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〜錫の話〜
錫は人類史において最も古くから重宝されてきた金属の１つです。
紀元前 3000 年頃に中東において初めて錫と銅との合金「青銅（ブロンズ）」が開発され、一時代を築きました。
日本では弥生時代最大の環濠集落であった吉野ヶ里遺跡で錫の塊が出土しています。
錫は比較的加工がしやすい金属（融点約 230℃、比重約 7.3）です。通常の空気中では酸化しない安定した性
質を持ち、折り曲げると結晶同士が擦れ合い「スズ鳴り（Tin Cry）」という音を発します。また錫を冷凍庫に
長時間入れると結晶が崩壊する現象に繋がり、極寒の地域では大きい錫の器が壊れたという例もあります。

〜錫器の話〜
錫器の歴史は古く紀元前 1500 年もの昔、エジプト王朝の古代都市の遺跡より錫製の水壷が発見されています。
中国では三国志の中に錫の茶壷の記述がなされています。ヨーロッパではレオナルド・ダ・ヴィンチの『最後
の晩餐』に錫の器が使用されている様子が描かれています。欧米ではピューターと呼ばれ古くより日常の食器
や生活用品として使われてきました。
錫は金属であるにもかかわらず手に取ると温かみを感じ、また錆びない朽ちないことから縁起物としても重宝
されました。

〜大阪浪華錫器の話〜
7〜9 世紀飛鳥・奈良時代の頃、遣隋使・遣唐使によって錫は日本に伝わりました。宝庫としても名高い奈良
正倉院にも薬壺や水瓶など数点保存されています。金銀に並ぶ貴重品であった錫は宮中での器や神社の神酒徳
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利、榊立などの神仏具としてごく一部の特権階級である公家社会の中で発展してきました。京都で作られてい
た錫器ですが、江戸時代になり武家社会を含め広く一般的に使用されるようになるとともに、当時の経済・物
流の中心であった大阪に生産拠点が移され大阪浪華錫器の始まりとなります。そして、江戸時代中期過ぎには
大阪が一大生産地となりました。
当社の技術は江戸時代後期に京都から大阪に普及した京錫の流れをくむ錫屋伊兵衛に発し、代々大阪で隆盛を
極めました。昭和 24 年、今井弥一郎によって「大阪錫器株式会社」が設立され今日まで伝統工芸の技術と育
成が継承されています。
昭和 58 年（1983 年）4 月 27 日、当時の通商産業大臣（現：経済産業大臣）より伝統的工芸品「大阪浪華錫器」
として指定を受けました。
※大阪錫器株式会社は伝統的工芸品「大阪浪華錫器」を製作している会社です。

カタログ内の 桐 マークの商品は桐箱入り、紙 マークの商品は紙箱入りです。
この伝統マークを使った伝統証紙が
貼られている大阪浪華錫器は、産地
組合等が実施する検査に合格した経
済産業大臣指定伝統的工芸品です。

商品はすべて手作業で製造しているため、記載しているサイズや容量は多少異なる場合がございます。
表記の内容につきましては目安としてお考えください。
ほとんどの製品の着色は天然うるしを使用しているため、湿度や温度によって発色
が微妙に異なりますので、カタログ掲載商品と実物の色味が異なる場合があります。
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新作

新作
trk-1
タンブラー 六花（小）

trk-2
タンブラー 六花（中）

trk-3
タンブラー 六花（大）

tkr-1
タンブラー 煌（小）

tkr-2
タンブラー 煌（中）

tkr-3
タンブラー 煌（大）

kr-o
タンブラー 煌 オールド

Φ5.9×H9.0cm 150ml

Φ6.8×H10.0cm 225ml

Φ7.1×H12.0cm 320ml

Φ6.5×H9.0cm 200ml

Φ6.9×H10.0cm 250ml

Φ8.0×H12.0cm 400ml

Φ8.3×H8.0cm 300ml

¥8,000（税込 ¥8,800）桐

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥14,000（税込 ¥15,400）桐

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

¥17,000（税込 ¥18,700）桐

¥13,000（税込 ¥14,300）桐

rk-o
タンブラー 六花 オールド

sy-rk 酒器セット 六花 ¥27,000（税込 ¥29,700）桐
ci-rk 千呂利 六花 ¥18,000（税込 ¥19,800）紙

gu-rk
ぐい呑 六花

jkr
ジョッキ 煌

sy-kr 酒器セット 煌 ¥28,000（税込 ¥30,800）桐
ci-kr 千呂利 煌 ¥17,000（税込 ¥18,700）紙

gu-kr
ぐい呑 煌

Φ8.5×H8.5cm 320ml

gu-rk ぐい呑 六花 1ヶ ¥4,500（税込 ¥4,950）桐

Φ4.5×H4.8cm 45ml

Φ8.0×H12.0cm 400ml

gu-kr ぐい呑 煌 1ヶ ¥5,500（税込 ¥6,050）桐

Φ5.0×H5.0cm 60ml

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

Φ6.8×H14.0cm 210ml
Φ4.5×H4.8cm 45ml

¥4,500（税込 ¥4,950）桐

¥22,000（税込 ¥24,200）桐

Φ6.5×H10.5cm 180ml

¥5,500（税込 ¥6,050）桐

Φ5.0×H5.0cm 60ml

tch-1
タンブラー 千早（小）

tch-2
タンブラー 千早（中）

tch-3
タンブラー 千早（大）

tch-4
タンブラー 千早（特大）

ch-o
タンブラー 千早 オールド

tri-1
タンブラー レイエ（小）

tri-2
タンブラー レイエ（中）

tri-3
タンブラー レイエ（大）

Φ6.3×H7.6cm 150ml

Φ6.9×H8.5cm 210ml

Φ7.5×H10.0cm 300ml

Φ8.3×H13.0cm 510ml

Φ8.1×H7.7cm 280ml

Φ7.0×H7.0cm 210ml

Φ7.9×H8.0cm 310ml

Φ8.5×H8.6cm 400ml

¥8,000（税込 ¥8,800）桐

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥13,000（税込 ¥14,300）桐

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥13,000（税込 ¥14,300）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

jch-1
ジョッキ 千早（小）

jch-3
ジョッキ 千早（大）

kk-ch 片口セット 千早 ¥22,000（税込 ¥24,200）桐
ka-ch 片口 千早 ¥12,000（税込 ¥13,200）桐

gu-ch
ぐい呑 千早

tna-1
タンブラー ナチュレ（小）

tna-2
タンブラー ナチュレ（中）

tna-3
タンブラー ナチュレ（大）

jna
ジョッキ ナチュレ

Φ7.5×H10.0cm 300ml

Φ8.3×H13.0cm 510ml

gu-ch ぐい呑 千早 1ヶ ¥5,000（税込 ¥5,500）桐

Φ4.6×H5.0cm 50ml

Φ6.2×H10.0cm 210ml

Φ6.6×H11.5cm 280ml

Φ7.0×H13.0cm 360ml

Φ7.0×H13.0cm 360ml

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

¥24,000（税込 ¥26,400）桐

Φ6.9×H8.5cm 200ml

¥5,000（税込 ¥5,500）桐

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥12,500（税込 ¥13,750）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

¥20,000（税込 ¥22,000）桐

Φ4.6×H5.0cm 50ml
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3

Tumbler

Tumbler

原材料高騰のため製造休止となっております

tf-1
タンブラー ファンネル（小）

tf-2
タンブラー ファンネル（中）

tf-3
タンブラー ファンネル（大）

tnb
タンブラー ノーブル

tp-1
タンブラー ペジーブル（小）

tp-2
タンブラー ペジーブル（中）

tp-3
タンブラー ペジーブル（大）

tst
タンブラー ストレート

Φ7.0×H7.5cm 190ml

Φ8.5×H8.0cm 310ml

Φ6.5×H9.0cm 190ml

Φ6.9×H10.0cm 230ml

Φ8.9×H9.0cm 390ml

Φ7.4×H11.0cm 300ml

原材料高騰のため製造休止となっております

ts-1
タンブラー スタンダード（小）
Φ5.7×H9.0cm 150ml

ts-2
タンブラー スタンダード（中）
Φ6.5×H10.0cm 200ml

Φ7.5×H8.0cm 260ml

Φ7.0×H10.0cm 280ml

製造休止

ts-3
タンブラー スタンダード（大）
Φ7.2×H12.0cm 300ml

ts-4
タンブラー スタンダード（特大）
Φ8.4×H14.0cm 520ml

tci
タンブラー シティ

tje
タンブラー ジエロ

tmi
タンブラー 深山

Φ5.6×H13.0cm 220ml

Φ5.6×H13.0cm 220ml

Φ7.5×H9.0cm 200ml

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

tlo
タンブラー シルキーロング

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

Φ6.8×H13.0cm 330ml

タンブラー はっぱ ¥10,000（税込 ¥11,000）桐 Φ7.0×H8.5cm 200ml

tb-1
タンブラー ベルク（小）
Φ6.2×H8.5cm 180ml

tb-2
タンブラー ベルク（中）
Φ6.6×H9.0cm 240ml

tb-3
タンブラー ベルク（大）
Φ7.2×H10.0cm 300ml

tb-4
タンブラー ベルク（特大）
Φ7.5×H11.0cm 400ml

th-w
はっぱ

白

th-k
はっぱ

黒

th-r
はっぱ

朱

th-b
はっぱ

青

th-g
はっぱ

緑

th-y
はっぱ

黄

Tumbler

Tumbler

タンブラー 市松プルーフ（小）¥15,000（税込 ¥16,500） Φ5.7×H11.0cm 200ml
タンブラー 市松プルーフ（大）¥18,000（税込 ¥19,800） Φ6.3×H13.0cm 280ml

【受注生産カラー：白・青・緑・黄】

icp-1-k
市松 黒（小）桐

icp-1-r
市松 朱（小）桐

icp-1-w
市松 白（小）桐

icp-1-b
市松 青（小）桐

icp-1-g
市松 緑（小）桐

icp-1-y
市松 黄（小）桐

icp-3-k
市松 黒（大）桐

icp-3-r
市松 朱（大）桐

icp-3-w
市松 白（大）桐

icp-3-b
市松 青（大）桐

icp-3-g
市松 緑（大）桐

icp-3-y
市松 黄（大）桐

tk-1
タンブラー かたらい（小）

tklo
タンブラー かたらいロング

Φ5.5×H8.4cm 110ml

Φ6.8×H13.0cm 330ml

¥9,000（税込 ¥9,900）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

【受注生産品】tmg
タンブラー 磨

¥30,000（税込 ¥33,000）桐
Φ6.9×H8.5cm 210ml

【受注生産品】tld
タンブラー レディース
¥16,000（税込 ¥17,600）桐
Φ5.7×H9.8cm 110ml

プルーフとは金属の磨き棒を使い、手作業で表面の模様に輝きを与える仕上げのことです。

tl-1
タンブラー ラルジュ（小）

tl-3
タンブラー ラルジュ（大）

tt-1
タンブラー トール（小）

tt-3
タンブラー トール（大）

tsz-1
タンブラー さざなみ（小）

tsz-3
タンブラー さざなみ（大）

tsz-l
タンブラー さざなみロング

bem
ビアーマグ

Φ7.6×H7.3cm 210ml

Φ8.7×H7.6cm 265ml

Φ7.4×H8.6cm 230ml

Φ7.7×H10.0cm 300ml

Φ6.0×H7.7cm 175ml

Φ6.5×H8.3cm 250ml

Φ6.0×H13.0cm 315ml

Φ6.6×H13.5cm 280ml

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

¥25,000（税込 ¥27,500）桐

¥25,000（税込 ¥27,500）桐

cq-1
コケット（小）

cq-3
コケット（大）

cql
コケット スリム

ttum
タンブラー ツチメ模様

tms-1
タンブラー 磨 筋入（小）

tms-3
タンブラー 磨 筋入（大）

bc-1
ビールコップ（小）

bc-3
ビールコップ（大）

Φ6.3×H6.7cm 100ml

Φ9.3×H9.6cm 320ml

Φ6.8×H13.6cm 220ml

Φ7.2×H11.0cm 300ml

Φ5.5×H8.4cm 150ml

Φ6.7×H8.4cm 260ml

Φ5.4×H10.5cm 150ml

Φ6.7×H13.5cm 320ml

¥9,000（税込 ¥9,900）桐

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

原材料高騰のため製造休止となっております

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

¥23,000（税込 ¥25,300）桐

原材料高騰のため製造休止となっております
籐（断 熱 素 材）が 巻
かれている商品は手
に伝わる熱さや冷た
さを和らげます。

籐が外れた場合は巻
tfs
タンブラー スタンダード 富士に桜
Φ6.5×H10.0cm 200ml

tos
タンブラー スタンダード 大阪城
Φ6.5×H10.0cm 200ml

tjp
タンブラー スタンダード JAPAN
Φ6.5×H10.0cm 200ml

t-sd
タンブラー 籐巻き スタンダード
Φ6.5×H10.0cm 200ml

t-st
タンブラー 籐巻き ストレート
Φ7.0×H10.0cm 280ml

scm
焼酎カップ 磨

¥16,000（税込 ¥17,600）桐
Φ7.0×H8.2cm 240ml

き 直 し が 可 能 で す。
（有償 /51 ページ参照）

Tumbler

Jokki

タンブラー 群星

gns-o-k
群星 黒

桐

【受注生産カラー：朱・青・緑・黄】

¥15,000（税込 ¥16,500） Φ8.3×H8.5cm 310ml

gns-o-r
群星 朱

gns-o-b
群星 青

桐

桐

gns-o-g
群星 緑

gns-o-y
群星 黄 桐

桐

原材料高騰のため製造休止となっております

jst
ジョッキ ストレート

Φ7.0×H10.0cm 280ml

tkf-1
タンブラー 輝フレア（小）

tkf-3
タンブラー 輝フレア（大）

Φ6.3×H10.0cm 220ml

Φ6.9×H13.0cm 365ml

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

jnb
ジョッキ ノーブル

Φ7.0×H10.0cm 300ml

jka
ジョッキ かたらい

¥20,000（税込 ¥22,000）桐
Φ9.0×H10.0cm 370ml

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

jb-1
ジョッキ ベルク（小）
Φ7.2×H10.0cm 300ml

jb-3
ジョッキ ベルク（大）
Φ7.5×H11.0cm 400ml

cum
カスタムマグ

¥19,000（税込 ¥20,900）桐

Φ6.7×H8.4cm 260ml

千日前道具屋筋商店街オリジナルブランド

「絆具 -TSUNAGU-」とのコラボ商品です

t-rc-m
タンブラー 冷香

t-rc-s
タンブラー 冷香

磨

¥24,000（税込 ¥26,400）桐

白上

¥26,000（税込 ¥28,600）桐

Φ8.5×H10.0cm 420ml

Φ8.5×H10.0cm 420ml

jsz-1
ジョッキ さざなみ（小）

jsz-3
ジョッキ さざなみ（大）

Φ6.6×10.5cm 315ml

Φ7.8×H12.0cm 500ml

¥28,000（税込 ¥30,800）桐

タンブラー・ジョッキのお手入れ

01

ご使用後は

02

柔らかい布

03

¥39,000（税込 ¥42,900）桐

汚れが酷い

中性洗剤で洗い、

やさらし木綿でお

場合はご購入店に

ふきんなどで水気

手入れすることで

お問い合わせくだ

を拭き取ってくだ

艶が保たれます。

さい。

さい。

注意
錫器の着色された商品は柔らかい布で軽く汚れを拭くだけにしてください。
研磨剤等で磨くことで色落ちや模様が薄れる恐れがあります。

jzu
ジョッキ 寸胴

jta
ジョッキ 樽形

jsl

Φ6.6×H10.7cm 320ml

Φ8.5×H10.8cm 520ml

Φ9.0×H18.0cm 880ml

¥25,000（税込 ¥27,500）桐

¥34,000（税込 ¥37,400）桐

ジョッキ スーパーロング
¥40,000（税込 ¥44,000）桐

富士山 ぐい呑

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ5.5×H5.0cm 55ml

fug-b 青
fug-w 白
fug-y 黄

fug-r 朱
fug-k 黒

富士山 タンブラー（大）
¥20,000（税込 ¥22,000） 桐
Φ9.3×H12.0cm 360ml

fut-3-b 青
fut-3-w 白
fut-3-y 黄

富士山 片口

fut-3-r 朱
fut-3-k 黒

シリーズ

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

Φ9.4×H9.5cm 300ml

fuk-b 青
fuk-w 白
fuk-y 黄

fuk-r 朱
fuk-k 黒

片口 1ヶ・ぐい呑 2ヶの
色をお選びください

富士山 タンブラー（中）
¥15,000（税込 ¥16,500）桐
Φ9.4×H9.5cm 300ml

fut-2-b 青
fut-2-w 白
fut-2-y 黄

fus-2

fut-2-r 朱
fut-2-k 黒

富士山 タンブラー（小）
¥10,000（税込 ¥11,000）桐

富士山 片口セット

Φ7.8×H8.0cm 180ml

¥30,000（税込 ¥33,000）桐

fut-1-b 青
fut-1-w 白
fut-1-y 黄

〜人気の組み合わせ〜

fug-2p
富士山 ぐい呑

fut-1-r 朱
fut-1-k 黒

青朱ペア

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

fut-1-2p
富士山 タンブラー（小）青朱ペア
¥20,000（税込 ¥22,000）桐
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Shuki

Shuki

原材料高騰のため製造休止となっております

熱伝導率が高くお酒の燗が速くできます。
また冷酒にもよく合いお酒がおいしく召し
上がれます。

sy-kz 酒器セット 風花
ci-kz-2 千呂利 風花（中）Φ6.8×H14.5cm 250ml
gu-kz ぐい呑 風花 1ヶ Φ4.5×H5.0cm 55ml

ci-kz-1 千呂利 風花（小）
Φ6.2×H13.6cm 180ml

ci-kz-2

千呂利 風花（中）

Φ6.8×H14.5cm 250ml

ci-kz-3 千呂利 風花（大）
Φ7.7×H17.5cm 360ml

※酒器セットと同サイズです

sy-ki 酒器セット 如月
to-ki 徳利 如月 Φ8.0×H14.0cm 330ml
gu-ki ぐい呑 如月 1ヶ Φ4.7×H4.3cm 45ml

sy-ya 酒器セット 弥生
ci-ya 千呂利 弥生 Φ7.0×H11.0cm 210ml
gu-ya ぐい呑 弥生 1ヶ Φ5.3×H3.3cm 50ml

Φ6.5×H14.0cm 300ml

gu-ka ぐい呑 かたらい 1ヶ ¥7,000（税込 ¥7,700）桐

kk-har-1 片口セット 花灯り（小）
ka-har-1 片口 花灯り（小） Φ6.7×H8.5cm 180ml
gu-har ぐい呑 花灯り 1ヶ Φ4.5×H4.6cm 50ml

sy-pj 酒器セット ペジーブル
ci-pj 千呂利 ペジーブル Φ7.4×H11.0cm 280ml
gu-pj ぐい呑 ペジーブル 1ヶ Φ4.5×H5.1cm 50ml

sy-kg 酒器セット 葛城 ¥34,000（税込 ¥37,400）桐
ci-kg 千呂利 葛城 ¥22,000（税込 ¥24,200）紙
Φ6.6×H13.6cm 300ml

gu-kg ぐい呑 葛城 1ヶ ¥6,000（税込 ¥6,600）桐

kk-si 片口セット シルキー
ka-si 片口 シルキー Φ7.9×H5.8cm 215ml
gu-ya ぐい呑 弥生 1ヶ Φ5.3×H3.3cm 50ml

12

ka-har-3
片口 花灯り（大）

Φ7.5×H10.0cm 270ml

sy-su 酒器セット 朱雀 ¥47,000（税込 ¥51,700）桐
ci-su 千呂利 朱雀 ¥30,000（税込 ¥33,000）桐

sy-se 酒器セット 青龍 ¥44,000（税込 ¥48,400）桐
ci-se 千呂利 青龍 ¥27,000（税込 ¥29,700）桐

bn-se
ci-az

gu-ge ぐい呑 玄武 1ヶ ¥8,500（税込 ¥9,350）桐

gu-su ぐい呑 朱雀 1ヶ ¥8,500（税込 ¥9,350）桐

gu-se ぐい呑 青龍 1ヶ ¥8,500（税込 ¥9,350）桐

gu-ms ぐい呑 磨筋入 ¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ10.0×H12.5cm 340ml
Φ5.4×H5.2cm 72ml

Φ8.0×H16.0cm 370ml
Φ5.9×H5.5cm 90ml

kk-ec 片口セット エクボ ¥27,000（税込 ¥29,700）桐
ka-ec 片口 エクボ ¥15,000（税込 ¥16,500）桐

kk-ms
ka-ms

gu-ec ぐい呑 エクボ 1ヶ ¥6,000（税込 ¥6,600）桐

gu-msg ぐい呑 磨 筋入 ( 玄武型 )1ヶ ¥8,500（税込 ¥9,350）桐

sy-re 酒器セット 冷酒 ¥36,000（税込 ¥39,600）桐
to-re 徳 利 冷酒 ¥25,000（税込 ¥27,500）紙

jo-se 上燗セット ¥37,500（税込 ¥41,250）桐
jt-1.4 上燗徳利 1.4 ¥25,000（税込 ¥27,500）紙

gu-re ぐい呑 冷酒 ¥11,000（税込 ¥12,100）桐

jc-0.7 上燗コップ 三杯七勺 ¥12,500（税込 ¥13,750）紙

Φ8.5×H5.3cm 220ml
Φ5.2×H3.6cm 45ml

sy-ge 酒器セット 玄武 ¥41,000（税込 ¥45,100）桐
ci-ge 千呂利 玄武 ¥24,000（税込 ¥26,400）桐

Φ5.4×H4.3cm 70ml

Φ6.7×H8.5cm 180ml

kk-har-3 片口セット 花灯り（大）
ka-har-3 片口 花灯り（大） Φ7.5×H10.0cm 270ml
gu-har ぐい呑 花灯り 1ヶ Φ4.5×H4.6cm 50ml

製造休止

Φ5.0×H3.4cm 45ml

Φ6.9×H10.5cm 210ml

ka-har-1
片口 花灯り（小）

Φ5.6×H4.2cm 70ml

原材料高騰のため製造休止となっております

sy-hs 酒器セット 初瀬
ci-hs 千呂利 初瀬 Φ6.1×H10.5cm 220ml
gu-ki ぐい呑 如月 1ヶ Φ4.7×H4.3cm 45ml

sy-ka 酒器セット かたらい ¥37,000（税込 ¥40,700）桐
ci-ka 千呂利 かたらい ¥23,000（税込 ¥25,300）桐

晩酌セット ¥17,000（税込 ¥18,700）紙
千呂利 あずま形 ¥11,000（税込 ¥12,100）紙
Φ6.0×H12.5cm 210ml
Φ4.5×H4.5cm 45ml

Φ6.0×H14.3cm 210ml
Φ6.0×H8.0cm 120ml

片口セット 磨 筋入 ¥42,000（税込 ¥46,200）桐
片口 磨 筋入 ¥25,000（税込 ¥27,500）桐
Φ7.2×H7.8cm 200ml
Φ5.4×H4.3cm 70ml

Φ6.0×H14.5cm 250ml
Φ5.4×H6.8cm 42ml
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Shuki

Shuki

※ツチメは三種類よりお選びいただけます。

上燗コップは保温性を増す

( 銚子 まほろば のみ )

ために二重構造仕様になっ
ております。

cho-mmt

cho-msu

丸ツチメ

cho-mis

【受注生産品】
銚子 まほろば

¥70,000（税込 ¥77,000）桐

¥20,000（税込 ¥22,000）紙

jc-1.7 上燗コップ一杯七勺

¥24,000（税込 ¥26,400）紙

上燗コップ三杯一合

jc-1.8 上燗コップ一杯八勺

¥25,000（税込 ¥27,500）紙

Φ6.2×H7.8cm 60ml

jc-2.0 上燗コップ一杯一合

¥28,000（税込 ¥30,800）紙

Φ6.3×H8.1cm 90ml

杉目
jc-0.5

【受注生産品】cho-tk
銚子 滝坂

jc-1.5 上燗コップ一杯五勺

石目

上燗コップ三杯五勺

jc-0.7

¥10,000（税込 ¥11,000）紙

Φ4.5×H5.4cm 30ml

上燗コップ三杯七勺

¥12,500（税込 ¥13,750）紙

jc-1.0

Φ5.4×H6.8cm 42ml

¥16,000（税込 ¥17,600）紙

Φ6.7×H8.5cm 126ml
Φ6.8×H8.6cm 144ml

Φ6.9×H9.5cm 180ml

¥50,000（税込 ¥55,000）桐

Φ10.0×H13.0cm 360ml

Φ8.0×H15.0cm 270ml

原材料高騰のため製造休止となっております

jt-5.0

上燗徳利 5.0（900ml）

¥75,000（税込 ¥82,500）箱なし

Φ8.8×H25.0cm

jt-10.0 上燗徳利 10.0（1,800ml）

¥150,000（税込 ¥165,000）箱なし

ci-og
千呂利 大腰形

ci-yo
千呂利 よしの

¥50,000（税込 ¥55,000）桐

Φ8.5×H13.0cm 300ml

Φ5.5×H13.2cm 300ml

sy-wa 酒器セット 若草
ci-wa 千呂利 若草 Φ8.5×H13.5cm 280ml
gu-fa ぐい呑 ファンネル 1ヶ Φ5.0×H4.6cm 60ml

Φ11.5×H34.5cm

jt-0.9

jt-1.0

上燗徳利 0.9（160ml）
¥20,000（税込 ¥22,000）紙

jt-1.4

Φ5.2×H13.0cm

上燗徳利 1.4（250ml）
¥25,000（税込 ¥27,500）紙

jt-2.1

Φ6.0×H14.5cm

上燗徳利 1.0（180ml）

jt-3.0

¥22,000（税込 ¥24,200）紙

Φ5.5×H13.5cm

sy-ta 酒器セット 竹 ¥60,000（税込 ¥66,000）桐
to-ta 徳 利 竹 ¥36,000（税込 ¥39,600）桐

sy-sz 酒器セット さざなみ ¥48,000（税込 ¥52,800）桐
ci-sz 千呂利 さざなみ ¥31,000（税込 ¥34,100）桐

sy-tm 酒器セット 籐巻き ¥39,000（税込 ¥42,900）桐
to-tm 徳 利 籐巻き ¥24,000（税込 ¥26,400）桐

gu-ta ぐい呑 竹 1ヶ ¥12,000（税込 ¥13,200）桐

ch-sz

gu-tm ぐい呑 籐巻き 1ヶ ¥7,500（税込 ¥8,250）桐

Φ5.1×H23.0cm 280ml
Φ4.7×H5.5cm

55ml

猪

Φ6.5×H11.6cm 265ml

口 さざなみ 1ヶ ¥8,500（税込 ¥9,350）桐
Φ4.6×H4.7cm 40ml

Φ7.0×H13.3cm 360ml

ta-0.9

Φ4.5×H4.5cm 45ml

ta-1.0

タンポ 0.9（160ml）

¥23,000（税込 ¥25,300）紙

Φ6.9×H11.0cm

タンポ 1.0（180ml）

¥25,000（税込 ¥27,500）紙

ta-1.2

ta-1.5

タンポ 1.2（215ml）

¥28,000（税込 ¥30,800）紙

Φ7.2×H12.0cm

タンポ 1.5（360ml）

¥40,000（税込 ¥44,000）紙

Φ8.3×H15.0cm

径

to-sc
焼酎徳利

Φ4.5×H21.0cm 200ml

Φ7.0×H22.2cm 550ml

¥26,000（税込 ¥28,600）桐
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¥47,000（税込 ¥51,700）桐

¥35,000（税込 ¥38,500）紙

Φ7.0×H16.5cm

上燗徳利 3.0（540ml）

¥58,000（税込 ¥63,800）箱なし

Φ7.0×H22.0cm

Φ7.0×H11.0cm

to-ita
徳利 イブシ 竹

上燗徳利 2.1（380ml）

高さ

ta-2.0

ta-3.0

タンポ 2.0（470ml）

¥50,000（税込 ¥55,000）箱なし

Φ9.0×H16.5cm

タンポ 3.0（700ml）

¥85,000（税込 ¥93,500）箱なし

Φ11.5×H19.5cm

Guinomi

Guinomi

原材料高騰のため製造休止となっております

gu-ki
ぐい呑 如月

Φ4.7×H4.3cm 45ml

gu-ya
ぐい呑 弥生

Φ5.3×H3.3cm 50ml

製造休止

gu-ka
ぐい呑 かたらい

¥7,000（税込 ¥7,700）桐

Φ5.6×H4.2cm 70ml

gu-sia
ぐい呑 シルキー足付
Φ4.7×H4.7cm 45ml

ぐい呑 松風
mat-b 青 mat-g 緑 mat-y 黄
mat-k 黒 mat-r 朱 mat-w 白
¥6,000（税込 ¥6,600）桐

ぐい呑 うすぐも
usu-b 青 usu-g 緑 usu-y 黄
usu-k 黒 usu-r 朱 usu-w 白

Φ4.5×H5.0cm 55ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

ぐい呑 さざれ
saz-b 青 saz-g 緑 saz-y 黄
saz-k 黒 saz-r 朱 saz-w 白

Φ4.5×H5.0cm 55ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ4.5×H5.0cm 55ml

原材料高騰のため製造休止となっております

gu-kz
ぐい呑 風花

Φ4.5×H5.0cm 55ml

gu-pj
ぐい呑 ペジーブル

Φ4.5×H5.1cm 50ml

gu-fa
ぐい呑 ファンネル

Φ5.0×H4.6cm 60ml

gu-ec
ぐい呑 エクボ

ぐい呑 みゆき
miy-b 青 miy-g 緑 miy-y 黄
miy-k 黒 miy-r 朱 miy-w 白

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ5.2×H3.6cm 45ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

gu-msg
ぐい呑 磨 筋入（玄武型）

gu-ge
ぐい呑 玄武

gu-su
ぐい呑 朱雀

gu-se
ぐい呑 青龍

Φ5.4×H4.3cm 70ml

Φ5.4×H4.3cm 70ml

Φ5.4×H5.2cm 72ml

Φ5.9×H5.5cm 90ml

¥8,500（税込 ¥9,350）桐

¥8,500（税込 ¥9,350）桐

¥8,500（税込 ¥9,350）桐

¥8,500（税込 ¥9,350）桐

gu-tak
彫金風 ぐい呑

鷹

¥9,000（税込 ¥9,900）桐
Φ5.0×H6.2cm 90ml

gu-ms
ぐい呑 磨 筋入

gu-ir
ぐい呑 色入

gu-tm
ぐい呑 籐巻き

gu-km
ぐい呑 腰丸

Φ4.5×H4.5cm 45ml

Φ4.5×H4.5cm 45ml

Φ4.5×H4.5cm 45ml

Φ5.0×H3.7cm 70ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

¥6,500（税込 ¥7,150）桐

¥7,500（税込 ¥8,250）桐

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

uta-w
平盃 うたげ

白

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ6.8×H2.7cm 50ml

ぐい呑 糸目
ito-b 青 ito-g 緑 ito-y 黄
ito-k 黒 ito-r 朱 ito-w 白

Φ4.5×H5.0cm 55ml

gu-sis
彫金風 ぐい呑

獅子

¥9,000（税込 ¥9,900）桐
Φ5.0×H6.2cm 90ml

uta-r
平盃 うたげ

朱

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ6.8×H2.7cm 50ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

gu-koi
彫金風 ぐい呑

gu-ayu
彫金風 ぐい呑

鯉

¥9,000（税込 ¥9,900）桐

鮎

¥9,000（税込 ¥9,900）桐

Φ5.0×H6.2cm 90ml

uta-k
平盃 うたげ

Φ4.5×H5.0cm 55ml

Φ5.0×H6.2cm 90ml

gu-ryu
彫金風 ぐい呑

龍

¥9,000（税込 ¥9,900）桐
Φ5.0×H6.2cm 90ml

黒

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ6.8×H2.7cm 50ml

gh-2p
玉杯 2ヶ入

￥12,000（税込 ¥13,200）桐
Φ6.9×H2.5cm 50ml

gu-kg
ぐい呑 葛城

ch-sz
猪口 さざなみ

gu-sz
ぐい呑 さざなみ

gu-ta
ぐい呑 竹

Φ5.0×H3.4cm 45ml

Φ4.6×H4.7cm 40ml

Φ4.3×H4.5cm 50ml

Φ4.7×5.5cm 55ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

¥8,500（税込 ¥9,350）桐

¥11,000（税込 ¥12,100）桐

¥12,000（税込 ¥13,200）桐

naw-w
平盃 なわめ

白

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ6.8×H2.7cm 50ml

naw-r
平盃 なわめ

朱

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ6.8×H2.7cm 50ml

naw-k
平盃 なわめ

黒

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ6.8×H2.7cm 50ml
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Guinomi

Shoshuki

ぐい呑 舞花
mai-b 青 mai-g 緑 mai-r
mai-y 黄 mai-k 黒
¥7,500（税込 ¥8,250）桐

gu-ib-k
ぐい呑 イブシ

朱

gu-ib-r
ぐい呑 イブシ

黒

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

Φ5.0×H4.6cm 65ml

朱

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

Φ4.4×H5.0cm 45ml

Φ4.4×H5.0cm 45ml

ci-fu

千呂利 芙蓉

¥11,500（税込 ¥12,650）紙
H9.6cm 165ml

製造休止

gu-har
ぐい呑 花灯り

Φ4.5×H4.6cm 50ml

tai-w
ぐい呑 鯛網 白

tai-k
ぐい呑 鯛網 黒

tai-r
ぐい呑 鯛網 朱

Φ4.7×H4.4cm 55ml

Φ4.7×H4.4cm 55ml

Φ4.7×H4.4cm 55ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

ci-az

千呂利 あずま形

¥11,000（税込 ¥12,100）紙
H12.5cm 210ml

gns-g-k
群星 黒

桐

gns-g-r
群星 朱

桐

gns-g-b
群星 青

桐

gns-g-g
群星 緑

千呂利 肩反

¥12,000（税込 ¥13,200）紙
H10.8cm 170ml

ci-km

千呂利 肩丸

¥12,000（税込 ¥13,200）紙
H10.8cm 170ml

ci-sm

千呂利 白岩目

ci-cs

¥13,000（税込 ¥14,300）紙

千呂利 茶線

¥13,000（税込 ¥14,300）紙

H10.8cm 190ml

H10.7cm 180ml

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

【受注生産品：朱・青・緑・黄】

ぐい呑 群星 ¥8,000（税込 ¥8,800） Φ4.8×H5.0cm 60ml

ci-ks

桐

gns-g-y
群星 黄

ci-td

千呂利 ツチメダイヤ

¥14,000（税込 ¥15,400）紙
H10.8cm 170ml

ci-ih

千呂利 イブシ羽衣

¥17,000（税込 ¥18,700）紙
H10.7cm 185ml

ci-tr

千呂利 ツチメ六角

ci-tj-r

¥35,000（税込 ¥37,500）紙

千呂利 トジメ 朱イブシ

¥40,000（税込 ¥44,000）紙

H14.5cm 210ml

H14.0cm 200ml

桐

mc-m-2p

自分のお気に入りの猪口を「きんちゃく」に入れて持ち歩き、飲みに行く。

丸猪口 磨 2ヶ入

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

Φ5.0×H2.2cm 20ml

mc-sm-2p

丸猪口 白岩目 2ヶ入

mc-cs-2p

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

丸猪口 茶線 2ヶ入

¥7,000（税込 ¥7,700）桐

Φ5.0×H2.2cm 20ml

Φ5.0×H2.2cm 20ml

mc-tu-2p

丸猪口 ツチメ 2ヶ入

¥8,000（税込 ¥8,800）桐
Φ5.0×H2.2cm 20ml

そんな楽しいひとときを過ごしてみませんか？
対象のぐい呑をお選び頂き西陣織のきんちゃくを付けてお送りいたします。
きんちゃくは西陣織のネクタイの端材を使用しており、１つ１つ柄が違う為１点物となっております。
（柄はお選び頂けません。きんちゃくに入れた状態でお届けします。）

mc-ib-2p

丸猪口 イブシ 2ヶ入

ch-az-2p

¥9,000（税込 ¥9,900）桐

猪口 あずま形 2ヶ入

¥7,000（税込 ¥7,700）桐

Φ5.0×H2.2cm 20ml

Φ5.2×H2.7cm 20ml

ac-m-2p

足付猪口 磨 2ヶ入

¥8,000（税込 ¥8,800）桐
Φ4.3×H3.6cm 20ml

my-kin
MY 猪口きんちゃく ( コースター付き）
¥2,500（税込 ¥2,750）約 W7.6×H7.3cm

箱なし

MY 猪口セット ( 桐箱付き )
の付いているのが対象商品です。ぐい呑＋きんちゃくの価格となります。
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ac-cs-2p

足付猪口 茶線 2ヶ入

¥9,000（税込 ¥9,900）桐
Φ4.3×H3.6cm 20ml

ac-tu-2p

足付猪口 ツチメ 2ヶ入

¥10,000（税込 ¥11,000）桐
Φ4.3×H3.6cm 20ml

ac-ib-2p 足付猪口 イブシ 2ヶ入

ch-tj-r-2p

Φ4.3×H3.6cm 20ml

Φ5.5×H4.5cm 25ml

¥11,000（税込 ¥12,100）桐

猪口 トジメ 朱イブシ 2ヶ入

¥11,000（税込 ¥12,100）桐

Shoshuki

Chushuki

ssy-fu
小酒器 芙蓉（丸猪口）

¥20,500（税込 ¥22,550）桐

ssy-ks
小酒器 肩反（丸猪口）

ssy-km
小酒器 肩丸（丸猪口）

¥21,000（税込 ¥23,100）桐

¥21,000（税込 ¥23,100）桐

csy-td-a
中酒器 ツチメダイヤ（足付猪口）
¥53,000（税込 ¥58,300）桐

ssy-tr
小酒器 ツチメ六角（丸猪口）
¥47,000（税込 ¥51,700） 桐

ssy-sm
小酒器 白岩目（丸猪口）
¥22,000（税込 ¥24,200）桐

¥107,500（税込 ¥118,250）桐

¥21,500（税込 ¥23,650）桐

¥39,000（税込 ¥42,900）桐

¥23,500（税込 ¥25,850）桐

¥61,500（税込 ¥67,650）桐

csy-tj-r
中酒器 トジメ 朱イブシ

ssy-az
小酒器 あずま形

csy-ks
中酒器 肩反（丸猪口）
ssy-cs
小酒器 茶線（丸猪口）

csy-ih-a
中酒器 イブシ羽衣（足付猪口）

ssy-td
小酒器 ツチメダイヤ（丸猪口）
¥26,000（税込 ¥28,600）桐

csy-sm
中酒器 白岩目（丸猪口）
¥41,000（税込 ¥45,100）桐

csy-ih
中酒器 イブシ羽衣（丸猪口）
¥56,500（税込 ¥62,150）桐

ssy-ih
小酒器 イブシ羽衣（丸猪口）
¥30,500（税込 ¥33,550）桐

組み合わせ自由
お好きな酒器セット作れます

ssy-tj-r
小酒器 トジメ 朱イブシ
¥56,500（税込 ¥62,150）桐

ssy-fu-a
小酒器 芙蓉（足付猪口）

¥23,500（税込 ¥25,850）桐

ssy-ks-a
小酒器 肩反（足付猪口）

¥24,000（税込 ¥26,400）桐

ssy-km-a
小酒器 肩丸（足付猪口）

千呂利 かたらい／ぐい呑 かたらい

¥24,000（税込 ¥26,400）桐

¥30,000（税込 ¥33,000）桐

千呂利 あずま形／ぐい呑 鯛網
¥23,000（税込 ¥25,300）桐

ssy-cs-a
小酒器 茶線（足付猪口）

¥26,500（税込 ¥29,150）桐

ssy-td-a
小酒器 ツチメダイヤ（足付猪口）
¥29,000（税込 ¥31,900）桐

ssy-ih-a
小酒器 イブシ羽衣（足付猪口）
¥33,500（税込 ¥36,850）桐

白・朱

お気軽にお問い合わせください。

ぐい呑 松風

黒・朱・白・青・緑・黄

¥36,000（税込 ¥39,600）桐

※桐箱製作には２週間程お時間を頂戴致します。
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Yoshuki

Yoshuki

ms-sz
水差し さざなみ

ms-sz-f
水差し さざなみ フタ付

Φ7.0×H17.0cm 520ml

Φ7.0×H17.0cm 520ml

¥40,000（税込 ¥44,000）桐

¥47,000（税込 ¥51,700）桐

原材料高騰のため製造休止となっております

【受注生産品】wc-sz
ワインクーラー さざなみ
¥430,000（税込 ¥473,000）桐

w-s-1
ワインカップ シルキー（小）
Φ5.7×H12.8cm 100ml

w-s-3
ワインカップ シルキー（大）
Φ6.3×H14.8cm 130ml

w-m
ワインカップ 磨

w-sz
ワインカップ さざなみ

Φ5.6×H13.6cm 125ml

Φ5.5×H12.5cm 100ml

¥13,000（税込 ¥14,300）桐

Φ17.0×H23.0cm

（ワインは付属しません）

¥20,000（税込 ¥22,000）桐

db-z
デカンタボトル 寸胴形

db-mr
デカンタボトル 丸形

db-te
デカンタボトル 手付

Φ8.5×H22.0cm 750ml

Φ11.0×H21.5cm 700ml

Φ9.5×H21.5cm 610ml

¥75,000（税込 ¥82,500）桐

w-w
ワインカップ 白上

w-r
ワインカップ 朱イブシ

sc-2p
シェリーカップ

Φ5.5×H12.7cm 95ml

Φ5.7×H12.5cm 85ml

Φ4.5×H9.0cm 40ml

¥19,000（税込 ¥20,900）桐

¥19,000（税込 ¥20,900）桐

ペア

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

¥21,000（税込 ¥23,100）桐
Φ7.3×H10.7cm 215ml

¥11,000（税込 ¥12,100）桐

wi-m
ウィスキーコップ 磨

wi-tu
ウィスキーコップ ツチメ

wi-k
ウィスキーコップ 黒

wi-r
ウィスキーコップ 朱

fc-2p
フリーカップ

Φ3.5×H4.8cm 30ml

Φ3.5×H4.8cm 30ml

Φ3.5×H4.8cm 30ml

Φ3.5×H4.8cm 30ml

Φ4.5×H6.3cm 30ml
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¥7,000（税込 ¥7,700）桐

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

¥78,000（税込 ¥85,800）桐

brg
ブランデーグラス

co-m-2p
コースター 磨 2枚入

¥6,000（税込 ¥6,600）桐

¥75,000（税込 ¥82,500）桐

ペア

¥13,000（税込 ¥14,300）桐

Φ8.0cm

co-tu-1-2p
コースター ツチメ（小）2枚入
¥13,000（税込 ¥14,300）桐

Φ8.0cm

【受注生産品】ysb
洋酒瓶 ¥86,000（税込 ¥94,600）桐

co-ra-2p
コースター 白上 ラン 2枚入
¥12,000（税込 ¥13,200）桐

co-tu-3-2p
コースター ツチメ（大）2枚入
¥19,000（税込 ¥20,900）桐

Φ9.5×H20.0cm 420ml

Φ8.0cm

Φ9.0cm

co-mr-2p
コースター 白上 丸形 2枚入
¥16,000（税込 ¥17,600）桐

Φ11.0cm
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Tosoki

Tosoki

銚子 磨 駒形 桐
cho-mk-3 3 号 ¥45,000（税込 ¥49,500）Φ10.0×H12.5cm 330ml
cho-mk-4 4 号 ¥52,000（税込 ¥57,200）Φ11.0×H14.5cm 450ml
cho-mk-5 5 号 ¥60,000（税込 ¥66,000）Φ12.0×H15.5cm 570ml

cho-mm-5
銚子 磨 丸形 5 号

cho-sa-ka
銚子 白上

¥60,000（税込 ¥66,000）桐

Φ12.0×H16.0cm 570ml

cho-mm-5-2p
銚子 磨 丸形 5 号 対入

銚子 イブシ 駒形 桐
cho-ik-3 3 号 ¥50,000（税込 ¥55,000）Φ10.0×H12.5cm 330ml
cho-ik-4 4 号 ¥60,000（税込 ¥66,000）Φ11.0×H14.5cm 450ml
cho-ik-5 5 号 ¥70,000（税込 ¥77,000）Φ12.0×H15.5cm 570ml

cho-mk-s4
銚子 磨 駒形

肩一形

¥68,000（税込 ¥74,800）桐

¥120,000（税込 ¥132,000）桐

屠蘇器 磨 駒形 桐
ts-mk-3 3 号（磨 三ツ重 3.0/ 磨 盃台 3.5）¥108,500（税込 ¥119,350）330ml
ts-mk-4 4 号（磨 三ツ重 3.5/ 磨 盃台 4.0）¥128,000（税込 ¥140,800）450ml
ts-mk-5 5 号（磨 三ツ重 3.5/ 磨 盃台 4.0）¥136,000（税込 ¥149,600）570ml

屠蘇器 イブシ 駒形 桐
ts-ik-3 3 号（白上三ツ重 3.0/ イブシ 盃台 3.5）¥125,000（税込 ¥137,500）330ml
ts-ik-4 4 号（白上三ツ重 3.5/ イブシ 盃台 4.0）¥148,500（税込 ¥163,350）450ml
ts-ik-5 5 号（白上三ツ重 3.5/ イブシ 盃台 4.0）¥158,500（税込 ¥174,350）57 0ml

hd-m-3.5 盃台 磨 3.5 ¥20,000（税込 ¥22,000） Φ10.2×H7.7cm
hd-m-4.0 盃台 磨 4.0 ¥28,000（税込 ¥30,800） Φ11.8×H7.6cm

hd-i-3.5
hd-i-4.0

正四合

Φ13.5×H18.0cm 870ml

ts-mn
屠蘇器 磨
cho-in
銚子 イブシ

Φ7.5×H13.0cm 200ml

Φ7.5×H13.0cm 200ml

¥41,000（税込 ¥45,100）桐

3.5 ¥27,500（税込 ¥30,250） Φ10.2×H7.7cm
4.0 ¥35,000（税込 ¥38,500） Φ11.8×H7.6cm

¥120,000（税込 ¥132,000）桐

Φ12.5×H17.0cm 650ml

cho-mn
銚子 磨 ナツメ形

盃台 イブシ
盃台 イブシ

cho-tun
銚子 ツチメ

ナツメ形

¥46,000（税込 ¥50,600）桐

ナツメ形

¥69,500（税込 ¥76,450） 桐

ナツメ形

chobana
蝶花

¥1,000（税込 ¥1,100）

※蝶花は別売りとなります

¥46,000（税込 ¥50,600）桐
Φ7.5×H13.0cm 200ml

神仏具は別注にて賜ります
ご希望の方は詳細（形、大きさ）を
ご連絡いただければお見積りいたします。

平盃 磨 桐
hh-m-2.0 2.0
hh-m-2.5 2.5
hh-m-3.0 3.0
hh-m-3.5 3.5
hh-m-4.0 4.0

¥5,000（税込 ¥5,500）Φ6.0

三ツ重 磨 桐
mg-m-3.0 3.0 ¥18,500（税込 ¥20,350）

¥7,500（税込 ¥8,250）Φ9.0

mg-m-3.5

3.5 ¥23,000（税込 ¥25,300）

¥13,500（税込 ¥14,850）Φ12.0

mg-m-4.0

4.0 ¥30,500（税込 ¥33,550）

¥6,000（税込 ¥6,600）Φ7.5

¥9,500（税込 ¥10,450）Φ10.5

Φ6.0 / Φ7.5 / Φ9.0

Φ7.5 / Φ9.0 / Φ10.5

Φ9.0 / Φ10.5 / Φ12.0

平盃 白上 桐
hh-sa-2.0 2.0
hh-sa-2.5 2.5
hh-sa-3.0 3.0
hh-sa-3.5 3.5
hh-sa-4.0 4.0

¥6,000（税込 ¥6,600）Φ6.0

三ツ重 白上 桐
mg-sa-3.0 3.0 ¥22,500（税込 ¥24,750）

¥9,500（税込 ¥10,450）Φ9.0

mg-sa-3.5

3.5 ¥28,500（税込 ¥31,350）

¥16,500（税込 ¥18,150）Φ12.0

mg-sa-4.0

4.0 ¥38,000（税込 ¥41,800）

¥7,000（税込 ¥7,700）Φ7.5

¥12,000（税込 ¥13,200）Φ10.5

2.0 松 / 2.5 竹 / 3.0 梅
2.5 松 / 3.0 竹 / 3.5 梅
3.0 松 / 3.5 竹 / 4.0 梅

※平盃 白上は下記より絵柄をお選びいただけます。

2.0（松） 2.5（松 / 竹） 3.0（松 / 竹 / 梅） 3.5（竹 / 梅） 4.0（梅）
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Chaki

Chaki
茶壷のほとんどには中蓋がついており、密封性
が高く茶葉が長持ちし香りを長く保ちます。
のマークが中蓋を使用しています。

製造休止
cb-mh
茶壷 磨

cb-ih-e
茶壷 イブシ

ヒサゴ

cb-ih-3
茶壷 イブシ

ヒサゴ 枝付

¥36,000（税込 ¥39,600） 桐

¥28,000（税込 ¥30,800） 桐

Φ6.8×H10.0cm 40g 入り

Φ6.8×H8.5cm 40g 入り

ヒサゴ（大）

¥57,000（税込 ¥62,700） 桐

Φ8.5×H9.0cm 50g 入り

cb-mb
茶壷 六瓢

Φ6.8×H11.0cm 100g 入り

cb-my-y
茶壷 丸八半

黄イブシ

¥20,000（税込 ¥22,000） 桐

Φ7.7×H8.7cm 50g 入り

cb-m
茶壷 千寿

磨

Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

cb-m-3
茶壷 千寿

磨（大）

Φ7.8×H13.8cm 200g 入り

原材料高騰のため製造休止となっております

cb-i-k
茶壷 千寿

黒イブシ

cb-i-r
茶壷 千寿

朱イブシ

cb-i-k-3
茶壷 千寿

黒イブシ（大）

cb-i-r-3
茶壷 千寿

朱イブシ（大）

Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

Φ7.8×H13.8cm 200g 入り

青イブシ

Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

cb-i-g
茶壷 千寿

緑イブシ

Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

cb-i-y
茶壷 千寿

黄イブシ

Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

cb-i-hm
茶壷 イブシ

黒イブシ

¥20,000（税込 ¥22,000） 桐

cb-t-y
茶壷 俵形

平丸

¥34,000（税込 ¥37,400） 桐

Φ7.7×H8.7cm 50g 入り

黄イブシ

¥26,000（税込 ¥28,600） 桐

Φ8.1×H7.7cm 50g 入り

Φ5.9×H6.8cm 30g 入り

Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

Φ7.8×H13.8cm 200g 入り

cb-tum
茶壷 ツチメ模様

cb-i-tj
茶壷 イブシ

Φ7.0×H9.5cm 50g 入り

Φ7.2×H10.0cm 50g 入り

¥45,000（税込 ¥49,500） 桐

cb-i-b
茶壷 千寿

cb-my-k
茶壷 丸八半

cb-i-w
茶壷 千寿

cb-itj-2.6
茶壷 イブシ トジメ

トジメ

¥39,000（税込 ¥42,900） 桐

中次 2.6

¥73,000（税込 ¥80,300） 桐

Φ7.6×H9.0cm 100g 入り

白上

Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

cb-sz-1
茶壷 さざなみ

【受注生産品】cb-ma-2.6
茶壷 蒔絵 中次 2.6
中次（小）

¥70,000（税込 ¥77,000） 桐

¥77,000（税込 ¥84,700） 桐

Φ7.6×H9.0cm 100g 入り

Φ6.9×H11.6cm 100g 入り

cb-hm
茶壷 花丸

Φ6.8×H11.0cm 100g 入り
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cb-sc
茶壷 朱竹

Φ6.8×H11.0cm 100g 入り

cb-ki-1
茶壷 金箔ちらし（小）
Φ6.8×H10.5cm 100g 入り

cb-ki-3
茶壷 金箔ちらし（大）
Φ7.8×H13.8cm 200g 入り

cb-sz-3
茶壷 さざなみ

中次（大）

￥140,000（税込 ¥154,000） 桐

Φ8.3×H15.5cm 250g 入り
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Chaki

Chaki

茶壷 磨 中次
cb-mn-2.0 2.0
cb-mn-2.2 2.2
cb-mn-2.4 2.4
cb-mn-2.6 2.6
cb-mn-3.0 3.0

桐

¥27,000（税込 ¥29,700）Φ6.0×H7.0cm 30g 入り

¥32,000（税込 ¥35,200）Φ6.4×H7.5cm 50g 入り
¥40,000（税込 ¥44,000）Φ7.0×H8.0cm

80g 入り

¥50,000（税込 ¥55,000）Φ7.6×H9.0cm 100g 入り

¥75,000（税込 ¥82,500）Φ8.6×H11.0cm 150g 入り

茶壷 イブシ 中次 桐
cb-in-2.0 2.0 ¥37,000（税込 ¥40,700）Φ6.0×H7.0cm 30g 入り
cb-in-2.2 2.2 ¥42,000（税込 ¥46,200）Φ6.4×H7.5cm 50g 入り
cb-in-2.4 2.4 ¥50,000（税込 ¥55,000）Φ7.0×H8.0cm 80g 入り
cb-in-2.6 2.6 ¥60,000（税込 ¥66,000）Φ7.6×H9.0cm 100g 入り
cb-in-3.0 3.0 ¥95,000（税込 ¥104,500）Φ8.6×H11.0cm 150g 入り

nt-m
ナツメ 磨

nt-i
ナツメ イブシ

nt-i-r
ナツメ 朱イブシ

Φ6.5×H7.0cm 40g 入り

Φ6.5×H7.0cm 40g 入り

Φ6.5×H7.0cm 40g 入り

¥27,000（税込 ¥29,700）桐

cr-m-ki
茶入 磨

切立

¥20,000（税込 ¥22,000）桐

茶壷 磨
cb-m-yh
cb-m-dyh
cb-m-sh

桐

八半 ¥27,000（税込 ¥29,700）Φ7.3×H9.0cm 50g 入り
大八半 ¥37,000（税込 ¥40,700）Φ9.5×H12.0cm 110g 入り
四半 ¥53,000（税込 ¥58,300）Φ11.0×H13.5cm 200g 入り

茶壷 イブシ 桐
cb-i-yh 八半 ¥33,000（税込 ¥36,300）Φ7.3×H9.0cm 50g 入り
cb-i-dyh 大八半 ¥48,000（税込 ¥52,800）Φ9.5×H12.0cm 110g 入り
cb-i-sh 四半 ¥62,000（税込 ¥68,200）Φ11.0×H13.5cm 200g 入り

Φ5.3×H8.0cm 25g 入り

¥35,000（税込 ¥38,500）桐

cr-i-ki
茶入 イブシ

切立

¥25,000（税込 ¥27,500）桐
Φ5.3×H8.0cm 25g 入り

¥33,000（税込 ¥36,300）桐

cr-m-kia
茶入 磨 切立足付

cr-m-kn
茶入 磨 キヌタ

Φ5.3×H10.5cm 30g 入り

Φ5.3×H9.0cm 25g 入り

¥31,000（税込 ¥34,100）桐

¥20,000（税込 ¥22,000）桐

cr-m-mat
茶入 磨 松風

ke-wa
建水 椀形

ke-zu
建水 寸胴形

Φ6.4×H9.5cm 40g 入り

Φ9.0×H5.8cm

Φ10.0×H9.0cm

¥30,000（税込 ¥33,000）桐

¥34,000（税込 ¥37,400）桐

¥60,000（税込 ¥66,000）桐

茶壷の取り扱い方
茶壷 磨 桐
cb-m-hk 半斤 ¥100,000（税込 ¥110,000）Φ14.3×H18.0cm 400g 入り
cb-m-ik 一斤 ¥180,000（税込 ¥198,000）Φ16.5×H20.0cm 600g 入り

茶壷 イブシ 桐
cb-i-hk 半斤 ¥130,000（税込 ¥143,000）Φ14.3×H18.0cm 400g 入り
cb-i-ik 一斤 ¥200,000（税込 ¥220,000）Φ16.5×H20.0cm 600g 入り

cg-mi
茶合 みやび

cg-ih
茶合 イブシ

9.4×4.4cm

10.7×4.6cm

¥6,500（税込 ¥7,150）桐

ヒサゴ

¥7,500（税込 ¥8,250）桐

01

茶壷を開ける時は、絶
対に回さず、ゆっくりまっす
ぐにあげてください。
また蓋が斜めになった時はも
う一度閉めてください。

02

閉める時は、押さえず
にまっすぐ上から蓋を置いて
ください。蓋の重みで空気を
追い出しゆっくりと落ちてい
きます。
また蓋が斜めになった時はも
う一度開けて置き直してくだ
さい。

注意
万が一開閉が困難になった場合、お買い上げの店舗または大阪錫器にご相談ください。
工具等を使って無理やり開けることは絶対におやめください。
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【茶托 寸法】2.5 =Φ7.5cm

3.0 =Φ9.0cm

3.3=Φ9.9cm

3.5=Φ10.5cm

3.8=Φ11.5cm

茶托 イブシは [ 松・竹・梅・菊・蘭 ] の
図柄が１枚ずつ手で描かれています。

ks-i-uw
急須 イブシ

上手

¥55,000（税込 ¥60,500）桐
Φ9.0×H13.5cm 270ml

ks-i-yo
急須 イブシ

横手

¥48,000（税込 ¥52,800）桐
Φ9.0×H8.5cm 270ml

ks-itj-yo
急須 イブシ トジメ 横手

ks-mi-yo
急須 みやび

Φ8.5×H8.5cm 250ml

Φ8.0×H6.5cm 200ml

¥52,000（税込 ¥57,200）桐

横手

¥45,000（税込 ¥49,500）桐

ks-ms-yo
急須 磨 筋入

横手

¥43,000（税込 ¥47,300）桐
Φ9.0×H8.5cm 270ml

急須の注ぎ口に錫の茶こしが
内蔵されています。

ks-m-yo
急須 磨 横手

ks-ih-yo
急須 イブシ ヒサゴ 横手

Φ9.0×H8.5cm 270ml

Φ9.0×H8.5cm 270ml

¥43,000（税込 ¥47,300）桐

茶托 イブシ 丸形 5枚組 桐
ct-im-2.5 2.5 ¥23,500（税込 ¥25,850）
ct-im-3.0 3.0 ¥28,000（税込 ¥30,800）
ct-im-3.3 3.3 ¥32,500（税込 ¥35,750）
ct-im-3.5 3.5 ¥39,000（税込 ¥42,900）
ct-im-3.8 3.8 ¥50,000（税込 ¥55,000）

茶托 イブシ
ct-ik-2.5 2.5
ct-ik-3.0 3.0
ct-ik-3.3 3.3
ct-ik-3.5 3.5

小判形 5枚組 桐

¥33,000（税込 ¥36,300）
¥40,000（税込 ¥44,000）
¥44,000（税込 ¥48,400）
¥50,000（税込 ¥55,000）

横手

¥48,000（税込 ¥52,800）桐
Φ9.0×H8.5cm 270ml

ks-ki-yo
急須 金箔ちらし

横手

¥56,000（税込 ¥61,500）桐
Φ9.0×H8.5cm 270ml

ks-m-cw
急須 磨 茶沸

ks-i-cw
急須 イブシ

Φ11.5×H8.0cm 480ml

Φ11.5×H8.0cm 480ml

¥60,000（税込 ¥66,000）桐

湯沸 磨
yw-m-2 （中）¥87,000（税込 ¥95,700）桐

yw-tu-3
湯沸 ツチメ（大）

湯沸 イブシ
yw-i-2 （中）¥97,000（税込 ¥106,700）桐

yw-itj
湯沸 イブシ トジメ（大）

yw-m-3 （大）¥95,000（税込 ¥104,500）桐

Φ12.5×H17.5cm 720ml

yw-i-3 （大）¥105,000（税込 ¥115,500）桐

Φ12.5×H18.0cm 720ml

Φ12.5×H17.5cm 720ml
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Φ12.0×H16.5cm 580ml

Φ12.5×H17.5cm 720ml

茶托 磨 小判形 5枚組 桐
ct-mc-3.0 3.0 ¥30,000（税込 ¥33,000）
ct-mc-3.3 3.3 ¥34,000（税込 ¥37,400）

茶托 磨 梅形 5枚組 桐
ct-mu-3.0 3.0 ¥32,000（税込 ¥35,200）
ct-mu-3.3 3.3 ¥37,000（税込 ¥40,700）

茶托 磨 分銅形 5枚組 桐
ct-mb-3.0 3.0 ¥30,000（税込 ¥33,000）
ct-mb-3.0 3.3 ¥34,000（税込 ¥37,400）

茶沸

¥40,000（税込 ¥44,000）桐

¥100,000（税込 ¥110,000）桐

茶托 イブシ 打込梅 5枚組 桐
ct-uc-3.0 3.0 ¥46,000（税込 ¥50,600）
ct-uc-3.3 3.3 ¥53,000（税込 ¥58,300）

¥68,000（税込 ¥74,800）桐

ct-ih
茶托 イブシ ヒサゴ 5枚組

Φ12.0×H16.5cm 580ml

茶托 イブシ 分銅形 5枚組 桐
ct-ib-2.5 2.5 ¥33,000（税込 ¥36,300）
ct-ib-3.0 3.0 ¥40,000（税込 ¥44,000）
ct-ib-3.3 3.3 ¥44,000（税込 ¥48,400）
ct-ib-3.5 3.5 ¥50,000（税込 ¥55,000）

¥48,000（税込 ¥52,800）桐

茶托 磨 丸形 5枚組 桐
ct-mm-2.5 2.5 ¥18,500（税込 ¥20,350）
ct-mm-3.0 3.0 ¥24,000（税込 ¥26,400）
ct-mm-3.3 3.3 ¥27,500（税込 ¥30,250）
ct-mm-3.5 3.5 ¥33,000（税込 ¥36,300）
ct-mm-3.8 3.8 ¥38,000（税込 ¥41,800）

ks-ec-yo
急須 エクボ

茶托 イブシ 梅形 5枚組 桐
ct-iu-2.5 2.5 ¥35,000（税込 ¥38,500）
ct-iu-3.0 3.0 ¥42,000（税込 ¥46,200）
ct-iu-3.3 3.3 ¥47,000（税込 ¥51,700）
ct-iu-3.5 3.5 ¥53,000（税込 ¥58,300）

￥115,000（税込 ¥126,500）桐

ct-mkm-3.8
茶托 磨 剣木瓜 5枚組
¥53,000（税込 ¥58,300）桐

3.0

3.8

ct-mi-3.3
茶托 みやび 5枚組

3.3

¥40,000（税込 ¥44,000）桐

ct-usu-3.8
茶托 うすぐも 5枚組

¥39,000（税込 ¥42,900）桐

3.8

茶托 イブシ トジメ 5枚組 桐
ct-itj-3.3 3.3 ¥41,000（税込 ¥45,100）
ct-itj-3.8 3.8 ¥55,000（税込 ¥60,500）

ct-nu-3.6
茶托 布目 5枚組

3.6

¥42,000（税込 ¥46,200）桐

ct-uf-3.8
茶托 浮舟 5枚組 3.8

¥39,000（税込 ¥42,900）桐

ct-ki-3.3
茶托 金箔ちらし 5枚組
¥43,000（税込 ¥47,300）桐

3.3
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原材料高騰のため製造休止となっております

【受注生産品】mz-tu-3p
銘々皿 ツチメ 3枚組
¥33,000（税込 ¥36,300）桐

cz-ms-2s
cb-m

茶器揃 磨

筋入 2ッ組

茶壷 千寿 磨 / ks-ms-yo

急須 磨 筋入 横手

cz-mi

茶器揃 みやび

9.5×9.5cm

¥25,000（税込 ¥27,500）桐

Φ15.0cm

銘々皿 夕霧 桐
mz-yu-4.5 4.5 ¥11,000（税込 12,100）Φ13.5cm
mz-yu-5.0 5.0 ¥15,000（税込 ¥16,500）Φ15.0cm

¥111,500（税込 ¥122,650）桐

cb-my-k 茶壷 丸八半 黒イブシ / ks-mi-yo 急須 みやび 横手
ct-mi-3.3 茶托 みやび 5枚組 3.3 / cg-mi 茶合 みやび

kk-um
菓子器 梅形

¥48,000（税込 ¥52,800）桐

cz-i-3s

mz-is
銘々皿 石目

kk-te
菓子器 鉄鉢形

Φ18.5cm

¥50,000（税込 ¥55,000）桐

Φ17.7cm

茶器揃 イブシ 3ッ組 ¥113,500（税込 ¥124,850）桐

cb-i-yh 茶壷 イブシ 八半 / ks-i-yo 急須 イブシ 横手
ct-im-3.3 茶托 イブシ 丸形 5枚組 3.3

cz-itj-3s

茶器揃 イブシ

トジメ 3ッ組 ¥132,000（税込 ¥145,200）桐

mz-kr-2p
銘々皿 唐花 2枚組

¥42,000（税込 ¥46,200）桐

bnbn
鈴形 ボンボン入れ

Φ13.0cm

¥45,000（税込 ¥49,500）桐

Φ11.0cm

cb-i-tj 茶壷 イブシ トジメ / ks-itj-yo 急須 イブシ トジメ 横手
ct-itj-3.3 茶托 イブシ トジメ 5枚組 3.3

原材料高騰のため製造休止となっております

cz-ih

茶器揃 イブシ

ヒサゴ ¥131,500（税込 ¥144,650）桐

cb-ih-e 茶壷 イブシ ヒサゴ 枝付 / ks-ih-yo 急須 イブシ ヒサゴ 横手
ct-ih 茶托 イブシ ヒサゴ 5枚組 3.0 / cg-hi 茶合 イブシ ヒサゴ

32

cz-ki

茶器揃 金箔ちらし

cb-ki-1 茶壷 金箔ちらし（小）/ ks-ki-yo
ct-ki-3.3 茶托 金箔ちらし 5枚組 3.3

急須 金箔ちらし 横手

【受注生産品】cb-kr
茶壷 唐草

¥240,000（税込 ¥264,000）桐

H20.0cm

【受注生産品】kk-kr
菓子器 唐草

¥180,000（税込 ¥198,000）桐

22.0×22.0cm

【受注生産品】ya-kr
ヤンポ 唐草

¥410,000（税込 ¥451,000）桐

Φ20.5cm
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原材料高騰のため製造休止となっております

A

mz-c

B

C

D

E

小皿 長角
9.5×12.5×H0.5cm

原材料高騰のため製造休止となっております

A

B

C

D

mz-m

E

小皿 丸
Φ12.0×H1.2cm

nag-a

nag-b

【受注生産品】
長皿

mz-d

9.0×45.0×H1.3cm

nag-c

nag-d

A

B

C

D

E

小皿 楕円
10.5×14.5×H1.0cm

このページに掲載されているお皿については
サイズ変更が可能です（別途見積り）

A

B

C

D

E

mz-h
小皿 八角
12.0×12.0×H1.2cm

【受注生産品】mis-1
まな板皿（小）
15.0×20.0×H1.2cm

青海波
青海波

【受注生産品】mis-3
まな板皿（大）
30.0×40.0×H1.2cm

【受注生産品】susi
寿司皿
10.5×24.0×H1.2cm

青海波
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mz-s
小皿 四角
11.0×11.0×H1.7cm

A

B

C

D

E

Sara

【受注生産品】oz-m
大皿 丸
Φ32.5×H2.5cm

mns-1
マリーヌ 小皿

mns-2
マリーヌ 中皿

mns-3
マリーヌ 大皿

9.0×8.2cm

12.0×11.0cm

18.5×15.5cm

¥7,000（税込 ¥7,700）桐

¥4,000（税込 ¥4,400）桐

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

原材料高騰のため製造休止となっております
原材料高騰のため製造休止となっております
【受注生産品】oz-h
大皿 八角
33.0×33.0×H2.5cm

【受注生産品】mrz-uz
盛皿 雲珠 ( うず )

【受注生産品】mrz-hi
盛皿 雲雀 ( ひばり )

27.0×13.0×H1.5cm

20.0×18.0×H3.0cm

sik-a
sik-5p
彩飾小皿
【受注生産品】oz-s
大皿 四角
31.0×31.0×H3.0cm

5枚組

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

【受注生産品】mrz-wa
盛皿 綿雲 ( わたぐも )

sik-b

24.0×13.5×H1.7cm

sik-c

5.5cm 〜

sik-d

sik-e

彩色小皿は箸置きとしても使用できます。

製造休止

【受注生産品】osb
おしぼり皿 角
6.5×17.0×H1.5cm

【受注生産品】mos-tu
盛皿 月の渚

¥600,000（税込 ¥660,000）箱なし
Φ37.0cm

Hashioki

Hashioki

原材料高騰のため製造休止となっております
ya-ne ネギ
約2.0×5.6cm

jp-ks

かすみ

jp-se

青海波

jp-ir

入子菱

jp-ka

唐草

jp-ki

亀甲

jp-ya

ya-ta

ya-to トマト

たけのこ

ya-ky キュウリ

ya-so そら豆

ya-si しいたけ

約4.1×2.1cm

約3.0×3.0cm

ya-ok オクラ

約5.4×1.8cm

約3.2×2.2cm

約3.4×3.4cm

約5.1×1.4cm

箸置

原材料高騰のため製造休止となっております

矢がすり

箸置 ジパング
jp-ic

市松

jp-as

麻の葉

jp-sa

さや形

jp-si

七宝

2.0×3.9×0.5cm

A

ki-sib

B

ki-sic

C

ki-sid

D

桜

約3.9×3.9cm

箸置 幾何学
ki-sia

ha-sa

ki-sie

E

四角

ha-bo

ha-as あさがお

3.0×3.0×0.5cm

ぼたん

約3.4×3.9cm

ha-hi

約3.4×3.8cm

ha-ku クローバー

ha-ba

約3.8×3.6cm

ひまわり

ha-ic イチョウ

約3.6×3.6cm

バラ

ha-syo しょうぶ

約3.6×3.6cm

ha-ka

約3.4×5.0cm

ha-mi

約3.9×4.3cm

楓

約3.7×4.0cm

水芭蕉

ha-aji

約3.1×4.7cm

ha-tu

紫陽花

約2.9×4.7cm

椿

ha-um

約3.7×3.7cm

梅

約3.5×3.6cm

箸置

箸置 幾何学
ki-sa

A

ki-sb

B

ki-sc

C

ki-sd

D

ki-se

E

三角

ki-ryu

3.4×3.8×0.6cm

箸置 りゅう金

約Φ3.6×2.9cm

fu-fu

箸置 富士山

約Φ3.3×3.5cm

ki-de

箸置 出目金

約Φ4.0×2.7cm

ho-si-a

ho-ki-5p

箸置 キヌタ 5ヶ入

A

ho-si-b

ho-si-5p

B

ho-si-c

C

ho-si-d

D

ho-si-e

E

ne-5p

箸置 しずく 5ヶ入 ¥8,000（税込 ¥8,800）桐

箸置 猫 5ヶ入

約 4.0×2.5×1.5cm

各 ¥1,400（税込 ¥1,540）箱なし

¥16,500（税込 ¥18,150）桐

箱なし
¥16,000（税込 ¥17,600）桐

各 ¥3,200（税込 ¥3,520）

ne-a

A

ne-b

B

ne-c

C

ne-d

D

ne-e

E

スプーンレスト

ジパング

¥2,500（税込 ¥2,750）箱なし個包装

spr-ir
ho-tu-5p

箸置 つづみ 5ヶ入

¥16,500（税込 ¥18,150）5.2×1.2×1.2cm

ho-ka-5p
桐

入子菱

spr-ka

唐草

spr-se

箸置 唐草 5ヶ入

¥20,000（税込 ¥22,000）桐

spr-ic

市松

spr-sa

さや形

青海波

箱なし

7.9×1.1×H1.1cm

Kaki

Kaki
花器考案・花制作／並木容子〈ジュンテ〉
撮影／西山航（世界文化社）

錫器の花器は水がぬめりにくく花が長持します。

kk-sz-5.0

花器 さざなみ 5.0

¥65,000（税込 ¥71,500）桐

kk-sz-4.0

Φ15.0×H6.0cm（口径 13.8cm）

花器 さざなみ 4.0

¥40,000（税込 ¥44,000）桐

Φ12.0×H6.0cm（口径 10.8cm）

kk-p

家庭画報と大阪錫器がコラボで

家庭画報 ピッチャー型花器

¥50,000（税込 ¥55,000）桐

Φ12.0×H16.0cm（口径 8.6cm）

製作をしたピッチャー型花器です

kk-sz-10.0

原材料高騰のため製造休止となっております

花器 さざなみ 10.0

¥250,000（税込 ¥275,000）桐

Φ30.0×H6.0cm（口径 28.4cm）

【受注生産品】
kk-hs 花器 飛水

¥220,000（税込 ¥242,000）桐
H28.5cm（口径 3.0cm）

ka-sy-12.0
花瓶 イブシ 菖蒲形 12.0 大阪城
¥1,700,000（税込 ¥1,870,000）桐

Φ20.0×H36.0cm（口径 10.0cm）

※「花瓶 末広」の絵柄については46ページ参照

ka-ko

花瓶 梢

ka-sz-1

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

Φ7.5×H15.0cm（口径 1.5cm）

花瓶 さざなみ（小）

Φ3.0×H15.0cm（口径 2.6cm）

ka-sz-2

花瓶 さざなみ（中）

ka-sz-3

Φ4.5×H20.0cm（口径 4.1cm）

花瓶 さざなみ（大）

Φ5.0×H21.0cm（口径 4.6cm）

ka-su-1
花瓶 末広（小）

ka-su-2
花瓶 末広（中）

ka-su-3
花瓶 末広（大）

Φ8.5×H12.5cm

Φ10.0×H15.0cm

Φ12.0×H18.0cm

¥60,000（税込 ¥66,000）桐
(口径 6.0cm)

ka-mu-1

花瓶 室生（小）

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

Φ4.0×H17.0cm（口径 1.2cm）

ka-mu-3

花瓶 室生（大）

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

Φ4.5×H21.0cm（口径 1.1cm）

ka-as

ka-bu

花瓶 飛鳥

¥80,000（税込 ¥88,000）桐
(口径 7.0cm)

¥120,000（税込 ¥132,000）桐
(口径 8.5cm)

【受注生産品】ka-su-4
花瓶 末広（特大）

¥250,000（税込 ¥275,000）桐
Φ15.0×H20.0cm
(口径10.5cm)

【受注生産品】ka-su-sp
花瓶 末広（特注）

¥500,000（税込 ¥550,000）桐
Φ18.0×H24.0cm
(口径12.0cm)

花瓶 ブーケ

¥17,000（税込 ¥18,700）桐

¥25,000（税込 ¥27,500）桐

Φ5.0×H17.5cm（口径 2.0cm）

Φ6.4×H21.5cm（口径 3.6cm）

（左から）
ka-ma-5.7
花瓶 イブシ 丸形 5.7 宇治橋
¥180,000（税込 ¥198,000）桐

Φ16.8×H15.0cm (口径6.3cm)

mk-ma

ミニ花瓶 円

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

Φ8.0×H5.0cm（口径 1.2cm）

mk-m-ha ミニ花瓶 遥
¥8,000（税込 ¥8,800）桐

磨

Φ5.0×H7.0cm（口径 1.0cm）

mk-i-ha ミニ花瓶 遥

黒イブシ

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

Φ5.0×H7.0cm（口径 1.0cm）

mk-m-no ミニ花瓶 望
¥8,000（税込 ¥8,800）桐

磨

mk-i-no

Φ5.0×H6.0cm（口径 2.0cm）

ミニ花瓶 望

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

黒イブシ

Φ5.0×H6.0cm（口径 2.0cm）

ka-sy-9.0
花瓶 イブシ 菖蒲形 9.0 宇治橋
¥280,000（税込 ¥308,000）桐

Φ15.0×H27.5cm (口径7.9cm)

ka-sy-5.5
花瓶 イブシ 菖蒲形 5.5 ラン
¥50,000（税込 ¥55,000）桐

Φ7.4×H16.8cm (口径3.0cm)

mk-i-mi ミニ花瓶 雅

朱イブシ

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

Φ6.0×H6.0cm（口径 1.5cm）

mk-m-hi ミニ花瓶 響
¥8,000（税込 ¥8,800）桐

磨

Φ4.5×H6.0cm（口径 1.6cm）

mk-i-hi

ミニ花瓶 響

朱イブシ

¥10,000（税込 ¥11,000）桐

Φ4.5×H6.0cm（口径 1.6cm）

mk-m-so ミニ花瓶 そよ風
¥13,000（税込 ¥14,300）桐

Φ6.5×H8.5cm（口径 1.5cm）

磨

mk-i-so

ミニ花瓶 そよ風

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

黒イブシ

Φ6.5×H8.5cm（口径 1.5cm）

ka-sy-6.5
花瓶 イブシ 菖蒲形 6.5 富士山
¥80,000（税込 ¥88,000）桐

Φ8.7×H19.5cm (口径3.8cm)
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Bungu

Butsugu・Kogo

【受注生産品】

製造休止

bk-ka
ブックマーク カバ

¥4,000（税込 ¥4,400）桐

3.5×1.2×1.2cm

pw-m-ka

ペーパーウェイト カバ
10.3×4.3×H1.8cm

磨

pw-s-ka

ペーパーウェイト カバ
10.3×4.3×H1.8cm

白上

bu-w-5p

ミニ仏具

白 5ッ組 ¥54,500（税込 ¥59,950）桐

bu-w-7p

ミニ仏具

白 7ッ組 ¥81,000（税込 ¥89,100）桐

bu-ko-w

香炉

白 ¥13,000（税込 ¥14,300）Φ8.1×H4.5cm 箱なし

bu-ha-w

花立

白 ¥13,000（税込 ¥14,300）Φ6.0×H9.2cm 箱なし

bu-lo-w

ローソク立て

bu-go-w

仏飯器

白 ¥7,500（税込 ¥8,250）Φ4.8×H3.6cm 箱なし

bu-mi-w

水入れ

白 ¥7,500（税込 ¥8,250）Φ4.3×H5.0cm 箱なし

白

¥13,500（税込 ¥14,850）Φ4.9×H9.6cm

箱なし

〈 7ッ組 〉

【受注生産品】

〈 5ッ組 〉
pa-t
パールトレイ（高級アコヤ本真珠付）

pa-p-t
パールペントレイ（高級アコヤ本真珠付）

Φ9.0cm（真珠Φ6.0~6.5mm）

17.7×7.8cm（真珠Φ6.0~6.5mm）

¥8,000（税込 ¥8,800）桐

¥17,000（税込 ¥18,700）桐

pn-1
ペン皿

千代紙（小）

¥11,000（税込 ¥12,100）桐

21.5×6.0cm

pn-3
ペン皿

千代紙（大）

¥15,000（税込 ¥16,500）桐

21.0×7.8cm

ミニ仏具

黒 5ッ組 ¥62,500（税込 ¥68,750）桐

bu-k-7p

ミニ仏具

黒 7ッ組 ¥93,000（税込 ¥102,300）桐

bu-ko-k

香炉

黒 ¥15,000（税込 ¥16,500）Φ8.1×H4.5cm 箱なし

bu-ha-k

花立

黒 ¥15,000（税込 ¥16,500）Φ6.0×H9.2cm 箱なし

bu-lo-k

ローソク立て

bu-go-k

仏飯器

黒

bu-mi-k

水入れ

黒 ¥8,500（税込 ¥9,350）Φ4.3×H5.0cm 箱なし

黒

¥15,500（税込 ¥17,050）Φ4.9×H9.6cm

¥8,500（税込 ¥9,350）Φ4.8×H3.6cm

箱なし

箱なし

【受注生産品】

原材料高騰のため製造休止となっております
〈 5ッ組 〉
【受注生産品】ho-st
書道具揃 鳳凰

bu-k-5p

bu-r-5p

ミニ仏具

朱 5ッ組 ¥62,500（税込 ¥68,750）桐

bu-r-7p

ミニ仏具

朱 7ッ組 ¥93,000（税込 ¥102,300）桐

bu-ko-r

香炉

朱 ¥15,000（税込 ¥16,500）Φ8.1×H4.5cm 箱なし

bu-ha-r

花立

朱 ¥15,000（税込 ¥16,500）Φ6.0×H9.2cm 箱なし

bu-lo-r

ローソク立て 朱

bu-go-r

仏飯器

朱 ¥8,500（税込 ¥9,350）Φ4.8×H3.6cm 箱なし

bu-mi-r

水入れ

朱 ¥8,500（税込 ¥9,350）Φ4.3×H5.0cm 箱なし

¥15,500（税込 ¥17,050）Φ4.9×H9.6cm

箱なし

【受注生産品】ho-ft
筆立 鳳凰
Φ6.5×H10.6cm

【受注生産品】
【受注生産品】ho-sy
朱肉入 鳳凰
Φ7.8cm

【受注生産品】ho-fo
筆置 鳳凰
10.0×2.5cm

sn-os
朱肉入

大阪城

¥12,000（税込 ¥13,200）桐
Φ6.0cm

sn-1
朱肉入（小）松

¥14,000（税込 ¥15,400）桐
Φ6.0cm

sn-2
朱肉入（中）宝船

¥18,000（税込 ¥19,800）桐

Φ6.8cm

sn-3
朱肉入（大）ぶどう

¥25,000（税込 ¥27,500）桐
Φ7.8cm

【受注生産品】ho-su
水滴 鳳凰
Φ7.5×H4.5cm

【受注生産品】ho-bu
文鎮 鳳凰

〈 5ッ組 〉

20.0×2.0cm

sn-4
朱肉入（特大）松竹梅
¥35,000（税込 ¥38,500）桐
Φ9.8cm

※朱肉入れの図柄は好きな模様を入れることが出来ます。詳しくはお問い合わせください。

ho-kg

香合 鳳凰

tgi

bu-kp-5p

ミニ仏具

金箔 5ッ組 ¥74,500（税込 ¥81,950）桐

bu-kp-7p

ミニ仏具

金箔 7ッ組 ¥111,000（税込 ¥122,100）桐

bu-ko-kp

香炉

金箔 ¥17,000（税込 ¥18,700）Φ8.1×H4.5cm 箱なし

bu-ha-kp

花立

金箔 ¥18,000（税込 ¥19,800）Φ6.0×H9.2cm 箱なし

bu-lo-kp

ローソク立て 金箔

bu-go-kp

仏飯器

金箔

bu-mi-kp

水入れ

金箔 ¥10,500（税込 ¥11,550）Φ4.3×H5.0cm 箱なし

焚きがら入れ

¥18,500（税込 ¥20,350）Φ4.9×H9.6cm

¥10,500（税込 ¥11,550）Φ4.8×H3.6cm

kdt

香道具建て

¥18,500（税込 ¥20,350）桐

¥11,000（税込 ¥12,100）桐

¥17,500（税込 ¥19,250）桐

Φ7.0cm

Φ4.5×3.5cm

Φ5.0×6.6cm

箱なし

箱なし

Sagyo fukei

Sagyo fukei
作業風景

作業風景
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Tokuchuhin

Tokuchuhin

特注品製作
伝統工芸の技術を使い、新しい商品開発や企業との共同開発に取り組んでいます。

お客様のニーズに合わせた特注品製作

一品物製作の流れ

企画会議

依頼

図面・スケッチ提案

製作開始

最終打ち合わせ

完成

量産品 （記念品等） 製作の流れ
錫製シンボルプレートツチメ模様カウンター天板

イブシ仕上げの表彰記念盾

依頼

企画会議

図面・スケッチ
提案

最終打ち合わせ

鋳型製作

プロトタイプ
完成

東京田園調布「中勢以 」 設計 /Design Eight

藤井 伸介

量産

最終確認

腐食加工による特注品製作
ご希望の絵柄やロゴ、文字をお入れすることが可能です。

松原市・マッキー

底面の腐食文字入れ
２０１９年

大阪エヴェッサとのコラボレーション

西日本陶器とのコラボレーション

大阪唐木指物とのコラボレーション
ゼブラシリーズ

蒔絵仕上げの花瓶

箔一とのコラボレーション
ウレタン着色・金箔ちらしを施したカラータンブラー

コウベ・プレシアス・パールとのコラボレーション

大阪欄間とのコラボレーション
透彫り花台と錫器の一輪生け

大阪の伝統工芸によるコラボレーション

側面の腐食文字入れ

G２０大阪サミット

鳥獣戯画

東住吉区・なっぴー

ご当地キャラクターとのコラボレーション

大阪国際女子マラソン

六瓢

「花瓶 末広」については絵柄を選ぶことができます。

龍

富士山

大阪城
２００６年高校総体のメダル

Naire

Naire

各種オリジナル名入れ

シルク印刷
商品へシルク印刷を行います。（グラデーションは不可）
商品本体の底面のみ印刷が可能で、校了後、商品が揃い次第加工を行います。
費用：１色につき製版代・印刷代

桐箱シルク印刷
桐箱へシルクスクリーン印刷を行います。（グラデーションは不可）
蓋表・蓋裏に印刷が出来るため汎用性が高く、商品への加工がない為、

腐食仕上げ

校了後すぐに取りかかることができオススメです。
記念品で一番人気の名入れ加工となります。

商品の製作途中に絵付けと名入れ加工を同時に施し、腐食仕上げを行います。

費用：１色につき製版代・印刷代

一部の茶器・花器・朱肉入れのみ対応が可能です。

２色印刷

１色印刷（明朝体）

絵柄と同じ仕上がりで文字が入りますので高級感が出ます。
費用：製版代・加工代

桐箱箔押し
桐箱へ箔押しを行います。
蓋表・蓋裏に加工出来ますが、熱した金型をカラーフィルムごと

鋳造

桐箱に押し付けて加工を行う為、細かい名入れはできません。

商品の鋳型に加工を行います。

シルク印刷より高級感が増す名入れ方法です。

商品本体にロゴや文字を鋳造で入れることが可能です。

費用：１色につき金型製作代・加工代

数量が多い記念品にお選びいただいてます。
費用：鋳型製作代

機械彫刻
商品へ機械彫刻を行います。（一部対象外商品あり）
一点から承ります。

刻印仕上げ

商品本体へ彫刻が出来るため記念のお品としてオススメです。
費用：１文字につき彫刻代

商品の製作途中に打刻で名入れ加工を行います。

また記念品など数量が多い場合は別途お見積り致します。

製造工程で内側を削っている商品に限ります。

弊社までお問い合わせください。

費用：刻印製作代・加工代

通常注文時の名前彫刻

記念品注文時の円周文字彫刻

通常注文時の流れ
商品と彫刻文字の発注

→

約１０日程で彫刻

→

発送

記念品名入れの主な流れ

お手元に届くまで約 2 週間ほどかかります。お急ぎの場合はご相談ください。

記念品注文時の流れ
商品と彫刻文字の依頼

→

彫刻の可否・お見積り・納期・校正

→

発注・校了

→

彫刻

→

発送

●商品・名入れ文字依頼

●ご希望商品への加工の可否
●発注・校了
●お見積り・納期・校正
あいう

字体例 ( 英数字のみ筆記体可能 )

見積り書

あいう

彫刻位置
・記念品の名入れをご希望の方は弊社までお問い合わせ下さい。
その際にご希望の商品・ご希望の名入れ文字を頂けるとよりスムーズに進めることが出来ます。

Happy
Birthday

ॕ։ళ

Ֆࢠ

ଠ

本錫

ॕ ؐྐྵ

名入れ加工に関する注意

・ご希望の名入れ文字数が多い場合は文字数を減らして頂く場合がございます。（ご相談に応じます。）
・ご希望のロゴやフォントがある場合はイラストレーター ( アウトライン化されている ) のデータでの入稿をお願いします。

底面は中央の本錫を挟んで

側面は中央より下の範囲で

持ち手の付いている商品は右手で持った時に

上下左右の縦書き・横書き

縦書き・横書き

正面に文字が来るように彫刻します

ロゴが複雑すぎる場合は、簡略化されたデータを頂くか、加工をお断りする場合がございます。
お問い合わせの段階でデータが確認できない場合、お見積りは出来かねますので予めご了承下さい。

Shuri・Q & A

修理

大阪錫器では長くご使用頂くために有償でメンテナンスも行なっております

修理依頼の流れ

修理品に関する注意

電話またはメールにて修理をご依頼下さい。

・商品が作られた時期やメーカーによって錫にその他の金属が混ぜられて

メールで商品の状態写真を複数枚・底の刻印の写真を

いる割合が異なります。また色は同じでも錫以外の金属で出来ている商

お送り頂くとよりスムーズに進めることが可能です。

品の可能性もございます。その為、実際に商品を目で見て確認し、総合
的に判断し修理の可否をお伝えさせて頂いております。

修理の可否は実際に実物を見ない限り判断が出来ませんので
修理ご依頼品を弊社までお送りください。

・修理をご希望の場合はご購入店にお問い合わせください。

また弊社からお近くでしたら直接お持ち頂くことも可能です。

（送料はお客様負担でお願い致します。）

その際は先に弊社までご連絡ください。

・実際に使用されている商品は修理を行なっても購入時の新品までは戻り

商品到着後、職人が修理の可否を判断し、

ません。あくまで、艶を取り戻し、使用できる状態に修繕を行うことを

修理方法・修理期間・お見積りをお伝えいたします。

弊社では修理と呼んでいます。予めご了承下さい。

お客様に了承頂き次第、修理に取り掛かります。

過去の修理品一例
before

after

before

after

口の変形修正・磨き直し

籐の巻き直し

湯沸かし底の穴あき

取手の付け替え

Q&A
錫は曲がりますか。
→ 100%の錫製品であれば簡単に曲がります。
弊社では 97%（3%は強度を持たすための他金属合金）にすることにより、伝統的工芸品として削ったり磨いたりなど
様々な加工が施せる程度の強度を持たせています。しかし元々は柔らかい金属のため、落とすと曲がります。
（※焼き物やガラスなどの硬いものとぶつかると傷や変形の恐れがありますのでご注意ください。）
商品の現物を見たいのですがどこで販売していますか。
→ 百貨店などの家庭用品売り場や専門店などで販売されています。
熱いものを入れても大丈夫でしょうか。
→ 錫本体は大丈夫ですが、錫は熱伝導が良く錫全体が瞬時に熱くなりますので取り扱いは充分に注意してください。
（手に持てる位の温度にしてください。）
錫器を使う時の注意点はありますか。
→ 52 ページをご覧ください。

錫の特徴

錫

は通常錆びたり変色しません。お手入れ次第で温かみのある光沢と艶がいつまでも楽しめます。
の分子は粗く水やお酒の不純物を吸着し、味をまろやかにする効果があると言われています。
は熱伝導が高くお酒の燗が速く出来ます。冷酒にも良く合いお酒がおいしく召し上がれます。
は無害で金属臭が無く、古来より食器の素材として使われてきました。

錫器へのこだわり

タンブラーやぐい呑の内側には、

錫は熱伝導率が高いので冷たいビールを入

お酒が入れやすく、熱伝導率が高いので温ま

錫器の着色には古くから日本で使われてきた

主に磨き仕上げ ( 左 ) と凹凸のあるディンプ

れると瞬時に冷え、飲み物の味がまろやか

りが早く、使いやすいように持ち手を長くし

天然のうるしを使用しています。

ル仕上げ ( 右 ) があります。

に感じられます。

ています。錫のタンポは秀逸な燗器です。

お手入れ方法
徳利やタンブラー などは使用後に

錫は主にロクロを使って

水またはぬるま湯と中性洗剤で洗い



よくすすいだ後、柔らかい布巾等で
水気を完全に拭き取って下さい。

形成・研磨されます。
ホコリや汚れは柔らかい布で
円周に沿ってやさしく拭いて下さい。

使用上の注意
茶壷の蓋を開け閉めする際は回さず

融点（溶解温度：約 230 度）が低い為、

真っ直ぐ水平に上げ下げして下さい。

直火で使用しないで下さい。

蓋の開閉に不具合が生じた場合、
無理をせず販売店又はメーカーにご相談下さい。

冷凍室での保存は金属組織による結晶崩壊の

金属のため電子レンジでの使用は出来ません。

恐れがありますので絶対に避けて下さい。

食洗機の使用は出来ますが、すすぎが不十分

（※取り出す際に凍傷になる危険もあります）

な恐れがあり、洗剤が残り虹色になる可能性が

冷蔵庫での長時間保存もおやめ下さい。

ありますので、オススメは出来ません。

HOT

HO

T

熱伝導率が高く素早い燗付けが
可能ですが、その際表面が熱くなります
ので取り扱いには十分お気をつけ下さい。

通常では錆びついたり変色すること
はありませんが、レモン水や酸性の
強い液体などに長時間つけると変色
することがあります。

POWER

錫は柔らかい金属です。タワシや研磨剤の
入ったものを使用するとキズが付きます。
無理な力を加えると変形しますのでお気を
つけ下さい。

錫器は現在も昔ながらの製作方法で一つ
ひとつ丹念に作られています。品切れの折り、

弊社製造の酒器・茶器などの錫製品は安全な器としてご使用いただけます。
厚告 370 号『金属缶規格基準』に於ける各項目の試験結果が基準値以下である、と分析されました。
試験成績書発行年月日

2003 年 05 月 14 日

試験成績書発行番号

第 203042040-001 号

試験依頼先

( 財 ) 日本食品分析センター

製造元

大阪錫器株式会社

一部時間の掛かる商品がありますが、なにと
ぞご了解のほどよろしくお願い申し上げます。

本カタログの掲載情報は 2022 年 4 月現在のものです

