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裂地
三丁雅金襴 尺単位 カット売 ● 75cm（巾）●経糸:正絹羽二重／緯糸:正絹 ※画像は縮小しています。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
8cm

16cm

6cm

12cm

商品番号16601
MK3003

商品番号16602
MK3009

商品番号16603
MK3007

両面一文字 ２尺カット ● 71cm（巾）×60cm ●経糸:ベンベルグ／緯糸:レーヨン ※画像は縮小しています。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品番号15359
両面一文字 M-103【霞雲】

商品番号17254
准金襴 M-102【大燈雲】

商品番号17256
准金襴 M-104【小唐花】

新金襴 尺単位 カット売 ● 71cm（巾） ●経糸:ベンベルグ／緯糸:人絹 ※画像は縮小しています。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
7cm

4cm

商品番号15361
EA 705【小竹屋町唐草】

商品番号15362
EA 707【竹屋町唐草】

商品番号15363
EA 708【竹屋町唐草】

商品番号15365
EA 718【小石目に福寿】

商品番号15366
EA 720【流水】

7cm

6cm

商品番号15364
EA 714【唐花づくし】
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裂地
貴船どんす 5尺カット ● 71cm（巾）×150cm 経糸：ベンベルグ、緯糸：綿（2色入）※画像は縮小しています。
新 どんす 5尺カット ● 71cm（巾）×150cm 経糸：ベンベルグ、緯糸：綿 ※画像は縮小しています。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
7cm

6cm

商品番号15314
貴船ＥＫ 767 【竹屋町唐草】

商品番号15315
貴船ＥＫ 768 【蔓唐草】

商品番号15316
貴船ＥＫ 772 【二重蔓唐草】

商品番号15317
貴船ＥＫ 773 【霞雲】

商品番号15318
貴船ＥＫ 776 【青海波に千鳥】

商品番号15319
貴船ＥＫ 783 【竹に笹】

商品番号15320
貴船ＥＫ 785 【春霞】

商品番号15321
貴船ＥＫ 786 【剣梅万字菱】

商品番号15322
貴船ＥＫ 787 【菱繋】

商品番号15323
新どんすEN803【松葉菱に花】

商品番号15324
新どんすEN 808【小菱地牡丹】

商品番号15325
新どんすEN 816【もみ紙】
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裂地
宇 多 野 裂 尺単位カット売 ●71cm（巾）●経糸：正絹／緯糸：正絹紡（2色入）※画像は縮小しています。
嵯峨どんす 尺単位カット売 ●71cm（巾）●経糸：正絹／緯糸：正絹紡 ※画像は縮小しています。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
7cm

6cm

商品番号15326
宇多野ＥU 725 【更紗花】

商品番号15327
宇多野ＥU 735 【七宝笹龍胆】

商品番号15328
宇多野ＥU 736 【沙綾形に牡丹】

商品番号15329
宇多野ＥU 738 【細蔓唐花】

商品番号15330
宇多野ＥU 739 【八稜濁江】

商品番号15331
嵯峨ＥS 750【一重蔓牡丹唐草】

商品番号15332
嵯峨ＥS 751【剣太鼓】

商品番号15333
嵯峨ＥS 752【雲に鳳凰】

商品番号15334
嵯峨ＥS 765【一重蔓牡丹唐草】

氷室裂 5尺カット ● 75cm（巾）×150cm ●経糸：ベンベルグ／緯糸：綿 ※画像は縮小しています。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
4cm

7cm
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商品番号15335
UN - 02

商品番号15336
UN - 03

商品番号15337
UN - 04

商品番号15338
UN - 05

商品番号15339
UN - 14

裂地
古代シケ 尺単位カット売 ●75cm（巾）●経糸：正絹／緯糸：正絹紬糸
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品番号16589
KS062（白）

商品番号16590
KS074

商品番号16591
KS050

商品番号16592
KS047

商品番号16593
KS020

商品番号16594
KS054

商品番号16595
KS068

商品番号16596
KS069

商品番号16597
KS073

商品番号16598
KS051

商品番号16599
KS072

商品番号16600
KS065
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裂地
綿シナパー 5尺カット ●71cm（巾）×150cm ●経糸：ベンベルグ／緯糸：綿
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品番号15340
EC 863

商品番号15341
EC 864

商品番号15342
EC 866

商品番号15343
EC 867

商品番号15344
EC 868

商品番号15345
EC 871

商品番号15346
EC 872

商品番号15347
EC 873

商品番号15348
EC 876

裏打済み(新和紙裏打) 細布 2ｍカット
●120cm（巾）×2m ●額装に最適。屏風の仕立てにも使用できます。細布はタトウにもどうぞ。
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品番号16710
桜41-107 S細布(紺)
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裂地
裏打済み(新和紙裏打) 近江織 しぐれ紬

2ｍカット
●1m(巾)×2m ●経糸：レーヨンスフ／緯糸：レーヨンネップ ●額装に最適。屏風の仕立てにも使用できます。
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品番号15367
しぐれ紬 №7501

商品番号15368
しぐれ紬 №7504

商品番号15370
しぐれ紬 №7519

商品番号15369
しぐれ紬 №7513

商品番号15371
しぐれ紬 №7520

裏打済み裂地(新和紙裏打) 近江織 福珠どんす 2ｍカット ※画像は縮小しています。
●1m(巾)×2m ●経糸:アセテート／緯糸:レーヨンスフ ●額装に最適。屏風の仕立てにも使用できます。
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品番号15372
福珠どんす№7015

商品番号15373
福珠どんす№7031

商品番号15374
福珠どんす№7032

商品番号15375
福珠どんす№7056

商品番号15376
福珠どんす№7067

福島絹（上巻）●ご自分で裏打ちを行ってください

● ロール巻1本単位での販売となります。● お色は「浅黄」のみです。
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
商品番号17252
上巻絹 浅黄並1尺5寸巾×20尺

裏打済福島絹（上巻）
● 裏打済みですので、すぐに使用できます。● ロール巻1本単位での販売となります。●ご希望のお色の商品番号をご指定ください。
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品番号1741
裏打済上巻 浅黄（ER881）
7寸5分巾×15尺

商品番号1747
裏打済上巻 正紺（ER882）
7寸5分巾×15尺

商品番号1753
裏打済上巻 茶（ER883）
7寸5分巾×15尺

商品番号1759
裏打済上巻 スス竹（ER884）
7寸5分巾×15尺

6

和紙
肌裏紙
●手漉き和紙は10枚単位での販売、機械漉き和紙はロール巻1本単位での販売となります。
●ご希望の厚さの商品番号をご指定ください。
紀ノ川2.6尺（79cm巾）
機械漉き和紙（ロール）

薄美濃《永楽》
手漉き和紙（10枚入）
楮95%/ﾊﾟﾙﾌﾟ5% 62cm×97cm

薄美濃《七宝》
手漉き和紙（10枚入）
楮100% 62cm×97cm

薄口⇒商品番号2287（終了）
中肉⇒商品番号2288 （終了）
厚口⇒商品番号2289 （終了）

薄口⇒商品番号2293
中肉⇒商品番号2294
厚口⇒商品番号2295

薄口30ｍ巻⇒商品番号2371
薄口60ｍ巻⇒商品番号2367
中肉10ｍ巻⇒商品番号2370
中肉30ｍ巻⇒商品番号2372
中肉60ｍ巻⇒商品番号2368
厚口30ｍ巻⇒商品番号2373
厚口60ｍ巻⇒商品番号2369

増裏（中裏）紙
●手漉き和紙は10枚単位での販売、機械漉き和紙はロール巻1本単位での販売となります。
信風土入みす3.2尺（96cm巾）
機械漉き和紙（ロール）
薄口61ｍ巻⇒商品番号2361
中肉61ｍ巻⇒商品番号2362
厚口61ｍ巻⇒商品番号2363

大判美須《宝山》
手漉き和紙（10枚入）
楮95%/ﾊﾟﾙﾌﾟ5% 62cm×97cm

大判美須《万葉》
手漉き和紙（10枚入）
楮100% 62cm×97cm

薄口⇒商品番号2299
中肉⇒商品番号2300 （終了）
厚口⇒商品番号2301

薄口⇒商品番号2305
中肉⇒商品番号2306
厚口⇒商品番号2307

総裏紙
●手漉き和紙は10枚単位での販売、機械漉き和紙はロール巻1本単位での販売となります。
宇田長生2.6尺（79cm巾）
機械漉き和紙（ロール）
薄口60ｍ巻⇒商品番号2377
中肉10ｍ巻⇒商品番号2380
中肉30ｍ巻⇒商品番号2381
中肉60ｍ巻⇒商品番号2378
厚口60ｍ巻⇒商品番号2379
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大判宇田《白鳥》
手漉き和紙（10枚入）
楮35%/ﾊﾟﾙﾌﾟ65% 62cm×97cm

大判宇田《富貴》
手漉き和紙（10枚入）
楮60%/ﾊﾟﾙﾌﾟ45% 62cm×97cm

薄口⇒商品番号2277
中肉⇒商品番号2278 （終了）
厚口⇒商品番号2279

薄口⇒商品番号15235
中肉⇒商品番号14877（終了）
厚口⇒商品番号15236

※大判宇田白鳥及び富貴は、在庫がなくなり
次第終了となります。他に宇田紙ございますので
お問い合わせください。なお、価格表の方には、
大判宇田38判 薄口・中肉を記載しております。

和紙
熱圧着裏打紙（ロール）
● 表装機用の熱圧着裏打紙です。アイロンを使用する方もいらっしゃいます。霧吹き等の水も不要で手軽に簡単に裏打が
できます。
● ロール巻1本単位での販売となります。● ﾊﾟﾙﾌﾟ65％、ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰその他合成繊維35％

メルシーホットHMR
No.19（極薄）76cm巾
2ｍ巻⇒商品番号17281
10ｍ巻⇒商品番号17279
60ｍ巻⇒商品番号17268

メルシーホットHMR
No.33（中肉）76cm巾
2ｍ巻⇒商品番号17282
10ｍ巻⇒商品番号17280
60ｍ巻⇒商品番号17274

メルシーホットHMR
No.25（薄口）76cm巾
60ｍ巻⇒商品番号17272

メルシーホットHMR
No.40（特厚）76cm巾
60ｍ巻⇒商品番号17277

下敷養生紙（ロール）
● 大切な作品を汚れから保護するためにお使いください。
大和レーヨン紙18g
95cm巾×100ｍ

新やまと下敷養生紙（100cm巾）
肌裏用（薄口）10ｍ巻⇒商品番号14775
肌裏用（薄口）60ｍ巻⇒商品番号8795
総裏用（厚口）10ｍ巻⇒商品番号2468
総裏用（厚口）60ｍ巻⇒商品番号8796

手漉き純楮紙
● 下張り紙、紙丁番、和紙灯り等のインテリア材料、
美術紙、工芸用紙など幅広くお使いいただけます。

商品番号2404

上新鳥の子紙
● 幅広い用途でお使いいただける便利な鳥の子紙です。
● 10枚単位での販売となります。

手漉き純楮紙
産地：韓国 原料：韓国楮
サイズ：2×3判（約66cm×100cm）

上新鳥の子紙 10枚セット
サイズ：3×6判（97cm×188cm）
商品番号2409

7匁⇒商品番号16170
6匁⇒商品番号16168
5匁⇒商品番号16166
4匁⇒商品番号16164
3匁⇒商品番号16160

軸袋・八双袋セット
● 寸法

軸：9cm巾×10ｍ巻 八双：6cm巾×10ｍ巻
軸袋・八双袋セット
商品番号2412
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軸棒/軸先
軸棒
● 国産の吉野杉の軸棒です。● 軸棒と八双のセットです。
軸棒10組

軸棒1組

8分
長さ:1尺6寸5分⇒商品番号16040

8分
長さ:1尺6寸5分⇒商品番号16036

9分
長さ:1尺6寸5分⇒商品番号16042
長さ:2尺0寸0分⇒商品番号16044
長さ:2尺4寸0分⇒商品番号16046

9分
長さ:1尺6寸5分⇒商品番号16037
長さ:2尺0寸0分⇒商品番号16038
長さ:2尺4寸0分⇒商品番号16039

軸先
● 1幅分（2個）単位のご注文となります。

【79-1 黒上塗】
8分⇒商品番号2714
9分⇒商品番号2718

【79-14 飛騨うるみ千段】
8分⇒商品番号2848
9分⇒商品番号2852
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【79-3 うるみ上塗】
8分⇒商品番号2748
9分⇒商品番号2752

【79-30 為刷毛目】
8分⇒商品番号2958
9分⇒商品番号2962

【79-5 朱上塗】
8分⇒商品番号2772
9分⇒商品番号2776

【79-33 梨子地刷毛目】
8分⇒商品番号2980
9分⇒商品番号2984

【79-7 飛騨うるみ頭切】
8分⇒商品番号2796
9分⇒商品番号2800

【79-13 飛騨うるみ一筋】
8分⇒商品番号2842
9分⇒商品番号2846

【80-12 黒上塗一道】
8分⇒商品番号3130
9分⇒商品番号3134

【80-13 為上塗一道】
8分⇒商品番号3136
9分⇒商品番号3140

【80-30 朱切箔】
8分⇒商品番号3234
9分⇒商品番号3238

【80-36 根来】
8分⇒商品番号3270
9分⇒商品番号3274

【80-37 曙】
8分⇒商品番号3278
9分⇒商品番号3282

【84-11 黒檀頭切】
8分⇒商品番号3929
9分⇒商品番号3933

【84-14 黒檀撥】
8分⇒商品番号3957
9分⇒商品番号3961

【84-15 黒檀利久】
8分⇒商品番号3965
9分⇒商品番号3969

【84-16 黒檀変型】
8分⇒商品番号3973
9分⇒商品番号3977

【84-18 黒檀細工】
8分⇒商品番号3989
9分⇒商品番号3993

【84-20 黒檀大正】
8分⇒商品番号4003
9分⇒商品番号4007

【83-11 紫檀頭切】
8分⇒商品番号3595
9分⇒商品番号3599

軸先
軸先
● 1幅分（2個）単位のご注文となります。

【83-14 紫檀撥】
8分⇒商品番号3621
9分⇒商品番号3625

【83-15 紫檀利久】
8分⇒商品番号3629
9分⇒商品番号3633

【87-33 七宝】
8分⇒商品番号4851
9分⇒商品番号4855

【88-6 オリベ】
8分⇒商品番号4943
9分⇒商品番号4947

【88-15 明日香】
8分⇒商品番号5001
9分⇒商品番号5005

【88-17 淡青】
8分⇒商品番号5015
9分⇒商品番号5019

【88-21 古代焼白】
8分⇒商品番号5045
9分⇒商品番号5049

【88-40 赤絵花菱】
8分⇒商品番号5151
9分⇒商品番号5155

【83-16 紫檀変型】
8分⇒商品番号3637
9分⇒商品番号3641

【88-7 ゴス】
9分のみ⇒商品番号4955

【88-18 わび】
8分⇒商品番号5023
9分⇒商品番号5027

【83-18 紫檀細工】
8分⇒商品番号3653
9分⇒商品番号3657

【83-20 紫檀大正】
8分⇒商品番号3669
9分⇒商品番号3673

【88-8 丹盤】
8分⇒商品番号4957
9分⇒商品番号4961

【88-13 筋入】
8分⇒商品番号4989
9分⇒商品番号4993

【88-19 黒天目】
8分⇒商品番号5029
9分⇒商品番号5033

【88-20 茶天目】
8分⇒商品番号5037
9分⇒商品番号5041

【89-14 青磁】
8分⇒商品番号5247
9分⇒商品番号5251

【86-18 牙代用NO.4頭切】
8分⇒商品番号4393
9分⇒商品番号4397

● 1箱（10幅分）単位のご注文となります。サイズをご指定ください。
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

【新牙白10幅入】
8分⇒商品番号2675
9分⇒商品番号2675

【新牙茶10幅入】
8分⇒商品番号2678
9分⇒商品番号2678

【新牙黒10幅入】
8分⇒商品番号2679
9分⇒商品番号2679

【新牙赤10幅入】
8分⇒商品番号2680
9分⇒商品番号2680
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軸先/軸箱
軸先
● 1幅分（2個）単位のご注文となります。

【87-7 本金平安金軸打込】
9分のみ⇒商品番号4573

【87-19 本金透金軸敷座入】 【87-27 本金透上軸】
【87-19と87-27 本金透金軸敷座入透上付】 【86-24 水晶代用】
8分
⇒商品番号4453
8分⇒商品番号4679
8分⇒商品番号4801
8分⇒商品番号4687
⇒商品番号4461
9分
9分⇒商品番号4683
9分⇒商品番号4805
9分⇒商品番号4691

軸箱 ● サイズは、内寸です。● ご希望の長さの注文番号をご指定ください。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
紙筒 Aタイプ（長さ）
1尺0寸0分（約30.3cm）⇒商品番号2626
1尺3寸0分（約39.4cm）⇒商品番号2627
1尺4寸5分（約43.9cm）⇒商品番号2628
1尺7寸5分（約53.0cm）⇒商品番号2630
1尺8寸5分（約56.1cm）⇒商品番号2631
2尺0寸5分（約62.1cm）⇒商品番号2632
2尺2寸5分（約68.2cm）⇒商品番号2633
2尺4寸5分（約74.2cm）⇒商品番号2634

Aタイプ在庫無くなり次第、下記Bタイ
プに変更致します。
※1尺0寸0分は、Aタイプの在庫無くな
り次第終了になります。
紙筒 Bタイプ（長さ）
1尺6寸5分（約50.0cm）⇒商品番号2629
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桐箱（長さ）
1尺6寸0分（約48.5cm）⇒商品番号2586
1尺6寸5分（約50.0cm）⇒商品番号2587
1尺7寸0分（約51.5cm）⇒商品番号2588
1尺7寸5分（約53.0cm）⇒商品番号2589
1尺8寸0分（約54.5cm）⇒商品番号2590
1尺8寸5分（約56.1cm）⇒商品番号2591
1尺9寸0分（約57.6cm）⇒商品番号2592
1尺9寸5分（約59.1cm）⇒商品番号2593
2尺0寸0分（約60.6cm）⇒商品番号2594
2尺0寸5分（約62.1cm）⇒商品番号2595
2尺1寸0分（約63.6cm）⇒商品番号2596
2尺1寸5分（約65.1cm）⇒商品番号2597
2尺2寸0分（約66.7cm）⇒商品番号2598
2尺2寸5分（約68.2cm）⇒商品番号2599
2尺3寸0分（約69.7cm）⇒商品番号2600
2尺3寸5分（約71.2cm）⇒商品番号2601
2尺4寸0分（約72.7cm）⇒商品番号2602
2尺4寸5分（約74.2cm）⇒商品番号2603
2尺5寸0分（約75.8cm）⇒商品番号2604

かぶせ箱（長さ）
0尺8寸0分（約24.2cm）⇒商品番号2639
0尺9寸0分（約27.3cm）⇒商品番号2640
1尺0寸0分（約30.3cm）⇒商品番号2641
1尺1寸0分（約33.3cm）⇒商品番号2642
1尺2寸0分（約36.4cm）⇒商品番号2643
1尺3寸0分（約39.4cm）⇒商品番号2644
1尺4寸0分（約42.4cm）⇒商品番号2645
1尺5寸0分（約45.5cm）⇒商品番号2646
1尺6寸0分（約48.5cm）⇒商品番号2647
1尺6寸5分（約50.0cm）⇒商品番号2648
1尺7寸0分（約51.5cm）⇒商品番号2649
1尺7寸5分（約53.0cm）⇒商品番号2650
1尺8寸0分（約54.5cm）⇒商品番号2651
1尺8寸5分（約56.1cm）⇒商品番号2652
1尺9寸0分（約57.6cm）⇒商品番号2653
2尺0寸0分（約60.6cm）⇒商品番号2654
2尺1寸0分（約63.6cm）⇒商品番号2655
2尺2寸0分（約66.7cm）⇒商品番号2656
2尺3寸0分（約69.7cm）⇒商品番号2657
2尺4寸0分（約72.7cm）⇒商品番号2658
2尺5寸0分（約75.8cm）⇒商品番号2659
2尺6寸0分（約78.8cm）⇒商品番号2660
2尺7寸0分（約81.8cm）⇒商品番号2661
2尺8寸0分（約84.8cm）⇒商品番号2662
2尺9寸0分（約87.9cm）⇒商品番号2663
3尺0寸0分（約90.9cm）⇒商品番号2664

スライド軸箱
5組入り⇒商品番号17541

糊
糊 ●ご希望の商品番号をご指定ください。

ホルマリン無添加
和紙のりいちばん1㎏
1㎏×1個
⇒商品番号5950
1㎏×4個入（1箱）⇒商品番号16259

片岡のり2㎏
商品番号5946（廃盤）

ホリマリン無添加
柔のり1㎏
1㎏×1個
⇒商品番号5954
1㎏×4個入（1箱）⇒商品番号5955

ホルマリン無添加
切り継ぎいちばん1㎏
商品番号5949

ホルマリン無添加
表装切継ぎ糊（柔）1㎏
商品番号5960

小麦純正でん粉正麩煮糊1㎏
⇒商品番号15739
1㎏×1個
1㎏×4個（1箱）⇒商品番号15740

デンプン粉のり1㎏
商品番号5970

フノリ（布糊）板23cm約20g
商品番号5966

こんにゃく糊（粉)20g
商品番号15626

煮糊アク止め安全糊1㎏
⇒商品番号5957
1㎏×1個
1㎏×4個入（1箱）⇒商品番号5958

アミノール350g
商品番号8177

アミノール2㎏
商品番号8176
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刷毛/その他材料・道具
刷毛 ●ご希望の商品番号をご指定ください。

糊刷毛（黒毛）5寸
商品番号8531

切継刷毛（黒毛）5寸
商品番号8530

打撫刷毛（津久毛）5寸
商品番号8533

打刷毛（津久毛）5寸
商品番号8535

撫刷毛（ゴマ）5寸
商品番号8532

水刷毛 極上（鹿毛）5寸
商品番号8516

白熊印補修小刷毛 1寸
商品番号16024

白熊印補修小刷毛 1寸5分
商品番号16025

軸紐（正絹代用）●長さは30ｍ巻です。●太さは中（約7㎜）･小（約6㎜）ご希望の商品番号をご指定ください。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
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92-1 正絹代用 三色
大⇒商品番号5749
中⇒商品番号5750
小⇒商品番号5751

92-2 正絹代用 極上三色
大⇒商品番号5753
中⇒商品番号5754
小⇒商品番号5755

92-3 正絹代用 色付
大⇒商品番号5759
中⇒商品番号5760
小⇒商品番号5761

92-4 正絹代用 濃色付
大⇒商品番号5763
中⇒商品番号5764
小⇒商品番号5765

92-5 正絹代用 別染
大⇒商品番号5767
中⇒商品番号5768
小⇒商品番号5769

92-6 正絹代用 古代紫
大⇒商品番号5773
中⇒商品番号5774
小⇒商品番号5775

92-7 正絹代用 白茶
大⇒商品番号5777
中⇒商品番号5778
小⇒商品番号5779

92-8 正絹代用 焦茶
大⇒商品番号5780
中⇒商品番号5781
小⇒商品番号5782

92-9 正絹代用 金茶
大⇒商品番号5783
中⇒商品番号5784
小⇒商品番号5785

92-10 正絹代用 渋茶
大⇒商品番号5786
中⇒商品番号5787
小⇒商品番号5788

92-11 正絹代用 濃白茶
中⇒商品番号5789
小⇒商品番号5790

92-12 正絹代用 鶯
大⇒商品番号5791
中⇒商品番号5792
小⇒商品番号5793

その他材料・道具
軸紐（正絹代用）
●長さは30ｍ巻です。●太さは大（約8㎜）、中（約7㎜）、小（約6㎜）ご希望の商品番号をご指定ください。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

92-13 正絹代用 サビ朱
大⇒商品番号5794
中⇒商品番号5795
小⇒商品番号5796

92-17 正絹代用 桐
中⇒商品番号5804
小⇒商品番号5805

92-21 正絹代用 朝霧
中⇒商品番号5815
小⇒商品番号5816

92-25 正絹代用 梅
中⇒商品番号5821

92-14 正絹代用 梅鼠
大⇒商品番号5797
中⇒商品番号5798
小⇒商品番号5799

92-15 正絹代用 涼風
中⇒商品番号5800
小⇒商品番号5801

92-18 正絹代用 風花
大⇒商品番号5806
中⇒商品番号5807
小⇒商品番号5808

92-19 正絹代用 五月雨
中⇒商品番号5810
小⇒商品番号5811

92-22 正絹代用 夕霧
中⇒商品番号5817
小⇒商品番号5818

92-23 正絹代用 桧
中⇒商品番号5819

92-16 正絹代用 源氏
中⇒商品番号5802
小⇒商品番号5803

92-20 正絹代用 時雨
中⇒商品番号5812
小⇒商品番号5813

92-24 正絹代用 楓
中⇒商品番号5820

92-26 正絹代用 柳
中⇒商品番号5822

軸紐（正絹代用）
●長さは5ｍ巻です。●太さは中（約7㎜）のみとなります。ご希望の商品番号をご指定ください。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

92-2正絹代用 極上三色
商品番号15141

92-3正絹代用 色付
商品番号15142

92-4正絹代用 濃色付
商品番号15143

92-5正絹代用 別染
商品番号15144

92-6正絹代用 古代紫
商品番号15145

92-7正絹代用 白茶
商品番号15146

92-8正絹代用 焦茶
商品番号15147

92-9正絹代用 金茶
商品番号15148

92-10正絹代用 渋茶
商品番号15149

92-11正絹代用 濃白茶
商品番号15150

92-12正絹代用 鶯
商品番号15151

92-13正絹代用 サビ朱
商品番号15152

92-14正絹代用 梅鼠
商品番号15153
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その他材料・道具
軸紐（松）
●長さは30ｍ巻です。●太さは大（約8㎜）、中（約7㎜）、小（約6㎜）ご希望の商品番号をご指定ください。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

91-8 松 三色
大⇒商品番号5700
中⇒商品番号5701
小⇒商品番号5702

91-9 松 古代三色
大⇒商品番号5703
中⇒商品番号5704
小⇒商品番号5705

91-12 松 焦茶
大⇒商品番号5713
中⇒商品番号5714
小⇒商品番号5715

91-13 松 薄茶
大⇒商品番号5716
中⇒商品番号5717
小⇒商品番号5718

91-16 松 茶柄
大⇒商品番号5725
中⇒商品番号5726
小⇒商品番号5727

91-17 松 黒茶柄
大⇒商品番号5728
中⇒商品番号5729
小⇒商品番号5730

91-20 松 新紫
大⇒商品番号5733
中⇒商品番号5734
小⇒商品番号5735

91-21 松 藤色
中⇒商品番号5736
小⇒商品番号5737

91-11 松 金茶
大⇒商品番号5710
中⇒商品番号5711
小⇒商品番号5712

91-10 松 古代紫
大⇒商品番号5706
中⇒商品番号5707
小⇒商品番号5708

91-14 松 鶯
大⇒商品番号5719
中⇒商品番号5720
小⇒商品番号5721

91-15 松 白茶柄
大⇒商品番号5722
中⇒商品番号5723
小⇒商品番号5724

91-18 松 桜花
中⇒商品番号5731

91-19 松 金華
中⇒商品番号5732

91-22 松 古代紫金ﾗﾒ入
中⇒商品番号5738
小⇒商品番号5739

軸金具
●1袋（10幅分）と1箱（100幅）単位のご注文となります。
●サイズは大、中、小、ご希望の商品番号をご指定ください。
90-14 特上手造江戸カン（菱座）10幅入
大⇒商品番号6031
中⇒商品番号6034
小⇒商品番号6038

90-14 特上手造江戸カン（菱座）100幅入
大⇒商品番号6032
中⇒商品番号6036
小⇒商品番号6040

※上記商品、在庫が無くなり次第、
90-15江戸ｶﾝ（菱座）へと変更になります。

※上記商品、在庫が無くなり次第、
90-15江戸ｶﾝ（菱座）へと変更になります。

金襴テープ
●筋廻しに大変便利なテープです。●規格寸法：8mm巾×20ｍ巻 ●1箱単位のご注文となります。色をご指定ください。
※写真と実物の色柄とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
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商品番号2243 GT-1

商品番号2243 GT-7

商品番号2243 GT-2

商品番号2243 GT-8

商品番号2243 GT-3

商品番号2243 GT-9

商品番号2243 GT-4

商品番号2243 GT-10

商品番号2243 GT-5

商品番号2243 GT-11

商品番号2243 GT-6

商品番号2243 GT-12

その他材料・道具
染斜子（筋斜子）テープ
●筋廻しに大変便利なテープです。●規格寸法：8mm巾×54ｍ巻 ●1箱単位のご注文となります。色をご指定ください。
※写真と実物の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
商品番号2242 ST-1（白）

商品番号2242 ST-9（薄利久）

商品番号2242 ST-2（白茶）

商品番号2242 ST-10（萌黄）

商品番号2242 ST-3（中茶）

商品番号2242 ST-11（紺）

商品番号2242 ST-4（金茶）

商品番号2242 ST-12（濃紺）

商品番号2242 ST-5（浅黄）

商品番号2242 ST-13（焦茶）

商品番号2242 ST-6（濃浅黄）

商品番号2242 ST-14（赤）

商品番号2242 ST-7（鼠）

商品番号16371 エビ茶（廃盤）

商品番号2242 ST-8（黄）

フチ金・銀テープ
●豪華な金と銀のテープです。仏表装などの覆輪（フクリン）にご利用いただけます。●規格寸法：8mm巾×200ｍ巻

フチ金テープ
商品番号2239
※光沢のあるゴールド

フチ銀テープ
商品番号2240
※光沢のあるシルバー

ヘラ ●ご希望の商品番号をご指定ください。

竹ヘラ
商品番号8643

ＰＣヘラ
商品番号8644

角ヘラ
商品番号17263

糊盆 ●ご希望の商品番号をご指定ください。

糊盆 のりポック 2枚組（廃盤）
商品番号5900

糊盆 木製小判型 2枚組
商品番号5901

糊盆 ＰＣ 2枚組
商品番号5902
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その他材料・道具
噴霧器 ●ご希望の商品番号をご指定ください。
噴霧器ステンレス製 1000ml
商品番号5895

噴霧器ステンレス製 400ml
商品番号5896

噴霧器ＰＣ製 1000ml
商品番号5897

定規 ●ご希望の商品番号をご指定ください。

ＰＣ三角定規 2尺3寸
（約70×60×35cm）
商品番号10303

ＰＣ定規
2尺（約60cm）
⇒商品番号10318
1メートル
⇒商品番号16657
4尺5寸（約135cm）⇒商品番号8620
2メートル
⇒商品番号16658
8尺（約240cm） ⇒商品番号14539

竹差し（片側5厘目 細）（廃盤）
1尺（約60cm）片側5厘目⇒商品番号8631

ＰＣ止型定規 2枚組
商品番号8636

竹差し（1分目盛）
1尺（約30cm）1分目⇒商品番号8629
2尺（約60cm）1分目⇒商品番号8628
3尺（約90cm）1分目⇒商品番号8627

ＰＣ福林定規46cm
商品番号8622

掛け差し
2尺（約60cm）⇒商品番号8642
3尺（約90cm）⇒商品番号8640

その他 ●ご希望の商品番号をご指定ください。

17

つゆ糸（白） 12ｍ
商品番号17043

表木真鍮 1ｍ
商品番号5933

防虫香 上品10袋入
商品番号5934

結晶イボタ 小75g
商品番号5936

結晶イボタ 大150g
商品番号5937

丸徳イボタ 小80g
商品番号8940

ドーサ液 小100cc
商品番号5975（廃盤）

ドーサ液 大500cc
商品番号17250

スプレーニジミ止め
トップガード
商品番号5987

柿渋液 1リットル
商品番号5943

その他材料・道具
その他 ●ご希望の商品番号をご指定ください。

ガラス製 裏摺り
4分⇒商品番号5925（廃盤）
3分⇒商品番号5926

糊コシ 馬毛 8寸
商品番号10366

ＰＣ製 裏摺り
商品番号5929

職専カッター
ＭＰ-320（メス刃用）
商品番号8228

糊コシ 絹目ナイロン 8寸
商品番号5894

平口ヤットコ
商品番号8381

ミニパネルソー
商品番号8367

マスミ表装角玄能
商品番号8371

千枚通 17cm
商品番号8387

ビニールシート裏打用
90cm×100cm⇒商品番号2413
45cm×100cm⇒商品番号2414

表装道具16点セット
●表装を始める方に必要な道具を組み合わせたオリジナルのセットです。

I

P

J
K

N

A

Ｍ

L

O

B

C

D
H

F

G

E

表装道具16点セット
商品番号14537

66-20平安二本次自在掛
7つ穴
商品番号5864
66-17ブロンズ刎式自在掛
長さ：1尺8寸5分
商品番号5855

Ｉ．ＰＣ定規 2尺（約60cm）
Ａ．糊盆ＰＣ2枚組
Ｂ．職専カッターＭＰ-320（メス刃用）Ｊ．竹差し（1分目盛）2尺
Ｋ．竹差し（1分目盛）1尺
Ｃ．千枚通 大 17㎝
Ｌ．ミニパネルソー
Ｄ．平口ヤットコ
Ｍ．丸徳イボタ 小80g
Ｅ．ＰＣヘラ
Ｎ．ＰＣ製 裏摺り
Ｆ．打撫刷毛（津久毛）5寸
Ｏ．ＰＣ三角定規 2尺3寸
Ｇ．糊刷毛（黒毛）5寸
Ｐ．ビニールシート裏打用45cm×100cm
Ｈ．切継刷毛（黒毛）5寸

67-12黒竹矢筈 両股
長さ：107cm
商品番号5876
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●ご希望の商品番号をご指定ください。

『おべや平安京カタログ
商品番号14890

7集』

マスミ東京オンラインショップや
マスミ通販カタログ「日本の伝統
美」に掲載されている商品以外で
もいろいろ見たいという方は、ぜ
ひこちらをお求めください。
襖引手、軸先や刷毛、軸紐など表
装に関する小物はほとんど網羅さ
れています。

『表具 和の文化的遺伝子』
岡本吉隆著
商品番号14872（廃盤）

『表装の技法』
湯山美治著
商品番号6068（廃盤）

『かんたん表装入門 』
垂水李著
商品番号6071（廃盤）

『おしゃれ表装入門』
えかたけい著
商品番号14872

表具技術のテクニカルスタン
ダード 遂に完成。和の文化を
網羅!和のスキル用語辞典とし
ても活用できます。掛物、襖、
屏風、和額の設計と表具地の用
法について全解説。

本書は、美術表装の総合的
な知識の詳解と、その代表
的形式である軸・額の表装
の仕方を850枚の写真と図
版を用いて逐一用具の準備
から完成まで懇切に解説す
る技法書の決定版である。

思い出の写真や絵手紙、子ども
の描いた絵…。大切なものを美
しく引き立ててくれるのが表装
です。
伝統的な屏風や掛軸も、布の選
び方次第でモダンなインテリア
になります。あなた流の装いで
生活空間を飾ってみませんか?
身近な素材でつくるパネル額・
屏風・掛軸。

マンションなどの狭い空間
にも掛けられる小ぶりな表
装。洋紙に描かれた絵手紙
や水彩画・木版画やペン画
など。書や日本画同様に掛
軸風にする。
裂地に洋服地なども用いて
アイデア溢れる作品づくり
を披露。

『表装入門 はじめての掛け軸』
荒川達著
商品番号14891

『表装技術-増補改訂-』
荒川達著
商品番号14888

『表装を楽しむ―掛軸、屏風をつくる』
麻殖生 素子著
商品番号15187（廃盤）

『あなただけの巻物・折り本づくり』
藪田 夏秋著
商品番号15120（廃盤）

「楽しい表装入門」がリニューアル
しました。
さらにわかりやすく見やすく改良し
て、価格もおさえた初心者にやさし
い表装テキスト本です。読みながら
作業ができるよう、開いた状態でも
閉じにくい製本になっています。

5年間にわたるカルチャー
センターでの講義の経験を
生かし、生徒の声を素直に
受け入れ、わかりやすく、
簡潔にまとめ上げた技術指
導書。
素人の方が、1、2年後もう
一歩すすめていくには最適
の好著です。

遠い記憶の中の掛軸や屏風が、こんなに
新鮮なものだとは。
身近な素材で自分流のなごみ空間を作り
ませんか。誰もが楽しめるようにあえて
工程を省略したり、たくさんの道具を使
わずに済むように配慮した表装の楽しみ
方ガイド。

あなたの描いた絵物語や絵手紙、系図や
子供の命名録を巻物にしてみませんか。
折り本はデッサン帖や年賀状、絵手紙の
ための収集帖としても役立ちます。巻物
と折り本の作り方を写真と図版で順を
追って詳解。

●カタログ商品写真は、印刷インクの関係上、実物と異なる場合もございます。
●商品は充分に準備しておりますが、万一品切れの節はご容赦ください。
又、予告なく製造を中止又は仕様変更・改良することがありますのでご了承ください。

株式会社マスミ東京
TEL: 03-3918-5401 FAX: 03-3918-8666
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-5-2
info@masumi-j.com
www.masumi-j.com
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