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いしかわ工芸事務局 行

ご注文専用ハガキ

金沢中央局
承認

料金受取人払郵便

9087
2021年2月28日まで
切手不要

石川県アンテナショップでは「いしかわ伝統工芸フェア2021」出展商品を実際にご覧いただけます。
※新型コロナウイルスや情勢の影響により、本カタログ掲出内容に変更の可能性がございます。
　変更内容の情報につきましては、専用サイトにてお知らせいたします。
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WJ1-16 夫婦立雛 
木立蒔絵
男：7.0×16.5×26.0㎝ 
女：6.0×6.0×21.0㎝
一式2,200,000円

WJ1-17 三ツ組屠蘇器 
花の丸蒔絵
52.0×34.0×32.0㎝
色/黒
セット6,600,000円

WJ1-18 三段重（6寸5分）
見合せ 滝沈金
20.0×20.0×18.0㎝
色/黒
418,000円

WJ1-19 衝立 螺鈿地赤
富士蒔絵
124.0×37.0×108.5㎝
3,960,000円

WJ1-20 オードブルセット
40.0×35.5×7.0㎝
色/赤
580,000円

WJ1-1 ワインなども美味し
く飲めるぐい吞みで
す。女性にも使いや
すいデザインです。

ぐい呑み ふくろう沈金
6.5×6.5×9.5㎝
色/曙
51,700円

WJ1-2 縁起のいい「のしあ
わび」の形に、漆の
王様と言われる溜
塗の色が映えます。

花器（のし型）溜呂色
15.0×15.0×40.0㎝
色/溜
308,000円

WJ1-3 白漆塗で微妙な肌
の色合いを表現。職
人が10年かけた技
の結晶です。

夫婦立雛 花の丸蒔絵
男：6.6×16.5×22.0㎝
女：5.4×5.4×18.0㎝
一式968,000円

WJ1-4 菓子器（二段）童女蒔絵
15.0×9.3×9.5㎝
色/朱
300,300円

WJ1-5 花器 金地ホトトギス蒔絵
6.5×6.5×27.0㎝
色/金
2,860,000円

WJ1-6 煮物椀（5客）老松蒔絵
13.5×13.5×7.0㎝
色/外溜内黒
セット1,265,000円

WJ1-7 卓上膳（長方形）内朱爪黒
39.5×28.5×1.4㎝
色/朱
92,400円

WJ1-8 飾兜 籠蒔絵
27.0×18.0×30.0㎝
色/金
2,112,000円

WJ1-9 平棗（2寸8分）菊描詰蒔絵
8.5×8.5×6.0㎝
色/金
4,620,000円

WJ1-10 多用椀 滝蒔絵
15.0×15.0×9.5㎝
色/外黒内赤
264,000円

WJ1-11 ぐい呑み 波千鳥蒔絵
6.5×6.5×9.5㎝
色/曙
63,800円

WJ1-12 パネル特大 白樹蒔絵
135.0×89.0×8.5㎝
2,200,000円

WJ1-13 パネル 富士山沈金
62.0×62.0×7.0㎝
380,000円

WJ1-14 日月盆
φ30.0×1.7㎝
色/朱
46,500円

WJ1-15 菓子器 曙廻足金縁
φ24.5×3.5㎝
色/曙
71,500円

輪島塗

岡
お か や ま

山至
し

鳳
ほ う ど う

堂
庭のある和室でくつろいでから、食器や酒器、花器、パネルなど、さまざまな輪
島塗の商品をご覧いただけます。漆器の修理にも自信がございますので、ぜひ
ご用命ください。

〒928-0079

石川県輪島市鳳至町畠田3-7

TEL 0768（22）1198  FAX 0768（22）1198

E-Mail kouichi-urushi-04-29@r9.dion.ne.jp

［店舗番号］
WJ1

okayamashiho.theshop.jp
岡山至鳳堂

https://okayamashiho.theshop.jp

8 9◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



WJ2-1 一年中お使いい
ただけるように四
季の草花を描い
た小振りのお重で
す。

小重二段 溜内朱塗 四季草花蒔絵
15.1×15.1×11.1㎝
木質/アテ・合板
177,100円

WJ2-2 小判型の盆、足が
台形の盃台、筒型
の銚子など、現代
的な形の屠蘇器
です。

小形足付屠蘇器 黒塗 鼓蒔絵
25.8×40.9×23.0㎝
木質/アテ・朴・欅
セット508,750円

WJ2-3 内側はコーヒーの
色が引き立つ白
漆塗。四角いソー
サーにお菓子も
乗せられます。

ペア珈琲カップ 金縁
カップ　：12.8×10.0×5.6㎝
ソーサ—：12.1×35.0×1.2㎝
木質/欅  色/黒、洗朱
セット165,000円

WJ2-4 総張屠蘇器 黒塗 紅白梅蒔絵
27.3×40.5×29.8㎝
木質/アテ・朴・欅
セット693,000円

WJ2-5 二段重 黒塗 松島蒔絵
19.7×19.7×12.8㎝
木質/アテ・合板
425,920円

WJ2-6 菱形三段重 溜塗 帯椿沈金
39.4×23.4×16.0㎝
木質/アテ・合板
308,000円

WJ2-7 夫婦雑煮椀 溜塗 松島蒔絵
φ12.1×11.4㎝
木質/朴
セット222,750円

WJ2-8 夫婦汁椀 スノークリスタル蒔絵
φ11.3×6.5㎝
木質/水目桜  色/黒、朱
セット57,200円

WJ2-9 夫婦汁椀 鉄線蒔絵
φ11.3×6.5㎝
木質/水目桜  色/黒、朱
セット41,800円

WJ2-10 汁椀 本朱塗無地
φ12.2×7.6㎝
木質/欅
19,800円

WJ2-11 汁椀 本朱塗無地
φ11.8×6.5㎝
木質/欅
19,800円

WJ2-12 ぐい呑み 溜塗 スノークリスタル蒔絵
φ7.2×7.5㎝
木質/水目桜
29,700円

WJ2-13 ぐい呑み 溜塗 春秋蒔絵
φ7.3×4.6㎝
木質/水目桜
26,400円

WJ2-14 ぐい呑み 朱塗 干支「丑」蒔絵
φ8.1×4.9㎝
木質/水目桜
42,350円

WJ2-15 ペアカップ 溜塗 流れ蒔絵
φ7.8×10.7㎝、φ8.7×10.0㎝
木質/水目桜
セット77,000円

WJ2-16 ペアカップ
黒塗 スターダスト蒔絵
φ7.8×10.7㎝、φ8.7×10.0㎝
木質/水目桜
セット77,000円

WJ2-17 ペアカップ
本朱塗 小華沈金
φ8.7×10.0㎝、φ7.8×10.7㎝
木質/水目桜
セット66,000円

WJ2-18 片口 本朱塗 無地
10.5×8.5×11.4㎝
木質/水目桜
49,500円

WJ2-19 片口 黒塗 無地
10.0×8.5×9.0㎝
木質/水目桜
39,600円

WJ2-20 ペア珈琲カップ
竜胆蒔絵
13.7×7.7㎝
木質/水目桜  色/黒、洗朱
セット159,500円

WJ3-6 干菓子盆
φ2.5×3.0㎝
木質/欅  色/黒
186,000円

WJ3-7 祝儀盆
34.5×2.2×2.8㎝
木質/翌檜  色/黒
170,000円

WJ3-8 干菓子盆 桃
22.5×22.5×4.0㎝
木質/翌檜  色/白
130,000円

WJ3-9 長手重
40.0×13.0×7.0㎝
木質/翌檜  色/朱うるみ
190,000円

WJ3-10 香炉 山水
φ7.0×10.0㎝
木質/欅  色/黒
496,100円

WJ3-11 宝石箱 椿
18.0×12.0×8.0㎝
木質/翌檜  色/黒
221,100円

WJ3-12 宝石箱
22.0×22.0×19.0㎝
木質/翌檜  色/黒
1,405,000円

WJ3-13 かんざし 青貝
13.5×10.0㎝
木質/柘植
75,000円

WJ3-14 かんざし 朱 蒔絵
13.5×10.0㎝
木質/柘植
75,000円

WJ3-15 かんざし 黒 蒔絵
13.5×10.0㎝
木質/柘植
75,000円

WJ3-4 汁椀
φ12.0×7.5㎝
木質/欅  色/外黒内朱、朱
各14,000円

WJ3-5 波にうさぎ
40.0×25.5×3.0㎝
木質/翌檜  色/黒
165,000円

WJ3-1 ユニバーサルデザインを意識し、手から滑りにく
く倒れにくい設計です。

糸目椀
φ11.0×7.5㎝
木質/欅  色/溜、洗朱
溜15,000円  洗朱14,000円

WJ3-2 スープやおかずのほか、デザートなどにもお使い
いただける便利な器です。

スープボール
φ10.7×7.0㎝
木質/欅  色/黒、朱
各12,000円

WJ3-3 外側の縁が反り返っていて、汁物が飲みやすく
なっているお椀です。

つぼみ椀
φ11.5×7.5㎝
木質/欅  色/朱、うるみ
各14,000円

溜 洗朱

黒 朱

朱 うるみ

朱

外黒内朱

輪島塗

伝統工芸輪島塗 加藤漆器店
当店では四季折々の伝統的行事に使用する漆器から、「洋のスタイル」を取り
入れた新しい漆器まで、皆様に長く愛される「輪島塗」を目指し、漆器製作に
励んでおります。

〒928-0077

石川県輪島市鳳至町堂金田54番地24

TEL 0768（22）1635  FAX 0768（22）7817

http://kato-wajimanuri.com

E-Mail kato.136@vega.ocn.ne.jp

輪島塗

小西庄五郎漆器店
朝市の中ほどに位置する、輪島塗漆器の製造・販売店です。原材料は木材、下
地は布着せ、本堅地を特徴として、こだわりの堅牢な輪島塗の商品を品揃えし
ております。

〒928-0001

石川県輪島市河井町1部148-1

TEL 0768（22）1052  FAX 0768（22）1751

http://konishi-shogoro.com/

E-Mail info@konishi-shogoro.com

［店舗番号］
WJ3

konishisikki.theshop.jp
小西庄五郎漆器店https://konishisikki.theshop.jp

［店舗番号］
WJ2

katosikkiten.theshop.jp
加藤漆器店

https://katosikkiten.theshop.jp
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WJ5-1 胡蝶蘭の蒔絵を施したコーヒー
カップです。内側には純金蒔絵を施
しています。

珈琲カップ Aカップ内金蒔絵
φ15.3×8.0㎝
木質/欅
セット110,000円

WJ5-2 切り金や金粉などさまざ
まな技法で、絵柄に金を
散りばめたブローチです。

ブローチ 蘭
10.0×7.0㎝
木質/桂
110,000円

WJ5-3 四面にそれぞれ春夏秋冬
の自然の風景を蒔絵で描
いた香炉です。

香炉 四季蒔絵
φ8.0×11.0㎝
木質/欅
550,000円

WJ5-4 珈琲カップA
φ15.3×8.0㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、ワイン
各セット33,000円

WJ5-5 珈琲カップB
φ15.3×9.5㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、ワイン
各セット33,000円

WJ5-6 珈琲カップD
φ15.3×8.8㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、ワイン
各セット33,000円

WJ5-7 ブローチ 葡萄
7.0×5.5㎝
木質/桂
55,000円

WJ5-8 波椀
φ13.0×8.5㎝
木質/欅  色/赤、黒
各16,500円

WJ5-9 ブローチ 象
7.0×5.5㎝
木質/桂
66,000円

WJ5-10 玉虫 蒔絵 ネックレス
φ2.5×22.0㎝
木質/桂
44,000円

WJ5-11 ブローチ 山水蒔絵
5.5×7.0㎝
木質/桂
66,000円

WJ5-12 ブローチ 鈴虫
7.0×5.5㎝
木質/桂
55,000円

WJ6-1 洋間にも合うように背を低くした屠蘇器。お正月に気
軽にお使いください。

屠蘇器 黒呂色 風の松沈金
40.8×25.8×19.5㎝
木質/欅・朴・档
セット167,000円

WJ6-2 しおやす漆器工房のオリジナルの塗り方で
す。帯は漆で盛り上げました。当代（五代目）
社長の考案になる物です。

やすべい塗 汁椀（2種）
大：φ11.7×6.8㎝ 小：φ10.9×6.4㎝
木質/欅  色/溜
各23,000円

WJ6-3 下地で使用する地の粉
を仕上げにも使い、陶
器のような見た目を実
現しました。

かがみ粉べっこう塗 カップ&ソーサー
14.3×7.9㎝
木質/欅
セット39,500円

WJ6-4 ペア カップ&ソーサ—
各φ14.3×7.9㎝
木質/欅  色/ぼかし塗
セット78,000円

WJ6-5 やすべい塗 カップ&ソーサ—
φ14.3×7.9㎝
木質/欅  色/溜
セット39,500円

WJ6-7
やすべい塗 ぐい呑
臼型：φ7.0×3.8㎝
高足型：φ7.3×4.6㎝ 
筒型：φ5.5×5.3㎝ 
木質/欅  色/溜
各15,300円

WJ6-6 やすべい塗 合鹿椀
φ14.0×10.5㎝
木質/欅又は銀杏  色/溜
47,200円

WJ6-8 三段重 風の松沈金
25.8×25.8×20.0㎝
木質/档  色/黒呂色
390,000円

WJ6-9 丸トレー 風の松沈金
φ21.0×2.2㎝
木質/銀杏  色/黒朱ぼかし
23,000円

黒
洗朱

ワイン

黒赤

臼型 高足型 筒型

大 小

輪島塗

輪島塗 坂本漆器工房
創業時の漆の販売業から始まり、現在は輪島塗の総合プロデュースを行って
います。伝統を重視した上で現代の生活にもマッチした商品の開発と販売に
取り組んでいます。

〒928-0001

石川県輪島市河井町2-11

TEL 0768（23）0025  FAX 0768（22）9336

http://sakamotoshikki.com/

E-Mail info@sakamotoshikki.com

輪島塗

しおやす漆器工房
初代・塩安忠左衛門が輪島塗の塗師として独立した日より160年。初代以来
の技術を向上心と努力で受け継ぎ、伝統的な輪島塗と共に技術を生かした新
たな物作りにも力を入れています。

〒928-0032

石川県輪島市小伊勢町日隅20番地

TEL 0768（22）1166  FAX 0768（22）1225

http://www.shioyasu.com

E-Mail shioyasu@titan.ocn.ne.jp

［店舗番号］
WJ6

shioyasu.theshop.jp
しおやす漆器工房https://shioyasu.theshop.jp

［店舗番号］
WJ5

wsakamoto.theshop.jp
輪島塗 坂本漆器工房https://wsakamoto.theshop.jp
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WJ7-1 全17色から選べるお椀で
す。高台を高くして、持ち
やすさにも配慮しました。

iro椀
φ11.5×8.0㎝
木質/欅
各19,800円

WJ7-2 iro鉢
φ14.6×5.0㎝
木質/欅
各22,000円

WJ7-3 福寿椀 松竹梅
φ14.0×8.5㎝
木質/欅  色/本朱
132,000円

WJ7-4 手付きカップ 春秋
8.8×12.2×9.0㎝
木質/欅  色/溜内洗朱
132,000円

WJ7-5 手付きカップ 菊詰
8.8×12.2×9.0㎝
木質/欅  色/溜内洗朱
132,000円

WJ7-6 小判皿 春秋
9.2×21.3㎝
木質/栃  色/溜
66,000円

WJ7-7 小判皿 菊詰
9.2×21.3㎝
木質/栃  色/溜
66,000円

WJ7-10 ペット椀（小）金魚
φ15.0×5.5㎝
木質/欅  色/ピンク内白
88,000円

WJ7-8 特別限定セット（飯椀・肴皿・箸）
飯椀：φ12.0×5.5㎝ 肴皿：14.5×42.2㎝  箸：22.5㎝
木質/欅・栃・アテ  色/AKEBONO
セット70,000円

WJ7-9 ペット椀（大）冒険
φ21.0×7.7㎝
木質/欅  色/瑠璃
132,000円

洗朱NEGORO 溜内黒 瑠璃 紫内ピンク 緑NEGORO 黄NEGORO AKEBONO

リング 明青 本朱 本朱NEGORO 洗朱

うるみ パール朱 パール白 パール緑 ピンク内白

※17種類の色・模様のバリエーション

※上記と同じ17種類の色・模様のバリエーション

WJ8-1 伊藤若冲の名画『鳳凰
図』をモチーフに、色漆
と金を多彩に用いた蒔
絵で描きました。

大棗 若冲 鳳凰
φ7.5×7.0㎝
木質/桜  色/黒
380,000円

WJ8-2 葛飾北斎『富嶽三十六
景 神奈川沖浪裏』が題
材。波の立体感を高蒔
絵で表現しています。

香合 神奈川沖浪裏
φ8.0×2.5㎝
木質/漆・麻布  色/黒
270,000円

WJ8-3 金・銀・色漆による蒔絵
で、葛飾北斎『富嶽三十
六景 凱風快晴』を再現
しました。

香合 凱風快晴
φ8.0×2.5㎝
木質/漆・麻布  色/黒
220,000円

WJ8-4 大棗 扇面
φ7.5×7.0㎝
木質/桜  色/黒
330,000円

WJ8-5 大棗 翡翠
φ7.5×7.0㎝
木質/桜  色/黒
280,000円

WJ8-6 大棗 木苺
φ7.5×7.0㎝
木質/桜  色/黒
350,000円

WJ8-7 中棗 八ツ橋
φ6.5×6.5㎝
木質/桜  色/黒
88,000円

WJ8-8 中棗 熨斗
φ6.5×6.5㎝
木質/桜  色/黒
88,000円

WJ8-9 中棗 六瓢
φ6.5×6.5㎝
木質/桜  色/黒
88,000円

WJ8-10 中棗 月に桜
φ6.5×6.5㎝
木質/桜  色/黒
220,000円

WJ8-11 中棗 紫陽花
φ6.5×6.5㎝
木質/桜  色/溜
220,000円

WJ8-12 中棗 唐松
φ6.5×6.5㎝
木質/桜  色/溜
190,000円

WJ8-13 平棗 四季草花
φ8.5×6.0㎝
木質/桜  色/黒
580,000円

WJ8-14 中次 青海波
φ6.5×7.0㎝
木質/桜  色/溜
190,000円

WJ8-15 中次 竹雀
φ6.5×7.0㎝
木質/桜  色/黒
330,000円

WJ8-16 中次 秋草
φ6.5×7.0㎝
木質/桜  色/黒
350,000円

WJ8-17 香合 籠
φ8.0×2.0㎝
木質/漆・麻布  色/黒
700,000円

WJ8-18 香合 竹取物語
φ8.0×2.0㎝
木質/漆・麻布  色/黒
380,000円

WJ8-19 香合 白鷺
φ8.0×2.0㎝
木質/漆・麻布  色/黒
500,000円

WJ8-20 香合 花鳥
φ7.8×2.7㎝
木質/漆・麻布  色/黒
380,000円

輪島塗

千
せ ん

舟
しゅう

堂
ど う

漆のカラーバリエーションに力を入れ、現在は22色を取り扱います。毎年制作
するカタログには常に新商品を掲載。国産漆の保護や若手職人の育成にも取
り組んでいます。

〒928-0001

石川県輪島市河井町20-1-83

TEL 0768（22）0616  FAX 0768（22）7281

http://www.senshudo-japan.com

E-Mail okagaki@senshudo-japan.com

輪島塗

茶
ち ゃ ひ ら い っ さ い

平一斎工房
茶道具専門の塗師屋として約70年。茶道具は加飾が命と考え、技を尽くした
華麗な意匠が全国の茶人に好まれています。若き3代目が初代と2代目の仕事
を進化させています。

〒928-0001

石川県輪島市河井町5-158

TEL 0768（22）0610  FAX 0768（22）4842

http://www.chahira-issai.com/

E-Mail wajima-chahira-sikki@gray.plala.or.jp

［店舗番号］
WJ8

chahiraissai.theshop.jp
茶平一斎工房

https://chahiraissai.theshop.jp

［店舗番号］
WJ7

senshudo.theshop.jp
千舟堂https://senshudo.theshop.jp

14 15◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。

◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



※2番、3番、19番、20番の商品は単品販売ができます。

WJ9-16 布袋椀
φ14.0×8.5㎝
木質/欅  
色/黒、洗朱、朱、うるみ
各37,400円

WJ9-17 夫婦御箸 市松
男性：23.0㎝ 
女性：22.0㎝
木質/アテ  色/金、銀
各セット8,800円

WJ9-18 夫婦御箸 つる唐草
男性：23.0㎝ 
女性：22.0㎝
木質/アテ  色/金、銀
各セット8,800円

WJ9-19 御箸 わんじま
22.5㎝  木質/アテ
色/黒、若草、洗朱、青、白
各1,300円

WJ9-20 銀地Y字ネックレス
45.0㎝  木質/珠：黒檀
色/白、若草、赤、紫、青、ピンク
各16,500円

WJ9-1 屋根の凛とした曲線
と本体のシャープな
直線を融合させた
格調高い厨子です。

厨子洗心
21.6×33.0×20.0㎝
木質/屋根：朴 本体：アテ  色/古代朱
1,650,000円

WJ9-2 洋のテーブルにも合
う屠蘇器。朱引盃は
G20大阪サミットで
使用されました。

屠蘇器 四季草花蒔絵
37.5×18.0×30.0㎝
木質/アテ
セット440,000円

WJ9-3 フローリングに畳
の間を設置できる
組立て型・可動式
の２畳の和室です。
※写真の装飾・小物
　は別途

あての家
180.0×180.0×180.0㎝
材質/柱・腰板：アテ 障子・壁：和紙
1,980,000円

WJ9-4 珠手箱
23.5×11.5×17.5㎝
木質/アテ
473,000円

WJ9-5 重箱 四季草花蒔絵
18.0×18.0×23.0㎝
木質/アテ
440,000円

WJ9-6 毬香炉（千羽鶴蒔絵）
φ8.0㎝
木質/欅 接合：金属
セット1,760,000円

WJ9-7 スリムグラス
φ6.0×18.0㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、朱、うるみ
各52,800円

WJ9-8 ウェーブボール
φ24.0×4.8㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、朱、うるみ
各37,400円

WJ9-9 漆小箱 干支蒔絵 十二支
5.0×7.8×6.0㎝  木質/アテ
※干支から選んでください。
各35,200円

WJ9-10 布目トレー
正方形：25.0×25.0×2.0㎝
長方形：30.0×20.0×2.0㎝
木質/アテ  色/黒、洗朱、朱、うるみ
各26,400円

WJ9-11 酒器ひよこ片口・ひよこぐい呑み
片口　　：10.0×8.5×6.0㎝
ぐい呑み：φ5.5×3.5㎝
木質/欅  色/黒、朱、洗朱、うるみ
各セット42,000円

WJ9-12 フリーカップ 宝相華
φ8.5×9.0㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、朱、うるみ
各31,350円

WJ9-13 ぽっこりマグ
φ7.0×8.0㎝
木質/欅  色/黒内朱、朱内黒
各16,500円

WJ9-14 皆好椀
φ10.0×7.5㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、朱、うるみ
各22,000円

WJ9-15 口好椀
φ11.0×7.5㎝
木質/欅  色/黒、洗朱、朱、うるみ
各22,000円

WJ10-1 白漆に金箔が映
える春秋3段重。
1段でも手軽に使
える小さめサイズ
です。

春秋：白3段重・金箔
16.7×16.7×15.1㎝
木質/アテ・アテ合板・天然漆
220,000円

WJ10-2 お酒を入れると金
箔・プラチナの桜
が水面に揺れま
す。小鉢にも使え
ます。

桜3種：ぐい呑み3点セット
φ8.6×4.6㎝
木質/欅・天然漆
セット79,200円（各26,920円）

WJ10-3 白漆を塗ったお椀
です。表面は時間
が経つごとに落ち
着いた白へ変わり
ます。

春秋：ペア白飯椀
φ11.0×７.0㎝
木質/欅・天然漆
セット81,400円（各40,700円）

WJ10-4 春秋：黒3段重・金箔
16.7×16.7×15.1㎝
木質/アテ・アテ合板・天然漆
220,000円

WJ10-5 春秋：黒3段重・プラチナ
16.7×16.7×15.1㎝
木質/アテ・アテ合板・天然漆
220,000円

WJ10-6 春秋：朱3段重・金箔
16.7×16.7×15.1㎝
木質/アテ・アテ合板・天然漆
220,000円

WJ10-7 春秋：朱盛器・金箔
φ30.0×5.0㎝
木質/水目桜・天然漆
165,000円

WJ10-8 桜：TOKI盛器・金箔
φ24.0×4.7㎝
木質/水目桜・天然漆
99,000円

WJ10-9 菊：白盛器・金箔
φ30.0×5.0㎝
木質/水目桜・天然漆
121,000円

WJ10-10 菊：屠蘇重・金箔
20.0×40.0×25.5㎝
木質/欅・アテ・アテ合板・天然漆
セット495,000円

WJ10-11 菊：朱煮物椀・金箔
φ13.8×10.0㎝
木質/欅・天然漆
110,000円

WJ10-12 春秋：白煮物椀・金箔
φ13.5×12.0㎝
木質/欅・天然漆
88,000円

WJ10-13 春秋：白角皿・金箔
21.0×12.0×1.0㎝
木質/欅・天然漆  
44,000円

WJ10-14 春秋：黒宝石箱・金箔
15.0×12.0×7.0㎝
木質/アテ・アテ合板・天然漆 
66,000円

WJ10-15 春秋：黒名刺入れ・プラチナ
11.0×6.3×0.8㎝
木質/アテ・天然漆
29,120円

WJ10-16 春秋：朱名刺入れ・金箔
11.0×6.3×0.8㎝
木質/アテ・天然漆
29,120円

WJ10-17 春秋：黒ボールペン・
プラチナ
φ1.3×13.8㎝
木質/欅・天然漆
30,220円

WJ10-18 春秋：
朱ボールペン・金箔
φ1.3×13.8㎝
木質/欅・天然漆
30,220円

WJ10-19 春秋：ペアコーヒーセット
カップ：9.7×7.4×7.0㎝ 
ソーサー：φ15.2×2.2㎝
スプーン：13.0×1.4㎝
木質/欅・アテ・天然漆
セット125,400円

（各62,700円）

WJ10-20 春秋：ぐい呑み3点セット
φ8.6×4.6㎝
木質/欅・天然漆
セット79,200円

（各26,920円）

黒 洗朱 朱 うるみ

黒

洗朱

朱

うるみ

黒

洗朱

朱

うるみ

黒
洗朱

朱

うるみ

黒 朱

洗朱 うるみ

黒

洗朱

朱
うるみ 黒

洗朱
朱

うるみ

黒内朱
朱内黒

金

銀

金

銀

左から黒、若草、洗朱、青、白

左から白、若草、
赤、紫、青、ピンク

輪島塗

藤
と う は ち

八屋
や

木造3階建の店内にはすべて拭き漆塗を施しております。1階の店舗と2階の
ショールームのほか、漆の使い方を提案するテーブルコーディネートのコー
ナーもございます。

〒928-0001

石川県輪島市河井町1-28-3

TEL 0768（22）0770  FAX 0768（22）1321

http://www.tohachiya.com/

E-Mail june@tohachiya.com

輪島塗

中
な か し ま

島忠
ちゅう

平
べ い

漆器店
築90数年の家の中に新旧の忠平オリジナルの輪島塗が並びます。職人の町・
鳳至町にある外観では分からない塗師屋の1軒が5代目忠平の店舗。6代目夫
婦と共にお迎えします。

〒928-0077

石川県輪島市鳳至町堂金田4-15

TEL 0768（22）0046  FAX 0768（22）8595

https://n-chubei.com

E-Mail chu@cream.plala.or.jp

［店舗番号］
WJ10

nchubei.theshop.jp
中島忠平漆器店https://nchubei.theshop.jp

［店舗番号］
WJ9

tohachiya.theshop.jp
藤八屋https://tohachiya.theshop.jp

16 17◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。

◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



SZ1-1 素焼きの表面がき
め細かな泡を生み、
最後の一口までうま
さを持続させます。

ビアカップ【鍛治ちえみ】
9.0×11.0㎝
材質/珠洲陶土
4,700円

SZ1-2 ちょっとした料理を盛るのはもちろん、お香や
小物入れとしても活躍します。

豆皿（麻の葉）【芝雪】
9.0×1.5㎝
材質/珠洲陶土
4,100円

SZ1-3 珠洲焼独特の優しく美しい黒が、ゆったり過ごせ
る食卓を演出します。

台皿【篠原 敬】
12.0×4.5㎝
材質/珠洲陶土
6,300円

SZ1-7 花入（しずく形）【芝雪】
9.0×9.0㎝
材質/珠洲陶土
4,100円

SZ1-8 しのぎ カップ＆ソーサー
【芝雪】
カップ　 ：8.2×6.2㎝
ソーサー：12.5×2.0㎝
材質/珠洲陶土
セット5,750円

SZ1-9 ビアカップ【篠原 敬】
8.5×14.5㎝
材質/珠洲陶土
6,300円

SZ1-10 湯呑【篠原 敬】
8.5×8.0㎝
材質/珠洲陶土
5,200円

SZ1-11 一輪挿【篠原 敬】
12.0×9.5㎝
材質/珠洲陶土
6,300円

SZ1-4 スタッキングカップ
【鍛治ちえみ】
6.5×6.5㎝
材質/珠洲陶土
3,600円

SZ1-5 ZUNDOカップ
【鍛治ちえみ】
9.0×9.5㎝
材質/珠洲陶土
4,700円

SZ1-6 豆皿（掛け分け）【芝雪】
9.0×1.5㎝
材質/珠洲陶土
3,000円

NS1-2 内側の金箔押し部分の蒔絵を変
更することで、お客様専用の仏庫
に仕上げられます。挿絵作家で有
名な西のぼる先生・画。蒔絵で描
くこともできます。

仏庫W型WGS 金箔蒔絵タイプ
内側全面に、金箔押し。蒔絵入り。風神雷神
図などご希望はご相談ください。
63.0×13.0×30.5㎝  材質/国内材・金沢金箔
仏壇のみ600,000円 ※仏像は別売。

NS1-3 仏庫W型WG 金箔
細身の仏像・位牌は上部に、遺品は下部に入ります。
63.0×13.0×30.5㎝  材質/国内材・金沢金箔
350,000円

NS1-1 仏庫W型WS  細身の仏像・位牌は上部に、遺品は下部に入ります。赤・黒・紫・金があります。
63.0×13.0×30.5㎝  材質/国内材・金沢金箔
仏壇のみ 各600,000円 ※仏像は別売。

NS1-6 仏庫A型W 白
現代社会に合うように、豪華さ・威厳・
安寧を表しました。
37.0×17.0×30.0㎝  材質/国内材
500,000円

NS1-4 仏庫A型S 朱
少し幅の広い仏像・位牌など安置できます。
40.5×22.0×31.0㎝  材質/国内材
仏壇のみ500,000円 
※仏像など附属品は別売。

◆各サイズは開いた状態です。

NS1-5 仏庫A型G 金箔
最もシンプルなものを目指しました。
黒・茶があります。
39.5×18.0×31.0㎝  材質/国内材
各350,000円

意匠登録 No.1612842  仏庫は登録商標です。

全国伝統的工芸品公募展入選作品

茶

黒

珠洲焼

珠
す ず

洲焼
や き

創
そ う え ん か い

炎会
珠洲焼創炎会では、陶工各々の技術の切磋琢磨と情報交換、後継者育成をに
らんだ販路開拓など、珠洲焼の発展を目指した活動を行っております。

理事 鍛治ちえみ
〒927-1214

石川県珠洲市飯田町1-1-9 珠洲商工会議所内
TEL 0768（82）1115  FAX 0768（82）1608

https://suzuware.jimdofree.com/
E-Mail miyazaki@suzu.co.jp

七尾仏壇

ぬの清信仏壇店
仏庫シリーズ
七尾仏壇の技術を活かし、現代の生活事情に合わせて、コンパクトな空間に収
まる小型の仏壇を開発。無垢材や本漆、金沢金箔を使い、小さくとも本格的に
仕上げています。

〒926-0852

石川県七尾市小島町ト-20

TEL・FAX 0767（52）6885

https://bookko-nanao.com

E-Mail nunosei@lily.ocn.ne.jp

［店舗番号］
NS1

bookkonana.theshop.jp
ぬの清信仏壇店https://bookkonana.theshop.jp

［店舗番号］
SZ1

suzuware.theshop.jp
珠洲焼創炎会https://suzuware.theshop.jp

18 19◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
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KS1-1 置く場所を選ばな
い小型の厨子です。
鉄線の蒔絵を施して
います。
※仏像は別売。

金沢厨子 15号
38.5×34.0×51.0㎝
材質/銀杏・草槙・漆
仏壇のみ 991,000円

KS1-2 お正月の金沢で飾られ
る、独特な紅白2段の鏡
餅を木で再現しました。

木製鏡餅 紅白 ミニ
φ10.0×10.0㎝
材質/栃・欅
16,200円

KS1-3 加賀友禅の絵付
職人が四季の草
花を描いた4本組
の和ろうそくです。

友禅あかり 四季シリーズ
10号上径2.9×下径1.8×15.5㎝
材質/櫨
セット5,420円

KS1-4 箔絵厨子仏壇
43.0×37.5×56.0㎝
材質/銀杏・草槙・漆
1,761,000円

KS1-5 金沢仏壇 遠山桜側面開き
54.0×50.0×93.0㎝
材質/銀杏・草槙・漆
3,860,000円

KS1-6 砂張御鈴 5寸
φ15.0×7.0㎝
材質/砂張
331,000円

KS1-7 砂張御鈴 6寸
φ18.5×8.0㎝
材質/砂張
375,000円

KS1-10 利家とまつ 線香筒付
線香：14.0㎝ 170本入 線香筒：φ2.0×17.0㎝
材質/香材
セット11,800円

KS1-11 かおり時間
16.5×13.0×3.5㎝
材質/香材
セット3,330円

KS1-8 雲形神棚
35.0×20.0×8.0㎝
材質/草槙・米ヒバ
19,500円

KS1-9 木製鏡餅 紅白 小
φ12.0×12.0㎝
材質/栃・欅
22,800円

KS1-12 友禅あかり 石川シリーズ
10号上径2.9×下径1.8×15.5㎝
材質/櫨
セット5,420円

KS1-13 漆絵御朱印帳（鼓門と桜）
18.5×12.5×1.5㎝
材質/合板・漆
7,400円

KS1-14 漆絵御朱印帳（紅葉）
18.5×12.5×1.5㎝
材質/合板・漆
7,400円

KS1-15 漆絵御朱印帳（ことじ）
18.5×12.5×1.5㎝
材質/合板・漆
7,400円

KS1-16 漆絵御朱印帳（花火）
18.5×12.5×1.5㎝
材質/合板・漆
7,400円

KS1-17 漆絵御朱印帳（円光）
18.5×12.5×1.5㎝
材質/合板・漆
7,400円

仕上がりイメージ

金沢仏壇

金沢仏壇 池田大仏堂
創業の嘉永3年より伝統工芸の集大成と言われる金沢仏壇を製造・販売して
います。伝統的工芸品や現代に合わせた新デザイン仏壇、各宗派の仏具など
を取り揃えております。

〒920-0854

石川県金沢市安江町5-7

TEL 076（222）5550  FAX 076（221）5221

https://www.ikedadaibutudo.com

E-Mail ikeda-daibutsudo@utopia.ocn.ne.jp

［店舗番号］
KS1

ikedadaibutu.theshop.jp
池田大仏堂

https://ikedadaibutu.theshop.jp

20 21◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



A 黒呂鞘 大刀 長さ105㎝ 42,500円
B 黒呂鞘 小刀 長さ70㎝ 30,000円
C 二本掛台  6,300円 一式76,800円

KP3-1 刃物のまち・関の日本刀をモデルにし
た模造刀の鞘に金箔を施しました。

KP3-2 富山県の高岡銅器
に石川県の金箔を
施した北陸の伝統
工芸の競演です。

吉祥 七福神（Gケース付）
1体平均 6.3×4.6×8.0㎝
材質/合金製・金箔
95,000円

KP3-3

石川県のマスコットキャラク
ターを当店の職人が金箔で
飾りました。

ひゃくまんさん人形
（座布団付）
11.0×11.0×10.5㎝
材質/紙製・金箔
12,700円

KP3-4 馬置物 曙（PC台付）
16.5×4.2×13.0㎝
材質/合金製・金箔
12,900円

KP3-5 馬置物 躍動（PC台付）
17.8×5.5×11.8㎝
材質/合金製・金箔
11,800円

KP3-6 龍置物 曙（PC台付）
23.0×10.5×11.0㎝
材質/合金製・金箔
24,000円

KP3-7 龍置物 瑞竜（木製台付）
33.2×14.5×15.8㎝
材質/合金製・金箔
51,000円

KP3-8 虎置物 招福（木製台付）
18.0×6.0×9.0㎝
材質/合金製・金箔
29,500円

KP3-9 信楽ふくろう（中）（座布団付）
14.2×12.5×16.0㎝
材質/陶製・金箔
26,500円

KP3-10 信楽ふくろう（大）
（座布団付）
24.5×18.5×27.0㎝
材質/陶製・金箔
65,500円

KP3-11 七福 宝船（木製台付）
33.8×24.5×37.0㎝
材質/合金製・金箔
155,700円

KP3-12 招財 金猫 4号（右手・左手）
（座布団付）
9.2×9.4×12.5㎝
材質/陶製・金箔
各9,300円

KP3-13 招財 金猫 5号（右手）
（座布団付）
11.2×11.5×15.0㎝
材質/陶製・金箔
16,200円

KP3-14 招財 金猫 7号（右手）
（座布団付）
16.5×16.0×21.0㎝
材質/陶製・金箔
34,000円

KP3-15 招財 金猫 10号（右手）
（座布団付）
24.5×23.0×31.0㎝
材質/陶製・金箔
51,000円

KP3-16 おじぎ福助（中）
（座布団付）
11.0×16.0×14.0㎝
材質/陶器・金箔
12,000円

KP3-17 おじぎ福助（大）
（座布団付）
16.0×27.0×23.0㎝
材質/陶器・金箔
34,500円

KP4-1 神社仏閣の組子・格
子の制作で培った技
術と金箔の美しさを
融合しました。

デザイン格子（中）秋草
62.4×40.0×1.5㎝
材質/国産秋田杉
54,300円

KP4-2 ソー ダ ガラスに
エッチング加工の
のちに沈金加工を
施した逸品です。

黄金のロックグラス（全周）桜
φ7.5×8.7㎝
材質/日本製ソーダガラス
14,200円

KP4-3 全面金箔貼りの表
面に上質な蒔絵を
施した重厚感あふれ
るボールペンです。

金箔蒔絵ボールペン 春秋
φ1.3×14.0㎝
材質/真鍮製・金箔四号色
8,700円

KP4-4 デザイン格子（中）宝づくし
40.0×62.4×1.5㎝
材質/国産秋田杉
54,300円

KP4-5 デザイン格子（小）吹寄せ
34.4×22.4×1.5㎝
材質/金箔四号色
25,200円

KP4-6 デザイン格子（小）雪吊り
34.4×22.4×1.5㎝
材質/金箔四号色
25,200円

KP4-7 ロックグラス（全周）クローバー
φ7.5×8.7㎝
材質/日本製ソーダガラス
14,200円

KP4-8 ロックグラス（全周）もみじ
φ7.5×8.7㎝
材質/日本製ソーダガラス
14,200円

KP4-9 ロックグラス（全周）雪の結晶
φ7.5×8.7㎝
材質/日本製ソーダガラス
14,200円

KP4-10 金箔蒔絵ボールペン 富士山
φ1.3×14.0㎝
材質/真鍮製・金箔四号色
8,700円

KP4-11 金箔蒔絵ボールペン 扇
φ1.3×14.0㎝
材質/真鍮製・金箔四号色
8,700円

KP4-12 ゴールドスキンケア3点セット
15.4×15.4×5.1㎝
材質/24K 金箔
セット7,050円

KP4-13 金箔ゴルフボールセット（桐箱入）
13.5×13.5×6.0㎝
材質/金箔四号色
セット6,500円

KP4-14 金箔夫婦箸（全貼り）
黒：22.5㎝ 赤：21.0㎝
材質/天然木・金箔四号色
セット8,700円

KP4-15 金箔夫婦箸（半塗り）
黒：22.5㎝ 赤：21.0㎝
材質/天然木・金箔四号色
セット6,500円

KP4-16 百成ひょうたん（つた）
16.0〜22.0㎝
材質/金箔四号色・虹彩箔
28,500円

KP4-17 即非だるま（金）
φ11.5×17.0㎝
材質/木製・金箔四号色
28,500円

KP4-18 丸福だるま（金）
φ11.5×12.5㎝
材質/木製・金箔四号色
23,000円

金沢箔

金箔屋さくだ
大正8年に金箔の製造職人としてスタートし、現在は金箔を取り扱う問屋とし
て全国からご愛顧いただいています。ガラス・布・銅器など数多くの商品制作
に励んでおります。

〒920-0831

石川県金沢市東山1-3-27

TEL 076（251）6777  FAX 076（251）6677

https://goldleaf-sakuda.jp/

E-Mail kinpaku@goldleaf-sakuda.jp

金沢箔

かなざわキラキラこもの 金箔工芸 田じま
金箔をはじめとする金属箔を製造・販売する企業が運営する店舗です。かわい
いキラキラこものから逸品、高額品まで幅広いジャンルの金箔工芸品を取り
揃えています。

〒920-0855

石川県金沢市武蔵町11-1

TEL 076（263）0220  FAX 076（233）2221

http://www.tajima-kinpaku.com

E-Mail kougei@tajima-kinpaku.co.jp

［店舗番号］
KP4

tajimagold.theshop.jp
金箔工芸 田じま

https://tajimagold.theshop.jp

［店舗番号］
KP3

goldsakuda.theshop.jp
金箔屋さくだ

https://goldsakuda.theshop.jp
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KP5-16 縁起手塩皿 富士
11.0×8.5×2.0㎝
材質/陶器・本金箔
3,850円

KP5-17 縁起手塩皿 瓢
6.7×11.5×2.0㎝
材質/陶器・本金箔
3,850円

KP5-18 縁起手塩皿 八角
φ10.0×2.0㎝
材質/陶器・本金箔
3,850円

KP5-19 縁起手塩皿 菊
φ9.5×2.0㎝
材質/陶器・本金箔
3,850円

KP5-20 縁起手塩皿 扇子
13.0×8.0×2.0㎝
材質/陶器・本金箔
3,850円

KP5-1 縁起のいい赤富士を箔で
描きました。どの部屋にも
飾れる額装仕立てです。

額装 黎明赤富士
53.8×61.4×4.2㎝
材質/絵絹・本金箔
385,000円

KP5-2 コンパクトながら
凛々しく風格のある
兜です。飾り台に納
めることができます。

五月人形 豆兜
本体：15.0×10.0×10.0㎝
 台 ：18.0×25.0×17.0㎝
材質/木製・本金箔
一式88,000円

KP5-3 金箔貼りの箸置き
に縁起のいい小紋
柄をデザイン。大切
な人への贈り物に。

福招き箸置き 五つ小紋
3.8×3.8×0.7㎝
材質/樹脂・金沢箔
セット5,500円

KP5-6 本金箔 水月 小盃
φ8.5×3.5㎝
材質/陶器・本金箔
8,800円

KP5-7 本金箔 水月 盃
φ10.0×3.8㎝
材質/陶器・本金箔
11,000円

KP5-8 おぼろ月 トレー10寸（漆）
φ30.0×1.5㎝
材質/センノキ・本金箔
11,000円

KP5-9 おぼろ月 ボウル8寸（漆）
φ24.0×5.6㎝
材質/センノキ・本金箔
11,000円

KP5-10 おぼろ月 盃L（漆）
φ10.0×3.0㎝
材質/センノキ・本金箔
5,500円

KP5-11 おぼろ月 盃S（漆）
φ8.0×3.0㎝
材質/センノキ・本金箔
4,950円

KP5-12 福招き箸置き 縁起もの
5.0×5.0×1.4㎝
材質/陶器・金沢箔
セット5,500円

KP5-13 金沢箔布木目込 五月人形 薫風
人　　形：31.0×12.0×22.0㎝
二曲屏風：48.0×15.0×33.0㎝
収 納 櫃：50.0×32.0×20.0㎝
材質/MDF・本金箔
一式220,000円

KP5-14 五月人形 金剛（漆）
人　　形：15.0×13.0×33.0㎝
二曲屏風：48.0×1.5×45.0㎝
収 納 櫃：50.0×32.0×20.0㎝
材質/MDF・本金箔
一式275,000円

KP5-15 金沢箔布木目込 
雛人形 神雛
男雛：24.0㎝ 女雛：16.5㎝ 屏風：20.0㎝
飾り台：34.0×24.0×16.5㎝
材質/木製・本金箔
一式165,000円

KP5-4 貫入 タンブラーグラス2個
φ9.5×13.2㎝
材質/ガラス・本金箔
セット8,800円

KP5-5 貫入 酒器セット
片口：9.6×8.6×9.0㎝ 
ぐい呑み：φ7.0×5.0㎝
材質/ガラス・本金箔
セット11,000円

KP6-8 ネックレス「ノクターン」G
45.0㎝（アジャスター5.0㎝含） トップ：φ3.0㎝  重さ/3g
材質/絹糸・金箔・18kgメッキビーズ・チェーン：14kgf
16,500円

KP6-9 ネックレス「レインドロップ」
45.0㎝ トップ：φ2.7㎝  重さ/3g
材質/絹糸・金箔・淡水真珠・チェーン：14kgf
11,000円

KP6-10 イヤリング「フラジオレット」
モチーフ：5.5㎝  重さ/2g
材質/絹糸・金箔・10金金具
セット27,500円

KP6-11 ピアス「トライアングル」
2.0㎝  重さ/1g
材質/絹糸・金箔・10金金具
セット16,500円

KP6-12 太陽のブローチL
φ5.0㎝  重さ/4g
材質/絹糸・金箔・真鍮金具
11,000円

KP6-13 ハットピン「セレナーデ」
8.0㎝ モチーフ：φ3.5㎝  重さ/2g
材質/金箔・絹糸・スワロフスキー（シルク）・
　　　真鍮金具
5,500円

KP6-14 月のリング「The Moon ring」
モチーフ：φ2.0㎝  重さ/3g
リング：フリーサイズ（内側で調整可）
材質/絹糸・プラチナ箔・真鍮金具
9,350円

KP6-15 ネックレス「フラジオレットつつみ」P
65.0㎝（調節可） トップ：φ2.0㎝  重さ/5g
材質/絹糸・プラチナ箔・アコヤ真珠・淡水真珠・
　　　チェーン：シルバー・ロジウムコーティング
38,500円

KP6-16 ペンダント「ルー・フリンジ」P
65.0㎝（調整可）トップ：φ4.0㎝  重さ/5g
材質/絹糸・プラチナ箔・アコヤ真珠・淡水真珠・
　　 　チェーン：シルバー・ロジウムコーティング
49,500円

KP6-17 イヤリング「フラジオレット」P
モチーフ：5.5㎝  重さ/2g
材質/絹糸・プラチナ箔・
　　 　シルバーロジウムコーティング金具  
セット27,500円

KP6-18 ピアス「トライアングル」P
2.0㎝  重さ/1g
材質/絹糸・プラチナ箔・
　　 シルバーロジウムコーティング金具  
セット16,500円

KP6-19 月のブローチL
φ5.0㎝  重さ/4g
材質/絹糸・プラチナ箔・真鍮金具
12,100円

KP6-20 ハットピン「セレナーデ」P
8.0㎝ モチーフ：φ3.5㎝  重さ/2g
材質/プラチナ箔・絹糸・スワロフスキー
　　（シルク）・真鍮金具
6,600円

KP6-1 車輪をイメージし
たレースに金箔を
貼った軽量のペン
ダントです。

ペンダント「ルー・フリンジ」
65.0㎝ 調整可 トップ：φ4.0㎝  重さ/5g
材質/絹糸・金箔・アコヤ真珠・
　　　淡水真珠・チェーン：14kgf
49,500円

KP6-2 オシャレは手元か
ら。金箔のきらめ
きが目をひくリン
グです。

太陽のリング「The Sun ring」
モチーフ：φ2.0㎝  重さ/3g
リング：フリーサイズ（内側で調整可）
材質/絹糸・金箔・真鍮金具
9,350円

KP6-3 薄くて軽量のポリエ
ステル生地に金箔
を貼り、風に輝く金
色を表現しました。

スカーフ「風のかがやき」
35.0×200.0㎝  重さ/3g
材質/PL・金箔
33,000円

KP6-4 ナプキンリング
5.5×3.0㎝  重さ/2g
材質/レーヨン・金箔・プラチナ箔
4,070円

KP6-5 ネックレス「フラジオレットつつみ」G
65.0㎝（調節可） トップ：φ2.0㎝  重さ/5g
材質/絹糸・金箔・アコヤ真珠・淡水真珠・
　　　チェーン：14kgf
38,500円

KP6-6 ネックレス「アラベスクフラワー」G
45.0㎝ モチーフ：3.5×3.5㎝  重さ/3g
材質/絹糸・金箔・あこや真珠・淡水真珠・
　　　チェーン：14kgf
49,500円

KP6-7 ネックレス「トリオ」G
48.5㎝（アジャスター5.0㎝含）  重さ/2g
材質/絹糸・金箔・スワロフスキー（シルク）・
　　　チェーン：14kgf
22,000円

金沢箔

箔一
1975年から金沢箔工芸品の販売を始め、今では建築や食品・化粧品にまで
事業を拡大しています。伝統を継承しつつ、現代のライフスタイルに合わせた
商品を展開しています。

〒921-8061

石川県金沢市森戸2-1-1

TEL 076（240）0891  FAX 076（240）6800

https://www.hakuichi.co.jp/

E-Mail sales-kougei@hakuichi.jp

金沢箔

金箔ジュエリー G
ゴ ー ル ド

old-K
ノ ッ ト

not
軽やかに。華やかに。「伝統工芸を日常に身につける」をコンセプトに生まれた
ブランド「Gold-Knot」。金沢を代表する伝統的工芸品「金箔」、「プラチナ箔」
を、独自の技術で繊細なレースに貼り仕上げました。

〒920-0865

石川県金沢市長町1-4-55

TEL 076（205）6202  FAX 076（209）2490

https://gold-knot.com

E-Mail info@h2o-d.jp

［店舗番号］
KP6

goldknot.theshop.jp
GOLD KNOThttps://goldknot.theshop.jp

［店舗番号］
KP5

hakuichi.theshop.jp
箔一

https://hakuichi.theshop.jp

24 25◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。

◆生産時期により、商品の色・サイズ・重さ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を
頂きます。◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



KL1-1 加賀蒔絵を施した
器です。お菓子入れ
や小物入れとして
お使いになれます。

毬蒔絵 小菓子器（大）朱
φ12.4×7.0㎝
材質/木
19,100円

KL1-2 加賀蒔絵を施した杯
です。木製漆塗の器
はやさしい口あたりで
す。

草花蒔絵 曙杯 鉄線
φ6.2×6.4㎝
材質/木
29,000円

KL1-3 加賀蒔絵を施した器で
す。料理やお菓子を盛って
お使いになれます。

松蒔絵 菓子器
φ17.5×6.2㎝
材質/木
37,800円

KL1-4 草花蒔絵 曙杯 ぶどう
φ6.2×6.4㎝
材質/木
29,000円

KL1-5 草花蒔絵 曙杯 萩
φ6.2×6.4㎝
材質/木
29,000円

KL1-6 草花蒔絵 曙杯 南天
φ6.2×6.4㎝
材質/木
29,000円

KL1-7 草花蒔絵 曙杯 藤
φ6.2×6.4㎝
材質/木
29,000円

KL1-8 草花蒔絵 小判皿
φ27.0×11.5㎝
材質/木
34,500円

KL1-9 毬蒔絵 小菓子器（大）黒
φ12.4×7.0㎝
材質/木
19,100円

KL1-10 毬蒔絵 小菓子器（小）黒
φ10.6×5.7㎝
材質/木
18,000円

KL1-11 毬蒔絵 小菓子器（小）朱
φ10.6×5.7㎝
材質/木
18,000円

KL1-12 華丸蒔絵 羽子板
40.0×12.0×1.3㎝
材質/木
111,500円

KL1-13 蒔絵 立雛
男：22.0㎝ 女：17.5㎝
材質/木
一式309,500円

KL1-14 蒔絵 兜
48.0㎝（台含む）
材質/木
386,500円

KL1-15 一榮作 松蒔絵 四方盆
23.0×23.0×3.0㎝
材質/木
133,500円

KL1-16 明人作 古代紋蒔絵 四方盆
23.0×23.0×3.0㎝
材質/木
133,500円

KL1-17 一光作 蜀江蒔絵 長角皿
18.0×15.0×2.0㎝
材質/木
67,500円

KL1-18 宏作 笹りんどう蒔絵 長角皿
18.0×15.0×2.0㎝
材質/木
67,500円

KL1-19 一舟作 華祥紋蒔絵 輪光皿
φ16.6×2.3㎝
材質/木
111,500円

金沢漆器

漆器の能
の

作
さ く

安永9（1780）年の創業以来、漆と漆器の商いを続けてまいりました。加賀蒔
絵や金沢漆器のほか、輪島塗や山中塗など、いしかわの優れた漆器を厳選し
てお届けしています。

〒920-0962

石川県金沢市広坂1-1-60

TEL 076（263）8121  FAX 076（263）8122

http://www.kanazawa.gr.jp/nosaku/

E-Mail nosaku@kanazawa.gr.jp

［店舗番号］
KL1

nosaku.theshop.jp
漆器の能作

https://nosaku.theshop.jp

26 27◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



KT1-1 日本酒だけでな
く、ワインやビー
ルにもおすすめの
グラスです。

高 明・画 永楽手 
酒グラスM（龍・鳳凰）
口径4.2×16.9㎝
材質/ガラス・磁器
各41,800円

KT1-2 おどけたポーズ
で、財を守り福を
招く可愛らしい猫
の置物です。

おどり猫
底径5.0×9.5㎝
材質/磁器  色/盛、ピンク盛
各7,480円

KT1-3 盛り上がった点
描が特徴の、伝統
画風のコーヒー
カップです。

鉄仙唐草コーヒーカップ
カップ:φ7.9×6.6㎝ 
ソーサー:φ13.9×2.0㎝
材質/磁器  色/青粒、白粒
各7,480円

KT1-4 人間国宝 𠮷田 美統 釉裏金彩牡丹文 飾皿
φ30.0×3.5㎝  材質/磁器
484,000円

KT1-5 福島 武山 赤絵細描 つる首 花生
φ12.0×27.5㎝  材質/磁器
660,000円

KT1-6 中村 重人 古九谷おしどり 飾皿
φ26.0×4.0㎝  材質/磁器
66,000円

KT1-7 中田一於 紫苑釉裏金銀彩花紋 香炉
φ12.5×11.5㎝  材質/磁器
440,000円

KT1-8 三ツ井 為吉 吉田屋 対徳利
φ8.5×18.0㎝
材質/磁器
セット209,000円

KT1-9 𠮷田 幸央 金襴手彩色 香炉
7.7×7.7×12.0㎝ 
材質/磁器
154,000円

KT1-10 仲田 錦玉・画 渦打鉄仙唐草
ブルゴーニュグラス
φ9.2×25.0
材質/ガラス・磁器  色/青粒、白粒
各137,500円

KT1-11 草花フリーカップ
φ8.3×11.3㎝
材質/陶器  色/青、オレンジ
各4,400円

KT1-12 山本 長左 
丸紋祥瑞松竹梅 6号鉢
φ20.5×5.8㎝  材質/磁器
33,000円

KT1-13 河島 洋 創吉田屋鴨 盃
φ7.6×3.7㎝  材質/磁器
46,200円

KT1-14 令和金花詰 フリーグラス
口径8.0×14.5㎝
材質/ガラス・磁器  
色/そらいろ、うすべに
各10,780円

KT1-15 染付瓔珞紋時代画 
4.5号皿揃え
φ14.0×2.8㎝  材質/磁器
セット5,280円

KT1-16 色絵椿 マグカップ
φ8.6×7.7㎝  材質/磁器  
色/ピンク、ヒワ、紫
各4,510円

KT1-17 紅白梅 組飯碗
大:φ11.5×6.0㎝ 
小:φ11.0×5.5㎝
材質/磁器
セット6,380円

KT1-18 銀彩 ペコフリーカップ
φ7.5×12.5㎝  材質/磁器  
色/青、水色、紫、
     オレンジ、ヒワ、黄
各4,180円

KT1-19 花詰 酒器揃え
徳利:φ7.8×12.0㎝ 
盃:φ6.0×3.8㎝
材質/磁器
セット20,900円

KT1-20 銀山茶花 組湯呑
大:φ7.2×8.5㎝ 
小:φ6.8×8.0㎝
材質/陶磁器
セット6,930円

KT1-21 たっぷり大きく、や
や細長い形状で、赤
ワインの深いアロ
マを堪能できます。

加賀雅人窯・画
雪の華 ボルドーグラス
口径6.7×24.5㎝
材質/ガラス・磁器  色/水色、金
各31,900円

KT1-22 九谷焼の伝統画風5
種類を集めた、絵変わ
りの角形の小皿です。

時代画 3号角皿揃え
9.0×9.0×2.0㎝  
材質/磁器
セット8,030円

KT1-23 右手挙げの猫は金運を、
左手挙げの猫は人を呼
び込む縁起物です。

2号ペア招き猫
底φ5.0×8.0㎝
材質/磁器  色/盛、白盛
各セット9,240円

KT1-24 人間国宝 𠮷田 美統 釉裏金彩牡丹文 香炉
φ10.0×13.0㎝  材質/磁器
649,000円

KT1-25 福島 武山 赤絵細描龍鳳凰紋 飾皿
φ36.8×7.2㎝  材質/磁器
1,100,000円

KT1-26 中村 重人 古九谷鶴の図 飾皿
φ26.0×4.0㎝  材質/磁器
66,000円

KT1-27 中田 一於 墨地紫苑釉裏銀彩丸文  壺
φ21.0×22.5㎝  材質/磁器
550,000円

KT1-28 仲田 錦玉 鉄仙青粒 5号丸花瓶
φ15.0×15.5㎝
材質/磁器
319,000円

KT1-29 三ツ井 為吉 舟人物 半酒器
徳利:φ9.0×6.5㎝  高杯:φ5.9×5.6㎝
材質/磁器
セット154,000円

KT1-30 𠮷田 幸央 金襴手彩色 花生
φ9.0×27.0㎝
材質/磁器
220,000円

KT1-31 花音 中鉢・小皿セット
鉢:φ15.0×5.1㎝ 小皿:φ11.0×2.0㎝
材質/磁器
セット8,470円

KT1-32 山本 長左 青華宝珠唐草花鳥
7.5号盛皿
φ23.3×3.9㎝  材質/磁器
33,000円

KT1-33 河島 洋 加賀黒桜文  酒盃
φ7.1×3.8㎝
材質/磁器
33,000円

KT1-34 鉄仙唐草 ロックグラス
口径7.8×9.0㎝
材質/ガラス・磁器  色/青粒、白粒
各12,100円

KT1-35 絵付工房 色絵 遊・画 
色絵花文  赤ワイングラス
口径6.5×22.8㎝
材質/ガラス・磁器  色/青、緑
各17,600円

KT1-36 花詰 マグカップ
φ9.0×7.4㎝
材質/磁器  色/黒、赤
各3,630円

KT1-37 とんぼ 組飯碗
φ11.5×6.5㎝
材質/磁器
セット5,940円

KT1-38 鉄仙唐草 フリーカップ
φ8.3×11.3㎝
材質/磁器  色/青粒、白粒
各6,380円

KT1-39 小梅 晩酌揃え
徳利:φ9.0×10.0㎝ 
盃:φ5.1×4.0㎝
材質/陶磁器
セット6,050円

KT1-40 銀彩 組湯呑
大:φ6.8×8.6㎝ 
小:φ6.6×8.2㎝
材質/磁器
セット6,710円

盛 ピンク盛

盛 白盛
青粒

白粒
龍 鳳凰

青粒 白粒

そらいろ うすべに

青 オレンジ

ピンク
ヒワ

紫

青

オレンジ

水色

ヒワ

紫

黄 青粒 白粒

青粒 白粒

青 緑

黒 赤

水色 金

九谷焼　

石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会
九谷焼6組合の連合組織として1961年に設立。組合間の情報共有・発信、産
業振興策の企画運営などを実施。作家活動を支援し、伝統を守り、発展させる
べく努めております。

理事長 鏑木基由
〒923-1111

石川県能美市泉台町南13番地 石川県九谷会館
TEL 0761（57）0125  FAX 0761（57）0320

https://kutani.or.jp
E-Mail rengoukai@kutani.or.jp 

石川県陶磁器商工業協同組合
石川県九谷窯元工業協同組合

九谷上絵協同組合
金沢九谷振興協同組合
小松九谷工業協同組合

加賀九谷陶磁器協同組合

［店舗番号］
KT1

kutanitouji.theshop.jp
九谷焼磁器商工業https://kutanitouji.theshop.jp

28 29◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。

◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



YA1-16 五君子蒔絵吸物椀
（5客）
11.5×11.5×10.5㎝
材質/ミズメザクラ
セット220,000円

YA1-17 幸せのクローバー 
ベビースプーン
2.5×8.5×2.5㎝
材質/桂
41,800円

YA1-18 パンジー蒔絵白蝶貝
ペンダント
2.5×3.5×25.0㎝
材質/白蝶貝
30,800円

YA1-19 茶筅筒形 
掛花入 黒乾漆
4.5×4.5×22.5㎝
材質/欅
60,500円

YA1-20 傘蓋置
5.5×5.5×4.2㎝
材質/エゴノキ
55,000円

YA1-1 山中漆器の特徴である薄
挽きの木地に、拭き漆と
蒔絵を施した盃です。

富士山蒔絵盃
8.3×8.3×3.4㎝
材質/栃
33,000円

YA1-2 変塗の吸い上げ技法で放
射線状の模様を、縁には
パール漆を施した漆塗皿
です。

皿 浮影塗
24.0×24.0×2.5㎝
材質/欅
33,000円

YA1-3 伝統工芸をもっと身近
に感じてもらおうと蝶
貝に蒔絵を施したアク
セサリーです。

ふくろう蒔絵白蝶貝
ブローチ&ペンダント
3.0×4.0㎝  材質/白蝶貝
セット35,200円

YA1-10 蒔絵ぐい呑 春秋流し
7.0×7.0×5.6㎝
材質/木
110,000円

YA1-11 蒔絵ペンダントトップ 桜（パネル付）
12.0×14.0×4.0㎝
材質/琥珀 
132,000円

YA1-12 抽象文 蒔絵 小箱
6.8×6.8×5.2㎝
材質/銀杏
132,000円

YA1-13 彩色文 蒔絵 酒杯
6.0×6.0×8.1㎝
材質/欅
88,000円

YA1-14 けやき皮付き皿（5枚）
13.0×11.5×2.5㎝
材質/欅
セット33,000円

YA1-15 リバーシブル研出テーブル膳
30.0×40.0×6.5㎝
材質/榀
16,500円

YA1-8 白うさぎ雪輪蒔絵帯留
3.0×4.6㎝
材質/白蝶貝
33,000円

YA1-9 波うさぎ蒔絵白蝶貝イヤリング
1.2×1.6㎝
材質/白蝶貝
セット33,000円

YA1-4 雛蒔絵中棗
6.8×6.8×7.0㎝
材質/ミズメザクラ
176,000円

YA1-5 乱菊蒔絵白蝶貝ブローチ&ペンダント
3.0×3.0㎝
材質/白蝶貝
33,000円

YA1-6 菊蒔絵白蝶貝ブローチ&ペンダント
3.0×3.0㎝
材質/白蝶貝
55,000円

YA1-7 菊蒔絵白蝶貝ピアス
1.3×1.3㎝
材質/白蝶貝
セット44,000円

YA2-16 栃 4.5二段丸重 
独楽文 様
φ13.0×12.0㎝
材質/栃・漆
19,000円

YA2-17 木質漆塗 
五つ組応量椀
φ3.2･12.2･11.3･10.4･9.5㎝
材質/木粉・漆  色/朱、黒
各7,500円

YA2-18 木質 うたげ花見重 桜
21.0×11.0×8.0㎝
材質/木粉・ウレタン  
色/黒、朱
各6,000円

YA2-19 ABS 12.0丸両面膳
φ36.0×0.4㎝
材質/ABS・ウレタン  
色/金ラメ、銀ラメ、黒ラメ
各3,000円

YA2-20 ABS 13.0桜両面膳
φ38.0×0.3㎝
材質/ABS・ウレタン  
色/ピンク、金ラメ、銀ラメ
各3,000円

YA2-1 ウェーブを描く器
の縁に、銀粉を蒔
いてアクセントを
つけました。

欅 ゆらぎボール 渕銀 （中）
φ9.0×6.3㎝
材質/欅・漆  色/赤、黒
各5,000円

YA2-2 独特ならせん模様で
持ちやすさを向上。
銀の縁取りを入れた
デザインも印象的な
品となっています。

楓 ロックカップ らせん
φ7.5×8.0㎝
材質/楓・漆  色/赤、黒
各8,000円

YA2-3 伝統漆器の日月柄を
施したボンボン（砂
糖菓子）入れ。小物
入れにも使えます。

木質 うるしbonbon 日月
φ10.0×6.3㎝  材質/木粉・漆
色/青、白、赤、黄、緑、洗朱
各4,000円

YA2-4 欅 ゆらぎボール 渕銀 （大）
φ10.0×8.0㎝
材質/欅・漆  色/赤、黒
各6,000円

YA2-5 欅 ゆらぎボール 渕銀 （小）
φ8.0×5.5㎝
材質/欅・漆  色/赤、黒
各4,500円

YA2-6 欅 三つ組 ゆらぎボール 
銀嵯美
φ10.0×9.3㎝  材質/欅・漆
セット18,000円

YA2-7 栓 ぐい呑み珍味杯 
銀嵯美 内金箔
φ7.0×4.5㎝  材質/栓・漆
6,500円

YA2-8 楓 サケカップ らせん
φ5.3×5.8㎝
材質/楓・漆  色/赤、黒
各6,500円

YA2-9 欅 ワインペアカップ 
響樹 内金箔
φ6.0×16.5㎝  材質/欅・漆
セット19,000円

YA2-10 欅 プレミアムカップ 渕銀
φ7.3×12.0㎝
材質/欅・漆  色/赤、黒スリ
各7,500円

YA2-11 栓 8.0オードブル重（仕切付）
φ24.0×7.3㎝
材質/栓・漆  色/赤、黒
各17,000円

YA2-12 栓10.0オードブル重（仕切付）
φ30.5×7.3㎝
材質/栓・漆  色/黒、赤
各24,000円

YA2-13 欅 五つ組応量椀
φ13.0･12.0･11.3･10.2･9.5㎝
材質/欅・漆  色/赤、黒スリ
各23,000円

YA2-14 栓 汁椀 目ハジキ 独楽文 様
φ11.5×6.7㎝
材質/栓・漆  色/朱、黒
各4,500円

YA2-15 栓 飯椀 目ハジキ 独楽文 様
φ12.4×5.8㎝
材質/栓・漆  色/朱、黒
各4,500円
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山中漆器

山中漆器伝統工芸士会
山中漆器は木地師、塗師、蒔絵師の分業で成り立っています。それぞれの業種
において、国家資格である伝統工芸士の資格を持つ会員の商品を展示・販売
しています。

代表 うるしアートはりや
〒922-0111

石川県加賀市山中温泉塚谷町2-124
TEL 0761（78）5154  FAX 0761（78）5563

https://shop.urushiarthariya.com 
E-Mail  hariya@urushiarthariya.com

山中漆器

中出漆器店
普段づかいしたくなる「色気」のある器を追求しています。四季や生活のリズム
に合わせて、いつでも新しさが感じられる“Something New”の商品づくりに
こだわっています。

〒922-0274

石川県加賀市別所町漆器団地9-1

TEL 0761（77）2036  FAX 0761（77）2026

E-Mail u-nakade@p2272.nsk.ne.jp

［店舗番号］
YA2

nakadesikki.theshop.jp
中出漆器店https://nakadesikki.theshop.jp

［店舗番号］
YA1

yamanakasd.theshop.jp
山中漆器伝統工芸https://yamanakasd.theshop.jp
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YA3-16 パール青 
フリーカップ
φ9.0×9.0㎝（200㎖）
材質/雅・パール漆
3,850円

YA3-17 パール若草 
フリーカップ
φ9.0×9.0㎝（200㎖）
材質/雅・パール漆
3,850円

YA3-18 パール黄 
フリーカップ
φ9.0×9.0㎝（200㎖）
材質/雅・パール漆
3,850円

YA3-19 パール橙 
フリーカップ
φ9.0×9.0㎝（200㎖）
材質/雅・パール漆
3,850円

YA3-20 パール藍 
フリーカップ
φ9.0×9.0㎝（200㎖）
材質/雅・パール漆
3,850円

YA3-1 パール漆が光るステ
ンレスの2重構造カッ
プ。冷たいものも温か
いものもOKです。

漆磨 2重だるま パール青
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-2 お椀を可能な限り薄
挽きにして、口当たり
の良さを追求しまし
た。

栃 4寸羽反汁椀 内朱
φ12.0×7.0㎝
材質/栃・漆
7,150円

YA3-3 キラキラ光るパール
漆仕上げのカラフル
なカップ。気軽に使え
る樹脂製です。

パール桃 フリーカップ
φ9.0×9.0㎝（200㎖）
材質/雅・パール漆
3,850円

YA3-4 漆磨 2重だるま パール桃
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-5 漆磨 2重だるま パール若草
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-6 漆磨 2重だるま パール銀
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-7 漆磨 2重だるま パール金
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-8 漆磨 2重だるま パール藍
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-9 漆磨 2重だるま パール橙
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-10 漆磨 2重だるま パール黄
φ7.0×8.5㎝（250㎖）
材質/ステンレス・パール漆
8,250円

YA3-11 栃 4寸羽反汁椀 拭漆
φ12.0×7.0㎝
材質/栃・漆
7,150円

YA3-12 栃 4寸羽反汁椀 内黒
φ12.0×7.0㎝
材質/栃・漆
7,150円

YA3-13 栃 4寸平筋汁椀 拭漆
φ12.0×7.0㎝
材質/栃・漆
7,150円

YA3-14 栃 4寸平筋汁椀 内朱
φ12.0×7.0㎝
材質/栃・漆
7,150円

YA3-15 栃 4寸平筋汁椀 内黒
φ12.0×7.0㎝
材質/栃・漆
7,150円

山中漆器

株式会社中
な か

谷
や

兄
け い て い

弟商会
山中温泉で「山中漆器」の製造・卸を営んでいます。「暮らしの中に漆を」をモッ
トーに、現代のライフスタイルに取り入れて使える商品を作っています。

〒922-0111

石川県加賀市山中温泉塚谷町ニの253番地

TEL 0761（78）0788  FAX 0761（78）1761

https://www.nakaya-keitei.com/

E-Mail nakakei@angel.ocn.ne.jp

［店舗番号］
YA3

nakayakeitei.theshop.jp
中谷兄弟商会https://nakayakeitei.theshop.jp
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KY1-16 手描ネクタイ【濱田】
9.0×71.0㎝（二つ折）
材質/絹  
22,000円

KY1-17 チーフケース【太田】
15.0×7.5×2.0㎝
材質/絹  
13,200円

KY1-18 加賀染がま口（大）
10.5×11.0×2.0㎝
材質/綿  
1,320円

KY1-19 加賀染がま口（小）
9.5×9.5×2.0㎝
材質/綿  
990円

KY1-20 加賀友禅訪問着
140.0×170.0㎝
材質/絹  
990,000円

KY1-2 華やかな友禅模様と絹の
滑らかな肌触りが特徴の
スカーフです。

スカーフ
80.0×80.0㎝
材質/絹  
14,300円

KY1-3 どなたにでもよく似合う
落ち着いた伝統柄の加賀
小紋ネクタイです。

小紋ネクタイ
9.0×71.0㎝（二つ折）
材質/絹  
8,250円

KY1-1 牡丹をモチーフに染
め上げたハンカチで
す。３色の地色からお
選びいただけます。

加賀友禅ハンカチ
47.0×47.0㎝  材質/綿
色/ピンク、グリーン、イエロー
各1,430円

KY1-4 手描カードケース【森田】
11.0×7.0×1.5㎝
材質/絹  
5,060円

KY1-5 手描カードケース【濱田】
11.0×7.0×1.5㎝
材質/絹  
5,060円

KY1-6 手描カードケース【中出】
11.0×7.0×1.5㎝
材質/絹  
5,060円

KY1-7 手描長財布【森田】
18.0×9.0×1.5㎝
材質/絹  
11,000円

KY1-8 手描長財布【濱田】
18.0×9.0×1.5㎝
材質/絹  
11,000円

KY1-9 手描長財布【佐藤】
18.0×8.5×1.5㎝
材質/絹  
33,000円

KY1-10 手描長財布【太田】
18.0×8.5×1.5㎝
材質/絹  
27,500円

KY1-11 手描印鑑入【森田】
9.0×5.5×2.0㎝
材質/絹  
4,400円

KY1-12 手描小銭入【新納】
9.0×8.5×2.0㎝
材質/絹  
3,520円

KY1-13 ペーパーウエイト【藤田】
φ7.0×1.5㎝
材質/絹  
3,850円

KY1-14 信玄袋【中出】
26.0×19.0×4.0㎝
材質/絹  
20,350円

KY1-15 ミニ色紙【牧野】
13.5×12.0㎝
材質/絹  
5,500円

反対面

KN1-1 左馬は広く幸運を招く
お守りです。金糸で格
調高く仕上げました。

左馬大額 ソフト金
36.5×40.5×4.0㎝
材質/絹地・絹糸・ソフト金糸
25,850円

KN1-2 ご家族の成長と繁栄
を願って、華やかな鯉
が室内を彩ります。

タペストリー 出世鯉
44.0×16.0×2.0㎝
材質/絹地・絹糸
18,700円

KN1-3 双鶴が根引松をくわえ
空高く舞い上がる、ハ
レの日にふさわしい袱
紗です。

刺繡祝い袱紗 松喰鶴
33.0×34.0㎝
材質/正絹・絹糸・金糸
30,800円

KN1-4 un jour special
17.0×17.0㎝  材質/絹
36,300円

KN1-5 包ふくさ（宝づくし、萩）
13.5×21.0×2.5㎝
材質/絹地・絹糸・ソフト金糸
各13,200円

KN1-6 ブローチ（南天、梅、桜）
6.0×6.0×2.0㎝
材質/絹地・絹糸・ソフト金糸
各5,500円

KN1-7 刺繡古帛紗 菊文 
16.0×16.0㎝
材質/正絹・絹糸・金糸
28,000円

KN1-8 刺繡小風呂敷 兆し
47.5×47.5㎝
材質/正絹・絹糸
30,800円

KN1-9 渋柿ショ—ル
33.5×100.0㎝
材質/絹
38,500円

KN1-10 帯留め3WAY
（帯留め、ブローチ、ネックレス）
3.2×4.3㎝  材質/絹  
色/ピンク、白、ベージュ
各5,500円

KN1-11 風呂敷（あわじ結び）
60.0×60.0㎝
材質/絹  色/紫、ピンク
各11,000円

KN1-12 帯留めブローチ（千鳥、ジェム）
2.3×6.0㎝
材質/絹
各11,000円

KN1-13 バレッタ（バラ、結晶）
3.5×9.5㎝
材質/絹
各7,700円

KN1-14 鏡（宝尽くし、円）
6.7×6.2㎝
材質/絹
各8,800円

KN1-15
加賀刺繡 お守りマスク

（千鳥、矢、麻の葉、蜻蛉、独楽）
S ：15.0×11.0㎝  M：17.0×14.0㎝
L ：18.5×14.5㎝
材質/マスク：PE・PU 刺繡：絹
各2,200円

お正月 節分 ひな祭り 端午 十五夜七夕 ハロウィン クリスマス

※暮らしを彩る年中行事を飾れる小さな額。8種の絵柄から3種を選べます。
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加賀繡

石川県加賀刺繡協同組合
加賀百万石の伝統工芸・加賀繡は、今日まで華やかに独自の発展を遂げてき
ました。絹糸や金糸、銀糸を巧みに使った立体感ある図柄が特徴で、繊細な技
法で丹精に作られます。

〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-20

石川県地場産業振興センタ−新館2階
TEL 076（268）8115  FAX 076（268）8455

http://www.kaganui.or.jp/
E-Mail k-nishimura@ita.or.jp

加賀友禅

加賀友禅会館
加賀友禅に触れることのできる施設です。着物の展示や工程紹介、作家の実
演などを間近でご覧いただけます。加賀友禅染の体験コーナーも楽しむこと
ができます。

〒920-0932

石川県金沢市小将町８番８号

TEL 076（224）5511  FAX 076（224）5533

http://www.kagayuzen.or.jp/

E-Mail center@kagayuzen.or.jp

［店舗番号］
KN1

kaganui.theshop.jp
加賀刺繍協同組合https://kaganui.theshop.jp

［店舗番号］
KY1

kagayuzenf.theshop.jp
加賀友禅会館https://kagayuzenf.theshop.jp

34 35◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。

◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



US1-1 藍色で織られた
生地は、独特の光
沢感と着心地の
良さが人気です。

牛首紬 藍染縞
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/藍
495,000円

US1-2 牛首紬を江戸小紋
で染め上げました。
帯合わせで幅広く
着ていただけます。

牛首紬 小紋
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/紫
418,000円

US1-3 牛首紬に手軽に触れられ
る商品です。名刺や交通
系ICカードが入ります。

牛首紬 ネームホルダー
9.5×10.0㎝  色/緑、茶、紫
材質/表裏地：絹  内側：綿  窓：プラ 
各3,850円

US1-4 牛首紬 先染縞
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/カラシ
473,000円

US1-5 牛首紬 先染縞
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/緑
473,000円

US1-6 牛首紬 藍染縞
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/藍
495,000円

US1-7 牛首紬 付下げ小紋
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/薄紫
660,000円

US1-8 牛首紬 夏牛首小紋
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/紫
330,000円

US1-9 牛首紬 夏牛首小紋
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/緑
286,000円

US1-10 牛首紬 夏牛首縞
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/緑
330,000円

US1-11 牛首紬 夏牛首縞
38.0×12m80.0㎝
材質/絹  色/グレー
330,000円

US1-12 牛首紬 袋帯
31.0×4m70.0㎝
材質/絹  色/白×茶
352,000円

US1-13 牛首紬 袋帯
31.0×4m70.0㎝
材質/絹  色/白×青
352,000円

US1-14 牛首紬 夏袋帯
31.0×4m70.0㎝
材質/絹  色/紺
286,000円

US1-15 牛首紬 半巾帯
15.0×3m90.0㎝
材質/絹  色/紫
77,000円

US1-16 牛首紬 御朱印帳
16.0×11.5㎝
色/茶
材質/表裏地：絹 中：紙  
4,400円

US1-17 牛首紬
おしゃれマスク
13.5×22.0㎝  
材質/表地：絹 裏地：PL 
紐：PL・PU  色/黄
3,850円

※お仕立てをする場合は別途お仕立て代等かかります。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

NJ1-4
能登上布 ストールXL
万筋 縞
43.0×220.0㎝
材質/麻（ラミー）  
色/檸檬、若紫、淡紅紫、青竹、
　 青緑、灰緑
各22,800円

NJ1-7 能登上布 数寄屋袋 蚊絣
20.5×14.5㎝
材質/表地：麻（ラミー） 
裏地：化繊 金具：マグネット  
色/黒
17,080円

NJ1-6 能登上布 名刺入れ 帯地 絣
7.5×11.0㎝
材質/表地：麻（ラミー） 裏地：化繊  
色/黒
10,150円

NJ1-5
能登上布 ショートストール
万筋 縞
130.0×43.0㎝
材質/麻（ラミー）  
色/檸檬、若紫、淡紅紫、青竹、
　 青緑、灰緑
各15,980円

NJ1-8 能登上布 トートバッグ マチ有 網代
33.0×36.0㎝（取手無）
材質/表：麻（ラミー） 裏：綿  色/黒×白
14,000円

NJ1-1 能登上布 ひんやりマスクカバー
20.0×13.0㎝
材質/生地：麻（ラミー） ゴム紐：ポリウレタン  
色/中間系、黒系
各4,045円

能登上布の原料である麻の涼
感や吸汗性を実感できるマスク
カバーです。

NJ1-2 能登上布 スカーフ 万筋 縞
43.0×100.0㎝
材質/生地：麻（ラミー） バックル：樹脂  
色/檸檬、若紫、淡紅紫、青竹、青緑、灰緑
各11,360円

能登上布を日常で使える上質
なスカーフ。バックル付きで気
軽に着用できます。

NJ1-3 能登上布 扇子 蚊絣
37.0×22.0㎝
材質/生地：麻（ラミー） 持手：竹  色/肌
17,300円

麻の涼やかな扇子です。能登上
布の精緻な絣柄や透け感を楽
しめます。

緑

茶

紫

中間系 黒系

能登上布

株式会社山崎麻織物工房
明治24（1891）年に能登上布の染め屋として創業しました。「蝉の羽」とも形
容される薄くて軽い夏着物の伝統生地から、ファッションや小物雑貨の商品
を展開しています。

〒929−1571

石川県羽咋市下曽祢町ヲ84

TEL 0767（26）0240  FAX 0767（26）0240

http://notojofu.com/

E-Mail notojofu@p1.cnh.ne.jp

牛首紬

加
か が の

賀乃織
お り

座
ざ

800年以上の昔から白山の麓で作り継がれる牛首紬。いしかわ伝統工芸フェ
アの期間限定特別価格で商品を取り揃えました。牛首紬についてのご相談は
何なりとお気軽にお問合せください。

〒920-2167

石川県白山市部入道町ト40

TEL 076（273）5755  FAX 076（273）3606

https://ushikubi.co.jp/

E-Mail oriza@ushikubi.co.jp

［店舗番号］
NJ1

notojofu.theshop.jp
山崎麻織物工房

https://notojofu.theshop.jp

［店舗番号］
US1

ushikubi.theshop.jp
加賀乃織座https://ushikubi.theshop.jp

36 37◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。

◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。◆商品価格には全て消費税と送料が含まれております。ただし、海外発送の際は別途送料を頂きます。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



1 大樋焼本家の当主である十一代大樋長左
衛門制作による香合です。

大樋青釉渦紋宝箱
φ8.8×3.8㎝
材質/陶器
198,000円

2 大正4年創業の加賀水引「津田水引折型」が
一つ一つ手づくりで製作しています。

加賀水引 祝儀袋（松・竹・梅）
10.5×21.0×3.5㎝
材質/水引・和紙
各1,760円

3 天正3年（1575年）創業の加賀
毛針「目細八郎兵衛商店」による
裁縫セットです。

桐タンス裁縫セット
箱11.0×8.5×12.5㎝
材質/桐・鉄 他
セット6,600円

4 大樋飴釉福朗
10.4×9.6×16.6㎝
材質/陶器
275,000円

5 大樋飴釉掛分渦紋各服茶盌
φ14.3×6.0㎝
材質/陶器
220,000円

6 加賀水引 水引具足 金（桐箱付）
11.0×14.0×37.0㎝
材質/水引・和紙
セット275,000円

7 水引ピアス・イヤリング 2種×金・銀
2.0×1.3×3.0㎝
材質/水引・真鍮
各4,070円

8 めぼそ針 縫い針 16種（一包25本）
包 2.0×4.5×0.2㎝
材質/鉄
各550円

9 カワセミ ブローチ
φ７.0×4.0㎝
材質/毛針・羽根
7,700円

10 加賀てまり 十二菊（専用ケース付）
φ13.3×14.0㎝
材質/絹糸・鈴
49,500円

11 加賀てまり 金沢てまり（専用ケース付）
φ9.5×10.5㎝
材質/絹糸・鈴
13,200円

Ｐ39〜41でご紹介の商品はカタログ・WEB販売はございません。2/18（木）〜2/28（日）「銀座の金沢」でお買い求めください。

県指定・
稀少伝統的工芸品

dining gallery 銀座の金沢
首都圏において金沢市の魅力を総合的に発信する拠点として開設。工芸を展
示・販売するギャラリーと金沢の旬の食材を使ったお料理を提供するダイニン
グで構成しています。

〒104-0061

東京都中央 区銀座1-8-19 キラリトギンザ6階

TEL 03（6228）7733  FAX 03（6228）7035

http://ginzanokanazawa.jp

E-Mail info@ginzanokanazawa.jp 

ishikawa-kougei-fair.jp/
ginza-kanazawa/
銀座の金沢

https://www.ishikawa-kougei-fair.jp/ginza-kanazawa/

38 39◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



12 加賀指ぬき（桐箱付）
φ2.3×4.0㎝
材質/絹糸・真綿
各11,000円

13 加賀象嵌 ネックレス 花
3.5×3.5×0.5㎝
材質/四分一・純金
41,000円

14 加賀象嵌 ブローチ スパイラル
7.0×2.0×1.5㎝
材質/黒味銅・純金
44,000円

15 点字象嵌 ネクタイピン 愛しき
6.0×0.5×1.5㎝
材質/チタン・純金
18,500円

16 茶釜 鶴首釜 宮崎匠作
φ14.0×17.5㎝
材質/鉄鋳物
282,700円

17 置物 アマビエ 宮崎匠作
6.0×6.0×7.0㎝
材質/鉄鋳物
7,920円

18 ちょこっとトレー蒔絵付 雪紋
24.0×12.0×1.0㎝
材質/桐・漆
4,400円

19 干菓子盆 蒔絵付 瓢箪
26.0×24.0×1.5㎝
材質/桐・漆
6,050円

22 まんまる夏火鉢 専用五徳
φ9.0×10.0㎝  材質/鉄
6,380円

21 まんまる夏火鉢
φ17.0×18.0㎝  材質/桐・銅
33,000円 23 金沢からかみ パネル 松図

23.0×45.0×1.2㎝
材質/木・和紙
13,200円

20 まんまる飾り ひな・かぶと 特上
φ16.0×1.5㎝
材質/桐・漆
30,800円

反対面

27 金沢からかみ紋 和てぬぐい 3種
12.0×19.8×0.7㎝
材質/木綿
各1,870円

28 二俣和紙 耳付はがき 5枚セット
10.0×14.5×0.3㎝
材質/和紙
セット440円

29 二俣和紙 ペーパーウェイト
φ4.5×3.5㎝
材質/和紙・おもり
各330円

24 金沢からかみ ペーパーウェイト 大
13.0×1.7×2.0㎝
材質/木・鉛・紬
7,700円

25 金沢からかみ ペーパーウェイト 中
7.7×1.7×2.0㎝
材質/木・鉛・紬
4,950円

26 金沢からかみ ペーパーウェイト 小
5.5×1.7×2.0㎝
材質/木・鉛・紬
4,400円

30 二俣和紙 ヘアゴム
φ3.7×0.5㎝
材質/和紙・ゴム
各330円

31 七尾ろうそく 菜の花 豆（50本）
φ1.0×6.0㎝
材質/菜種蝋
1,100円

32 七尾ろうそく ななお 5本入箱
φ2.0×12.0㎝
材質/ヤシ蝋　
1,980円

33 手描き絵ろうそく ミニ燭台セット
φ2.0×9.2㎝ 燭台φ5.4×4.0㎝
材質/ヤシ蝋　
1,870円

34 願い事 加賀獅子頭
10.0×6.0×6.3㎝
材質/桐
7,150円

35 加賀獅子頭 ねつけ 
小 No.5
3.0×2.0×2.0㎝
材質/桐
1,540円

36 加賀獅子頭 ねつけ 
大 No.12
5.0×4.0×4.0㎝
材質/桐
2,200円

37 川北和紙 名刺 4色（各5枚入）
9.5×6.0㎝
材質/雁皮紙 
各セット330円

38 川北和紙 カード入 小
9.7×6.7×0.2㎝
材質/雁皮紙
各990円

39 川北和紙 カード入 大
16.2×9.2×1.0㎝
材質/雁皮紙
各2,420円

40 檜細工 イヤリング / ピアス
1.0×2.5×φ２.0㎝
材質/檜・レジン
各セット2,750円

41 檜細工 ひのきマスクケース
15.0×11.5×2.5
材質/檜
各1,100円

42 檜細工 ひのき眼鏡トレー
18.5×10.0×3.0㎝
材質/檜
1,100円

43 飾り太鼓 4寸（台・バチ付）
18.5×14.3×25.5
材質/木・牛革・鉄
セット16,500円

44 小豆太鼓（台・バチ付）
13.4×8.2×11.0
材質/木・牛革・鉄
セット5,790円

45 ミニ太鼓名人
10.0×11.0×11.0㎝
材質/木・牛革・麻
2,200円

Ｐ39～41でご紹介の商品は、
下記の会場でお買い求めいただけます。

2/18（木）▶２/28（日） 11：00～19：00
東京都中央区銀座1-8-19 キラリトギンザ 6F
dining gallery 銀座の金沢  03（6228）7733
※カタログ・WEB販売はございません。

●メルサ
●いしかわ百万石物語
　江戸本店

東京高速道路

●松屋

●銀座三越和光●

銀座一丁目有楽橋

銀座二丁目

銀座三丁目

銀座四丁目

東京メトロ有楽町線
「銀座一丁目駅」7出口

徒歩1分
●

銀座の金沢
キラリトギンザ 6F

中
央
通
り外

堀
通
り

晴海通り

Ｐ39〜41でご紹介の商品はカタログ・WEB販売はございません。2/18（木）〜2/28（日）「銀座の金沢」でお買い求めください。 Ｐ39〜41でご紹介の商品はカタログ・WEB販売はございません。2/18（木）〜2/28（日）「銀座の金沢」でお買い求めください。

40 41◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。

◆生産時期により、商品の色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さい。
◆当カタログ掲載の商品画像は、照明や撮影場所等の影響で、掲載写真と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。



△は販売はございません。※2/18㈭～2/28㈰「銀座の金沢」にてお買い求めいただけます。

・ご注文は、このページの「ご注文専用ハガキ」を
  ご利用ください。

・ご注文専用ハガキを切り取り、
  必要事項をご記入の上、ポストにご投函ください。

・ご注文有効期間は
  令和3年2月1日から令和3年2月28日（消印有効）迄です。
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