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HAND MADE STORY FROM KYOTO
KUFU ー AN COLLECTION

新商品のご紹介
円座
草木染め

（藍染、柿渋染、襲
かさね

染、墨染）

特集ページ
（色あそび、おぼろ染、柄おぼろ、
　しゃんたん、紬、布ものがたり）

座布団のサイズについて
座布団
 カバーサイズ 43×43
  45×45

  50×50

  55×59

  59×63

  65×69

 その他のサイズ 
 （レザー、円座、円筒、角楽・円楽、別注厚座布団）
のれん
 のれん受け・のれん棒
その他の商品
 （チビランナー、コースター、衝立）

別注品
（珠・い縄のれん、のれん、日除け、のぼり、別注座布団）

座布団中わた
（通常わた、別注わた、カテキンウレタン、羽毛わた、ビーズ、ポリエステルわた）
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手描き三連
t e g a k i - s a n r e n
手描き三連 のれん お月見・ひょうたん・つばめ
【製品サイズ】	 横90cm×縦150cm
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％

この商品はP87を参照下さい

飛 

鳥

asuka
飛鳥 座布団 扇子・波に松竹梅
【カバーサイズ】	横55cm×縦59cm,　横59cm×縦63cm,
	 横65cm×縦69cm
【製品サイズ】	 横51cm×縦55cm×厚み10cm,　横54cm×縦58cm×厚み10cm,
	 横60cm×縦64cm×厚み12cm
【生地素材】	 ポリエステル	（新ブッチャー）100％

この商品はP56, 64を参照下さい  
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引き染
h i k i z o m e
引き染 のれん 三段ぼかし
【製品サイズ】	 横90cm×縦120cm
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％

この商品はP86を参照下さい

ろ
う
け
つ
染

roketsu-zome
ろうけつ染 のれん 温泉マーク
【製品サイズ】	 横90cm×縦120cm
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％

この商品はP85を参照下さい  
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ゆ
っ
た
り

角
楽

kakuraku
ゆったり角楽座布団 宝尽くし
【製品サイズ】	横45cm×縦45cm×厚み15cm
【生地素材】	 綿（変わり織り）100％

この商品はP70を参照下さい

円筒ビーズ
e n t o - b e a d s
円筒ビーズ座布団 色あそび
【製品サイズ】	 Φ43cm×厚み7cm
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％

この商品はP69を参照下さい
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手描き
t e g a k i
手描き のれん 烏瓜と山葡萄
【製品サイズ】	 横90cm×縦150cm
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％

この商品はP87を参照下さい

円　

座
enza
円座布団 松
【カバーサイズ】	∅47㎝
【製品サイズ】	 ∅43㎝×厚み6㎝
【生地素材】	 綿（シャンタン）100％

この商品はP68を参照下さい
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藍染　小座布団 掲載ページ	P36 
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

ai-zome

藍　

染
ai-zome

藍染　のれん 掲載ページ	P80
【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	 綿（変わり織り）100％

NID3117
花唐草　BI（藍）

NID3115
宝船　BI（藍）

NID3105
富士山　BI（藍）

NIM2005
無地　BI（藍）

NID3015
京縞　BI（藍）

ISE0108
藍染　京縞　BI（藍）

ISE0127
藍染　巻雲　BI（藍）

ISE0126
藍染　白波　BI（藍）

別寸対応

別寸対応

別寸対応
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柿
渋
染

kakishibu-zome

柿渋染　のれん 掲載ページ	P81
【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝	【生地素材】綿（変わり織り）100％

kakishibu-zome

柿渋染　小座布団 掲載ページ	P34

【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝　
【中味】	 わた0.7㎏	（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

NKH0129
丸に松-手描き-　TT（茶）

NKH0128
鷹-手描き-  TT（茶）

NKH0127
蔦-手描き-　TT（茶）

KSE0057
京茄子-手描き-  TT（茶）

KSE0058
沢蟹-手描き-  TT（茶）

KSE0056
椎茸と慈

くわい
姑-手描き-  TT（茶）

KSE0001
柿渋染　無地　TT（茶）

KSE0055
招き鯛-手描き-  TT（茶）



襲
かさねぞめ

染とは…
襲染は、藍と柿渋を重ね染した
新しい天然染です。
手間のかかる手染作業で微妙に
色合いも異なりますが、
まるで時を重ねた古布のような
深みと、渋い色彩の「襲染」が、
新しく生まれました。
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襲
かさねぞめ

染  小座布団 掲載ページ	P36
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

kasane-zome

襲
か
さ
ね　

染
kasane-zome

襲
かさねぞめ

染  のれん 掲載ページ	P82
【製品サイズ】	横約90㎝×縦約145㎝　　　
【生地素材】	 綿（変わり織り）100％

KSE0022
襲染　京縞　TT（茶）

KSE0023
襲染　ぼたん　TT（茶）

KSE0053
襲染　花唐草　TT（茶）

NKH3057
富士山　TT（茶）

NKH3056
宝船　TT（茶）

NKH3001
京縞　TT（茶）
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sumi-zome

墨先染　小座布団 掲載ページ	P37
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝　　　
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

墨先染のれん 掲載ページ	P83
【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝　　
【生地素材】	 綿（変わり織り）100％

墨　

染
sumi-zome

KSE0028
墨染　万筋　KS（墨）

KSE0050
墨染　巻雲　KS（墨）

KSE0027
墨染　千筋　KS（墨）

KSE0049
墨染　白波　KS（墨）

NKM0016
無地　KS（墨）

NKH0095
千筋　KS（墨）

NKH1015
白波　KS（墨） 三連

別寸対応
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色あそび　座布団
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％

【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

受注生産　リバーシブル色あそび　座布団

色
あ
そ
び

iroasobi

50×50・55×59

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび VV（紫）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび HN（はとねず）

EXE7003 55㎝×59㎝
色あそび VP（パープル）

EXE7003 55㎝×59㎝
色あそび RR（ローズ）

EXE7051 50㎝×50㎝
EXE7006 55㎝×59㎝
色あそび BC（藍ねず）

EXE7051 50㎝×50㎝
EXE7006 55㎝×59㎝
色あそび VD（ぶどう）

EXE7003 55㎝×59㎝
色あそび GR（グリーン）

EXE7003 55㎝×59㎝
色あそび JJ（ベージュ）

EXE7003 55㎝×59㎝
色あそび BL（ブルー）

EXE7051 50㎝×50㎝
EXE7006 55㎝×59㎝
色あそび AK（あかね）

EXE7051 50㎝×50㎝
EXE7006 55㎝×59㎝
色あそび YM（山吹）

EXE7051 50㎝×50㎝
EXE7006 55㎝×59㎝
色あそび GN（利休ねず）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび KK（黒）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび EE（えんじ）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび TK（かれ茶）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび AA（赤）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび YT（金茶）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび GG（利休）

EXE7050 50㎝×50㎝
EXE7001 55㎝×59㎝
色あそび BB（紺）

表と裏で別の色を組み合わせるリバーシブルも製作可
能です。全19 色の中から2色を選べば171通りの製作
が可能となります。

《製作例》

※納期や価格についてはお問い合わせください。

YT（金茶） →
YM（山吹） →

BB（紺） →
BL（ブルー） →

別寸のれん
対応生地
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おぼろ染　座布団
【生地素材】	 綿（変わり織り）100％

【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

お
ぼ
ろ
染

oboro-zome

45×45・55×59

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 BL（ブルー）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 JT（うす茶）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 VH（本紫）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 KN（黒ねず）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 GU（うぐいす）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 TU（栗梅）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 RR（ローズ）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 AK（あかね）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 YT（金茶）

OSE7700 45㎝×45㎝
OXE7700 55㎝×59㎝
おぼろ染 BK（てつこん）

別寸のれん
対応生地
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柄おぼろ　座布団
【生地素材】	 綿（変わり織り）100％

【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

柄
お
ぼ
ろ

gara-oboro

45×45・55×59

OSE0109 45㎝×45㎝
ODE0109 55㎝×59㎝
宝尽くし TU（栗梅）

OSE0109 45㎝×45㎝
ODE0109 55㎝×59㎝
宝尽くし BB（紺）

OSE0107 45㎝×45㎝
ODE0107 55㎝×59㎝
花菱唐草 AK（あかね）

OSE0091 45㎝×45㎝
ODE0091 55㎝×59㎝
傘松 GR（グリーン）

ODE0097 55㎝×59㎝
立て枠 GR（グリーン）

OSE0110 45㎝×45㎝
ODE0110 55㎝×59㎝
野兎 EE（えんじ）

ODE0097 55㎝×59㎝
立て枠 TT（茶）　

OSE0110 45㎝×45㎝
ODE0110 55㎝×59㎝
野兎 BL（ブルー）

OSE0105 45㎝×45㎝
ODE0105 55㎝×59㎝
菊づくし GR（グリーン）

OSE0098 45㎝×45㎝
ODE0098 55㎝×59㎝
荒磯 KN（黒ねず）

OSE0091 45㎝×45㎝
ODE0091 55㎝×59㎝
傘松 BB（紺）

OSE0105 45㎝×45㎝
ODE0105 55㎝×59㎝
菊づくし TU（栗梅）

OSE0098 45㎝×45㎝
ODE0098 55㎝×59㎝
荒磯 HH（グレー）

OSE0091 45㎝×45㎝
ODE0091 55㎝×59㎝
傘松 AT（赤茶）　

別寸のれん
対応生地



撥水加工
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し
ゃ
ん
た
ん

紬
syantan

tsumugi

50×50・55×59・59×63・65×6943×43・50×50・55×59

しゃんたん　座布団
【生地素材】	綿（シャンタン）100％

【カバーサイズ】	横43㎝×縦43㎝
【製品サイズ】	 横40㎝×縦40㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）

【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝	
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

PTE0235 50㎝×50㎝
PTE0135 55㎝×59㎝
PTE0035 59㎝×63㎝
PTE0335 65㎝×69㎝
花鳥紋 AA（赤）

PTE0235 50㎝×50㎝
PTE0135 55㎝×59㎝
PTE0035 59㎝×63㎝
PTE0335 65㎝×69㎝
花鳥紋 BB（紺）

CSE4511 43㎝×43㎝
CSE5511 50㎝×50㎝
CSE6511 55㎝×59㎝
麻小紋 BB（紺）

CSE4506 43㎝×43㎝
CSE5504 50㎝×50㎝
CSE1126 55㎝×59㎝
井桁絣 BB（紺）

【生地素材】	 ポリエステル（紬）100％

【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

【カバーサイズ】	横65㎝×縦69㎝
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

紬　座布団



ちりめんとは、強い撚りをかけた生糸を交互に織り込むことで、生地全面に細かい
「シボ=皺

しわ

」を作った織物で、さらっとした質感としなやかな風合い、折ジワなどが
つきにくいことが特徴です。
また、「シボ」の凸凹が乱反射を起こし、染め上がりの色合に深みのある豊かな表情
を与えます。

「ちりめん」といえば、絹織物だけと思われがちですが、長年培われた技法を活かし、
ポリエステル・レーヨンなどの繊維で織った、扱い易くリーズナブルなちりめん
織物も製織しています。
さらに、撥水加工を施すことで、場所と用途を選ばない座布団に仕上げました。
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撥水加工

布
も
の
が
た
り

nunomonogatari

45×45・50×50・55×59・59×63・65×69

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり PB（薔

ばらいろ
薇色）

PCE0006 45㎝×45㎝
PCE0003 55㎝×59㎝
PCE0002 59㎝×63㎝
PCE0001 65㎝×69㎝
布ものがたり TC（こげ茶）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり KB（黒

くろこん
紺）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり AE（赤

あかえんじ
円子）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり GP（孔

くじゃくあお
雀青）

PCE0006 45㎝×45㎝
PCE0003 55㎝×59㎝
PCE0002 59㎝×63㎝
PCE0001 65㎝×69㎝
布ものがたり BC（藍ねず）

PCE0006 45㎝×45㎝
PCE0003 55㎝×59㎝
PCE0002 59㎝×63㎝
PCE0001 65㎝×69㎝
布ものがたり GN（利休ねず）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり HN（はとねず）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり GK（草

くさいろ
色）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり VK（ 黒

くろむらさき
紫 ）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり TH（桧

ひわだいろ
皮色）

PCE0006 45㎝×45㎝
PCE0003 55㎝×59㎝
PCE0002 59㎝×63㎝
PCE0001 65㎝×69㎝
布ものがたり BB（紺）

PCE0014 50㎝×50㎝
PCE0013 55㎝×59㎝
PCE0012 59㎝×63㎝
PCE0011 65㎝×69㎝
布ものがたり YR（路

ろこうちゃ
考茶）

布ものがたり（ちりめん無地）　座布団
【生地素材】	 ポリエステル（ちりめん）100％

【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）

【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

【カバーサイズ】	横65㎝×縦69㎝
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝



茶カテウレタン芯入4㎝ 固めでへたりにくくなります

適合中わた

2928

KUFU ー AN COLLECTION
HAND MADE STORY FROM KYOTO

工
夫
庵 

座
布
団
の
サ
イ
ズ

about size

XXU4040WW
横40㎝×縦40㎝×厚み4㎝
茶カテキンウレタン100％
※消臭・抗菌作用があります

カテキンウレタン

別注わた
XXE4307WW
（イージー座布団）
横40㎝×縦40㎝×厚み7㎝
わた0.4㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）

XXE4343WW
（イージー座布団）
横40㎝×縦40㎝×厚み7㎝
わた0.4㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）

通常わた

小座布団
カバーサイズ：43cm×43cm
カバーサイズ：45cm×45cm

XXE4545WW
（イージー座布団）
横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
わた0.7㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）

XXE4507WW
（イージー座布団）
横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
わた0.6㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）

座布団カバーの形と名称・サイズ
座布団は本来正方形だと思っていないでしょうか？  
クッション感覚の新型座布団には正方形もありますが、本来の座布団は、理由があって長方形と
なっています。正座をしたとき折りたたんだ足を座布団の内側に納める為です。 
つまり、膝をあわせた幅よりも膝下の方が長いので、一般的に幅よりも縦の方が長くなっています。
それと座布団には正面があり、三方の縫い目がない部分（輪になっている辺）が正面となります。

夫
め お と ば ん

婦判
緞
ど ん す ば ん

子判
八
は っ た ん ば ん

端判
銘
めいせんばん

仙判
茶
ちゃせきよう

席用
業務用

カバーサイズ
横67×縦72㎝

横65×縦69㎝

横59×縦63㎝

横55×縦59㎝

横43×縦47㎝

横50×縦50㎝
横45×縦45㎝
横43×縦43㎝



裏面

3130

カバーサイズ 45×4543×43

CPE8131
半面 花札　AA（赤）

CPE8133
半面 京矢絣　VV（紫）

CPE8132
花札　AA（赤）

CPE8134
京矢絣　VV（紫）

CSE4009
招き猫　EE（えんじ）

CSE4503
ひょうたん　BB（紺）

CSE4503
ひょうたん　TT（茶）

CSE4508
てんとう虫　KK（黒）

CSE4009
招き猫　BL（ブルー）

小粋　小座布団
【カバーサイズ】	横43㎝×縦43㎝　※50×50⇒P43
【製品サイズ】	 横40㎝×縦40㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿100％

はんなり　小座布団
【カバーサイズ】	横43㎝×縦43㎝
【製品サイズ】	 横40㎝×縦40㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（シャンタン）100％

CSE4516
雪柳　VV（紫）

CSE4515
瓢箪と金平糖　EE（えんじ）

CSE4512
七宝　KK（黒）

CSE4516
雪柳　BC（藍ねず）

CSE4515
瓢箪と金平糖　GG（利休）

CSE4512
七宝　YT（金茶）

CSE4514
桜吹雪　GG（利休）

CSE4513
大波　BC（藍ねず）

CSE4514
桜吹雪　AA（赤）

CSE4513
大波　YT（金茶）

彩
いろどり

　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（シャンタン）100％

※受注生産ポリエステルわたをご使用頂くことで、背当てクッションとしてもご利用頂けます。⇒P96



裏面 裏面

別 寸 の れ ん
対 応 生 地

しゃんたん 小座布団 P24

おぼろ染 小座布団 P20~21 柄おぼろ 小座布団 P22~23

布ものがたり 小座布団 P26~27

3332

45×45 カバーサイズ 45×45

MSE1140
縦絞り　KN（黒ねず）

MSE1140
縦絞り　TK（かれ茶）

縦絞り　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝	※55×59⇒P55
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

響きあい（パッチワーク）小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝	※55×59⇒P48
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

OPE0004
千筋パッチワーク　KN（黒ねず）

OPE0004
千筋パッチワーク　TU（栗梅）

OPE0005
万筋パッチワーク　KN（黒ねず）

OPE0005
万筋パッチワーク　TU（栗梅）

CPE8230
ぼかし縞　AK（あかね）

CPE8230
ぼかし縞　VD（ぶどう）

CPE8229
半面 ぼかし縞　AK（あかね）

CPE8229
半面 ぼかし縞　VD（ぶどう）

小粋　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝	※55×59⇒P50
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝

【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿100％

ESE6513
粋　千筋　WW（白）

ESE6514
粋　万筋　WW（白）

ESE6516
粋　巻雲　WW（白）

ESE6515
粋　白波　WW（白）

【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝		
	 ※55×59⇒P53
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

粋　小座布団

特集ページ掲載の43×43・45×45 小座布団



別 寸 の れ ん
対 応 生 地

3534

45×45 カバーサイズ 45×45

KSE0024
柿渋染　千筋　TT（茶）

KSE0025
柿渋染　万筋　TT（茶）

KSE0051
柿渋染　白波　TT（茶）

KSE0052
柿渋染　巻雲　TT（茶）

KSE0057
京茄子-手描き-  TT（茶）

KSE0056
椎茸と慈

くわい
姑-手描き-  TT（茶）

KSE0058
沢蟹-手描き-  TT（茶）

KSE0016
柿渋先染　無地　TT（茶）

KSE0001
柿渋染　無地　TT（茶）

KSE0055
招き鯛-手描き-  TT（茶）

古来より柿渋染は、耐久性に富み、さらにすぐれた耐汚染性と防カビ・防菌
効果をもち、番傘・魚網の補強や酒袋などにも使用されてきました。
工夫庵はそんな柿渋染を現代の感性に合わせ、その可能性を追求した商品を
作っております。
柿渋染は自然と共存した染め方で、染液も毎年の渋柿によって違い、さらに
天候にも左右されるために均一化が難しいとされています。
工夫庵の柿渋は、化学処理を一切おこないませんので、柿渋タンニンの含有
量によって多少の色誤差が生じますが、そこから生まれる柿渋本来の風合い
をご堪能ください。

柿渋染　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝	※55×59⇒P52,53
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝　
【中味】	 わた0.7㎏	（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

KSE0054
染分け-鉄媒染-　TT（茶）

染分け−鉄媒染とは…
鉄とチタンの媒染です。
天然の柿渋に漬け込んで染めあげた生地を、平に張り伸ばした状
態にし、媒染剤をハケを使って染め分けていきます。鉄とチタン
が生みだす独特の色合いと、媒染剤が反応して出来るにじみによ
る絶妙なぼかしの風合いが、斬新な印象を与えてくれます。



別寸のれん
対 応 生 地

別寸のれん
対 応 生 地

別寸のれん
対 応 生 地

別寸のれん
対 応 生 地

3736

37

45×45 カバーサイズ 45×45

ISE0108
藍染　京縞　BI（藍）

ISE0232
藍染　花唐草　BI（藍）

KSE0061
襲染　白波　TT（茶）

KSE0022
襲染　京縞　TT（茶）

KSE0053
襲染　花唐草　TT（茶）

KSE0062
襲染　万筋　TT（茶）

KSE0023
襲染　ぼたん　TT（茶）

ISE0127
藍染　巻雲　BI（藍）

ISE0126
藍染　白波　BI（藍）

藍染　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝	
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

襲
かさねぞめ

染　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

藍染は、植物に含まれる「インディゴ」
という色素で青色～紺色を染めます。
天然の藍には、インディゴ色素だけで
なく、その他のいろいろな色素が存在
するため、深みのある色に染ります。
※藍染は、湿摩擦により色落ちする事があります。

襲染は、藍と柿渋を重ね染した新しい天然染
です。手間のかかる手染作業で微妙に
色合いも異なりますが、まるで時を重ねた古
布のような深みと、渋い色彩の「襲染」が、
新しく生まれました。

KSE0019
墨染　縞　KS（墨）

KSE0064
墨柿襲染　縞　TT（茶）

KSE0018
墨先染　無地　KS（墨）

KSE0063
墨柿襲染　無地　TT（茶）

KSE0027
墨染　千筋　KS（墨）

KSE0028
墨染　万筋　KS（墨）

KSE0049
墨染　白波　KS（墨）

KSE0050
墨染　巻雲　KS（墨）

墨先染　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝	※55×59⇒P51
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝　　　
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

墨柿襲染　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝　　　
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

一口に墨といっても、松を燃やした松煙から
は青みを帯びた黒、菜種油煙からは赤みを帯
びた黒と、原料によって微妙な色の違いがあ
り、さらに「墨は五彩を兼ねる」と云い、濃い
方から焦・濃・重・淡・清の五階調を表す
言葉もあります。墨の持つ様々な表情を引
き出した、味わいある「墨色」を存分にお楽し
みください。

墨染生地に柿渋を重ねて染めたもので、
非常に濃厚で深みのある色となります。



裏面

茶カテウレタン芯入4㎝
固めでへたりにくくなります

適合中わた

38 39

KUFU ー AN COLLECTION
HAND MADE STORY FROM KYOTO

45×45

カテキン入りウレタン

別注わた通常わた
XXE5050WW
（イージー座布団）
横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
わた0.8㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）
ウレタン芯入2㎝

XXE5008WW
（イージー座布団）
横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
わた0.8㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）

XXU4747WW
横47㎝×縦47㎝×厚み4㎝
茶カテキンウレタン100％
※消臭・抗菌作用があります

座布団
カバーサイズ：50cm×50cm

DDE0022
松に手まり　JJ（ベージュ）

DDE0023
草花　GO（ゴールド）

DDE0021
四季彩々　GG（利休）

DDE0025
金魚　KK（黒）

DDE0024
桜　AA（赤）

DDE0020
青海波　GO（ゴールド）

DDE0125
半面 金魚　KK（黒）

DDE0120
半面 青海波　GO（ゴールド）

DDE0123
半面 草花　GO（ゴールド）

DDE0124
半面 桜　AA（赤）

DDE0121
半面 四季彩々　GG（利休）

DDE0122
半面 松に手まり　JJ（ベージュ）

西陣の紋織　小座布団
【カバーサイズ】	横45㎝×縦45㎝。
【製品サイズ】	 横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）　
【生地素材】	柄	ポリエステル100％
	 無地	ポリエステル65％・綿35%
		※表面強化アクリルコート加工済み

※受注生産ポリエステルわたをご使用頂くことで、背当てクッションとしてもご利用頂けます。⇒P96



40 41

カバーサイズ 50×5050×50

唐
とうざんじま

桟縞　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
	 ※55×59⇒P50
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝　	
【生地素材】	綿100％

桟
さんとめじま

留縞　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝　	
【生地素材】	綿100％

ほっこり　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝
【生地素材】	綿（シャンタン）100％

DDE0011
唐桟縞　EE（えんじ）

DDE0011
唐桟縞　OR（オレンジ）

DDE0011
唐桟縞　BB（紺）

DDE0011
唐桟縞　GR（グリーン）

DDE0018
桟留縞　AA（赤）

DDE0018
桟留縞　BB（紺）

DDE0018
桟留縞　YT（金茶）

DDE0018
桟留縞　JJ（ベージュ）

CSE5022
一筆丸　TT（茶）

CSE5501
アルファー　GR（グリーン）

CSE5501
アルファー　AA（赤）

CSE5022
一筆丸　HH（グレー）



しゃんたん 小座布団 P24色あそび 座布団 P18〜19

紬 座布団 P25 布ものがたり 小座布団 P26~27

特集ページ掲載の50×50 座布団

裏面

4342

カバーサイズ 50×5050×50
彩

いろどり

　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝　	
【生地素材】	綿（シャンタン）100％

小粋　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
	 ※43×43⇒P30
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝　	
【生地素材】	綿100％

CSE5513
お菓子　GR（グリーン）

CSE5514
松　VV（紫）

CSE5513
お菓子　AK（あかね）

CSE5514
松　TC（こげ茶）

CSE5516
梅　BB（紺）

CSE5516
梅　RR（ローズ）

CSE5515
竹　YM（山吹）

CSE5515
竹　KK（黒）

CPE8332
花札　AA（赤）

CPE8334
京矢絣　VV（紫）

CPE8331
半面 花札　AA（赤）

CPE8333
半面 京矢絣　VV（紫）



撥水加工

撥水加工

別寸のれん
対 応 生 地

44 45

カバーサイズ 50×5050×50

まだら織り　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝	※55×59⇒P55
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）ウレタン芯入2㎝
【生地素材】ポリエステル100％

【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝	※55×59⇒P54／56×63⇒P61
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）ウレタン芯入2㎝
【生地素材】	綿	（バニラン）100％

日本の伝統色　座布団

綿刺し子　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝	※55×59⇒P54
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝
【生地素材】	綿100％

紬織り　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
	 ※55×59⇒P57
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝

【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）	ウレタン芯入2㎝
【生地素材】	ポリエステル（紬）100％

PSE0001（撥水加工）
まだら織り　BC（藍ねず）

PSE0001（撥水加工）
まだら織り　EE（えんじ）

PSE0001（撥水加工）
まだら織り　GG（利休）

MXE8013（撥水加工）
日本の伝統色　OD（錆朱）

MXE8013（撥水加工）
日本の伝統色　BI（藍）

MXE8013（撥水加工）
日本の伝統色　GU（うぐいす）

EXE8001 ★
綿刺し子　BK（藍鉄）

EXE8001 ★
綿刺し子　AM（もみじ）

EXE8001 ★
綿刺し子　TS（雀茶）

EXE8001 ★
綿刺し子　GT（松葉）

この生地は従来、柔道着・剣道
着などに用いられています。
生地は厚く腰があり、非常に丈
夫で表面の凸凹が味のある変
化を見せてくれます。

PSE0003
青海波　TK（かれ茶）

PSE0003
青海波　BB（紺）

PSE0002
露草　AK（あかね）

PSE0002
露草　GG（利休）

PSE0004
麻小紋　EE（えんじ）

PSE0004
麻小紋　YT（金茶）



撥水加工

適合中わた

裏面 裏面

茶カテウレタン芯入4㎝
固めでへたりにくくなります

46 47

KUFU ー AN COLLECTION
HAND MADE STORY FROM KYOTO

50×50

華ちりめん　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）	ウレタン芯入2㎝
【生地素材】	ポリエステル（ちりめん）100％

ちりめん　座布団
【カバーサイズ】	横50㎝×縦50㎝
	 ※55×59⇒P57
【製品サイズ】	 横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝　	
【生地素材】	ポリエステル（ちりめん）100％

座布団
カバーサイズ：55cm×59cm

XXE5559WW
（イージー座布団）
横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
わた1.0㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）
ウレタン芯入3㎝

XXF5559WW
横51㎝×縦55㎝×厚み14㎝
わた1.4㎏（フェザー100％）

通常わた

羽毛イージー座布団

別注わた
XXE5510WW
（イージー座布団）
横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
わた1.0㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）

PCE1010 ★
角つなぎ　KK（黒）

PCE1011 ★
万華鏡　KK（黒）

PCE1008 ★
青海波　NK（生成）

PCE1017（撥水加工）
紅葉桜　YT（金茶）

PCE1017（撥水加工）
紅葉桜　BC（藍ねず）



4948

カバーサイズ 55×5955×59

響きあい（パッチワーク）　座布団

民芸　座布団

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	※45×45⇒P32
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	※59×63⇒P60
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝

【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）　ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）　ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（シャンタン）100％

OPE0002
千筋パッチワーク　TU（栗梅）

OPE0007
巻雲パッチワーク　TU（栗梅）

OPE0002
千筋パッチワーク　KN（黒ねず）

OPE0003
万筋パッチワーク　TU（栗梅）

OPE0006
白波パッチワーク　KN（黒ねず）

OPE0007
巻雲パッチワーク　KN（黒ねず）

OPE0006
白波パッチワーク　TU（栗梅）

OPE0003
万筋パッチワーク　KN（黒ねず）

OPE0001
荒磯パッチワーク　KN（黒ねず）

CSE1143
流水草花　BB（紺）

CSE1144
扇面と波　TK（かれ茶）

CSE1143
流水草花　VK（古代紫）

CSE1144
扇面と波　BC（藍ねず）

CSE1142
六角伊勢型　KK（黒）

CSE1142
六角伊勢型　EE（えんじ）



裏面

裏面

別寸のれん
対 応 生 地

5150

カバーサイズ 55×5955×59
小粋　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※45×45⇒P33
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿100％

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※50×50⇒P40
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿100％

唐
とうざんじま

桟縞　座布団

墨先染　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	※45×45⇒P37
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏	（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

CPE8430
ぼかし縞　AK（あかね）

CPE8430
ぼかし縞　VD（ぶどう）

CPE8429
半面 ぼかし縞　AK（あかね）

CPE8429
半面 ぼかし縞　VD（ぶどう）

DDE0001
唐桟縞　EE（えんじ）

DDE0001
唐桟縞　OR（オレンジ）

DDE0001
唐桟縞　BB（紺）

DDE0001
唐桟縞　GR（グリーン）

KME0008
墨染　千筋　KS（墨）

KME0009
墨染　万筋　KS（墨）

KME0004
墨染　縞　KS（墨）

KME0003
墨先染　無地　KS（墨）

KME0032
墨染　白波　KS（墨）

KME0033
墨染　巻雲　KS（墨）



別寸のれん
対 応 生 地

別寸のれん
対 応 生 地

5352

カバーサイズ 55×5955×59

柿渋先染　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※45×45⇒P34
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝　
【中味】	 わた1.0㎏	（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

柿渋染は、天日乾燥による発色です。天候次第で染色納期がかわってしまいますが、まず手染めして1～
3週間太陽光線にあて乾燥させ、これを2～ 3回繰り返し重ね染めをして発色させます。
柿渋染は工程の中で化学薬品や乾燥機など人工的なものを一切使わず、自然界に存在する物や力だけで染
め上げる染色法です。染液も原料の渋柿のでき方によって微妙な違いが出るため、渋柿が育つ天候や土壌
の状態に左右されます。さらに太陽光の紫外線により、酸化、発色、凝固させるため、染色時の天候や温度、
湿度によって、染め上がりが変わってきます。そのため、四季による気候の変化や柿渋タンニンの含有量
によって微妙な色差が生じ、唯一無二の風合いを作り出します。
工夫庵の柿渋は、化学処理を一切おこないませんので、柿渋タンニンの含有量によって多少の色誤差が生
じますが、そこから生まれる柿渋本来の風合いを大切にしています。

柿渋タンニンの作用により、強
い耐腐食性、耐水性、耐汚染性、
防カビ、防菌効果があります。

柿渋先染　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※45×45⇒P34
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝　
【中味】	 わた1.0㎏	（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

先染めは名前のとおり、布を織る前に糸や繊維を先
に染色することで、糸自体がしっかり染色されてい
るため深みがある色合いが特徴です。

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	
	 ※45×45⇒P33
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

粋　座布団

KME0034
柿渋染　白波　TT（茶）

KME0035
柿渋染　巻雲　TT（茶）

KME0006
柿渋染　千筋　TT（茶）

KME0007
柿渋染　万筋　TT（茶）

KME0001
柿渋先染　無地　TT（茶）

KME0028
蓮根とゆず-手描き-　TT（茶）

KME0026
南
かぼちゃ

瓜に茄子-手描き-　TT（茶）
KME0025
筍に豌

えんどう
豆-手描き-　TT（茶）

KME0027
大根と慈

くわい
姑-手描き-　TT（茶）

KME0024
かぶらに唐辛子-手描き-　TT（茶）

EEE6516
粋　巻雲　WW（白）

EEE6515
粋　白波　WW（白）

EEE6514
粋　万筋　WW（白）

EEE6513
粋　千筋　WW（白）



撥水加工
※VK（古代紫）とTC（こげ茶）の

撥水加工商品はございません。

撥水加工

別寸のれん
対 応 生 地

5554

カバーサイズ 55×5955×59
綿刺し子　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※50×50⇒P44
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿100％

【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※50×50⇒P44／59×63⇒P61
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿	（バニラン）100％

日本の伝統色　座布団

まだら織り　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※50×50⇒P44
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル100％

縦絞り　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝
	 ※45×45⇒P32
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

しゃんたん 座布団 P24

おぼろ染 座布団 P20~21

柄おぼろ 座布団 P22~23

紬 座布団 P25

色あそび 座布団 P18〜19

布ものがたり 座布団 P26~27

特集ページ掲載の55×59 座布団

EXE8002 ★
綿刺し子　AM（もみじ）

EXE8002 ★
綿刺し子　TS（雀茶）

EXE8002 ★
綿刺し子　GT（松葉）

EXE8002 ★
綿刺し子　BK（藍鉄）

この生地は従来、柔道着・剣
道着などに用いられています。
生地は厚く腰があり、非常に
丈夫で表面の凸凹が味のある
変化を見せてくれます。

MXE8002
日本の伝統色　TC（こげ茶）

MXE8002
日本の伝統色　VK（古代紫）

MXE8002
MXE8012（撥水加工）
日本の伝統色　OD（錆朱）

MXE8002
MXE8012（撥水加工）
日本の伝統色　BI（藍）

MXE8002
MXE8012（撥水加工）
日本の伝統色　GU（うぐいす）

PME0001（撥水加工）
まだら織り　BC（藍ねず）

PME0001（撥水加工）
まだら織り　EE（えんじ）

PME0001（撥水加工）
まだら織り　GG（利休）

MME1140
縦絞り　KN（黒ねず）

MME1140
縦絞り　TK（かれ茶）



撥水加工

裏面 裏面

5756

カバーサイズ 55×5955×59

飛鳥　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	※59×63・65×69⇒P64
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝

【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）　ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（新ブッチャー）100％

紬織り 座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	※50×50⇒P45
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝

【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）　ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（紬）100％

ちりめん　座布団
【カバーサイズ】	横55㎝×縦59㎝	※50×50⇒P46
【製品サイズ】	 横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（ちりめん）100％

PTE0139（撥水加工）
扇子　BB（紺）

PTE0138（撥水加工）
紅型草花　JJ（ベージュ）

PTE0140（撥水加工）
波に松竹梅　BB（紺）

PME0003
青海波　TK（かれ茶）

PME0003
青海波　BB（紺）

PME0002
露草　AK（あかね）

PME0002
露草　GG（利休）

PME0004
麻小紋　EE（えんじ）

PME0004
麻小紋　YT（金茶）

PCE1018（撥水加工）
紅葉桜　BC（藍ねず）

PCE1018（撥水加工）
紅葉桜　YT（金茶）



適合中わた

適合中わた

5958

KUFU ー AN COLLECTION
HAND MADE STORY FROM KYOTO

XXE5963WW
（イージー座布団）
横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
わた1.4㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）
ウレタン芯入3㎝

XXF5963WW
横54㎝×縦58㎝×厚み14㎝
わた1.5㎏（フェザー100％）

座布団
カバーサイズ：59cm×63cm

通常わた 羽毛イージー座布団

XXE6569WW
（イージー座布団）
横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
わた2.0㎏
（綿90％＋ポリエステル10％）
ウレタン芯入3㎝

カバーサイズ：65cm×69cm

通常わた



別寸のれん
対 応 生 地

6160

59×63 カバーサイズ 59×63

民芸　座布団
【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝	
	 ※55×59⇒P49
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（シャンタン）100％

日本の伝統色　座布団
【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝	※50×50⇒P44／55×59⇒P54
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿	（バニラン）100％

【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿（バニラン）100％

【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝

雅　座布団

CSE5901
流水草花　BB（紺）

CSE5902
扇面と波　TK（かれ茶）

CSE5901
流水草花　VK（古代紫）

CSE5902
扇面と波　BC（藍ねず）

MXE8001
TC（こげ茶）

MXE8001
VK（古代紫）

MXE8001
MXE8011（撥水加工）
OD（錆朱）

MXE8001
MXE8011（撥水加工）
BI（藍）

MXE8001
MXE8011（撥水加工）
GU（うぐいす）

MHE1204
横段麻型　JJ（ベージュ）

MHE1204
横段麻型　RR（ローズ）

MHE1201
都鳥　GR（グリーン）

撥水加工
※TC（こげ茶）とVK（古代紫）の

撥水加工商品はございません。



紬 座布団 P25 布ものがたり 座布団 P26~27

特集ページ掲載の59×63・65×69 座布団

撥水加工

撥水加工

裏面 裏面 裏面

6362

カバーサイズ 59×63・65×6959×63
65×69

京ごころ　座布団
【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝	
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿	（ブッチャー）100％

【カバーサイズ】	横65㎝×縦69㎝
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
　	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	綿	（ブッチャー）100％

【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（絽）100％

【カバーサイズ】	横65㎝×縦69㎝
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（絽）100％

絽
ろ

　無地座布団

【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（ちりめん）100％

【カバーサイズ】	横65㎝×縦69㎝
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（ちりめん）100％

ちりめん　座布団

【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（ちりめん）100％

【カバーサイズ】	横65㎝×縦69㎝
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（ちりめん）100％

ちりめん　座布団

CPE8432 59㎝×63㎝
CPE8436 65㎝×69㎝
華屏風　YT（金茶）

CPE8434 59㎝×63㎝
CPE8438 65㎝×69㎝
藤に秋草　GG（利休）

PLE3601 （撥水加工）59㎝×63㎝
PLE3600 （撥水加工）65㎝×69㎝
絽　JJ（ベージュ）

PLE3601 （撥水加工）59㎝×63㎝
PLE3600 （撥水加工）65㎝×69㎝
絽　GR（グリーン）

PLE3601 （撥水加工）59㎝×63㎝
PLE3600 （撥水加工）65㎝×69㎝
絽　BL（ブルー）

PCE1019 59㎝×63㎝
PCE1000 65㎝×69㎝
さざ波　GR（グリーン）

PCE1019 59㎝×63㎝
PCE1000 65㎝×69㎝
さざ波　RR（ローズ）

PCE1013 （撥水加工）59㎝×63㎝
PCE1014 （撥水加工）65㎝×69㎝
桜小町　GN（利休ねず）

PCE1013 （撥水加工）59㎝×63㎝
PCE1014 （撥水加工）65㎝×69㎝
桜小町　AK（あかね）

PCE1015 （撥水加工）59㎝×63㎝
PCE1016 （撥水加工）65㎝×69㎝
笹　TC（こげ茶）



64 65

KUFU ー AN COLLECTION
HAND MADE STORY FROM KYOTO

59×63
65×69

飛鳥　座布団
【カバーサイズ】	横59㎝×縦63㎝
【製品サイズ】	 横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（新ブッチャー）100％

【カバーサイズ】	横65㎝×縦69㎝	※55×59⇒P56
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	ポリエステル（新ブッチャー）100％

【カバーサイズ】	直綿製法のためありません。
【製品サイズ】	 横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝
【生地素材】	絹100％

法要　西陣織直綿座布団

座布団
O t h e r  s i z e

PTE0039 （撥水加工）59㎝×63㎝
PTE0339 （撥水加工）65㎝×69㎝
扇子　BB（紺）

PTE0038 （撥水加工）59㎝×63㎝
PTE0338 （撥水加工）65㎝×69㎝
紅型草花　JJ（ベージュ）

PTE0040 （撥水加工）59㎝×63㎝
PTE0340 （撥水加工）65㎝×69㎝
波に松竹梅　BB（紺）

SNF0004
菊　BB（紺）

SNF0004
菊　AA（赤）

SNF0005
牡丹　BB（紺）

SNF0005
牡丹　AA（赤）



6766

Other size Other size

受注生産　厚座布団
レザー・クラシックレザー・角楽座布団・円楽座布団
サイズ・厚み・数量に応じてお見積もり致します。詳しくはP71をご覧ください。

レザー 座布団 
【製品サイズ】	 S	→横40㎝×縦40㎝×厚み4㎝
	 	L	→横47㎝×縦47㎝×厚み4㎝
【中味】	 カテキンウレタン			※消臭抗菌茶カテキン入り	
【生地素材】	PVCレザー100％

クラシックレザー 座布団
【製品サイズ】	 S	→横40㎝×縦40㎝×厚み4㎝
	 	L	→横47㎝×縦47㎝×厚み4㎝

レザーパッチワーク 座布団
【製品サイズ】	 横40㎝×縦40㎝×厚み4㎝
【中味】	 カテキンウレタン			※消臭抗菌茶カテキン入り
【生地素材】	PVCレザー100％　柄部分	ポリエステル（紬）100％

【中味】	 カテキンウレタン			※消臭抗菌茶カテキン入り	
【生地素材】	PVCレザー100％

S	→AAU0003 
L	→AAU0004
KK（黒）

S	→AAU0003 
L	→AAU0004 
BB（紺）

S	→AAU0003
L	→AAU0004
JJ（ベージュ）

S	→AAU0003
L	→AAU0004
HH（グレー）

S	→AAU0003
L	→AAU0004
TT（茶）

S	→AAU0003
L	→AAU0004
AA（赤）

S	→AAU0003
L	→AAU0004
GU（うぐいす）

S	→AAU0003
L	→AAU0004
WW（白）

S	→AAU0003
L	→AAU0004
YT（金茶）

S	→AAU0013
L	→AAU0014
KK（黒）

AAU0016
麻小紋　KK（黒）

S	→AAU0013
L	→AAU0014
TK（かれ茶）

S	→AAU0013
L	→AAU0014
EE（えんじ）

S	→AAU0013
L	→AAU0014
VV（紫）

S	→AAU0013
L	→AAU0014
GG（利休）

AAU0015
青海波　BB（紺）

AAU0015
青海波　TT（茶）

S	→AAU0013
L	→AAU0014
YT（金茶）
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Other size Other size

円座布団
【カバーサイズ】	 ∅47㎝
【製品サイズ】	 ∅43㎝×厚み6㎝
【中味】	 わた0.4㎏（ポリエステル100％）
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％

円筒ビーズ　座布団
【カバーサイズ】	∅43㎝×厚み7㎝
【製品サイズ】	 ∅43㎝×厚み13㎝
【中味】	 ビーズ（ポリエチレン100％）
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

CRE5071
松　TC（こげ茶）
※生地素材　綿（シャンタン）100％

CRE5072
梅　BB（紺）
※生地素材　綿（シャンタン）100％

CRE5072
梅　RR（ローズ）
※生地素材　綿（シャンタン）100％

CRE5707
無地　EE（えんじ）

CRE5707
無地　GG（利休）

CRE5707
無地　VV（紫）

CRE5707
無地　BB（紺）

CRE5707
無地　YT（金茶）

CRE5070
お菓子　GR（グリーン）
※生地素材　綿（シャンタン）100％

CRE5070
お菓子　AK（あかね）
※生地素材　綿（シャンタン）100％

CRE5071
松　VV（紫）
※生地素材　綿（シャンタン）100％

CRE0005
菊づくし　GR（グリーン）

CRE0008
菊づくし　TU（栗梅）

CRE0010
色あそび無地　YT（金茶）
※生地素材　綿（ブッチャー）100％

CRE0009
荒磯　KN（黒ねず）

CRE0010
色あそび無地　GG（利休）
※生地素材　綿（ブッチャー）100％

CRE0007
花菱唐草　AK（あかね）

※他の生地でも製作できます



別注品

レザー（PVCレザー100％）　⇒P66

色あそび（綿100％）　⇒P18〜19

クラシックレザ（PVCレザー100％）　⇒P67

※下記の生地よりお選び下さい。

※その他の生地をご希望の場合はご相談下さい。

717070

Other size Other size

ゆったり角楽　座布団　※他の生地でも製作できます

【製品サイズ】	 横45㎝×縦45㎝×厚み15㎝
【中味】	 チップウレタン＋ウレタンサンド
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

円楽 座布団
【製品サイズ】	 ∅35㎝×厚み10㎝
【中味】	 チップウレタン＋ウレタンサンド
【生地素材】	綿（シャンタン）100％　側面　綿（ブッチャー）100％

【製品サイズ】	 ∅40㎝×厚み6㎝
【中味】	 チップウレタン
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

円楽 小座布団

別注　角楽座布団

参考製品
【製品サイズ】	 横45㎝×縦45㎝×厚み15㎝
【中味】	 チップウレタン＋ウレタンサンド
【生地素材】	PVCレザー100％

別注　円楽座布団

参考製品
【製品サイズ】	 ∅35㎝×厚み10㎝
【中味】	 チップウレタン＋ウレタンサンド
【生地素材】	PVCレザー100％

生地・サイズ・厚み・数量に応じてお見積もり致します。 生地・サイズ・厚み・数量に応じてお見積もり致します。

QKU0004
宝尽くし　BB（紺）

QKU0003
宝尽くし　TU（栗梅）

CRU0011
松　VV（紫）

CRU0011
松　TC（こげ茶）

CRU0009
花札　AA（赤）

CRU0010
京矢絣　VV（紫）

側面

側面

レザー　角楽座布団　TT（茶）・AA（赤） レザー　円楽座布団　BB（紺）・GU（うぐいす）

※他の生地でも製作できます

※商品によって柄の入り方が異なります



【素材】	 天然竹（φ21㎜）
【製品サイズ】	M	→横1,000㎜
	 L	 →横2,000㎜

のれん竹棒

72 73

KUFU ー AN COLLECTION
HAND MADE STORY FROM KYOTO

のれん

【素材】	 スチール
【製品サイズ】	A	→横50㎜×縦31㎜×奥行き41㎜
	 B	→横40㎜×縦70㎜×奥行き22㎜

のれん受け

※竹は天然のものを使用しておりますので、多少大きさ異なります。竹のカットはしておりません。

※本商品は一部手作業で作製する為、若干の個体差があり掲載されている寸法は概寸です。

※このページの商品は通常の商品と違い、別途運賃がかかります。

ZNB0001-M	/ ZNB0002-L
のれん竹棒 NT（ナチュラル）

ZNB0003
のれん受け-正面付け- KK（黒 艶消し）A

ZNB0001-M	/ ZNB0002-L
のれん竹棒 TC（こげ茶）

ZNB0004
のれん受け-枠内付け- KK（黒 艶消し）B
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のれん NOREN

【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

小粋パッチワーク のれん
※この商品は、商品毎に柄の出方が変わります。
　上面下面の黒の部分は「色あそびのKK（黒）」の生地を使用しています。

【製品サイズ】	横90㎝×縦120㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

柄おぼろ のれん

【製品サイズ】	横30㎝×縦150㎝
【生地素材】	 綿（ブッチャー）100％　※ひも付き

粋 小幅 のれん

【製品サイズ】
		横30㎝×縦150㎝
【生地素材】	麻100％　※ひも付き

本麻小幅 のれん

NYA0008
花札パッチワーク（ボーダー柄）
AA（赤）

NOD8022
波兎　BB（紺）

NYA0009
京矢絣パッチワーク（ボーダー柄）
VV（紫）

NOD8032
傘松　AT（赤茶）

NYA0006
花札パッチワーク（斜め柄）
AA（赤）

NYA0007
京矢絣パッチワーク（斜め柄）
VV（紫）

NOD8042
荒磯　KN（黒ねず）

NEM0031
AA（赤）

NLM3005
本麻生成　NK（生成）

NLM3005
本麻生成　WW（白）

NLM3005
本麻小幅　KK（黒）

NLM3005
本麻小幅　YU（うこん）

NLM3005
本麻小幅　GH（裏葉）

NEM0031
YM（山吹）

NEM0031
TK（かれ茶）

NEM0031
BB（紺）

NEM0031
EE（えんじ）

NEM0031
GG（利休）

NEM0031
AK（あかね）

一枚ずつ色や柄をチョイスできて、好きな色や柄を好きな数だけ選べます。
「のれん」と「のれん」のつなぎはひもを使い、取り外し、付け替えができます。

一枚ずつ色をチョイスできて、好きな色を好きな数だけ
選べます。「のれん」と「のれん」のつなぎはひもを使い、
取り外し、付け替えができます。



天然の麻のような生地で、透け感が程
よくあり、メンテナンスも簡単です。

綿の基本となる生成は、どんなシーン
にもマッチして、幅広く活用でき、飽き
もこない生地です。
ブッチャーは色あそびのベース生地と
なります。変わり織りはおぼろ染めの
ベース生地となり、ブッチャーよりも厚
めの生地となります。

【製品サイズ】	約横90㎝×縦120㎝
【生地素材】	麻100％

本麻　生成 のれん

生平は、麻を原料に、手積み手紡糸を
作り、昔ながらの手織り機で織った生
地です。
次郎丸は生平よりも少し太番手で白っ
ぽく、上品な生地です。

別寸対応

7776

のれん NOREN

【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿100％

綿　生成 のれん

【製品サイズ】	横80㎝×縦120㎝（スラブ）
	 横85㎝×縦120㎝（生平）
【生地素材】	ポリエステル100％

麻風　生成 のれん
【製品サイズ】	横約88㎝×縦120㎝
【生地素材】	麻100％

自然 のれん 

NPM0001
麻風スラブ　NK（生成）

NPM0021
麻風生平　NK（生成）

NOM8015
綿 変わり織り　NK（生成）

NEM0015
綿 ブッチャー　NK（生成）

NLM4502
本麻　BN（なすこん）

NLM4502
本麻　OK（かばいろ）

NLM4502
本麻　KK（黒）

NLM4502
本麻　GU（うぐいす）

自然の素材を使用するため、商品によって寸法が若干変わることがあります。

NLM4512
本麻 次郎丸　NK（生成）

NLM4522
本麻 生平　NK（生成）

別寸対応

別寸対応

※昇華転写によるロゴ入れが可能です。

別寸対応

※後防炎加工済
防 炎



京都に古くからある「型付手彩色染」
とよばれる工法で熟練な職人によって、
一枚一枚丁寧に染め上げられた手作り
のれんです。
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のれん NOREN

【製品サイズ】	横約88㎝×縦150㎝
【生地素材】	麻100％

本麻 のれん

【製品サイズ】	横約88㎝×縦120㎝
【生地素材】	麻100％

麻 のれん

NLH0017
唐獅子-手描き-　NK（生成）

NLH0016
夫婦鯉-手描き-　NK（生成）

NLH0018 
風神雷神-手描き-　NK（生成）

NLH0015 鳥獣戯画
戯れ-手描き-　NK（生成）

NLH0015 鳥獣戯画
運び-手描き-　TT（茶）

NLH0001 鳥獣戯画
ひょうたん-手描き-　YT（金茶）

NLH0001 鳥獣戯画
寿-手描き-　RR（ローズ）

NLH0021
梅に兎　BB（紺）

NLH0022
天狗の羽団扇　JJ（ベージュ）



8180

のれん NOREN
藍染 のれん
【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

柿渋染 のれん
【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝　　　
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

NID3117
花唐草　BI（藍）

NID3105
富士山　BI（藍）

NID3045
そばちょこ　BI（藍）

NID3100
白波　BI（藍） 三連

NIM2009
無地　短　BI（藍）
※製品サイズ		横90㎝×縦90㎝

NID3015
京縞　BI（藍）

NID3115
宝船　BI（藍）

NKH0112
染分け-鉄媒染-　TT（茶）

NKM0015
無地　TT（茶）

NKH0129
丸に松-手描き-　TT（茶）

NKH0128
鷹-手描き-  TT（茶）

NKH0127
蔦-手描き-　TT（茶）

NKH0126
ししとう-手描き-　TT（茶）

NIM2005
無地　BI（藍）

別寸対応

別寸対応別寸対応

別寸対応

別寸対応
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のれん NOREN

襲
かさねぞめ

染  のれん
【製品サイズ】	横約90㎝×縦約145㎝　　　
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

墨先染 のれん
【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝　　
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

NKH3045
そばちょこ　TT（茶）

NKH3055
ぼたん　TT（茶）

NKH3001
京縞　TT（茶）

NKH3056
宝船　TT（茶）

NKH3057
富士山　TT（茶）

襲染とは…
襲染は、藍と柿渋を重ね染した
新しい天然染です。
手間のかかる手染作業で微妙に
色合いも異なりますが、
まるで時を重ねた古布のような
深みと、渋い色彩の「襲染」が、
新しく生まれました。

NKH0131
巻雲　KS（墨） 三連

NKH0095
千筋　KS（墨）

NKM0016
無地　KS（墨）

NKH1015
白波　KS（墨） 三連

NKH0130
柿渋+墨染　万筋　TT（茶）

墨染で使う墨は松を燃やした松煙
からは青みを帯びた黒、菜種油煙か
らは赤みを帯びた黒と、原料によっ
て微妙な色の違いがあります。
また「墨は五彩を兼ねる」と云い、濃
い方から焦・濃・重・淡・清の五
階調を表す言葉もあり、今日でも墨
色は、生活文化や美意識の心深くに
溶け込んでいます。

別寸対応
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のれん NOREN

【製品サイズ】	横90㎝×縦120㎝
【生地素材】	綿100％

【製品サイズ】	横90㎝×縦120㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％　※別注をご希望の場合はP92をご覧下さい。

【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿100％

きらびや のれん

ゆ のれん

両面染 のれん

【製品サイズ】	横90㎝×縦120㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

ろうけつ染 のれん

NED0516
まる　BB（紺）

NED0525
ゆ　BB（紺）

NED0516
まる　EE（えんじ）

NEM0032
両面染　無地　BB（紺）

NEM0032
両面染　無地　YT（金茶）

NED0525
ゆ　EE（えんじ）

表面 表面

裏面 裏面

NED0590
温泉マーク　EE（えんじ）

NED0589
大入　BB（紺）

NED0590
温泉マーク　GG（利休）

NED0589
大入　YT（金茶）

ろうけつ染の技法の歴史は古く、日本では奈良時代
から多くの工芸作家によって美術工芸に欠かせな
い染色技法として親しまれ、友禅技法と肩を並べる
までに成長をとげました。
ろうけつ染は、布にロウをのせ、色の混ざりを防い
だり、その部分に染料が入らないようにする“防染
法”と呼ばれる染色法です。友禅染めでよく使われ
る“色糊”の糊の代わりにロウを使うことにより、
ロウのひび割れが不規則な柄を生み出し、味わい深
い模様を作り出します。
ろうけつ染には、「型ろうけつ・手描きろうけつ・
ひび割れ・ふぶき（吹きつけろうけつ）・だんまる
描き・シケ引き」など、数多くの技法があり、様々
な表現を可能にしています。
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のれん NOREN

【製品サイズ】	横90㎝×縦120㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

引き染 のれん

【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

手描き三連 のれん

【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

手描き のれん

NED0586
天地ぼかし　VV（紫）

NED0587
裾ぼかし　YT（金茶）

NED0588
三段ぼかし　GG（利休）

NED0587
裾ぼかし　RR（ローズ）

引き染とは、独特のグラデーションが表
現できる友禅染の技法で、生地の両端を
張り木で引っ張り、伸子とよばれる竹籤
で生地の横方向をのばし、厳選されたこ
だわりの刷毛を用いて染料を引いて
（塗って）染める方法です。均一にむらな
く染める事を「ひっきり」「ひききり」、
ぼかして染める事を「ぼかし染」とよび、
美しく染め上げるには長年の経験と確か
な技が必要です。

NKH0133
ひょうたん - 手描き -　KK（黒）

NKH0135
つばめ - 手描き -　KK（黒）

NKH0137
〇△□ - 手描き -　NK（生成）

NKH0132
お月見 - 手描き - 　KK（黒）

NKH0134
稲穂 - 手描き -　KK（黒）

NKH0136
烏瓜と山葡萄 - 手描き -　NK（生成）
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etc. その他のれん
粋無地短のれん
【製品サイズ】	横90㎝×縦90㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

粋無地のれん
【製品サイズ】	横90㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿（ブッチャー）100％

おぼろ染無地のれん
【製品サイズ】	横85㎝×縦150㎝
【生地素材】	綿（変わり織り）100％

コースター・チビランナー

NOM8005
おぼろ染　AK（あかね）

NOM8005
おぼろ染　VH（本紫）

NOM8005
おぼろ染　BK（てつこん）

NOM8005
おぼろ染　GU（うぐいす）

NOM8005
おぼろ染　JT（うす茶）

NOM8005
おぼろ染　VH（本紫）

NEM0029
粋　VD（ぶどう）

NEM0029
粋　EE（えんじ）

NEM0029
粋　BB（紺）

NEM0029
粋　AK（あかね）

NEM0029
粋　GN（利休ねず）

NEM0025
粋　VD（ぶどう）

NEM0025
粋　EE（えんじ）

NEM0025
粋　BB（紺）

NEM0025
粋　AK（あかね）

NEM0025
粋　GN（利休ねず）

NEM0025
粋　AK（あかね）

NEM0029
粋　VD（ぶどう）

◆テーブルセンターや、一輪挿しのマットとして、また、ワンショットグラスのコースターとして使ってみたりと、色々なシ
ーンにわけて使うことができます。
◆客室のテーブルに一枚置くだけでも和の雰囲気を演出できます。
◆テーブルのアクセントとして使えます。	 	 	

チビランナー（サイズW10cm×L50cm） S
VRG0308 梅の花　KK（黒）

コースター（サイズW11cm×H11cm）	C
KKK0037 梅の花　JJ（ベージュ））

青海波　GO（ゴールド）
C	→	KKK0001
S	→	VRG0303

草花　GO（ゴールド）
C	→	KKK0034
S	→	VRG0315

桜　AA（赤）
C	→	KKK0033
S	→	VRG0314

金魚　RR（ローズ）
C	→	KKK0028
S	→	VRG0307

四季彩々　GG（利休）
C	→	KKK0008
S	→	VRG0311

梅の花　JJ（ベージュ）
C	→	KKK0037
S	→	VRG0308

金魚　KK（黒）
C	→	KKK0035
S	→	VRG0307

松に手まり　JJ（ベージュ）
C	→	KKK0032
S	→	VRG0313

梅の花　KK（黒）
C	→	KKK0036
S	→	VRG0308

亀甲 GO（ゴールド）
C	→	KKK0004
S	→	VRG0301

別寸でオーダーされる場合は、
色あそび（P18~19）からも生地
をお選び頂けます。

別寸でオーダーされる場合は、
色あそび（P18~19）からも生地
をお選び頂けます。

別寸でオーダーされる場合は、
おぼろ染（P20~21）からも生地
をお選び頂けます。

別寸対応

別寸対応

別寸対応
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※製作寸法の最大幅は85cmです。

9190

別注品 Order maidetc.
二連衝立
【枠	素材】	 木質　ポプラ
【製品サイズ】	W110㎝×H135㎝

◆下記生地からお好きな生地を選んで製作できます。
◆生地の下部はベルクロ加工となり生地のゆるみなど
があっても修正可能です。
◆枠をつないでいる金具（蝶番）が前にも後ろにも開
き、前後どちらにも自由自在に向けられます。
◆ロゴやイラストなどオリジナル柄も製作できます。

別注高級　珠のれん
【素材】　珠＝楓（原産国	日本）

製作例（ブラウン なみだ玉）
【製品サイズ】	横85cm×縦120cm

製作例（ナチュラル まる玉）
【製品サイズ】	横85cm×縦120cm

別注高級　い縄のれん
【素材】　国産いぐさ（タタミ色）　骨組み　竹

製作例
【製品サイズ】	横90cm×縦120cm

参考例
NKT0009 二連衝立枠 XX（茶）
左	→	NKT0008 唐桟縞　EE（えんじ）
右	→	NKT0008 唐桟縞　BB（紺）

参考例
NKT0009 二連衝立枠 XX（茶）
左	→	NKT0010 紬織り 青海波　BB（紺）
右	→	NKT0006 両面染無地　YT（金茶）

参考例
NKT0009 二連衝立枠 XX（茶）
左	→	NKT0007 紬織り 麻小紋　YT（金茶）
右	→	NKT0006 両面染無地　BB（紺）　

NKT0010
紬織り 青海波　BB（紺）

NKT0006
両面染無地　YT（金茶）

NKT0008
唐桟縞　EE（えんじ）

NKT0008
唐桟縞　BB（紺）

NKT0007
紬織り 麻小紋　YT（金茶）

NKT0006
両面染無地　BB（紺）

珠のれんとは、木玉をつなぎ通してできたのれんです。
昔、家庭ではよく見た光景でしたが、今では非常に価値のある商品となりました。自然
の木玉をふんだんに使うことで、高級感ただよう雰囲気を作り出すことができます。
ちょっとレトロな雰囲気を出す店舗にはもってこいの商品です。

別寸オーダー	ご要望の色とサイズに合わせて1枚より受注生産をしております。
	 お値段はサイズにより異なりますので、別途お見積もり致します。
納 　 　 期 	 ご発注後、10日〜2週間程度。

参考サイズ

なみだ玉 まる玉

縄のれんとは、一本の竹を割ってその間に井縄（い草の縄）を挟んで仕上げた、とても
清涼感と重厚感に満ちたのれんです。
普通ののれんと違い、奥が透かして見えるので、開放感と奥行きをこわすこと無く、品
よく空間を仕切ることができます。

別寸オーダー	ご要望のサイズに合わせて1枚より受注生産をしております。
	 お値段はサイズにより異なりますので、別途お見積もり致します。
納 　 　 期 	 ご発注後、10日から２週間程度。

竹は自然のものです。一本の竹を割って作ってい
ますが、右と左では、多少太さが異なります。
また、節がありますので、節のところは、太くなり
ます。

参考サイズ
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別注品 Order maid

ロゴ入れ別注のれん（顔料片面プリント・本染）

既製品ではサイズが合わない場合、ご希望のサイズで製作できます。
使用できる生地については、ご相談ください。

※生地は本カタログ掲載の座布団・のれんからお好きな生地を選んで製作できます。
※一部ご使用になれない生地もあります。

簡単な別寸のれん

製作例　生地 麻風生平 二連
【製品サイズ】	横90cm×縦150cm	2連

製作例　生地 バンテン 四連
【製品サイズ】	横180cm×縦60cm	4連

STEP 4 柄やロゴの原稿をお渡し下さい。
原則として、一般印刷に使用可能なデータ（Adobe Illustrator など）か完全版下をお渡し下さい。jpgなどの画像データ
や印刷物からも染色・プリントすることが可能ですが、データや印刷物の状態によっては編集に時間と費用がかかる場
合があります。

STEP 3 棒通しの形状とサイズをご指定ください。
※ご指定がない場合は高さ50㎜（約27φまでの通し棒に対応）で作成いたします。

STEP 2 のれんの割数をお決めください。

本染め
白生地の状態から、生地自体に染料を染み込ませるので、
両面ともにきれいに染め上がります。※裏面は鏡像になります

顔料プリント
染料の粒子が大きいので繊維に染み込まず、表面のみに
プリントされます。色生地の上からプリントできます。

STEP 1 染め方をお選びください。

高さ

⇦
チチの長さは
「高さ」に含まれません

高さ

⇦
筒の長さは
「高さ」に含まれます

筒
指定が無ければ
通常約50㎜

チチ
指定が無ければ
通常約50㎜

※通し棒は別途です。※通し棒は別途です。

２割 ３割 ４割 ５割〜

顔料プリント本染め

幅 幅

筒縫いタイプ チチタイプ

粋　AK（あかね）

簡単にお店のロゴをプリントしたり、昔ながらの型染めを使用してオリジナルののれんが製作可能です。空間の機能や用途
を告示・お客様の誘導・イベントや催事のアピールなど、一目でわかるアイキャッチとして活躍します。
のれんや幕などサイズ・割り付け等も希望に合わせて製作できます。
生地の種類は、綿または麻になります。
※生地の詳細や見積もりに関しては、お問い合わせ下さい。

製作イラスト

製作イラスト

昇華転写とは、分散染料をインクジェットプリンタにより転写機に印字し、その転写紙と染色したい布を重ねて、ローラーで
加熱することにより、気化したインクの色素が生地繊維に入り込んで色を付ける仕組みです。
色数や表現の制約が無く、ご希望のイメージそのままにのれんや幕に染め上げることができます。

別注昇華転写のれん

見 積 方 法 	 のれんのサイズや仕様とともに、図案のデータを支給して頂くか、FAXにて概略をご説明下さい。
	 ※割数や通し棒の形状・サイズに関しては「ロゴ別注のれん」のSTEP	2,3をご参照ください。
発 注 方 法 	 図案データ（Adobe	Illustrator）を支給下さい。※入稿データの詳細に関してはお問い合わせ下さい。
生地の種類	 ポリエステル100％	※生地の詳細に関してはお問い合わせ下さい。

弊社の商品に防炎加工が必要な場合には、後防炎加工をさせていただきます。
その際には、防炎シールが付きます。
※	弊社で防炎加工をお受けしたものについては、ご要望に応じて防炎加工証明書を発給させていただきますので、
詳しくはお問い合わせください。

通常、原稿に加工が不要の場合は、ご発注いただいてから約14日間（防炎加工は＋4日間）で仕上がりますが、お急ぎの場合
はご相談下さい。
また、この冊子に記載されていない加工や染色をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

防炎加工について

納期について
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座布団中わた 座布団中わた別注品
通常わた（イージー座布団）

別注わた ※受注生産 別注わた ※受注生産 別注わた ※受注生産

別注わた ※受注生産

別注わた ※受注生産

※別注オーダーで少し固めの茶カテキンウレタン芯（消臭・抗菌）を
入れることもできます。

※カバーサイズ横50㎝×縦50㎝用以上のサイズは、標準でスポンジウレタン芯が
入りしっかり形成されます

別注日除け幕 別注のれん

別注座布団カバー

既製品を、ご希望のサイズで
製作できる「簡単な別寸のれ
ん」、お店のロゴなどを、型
染めを使用して染め抜く「ロ
ゴ入れ別注のれん」、色数や表現の制約が無い「別注昇
華転写のれん」など、用途に合わせていろいろなのれん
が作成できます。別注のれんについては、前ページ

（P92）をご参照下さい。
※商品に棒は含まれていません。

お店のロゴやオリジナルデザインを
入れることで、他店とは違う特別な
インテリアを演出することができ、
店内の雰囲気を楽しませてくれます。
※柄によっては製作できない場合も

ありますのでご確認ください。

店内への直射日光を防ぎ、情緒ある雰
囲気を演出してくれます。
すべてオーダーによるオリジナル商品
です。
※柄によっては製作できない場合もあ

りますのでご確認ください。
　また商品に棒は含まれていません。

別注のぼり
１枚からでもオリジナルののぼりを製作して
います。
※ロゴやロゴの位置によっては製作できない

場合もありますのでご確認ください。
※商品に棒は含まれていません。

カバーサイズ横50㎝×縦50㎝用

カバーサイズ横65㎝×縦69㎝用

XXE5050WW
【製品サイズ】横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入2㎝

XXE6569WW
【製品サイズ】横60㎝×縦64㎝×厚み12㎝
【中味】	 わた2.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

XXE5008WW
【製品サイズ】横46㎝×縦46㎝×厚み8㎝
【中味】	 わた0.8㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 茶カテキンウレタン芯入4㎝

カバーサイズ横43㎝×縦43㎝用

カバーサイズ横55㎝×縦59㎝用

XXE4343WW
【製品サイズ】横40㎝×縦40㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）

XXE5559WW
【製品サイズ】横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

XXE4307WW
【製品サイズ】横40㎝×縦40㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 茶カテキンウレタン芯入4㎝

XXE5510WW 
【製品サイズ】横51㎝×縦55㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.0㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 茶カテキンウレタン芯入4㎝

カバーサイズ横45㎝×縦45㎝用

カバーサイズ横59㎝×縦63㎝用

XXE4545WW
【製品サイズ】横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.7㎏（綿90％＋ポリエステル10％）

XXE5963WW
【製品サイズ】横54㎝×縦58㎝×厚み10㎝
【中味】	 わた1.4㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 ウレタン芯入3㎝

XXE4507WW
【製品サイズ】横43㎝×縦43㎝×厚み7㎝
【中味】	 わた0.6㎏（綿90％＋ポリエステル10％）
	 茶カテキンウレタン芯入4㎝

茶カテウレタン芯入4㎝
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座布団中わた
羽毛イージー座布団
※受注生産

円座用イージー座布団

ビーズ座布団

受注生産ポリエステルわた
（背あてクッション用ポリエステルわた）

カテキンウレタン

受注生産ウレタン 受注生産チップウレタン

ＸＸF5963WW
【製品サイズ】横54㎝×縦58㎝×厚み14㎝
【中味】	 わた1.5㎏（フェザー100％）

ＸＸF5559WW
【製品サイズ】横51㎝×縦55㎝×厚み14㎝
【中味】	 わた1.4㎏（フェザー100％）

カバーサイズΦ43㎝×7㎝用カバーサイズ横50㎝×縦50㎝用

チップウレタン

クッション用ポリエステルわた

カバーサイズ横59㎝×縦63㎝用 カバーサイズΦ47㎝用

カバーサイズ横43㎝×縦43㎝用

カバーサイズ横55㎝×縦59㎝用

XXE0143WW
【製品サイズ】Φ43㎝×厚み13㎝
【中味】	 ビーズ1.0㎏（ポリエチレン100％）

サイズ・厚み・数量に応じてお見積
もり致します。

サイズ・数量に応じてお見積もり致
します。

XXU4747WW
【製品サイズ】横47㎝×縦47㎝×厚み4㎝
【素材】	茶カテキンウレタン100%

XXU4343WW
【製品サイズ】横40㎝×縦40㎝×厚み4㎝
【素材】	茶カテキンウレタン100%

XXE0047WW
【製品サイズ】Φ43㎝×厚み6㎝
【中味】	 わた0.4㎏（ポリエステル100％）

ウレタン
サイズ・厚み・数量に応じてお見積
もり致します。

お尻に敷く“座布団”より、綿わたの比率
を少し下げて柔らかくしてありますので、
背中に当てた時にフィットします。

茶カテキンパワーで
消臭・抗菌作用



※印刷物のため実物の色と多少違うことがあります。

このカタログの有効期限は2019年11月30日までです。

本体価格 ￥3,000

 Art Gallery　伝々
 京都府京都市北区衣笠御所ノ内町２９
 TEL.075-461-5921 denden-kyoto.com
 柚子屋旅館　一心居
 京都府京都市東山区祇園町八坂神社南隣545番地
 TEL.075-533-6369 yuzuyaryokan.com
 丹後の湯宿　ゑびすや
 京都府京丹後市網野町木津196-2
 TEL.0772-74-0025 h-ebisuya.com
 多津美織物株式会社
 武家屋敷　黒竹家

デザイン
 MIYUKI TANIGAWA
 Textile Designer/ Artist
 miyukitanigawa.com
 NAKARAI WORKS
 Textile Designer/ Artist
 nakarai.com
 Shooter Gallery Ltd.
 DTP/ CG/ Web
 shootergallery.com

ロケ地
 住蓮山安楽寺
 京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町21番地
 TEL.075-771-5360 anrakuji-kyoto.com
 百千足館 -ももちたるかん-
 京都府京都市中京区新町通錦小路上ル百足屋380
 TEL.075-461-5921 kurochiku.co.jp/k-bridal/
 百足屋 -むかでや-
 京都府京都市中京区新町通錦小路上ル百足屋381
 TEL.075-461-5921 kurochiku.co.jp/mukadeya/
 京町屋　洋々 -YoYo-
 京都府京都市中京区西ノ京冷泉町3
 e-mail yoko@skibum.co.jp




