
天然木の色調をデザインにいかした箸置き

新製品が加わりました

HI 100 箸置　栗 4.5×3.8cm 寄木 赤木+ツゲ
HT100 箸置　栗 4.5×3.8cm 寄木 鉄刀木+ツゲ
HT101 箸置　栗 4.5×3.8cm 天然 鉄刀木のみ
HT104 箸置　豆 5×2.5cm 寄木 鉄刀木+ツゲ
HI 104 箸置　豆 5×2.5cm 寄木 赤木+ツゲ
HG104 箸置　豆 5×2.5cm 寄木 ツゲ+黒檀
HT108 箸置ﾀｹﾉｺ 5×2.5cm 天然 鉄刀木

注）鉄刀木製の栗は、寄木で作ったHT100と HG108 箸置ﾀｹﾉｺ 5×2.5cm 天然 ツゲ
天然木の色調変化を生かしたHT101の2種類あります HT109 箸置　なす 5×2.5cm 天然 鉄刀木

　　 HG109 箸置　なす 5×2.5cm 天然 ツゲ
在庫限り HU110 箸置ｷﾉｺ 5×2.5cm 寄木 AW+ツゲ

在庫限り HG110 箸置ｷﾉｺ 5×2.5cm 寄木 ﾂｹﾞ+AW

HT116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm 鉄刀木
HI 116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm 赤木
HG116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm ツゲ
HS116 箸置豆ｽﾌﾟｰﾝ 5.5×1.5cm 白蝶貝
HJG18 ヒスイ箸置 3.5㎝直径 グリーン系翡翠

HJY18 ヒスイ箸置 3.5㎝直径 イエロー系翡翠

薬味用にも使える豆スプーンを箸置きにしてみました。 HJW18 ヒスイ箸置 3.5㎝直径 ホワイト系翡翠

食卓にかわいらしさを演出します。 HU119 箸置きのこⅡ 4×2.5cm 寄木 AW+ツゲ

HI 119 箸置きのこⅡ 4×2.5cm 寄木 赤木+ツゲ

タケノコ、なす、きのこの３種の野菜を加えて、季節感を楽しめるようにしました。

いずれも手削りで制作しています。 出来ました、かわいい”きのこⅡ”です
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天然の鉄刀木の巨木

　　　鉄
タガ

刀
ヤ

木
サン

製　細身四角箸　と　細身八角箸

　　　　　　金属的な打感

燻蒸し

シンプルで使いやすい 包装はミャンマー和紙を手張り

　唐木の里で、木材乾燥を追求して究極の細い木箸作りに挑戦しました。

選んだのは丈夫で細くても折れない鉄刀木。しかし乾燥中に暴れて曲がりやすい木材です。 手削り

そこで現地で出来る方法として茹でて、燻蒸して、徹底的に乾燥させ、曲げるだけ曲げました。

その後、真っ直ぐな部分を使い、手間をかけて手削りし、最後は透明ポリウレタンを

3回手塗塗装で仕上げています。

備考）　鉄刀木（タガヤサン）は紫檀・黒檀と同類の唐木の一種です。

水に沈むほど重く、木質は硬く、外観は緻密で綺麗な年輪模様が特色な貴重な天然木です。 　　　細く、つかみ易い先四角

HT05 細身八角箸 23㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT06 細身八角箸 21㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT11 細身四角箸 23㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT12 細身四角箸 21㎝ 鉄刀木 ￥1，2００

HT01 八角箸 23㎝ 鉄刀木 ￥７5０

HT02 八角箸 21㎝ 鉄刀木 ￥７5０

HT03 八角箸 19㎝ 鉄刀木 ￥65０

HMT02 八角箸 21㎝ チーク ￥9００

HMT01 八角箸 23㎝ チーク ￥9００

定番品 八角箸 ６種類

H35 八角菜箸 30㎝ ツゲ ￥1,0００
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　最初に制作したのがやや太めの八角箸、

そして握り易さを求めて利休箸を作りました。

利休箸を改良し、新利休箸を開発しました。

さらに木材乾燥を徹底して、細身八角、四角箸を開発しました

HB21 利休箸 23㎝ 本黒檀 ￥２,2００

HB22 利休箸 21㎝ 本黒檀 ￥２,2００

HSi22利休箸 21㎝ 漆の木 ￥２,2００

HSi21 利休箸 23㎝ 漆の木 ￥２,2００

HMT21 利休箸 23㎝ チーク ￥１,3００

HMT22 利休箸 21㎝ チーク ￥１,3００

HMT23 利休箸 19㎝ チーク ￥１,1００

HT21 利休箸 23㎝ 鉄刀木 ￥１,3００

HT22 利休箸 21㎝ 鉄刀木 ￥１,3００

HT23 利休箸 19㎝ 鉄刀木 ￥１,1００

HT24 利休箸 17㎝ 鉄刀木 ￥１,1００

HB61 新利休箸 23㎝ 本黒檀 ￥1,8００

HB62 新利休箸 21㎝ 本黒檀 ￥1,8００

HMT61 新利休箸 23㎝ チーク ￥１,0００

HMT62 新利休箸 21㎝ チーク ￥１,0００

HT61 新利休箸 23㎝ 鉄刀木 ￥１,0００

HT6２ 新利休箸 2１㎝ 鉄刀木 ￥１,0００

HT63 新利休箸 19㎝ 鉄刀木 ￥9００

HT64 新利休箸 17㎝ 鉄刀木 ￥9００

利休箸新利休箸
八角箸

細身四角細身八角

利休箸 11種類

新利休箸
8種類

私たちの箸は5種類のデザインがあります

握りやすさを求めた高級箸です。
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