施し、漆黒の竹の骨組みの上に職人が
１点ずつ生地を貼って仕上げています。
男女問わずお使いいただけるシンプルなデザインは、和装はもちろん、
普段着やスーツにもマッチします。晴れの日も雨の日も、ryotenを持っ
て毎日の生活に和傘のエッセンスを取り入れてみてはいかがでしょうか。

RYOTEN

HIYOSHIYA Contemporary24



PROFILE

和傘の骨組みは、１本の竹から数十本に均等に割られた竹骨を、轆轤（ロクロ）と呼ばれ
る木製の部品に1本ずつ糸で繋ぐことで開閉できるように作られています。竹は天然素材の
ため反りや曲がりがあり、割った通りの順番に取り付けていくことで閉じたときに自然の竹の
ようなきれいな円筒形になります。
こうしてできた骨組みの上に、傘の種類や用途に合わせて全国各地の和紙や、場合によって
は様々な種類の生地を１枚ずつ丁寧に貼っていきます。その他形を整えて折りたたむなど数
多くの工程を経て、開閉自在の精巧さと風雨に耐える耐久性、そして見た目の美しさを併せ
持つ京和傘が出来上がります。

日吉屋は江戸時代後期に創業し、今では京
都で唯一残る和傘製造元です。
和傘は茶の湯をはじめ、能や歌舞伎などの
伝統芸能に彩りを添える華として使われる日
本文化には無くてはならない小道具である一
方、洋傘の普及とともに日常使いする人は少
なくなってしまったのが現状です。
そこで日吉屋では、各地に伝わる伝統行事や
祭礼に使われる和傘の製作・修復、各種伝
統芸能の小道具製作や修理等、培われてき
た独自の技術を活かして日本文化の保護継
承の一助に努めると共に、「伝統とは革新の
連続である」という信念の元、千年の歴史を
持つ和傘が持つ優れた構造や伝統美を活か
し、今の時代の中で普通に使われるような商
品の開発を進めております。

https://www.wagasa.com

京都市上京区寺之内通堀川東入ル百々町546

HIYOSHIYA Contemporary西堀 耕太郎
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S P E C

【注意事項】

上　代 /
サイズ /
素　材 /
ロット /
納　期 /

¥6,800（税込）

14cm × 14cm
木蝋、ヌカ蝋、和紙　イ草のずい、真鍮、プラスチック、紙
20
14 営業日

・ ろうそくを灯している時は、炎の見える位置にいてくだ
さい。

・ 燃えやすいものをローソクの近くに置かないでください。
・ 風のある所では使用しないでください。
・ ろうそくはろうそくの下部の穴のサイズにあった不燃性
の燭台に、まっすぐに固定してご使用ください。

・ 和ろうそくは、芯が太いため炎が大きくなりますので、
ご注意ください。

・ 燃焼時および消火直後は、火傷の恐れがありますので、
お手を触れないでください。

・ 燃焼中に灯芯が残りだした場合は、芯つまみまたは火
箸などで、1～2センチ残して取り除いてください。

・ 保管は、直射日光があたる場所や、高温多湿の場所
を避けてください。変色の恐れがあります。

・ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・ 植物性のろうを使用している為、保管状態によっては
白い粉がつく事がありますが、拭き取っていただきます
と取れます。使用上には問題がありません。

これまで和ろうそくを使ったことは無い。でも、おうち時間にあたた
かな炎のゆらぎと癒しのひと時を過ごしてみたい、そんな方に最適
なセット商品です。
ろうそくの火付け用ライター、真鍮製の燭台、火消し用の芯切り（和
ろうそくは芯を挟んで切り取って火を消します）、切り取った芯を収
納できるケースの4アイテムに加え、瞑想用ろうそく5分、10分、20

分を各4本ずつ収納しています。

炎のゆらぎを見ながらお茶を飲んだり、灯りで本を読んだりと、オン
タイムからオフタイムへの切り替えに使っていただきたい商品です。

おうち時間の癒しに和ろうそくを取り入れてみたい方にぴったりな「和ろうそくスターターキット」
和ろうそくを楽しむ7点セット

有限会社中村ローソク25



PROFILE

和蝋燭・・・聞いたことはあるけれど見たこと、使用したことなど全くない。そんな方々が日
本には大勢おられます。そんな方々が初めて目にする和蝋燭に偽りがない様に、芯は和紙に
イ草の髄を巻き付けた物で出来ており、蝋は植物性であること、（本来はハゼ蝋ですが現在
は希少なためハゼ蝋以外の植物性のロウも使用）、パラフィン蝋や蜜蝋、動物性のロウは使
用しないことに加え、火の付け方、消し方などの和蝋燭の使用方法も和蝋燭道として伝えな
がら本当の和蝋燭の良さや素晴らしさ、なぜ今も使用され続けているかを次の世代にしっか
りと伝える事も和蝋燭に関わる者の責任と思っています

1887年創業以来、130年余り主に京都の地
で和蝋燭の製造を京都の地で作り続けてきま
した。神社仏閣からご家庭用まで様々な大き
さの和蝋燭を提供しております。多くの方に
和蝋燭の文化歴史を知っていただく為に、絵
ろうそく（火を点さずお花の代わりとして御仏
壇に供える）、インテリアとしてお楽しみいた
だける手描き絵ろうそくの開発（アニメとコラボ）
やお茶席（夜咄）で使用する和蝋燭の発信
や時間軸を楽しむ和蝋燭の制作など取り取り
組んでおります。
和蝋燭の原材料のハゼの植樹を京都市、地
域の方々と共に産業として地産地消を目指す
「悠久の灯りプロジェクト」を現在も進めてい
ます。
京都老舗会・京都祖伝統工芸連絡懇話会・
京の手しごと工芸品店・京都市輝く地域企業
特別賞

https://kyorousoku.official.ec

https://www.kyorousoku.jp

京都市伏見区竹田三ツ杭町57-8

有限会社中村ローソク　田川 尚史

25



上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

26

・ 水濡れや摩擦等により色落ちし、他のものに色移
りする恐れがあります。また経年や紫外線により
色目が変化する事もあります。

¥5,500（税込）（予価）

24 × 10 ㎝
珠：杉、檜　　房：レーヨン
蛍光カラー／ピンク×イエロー、ブルー×オレンジ、グリーン×ブルー、イエロー×グリーン
1連
約 10 日（材料欠品の場合、約 1か月）

「ハイライト」は『JUZU+』シリーズの第一弾として、男女のカテゴリー
を超えたすべての人の祈りに寄り添うプロダクト。誰もが自由に使える、
持つと心が安らぐ、明るくなる、をコンセプトに京都の職人技によっ
て生まれました。常識にとらわれない革新的な姿勢をもったすべて
の人のための珠数です。
『JUZU+』
仏具としての珠数から半歩踏み出した次代の珠数のカタチを提案す
る亀井珠数店のセカンドライン。法要（弔事）時だけでなく、人々
の日常での “祈り” のシーンで手にする新たなツールへ。

すべての人のための珠数　～All gender JUZU～
『JUZU+』HIGHLIGHT

亀井珠数店



PROFILE

当社は永年に渡り珠数を作るのに不可欠な良質の部品を供給してくれる業者と安定的な取
引をしており、またその部品を使い自社で100％管理の下に製造し、品質が常に安定し納期
も速いのが強みです。
現在珠数を持つ人は減少していますが、だからといって “祈り”のシーンが減っているのではなく、 
相次ぐ天災やコロナ禍で人々の “平穏な暮らし” への想いはさらに強まっているように感じます。 
珠数は人の心に寄り添うもの、法事に限らず仕事や恋愛、遠くから家族を想う時など多様なシー
ン（場面）で手にし心に安らぎをもたらすツールです。そうした珠数の良さをずっと残してい
きたいと思います。

当社は1722年の創業以来一貫して珠数の製
造販売を手掛けてきました。販売先は過去
には卸売り、小売も両方していましたが、現
在は全国仏壇仏具小売店や通信販売業者、
寺院等向けに卸売りを行っております。当社
は、ほぼ100％の自社製造を行っており、自
社企画の強みを活かして年に3回ほど業者向
けの展示会に出展し販売拡充しております。
最近では海外（中国、台湾）の展示会にも
出展しました。
また2022年に創業300周年の節目を迎える
にあたって次代の祈りのツールとして『法具・
仏具』というカテゴリーから半歩進めたセカ
ンドライン『JUZU+（じゅずぷらす）』ブラン
ドを立ち上げました。

https://highlight-juzuplus.jp

京都市下京区五条通烏丸東入松屋町427

亀井珠数店　今井 浩之
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S P E C

上　代 /
サイズ /
素　材 /
ロット /
納　期 /

10mm: ¥3,850（税込）　8mm：¥3,300（税込）

10mm、8mm
ウイスキーウッド
1
2 週間

長い年月ウイスキーを熟成させ、役割を終え使用できなくなった国
産ウイスキー樽を再利用し数珠玉に削りだしたウイスキーウッド。
役割を終えた樽は燃料として燃やされてしまいます。なくなってしま
うのではなく、形を変え新しい物としてまた人と寄り添える物にでき
ないか。
そんな想いからウイスキーウッドは生まれました。
ウイスキーを熟成させ育てた樽から削りだした玉には、独特な質感
や重厚感があり、ウイスキーの熟成のように使えば使うほどに味が
出て愛着のある自分だけのお守りになっていきます。
ウイスキーを通して人と人の繋がりが広がるように、ウイスキーウッド
が会話のきっかけとなり繋がりが広がってほしいと思っています。

国産ウイスキー樽を再利用し仕上げた大人の京念珠「ウイスキーウッド」
ウイスキーウッド数珠

株式会社  神戸珠数店27



PROFILE

神戸珠数店では、長年で培った珠数作りの手法と熟練職人の高い技術で「高品質で安心の
珠数」そして「使う方に喜んでいただける珠数」を目指して日々、珠数作りに携わっております。
製造元のため世界の希少材をはじめ貴石 /半貴石 /琥珀 /香木 /木玉 /ガラス /アクリル玉など
多種多様な材料を取り扱っており、どのようなお客様のご要望も形にできるよう最善を尽くし
ております。高品質で安心の珠数「京念珠®」の製造・卸、自由度の高いオリジナル珠数
の製作はお任せください。お客様の想いを形にします。

大正七年創業。京都で100年の伝統を持つ
珠数製造卸元。
念珠作りが京都に根付いて1200年。あらゆ
る分野で機械化が進む中、珠数は今も変わ
らず手仕事で作られている事実は、珠数がた
だの物でなく「人々の想いをつなぐ尊いもの
であるから」と感じざるを得ません。珠数は
玉作り/房作り/糸作りなど多くの伝統技術が
集まって初めて出来上がる物です。京都の伝
統産業である「珠数」の製造卸として「珠数
が持つ伝統の継続と発展」という大きなテー
マのもと、人々の心と心を繋ぐ珠数を通して
社会に貢献していくことが私達、神戸珠数店
の仕事です。

https://www.kyoto-kanbejuzu.co.jp

京都市下京区正面通烏丸東入ル廿人講町25

株式会社 神戸珠数店　神戸 伸彰
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S P E C

【注意事項】

上　代 /
サイズ /
素　材 /
ロット /
納　期 /

¥5,500（税込）

各コマ直径 3.4 ㎝ / 箱ｗ 24×Ｄ 5 × H4.5cm
綿・竹
10 セット
在庫有り 1週間 / 在庫無し1～ 2ヶ月

・ ひとつひとつの形や色具合は違いが有ります。
・ 落とし回しは破損の原因になります。芯棒の先を
床面に着けて回して下さい。

・ 表面はニス塗装で防水されていますが、お風呂な
どに持って入るのは避けて下さい。

日本の四季折々、自然の景色の中には様々な色が存在し、風に吹
かれ舞い上がり新しい表情を見せてくれます。コマは回る事によって
色が混ざり合い、止まっている時には見えなかった線や色を感じる
事が出来ます。京こま季節の風は回り始めから回転が止まるまで、じっ
と見つめてしまうと思います。「さくら吹雪」桜舞う少し肌寒い風、「白
波しぶき」潮風に舞う波しぶき、「いかづち雲」龍が来るなま暖かい風、
「木枯らし」深まる秋へ景色を変える風、「ぼたん雪」しっとりと冷
え込む冷たい風などを組み合わせた京こまです。どの世代の方も回
し易く、楽しい京こま遊び。

季節の風をイメージした京こま、混ざり合う色彩の色変わり独楽
京こま季節の風

雀休28



PROFILE

コマは幼い頃に誰もが遊んだ事のある懐かしい玩具だと思います。
「京こま」も指先でひねる様に回すコマですが、芯棒に布を巻き重ねる伝統技法により作ら
れています。 

布を巻いて作る京こまは特殊な製法と思われますが、古くは反物や書物なども巻かれていた
り、古代の造形物も土器は粘土を巻き上げ、仏像や杯なども布を巻き漆で固められていた
物もありました。特殊な工具や機械を使わない原始的な造形手段です。 

京こまに使われていた布は、安土桃山時代の上流階級の女性達が古くなった着物や西陣織
の端切れなど、京都ならではの上質な端切れのリサイクルだと思います。 

時代の流れの中で、京こまの需要が激減し多
くのお店から京こまは姿を消してしまいました。
十数年の時を経て蘇った京こまは素材自身の
美しさと独特の手仕事による優雅さを際立た
せインテリアやアクセサリー等の装飾品から、
色々な町のふるさとシリーズやキャラクターの
コマ等、ついつい回したくなる楽しいコマを
数多く生み出しております。 

伝統工芸という堅いイメージにとらわれず、
小さなお子様も触れて遊べて、大人の方々も
童心に帰ってしまう。
そんな身近な存在を目指しています。 ときに
はゆっくりと京こまを手にして頂きたい。 くる
くると回る、素朴なコマの姿は、きっと日々
の暮らしに和みを感じさせてくれます。

http://www.shinise.ne.jp/jakkyu 

京都市中京区神泉苑町

雀休　中村 佳之
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上　代 /
サイズ /
素　材 /
色　柄 /
ロット /
納　期 /

S P E C

【注意事項】

3 枚組：¥11,000（税込）

直径 11cm
銅、金、七宝釉
赤、青、白
1 組～
1ヵ月

・ 七宝製品の取り扱い方
・ 七宝製品はガラス質のため、衝撃で破損する恐
れがあります。怪我の原因となりますので破損した
状態でのご使用はお控えください。

・ 七宝の器を直接加熱したり熱湯を注いだり電子レ
ンジのご使用はお控えください。

・ 七宝製品を洗う場合には柔らかいスポンジに中性
洗剤をつけて洗って下さい。スチールたわしや研
磨剤、自動皿洗い機のご使用はお控えください。

銅胎に鮮やかな七宝釉を焼き付けたトリコロールの八角皿。銅の輝
きを活かした透明釉とやわらかな乳白を使用し、金彩でアクセント
をつけた品の良いサイズ感で製作しました。

食卓を彩る京七宝のテーブルウェア

京七宝  ヒロミ・アート

七宝三枚組皿

29



PROFILE

金属の素地にガラス質の釉薬を焼付けて装飾したものを七宝と呼びます。
七宝には様々な技法がありますが、素地の表面に帯状の金属線を糊付けして図案をつくり、
その枠の中に釉薬を施し焼付ける有線七宝の技法がよく知られています。
京七宝は安土桃山時代の華やかな琳派の影響を強く受けた京都の金属工芸の職人が、神
社仏閣および御殿の装飾品に七宝を施し栄えた伝統工芸です。明治時代には名職人並河靖
之やその図案を手掛けた中原哲泉により、京七宝はパリ万博にも出展されて、世界的に知ら
れるようになりました。
先人の技術を受け継ぎ今に生きる七宝の制作に取り組んでいます。

有限会社ヒロミ・アートは七宝作家野村ひろ
みを中心に京七宝製品を制作しています。
エジプトに始まり、日本では正倉院に見られ
る古代七宝の美しさをふまえ、現代の七宝の
上に再現した独特の七宝です。平安貴族の
色彩を基調とし、現代的にデザインし今の生
活にあう七宝を目指しています。ヒロミ七宝は
色の表現の仕方が独特で何色もの色を重ね
て出し、色の美しさを何よりも大切にしています。

https://www.hiromi-art.jp

京都市西京区嵐山朝月町20-8

京七宝 ヒロミ・アート　室井 麻依子
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