
    婦人ドルマン 
カット アンド ソーン
・・・・・・・・・・30,240円 
綿100％、M～L
コンペイトウ
ニットの藍染パンツ
・・・【3点限り】41,040円 
絹100％、M～L

天然藍コトデモ［東京］

    手描き加賀友禅振袖 花菱模様（裏地・お仕立て代含む）・・・・・【1点限り】3,024,000円 
絹100％

加賀友禅染元・千紅［石川］
素材の良さと気品に満ちた美しさが特徴の手描き加賀友禅。本作品は牡丹に花篭を主に花
菱紋が大胆にあしらわれている伝統の本加賀友禅振袖です。

    水晶・淡水パール
①ネックレス・・・・・35,000円 
首廻りの長さ48cm（アジャスター含む）
②ブレスレット・・・・・9,500円 
③イヤリング・・・・・・・7,800円 
いずれもSil、水晶、淡水パール

フカサワ宝石
［山梨］

    甲州印傳セミショルダーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3点限り】72,360円 
鹿革、漆仕上げ、W22.5×H38×D13cm

印傳屋上原勇七［山梨］
丈夫で柔らかな鹿革と漆の美しさが調和した甲州印伝。
大地や木 を々イメージしたベージュ系のナチュラルカラーで
長くお使いいただける逸品に仕上げました。

    婦人コートドレス・・・・・・・・・・【1点限り】23,760円 
絹100％、L

    婦人手織りジャケット・・・【1点限り】78,840円 
絹・その他繊維、M～L

手織り服・新保景子［東京］
絹・綿・麻糸で織りあげた色鮮やかな手織りのショートジャケット。
重ね着のできる素材で、これからの季節にぴったりの一着です。

    アコヤ真珠冠婚葬祭セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5セット限り】169,560円 
アコヤ真珠、N：Sil、8mm、E：K14WG、8.5mm、念珠：7mm、
正絹（絹100%）

アルコイリス［三重］
アコヤ真珠のネックレスとイヤリングに美しい念珠をあわせた
セットです。

    赤珊瑚デザインリング【1点限り】324,000円 
K18、赤珊瑚

しぶし珊瑚［鹿児島］
人気の珊瑚をカジュアルな
デザインでシーンを選ばずに
お使いいただける作品に仕上げました。

    掛川織 い草花ござ
・・・・・・【5点限り】35,640円 
い草、174×261cm（江戸間3帖）

鹿田産業［福岡］

    ツボ付楽座（ロッキングチェア）199,800円 
タモ材、W65×D80×H110cm

創作工房 匠夢楽［福岡］
背もたれにある木製の玉は移動でき、寄りかかると心地良い刺
激が楽しめます。

    手ぼうき
・・・10,800円 
ほうきもろこし、
83cm

新井ほうき店［東京］

    ステンレス製 食品かご・・・・・・・・・・16,200円 
ステンレス、W36×D27×H10cm

鳥井金網工芸［京都］
網目が細かく、吊下げ可能な手仕上げの食品かご。野菜、
果物の天日干しや保存にお使いいただけます。

    創作デザイン
仏壇 黒檀
【2点限り】

734,400円 
黒檀、
W47×D40×H122cm

きづな堂［福井］

    二本松朱塗りチェスト 片開下一
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・518,400円 
朴・桐、W91×D45×H86cm

田中家具
［福島］
伝統の二本松
箪笥に現代感
覚を取り入れ
た、リビングルー
ムにも似合う和
風モダンなデザ
インです。

    三巾 真わたふとん・・・・・・・・・・・・・129,600円 
ふとんがわ：綿100％、詰物：絹100％（真わた1キロ）、135×185cm

ふとん工房 はせ川［京都］
お客さまの声をもとに少し小ぶりに仕上げた、真わたふとんです。
お客さまのお着物を使って真わた布団のお仕立てもいたします。

    べっ甲ペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】307,800円 
べっ甲、チェーンの長さ57cm

べっ甲屋 たがわ［長崎］
価値の高い白甲だけでバラの花を彫り、気品あふれるべっ
甲の艶の世界をお楽しみいただける作品です。

    ヘアブラシ
・・・・10,800円 
縞黒檀・猪毛、
21cm

ブラシの平野［東京］
クセのないハンドル、重めのヘッドにより軽くブラッシングできま
す。髪の多い方にもお使いいただける整髪力も特長です。

   「朝陽の輝き」・・・・・・・・・【1点限り】75,600円 
雄勝石、33×33cm

雄勝石ギャラリエ［宮城］

    婦人プルオーバー
【3点限り】97,200円 
地糸：ポリエステル100%、
柄糸：絹100%、M

いわさき編物
［鳥取］

    ①イージーオーダー紳士靴・・・・・・・37,800円 
羊革、22.5～27.5cm
②イージーオーダー婦人靴・・・・・・・・・・45,360円 
羊革、20.5～25.5cm

サカエブロス［東京］

桐生シルク［群馬］     香入り
「金運金魚」
【5点限り】19,440円 
金魚：水引（絹巻）、
15×6cm、
木台：高さ32cm

水引工芸［長崎］

    急須アラシ肌・・・・【３点限り】35,640円 
銅（内面：錫加工）、容量0.5L

富貴堂［新潟］
銅の落ち着いた色合いに上品な仕上げ、
シンプルな形状がおすすめの急須です。

    ①錫製フリーカップ・・・9,720円 錫、高さ9.2cm、250ml　
②錫製ジョッキ・・・・・・・・10,800円 錫、高さ9.6cm、300ml

岩切美巧堂［鹿児島］

用の美を
感じて使う

人生を飾る 
こだわりの逸品

鮮やかな色使いが
楽しい一枚です。
型くずれしにくく、
長くお召し
いただけます。
会場で
オーダーメイドも
承ります。

お客さまとご相談しながら仕上げていくイージーオーダーシューズです。

「金運金魚」は、
お金が余るほど入るという
意味を込めて「金運金余」と
発音します。見た目にも
可愛らしい縁起物です。

硯の原石となる石の石肌を活かして描く珍しい石絵です。

和・洋間を問わず
お使いいただけます。
引き戸の蒔絵は
ご希望の図柄でも
ご用意できます。
LEDダウン
ライト付です。

福岡県・筑後地方に伝わる伝統的な
織り方で、県の特産工芸品にも指定されています。
シンプルで飽きのこないデザインは和・洋間を問わず、
お使いいただけます。

コシが強くしなやかで軽い。
非常に掃きやすく、掃除が
楽しくなるほうきです。

デザイン性の高いコットンニットの
ワイドパンツは、しわになりにくく、
たっぷりとしたドレープ感で
快適な着心地です。

伝統カットの水晶に
淡水パールを贅沢に
使用した新作ネックレス。
イヤリング・ブレスレットと
ご一緒にお楽しみ
いただけます。

①

②

③

初夏を装う
職人の手ざわり

●5月2 0日（水）～2 5日（月） ●7階催物会場〈最終日午後6時終了〉いつもの暮らしに、職 人の手 仕 事を。
第 8 回

夏の全国

その他の出店店舗 ［北海道］工房クラフトアンカー〈銅人形〉
［宮　城］台ヶ森焼〈台ヶ森焼〉
［福　島］黒澤桐材店〈桐下駄〉

［栃　木］島清〈のれん〉
［埼　玉］橙緑屋〈風呂敷〉
［千　葉］加瀬ラタン工芸〈籐製品〉

［東　京］籠竹工芸所〈竹細工〉
［東　京］日光や〈爬虫類バッグ〉
［東　京］工房HOSONO〈帆布バッグ〉

［東　京］内山工芸染色〈東京手描友禅〉
［東　京］萬園〈つりしのぶ〉
［神奈川］江戸独楽 福島〈江戸独楽・ミニチュア玩具〉

［神奈川］五人囃子〈レザークラフト〉
［新　潟］河清刃物工業〈ノミ・彫刻刀〉
［新　潟］日本ヒスイ鉱業〈翡翠〉

［長　野］丸嘉小坂漆器店〈漆器・漆家具〉
［岐　阜］手仕事 遊〈飛騨高山一閑張〉
［愛　知］木桶の栗田〈桶〉

［愛　知］アトリエ洋子〈パッチワークニット〉
［三　重］藤総製陶所〈万古焼急須〉
［三　重］藤岡組紐店〈伊賀組紐〉

［京　都］福永念珠舗〈念珠〉
［京　都］木の布工房 遊絲舎〈丹後藤布〉
［京　都］砧工房〈工芸染色〉

［大　阪］十方謝〈チタン創作アクセサリー〉
［大　阪］工房キハラ〈大阪唐木指物〉
［島　根］高橋鍛冶屋〈鉄の民芸品〉

［岡　山］神崎遊庵〈印刻〉
［広　島］ティーエムプラン〈竹炭工芸〉
［広　島］玉信堂製筆〈熊野筆〉

［福　岡］小林彫刻所〈屋久杉工芸〉
［宮　崎］松川碁盤店〈碁盤〉
［鹿児島］重田絹織物〈本場奄美大島紬〉

※出店者の都合により、一部変更になる場合が
　ございますので予めご了承ください。

    つえ
①・・・・・・・【3点限り】19,440円
楓、88cm
②・・・・・・・【3点限り】17,280円
楓、92.5cm

つえ屋［京都］

斬新・スマート・ステキの
言葉がよく似合う、モダ
ン心を忍ばせた作品。
おしゃれな新感覚・らくら
くスタイルのリュック＆ショ
ルダーバッグです。
    銀座の街のいちページⅡ・・・・・・・・34,560円 
牛革、W31×H26×D11cm

中澤かばん［東京］

    紫雲石硯
【1点限り】
49,680円 
紫雲石

瑞泉硯房［岩手］
青黒色で縦縞模様が
あり、鋒鋩の程合いに
優れた石硯です。磨墨
も細やかで暖かく気品
のある溌墨となります。

    鉄瓶 平丸型 糸目波紋・・・・【5点限り】37,800円 
鉄、容量1.5L

幸工芸［岩手］
縁起の良い青海波（せいかいは）の紋様は南部鉄器・伝統
工芸士、現代の名工 佐藤勝久氏の作品です。

錫は熱伝導率が高く、グラスがすぐ冷え、
ビールなどの飲物を美味しくお召し上がりいただけます。

軽くて涼しいシルクで創った初夏にぴったりのコートドレスで
す。前を開けて軽く羽織ってもお使いいただけます。

昔ながらのステッキと総柄のかわいい
ステッキ。どちらもお客さまの身長に
あわせて調節いたします。

    婦人リボン付サンバイザー
・・・・・・・・・・・・・・・・各10,584円 
指定外繊維〈ペーパー〉、
S～L

石田製帽［岡山］
大ぶりのリボンが印象的な丸められるタイプのサンバイザー。
留め位置を変えることでサイズの微調整が可能です。

    先染め綿ジャカード地 長パラソル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2点限り】20,520円 
綿100％、親骨の長さ55cm

小宮商店［東京］
比較的厚地の生地のため、夏の日差しが強い日も快適に
お過ごしいただけます。
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