
　山中は、大聖寺川、鶴仙渓、新緑紅葉白雪

に映えるこおろぎ橋を背景にした北陸の温泉地

で、天平年間より約四百年漆工芸技術の伝承

を誇る漆器産地です。

　瑾齋はこの地で、明治三十五年より三代にわ

たり、生活を豊かにする工芸品の企画立案と制

作販売に努力しています。

　貴重な天然材料を生かし、心を込めて創り上

げた瑾齋の作品をご愛用ください。

有限会社　瑾　齋
〒922-0111　石川県加賀市山中温泉塚谷町イ207-1

TEL：0761-78-3131　FAX：0761-78-5287
home : http://www.j-kinsai.com

※税込価格は消費税率の変更により、変動
　する場合がありますので、ご注意ください。

Kinsai
Creative Lacquerware

特色とスミの 2C

No.3

き　  ん さ　  い

創作漆器

H 案



301-2　お好み椀 栗ハツリ
¥6,000（+税） φ13.0X8.3　1個　漆

301-3　飯椀 栗ハツリ
¥4,200（+税） φ12.0X6.5　1個　漆

301-4　飯椀 栗ハツリ（大）
¥5,500（+税） φ13.5X6.5　1個　漆

301-5　大椀 栗ハツリ
¥10,000（+税） φ14.5X10.5　1個　漆

301-6　4.2　茶托 栗ハツリ　¥13,500（+税） φ12.5X3.0　5枚　漆

301-7　4.5　茶托 栗ハツリ　¥14,000（+税） φ13.5X3.0　5枚　漆

301-8　5.0　茶托 栗ハツリ　¥15,000（+税） φ14.8X3.0　5枚　漆

301-9　5.3　茶托 栗ハツリ　¥20,000（+税） φ16.5X3.0　5枚　漆
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302-1　汁椀 ミズメハツリ筋
¥4,800（+税） φ12.0X7.0　1個　漆

302-2　飯椀 ミズメハツリ筋
¥6,000（+税） φ13.5X6.0　1個　漆

302-3　大椀 ミズメハツリ筋
¥10,000（+税） φ14.5X10.5　1個　漆

302-4　汁椀 ハツリ筋 根来塗
¥5,000（+税） φ11.0X6.8　1個　漆

302-5　汁椀 ハツリ筋 曙塗
¥5,000（+税） φ11.0X6.8　1個　漆

302-6　大椀 ハツリ筋 根来塗
¥12,000（+税） φ14.5X10.5　1個　漆

302-7　大椀 ハツリ筋 曙塗
¥12,000（+税） φ14.5X10.5　1個　漆

ハツリ筋 【Hatsuri Suji】

手彫りの荒 し々い肌合いをロクロの筋で表現しました。

ミズメ材の椀は拭漆で仕上げます。

良質の拭漆仕上げの椀は手入れも簡単で長く使えます。

また楓材の椀は漆塗で根来塗と曙塗に仕上げます。

上塗漆を塗った後、下の漆が見えるように研ぎ出します。

研ぎ出した後は荒 し々い表情の筋が漆の持つ暖かさを持って

現れてきます。

301-1　汁椀 栗ハツリ
¥4,200（＋税） φ12.0X7.0　1個　漆

栗ハツリ【Kuri Hatsuri】

栗材を乾燥せずに生の状態で挽いて拭漆で仕上げます。

使い込む間に自然と乾燥し楕円に形を変えていき、一つ一つが

異なった表情の器になります。いわば木が自分だけの形を造りあげて

いくと言えます。茶托は土物の陶器とは出色の相性です。

栗材は乾燥すると軽く硬い木地になるので、長く愛着を持って使えます。

※

※ 生漆を塗る、拭き取るという工程を何回も繰返して
　 仕上げる木目の美しさを生かす技法。



303-1　汁椀 縁布 根来塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

303-2　汁椀 縁布 曙塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

303-3　どんぶり椀 縁布 根来塗
¥12,000（+税） φ16.0X9.0　1個　漆

303-4　どんぶり椀 縁布 曙塗
¥12,000（+税） φ16.0X9.0　1個　漆

303-5　汁椀 縁布 根来内曙塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

303-6　汁椀 縁布 曙内根来塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

304-5　茶托 荒挽筋入 根来塗
¥10,000（+税） φ13.5X2.4　5枚　漆

304-6　銘々皿 荒挽筋入 根来塗
¥12,000（+税） φ15.0X2.4　5枚　漆

304-3　卓上膳 布目 根来塗
¥8,000（+税） 32.0X42.0X0.6　1個　漆

304-4　卓上膳 布目 曙塗
¥8,000（+税） 32.0X42.0X0.6　1個　漆

304-1　お好み椀 縁布 根来内曙塗
¥6,000（+税） φ12.0X7.0　1個　漆

304-2　お好み椀 縁布 曙内根来塗
¥6,000（+税） φ12.0X7.0　1個　漆

3 Creative Lacquerware 4Creative Lacquerware

布目研ぎ出し【Nunome Togidashi】

縁に布で補強し下地を施した椀は割れが入り難く、堅牢な漆器になります。

上塗漆を塗った後、下の漆が見えるように研ぎ出して

布目を浮き立たせています。

根来塗は朱塗漆の下から黒漆が見え、曙塗は黒漆の下から朱漆が

見える仕上げです。

傷も目立ちにくい普段使い用の器に仕上がっています。

荒挽根来塗 【Arabiki Negoro Nuri】

荒挽（あらびき）はロクロで木地に仕上げる前の段階の材料です。

荒挽には仕上げた木地にはない素朴な質感と圧倒的な存在感があります。

その表情を生かしてロクロで木地を仕上げ、荒挽の持つ風合いを再現しました。

根来塗で仕上げた器は繊細な表情の漆器とは異なった荒 し々く趣のある器に

仕上がっています。



305-3　どんぶり椀 あきない
¥12,000（+税） φ16.0X9.0　1個　漆

305-1　8.0　浅鉢 荒挽 根来塗
¥6,000（+税） φ24.0X4.0　1個　漆

305-2　8.0　盛鉢 荒挽 根来塗
¥8,000（+税） φ24.0X7.5　1個　漆

305-4　汁椀 あきない 朱塗（小）
¥4,200（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

305-5　汁椀 あきない 黒塗（小）
¥4,200（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

305-6　汁椀 あきない 朱塗（大）
¥5,500（+税） φ12.0X9.0　1個　漆

305-7　汁椀 あきない 黒塗（大）
¥5,500（+税） φ12.0X9.0　1個　漆

306-5　楽椀 線彫
¥8,000（+税） φ12.0X9.0　1個　漆

306-3　楽椀 荒筋
¥8,000（+税） φ12.0X9.0　1個　漆

306-4　楽椀 亀甲
¥8,000（+税） φ12.0X9.0　1個　漆

306-1　楽椀 千筋
¥8,000（+税） φ12.0X9.0　1個　漆

306-2　楽椀 平筋
¥8,000（+税） φ12.0X9.0　1個　漆
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あきない椀 【Akinai Wan】

気楽に使え、飽きずに長く使っていただきたいという

思いから名づけた普段使い用の椀です。

栃材をロクロで挽き上げ、刷毛目を残した下地を施し漆塗で

仕上げています。特に口径の大きく高価などんぶり椀は長く

使えるように下地の段階で漆を浸み込ませて縁の部分を

強化してあります。

楽 椀 【Raku Wan】

普通の椀より背が高い材料を使い仕上げた、食卓の中で映える、多様に

使えるお好み椀です。

ミズメ材を使用し高台の部分に山中漆器の代表的な筋と彫で加飾を施した

5種類の椀です。

筋と彫によって、それぞれが表情の異なる椀に仕上がっています。

漆で表現できる限界の艶消し黒漆と溜塗の高台が特徴的です。



307-3　4.8　茶托 ハツリ菊彫
¥15,000（+税） φ14.0X2.2　5枚　漆

307-2　5.0　茶托 楢材
¥14,000（+税） φ15.0X2.6　5枚　漆

307-1　4.5　茶托 楓材
¥12,000（+税） φ13.5X2.6　5枚　漆

308-1　樫 small bowl (小）ナチュラル
¥3,800（+税） φ7.5X6.0　1個　ウレタン

308-2　樫 small bowl (中）ナチュラル
¥4,000（+税） φ9.0X6.5　1個　ウレタン

308-3　樫 small bowl (大）ナチュラル
¥4,400（+税） φ10.8X7.0　1個　ウレタン

307-4　4.5　茶托 ミズメハツリ筋
¥16,000（+税） φ13.5X2.4　5枚　漆

307-5　5.3　茶托 ハツリ線彫
¥18,000（+税） φ16.0X2.4　5枚　漆

307-6　茶筒 栗材 ハツリ（小）
¥10,000（+税） φ7.5X8.5　1個　漆

308-6　飯椀 波紋筋 銀朱内黒塗
¥5,000（+税） φ11.5X6.5　1個　漆

308-7　飯椀 波紋筋 溜内黒塗
¥5,000（+税） φ11.5X6.5　1個　漆

308-4　汁椀 波紋筋 銀朱内黒塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

308-5　汁椀 波紋筋 溜内黒塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆
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希少材 【Kisho Zai】

307-7　茶筒 栗材 ハツリ（大）
¥12,000（+税） φ7.5X12.0　1個　漆

307-8　茶筒 桑材（小）
¥16,000（+税） φ7.5X8.5　1個　漆

307-9　茶筒 桑材(大）
¥20,000（+税） φ7.5X12.0　1個　漆

波紋椀 【Hamon Wan】

水の上に広がる波紋のようなロクロ筋が特徴の椀です。

軽い栃材を使って挽き上げ仕上げた小ぶりの飯椀と汁椀は、手の小さな人にも

持ちやすく、波紋のような筋が手に良く馴染みます。

本物の漆がもつ深みと柔らかさが感じられる艶消しの朱漆と溜漆で

塗り上げています。

桑や樫は材料として量が少なく、あまり漆器に使われません。

山中漆器の特徴である変形が少なく割れにくい縦木を使い、

山中漆器のロクロ技術で仕上げます。器には樹それぞれが

持つ特徴的な美しい杢目が現れます。楢材の茶托は芯から

放射線状に出る模様が美しく、樫材は白と黒のコントラストが

印象的です。

※

※ 木の芯を避けて輪切りにしたものから木取りした材料。



309-5　大椀 錆目立 洗朱塗
¥10,000（+税） φ14.0X10.5　1個　漆

309-1　汁椀 錆目立 洗朱塗(小)
¥4,500（+税） φ9.5X6.0　1個　漆

309-2　汁椀 錆目立 洗朱塗（大）
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

309-3　汁椀 錆目立 溜塗(小)
¥4,500（+税） φ9.5X6.0　1個　漆

309-4　汁椀 錆目立 溜塗（大）
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

309-6　大椀 錆目立 溜塗
¥10,000（+税） φ14.0X10.5　1個　漆

309-7　汁椀 古色根来塗
¥4,500（+税） φ11.5X6.3　1個　漆

309-8　汁椀 古色曙塗
¥4,500（+税） φ11.5X6.3　1個　漆

310-5　多用椀 暁塗 黒溜縁朱塗
¥11,000（+税） φ14.5X9.0　1個　漆

310-6　多用椀 暁塗 朱溜縁黒塗
¥11,000（+税） φ14.5X9.0　1個　漆

310-3　汁椀 暁塗 黒溜縁朱塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

310-4　汁椀 暁塗 朱溜縁黒塗
¥5,000（+税） φ11.5X7.0　1個　漆

310-1　お好み椀 古色根来塗
¥5,500（+税） φ12.0X6.3　1個　漆

310-2　お好み椀 古色曙塗
¥5,500（+税） φ12.0X6.3　1個　漆
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【Akatsuki Nuri】

【Sabi Metate Nuri】

【Koshoku Negoro Nuri】

暁 塗

錆目立塗
漆器の材料として良く知られている欅材を挽きあげた椀です。

欅のきれいな木目を生かして、洗朱と溜の漆で塗り上げました。

木目を見せた塗は自然な風合いで内側は下地漆の

刷毛跡を残した塗で、普段使いに向いています。

小型の椀は子供用に作っていますが、小鉢としても

お使いいただけます。

古色根来塗
古い朱塗の漆器では、表面の朱漆が摩滅して下地に塗られた

黒漆が所々露出し、模様のように見えることがあります。

朱塗の中に黒い部分が浮かぶのをデザインとして塗りで

再現しました。

高台の大きな椀は汁椀としてだけでなく、小鉢や盛器として

多用にお使いいただけます。

日の出前の情景をイメージさせる塗です。

軽い栃材をロクロで安定感のある形に挽き上げています。

溜漆で上塗りした椀は下塗りの朱漆や黒漆が、暁のように浮かび

上がり、仄暗い溜漆の中で趣のある表情を作り出します。

具材の多い汁物にも対応できるように同サイズの椀より容量を

大きくしてあります。



おもて うら

311-3　5.0　椿皿 消朱塗
¥30,000（+税） φ15.0X3.8　5個　漆

311-4　12.5　長角膳 古色根来塗
¥15,000（+税） 29.0X37.5X1.5　1個　漆

311-5　小吸物椀 黒塗 亀甲
¥80,000（+税） φ9.0X7.0　5個　漆

311-6　吸物椀 縁布 根来塗
¥80,000（+税） φ11.5X6.0　5個　漆

311-1　8.0　盛皿 二段筋 消朱塗
¥10,000（+税） φ24.0X2.4　1個　漆

311-2　4.5　茶托 波紋筋 消朱塗
¥25,000（+税） φ14.0X2.8　5個　漆

312-1　吸物椀 切立 古色根来塗
¥80,000（+税） φ11.5X7.0　5個　漆

312-2　吸物椀 千筋溜塗 蓋裏雪月花絵
¥100,000（+税） φ11.5X6.0　5個　漆

312-3　吸物椀 梨地唐草蒔絵
¥250,000（+税） φ12.0X7.0　5個　漆

312-4　煮物椀 溜塗
¥90,000（+税） φ13.5X7.0　5個　漆

312-5　煮物椀 黒塗 日月絵
¥120,000（+税） φ12.0X7.0　5個　漆

312-6　煮物椀 高台亀甲 黒塗 椿絵
¥130,000（+税） φ12.5X7.0　5個　漆

312-7　煮物椀 千筋溜塗 目張柳絵
¥130,000（+税） φ13.0X6.0　5個　漆

312-8　煮物椀 平筋黒内朱塗 蓬莱山絵
¥160,000（+税） φ13.8X9.0　5個　漆
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塗 物 【Nurimono】

縦木は変形が少なく割れにくいという特徴があります。

吸物椀・煮物椀はその中でも硬く変形しにくい欅材とミズメ材を使い、

本堅地の下地と漆塗で仕上げています。また茶托・皿は栃材を使い漆の

真塗で仕上げています。

これらの器は漆の堅牢さとしっとりした質感を合わせ持った本物の塗物です。

※

※ ゴミにも細心の注意を払い刷毛目を残さないように、塗り放しで仕上げる高度な技術を要する塗



313-1　乾漆箸 アニマル柄 トラ 朱 ¥4,000（+税） 22.5X1.0　1個　漆

313-2　乾漆箸 アニマル柄 トラ 黒 ¥4,000（+税） 24.0X1.0　1個　漆

313-3　乾漆箸 アニマル柄 シマウマ 朱 ¥4,000（+税） 22.5X1.0　1個　漆

313-4　乾漆箸 アニマル柄 シマウマ 黒 ¥4,000（+税） 24.0X1.0　1個　漆

313-5　乾漆箸 アニマル柄 キリン 朱 ¥4,000（+税） 22.5X1.0　1個　漆

313-6　乾漆箸 アニマル柄 キリン 黒 ¥4,000（+税） 24.0X1.0　1個　漆 314-8　乾漆箸 六瓢蒔絵 黒 ¥4,500（+税） 24.0X1.0　1個　漆

314-7　乾漆箸 六瓢蒔絵 朱 ¥4,500（+税） 22.5X1.0　1個　漆

314-6　乾漆箸 卵殻 ハート紋 黒 ¥4,500（+税） 24.0X1.0　1個　漆

314-5　乾漆箸 卵殻 ハート紋 朱 ¥4,500（+税） 22.5X1.0　1個　漆

314-4　乾漆箸 卵殻線貝 黒 ¥4,500（+税） 24.0X1.0　1個　漆

314-3　乾漆箸 卵殻線貝 朱 ¥4,500（+税） 22.5X1.0　1個　漆

314-2　乾漆箸 銀地桜紋 黒 ¥4,000（+税） 24.0X1.0　1個　漆

314-1　乾漆箸 銀地桜紋 朱 ¥4,000（+税） 22.5X1.0　1個　漆
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乾漆箸 【Kanshitsu Bashi】

乾いた漆を粉にした物を乾漆粉といいます。

乾漆粉を漆の上に蒔き、漆で塗りこんだ箸は

堅牢で乾漆の特徴である石目が特徴的な塗りになります。

表面の石目は物を掴みやすくし、

誰でも使いやすい箸に仕上がっています。

本格的な蒔絵の技法で仕上げた乾漆箸は

漆器本来の美しさと強さを持っています。



　山中は、大聖寺川、鶴仙渓、新緑紅葉白雪

に映えるこおろぎ橋を背景にした北陸の温泉地

で、天平年間より約四百年漆工芸技術の伝承

を誇る漆器産地です。

　瑾齋はこの地で、明治三十五年より三代にわ

たり、生活を豊かにする工芸品の企画立案と制

作販売に努力しています。

　貴重な天然材料を生かし、心を込めて創り上

げた瑾齋の作品をご愛用ください。

有限会社　瑾　齋
〒922-0111　石川県加賀市山中温泉塚谷町イ207-1

TEL：0761-78-3131　FAX：0761-78-5287
home : http://www.j-kinsai.com

※税込価格は消費税率の変更により、変動
　する場合がありますので、ご注意ください。

Kinsai
Creative Lacquerware

特色とスミの 2C

No.3

き　  ん さ　  い

創作漆器

H 案


