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W A S H I  d E C O

KOINOBORI

O r i g a m i  J e w e l

Carps
鯉

鯉 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真本体価格：4,200円(税別)

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、金具
　　　　　ステンレス<P>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)： <P>W13×H58
                         <E>W13×H55
鯉(約㎜)： W13×H31
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

本美濃紙とはユネスコ無形文化遺産に登録された技法で
漉く本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、
専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉
き和紙です。
ひとつひとつ手折りし、表面は箔を散らしてレジンコーティ
ングで仕上げてあります。
和紙独特の柔らかな風合いをお楽しみ下さい。
　

01 赤黒
＜P＞ ko01-001　4582249020217
＜E＞ ko02-001　4582249020279

02 黒
＜P＞ ko01-002　4582249020224
＜E＞ ko02-002　4582249020286

03 鱗赤
＜P＞ ko01-003　4582249020231
＜E＞ ko02-003　4582249020293

04 鱗青
＜P＞ ko01-004　4582249020248
＜E＞ ko02-004　4582249020309

05 赤
＜P＞ ko01-005　4582249020255
＜E＞ ko02-005　4582249020316

06 青紫
＜P＞ ko01-006　4582249020262
＜E＞ ko02-006　4582249020323

#01 orthodox
koi01-001　4582249020378

#02 modern
koi01-002　4582249020385

KOINOBORI
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

本体価格：\1,500(税別)

和紙サイズ(約㎜)：W210×H65, W180×H60, 
　　W150×H50

 パッケージ(約㎜)：220×220

霧吹き（ミストスプレー）で水をふきか
けるだけで、簡単に窓ガラスに貼ること
のできるデコレーション用の和紙です。
乾いたあとははがして繰り返し使える
ので、季節にあわせた空間づくりにぴ
ったりです。
美濃手すき和紙に、シルクスクリーンで
艶やかな鯉の模様を印刷しています。

　 使用イメージ



nobana 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真

本体価格：#24,25　\4,200(税別)
　　#26　\5,000(税別)

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、金具、天然石(#24)
                  ガラスビーズ、ゴールドフィルド<P>、真鍮<E>     

サイズ(約㎜)：<P> #24    W9×H53、#25    W17×H35
　　　　　　　　　 #26    W10×H53  
                        <E> #24    W9×H56、#25    W17×H36
　　　　　　　　　 #26    W10×H56  
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

O r i g a m i  J e w e l

hanabi

ユネスコ無形文化遺産に登録された技法で漉く本美濃
紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、専用の製紙
用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です
。和紙独特の柔らかな風合い、繊細な光の透かしをお楽
しみ下さい。

hanabi　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

使用している和紙：雁皮紙(雁皮)
漉き元：Corsoyard、倉田真本体価格：\5,000(税別)

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、ガラスビーズ
　　　　　金具、ゴールドフィルド<P>
　　　　　スターリングシルバー<P>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)： <P>W23×H35
                         <E>W23×H38
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

雁皮紙とは文字通り雁皮と呼ばれる植物の皮を使
って漉く和紙です。この植物の繊維は手漉き和紙で
一般的に使われる「楮」よりも細く繊細です。それ故
に強く均一で透明感のある和紙に仕上がります。そ
の雁皮紙で作ったこよりにビーズを通して、花火をイ
メージしたアクセサリーにしました。

26　スズラン3花
＜P＞  no01-026　4582249019761
＜E＞  no02-026　4582249019822

25　スズラン2花
＜P＞  no01-025　4582249019754
＜E＞  no02-025　4582249019815

24　スズラン１花
＜P＞  no01-024　4582249019747
＜E＞  no02-024　4582249019808

03　パープル
＜P＞  ha01-003　4582249019983
＜E＞  ha02-003　4582249020019

02　ライトブルー
＜P＞  ha01-002　4582249019976
＜E＞  ha02-002　4582249020002

01　ピンク
＜P＞  ha01-001　4582249019969
＜E＞  ha02-001　4582249019990

05  グリーンブルー
＜P＞  ha01-005　4582249020071
＜E＞  ha02-005　4582249020095

04　オレンジ
＜P＞  ha01-004　4582249020064
＜E＞  ha02-004　4582249020088

O r i g a m i  J e w e l

nobana

<P> <E>

桐箱

桐箱



O r i g a m i  J e w e l

水くるま

03 チェリークォーツ
＜P＞mk01-003  4582249017934
＜E＞mk02-003  4582249017996

01 パール
＜P＞mk01-001  4582249017910
＜E＞mk02-001  4582249017972

04 ターコイズ
＜P＞mk01-004  4582249017941
＜E＞mk02-004  4582249018009

05 ローズクォーツ
＜P＞mk01-005  4582249017958
＜E＞mk02-005  4582249018016

水くるま 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真本体価格：\5,000(税別)

主な素材：美濃手すき和紙、レジン
　　　　　ガラスビーズまたは天然石、金具
　　　　　ゴールドフィルド<P>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)：<P> W18×H50
                        <E> W18×H53
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

水くるま 名古屋黒染 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

11 パール
＜P＞  mk03-011　4582249018788
＜E＞  mk04-011　4582249018801

12 オニキス
＜P＞  mk03-012　4582249018795
＜E＞  mk04-012　4582249018818

21 パール
＜P＞  mk05-021　4582249019921
＜E＞  mk06-021　4582249019945

22 ラピスラズリ
＜P＞  mk05-022　4582249019938
＜E＞  mk06-022　4582249019952

ユネスコ無形文化遺産に登録された技法
で漉く本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統
的な製法を守り、専用の製紙用具を使用し
て漉きあげられた最高級の手漉き和紙で
す。和紙独特の柔らかな風合い、繊細な光
の透かしをお楽しみ下さい。

名古屋黒紋付の染元、山勝染工の職人が
染めの技法を落とし込みました。継足し継
足し、守られてきた黒の染料を使用し、古来
より伝わってきた厳格な染色方法で染めら
れた深く味わい深い伝統の「黒」です。

本体価格：\5,500(税別)
使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真

サイズ(約㎜)： <P> W18×H50
                         <E> W18×H53
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、金具
　　　　　＃11：ガラスビーズ、ゴールドフィルド<P>、真鍮<E>
　　　　　＃12：天然石、スターリングシルバー<P>、真鍮<E>

水くるま 郡上藍染 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

郡上八幡で天正8年から続く郡上本染の染
元、渡辺染物店の職人に寄って染められた
和紙を使用しています。創業から欠かさず
受け継がれた日々の技術により、藍染の美
しさを引き出し、手作りの温かさが伝わる本
物の藍染を守りつづけています。

本体価格：\5,500(税別)
使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、金具
　　　　　＃21：ガラスビーズ、ゴールドフィルド<P>、真鍮<E>
　　　　　＃22：天然石、スターリングシルバー<P>、真鍮<E>

<P> <E>

サイズ(約㎜)： <P> W18×H50
                         <E> W18×H53
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78



Star Anise 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

O r i g a m i  J e w e l

Star Anise

使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真本体価格：\3,500(税別)

32 四海波 (ブルー×グリーン)
＜P＞  sa01-032　4582249015725
＜E＞  sa02-032　4582249016357

31 四海波 (ライトピンク×パープル)
＜P＞  sa01-031　4582249015718
＜E＞  sa02-031　4582249016340

34 七宝  (パープル×ピンク)
＜P＞  sa01-034　4582249015749
＜E＞  sa02-034　4582249016371

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、ガラスビーズ
　　　　　金具、ゴールドフィルド<P>、
　　　　　スターリングシルバー<P>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)： <P>W9×H35
                         <E>W9×H38 
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

<E><P>

36 七宝 (ホワイト×オレンジ)
＜P＞  sa01-036　4582249015763
＜E＞  sa02-036　4582249016395

35 七宝 (ブルー×パープル)
＜P＞  sa01-035　4582249015756
＜E＞  sa02-035　4582249016388

O r i g a m i  J e w e l

Balle

02 縞　シルバー
＜P＞ vd01-002　4582249018047
＜E＞ vd02-002　4582249018122

01 縞 ゴールド
＜P＞ vd01-001　4582249018030
＜E＞ vd02-001　4582249018115

03 縞　ブラック
＜P＞ vd01-003　4582249018054
＜E＞ vd02-003　4582249018139

04 縞　カラフル
＜P＞ vd01-004　4582249018061
＜E＞ vd02-004　4582249018146

06 鱗　シルバー
＜P＞ vd01-006　4582249018085
＜E＞ vd02-006　4582249018160

05 鱗　ゴールド
＜P＞ vd01-005　4582249018078
＜E＞ vd02-005　4582249018153

07 鱗　ブラック
＜P＞ vd01-007　4582249018092
＜E＞ vd02-007　4582249018177
　　　　　　　　　 

08 鱗　カラフル
＜P＞ vd01-008　4582249018108
＜E＞ vd02-008　4582249018184
             

ユネスコ無形文化遺産に登録された技法
で漉く本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統
的な製法を守り、専用の製紙用具を使用し
て漉きあげられた最高級の手漉き和紙で
す。和紙独特の柔らかな風合い、繊細な光
の透かしをお楽しみ下さい。

Balle 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真

本体価格：#01～08  \4,200(税別)
               #11,12 \4,700(税別)

主な素材： 美濃手すき和紙、レジン
　　　　    ガラスビーズ、金具
　　　　    ゴールドフィルド<P>、
　　　　　 スターリングシルバー<P>
                   真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)：<P> W13×H27
                         <E> W13×H30 

飾り(約㎜)：直径13
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

ユネスコ無形文化遺産に登録された技法で漉く
本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を
守り、専用の製紙用具を使用して漉きあげられた
最高級の手漉き和紙です。和紙独特の柔らかな
風合い、繊細な光の透かしをお楽しみ下さい。

名古屋黒染：日本の伝統工芸品、名古屋黒紋
付の染元、山勝染工の職人が染めの技法を手す
き和紙に落とし込みました。継足し継足し、守られ
てきた黒の染料を使用し、古来より伝わってきた
厳格な染色方法で染められた深く味わい深い伝
統の「黒」です。

11 名古屋黒染 縞ゴールド
＜P＞ vd03-011　4582249018825
＜E＞ vd04-011　4582249018849
　　　　　　　　　 

12 名古屋黒染 縞シルバー
＜P＞ vd03-012　4582249018832
＜E＞ vd04-012　4582249018856
             

桐箱



雫 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

O r i g a m i  J e w e l

Campanule
カンパニュール

雫

O r i g a m i  J e w e l

Campanule
カンパニュール

花びら

使用している和紙：本美濃紙(楮)
        漉き元：家田美奈子、倉田真

本体価格：#21～#24　6,000円(税別)
　　　  #31　　　  6,500円 (税別)

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、ガラスビーズ
　　　　　金具、ゴールドフィルド<P>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)： <P>W15×H35
                         <E>W15×H38
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

21 ピンク
＜P＞ cp05-021　4582249019280
＜E＞ cp07-021　4582249019334

22 オレンジ
＜P＞ cp05-022　4582249019297
＜E＞ cp07-022　4582249019341

23 パープル
＜P＞ cp05-023　4582249019303
＜E＞ cp07-023　4582249019358

31 名古屋黒染
＜P＞ cp06-031　4582249019327
＜E＞ cp08-031　4582249019372

24 ブルー
＜P＞ cp05-024　4582249019310
＜E＞ cp07-024　4582249019365

O r i g a m i  J e w e l

Campanule
カンパニュール

花びら

01 ピンク
＜P＞ cp01-001　4582249019181
＜E＞ cp03-001　4582249019235

11 名古屋黒染
＜P＞ cp02-011　4582249019228
＜E＞ cp04-011　4582249019273

02 オレンジ
＜P＞ cp01-002　4582249019198
＜E＞ cp03-002　4582249019242

03 パープル 
＜P＞ cp01-003　4582249019204
＜E＞ cp03-003　4582249019259

04 ブルー
＜P＞ cp01-004　4582249019211
＜E＞ cp03-004　4582249019266

ユネスコ無形文化遺産に登録された技法で漉く本美濃紙
は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、専用の製紙用
具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。
和紙独特の柔らかな風合い、繊細な光の透かしをお楽しみ
下さい。
名古屋黒染(31)は名古屋黒紋付の染元、山勝染工の職人
が伝統的な技法で染色しています。
　

花びら 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

使用している和紙：本美濃紙(楮)
        漉き元：家田美奈子、倉田真

本体価格：#01～#04　7,500円(税別)
　　　  #11　　　  8,000円 (税別)

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、ガラスビーズ
　　　　　金具、ゴールドフィルド<P>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)： <P>W15×H55
                         <E>W15×H58
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

ユネスコ無形文化遺産に登録された技法で漉く本美濃紙
は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、専用の製紙用
具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。
和紙独特の柔らかな風合い、繊細な光の透かしをお楽しみ
下さい。
名古屋黒染(11)は名古屋黒紋付の染元、山勝染工の職人
が伝統的な技法で染色しています。
　

<P> <E>

桐箱



Balloon 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

<P> <E>

O r i g a m i  J e w e l

Balloon

08 sakura pink
＜P＞  cb01-008　4582249016173
＜E＞  cb02-008　4582249016234

本体価格：\5,500(税別)

04 和紋 white
＜P＞  cb01-004　4582249016135
＜E＞  cb02-004　4582249016197

07 sakura white
＜P＞  cb01-007　4582249016166
＜E＞  cb02-007　4582249016227

03 和紋 black
＜P＞  cb01-003　4582249016128
＜E＞  cb02-003　4582249016180

05 和紋 blue
＜P＞  cb01-005　4582249016142
＜E＞  cb02-005　4582249016203

伝統的な技法で一枚一枚丁寧に
漉きあげた手すき和紙を使用しています。
風船はひとつずつ全工程を手折りし、
レジンコーティングしたアクセサリーです。
手すき和紙ならではの美しい透かしを
お楽しみください。

使用している和紙：美濃手すき和紙(楮)
        漉き元：Corsoyard

主な素材：美濃手すき和紙(楮)、レジン、金具
　　　　　チタン<P>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)： W10×H48
風船(約㎜)：W10×H10×D10
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

O r i g a m i  J e w e l

金魚

02 黒
＜P＞  ck01-002　4582249017767
＜E＞  ck02-002　4582249017798

01 赤
＜P＞  ck01-001　4582249017750
＜E＞  ck02-001　4582249017781

03 桜錦
＜P＞  ck01-003　4582249017774
＜E＞  ck02-003　4582249017804

Balloon 　ネックレス

04 和紋 bule & white
cb03-004　4582249016272

使用している和紙：美濃手すき和紙(楮)
        漉き元：Corsoyard本体価格：\5,500(税別)

主な素材：美濃手すき和紙(楮)、レジン
　　　　　丹銅(チェーン)、金具

チェーンの長さ(約㎜)：400
風船(約㎜)：W10×H10×D10
桐箱(約㎜)：W110×H40×D110

03 和紋 black & black
cb03-003　4582249016265

01 pink & sakura
cb03-001　4582249016241

伝統的な技法で一枚一枚丁寧に
漉きあげた手すき和紙を使用しています。
風船はひとつずつ全工程を手折りし、
レジンコーティングしたアクセサリーです。
手すき和紙ならではの美しい透かしを
お楽しみください。

金魚 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

使用している和紙：楮雁皮混合紙
        漉き元：Corsoyard

折り紙設計 : Arisawa Yuga . Corsoyard
本体価格：\11,000(税別)

主な素材：美濃手すき和紙(楮・雁皮)、レジン、金具
                 ガラスビーズ、チタン<ｐ>、真鍮<Ｅ>

サイズ(約㎜)： W14×H48×D20　
金魚(約㎜)：W20×H10×D14
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

美濃手漉き和紙工房「Corsoyard」で
開発し一枚一枚丁寧に漉きあげた特別な
和紙を使用しています。
オリジナルの金魚は一匹ずつ全工程を
手折りし、レジンコーティングして仕上げて
あります。

<P> <E>



Crane 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

O r i g a m i  J e w e l

Crane

桐箱

08 sakura pink
＜P＞㏄01-008　4582249015947
＜E＞㏄02-008　4582249016029

使用している和紙：美濃手すき和紙 (楮)
漉き元：Corsoyard

04 triangles white
＜P＞㏄01-004　4582249015909
＜E＞cc02-004　4582249015985

07 sakura white
＜P＞㏄01-007　4582249015930
＜E＞cc02-007　4582249016012

03 triangles black
＜P＞㏄01-003　4582249015893
＜E＞cc02-003　4582249015978

05 triangles blue
＜P＞㏄01-005　4582249015916
＜E＞cc02-005　4582249015992

主な素材：美濃手すき和紙、レジン、金具
　　　　   ガラスビーズ、チタン<P>、真鍮<E>
　　　　

サイズ(約㎜)：W22×H40
ツル(約㎜)：W22×H13×D10
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

Crane 　ネックレス

Crane 髙橋理子デザイン 　ピアス<P>・イヤリング<Ｅ>

05 triangles blue
cc03-005　4582249016074

使用している和紙：美濃手すき和紙 (楮)
漉き元：Corsoyard

主な素材：美濃手すき和紙 、レジン、金具
　　　　　ガラスビーズ、丹銅(チェーン)

チェーンの長さ(約㎜)：400
ツル(約㎜)：W22×H13×D10
桐箱(約㎜)：W110×H40×D110

04 triangles white
cc03-004　4582249016067

08 sakura pink
cc03-008　4582249016104

03 triangles black
cc03-003　4582249016050

07 sakura white
cc03-007　4582249016098

使用している和紙：楮雁皮混合紙
漉き手：Corsoyard

主な素材：手すき和紙 (楮・雁皮)、レジン、金具
　　　　    スターリングシルバー <P>、真鍮<E>
　　　

サイズ(約㎜)： W25×H35
ツル(約㎜)：W25×H15×D13
桐箱(約㎜)：W78×H30×D78

21　WHITE DOTS & STRIPES

22　BLACK DOTS & STRIPES

<P> cc04-021　4582249019884
<E> cc05-021　4582249019907

<P> cc04-022　4582249019891
<E> cc05-022　4582249019914

美濃手漉き和紙工房「Corsoyard」が一枚
一枚丁寧に漉きあげた手すき和紙を使用し
ています。鶴は一羽ずつ全工程を手折りし、
レジンコーティングしてアクセサリーにして
います。
美濃手すき和紙ならではの美しい光の透
かしをお楽しみください。

美濃手漉き和紙工房「Corsoyard」が一枚
一枚丁寧に漉きあげた手すき和紙を使用し
ています。鶴は一羽ずつ全工程を手折りし、
レジンコーティングしてアクセサリーにして
います。
美濃手すき和紙ならではの美しい光の透
かしをお楽しみください。

美濃の山紫水明な自然の中で約1300年前
から育まれてきた伝統を守りながら、美濃
手漉き和紙工房「Corsoyard」が折り紙専用
紙を開発しました。均一に植物の繊維が絡
まり、漉きむらのないこの紙に高橋理子氏
の折り鶴パターンをシルクスクリーン印刷し
ています。ひとつひとつ手折りし、レジンコ
ーティングしてアクセサリーにしました。手
漉き和紙ならではの美しい光の透かしをお
楽しみください。

<P> <E>

本体価格：\5,500(税別)

本体価格：\5,500(税別)

本体価格：\5,500(税別)



本美濃紙
イヤリング

21 ゴールド+ブラック 市松
ka08-021　4582249020026

ka08-001　4582249017156

22 ゴールド+ブラック 花麻
ka08-022　4582249020033

23 シルバー+ブラック 市松
ka08-023　4582249020040

24 シルバー+ブラック 花麻
ka08-024　4582249020057

01 ゴールド 鱗
ka08-002　4582249017163
02 ゴールド 花麻

ka08-003　4582249017170
03 シルバー 鱗

ka08-004　4582249017187
04 シルバー 花麻

05 ブラック 鮫小紋
ka08-005　4582249017194

06 ブラック 鱗
ka08-006　4582249017200

07 ブラック 花麻
ka08-007　4582249017217

08 ブラック 四海波
ka08-008　4582249017224　

09 ホットピンク 鮫小紋
ka08-009　4582249017231

10 ホットピンク 鱗
ka08-010　4582249017248

11 ホットピンク 花麻
ka08-011　4582249017255

12 ホットピンク 四海波
ka08-012　4582249017262

NEW

まぁる　本美濃紙イヤリング
使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真

本体価格：#21～24、＃01～04  \2,000
　　　　　#05～12 \1,650

主な素材：美濃手すき和紙、真鍮

飾り(約㎜)：直径 W18
外箱(約㎜)：W74×H20×D74

ユネスコ無形文化遺産に登録された技法
で漉く本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統
的な製法を守り、専用の製紙用具を使用し
て漉きあげられた最高級の手漉き和紙で
す。和紙独特の柔らかな風合いをお楽しみ
下さい。

まぁるシリーズ



マグネットS　2個入り
ka02-001　4582249015046
500円(税別)　 
ロット：10セット 
サイズ(約mm)：直径24 
パッケージ(約mm)：W70×H90 

クリップ　2個入り
ka04-001　4582249015794
500円(税別)　 
ロット：10セット 
サイズ(約mm)：直径24　長さ56 
パッケージ(約mm )：W70×H90

ピンバッジ　2個入り
ka03-001　4582249015022
500円(税別)　 
ロット：10セット 
サイズ(約mm)：直径24　
パッケージ(約mm)：W70×H90

ヘアピン　2個入り
ka05-001　4582249016678
500円(税別)　 
ロット：10セット 
サイズ(約mm)：直径17　長さ55　
パッケージ(約mm)：W70×H90

マグネットL　1個入り
ka02-002　4582249015039
500円(税別)　
ロット：10セット 
サイズ(約mm)：直径55 
パッケージサイズ(約mm)：W70×H90

ヘアゴム(ゴムブラック) 1個入り
ka06-001　4582249016685
500円(税別)　 
ロット：10セット 
サイズ(約mm)：直径38 
パッケージ(約mm)：W70×H90

ヘアゴム(ゴムカラー) 1個入り
ka06-002　4582249017125
500円(税別)　
ロット：10セット 
サイズ(約mm)：直径38 
パッケージ(約mm)：W70×H90

ウッドクリップSS 5個入り
ka10-001　4582249018412
900円(税別)　 
ロット：5セット 
サイズ(約mm)：直径18　長さ36
パッケージ(約mm)：W140×H70

ウッドクリップS 5個入り
ka10-002　4582249018429
1,100円(税別)　
ロット：5セット 
サイズ(約mm)：直径24　長さ42 
パッケージ(約mm)：W140×H70

本美濃紙
小物

まぁるシリーズ ユネスコ無形文化遺産に登録された技法で漉く本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、専用の製紙用具を
使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙を使用して作ったアクセサリーやステーショナリーです。
プチギフトやお土産に最適です。和紙独特の優しく柔らかな風合いをお楽しみ下さい。
使用している和紙：本美濃紙(楮)
漉き元：家田美奈子、倉田真

＊色柄は全てアソートになります。



500円



500円



#01　サカナ pink
gm01-001　4582249018252

#02　ホシ grey
gm01-002　4582249018269

#03　ハナ yellow
gm01-003　4582249018276

#04　ハナ blue
gm01-004　4582249018283

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

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

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

#21　いちご泥棒 multic blue
gm02-021　582249018337

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

#23　柳の枝 light blue
gm02-023　4582249018351

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

ウィリアムモリス プリント生地使用

リバティー プリント生地使用

御朱印帳

御朱印帳
使用している和紙：美濃手すき和紙(楮、三椏)

漉き元：松尾有紀

本体価格：\5,300(税別)

サイズ(約㎜)： 165×115×13

千三百年の歴史をもつ美濃和紙は古くから清流長良
川の清らかで豊かな水を使い、受け継がれてきまし
た。そんな質の良い美濃の手すき和紙に惚れ込んだ
女性和紙職人が一枚一枚丁寧に手すきした和紙を
本紙に、リバティやウィリアムモリスのプリント生地を
表紙に使用しています。

＊生地を裁断する都合上、写真と柄の位置が異なる
場合がございます。また、和紙にはアップサイクルの
手法で漉き返しの原料を混入しているために、楮特
有の黒皮とチリが入っています。

SOLD OUT 



OBOERU 
COLLECTION

スモールノート 650円(税別)

SEBASTIAN CONRAN
GIFU Collection

パッケージ：90×150㎜

和綴じ　はい　YES 　   <cw01-001> 4582249017576

和綴じノート 2200円(税別)

パッケージ：150×200㎜

和綴じ　オタク　GEEK 　   <cw01-002> 4582249017583

和綴じ　混乱　CHAOS 　   <cw01-003> 4582249017590

和綴じ　可愛い　CUTE 　   <cw01-004> 4582249017606

和綴じ　すごい　EXCELLENT　   <cw01-005> 4582249017613

和綴じ　おいしい　TASTY 　   <cw01-006> 4582249017620

和綴じ　スクエア　ブルー 　   <cw01-007> 4582249017637

和綴じ　スクエア　ボルドー　   <cw01-008> 4582249017644

和綴じ　スクエア　ブラウン　   <cw01-009> 4582249017651

スモール　はい　YES 　   <cw02-001> 4582249017668

スモール　オタク　GEEK 　   <cw02-002> 4582249017675

スモール　混乱　CHAOS 　   <cw02-003> 4582249017682

スモール　可愛い　CUTE 　   <cw02-004> 4582249017699

スモール　すごい　EXCELLENT　   <cw02-005> 4582249017705

スモール　おいしい　TASTY 　   <cw02-006> 4582249017712

スモール　スクエア　ブルー 　   <cw02-007> 4582249017729

スモール　スクエア　ボルドー 　   <cw02-008> 4582249017736

スモール　スクエア　ブラウン 　   <cw01-009> 4582249017743

イギリスのデザイナー　セバスチャン・コンラン氏とのコラボ商品。
彼が岐阜訪問の際に感じ取った印象的な言葉や造形をモチーフにしている遊び心あふれる商品です。
中紙は1300年の伝統を受け継いだ美濃の機械すき和紙を使用し、金箔入りやお茶入りの紙などを配置して、日本的な風合いを
バラエティ豊に感じていただける内容になっています。

SOLD OUT 

SOLD OUT 



MINOGAMI
Bouquet
diffuseur

MINOGAMI Bouquet diffuseur

四季の和紙

使用している和紙：美濃手すき落水紙(楮)
漉き元：Corsoyard本体価格：\2,400(税別)

瓶(約mm)： φ40×H85
和紙花(約mm)：φ70×H130
外箱(約mm)：W60×H70×D40
                       

この繊細な花は、美濃の職人が一枚一枚丁寧に漉
いた紙で作り上げています。
花を小瓶に差し込むと、オイルを吸い上げて自然に
芳香します。
見た目にも美しい香りのインテリアとして、和紙のあ
る暮らしをお楽しみください。

四季の和紙

#01　Cherry Blossoms／桜　可憐なさくらの花をイメージした、やわらかで甘酸っぱい香り。 　
ka01-001　 4582249014520

#02　Lotus／蓮　凛として華やかな蓮の花をイメージした、透明感のあるフローラル調の香り。
ka01-002　 4582249014537

#03　Bamboo／竹　のびやかで青々とした竹をイメージした、清々しいグリーン調の香り。
ka01-003　 4582249014544

オイル：50mml 
芳香期間：約2～3週間
　　　　(気温や温度、部屋の広さによって異なります。)

使用している和紙：美濃機械すき和紙本体価格：\650(税別)

サイズ(約mm)： 150×150
入り数：100枚(10色各10枚)

障子紙や提灯からこぼれる美しいあかりを求めて発展
してきた美濃和紙は、 均一でムラがなく、きめ細かい手
触りが特徴です。
折り紙、クラフト用紙、ちぎり絵の材料、テーブルウェア
の敷き紙など、様々な用途でお使いいただけます。
長良川の流域、武芸川にある製紙工場で作られた機械
漉きの色とりどりの美濃和紙です。

落水紙

O r i g a m i

春色
mo03-01
4582249018498

夏色
mo03-02
4582249018504

秋色
mo03-03
4582249018511

冬色
mo03-04
4582249018528



美濃和紙
おりがみ

本美濃紙
おりがみ 漉き元 : 家田美奈子　倉田真

サイズ(mm) : 150×150㎜　パッケージ(mm) : 160×190㎜　
入数 : 6枚(3色各2枚)

本体価格 : 1,450円(税別)

#08　鮫小紋　PBG
<mo01-008> 4582249015329

#09　鮫小紋　OPP
<mo01-009> 4582249015336

#12　瓢箪　BWG
<mo01-012> 4582249015367

美濃和紙
ムラの無い美しい光は均質でキメの細かい和紙から生み出されます。
障子紙や提灯からこぼれる美しいあかりを求めて発展してきた美濃和紙には、おりがみの紙としても
折りやすく肌触りの良い品質が備わっています。

本美濃紙
ユネスコ無形文化遺産登録
本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、専用の製紙道具を使用して漉きあげられた最高級の手すき和紙です。

サイズ(mm) : 150×150㎜　パッケージ(mm) : 160×190㎜　
入数 : 9枚(3色各3枚)

本体価格 : 600円(税別)



#01　つばき #02　さくら #03　ぼたん

美濃機械すき和紙　　デザイン：小野彩子
サイズ：折り紙 55㎜×55㎜　パッケージ 60㎜×60㎜×56㎜
入数 : 約300枚　　500円(税抜)

,

販売元：家田紙工株式会社　TEL：���-���-����　FAX：���-���-����　MAIL：info@iedashikou.com

 kaminoshigoto.net

折り紙メモ ムラのない美しい光は均質でキメの細かい美濃機械すき和紙から生み出されます。
手仕事のシルクスクリーン印刷で和紙の切断面に印刷を施し、和紙の白さを最大限に
活かしながら、表情豊かに仕上げました。



GIFT BOX (Sサイズ22枚入り)

使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)
漉き元：保木工房

和紙(約㎜)： 直径110
外箱(約㎜)： 160×145×30

SNOWFLAKE Sサイズが22枚セットになったギフト
ボックスです。
大切な方へのプレゼントにいかがですか？
霧吹き（ミストスプレー）で水をふきかけるだけで、簡
単に窓ガラスに貼ることのできるデコレーション用
の和紙です。乾いたあとははがして繰り返し使える
ので、季節にあわせた空間づくりにぴったりです。
天然素材の繊細でやさしい風合いをお楽しみくださ
い。

本体価格：\7,000(税別)

Nordic
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

パッケージ(約㎜)： 92×400

霧吹き（ミストスプレー）で水をふきかけるだけで、簡
単に窓ガラスに貼ることのできるデコレーション用
の和紙です。
帯状になっている和紙なので、1枚でも何枚か並べ
ても、きれいに装飾できます。懐かしさを感じる親し
みやすいノルディック柄は、セーターで編み込んだよ
うなデザインでふわふわした手漉き和紙の素材感と
マッチしています。

本体価格：\900(税別)

Mobile
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

本体(約㎜)： 80×720
パッケージ(約㎜)： 190×134

雪の結晶のかたちをした直径約70㎜3枚と30㎜2枚
の手漉き和紙で構成されたモビールです。
とても軽いのでエアコンやサーキュレーターの風、暖
房器具の上昇気流で雪が舞うように踊ります。
天然素材の暖かな雪を室内でお楽しみください。

*ご利用の場合ヒーターよりも150センチ以上離して
ご利用ください。
*雪の結晶の形、色はご指定できません。

本体価格：\1,100(税別)

01 Snow 雪 
n80-001  
4582249013660

02 Reindeer トナカイ
n80-002
4582249013677

03 Tree ツリー 
n80-003
4582249013684

W A S H I  d E C O

GIFT BOX

W A S H I  d E C O

Nordic

W A S H I  d E C O

Mobile

#111　v32-022　4582249013653

SOLD OUT 

#601　v81-001　4582249014421



W A S H I  d E C O

SNOWFLAKE

霧吹き（ミストスプレー）で水をふきかけるだけで、簡単に窓ガラスに貼ることのできるデコレーション用の和紙です。
乾いたあとははがして繰り返し使えるので、季節にあわせた空間づくりにぴったりです。
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)
漉き元：保木工房

#501 Trier
v80-009　4582249014414

#219 Fantasy　 
v20-019  4582249013523

#101 Lase 
v32-001  4582249013561

#301 Tokyo  
v80-001  4582249013615

#102 Flower 
v32-002  4582249013578

#302 Gifu 
v80-002  4582249013622

#103 Russia 
v32-003  4582249013585

#303 S.-Petersburg 
v80-003  4582249013639

#104 Japan 
v32-004  4582249013592

#105 Emotion 
v32-005  4582249013608

SSS (5枚入り）　550円(税別) 
サイズ (約mm)： 直径50 　パッケージ(mm)：92×215

SS (5枚入り）　900円(税別)  
サイズ (約mm) : 直径80　パッケージ(mm)：220×220㎜

L (1枚入り、SS1枚付）　900円(税別) 
サイズ (約mm) : 直径210　パッケージ(mm)：230×210㎜

S (3枚入り）　900円(税別) 
サイズ (約mm) :直径110　パッケージ(約mm)：220×220

#220 Peony　　  
v20-020  4582249013530

#221 S.-Petersburg　  
v20-021  4582249013547

#222 Web 　 
v20-022  4582249013554

#213 Mosaic　
v20-013  4582249013462

#214 Moscow　  
v20-014  4582249013479

#215 Christmas Star　 
v20-015  4582249013486

#216 Butterfly  
v20-016  4582249013493

#217 Kaleidoscope#2　  
v20-017  4582249013509

#218 Lace#2　  
v20-018  4582249013516

#207 Gifu　  
v20-007  4582249013400

#208 Fireworks　  
v20-008  4582249013417

#209 Matsuyama　  
v20-009  4582249013424

#210 Kaleidoscope#1　  
v20-010  4582249013431

#211 Joy　  
v20-011  4582249013448

#212 Samarkand　  
v20-012  4582249013455

#201 Lace #1 
v20-001  4582249013349

#202 Siberia　  
v20-002  4582249013356

#203 Sakura　  
v20-003  4582249013363

#204 Love　 
v20-004  4582249013370

#205 Tokyo　  
v20-005  4582249013387

#206 Cactus　  
v20-006  4582249013394

#401 Truckee
v80-006　4582249014384

SS (3枚入り）　550円(税別) 
サイズ (約mm)： 直径75 　パッケージ(mm)：92×215

#402 Chicago
V80-007  4582249014391

#403 Toronto
V80-008  4582249014407



W A S H I  d E C O

BOCCO DECO

W A S H I  d E C O

SAKURA

01  Train　b32-001　4582249013691

03  Ship　b32-003　4582249013714

02  Balloon
b32-002　4582249013707

102  Kai　v32-007　4582249012267101  Yamato　v32-006　4582249012250

104  Edo　v32-009　4582249012281103  Higo　v32-008　4582249012274

106  Hitachi　v32-011　4582249012304

105  Mino　v32-010　4582249012298

113 Yamashiro
v32-023 
4582249013936

SAKURA
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

パッケージ(約㎜)： #101～106：124×350
                                #113：180×320                 
                         

霧吹き（ミストスプレー）で水をふき
かけるだけで、簡単に窓ガラスに
貼ることのできるデコレーション用
の和紙です。乾いたあとははがして
繰り返し使えるので、季節にあわせ
た空間づくりにぴったりです。天然
素材の繊細でやさしい風合いをお
楽しみください。

01 向日葵 
f12-001　4582249013851

05 カーネーション
f12-005　4582249013899

02 グロリオサ
f12-002　4582249013868

06 パンジー
f12-006　4582249013905

03 ダリア
f12-003　4582249013875

07 ラナンキュラス
f12-007　4582249013912

04 ブーゲンビリア
f12-004　4582249013882

08 紫陽花 
f12-008　4582249013929

BOCCO dECO
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

本体価格：\1,100(税別)

パッケージ(約㎜)： 180×320
                         

霧吹き（ミストスプレー）で水をふきかけるだけで、簡単
に窓ガラスに貼ることのできるデコレーション用の和
紙です。乾いたあとははがして繰り返し使えるので、気
分にあわせた空間づくりにぴったり。
BOCCO DECO（ボッコデコ）はお子様むけのかわいら
しいイラストのシリーズです。

FLORAL N LACE
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

本体価格：\900(税別)

パッケージ(約㎜)： 230×210
                         

霧吹き（ミストスプレー）で水をふきかけるだけで、簡単
にガラスに貼ることのできるデコレーション用の和紙
です。窓やガラステーブル、フラワーベースなどの装飾
していただけます。他のシリーズと合わせてご利用い
ただくとより華やかなコーディネートをお楽しみいただ
けます。

本体価格：#101～106  \900(税別)
             #113  \1,100(税別)

W A S H I  d E C O

FLORAL N LACE



W A S H I  d E C O

ROSE

ROSE
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

パッケージ(約㎜)： #01～03：167×120
                                #04,05,07：230×210 
                                   #06：130×300            
                         

霧吹き（ミストスプレー）で水をふき
かけるだけで、簡単に窓ガラスに
貼ることのできるデコレーション用
の和紙です。乾いたあとははがして
繰り返し使えるので、季節にあわせ
た空間づくりにぴったりです。色々
なデザインを組み合わせて使うと
より華やかになります。

本体価格：#01～03  \350(税別)
                    #04～06   \650(税別)

             #07   \900(税別)

W A S H I  d E C O

ORIGAMI ORIGAMI
使用している和紙：美濃手すき透かし和紙(楮)

漉き元：保木工房

パッケージ(約㎜)： #101～109：167×120
                                #201～209：230×210                 
                         

霧吹き（ミストスプレー）で水をふき
かけるだけで、簡単に窓ガラスに
貼ることのできるデコレーション用
の和紙です。乾いたあとははがして
繰り返し使えるので、季節にあわせ
た空間づくりにぴったり。ドイツ人
デザイナーが日本の折り紙をイメ
ージしてデザインしました。

本体価格：#101～109  \350(税別)
                    #201～209  \900(税別)

201 Elephant
o21-201　4582249014193

101 Elephant
o21-101  
4582249014100

102 Rabbit
o21-102
4582249014117

103 Butterfly
o21-103
4582249014124

104 Hummingbird
o21-104
4582249014131

105 Dove
o21-105
4582249014148

106 Crane
o21-106
4582249014155

107 8_petal flower
o21-107
4582249014162

108 Lotus flower
o21-108
4582249014179

109 5_petal flower
<o21-109> 
4582249014186

202 Rabbit
o21-202　4582249014209

203 Butterfly
o21-203　4582249014216

204 Hummingbird
o21-204　4582249014223

205 Dove
o21-205　4582249014230

206 Crane
o21-206　4582249014247

207 8_petal flower
o21-207　4582249014254

208 Lotus flower
o21-208　4582249014261

209 5_petal flower
o21-209　4582249014278

01 A blossom
r1-001　4582249014315

02 Heart blossom
r1-002　4582249014322

06 Line blossoms
r1-006　4582249014360

03 Three blossoms
r1-003　4582249014339

04 Butterflies
r1-004　4582249014346

05 Flower
r1-005　4582249014353

07 Wreath
r1-0074　582249014377

Animal

Bird

Flower

Animal

Bird

Flower



W A S H I  d E C O

GARDEN

W A S H I  d E C O

SYMPHONY

霧吹き（ミストスプレー）で水をふきかけるだけで、簡単に窓ガラスに貼ることのできるデコレーション用の和紙です。
乾いたあとははがして繰り返し使えるので、季節にあわせた空間づくりにぴったり。
楮100％。

paper cloth #201 <r0-001>  4582249012090

paper cloth #202 <k0-001> 4582249012212

#01 <r8-001>  
4582249012007

#51 <r08-001>  
4582249014285

#31 <r4-001>  4582249012106

rabbit #21 <ap-001> 
4582249012175

squirrel #22 <ap-002>  
4582249012182

sheep  #23 <ap-003>  
4582249012199

#24 <ap-004>  
4582249012205

rabbit #11 
<k8-001>  
4582249012137

sheep #13
<k8-003>  
4582249012151

squirrel #12
<k8-002>  
4582249012144

bear #14 
<k8-004>  
4582249012168

#32 <r4-002>  4582249012113

#33 <r4-003>  4582249012120

#02 <r8-002>  
4582249012014

Ornament paper L　15,700円(税別) 
size : 630×920㎜

Ornament paper L　15,700円(税別)  
size : 630×920㎜

Ornament paper S　1,900円(税別)  
size : 215×300㎜

Ornament piece　1,250円(税別)  
size : 215×300㎜

Ornament paper S　1,900円(税別)  
size : 215×300㎜

Window decoration　1,450円(税別)  
size : 610×113㎜

Ornament paper M size　3,650円(税別)  
size : 345×480㎜

size : パッケージ310×128㎜

#52 <r08-02>  
4582249014292

size : パッケージ310×128㎜

漉き元 : 保木工房
デザイン : RARI YOSHIO

霧吹き（ミストスプレー）で水をふきかけるだけで、簡単に窓ガラスに貼ることのできるデコレーション用の和紙です。
乾いたあとははがして繰り返し使えるので、季節にあわせた空間づくりにぴったり。
楮100％。
漉き元 : 保木工房



M
IZ

U
 U

C
H

IW
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美濃手漉き和紙(雁皮紙)にひたすらこだわり、丸亀のうちわ職人が団扇を貼り、ニス塗りの最終加工までもすべて国内産手作りの水うちわです。
水うちわとは、うちわの骨(竹)に雁皮紙(がんぴし)という非常に薄い紙を貼り、専用のニスを塗って仕上げたのが大きな特徴です。
水のように透明で繊細な外観や、舟遊びの際に長良川の水につけて扇いだという逸話から、「水うちわ」と呼ばれ、透明感のある涼しげなうちわです。

ひめこうほね
台座付  mu-002hd 
単体  　mu-002h 　

流水
台座付  mu-003rd
単体  　mu-003r

アザミ
台座付  mu-004ad
単体 　 mu-004a

千鳥
台座付  mu-005cd
単体  　mu-005c

紅染
台座付  mu-007bd 
単体  　mu-007b

カワセミ
台座付  mu-008kd
単体  　mu-008k

川トンボ
台座付  mu-009td
単体 　 mu-009t

　　

ウサギ
台座付  mu-010ud
単体  　mu-010u

岐阜蝶
台座付  mu-013gd
単体  　mu-013g

蛍
台座付  mu-014hd
単体  　mu-014h

朝顔
台座付  mu-015ad
単体 　 mu-015a

水紋
台座付  mu-021sd
単体  　mu-021s

朝露
台座付  mu-022ad
単体  　mu-022a

水面鏡
台座付  mu-023sd
単体  　mu-023s

桔梗
台座付  mu-024kd
単体  　mu-024k

黒骨
台座付  mu-016kd
単体 　 mu-016k

ねむの木
台座付  mu-017nd
単体  　mu-017n

ひまわり
台座付  mu-018hd
単体  　mu-018h

鉄線
台座付  mu-019td
単体  　mu-019t

蓮
台座付  mu-020hd
単体 　 mu-020h

　　

m i z u u c h i w a  

台座付 9,000円(税別)　単体 7,500円(税別)　/　黒骨 台座付 11,000円(税別)　単体 9,500円(税別) 　

小判型

金魚
台座付　mu-001kd
単体　　mu-001k

主素材： 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、水性ウレタン(柄による）
漉き元：Corsoyard、倉田真
サイズ：うちわ：約175×345㎜ 約25g　外箱：380×205×30㎜ 約245g

小判型 



まりんかはロシア語で小さくてかわいいという意味です。
“涼をおくる”というテーマでつくった、
封筒に入れて送れる小さなうちわです。

新潟三条市の老舗マルナオブランドの職人が
手作りした小判型水うちわ専用台座です。
置き用だけでなく壁掛けとしてもご利用いただけます。

秋草
台座付  mus-002a

藤
台座付  mus-003f

ウサギ
台座付  mus-004u

ひめこうほね
台座付  mus-005h

流水
台座付  mus-006r

朝顔
台座付  mus-007a

　　金魚
台座付　mus-001k

葡萄
mum-001b

蝶
mum-002c

蜻蛉
mum-003t

鬼灯
mum-004h

鉄線
mum-005t

朝顔
mum-006a

まりんか(封筒、メッセージカード付)　2,000円(税別)　　
主素材： 美濃手漉き和紙（雁皮紙）、竹、天然ニス、水性ウレタン
漉き元：Corsoyard、倉田真
サイズ：うちわ：約75×170㎜ 約3g、封筒：160×160㎜

台座(小判型用)　1,800円(税別)　　
主素材： 紫檀
サイズ：100×85×45㎜　
外箱：105×60×30㎜

台座付  mua-001md
単体　  mua-001m

makiさんのはな 　黄
山田真己

台座付  mua-002md
単体　  mua-002m

makiさんのはな　赤
山田真己

台座付  mua-003ud
単体　  mua-003u

しゃぼんだま
有賀宣美

台座付  mua-004sd
単体　  mua-004s

しあわせ
有賀宣美 

m i z u u c h i w a  

アール・ブリュット

m i z u u c h i w a  

小丸

m i z u u c h i w a  

まりんか

m i z u u c h i w a  

小判用台座

台座付 9,000円(税別)　単体 7,500円(税別)

主素材： 美濃手漉き和紙（雁皮紙）、竹、天然ニス、水性ウレタン
サイズ：うちわ：約175×345㎜ 約25g　外箱：380×205×30㎜ 約245g

美濃手漉き和紙(雁皮紙)にひたすらこだわり、丸亀のうちわ職人が団扇を貼り、ニス塗りの最終加工までもすべて国内産手作りの水うちわです。
水うちわとは、うちわの骨(竹)に雁皮紙(がんぴし)という非常に薄い紙を貼り、専用のニスを塗って仕上げたのが大きな特徴です。
水のように透明で繊細な外観や、舟遊びの際に長良川の水につけて扇いだという逸話から、「水うちわ」と呼ばれ、透明感のある涼しげなうちわ
です。直径12cmほどの小さなうちわで、全て小丸専用の台座付きです。

小丸(専用台座付)　4,400円(税別)　　
主素材： 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
漉き元：Corsoyard、倉田真
サイズ：うちわ：約120×230㎜ 約10g　外箱：135×225×30㎜ 115ｇ

アール・ブリュットとは、加工されていない「生の芸術」の意で、アウトサイダー・アートとも呼ばれる。
湧き上がる衝動のままに表現した芸術です。



小判

m i z u u c h i w a  

作家シリーズ

台座付 10,000円 (税別)、単体 8,500円(税別)

一重 台座付 21,300円 (税別)                                                                                       二重 台座付 24,500円 (税別)　

窯元絵付けシリーズ
台座付 21,300円 (税別)   台座付 9,500円 (税別)、単体 8,000円(税別)　

　＊手描きの絵は構図、色彩が写真と異なる場合がございます。予めご了承ください。

　

台座付  mut-001rd
単体  　mut-001r

輪花 REN

HIROCOLEDGE

加藤清人手描きシリーズ

表 裏 表 裏 表 裏

ROCK
台座付  mut-002wd
単体  　mut-002h

台座付  mut-003rd
単体  　mut-003r

台座付  mut-004rd
単体  　mut-004r

輪花/PINK DECOROCK/BLACK

台座付  muk-001kd
手描き金魚 一重

台座付  mup-001ud

手描きうたあそび
田村星都

台座付  mup-002md

手描き三毛猫竹雀
華仙 

台座付  mup-003pd
単体　  mup-003p

ペルシャンブルー樹下人物
七代 加藤幸兵衛

台座付  mup-004kd
単体　  mup-004k

九谷五彩山水
田村星都

台座付  mup-005kd
単体　  mup-005b

牡丹唐草山水
華仙

台座付  mup-006nd
単体　  mup-006n

夏夜の桔梗
華仙 

台座付  muk-002ad
手描き鮎 一重

台座付  muk-003kd
手描き金魚 二重

台座付  muk-004ad
手描き鮎 二重

台座付  mut-005wd
単体  　mut-005w

台座付  mut-006d
単体  　mut-006表 裏 表 裏

表 裏 表 裏

表 裏
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