


※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・サービスの開発に意欲的な県内中小企業を
　数多くサポートしてきました。

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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伝統的な技術と天然素材にこだわりながら、環
境に優しい商品を作ってきました。これからも伝
統を守りつつ、現代の生活に合った新しい商品
を、職人の優れた技術で提案します。
〒928-0011　石川県輪島市杉平町蝦夷穴55-6
TEL 0768-22-0961　FAX 0768-22-5726
Email : w-taya@wajimanuri.co.jp
URL : http://www.wajimanuri.co.jp/

株式会社 田谷漆器店

洗面ボウル　輪島塗　輪島塗修理

01
［輪島塗］

建築内装への活用で輪島塗の可能性を広げる

輪島塗 洗面ボウル 水紋蒔絵
300,000円
径333㎜×105㎜

輪島塗のデザイン性と強度を活かした製品として、壁面パネルやカウン
ターなど、建築内装に関する商品の開発に取り組んできました。洗面ボ
ウルは素地に栃の木を用いて、輪島塗独自の漆塗り技法である布着せ本
堅地で仕上げています。表面にはウロコ文様と螺鈿の蒔絵を施し、水の
流れをイメージした意匠にまとめました。
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建築内装への活用で輪島塗の可能性を広げる

輪島塗 洗面ボウル 水紋蒔絵
300,000円
径333㎜×105㎜

輪島塗のデザイン性と強度を活かした製品として、壁面パネルやカウン
ターなど、建築内装に関する商品の開発に取り組んできました。洗面ボ
ウルは素地に栃の木を用いて、輪島塗独自の漆塗り技法である布着せ本
堅地で仕上げています。表面にはウロコ文様と螺鈿の蒔絵を施し、水の
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明治5年に創業し、代 「々忠平」の名を継承してき
ました。輪島塗の本質である素材・布着・地の粉
下地にこだわり、使う人を想いながら、世代を超
える商品を1つひとつ提供します。
〒928-0077　石川県輪島市鳳至町堂金田4-15
TEL 0768-22-0046　FAX 0768-22-8595
Email : chu@cream.plala.or.jp
URL : http://n-chubei.com/

中島忠平漆器店

忠平　輪島塗　中島忠平漆器店

02
［輪島塗］

家族全員が使いやすい、団らんの食卓を彩る輪島塗

ご褒美漆器
カップ（180㏄） 32,400円
プレート 21,600円

家族が集まる団らんの場で、おじいちゃん、おばあちゃんから小さな子供
まで、全員が使いやすいデザインを実現した輪島塗の食器です。飲みや
すい角度に工夫された飲み口と手にフィットするスリムなラインを持つ
カップ、デザートのかけらがこぼれにくいように縁を立ち上げたプレート
が、晴れの日の食卓を楽しくしてくれます。

英国ロンドン生まれの輪島塗作家。19９0年輪島
市に移住後、漆芸技法全般を習得し、個展や伝
統工芸展などで作品を発表している。アトリエの
ほか、輪島工房長屋にも店舗を設ける。
〒928-0026　石川県輪島市西脇町干場49番地
TEL 0768-22-7752　FAX 0768-22-7752
Email : suzannerossurushi@gmail.com
URL : http://www.ross-studios.net/

ロス スタジオ  輪島塗漆芸作家 S
ス ザ ー ン
uzanne R

ロ ス
oss

スザーン　ロス

03
［輪島塗］

自然素材と漆と伝統技法による海外向け装飾品

漆オーガニック ジュエリー
ブレスレット 80,000円〜
ネックレス 100,000円〜

材料である麻や角、和紙のオーガニックな素材感を活かし、輪島塗の漆
芸技法で彩った漆のジュエリーが誕生しました。それぞれの商品はイギ
リス生まれの輪島塗職人ならではの感性によって、海外向けに斬新な形
状でデザインされ、伝統工芸における多彩な表現を引き出して、漆アク
セサリーの新たな可能性を広げています。

・
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自然素材と漆と伝統技法による海外向け装飾品

漆オーガニック ジュエリー
ブレスレット 80,000円〜
ネックレス 100,000円〜

材料である麻や角、和紙のオーガニックな素材感を活かし、輪島塗の漆
芸技法で彩った漆のジュエリーが誕生しました。それぞれの商品はイギ
リス生まれの輪島塗職人ならではの感性によって、海外向けに斬新な形
状でデザインされ、伝統工芸における多彩な表現を引き出して、漆アク
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安政５（1858）年に創業。輪島塗の技術を守りな
がら、「断らない塗師屋」として新分野へも挑
戦。食器類のほか、アクセサリーや家具、楽器な
ど、幅広いご要望にお応えします。
〒928-0032　石川県輪島市小伊勢町日隅20
TEL 0768-22-1166　FAX 0768-22-1225
Email : shioyasu@titan.ocn.ne.jp
URL : http://www.shioyasu.com/

輪島塗 しおやす漆器工房

輪島塗製造販売　輪島塗工房見学　輪島塗アクセサリー

04
［輪島塗］

輪島塗の技を銀器に。赤ちゃん誕生を祝う蒔絵スプーン

Baby Spoon Urushi Musubi 結
ベビースプーン 単品1本 30,000円(税別)
リング 単品1個 20,000円(税別)
セット １セット 50,000円(税別)　※各 桐箱入り

ヨーロッパでは生まれたばかりの赤ちゃんに、銀のスプーンを贈るならわ
しがあります。その風習にちなんで、銀のベビースプーンとリングに漆で
「結び模様」の繊細な蒔絵を施し、母と子の絆を表す出産祝いをつくり
ました。輪島塗の職人ならではの高度な技術を駆使した品物は、大切な
人への心のこもった贈り物として最適です。

上塗りの伝統工芸士・中門博が率いる当工房は、
色漆のグラデーションなど色彩表現豊かな漆器
を提供。オリジナル商品を展示販売し、今後は色
漆アクセサリーの販売に注力します。
〒928-0021　石川県輪島市二ツ屋町5-16-5
TEL 0768-22-2721　FAX 0768-22-9804
Email : nakakado333@yahoo.co.jp
URL : http://wajimanuri.info/

采色塗 なか門 saishoku nuri NAKAKADO 

ジュエリーボックス　輪島塗　色漆　漆アクセサリー

05
［輪 島 塗 ］

ヨーロピアンデザインと漆芸技術が融合したコラボ商品

月と潜水艦ジュエリーボックス
要相談

英国のデザイナーLara Bohinc（ララ・ボヒンツ）氏の独創的なデザイン
に輪島塗の技術で応えたジュエリーボックスです。円柱や球が連なる複
雑なかみ合わせ、色漆の調合と漆塗分け技法、金箔貼りの月などを、職
人の技で実現しました。ロンドンのギャラリーで販売し、ヨーロッパの
ジュエリー市場も視野に入れています。



安政５（1858）年に創業。輪島塗の技術を守りな
がら、「断らない塗師屋」として新分野へも挑
戦。食器類のほか、アクセサリーや家具、楽器な
ど、幅広いご要望にお応えします。
〒928-0032　石川県輪島市小伊勢町日隅20
TEL 0768-22-1166　FAX 0768-22-1225
Email : shioyasu@titan.ocn.ne.jp
URL : http://www.shioyasu.com/

輪島塗 しおやす漆器工房

輪島塗製造販売　輪島塗工房見学　輪島塗アクセサリー

04
［輪島塗］

輪島塗の技を銀器に。赤ちゃん誕生を祝う蒔絵スプーン

Baby Spoon Urushi Musubi 結
ベビースプーン 単品1本 30,000円(税別)
リング 単品1個 20,000円(税別)
セット １セット 50,000円(税別)　※各 桐箱入り

ヨーロッパでは生まれたばかりの赤ちゃんに、銀のスプーンを贈るならわ
しがあります。その風習にちなんで、銀のベビースプーンとリングに漆で
「結び模様」の繊細な蒔絵を施し、母と子の絆を表す出産祝いをつくり
ました。輪島塗の職人ならではの高度な技術を駆使した品物は、大切な
人への心のこもった贈り物として最適です。

上塗りの伝統工芸士・中門博が率いる当工房は、
色漆のグラデーションなど色彩表現豊かな漆器
を提供。オリジナル商品を展示販売し、今後は色
漆アクセサリーの販売に注力します。
〒928-0021　石川県輪島市二ツ屋町5-16-5
TEL 0768-22-2721　FAX 0768-22-9804
Email : nakakado333@yahoo.co.jp
URL : http://wajimanuri.info/

采色塗 なか門 saishoku nuri NAKAKADO 

ジュエリーボックス　輪島塗　色漆　漆アクセサリー

05
［輪 島 塗 ］

ヨーロピアンデザインと漆芸技術が融合したコラボ商品

月と潜水艦ジュエリーボックス
要相談
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人の技で実現しました。ロンドンのギャラリーで販売し、ヨーロッパの
ジュエリー市場も視野に入れています。



90年続く輪島の塗師屋です。妥協せず最高を極
める輪島塗の精神を受け継ぎ、一生お付き合い
できるものづくりを目指します。品質管理・オー
ダーメイド・修復にも力を入れています。
〒928-0079　石川県輪島市鳳至町畠田46
TEL 0768-22-0867　FAX 0768-22-8850
URL : http://www.najim-ryusaku.com/
 http://www.wajimaryusaku.jp/ryusaku/

池端漆香堂 わじま龍作

06
［輪 島 塗 ］

紫色漆の輝きで果物が美しく映える器

N
な じ む

AJIM  　菱型三段重・小椀
菱型三段重　648,000円／個
小椀　21,600円／個

竜胆（りんどう）色に輝くフルーツ用の漆器です。石川県工業試験場で開
発された紫色漆を活かし、石川県産の高級ブドウ「ルビーロマン」のたた
ずまいを形にしました。従来の輪島塗にはなかった色彩と輝きによって、
テーブルの上のフルーツを華々しく鮮やかに演出。ハレの日にふさわし
い器として、さまざまなシーンに使えます。

NAJIM　わじま龍作 錦山窯

九谷焼上絵付を専業とし、中でも金彩の技を磨
いてきた窯元です。1906（明治39）年に初代吉
田庄作が開業して以来、およそ110年の間、窯の
火を絶やさずに作陶を続けています。
〒923-0031　石川県小松市高堂町ト18
TEL 0761-22-5080　FAX 0761-24-2120
Email : info@kinzangama.com
URL : http://kinzangama.com/ 

株式会社 錦山窯

五彩と金彩が輝く九谷焼のユニークなアートピース

華鳥夢譚 孔雀
1,404,000円(税込) 　
φ14cm×H33cm

グラスや鉢などが積み重なった造形作品です。受け継いできた伝統技法
と意匠を詰め込んだ標本をイメージしました。各アイテムは塔のように積
み上げれば生活空間に変化を生み、並べればテーブルが賑やかになりま
す。古き良き伝統工芸と現代の生活との関係性の中に、新しい豊かな気
分が生まれることを期待して製作しました。

07
［九谷焼］
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九谷陶芸村にショールームを構え、常時4000点
以上の九谷焼を取り扱い、国内外への流通を支
援します。OEMや自社ブランドの開発にも力を入
れ、今求められる商品をご提案します。
〒923-1111　石川県能美市泉台町南30
TEL 0761-57-2521　FAX 0761-57-2523
Email : info@toulife.jp
URL : https://www.toulife.jp/

有限会社 北野陶寿堂

九谷焼　通販　陶らいふ

08
［九谷焼］

多彩な絵柄で機能的に使える九谷焼の歯ブラシスタンド

九谷ハブラシスタンド
972円〜2,160円

歴史ある伝統の九谷焼の美しさを身近に感じられる「ハブラシスタン
ド」です。底面の穴で清潔さを、内側の傾斜で重心のバランスを保ち、口
径を広くとることで2本の歯ブラシを立てられる設計としました。ペン立
てや印鑑立てなどにも活用できます。人気作家が加飾した100種類以上
の美しい絵柄の中から、好みの商品を選べます。

九谷焼ガッチャン事業に賛同した作家と窯元の
有志グループです。この事業を通じて、九谷焼の
新たな魅力をインバウンド層を含めた数多くの
方々に感じていただきたいと思っています。
〒923-1111　石川県能美市泉台町南13番地
TEL 0761-58-6656　FAX 0761-58-6653
Email : shima2@dream.ocn.ne.jp
URL : http://gotchance.jp/

九谷焼自販機販売グループ

九谷焼ガッチャン

09
［九谷焼］

オリジナルの九谷焼作品を購入できる自動販売機

九谷焼ガッチャン
1,000円
商品によっては2,000円のものもあり

自動販売機で本物の九谷焼を販売するプロジェクトです。伝統工芸品の
販売チャネルを広げることを目的に、首都圏の空港や駅ターミナルを中
心に九谷焼作品の自動販売機を設置しています。作家や窯元がこの自動
販売機のために、7シリーズのオリジナル九谷焼商品を開発。伝統と革新
の粋を極めた作品を個性豊かに揃えました。
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11
［加賀友禅］

加賀友禅の技法と美しい彩色を受け継いで110
余年。手描友禅と型染めの一種である手捺染の
2つの技法を駆使し、独自の表現で現代のデザイ
ンに挑戦しています。
〒920-0356　石川県金沢市専光寺町二181-3
TEL 076-267-3711　FAX 076-268-1601
Email : okuda.co@akaneya-web.com
URL : http://www.akaneya-web.com/

茜や・奥田染色株式会社

奥田染色

現代のプロダクトが日本の伝統を纏う

加賀友禅技法を用いたインテリアエレメント
オーダー受注

アメリカ・ロサンゼルスのインテリアブランド「MOQU」とのコラボレー
ションで、ダブテイル（蟻継ぎ）で接合した木材ボックスを加賀友禅の
パネルで飾り、日本の伝統技法と伝統美を活かしたJAPANテイストの
インテリアを発表しました。ほかにも、加賀友禅の技法を用いた新たな
インテリアエレメントを企画・提案しています。

120年以上の歴史を持つ蒔絵工房です。漆を用い
た金装飾技術によるジュエリーブランド・Classic 
Ko（クラシックコー）を、首都圏百貨店やセレク
トショップなどで展開しています。
〒922-0325　石川県加賀市二子塚町103−2
TEL 0761-77-5250　FAX 0761-77-5450
Email : info@classic-ko.jp
URL : http://www.classic-ko.jp/

漆
う る し こ う げ い お お し た こ う せ ん こ う ぼ う

工芸大下香仙工房

クラシックコー　蒔絵ジュエリー

10
［山中漆器］

水晶細工と加賀蒔絵が新たな美を生み出すジュエリー

C
ク ラ シ ッ ク

lassic K
コ ー

o Q
ク オ ー ツ

uartz s
シ リ ー ズ

eries
ピアス（イヤリング） 35,000円(税別)〜
ネックレス 55,800円(税別)〜

山梨県の伝統工芸である「甲州水晶貴石細工」とコラボレーション。天
然石の素材感と美しい形状を残して整形した水晶をベースに用いて、加
賀蒔絵の独自の技術で装飾を施したジュエリーです。透きとおった水晶
細工を彩る蒔絵の伝統的な柄や模様が、デザインに独特な奥行きと深み
をもたらしています。
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12
［加賀友禅］

伝統工芸の技と心で命を吹き込んだオリジナル
の雛人形や五月人形を取り揃えています。雛人形
セットの工芸品は、お客様のお好みにあった組み
合わせに変更可能です。
〒920-0061　石川県金沢市問屋町1-34
TEL 076-237-1155　FAX 076-237-3500
Email : akachan@horikawa-co.com
URL : http://www.mandb-horikawa.com/

株式会社 堀川商店（金澤 人形の堀川）

人形　堀川

石川の伝統工芸が活きるコンパクトな雛人形セット

手描き加賀友禅雛人形『加
か が さ ん さ い

賀三彩』
162,000円〜

石川県の伝統工芸品を全体にあしらった雛人形セットです。人形を手描
きの加賀友禅で仕立てているほか、背景に加賀友禅、道具は輪島塗、花
はつまみ細工で桜や橘を表現するなど、雛壇の各パーツに多種多彩な工
芸品を取り入れました。幅52cm、奥行27cm、高さ36cmのコンパクトさで、
現代の住宅事情にもマッチします。

石川県の伝統工芸や文化を新しく商品化する企
画製造販売会社です。加賀友禅伝統工芸士や石
川のアーティストたちの作品を、これまでにな
かった発想でコラボレーションさせています。
〒920-0942　石川県金沢市小立野4-4-54
TEL 076-262-0201　FAX 076-262-0201
Email : lokaworkshop@gmail.com
URL : https://araishu.com/

合同会社 L
ロ カ ワ ー ク シ ョ ッ プ

OKAworkshop

鶴タイツ　araishu　利休白茶色

13
［加賀友禅］

石川のクリエイターによる「和モード」のレッグウエア

[araishu](アライシュ)
6,372円（税込）

日本の伝統色である「洗朱」から名付けた、和柄によるタイツとレギンス
のレッグウエアブランドです。加賀友禅作家や石川県のグラフィックデザ
イナー、アーティストがデザインし、20種類を超える商品を展開していま
す。紅葉色、瑠璃紺色、雉鳩色、利休白茶色など、すべて日本の伝統的
な色を採用したカラーラインナップも豊富です。
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かった発想でコラボレーションさせています。
〒920-0942　石川県金沢市小立野4-4-54
TEL 076-262-0201　FAX 076-262-0201
Email : lokaworkshop@gmail.com
URL : https://araishu.com/

合同会社 L
ロ カ ワ ー ク シ ョ ッ プ

OKAworkshop

鶴タイツ　araishu　利休白茶色

13
［加賀友禅］

石川のクリエイターによる「和モード」のレッグウエア

[araishu](アライシュ)
6,372円（税込）

日本の伝統色である「洗朱」から名付けた、和柄によるタイツとレギンス
のレッグウエアブランドです。加賀友禅作家や石川県のグラフィックデザ
イナー、アーティストがデザインし、20種類を超える商品を展開していま
す。紅葉色、瑠璃紺色、雉鳩色、利休白茶色など、すべて日本の伝統的
な色を採用したカラーラインナップも豊富です。



15
［金箔］

想いを伝えるためにカタチを創り出すデザイン
会社です。各種デザインと取材・編集、ワーク
ショップデザインを通して、地域や企業が持つ
魅力を生かし、新しい価値を創造します。
〒920-0961　石川県金沢市香林坊2丁目4-30 香林坊ラモーダ8階
TEL 076-205-6202　FAX 076-265-5007
Email : info@h2o-d.jp
URL : http://h2o-d.jp/

Gold-Knot　ゴールド・ノット　金箔レースジュエリー

株式会社 エイチツーオー

金沢箔とタティングレースが出会ったアクセサリー

金箔レースジュエリー

Gold-Knot（ゴールド・ノット）
ネックレス 10,800円~270,000円（税込）
イヤリング・ピアス 10,800円~54,000円（税込）
ハットピン 5,400円（税込）

金沢市の伝統産業「金箔」とヨーロッパで親しまれる「タティングレー
ス」による金箔レースジュエリーです。糸で編み上げたレースの上に金箔
を貼る特許出願中の新手法は、水濡れや摩擦に強く、剥がれにくいた
め、普段の暮らしの中で身に着けられます。ネックレスやイヤリング、ピア
ス、ブローチなどを取り揃えています。

特許技術を使用したオリジナルデザインの歯ブラ
シを、国内外に向けて幅広く販売しています。金
沢箔をプリントしたデザインのほか、赤ちゃん用
やOEMの歯ブラシも手掛けています。
〒921-8802　石川県野々市市押野4-192-１
TEL 076-246-5430　FAX 076-248-6346
Email : info@qui-boon.com
URL : http://hokubi.com/

株式会社 ホクビ

Qui boon

14
［金 箔 ］

海外デザイナーとコラボしたデザイン歯ブラシ

Qui boon（キブン）NYシリーズ
１本 500円（税込）〜

歯科医師が人間工学に基づいて持ちやすく設計した高機能歯ブラシの
ブランドです。特許取得済の特殊印刷技術で水回りで使ってもはがれに
くいプリントを実現し、持ち手部分に安全でカラフルなデザインを施して
います。NYシリーズはニューヨーク在住のデザイナー３人が手掛け、優
れた機能性とデザイン性を両立しています。
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大手ジーンズチェーンやメーカーのバイヤー業の
ほか、印箔プリントではデニム地の本場である岡
山県倉敷市のブランドとコラボレーションした
ジーンズが人気を博しています。
〒921-8147　石川県金沢市大額３-339-2
TEL 076-298-0810　FAX 076-298-0811
Email : info@magic-web.jp
URL : http://magic-web.jp/

MAGIC

MAGIC　リメイクＭＡＧＩＣ　印箔プリント

16
［金 箔 ］

ファッション・テキスタイルと金箔を融合する新技術

印箔プリント
要相談

石川県の地域資源である金箔をファッションに取り入れ、独自の技術で
衣類や生地にプリントしました。Tシャツやジーンズなどに金箔を付着加
工する際、厚さ10000分の1㎜の超極薄でありながら、洗濯や摩擦にも
強い一定の耐久性を持たせることに成功。ファッション業界やデザイン
業界など多方面から注目されています。

17
［金 箔 ］

国宝や重要文化財の修復に欠かせない金沢伝統
箔「縁付」の技を守る一方、純金と純プラチナを
合金した「純金プラチナ箔」を開発。東京と金沢
の直営店で、箔の魅力を発信しています。
〒920-0843　石川県金沢市森山1-30-4
TEL 076-253-0893　FAX 076-252-7765
Email : official@hakuza.co.jp
URL : https://www.hakuza.com/

箔座株式会社

箔座　アクリルバングル

箔の美しさと魅力を最大限に表現したアクセサリー

アクリルバングル
LL 9,936円　L 7,452円　M 6,210円　※全て税込

アクリルに施した「純金プラチナ箔」の魅力をストレートに表現すべ
く、極限まで無駄を省いたシンプルなデザインのバングルです。すべて
の工程を手作業で行い、熟練した職人の技術なくしては生み出せない
美しさに仕上げました。驚くほどの軽い付け心地とフィット感、滑らか
な肌あたりも大きな特長です。
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19
［ 水 引 ］

長町武家屋敷跡の近く、せせらぎ通りにある香
りの専門店。お香やアロマなど約800種類の中
から、あなただけの香りをアドバイスします。ゆっ
たりと香りでリラックスできるお店です。
〒920-0865　石川県金沢市長町1-2-23
TEL 076-255-6337　FAX 076-255-6338
Email : info@aroma-taku.com
URL : http://www.aroma-taku.com/

アロマ香房焚
た く や

屋

お香　金沢水引ストラップ　お土産　観光

加賀水引に優雅な香りを埋め込んだストラップ

金沢水引ストラップ
金沢水引ストラップ 1,620円（税込）
金沢水引ストラップ スワロフスキー 1,944円（税込）

金沢の伝統工芸として知られる加賀水引に香り袋を入れたストラップで
す。加賀百万石・前田家の梅鉢紋をモチーフに、表裏で貝合わせにした
梅結びの中に香り袋を埋め込みました。白檀を基調とした優雅な和風の
香りは持続性が高く、スワロフスキーを使用したタイプもあります。携帯
電話用や着物の根付などにおすすめです。

平成13年にガラス彫刻の工房を設立し、「お客
様の欲しいを形にすること」をモットーに、各種
素材の表札を制作。培ったデザイン力でインテリ
ア分野などの商品開発も進めています。
〒920-0376　石川県金沢市福増町北204-20
TEL 076-287-3925　FAX 076-287-3926
Email : office@m-gho.jp
URL : https://www.hyosatsu1.com/

株式会社 グラスヒュッテ・オダ

18
［金 箔 ］

純度99.99％以上の金沢金箔で飾った表札

純金24Ｋの金箔表札
１個　35,000円〜80,000円

加賀百万石の伝統工芸である金沢金箔を表面に一枚一枚丁寧に貼り付
けて、きらびやかな輝きを放つ表札を制作しました。純度99.99％以上の
24Kを使用した金箔は、普通の雨風では剥がれないようにクリアー塗装
を施しています。万一破損した場合のアフターフォロー体制も整ってお
り、長年にわたって安心して使用できます。

金箔表札　名入れ
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和紙アートパネル

明治30年創業の和紙専門店です。手漉き和紙や
創作和紙を取り揃え、和紙インテリアを自社で企
画製造。結婚式や結婚記念日の贈り物に、国産
和紙の花束やブーケも制作しています。
〒920-0841　石川県金沢市浅野本町1-10-8
TEL 076-252-6632　FAX 076-252-1318
Email : info@washi.co.jp
URL : http://www.washi.co.jp/ 

浅倉紙業株式会社

心豊かな暮らしのひと時を彩る創作和紙の壁アート

和紙アートパネル
35,000円〜(税込) 　
サイズ・仕様に合わせてお見積り致します。

好みの色合いやサイズ、飾る部屋の雰囲気などに合わせて、デザイン企
画から制作まで一貫しておこなうオーダーメイドの和紙アートパネルで
す。金箔をはじめ、墨、漆、珪藻土、樹脂、柿渋、顔料を用いて、年間に
約500種類の創作和紙を制作する豊富な企画力を活かし、人々の暮らし
に寄り添う和紙アートパネルを制作しています。

20
［和紙］

21
［和紙］

1949年、輪島市三井で創業。自然の素材を漉き
込む手漉き和紙を三代にわたって製造してきまし
た。「杉皮紙」や「野集紙」など独自の工芸紙の
ほか、「壁紙」にも力を入れています。
〒929-2367　石川県輪島市三井町仁行袋前
TEL 0768-26-1314　FAX 0768-26-1314
Email : nigyouwashi@gmail.com
URL : https://www.noto-nigyou-washi.jp/

能登仁行和紙

仁行和紙　能登和紙　杉皮紙

暮らしに心地よさをもたらす土壁のような和紙壁紙

土
つ ち い り し

入紙
1枚 2,200円
62×98cm

楮（こうぞ）の繊維に珪藻土や赤土、黄土などを漉き込んだ壁紙用の和
紙です。手漉き特有の厚みで土壁のような風合いを実現。土ごとの表情
を楽しめる５色を揃えました。でんぷん糊で誰でも簡単に貼れて、暮らし
に自然素材を取り入れたり、化学物質を避けたい方に好評です。調湿・
調光・経年変化に優れ、防炎にも対応しています。
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天然素材を中心に使い、藍染で染め上げた洋
服、小物を全国の百貨店で販売しています。手染
めならではの風合いを個性豊かに楽しんでいた
だける商品を取り揃えております。
〒920-0102　石川県金沢市岸川町チ43番地
TEL 076-255-3552　FAX 076-255-3552
Email : somekoubouishida@ybb.ne.jp

染工房石田

22
［繊維］

金沢の伝統を融合した「ジャパン・ブルー」のストール

藍染シルクストール（漆塗りストールリング付き）

大判シルクストール（絹100％） 43,200円（税込）
シルクストール（絹100％） 12,960円（税込）

石川県内で織られたシルクの布を藍染で染め上げ、鮮やかなブルーと独
特の風合いに仕上げたストールです。能登ヒバの廃材を木地にした金沢
漆器の漆塗りストールリングをセットにして、自由に組み合わせて着用で
きます。染柄もリングに合わせて、藍染の板締め技法で円形の模様を表
現しました。

加賀友禅の技法と美しい彩色を受け継いで110
余年。手描友禅と型染めの一種である手捺染の
2つの技法を駆使し、独自の表現で現代のデザイ
ンに挑戦しています。
〒920-0356　石川県金沢市専光寺町二181-3
TEL 076-267-3711　FAX 076-268-1601
Email : okuda.co@akaneya-web.com
URL : http://www.akaneya-web.com/

茜や・奥田染色株式会社

金沢　茜や

23
［繊維］

毎日使えて、シワ加工もおしゃれな布製品

『とれん』シリーズ
とれんストール 10,800円(税込)
とれんハンカチ 1,620円（税込）

水分吸収に優れた綿素材に、特殊なシワ加工を施した布製品のシリーズ
です。洗ってもシワが取れないところから、「取れない」の金沢弁「取れ
ん」を商品名にしました。大胆なボーダー柄と繊細なドット柄の「ストー
ル」に、日本の伝統色12色から選べる「ハンカチ」。簡単に洗濯できてア
イロンも不要のおしゃれなエコ楽アイテムです。
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24
［繊維］

25
［繊維］

アパレル商品の製作に必 要なパーツ（ 服 飾資
材）を生産しています。細幅織物用に多種多彩
な織り機を揃え、長年 培った技 術とアイデ ア
で、難易度の高い織物も高品質で提供します。
〒929-1214　石川県かほく市内高松マ30-2
TEL 076-281-2420　FAX 076-281-2806
Email : arai-weaving@alpha.ocn.ne.jp
URL : http://arai-weaving.jp/

有限会社 アライウエビング

ツインナー

デザインの可能性を広げる「見えないファスナー」

次世代ファスナー「ツインナー」
定番色 20㎝ 250円　30㎝ 350円　50㎝ 550円

コイル部分をチューブ状の上生地で覆うことで、デザイン性を高めたファ
スナーです。先染め糸を使用した上生地には多彩なラインを入れること
ができ、上生地と下生地が二重構造になっているため、開閉の際に周囲
の生地を巻き込んで噛むことがありません。デザイン的にファスナーが
敬遠されがちだった衣類やバッグなどにも使用できます。

世界最軽量級素材「天女の羽衣」の製造元とし
て、欧州への輸出販売や自社一貫生産のスカー
フの商品化を展開。県内伝統工芸とのコラボや
有名ブランドのOEMスカーフも生産している。
〒926-0037　石川県七尾市国下町ト部59-1
TEL 0767-57-3633　FAX 0767-57-1709
Email : super-organza@amaike.jp
URL : http://www.amaike.jp/

天池合繊株式会社

天女の羽衣　Amaike Super Organza

極薄素材の透明感をデザインに活かしたスカーフ

天女の羽衣スカーフ
・シルク&ポリエステル二重織 (生地販売はビジネスユースのみ)
・加賀刺繍&シルクランダムグラデーション (羽根・花びら)

シルク&ポリエステル二重織 24,840円/枚~
加賀刺繍&シルクランダムグラデーション 48,298円/枚~

世界最軽量級の極薄生地「天女の羽衣」でつくったスカーフです。表裏
を異なる素材で織り上げて染め分け、シルク地に光沢豊かな透明のポ
リエステル地を重ねて、色の重なりと奥行きを感じさせる「二重織」と、
伝統工芸とコラボレーションし、表裏両面から繊細な刺繡を楽しめる
「加賀刺繍」は、生地の特性を活かした新商品です。
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紐襟巻　襟巻工場

オーナー職人の安井未星が「手染め」「手織り」
「結び」を一貫して手掛け、襟巻や小物を制作し
ています。現 代の 生 活に合う商品を小ロット
（10~300個）でお届けします。
〒921-8102　石川県金沢市西大桑町11-11
TEL 076-281-6306　FAX 076-281-6306
Email : senshokuyasui@docomo.ne.jp
URL : https://erimakikouba.com/

襟
エ リ マ キ

巻工
コ ウ バ

場

27
［繊維］

鮮やかな色彩が心躍らせるウール紐の襟巻

紐襟巻
シングルカラー 12,960円
ミックスカラー 15,120円

柔らかな手染めウールの紐を使った手織りの襟巻です。一つ一つ丁寧に
手作りしています。保温性に優れ、紐の一本一本が軽やかで自由な動き
を見せます。加賀友禅をイメージした「加賀五彩」や九谷焼の色合いを
取り入れた「九谷」など、16種類のカラーバリエーションを用意して、色
とりどりで表情豊かな商品を送り出しています。

26
［繊維］

電子ジャガード搭載の織機を駆使し、有名ブラン
ドのタグを製造するほか、多種多様な素材の特性
を自社のアイデアで活用することで、新規商品の
開発に努めています。
〒920 - 2121　石川県白山市鶴来本町4丁目リ72
TEL 076-272-0870　FAX 076-273-3824
Email : info@wovenac.com
URL : http://www.wovenac.com/

株式会社 ウーブンナック

デタッチウォッシュ

一緒に洗うだけで部屋干し臭が消える消臭織り布

デタッチ・ウォッシュ
630円/枚（税別）
100㎜×145㎜

洗濯時に一緒に入れることで、衣類から洗濯水に分散した匂い成分を織
り布が吸着分解し消臭します。老廃物の衣類への再付着を防ぐことで匂
いの原因菌の増殖を抑え、部屋干し臭の発生を防止します。2種類の特
殊消臭糸の配分と織工夫により効果を高めています。薬品類は使用して
いないため、赤ちゃんなど弱い肌用の衣類の洗濯にも安心です。
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28
［繊維］

能登の小さな織物工場が、数年の歳月をかけて
無撚糸の和紙を織る技術を確立。独自の和紙織
物によるストールやスカーフの売上が好調で、睡
眠用マスクなど新規商品も開発中です。
〒925-0623　石川県羽咋市本江町へ55番
TEL 0767-26-0012　FAX 0767-26-0012
Email : oriken@po6.nsk.ne.jp
URL : http://www.oriken.jp/ 

オリケン株式会社

和紙　オリケン

従来にない柔らかな肌触りを実現した和紙織物

和紙織込みストール
和紙織込みスカーフ・ハンカチ
和紙織込みジャケット用生地
和紙織込みスカーフ 1,080円~1,404円
和紙織込みストール 3,780円~5,400円

これまでの和紙織物は、和紙に撚りをかけた撚糸で織っていたため、風
合いの硬い生地しか作れませんでした。当社ではテープ状の和紙をその
まま織る（無撚糸）技術を開発したことにより、従来の常識を覆す柔ら
かな肌触りの和紙織物「ネキーロ」の商品化に成功しました。通気性や
調湿性にも優れた生地として好評です。

昭和25年の創業時から繊維の製造に携わり、現
在では糸の加工を主力としております。特殊な加
工による繊維製品の企画と製造も手がけ、さまざ
まなアイデアを形にしています。    
〒929-1215　石川県かほく市高松エ13
TEL 076-281-0335　FAX 076-281-1178
Email : info@koyamacovering.com
URL : http://www.collagen1587.jp/

有限会社 小山カバーリング

保湿レギンス　乾燥肌対策レギンス

29
［繊 維 ］

特殊な繊維が肌をうるおす「着るコラーゲン」

うるおう保湿レギンス
1着 4,104円

コラーゲンペプチドを糸に練りこみ、さらに特殊な加工を施すことで、高
い保湿力を実現したレギンスです。糸の1本1本が空気中の水分を豊富に
蓄えるため、布地の表面はさらっと乾いていながら、繊維に含まれた水
分が肌をうるおしてくれます。乾燥肌の悩みを抱える人でも、着用すれば
しっとりとなめらかな肌へと導きます。
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しっとりとなめらかな肌へと導きます。



30
［繊維］

1951年の創業以来、組紐やゴム紐を製造。アク
リル紐やヘアゴムなどは多数の色や種類で自社
展開している。光るゴム紐を使用した「助け笛」
などの防犯商品も開発した。
〒929-1215　石川県かほく市高松ク6-2
TEL 076-282-5151　FAX 076-282-5537
Email : takaraataru@lilac.plala.or.jp
URL : http://sakuraisangyou.com/

櫻井産業株式会社

世界初!光るゴム紐　櫻井産業

加工も自由自在!夜間の安全を光って守るゴム紐

光るゴム紐
オープン価格

人体に安全な蓄光性物質を練り込んだゴムを組紐に加工しました。暗
い場所で明るく光り、人や物の識別、目印、誘導、安全確保などに役立
ちます。紐を結んだり、切断したり、水に濡れたりしても機能は低下しま
せん。太陽光や蛍光灯など紫外線を含む光エネルギーを蓄えて発光
し、暗くなっても、再度光を当てれば明るさがよみがえります。

31
［繊維］

小さなスペースに絵柄や文字を織り込む「織ネー
ム」技術で、ミサンガ、お守り袋、織ワッペン、マウ
スパッドなどを開発しています。小ロット多品種
に対応し、お客様の要望にお応えします。
〒651-2412　兵庫県神戸市西区竜が岡2-13-10
株式会社 ARTISAN（アーチサン）
TEL 078-939-4441　Email : comp@artisan-jp.com
URL : https://www.artisan-jp.com/

株式会社 出口織ネーム

eスポーツのプロも納得の高速操作対応マウスパッド

疾
は や て

風、疾
は や て

風 乙
お つ

、隼
はやぶさ

疾風(Mサイズ）2,980円~　（Lサイズ）4,280円~ ※全て税込

FPSなどのeスポーツ用に、「マウスを素早く動かし、軽く滑らせ、正
確な位置で止める」技術をサポートするマウスパッドです。生地の織
り方を不規則にし、最適な糸の素材と太さ、撚り回数を追求すること
で、軽い力で動かせ、すぐに止められる生地を織り上げました。今後
はマウスの操作感を変化させる生地の開発も検討しています。

マウスパッド　ARTISAN　アーチサン
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32
［繊維］

昭和53年に刺繍加工会社として創業以来、蓄積
された加工技術でさまざまな商品を提案・製作。
人々の日常に寄り添い、心がわくわくする瞬間を
届けるオリジナル商品を開発しています。
〒929-0345　石川県河北郡津幡町太田ほ314-2
TEL 076-289-2498　FAX 076-289-4920
Email : prendre-iidam@joy.ocn.ne.jp
URL : http://www.prendreiida.com/

有限会社 プランドル飯田

プランドル飯田　ぽっぷん★るーるー　カラフルサポーター

締め付けないのにズレ落ちにくい新感覚サポーター

ぽっぷん★るーるー サポーター
ベーシックタイプひざ用2個入 4,104円　
腰用 4,320円
カラフルタイプひざ用2個入 3,062円　※全て税込

特許を取得した「アコニオン編み」を用いて、伸縮性に優れ、関節部分
にぴったりフィットして、ズレ落ちにくいサポーターを開発しました。通気
性も高くて蒸れにくく、柔らかな着け心地で長時間の着用も気になりま
せん。装着することで関節部分をやさしく温め、適度な締め付け感に
よって、疲れやすい足腰をサポートします。

33
［繊維］

昭和53年に刺繍加工会社として創業以来、蓄積
された加工技術でさまざまな商品を提案・製作。
人々の日常に寄り添い、心がわくわくする瞬間を
届けるオリジナル商品を開発しています。
〒929-0345　石川県河北郡津幡町太田ほ314-2
TEL 076-289-2498　FAX 076-289-4920
Email : prendre-iidam@joy.ocn.ne.jp
URL : http://www.prendreiida.com/

有限会社 プランドル飯田

プランドル飯田　FFマフラー Muffine

自由にアレンジが楽しめるカラフルなマフラー

FFマフラー M
マ フ ィ ン

uf fine
カラフルタイプ 3,240円　Cotton100 3,780円
Elegance 4,320円　※全て税込

「ファイン（Fine）」な「マフラー（Muffler）」を意味する「Muffine」
は、ボレロやスヌードなどにアレンジ可能な筒状のマフラーです。素材は
太陽光を熱に変えるほか、静電気抑制効果も備えます。カラフルタイプ、
綿100%のCotton100、大判サイズのエレガンスなど多彩なシリーズを
展開しています。
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「ファイン（Fine）」な「マフラー（Muffler）」を意味する「Muffine」
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34
［繊維］

日本の赤ちゃんに合う着心地を追求するアンファ
ンのほか、プリザーブドフラワーや名入れ贈答品
など、オリジナルギフトのブランドを展開。こだ
わったモノづくりを大切にしています。
〒929-0206　石川県白山市鹿島平11-92
TEL 076-259-1430　FAX 076-216-6167
Email : bvenfat@gmail.com
URL : http://bv-enfant.net/

株式会社 ベルビー

ベビーリュック　1歳の誕生日　出産祝い

赤ちゃんの肌に優しい日本製の名前入りリュック

シェリ ベビーリュック
5,980円（税込）

出産祝いなど赤ちゃん向けのギフト商品ブランド・ベルビーアンファン
のリュックです。赤ちゃんに似合うミルキーカラーの柄に、生地に合わ
せた2色の糸で職人がお子さんの名前を一つひとつ刺繍します。上品で
飽きのこないデザインのほか、糸や生地、縫製の工程まで、すべてを日
本製にこだわった商品づくりで支持されています。

「趣のあるコード（紐）」の意味で命名した新素
材「Shu CODE」を開発・製造・販売。「文化の
創造」をコンセプトに、手芸作品のオリジナル性
を広げられる素材として展開しています。
〒929-1173　石川県かほく市遠塚ハ１番地17
TEL 076-285-1985　FAX 076-285-1935
Email : yrt@shucode.com
URL : https://www.shucode.com/

有限会社 ワイ・アール・ティ

Ｓｈｕ ＣＯＤＥ

35
［ 繊 維 ］

何度でも自由自在に加工できる水引クラフトの新素材

Ｓｈｕ ＣＯＤＥ
ラメなし１ｍ 130円　ラメあり１ｍ 180円
蓄光１ｍ 190円　蓄光ラメ１ｍ 220円　

水引アートや水引細工などのクラフト手芸材料として開発したカラフルな
紐素材です。水に強く、折り曲げたりねじったりと、柔軟に加工すること
が可能ながら、ある程度の形状は保持するため、一度形を作ったあとで
も容易にやり直せます。ラメありやラメなしなど、全部で100色近いカ
ラーを駆使して、個性豊かに表現できます。
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明治41年に創業し、包丁、鍬、鉈、鎌などの金物
を製造・修理・販売しています。特定の業界や伝
統工芸で用いる特殊な道具の製造、オンライン
包丁研ぎサービスなども行っています。
〒927-0432　石川県鳳珠郡能登町字宇出津新23番地
TEL 0768-62-0785　FAX 0768-62-0785
Email : fukubekaji@yahoo.co.jp
URL : https://fukubekaji.jp/

ふくべ鍛冶

サザエ開け　ふくべ鍛冶　鍛冶屋　修理　包丁

36
［打 ち 刃 物 ］

サザエをすぐに取り出せる専用器具

サザエ開け
サザエ開け　6,264円／個

生のサザエの身を簡単に取り出すための専用器具です。地元鮮魚店のノ
ウハウを元に鍛冶屋の技術が生み出した独自形状の刃と、金槌にもなる
柄がついています。毎日数多くのサザエを取り扱う海女さんも認める使
いやすさで、慣れれば5秒で身を取り出し、貝柱もキレイに取ることがで
きます。家庭でもサザエを手軽に味わえるようになる優れものです。

石川県唯一の専業製炭業者として、木炭のほか、
土壌改良材や木酢液などを生産・販売していま
す。地元を茶道用木炭の産地とする「炭やきビ
レッジ構想」にも取り組んでいます。
〒927-1443　石川県珠洲市東山中町ホ部２
TEL 0768-86-2010　FAX 0768-86-2040
Email : notohahaso@gmail.com
URL : http://www.notohahaso.com/

大野製炭工場

37
［珪藻土］

暮らしの中に火を灯す炭1本の小型火鉢

hahasoの火鉢
１セット 30,000円
火鉢本体、菊炭5本、ガラスポット、五徳、フォトブック

木炭を1本だけ燃やせる火鉢です。茶道専用の高級炭「菊炭」をセットす
れば、炭の中で菊のような形の火が美しく燃える姿を鑑賞できます。能
登産の珪藻土の保温力と独自設計が実現した小さな火鉢は、コンセプト
の「火を愛でる」時間を提供しながら、付属の五徳とガラスポットを使っ
てお湯を沸かせる実用性も備えています。

大野長一郎　木炭　お茶炭　菊炭　hahaso
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長町武家屋敷跡の近く、せせらぎ通りにある香
りの専門店。お香やアロマなど約800種類の中
から、あなただけの香りをアドバイスします。ゆっ
たりと香りでリラックスできるお店です。
〒920-0865　石川県金沢市長町1-2-23
TEL 076-255-6337　FAX 076-255-6338
Email : info@aroma-taku.com
URL : http://www.aroma-taku.com/

アロマ香房焚
た く や

屋

お香　ぽち香　お土産　観光　匂い袋

38
［その他］

財布や名刺入れにぴったりの薄型香り袋

ぽち香
こ う

ぽち香1個入 324円~(税込)　ぽち香2個入 594円~(税込) 
ぽち香3個入 810円~(税込)　ぽち香大1個入 648円~(税込) 
ぽち香5mlオイル 864円~(税込)　ぽち香20mlオイル 2,592円~(税込)

財布や名刺入れ、小物入れなどに忍ばせると、ほど良い香りが漂う薄型
の香り袋です。人それぞれのイメージで解釈できるよう、香りのネーミン
グを抽象的にしました。すぐに使用できる手軽さと和柄の上品さはプレ
ゼントにも最適です。狭いスペースを優雅に演出する香り袋は持続性に
も優れ、3か月程度にわたって香りが続きます。

39
［その他］

想いを伝えるためにカタチを創り出すデザイン
会社です。各種デザインと取材・編集、ワーク
ショップデザインを通して、地域や企業が持つ
魅力を生かし、新しい価値を創造します。
〒920-0961　石川県金沢市香林坊2丁目4-30 香林坊ラモーダ8階
TEL 076-205-6202　FAX 076-265-5007
Email : info@h2o-d.jp
URL : http://h2o-d.jp/

株式会社 エイチツーオー

似顔絵あみぐるみ

世界に一つだけ。本人そっくりの毛糸人形

編んで作る「似顔絵あみぐるみ」
似顔絵あみぐるみ 大:43,200円~ ※注文制作
似顔絵あみぐるみ ミニ:10,800円~ ※注文制作
ウェルカムボード 新郎新婦、額付:54,000円 ※注文制作
似顔絵あみぐるみキット ミニ:2,700円
書籍「似顔絵あみぐるみを作ろう」 1,620円　※全て税込

毛糸を編んで作るあみぐるみに、似顔絵の要素を取り入れて、世界に一
つだけのオリジナルあみぐるみを制作。メールや郵便で正面や横顔、全
身などの写真を送ってもらうことで、注文者の特徴を捉えた作品に仕上
げます。サイズは高さ約25cmの「大」と、約10cmの「ミニ」の2種類を用
意し、約1か月の制作日数で届けています。



長町武家屋敷跡の近く、せせらぎ通りにある香
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Email : info@aroma-taku.com
URL : http://www.aroma-taku.com/
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株式会社 谷口
1947年、木製品製造業として創業。いつも木と
共にあり、新しい木の可能性を求め続けていま
す。国産材にこだわり、丁寧なもの造りをベース
に、「シンプルで美しい商品」を発信します。
〒920-0027　石川県金沢市駅西新町2-19-17
TEL 076-223-5451　FAX 076-224-1735
Email : keyaki@keyaki-taniguchi.co.jp
URL : http://www.keyaki-taniguchi.co.jp/

BOIS　縫える木

不思議な柔らかい木と上質な革が出会った木目バッグ

B
ボ イ ス

OIS 黒柿の木のバッグ
54,000円(税込)

薄くスライスした木に特殊な処理を施すことで、曲げても割れず、革や
布と一緒に縫製できる「ミシンで縫える木」。約10年の歳月をかけて開
発したこの素材に良質な牛革を合わせた木と革のバッグです。同じ木
目模様がひとつとしてないオンリーワン性とクオリティーの高い製作技
術で、購入者からも好評を得ています。

1947年、木製品製造業として創業。いつも木と
共にあり、新しい木の可能性を求め続けていま
す。国産材にこだわり、丁寧なもの造りをベース
に、「シンプルで美しい商品」を発信します。
〒920-0027　石川県金沢市駅西新町2-19-17
TEL 076-223-5451　FAX 076-224-1735
Email : keyaki@keyaki-taniguchi.co.jp
URL : http://www.keyaki-taniguchi.co.jp/

株式会社 谷口

けやき工芸　谷口　MOKU

天然の木材の美しさを活かした高級バッグ

M
モ ク

OKU(杢)
216,000円（税込）

国産木材をくりぬいて作る新ブランドのバッグです。外観は美しい木目
を活かし、内部は上質の布で覆っています。漆を幾度となく塗っては拭
きとる丁寧な拭き漆作業によって表面の光沢を出し、さらに蒔絵師・井
上元揮がモダンなデザインの蒔絵を施すことで、木工品ならではの高
級感とファッション性を追求しました。

40
［その他］

41
［その他］
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42
［その他］

現代の暮らしに和の空間を創り出す小松イ草の畳家具

小松イ草の畳ベンチ［生活アート工房］

小松イ草の置きたたみ［島内たたみ店］

畳ベンチ かえで(メープル)無垢材 143,640円（税込）
 ウォールナット無垢材 156,600円（税込）
置きたたみ 縦82㎝×横82㎝×高さ25mm 17,280円(税込)　

板の間やフローリングの部屋に敷ける置き畳や、「小上がり」として使え
る無垢材の畳ベンチは、洋室でも上品な和の雰囲気を演出できる家具
です。職人が丁寧に織り上げた丈夫な小松イ草を用いており、伝統的な
小松畳らしい肌触りを楽しめます。赤ちゃんのお昼寝や趣味のお稽古ご
となど、用途に応じた部屋の模様替えにも活用できます。

小松イ草の栽培者、畳製造業、家具工房、フラワー
コーディネーターで組織。小松イ草の新しい用途を
開発し、認知度や生産性の向上を目指します。
〒923-0053　石川県小松市河田町乙-25(有限会社 生活アート工房)
TEL 0761-47-8488　FAX 0761-47-8487
Email : shop@s-art.co.jp　URL : www.s-art.co.jp/
〒923-0965　石川県小松市串町南6(島内たたみ店)
TEL 0761-44-2043　FAX 0761-44-4055
Email : info@tatami-ya.net　URL : http://tatami-ya.net

宮本農産（小松イ草拡大プロジェクト）

生活アート工房　畳ベンチ　島内たたみ店　小松畳

43
［その他］

試行錯誤の数々を経て開発したレインボーキャン
ドルを製造・販売。原料の調合、ローソク形状へ
の加工、燃焼制御リングの加工などに、独自の手
法や特許取得技術を駆使しています。
〒920-0334　石川県金沢市桂町イ37-1
TEL 076-267-1710　FAX 076-267-6670
Email : info@rainbowcandle.com
URL : http://rainbowcandle.com/

レインボーキャンドル合同会社

キャンドル　レインボー　ディナー　虹色

独自技術が生み出す幻想的な虹色の炎

レインボーキャンドル「ディナーキャンドル」
1個 648円（税込）

固形燃料に炎色材を混合してローソク状に成形したものに“燃焼制御リ
ング”を装着したキャンドルです。固形燃料の炎を一定の方向と速度に
制御し、金属化合物の炎色反応を利用して、鮮やかな虹色を生み出して
います。虹色の炎が終わると、燃焼は自動的に下のローソクへとバトン
タッチされ、約2時間燃え続けます。
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44
［その他］

石川県で木材に携わる企業の使命感から、能登
の里山を後世に引き継ぐプロジェクトを立ち上
げ、能登ヒバの持つ効果や効能を活かして、暮ら
しに役立つモノづくりを展開しています。
〒920-0211　石川県金沢市湊2-21
TEL 076-238-4131　FAX 076-238-4023
Email : info@noto-hiba.com
URL : https://noto-hiba.com/

加賀木材株式会社

能登　ヒバ　除菌　消臭　エッセンシャル

能登ヒバ由来の天然水で除菌・消臭・リラックス

NOTOHIBAKARA
除菌・消臭エッセンシャルウォーター
エッセンシャルウォーター 200ml 1,670円（税別）
エッセンシャルオイル 5ml 1,860円（税別）
積み木セット（ウォーター付）23ピース 12,000円（税別）
シューキーパーセット（ウォーター付）1足 40,000円（税別）
※他にも多数シリーズ商品有

能登ヒバは木自体が特殊な成分を含んでおり、除菌、消臭効果などの優
れた特性を持つことで知られます。エッセンシャルウォーターは能登ヒ
バから抽出した蒸留水を原料に、その効果や効能を独自製法で最大限
に引き出した天然成分100%の製品です。ヒバの香りのリラックス効果
で、癒しのひとときを過ごせます。

45
［その他］

アパレル・資材メーカーなどに繊維素材を提供す
る企業。「つぶつぶセラピー」を大学と共同開発
し、医療機器として商品化。販売と並行して臨床
試験の治療実績を積み重ねている。
〒929-1172　石川県かほく市松浜イ31-1
TEL 076-285-0258　FAX 076-285-1648
Email : m.sunayama@manki.jp
URL : http://www.manki.jp/ 

株式会社 万
マ ン キ

喜

つぶつぶセラピー　万喜

ガラスビーズの刺激で、薬剤を使わずに痛みを緩和

鎮痛材 つぶつぶセラピー
鎮痛材 つぶつぶセラピー貼るタイプ
つぶつぶセラピー（2枚入） 1,296円〜
つぶつぶセラピー貼るタイプ（7枚入） 1,512円〜

岡山大学大学院・深井喜代子教授と共同開発した薬剤不使用の鎮痛材
です。患部に巻くタイプと貼るタイプがあり、ガラスビーズ球による皮膚
刺激で痛みの信号が脳に伝わるのを弱めることで、痛みを和らげます。
薬剤によるかぶれや副作用の心配がないため、特に薬が飲めない人や効
かない人におすすめです。
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試験の治療実績を積み重ねている。
〒929-1172　石川県かほく市松浜イ31-1
TEL 076-285-0258　FAX 076-285-1648
Email : m.sunayama@manki.jp
URL : http://www.manki.jp/ 

株式会社 万
マ ン キ

喜

つぶつぶセラピー　万喜

ガラスビーズの刺激で、薬剤を使わずに痛みを緩和

鎮痛材 つぶつぶセラピー
鎮痛材 つぶつぶセラピー貼るタイプ
つぶつぶセラピー（2枚入） 1,296円〜
つぶつぶセラピー貼るタイプ（7枚入） 1,512円〜

岡山大学大学院・深井喜代子教授と共同開発した薬剤不使用の鎮痛材
です。患部に巻くタイプと貼るタイプがあり、ガラスビーズ球による皮膚
刺激で痛みの信号が脳に伝わるのを弱めることで、痛みを和らげます。
薬剤によるかぶれや副作用の心配がないため、特に薬が飲めない人や効
かない人におすすめです。
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⓼有限会社北野陶寿堂
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企業名 市町名 採択年度

発 行 　 公益 財 団 法 人石川県 産 業 創出支 援 機 構(I S I C O)
制 作 　 高 桑 美 術 印刷 株 式 会 社

じわもんセレクト  Vol.4 工芸・雑貨②
　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

じわもんセレクト
 jiwamonselect

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。

④商品名や価格（税込上代）は、平成30年12月時点での情報を記載しています。
　すでに変更になっている場合があるかもしれませんので、最新の情報に関しては
　掲載企業にご確認ください。

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。
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