


※いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）とは
　石川県および公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)が、
　国と地元金融機関からの協力を得て、地域経済活性化のために
　創設した全国最大規模の300億円ファンド。
　このファンドの運用益に基づき、平成20年度より、本県ならではの
　農林水産物や鉱工業品、観光資源など多様な地域資源を活用した
　新商品・サ-ビスの開発に意欲的な県内中小企業を
　数多くサポ-トしてきました。

じわもんセレクト
いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）から生まれたモノ･コト

石川の方言で「じわもん」とは、地元でとれた野菜や果物などの “地物 ( じもの )” を意味します。
石川県は農林水産物にかぎらず、鉱工業品や観光資源など豊富な地域資源に恵まれています。

これらの魅力的な地域資源をいかした商品開発を応援する
いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）※ の助成をうけて
石川県内の中小企業がこれまで世に送り出してきた新たな「じわもん」を一堂に集めたのが『じわもんセレクト』です。
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［輪島塗］

七代目桐本泰一は、工業デザインを学びオフィス
設計に従事後、輪島に帰郷。暮らしで使うための
木製品、漆の器、小物、家具、建築内装材を、若
い職人たちと一緒に創作し続けています。

七代目桐本泰一は、工業デザインを学びオフィス
設計に従事後、輪島に帰郷。暮らしで使うための
木製品、漆の器、小物、家具、建築内装材を、若
い職人たちと一緒に創作し続けています。

〒928-0011　輪島市杉平町成坪32
TEL 0768-22-0842　FAX 0768-22-5842
Email : houkiji@big.or.jp
URL : http://kirimoto.net/

〒928-0011　輪島市杉平町成坪32
TEL 0768-22-0842　FAX 0768-22-5842
Email : houkiji@big.or.jp
URL : http://kirimoto.net/

輪島キリモト 輪島キリモト

漆の家具　漆の建築内装材 千すじ
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［輪島塗］

現代の暮らしにフィットする「漆」の技を形に

「絵になるうるし」
〜輪島キリモト 漆の家具・建築内装〜

漆布みせテーブル・天板（800×1200×40mm） 本体価格 : 380,000円
漆布みせテーブル・脚（高さ660mm） 本体価格 : 150,000円
★オーダー受注が中心

深みのある色と艶で料理を引き立てる漆食器

傷つきにくい「千すじシリーズ」
千すじやま椀　本体価格 : 15,000円
千すじリム皿　本体価格 : 42,000円

輪島塗が大切にしてきた木工、布着せ、漆下地、上塗りなどの技法、素
材を活かして、今の暮らしの中にとけ込む新しい表現の家具や建築内装
材にチャレンジしています。珪藻土を焼成粉末にした「輪島地の粉」を漆
と掛け合わせ、傷を付きにくくした天板は、ホテルやレストランのカウン
ターなどにも採用され、活用範囲が広がっています。

漆塗り職人の手の動きによるリズミカルなすじ模様を表面に留めて仕上
げた小椀や皿は、擦れに強く洋食にも使える器です。表面の硬度が高い
ため、金属製カトラリーも安心して使うことが出来ます。まるでエイジン
グ加工を施したような落ち着いた色味と艶は、盛り付けた料理をさらに
美しく映えさせてくれます。
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1946年創業の塗箸製造の専門店です。自社で
製造している輪島塗箸には、約2年掛けて4色の
上塗漆を110回塗り重ねた「百寿箸」や、30回
塗り重ねた「傘寿箸」などがあります。
〒928-0001　石川県輪島市河井町5-155-1
TEL 0768-22-0067　FAX 0768-22-4882
Email : info@tebasiya.com
URL : http://tebasiya.com/

小山箸店（手ばしや）

手ばしや　わじま木箸

お客様一人ひとりの手にぴったり合う塗り箸

わじま木箸【オーダー八角箸】
基本価格（24cm時の頭の太さが9mmベース） 1膳 6,480円(税込)
（※太さ違い・塗分け等の加飾により価格が追加されます。）

木箸一本一本を手削りと漆塗りによる自社一貫生産でオーダーメイド。
独自の寸法計測で一人ひとりの手のサイズに応じた箸をご提供します。
業務用の食器洗浄機による対熱水乾燥試験を1000回行って、退色のほ
ぼ無かった「拭き漆7回塗仕上げ」を採用し、箸先の削り直しや塗り直し
などのメンテナンスにも対応します。

七代目桐本泰一は、工業デザインを学びオフィス
設計に従事後、輪島に帰郷。暮らしで使うための
木製品、漆の器、小物、家具、建築内装材を、若
い職人たちと一緒に創作し続けています。
〒928-0011　輪島市杉平町成坪32
TEL 0768-22-0842　FAX 0768-22-5842
Email : houkiji@big.or.jp
URL : http://kirimoto.net/

輪島キリモト

漆布みせプレート

麻布と漆のユニークな質感が食卓を鮮やかに彩る

洋食にも使える漆布みせプレート
漆布みせ長方プレート・大　本体価格 : 22,000円
漆布みせラウンドプレート　本体価格 : 22,000円

麻布目と漆の質感を活かした「漆布みせ仕上げ」のモノトーンプレートシ
リーズは、イタリアンやフレンチなど洋食の器にもマッチします。地模様
のある厚い麻布を漆で張り、漆や輪島地の粉などを塗って強度を高めた
上で、さらに色漆を塗り込んで仕上げています。飲食店向けに、サイズや
色のオーダーも承っています。
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1888年より代々輪島塗の製造販売を家業とする
「塗師屋」で、現在三代目の親方である塩士正
英を「漆頭」に、伝統工芸士認定資格保持者4名
を含む職人たちが日々技を競っています。

1888年より代々輪島塗の製造販売を家業とする
「塗師屋」で、現在三代目の親方である塩士正
英を「漆頭」に、伝統工芸士認定資格保持者4名
を含む職人たちが日々技を競っています。

〒928-0001　石川県輪島市河井町1-28-3
TEL 0768-22-0770　FAX 0768-22-1321
Email : june@tohachiya.com
URL : http://www.tohachiya.com/

〒928-0001　石川県輪島市河井町1-28-3
TEL 0768-22-0770　FAX 0768-22-1321
Email : june@tohachiya.com
URL : http://www.tohachiya.com/

藤
と う は ち や

八屋 藤
と う は ち や

八屋

藤八屋 藤八屋

手削りの技と色漆で器に描く日本海の波

ウェーブボウル
1個 36,720円
φ240×H48mm

一本の木から削り出したスリムな木製グラス

スリムグラス
1個 45,360円　
φ60×H185mm

青山の「NARISAWA」のオーナー・成澤由浩シェフをはじめとする世界
各国の名シェフが、石川県の里山・里海の食材を用いて創作した料理を
伝統工芸品に盛り付けた「COOK IT RAW」という大会の際にデザイン
した作品です。現代の食卓にマッチしたモダンなデザインで、スタッキン
グ出来る６サイズのシリーズも人気です。

一本の木地をロクロ挽きし仕上げてあり、ボール部分の薄さ、ステムの細
さが際立ちます。ワイン以外に日本酒やビールなどもお楽しみいただけ
ます。本朱は朝陽、洗朱は真昼の太陽、うるみは夕陽、黒は真夜中の太
陽をイメージしています。2017年の“いしかわ伝統工芸フェア”では、とよ
た真帆さんデザインの図柄を蒔絵で描いてご紹介しました。
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漆芸プロデューサー・若宮隆志の監督の下、漆職
人のプロ集団がユーモアのある切り口でオンリー
ワンの漆芸作品を制作。作品を通して日本文化を
世界のコレクターに発信します。
〒928-0023　石川県輪島市気勝平町1-188
TEL 0768-22-8601　FAX 0768-22-8651
Email : t t tm@wajima.nsk.ne.jp
URL : http://wakamiya-takashi.com/

彦
ひ こ じ ゅ う ま き え

十蒔絵

若宮隆志　蒔絵　変わり塗　見立て漆器

漆の変塗技術で表現する日本の洒落と粋

見
み た

立て漆
し っ き

器
要相談

漆の塗り方の工夫でさまざまな色や模様、質感を表現する「変塗（かわ
りぬり）」の技法を使って、木の器を陶器や金属の器などのように仕上げ
るのが「見立て漆器」です。天然木、天然漆をベースに、金、銀、螺鈿な
どの素材で古典蒔絵技法を研鑽し、世界に向けてオンリーワンの漆芸品
を制作します。

創業以来60年、伝統を受け継ぎながら、四季
折々の行事に使用する品物から、「洋のスタイ
ル」を取り入れた器まで、皆様に永く愛される「輪
島塗」を目指し、漆器製作に励んでいます。
〒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
Email : kato.136@vega.ocn.ne.jp
URL : kato-wajimanuri.com/

伝統工芸輪島塗 加藤漆器店

加藤漆器店　カトラリー　なおしもん

口あたりのなめらかさが魅力の輪島塗カトラリー

和食カトラリー
Ⅰ.パーテイライン1型･2型（スプーン、フォーク、ナイフ）各色銀溜 27,000円
Ⅱ.スリムライン（スプーン、フォーク、ナイフ）各色銀溜 18,360円
Ⅲ.シンプルライン（スプーン、フォーク、ナイフ）各色 16,200円
Ⅳ.携帯形カットスプーン 各色 16,200円
Ⅴ.菓子カトラリー カット&スプーン･ナイフ 各色 9,720円
 菓子切 ナイフ黒塗銀溜 8,640円　ナイフ黒塗 7,560円
 菓子楊枝 楊枝 各色 5,400円
Ⅵ.珈琲カップ用 スプーン 各色 9,720円

輪島塗職人が天然木、天然漆、伝統技法にこだわり、自らの技の粋を尽くし
た手仕事で、和食を召し上がりやすい形のカトラリーに仕上げました。口あた
りの「柔らかさ」や「温かみ」、手にしたときの「軽さ」、「抗菌性」などが特長
です。各種用途やご要望に応じてオリジナル製品の製作も承っております。
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下地から上塗まですべての工程に創意工夫を凝
らして、漆本来の根源的な表現を追求してきまし
た。艶やかな光沢と強く堅く固まる特性を活かし
た、純朴で粗野な漆器を制作しています。　

下地から上塗まですべての工程に創意工夫を凝
らして、漆本来の根源的な表現を追求してきまし
た。艶やかな光沢と強く堅く固まる特性を活かし
た、純朴で粗野な漆器を制作しています。

〒929-2373　石川県輪島市三井町市ノ坂ニの59番地
TEL 0768-26-1346　
Email : info@raku-wajima.com
URL : http://raku-wajima.com/

〒929-2373　石川県輪島市三井町市ノ坂ニの59番地
TEL 0768-26-1346　
Email : info@raku-wajima.com
URL : http://raku-wajima.com/

輪島塗ぬり工房 楽輪島塗ぬり工房 楽

KOKEMUSU　練乾漆　urushi screensKOKEMUSU　練乾漆　urushibo

茶道具制作の技をインテリアに生かした漆パネル

Urushi Screens
1枚 120,000~300,000円　

時とともに「苔むす」色彩の変化を楽しむ器

輪島塗 練乾漆 KOKEMUSU酒器シリーズ
ぐいカップ90ml 20,000円　タンブラー200ml 40,000円
ロックカップ300ml 50,000円　片口360ml 60,000円

楽の独自技法「練乾漆」「KOKEMUSU」を用い、壁面装飾を想定して
制作した漆パネルです。当社の登録商標となっている「練乾漆」の技法
は、漆芸では珍しい、荒々しく粗野な雰囲気も生み出すことができま
す。軽くて丈夫な上に保温保冷効果が高く、室内の空調や海外の乾燥
した環境にも耐性があります。

厚く盛ってもひび割れない「練乾漆」の下地でゴツゴツした岩肌や苔
を表現。仕上げの変り塗は経年で表面の朱合漆が透ける技法を施し、
下塗の青漆によって、使ううちに苔むすように緑色が深くなっていきま
す。当社の登録商標の「練乾漆」は、軽くて丈夫な上に保温保冷効果
が高く、室内の空調や海外の乾燥した環境にも耐性があります。



11
［輪島塗］　

乾漆製法を活かし、素地が 薄く多彩な造 形の
品々を得意とします。香合・香炉などのほか、うる
わしアクセサリー、ワインぐらす、ティーカップな
ど新しい作品にも取り組んでいます。
〒928-0001　石川県輪島市河井町15-90-62
TEL 0768-22-2385　FAX 0768-22-2385
Email : ikesho.wajima@gmail.com
URL : http://uruwashi-kanshitsu.com/

漆創 池昭

輪島塗　池昭

輪島塗の技術で軽く美しくなったアクセサリー

うるわしブレスレット
21,000円 ~ 34,000円
（沈金・蒔絵、研ぎ出しなどによります）

木地を使用せずに麻布のキレを用いて制作した「輪島塗うるわしアクセ
サリー」の第１弾です。輪島塗の素地と乾漆の技術を活かして、既製の
プラスチック製品と比べて、弾力性や軽さに優れたブレスレットを開発し
ました。表面には沈金や蒔絵、研ぎ出しによる繊細な装飾を施し、女性
の手元をエレガントに彩ります。

Photo Gallery
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国内販売や諸外国への輸出を通して、九谷焼の
伝統を守り続けるかたわら、「品質本位」の製品
づくりと「新製品開発」にも注力し、時代に合っ
た九谷焼のカタチを常に探求しています。
〒923-1117　石川県能美市末信町イ61
TEL 0761-57-0121　FAX 0761-57-2302
Email : info@kutani.co.jp
URL : http://www.kutani.co.jp/

伊野正峰株式会社

白九　SHIROCK　九谷なごみ

洋酒の味わい引き立つ白磁の九谷焼カップ

九谷焼ロックグラス

「白九（SHI-RO-CK）」
【白磁】多面削り 8,000 円　7 面カット 10,000 円
【色絵】桜富士・撫子富士 各 7,000 円　石畳 12,000 円
 家守 15,000 円　色絵小紋 22,000 円　赤絵ゴーランド 38,000 円
 雪景色 45,000 円　漆黒青粒宝相華・漆黒白粒宝相華 各 100,000 円
 本金割取花詰  120,000 円（価格は全て税別）

「白九（しろっく）」は陶磁器本来の価値を見直し、造形の芸術性を高
めた洋酒のカップシリーズです。石川県小松産の花坂陶石を使用した素
地に、職人の高精度な技術によってエッジの効いたカットや削りを施して
います。九谷焼の伝統的な上絵に「本質的な美しさ」や「工芸の素晴ら
しさ」を盛り込み、新しいデザインが生まれました。

時 流 に 左 右され ることのな い消 費 され な い
Designを常に意識しています。自社ブランドの
みならず、デザインプロデュースを担当したクラ
イアント商品もご紹介します。
〒920-0962　石川県金沢市広坂1-2-32北山堂ビル4階
TEL 076-222-0023　FAX 076-222-0023
Email : info@agedesign.jp
URL : http://www.agedesign.co.jp/

エイジデザイン株式会社

Hiracle　ひらくる　さくら小皿

醤油や出汁の花模様が浮かび上がる不思議な小皿

hiracle®(ひらくる) さくら小皿
さくら小皿1枚 1,600円（税別）
さくら小皿・豆皿各1枚セット 2,400円（税別）

さくら小皿は、2012年に立ち上げたオリジナルブランドhiracleR（ひら
くる）を代表するアイテムです。石川県を代表する伝統工芸のひとつ「九
谷焼」の産地で生産しつつも、従来の九谷焼のような上絵付けはせず、
シンプルながらあっと驚くデザインで、国内外のユーザーに愛されてい
ます。
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大正元年創業。九谷焼は一般の商品から人間国
宝の作品まで幅広く取り扱い、建築用品のスタン
ドや引手も製造販売しています。平成29年より、
酒カップ容器も開発しています。
〒923-1111　石川県能美市泉台町西107
TEL 0761-57-0337　FAX 0761-58-4568
Email : yoshita@nsknet.or.jp
URL : http://kutani100.ocnk.net/

九谷百万石

九谷百万石 九谷百万石

伝統の美のコラボで室内を優しく照らす電気スタンド

九谷焼スタンド 双鶴
75,600円(税込)
辺24×高50cm　60w電球付

九谷焼と美濃和紙、2つの伝統工芸のコラボレーションにより、日本の
美を表現したランプスタンドです。スタンドのベース部分は九谷焼作家・
谷敷正人氏の制作で、伝統的な絵柄の色絵で双鶴を描いています。
シェード部分には美濃和紙を用いて、和紙の風合いが優しい光を生み出
しています。

大正元年創業。九谷焼は一般の商品から人間国
宝の作品まで幅広く取り扱い、建築用品のスタン
ドや引手も製造販売しています。平成29年より、
酒カップ容器も開発しています。
〒923-1111　石川県能美市泉台町西107
TEL 0761-57-0337　FAX 0761-58-4568
Email : yoshita@nsknet.or.jp
URL : http://kutani100.ocnk.net/

九谷百万石

伝統工芸の酒容器で飲んだ後も楽しく

九谷焼酒カップ
2,700円(税込) 　
高さ11cm 口径6.5cm 容量 180ml　宮本酒造店にて販売

地元の酒蔵とのコラボ商品として、地酒を入れて販売する九谷焼製の酒
カップを開発しました。九谷焼ならではの鮮やかな絵が描かれ、絵柄の
種類も豊富な容器ですので、お酒を飲んだ後にフリーカップや花器とし
て利用できます。宮本酒造店での試験販売を皮切りに、今後の販路拡大
も視野に入れています。
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主力製品のポーラスセラミックス炭火コンロは、
七輪に最適とされる奥能登珠洲市の珪藻土から
特に断熱性、耐火性に優れた土を使用し、耐久性
と断熱性をバランスよく実現しました。
〒927-1204　石川県珠洲市蛸島町1-2-146-1
TEL 0768-82-0780　FAX 0768-82-0781
Email : office@kaginushi.co,jp
URL : https://7rin.biz/

株式会社 鍵主工業

七輪　九谷焼

九谷焼を身にまとった珪藻土七輪

九谷七輪
45,000~60,000円　

ケースと天板に九谷焼を採用した高品質の七輪で、買ったその日からす
ぐに使えるオールインワンパッケージも便利です。本体とケースの間を
空気が循環する設計によって、ケースの温度上昇が抑えられ、テーブル
面が熱で傷むこともありません（特許出願済）。九谷焼のケースと天板
は丸洗いも可能で、簡単にお手入れできます。

富山県利賀村の念仏道場を移築した「竹隆窯工
房」を拠点に、高い技術と伝統の技法による九谷
焼づくりに取り組んでいます。企業とのコラボ
レーション制作などにも挑戦しています。
〒923-0031　石川県小松市高堂町ロ156
TEL 0761-22-1793　FAX 0761-24-4231
Email : kazu123@sweet.ocn.ne.jp
URL : http://www.tikuryu.com/

九
く た に ち く り ゅ う が ま

谷竹隆窯

北村和義

カラフルなボディが目を引く九谷焼の昆虫たち

九谷焼チョウチョウ
小 100,000円　大 200,000円

0.8ミリの薄さの九谷焼で作った羽と、銀で作った体を組み合わせた
チョウチョウの置物です。色絵や金彩で装 飾した羽が空間を豊かに
彩ってくれます。そのほかにもトンボやカマキリなどの昆虫、金魚やグッ
ピーなどの魚の置物も制作しており、九谷焼の新しい見せ方と飾り方を
追求し続けています。
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「HANASAKA」は谷口製土所が手掛けるブラン
ドです。花坂陶石を主原料とした九谷焼磁器土
の製造を続け、職人の技術と土の特性を生かし
た新しいスタイルの九谷焼を提案しています。
〒923-0832　石川県小松市若杉町ワ124番地
TEL 0761-41-1051　FAX 0761-22-5952
Email : info@hanasaka-kutani.jp
URL : http://www.hanasaka-kutani.jp/

谷口製土所【HANASAKA 〜roots of kutani〜】

HANASAKA

しっとりとした時間に調和する粋な酒器

Blancシリーズ
Choco:4,104円
Liqueur Long:5,940円　Liqueur:7,884円

光を通す透光性磁器土を使用し、熟練した職人のロクロ技術によって、
極めて薄くひかれた美しいボディを特徴とする酒器のシリーズです。フラ
ンス語で「白」を意味する名前の通り、シンプルな白地で覆われた器の
表面は、釉薬をかけずに磨き上げることで、マットでありながらも滑らか
な、絶妙な質感を実現しています。

地元はもちろん、大都市圏の百貨店にも納入する
九谷焼専門店です。九谷焼指貫をはじめ、九谷
焼ガチャガチャ、九谷焼ロディなど、オリジナリ
ティあふれる商品を多数取り扱っています。
〒923-0053　石川県小松市河田町オ-18
TEL 0761-47-5399　FAX 0761-47-5422
Email : kutanitousen@world.ocn.ne.jp
URL : http://kutani-thimble.com/

株式会社 九谷陶泉

九谷焼指貫

西洋のお針道具に九谷焼の技と心

九谷焼指貫「クタニシンブル」
1個 5,400~27,000円（税込）　

西洋の指貫「シンブル」は、 その豊かな表情ゆえに世界中に多くのコ
レクターを持つお針道具です。「クタニシンブル」はたった3センチほど
の九谷焼製のシンブルに、作家や職人たち23人が、それぞれの感性で
伝統柄や現代柄の絵を描きました。世界に一つずつしかない手作り品
の中から、あなただけの品物を見つけてください。
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九谷焼の業者以外からもメンバーが参加する異
業種集団として、今の時代にマッチした新たな企
画や商品開発、プロモーションを行って、伝統工
芸の本当の良さを伝えていきます。
〒923-1124　石川県能美市三道山町オ81
TEL 0761-57-3322　FAX 0761-58-5720
Email : info@go-sai.jp
URL : http://go-sai.jp/

株式会社 五彩

九谷焼　スカル

「毒を以て毒を制す」絢爛豪華なドクロを縁起物に

九谷焼 スカル
10,260円/19,440円

九谷焼の多彩な加飾技術を駆使した縁起物として、青粒、花詰、でこ
盛、色絵などで彩られた絢爛豪華な「髑髏 〜SKULL〜」が生まれまし
た。大小２種類のシリーズがあり、伝統的な絵柄から現代的なデザイン
までお好みのドクロが選べます。シリアルナンバー付きの高級木箱に入
れてお届けしますので、ぜひ身近に置いて運気を上げてください。

生産から販売まで一貫して手掛け、常に良い品質
の現代的な九谷焼を提供しています。土の温もり
を感じさせるとともに、手づくりならではの個性
的で色鮮やかなデザインが特徴です。
〒923-1224　石川県能美市和気町井55-3
TEL 0761-51-6001　FAX 0761-51-6002
Email : kokuzo@cello.ocn.ne.jp
URL : http://www.kutani-kokuzougama.com/

九谷焼 虚
こ く ぞ う が ま

空蔵窯

見て美しく、使って楽しい、心を豊かにする器

いっぷく碗
300ml 4,320~5,400円

丸みのある柔らかなフォルムは、お茶を飲むときに両手でそっと包み
込みたくなるような収まりの良さで、使い手に安らぎを与えてくれま
す。虚空 蔵窯のいっぷく碗はすべて手づくり・手 描きで 仕上げてお
り、使えば使うほどに愛着が湧いてきます。職人たちが一つひとつに
想いを込めて製作しています。

いっぷく碗　こくぞうがま
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金沢で「はちまんさん」「ふやき・おーれ2」「東
山らすく」などのオリジナル菓子を開発・販売し
ております。東山店では「のど黒ソフト」が人気
です。
〒920-0831　石川県金沢市東山1-3-5
TEL 076-254-6181　FAX 076-254-6182
Email : info@bigsanta.jp
URL : http://www.100banya.com/

株式会社ビッグサンタ（百番屋）

九谷焼ジャーキャップ

九谷の絵柄と組み合わせ、ビンの魅力をアップ

九谷焼ジャーキャップ
キャップ単体 2,700円　クリア225 2,808円
クリア380・地球壜 3,024円　カラー瓶 3,240円

石川県の伝統工芸である九谷焼をもっと多くの人に、生活の中で気軽に
使ってほしいという想いから、若い世代や海外の人も日常でよく使う
ジャーのキャップを九谷焼で作りました。陶磁器製のジャーキャップは
世界的にも珍しく、九谷焼の鮮やかで優しい絵柄が、保存用ビンにこれ
までにない魅力を加えています。

独自の絵具開発と印刷技術に定評がある九谷
焼のメーカーです。転写といえども、“手描きに
も負けないクオリティでの商品開発”を信条に
日々商品開発を行っております。
〒923-1112　石川県能美市佐野町ロー25
TEL 0761-57-2078　　FAX 0761-57-2099
Email : kkitano@seikou.co.jp 
URL : http://www.seikou.co.jp/

株式会社 青
せ い こ う

郊

青郊

セラミックと九谷焼が融合したステーショナリー

KUTANI BALLPOINT PEN –九谷ボールペン–

KUTANI CARD-CASE –九谷カードケース–

KUTANI BALLPOINT PEN -九谷ボールペン- 10,000円（税抜）
KUTANI CARD-CASE -九谷カードケース- 5,000円（税抜）

自動車部品やＩＴ機器など工業製品の部材に多く使われるセラミック
に、九谷焼の和絵具を加飾することで誕生したステーショナリーです。
セラミックの利用により焼き物の弱点である寸法精度や厚さの問題を
克服し、絵付部分を製品に対応したサイズで製造できるほか、落として
も割れにくい耐久性も獲得しました。
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デザインを戦略的にマネジメントし、成功へと
導くデザインコンサルタントとして、お客様の問
題を共に解決し、ブランドの確立、売上の拡大
へつながるデザインをご提案します。
〒923-0311　石川県小松市木場町イー150-2
TEL 0761-43-8261　FAX 020-4665-1423
Email : info@mdf-jp.com
URL : http://www.mdf-jp.com/

株式会社マリブデザインファクトリー

レニバ　鳥獣カップ ミルチュウ

開運もたらす、スタイリッシュな和風コーヒーカップ

鳥獣カップ（獅子カップ、鶏カップ、筋
キ ン ト ウ ン

斗雲ソーサー）

セット（1客） 6,500円
ペアセット（金銀の2客） 12,500円

伝統工芸・九谷焼の和風カップ2種とソーサーです。魔除けや神を守る
象徴である「獅子」の尻尾を取っ手にした縁起の良いカップ。平和をもた
らす寿福や復活の象徴で、日本の神社では神の使いとされる「鶏」の
カップ。そして架空の雲の乗り物・筋斗雲を2種のカップ専用のソーサー
にしました。

伝統工芸・九谷焼を全国の方々にお楽しみいただ
けるよう、情報を発信しております。心を込めて製
作した品々の中から、さらに厳選してお勧めする九
谷焼の逸品をぜひお楽しみください。
〒923-1112　石川県能美市佐野町ヌ137
TEL 0761-57-0637　FAX 0761-57-0647
Email : iwata.6969@po5.nsk.ne.jp
URL : http://iwata-shoten.jp/ 

マルゼン岩田商店

九谷焼のミルクホルダーでスマートなおもてなし

ミルチュウ
1個 1,080円〜1,620円（税込）

お客様に出したコーヒーのミルクがひっくり返り、ソーサーを汚してし
まった経験はありませんか？九谷焼製のミルクホルダー・ミルチュウ
は、本体にコーヒーミルクをワンタッチでセットして注げます。ミルク
のこぼれる心配がなくなり、コーヒーでのおもてなしを九谷焼の色絵
で美しく演出することができます。
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九谷焼の産地で昭和22年に創業しました。花瓶
や飾皿などのインテリア商品から、湯呑などの食
器類、作家の作品に至るまで、九谷焼の商材を多
岐に渡って取り扱っています。
〒923-1123　石川県能美市寺井町レ131
TEL 0761-57-1045　FAX 0761-57-1040
Email : kutani-yama@po5.nsk.ne.jp

有限会社 山口陶業社

山口陶業社

伝統技法を活かして光り輝く九谷焼の建材

手洗鉢銀彩
68,040円
サイズ:径32×高さ11cm

九谷焼の伝統技法である銀彩は、器の表面に銀箔を貼り、その上から透
明や五彩の釉薬を塗って焼成する技法です。ガラスのような光沢と箔の
輝きが美しく、数ある九谷焼の技法の中でも大変人気があります。銀彩
を施した九谷焼の手洗鉢は、洗面空間を上質感のある輝きで彩ってくれ
ます。

27
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金沢で陶芸工房とギャラリーを営むほか、東京上
野でも陶芸教室を開催しています。西岡小十先生
が能美市金剛寺に築窯した登り窯「加賀唐津辰
之口窯」で作品制作に取り組んでいます。
〒921-8011　石川県金沢市入江2−401
Email : info@to-an.jp
URL : http://to-an.jp/

陶庵

九谷五彩の5色をそろえた花坂陶石の箸置き

箸置き
各色1個 540円（税込）

原料には九谷焼発祥のきっかけとなった小松産の花坂陶石を100%
使い、九谷五彩のそれぞれの色で麻ノ葉文様をシンプルに描いた箸
置きです。色 彩や図 柄に日本 工芸の 伝 統 的な意匠を取り入れなが
ら、見た目にかわいらしく、現代人の暮らしにもマッチするデザイン
の商品となっています。

陶庵　陶芸　金沢
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生活の中で身近に使える山中漆器を提案してい
ます。暮らしの場で木のぬくもりを味わってほし
いとの願いから、漆器の伝統を受け継ぎながらも
カジュアルな作品を多く手掛けています。
〒922-0139　石川県加賀市山中温泉菅谷町ハー215
TEL 0761-78-4200　FAX 0761-78-0470
Email : asada@kaga-tv.com
URL : http://www.uruwashikki.com/

有限会社浅田漆器工芸

加雅美

山中塗と九谷焼の魅力を組み合わせたマグカップ

加雅美 マグカップ
容量250㏄ 5,184円

九谷焼に漆を施した「加雅美」は、石川県の伝統工芸・九谷焼と山中漆
器がコラボしたオリジナルブランド商品です。外側に漆を塗ることで、触
れたときの質感と口当たりに独特の温かみを感じさせます。内側はうっす
らと青みがかった白磁に仕上げ、飲み物のおいしさをより一層引き立て
ます。外側の漆部分は経年で色と艶が変化します。

Takenaka　BENTO　BOX

2004年から、PET樹脂を使って、電子レンジや食
器洗浄機に対応した弁当箱を開発。2012年以降
は北米及びEU圏に販路拡大を図り、現在は世界
15ヶ国に販売しています。
〒922-0111　石川県加賀市山中温泉上原町ワ562
TEL 0761-78-0962　FAX 0761-78-0962　
Email : info@kk-takenaka.co.jp
URL : https://www.takenaka-global.com/

株式会社 竹中

アメリカの大人たちも欲しがる弁当箱

BENTO BOX
800ml USD35　1100ml USD38　1400ml USD40

パンやパスタなど洋食の具材を詰めやすい形状の弁当箱を、山中漆
器の塗装技術を活かして開発しました。食器洗浄器で洗えることを
最優先に、耐熱温度の高いPET樹脂の成型品を使用し、表面をポリ
ウレタン塗料で塗装して、光沢ある仕上げを行いました。海 外での
ニーズに合わせて、容量が大きい製品をラインアップしています。
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石川県で営業する企業として、苦しい現状にある
石川の伝統工芸の活性化に貢献したい思いから、
「伝統工芸×IT」をコンセプトとした商品の企
画・販売を行っております。
〒924-0004　石川県白山市旭丘1丁目10番地
TEL 076-274-2525　FAX 076-274-7667
Email : shopinfo@dentou-oukoku.com
URL : http://asahi-ew.co.jp/

株式会社 朝日電機製作所

伝統工芸を持ち歩ける山中漆器のスマホカバー

高盛り蒔絵 iPhoneカバー
3,996円~4,320円

「伝統工芸×IT」をコンセプトに、暮らしに溶け込む伝統工芸を目指
して製品開発をしています。本製品は山中漆器の腕の良い職人が蒔
絵を施したiPhoneカバーです。蒔絵の上からコーティングを施して
表面を保 護しているため、普段使いにも耐えられるようになってお
り、伝統工芸を日常的に持ち歩くことができます。

伝統工芸王国　高盛り蒔絵　iPhoneカバー 伝統工芸王国　高盛り蒔絵　モバイルバッテリー

石川県で営業する企業として、苦しい現状にある
石川の伝統工芸の活性化に貢献したい思いから、
「伝統工芸×IT」をコンセプトとした商品の企
画・販売を行っております。
〒924-0004　石川県白山市旭丘1丁目10番地
TEL 076-274-2525　FAX 076-274-7667
Email : shopinfo@dentou-oukoku.com
URL : http://asahi-ew.co.jp/

株式会社 朝日電機製作所

緻密で優美な蒔絵の逸品を手軽に普段使い

高盛り蒔絵 モバイルバッテリー
5,400円
バッテリー容量 5000mAh

「伝統工芸×IT」をコンセプトに、暮らしに溶け込む伝統工芸を目指し
て製品開発をしています。本製品は山中漆器の技術を用いて蒔絵を施し
たモバイルバッテリーです。腕の良い職人による蒔絵は見る人を魅了する
出来栄えで、優れた伝統工芸品を普段使いで持ち歩けます。
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「漆を毎日の生活の中に多く取り入れていける
ように」をコンセプトに、さまざまな素材との出
会いによって、新しい漆の魅力を引き出した作
品づくりを目指しております。

1909年の創業時より国産の木製漆器のみを製
造しております。毎日使っても飽きが来ず、使う
ごとに愛着が増す、普段使いしていただけるよう
な器作りを心がけています。

〒922-0111　石川県加賀市山中温泉塚谷町2丁目124番地
TEL 0761-78-5154　FAX 0761-78-5563
Email : info@urushiarthariya.com
URL : http://urushiarthariya.com/

〒922-0113　石川県加賀市山中温泉東桂木町ヌ-2-10
TEL 0761-78-1635　FAX 0761-78-5592
Email : studio@t-oshima.co.jp
URL : http://crafts-oshima.co.jp/

株式会社うるしアートはりや 株式会社 大島東太郎商店

蒔絵　アクセサリー 漆工房大島　山中漆器

シャツの襟元をおしゃれに飾る山中伝統の技

ボタンダウンピアス
1セット 6,240円　1セット 10,800円　1セット 17,280円
1セット 21,600円　1セット 25,920円　1セット 32,400円

世界に知られる伝統工芸と文化の地・石川県山中温泉で、ボタンダウン
シャツの着こなしをさらに楽しむために、襟元に遊びと技の効いた「ボタ
ンダウンピアス」が生まれました。ボタンの素地には蝶貝を用い、模様は
すべて加賀蒔絵の技法で描かれています。一つひとつが職人による手作
りの品となっています。

33
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ツマミやドアの押し板に機能美をもたらす山中漆器

TUMAMI Linea

加
か が つ む ぎ ぼ

賀紬彫り 押し板・引手
TUMAMI Linea  @3,500円（税別）
押し板　25,000円〜（税別）

1909年の創業時より蓄積してきた当社の漆器製造の技術とノウハウの
数々を注ぎ込んだ建築内装材です。ツマミは小さくシンプルな構造であ
りながら、形の美しさと機能性を両立。「加賀紬彫り」は従来の山中漆
器にはない当社オリジナルの加飾加工で、多数の人が触れるドアの押し
板や引手に、感覚的・生理的な清潔感を持たせています。
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創業1877年、一朝一夕で成し得ない経験とノウ
ハウを活かし多くの伝統工芸士・職人と連携のも
と、様々な新商品を生み出しています。「歴史と人
と経験」が最大の強みです。

伝統蒔絵の技術を活かし、櫛、かんざし、万年筆
（外国向け）などを製作。伝統技術を使いながら
デザインは現代や海外の人々の趣向に合わせ、
日々新しい表現方法を模索し続けています。

〒922-0107　石川県加賀市山中温泉上原町ヨ-379
TEL 0761-78-0306　FAX 0761-78-3885
Email : ooka@ooka-kasyoan.com
URL : http://www.ooka-kasyoan.com/

〒922-0274　石川県加賀市別所町23番地の9
TEL 0761-77-2303　FAX 0761-77-2303
Email : makie_kogaku4141@jade.plala.or.jp
URL : http://kogaku-makie.sakura.ne.jp/

有限会社 大尾嘉漆器 工房 晃岳

木の風合いを活かしたクールでカラフルな器

クールカップ Colorful
5,000円

モダンジュエリーと伝統蒔絵の融合

「MAKIE」まきえ
単価 数十万円~数百万円

国産の栃の木を山中の木地師がロクロ挽きし、“Color ful”な色合い
に塗り上げました。木製の器は保冷性と保温性に優れ、口当たりの良
いことが特長です。氷が入りやすく溶けにくいため、ハイボールや酎
ハイなどのカップに最適。木材の風合いをそのまま活かし、余分な加
工は施していません。自然の木が醸し出す景色をお楽しみください。

かつては甲冑などに用いられながら、現代では失われていた漆の高
温乾燥の技術を研究・確立しました。本来は密着性の低い金属と漆
を強く密着させることで、18金のジュエリーに伝統蒔絵を施すことに
成功。18金の輝きと伝統蒔絵の優美な図柄が融合して、日本的でモ
ダンな新しいジュエリーが誕生しました。

嘉匠菴　kasyoan　山中塗　大尾嘉漆器 工房　晃岳　岡崎晃一朗
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ハワイの通販会社での勤務経験を基に、故郷の
小松市に戻り、個人で和包丁専門のネットショッ
プ「japanny」を開設。2016年には米国に和包
丁専門店をオープンしました。
〒923-0993　石川県小松市浮柳ニ20
TEL 070-1477-4099　FAX 03-4588-1467
Email : hiro@japanny.com
URL : http://www.japanny.com/

株式会社 世界へ

和包丁

漆の技で海外から愛される和包丁開発に挑戦

和包丁×石川の伝統工芸
拭き漆1本 30,000円
沈金コラボ1本 100,000円

海外でも人気の高まる和包丁の柄や鞘の部分に、山中漆器の装飾を施
したデザイン性の高いオリジナル商品です。日本では機能性ばかりが求
められる包丁も、オープンキッチンなどで調理する海外ではデザイン性
も求められます。石川の技術を活かして、海外からの需要に応える新商
品づくりに取り組んでいます。

山中漆器のほか、時計やオルゴールなどのインテ
リア、輸入クリスタルガラス、プリザーブドフラ
ワーのギフト商品などを、全国の卸売・小売業者
の皆さまにご提供しております。
〒922-0107　石川県加賀市山中温泉上原町ワ-407
TEL 0761-78-1248　FAX 0761-78-1727
Email : office@tanaka-j.co.jp 
URL : http://tanaka-j.co.jp/

田中実業株式会社   

花とともに心と体を癒す

和モダンな木製漆器花器
1ケ 12,960円(税込)

山中漆器の木地と漆塗りの技術を活かした木製の漆器花器は、伝統
工芸の持つ重厚さに加えて、和風でモダンなデザインを取り入れ、木
のぬくもりが伝わる柔らかな質感も備えています。フラワーアレンジ
の方向性によって和室にも洋室にも合わせられるほか、花器そのもの
も室内インテリアとして使えます。

田中実業
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父と兄弟の親子３人で、山中温泉で小さな木工所
を営んでいます。全国でも有数の木地ロクロ挽き
物の産地で 伝 統を守りながら、情熱と笑 顔を
持って新しいことにも挑戦しています。

父と兄弟の親子３人で、山中温泉で小さな木工所
を営んでいます。全国でも有数の木地ロクロ挽き
物の産地で 伝 統を守りながら、情熱と笑 顔を
持って新しいことにも挑戦しています。

〒170-0001　東京都豊島区西巣鴨1-8-2
 （株式会社小鳥来 モクネジ事業部）
TEL 03-5972-4049　FAX 03-5972-4037
Email : info@mokuneji.com　URL : http://www.mokuneji.com/

〒170-0001　東京都豊島区西巣鴨1-8-2
 （株式会社小鳥来 モクネジ事業部）
TEL 03-5972-4049　FAX 03-5972-4037
Email : info@mokuneji.com　URL : http://www.mokuneji.com/

たにてる工芸 たにてる工芸

MokuNeji MokuNeji

ステンレスの保温性に木の優しさを加えた水筒

MokuNeji Bottle
M 270ml 10,500円　L 360ml 11,000円
M 270ml(黒拭き漆コップ) 13,500円　L 360ml(黒拭き漆コップ) 14,000円（全て税別）

木の曲線が使いやすく美しいコーヒーミル

MokuNeji COFFEE MILL
COFFEE MILL（オイル仕上げ） 20,000円
COFFEE MILL（黒拭き漆仕上げ） 28,000円（全て税別）

SUSgalleryのステンレスボトル「tsutsu」シリーズと、木地師が一つひ
とつ丁寧にロクロで挽いた木製のコップが一つになりました。木目とステ
ンレスのコントラストが美しいこの水筒は、SUSgalleryの誇る高い保
温・保冷性能はそのままに、手ざわりも口当たりも優しい木製コップで飲
むことができます。

豆の挽きやすさと商品の細部にわたる美観を追求した「MokuNej i 
COFFEE MILL」は、毎日のコーヒーライフをより豊かにしてくれるアイテ
ムです。 熟練した技術を持つ木工ロクロの木地師の創り出す曲線によっ
て、持ちやすさと安定性、プロポーションの美しさを実現することができ
ました。本体中央は３条ねじ構造で、ワンタッチでの開閉が可能です。
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山中漆器をベースとした塗りの弁当箱を中心に製
造 ・ 販 売 して お り ま す 。弁 当 箱 ブ ラ ン ド
「HAKOYA」を展開して今年で27年。日本国内の
みならず、海外へも積極展開しています。

良質の素材、美しく機能的なデザイン、そして扱
いやすく丈夫であること。シンプルながらも大切
な事を問い続けて、これからも商品づくりに励ん
でいきたいと考えています。

〒922-0274　石川県加賀市別所町漆器団地12-4
TEL 0761-77-1717　FAX 0761-77-1716
Email : keis@hakoya.co.jp
URL : https://www.hakoya.co.jp/

〒922-0106　石川県加賀市山中温泉上原町ヨ395
TEL 0761-78-1149　FAX  0761-78-1283
Email : info@hatashikki.jp
URL : https://www.hatashikki.jp/

株式会社たつみや 有限会社 畑漆器店

モダンなジャパニーズテイストの塗り弁当箱

LUNCHBOX1000 samon
1000ml 3,024円

白木の木地に色をのせた新発想の器

col.（カラー）

1,500〜10,000円（税別）

外側には日本庭園の枯山水をイメージした波線の彫刻を施し、内側
を木目調に塗り上げたお弁当箱です。木製食器のような雰囲気で美
味しそうに盛り付けでき、「インスタ映え」も抜群。すでに発売してい
た小さいサイズが外国人のお客 様に人気となったことから、容量を
1,000mlに増やした商品を新たに開発しました。

山中漆器発展の礎となった白木の器に鮮やかな色を部分的にのせる
ことで、従来の漆器とは違う軽やかな印象の器を生み出しました。プ
レート、ボウル、トレイ、キャニスターなどの商品があります。伝統的
なロクロ挽きの技術を継承することで、多くの方に山中漆器を知って
もらうきっかけになればと考えて開発したブランドです。

HAKOYA　弁当箱 畑漆器店　col.
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高級茶道具から異業種とコラボレーションした
新商品まで、漆器の専門的な知識と技術を駆使
し、質の高い製品を開発・製造することでお客様
のニーズに応えています。
〒922-0106　石川県加賀市山中温泉上原町ワ-528
TEL 0761-78-0106　FAX 0761-78-5311
Email : yamanakanuri@gmail.com
URL :http://urusi.jp/

守田漆器株式会社

ウスビキライト　山中漆器　照明　天然素材

光が木目を透過する木製ランプシェード

ウスビキライト
〈ペンダントタイプ〉
マル・チョク 各 L:31,320 円　M:29,160 円　S:28,080 円
ドーム :36,720 円　ツボミ :34,560 円　ドレス :32,400 円　ベル :28,080 円

〈スタンドタイプ　KINOKO〉
タワー 51,840 円　ドレス・ベル 各 43,200 円

400年以上続く漆器の産地である山中で、職人たちが受け継いできた高
度なロクロ挽き技術を活かして制作されたライトです。木が透けるほどの
薄さまで削る「薄挽き」という技法によって作られています。ライトの光
が木製シェードの外側まで透過し、一つひとつ異なる木目が温かみのあ
る表情の明かりを映しだします。

全国各地の百貨店や美術画廊で個展を開催して
きた代表の吉田華正が、茶道具製造技術を活か
したワンランク上の和食器製造に軸足を移しまし
た。ギフト向けの受注が増えています。
〒922-0103　石川県加賀市山中温泉長谷田町ロ360
TEL 0761-78-0738　FAX 0761-78-8738
Email : info@kasyoustudio.co.jp
URL : http://www.kasyoustudio.co.jp/

有限会社 よした（工房名:漆芸 よした華正工房）

うるしけんこう　よした華正　蒔絵加工

独自の蒔絵技術で描く酒器の中の小宇宙

うるしけんこう酒器 ブルームーン
盃 50ml:4,320円
グラス（小）200ml:6,480円　グラス（大）250ml:7,020円

茶道具で培った蒔絵技術で製作した酒器です。外側には幸せのシンボ
ルとされるブルームーンを、琳派の意匠を現代的にアレンジして描き、内
側は当工房が独自に開発した技法として、漆と銀を使用した銀梨子地加
工技術（実用新案取得済み）で仕上げました。器に水を注ぐと、水面に
浮かぶ銀河がメルヘンの世界にいざないます。
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工房久恒は着物の図案作成や彩色をおこなう友
禅作家の工房です。日々の暮らしと調和したモノ
づくりの中で、友禅模様を活かしていきたいと考
えています。

工房久恒は着物の図案作成や彩色をおこなう友
禅作家の工房です。日々の暮らしと調和したモノ
づくりの中で、友禅模様を活かしていきたいと考
えています。

〒920-0813　石川県金沢市御所1−75
TEL 076−251−7184　FAX 076-251-7184
Email :kagayuuzen@live.jp
URL : www.kagayuuzen.jp/

〒920-0813　石川県金沢市御所1−75
TEL 076−251−7184　FAX 076-251-7184
Email :kagayuuzen@live.jp
URL : www.kagayuuzen.jp/

友禅空間 工房久恒 友禅空間 工房久恒

工房久恒 工房久恒

空気のような軽さでまとえる加賀友禅

天女の羽衣手描き加賀友禅染ショール
40×170cm:32,400円〜
70×190cm:51,300円〜

加賀友禅の色鮮やかな柄を取り入れたガラス製品

そめゆら/金澤きものタンブラー
「そめゆら」2枚入り:8,640円　1枚入り:4,536円
「金澤きものタンブラー」400ml:2,376円

石川県の企業が開発し、世界一薄くて軽いと言われる生地「天女の羽
衣」に、手描きによる加賀友禅染を試みました。空気の流れを敏感に感
じる生地に友禅模様が浮かび上がり、優美な世界を演出します。ショー
ルには花や蝶、動物など多彩な種類の絵柄を用意し、透明感を活かした
デザインがあなたの装いを上品に飾ります。

「そめゆら」は、加賀友禅の制作工程「友禅流し」において、色鮮やかに
美しく流れる水中の生地をイメージし、ガラスと樹脂で友禅模様の布を
はさんで焼き上げたガラス皿です。「金澤きものタンブラー」は、同じく
友禅模様のちりめん生地で着物の着姿をかたどったタンブラーです。
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加賀友禅の着物や帯の作品を展覧会に出品し、
2008年に伝統工芸士に認定。伝統工芸の中で
培ったデザインや技法を生かしながら、生活に密
着した手軽な商品も提案しています。
〒921-8152　石川県金沢市高尾3丁目75番地1
TEL 090-8091-1420　FAX 076-298-9172
Email : mon-an8811@s9.dion.ne.jp
URL : http://studio-mon-an.com/

加賀友禅工房 文
も ん あ ん

庵

加賀友禅　ぽち袋　封筒　お祝い

特別な気持ちを届ける友禅柄の封筒

友禅文様ぽち袋
1袋（3枚入） 550円
熨斗付きタイプ:全4種類（別柄3枚入り）　熨斗なしタイプ:全8種類（同柄3枚入り）

加賀友禅のおめでたい文様を彩り豊かなデザインで描いた封筒です。サ
イズは180ミリ×90ミリと、お札を曲げずに入れることができる大きさで
ご用意しました。熨斗付きタイプ（全４種類・別柄３枚入り）と熨斗なし
タイプ（全８種類・同柄３枚入り）があり、お年玉や祝い事、感謝を込め
た心付けなど、さまざまな場面で使用できます。

Photo Gallery
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［加賀象嵌］

加賀象嵌を中心に金沢の伝統技法によるオリジ
ナルジュエリーを制作。全国の百貨店を中心に販
売し、女性伝統工芸士展などにも参加していま
す。日本ジュエリーデザイナー協会会員。
〒920-0102　石川県金沢市岸川町チ43番地
TEL 076-255-3552　FAX  076-255-3552
Email : info@jewelry-kirara.com
URL : http://www.jewelry-kirara.com/

希らら ジュエリー制作 長谷川真希

愛らしい手まり型の伝統工芸ジュエリー　

加賀象嵌手まりジュエリー
1個 9,720円〜

金 沢の伝統工芸である加賀象嵌を用いたジュエリー製品です。同じ
伝統工芸の加賀手まりをモチーフに、金属の小さな球体に象嵌を施
して、身に着けられる伝統工芸品として開発しました。手頃な価格帯
のものから、宝石や七宝をちりばめた高級品に至るまで、多種多様な
商品を取り揃えております。

希らら　長谷川真希　加賀象嵌　手まりジュエリー

47
［水　引］

日本人のもてなしの心をあらわす水引を使って、ア
クセサリーから建築内装まで幅広い分野の製品
を作り、水引文化を広め続けています。石川県産
の水引「四季の糸」を開発し、好評販売中です。
〒921-8032　石川県金沢市清川町7-9
TEL 076-244-6441　FAX  076-214-6499
Email : info@jiyukajin.net
URL : http://www.jiyukajin.net/

株式会社自
じ ゆ う か じ ん

遊花人

多彩な色の水引で楽しい照明をコーディネート

水引ペンダントライト
1個 15,000円〜

自遊 花人オリジナル水引「四季の糸」は、全13 3色の多彩なカラー
で、従来にはあまり見られなかった細やかなグラデーション表現を可
能にしました。そんな「四季の糸」をシェードに用いたペンダントライ
トは、和室・洋室を問わず、お部屋にふさわしい色と大きさの製品を
用意しており、幻想的な空間をお楽しみいただけます。

自遊花人
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［その他］

はなもっこ

手作業だからこそできる丁寧なものづくりによっ
て、喜びや楽しみがあふれる腕時計をつくりた
い。その思いを大切に、一つひとつ心を込めてつ
くり続けています。
〒920-0953　石川県金沢市涌波1-9-5
TEL 076-260-7123　FAX 076-224-0582
Email : ate@cbrain.co.jp
URL : http://www.cbrain.co.jp/

有限会社シーブレーン

日本の美と職人の技を楽しむ腕時計

はなもっこ
25,920円~59,184円
文字盤やベルトの内容によって変わります　

文字盤に漆や金箔、岩絵具、和紙といった昔ながらの素材を使用し、伝統
的な技法にもこだわって、職人が一つひとつ手作業で製作した腕時計で
す。ベルトが簡単に交換できるため、豊富に用意されたデザインの中から、
季節やファッションに応じて、自由に付け替えて楽しむこともできます。

49
［その他］

パストライザー用王冠　王冠マグネット　保冷ボックス

昭和12年創業で、「社員一丸となってものづくり
に精進し、明るい未来の実現に貢献します」との
理念を掲げて、王冠やPETボトルの開発と製造
に勤しんでおります。
〒925-0054　石川県羽咋市千里浜町ソ7番地
TEL 0767-22-0257　FAX 0767-22-2134
Email : sansin@diary.ocn.ne.jp
URL : http://www.s-regin.com/

三伸樹脂工業株式会社

日本酒の楽しみを広げる蒔絵入りの王冠

蒔絵の王冠
1個 180円(500個〜) 　

日本酒の王冠でもシャンパンのように飲む人を楽しませるデザインがで
きないかと考え、古くから漆器の産地として知られる石川県の企業とし
て、漆器の加飾技法である蒔絵に注目しました。地元企業と山中塗の職
人の協力を得ながら完成させた蒔絵の王冠で、日本酒の楽しさを表現す
るお手伝いをしていきます。
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商品に関するお問い合わせ
①商品の販売・取り扱いをご希望の方は、掲載企業に直接ご連絡ください。

②掲載企業へのお問い合わせの際、「じわもんセレクトを見た」と前置きして
　お話しいただくとスムーズなやり取りができます。

③取引条件については、掲載企業に直接ご相談ください。
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インスタグラム版  じわもんセレクト
インスタグラムでも掲載商品を随時発信しています。
みなさまからのフォローをお待ちしています。


