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バイオ多目的洗剤 とれる・NO.1
Bio-enzymatic cleaner – gentle to people and the earth “Toreru No.1” 

PRICE：¥990

ShellCoat（シェルコート）
ShellCoat

PRICE：¥1,058（200mlポンプ式）

Cleaning not only dishes but also the earth.
New standard of sterilization
Safer than alcohol.

This cleaner can be used throughout the house, in the kitchen, 

bathroom and living room. This eco- and human-friendly product 

contains no chemical materials and is made from Bacillus 

microorganisms in rice bran and Bacillus subtilis natto, enabling it to 

break down even dirt in drain pipes. 

Shell Coat is a Kyoto University-collaborated antiseptic agent that can 

be used for food. It is made of ingredients that are safe to ingest, so, 

unlike alcohol, it does not raise concerns about chapped hands or 

inflammability. Shell Coat features both sterilizing power and safety, 

making it also effective against norovirus.

食器だけじゃない。
地球の汚れまで落としてしまいました。

除菌の新定番
アルコールにまさる安心。

キッチン、お風呂、トイレ、リビング、皿洗いまでオールマイティに使える家
庭用洗剤。米ぬかや納豆菌などに代表されるバチルス系の微生物が原材料
で、化学物質は不使用。通常の合成洗剤は、界面活性剤で脂汚れを包み
こみ、剥がし、洗い流すことで汚れを落とすが、この製品に含まれる微生物
は、その場で汚れを分解してしまう。さらに合成洗剤の排水は汚れを含んだ
まま川や海へ流れ込むが、同製品に含まれる微生物は、排水されてからも活
動を続け、水道管の汚れさえ分解していく。もちろん使う人の手にもやさしく、
手がすべすべになったと愛用するファンも多い。環境にも人にもやさしい製品
として高く評価され、マスメディアにも取り上げられている。

京都大学と共同開発した除菌剤。原料はホタテ貝殻焼成カルシウム、調味
料の乳酸、低濃度アルコールを組み合わせ、口に入っていい成分だけで構
成されているので、アルコールのような手荒れや引火の心配もない。しかも
医療成分・漂白剤・石鹸類はすべてフリーにもかかわらず、ノロウイルスへ
の効果は次亜塩素酸ナトリウムを用いたときと同じ効果を発揮。パッケージ
に記載された栄養成分表示は食品添加物製剤であることを示す、安心の証。
水にも強く食品にもそのまま使えるので、まな板などの調理器具の完全な水
切りや使用後の食品洗浄も不要。

株式会社アドバンス［東大阪市］
ADVANCE MFG. CO., LTD.［Higashiosaka City］

株式会社かわかみ［大阪市］
Kawakami Co., Ltd.［Osaka City］

http://toreru.com/advance/
https://toreru.com/fs/araitai/c/toreru

http://www.kawakami.co.jp/
https://kawakami.shop/?pid=111853691i i

吉祥錫 タンブラー 中　朱磨・黒磨 
Kissho Tin Tumbler Medium Vermillion Black 

PRICE：¥11,000（各 1個）

An evolving traditional craftwork
Bringing a radical design to tinware that has been
loved by drinkers over the ages. 

This tin tumbler is a traditional craftwork of Osaka Naniwa Pewterware, 

created using a technique handed down since the Edo Period. Tin 

sake ware imparts a mellow flavor to sake. Featuring a Japanese-

style theme, the tin tumbler depicts six auspicious patterns including 

checker board, arabesque, and geometric hemp leaf.

進化する伝統工芸
昔から酒好きに愛された錫器に斬新なデザインを。

江戸時代から伝わる錫器の技術を継承する工房の職人が、一つひとつ丹念
につくり上げたタンブラー。錫は熱を伝えやすく短時間で温められ、反対に
冷たいものを入れると瞬時に器が冷えるという特徴があり、いつもの酒を品
よく雑味のない、まろやかな風味に変えてくれる。さらにこの製品の魅力は、
見て飾っておくだけの工芸品ではなく、伝統工芸をライフスタイルの変化に
合わせて日常使いに落とし込んだところにある。和をテーマに、市松、唐草、
麻の葉などおめでたい文様 6種類をデザイン、手にした時のバランスも考え
抜かれている。技術はそのままに、目に美しく、指先に愉しく、口当たりも心
地よい。そんなタンブラーで今宵の一杯を楽しみたい。

大阪錫器株式会社［大阪市］
Osaka Tin Equipment Co., Ltd.［Osaka City］

http://www.osakasuzuki.co.jp/

純国産黒文字ようじ
kuromojiyouji made in japan

PRICE：¥1,650

A small wooden skewer with a touch of hospitality 
that accentuates the subtle beauty of Japanese 
sweets. 

Kuromoji wooden skewer wholly made in Japan that features a 

dignified color. The process lavishly uses only a small part of the 

outside of raw lumber, bringing dignity to the small skewer, which 

creates a beautiful contrast by simply accompanying Japanese 

sweets. The wrapping paper inspired by a kimono makes it perfect as 

a gift.

繊細な和菓子の美しさを際立たせる
一本のおもてなし。

和菓子に添えられた「黒文字楊枝」。この楊枝の原料にはクロモジというクス
ノキ科の樹木が使われている。艶のある美しい黒色と、その小枝などを蒸留
して抽出される物質は、香水や石鹸などの香料にもなる香りのよい木。爽や
かな芳香がふわりと香る。原木の外側のわずかな部分のみを使用した贅沢な
製法の楊枝は、和菓子に添えるだけで美しいコントラストを生み出す品格に
溢れている。パッケージにもこだわり、奥河内の原風景、四季折々の季節を
感じさせる景色などがデザインされている。中をそっと開けると着物をモチー
フにした包装紙。もらって嬉しい上品な包装で、お菓子とともに大切な人へ
の贈り物として添えれば、喜ばれることは間違いない。

菊水産業株式会社［河内長野市］
kikusuisangyou Co., Ltd.［Kawachinagano City］

http://kikusuisangyo.co.jp/
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100％植物油から出来た洗剤 SOMALI
100% detergent made from vegetable oil SOMALI

PRICE：¥1,100～ 5,500

A hand-friendly drop that maximizes the
potential of soap.

SOMALI is a liquid soap made with carefully and strictly selected 

ingredients, and doesn't contain any synthetic surfactants. This skin- 

and eco-friendly soap with excellent cleaning power is created using a 

pot boiling method handed down since 1924, whereby fatty acids are 

exquisitely blended by skilled craftsmen.

石鹸の可能性を最大限引き出した、
手肌に優しい一滴。

素材のかたまりだから「SOMALI（そまり）」。石油由来界面活性剤、合成香料、
合成着色料、石油由来防腐剤などはすべて不使用、とことん原料にこだわっ
た液体石鹸。ベースとなる純石鹸は、食用レベルのヤシ油を1924年以来
受け継いできた釜焚き製法で、熟練の職人が舌で確かめながら、丸一日か
けて作り上げる。難しいとされる脂肪酸の配合が絶妙で、手肌と環境への影
響を最小限にしながら、洗浄力と生分解性のバランスのよい石鹸を作り上げ
た。植物由来成分、天然ミネラル由来成分を配合し、香料なども天然精油
を用いているため、ロットごとに色のバラつきがあるが、それも個性。色の違い、
季節による変化などを楽しみたい。

木村石鹸工業株式会社［八尾市］
Kimura Soap Industrial Co., Ltd.［Yao City］

https://www.kimurasoap.co.jp/ 
https://www.kimurasoap.co.jp/somali/i

ホッかる
Hokkaru

PRICE：¥22～

If you throw it out, it is “garbage”; if you separate it,
it becomes a “resource.” Toword a recycle-oriented 
society. 

The Hokkaru is a reusable bento box. A clear film attached to the 

inside makes the paper box recycleable by separating the film for 

disposal after eating. Seven boxes can be recycled into a single roll of 

toilet paper.

捨てれば「ゴミ」、分ければ「資源」。
再利用する社会へ。

リサイクル可能な弁当容器「ホッかる」。紙製の箱の内側に透明なフィルム
が貼りつけてあり、食べた後の汚れたフィルムは、はがしてゴミ箱へ、そして
きれいな外箱は再生のため回収されるというしくみ。この容器を7個回収す
ると、トイレットペーパー 1個分に再生できるという。内側のフィルムは、燃
やしてもダイオキシンが発生しないものを採用したほか、手が汚れないように
はがしやすく接着されている。外箱は紙質にこだわり、保温性のある三層構
造により温かい手ざわりも楽しめ、さらにデザイン性も高い。「ホッ」とした気
持ちでおいしく食べて、人も資源も地球も助「かる」。小さなきっかけからエ
コを考え、気軽に行動してほしい。そんな想いがネーミングに託されている。

株式会社秀英［東大阪市］
Shuei Co., Ltd.［Higashiosaka City］

http://www.hokkaru.co.jp/

mocca〈杢花〉 / らんま職人の花小皿セット
mocca / Ranma maker’s flower small dish set

PRICE：UME ¥13,200　BARA ¥11,000　RAN ¥11,000

A dish that inherits tradition to the next generation.
Connecting subtly warm feelings.

By utilizing the carving technique of Osaka Transoms, a traditional 

handycraft with over 400 years of history, these three types of flower-

shaped small dishes are carefully carved out of a single piece of 

Japanese cypress wood, bringing out the delicate beauty of traditional 

Japanese sweets and the like when they are placed on it. You can feel 

warmth unique to hand carving from these gems.

伝統を次世代に届ける “ 器 ”。
ほんのり優しい気持ちをつなぐ。

400余年の歴史をもつ伝統的工芸品「大阪欄間」は格調と気品があり、 
技術の優秀さ、国内の銘木を使用した優雅さなどで高い評価を受けている。 
この伝統を絶やさぬよう、現代人のライフスタイルにあわせて提案したのが
「mocca〈杢花〉」。花のデザインと木の杢目の融合を楽しんでもらいたい、
という思いから名付けられた小皿。ウメ、バラ、ランと3種の花がモチーフ。 
国産のヒノキを使用し、一つの木塊から3枚を並べて手で彫り出している。 
かつて欄間は生活のゆとりや遊び心の象徴だった。この小皿にとっておきの
お菓子をのせて、丁寧に煎れたお茶を楽しむ。それは本物の良さを知り、 
かつて持ち得た心の豊かさを取り戻すことへの第一歩となる。

木下らんま店［摂津市］
Kinoshita Ranma workshop［Settsu City］

http://www.ranma-ya.com/
http://www.d4-ngtc.com/product/hanacafe_mocca.htmli

たくみ切子 ／ 盃「あじろ」
Takumi kiriko / cup “Ajiro”

PRICE：¥25,300

Inheritance and creativity
Bringing a one-of-a-kind sparkle with modern sensitivity. 

Kiriko is a craft of hand-cutting patterns into glass. Carefully scraped 

flashed glass consisting of covered thick colored glass produces the 

exquisite gradation of kiriko. With hand polishing, the beautiful shine 

fascinates viewers.

受け継ぐものと創り出すもの
モダンな感性で、唯一無二の輝きを。

繊細なカットが光をまとい、幻想的な世界が広がる。江戸時代中頃、長崎
に伝わったガラス製造の技術は大阪へ。江戸時代末期には、薩摩藩が「薩
摩切子」を生み出すが幕末の動乱で途絶えてしまう。薩摩切子を蘇らせた
技を駆使しつつ、切子の未来への潮流を生み出そうとするのが、この「たく
み切子」だ。分厚い色ガラスが表面に被せられた“色被せガラス”を丁寧に
削ることで、絶妙なグラデーション「ぼかし」を生み出す。仕上げに木盤や
コルク盤で丹念に手磨きを施すことで鋭いエッジが得られ、一層輝く。「あじ
ろ」は、お茶席で見た天井の葦寄せ仕上げから着想を得て、切子ガラスに
他の伝統工芸の味わいを取り入れた、モダンな逸品となっている。

切子ガラス工芸研究所 たくみ工房［大阪市］
TAKUMI CUTGLASS FACTORY［Osaka City］

https://kiriko-takumi.com/
https://kiriko-senka.com/category/item/item-brand/
item-brand-takumi/

i
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ベジカップ
vegecup

PRICE：3個入り¥550

2.5-PLY GAUZE TOWEL
2.5-PLY GAUZE TOWEL

PRICE：ハンディタオル ￥770・マフラー ￥1,760・バスタオル M ¥2,640／ L ¥4,290
Whiteのみ　ハンディタオル ￥770・マフラー ¥1,650・バスタオル M ¥2,200／ L ¥3,630

Extremely fresh bento accessory created with the
technology of bath item manufacturing.

An evolving Senshu towel
Real ability of 2.5-PLY in harmony with comfort and functionality.

This lettuce-shaped bento cup looks more real than the real thing. 

Because of its complicated shape, the development started with 

finding a modeler and studying lettuce in detail. For coloring, the most 

important factor, the proprietary two-color molding technology enables 

the accurate reproduction of even the lettuce leaf veins.

The 2.5-PLY GAUZE TOWEL achieves a soft texture through its 

original creative weave. Using Senshu towel's traditional post-weave 

refining process "Atozarashi", this masterpiece offers a light, soft 

texture with excellent quick drying performance, while retaining high 

water absorbency.

バス用品の製作技術を活かした
新鮮すぎるおべんとう雑貨。

進化する泉州タオル。
心地良さと機能性が調和した「 2 . 5」の実力。

大理石調マーブル模様のバス用品を世に送り出したメーカーが、食卓部門
の新商品を開発した。それは本物以上にリアルなレタスの形のおべんとうカッ
プ。一人の女性社員のアイデアから製品開発が始まったが、直線と曲線か
ら成るバス用品とは異なる複雑な形状のため、造形師を探すところからスター
ト。府内で活動していたフィギュアの造形師とともに、レタスを細部まで研究
した。要となる着色は、マーブル模様で培った 2色成型技術を駆使して、
葉脈まで忠実に再現。だが金型から抜きにくいという難点があり、金型製作
所探しにも奔走。思いがけず近所の製作所の協力を得ることができ、ついに
製品化に成功した。展示会での評価も上 だ々。

タオルを上質なものに変えると生活のクオリティも上がる。泉州タオル特有の
「後晒」の特徴を活かし進化させたタオル。手に取った瞬間に分かる柔らか
さと風合いの違いは、織り組織の工夫から。通常のガーゼ織りとは糸の絡ま
せ方を変えており、3重構造の真ん中の層だけを表裏の層より密度が荒くな
るように織られている。2重でも3重でもないから2.5。この「遊び」の部
分が後晒によって膨らむことで優しい肌触りに。吸水性の高さを保ちながら、
かさばらず、ごわつかず、しかも速乾性に優れる。上品で深みと温かみのあ
る色合いはファッション性も高く、ストールとして巻けるサイズも用意されてい
る。アウトドアでも映える＆使えるスグレモノだ。

株式会社シンカテック［東大阪市］
SINKATEC.CO., LTD.［Higashiosaka City］

神藤タオル株式会社［泉佐野市］
SHINTO TOWEL Co., Ltd.［Izumisano City］

http://sinkatec.co.jp/
http://www.shinto-towel.jp/
http://www.shinto-towel.jp/detail/dt1.html

真面綿 まじめんケット
Majimen Blanket

PRICE：¥5,500

Introducing a truly organic manufacturing
revolution based on the innocent splendor of cotton.

Majimen all-natural gauze blankets are made entirely of 100% organic 

Ugandan cotton. These high-quality blankets are made with no 

environmental burden by making full use of Smileyearth’s proprietary 

“Self-cleaning cotton method.”

無垢な綿素材の素晴らしさを引き出す
真にオーガニックなものづくり革命。

日本タオル産業発祥の地、大阪府泉佐野市で 3代にわたってタオル製造を
続けてきたスマイリーアースは、環境への配慮を第一に掲げ、製法を一から
見直すなど、分業が基本の国内タオル業界では珍しい一貫生産化を自社工
場内で実現している。そんなタオルづくりに真摯に向き合ってきた同社が送り
出すブランドが「真面綿（まじめん）」。ウガンダで栽培されたこだわりのオー
ガニック綿花を使用。また、特許技術の「自浄清綿法」により高濃度の化
学薬品を使わない綿繊維の処理に成功、素材の素晴らしさをいっそう引き出
している。2018年にはものづくり日本大賞・経済産業大臣賞を受賞するなど、
国内タオル製造の「持続可能なものづくり」を牽引している。

i

株式会社スマイリーアース［泉佐野市］
Smileyearth Corporation ［Izumisano City］

http://smileyearth.co.jp/
http://majimenstore.com/shopdetail/000000000092/i

泉州こだわりタオル おぅ！ えーやん
“Oh! Ee-yan” – How nice

PRICE：フェイスタオル ¥990　バスタオル ¥2,970

This softness cannot be created by conventional 
methods.

The soft texture of this towel is derived from the company's innovative 

way of production such as unique weaving technique and carefully 

selected yarn, which is out of the standard way of manufacturing. This 

towel also offers excellent water absorption, a characteristic of Senshu 

towel, making you want to continue using it.

教科書通りの作り方では
この柔らかさは出せません。

「おぅ！えーやん」は製造法がまず斬新だ。洗うたびに糸が撚れて固くなり
やすいと言われる毛足の長いロングパイル織りで、縦糸と横糸のバランスを
崩すという業界の常識から外れた作り方なのだ。高級綿糸として有名なスー
ピマ綿をまきつけた「オフセットヤーン」という特殊 2重紡績糸を使用。また、
泉州伝統の「後晒」の手法を踏襲し、吸水性を高め、なんともフカフカで
風合いのいいタオルに仕上げている。実はこのタオル、織り上げるのに通常の
四倍の時間がかかる。たっぷり手間をかけた分、ずっと使いたいと思わせる
心地よさになっている。

新興タオル株式会社［泉佐野市］
SHINKO TOWEL［Izumisano City］

https://shinko-towel.co.jp/
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ハシ鉄
Hashi-tetsu(It's a chopstick with a train shape.)

PRICE：¥660　※一部価格の異なる商品あり

Chopsticks conceived by a toy manufacturer
supported by train-minded mothers.

Hashi-tetsu is a train-shaped pair of chopsticks developed by a 

toy manufacturer who creates products with a playful spirit. With 

advanced technology the form of approaching Shinkansen bullet 

trains is brilliantly modeled. The line-up is increasing in variety, meeting 

the rising demand for gifts. Hashi-tetsu for Kids have been favorably 

received by children who don't like to use chopsticks.

“ ママ鉄 ” からも支持を得る
玩具メーカーが着想したお箸。

実用的かつ遊び心あふれる製品を生み出す玩具メーカーが開発した列車の
形をしたお箸「ハシ鉄」。高度な成型技術と繊細な印刷技術を追求し、迫り
来る新幹線などのフォルムを見事に表現。まるで小さなトンネルから出てきて
いるようにパッケージを工夫したり、お箸には本物の列車のようなデザインを
施している。同社の開発精神「お客さまに感動していただけるものづくり」が
随所に表れている。発売後すぐ、子ども用の「ハシ鉄キッズ」も開発。「お
箸嫌いの子どもが喜んで使うようになった」という声が多数寄せられている。
2010年 4月の発売以降、次 と々新製品を開発。私鉄や地下鉄など車両の
種類も多彩になり、ギフトのニーズも高まっている。

株式会社ダイワトーイ［八尾市］
DAIWATOY co., ltd.［Yao City］

http://www.daiwatoy.co.jp/

シルクリビングケット
Silk living ket

PRICE：¥40,700

Premium warmth and texture.
Luxury feeling of silk moisture.

The Silk Living Blanket of Takiyoshi is surprisingly light and has smooth 

texture. The secret lies in the nap-raising technique with creative and 

various measures. Since high-count silk thread is used, it is as warm 

as cashmere and also provides excellent absorbing performance of 

water and quick divergence. Available in six colors.

プレミアムな温もりと肌触り
シルクの潤いに包まれる贅沢。

驚くほど軽く、なめらかな肌触り。そしてふっくら温かい「シルクリビングケッ
ト」。この秘密は起毛技術にある。生地の表面を無数の針が付いたローラー
で掻いて毛羽立たせる。柔らかな風合いを出すために、さまざまな使用年数
の針を混ぜるなどの工夫が凝らされている。起毛後は、毛羽立ちをカットし
て整えるシャーリングをおこない、生地を蒸してふっくらさせるが、完璧な仕
上がりになるまで職人が何度もこの工程を繰り返す。シルクの中でも高級な
細番手の糸を使用し、軽さとやわらかさを実現。カシミアと同レベルの温かさ
を持ち、吸水性・発散性にも優れている。ホワイト、グレー、ブラウン、グリー
ン、2種類のレッドの全 6色で展開。

瀧芳株式会社［泉大津市］
Takiyoshi CO.,Ltd. ［Izumiotsu City］

http://takiyoshi.jp/

bloom
bloom

PRICE：グリーン・ホワイト・オレンジ ¥3,200　ダークブラウン ¥3,450

Like a flower charmingly
providing color to a table.

This portable basket is made with an idea taken from a Japanese 

umbrella, which is compact and foldable. The end of the post, which 

serves as a stand when folded, also serves as a carrying handle. 

When filled with fruit, this basket can be used as an art work, bringing 

color to everyday life.

テーブルを艶やかに彩る
一輪の花のように。

まるで花が咲いたような華やかさ。「bloom」は、百数十年の歴史を持つ
京和傘の日吉屋とのコラボレーションで実現した「持ち運べるバスケット」。
和傘の特徴である竹骨の幾何学構造からヒントを得たしくみは、コンパクト
に折り畳むことも可能。開いた時にはダイナミックで華やかに。閉じた時は
凛とした佇まいで、使わない時もオブジェとしてリビングやキッチンに飾って
おくことができる。また、閉じた時にスタンドとなる部分が、使用時には持ち
運び用のハンドルに。愛らしく温かみがあり、使っている時も、使わない時も
美しく。「bloom」はいつものテーブルに彩りを添え、日常をアップグレード
してくれる。

株式会社ダイドー［河内長野市］
DAYDO CO., LTD.［Kawachinagano City］

https://daydo.jp/
https://daydo.jp/onlineshop/bloom.htmli

真面綿 ナチュラルフェイスタオル
Majimen Natural Face Towel

PRICE：¥2,200

An organic cotton product which bridges Uganda 
and Japan.

The completely organic Majimen Natural Face Towel is made using a 

process which requires no chemical treatments. This towel is the result 

of a unique relationship between Ugandan organic cotton farmers and 

Osaka artisans.

ウガンダと日本をつなぐ「綿」の絆。

ふわふわなのに、しっとり。独特の肌触りを持つこのタオルは、世界でも希
少な高品質のウガンダオーガニックコットンを使うスマイリーアースの代表的
製品。同社のものづくりと切り離せないのが、ウガンダとの絆だ。農薬や化
学肥料を使わずに綿花を栽培する「Pearl of Africa」と言われる綿に出会い、
無垢な綿の良さをそのまま活かしたタオルを作ろうと決意。ほんまもんのもの
づくりを目指し、10年かけて製品化した。国境を超えた作り手の想いが込め
られたこのタオルは、まず枕に巻いて使ってほしい。タオルが持つ綿本来の
やわらかさが堪能できるから。そのあとは浴室用に。愛用して少しでも永く使
いたい。そんな気持ちにさせてくれるタオルだ。

株式会社スマイリーアース［泉佐野市］
Smileyearth Corporation ［Izumisano City］

http://smileyearth.co.jp/
http://majimenstore.com/shopdetail/000000000051/
ct11/page1/recommend/

i
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shitatari : PRODUCED BY HAREBI
shitatari – Produced by HAREBI

PRICE：¥28,600

Highlighting life’s important moments
with a luxurious high-quality sake set.

Japanese sake was once a staple of special occasions. shitatari – 

stainless steel sake sets – are designed to give that concept new life. 

The design of the sake cup prevents the cup from standing on its 

own, but the pointed bottom fits perfectly into the matching saucer. 

Lifting the cup up causes the sake to drip back into the saucer, which 

gives the impression of ripples spreading out.

人生における大切な瞬間を
上質な酒器でたしなむ贅沢。

かつて私たちの暮らしでも、日本酒はお祝いや晴れの日に欠かせないものだっ
た。その習慣を今に甦らせようと作られたのが、この酒器だ。吟醸酒の研ぎ
澄まされた味わいは米を磨いて生まれるが、「shitatari」も直径 10cm近いス
テンレスの無垢の丸棒から丁寧に削られ磨き抜かれている。酒器はしずくの
ような形で、自立しない尖った底面。こちらと対になっている受け皿の接合
部がピタリと合う緊張感もいい。なみなみと注いで持ち上げると受け皿に一滴
一滴したたり落ち、まるで水面に広がる波紋のようで見とれてしまう。中川鉄
工が得意とするのは、高精度を保ちながら極限まで薄く削り込む、薄肉旋盤
加工技術。美しい曲線にその技が存分に活かされている。

中川鉄工株式会社［大阪市］
Nakagawa Precision Machinery Works Co., Ltd.［Osaka City］

https://www.nakagawa-iw.com/
https://www.shitatari.jp/

泉州留河　桐製一合計量米びつ
Senshu Tomekawa Paulownia Rice Box with Measuring Function

PRICE：5kg ￥19,800　10kg ￥22,000
20kg ￥26,400　30kg ￥30,800

ベストトレッサー ®

BEST TORESSER®

PRICE：¥1,760

Traditional techniques for protecting kimonos
adapted for protecting freshly polished rice.

Prepare a perfect self-tidy up every day 
with this advanced Etiquette® Brush.

This Paulownia rice box is handmade by skilled Osaka Senshu 

Paulownia Wardrobes makers. Paulownia provides superior insect 

repellency and humidity control, while the expert craftsmanship 

provides a highly hermetic storage area. All of the components of 

the rice box are made from paulownia without nails nor adnesive. A 

special mechanism inside the box makes measuring a single cup of 

rice easy with just a pull of the lever.

In 1959, Nippon Seal developed clothes brushes with a large number 

of short tilted piles. These brushes were launched under the registered 

trademark of Etiquette® brushes. These brushes are equipped with an 

automatic lint removal mechanism. The ease with which dust can be 

removed makes these brushes best-selling products even today.

大切な着物を守ってきた伝統の技が
精米したての美味しさを守る。

進化したエチケット ®ブラシが
毎日の身だしなみを整えてくれる。

桐の「調湿・防虫」という特性と、扱いが難しい桐で気密性の高いものをつ
くる職人の技を掛けあわせて誕生したのが、1912年創業の大阪泉州桐箪
笥メーカー、留河の米びつだ。素材は高級桐箪笥に使われる、薬品を使用
しない北米産の良質な桐。金具を使わずパーツのすべてを桐でつくる総桐に
こだわった。約 2㎝の厚みの桐で囲われた内部は気密性が高く、湿度がほ
ぼ一定に保たれる。このため、カビの発生はもちろん、酸化や味の劣化も防ぐ。
また、特殊な機構によりお米をつぶすことなく、簡単に一合を量ることができ
る。昔から大切な着物を守ってきた泉州桐箪笥。その技術を惜しみなく使っ
た米びつが、毎日のごはんをさらに美味しくしてくれる。

手触りがいい電車のシートの素材はモケットというパイル織物。その生地を一
定方向に寝かせたことで生まれたのが「エチケット ®ブラシ」。ある時、毛を
寝かせたパイル織物で仕上がり前の織物を擦ると、付着した糸くずやホコリ
が綺麗に取れることに気づいた。この偶然をヒントに開発を進め、世界的な
ヒット商品に。1988年に発売を開始した「ベストトレッサー ®」は、今も売
れ続けるロングセラー商品。ブラシ面についたホコリはレバーを左右にスライ
ドするだけで、ダストボックスに溜まる仕組みになっており、ブラシ面は常に
綺麗な状態で使用可能。電気を使わず、紙ゴミも出さない「ベストトレッサー ®」
はエコな生活になくてはならない一本だ。

株式会社留河［岸和田市］
Tomekawa Co., Ltd.［Kishiwada City］

http://www.tomekawa.com/
http://www.tomekawa.com/komono/itiran.html
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カトラリーレスト ITADAKI
ITADAKI Cutlery Rest

PRICE：ステンレス　2個セット ￥24,200・5個セット ￥60,500
ステンレス（金メッキ・金箔）　2個セット ￥33,000・5個セット ￥82,500

Imbued with fine craftsmanship
An excellent and charming form.

A cutlery rest modeled on Mt. Fuji. Five types of decoration 

are manually etched on the surface by skilled craftspersons: 

chrysanthemum, plum, cherry blossom, peony, and azalea, which 

color Japan's four seasons. Two cutleries like chopsticks and a spoon 

can be rested, and brightness and calmness would be brought on a 

dinner table, regardless of the style of cuisines; Japanese or Western.

匠の技がつめ込まれた
その姿に惚れ惚れ。

富士山をモチーフにしたカトラリーレスト。「ITADAKI」は「頂上」「いただき
ますと手を合わせる姿」そして作り手の「最高峰の技術を追求し続ける姿勢」
を表現している。菊・梅・桜・芍薬・ツツジと、日本の四季を彩る花を彫り
込んだ繊細な柄は、見る角度によって表情が変わる。職人が熟練の感覚を
頼りに1ミクロン単位で調整し、美しい仕上がりを実現。また使い心地にも
こだわりが。角の部分はすべて面取りされているので、テーブルに置いても
傷がつく心配がない。仕上げは「なにわの名工」として表彰された金型職人
が一つひとつ丁寧に手作業で磨き上げる。毎日の食卓に繊細な輝きと上品な
落ち着きをもたらしてくれる逸品だ。

株式会社武林製作所［八尾市］
TAKEBAYASHI MFG CO.,LTD.［Yao City］

http://www.tmc1972.com/
https://itadaki.shopselect.net/

日本シール株式会社［大阪市］
Nippon Seal Co., Ltd.［Osaka City］

https://www.nipponseal.co.jp/
https://www.nipponseal.co.jp/cms/uploads/
catalog13_h08n.pdf

i
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DOKURO エンジンバルブシャンパングラス flauto（フラウト）
DOKURO Engine Valve Champagne Glass “flauto”

PRICE：￥8,800～ 9,350

ovject ほうろうフックマグ
ovject Enamel Hook Mug

PRICE：240ml ￥2,640　360ml ￥2,750

A unique engine valve-inspired item for automobile 
lovers.

High-quality ceramic-like design for
reliable outdoor use.

The DOKURO brand satisfies a wide range of engine valve needs 

throughout the world, including repairs in overseas markets, and 

valves for old cars and race vehicles. This unique champagne glass 

is made with an engine valve for the stem and foot. The metal 

harmonizes beautifully with glass blown by hand by skilled artisans.

The ovject Enamel Hook Mug with removable handle was developed 

by HANWA HORO Inc., a venerable manufacturer of enameled 

products.

The enameled steel design offers a high-quality ceramic-like feel and 

an easily attached, sturdy handle that can be removed for convenient 

stackability.

クルマ好きなら欲しくなる、
姿を見せたエンジンバルブの輝き。

陶器のような上質感と機能性が
アウトドアを超えて活躍。

旧い日本車を愛する車好きなら、DOKUROというブランドを聞いたことがあ
るかもしれない。日本精機はこのブランドで世界に知られるエンジンバルブ専
門メーカー。このエンジンバルブをステムとフットに使ったシャンパングラスが
「flauto（フラウト）」だ。エンジンバルブは、棒状の金属素材を真っ赤にな
るほど焼き入れし、金型を使って高圧プレス加工して作る。グラス部分は大
阪・和泉のガラス工房の職人が、一つひとつ手吹きでつくりあげた。グラス
とバルブのステムとの結合部はバルブにゴムのパッキンを2本巻き、ガラスが
浮いているよう。大量生産にはない品質の高い手吹きグラスだけに、乾杯時
はグラスの音が澄んだ音色を響かせ、特別な瞬間を演出する。

鉄の強さとガラスの良さを併せ持つホーロー。アウトドアなどで重宝されてき
たが、取っ手が着脱できるこの製品は今までのホーローにはない陶器のよう
な上質感をそなえている。自然にやさしいオリジナル釉薬（ゆうやく）から生
まれた風合いを活かすため、ブラック、ホワイト、グレーの 3色展開。取っ
手は遊び心のあるシックなカラーが 5色から選べる。これなら人が集まるシー
ンでも“Myマグ ”が判別しやすい。装着には強力な磁石を使用しており安定
感も抜群なうえ、着脱可能だからスタッキングして持ち運びにも便利。サイ
ズは日々の暮らしに使いやすい 360mlと一杯のコーヒーを飲むのにちょうど
良い 240mlの展開。幅広いシーンで活躍してくれそうだ。

阪和ホーロー株式会社［泉南市］
HANWA HORO Inc.［Sennan City］

https://www.hanwa-gr.com/
https://ovject.jp/product/enamel-hook-mug

i-ru Pot
i-ru Pot

PRICE：¥20,680

NOKORI-FUKU のこり福 ワインタオル
NOKORI-FUKU Wine Towel

PRICE：ハンドタオル ¥1,650　フェイスタオル ¥3,300　バスタオル ¥7,700

A strong, beautiful pot combined with the strength of 
Nambu Tekki and the beauty of glass.

Entirely produced by nature to bring out the best 
possible color.

The i-ru Pot is made of Nambu ironware, a representative Japanese 

traditional craftwork, coated with vitreous porcelain enamel. The lid is 

smaller than the rim of the pot to prevent steam that contains the flavor 

of the ingredients from escaping, sealing the natural deliciousness of 

the ingredients.

The NOKORI-FUKU Wine Towel is dyed with the liquid left over after 

the brewing process in a venerable Kawachi wine winery. Despite 

being dyed a deep color using a special method, this towel features 

excellent water absorption. With a focus on the yarn and weave, the 

NOKORI-FUKU Wine Towel combines fluffy, elastic and soft comfort 

with durability.

南部鉄器の「剛」×ガラスの「美」を結合させた
強く、美しい鍋。

すべては、自然がつくりだす
最高の色を出すために。

「i-ru Pot」は、日本の代表的な伝統工芸品である南部鉄器にガラス質のホー
ローを施すという、難易度の高いコラボを実現した逸品。ホーローは丈夫で
清潔、美しいと三拍子揃った実力派の素材。モダンなシルエット、色も和を
モチーフにした洗練された優美さで、キッチンを上品に彩る。鋳物ホーロー
鍋は密閉性が機能を左右するが、「i-ru Pot」は蓋と本体が合わさる部分を落
とし込みのフタにすることで、食材から出る旨味を含んだ蒸気を逃がすことな
く、蓋の裏についた小さな突起ピコットが対流させ、素材本来の美味しさを
閉じ込める。ご飯も薪窯で炊いたかのように、ふっくら美味しく仕上がる。

役目を終えた自然素材から、どうすればこれまでにない色を抽出できるかを
探求し、誕生したのがこの色鮮やかなタオル。河内ワインの醸造後の澱（おり）
が入った原液を染料として使用。深い色のタオルは色止め剤が用いられ吸水
を阻害することがあるが、この製品は泉州タオル伝統の「後晒」により、高い 
吸水性を実現。糸はワインの深い赤を忠実に再現し、よりソフトな風合いを
実現するため新しく開発。柔らかな無撚糸を80番単糸の細糸で毛羽落ちし
ないようにカバーリングすることで、弾力性のある優しい心地よさと耐久性を
両立した。ネーミングは「のこりものには福がある」ということわざどおり、プ
レゼントした人が福を授かるよう願いをこめて。

阪和ホーロー株式会社［泉南市］
HANWA HORO Inc.［Sennan City］

袋谷タオル合資会社 /ふくろやタオル［泉佐野市］
Fukuroya Towel &Co., Ltd.［Izumisano City］

https://www.hanwa-gr.com/
https://www.fukuroya-towel.com/
https://nokori-fuku.jp/

日本精機株式会社［大阪市］
Japan Engine Valve Mfg. Co., Ltd.［Osaka City］

https://www.enginevalve.co.jp/japanese/
https://www.enginevalve.co.jp/japanese/flauto/
index.html
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PA Bottle
PA Bottle

PRICE：S ¥1,870　L ¥2,970

The expression created by painters brings smiles to 
your life.

The PA Bottle is a canister manually painted individually by artisans. 

As aggregate is blended for the paint, despite being textured, the 

texture makes the canister an easy-to-hold, easy-to-open universally 

designed product. A fully painted light-shielding type is also available. 

Available in seven colors.

塗装職人が施す表情が
くらしに笑顔を届ける。

ムダを削ぎ落としたシンプルなデザインに、質感のユニークさ、塗装による
テクスチャーで変化をもたせたこのキャニスターには、ガラスへの塗装という
非常に高度な技術が使われている。触った時に感じるザラつきは、塗料に
配合された骨材によるもの。この質感が「滑りにくく、開けやすい」という 
ユニバーサルなデザインを実現している。また、全面塗装することで紫外線も 
通さない遮光性の高いモデルは、光によって酸化してしまうコーヒー豆や
茶葉などの収納に最適。この塗装、実はひとつずつ手作業で行われている。
ガラス容器なのにホッとする温もりが感じられるのは、そのせいかもしれない。

双葉塗装株式会社［東大阪市］
FUTABA TOSO CO.,LTD.［Higashiosaka City］

http://www.futaba-toso.co.jp/
http://www.pa-painter.com/

Sodateru Fukin
Sodateru Fukin - lifelong kitchen cloth -

PRICE：¥550

Re-evaluating disposable applications
with kitchen cloth changing its role as you use.

Despite the initial firmness, Sodateru Fukin is surprisingly soft upon 

washing. This kitchen cloth is made up of seven layers of 100% cotton 

kaya fabric (similar to gauze) that grow softer with every washing. The 

lifetime of a cloth can be long and winding, from wiping tableware and 

preventing burns when grabbing hot pots, to wiping tables and finally 

to being reborn as a dust cloth.

使い捨てという価値観を変えてくれる、
「育てる」ふきん。

綿 100％の蚊帳生地でつくられたふきん。購入直後こそシャキっとした感触
だが、使えば使うほど繊維がほぐれ、とろけるような肌触りに。女性の手で
も絞りやすいようにサイズは少し小さめの 30×30cm。厚みは吸水性と速乾
性のバランスから7枚重ねに。目が詰まりすぎていない蚊帳生地は縫製が難
しいため、真っ直ぐ縫うには国内でも希少な七頭ミシンを使いこなす技術が
求められる。さらに1工程を3つに分けて工程ごとに検品しながら丁寧に製
造。最初は食器に、その後は鍋つかみや台拭き、そして最後は雑巾へと…。
そのつど役割を変えて「ふきんの一生」を全うする。私たちのモノへの接し
方を変えてくれそうな一枚だ。

ホトトギス株式会社［八尾市］
Hototogisu Co., Ltd.［Yao City］

https://hototogisu.official.ec/
https://hototogisu.official.ec/items/23613392
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フライパン物語
FRYING PAN STORY

PRICE：￥3,300～ 9,680

Your one-of-a-kind frying pan makes daily dishes 
tasty and fun.

Fujita Metal suggests a frying pan tailored to your lifestyle. You can 

choose your own one-of-a-kind frying pan from among 980 patterns 

encompassing materials, size, inner surface processing, outer color, 

and handle type. Your own favorite frying pan will make your daily 

cooking much more fun.

自分だけのフライパンが
毎日の料理を美味しく、楽しく。

料理をおいしく仕上げるには、メニューに合わせたフライパンを持つのが理想。
外国製が増えている中、あくまで日本製にこだわったのがこの製品。ライフス
タイルに合わせたフライパンを提案し、1アイテムに対して材質 2通り×サイ
ズ 7通り×内面加工 2通り×外面カラー塗装 5通り×持ち手 7通りと、実
に980通りの中から自分だけの一枚を選べる。独自の技術ハードテンパー
加工を選べば、初めから油が馴染んだ状態にすることもできる。鉄ならでは
の面倒な手入れもいらず、IHにも対応。使い込むほど油がなじみ、愛着も湧
く。加工のないタイプを選べば、油ならしをして自分でイチから育てることも
できる。調理に欠かせないパートナーとなること必至。

藤田金属株式会社［八尾市］
Fujita Metal MFG Co., Ltd.［Yao City］

http://www.fujita-kinzoku.jp/
https://frying-pan.jp/

10 FRYING PAN JIU
10 FRYING PAN JIU

PRICE：ビーチ（ブナ材）　S ￥6,600・M ￥7,700・L／深型 ￥8,800
ウォルナット（クルミ材）　S￥7,700・M ￥8,800・L／深型 ￥9,900
※いずれもフライパンとハンドルのセット価格 

Straight from the pan to the plate.
Combining “cooking” with “dining”

The JIU frying pan comprises a set of a sliding handle and an iron 

plate. The handle is attached to the outer rim. The design looks 

perfectly natural even when put on the table as a plate. This frying pan 

keeps dishes warm and allows food to be arranged on it. Also perfect 

for outdoor use.

焼けたらすぐ食卓へ。
「つくる」と「たべる」が、ひとつに。

スライド式ハンドルと厚い鉄板をセットにしたフライパン。外周部分のリムにハ
ンドルを取り付ける方式で、360度どこからでも取り付けOK。ハンドルには
無垢材を使用。手馴染みがよく、重量バランスも絶妙で片手でスムーズな着
脱が可能。本体のフライパンは陶器のような黒革鋼板で、お皿として食卓に
出しても違和感なし。独自のハードテンパー加工により、使いはじめの油なら
しも不要。そして1.6mmという厚みがあるので、お肉はジューシー、野菜はシャ
キシャキ、パンも外はサクッと中はフワフワに焼き上がる。料理が冷めず、盛
り付けもフライパンの上で完結。食べ終わったら、洗剤を使わずに水とタワシ
でこするだけ。アウトドアにも最適。

藤田金属株式会社［八尾市］
Fujita Metal MFG Co., Ltd.［Yao City］

http://www.fujita-kinzoku.jp/
https://jiu10.com/
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nene・チビnene
nene・Chibi nene

PRICE：nene ￥33,000　チビ nene ￥20,900

Wooden furniture that brings peace of mind, 
while blending with the living space.

Nene and Chibi Nene stools have been a long-selling products for 

more than 20 years, with a focus on sitting comfort despite being 

stools. An oil finish, designed to make use of the beauty of the wood 

surface, makes the color of the stool deeper and more attractive as 

time goes by. This stool is a gem that is not affected by trends.

居住空間にとけ込みながら、
やすらぎをもたらす、木の家具。

カラフルな帽子をかぶったような丸っこいフォルム。20年以上のロングセラー
商品である「nene」と「チビ nene」は、遠い昔の脇息や枕を思わせるスツール。
スツールでありながら座り心地も追求されており、座ると繊細なカーブを描く
座面が、体を優しく支えてくれる。流行に左右されない、機能的で使い心地
がいいアイテムをつくり提案するのがうたたねのモットー。コミュニケーション
を大切に、日常にとけ込む家具や生活道具を生み出す。仕上げは木肌の美
しさを活かすオイルフィニッシュで、時間が経つにつれて味わい深い色に変化
していく。このスツールが暮らしの中にあるだけで、まるで空間が木の温もり
に包まれるようだ。

うたたね［大阪市］
utatane［Osaka City］

http://www.utatane-furniture.com/

コンパクト和包丁　-YAUCHI-
Compact Japanese knife – YAUCHI-

PRICE：¥47,800

アニマルスツール　Frien’zoo stool
Frien’zoo stool

PRICE：¥37,180

A new style of Sakai knife: Breaking up 
and preserving tradition.

Stirring both children's and adults' 
hearts.

This superb compact Japanese knife, YAUCHI, is produced by 

incorporating a new design element into Sakai knives with their 

600-year-long tradition. Its concept is "A knife for young people: Easy 

to use even in a single person's small kitchen." New approaches are 

adopted in both the knife's shape and its handle material. This knife is 

highly esteemed by professionals in spite of a home-use product.

Want to ride on an elephant's back! This stool, developed by a 

furniture maker in collaboration with a design company, realizes such 

childhood dream of many people. Simply placing the artistic animal 

stool in your room will bring joy to your daily life.

伝統を破り、伝統を守った
堺刃物の新しいカタチ。

コドモゴコロもオトナゴコロも
くすぐりました。

「600年の伝統がある堺刃物を次の世代へ伝えていかんとあかん」と語るの
は八内刃物の二代目研ぎ師、八内靖夫さん。刃物の町・堺においても今で
は数少ない両刃研ぎの名人だ。その息子さんが跡を継ぎ、デザイナーと自社
製品の開発に取り組んでできたのがこのコンパクト和包丁。コンセプトは「一
人暮らしの狭い台所でも使える、若者向けの包丁」。「柄」と「刃」が同じ
長さのデザイン、そして2年間試行錯誤を繰り返した黒檀の柄は、堺刃物と
してはどちらも新たな試み。この包丁は一般家庭用だが、プロのパティシエ
からも高い評価を得る。「新しいことにチャレンジせんと伝統は守られへん」。
この斬新な 1本が、また堺の伝統をつないでいく。

富田林市の家具メーカー、カナタ製作所がセメントプロデュースデザインと
組んで共同開発した製品。同社が制作する家具は、毎日をユーモアに溢れた
インテリアで彩る「SWITCH」というブランド。「SWITCH」には、暮らしを
楽しく変えようという意味と、ターゲットや売り方を切り替えるとの意味も込め
られている。「象の背中に乗りたい」そんな子どもの頃の夢を形にしたこの
製品は、まさにそのブランドイメージどおり。実際に大人が座ってもいいし、
毎日が楽しくなるインテリアとして部屋に置いておくだけでもいい。家族の
ように、友達のように、いつも一緒にいたくなる愛らしい動物スツールだ。

八内刃物製作所［堺市］
YAUCHI HAMONO［Sakai City］

https://yauchi-hamono.com/
https://yauchi-hamono.com/yauchi.htmli

株式会社カナタ製作所［富田林市］
Kanata Seisakusyo Co.,Ltd［Tondabayashi City］

http://www.switch-works.com/
https://www.switch-officialshop.com/products/
detail.php?product_id=176

i

捺染ふきん さらしふきん
Bleaching towel

PRICE：¥1,320（1mあたり）

This dishtowel cannot be created without a focus on 
marketing. 

This bleaching towel is produced by one of the most skillful Japanese 

dyeing and finishing companies. They use a special Dyestone pigment 

with excellent water absorption and bleaching resistance, making it 

less likely to lose color. Less water is needed for washing, which gives 

the product very eco-friendly characteristics.

マーケットを意識しなければ
このふきんはできなかった。

ピカピカに洗いあげたお皿を、このふきんで拭きあげたらさぞかし気持ちがい
いだろう。「さらしふきん」は、ものづくりの町・東大阪で、得意分野の異な
る5社が立ち上げたブランド「シンプル プラス スタイル」の一製品だ。ダイ
ストーンとよばれる特殊な顔料が用いられ、吸水性が良く、漂白剤に強いの
で色あせがしにくい。さらに、水洗いに使用する水も少なくて済み、とてもエ
コなふきんだ。これを手がけたのは、創業 90年を超える日本有数の染色加
工メーカー。デザイン会社と組むことでマーケットを意識したモノづくりができ
ると、この企画に参加。頂点を極めた技術を未来につなげるため、よりいっ
そう顧客に寄り添ったものづくりをめざしている。

松尾捺染株式会社［東大阪市］
Matsuo Nassen co., ltd.［Higashiosaka City］

http://www.matsuo-nassen.co.jp/



19 20

アートネジ クレヨンくん
Crayon-kun

PRICE：¥308～ 2,530

お部屋焚き 香りの象 渦巻香 六種
Kaori no Syo Room Coil Incenses （6 Kinds）

PRICE：￥2,750～ 33,000（円の象・風の象 他　全６種）

Watch, touch, use and enjoy. 
An art nut that goes beyond the concept of nuts.

Enjoy a natural, attractive scent with a 
deep, sharp aroma.

This enjoyable decoration nut features a shape like a crayon tip and 

various color scheme. It brings playfulness and design to conventional 

nondescript nuts, and has won a Good Design Award. Drawing 

considerable attention from architects and artists.

Established more than 200 years ago, Gyokushodo uses carefully 

selected high-quality raw materials such as agarwood, sandalwood, 

and aloes-wood. These incenses take advantage of perfuming 

technology that highlights the aroma of the material without any 

additives. The three-dimensional spiral shape ensures easy usability 

even without an incense stand simply by placing the incense on the 

included carbon mat.

「見て・触って・使って・楽しむ」。
ネジの概念を超えたアートネジ。

人を魅了する天然の香り。
奥深い「香」が五感を研ぎ澄ます。

クレヨンの先端部分のような形状と、カラフルな配色が楽しい装飾用ネジ。主
に工業用ミシンや精密機器のネジづくりで確かな信頼を築き上げてきた川端ネ
ジ製作所が、新しいものづくりへの挑戦として約 30年前にはじめたのが「アー
トネジ」の製作。本来ネジは、できるだけ目立たないほうがいいものであり、
遊び心とデザインを取り入れたネジは世界でも例がなかった。当初はセールス
に結びつかなかったが、必ず需要はある、と開発を続けた。あるデザインコン
テストに応募したことから少しずつ知名度が向上。1997年には「グッドデザイ
ン賞」を受賞。有名な商業施設などにも使用され、建築・工業デザイナーやアー
ティストの注目を集めている。

江戸時代から200年以上にわたり高級線香やお香を製造してきた玉初堂が、
技術を結集して作り上げた逸品。伝統を守りながら技術革新にも力を注いでき
た同社がこだわるのは品質。沈水香木や白檀、貴重な伽羅など良質な原材料
を厳選。余計なものは一切入れず、着色もしていない。本物のよさを引き出す
調香によって、繊細な香りを表現している。また、珍しい立体的な渦巻き型は、
従来の型抜きでなく立体成形によるもので、お香立てがなくても付属の小さな
炭素マットや皿などに置くだけで焚くことが可能。ひとり思案に耽るとき、ある
いは大切な人へのおもてなしにこのお香を焚いてみてほしい。空間を上質な香
りで満たし、部屋の中にいる人の心を整えてくれる。

川端ネジ製作所［東大阪市］
Kawabata Neji［Higashiosaka City］

株式会社玉初堂［大阪市］
Gyokushodo ［Osaka City］

http://www.art-neji.com/
http://www.art-neji.com/pa-kureyon.html

http://www.koh.co.jp/
http://www.koh.co.jp/products/kaorinosyo-uzu/

ステンレスキュートタグ
Cute Stainless Steel Tags

PRICE：S ￥3,014　L ￥3,806

和泉蜻蛉玉 「千の時」 お香立て
Izumi Tombodama (Glass Beads) “Sen no Toki” Incense Stand

PRICE：¥5,500

Keeping necessary information visible:
The perfect tag for protecting your pet.

A timeless, fascinating design that 
captures the cosmos in glass.

These stainless steel pet tags are ultra-thin and ultra-

lightweight, so even small dogs and cats are not burdened,

and the robust design prevents bending even when the tag

is bitten. As a manufacturer of nameplates, Kyowakogei

knows the importance of protecting important information.

The company uses etching technology to ensure characters

stand out and do not fade, all without engraving the material.

The glass of Sen no Toki Incense Stands is made of the same 

materials used in the restoration of the glass ornaments for the Amida 

Buddha (National Treasure) at Byodoin Temple, a World Heritage Site 

in Kyoto. The glass in these incense stands captures the charm of 

the Izumi Tombodama traditional glass bead crafts, often used for 

accessories, while also breathing new life into the long history of the 

treasured glass.

消えてはならない情報がある。
ペットを守る万全のタグ。

小さなガラス玉に広がる宇宙が
時を越えて人を魅了する。

ペットの首輪にリングでとりつける「ステンレスキュートタグ」は厚さ1ｍｍ以下
の迷子札。噛まれても曲がらない丈夫さとペットに負担のない軽さで、発売以
来ロングセラーを続けている。ステンレスを薬品で腐食加工して文字を浮き上
がらせるハーフエッチングと外形等の抜き落とし加工をするスルーエッチング。こ
の 2つの技術を組み合わせることで、文字の両面表示を可能にした。着色で
はないため消える心配もない。また表面をヘアライン加工することで傷を目立ち
にくくする工夫も。ハート、骨、星など豊富なデザインで大きさは 2種類。刻印
タイプの迷子札は漢字対応が少ないが、こちらは漢字表記も可能。大切なペッ
トを守る万全のタグだ。

目を凝らし、ずっと眺めていたい小宇宙。それが和泉蜻蛉玉。その製法は太
いガラス棒を複数束ね、高温の「カンテラ」と呼ばれる石油バーナーで溶かし
て棒に巻きつけつくりあげる。この製品は、世界遺産の平等院の国宝、阿弥
陀如来坐像の瓔珞（ようらく）の復元依頼をきっかけに生まれた。国宝と同
等材料の使用が条件となり、所蔵する古いガラスの成分を分析したところ、当
時のものとほぼ同じということが判明。千年前のガラスの復元であること、そし
て伝統の復興に尽力した両親の名前から一文字ずつとり「千の時」と名づけた。
いにしえの時から愛でられた和泉蜻蛉玉を、次の 1000年へ。その記憶は決
して色褪せることはないだろう。

株式会社協和巧芸［門真市］
Kyowakogei Co., LTD.［Kadoma City］

山月工房［堺市］
Sangetsu Koubou［Sakai City］

https://www.kyowakogei.co.jp/
https://www.peppynet.com/shop/item/id/913031

https://izumi-tombodama.com
https://izumi-tombodama.com/about.html
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時越香～ときおいのかおり～
Tokioi no Kaori - incense and its stand -

PRICE：¥3,300

桐の子供椅子 CHOCON / 桐の椅子 CHOICE
CHOCON Paulownia Children’s Chair / CHOICE Paulownia Chair

PRICE：桐の子供椅子 CHOCON ¥44,000　桐の椅子 CHOICE ¥55,000

Traditional crafts replicating a World Heritage site 
with over 1600 years of history.

A multi-purpose chair for continued 
use as you grow.

The Tokioi no Kaori incense stands resemble the keyhole-shaped 

tumuli of the Mozu-Furuichi Kofun Group, a registered UNESCO World 

Heritage Site, and come with incense designed by part-time students 

of the Sakai Technology High School. The incense included with the 

stands was made by kneading ingredients with grape skins from the 

Kawachi Wine winery located near the Furuichi Tumulus Clusters.

CHOCON and CHOICE chairs offer four different ways to sit. The light, 

soft, and warm Paulownia material makes this an instant keepsake. 

Both CHOCON and CHOICE chairs feature exquisite designs with 

beautiful construction using traditional techniques of Osaka Senshu 

Paulownia Wardrobes such as dovetail joints and wooden nails.

16 0 0 年の時を越えて世界遺産の
魅力を伝統工芸で再現。

子どもの成長に合わせたり、
何種類もの使い方ができる椅子。

美しい蜻蛉玉の真ん中に、凛と佇む紫のお香。高さ2cmほどのお香立ては
大阪で初のユネスコ世界文化遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」の
前方後円墳をかたどったもの。そして堺線香、奥野晴明堂の職人から指導
を受けた、府立堺工科高等学校定時制課程の生徒たちが手がけたお香をセッ
トにしたのがこの製品。古墳の色彩のブルーを基調に何本ものガラス棒で持
玉をつくり、古墳の立体感を表現した。見れば見るほどその深みのある色合
いや文様に引き込まれていく。お香には古市古墳群に近い、河内ワインのワ
イナリーから提供されたブドウの皮を練り込んだ。時を越えて息づく世界遺
産の魅力を、地元の伝統工芸が集結して新たなカタチで再現している。

軽くてやわらかい、ぬくもりがあるといった桐の特性を活かしたのが、100年
の歴史を持つ田中家具製作所の桐の椅子だ。大阪泉州桐箪笥の伝統工芸
士とデザイナーとの共同開発で生まれた。子ども用は、子どもの成長に着目。
４通りの座り方ができ、生後 7か月頃の赤ちゃんから大人までが使えるいわ
ば一生もの。大人用は、座り心地や背もたれの角度でリラックスを追求した。
ともに金具などを使わず蟻継ぎや木釘といった伝統的な技法で、精巧に美し
く組み立てられている。店名にある「初音」とは初音の調度品から由来され、
御婚礼家具の始まりと称されている。結婚する子どもに永く愛用できる品を持
たせたい。その想いはこの椅子にも受け継がれている。

山月工房［堺市］
Sangetsu Koubou［Sakai City］

初音の家具 株式会社田中家具製作所［岸和田市］
Hatsune no Kagu — Tanaka Furniture Co., Ltd..［Kishiwada City］

https://izumi-tombodama.com
https://izumi-tombodama.com/products.html

https://www.hatsune-kagu.com/
http://www.inuiyosuke.jp/ja/works/id/83/0/

PICNIC RUG（ピクニックラグ） 
PICNIC RUG

PRICE：¥880～ 2,200

Bring your living room to outdoors.

The PICNIC RUG is a picnic blanket made of recycled paper used for 

wrapping electric wires. Unlike other paper, it is tough and waterproof, 

so it can be used repeatedly. A dry touch due to its uneven surface is 

another characteristics.

アウトドアにリビングを
連れていこう。

古くなったものを、新たな価値を生み出す製品に作り変えるアップサイクルが
人気だ。山陽製紙の「PICNIC RUG」は、古紙をアップサイクルして作られた
レジャーシート。素材は、工業用クレープ紙という電線類の包装用途に使
われる丈夫な再生紙だ。紙としては珍しく、水にも強いので、紙製ながら繰
り返し使える。クレープ紙特有の凹凸によるさらっとした手触りも特徴。 最
近はアウトドアのカタチも多様化。バッグに入れておいて、気に入った場所
でピクニックを始められる手軽さはそんな流れにフィットする。デザイン性に
も優れ、リビングの延長のように感じられるこのラグなら、自分だけのスタイ
ルで自然を満喫することができそうだ。

山陽製紙株式会社［泉南市］
Sanyo Paper Co., Ltd.［Sennan City］

https://www.sanyo-paper.co.jp/
https://www.sanyo-paper.co.jp/crep

i i

i i

彩り障子 ®

Colored shoji paper

PRICE：¥46,200

The Shoji paper that colors the interior and inherit 
traditions.

A colored shoji gives off beauty like stained glass by combining 

Japanese paper of various colors like a puzzle, arranging them, and 

furthermore using Rakusuishi paper together with traditional shoji 

paper. With a resin sheet applied to the back to increase its strength, 

the colored shoji creates a gentle, beautiful atmosphere in various 

settings.

空間を彩る、伝統を繋ぐ建具。

大阪が環濠都市であった面影を残す平野郷や喜連郷は、豊富な歴史資源
が今も伝わる土地。この地で育まれた伝統の木組みの技術を後世に繋ぐため
に開発されたのが「彩り障子 ®」だ。従来の障子紙に落水紙を併用すること
で、ステンドグラスのような美しさを放っている。
障子に、色とりどりの和紙をパズルのように組み合わせ、配置することで生ま
れる美しい光と影の世界は、洋の空間にもよく似合う。裏側に樹脂板を張る
ことで強度を高めており、壁掛けや屏風としてだけでなく、ランプや小物入れ、
店舗のエントランスなど、さまざまなシーンを優しく美しく演出する。

有限会社 種村建具木工所［大阪市］
TANEMURA WOODWORKS LTD［Osaka City］

https://www.tanemoku.com/
https://www.tanemoku.com/irodorishouji/
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光箱 ®（置型・掛型）
Hikaribako Light Boxes （Stationary and Hanging Models）

PRICE：麻の葉 ￥33,000　桜 ￥35,200

ゆらり 1 /ｆ Incense Holder
Yurari 1 /ｆ Incense Holder

PRICE：¥7,700

Warm, modern Japanese lighting products 
adopting both old and new technology.

Calm and relax yourself with the aroma and flicker of 
smoldering incense.
Refresh yourself with the wafting smoke.

Tanemura wooden interior lights embody the traditional Japanese 

craftwork techniques of Kumiko woodworking and Kyo-Karakami 

(hand-carved woodblock print designs) combined with modern 

technology in the form of LED lights. The battery-operated design 

means these light boxes can be installed anywhere. The blend of 

modern technology and traditional techniques handed down through 

the years adds a unique touch while lighting the surrounding area.

The Yurari 1/f Incense Holder derives its name from the term

"1/f noise" observed in nature. Featuring the idea of reuse, mold 

components used in factories are used in part as a material. To allow 

maximum enjoyment of watching the beautiful flickering smoke, the 

spring thickness and pitch are carefully studied to the millimeter, and 

the color is also carefully selected.

伝統技術と L E D がつくりだす
現代の “ 和照明 ” の温もり。

香りと揺らぎでゆらりやすらぐ。
虚空を舞う煙に心洗われる。

釘を使わずに木を組み上げる伝統的な木工技術、組子。そんな組子を現代
の感覚と融合させたのがこの「光箱 ®」だ。「組子細工」と唐から京都に伝
わった紙細工「京からかみ」、そして現代の技術「LED」を合わせた木製の
インテリア照明。デザインは縁起柄とされる麻の葉10色と日本を代表する花、
桜 4色の展開。形は置型と掛型があり、いずれも電池式なので設置場所を
選ばない。来客があれば玄関に、寝る前のひとときを素敵なものにするため
に寝室へと、光を持ち運ぶ感覚で様々なシーンを演出。組子細工の間から
零れた光と影が、壁や天井に美しい模様を映し出し、幻想的に空間を彩る。

たおやかに燻（くゆ）りたつ香り、煙が織りなす美しさは自然が作り出すアート
のようでもある。そんな中にみられる「1/fゆらぎ」をネーミングにしたお香立て。
この美しい煙をつくり出す秘密は、香立てのフォルムにある。実はこれ、工場
で使われている金型の部品の一部。リ・ユースの発想から生まれたものだ。
より美しい煙のゆらぎを実現するために、バネの太さや隙間の広さをミリ単位
で研究した。また、煙を見て楽しむという体験をより印象深いものにするため、
色にもこだわっている。日本のものづくりは、生活を豊かにすることで発展して
きたが、ものが溢れている今だからこそ、このリ・ユースという思想から生ま
れたプロダクトは私たちの胸に響く。

有限会社 種村建具木工所［大阪市］
TANEMURA WOODWORKS LTD［Osaka City］

株式会社 MACHICOCO［東大阪市］
MACHICOCO Co., Ltd.［Higashiosaka City］

https://www.tanemoku.com/
https://www.tanemoku.com/hikaribako/

https://machicoco.co.jp/
https://machicoco.jp/
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imadoco（現在の床の間）シリーズ「okidoco」
imadoco (current tokonoma) series “okidoco”

PRICE：¥176,000～ 217,800

Feeling peace of mind with decoration.
Asking the way a modern tokonoma alcove should be.

The place where this modern tokonoma "Okidoco open shelf" is 

placed takes on the role of a tokonoma alcove. With a focus on 

the "decorative" function of a tokonoma and pursuing a simple and 

minimalist appearance, this open shelf brings out the "decoration" of 

flowers, paintings, crafts, pictures, etc.

「飾る」ことでやすらぎを覚える
現代の床の間のあり方とは。

日本人の美意識の象徴とも言える床の間の意味と価値を見直し、暮らしの中
に季節感や、やすらぎを取り入れるという発想から生まれたのが、「現在（い
まどき）の床の間」すなわち「imadoco」だ。これを置いた場所が、そのま
ま床の間の役目を果たす。日本的な違い棚の構造を取り入れたオープンシェ
ルフ「okidoco」は床の間が持つ「飾る」という機能にフォーカスし、無駄
を削ぎ落したあくまでシンプルな佇まいで花や絵画、工芸、写真などの「飾り」
を引き立てる。また、上部の額は取り外し可能で、好きな絵やファブリックな
どカスタマイズが自在。大切なものを飾り、心なごむ上質な空間をつくってく
れる。

有限会社 種村建具木工所［大阪市］
TANEMURA WOODWORKS LTD［Osaka City］

https://www.tanemoku.com/
https://www.tanemoku.com/imadoco/

マサノヴァアート CN-1
MASSANOVAART CN-1

PRICE：¥1,980

Modern Geppetto breathes life into 
inorganic electronic parts.

This small robot is made of an audio jack for the body and rice scoop-

like electronic parts for the arms and legs. A ball chain is accompanied 

by charm-type products. Each robot has its own unique facial 

expression as it is made by hand. In addition to the robot, there are 

more than 15 characters in the product line-up.

電子部品という無機質なものに
命を吹き込む、現代のゼペット。

ちょこんと鎮座する小さなロボット。よく見れば、そのボディは接続ジャック、
両腕・両足はしゃもじのような電子部品でつくられている。開発・デザイン
したのは枚方市のトーヨー電子製作所。部品は無限にあり、その数だけキャ
ラクターは生み出される。この形にたどり着くまでに多くの技術と時間を費や
した。代表作であるCN-1はオーディオジャックに、1ミリほどの細かな穴を
開け、腕がつけられていて、今にも動き出しそうだ。
チャームタイプの商品には、ボールチェーンが付属。ハンドメイドゆえに表情が
微妙に異なる。最近はロボット以外の種類も増え、15種類以上のキャラクター
が登場している。

トーヨー電子製作所［枚方市］
Toyo Electronic Factory［Hirakata City］

http://www.massanova.com/
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SACUTONE （さくとね）
SACUTONE

PRICE：オープン価格

BOTTLE by BOTANIST
BOTTLE by BOTANIST

PRICE：120ml ¥6,930　250ml ¥8,580　500ml ¥10,890　1000ml ¥13,750

There is nothing to throw away.
Rip and tear off a calendar sheet every month, 
expanding the possibilities of tenugui hand towels.

Free from the conventional concept that plants 
should be grown in a planter.

SACUTONE is a wall calendar featuring the combination of ripping, a 

characteristic of a tenugui hand towel, and the movement of tearing 

off a calendar sheet. It employs Chusen, a traditional dyeing technique 

originating from Osaka. The ripped fabric can be used as a tenugui 

hand towel or a dishcloth.

BOTTLE by BOTANIST is a water plant in a bottle for growing indoors. 

Since an highly airtight and transparent reagent bottle is used, 

the water inside the bottle evaporates, turns into drops of water, 

and is poured onto the plant again. This easy-to-grow water plant 

photosynthesizes under only room light and only needs watering once 

a year.

毎月、さき、めくり、最後まで捨てるものがない
手ぬぐいの可能性を広げる壁掛けカレンダー。

植物はプランターで育てるもの
そんな概念から解放。

手ぬぐいの「さく」という特質と、カレンダーを「めくる」という動作を合わせ
た壁掛けカレンダー。暦が入った方のデザインは、大阪伝統の染め技法「注染」
の特徴である表裏両面の発色の良さを活かしたもの。ストライプ模様は重ね合
わせた時に、チェックのような美しい柄を見せる。そんな注染ならではの遊びも
楽しい。もうひとつのタイプには日付がなく、絵の中にその月を表す数字が隠れ
ている。めくった生地は、そのまま手ぬぐいや布巾として、使い方はいろいろ。
1年が終わり、残ったカレンダーの芯や棒、紐をすべて使うと可愛いハタキに
様変わり。手ぬぐいに違う角度から光をあてることで、昔 の々日本の暮らしや道
具を見直すことにもつながっている。

部屋に緑が欲しいけれど、忙しくて世話ができない。そんな人でも簡単に育て
られたら、植物のある生活を楽しめるはず。そんな想いから生まれたのが、室
内に置いたまま育てる、瓶に入った水草「BOTTLE by BOTANIST」。密閉度が
高く透明性にすぐれた試薬瓶を用い、中に植物を閉じ込めて育成する。ボトル
内の水が蒸発してガラス内面で結露し、水滴となって再び植物に注がれ、室
内の光だけで光合成ができる。この循環により、生命が維持される仕組みだ。
水やりは一年に一度。必要なのは 15～ 30℃に保たれた環境と部屋の照明
だけ。ガラス瓶の中で育まれた小さな生態系。瓶の中の水草はゆっくりゆっく
り育っていく。

株式会社ナカニ［堺市］
NAKANI CO.,LTD.［Sakai City］

https://nijiyura.com/

合同会社 BOTANIST［大阪市］
BOTANIST LLC.［Osaka City］

https://botanist.co.jp/

（FISHERMAN’S）COURT
（FISHERMAN’S）COURT

PRICE：¥11,000～ 195,800

Time passes luxuriously.
Llife with a carpet.

The (FISHERMAN’S) COURT is a rug made by independently 

developed yarn. It is weaved by the wool with high elasticity and good 

texture, imparting a soft, comfortable feel as if providing resistance 

when you walk on it. Modeled on a fisherman's sweater, this rug 

makes use of advanced technology that reproduces the pattern using 

a weaving machine.

贅沢な時間が流れる
カーペットのある暮らし。

「(FISHERMANʼS) COURT」は希少価値の高いイギリス産ウールを用いて、
糸から独自に開発したラグ。高い弾力性や肌触りの良さを持つブリティッシュ
ウールで織られており、歩くとウールが反発するようなふかふかした感覚を
覚える。フィッシャーマンセーターがモチーフで、ニット柄を織り機で再現する
という高度な技術が活かされている。またウールカーペットは本来、重く
硬いが、耐久性のバランスも考慮しながら糸を変えることで軽さや柔らかさの
バランスも追求している。床の暮らしの魅力を高めてくれるカーペット。この 
ラグでカーペットのある暮らしをアップグレードしてみるのもいいかもしれない。

堀田カーペット株式会社［和泉市］
HOTTA CARPET CO., LTD.［Izumi City］

https://hdc.co.jp/
https://hdc.co.jp/court/collection/season/
fishermans-court/
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自分でつくるレザーのお守り袋
Create-your-own leather charm bag

PRICE：¥2,750

Would you like a one-of-a-kind lucky charm
containing your wish as a gift?

It is important to carry a good luck charm with you daily to keep your 

wish and goal in your mind rather than keeping it in a safe place. This 

leather lucky charm pouch deepens in texture as it ages, making it fit 

your clothes and easy to wear. You can freely write a message or the 

like on the attached blank leather tag.

願いを込めたギフトにいかが？
世界に一つのお守り袋。

「ヘリクリサム」はキク科の花の名前。花言葉は「永遠の想い出」。いつまで
も思い出に残るものを創っていきたいという想いをブランド名にしている。
お守りは大切にしまうより、身につけて願い事や目標を日々意識することが大
切。革製のお守り袋は、時が経つほどに風合いを増すヌメ革。洋服にも馴染み、
キーホルダーやバッグチャームとしてカジュアルな感覚で身につけやすい。付
属する無地の革タグに「早く元気になってね」などメッセージを自由に書き込
むことができ、気持ちのこもったギフトとしても最適。お守り袋の柄はメッセー
ジを連想させる飛躍の「馬」や、気持ちの「ハート」などから選ぶことができる。

Helichrysum（ヘリクリサム）［大阪市］
Helichrysum［Osaka City］

https://helichrysum-store.com/
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Sodateru Bath Mat
Sodateru Bath Mat - lifelong bath mat -

PRICE：¥5,500

マルチ焚火台 danran
“danran” Multi-purpose Fire Pit

PRICE：¥18,700

The first thing your feet touch 
should be just as comforting as the bath.

Cool camp gear featuring tough
visuals and a compact design.

Made with 12 layers of absorbent kaya fabric (similar to gauze), the 

Sodateru Bath Mat not only dries quickly but is also highly durable. 

Various factors contribute to the functionality of a bath mat, including 

drying speed and anti-slip design. This mat, however, is notable for 

its feel. 

The multiple layers of unique kaya fabric provide a welcoming, 

pleasant feel.

The danran Fire Pit can be used as a campfire with wood, or as a 

BBQ stove when used with charcoal. As the parts are flat plates, this 

multi-purpose fire pit is compact enough to fit into a special tote bag 

when separated. When put together, the danran’s V shape ensures 

even cooking through radiant heat while also preventing burning.

入浴後、最初に触れるものだからこそ
「素足にやさしい」バスマットを。

タフなビジュアルとコンパクトさを
併せ持つ、キャンプギア。

身も心もほぐれたお風呂あがりに最初に触れるのはバスマット。それなのに速
乾性など機能性重視なものが多く、肌触りに気を遣った製品は少ない。また、
一度濡れたものを洗わずに使用すると菌が繁殖しやすいため、毎日洗うのが
理想だが、厚みがあったり洗濯しづらいものも多い。そんな不満を解消した
のがこのバスマット。水をよく吸収し、乾きが早く、そして丈夫な蚊帳生地を
12枚も重ねた贅沢なつくり。蚊帳生地独特のシャリ感、何重にもなった生
地を踏みしめる感じがなんとも気持ちいい。最初の洗濯で 15％ほど縮むが、
洗うほどやわらかさは増し、極上の肌触りに。素足がよろこぶ心地よさでお
風呂上がりをより快適にしてくれる。

シンプルで優れた収納性にワクワクするデザイン。キャンプで魚を焼きたい、
という社員の発想から生まれた製品のボディにはブランド名の「CAMP873」
が刻まれる。重厚感ある本格派だが、本業の溶接を使わず、あえて工具不要
の組み立て式にしたのには理由がある。本気になるほどに荷物の増えるの
がキャンプ。そこでパーツは 1枚の板状にして専用のトートバックに収納。車
の隙間に入るコンパクトさを追求した。また、炭を入れれば BBQコンロに。
V字型の形状なので輻射熱によって食材が均一に焼けるなど、機能も優れ
ている。この焚火台があるだけで、いつものキャンプが驚くほどカッコよくなる
だろう。

ホトトギス株式会社［八尾市］
Hototogisu Co., Ltd.［Yao City］

株式会社柳田製作所［八尾市］
Yanagidaseisakusho Co., Ltd.［Yao City］

https://hototogisu.official.ec/
https://hototogisu.official.ec/items/24001995

https://www.yanagida-ss.com/
https://camp0873.base.ec/

ミス・ラフレシア
Miss Rafflesia

PRICE：¥26,000

The seats swing from front to back and from side to 
side according to the body's movement. 

The Miss Rafflesia is a stool that supports long hours of working. It 

inclines to seven degrees from front to back and from side to side 

according to the constant movement of the human body, allowing 

users to change their postures and become less tired. Available in 

green, brown, red, ivory and black. The height is adjustable from 420 

to 550 mm.

体の動きに合わせて
座面が前後左右にスイング。

椅子に座っての長時間作業は、体への負担も大きく、生産性を低下させるこ
とも。こうした悩みを解決すべく設計されたスツール。座ると、その心地良い
揺れに驚く。支柱部分には自社開発のサスペンション機能を使用。スツール
自体が、常に動く人体の負荷に合わせて前後左右に7度傾斜する。これに
よりキッチン作業やアイロンがけ、パソコンワークなど、さまざまなシーンで姿
勢を自由に変えられ、作業効率もアップする。花の形をした座面は、骨盤の
形状に合わせてウレタンの量を最適化。座り続けても疲れにくく、体を支えて
くれる。座面カラーはグリーン・ブラウン・赤・アイボリー・黒。ガスシリン
ダーにより高さは 420～ 550mmまで調整可能。

有限会社ルネセイコウ［八尾市］
RUNESEIKOU .CORP［Yao City］

http://www.runeseikou.com/
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段ボール製デスクセット　おべんきょうごっこ
Cardboard desk “Obenkyo-gokko”

PRICE：¥7,370

A cardboard filled with wishes of "Hang in there, 
Tohoku!"

Obenkyo-gokko is a cardboard desk set for children developed after 

the Great East Japan Earthquake. Despite its lightness unique to 

cardboard, this desk set can support a load of 70 kg. Its top surface is 

coated with a film, allowing paint to be wiped off easily.

段ボールの中に東北ガンバレ！の
思いが詰まっている。

2011年 3月11日。東日本大震災の日が、この小さな机とイスのスタート
の日だ。園児の机が足りないという被災地の声を聞き、すぐに段ボール製の
机とイスを開発した。段ボールならではの軽さ。そして70kgの荷重にも耐え
られる丈夫さ。天面はフィルム加工が施され、お絵かきではみだした絵の
具も簡単に拭き取れる。組み立てには接着剤も工具も不要だ。このデスク
セットの他にも仮設住宅で使えるよう、5年の使用に耐えられる丈夫なチェストや、
プライバシーを守るための更衣室も開発した。それが今、商品となって多くの
人の暮らしに役立っている。リサイクル率 95％を誇る段ボールの新たな可能性は
広がるばかりだ。

マツダ紙工業株式会社［東大阪市］
MATSUDA PAPER INDUSTRY［Higashiosaka City］

https://matsuda-siko.com/
https://danrism.com/product/desk_small/
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Business Card Holder 2 Pockets シームレス名刺入れ 2ポケット
Business Card Holder 2 Pockets

PRICE：¥5,060

Sun（サン）バッグ
Sun bag

PRICE：¥17,380～65,780

A simple but rich businesscard holder. The synergy of a iron work and apparel.
The chemistry that brings out different materials.

This two-pocket business card holder holds up to 60 cards in total and 

is made from hybrid leather, a mixture of 70% rubber and 30% leather. 

It has a unique smooth texture and allows users to enjoy the aging of 

material while being used just like full-leathered products. Available 

in one pattern and four colors for gray leather, and two patterns and 

two colors for brown leather. Limited collaboration products are also 

currently available.

With ideas and technologies that only an iron works can provide, this 

bag is made with combination of different materials such as metal, 

leather and synthetic leather. The butterfly series encompasses 

shoulder bags and backpacks whose bodies are made of punching 

metal. The covers are removable and changeable.

シンプルにして饒舌な
名刺入れから見えるもの。

鉄工所×アパレル
異素材を引き立てるケミストリー。

「一生活者のまなざし」を大切にしてデザインされた名刺入れ。本革の裁断
時に出る革屑をリサイクルしたゴム70％・革 30％のハイブリッドレザーを使
用。しっとり、すべすべとした革とゴムの質感を併せ持ち、革のエイジングも
楽しめる。この素材の持つ滑らかな質感を生かすために、フォルムは極めて
シンプル。約 60枚収納できる2ポケットタイプで、商品に入る柄は普遍的
な図形に遊び心を加えてグラフィック化。グレー生地は 1柄×4色、ブラウ
ン生地は 2柄×2色、日本や台湾のデザイナーやイラストレーターとコラボ
した限定商品も展開中。細かい所までつくり込まれているが気軽に使える、
よく働く相棒だ。

「Sun」のバタフライシリーズは、ステンレスのパンチングメタルでボディをつくり、
ショルダー、リュック、クラッチバッグなどを展開。網目状の金属製バッグは、
通気性があり水にも強い。鉄工所ならではの発想と技術力で、溶接作業を 
応用した「接着でも縫製でもない溶着」という技法を編み出し、シャーリング
レザーには塗装を施した。金属と革や合皮、西陣織など異素材との組み合わ
せは、時にエッジの効いたシャープさを持つかと思えば、またある時には上品
なテイストを醸し出す。掛け合わせることで起こる化学反応のように、素材の
組み合わせが驚きと新鮮な魅力を生み出している。バッグは全て、カバー素
材の取り外しや着せ替えが可能。

株式会社三陽鉄工所［大阪市］
SANYO IRON WORKS CO.LTD.［Osaka City］

http://santetu.jp/index.html

小さいふ。
chiisaifu

PRICE：¥7,480～ 14,080

さをり織りくり手BAG Bloomin’（ブルーミン）
SAORI weaving hand BAG “Bloomin'”

PRICE：¥9,900

A unique product created from customers' voices 
and playfulness.

SAORI weaving creates a one-of-a-
kind bag, unique in the world.

Chiisaifu is a small wallet, not only palm size but also featuring 

exceptional storage capacity. With full vegetable tannin leather 

manufactured by Tochigi Leather Co. Ltd. used to the standard colors, 

the wallet ages beautifully and is eco-friendly. It comes in a wide 

variety of types featuring one-of-a-kind designs and collaboration with 

arts and anime.

SAORI weaving is a hand-weaving method originating from Osaka. 

According to this method, the weft is freely woven through the warp 

placed on a loom. Each product is only one in the world, as SAORI 

weaving has no rules regarding threads, colors or even weaving styles, 

and each woven piece reflects the weaver's inner self.

ユニークな製品は、
お客さまの声と遊び心から生まれる。

さをり織が紡ぐ世界にひとつのバッグ。

手のひらサイズの小さな財布「小さいふ。」大きさからは想像できないほどの収
納力を持ち、小銭とお札はもちろん、カードがたくさん入るモデルも。顧客の
声を聴き試行錯誤を重ねながら開発したこの製品は、企画からデザイン、縫
製仕上げまですべて秘密基地と呼ばれる工房で行われている。素材にもこだわ
り、定番カラーには栃木レザー社のフルベジタブルタンニンレザーを使用。化
学薬品を一切使わずに、通常の 10倍もの手間と時間をかけてなめされた革
は素晴らしいエイジングを楽しめるとともに環境にも優しい。カラーやデザイン
も豊富で、アートやアニメなどとのコラボや世界で一つだけのデザインも。お財
布が小さくなればもっと自由になれる。どんなシーンにも連れていけるお財布だ。

さをり織りは 1968年に大阪で生まれた手織りの手法で、織り機にかけられ
た縦糸に横糸を自由奔放に編んでいくもの。糸・色・織り方に至るまでルール
がなく、織り手の感性がそのまま作品に反映されるため、デザインも無限大だ。
武市では地域の障がい者施設から、このさをり織の生地を購入し、OEM専
門メーカーとして培った企画力、技術力を駆使し、手織りの温もりや風合い
を活かしたクオリティの高いものづくりを実現している。バッグから小物まで、
いずれも同じ柄は存在しない一点もので、こうした価値ある製品をつくることで、
施設支援の役割を果たすことを目指している。

クアトロガッツ（株式会社 ガッツ）［茨木市］
QuatroGats［Ibaraki City］

株式会社武市［大阪市］
TAKEICHI CO.,LTD.［Osaka City］

https://quatrogats.com/ http://takeichi.org/

合同会社アルルカンプロダクト［大阪市］
ARLEQUIN PRODUCT LLC［Osaka City］

http://arlequin-product.com/
http://arlequin-product.com/product/
business-card-holder-2-pockets/

i
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Encase（エンケース）
Encase

PRICE：¥44,000

Increasing affection day by day to a
leather wallet as a tool.

The Encase is a simple long wallet designed on the model of an 

envelope. Although slim, the wallet holds up to 30 bills and 6 cards. 

A passport also can be stored in the utility pocket at the very back. It 

is crafted from tanned cowhide using Italian vegetable tannage that 

features rich aging.

日ごとに愛着が増していく、
「道具」としての革財布。

封筒をイメージしたシンプルな形状が印象的な長財布。見た目の美しさだけで
はなく、「所作を美しく見せる」事を大切にしたデザインだ。紙幣を指で押し出
し、1枚ずつスライドさせて取り出す動きはエレガントな動作を演出する。薄型
ながら紙幣が最大30枚、カードが6枚収納可能。最背面のマルチポケットは、
パスポートなど大きなサイズの物も収まる。革はイタリア産植物タンニンなめし
の牛革を使用し、時を重ねると共に増す光沢と風合を楽しむ事ができる。シン
プルで機能的な使い心地と、堅牢な作り。それはいつしか使う人にとって手放
しがたい「愛着を感じる一品」へと成長するだろう。

浪華本染め日傘
Naniwa hand-dyed parasol

PRICE：¥16,500

Let's cooperate to show the Osaka spirit.

This Naniwa hand-dyed parasol is made with traditional Chusen 

dyeing technique originating from Osaka. According to this technique, 

"dote" or embankments made of glue are created like small ponds, 

then dyes are poured to finish the dyeing. The well-thought-out dyes 

achieve ultraviolet protection without processing. With a wide variety 

of colors and patterns, this parasol can be used regularly by all ages.

「一致団結して、大阪の意地を見せようや」

大阪発祥の伝統の技「浪華本染め（注染）」で美しく染め上げた日傘。糊で「土
手」という囲いを作り、染料を上から注いで染め上げる。染料が布の下にま
で抜けるため芯まで染まり、裏表なく柄が鮮やかに染まるのが特徴。2019年
には国の伝統的工芸品の指定も受けている。ほぼ全工程手作業で繊維が潰
れないため、風通しが良く、やわらかな肌触りに仕上がる。木綿生地は泉州、
生地をさらすのは堺の和晒工場、完全手作業となる傘作りは東大阪と、大阪
が持つ伝統の技が 1本の傘に詰めこまれている。染料も工夫し、加工なしで
80%以上の紫外線カットを実現。「若い人に地域の伝統を知ってもらいたい」
との思いから開発された日傘は、年齢に関係なく誰もが愛用できる。

協同組合オリセン［大阪市］
Orisen cooperative［Osaka City］

http://www.osaka-orisen.com/
https://orisen-net.com/products/list?category_id=2

株式会社鶴見屋 MUNEKAWA［大阪市］
Tsurumiya.Co.,Ltd. (MUNEKAWA)［Osaka City］

https://www.munekawa.jp/
https://www.munekawa.jp/
product?colorme_item=71683399
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canon（カノン）
canon

PRICE：¥52,800

An elegant bag that makes a working woman's daily 
life easier and cooler.

Canon is a bag designed with beauty and functionality featuring 

not only an elegant form but also sufficient storage capacity. The 

combination of cowskin and nylon enables weight reduction. The neat 

sewing techniques are performed by skilled craftsmen. Canon is a 

gem that is not affected by trends and is perfect for long-term regular 

use.

働く女性の毎日を便利に
カッコよくする凛としたバッグ。

働く女性は荷物が多い。これらをスマートに収納しつつ、フォルムの美しさも
損ないたくない。そんな悩み多き女性のためにつくられた、機能性と美しさを
兼ね揃えたバッグが、「canon」だ。スマートなフォルムから想像できない収
納力は、外に2つ、内に6つあるポケットのおかげ。乱雑になりがちな内側
にポケットを多くすることでスッキリと整理ができ、外側のポケットもモノを取
り出しやすいよう工夫されている。素材は本物の上質感とエイジングも楽しめ
る牛革とナイロンを組み合わせ、高級感がありながら軽量化にも成功。丁寧
な縫製は大阪の熟練バッグ職人の確かな技術によるもの。流行に左右されな
い名品は大切に使い育てたい。

manri［吹田市］
manri［Suita City］

http://manri.jp/
https://www.manri.shop/items/16684688

ニット 絣（かすり）染め森林和紙ニット
Kasuri dyeing Forest Washi Knit

PRICE：オープン価格

Growing fast by pursuing a unique course of action.
Competitive Senshu knit against overseas products.

Forest Washi Knit is knitted from Shosenshi yarn, which is made in 

the famous textile producing Senshu region from washi paper. The 

products knitted with this colorful yarn have many wonderful features, 

such as visual appeal, a pleasant texture, breathability and a light 

weight feel.

独自路線で急成長。
泉州ニットは海外製品に負けへんで～。

繊維製品の名産地として知られる泉州地域で成長を続けるアイソトープ。高
品質かつ低価格な製品づくりをモットーとする同社の看板製品のひとつが、
和紙を原料とした抄繊糸（しょうせんし）で紡ぐ「森林和紙ニット」だ。
心地よい肌触り、通気性、軽さがこの製品の魅力。また、無地が多い海外
製品に対抗するため、日本の伝統染色方法である「絣（かすり）染め」を
取り入れている。カラフルなニットは目にも楽しく、海外の展示会でも好評
を博したという。もともとコストが高いことが難点の抄繊糸だったが、原料
の開発に携わる企業と、それぞれ独占契約を結ぶことで、低価格を実現。「品
質と低価格」への強いこだわりが看板製品を生み出した。

株式会社アイソトープ［泉大津市］
ISOTOPE CO.,LTD［Izumiotsu City］

http://www.isotopegroup.com/
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高機能 3Dソックス FOOTMAX ®（3D SOX）
FOOTMAX® (3DSOX)

PRICE：¥1,650～ 3,080

Devoted to socks manufacture for 90 years.
What the company produces is behind-the-scenes 
support under your feet.

FOOTMAX (3DSOX) are developed to improve athletes' performance. 

They are designed by capturing the foot shape from all angles, and 

the weave is well thought out according to muscular movement 

and functionality during exercise. FOOTMAX (3DSOX) offers a wide 

selection of socks for running, cycling and other activities.

靴下一筋 9 0 年。
開発したのは、「足の下の力持ち」

靴には左右の別があるのにどうして靴下にはないのか、そんな疑問に目を向
けて開発されたのが、このスポーツソックス。アスリートのパフォーマンスを
向上させるために、運動時の筋肉の動きや機能性に合わせた編み構造を研
究。例えば、接地面には摩擦抵抗のある繊維を編み込むことで、シューズを
グリップする力を向上させた。また、土踏まずにかかる衝撃はアーチサポート
が緩和し、足のバネ機能を維持。これ以外にもさまざまな特許技術が詰め込
まれている。「足の機能や形状を考えながら設計するうちに自然と左右のある
靴下になった」という。誰も気づかなかったことに目を向ける。専門メーカー
の探究心が止むことはない。

コーマ株式会社［松原市］
COOMA CO., LTD.［Matsubara City］

http://www.cooma.co.jp/
https://www.footmax.jp/

FOOTMAX® Life Fit ウォーキング 3D SOX 5本指
FOOTMAX® Life Fit Walking 3D SOX 5-Finger Socks

PRICE：¥1,980

Condensing the best technologies into your socks.
Your steps will be light, like floating.

These five-finger walking socks achieve the best foot comfort fitted 

with the foot shape. Changing materials and elasticity according to the 

parts enables reduced movement inside the shoe. In addition, making 

the ankle angle close to a V-shape allows a smooth landing from the 

heel.

靴下のなかに技術の粋を凝縮。
その一歩を軽やかに。

多くのスポーツで実績を持つコーマの 3D SOXをベースにした5本指ウォー
キングソックス。サイズも細かく設定し、様々な足の形状にフィットする最高
の履き心地を実現。基本となる素材には、通常の綿糸より柔らかく紡いだ無
撚糸を使用し、肌触りが優しくゆったりとした履き心地。一方、歩行時に負
荷がかかりやすい部位には特殊なグリップ性の高い糸を使用。伸縮度合いや
素材を部位によって細かく変えることで、シューズ内での滑りを緩和して地面
をとらえやすくしている。また足首の角度をⅤ字形に近づけることで、かかと
からの着地をスムーズにしたほか、足首まわりの生地のズレやたるみによる不
快感を軽減。履けばきっと、普段の生活をより快適にしてくれる。

i i
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コーマ株式会社［松原市］
COOMA CO.,LTD.［Matsubara City］

http://www.cooma.co.jp/
https://www.footmax.jp/?pid=153875501i

堺和晒 優柔「纏」ドビー織 作務衣タイプ
Sakai Wazarashi yu-ju “Matoi”
Dobby weavel Samue – traditional Japanese clothing

PRICE：¥13,200

Wear softness; slowly, carefully and fluffily.

This samue clothing is made of Wazarashi cloth, one of traditional 

products of Sakai. The traditional technique such as slow weaving 

handed down since the Edo Period maximizes the natural texture of 

cotton, achieving absolutely soft comfort required for clothing worn at 

home.

ゆっくり、じっくり、ふんわり、柔らかさをまとう。

和晒（わざらし）とは、織りあがった木綿から不純物を取り除く製法と、それ
により仕上がった木綿生地のこと。約 300年前に発祥した和晒業は堺の伝
統産業として発展し、現在も和晒の 90％以上が堺で生産されている。国内で
唯一和晒から染色、縫製まで一貫生産する角野晒染の「堺和晒 優柔「纏」（ま
とい）」は、そんな和晒を作務衣に仕立て、今一度身近な存在へと引き寄せる。
生地はシャトル織機でゆっくりと丁寧に織り上げられるため糸に負担がかからず、
凹凸のある柔らかい風合いに。江戸時代から続く製法が、木綿本来の風合い
を最大限に引き出し、肌に直接触れるホームウエアに求められる、とことんやさ
しい着心地を実現する。

角野晒染株式会社［堺市］
KADONO SARASHISOME inc［Sakai City］

http://kadono-sarashi.jp/
http://yu-ju.jp/matoi.html

LIETO My Favorite Apron ギャルソンショート
LIETO My Favorite Apron ̶ Garçon Short

PRICE：¥3,850　※別売専用ポケットあり

User-customizable apron—Perfect for 
work or play.

This apron is the product of Kitatsugi, a prominent name in the sewing 

business for more than 60 years. Kitatsugi is particularly careful about 

its choice of material, opting for fabric that is less likely to wrinkle when 

washed. With a focus on creating products that are “Easy to wear, 

easy to move, and easy to use,” each design embodies an easy-to-fit 

shape and form, making the aprons easy to put on and take off, and 

easy to store.

カスタマイズできるから
仕事や趣味の相棒になるエプロン。

毎日使うエプロン。体にフィットし、機能性に富んだものなら作業効率も上げ
てくれるはず。この製品は「着やすく、動きやすく、使いやすい」がコンセプト。
パーツ数を一般的なエプロンに比べて3倍近くに増やし、立体設計・裁断
することで体に添いやすい形状に。フィット感が抜群で、お尻まで隠れるので
防寒性も高く、サイドにスリットをもうけることで動作もストレスフリーに。素
材は洗濯してもシワになりにくい生地を厳選。そして使いやすさの要となるの
が多彩なポケット。ベースとなる5つのポケットに加え、用途やシーンに応じ
て全 7種類の別売ポケットを追加できる。自分用にカスタマイズできるエプロ
ンだから、仕事が、暮らしが楽しくなる。

北次株式会社／布もの工房［門真市］
Kitatsugi Co., Ltd.［Kadoma City］

https://www.nunomonokobo.co.jp/
https://item.rakuten.co.jp/mishinkobo/10000222/
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FOOTMAX® Life Fit ラク～にはけるソックス
FOOTMAX® Life Fit ̶ Comfortable Easy-On Socks

PRICE：¥1,650

Easy-on design for one-handed wearability 
without bending down.

These unique socks include a soft, pliant cuff that opens naturally even 

when placed on the floor, enabling one-handed wearability. The stress-

free universal design allows the socks to be worn simply by pulling on 

the upper part of the heel with just one hand, making them ideal for 

the elderly, pregnant women, and those with artificial joints.

かがまずに片手ではけてフィットする。

履き口が柔らかく伸び、床に置いても自然に開き、片手で履けるソックス。か
かと上部に、コシのある「指かけ」をつけ、ここを使うと片手で着脱ができる。
また、大きくかかとを編み上げることで、しっかりフィットして脱げにくい。表糸
は綿 100％で編み生地の伸縮性を出し、デザインにもなっている甲部分の V
字は、つま先が窮屈に感じないのに心地よいフィット感を生み出す。一足に驚
くほどの技術が詰め込まれており、前かがみの姿勢や足の上げ下げがしづらい
人でも、すっと足入れしやすい。高齢者や妊婦、人工関節を使用している人な
ど、すべての人がストレスフリーにリラックスして履けるこのソックスは、まさにユ
ニバーサルな一足だ。

コーマ株式会社［松原市］
COOMA CO.,LTD.［Matsubara City］

http://www.cooma.co.jp/
https://www.footmax.jp/?pid=152419916

EIJI（エイジ）
EIJI

PRICE：¥11,000

つつした
TUTUSHITA

PRICE：¥1,100～ 4,400

Made entirely in Osaka, from spinning to sewing.
Showing the underlying strength of the city where the 
whole process is completed.

Straight-shaped socks, created from
an opposite perspective.

Eiji's t-shirts use Suvin cotton, known as the king of cottons, and 

Ultimate Pima, an extremely valuable organic cotton. This is the 

highest grade t-shirt with a focus on fiber thinness and weaving 

patterns to bring lightness, comfort, sturdiness.

TUTUSHITA are straight socks without a heel, which perfectly fit your 

foot whatever the size. The idea of using different materials for the 

outer and inner thread achieves superb wear comfort. The fitting of the 

cuff is adjusted using threads, providing no discomfort to its wearers.

紡績から縫製まで M A D E  I N  O S A K A

糸へんの街の底力。
逆転の発想から生まれた
まっすぐなカタチ。

EIJ I は「人生で最高の一枚を」がコンセプトの Tシャツ専門ブランド。素材
には最上級の優しさと肌触りを実現するため、綿の王様と言われる「スビン
系超長綿」をオーガニック栽培した、極めて価値の高い「アルティメイトピ
マ綿」を使用。軽さと着心地を良くするため高級シャツに使われる細い 80
番手に糸を撚り、美しい光沢感と丈夫さを出すため40ゲージという目のつまっ
た編み方で生地にした。繊維の細さがもたらすのは極めて少ない肌摩擦。そ
して40ゲージで編むことが、この上ない着心地につながる。背中で縫製す
ることで、縫い目や洗濯表示タグが肌に触れないように配慮。軽くしっとり肌
になじむ感触は、何年着ても飽きることはない。

一人ひとりの足に合わせてつくったような履き心地を目指したら、こんなまっすぐ
な形になった…。「つつした」は表糸と裏糸を変えるという発想の転換で、極
上のフィット感と履き心地を実現した靴下。足を優しく包み込むために、厳選
した天然素材を肌に触れる裏糸に用い、伸縮性や耐久性が必要な表糸には、
織り上げるのに高度な技術が必要とされるフィラメントツインヤーンを使用した。
その結果、どんなサイズでもジャストフィットする、かかとのないまっすぐな形に。
履き口にもゴムを使用せず糸で締め具合を調整しているので、締めすぎずゆる
すぎず、ゴムの跡もつきにくい。足の形に沿った理想のフィット感を実現してくれ
る。

樋口メリヤス工業株式会社［枚方市］
Higuchi Knitting Company Inc［Hirakata City］

http://www.higuchiknit.jp/
https://higuchiorder.jp/
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三恵メリヤス株式会社［大阪市］
Sankei Meriyasu Co., Ltd.［Osaka City］

https://eiji-o.jp/
https://eiji-o.shop-pro.jp/i i

Oo［ワオ］ 首の肌着
Oo[wa-oh] neck undergarment

PRICE：¥1,980

With the feel of a snood
A hand towel that blends into your home atmosphere.

This snood-shaped neck undergarment is made of Wazarashi cloth 

mainly used for hand towels. The company's utterly unique dyeing 

technique in Japan makes it reversible with different colors on either 

side. It can be used as a fashion item as well as a functional clothing.

スヌード感覚で暮らしにとけ込む
手ぬぐい。

手ぬぐいや布おむつに使われる和晒を、くるりと輪っかに。吸水性が高く、赤ちゃ
んの肌にも優しい和晒は、デリケートな首を守るのにもぴったりな素材。「Oo[ワ
オ ] 首の肌着」は、これを表裏ちがう色に染め分ける日本で唯一の染色技術
によって、両面の色が異なるリバーシブルな手ぬぐいに仕上げ、両端を縫った
もの。強く主張しないのに存在感があり、スヌードのようにまとうだけで首元に
ニュアンスを与えてくれる。これまで、柄は可愛くても使い方がわからず、手ぬ
ぐいを買うことを躊躇していた人も、これならファッションとして手軽に取り入れ
られるはずだ。こうして日常に溶け込むなかで、「ワオ」は手ぬぐいや和晒の魅
力を現代に引き継ぐことに成功している。

竹野染工株式会社［堺市］
Takeno Senko Co., Ltd.［Sakai City］

http://www.takenosenko.jp/
http://www.takenosenko.jp/oo/
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Regetta Canoe（リゲッタカヌー）（ビッグフットスリーストラップデザイン）
Regetta Canoe (Big foot 3 strap design)

PRICE：¥7,678

BISYODO ファンデーションブラシ
BISYODO foundation brush

PRICE：¥12,100

Stroll around town with shoes that act like a canoe 
gliding over the surface of water.

Perfect feeling, carefully created by
superb craftsmanship fully using the finest materials.

These RegettaCanoe sandals feature a large sole with many functions 

that allow you to walk comfortably. The insole was newly developed 

to distribute the burden exerted on the foot. These sandals, highly 

popular in Japan, are also available overseas, mainly in Asia such as 

UAE, Thailand, Singapore, and Malaysia.

This ultra-premium BISYODO foundation brush is developed by using 

top-grade materials and excellent techniques. The bristles have a 

volume 1.5 times richer than that of conventional ones, and adopts a 

brush making technology called Europe Dress, which is utterly unique 

in Japan. The supreme texture is achieved by not cutting the tip of the 

bristles at all.

水面を漕ぎ進む
船のように、街を闊歩する靴。

極上素材を贅沢に卓越した職人技で
一本一本仕上げた最高の使い心地。

一度目にしたら忘れない個性的なルックス。そこには快適な歩行のための多く
の機能が隠されている。かかとから着地し足裏全体で支え、足指で蹴り上げ
る円を描くようなローリング歩行を引き出す構造。加えて、衝撃吸収性、足の
支持機能も高めた。その結果、生まれたのがこのソール。木型から底型を丹
念に削り起こし、インソールには、土踏まずとの隙間を埋めて足裏にかかる負
担を分散させ、ブレずに着地できる「グミインソール」を開発。ドイツの靴か
ら学んだ足学をもとに、イタリアなどの先鋭的なデザイン性を融合させ、そこに
日本古来の履き物・下駄の技術が加えられている。海外にも店舗展開し各地
で大人気。大阪・生野で生まれた「カヌー」は世界を漕ぎ進んでいる。

国内唯一の原毛輸入加工会社が、技術とノウハウの全てを注ぎ込んで開発し
た神ブラシ。先先代より受け継ぐ、素材を選別する目利き力で厳選した、山羊
毛の中でも最高品質の細光峰を、通常のパウダーブラシの約 1.5倍使用。ヨー
ロッパドレスという日本で唯一の製法に自社独自の手法を加えた、他社には真
似できない原毛本来の美質を導き出す精毛技術で、穂先は毛先を一切カット
せずに天然毛本来の肌触りを活かし、1本 1本手作りしている。これが究極
の肌触りを実現。軸はアフリカンローズウッド。使用後もパウダーや指紋が残
らないようにクリアコーティングを施し、口金は真鍮に24金メッキ加工で高級
感を出すなど、細部にわたって拘り抜いた逸品だ。

リゲッタ ドライビングローファー
Re:getA Driving Loafers

PRICE：メンズ ¥7,678　レディース ¥6,578

アンサーソープ
ANSWERSOAP

PRICE：¥1,980

Easy to wear and comfortable with support for 
natural movement to keep you going forward.

Rinse men's problems away and
wear a gentle fragrance.

Taking advantage of a clog design, Re:getA Driving Loafers are 

designed to be easy to wear and easy to walk. The unique outsole 

helps wearers to adopt the ideal way to walk—a “rolling” walk—and 

the three-dimensional insole fits snugly against the sole of the feet, 

which reduces burden.

ANSWERSOAP is an answer to three things that men struggle with: 

smell, oily skin, and aging. Made from carefully selected natural 

materials and produced painstakingly on a low heat without adding 

excessive one, this soap ensures excellent, skin-friendly comfort by 

maximizing nature's bounties.

男性の悩みを洗い流し、
優しい香りを身にまとう。

「下駄（GETA）をもう一度（Re:）」。その名前のとおり、下駄のよさを生かしつつ、
硬いアスファルトを歩く現代の用途に合うよう、人間工学に基づいた技術革新
を行い、快適な履き心地を追求。かかとで着地し、つま先で蹴り出すローリング
歩行を引き出すアウトソールの構造。足裏に吸いつくような立体的な「ルーペイン
ソール」を用いることで、足裏全体で体重を支えることが可能に。アッパーには防
水性と本革の約3倍の通気性を併せ持つ生地「エアフィ®」を使用。また底裏に4
本のラインを入れることで高い屈曲性も備えた。脱ぎ履きしやすい構造で、かか
とを踏んでもOK、コーディネートしやすいデザイン。履けばきっと、もっと歩きたく
なる。

加齢臭や乾燥、日焼けのダメージ、皮脂分泌の多い男性の肌こそ、スキンケア
が必要。「ANSWER SOAP」はニオイ、オイリー肌、加齢肌という男性の 3つ
の悩みに応える石鹸。原料は自然素材を厳選し、コールドプロセス製法で 40
日間熟成。余分な熱を加えずに低温でじっくりつくるため、自然の恵みを最大
限に生かした、肌に優しい極上の使い心地を約束。石鹸とそれを包むパッケー
ジは、願いを叶える絵馬をモチーフにした五角形。レイヤーやマーブルの美しい
模様の石鹸は、使用してもこの模様を保つため、バスルームに置いてもおしゃれ
な存在感を放つ。

株式会社リゲッタ［大阪市］
Re:getA Ltd.［Osaka City］

株式会社大阪エース［摂津市］
Osaka Ace Co., Ltd.［Settsu City］

https://www.regeta.co.jp/
https://osakaace.com/
https://cocoon-soap.com/

すっと履けて、足もと快適。
着地後、次の一歩が自然に出る、もっと歩きたくなるカタチ。

株式会社リゲッタ［大阪市］
Re:getA Ltd.［Osaka City］

https://www.regeta.co.jp/
http://regettacanoe.com/i

株式会社ウエダ美粧堂［八尾市］
UYEDA BISYODO CO., LTD.［Yao City］

https://www.cosme-bisyodo.com/
https://www.cosme-bisyodo.com/product/
bisyodo_l/b_fd_01.html

i

i
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学習型 IoTアルコールチェッカー TISPY² （ティスピー ツー）

TISPY² Self-learning and IoT Alcohol Checker

PRICE：¥16,500

Ensure a good relationship with alcohol 
 so you can take time to enjoy the night.

The TISPY² is a learning-type smart gadget that gives helpful advice 

by checking the alcohol content of your breath. The device can be set 

to one of four languages, including English, Chinese, and Korean in 

addition to Japanese, and also works with a companion smartphone 

app. Enjoy alcohol and stay on the safe side of “tipsy” with the TISPY².

ゆっくり語らい、味わう喜びを。
お酒とのよいつきあいをサポートするガジェット。

お酒と上手につき合い、楽しく健康な毎日を送るために持っていたいのがこの
製品。飲酒時の呼気に含まれるアルコール濃度に応じて、賢くアドバイスをく
れる学習型のアルコールチェッカーだ。呼気から体内のアルコール濃度を測定
するが、よくあるアルコールチェッカーと異なるのが、蓄積されたデータを学習
するところ。使うほどに学習するので「今日はペースが速いよ」など、パーソナ
ライズされたアドバイスが表示される。スマートフォンの専用アプリとも連携可能。
また、日本語だけでなく英・中・韓の 4ヶ国語に対応。「Tipsy（ほろよい）」
をもじって「TISPY」。これがあれば仲間との会話も弾み、安心してほろよい気
分で飲み会を楽しめそうだ。

株式会社スタッフ［門真市］
STUFF Co., Ltd.［Kadoma City］

https://www.rd-stuff.com/
https://www.rd-stuff.com/tispy2/
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音波振動式歯周ケアロールブラシ クルンソニック
“Kurun Sonic” rotary sonic vibration periodontal massage 
brush

PRICE：¥2,200

A revolution in dental care!
The paradigm shift from “scrubbing out” to “bristle 
absorption”.

This revolutionary toothbrush is created by adding sound wave 

vibration to a brand new concept of a toothbrush that catches plaque 

by absorbing it into the bristles of the brush. This new Kurun Sonic 

rotary sonic vibration periodontal massage brush has a spinning brush 

head with 0.076 mm extra-fine bristles, allowing them to access 

the inner sides and roots, as well as the interdental spaces and 

periodontal pockets of hard-to-reach teeth, thereby fully and effectively 

cleaning all the grime off your teeth.

歯磨き革命！「かき出してとる」から
「毛先に付着させてからめとる」へ。

歯の上を転がすだけで歯の汚れを除去する、不思議なカタチの歯ブラシ。ク
ルンは毛に吸着させて歯垢を取り除くという新発想を打ち出し、そこに音波
振動をプラスすることで、より簡単に磨ける歯ブラシを誕生させた。0.076mm
の超極細毛が届きにくい歯の内側や根元、歯周ポケットに入り込んで、汚れ
をキレイにからめとる。今までの歯ブラシがほうきで掃いていたのに対して、
こちらは掃除機をかける感覚。歯と歯茎を包み込むようにマッサージすること
で歯周病予防にも。ヘッド交換の目安は約 3ヶ月と経済的な上、電池式で
充電の必要もなし。小さな子どもから高齢者、介護が必要な人まで、すべて
の人のオーラルケアをまかせられる一本だ。

クルン株式会社［大阪市］
Kurun Co., Ltd.［Osaka City］

https://kurun.co.jp/
https://kurun.co.jp/about.php

ナピュアミラー プロモデル折立ミラー
Napure mirror – pro model folding mirror

PRICE：¥880～ 4,400

Expanding the possibilities of mirrors.

Napure Mirror is made with a patented technology that reflects 

Japanese skin color more naturally and beautifully by resolving dull 

and yellowish colors. The product remain very popular amongst 

professionals in the field such as cosmetics.

鏡の新たな可能性を広げる。

大阪平野区の鏡製造は古い歴史を持つ地場産業。その伝統の積み重ねから
生まれた革新的な商品が「ナピュアミラー」（製造 : 有限会社 M&Gキタデ）だ。
くすみや黄ばみを解消し、日本人の肌の色をよりナチュラルに美しく再現するこ
とにこだわった。これを使用した「プロモデル折立ミラー」は、コスメ業界をは
じめとしたプロから根強い支持を得ている。また、デザインや価格以外では差
別化が難しかった鏡というアイテムに、プロ仕様という機能面での付加価値を
付け、それを分かりやすく説明し個性として打ち出すなど、新しいアプローチで
展開している。

堀内鏡工業株式会社［大阪市］
HORIUCHI MIRROR INDUSTRY CO., LTD.［Osaka City］

http://www.cr-horiuchi.co.jp/
http://www.cr-horiuchi.co.jp/n_promodel.html

NATURALCOSMO みだれ髪トリートメントシャンプー
NATURALCOSMO Midaregami Treatment Shampoo

PRICE：¥4,180

In pursuit of what is really needed for 
hair, finally finding 25 types of herbs.

NATURALCOSMO's Midaregami Treatment Shampoo is mixed with 25 

types of natural ingredients for hair protection. By producing foam and 

washing your hair with a light massage, and then packing for about 

three minutes, you can achieve smooth and silky hair. This shampoo 

is also popular among professionals in the field of beauty and health 

care.

髪に本当に必要なものを追求し
たどり着いた 2 5 種類のハーブ。

このシャンプーは、石油系界面活性剤、合成保存料、合成香料、着色料を
使用せず、しかもノンシリコン。25種類の天然トリートメント成分が頭皮と髪
を健康な状態に導いてくれる。中でも特徴的なのは、白亜紀ミネラルとAFAブ
ルーグリーンアルジー。これらの成分を含んだシャンプーをワンプッシュ、泡を
立ててから軽くマッサージをするように洗い、約 3分間パックすることで成分が
頭皮と髪全体を包み込み、コンディショナー無しでも毛先までなめらかでサラサ
ラな手触りに。数多くの天然トリートメント成分が含まれるから、様 な々悩みに
対応。美と健康のプロフェッショナルから口コミで広がったその実力は一度使え
ば多くの人が体感できるはずだ。

株式会社三上［堺市］
Co.,Ltd. Mikami［Sakai City］

https://ncosmo.kenko-mikami.com/
https://www.organiccosmo.co.jp/



41 42

NATURALCOSMOトリートメントスタイリングシリーズ
NATURALCOSMO Treatment & Styling Series

PRICE：トリートメントバームワックス ¥3,850
トリートメントシロップジェル（ソフトスタイリング・ハードスタイリング） ¥5,500
トリートメントふわくしゅミネラルミストスタイリング ¥4,950

ラピス ワンタフトブラシ レプトン
Lapis One-Tuft Brush Lepton

PRICE：オープン価格

Turn your fixation into a style choice: 
Organic but flexible.

Soft, gentle brush tip for superior 
cleaning.

Based on AFA Blue Green Algae—first bacteria appearing some 2.7 

billion years ago—and minerals traced back to the Cretaceous Period, 

these are completely organic styling products that incorporate Agave 

syrup, Japanese salt, and various other ingredients to create the 

desired effect.

The tapered tip of the Lapis One-Tuft Brush Lepton is designed to 

reach the periodontal pockets while remaining gentle on the gums. 

Utilizing technology developed in the production of makeup brushes, 

made by using vibrations to adjust the hairs, and heat to keep the 

brushes in place. This easy-to-use brush is made with a completely 

new manufacturing method compared with Lapis’ classic products.

オーガニックなのに、髪、思いのまま、
コンプレックスを魅力に変える。

筆のようにやさしく、
汚れをきれいに落とす。

オーガニック系のスタイリング剤は髪にやさしいが、セット力の弱さが難点。
そんな常識をくつがえしたのがこの製品。頭皮と髪の両方の保湿とトリートメ
ントをしながら、キープ力も抜群だ。
髪の悩みやなりたい仕上がり別に、さまざまな天然素材が調合されている。
「バームワックス」「シロップジェル（ソフト・ハード）」「ミネラルミスト」の
4種類を展開。ストレートからウェーブ、人気のふわくしゅヘアも思いのまま。
いずれの製品もトリートメント効果が高く、洗い流すとサラサラで滑らかな髪
を実現してくれる。多くの人が抱える髪にまつわるコンプレックスを自然の恵
みで、魅力に変えてくれるスグレモノだ。

健康寿命を延ばすためには「口の中」の健康管理が不可欠。この「ワンタフ
トブラシ レプトン」は、歯ぐきにやさしく、歯周ポケットまで届く毛先が特徴だ。
1本 1本先が細くなっている毛を使用し、化粧筆を製造する技術を応用して、
振動させることで毛先を山型に整えている。ふつうの歯ブラシは、ナイロン毛
を留める小さな金属が穴のなかに入っているが、熱溶着によってこれが不要
に。結果、毛と柄の結合部分が薄くなり、口の奥までスムーズに入る。柄の
角度にも工夫をこらし、どの角度からも無理なく磨きたい所に毛先を当てるこ
とができる。子どもも高齢者も使いやすいこの「ワンタフトブラシ レプトン」は、
どこまでもやさしさを追求している。

株式会社三上［堺市］
Co.,Ltd. Mikami［Sakai City］

ラピス株式会社［八尾市］
Lapis Co., Ltd.［Yao City］

http://www.lapis21.com/
http://www.lapis21.com/lineup/onetuftbrush/index.html

ラピス ワンタフトブラシ
Lapis One-Tuft Brush

PRICE：オープン価格

A5システム手帳とレザーリフィル
A5 leather string wrap organizer and leather refills

PRICE：手帳のみ ￥14,300　フルセット（手帳＋リフィル） ￥28,930
※リフィル単品もあり

Jointly developed with dentists focusing on
clearing between teeth only.

Featuring a tip with a pointed cluster of bristles, the Lapis One-Tuft 

Brush boasts a precise shape and angle. The small size of the head 

allows users to brush between teeth and reach rear teeth that cannot 

easily be reached with regular toothbrushes. The Lapis One-Tuft Brush 

is also perfect for follow-up brushing with children.

This leather strapped design features a Japanese detail that KAKURA 

corporation values. This organizer is simply made from a single sheet 

of leather, and refills can be customized according to your needs. 

In order to reduce weight, it is completed by hand sewing without 

applying a lining to take advantage of the high-quality leather texture. 

Available in A5, bible, and mini 6 sizes.

「歯間を磨く」それだけを追求し
歯科医師と共同開発した一本。

ともに時を重ねる自分だけのスタンダード。
愛着を感じて永く使いたくなる手帳。

磨き残しを減らしたい人向けに、いち早く歯間磨きに着目したロングセラー商
品。「ワンタフトブラシ」とは毛束が 1つの歯ブラシで、歯の隙間に届きやす
い形状になったもの。開発時、歯科医師と徹底的に話し合ったというブラシ
部分。先端が尖った小さなヘッドは、乳歯や歯が重なってしまった部位など、
ふつうの歯ブラシでは磨きにくい場所にもピタッと届く。子どもの仕上げ磨き
にもおすすめ。通常の歯ブラシの毛束 1つ分の穴径は 1.7ミリであるのに対
し、毛束を1つだけにするとコシがなくなるので 4ミリに。毛の本数も多く高
密度になるため汚れを落としやすい。使用した翌朝の口の中のすっきり感。そ
れこそ汚れがきれいにとれている証拠だ。

革紐で巻く仕様は KAKURAが大切にしている和のディテール。本体はエコ
基準をクリアした上質な一枚革を丁寧な手縫いでシンプルに仕上げている。
この包み込むデザインにより大きな収納力を実現。自分好みにカスタマイズで
きるリフィルにも牛革を使用することで、ポケットが破れるといった問題を解
消。縫い直しのメンテナンス対応もあり、長く使うことができる。軽量化を図り、
革の持つ風合いを活かすために、あえて裏張りをせず、ふ糊を施し毛羽立ち
を抑えたその表情からも天然素材が実感できる。レード目入り無地のボンド
ペーパーは高品質で滲みが少なく書き心地が良い。A5、バイブル、mini6
穴でのサイズ展開。

株式会社 KAKURA［高槻市］
KAKURA Corporation［Takatsuki City］

http://www.kakura.in/
https://www.kakura-shop.com/fs/netshop/c/
pocketbookcover

i

ラピス株式会社［八尾市］
Lapis Co., Ltd.［Yao City］

http://www.lapis21.com/
http://www.lapis21.com/lineup/onetuftbrush/
index.html
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https://ncosmo.kenko-mikami.com/
https://www.organiccosmo.co.jp/

Keeping the passage of time with your own standard. 
An organizer that you want to use for many years with 
affection.
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YURIKAGO（ユリカゴ）
Yurikago

PRICE：¥2,800

ハンドルブックカバー らうらうじ -second hose-
Handle book cover raurauji– second hose – 

PRICE：¥2,200

No need to search. Looks beautiful.
The new way of charging a smartphone.

Bringing waste materials back to life.

The YURIKAGO smartphone keeper solves the problem of storing 

smartphones. To use this smartphone keeper, you only need to attach 

it to a wall with a accompanying hook. An enamel-like coating is 

applied to the surface of the body and a cushion is used on the inside. 

Available in three nostalgic colors.

Fire hoses to be disposed of as industrial waste are brought back 

to life as recycled resources, converted into products such as bags 

and accessories. Using disposed hoses made of polyester colored 

at the phase of the raw material, this Raurauji second hose series 

is less likely to lose color and features excellent durability and water 

resistance.

もう探さない、そして美しい。
スマホの新しい「充電のしかた」。

廃棄物に再び命を吹き込む。

スマホを使いたいときに見つからない。また充電ケーブルがデスク周りで
煩雑になる・・・そんな収納問題を美しく解決してくれるのがスマートフォン 
キーパー「YURIKAGO」だ。ボディのアルミの表面には、ふっくらなめらかに 
特別な塗装が施され、ホーローのような素朴な質感に。内側にはクッションを
入れ、大切なスマホが傷つかないようになっている。使い方はいたってシンプル。
「YURIKAGO」を付属のフックで壁面に取りつけ、スマホを収納＆充電する。
たったこれだけで、日常のストレスから解放される。レトロなカラー（3色展開）や、
ゆるやかに曲線を描くデザインまで美しく、壁にかけても温もりを感じさせる。

メーカーとして「地球環境のために、自分たちにできること」を模索する中で出
会ったのが、わずかな傷でも規格外として廃棄される消防用ホース。産業廃棄
物を再生資源として、バッグや小物などに蘇らせたのが、「らうらうじ -second 
hose-」シリーズだ。
長年、鞄・文具製品のOEM生産で蓄積してきた技術で、職人が丁寧に仕
上げている。ホース本来の 12色をそのまま活かしたカラフルな製品は、素材
に原料段階から着色したポリエステルが使用されているため、色褪せしにくく、
耐久性や耐水性も非常に優れた、機能的なアイテムばかりだ。

ゲンクリエイティブ［大阪市］
GEN CREATIVE.［Osaka City］

サンワード株式会社［大阪市］
sunward ltd.［Osaka City］

http://www.gen-creative.com/
https://muro-style.com/yurikago.html

https://www.sunward-beban.co.jp/
https://joybu-st.b-smile.jp/user_data/horse.php

フレームレス・ライティングボード METAPHYS safro
Frameless Writing Board safro

PRICE：ホワイトボード 600×450 ￥14,080・900×600 ￥20,680・1200×900 ￥29,480
カラーボード 900×600 ￥23,650　※脚部は別売

スレンディ＋（プラス）
SLENDY + (plus)

PRICE：¥550

A frameless writing board with a sense of interior to 
various offices. 

Superb performance even on tiny letters in a small
notebook.

This frameless whiteboard is created in pursuit of simplicity. Its 

strength is maintained without a frame by bending an iron plate into a 

box shape. Determining the position of the markers always keeps the 

whiteboard well-ordered.

Slendy Plus eraser is produced by SEED, the manufacturer of the 

world's first plastic eraser. With a focus on putting it between pages 

of a notebook, Slendy Plus of just 2 mm thick features a hardness 

that makes it unbendable and erasability that easily allows small 

corrections. Slendy Plus, a square-shaped, easy-to-hold and slim 

eraser.

多様化するオフィスに、
インテリア感覚のフレームレスボードを。

細かく書き込む手帳でも
パフォーマンスを発揮。

シンプルさを追求し、たどり着いたのはフレームをなくした最小限のカタチ。
横から差し込まれたカラフルなマーカーは付箋のようだ。さくら精機が、デザ
イナーの村田智明さんと共同開発したホワイトボードはこれまでの事務用品の
概念を覆すデザイン。従来の構造を見直し、鉄板を箱の形に曲げ加工する
ことで枠を使わずに強度を確保した。マーカーの位置を決めることで、常に
整然とした姿を保つ。カラーはホワイト、ブラック、モスグリーン、テラコッタ
レッドの 4色。フレームレスなので連結して使え、裏面に穴が開けられている
ので壁掛けも可能。

青いケースの「Radar（レーダー）消しゴム」でおなじみ、世界で初めてプラスチッ
ク消しゴムを開発したシードが、消しゴム =白くて四角い塊という固定観念を
打ち破った製品を開発した。「スレンディ＋」は、手帳にはさめる細長く薄い
消しゴム。小さな文字はもちろん図面やイラストなど、細かい部分をきれいに
消すことができる。開発の際には 2mmの薄さでもたわまない硬さ、そして消
えやすさを追及するために材料も見直した。さらに、使用時に折れないようホ
ルダーの安定感も追及。手に自然となじむ、持ちやすい角型スリムスタイルは
見た目もスマート。小さな力でも、濃い鉛筆の文字をスッキリ消すことができる。
スリムでタフな頼れるヤツだ。

さくら精機株式会社［八尾市］
Sakura Seiki Co., Ltd.［Yao City］

株式会社シード［大阪市］
SEED CO., LTD.［Osaka City］

http://www.sakura-seiki.co.jp/
https://fwb-safro.com/

http://www.seedr.co.jp/
http://www.seedr.co.jp/premium/premium2.html
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OMOSHIROI BLOCK
OMOSHIROI BLOCK

PRICE：¥2,178～ ¥13,200

A memo pad in which memories and
time are described as scalptures.

OMOSHIROI BLOCK memo pads feature beautiful buildings 

and scenes such as the World Heritage Sites, Osaka Castle and 

streets, crafted with high-quality and finely-laser-cut paper. The 

level of precision included in each design is made possible by 

TRIAD’s characteristics as a design company which is also good 

at manufacturing including architectural models . It has expanded 

potential of the papercraft with the love for archtecture and excellent 

technology.

想い出と時間を
カタチに刻むメモパッド。

はじめは四角いブロックメモ。1枚 1枚メモを切り離していくにつれ、世界遺
産や国宝などの建造物、街並みや情景など精密な造形物が現れ、使い終えて
も精巧なペーパーアートとして飾れるブロックメモ。Memory（記憶）×Moment
（時）×彫刻（刻む）＝Memo彫（メモ帳）をコンセプトに、日本の美しい
魅力や感動体験など、想い出と時間を心に刻んでもらいたいという願いを込め
ている。この製品は企画・開発から生産・パッケージデザイン・販促ツールま
で一貫してトライアードが内製。日 の々暮らしの中でメモを使うことで、まるで旅
をしているような、素敵な記憶が蘇る特別な時間を楽しみたい。

株式会社トライアード［大阪市］
TRIAD Inc.［Osaka City］

https://www.triad-japan.com/
https://www.triad-japan.com/ja/omoshiroi_block
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HULSCOPE ／ ハルスコープ
HULSCOPE

PRICE：¥1,430

Discover the macro world with a lens that broadens 
your imagination.

The HULSCOPE is a mobile macro lens designed by a precision lens 

manufacturer to capture a view of the macro world in collaboration 

with Osaka University's Photonics Center. Available in five colors in 

compact postage-stamp size.

想像力が広がるレンズをプラス
マクロの世界を手に入れよう。

精密レンズメーカーが大阪大学フォトニクスセンターと共同企画したこの製品
は、マクロの世界を堪能できるモバイルマクロレンズ。使い方は簡単。スマー
トフォンのレンズに合わせて貼るだけ。接着面には特殊ゲルシートを採用し、
何度でも装着できる。また、同様の製品では画像の中央以外では直線が歪
んでしまうが、「ハルスコープ」は自社の高性能な非球面レンズを使って、歪
みを防ぐ。コンパクトな切手サイズでカラーは 5色。これがあれば、散歩途
中に立ち寄った公園や家の庭など、なにげない日常を、発見の連続に変えて
くれる。

ジュラロン工業株式会社［交野市］
JURARON INDUSTRIES INC.［Katano City］

http://juraron.co.jp/

すだれブックカバー
Rattan blind book cover

PRICE：¥2,750

A book cover providing more joy of holding a book
with a blend of Japanese tradition and modernity.

This rattan blind book cover is made utilizing the technique of Osaka 

Kongo Blinds, a traditional craft. Featuring domestically produced 

wooden blinds, this book cover provides the excellent texture 

characteristic of natural materials and a perfect hand feel. It is lined 

with cloth and bordered with artificial leather, allowing it to prevent 

shape loss. Adjustable according to the thickness of a book.

日本の伝統を現代と和えて
本を持つ喜びが増すブックカバー。

伝統的工芸品「大阪金剛簾」の技術を活かしたブックカバー。現代の生活
に寄り添うアイテムとして、芸術大学の学生と開発した。木製の国産すだれ
を使用しており、自然素材の持つ風合い、そして手触りも格別。デザインは、
黒と白は材料の状態で染め、すだれ生地には模様編みが施されている。布で
内張りし、合皮で縁取ることで型崩れを防止。本の厚さにあわせて調整もで
きる。昔、部屋の仕切りとして使われたすだれは、今は室内の目隠しとして
使われることも多い。そして本の表紙を隠すブックカバーも、日本独自の文
化の一つ。すだれとブックカバー。この組み合わせは、日本人の奥ゆかしい
美意識をも表現している。

杉多製簾株式会社［富田林市］
Sugita Seiren Co., Ltd. ［Tondabayashi City］

http://sugitaseiren.co.jp/

FLASH 関西回路線図 iPhoneケース
FLASH Kansai circuit diagram iPhone Case

PRICE：¥14,300～ 15,400

Both the train routes and the electronic circuits are 
beautiful. A circuit board is a perfectly calculated art.

This smartphone case represents the beauty of a circuit board 

arranged in an orderly manner, which usually cannot be seen from the 

outside. About 200 electronic parts are implemented, and a train route 

map is depicted elaborately on the real board. The mechanism to light 

LEDs using an electric wave generated by an iPhone is patented.

路線も回路も美しい。
基板とは完璧に計算された芸術である。

ふだん目に触れることのない、整然と配置された基板の美しさを表現したス
マートフォンケース。基板 CADでデザインした本物の基板に、電車の路線
が金色に光り、駅には LEDや IC、抵抗器のチップなど、約 200個もの電
子部品を実装。関西の鉄道路線が精巧に描写されている。さらにガジェット
好きの心をくすぐる仕掛けは、iPhone自身が発する電波を使って赤く光る LED
（特許取得済）。また、アイデアやデザインがすぐれているだけではなく、本
体の仕上げは超クリアな樹脂で封止されており、表面に傷がつきにくくソフト
な手触り。精密な基板の中に芸術性を表現した、自社技術をふんだんに詰
め込んだ逸品だ。

株式会社電子技販［吹田市］
DENSHI GIHAN Co., Ltd.［Suita City］

http://www.denshi-gihan.co.jp/
https://pcbartmoeco.jp/



47 48

つなぐ鉛筆削り「TSUNAGO」
A Pencil sharpener connects ideas together TSUNAGO

PRICE：¥1,980

nocilis（ノシリス）
nocilis

PRICE：¥1,100

The spirit of Mottainai
connects pencils and joins hearts.

A palm-sized educational toy converts
children's curiosity into motivation. 

TSUNAGO is a pencil sharpener designed with a new concept that 

joins a shortened pencil with another one. A mortise is bored into the 

butt end of one pencil, and a tenon is added at the tip end of another. 

Finally they are joined together. This gem brings the Mottainai spirit, 

which the Japanese continue to possess, into tangible form.

The Nocilis is a new educational toy which is neither a block nor a 

puzzle. The toy changes shape when it is turned inside out or pressed, 

thus nurturing the child's imagination. Made of safe Japanese silicone, 

it is safe for children to even lick or bite, and eliminates concerns 

about impact sound or injury.

鉛筆をつなぐ、想いをつなぐ、
もったいない精神。

子どもの好奇心を意欲に変える
手のひらサイズの知育玩具。

短くなってしまった鉛筆は、これまでは捨てるしかなかった。しかしこの
「TSUNAGO」は「短くなった鉛筆を継ぎ足して使う」というまったく新しい発
想で作られている。1本の鉛筆の先端を凸型、もう1本の後端を凹型に削り
合体させ、短い2本の鉛筆を1本につなぐというもの。クラウドファンディング
で開発費を調達したこともあり、販売前から話題に。多くの人の心に響いたの
は、日本人が昔から持ち続けている「もったいない」という気持ちだ。「想い
がつまった鉛筆をつなげることで、想いもつなげたい」そんなコンセプトで開発
が始まった「TSUNAGO」には、“Made in OSAKA, JAPAN.” の文字が、誇ら
しげに刻まれている。

ブロックでもパズルでもない新感覚の触覚を刺激する知育玩具「ノシリス」。
工業デザインの開発を得意とするデザイン事務所が、衝撃音やけがの心配を
せず自由に遊べる玩具を創れないか？ と思い立ち開発した。「ノシリス」の素
材は、医療機器にも使われる安全性の高い日本製シリコン。なめたり噛んだ
りしても安心だ。そして最大の特徴は、ひっくり返したりおさえたりすると形
が変わること。形を変えることで想像力が育まれ、創りたいという意欲も生ま
れる。また形を変化させながら声を出して物語を創り、伝えることで、親子
で驚きや達成感を共有できる。子どもの創造性を発見するきっかけにもなりそ
うだ。

株式会社中島重久堂［松原市］
Nakajima Jukyudo Co., Ltd.［Matsubara City］

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所［守口市］
I.C.I Design Institute Inc.［Moriguchi City］

http://www.njk-brand.co.jp/
https://www.ici-design.co.jp/
http://www.nocilis.jp/nocilis/

紙切包丁
Kamikiri-Hocho Sakai Letter Openers

PRICE：標準仕様 ￥33,000　 黒染仕上 ￥46,475　墨流し ￥53,625

Real sharpness that graces a desktop.
Forged in Sakai with a modern design.

This paper knife is made by certified traditional artisans of Sakai 

Forged Knife, a traditional craftwork, using the same process as 

a Japanese kitchen knife. It also features the artisanship of Osaka 

Naniwa Tin-ware and Osaka Cabinetwork, both of which are Osaka's 

traditional craftworks. The knife is made-to-order, allowing users to 

choose the shape and finish.

卓上を飾る、本物の切れ味
堺で鍛えた、モダンデザイン。

伝統的工芸品「堺打刃物」をつくる森本刃物製作所が、デザイナーと共同
開発した紙切包丁（ペーパーナイフ）。堺打刃物の伝統工芸士が和包丁と同
じ工程で仕上げ、わずか 75mmの刃の中に、鍛冶や研ぎといった堺刃物
の技術が凝縮されている。さらに大阪浪華錫器と大阪唐木指物の職人と
のコラボが実現。堺打刃物×錫×紫檀の柄という、大阪の 3つの伝統工芸
を組み合わせた贅沢な製品が誕生した。セットのアクリル台に飾ると、卓
上で堺打刃物の最高級の切れ味と、完成された美しさを楽しむことができる。
美しい模様が出るよう鍛錬し、研ぎ上げた匠の技を身近に感じて、その切れ味
をぜひ堪能して欲しい。

森本刃物製作所［堺市］
Morimoto Cutlery Manufactory. ［Sakai City］

http://www.morimotohamono.com/
http://www.morimotohamono.com/ja/paperknife/

3D立体ペーパーパズル
3D Solid Paper Puzzle

PRICE：¥660～ 3,080

Bringing paper to life. Pushing the envelope of 3D 
expression while making use of the warmth of paper.

This delicate and realistic form looks as if it were about to start moving. 

The unique laser cutting technique enables the 3D paper puzzle to 

be reproduced precisely, making it hard to believe that it is made of 

paper. This 3D solid paper puzzle brings you the joy of assembling on 

your own, and has a charm that attracts people of all ages. Over 1,000 

items are currently available.

紙に命を吹き込め。紙の温もりを活かしながら、
立体表現の限界に挑戦。

今にも動き出しそうな、繊細でリアルなフォルム。紙製品とは思えないほど精密
に再現された立体ペーパーパズル。これらを生み出すのが、独自のレーザーカッ
ト技術。自然界のさまざまな生き物をテーマに、マニア心をくすぐるデザインと
リアル感は、世代を超えて夢中にさせる魅力がある。そして造型もさることなが
ら、この製品には自分で組み立てる楽しさもある。ハガキサイズの特殊厚紙に
おさまったパーツを抜き取り、順番に組み立てていくと、新たな生命が宿った
ように生き物たちの形が蘇る。現在アイテム数は約 1,000超。最近では、博
物館の監修を受けたものも増えてきた。「紙での表現に挑み続ける」という作
り手の思いが込められている。

株式会社ウラノ［大阪市］
URANO Co., Ltd.［Osaka City］

http://www.urano.co.jp/
http://www.ecoland.ne.jp/
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天使のころもBaby
Tenshi no Koromo – Baby

PRICE：短肌着 ￥3,850　コンビ肌着 ￥4,400

Becoming softer with every wash. 
Bringing shape to care for sensitive skin.

Parents can dress their baby in this underwear from the day of birth. 

Featuring a significant reduction in chemicals and dyes used for 

bleaching, it achieves softness and water absorption. With its superb 

softness and texture, it gently covers a baby's sensitive skin.

洗うほど柔らかく。
デリケートな肌への思いやりをかたちに。

赤ちゃんの肌はデリケートでバリア機能も弱い。そんな赤ちゃんに安心して着せ
られる肌着が、武田晒工場が作った「天使のころも」だ。晒とは繊維の持つ
天然の色素を抜き去り、白色にする工程のこと。ほぼ手作業で全工程に48
時間もかかるが、その分生地にストレスがかかりにくく、柔軟性が増す。また、
繊維もつぶさないので、汗を素早く吸い取り、快適な着心地を実現。さらに、
通常は生地を白くするために多くの薬品を用いるが、その使用量を大幅に削減し
た。漂白剤や染料を極力使わないことで、製造過程でも環境に配慮している。
生まれたその日から着せられる極上の柔らかさと肌触りで、敏感な赤ちゃんの
肌をふんわりと包んでくれる。

株式会社武田晒工場［堺市］
TAKEDASARASHIKOJO INC.［Sakai City］

http://takeda-sarashi.jp/
http://www.tenshi-no-koromo.jp/

3D立体ペーパーパズル DXシリーズMOVE
DX Series MOVE 3D paper puzzles

PRICE：¥1,760～ 4,180

Bringing paper to life with elaborate 
and dynamic realistic designs.

Urano’s DX Series MOVE includes realistic paper puzzles in the shape 

of creatures such as dinosaurs and sharks assembled from a single 

piece of paper. Despite the all-paper design, each 3D creation does 

move just as if it were truly alive.

生きているような躍動感と精巧さ。
紙に命を吹き込む。

どの角度から見ても隙なし。卓越した技術によってつくられた生物が、まるで生
きているかのように命の鼓動を伝える。平面シートから立体的に組み立てるパ
ズルだが、「生き物をよりリアルに表現するためには “動き”が必要」という思
いから開発をスタート。実際の生き物の関節や骨格の動きを研究。それらを
忠実に再現し、生き物らしさを追求した。また、動く仕様にするためにジョイン
ト部分をつくったことで、ピース数も格段に増えた。使用する紙の質感や組み
立てやすさにもこだわっている。パーツの数に驚き、それを組み立てるワクワク
感。できあがったときの達成感と高い完成度。「お客様の想像をどこまで超え
ていけるか。そこを追求したい」

株式会社ウラノ［大阪市］
URANO Co., Ltd.［Osaka City］

http://www.urano.co.jp/
http://www.ecoland.ne.jp/

3D立体ペーパー　切絵シリーズ
3D Paper KIRIE Series

PRICE：¥1,320～ 2,530

Creating new culture with paper and technology-The 
pride for the perfect task of the printing company.

These paper crafts depict various scenic Japanese locations and 

traditional styles in three dimensions. Each picture is divided into 

three or four layers to make a 3D visual with exquisite care paid to the 

spacing for added depth.

紙と加工技術で新しい文化を生みだす。
それが印刷業の矜持。

日本のさまざまな景勝地、伝統的な風情が立体的に表現された、組み立て式
の切り絵。繊細に描かれたアートイラストは、画像処理技術で陰影にメリハリ
を付け、細やかなディテールを表現。さらに印刷技術を活かし、ビジュアルを
立体的に見せるために1枚の絵を3～4層に分割。その絶妙な間隔調整によっ
て、絵に深みをもたらしている。甲冑から紅葉や桜、和の名画など、精巧にレー
ザーカットされたパーツを順番に差し込んでいけば、遠近感のある一枚の切り
絵ができあがる。小さな切り絵の中に、印刷の難しさや素晴らしさなど、作り
手の思いが凝縮されている。デジタル化が進む中で、アナログなぬくもりが感
じられる製品だ。

株式会社ウラノ［大阪市］
URANO Co., Ltd.［Osaka City］

http://www.urano.co.jp/
http://www.ecoland.ne.jp/
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まがるハブラシ
Bendable toothbrush

PRICE：¥605

Ensuring safety and reassurance with a bendable 
toothbrush.
Children will come to enjoy brushing.

This toothbrush succeeds in preventing children from stabbing 

themselves in the throat by changing the product's design, materials 

and structure. As the Brush neck bends when pressed with a force 

of over 200 grams, this toothbrush achieves a balance between the 

preventing an accident and allowing appropriate hand pressure for 

brushing.

グニャリと曲がって安心・安全。
歯磨きも好きになる。

子どもの歯ブラシによる喉突き事故を製品のデザインや素材、構造を変える
ことで未然に防げないか。そんな悩みに応えるべく誕生した歯ブラシ。ネー
ミングそのままに、歯ブラシのネックやボディが曲がる構造により事故を防ぐ。
ボディには、しなやかで強いエラストマー素材を使用。すべりにくく握りやす
い形状になっている。また、200g以上の力が加わるとネックが曲がるため、
誰が使用しても適切な力加減で磨くことができる。「歯磨きが痛い」という 
乳幼児の歯磨き嫌いも解消してくれそうだ。さらに、ブラシ部分と柄の強度
に工夫をこらしたことで、曲がりやすいが奥歯の裏までしっかり磨けるように 
なっている。子どもたちがこの歯ブラシで歯磨きを好きになってくれたら、
と願いたい。

合資会社三和歯ブラシ工業所 /株式会社DHL［八尾市］
SANWA TOOTH BRUSH INDUSTRIAL PARTNERSHIP / DHL Corporation［Yao City］

http://www.sanwa-tb.jp/
http://www.d-h-l.co.jp/
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DOMIGO
DOMIGO

PRICE：¥5,200

Developing children's sensitivity with a 
simple toy made of natural materials.

DOMIGO is a new type of toy building block. Five blocks, connected 

with threads, stand up in an instant when you pull both ends of the 

blocks. No preservatives, adhesives, or painting are used on the 

beechwood. Children can play domino toppling easily and enjoy 

these building blocks as an educational toy that helps them with fine 

motor skills.

自然素材のナチュラルな玩具が
柔らかい子どもの感性を育む。

テレビゲーム以外のものでも遊んでほしい、子どもに驚くような不思議な体験
をさせてあげたい、そんな親の思いに応えたのが、引っ張ると一瞬で立ち上
がる不思議な積み木「DOMIGO」。5つの積み木が糸でつながっていて、両
サイドの木を左右に引っ張ると「ビョ～ン」と立ち上がる、新感覚の玩具だ。
対象年齢は 3歳以上だが、シンプルな構造ゆえ自分でオリジナルの遊び方
を考えることもでき、永く楽しめそう。また、指先を使うことから知育玩具と
しても。使用しているブナ材は防腐剤を使っていないほか、安心安全な厳選
素材を使用しているため、子どもにも安心して与えられる。made in Osaka
のオンリーワン商品だ。

株式会社ノチダ［八尾市］
nochida Co., Ltd.［Yao City］

http://www.nochida.co.jp/
http://www.nochida.co.jp/nochida/i

抱っこひも収納カバー「ルカコ」
Hug seat storage cover “Lucacoh”

PRICE：¥660～ 6,912

Productization of a parents' wish proposed by a
company of a good work environment.

This baby carrier storage cover is very easy to use. Simply fold up 

the shoulder straps, roll up the body of the baby carrier, put it in the 

cover, and close it with a snap. You can carry it over your shoulder 

or on your waist like a bag, or can hang it on a buggy.

ママ・パパの想いを商品化し、
働きやすい環境から発信。

抱っこひもに対して多くのママやパパたちが感じるのが、「便利だけど、かさ
ばる」ということ。使っていない時には、だらーんと抱っこひもが腰からぶら
さがってしまう。そんな悩みを解決してくれるのが、抱っこひも収納カバー「ル
カコ」。使い方は肩ひもを折りたたんで本体を丸め込み、セットしておいた収
納カバーに入れ込んで、スナップを留めるだけ。肩やウエストでバッグのよう
に持ち運べ、ベビーカーにも引っ掛けられる。柄のバリエーションも150種
類を超え、選べる楽しさもある。さらに企画からデザイン、生地の染色まで、
日本製にこだわっている。今や子育てママ・パパのお出かけ必需品。働きや
すい職場を自ら目指すルカコだからこそできた製品だ。

株式会社ルカコ［豊中市］
Lucacoh Co., Ltd.［Toyonaka City］

https://lucacoh.com/
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