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　使用木材のご紹介

赤木

•ミャンマー現地名ガディ。カンラン科。

•木肌は滑らかで堅い。

•赤みがかった褐色を持ち、色ムラはあ
まりなく、木目も目立たない。

•学名:Protium ｓerratum En

鉄刀木（タガヤサン）

•正式には紫鉄刀木と呼ばれ
る。マメ科。非常に硬い木で
水に沈む。

•きれいな木目が特色で、黒に
近いこげ茶色から薄茶の濃
茶系統の色。

•学名：Millettia pendula

アジアウォールナット

•ミャンマー現地名タウチャン。マメ科。

•水に沈むほどの重厚な材質で耐久性
が高い。

•深みのあるダーク系の色調で、重厚
さを表現できる新感覚の素材。

•学名：Terminalia coriacea

ツゲ

•ビルマツゲ（シャムツゲの仲
間）、アカネ科。

•木目は密で木肌は滑らかで
堅い。ヒノキの様な自然な木
の色調。

•学名:Adina cordifolia

マレーカリン

•マメ科、カリンの一種。黄色い花が4
月に咲き、ミャンマーでは街路樹とし
て植えられる。

•木肌はキツネ色。材質はやや重厚で
滑らか。

• 学名：Pterocarpus indicus

黒檀

•カキノキ科、別名エボニーとも呼ばれる。唐木３大銘木の一つで、たいへん希少な木材。

•世界で最も重い。

•本黒檀と縞黒檀があり、本黒檀は箸とカトラリーに使用。

•学名：Diospyros ebenum (本黒檀）

チーク

•世界３大銘木の一つ。木材
の王者。ミャンマーは世界一
のチーク産地。

•木目は密で耐久性抜群。ゆ
がみが生じにくい。木肌は滑ら
か。

•学名:Tectona grandis Linn

漆

•ミャンマー漆が採れる樹木は、重厚な堅木で木肌はきれいな赤色の優れもの。

•乾燥すれば漆によるカブレはなくなり、鉄刀木より堅い木質で磨くと滑らか。

•見た目の綺麗な木材で、算出量の少ない貴重な樹木です。

ビルマ松

•ミャンマー現地名パインウッド

•木肌は白く滑らかで綺麗な木目。

•学名:Pinus merkusii

赤鉄

（ピンカドー）

•現地名 ピンカドー

•きれいな暗赤色で、大変堅く
丈夫。現地では建築材。

•学名：Xylia dolabriformis
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※このカタログの価格は税別表示です。

素材が良いので、
薄くて丈夫。
だから、使いやすい

長尺-1群　　品質重視の長尺定番品 ＊無垢材の質感
＊長尺の使いやすさ
＊手作り少量生産
＊お買い得な価格
４拍子揃った定番品 　

単品と台セットがあります

　重厚な天然木　鉄刀木(ﾀｶﾞﾔｻﾝ）　（両写真　左端）

SW07　長尺靴べらL7　　単品　　　鉄刀木　

SW08　長尺靴べらL7　　台セット　鉄刀木　

　ぬくもり感じる　マレーカリン　（両写真　左２つ目）

W051　長尺靴べらL7　　単品　　　マレーカリン

W052　長尺靴べらL7　　台セット　マレーカリン　

　滑らかな木肌ツゲ（セット写真:右３つ目、単品写真:右３つ目）

W025　長尺靴べらL7　　単品　　　ツゲ

W026　長尺靴べらL7　　台セット　ツゲ　

SW053　長尺靴べらL7　小ぶりな台ｾｯﾄ　ツゲ　

　世界3大銘木　チーク　（単品写真　右２つ目）
MT07　長尺靴べらL7　　単品　　　チーク

SW10―かりんのセットを現品限りでお届けします
靴べら本体の長さは７０ｃｍ 　貴重な2016年輸入品になります（両写真右端）

セットは専用ダンボール箱入りです SW09　長尺靴べらL7　　単品　　　かりん

単品も＋￥５０でダンボール箱包装が可能です SW10　長尺靴べらL7　　台セット　かりん

長尺-２群　握りやすい靴べら ＊握りやすさを徹底追及
＊機能性と品格の揃った逸品

※在庫はお問合せください

　60ｃｍ 自然の造作・多彩な杢目　かりん、鉄刀木　

SW11　長尺握りやすいG6　　単品　　 かりん

SW12　長尺握りやすいG6　　台セット かりん

SW13　長尺握りやすいG6　　単品　　　鉄刀木　　　　　

この長尺-２群は SW14　長尺握りやすいG6　　台セット　鉄刀木　

持ち手を膨らませて

握りやすい形に削り出した

特選デザインです

水に沈むほど重い 素材が強く薄い仕上げ 質感の良さ

機能的

¥1,800

¥6,000

¥5,000

¥4,000

¥1,400

¥1,400

¥5,000

¥3,000

¥10,000

¥4,000

¥11,000

長尺靴べら単体も販売

¥1,800

¥3,500

¥8,100

SW08

鉄刀木
SW053

ツゲ

W052

ﾏﾚｰｶﾘﾝ

W026

ツゲ SW10

かりん

SW07 W025 SW09

W051 MT07

SW12 SW14

鉄刀木

単品SW13単品

SW11
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長尺-3群　長尺　お買得靴べら ＊品質を保って低価格を実現したお買い得品
＊オリジナルデザイン
＊屈まずに使える70㎝

SW051 長尺靴べらL7　Ｔ字台ｾｯﾄ   鉄刀木

※受注生産

SW052　長尺靴べらL7　Ｔ字台セット　ツゲ

※受注生産

MT08　チーク製長尺靴べらL7　うさぎ台付き　

※受注生産

MG08  ツゲ製長尺靴べらL7　うさぎ台付き

※受注生産

うさぎ型台をセットにした製品2種
特にチーク製の長尺靴べら(MT08)はお勧めです

しっかりした普及品 素材が強く薄い仕上げ 機能的

中尺-1群　中尺　定番デザインの靴べら ＊使いやすい定番デザイン

W001イルカの靴べらはイルカの形をした

ユニークなデザイン

（靴べら長さ 約40cm)

W001　イルカの靴べら D4  ツゲ ※受注生産

W001　イルカの靴べら D4  鉄刀木 ※受注生産

W002　使いやすい靴べらM4  鉄刀木

MT02　使いやすい靴べらM4  チーク

シンプルで使いやすい
40㎝靴べらをチークで
作った新製品
お買い得です！！

W035　ホテル靴べら 30㎝  鉄刀木 ※受注生産

ホテル靴べら長さ 約30cm W036　ホテル靴べら 30㎝  ツゲ

中尺-２群　中尺　お洒落な鳥の靴べら ＊玄関の飾りと実用性を備えた人気品

可愛いだけでなく使い勝手も良いと評判です

贈り物にも最適

親鳥型（専用贈答箱入り、靴べら長さ28ｃｍ）
SW27　親鳥の靴べら  ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ台ｾｯﾄ 　 鉄刀木

SW37　親鳥の靴べら  ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ台ｾｯﾄ    ツゲ

Ｓｉ27　親鳥の靴べら  ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ台ｾｯﾄ 　漆

SP27　親鳥の靴べら  ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ台ｾｯﾄ  ﾋﾞﾙﾏ松

かわいい小鳥型　（靴べら長さ16ｃｍ）

SW34　小鳥の靴べら  ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ台ｾｯﾄ  鉄刀木

SW35　小鳥の靴べら  ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ台ｾｯﾄ  ツゲ

※漆とビルマ松は、数量が揃わない場合があります。

¥3,400

¥4,400

¥1,000

¥4,000

¥3,000

¥1,400

¥4,000

¥3,000

¥1,400

¥880

¥600

¥4,000

¥3,000

¥1,200

¥1,200

¥800

SW051 SW052
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短尺-1群　新短尺靴べら ＊低価格、使いやすさ、優れた材質
＊オリジナルデザインで人気品です

新短尺シリーズ 全長22ｃｍ

W013 新短尺靴べら 鉄刀木

W014 新短尺靴べら ツゲ

MT013 新短尺靴べら チーク

※ＭＴ013は受注生産

握りやすいシリーズ 全長20ｃｍ

W030 握りやすい靴べらＭｉｎｉ 鉄刀木

W032 握りやすい靴べらＭｉｎｉ ツゲ

W033 握りやすい靴べらＭｉｎｉ ＡＷ

短尺-2群　携帯靴べら ＊小さくても使い勝手の良い品

黒檀とチークのこぶ材、２種類の貴重な天然木材をを削り出した
最高級品です。贈答用に適した化粧箱入りです。

最高級品 全長8ｃｍ

SW24　最高級携帯靴べら　　本黒檀 　※受注生産

SW25　最高級携帯靴べら　　チーク瘤 　※受注生産

シンプルで機能的、かつ天然素材の削り出し靴べら
指かけがあり使いやすく、ポケットにも入る便利さ
営業ノベルティにも喜ばれます（箱別途）

普及品 全長8ｃｍ

W003　  高級携帯靴べら　　　鉄刀木

U003　  高級携帯靴べら　　　ｱｼﾞｱｳｫｰﾙﾅｯﾄ

MT003　高級携帯靴べら　　　チーク

　製造者・工房のご紹介

品質検査・木工加工 　　木工加工 　　木工加工 　　木工加工 　　木工加工 　　木工加工

ヤンゴンAMC社 マゼイン組合 ニンエイ工房 ミヤタン工房 タンチョウ工房 ゾーミンカイ工房

　　木工加工 貝細工 染色織物 染色織物 染色織物 コットン栽培

コロコロ工房 ウィン工房 タウンジー織物学校 アマナプラー織物学校 ナンダー工房 ザガインファーム

¥1,600

¥700

¥800

¥800

¥800

¥2,200

¥500

¥500

¥550

¥500

¥550

チーク瘤黒檀
SW25SW24

MT013
（受注生産）

Ｗ００３ Ｕ００３ ＭＴ００３

鉄刀木 ｱｼﾞｱｳｫｰﾙﾅｯﾄ チーク
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１つ１つ手づくりです

厳選した唐木を削り出し、薄く仕上げた逸品です
特色ある各シリーズが揃い、お気に入りの品が見つかります

淡色のビルマツゲを使い
ナチュラル ・シンプルさを表現したシリーズです

名前 サイズ 材質

N 01　　ナチュラルSスプーン cm ツゲ

N 02　　ナチュラルMスプーン cm ツゲ

N 03　　ナチュラルLスプーン cm ツゲ

N 04　　ナチュラルパフェスプーン cm ツゲ

N 06　　ナチュラル鍋スプーン cm ツゲ

N 25　　ナチュラルシュガースプーン cm ツゲ

N 26　　ナチュラルシンプルフォーク cm ツゲ

名前 サイズ 材質

G155 三角スプーン cm ツゲ

G157 三角ﾖｰｸﾞﾙﾄｽﾌﾟｰﾝ cm ツゲ

G158 三角フォーク cm ツゲ

G136 三角和のスプーン cm ツゲ

G137 三角和のフォーク cm ツゲ

U155 三角スプーン cm ＡＷ

U157 三角ﾖｰｸﾞﾙﾄｽﾌﾟｰﾝ cm ＡＷ

U158 三角フォーク cm ＡＷ

U136 三角和のスプーン cm ＡＷ

U137 三角和のフォーク cm ＡＷ

注： AW＝アジアウォールナット

¥260

¥260
¥380
¥490
¥490
¥700

13

16

18～20

22

20

13 ¥260
13

¥600
¥600

¥600

¥300
¥300
¥300

¥600
¥300
¥300
¥300

14

14

14

18

18

14

14

14

18

18

ナチュラルシリーズ

N06

うどん等にピッタリの

鍋スプーン

可愛いデザイン

N26

N25

N01       N03       N06 
N02         N04               N25 N26

カトラリーや器など 食品や口に触れるものは

安全で美しい木目を活かす 透明ポリウレタン塗装を施しています

ベーシックシリーズ
持ちやすい三角柄
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ツゲ製

名前 材質：ツゲ サイズ

G111 ヒメ　コーヒースプーン cm
G112 ヒメ　フォーク<受注生産＞ cm
G121 M　コーヒースプーン cm
G122 M　フォーク cm
G124 M　ヨーグルトスプーン cm
G125 M　シュガースプーン cm
G131 マドラー　＜受注生産＞ cm
G132 シュガースプーン cm

アジアウォールナット製

名前 材質：アジアウォールナット サイズ 価格

U121 M　コーヒースプーン 13 cm
U122 M　フォーク 13 cm
U124 M　ヨーグルトスプーン cm
U125 M　シュガースプーン 13 cm
U131 マドラー　＜受注生産＞ 15 cm
U132 シュガースプーン 8 cm

チーク製

名前 材質：チーク サイズ

MT121 M　コーヒースプーン cm
MT122 M　フォーク cm
MT124 M　ヨーグルトスプーン 13 cm

¥240

¥240

¥240

¥240

¥240

13

¥280

¥240

¥240

価格

11

11

13

13

8

¥240

¥240

¥240

¥240

¥240

¥280

世界三大銘木のチークは、ミャンマーが世界一の産地です。

¥24013

¥24013

¥240

価格

13

13

15

ベーシックシリーズ シンプルながら使いやすさを追求したロングセラーシリーズ

ツゲとアジアウォールナットの2種類にチークが加わりました

MT121   MT122   MT124

U121 U122 U124 U131 U125 U132

使いやすくシャープな形

シンプルな形

MT121 Ｍスプーン

ヨーグルトやアイスがすくいやすい形

MT124 Mヨーグルトスプーン
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指かけがあるので塗りやすく、この凹みは市販のマーガリンケース

の穴にピッタリです。ケースに入れたまま冷蔵庫に入ります

名前 サイズ 材質 価格

N 52 新バターナイフ cm
U 52 新バターナイフ cm

ジャムナイフは、おもて面で瓶からすくい N 53 新ジャムナイフ cm

取り、うら面で塗る２つの機能を実現できる U 53 新ジャムナイフ cm

曲線を、手作りで削り出したオリジナル
デザインです 注： AW＝アジアウォールナット

サイズ 材質 価格

G133 バターナイフ cm ※在庫限り
U133 バターナイフ cm ※在庫限り
B133 バターナイフ cm 本黒檀 ※在庫限り
G134 ジャムナイフ cm ※在庫限り
U134 ジャムナイフ cm ※在庫限り

16
16
16

16
16

16 ¥300

16 ¥300

¥300

16

ツゲ

AW

ツゲ

AW

¥300

16

¥1,500

¥300

¥300

ツゲ

AW

¥300

¥300AW

ツゲ

バターナイフ・ジャムナイフ

ベーシックシリーズ

N52     U52     N53     U53

G133   U133    B133    G134     U134
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アジアウォールナットは
マメ科の一種で
水にも沈むほど重い
木材です（部位によって
浮く場合もあります）

黒クルミに似ていますが
ウォールナットと別種です

手触りが滑らかで
落ち着いた色調なので
カトラリーとして
お勧めです

重厚なアジアウォールナット
名前 サイズ 材質 価格

Ｕ140 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 右カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 AW ¥600

Ｕ144 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 左カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 AW ¥600

Ｕ148 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 蓮華 cm17 AW ¥650

Ｕ149 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ スープスプーン cm18 AW ¥650

Ｕ150 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌスプーン cm18 AW ¥600

Ｕ151 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌフォーク cm18 AW ¥600

Ｕ165 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍスプーン cm16 AW ¥450

Ｕ166 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍフォーク cm16 AW ¥450

Ｕ190 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓスプーン cm13 AW ¥300

Ｕ191 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓフォーク cm
注 AW＝アジアウォールナット

ナチュラルなツゲ

滑らかな手触りと優しい色調が
まさにナチュラル
持ちやすいデザインと併せて
安心感をお届けします

ナチュラルな雰囲気の
ツゲ製カトラリー

名前 材質

13 AW ¥300

ｻｲｽﾞ 価格

G140 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 右カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 ツゲ ¥600

G144 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 左カレーｽﾌﾟｰﾝ cm17 ツゲ ¥600

G148 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 蓮華 cm17 ツゲ ¥650

G149 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ スープスプーン cm18 ツゲ ¥650

G150 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌスプーン cm ¥60018 ツゲ

G151 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌフォーク cm18 ツゲ ¥600

G165 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Mスプーン cm ツゲ ¥45016

G166 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Mフォーク cm16 ツゲ ¥450

G190 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓスプーン cm13 ツゲ ¥300

G191 　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓフォーク cm13 ツゲ ¥300

ユニバーサルシリーズ
柄を太くし、持ちやすいユニバーサルシリーズを

ツゲ・ウォールナットの材質で展開します。

G144     G140    G148   G149      G150     G151 G165 G166   G190   G191

僕のスプーンシリーズ
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子供用スプーンを自然素材で作りました
離乳食用の器も併せて用意しました

サイズ 材質 価格

C001 　僕のスプーン cm
C002 　僕のフォーク cm
C003 　ママのスプーン cm
I 008 　にぎにぎスプーン cm
I 009 　にぎにぎフォーク cm
C010 　私のスプーン cm
C011 　私のフォーク cm
C013 　子供スプーン cm
C014 　子供フォーク cm
C015 　子供スープスプーン cm
C018 　お兄ちゃんのスプーン cm
C019 　お兄ちゃんのフォーク cm
I 016 　ベビースプーン cm
C030 　白蝶貝スプーンＬ(無塗装・純天然) cm
C032 　白蝶貝スプーンＳ(無塗装・純天然) cm
I 020 　にぎにぎスプーン Ｍ cm
I 021 　にぎにぎフォーク Ｍ cm

　

返しがあり、離乳食に使いやすい
優しい木の器

サイズ 材質

K64 思いやりの器 直径12.5ｃｍ ツゲ

K62 僕の器 直径 10 ｃｍ ツゲ

K68 初めての器　Ｍ 直径 8 ｃｍ ツゲ

K66 初めての器　S 直径 7.5 ｃｍ ツゲ

K67 初めての器　SS 直径  7  ｃｍ ツゲ

¥2,000

¥1,200

¥1,000

¥900

¥800

¥330

11 ツゲ ¥330

11 ツゲ

16 ツゲ ¥350

12 赤木 ¥300

12 赤木

12 ツゲ ¥280

12 ツゲ ¥280

¥300

11 ツゲ ¥280

11 ツゲ ¥280

9 ツゲ ¥340

¥450

15 赤木 ¥450

14 ツゲ ¥350

14 ツゲ ¥350

赤木 ¥340

6.5 白蝶貝 ¥400

11
白蝶貝 ¥1,0007.5

15 赤木

K62

僕のスプーンシリーズ

離乳食用のママのスプーン

ママが赤ちゃんを抱いたままでも

使いやすい角度です

南洋真珠が採れる、白蝶貝を磨いてスプーンにしました。

調味匙としても重宝します。

なお、この２品は天然貝を磨いた無塗装です。

C003

出産・誕生祝いなど、

お好きなカトラリーと器で

箱入りセットにできます

離乳食や流動食、シリアルなども

すくいやすいカーブをつけた

人に優しい器（K62）

若い女性に人気のにぎにぎスプーン・

フォークを、可愛らしいデザインを

そのままに、大きめサイズを作りました。

I 020 と I 021 （写真下）

C001  C002      I008   I009                C013  C014 I016                       I020    I021
C003

C010  C011 C015 C018  C019

C030

C032
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＜※受注生産＞

B154 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ LLスープスプーン cm ※受注生産

B155 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ LL 4歯フォーク cm ※受注生産

B156 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌナイフ cm ※受注生産

B152 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌスプーン cm ※受注生産

B153 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｌ３歯フォーク cm ※受注生産

B167 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍスプーン cm ※受注生産

B168 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍフォーク cm ※受注生産 B169 ケーキナイフ
B192 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓスプーン cm ※受注生産 切れ味とすくいやすさでデザートスプーンを
B193 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓフォーク cm ※受注生産 進化させました
B169 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｍケーキナイフ cm ※受注生産

B186 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ｓ和のナイフ cm ※受注生産

B52 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ バターナイフ cm ※受注生産

B53 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ジャムナイフ cm ※受注生産

H113 カトラリーレスト　アワビ cm ※受注生産

B152　Lスプーン
先端の口当たりは感激ものです

B192,B193 Sスプーンとフォーク B186 和のナイフ

黒檀

チーク

16
7

¥3,000

¥3,000

¥2,800

¥2,800

¥2,800

¥2,200

¥2,200

¥1,800

¥1,800

¥2,200

¥1,200

¥2,200

¥2,200

¥1,000

黒檀

黒檀

18
18
16
16
13

黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

13
16
11
16

20
20
18 黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

黒檀

プレミアム黒檀シリーズ
最高級の黒檀（エボニー）を手で

削り出し、4回塗装で仕上げました。

吸い付くような口当たりなど

本物の質感をお楽しみください。
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ｻｲｽﾞ 材質 価格

K08 フライ返しS右 cm ツゲ

K09 フライ返しS左 cm ツゲ

K31 フライ返しM右 cm ツゲ

K35 フライ返しM左 cm ツゲ

K36 ターナー cm ツゲ

K37 足形ターナー cm ツゲ

サイズ 材質 価格

K22 お玉　L cm 合歓の木

K23 お玉　M 25 cm 合歓の木

K24 お玉　S cm 合歓の木

K28 しゃもじ 20 cm ツゲ

K29 ケーキサーバー 22 cm ツゲ

チークで作った木製ハニースティックです。

一度にたくさんのはちみつをすくい取れます。

溝の部分も洗いやすくなっています。

   サイズ 材質 価格

ハニースティック cm チーク

ﾊﾆｰｽﾃｨｯｸ mini cm チーク

ハイセンスでかつ先端が浮く機能的デザイン

天然木のバネを利用し，純木製にこだわりました

新潟デザイン専門学校とのコラボ作です

新シリーズ作品を追加しています

サイズ 材質

G74 木のトングＬ 28 cm ツゲ

G75 木のトングM 24 cm ツゲ

G76 木のトングＳ 19 cm ツゲ

G77 ポテチトングＳＳ 15 cm ツゲ

T74 木のトングＬ 28 cm 鉄刀木

T75 木のトングM 24 cm 鉄刀木

ポテチをトングで T76 木のトングＳ 19 cm 鉄刀木

つまんで T77 ポテチトングＳＳ 15 cm 鉄刀木

スマホを汚さず

スマートなこだわり

先端が浮いて、汚れません

¥1,200

¥1,600

¥1,200

¥800

¥700

¥1,600

¥600

¥800

¥700

¥600

29 ¥800

29 ¥900

29 ¥900

32 ¥2,200

¥1,400

18 ¥900

28 ¥600

28 ¥600

29 ¥800

17 ¥1,200

14.5 ¥800

MT300

MT301

料理好きの木の道具

左用

オーソドックスなフライ返し、逸品です

K22 K23 K24

左用

K08 K37K09 K31 K36K35

しゃもじにはエンボス加工で

ご飯が付きにくい

新潟デザイン専門学校とのコラボ作

K29

シンプルな商品ですので、

優しいカーブが炒めやすさをリードします。

T74
T75

T76

T77
G75

G74

G76
G77

右用右用

左手用も用意しました。

さらにモダンなデザインの中から選べます。

K28
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断熱性が高いので
結露しにくく、
熱くもなりません

サイズ 材質

※ 受注生産 KG87 薄作り  木のカップ L 250 cc ツゲ

※ 受注生産 KG88 薄作り  木のカップ M 180 cc ツゲ

※ 受注生産 KG89 薄作り  木のカップ S 140 cc ツゲ

※ 受注生産 KG90 薄作り  ビアカップ 250 cc ツゲ

※ 受注生産 KM133 湯呑み 香り（ﾏﾚｰｶﾘﾝ） ﾏﾚｰｶﾘﾝ

KG135 湯呑み（ツゲ） ツゲ

サイズ 材質

※ 受注生産 KU99 湯呑み 中 （ＡＷ) cc ＡＷ

※ 受注生産 KU96 湯呑み 大 （ＡＷ） cc ＡＷ

KM96 湯呑み 大 （ﾏﾚｰｶﾘﾝ） cc ﾏﾚｰｶﾘﾝ

　 ホッとする、やさしい形の湯呑です。 KG93 木のグラス香 中 (ﾂｹﾞ) cc ツゲ

木の温もり感じるマレーカリンで KG98 木のグラス香大(ﾂｹﾞ) cc ツゲ

作った湯呑でご一服いかがですか。

ビール・ジュースに合わせたKG98、KG93

コーヒー・紅茶にピッタリのKU96･KU99･KM96

堅木を丁寧にロクロで
手彫りしました。 注: AW=アジアウォールナット
薄い飲み口は感激ものです

サイズ 材質

KG148 コロンぐい呑み cc ツゲ

KG142 香りのぐい呑み cc ツゲ

KG150 モダンぐい呑み cc ツゲ

KU148 コロンぐい呑み cc ＡＷ

手になじむぐい飲み KU142 香りのぐい呑み cc ＡＷ

　 特にｳｫｰﾙﾅｯﾄは重く KU150 モダンぐい呑み cc ＡＷ

しっくりとしてお勧めです

160

¥2,200

¥1,600

¥1,200

¥2,200

¥1,300

¥1,300

価格

価格

¥1,400

120 cc

120 cc

¥700

¥700

¥700

¥700

¥700

¥700

180

180

150

180

¥1,400

¥1,600

¥1,600

¥1,600

50

50

50

50

50

50

木のカップ

KG90 KG87 KG88 KG89

KG142

KU142

KG150

KU150

KG148

KU148

KG98 KG93 KU96 KU99

KM133
KG135

KM96
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本物の木の質感を活かした癒しグッズ
オリジナルデザインも多く、他にはないお土産品としても人気です

カッサ
R041 にぎり星 R042 もみのき

材質：アジアウォールナット 材質：アジアウオールナット

ｻｲｽﾞ　長さ3.6-4.2ｃｍ ｻｲｽﾞ　長さ12ｃｍ

中国のお肌マッサージ、カッサを

肩もみもできるようにリデザイン

サイズ 材質

R046 勾玉カッサ 長さ9cm 鉄刀木

R043 勾玉カッサ 長さ9cm  ツゲ

R044 勾玉カッサ 長さ9cm ﾏﾚｰｶﾘﾝ

孫の手 サイズ 材質

RT031 鶴の孫の手 長さ40cm 鉄刀木 ※受注

RG031 鶴の孫の手 長さ40cm  ツゲ

RT032 女性孫の手 長さ40cm 鉄刀木 ※受注

RG032 女性孫の手 長さ40cm  ツゲ

お顔コロコロ

R033 お顔コロコロ・ツゲ

R034 お顔コロコロ・鉄刀木

R37  お顔コロコロ大･AW

翡翠コロコロはひとつひとつ
手造りです。

ヒスイは肌に触れるとひんやりして爽快です。

気分転換にお勧めです。

R35　翡翠・ツゲ　中(ｺｯﾄﾝ袋付)

R36　翡翠・ツゲ　小(ｺｯﾄﾝ袋付) 天然石なので、10種類以上の色があります。色の指定はおまかせ下さい。

いずれも草木染・手織布のコットン袋付きです。

これはスマホケースにも代用可能です。

¥2,000

¥1,500

¥500

¥500

¥1,000

¥500 ¥600

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥500

¥500

¥500

R046

R043

R044

翡翠コロコロ

R36R35

世界一のヒスイの国から

R37

R034

R033 長さ12ｃｍ

長さ15ｃｍ
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天然木の色調をデザインにいかした箸置き

新製品が加わりました

HI 100 箸置　栗 4.5×3.8cm 寄木 赤木+ツゲ
HT100 箸置　栗 4.5×3.8cm 寄木 鉄刀木+ツゲ
HT101 箸置　栗 4.5×3.8cm 天然 鉄刀木のみ
HT104 箸置　豆 5×2.5cm 寄木 鉄刀木+ツゲ
HI 104 箸置　豆 5×2.5cm 寄木 赤木+ツゲ
HG104 箸置　豆 5×2.5cm 寄木 ツゲ+黒檀
HT108 箸置ﾀｹﾉｺ 5×2.5cm 天然 鉄刀木

注）鉄刀木製の栗は、寄木で作ったHT100と HG108 箸置ﾀｹﾉｺ 5×2.5cm 天然 ツゲ
天然木の色調変化を生かしたHT101の2種類あります HT109 箸置　なす 5×2.5cm 天然 鉄刀木

　　 HG109 箸置　なす 5×2.5cm 天然 ツゲ
在庫限り HU110 箸置ｷﾉｺ 5×2.5cm 寄木 AW+ツゲ

在庫限り HG110 箸置ｷﾉｺ 5×2.5cm 寄木 ﾂｹﾞ+AW

HT116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm 鉄刀木
HI 116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm 赤木
HG116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm ツゲ
HS116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm 白蝶貝
HJG18 ヒスイ箸置 3.5㎝直径 グリーン系翡翠

HJY18 ヒスイ箸置 3.5㎝直径 イエロー系翡翠

薬味用にも使える豆スプーンを箸置きにしてみました。 HJW18 ヒスイ箸置 3.5㎝直径 ホワイト系翡翠

食卓にかわいらしさを演出します。 HU119 箸置きのこⅡ 4×2.5cm 寄木 AW+ツゲ

HI 119 箸置きのこⅡ 4×2.5cm 寄木 赤木+ツゲ

タケノコ、なす、きのこの３種の野菜を加えて、季節感を楽しめるようにしました。

いずれも手削りで制作しています。 出来ました、かわいい”きのこⅡ”です

¥400

¥400

¥400

¥400

¥400

¥400

¥400

¥400

¥500

¥500

¥400

¥300

¥500

¥500

¥400

¥1,000

¥300

¥300

¥1,000

¥300

¥1,000

注 AW＝アジアウォールナット
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天然の鉄刀木の巨木

　　　鉄
タガ

刀
ヤ

木
サン

製　細身四角箸　と　細身八角箸

　　　　　　金属的な打感

燻蒸し

シンプルで使いやすい 包装はミャンマー和紙を手張り

　唐木の里で、木材乾燥を追求して究極の細い木箸作りに挑戦しました。

選んだのは丈夫で細くても折れない鉄刀木。しかし乾燥中に暴れて曲がりやすい木材です。 手削り

そこで現地で出来る方法として茹でて、燻蒸して、徹底的に乾燥させ、曲げるだけ曲げました。

その後、真っ直ぐな部分を使い、手間をかけて手削りし、最後は透明ポリウレタンを

3回手塗塗装で仕上げています。

備考）　鉄刀木（タガヤサン）は紫檀・黒檀と同類の唐木の一種です。

水に沈むほど重く、木質は硬く、外観は緻密で綺麗な年輪模様が特色な貴重な天然木です。 　　　細く、つかみ易い先四角

HT05 細身八角箸 23㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT06 細身八角箸 21㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT11 細身四角箸 23㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT12 細身四角箸 21㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT01 八角箸 23㎝ 鉄刀木 ￥７5０

HT02 八角箸 21㎝ 鉄刀木 ￥７5０

HT03 八角箸 19㎝ 鉄刀木 ￥65０

HMT02 八角箸 21㎝ チーク ￥9００

HMT01 八角箸 23㎝ チーク ￥9００

定番品 八角箸 ６種類

H35 八角菜箸 30㎝ ツゲ ￥1,0００
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　最初に制作したのがやや太めの八角箸、

そして握り易さを求めて利休箸を作りました。

利休箸を改良し、新利休箸を開発しました。

さらに木材乾燥を徹底して、細身八角、四角箸を開発しました

HB21 利休箸 23㎝ 本黒檀 ￥２,2００

HB22 利休箸 21㎝ 本黒檀 ￥２,2００

HSi22利休箸 21㎝ 漆の木 ￥２,2００

HSi21 利休箸 23㎝ 漆の木 ￥２,2００

HMT21 利休箸 23㎝ チーク ￥１,3００

HMT22 利休箸 21㎝ チーク ￥１,3００

HMT23 利休箸 19㎝ チーク ￥１,1００

HT21 利休箸 23㎝ 鉄刀木 ￥１,3００

HT22 利休箸 21㎝ 鉄刀木 ￥１,3００

HT23 利休箸 19㎝ 鉄刀木 ￥１,1００

HT24 利休箸 17㎝ 鉄刀木 ￥１,1００

HB61 新利休箸 23㎝ 本黒檀 ￥1,8００

HB62 新利休箸 21㎝ 本黒檀 ￥1,8００

HMT61 新利休箸 23㎝ チーク ￥１,0００

HMT62 新利休箸 21㎝ チーク ￥１,0００

HT61 新利休箸 23㎝ 鉄刀木 ￥１,0００

HT6２ 新利休箸 2１㎝ 鉄刀木 ￥１,0００

HT63 新利休箸 19㎝ 鉄刀木 ￥9００

HT64 新利休箸 17㎝ 鉄刀木 ￥9００

利休箸新利休箸
八角箸

細身四角細身八角

利休箸 11種類

新利休箸
8種類

私たちの箸は5種類のデザインがあります

握りやすさを求めた高級箸です。
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日本人専門家の指導と、現地の織物技術によって、草木染＋横絣模様を手織りで仕上げた逸品です。
サイズ　50～80ｃｍ×175～210ｃｍ

7

8 14

13 15

作者
7　 Daw Mizu　Win ¥6,000

8 　Daw Khine Khine Thein ¥6,000

13　Daw Nandar Soe Aye ¥6,000

14　Daw Aye Than ¥6,000

19 15　Daw Khin Win Kyi ¥6,000

19　U Chit Ko Ko ¥6,000

24　Ｄａｗ　Ｂａｍ　Ｎａｎ　 ¥6,000

24

　　コットン手紡糸、草木染での先染め、綾織技法で手織りのおすすめの手作りショール

ｻｲｽﾞ　45ｃｍ×180ｃｍ　　品番 S941-944

100年の歴史のある、サウンダース織物学校で
学生が伝統技術演習で難しい綾織に挑戦した作品
先染めで綾織によって再現した格子模様は
手織りとは思えない精密さです

注）草木染の際、材料のかけらが残ってしまい

黒いごみのように見えますが、ご了承ください

S941 ナチュラル綾織コットン　赤 ¥3,000

S942 ナチュラル綾織コットン　黄 ¥3,000

S943 ナチュラル綾織コットン　若草 ¥3,000

S944 ナチュラル綾織コットン　紫 ¥3,000

蓮と絹の織物      　品番  S151～S157
世界でミャンマーのみで ショール：　経糸絹糸、緯糸蓮糸+絹糸

商業生産されている蓮糸です ｻｲｽﾞ　幅40ｃｍ　×　長さ180ｃｍ　 ￥14,000～
　　幻の蓮製品を絹と組み合わせて製品化、草木染で仕上げた

　　高級織物です

反物：経糸絹糸、緯糸１級の細い蓮糸を使用

  品番 S162 　　※受注生産

ｻｲｽﾞ　幅50ｃｍ　×　長さ15ｍ　

価格はお問い合わせ下さい。

蓮１００％手織布      品番 S160
受注生産です。  幅40～70ｃｍ 長さ10ｍ以上から

個別に受注生産します。  お問い合わせください。

　　※受注生産 手織りの高級織物です

Ｓ151 Ｓ153 Ｓ155
Ｓ156

Ｓ157
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手紡ぎ（紬）,　草木染,　手織り

薄織り35シリーズ　　　品番　S001-S0061
ｻｲｽﾞ　幅35ｃｍ　×　長さ180ｃｍ

手紡10％、　草木染め、　手織り、　シルク100％

S26　薄織35　ピンク ¥5,000

S59　薄織35　紫 ¥5,000

S61　薄織35　イエロー ¥5,000

S64　薄織35　ローズ ¥5,000

　　※受注生産

彩40シリーズ　　　　品番　S201　～　S268
ｻｲｽﾞ　幅40ｃｍ　×　長さ180ｃｍ　　 ￥8,000～
手紡40％、 草木染で先染め、 手織り、 シルク100％

在庫については、お問合せください。

　　※受注生産

彩75シリーズ　　　　品番　S401　～　S420
     　           及び 品番　S701　～　S811
ｻｲｽﾞ　幅70ｃｍ～ × 長さ180ｃｍ ￥12,000～
手紡40％、　草木で先染め、　手織り、　シルク100％

在庫については、お問合せください。

　　※受注生産

紬 品番  S608
ｻｲｽﾞ　幅40ｃｍ　×　長さ180ｃｍ ￥12,000～
手紡（紬）100％　生成り　手織り　シルク100％

　　絹手紡ぎ糸（紬）100％の素朴ながら

　　品の良さが感じられる希少な品です

在庫については、お問合せください

　　※受注生産

有機肥料で育てたシャン紅茶
　　ミャンマーの北部山岳地帯
　　標高1800ｍのシャン州ナムサン産

茶摘み

T101 紅茶　リーフタイプ 100ｇ ¥500 自然な環境での茶栽培

T102 紅茶　CTC タイプ 110ｇ ¥500

Ｓ608

Ｓ61

Ｓ26

Ｓ59

Ｓ64
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NPO法人アジアクラフトリンク直営

日曜日 定休

カタログの製品は下記の直営店にてご覧いただけます。

なお、商品の改良のため、規格を変更する場合があります。

ご了承ください。

最新情報は以下のホームページでご確認ください。

ご不明点は、お電話、メールにてお問合せください。

フェアトレードショップ Ｓａｉ
新潟市江南区沢海２－１６
北方文化博物館西門広場内

e-mail: info@acl.or.jp https://www.acl.or.jp

TEL 025-282-7440

FAX 025-282-7441


