Greeting Card-Nature

Greeting Card

美濃手漉き和紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、
専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。

漉き元：保木工房 / デザイン：小野彩子

Nature
素材：美濃手漉き和紙 / パッケージ 115×225 ㎜

Nature #01 葉 A

480 円

<na01-001> 4582249016708

Nature #0２ 葉 B

480 円

<na01-002> 4582249016715

Nature #03 羽 A

480 円

<na01-00３> 4582249016722

Nature #04 羽 B

480 円

<na01-004> 4582249016739

木の葉や羽など、自然にあるものをモチーフにした
手漉き和紙をあしらったグリーティングカード。
郵送時は 120 円切手を貼ってポストに投函できます。
和紙は水を吹きかけて窓ガラスに貼り付けて装飾することもできます。

Nature #06 葉 D

600 円

<na01-006> 4582249017149
※上記金額は総て税抜きです。

Nature #07 羽 C

600 円

<na01-007> 4582249017354

販売元：家田紙工株式会社

TEL：058-262-0520

FAX：058-262-0519

kaminoshigoto.net

MAIL：info@iedashikou.com

Nture #05 葉 C

600 円

<na01-005> 4582249017132

まぁるシリーズ - 小物

まぁるシリーズ

ユネスコ無形文化遺産登録

専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。

漉き元：家田美奈子 , 倉田真

小物

（柄アソート） 480 円

本美濃紙使用

本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、

※金額は税抜きです。

主な素材：本美濃紙 , 金属パーツ（マグネット , ゴム等）/ 印刷：シルクスクリーン（水性アクリル顔料）

マグネット S 2 個入り <ka02-001> 4582249015046

マグネット L 1 個入り <ka02-002> 4582249015039

size：本体直径 24 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

size：本体直径 55 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

ピンバッジ 2 個入り <ka03-001> 4582249015022

缶バッジ 1 個入り <ka07-001> 4582249016692

size：本体直径 24 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

size：本体直径 38 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

クリップ 2 個入り <ka04-001> 4582249015794

ヘアピン 2 個入り <ka05-001> 4582249016678

size：本体直径 24 ㎜ , 長さ 56 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

size：本体直径 17 ㎜ , 長さ 52 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

ヘアゴム ゴム : ブラック １個入り

ヘアゴム ゴム : カラー １個入り

<ka06-001> 4582249016685
size：本体直径 36×36×3 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

<ka06-002> 4582249017125
size：本体直径 36×36×3 ㎜ , パッケージ 70×90 ㎜

販売元：家田紙工株式会社

TEL：058-262-0520

FAX：058-262-0519

kaminoshigoto.net

MAIL：info@iedashikou.com

まぁるシリーズ - イヤリング

まぁるシリーズ

ユネスコ無形文化遺産登録

専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。

漉き元：家田美奈子 , 倉田真

イヤリング

1,800 円

本美濃紙使用

本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、

※金額は税抜きです。

主な素材：本美濃紙 , 金具 / 印刷：シルクスクリーン（金箔 , 銀箔）/ size：本体（飾り部分）直径 18 ㎜, パッケージ 74×74×20㎜

#01 ゴールド 鱗

#02 ゴールド 花麻

#03 シルバー 鱗

#04 シルバー 花麻

＜Ea＞ ka08-001 4582249017156 ＜Ea＞ ka08-002 4582249017163 ＜Ea＞ ka08-003 4582249017170 ＜Ea＞ ka08-004 4582249017187

イヤリング

1,500 円

※金額は税抜きです。

主な素材：本美濃紙 , 金具 / 印刷：シルクスクリーン（水性アクリル顔料）/ size：本体（飾り部分）直径 18 ㎜, パッケージ 74×74×20㎜

#05 ブラック 鮫小紋

#06 ブラック 鱗

#07 ブラック 花麻

#08 ブラック 四海波

#09 ホットピンク 鮫小紋 #10 ホットピンク 鱗

＜Ea＞ ka08-005 4582249017194 ＜Ea＞ ka08-006 4582249017200 ＜Ea＞ ka08-007 4582249017217 ＜Ea＞ ka08-008 4582249017224 ＜Ea＞ ka08-009 4582249017231 ＜Ea＞ ka08-010 4582249017248

#11 ホットピンク 花麻

#12 ホットピンク 四海波 #13 パープル 鮫小紋

#14 パープル 鱗

#15 パープル 花麻

#16 パープル 四海波

＜Ea＞ ka08-011 4582249017255 ＜Ea＞ ka08-012 4582249017262 ＜Ea＞ ka08-013 4582249017279 ＜Ea＞ ka08-014 4582249017286 ＜Ea＞ ka08-015 4582249017293 ＜Ea＞ ka08-016 4582249017309

#17 ブルー 鮫小紋

#18 ブルー 鱗

#19 ブルー 花麻

#20 ブルー 四海波

＜Ea＞ ka08-017 4582249017316 ＜Ea＞ ka08-018 4582249017323 ＜Ea＞ ka08-019 4582249017330 ＜Ea＞ ka08-020 4582249017347

販売元：家田紙工株式会社

TEL：058-262-0520

FAX：058-262-0519

kaminoshigoto.net

MAIL：info@iedashikou.com

Origami Jewel-Balloon

Origami Jewel

美濃手漉き和紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、
専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。

漉き元：Corsoyard

Balloon

ピアス＜Pi＞・イヤリング＜Ea＞・ネックレス＜Ne＞ 5,000 円

※金額は税抜きです。

ピアス｜主な素材：美濃手漉き和紙 , レジン , 金具 / size：本体 １5×48 ㎜, 外箱79×79×30㎜
イヤリング｜主な素材：美濃手漉き和紙 , レジン, 金具 / size：本体15×53 ㎜, 外箱79×79×30㎜
ネックレス｜主な素材：美濃手漉き和紙 , レジン, 金具 / size：チェーンの長さ 400 ㎜ , 外箱110×110×40㎜

#01 pink

#02 green

#03 和紋 black

#04 和紋 white

＜Pi＞ cb01-001 4582249016630
＜Ea＞ cb02-001 4582249016654

＜Pi＞ cb01-002 4582249016647
＜Ea＞ cb02-002 4582249016661

＜Pi＞ cb01-003 4582249016128
＜Ea＞ cb02-003 4582249016180

＜Pi＞ cb01-004 4582249016135
＜Ea＞ cb02-004 4582249016197

#05 和紋 blue

#06 和紋 pink

#07 sakura white

#08 sakura pink

＜Pi＞ cb01-005 4582249016142
＜Ea＞ cb02-005 4582249016203

＜Pi＞ cb01-006 4582249016159
＜Ea＞ cb02-006 4582249016210

＜Pi＞ cb01-007 4582249016166
＜Ea＞ cb02-007 4582249016227

＜Pi＞ cb01-008 4582249016173
＜Ea＞ cb02-008 4582249016234

#01 pink ＆ sakura

#02 green & sakura

#03 和紋 black ＆ black

#04 和紋 blue ＆ white

#05 和紋 pink ＆ white

＜Ne＞ cb03-001 4582249016241

＜Ne＞ cb03-002 4582249016258

＜Ne＞ cb03-003 4582249016265

＜Ne＞ cb03-004 4582249016272

＜Ne＞ cb03-005 4582249016289
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Origami Jewel-Crane

Origami Jewel

美濃手漉き和紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、
専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。

漉き元：Corsoyard

Crane

ピアス＜Pi＞・イヤリング＜Ea＞・ネックレス＜Ne＞

5,000 円

※金額は税抜きです。

ピアス｜主な素材：美濃手漉き和紙 , レジン , 金具 , ガラスビーズ / size：本体25×37 ㎜, 外箱79×79×30㎜
イヤリング｜主な素材：美濃手漉き和紙 , レジン , 金具 , ガラスビーズ / size：本体24×４5 ㎜, 外箱79×79×30㎜
ネックレス｜主な素材：美濃手漉き和紙 , レジン , 金具 , ガラスビーズ / size：チェーンの長さ 400 ㎜ , 外箱110×110×40㎜

#01 pink

#02 green

#03 triangles black

#04 triangles white

＜Pi＞ cc01-002 4582249015886
＜Ea＞ cc02-002 4582249015961

＜Pi＞ cc01-003 4582249015893
＜Ea＞ cc02-003 4582249015978

＜Pi＞ cc01-004 4582249015909
＜Ea＞ cc02-004 4582249015985

#05 triangles blue

#06 triangles pink

#07 sakura white

#08 sakura pink

＜Pi＞ cc01-005 4582249015916
＜Ea＞ cc02-005 4582249015992

＜Pi＞ cc01-006 4582249015923
＜Ea＞ cc02-006 4582249016005

＜Pi＞ cc01-007 4582249015930
＜Ea＞ cc02-007 4582249016012

＜Pi＞ cc01-008 4582249015947
＜Ea＞ cc02-008 4582249016029

＜Pi＞ cc01-001 4582249015879
＜Ea＞ cc02-001 4582249015954

#01 pink

#02 green

#03 triangles black

#04 triangles white

#05 triangles blue

＜Ne＞ cc03-001 4582249016036

＜Ne＞ cc03-002 4582249016043

＜Ne＞ cc03-003 4582249016050

＜Ne＞ cc03-004 4582249016067

＜Ne＞ cc03-005 4582249016074

販売元：家田紙工株式会社
TEL：058-262-0520

#06 triabgles pink

#07 sakura white

#08 sakura pink

＜Ne＞ cc03-006 4582249016081

＜Ne＞ cc03-007 4582249016098

＜Ne＞ cc03-008 4582249016104

FAX：058-262-0519

MAIL：info@iedashikou.com

kaminoshigoto.net

Origami Jewel-Bridal・四季の鶴

Origami Jewel

ユネスコ無形文化遺産登録

専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。

漉き元：家田美奈子 , 倉田真

Bridal

ピアス＜Pi＞・イヤリング＜Ea＞

ピアス｜主な素材：本美濃紙 , レジン, 金具 ,＃04 は天然石

#03 White rose

本美濃紙使用

本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、

／

イヤリング｜主な素材：本美濃紙 ( 楮 ), レジン, 金具 , ＃04 は天然石

4,500円

＜Pi＞ br01-003 4582249015824
size：本体14×14×20㎜
外箱79×79×30㎜

#04 White rose/line

四季の鶴

4,500円

#05 A leaf

#06 Four leaves

3,500円

＜Pi＞ br01-005 4582249015848
size：本体8×65 ㎜
外箱110×110×40㎜

＜Pi＞ br01-006 4582249015855
size：本体13×65 ㎜
外箱110×110×40㎜

＜Ea＞ br02-004 4582249016319
size：本体13×70㎜
外箱110×110×40㎜

＜Ea＞ br02-005 4582249016326
size：本体8×70 ㎜
外箱110×110×40㎜

＜Ea＞ br02-005 4582249016333
size：本体13×70 ㎜
外箱110×110×40㎜

ピアス＜Pi＞・イヤリング＜Ea＞

5,000 円

ピアス｜主な素材：本美濃紙 , レジン , 金具 , 天然石 / size：本体23×70×10 ㎜, 外箱110×110×40㎜
イヤリング｜主な素材：本美濃紙 , レジン , 金具 , 天然石 / size：本体23×75×10 ㎜, 外箱110×110×40㎜

#01 春

#02 夏

#03 秋

#04 冬

＜Pi＞ st01-001 4582249016425
＜Ea＞ st02-001 4582249016463

＜Pi＞ st01-002 4582249016432
＜Ea＞ st02-002 4582249016470

＜Pi＞ st01-003 4582249016449
＜Ea＞ st02-003 4582249016487

＜Pi＞ st01-004 4582249016456
＜Ea＞ st02-004 4582249016494
※金額は総て税抜きです。

販売元：家田紙工株式会社

5,800円

＜Pi＞ br01-004 4582249015831
size：本体13×70㎜
外箱110×110×40㎜

TEL：058-262-0520

FAX：058-262-0519

kaminoshigoto.net

MAIL：info@iedashikou.com

Origami Jewel-Star anise

Origami Jewel
漉き元：家田美奈子 , 倉田真

Star anise

ユネスコ無形文化遺産登録

本美濃紙使用

本美濃紙は楮のみを原料とし、伝統的な製法を守り、
専用の製紙用具を使用して漉きあげられた最高級の手漉き和紙です。

ピアス＜Pi＞・イヤリング＜Ea＞

3,200 円

※金額は税抜きです。

ピアス｜主な素材：本美濃紙 , レジン , 金具 , ガラスビーズ / size：本体 10×32 ㎜ , 外箱 79×79×30 ㎜
イヤリング｜主な素材：本美濃紙 , レジン, 金具 , ガラスビーズ / size：本体 15×40 ㎜ , 外箱 79×79×30㎜

#31 四海波（ライトピンク×パープル） #32 四海波（ブルー ×グリーン）

#33 四海波（グレー ×ブラック）

#34 七宝（パープル ×ピンク）

＜Pi＞ sa01-031 4582249015718
＜Ea＞ sa02-031 4582249016340

＜Pi＞ sa01-032 4582249015725
＜Ea＞ sa02-032 4582249016357

＜Pi＞ sa01-033 4582249015732
＜Ea＞ sa02-033 4582249016364

＜Pi＞ sa01-034 4582249015749
＜Ea＞ sa02-034 4582249016371

#35 七宝（ブルー × パープ）

#36 七宝（ホワイト×オレンジ）

#37 鮫小紋（ホワイト×ブラック）

#38 鮫小紋（ホワイト×ライトピンク）

＜Pi＞ sa01-035 4582249015756
＜Ea＞ sa02-035 4582249016388

＜Pi＞ sa01-036 4582249015763
＜Ea＞ sa02-036 4582249016395

＜Pi＞ sa01-037 4582249015770
＜Ea＞ sa02-037 4582249016401

＜Pi＞ sa01-038 4582249015787
＜Ea＞ sa02-038 4582249016418

販売元：家田紙工株式会社

TEL：058-262-0520

FAX：058-262-0519

kaminoshigoto.net

MAIL：info@iedashikou.com

