価格

3,500円 +税

価格

5,000円 +税

サイズ 丸 H30 ×w60 角 H 40 ×W 45

サイズ H60×W 90

人気です

小山織著 『引出物』掲載 人気です

シンプルでコンパクトなデザインながら重量
感と安定感のある人気の燭台です。お仏
壇等に最適な燭台です。

シンプルながら飽きのこないスタイル。価
格も手頃で実用性もあり、ベストセラーの
作品です。小山織著 『引出物』、婦人画報
掲載作品。

皿燭台 丸・角

ミニ燭台

価格

4,000円 +税

価格

6,000円 +税

サイズ H40×W90

サイズ H 40×W90

家庭画報他多数専門誌掲載作品 人気です

家庭画報掲載作品 人気です

蝋燭を灯すと皿を通して灯りが広がりま
す。図柄は十数種類。
ゆらめく炎と影のコントラストを楽しめます。
プレゼントにも最適です。

蝋燭を灯すと皿を通して灯りが広がりま
す。図柄は十数種類。
ゆらめく炎と影のコントラストを楽しめます。
プレゼントにも最適です。透かし燭台(小)の
取っ手付バージョン。

透かし燭 小

透かし燭台 柄付

価格

7,500円 +税

価格

7,500円 +税

サイズ H70 ×W110

サイズ H 200×W60

家庭画報他多数専門誌掲載作品 人気です

直心 ネジリ 二種 人気です

蝋燭を灯すと皿を通して灯りが広がりま
す。図柄は20種類以上。
炎と影のコントラストを楽しめます。透かし
燭台小より模様が大きく広がります。

繊細なデザインとバランスの取れたスタイ
ル。置き場所を選びません。
ストレートとネジリはそれぞれ表情が異なり
ます。

透かし燭台 中

浄灯

価格 大 10,000円 ・ 小 6,000円 +税

価格

サイズ H20 ×W110 ・ H 20×W80

サイズ H90 ×W90 ×L200

プレゼント好適品

全日空「翼の大国」掲載作品 人気です

桜の花をモチーフにした燭台です。下に移
る影も味わい深い人気の作品です。

昔から使われていた手燭のスタイルをス
モールダウンしました。機能、デザインに優
れた手持ちタイプの燭台です。藤の巻いて
いない素地タイプもあります。

桜燭台 大(左)・小(右)

7,500円 +税

ミニ手燭 籐巻

価格

7,500円 +税

価格

サイズ H70×W90 ×L200

10,000円 +税

サイズ H90 ×W90 ×L200

直心 ネジリ

昔から使われていた手燭のスタイルを洋風
にアレンジしました。
和にも洋にも合うデザインの手持ちタイプ
の燭台です。
ミニ手燭 直心/八雲

江戸印伝の老舗から限定図柄のモチーフ
を柄の部分に施しました。
現代的な雰囲気が外国の方にも好評で
す。受注生産となります。図柄多数。
ミニ燭台 印伝巻

価格

12,000円 +税

価格

20,000円 +税

サイズ H110×W110 ×L300

サイズ H150×W130 ×L320

人気です

茶事用最適品

クラシカルでオーソドックスなスタイルの手
持ちタイプの燭台です。
手燭の中で最も人気のあるタイプです。

茶事(夜話等)での使用にあわせて制作さ
れたデザインです。無駄のないシンプルな
デザインは実用品として寺院等でも愛用さ
れています。

手燭 並

手燭 利休

価格

38,000円 +税

価格

32,000円 +税

サイズ H140×W100 ×L320

サイズ H120×W100 ×L280

家庭画報掲載作品

家庭画報掲載作品

江戸時代後期に使用されていた手燭を忠
実に再現しました。刀剣鍛錬の技術をいか
した持ち手の形状など上品なスタイルが特
徴です。

洋に合うスタイルの手燭としてデザイン。存
在感を感じさせる逸品です。

手燭 江戸型

手燭 寂照

価格

18,000円 +税

価格

サイズ H120×W90 ×L250

70,000円 +税

サイズ H140×W130 ×L210
復元品

置いても掛けても使用可能な手燭です。実
用的でありながら、仕掛けの動きも楽しめ
ます。緻密な寸法取りが大量生産とは一線
を画した風合いを感じさせます。
振子手燭

灯りの古書から復元。掛け、置きと三次元
の動き、角皿、リングの首部分の仕様など
技術の全てを組み込んだ他に類を見ない
逸品です。受注生産となります。
自在手燭

価格
価格

石灯篭燭台 小/大

9,000円 +税
10,000円 +税

小
大

価格

12,000円 +税

サイズ H110×W120

家庭画報掲載作品

家庭画報他 掲載作品 人気です

サイズ小 H100×W100
サイズ大 H160×W150
石灯篭の中で使用していた燭台を復元。や
わらかな曲線が温かみを感じる人気の作
品です。

安定感があり、皿の色味など鉄の質感を
感じさせてくれます。家庭画報誌にて評判
の非常に高かった作品です。

価格

宵灯

16,000円 +税

価格

28,000円 +税

サイズ H220×W75

サイズ H310×W100

シンプルながら独特の存在感を感じさせる
灯り台。テーブルコーディネート等でも多く
使用されています。
漆塗有。

一見洋風キャンドルスタンドといってもよい
くらいの洗練されたスタイル。
合わせる調度品によって様々に表情を変
えてくれます。

祈月

よろけ燭台

価格

30,000円 +税

価格 小 30,000円 +税
価格 中 38,000円 +税

サイズ H210×W80

家庭画報他 掲載作品

刀の鍔を台座にした和にも洋にも合うスタ
イルの燭台です。接合部は全てかしめ留
め、本体部分はフリーハンドでの加工で
す。
鍔台燭台

三脚燭台 小/中

価格

30,000円 +税

サイズ小 H100×W90
サイズ大 H160×W120
脚の峰の加工が特徴的な上品な作品で
す。テーブルコーディネート等でも多く使用
されています。漆塗有。

価格

50,000円 +税

サイズ H190×W100

サイズ H190×W120

六角の絞りがきいたシンプルで上品な燭台
です。テーブルコーディネート等でも多く使
用されています。
漆塗有

支柱にケラ紋様を施し、重量感豊かな作品
です。テーブルの上、置き床、違い棚と
様々に飾っていただけます。受注生産とな
ります。

六角三脚燭台

据置燭台

価格

80,000円 +税

価格

80,000円 +税

サイズ H310×W160

サイズ H360×W 110

脚部の半丸の形状は全て鍛造による加
工。古くからのスタイルをシンプルに再現。
絞りのバランスが絶妙です。
受注生産となります。

支柱を六角に絞り、リング、脚部にもこだ
わった逸品。バランスのとれたスタイルはと
ても品の良い仕上がりです。
受注生産となります。

三脚燭台 大

六角灯台

価格 小 32,000円 +税
価格 大 42,000円 +税

価格

120,000円 +税

サイズ H650～900 ×W160
家庭画報・サライ他掲載作品 人気です

サイズ小 H330×W160
サイズ大 H600×W150
昔からある灯り台をオリジナルのデザイン
で制作。シンプルで上品な作品です。
灯台 直立 小/大

灯台 三日月

価格

150,000円 +税

価格

280,000円 +税

サイズ H840×W200

サイズ H950×W320

支柱にケラ紋様を丹念に施した存在感十
分な灯り台です。
高さのオーダーも可能です。
受注生産となります。

灯台の中で最も大きく、手のかかる灯り台
です。鶴首の絞り、猫足の形状と全ての部
分にこだわった逸品です。
受注生産となります。(要製作期間)

灯台 三浦型

灯台 江戸型 特大

価格

花筏

和、洋を問わず様々なシーンで楽しんでい
ただけます。灯り台の中で最も人気があり
ます。インテリア・テーブルコーディネート等
でも多く使用されています。高さ調節が可
能。

12,000円 +税

価格

18,000円 +税

サイズ H220×W45 ×L130

サイズ H300×W60 ×L190

家庭画報 掲載作品 人気です

家庭画報 掲載作品 人気です

花と灯りを楽しめる燭台。
場所を取らず、様々なスタイルで飾ってい
ただけます。グラス付き。

花と灯りを楽しめる燭台。
立体的な造形が特徴です。ズームイン朝、
家庭画報等でベストセラーとなりました。グ
ラス付き。2016年OMOTENASHI
SELECTION受賞作品。

花あかり

価格

15,000円 +税

価格 25,000円 +税

サイズ H190 ×W160 人気です

サイズ H 235×W200×L100

サライ、家庭画報他多数 掲載作品

家庭画報掲載作品 人気です

夏は置き型の風鈴として、その他の季節は
花台、キャンドルベースとして多様に楽しめ
ます。澄んだ音色がとても上品です。吹き
ガラスの花器付き。

風鈴“風の音”よりひとまわり大きく、リン
グ部の鉧文様、脚部の三つ脚などこだわり
の一品です。花の種類、アレンジも多様に
お楽しみいただけます。

風鈴 風の音

置き風鈴 大

価格

38,000円 +税

価格

20,000円 +税

サイズ H470×W190

サイズ H160×W 50～ H210×w50

家庭画報 掲載作品

たまごローソク付 人気です

置いても吊っても、また燭台皿、花台、小
物台として様々に楽しめます。
釣棒、燭台付き。

メゾンエオブジェ2012・2013・2014出品作
品。三連の灯は並べ方、組み合わせで
様々な表情を見せます。タマゴローソク5コ
付き。

彩花灯

浄灯 連
価格

6,000円 +税 色漆

価格

価格

9,000円 +税 溜塗

サイズ H 40×W90

サイズ H30×W60
人気です
特許申請中のインブランドレーベル作品。
本漆を使用した上品な質感とポップな色の
組み合わせが注目の作品です。
漆燭台

9,000円 +税

サライ掲載作品 人気です

置き型、壁掛けと、自在に皿の部分が動く
ことで様々に使えるユニークなスタイルの
燭台です。
手振子燭台

価格

28,000円 +税

価格

サイズ H100×W85

清花器 18,000円 ・吊り台 10,000円+税

花器 H210×W210×L90 吊り台 H650×W110×L100
家庭画報掲載作品 人気です

刀の鍔を台座にした置いても掛けても使え
るスタイルの燭台です。接合部は全てかし
め留め。一点一点鍔の景色が異なります。
鍔台振子燭台

清花器・専用吊り台

価格

28,000円 +税

価格

55,000円 +税

サイズ H170×W100 クサリL900

サイズ H 300×W320 クサリ900

花器・クサリ付き

人気です

吊り方の燈明台です。燈明皿のかわりに
花器をしつらえました。
花器は写真と異なる場合があります。

吊り下げ型の燈明台に花器のしつらえを。
白洲正子邸からの復元依頼を受ける確か
な技術によって一点一点丁寧に仕上げて
います。（吊部分は瓢型となります）

花燈明

風季灯

価格

100,000円 +税

価格

130,000円 +税

サイズ H350×W190 ×L140

サイズ H350×W190 ×L140

オーダー対応品

オーダー対応品

福…NHK朝の連続ドラマ「だんだん」でも使
用された注目の行灯です。福・風とも盤面
は鏨切り、接合はかしめ留めと昔からの技
法を忠実に踏襲しています。

盤面は鏨切り、接合はかしめ留めと昔から
の技法を忠実に踏襲しています。細部の切
り出しに高度な技法と時間を要する逸品で
す。完全受注生産となります。

行灯 福・風

行灯 月とミミズク

価格

50,000円 (税別)

価格

90,000円 +税

サイズ H330×W170

サイズ H420×W170

家庭画報他多数掲載品 オーダー対応品 人気です

オーダー対応品

鉄の切り抜き面に春夏の出雲と青海波、
秋冬の兎と矢格子、反対の二面は和紙の
みの無地でデザインにアクセントをつけま
した。

向かい合う盤面に大小の円形の模様を入
れ、国指定伝統工芸品でもある石州和紙
の藍染で宇宙の銀河をイメージしました。
同じ模様が二つとない一点ものです。

行灯 風月

行灯 銀河

価格

置き行灯

置き・吊り下兼用の鉄製花器。専用吊り台
をあわせれば置き場所を選びません。シン
プルな飽きのこないスタイル。花器は数種
類のなかからお選びいただけます。

280,000円 +税

価格

60,000円 +税

サイズ H440×W200

サイズ H420×W90

オーダー対応品

オーダー対応品

四面をすべて江戸時代からの技法、鏨切り
にて制作。サイズ、デザイン等フルオー
ダーにて制作します。

行灯本体から広がる影が水面に広がる波
紋を連想させます。照明をつけない時は鉄
のオブジェとしてまた違った表情を見せま
す。
行灯 波紋

価格

160,000円 +税

価格

80,000円 +税

サイズ H300×W160

サイズ H 300×W500～600

古くからある蔵行灯を完全に復元しまし
た。ちょうつがい部分も全て手作業による
加工と細部にまでこだわりました。自信の
逸品です。受注生産となります。

吊り下げタイプのシェードです。京都他古
刹で使用されているものの復元品です。

蔵行灯

吊り行灯 雪洞

価格

12,000円 +税

価格

28,000円 +税

サイズ H760×W120 ×L130

サイズ H 760×W90×L110

サライ、家庭画報掲載品 吊り棒、ガラス花器付き 人気です

家庭画報掲載品 花器・燭台付き 人気です

吊り、掛け両用の花器。吊り棒と専用の手
作り吹きガラス花器付き。リング部分をフ
レームに見立て生ける花は様々な表情を
見せてくれます。

壁掛けタイプの花台です。シンプルなデザ
インは無機質な壁面を華やかに彩ります。
皿に花器、または燭台を載せてしつらえの
道具としてもお使いいただけます。

りん花

花香灯 小 皿

価格

38,000円 (税別)

価格 32,000円 +税

サイズ H760×W120 ×L130

サイズ H 900～2100 ×W90 ×L50
竹製花器付き 人気です

花香灯 大 リング

壁掛けタイプの灯台。シンプルなデザイン
は無機質な壁面を華やかに彩ります。リン
グ部に花器を載せてしつらえの道具として
もお使いいただけます。他に小サイズもあ
ります。

価格

花を活かすためにぎりぎりまで細く仕上げ
ました。つなぎ部分のバランスが絶妙で
す。吊り、掛け両方楽しめます。
自在かぎ

38,000円 +税

価格

サイズ H240×W240 釣棒L480

28000円 +税

サイズ H310×W120
家庭画報 掲載作品 師を苦台付き

揺れても、どのように動かしても常に蝋燭
部分が安定して下部に来る仕掛け燭台。
昔の懐中電灯、船行灯を大きくデザインし
ました。吊り下げクサリ付。
がん灯

灯台、花台と様々に使用できる燭台です。
苔玉を乗せて、また小さめの香炉を載せ
て。音符を思わせるユニークなデザインで
す。
ぜんまい型燭台

価格

50,000円 +税

価格

サイズ H190×W140 ×L400

80,000円 +税

サイズ H200×W120 ×L320

家庭画報掲載作品

置き、掛け、釣りと様々なスタイルに併せ、
花器としても楽しめる作品です。持ち手の
加工など細部にこだわった品の良い逸品
です。
釣灯花器

灯りの古書より復元。
珍しい錨(いかり)タイプの燭台。花台、洋風
キャンドルベースとしても使用できます。受
注生産となります。
錨型燭台

価格

10,000円 +税

価格 風鈴10,000円・吊り台10,000円 +税

サイズ H 120×W 150

サイズ H160×W50 H470×W190

家庭画報・サライ掲載作品 人気です

家庭画報 掲載作品

個性的なデザインの置き型の蚊遣台です。
かぶせ式と違いヤニがつかず掃除が楽な
のも便利です。
夏のベストセラー品。

デザインにこだわった吊り型の風鈴。良質
な鋼で焼き入れにこだわった澄んだ音が特
徴です。専用吊り台を使えば置き場所を選
びません。

蚊遣台 ぜんまい

吊り風鈴 涼風・専用吊り台

価格

12,000円 +税

価格

サイズ H 160×W 150

5,500円 +税

サイズ H5 ×W 50

人気です

蚊遣り台 ゆらぎ

個性的なデザインの置き型の蚊遣台です。
かぶせ式と違いヤニがつかず掃除が楽な
のも便利です。一点ずつ表情が異なりま
す。
夏のベストセラー品。

価格

蓮華燭台

鍛鉄の味わい深い香皿。専用香立て付。
時とともに表情を変えていきます。

香立 鉧紋様

38,000円 +税

価格

160,000円 +税

サイズ H80×W90

サイズ H 600×W380

蓮の花をモチーフにした、鉄でありながら
柔らかな風合いの燭台。香立としての制作
も可。専用台座有。
(ぜんまい32,000円、ハスの葉22,000円)

実際に薪を焚いていただくこともできる置き
型の篝かごです。
枝ものの花などをダイナミックにいけても引
き立ちます。花器（鉄製器付き）
置き篝(かがり)

