
09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別) 注文数 主な素材 サイズ（mm）約

鯉　ピアス　♯01　赤黒 ko01-001 4582249020217

鯉　ピアス　♯02　黒 ko01-002 4582249020224

鯉　ピアス　♯03　鱗赤 ko01-003 4582249020231

鯉　ピアス　♯04　鱗青 ko01-004 4582249020248

鯉　ピアス　♯05　赤 ko01-005 4582249020255

鯉　ピアス　♯06　青紫 ko01-006 4582249020262

鯉　イヤリング　♯01　赤黒　 ko02-001 4582249020279

鯉　イヤリング　♯02　黒 ko02-002 4582249020286

鯉　イヤリング　♯03　鱗赤　 ko02-003 4582249020293

鯉　イヤリング　♯04　鱗青　 ko02-004 4582249020309

鯉　イヤリング　♯05　赤　 ko02-005 4582249020316

鯉　イヤリング　♯06　青紫　 ko02-006 4582249020323

nobana ピアス　♯24　スズラン１花 no01-024 4582249019747 ¥4,200
・本美濃紙(楮)・レジン・ゴール
ドフィルド・ガラスビーズ・天然
石

本体：9×53
外箱：78×78×30

nobana ピアス　♯25　スズラン2花 no01-025 4582249019754 ¥4,200
・本美濃紙(楮)・レジン・ゴール
ドフィルド・ガラスビーズ・淡水
パール

本体：17×35
外箱：78×78×30

nobana ピアス　♯26　スズラン3花 no01-026 4582249019761 ¥5,000
・本美濃紙(楮)・レジン・ゴール
ドフィルド・ガラスビーズ

本体：10×53
外箱：78×78×30

nobana イヤリング　♯24　スズラン1花 no02-024 4582249019808 ¥4,200
・本美濃紙(楮)・レジン・真鍮(イヤリン

グ)・ゴールドフィルド・ガラスビーズ・天

然石

本体：9×56
外箱：78×78×30

nobana イヤリング　♯25　スズラン2花 no02-025 4582249019815 ¥4,200
・本美濃紙(楮)・レジン・真鍮(イヤリン

グ)・ゴールドフィルド・ガラスビーズ・淡

水パール

本体：17×38
外箱：78×78×30

nobana イヤリング　♯26　スズラン3花 no02-026 4582249019822 ¥5,000
・本美濃紙(楮)・レジン・真鍮(イヤリン
グ)・ゴールドフィルド・ガラスビーズ

本体：10×56
外箱：78×78×30

hanabi　ピアス　♯01　ピンク ha01-001 4582249019969

hanabi　ピアス　♯02　ライトブルー ha01-002 4582249019976

hanabi　ピアス　♯03　パープル ha01-003 4582249019983

hanabi　ピアス　♯04　オレンジ ha01-004 4582249020064

hanabi　ピアス　♯05　グリーンブルー ha01-005 4582249020071

hanabi　イヤリング　♯01　ピンク ha02-001 4582249019990

hanabi　イヤリング　♯02　ライトブルー ha02-002 4582249020002

hanabi　イヤリング　♯03　パープル ha02-003 4582249020019

hanabi　イヤリング　♯04　オレンジ ha02-004 4582249020088

hanabi　イヤリング　♯05　グリーンブルー ha02-005 4582249020095

campanule 雫　ピアス　♯21　ピンク cp05-021 4582249019280

campanule 雫　ピアス　♯22　オレンジ cp05-022 4582249019297

campanule 雫　ピアス　♯23　パープル cp05-023 4582249019303

campanule 雫　ピアス　♯24　ブルー cp05-024 4582249019310

campanule 雫　ピアス　♯31　名古屋黒染 cp06-031 4582249019327 ¥6,500

campanule 雫　イヤリング　♯21　ピンク cp07-021 4582249019334

campanule 雫　イヤリング　♯22　オレンジ cp07-022 4582249019341

campanule 雫　イヤリング　♯23　パープル cp07-023 4582249019358

campanule 雫　イヤリング　♯24　ブルー cp07-024 4582249019365

campanule 雫　イヤリング　♯31　名古屋黒染 cp08-031 4582249019372 ¥6,500

campanule 花びら　ピアス　♯01　ピンク cp01-001 4582249019181

campanule 花びら　ピアス　♯02　オレンジ cp01-002 4582249019198

campanule 花びら　ピアス　♯03　パープル cp01-003 4582249019204

campanule 花びら　ピアス　♯04　ブルー cp01-004 4582249019211

campanule 花びら　ピアス　♯11　名古屋黒染 cp02-011 4582249019228 ¥8,000

campanule 花びら　イヤリング　♯01　ピンク cp03-001 4582249019235

campanule 花びら　イヤリング　♯02　オレンジ cp03-002 4582249019242

campanule 花びら　イヤリング　♯03　パープル cp03-003 4582249019259

campanule 花びら　イヤリング　♯04　ブルー cp03-004 4582249019266

campanule 花びら　イヤリング　♯11　名古屋黒染 cp04-011 4582249019273 ¥8,000

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

・本美濃紙・レジン
ステンレス(ピアス)・金具

¥4,200
・本美濃紙・レジン

真鍮(イヤリング)・金具

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

campanule
（カンパニュール）

・本美濃紙(楮)
・レジン

・ゴールドフィルド
・ガラスビーズ

nobana

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

本体：15×35
外箱：78×78×30

本体：15×38
外箱：78×78×30

本体：15×55
外箱：78×78×30

                   Origami Jewel-1 価格表　（兼注文書）

本体：23×35
外箱：78×78×30

本体：23×38
外箱：78×78×30

¥5,000

¥5,000

hanabi

・雁皮紙・レジン・ガラスビーズ・糸
ゴールドフィルドまたはスターリン

グシルバー(ピアス)

・雁皮紙・レジン・ガラスビーズ・糸
真鍮(イヤリング)

本体：13×58
鯉：13×31

外箱：78×78×30

本体：13×55
鯉：13×31

外箱：78×78×30

鯉

¥4,200

本体：15×58
外箱：78×78×30

¥6,000

¥7,500

¥7,500

・本美濃紙(楮)
・レジン

・真鍮(イヤリング)
・ゴールドフィルド

・ガラスビーズ

¥6,000

・本美濃紙(楮)
・レジン

・ゴールドフィルド

・本美濃紙(楮)
・レジン

・真鍮(イヤリング)
・ゴールドフィルド



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別) 注文数 主な素材 サイズ（mm）約

水くるま　ピアス　#01 パール mk01-001 4582249017910

水くるま　ピアス　#03 チェリークォーツ mk01-003 4582249017934

水くるま　ピアス　#04 ターコイズ mk01-004 4582249017941

水くるま　ピアス　#05 ローズクォーツ mk01-005 4582249017958

水くるま　ピアス　#11　名古屋黒染　パール mk03-011 4582249018788

水くるま　ピアス　#12　名古屋黒染　 オニキス mk03-012 4582249018795

水くるま　ピアス　#21　郡上藍染　パール mk05-021 4582249019921

水くるま　ピアス　#22　郡上藍染　 ラピスラズリ mk05-022 4582249019938

水くるま　イヤリング　#01 パール mk02-001 4582249017972

水くるま　イヤリング　#03 チェリークォーツ mk02-003 4582249017996

水くるま　イヤリング　#04 ターコイズ mk02-004 4582249018009

水くるま　イヤリング　#05 ローズクォーツ mk02-005 4582249018016

水くるま　イヤリング　#11　 名古屋黒染　パール mk04-011 4582249018801

水くるま　イヤリング　#12　 名古屋黒染　オニキス mk04-012 4582249018818

水くるま　イヤリング　#21 郡上藍染　パール mk06-021 4582249019945

水くるま　イヤリング　#22 郡上藍染　 ラピスラズリ mk06-022 4582249019952

Star anise　ピアス　#31　四海波(ライトピンク×パープル) sa01-031 4582249015718

Star anise　ピアス　#32　四海波(ブルー×グリーン) sa01-032 4582249015725

Star anise　ピアス　#34　七宝(パープル×ピンク) sa01-034 4582249015749

Star anise　ピアス　#35　七宝(ブルー×パープル) sa01-035 4582249015756

Star anise　ピアス　#36　七宝(ホワイト×オレンジ) sa01-036 4582249015763

Star anise　イヤリング　#31　四海波(ライトピンク×パープル) sa02-031 4582249016340

Star anise　イヤリング　#32　四海波(ブルー×グリーン) sa02-032 4582249016357

Star anise　イヤリング　#34　七宝(パープル×ピンク) sa02-034 4582249016371

Star anise　イヤリング　#35　七宝(ブルー×パープル) sa02-035 4582249016388

Star anise　イヤリング　#36　七宝(ホワイト×オレンジ) sa02-036 4582249016395

Balle　ピアス　#01 縞　ゴールド vd01-001 4582249018030

Balle　ピアス　#02 縞　シルバー vd01-002 4582249018047

Balle　ピアス　#03 縞　ブラック vd01-003 4582249018054

Balle　ピアス　#04 縞　カラフル vd01-004 4582249018061

Balle　ピアス　#05 鱗　ゴールド vd01-005 4582249018078

Balle　ピアス　#06 鱗　シルバー vd01-006 4582249018085

Balle　ピアス　#07 鱗　ブラック vd01-007 4582249018092

Balle　ピアス　#08 鱗　カラフル vd01-008 4582249018108

Balle　ピアス　#11 名古屋黒染　縞　ゴールド vd03-011 4582249018825

Balle　ピアス　#12 名古屋黒染　縞　シルバー vd03-012 4582249018832

Balle　イヤリング　#01 縞　ゴールド vd02-001 4582249018115

Balle　イヤリング　#02 縞　シルバー vd02-002 4582249018122

Balle　イヤリング　#03 縞　ブラック vd02-003 4582249018139

Balle　イヤリング　#04 縞　カラフル vd02-004 4582249018146

Balle　イヤリング　#05 鱗　ゴールド vd02-005 4582249018153

Balle　イヤリング　#06 鱗　シルバー vd02-006 4582249018160

Balle　イヤリング　#07 鱗　ブラック vd02-007 4582249018177

Balle　イヤリング　#08 鱗　カラフル vd02-008 4582249018184

Balle　イヤリング　#11　名古屋黒染　縞　ゴールド vd04-011 4582249018849

Balle　イヤリング　#12　名古屋黒染　縞　シルバー vd04-012 4582249018856

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

Balle
（バレ）

¥4,200

¥4,700

¥4,200

¥4,700

水くるま

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

・ガラスビーズ

本体28×14×14
外箱：78×78×30

本体33×14×14
外箱：78×78×30

Star
anise

本体：10×32
外箱：78×78×30

                       Origami Jewel-2 価格表　（兼注文書）

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

・ガラスビーズ

¥3,500

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

・パール：ガラスビーズ
・チェリークォーツ：人工

石
・その他：天然石

本体18×50
外箱：78×78×30

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

・ガラスビーズ

本体：15×40
外箱：78×78×30

¥5,000

¥5,500

¥5,000

¥5,500



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別) 注文数 主な素材 サイズ（mm）約

Balloon　ピアス　#03 　和紋 black cb01-003 4582249016128

Balloon　ピアス　#04 　和紋 white cb01-004 4582249016135

Balloon　ピアス　#05 　和紋 blue cb01-005 4582249016142

Balloon　ピアス　#07 　sakura white cb01-007 4582249016166

Balloon　ピアス　#08 　sakura pink cb01-008 4582249016173

Balloon　イヤリング　#03 　和紋 black cb02-003 4582249016180

Balloon　イヤリング　#04 　和紋 white cb02-004 4582249016197

Balloon　イヤリング　#05 　和紋 blue cb02-005 4582249016203

Balloon　イヤリング　#07 　sakura white cb02-007 4582249016227

Balloon　イヤリング　#08 　sakura pink cb02-008 4582249016234

Balloon　ネックレス　#01 　pink & sakura cb03-001 4582249016241

Balloon　ネックレス　#03 　和紋 black & black cb03-003 4582249016265

Balloon　ネックレス　#04 　和紋 bule & white cb03-004 4582249016272

金魚　ピアス　#01　赤 ck01-001 4582249017750

金魚　ピアス　#02　黒 ck01-002 4582249017767

金魚　ピアス　#03　桜錦 ck01-003 4582249017774

金魚　イヤリング　#01　赤 ck02-001 4582249017781

金魚　イヤリング　#02　黒 ck02-002 4582249017798

金魚　イヤリング　#03　桜錦 ck02-003 4582249017804

Crane　ピアス　#03 　triangles black ㏄01-003 4582249015893

Crane　ピアス　#04 　triangles white ㏄01-004 4582249015909

Crane　ピアス　#05 　triangles blue ㏄01-005 4582249015916

Crane　ピアス　#07 　sakura white ㏄01-007 4582249015930

Crane　ピアス　#08 　sakura pink ㏄01-008 4582249015947

Crane　イヤリング　#03 　triangles black cc02-003 4582249015978

Crane　イヤリング　#04 　triangles white cc02-004 4582249015985

Crane　イヤリング　#05 　triangles blue cc02-005 4582249015992

Crane　イヤリング　#07 　sakura white cc02-007 4582249016012

Crane　イヤリング　#08 　sakura pink cc02-008 4582249016029

Crane　ネックレス　#03 　triangles black cc03-003 4582249016050

Crane　ネックレス　#04 　triangles white cc03-004 4582249016067

Crane　ネックレス　#05 　triangles blue cc03-005 4582249016074

Crane　ネックレス　#07 　sakura white cc03-007 4582249016098

Crane　ネックレス　#08 　sakura pink cc03-008 4582249016104

Crane 高橋理子シリーズ　ピアス　#21　WHITE DOTS & STRIPES cc04-021 4582249019884

Crane 高橋理子シリーズ　ピアス　#22　BLACK DOTS & STRIPES cc04-022 4582249019891

Crane 高橋理子シリーズ　イヤリング　#21 　WHITE DOTS & STRIPEScc05-021 4582249019907

Crane 高橋理子シリーズ　イヤリング　#22 　BLACK DOTS & STRIPE cc05-022 4582249019914

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

Crane

　　　                 Origami Jewel-3 価格表　（兼注文書）

金魚

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

Balloon
・美濃手漉き和紙(楮)

・レジン
・金具

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

・美濃手漉き和紙(楮)
・レジン
・金具

・楮雁皮混合紙
・レジン
・金具

・ガラスビーズ

チェーンの長さ:400
外箱：110×110×40

¥5,500

¥5,500

¥5,500

¥11,000

本体：22×40
ツル：22×13×10
外箱：78×78×30

本体：25×35
ツル：25×15×13
外箱：78×78×30

本体：10×48
風船：10×10×10
外箱：78×78×30

本体：48×20×14
(金魚：H10×W22×D14)

外箱：78×78×30

・楮雁皮混合紙
・レジン
・金具

・ガラスビーズ

・美濃手漉き和紙(楮・
雁皮)

・レジン
・金具

チェーンの長さ:400
ツル：22×13×10

外箱：110×110×40

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

・ガラスビーズ

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

・ガラスビーズ

・本美濃紙(楮)
・レジン
・金具

・ガラスビーズ



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別)
注文
ロット 注文数 主な素材 サイズ（mm）

本美濃紙　マグネット　S　2個入り ka02-001 4582249015046 10
本体直径24㎜

パッケージ　70×90

本美濃紙　マグネット　L　1個入り ka02-002 4582249015039 10
本体直径55㎜

パッケージ　70×90

本美濃紙　ピンバッジ　2個入り ka03-001 4582249015022 10
本体直径24㎜

パッケージ　70×90

本美濃紙　クリップ 　2個入り ka04-001 4582249015794 10
本体24×56㎜

パッケージ　70×90

本美濃紙　ヘアピン　2個入り ka05-001 4582249016678 10
飾り17×17㎜、ピンの長さ52㎜

パッケージ　70×90

本美濃紙　ヘアゴム　ゴム：ブラック　1個入り ka06-001 4582249016685 10
飾り38×38×３㎜

パッケージ　70×90

本美濃紙　ヘアゴム　ゴム：カラー　1個入り ka06-002 4582249017125 10
飾り38×38×３㎜

パッケージ　70×90

本美濃紙　ウッドクリップ　SS ka10-001 4582249018412 ¥900 5
本体18×38×14㎜

パッケージ　140×70

本美濃紙　ウッドクリップ　S ka10-002 4582249018429 ¥1,100 5
本体25×38×14㎜

パッケージ　140×70

本美濃紙　イヤリング　#21 ゴールド+ブラック 市松 ka08-021 4582249020026

本美濃紙　イヤリング　#22 ゴールド+ブラック 花麻 ka08-022 4582249020033

本美濃紙　イヤリング　#23 シルバー+ブラック 市松 ka08-023 4582249020040

本美濃紙　イヤリング　#24 シルバー+ブラック 花麻 ka08-024 4582249020057

本美濃紙　イヤリング　#01 ゴールド 鱗 ka08-001 4582249017156

本美濃紙　イヤリング　#02 ゴールド 花麻 ka08-002 4582249017163

本美濃紙　イヤリング　#03 シルバー 鱗 ka08-003 4582249017170

本美濃紙　イヤリング　#04 シルバー 花麻 ka08-004 4582249017187

本美濃紙　イヤリング　#05 ブラック 鮫小紋 ka08-005 4582249017194

本美濃紙　イヤリング　#06 ブラック 鱗 ka08-006 4582249017200

本美濃紙　イヤリング　#07 ブラック 花麻 ka08-007 4582249017217

本美濃紙　イヤリング　#08 ブラック 四海波 ka08-008 4582249017224

本美濃紙　イヤリング　#09 ホットピンク 鮫小紋 ka08-009 4582249017231

本美濃紙　イヤリング　#10 ホットピンク 鱗 ka08-010 4582249017248

本美濃紙　イヤリング　#11 ホットピンク 花麻 ka08-011 4582249017255

本美濃紙　イヤリング　#12 ホットピンク 四海波 ka08-012 4582249017262

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

本体(飾り部分)：
直径18㎜

パッケージ　74×
74×20mm

¥2,000
・本美濃紙(楮

100%）
・金具

本体(飾り部分)：
直径18㎜

パッケージ　74×
74×20mm

¥1,650
・本美濃紙(楮

100%）
・金具

まぁるシリーズ
本美濃紙
イヤリング

                    本美濃紙小物（まぁる）　価格表　（兼注文書）

・本美濃紙(楮100%）
・印刷：シルクスク

リーン(水性アクリル
顔料)

・金属パーツ
(・その他マグネッ

ト、ゴム、木製クリッ
プ等）

¥500

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

¥2,000
・本美濃紙(楮

100%）
・金具

本体(飾り部分)：
直径18㎜

パッケージ　74×
74×20mm

まぁるシリーズ
本美濃紙

小物
（柄アソート）



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別)
注文
ロット 注文数 主な素材 サイズ（mm）

グリーティングカード　Nature S #101　ベニテングダケ na01-101 4582249019518

グリーティングカード　Nature S #102  キンギョ na01-102 4582249019525

グリーティングカード　Nature S #103  ハチ na01-103 4582249019532

グリーティングカード　Nature S #104  ヨウミャク na01-104 4582249019549

グリーティングカード　Nature S #105  ハネ na01-105 4582249019556

グリーティングカード　Nature S #106  タツノオトシゴ na01-106 4582249019563

グリーティングカード　Nature S #107　クラゲ na01-107 4582249019570

グリーティングカード　Nature S #108　フクロウ na01-108 4582249019587

グリーティングカード　Nature S #109　セミ na01-109 4582249019594

グリーティングカード　Nature S #110　トカゲ na01-110 4582249019600

グリーティングカード　Nature L #201　ベニテングダケ na02-201 4582249019617

グリーティングカード　Nature L #202  キンギョ na02-202 4582249019624

グリーティングカード　Nature L #203  ハチ na02-203 4582249019631

グリーティングカード　Nature L #204  ヨウミャク na02-204 4582249019648

グリーティングカード　Nature L #205  ハネ na02-205 4582249019655

グリーティングカード　Nature L #206  タツノオトシゴ na02-206 4582249019662

グリーティングカード　Nature L #207　クラゲ na02-207 4582249019679

グリーティングカード　Nature L #208　フクロウ na02-208 4582249019686

グリーティングカード　Nature L #209　セミ na02-209 4582249019693

グリーティングカード　Nature L #210　トカゲ na02-210 4582249019709

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別)
注文
ロット 注文数 主な素材 サイズ（mm）

御朱印帳　#01　サカナ　pink gm01-001 4582249018252

御朱印帳　#02　ホシ gray gm01-002 4582249018269

御朱印帳　#03　ハナ yellow gm01-003 4582249018276

御朱印帳　#04　ハナ blue gm01-004 4582249018283

御朱印帳　#05　ドウ・エィ・ディア　red gm01-005 4582249018863

御朱印帳　#06　フィールド・フラワーズ　green gm01-006 4582249018870

御朱印帳　#07　パルメイラ light pink gm01-007 4582249018887

御朱印帳　#21　いちご泥棒 multic blue gm02-021 4582249018337

御朱印帳　#22　トリと植物のストライプ　blue grey gm02-022 4582249018344

御朱印帳　#23　柳の枝 light blue gm02-023 4582249018351

御朱印帳　#24　ヒヤシンスなど色々な花のパターン black gm02-024 4582249018368

和紙ノート　和綴じ　はい　YES cw01-001 4582249017576

和紙ノート　和綴じ　オタク　GEEK cw01-002 4582249017583

和紙ノート　和綴じ　混乱　CHAOS cw01-003 4582249017590

和紙ノート　和綴じ　可愛い　CUTE cw01-004 4582249017606

和紙ノート　和綴じ　すごい　EXCELLENT cw01-005 4582249017613

和紙ノート　和綴じ　おいしい　TASTY cw01-006 4582249017620

和紙ノート　和綴じ　スクエア　Blue cw01-007 4582249017637

和紙ノート　和綴じ　スクエア　Bordeaux cw01-008 4582249017644

和紙ノート　和綴じ　スクエア　Brown cw01-009 4582249017651

和紙ノート　スモール　はい　YES cw02-001 4582249017668

和紙ノート　スモール　オタク　GEEK cw02-002 4582249017675

和紙ノート　スモール　混乱　CHAOS cw02-003 4582249017682

和紙ノート　スモール　可愛い　CUTE cw02-004 4582249017699

和紙ノート　スモール　すごい　EXCELLENT cw02-005 4582249017705

和紙ノート　スモール　おいしい　TASTY cw02-006 4582249017712

カード　HAPPY BIRTHDAY cw03-001 4582249018191

カード　HAPPY HOLIDAYS cw03-002 4582249018207

カード　CONGRATULATIONS cw03-003 4582249018214

カード　GOOD LUCK cw03-004 4582249018221

カード　THANK YOU cw03-005 4582249018238

カード　VON VOYAGE cw03-006 4582249018245

MINOGAMI　Bouquet diffuseur #01 桜 ka01-001 4582249014520

MINOGAMI　Bouquet diffuseur #02 蓮 ka01-002 4582249014537

MINOGAMI  Bouquet diffuseur #03 竹 ka01-003 4582249014544

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

            ディフューザー・グリーティングカード・OBOERUノート・御朱印帳　価格表　（兼注文書）

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

グリーティング
カード

¥500
モチーフ：美濃手

漉き和紙（楮）

パッケージ:115×
162

パッケージ:110×
220

・花：楮100％
・香料

・ガラス瓶
145×105×75

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

・美濃手漉き和紙
(国産楮、三椏)

・ウィリアムモリス
プリント生地

SEBASTIAN
CONRAN

和紙ノート
スモール

¥650

・中紙　機械すき
美濃和紙アソート
(非木材繊維、木

材パルプ）
・表紙　洋紙（木

材パルプ）
・印刷：シルクスク

リーン

¥2,200

・中紙　機械すき
美濃和紙アソート
(非木材繊維、木

材パルプ）
・表紙　洋紙（木

材パルプ）
・印刷：シルクスク

リーン

¥5,300

SEBASTIAN
CONRAN

和紙ノート
和綴じ

MINOGAMI
ブーケディ
フューザー

¥2,400

SEBASTIAN
CONRAN

グリーティング
カード

御朱印帳

・美濃手漉き和紙
(国産楮、三椏)

・リバティプリント
生地

¥350 114×164

165×115×13

合計
10枚

・カード、封筒　洋
紙（木材パルプ）
・印刷：シルクスク

リーン

90×150

165×115×13

150×200

¥5,300



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別)
注文
ロット 注文数 主な素材 サイズ（mm）

四季の和紙　春色 mo03-01 4582249018498

四季の和紙　夏色 mo03-02 4582249018504

四季の和紙　秋色 mo03-03 4582249018511

四季の和紙　冬色 mo03-04 4582249018528

美濃和紙　おりがみ　#01　縞　BWG mo01-001 4582249015251

美濃和紙　おりがみ　#02  縞　PBG mo01-002 4582249015268

美濃和紙　おりがみ　#03　縞　OPP mo01-003 4582249015275

美濃和紙　おりがみ　#04　絞　BWG mo01-004 4582249015282

美濃和紙　おりがみ　#05　絞　PBG mo01-005 4582249015299

美濃和紙　おりがみ　#06　絞　OPP mo01-006 4582249015305

美濃和紙　おりがみ　#07　鮫小紋 BWG mo01-007 4582249015312

美濃和紙　おりがみ　#08　鮫小紋 PBG mo01-008 4582249015329

美濃和紙　おりがみ　#09　鮫小紋 OPP mo01-009 4582249015336

美濃和紙　おりがみ　#10　団子　BWG mo01-010 4582249015343

美濃和紙　おりがみ　#11　小菊　BWG mo01-011 4582249015350

美濃和紙　おりがみ　#12  瓢箪 BWG mo01-012 4582249015367

美濃和紙　おりがみ　#13　鱗　BWG mo01-013 4582249015374

美濃和紙　おりがみ　#14　鱗　PBG mo01-014 4582249015381

美濃和紙　おりがみ　#15　鱗　OPP mo01-015 4582249015398

美濃和紙　おりがみ　#16　花麻　BWG mo01-016 4582249015404

美濃和紙　おりがみ　#17　花麻　PBG mo01-017 4582249015411

美濃和紙　おりがみ　#18　花麻　OPP mo01-018 4582249015428

美濃和紙　おりがみ　#19　雪　BWG mo01-019 4582249015435

美濃和紙　おりがみ　#20　雪　PBG mo01-020 4582249015442

美濃和紙　おりがみ　#21　雪　OPP mo01-021 4582249015459

美濃和紙　おりがみ　#22　オシドリ mo01-022 4582249015466

美濃和紙　おりがみ　#23　松 mo01-023 4582249015473

本美濃紙　おりがみ　#51　四海波　BWG mo02-001 4582249015480

本美濃紙　おりがみ　#52　四海波　PBG mo02-002 4582249015497

本美濃紙　おりがみ　#53　四海波　OPP mo02-003 4582249015503

本美濃紙　おりがみ　#54　菱　BWG mo02-004 4582249015510

本美濃紙　おりがみ　#55　菱　PBG mo02-005 4582249015527

本美濃紙　おりがみ　#56　菱　OPP mo02-006 4582249015534

本美濃紙　おりがみ　#57　七宝　BWG mo02-007 4582249015541

本美濃紙　おりがみ　#58　七宝　PBG mo02-008 4582249015558

本美濃紙　おりがみ　#59　七宝　OPP mo02-009 4582249015565

本美濃紙　おりがみ　#60　山　BWG mo02-010 4582249015572

本美濃紙　おりがみ　#61　山　PBG mo02-011 4582249015589

本美濃紙　おりがみ　#62　山　OPP mo02-012 4582249015596

本美濃紙　おりがみ　#63　桜 mo02-013 4582249015602

本美濃紙　おりがみ　#64　松 mo02-014 4582249015619

折り紙メモ　#01　つばき mo04-041 4582249019457

折り紙メモ　#02　さくら mo04-042 4582249019464

折り紙メモ　#03　ぼたん mo04-043 4582249019471

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

                おりがみ　価格表　（兼注文書）

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

¥1,450

¥600

四季の和紙

カミノシゴト
美濃和紙
おりがみ

折り紙メモ ¥500 機械漉美濃和紙

・機械漉美濃和
紙(パルプ、レーヨ

ン）

・機械漉美濃和
紙(パルプ、レーヨ

ン）
・印刷：シルクスク
リーン(水性アクリ

ル顔料)

・本美濃紙(楮
100%）

・印刷：シルクスク
リーン(水性アクリ

ル顔料)

カミノシゴト
本美濃紙
おりがみ

おりがみ
150×150

100枚入り(10色
各10枚)

¥650

おりがみ
150×150

9枚入り(3色×3
枚)

パッケージ
160×190

おりがみ
150×150

6枚入り(3色×2
枚)

パッケージ
160×190

おりがみ
55×55

パッケージ
60×60×55

合計
5

合計
5

合計
5



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別) 注文数 主な素材 サイズ（mm）

SSS size SNOWFLAKES #501 Trier トリアー v80-009 4582249014414 ¥550
和紙：直径約50mm　5枚入

パッケージ：92×215

SNOWFLAKES #301 Tokyo　東京 v80-001 4582249013615

SNOWFLAKES #302   Gifu　岐阜 v80-002 4582249013622

SNOWFLAKES #303  S.-Petersburg サンクト・ペテルブルグ v80-003 4582249013639

SNOWFLAKES #401 Truckee トラッキー v80-006 4582249014384

SNOWFLAKES #402 Chicago シカゴ V80-007 4582249014391

SNOWFLAKES #403 Toronto トロント V80-008 4582249014407

SNOWFLAKES #101 Lase v32-001 4582249013561

SNOWFLAKES #102 Flower v32-002 4582249013578

SNOWFLAKES #103 Russia v32-003 4582249013585

SNOWFLAKES #104 Japan v32-004 4582249013592

SNOWFLAKES #105 Emotion v32-005 4582249013608

SNOWFLAKES #111 Gift Box v32-022 4582249013653 ¥7,000
和紙：直径110mm 22枚入り

外箱：160×145×30

SNOWFLAKE #201  Lace #1　レース#1 v20-001 4582249013349

SNOWFLAKE #202  Siberia　　シベリア v20-002 4582249013356

SNOWFLAKE #203  Sakura　桜 v20-003 4582249013363

SNOWFLAKE #204　 Love　愛 v20-004 4582249013370

SNOWFLAKE #205　Tokyo　東京 v20-005 4582249013387

SNOWFLAKE #206 　Cactus　サボテン v20-006 4582249013394

SNOWFLAKE #207 Gifu　岐阜 v20-007 4582249013400

SNOWFLAKE #208 Fireworks　花火 v20-008 4582249013417

SNOWFLAKE #209 Matsuyama 松山 v20-009 4582249013424

SNOWFLAKE #210  Kaleidoscope#1　万華鏡#1 v20-010 4582249013431

SNOWFLAKE #211 Joy　楽しみ v20-011 4582249013448

SNOWFLAKE #212  Samarkand　サマルカンド v20-012 4582249013455

SNOWFLAKE #213  Mosaic　モザイク v20-013 4582249013462

SNOWFLAKE #214  Moscow　モスクワ v20-014 4582249013479

SNOWFLAKE #215  Christmas Star　ベツレヘムの星 v20-015 4582249013486

SNOWFLAKE #216  Butterfly　蝶 v20-016 4582249013493

SNOWFLAKE #217 Kaleidoscope#2 　万華鏡#2 v20-017 4582249013509

SNOWFLAKE #218  Lace#2　レース#2 v20-018 4582249013516

SNOWFLAKE #219  Fantasy　ファンタジー v20-019 4582249013523

SNOWFLAKE #220  Пион  Peony　牡丹 v20-020 4582249013530

SNOWFLAKE #221 S.-Petersburg サンクト・ペテルブルグ v20-021 4582249013547

SNOWFLAKE #222   Web  ウエヴ v20-022 4582249013554

SNOWFLAKE Mobile #601 　5 pieces v81-001 4582249014421 ¥1,100
本体：80×720㎜

パッケージ:190×134

SNOWFLAKE Mobile #602　 6 pieces ｖ81-002 4582249014438 ¥1,100
本体：80×880㎜

パッケージ:220×134

Wreath Set SNOWFLAKE Wreath Set #701 ｖ82-001 4582249015862 ¥2,000
和紙：直径５㎜ 10枚、直径7.5㎜ 6
枚、型紙付、パッケージ：230×210

SNOWFLAKE Nordic #01 Snow 雪 n80-001 4582249013660

SNOWFLAKE Nordic #02 Reindeer トナカイ n80-002 4582249013677

SNOWFLAKE Nordic #03 Tree　ツリー n80-003 4582249013684

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

SS size

和紙
直径約80㎜ 5枚入

パッケージ
220×220

和紙
直径約75㎜ 3枚入

パッケージ
92×215

和紙
直径約110㎜　3枚入

パッケージ
220×220

和紙
直径210㎜　1枚入
直径約80㎜　1枚入

パッケージ
230×210

SS　size

和紙
80×380

パッケージ
92×400

                 SNOWFLAKE　価格表　（兼注文書）

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

楮100%

楮100%
ガラスビーズ

¥900

楮100%

Mobile

Nordic

S size

¥900

¥900

¥550

L　size

¥900



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 上代(税別) 注文数 主な素材 パッケージサイズ（mm）

KOINOBORI #01 orthodox koi01-001 4582249020378

KOINOBORI #02 modern koi01-002 4582249020385

SAKURA #101  Yamato v32-006 4582249012250

SAKURA #102  Kai v32-007 4582249012267

SAKURA #103  Higo v32-008 4582249012274

SAKURA #104  Edo v32-009 4582249012281

SAKURA #105  Mino v32-010 4582249012298

SAKURA #106  Hitachi v32-011 4582249012304

SAKURA #113 Yamashiro v32-023 4582249013936 ¥1,100 180×320

BOCCO DECO #01  Train b32-001 4582249013691

BOCCO DECO #02　Balloon b32-002 4582249013707

BOCCO DECO #03　Ship b32-003 4582249013714

FLORAL N LACE #01 sunflower 向日葵 f12-001 4582249013851

FLORAL N LACE #02 gloriosa グロリオサ f12-002 4582249013868

FLORAL N LACE #03 dahlia　ダリア f12-003 4582249013875

FLORAL N LACE #04 bougainvillea ブーゲンビリア f12-004 4582249013882

FLORAL N LACE #05 carnation カーネーション f12-005 4582249013899

FLORAL N LACE #06 pansy パンジー f12-006 4582249013905

FLORAL N LACE #07 ranunculus ラナンキュラス f12-007 4582249013912

FLORAL N LACE #08 hydrangea 紫陽花 f12-008 4582249013929

ROSE  #01  A blossom ｒ1-001 4582249014315

ROSE  #02  Heart blossom r1-002 4582249014322

ROSE  #03  Three blossoms r1-003 4582249014339

ROSE  #04  Butterflies r1-004 4582249014346

ROSE  #05  Flower r1-005 4582249014353

ROSE  #06  Line blossoms r1-006 4582249014360 130×300

ROSE  #07  Wreath r1-007 4582249014377 ¥900 230×210

ORIGAMI Animal #101 Elephant o21-101 4582249014100

ORIGAMI Animal #102 Rabbit o21-102 4582249014117

ORIGAMI Animal #103 Butterfly o21-103 4582249014124

ORIGAMI Bird #104 Hummingbird o21-104 4582249014131

ORIGAMI Bird #105 Dove o21-105 4582249014148

ORIGAMI Bird #106 Crane o21-106 4582249014155

ORIGAMI Flower #107 8_petal flower o21-107 4582249014162

ORIGAMI Flower #108 Lotus flower o21-108 4582249014179

ORIGAMI Flower #109 5_petal flower o21-109 4582249014186

ORIGAMI Animal #201 Elephant o21-201 4582249014193

ORIGAMI Animal #202 Rabbit o21-202 4582249014209

ORIGAMI Animal #203 Butterfly o21-203 4582249014216

ORIGAMI Bird #204 Hummingbird o21-204 4582249014223

ORIGAMI Bird #205 Dove o21-205 4582249014230

ORIGAMI Bird #206 Crane o21-206 4582249014247

ORIGAMI Flower #207 8_petal flower o21-207 4582249014254

ORIGAMI Flower #208 Lotus flower o21-208 4582249014261

ORIGAMI Flower #209 5_petal flower o21-209 4582249014278

GARDEN ornament paper(S) #01 r8-001 4582249012007

GARDEN ornament paper(S)  #02 r8-002 4582249012014

GARDEN ornament　paper(M) #31 r4-001 4582249012106

GARDEN ornament paper(M)#32 r4-002 4582249012113

GARDEN ornament paper(M)#33 r4-003 4582249012120

GARDEN paper cloth/ornament paper(L)#201 r0-001 4582249012090 ¥15,700 630×920(和紙サイズ)

GARDEN  window decoration #51 r08-01 4582249014285

GARDEN  window decoration #52 r08-02 4582249014292

SYMPHONY  ornament paper(S)  rabbit #11 k8-001 4582249012137

SYMPHONY  ornament paper(S)squirrel #12 k8-002 4582249012144

SYMPHONY  ornament paper(S)sheep #13 k8-003 4582249012151

SYMPHONY  ornament paper(S)bear #14 k8-004 4582249012168

SYMPHONY  ornament piece rabbit #21 ap-001 4582249012175

SYMPHONY  ornament piece squirrel #22 ap-002 4582249012182

SYMPHONY  ornament piece sheep  #23 ap-003 4582249012199

SYMPHONY  ornament piece cat  #24 ap-004 4582249012205

SYMPHONY   paper cloth/ornament paper(L)#202 k0-001 4582249012212 ¥15,700 630×920(和紙サイズ)

家田紙工株式会社

TEL 058-262-0520

　(北海道、沖縄、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。) FAX 058-262-0519

215×300

220×220

310×128
610×113(和紙サイ

ズ)

215×300

215×300

167×120

230 ×210

230×210

¥350

345×480

124×350

230×210

180×320

167×120¥350

¥650

BOCCO DECO

ＳＹＭＰＨＯＮＹ

¥1,450

ＧＡＲＤＥＮ

¥1,900

¥3,650

楮(100%)

¥1,500
KOINOBORI

NEW！！

                    WASHI dECOシリーズ(SNOWFLAKE以外)　価格表　（兼注文書）

●追加注文にて下代合計20,000円以下のご注文の場合、送料はお客様負担と致します。

¥1,900

¥1,250

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

¥900

¥900

FLORAL N
LACE ¥900

SAKURA

¥1,100

ORIGAMI

ROSE



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 
希望上代
（税別） 注文数 うちわ素材 サイズ

金魚（台座付） mu-001kd 4582249011581

ひめこうぼね（台座付） mu-002hd 4582249011598

流水（台座付） mu-003rd 4582249011604

アザミ（台座付） mu-004ad 4582249011611

千鳥（台座付） mu-005cd 4582249011628

紅染（台座付） mu-007bd 4582249011635

カワセミ（台座付） mu-008kd 4582249011642

川トンボ（台座付） mu-009td 4582249011659

ウサギ（台座付） mu-010ud 4582249011666

岐阜蝶（台座付） mu-013gd 4582249011819

蛍（台座付） mu-014hd 4582249011826

朝顔（台座付） mu-015ad 4582249011833

ねむの木（台座付） mu-017nd 4582249011895

ひまわり（台座付） mu-018hd 4582249014513

鉄線（台座付） mu-019td 4582249014599

蓮（台座付） mu-020hd 4582249014605

水紋（台座付） mu-021sd 4582249015640

朝露（台座付） mu-022ad 4582249015657

水面鏡（台座付） mu-023sd 4582249015664

桔梗（台座付） mu-024kd 4582249019143

黒骨（台座付） mu-016kd 4582249011840 ¥11,000

金魚 mu-001k 4582249011413

ひめこうぼね mu-002h 4582249011420

流水 mu-003r 4582249011437

アザミ mu-004a 4582249011444

千鳥 mu-005c 4582249011451

紅染 mu-007b 4582249011475

カワセミ mu-008k 4582249011482

川トンボ mu-009t 4582249011499

ウサギ mu-010u 4582249011505

岐阜蝶 mu-013g 4582249011765

蛍 mu-014h 4582249011772

朝顔 mu-015a 4582249011789

ねむの木 mu-017n 4582249011857

ひまわり mu-018ｈ 4582249014506

鉄線 mu-019ｔ 4582249014612

蓮 mu-020h 4582249014629

水紋 mu-02１s 4582249015671

朝露 mu-022a 4582249015688

水面鏡 mu-023s 4582249015695

桔梗 mu-024k 4582249019136

黒骨 mu-016k 4582249011796 ¥9,500

小判用台座 台座のみ dz-001 4582249011680 ¥1,800 紫檀 外箱 105×60×30㎜

●追加注文は下代合計20,000円以下の場合、送料はご負担下さい。 家田紙工株式会社

　（沖縄、北海道、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。 ) TEL 058-262-0520

●商品は4月上旬～8月下旬にご注文順に発送いたします。 FAX 058-262-0519

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

小判型 ¥7,500

・美濃手漉き和紙（雁
皮紙、柄によって那須
楮落水紙も使用）
・竹
・天然ニス
 ・(柄によって水性ウレ
タン）

うちわ
約175×345㎜

約25ｇ

外箱
380×205×30㎜

約200ｇ

小判型
台座付

¥9,000

・美濃手漉き和紙（雁
皮紙、柄によって那須
楮落水紙も使用）
・竹
・天然ニス
 ・(柄によって水性ウレ
タン）

うちわ
約175×345㎜

約25ｇ

台座
約105×45×80㎜

約45ｇ

外箱
380×205×30㎜

約245ｇ

               水うちわ-1　価格表　（兼注文書）



09.2022

貴社名 担当者様

住所

TEL FAX E-mail

商品種類 品名 品番 JAN 
希望上代
（税別） 注文数 うちわ素材 サイズ

makiさんのはな 　黄 / 山田真己（台座付 mua-001md 4582249020101

makiさんのはな　赤 / 山田真己（台座付）mua-002md 4582249020118

しゃぼんだま / 有賀宣美（台座付） mua-003ud 4582249020125

しあわせ / 有賀宣美（台座付） mua-004sd 4582249020132

makiさんのはな 　黄 / 山田真己 mua-001m 4582249020149

makiさんのはな　赤 / 山田真己 mua-002m 4582249020156

しゃぼんだま / 有賀宣美 mua-003u 4582249020163

しあわせ / 有賀宣美 mua-004s 4582249020170

ROCK / HIROCOLEDGE（台座付） mut-001rd 4582249011901

輪花 / HIROCOLEDGE（台座付） mut-002wd 4582249011918

ＲＥＮ / HIROCOLEDGE（台座付） mut-003rd 4582249011925

ROCK BLACK / HIROCOLEDGE（台座付 mut-004rd 4582249014001

輪花 PINK / HIROCOLEDGE（台座付） mut-005wd 4582249014018

DECO / HIROCOLEDGE（台座付） mut-006dd 4582249018771

手描き金魚　二重 / 加藤清人(台座付) muｋ-003kd 4582249014049

手描き鮎　二重 / 加藤清人(台座付) muｋ-004ad 4582249014056

手描き金魚　一重 / 加藤清人(台座付) muｋ-001kd 4582249014025

手描き鮎　一重 / 加藤清人(台座付) muｋ-002ad 4582249014032

手描きうたあそび / 田村星都（台座付） mup-001ud 4582249017811

手描き三毛猫竹雀 / 華仙（台座付） mup-002md 4582249017828

ペルシャンブルー樹下人物 / 七代 加藤幸兵衛（台座付） mup-003pd 4582249017835

九谷五彩山水 / 田村星都（台座付） mup-004kd 4582249017842

牡丹唐草山水 / 華仙（台座付） mup-005bd 4582249017859

夏夜の桔梗 / 華仙（台座付） mup-006nd 4582249017866

ROCK / HIROCOLEDGE mut-001r 4582249011864

輪花 / HIROCOLEDGE mut-002h 4582249011871

ＲＥＮ / HIROCOLEDGE mut-003r 4582249011888

ROCK BLACK / HIROCOLEDGE mut-004r 4582249013981

輪花 PINK / HIROCOLEDGE mut-005w 4582249013998

DECO/ HIROCOLEDGE mut-006d 4582249018764

ペルシャンブルー樹下人物 / 七代 加藤幸兵衛 mup-003p 4582249017873

九谷五彩山水 / 田村星都 mup-004k 4582249017880

牡丹唐草山水 / 華仙 mup-005b 4582249017897

夏夜の桔梗 / 華仙 mup-006n 4582249017903

小判用台座 台座のみ dz-001 4582249011680 ¥1,800 紫檀 外箱 105×60×30㎜

金魚 mus-001k 4582249011529

秋草 mus-002a 4582249011536

藤 mus-003f 4582249011543

ウサギ mus-004u 4582249011550

ひめこうぼね mus-005h 4582249011567

流水 mus-006ｒ 4582249011574

朝顔 mus-007a 4582249011932

葡萄 mum-001b 4582249014445

蝶 mum-002c 4582249014452

蜻蛉 mum-003t 4582249014469

鬼灯 mum-004h 4582249014476

鉄線 mum-005t 4582249014483

朝顔 mum-006a 4582249014490

●初回は下代合計30,000円以上(税込)、代引きにて発送いたします。（代引き手数料はご負担下さい。）

●追加注文は下代合計20,000円以下の場合、送料はご負担下さい。 家田紙工株式会社

　（沖縄、北海道、離島は20,000円以上でもご負担いただく場合がございます。 ) TEL 058-262-0520

●商品は4月上旬～8月下旬にご注文順に発送いたします。 FAX 058-262-0519

               水うちわ-2　価格表　（兼注文書）

アールブリュット
台座付

アールブリュット

うちわ
約175×345㎜ 約25ｇ

台座
約105×45×80㎜ 約45ｇ

外箱
380×205×30㎜ 約245ｇ

うちわ
約175×345㎜ 約25ｇ

外箱
380×205×30㎜ 約200ｇ

¥9,000

¥7,500

・美濃手漉き和紙（雁
皮紙）
・竹

・天然ニス
 ・(柄によって水性ウ

レタン）

小判型
作家シリーズ

・美濃手漉き和紙（雁皮
紙、柄によって那須楮落
水紙も使用）
・竹
・天然ニス
 ・(柄によって水性ウレタ
ン）

うちわ
約175×345㎜

約25ｇ

外箱
380×205×30㎜

約200ｇ

¥21,300

¥9,500

¥8,000

¥8,500

小判型
作家シリーズ

台座付

・美濃手漉き和紙（雁皮
紙、柄によって那須楮落
水紙も使用）
・竹
・天然ニス
 ・(柄によって水性ウレタ
ン）

うちわ
約175×345㎜

約25ｇ

外箱
380×205×30㎜

約200ｇ

¥24,500

¥10,000

・美濃手漉き和紙（雁皮
紙、柄によって那須楮落
水紙も使用）
・竹
・天然ニス

うちわ
約120×230㎜　10ｇ

台座
約65×65×25㎜

約45ｇ

外箱
225×135×30㎜

約115ｇ

まりんか ¥2,000

・美濃手漉き和紙（雁皮
紙）
・竹
・天然ニス
・水性ウレタン

うちわ
約75×170㎜　3ｇ

パッケージ
160×170㎜　16ｇ

封筒、メッセージカード
付

小丸
台座付

¥4,400
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