
公的認証 −

シルキースタンダードJAPAN 大阪城

ポストカード額

サクラクラフトラボ

- 1 -

大阪府

江⼾時代初期の技術が現在に継承され、酒器、茶器、花器等が製造されている。また、⽣活様式の変化に伴
い、近年はタンブラーやジョッキなど時代に合わせた製品も多く作られるようになっている。

食器
1

府県名

2

贈呈品用途

木工製品

日本独自の文化と言われる紙芝居。その紙芝居のように中に入れた絵葉書を手軽に差し替えて楽しめる額。

3
筆記具

「新しい」「懐かしい」で人の温かみを感じさせ、モノ作りにこだわった進化するペン。
「新しい懐かしい、をつくる。」というコンセプトの下、細部にまでこだわって作り上げたボールペン。真鍮
製のパーツは使い込む程に風合いの変化を楽しめる。インキ⾊は 5 種類の⿊インキから好みの⼀⾊を選ぶこと
が出来る。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 −

サイズ 全⻑131mm 重量34g 軸径10.5mm
製造元 株式会社サクラクレパス

公的認証
経済産業大臣指定伝統的工芸品

大阪府知事指定伝統工芸品
大阪府「大阪製」認定

府県名 大阪府

サイズ φ6.5×H10.0㎝
製造元 大阪錫器株式会社

用途 贈呈品
サイズ 132×180mm 厚み20mm
製造元 株式会社ブリコラージュ



公的認証 −

リゲッタ リゲッタカヌー

AMC糸切ハサミ

AMC超⻑寿命カッターナイフ「采（あや）」
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大阪府

日本の伝統的な履物『ゲタ』に着想を得た、機能性とデザイン性、両方を追及したどこにもないオリジナル
シューズ。硬い道を歩く現代人が、もっと街歩きを快適に楽しめるようにと思いを込めて作られた。また、履
きやすいけれどデザインに遊び心を感じさせるフォルム。靴職人の町・生野区で「Made in IKUNO」にこだ
わって作られている一品。

履物
4

府県名

5

贈呈品用途

裁縫道具 等

AMCが10年の歳⽉をかけて開発した超硬合⾦圧接技術（特許取得済み）を使って作った⻑寿命・万能ハサミ

6
裁縫道具 等

これまでの常識を塗り替えるカッター。
刃先に超硬合⾦圧接技術（特許取得済み）を使⽤した超⻑寿命カッターナイフ。柄は、紫檀材に漆をコーティ
ングし、1つ1つ職人による手作りされている味わい深い１品。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 2017CRAFT14

サイズ 0.9×1.6×13cm
製造元 株式会社AMC

公的認証 「大阪製ブランド」（26年度認定企業）

府県名 大阪府

サイズ S、M、L、LL
製造元 有限会社シューズ・ミニッシュ

用途 贈呈品
サイズ 1.1×2.5×10.2cm
製造元 株式会社AMC



公的認証
GOOD DESIGN賞

H25近畿地方発明表彰「大阪府知事賞」
if アワード

木製筆記具（万年筆）

GTパック桐箱仕様

天満切子 極「結晶」
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大阪府

伝統工法「轆轤（ろくろ）」を用い、木製品を作り続ける「平井木工挽物所」。約40年にわたり培われた職人
技で、選りすぐりの銘木から筆記具へと作り上げていく。
木という素材感を最大限に引き出し作られた筆記具達は、まさに手に吸い付くように馴染み、心を癒し、落ち
着きと奥深い味わいを感じさせてくれる一品。

筆記具
7

府県名

8

贈呈品用途

工具

ネジザウルスGTと鉄腕ハサミGTがセットになったギフトセット。2017年度大阪テクノマスター（大阪市認
定）である社員がデザインしたペンチとハサミは、日本のGOOD DESIGN賞やドイツのifアワードを受賞した
『かっこいい』工具。デザイン性だけでなく、あらゆるネジを外すことができるペンチと、多彩な素材をパワ
フルに切断できるハサミは機能性も抜群。高級感ある桐箱に収めた特別仕様の一品。

9
食器

大阪の切子の伝統を受け継ぎながらも、従来の切子グラスにはない映り込みを重視した斬新なデザインが特徴
の切子グラス。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 −

サイズ 口径：78mm 高さ：95mm
製造元 切子工房 昌榮

公的認証 2018CRAFT14

府県名 大阪府

サイズ ⻑さ：約147mm（収納時）
製造元 平井木工挽物所

用途 贈呈品
サイズ W253×L133×H33mm
製造元 株式会社エンジニア



公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

天満切子（切子グラス）①ロックグラス 十六縞 ②ぐい吞み・丸型 十六縞 ③ぐい吞み・杵型 十二縞

堺打刃物 ⿊打ち 三徳包丁／⽜⼑

ピュアウォーマー（レッグウォーマー・アームウォーマー・ボディウォーマー）
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大阪府

江⼾時代オランダから輸⼊されたガラス製法が⼤阪・天満界隈に伝わったのが発祥。⼤阪ガラス発祥之地・天
満で生まれた工芸品。手作業で制作され、他の切子にはない輝きを引き出す蒲鉾(U字彫り)の技法で作成されて
います。お酒を入れると万華鏡のように輝く芸術的な一品です。

食器
10

府県名

11

贈呈品用途

テーブルウェア

抜群の切れ味と美しさから、世界中のプロの料理人が愛用。近年は、和食がユネスコの「無形文化遺産」に登
録されたこと等により海外での需要も高まっている。世界文化遺産登録を目指す古墳の築造に用いられた鍬等
の鋳造技術が鉄砲、刃物へと発展し、江⼾時代には、幕府から「堺極」の印を受けた。⿊打ちの包丁は寛政11
年(1799年)発刊の『日本山海名物図会』にも紹介されている。

12
服飾
シルクやオーガニックコットンなどの自然素材を使用してゆるやかに編み立てています。着用感を忘れる軽さ
と、天然繊維には吸湿性、保湿性、紫外線カットの特徴があり、健美商品として皮膚の弱い方にも使用可能、
また冷え性の改善のためにご使用頂いています。ピュアウォーマーは身体にやさしい呼吸するデザイン商品を
目指し、かろやかなフィットは⻑時間でも負担にならず、介護関係者からフィットネス・ヨガ・バレリーナ広
い市場ニーズを得ています。尚、オーガニックコットンのボディーウォーマー（生成り）はエコテックス100・
クラスⅠの認証を取得しております。（赤ちゃんが口にしても安心な糸を使用）

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 岸和田ブランド

サイズ H130mm×W200mm
製造元 株式会社マハール

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ ①Ｈ:約95×直径:約95mm
製造元 切子工房ＲＡＵ

用途 贈呈品
サイズ 180mm〜210mm
製造元 堺刃物商工業協同組合連合会



公的認証 大阪製ブランド

レッグ＆アームウォーマー・ボディウォーマー（桃染め）

アートブランケット（神奈川沖浪裏）

アートブランケット（⼤⾕⻤次の江⼾兵衛）
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大阪府

オーガニックコットン（無農薬有機栽培綿）の⾃然素材を使⽤しています。⻑時間の装着でも薄くて軽く、⾝
体をフワリと包む感覚を大事にした製品です。着用感を忘れてしまうほどの軽さと共に、天然繊維には吸湿
性、保湿性、紫外線カットの特徴があります。本製品は、桃の産地で有名な岸和田包近（かねちか）の桃の花
びらを使い、オーガニックコットンに先染めした糸を使用しています。

服飾
13

府県名

14

贈呈品用途

毛布

『アートブランケット』は、「日本一の毛布のまち泉大津」をＰＲするため、寝具にとどまっていた毛布を、
鑑賞用としても楽しめるようにアート作品に昇華させた毛布となっています。優れた手触り・肌触り、世界的
に有名な絵画を⾊鮮やかに表現するﾌﾟﾘﾝﾄ技術など、⻑年培ってきた泉⼤津の⽑布製造技術を結集させた『アー
トブランケット』は、本物の絵画にも劣らない重厚な存在感を醸し出しています。もちろん、寝心地も非常に
優れています。「日本一の毛布のまち泉大津」ならではの高品質な風合いを是非感じてみてください。

15
毛布

『アートブランケット』は、「日本一の毛布のまち泉大津」をＰＲするため、寝具にとどまっていた毛布を、
鑑賞用としても楽しめるようにアート作品に昇華させた毛布となっています。優れた手触り・肌触り、世界的
に有名な絵画を⾊鮮やかに表現するﾌﾟﾘﾝﾄ技術など、⻑年培ってきた泉⼤津の⽑布製造技術を結集させた『アー
トブランケット』は、本物の絵画にも劣らない重厚な存在感を醸し出しています。もちろん、寝心地も非常に
優れています。「日本一の毛布のまち泉大津」ならではの高品質な風合いを是非感じてみてください。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 大阪製ブランド

サイズ Ｈ2000×Ｗ1400mm
製造元 日本毛布工業組合

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ H130mm×W200mm
製造元 株式会社マハール

用途 贈呈品
サイズ Ｈ1400×Ｗ2000mm
製造元 日本毛布工業組合



公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

アートブランケット（日本橋）

花梨⿊⽂字⼊れ

花見箸
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大阪府

『アートブランケット』は、「日本一の毛布のまち泉大津」をＰＲするため、寝具にとどまっていた毛布を、
鑑賞用としても楽しめるようにアート作品に昇華させた毛布となっています。優れた手触り・肌触り、世界的
に有名な絵画を⾊鮮やかに表現するﾌﾟﾘﾝﾄ技術など、⻑年培ってきた泉⼤津の⽑布製造技術を結集させた『アー
トブランケット』は、本物の絵画にも劣らない重厚な存在感を醸し出しています。もちろん、寝心地も非常に
優れています。「日本一の毛布のまち泉大津」ならではの高品質な風合いを是非感じてみてください。

毛布
16

府県名

17

贈呈品用途

唐木指物

紫檀と花梨を重ね曲げて製作している。内部の内詰には柔らかい桐を使用している。
切り口を横ではなく斜めにすることで向きが統一され、木目も一致し切れ目がわかりにくい。
菓子切は、堅くて丈夫な紫檀で製作されている。

18
唐木指物

唐木の中でも最も堅い紫檀を使用しているため丈夫。もともと１本の木を切って組み合わせているため、木目
が一致しつなぎ目がわかりにくい。また、木の摩擦により緩みにくい。
先端に向かってまっすぐ細く作りあげているため、使用しやすい。また、わずかな凹凸が残っているため滑ら
ずに使用できる。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

サイズ 組立時 7寸
製造元 工房キハラ

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ Ｈ1400×Ｗ2000mm
製造元 日本毛布工業組合

用途 贈呈品
サイズ 12cm
製造元 工房キハラ



公的認証 「日経モノづくり大賞」受賞

和泉櫛（さつま材）

オーガニックコットンタオル

NOKORI-FUKU のこり福
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大阪府

つげの⽊を素材とし、⼩割して乾燥した後、⻭を挽き形を整えて磨いて仕上げる昔ながらの⼿づくりで、⽣地
が緻密で静電気が起こりにくく、⻑年使っていると髪の⽑に艶が出てくる。

木櫛
19

府県名

20

贈呈品用途

タオル

自主開発のオーガニックコットンを使用。第５回「日経モノづくり大賞」を受賞した有機精練と呼ばれる加工
方法でエコ仕様に仕上げたタオルです
ハンドタオル：サイズ34×35
フェイスタオル：サイズ34×80
バスタオル：サイズ60×120

21
タオル

河内ワイン、大阪の地ビールを醸造後の”のこりもの”から染め、綿から厳選しやわらかふっくら、高吸水、機
能性もある高品質な泉州タオル。紅白セットも可能 染色前の無垢タオル（白）とセット

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 −

サイズ ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ：34×35cm他サイズもあり
製造元 袋谷タオル合資会社

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品

府県名 大阪府

サイズ 3寸5分〜4寸5分
製造元 ⻄川⽊櫛製作所

用途 贈呈品
サイズ 上記
製造元 ツバメタオル株式会社



公的認証 −

純国産⿊⽂字ようじ

⺠芸⼩楊枝

大阪欄間 彫刻額
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大阪府

原料には「クロモジ」が使用されており、その小枝を蒸留して抽出される物質は幸水や石鹸などの香料にもな
る香りのよい木。上品な包装で贈答品にも適している。

茶道具
22

府県名

23

贈呈品用途

茶道具

河内⻑野市の地場産業として知られる「つまようじ」。かつては、市内各所でつまようじを削る内職の光景も
見られました。現在も本市内の事業者による取扱量、および国産の生産量は日本一と言われています。
そんなつまようじのひとつである「⿊⽂字楊枝」に、うちわや瓢箪など、⽇本ならではの飾りつけを⾏った楊
枝。

24
彫刻

日本の伝統工芸士に認定されている工芸士が作る大阪欄間。杉材を使用し、大阪城等大阪らしい図案の作品を
提供しています。大峰山女人禁制の結界門に掛かる「為菩提心門」の額号は現当主・高橋聖峰氏の作品です。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 日本の伝統工芸士

サイズ H350×W450mm
製造元 大阪欄間工芸 高橋商店

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 約H80×W50
製造元 菊水産業(株)

用途 贈呈品
サイズ 約H70×W40
製造元 (有)八田商店



公的認証 −

高機能３Dソックス

いずみパール （ネックレスイヤリングセット）

いずみ硝子 （とんぼ玉ネックレス）
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大阪府

河内木綿で有名な河内地域(松原市)において、あくまでも国産にこだわり、自社工場において一貫生産してい
ます。素材は余分な短繊維を取り除いた高級糸「コーマ糸」。各種競技のアスリートの協力を得て、立体構造
のスポーツ用高付加価値靴下「高機能3Dソックス(FOOTMAX)」を開発しました。リオデジャネイロオリン
ピックで窪木一茂選手もこの靴下(競輪用)を使用しました。

靴下
25

府県名

26

贈呈品用途

装飾品

いずみパールは独自の技術により生産されており、本真珠と見分けがつかないほどの光沢を放っています。
その質の高さで評価を受け、全国の7割を占める生産量を誇り、海外でも高い評価を受けています。

27
装飾品

いずみ硝⼦は和泉市が古くからガラス⼯芸が盛んであったことから、⻑年の経験による研ぎ澄まされた技術に
よって生産されています。
手加工で生産される作品は希少価値が高く、多くの愛好家の支持を得ています。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 −

サイズ H120×W190 D50mm
製造元 井阪硝子製作所

公的認証
La Matsubara〜ラ・まつばら〜
大阪ものづくり優良企業賞匠企業
松原ものづくりエクセレント企業

府県名 大阪府

サイズ −
製造元 コーマ株式会社

用途 贈呈品
サイズ H120×W190 D50mm
製造元 米田芳弘商店



公的認証 THE WONDER 500（経済産業省）

いずもく製ペン

MISOKA（ギフトセット5本入）

欄間衝立
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大阪府

大阪府と和泉市では、平成２４年度から木材の利用促進に向けた取り組みを進めています。その一環として、
和泉市内産木材の利用拡大や「おおさか認証材」のＰＲを図るため、「いずもくプロジェクト」と称して、い
ずみの木による地域ブランド化を推進しています。本製品は、大阪府初の林業活動促進地区である和泉市の木
材（いずもく）を使用しています。

ボールペ or シャーペン
28

府県名

29

贈呈品用途

工業製品

株式会社夢職⼈によって⽣み出された、⽔だけで磨ける⻭ブラシ。⽑先に施されたナノミネラルコーティング
技術「ナノシオンドリームテクノロジー」により、毛先を水に浸けて磨くだけで、汚れをさっぱりと洗い上げ
る画期的な⻭ブラシです。パリのリッツホテルでお⼟産として発売されたことに始まり、中東の王室にも愛⽤
され、さらに最近では、クルーズトレイン「ななつ星in九州」のアメニティに採用されるほど、国内外を問わ
ず大人気の商品です。

30
彫刻

⼤阪欄間彫刻は、17世紀初期が起源とされる。⻑年にわたって磨き蓄積された⾼度な技術・技法を⽤い、屋久
杉などの杢目を生かした室内調度品が数多く生産されている。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

サイズ 15㎝×20㎝
製造元 （株）岡本銘木店

公的認証 おおさか材認証制度

府県名 大阪府

サイズ 約15cm
製造元 大阪府森林組合

用途 贈呈品
サイズ 22cm×27cm
製造元 株式会社夢職人



公的認証 Class I（乳幼児製品）

木彫りレリーフ

和紙の布浴用タオルセット

タオル詰め合わせ
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大阪府

⼤阪欄間彫刻は、17世紀初期が起源とされる。⻑年にわたって磨き蓄積された⾼度な技術・技法を⽤い、屋久
杉などの杢目を生かした室内調度品が数多く生産されている。

彫刻
31

府県名

32

贈呈品用途

タオル
天然素材からできた和紙とオーガニックコットンを織り込んで作った布には化学染料を一切使っておりませ
ん。茶綿の自然な色合いで肌にやさしく安心してお使いいただけます。和紙は植物由来の抗菌性と通気性に優
れているため乾きやすく清潔に保つことができます。石鹸を使わず肌に刺激を与えることなく余分な皮脂を取
り除くことができます。和紙の布で製造販売している商品に使用する和紙は、繊維製品の国際的な安全基準
「エコテックス規格100」の製品分類1「Class I（乳幼児製品）」の認証を取得したものを使用しています。

33
キントーレタオル

キントーレタオルは抗菌性に優れ清潔で臭わないタオルです。もちろん優れた吸水性で柔らかくて心地の良い
肌ざわりのタオルです。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 −

サイズ バスタオル70cm×140cm
製造元 株式会社 じばしん

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

府県名 大阪府

サイズ 10㎝×10㎝
製造元 （株）岡本銘木店

用途 贈呈品
サイズ 外箱約20cm×35cm
製造元 株式会社 和紙の布



公的認証 −

ボールペン

竹筒入れ物

TSUNAGO
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大阪府

素材は日本固有種であろう北海道の積丹竹（シャコタンチク）と２００年近く囲炉裏の煙で燻された真竹（マ
ダケ）を使用。

ボールペン
34

府県名

35

贈呈品用途

入れ物

お香入れ、またはつまようじ入れ等、好きなものを入れることができる極小の竹筒入れ物です。素材は、ボー
ルペン同様の積丹竹と真竹を使用。

36
文房具

日本で唯一の鉛筆削りメーカーで、大阪府松原市にて部品から製品まで一貫して自社製造。鉛筆削りは、その
切れ味の良さから「まるで日本刀のようだ」と海外から評価されています。TSUNAGOは、「もったいない」
想いを伝え、ものの命をつなぐ。という企業理念から生まれた短くなった鉛筆をつなげる事ができる世界初の
鉛筆削り。2015年度にパリのメゾン・エ・オブジェ展示会でデビューし、エコフレンドリー商品として国内外
から多くの支持を得ています。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証
大阪ものづくり優良企業賞「匠企業」

松原ものづくりエクセレント企業
2015年度大阪ブランド優秀優良賞

サイズ 89mm×47mm×47mm(梱包サイズ)
製造元 株式会社 中島重久堂

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ 13〜15cm
製造元 竹甚工房

用途 贈呈品
サイズ 7cm程度
製造元 竹甚工房



公的認証 −

印鑑(丸印)

べっぴん桜筆

和泉木綿 (ストール)
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大阪府

日本の伝統文化ともいえる「印鑑」は、水牛、象牙等の材料に名前を彫刻することによって完成します。印材
の代表的な水牛についてみると、生産量で松原市が全国トップ。特に小山良製は最高級印材と言われていま
す。

印材
37

府県名

38

贈呈品用途

コスメティックブラシ

創業50余年、伝統ある「熊野の化粧筆」の製造販売を手がけています。粉含みが良く鮮やかな発色が表現でき
る山羊筆、なめらかで適度なコシがある馬毛など、一つ一つの毛質を完璧に理解し、穂先を形成することで、
最高の化粧筆に仕上げています。

39
織物

和泉⽊綿は江⼾時代に広く⽇本国内に知れわたり、国内の中⼼的な綿業地帯を形成するに⾄りました。
 現在も、木綿のやさしさが感じられる多岐多様な品種が製織されています。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 −

サイズ H800×W2000mm
製造元 平山繊維株式会社

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ 15mm(印面)×60mm
製造元 株式会社小山良印材製作所

用途 贈呈品
サイズ 85mm×140mm
製造元 村岸産業株式会社



公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

藍染ガーゼタオル

大阪城と瓢箪

大阪城Ａ図
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大阪府

本藍を使い、一つ一つ丁寧に染めております。藍染の絵柄や色合いは作品ごとに違い、世界に一つだけのオリ
ジナル商品です。

タオル
40

府県名

41

贈呈品用途

木彫品

「瓢箪」と大阪のシンボルである「大阪城」を国指定伝統的工芸品「大阪欄間」の技術技法を駆使し桐板に透
かし彫り彫刻で製作。（桐材を使用）

42
木彫品

大阪のシンボルである「大阪城」を国指定伝統的工芸品「大阪欄間」の技術技法を駆使し桐板に透かし彫り彫
刻で製作。
（桐材を使用）

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

サイズ 縦410×横370×幅35mm
製造元 大阪欄間工芸協同組合

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ 30cm×75cm
製造元 熊取わたっこクラブ

用途 贈呈品
サイズ 縦410×横370×幅35mm
製造元 大阪欄間工芸協同組合



公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪府知事指定伝統工芸品

水都大阪

総桐三ツ引小箪笥

堺刀司正重作 特上刺身庖丁240
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大阪府

大阪城・中之島・八百八橋 等「これぞ大阪！」と彷彿させる景色を、日本の銘木である杉材の杢目を活か
し、国指定伝統的工芸品「大阪欄間」の技術技法により製作。（杉材を使用）

木彫品
43

府県名

44

贈呈品用途

桐製品

桐箪笥発祥の町大阪に於いて、昔ながらの技術・技法を用いた桐箪笥は、組手が多く、厚い桐材を用い,他には
類を見ない程立派です。防虫・防湿性にすぐれ、耐火の役目を持っており日本風土に最適な箪笥です。

45
庖丁

安来鋼を使⽤し、丁寧に鍛造しました。切れ味にすぐれ、研ぎやすいことが特⻑。⼝⾦に⽔⽜の角を使い、素
材色そのままなので色の出方もひとつずつ違います。少しこだわって、ご自分の和包丁を持つ方に適していま
す。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪府知事指定伝統工芸品

サイズ 240mm
製造元 株式会社和泉利器製作所

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品

府県名 大阪府

サイズ 箱サイズ
製造元 大阪欄間工芸協同組合

用途 贈呈品
サイズ 325×380×400mm
製造元 ㈱田中家具製作所



公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪府知事指定伝統工芸品

堺刀司重光作 三徳庖丁

堺⼑司正重作 ⿊打菜切庖丁

和泉蜻蛉玉 ネックレス
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大阪府

堺の包丁作りは古くから分業制が確立しており、鍛造、刃付（研ぎ）、柄付により一本一本丁寧に仕上げられ
た堺の包丁は、その抜群の切れ味と美しさから、世界中のプロの料理人に愛用されています。本製品は、刃物
鋼を使用し、 初めてご自分の和包丁を持つ方に適しています。

庖丁
46

府県名

47

贈呈品用途

庖丁

安来鋼を使⽤し、丁寧に鍛造しました。切れ味にすぐれ、研ぎやすいことが特⻑。
ステンレスの口金はサビにくく、衛生的に使えます。アイテムも充実させた家庭用包丁シリーズです

48
装飾品（女性用）

和泉蜻蛉玉 ネックレス ブルー３ミリの和泉蜻蛉玉セット
ブルーの地玉に伝統の微細文様が入り。表面は、鮮やかに 裏面は、控えめに 仕上げました。ハート型の和泉蜻
蛉玉 両サイドには、各２個づつ小玉が付いています。３ミリの和泉蜻蛉玉にも同様の微細文様が入っていて、
ハート型の和泉蜻蛉玉を抜き、単独でもご使用になれます。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品

サイズ ＊玉の大きさ 約28×21mm
製造元 山月工房

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪府知事指定伝統工芸品

府県名 大阪府

サイズ 180mm
製造元 株式会社和泉利器製作所

用途 贈呈品
サイズ 180mm
製造元 株式会社和泉利器製作所



公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品
大阪市指定無形文化財

和泉蜻蛉玉 ループ帯

小丸(小)

釜敷き

- 17 -

大阪府

和泉蜻蛉玉ループ帯・ブルー
ブルーの地玉に伝統の微細文様が入っています。
（帯先も同様の和泉蜻蛉玉付き）

装飾品（男性用）
49

府県名

50

贈呈品用途

生活什器

 2千年前から伝わる深江の菅細工。大阪府の伝統工芸品の技法を用いた美しく揃った捻りが特徴。材料となる
菅は、伊勢神宮式年遷宮菅御笠・御翳の材料と同じ。耐水性に優れコースターとして使用。

51
生活什器

 2千年前から伝わる深江の菅細工。大阪府の伝統工芸品の技法を用いた美しく揃った捻りが特徴。材料となる
菅は、伊勢神宮式年遷宮菅御笠・御翳の材料と同じ。格式のある茶道具の一種でもある。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品
大阪市指定無形文化財

サイズ 直径15cm 厚み2cm
製造元 深江菅細工保存会

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品

府県名 大阪府

サイズ ＊玉の大きさ（大）約28ｘ20mm
製造元 山月工房

用途 贈呈品
サイズ (直径9cm厚み6mm)×5枚
製造元 深江菅細工保存会



公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪製ブランド

ナピュアミラー（プロモデル折立ミラー）

吉祥タンブラー 中 朱・⿊ ペア

マサノヴァアート ＣＮ-1
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大阪府

人から見た本当の肌色を映す」特許う取得のナピュアミラーを使用した折立ミラー。等倍鏡と5倍拡大鏡がセッ
トになった持ち運びに便利なミラーです。

雑貨
52

府県名

53

贈呈品用途

食器

錫は熱伝導がよいため、保温性が高く、瞬時に冷却することができます。このタンブラーは和をテーマにおめ
でたい柄６種類でデザインされています。目に美しく、指先に愉しく、口当たりが心地よいタンブラーです。

54
アクセサリー

ものづくりのまち・東大阪の電子機器や工業製品に、アートを融合させることで創み出したロボットキャラク
ターアクセサリー。
工業製品の機能性やデザイン性を活かした「アート雑貨」という新しいジャンルで東大阪のものづくりを体現
しています。色や形等、多様なバリエーションを活かした、ユーザーがコレクションしたくなる製品です。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 大阪製ブランド

サイズ 40Ｘ36Ｘ60mm
製造元 トーヨー電子製作所

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 138×185×36
製造元 堀内鏡工業㈱

用途 贈呈品
サイズ 130×175×86
製造元 大阪錫器㈱



公的認証 大阪製ブランド
特許庁(意匠登録)済

ノシリス1

esu(エス)バッグ

手染め注染日傘 スレン仕様
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大阪府

くるっとひっくりかえすとカタチが変化。様々に変わるカタチで想像力をはぐくみます。グッドデザイン賞 他
受賞

玩具
55

府県名

56

贈呈品用途

鞄

ステンレスの端材であるパンチングメタルに人工皮革や本皮革を組み合わせた特殊バッグです。型崩れしにく
いほか、通気性にも優れています。金属の持つハードさに皮や合皮など異素材を組み合わせることで、それぞ
れの素材の魅力を際立たせ、他人とは同じものを持ちたくない女性向けに、展示会等で目を引いています。鉄
工所が製作しています。

57
日傘

熟練の染色職人と傘が協働して丁寧に仕上げた日本製です。スレン塗料を用いることで、日光堅牢度の高い日
傘としました。木綿の素材特性から涼しさを感じていただけます。紫外線遮蔽率は80％以上で検査しており、
実用性にも十分配慮しております。

府県名 大阪府
用途 贈呈品

公的認証 大阪製ブランド

サイズ 43×132×700
製造元 協同組合オリセン

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 230×25×290
製造元 (有)アイ・シー・アイデザイン研究所

用途 贈呈品
サイズ 180×230×110
製造元 (株)三陽鉄工所



公的認証 地域産業資源

大阪製 EIJI T-SHIRTS

グロッシーフェイスタオル

浪華本染め手拭い
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大阪府

世界最高峰のオーガニックコットン、アルティメイトピマを100％使用し、紡績から縫製まで全て大阪でおこ
なっている。なめらかな肌触りとふわっと軽い着心地で、着れば着るほど肌に馴染むのが特徴。職人の繊細な
技術が生み出した、高品質なTシャツ。

衣類
58

府県名

59

贈呈品用途

タオル

綿の再生繊維から生まれた“ｷｭﾌﾟﾗ”と、無撚糸を使った光沢感あるやわらかいﾀｵﾙ。2つの素材の違いがおしゃれ
な模様に。

60
染物

約４日間釜で焚きながら晒した和晒は、優しく柔らかい肌触りと通気性に富んだ生地です。大阪発祥の注染
（注ぎ染め）はこの和晒を⽤いており、多彩な⾊彩とぼかしを特徴とし、表と裏両⾯から染めることで⻑く利
用しても色褪せはほとんど見られません。手拭いをカットせずに利用すると、会場内の、上から吊るしたり、
壁に組み合わせて張り付けたり、と什器として活躍できます。また、四季シリーズは日本の四季を素材として
おり、来賓の手土産に最適な一つと考えます。

府県名 大阪府
用途 贈呈品・お土産

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品

サイズ 35ｃｍ× 90〜95ｃｍ
製造元 協同組合オリセン

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ W240×D190×H50(mm)
製造元 三恵メリヤス㈱

用途 贈呈品・お土産
サイズ 34 X 80
製造元 金野タオル株式会社



公的認証
地域産業資源

大阪製ブランド
泉州こだわりタオル

まがるハブラシＢａｂｙ・Ｋｉｄｓ

おぅ！え〜やん

SOMALI台所用石けん
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大阪府

⼦供の安全を考えた⻭ブラシ、柄がまがる機能が特徴。キッズデザイン賞（奨励賞）受賞、グッドデザイン賞
受賞

雑貨
61

府県名

62

贈呈品・お土産用途

雑貨

大阪泉州の地場産業のタオル。大阪弁で製品の良さを言い表したものが商品名となっている。日本で紡績した
特殊二重紡績糸は独占契約し、世界で唯一新興タオルだけの独特な肌触りである。

63
洗剤

創業94年。木村石鹸の伝統の釜焚き製法で作られた石けんを配合した植物由来成分の台所石けん。熟練の職人
による釜焚き製法で手肌にももちろん環境にも優しい。

府県名 大阪府
用途 贈呈品・お土産

公的認証 大阪製ブランド

サイズ 70×70×H130mm
製造元 木村石鹸工業㈱

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 10×3×20㎝
製造元 ㈱ＤＨＬ／㈾三和⻭ブラシ⼯業所

用途 贈呈品・お土産
サイズ セット組によりサイズ変わります
製造元 新興タオル㈱



公的認証 大阪製ブランド

FLASH 関⻄回路線図 iPhoneケース

mocca <杢花>/らんま職人の花小皿セット

mocca <杢花>/らんま職人の花小皿 UME
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大阪府

電池無しでLEDが光るプリント基板製のケース。基板で関⻄の路線図をデザイン。iPhoneが発する電波で⼤阪
駅に実装したLEDが光ります。プリント基板の製造技術、電気知識、既存設備を生かした商品です。

雑貨
64

府県名

65

贈呈品・お土産用途

食器

日本の銘木である「檜」材に伝統的工芸品「大阪欄間」の技術技法を駆使し製作。

66
食器

日本の銘木である「檜」材に伝統的工芸品「大阪欄間」の技術技法を駆使し製作。

府県名 大阪府
用途 贈呈品・お土産

公的認証 大阪製ブランド

サイズ 120×120×30
製造元 木下らんま店

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 170×95×18
製造元 ㈱電子技販

用途 贈呈品・お土産
サイズ 160×460×32
製造元 木下らんま店



公的認証 大阪製ブランド

mocca <杢花>/らんま職人の花小皿 ＢＡＲＡ

mocca <杢花>/らんま職人の花小皿 ＲＡＮ

高槻城 おもてなし箸置き台
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大阪府

日本の銘木である「檜」材に伝統的工芸品「大阪欄間」の技術技法を駆使し製作。

食器
67

府県名

68

贈呈品・お土産用途

食器

日本の銘木である「檜」材に伝統的工芸品「大阪欄間」の技術技法を駆使し製作。

69
陶芸品

日本刀の置き台と城壁をモチーフにした、箸を水平に置く形状の箸置き台（特許取得）。両手で箸を差し出す
ような形状で、おもてなしの心を表現。

府県名 大阪府
用途 贈呈品・お土産

公的認証 たかつき土産認定品

サイズ W85×D32×H22mm(1個あたり)
製造元 ムラセ企画

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 120×120×30
製造元 木下らんま店

用途 贈呈品・お土産
サイズ 120×120×30
製造元 木下らんま店



公的認証 −

ノシリス ファースト+

⼤阪張り⼦(張⼦の⻁)

堺線香 香立て付
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大阪府

くるっとひっくりかえすとカタチが変化。様々に変わるカタチで想像力をはぐくみます。グッドデザイン賞 他
受賞

玩具
70

府県名

71

贈呈品・お土産用途

玩具(張り子)

張⼦細⼯の技法は中国から伝わり、桃⼭時代に京都で起り、江⼾時代初期に刊⾏された俳譜書「⽑吹草」に津
村（大阪市中央区）の名産品として「張人形」が記されているなど、大阪が最大の生産地となった。約400年の
歴史ある張子技法を使用しており、首を振ることができる。面やだるまなどの置物の張り子もある。

72
お香

堺の線香は16世紀の終わりに中国から製法が伝わり、日本最古とされている。堺は当時我が国有数の貿易港で
あり、原料の香木が集まりやすかったことや、寺院が多かったことが線香づくりの発展を支えたと考えられて
いる。選びぬかれた天然の香料の調合が特色で、香の芸術品といわれる高級線香である。香りは、沈香・白
檀・すみれ・梅・月待ち雲・ラベンダー。

府県名 大阪府
用途 お土産

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品

サイズ 約5cm×15cm×4cm
製造元 堺線香工業協同組合

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 125×20×200
製造元 有）アイ・シー・アイデザイン研究所

用途 お土産
サイズ D10×W15×H10
製造元 峯商店



公的認証 −

ナピュアミラー （プロモデル折立ミラー）

銘木名刺入れ

アートスクリュー
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大阪府

「人から見た本当の肌色を映す」特許取得のナピュアミラーを使用した折立ミラー。レース柄が可愛い持ち運
びに便利なミラーです。

雑貨
73

府県名

74

お土産用途

工芸品

銘木とは、部屋の内装に使用される木材のことです。言い換えれば、部屋のなかで、目に見える木材、それが
杉、松、欅、樹種の如何を問わず、天然の美しさをもったものであれば、それはすべて銘木です。本製品は、
日本全国より集めた希少な国産優良銘木を使用しています。

75
その他工業製品

アートスクリューは、写真やポストカードをワンタッチで挟んでインテリアとして使用できるユニークなネジ
です。会社名やロゴマーク、メッセージなどを刻印できるので、オシャレな贈り物として、また企業PR、販促
商品、プレゼント等、様々な場面で使用されています。
モノづくりのまち東大阪の代表的な製品である「ネジ」をインテリア製品としたものです。

府県名 大阪府
用途 お土産

公的認証 東大阪ブランド認定製品

サイズ 20mm×40mm
製造元 川端ネジ製作所

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ 135×185×15
製造元 堀内鏡工業㈱

用途 お土産
サイズ 6㎝×10㎝
製造元 加藤商店



公的認証 The Wonder 500™

G20ロゴ入り記念タオル

匠タオル

雫 〜SHIZUKU〜
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大阪府

泉州タオルは優れた吸水性が特徴で柔らかく心地良い肌ざわりのタオルです。

タオル
76

府県名

77

お土産用途

タオル

ドライユースに特化した高吸水タオル。綿 100％
ハンドタオル：サイズ33×40
フェイスタオル：サイズ33×85
バスタオル：60×130

78
タオル

大阪府南部 泉州地域の特産野菜「水なす」、「泉州たまねぎ」など新鮮な素材の”実”や”皮”などから抽出した
天然の染料でタオルを染めた泉州こだわりタオル

府県名 大阪府
用途 お土産

公的認証 −

サイズ ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ(ﾊﾝｶﾁﾀｲﾌﾟ)：25×25cm
製造元 袋谷タオル合資会社

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ 34cm×85cm
製造元 株式会社 じばしん

用途 お土産
サイズ ハンドタオル：33×40
製造元 番久タオル(資)



公的認証 −

⽇本の佇い（⿇の実・扇⻲甲）

注染てぬぐい

フィギュア
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大阪府

日本の家庭や生活シーンに合ったデザインと、どこか懐かしく落ち着きのある泉州の白タオルを作りました。
柔らかで趣のあるスレン染の色糸を使用し、細幅は、かさばらず使いやすいサイズに仕上げました。どこか懐
かしい和柄をジャカード織りで表現した泉州タオル。表と裏の表情の違いも楽しめます。

タオル
79

府県名

80

お土産用途

てぬぐい

明治時代から続く注染という伝統技法を用いたてぬぐい。唯一無二の独特の風合いで裏表なく使用できること
が特徴。

81
フィギュア

同社は今や「クールジャパン」戦略の重要なコンテンツの一つである日本のフィギュア産業の礎を築く。同社
製品は専属の造形作家により、人物、動物、建築物、仏像に至るまで幅広い対象を精巧に立体化。

府県名 大阪府
用途 お土産

公的認証 職人が大阪府優秀技能表彰(平成28年度)
カドマイスター（門真市）2016認定

サイズ ⾝⻑50ｍｍ〜200ｍｍ程度
製造元 株式会社海洋堂

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ ﾌｪｲｽﾀｵﾙ：34×85cm
製造元 袋谷タオル合資会社

用途 お土産
サイズ 30×90
製造元 柏原市染色加工業協同組合



公的認証 −

フィギュア（太陽の塔1/350スケール塗装済み完成モデル全高220mm）

カッターナイフ シルバー

ノ-4S5ｰD
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大阪府

「太陽の塔」は強いキャラクター性とともに、岡本太郎氏の芸術作品として高い評価を受けており、同社の手
掛ける本商品は、ホビーとしてもインテリアとしても高いクオリティーを持っています。
 同社製品は世界的にも評価が高く、大阪の技術を世界にアピールすることが出来ます。また、２０２５年国
際博覧会の誘致に向けて大阪の文化遺産をアピールできる逸品です。

フィギュア
82

府県名

83

お土産用途

文房具

折る刃式カッターナイフは弊社の創業者が発明し、現在は100か国以上で使われている刃物です。
オルファの製品は、設計・開発から製造まで、全てを日本国内で行っています。それは、全ての過程で厳しい
品質のチェックを行き届かせるため。 オルファは揺るぎない、品質への誇りを持って製品をお届けしていま
す。

84
文房具

大人向けのデザインのノート、方眼罫
●図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。●罫線には上下左右中央に目印がついてい
るので、ノートを分割して使う時に便利です。●筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。●ビジネ
スシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。●中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

府県名 大阪府
用途 お土産

公的認証 −

サイズ 252×179
製造元 コクヨ株式会社

公的認証 職人が大阪府優秀技能表彰(平成28年度)
カドマイスター（門真市）2016認定

府県名 大阪府

サイズ H約250mm×W約200mm×D約90mm
製造元 株式会社海洋堂

用途 お土産
サイズ 全⻑132.5ｘ全幅11.2ｘ全厚9mm
製造元 オルファ株式会社



高槻城 おもてなし箸置き台

スタイリッシュゲストタオル（おしぼり）

大阪金剛簾

公的認証 たかつき土産認定品

府県名 大阪府

サイズ W85×D32×H22mm
製造元 ムラセ企画

用途 会場用什器
サイズ
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大阪府

日本刀の置き台と城壁をモチーフにした、箸を水平に置く形状の箸置き台（特許取得）。両手で箸を差し出す
ような形状で、おもてなしの心を表現。

陶芸品
85

府県名

86

会場用什器用途

タオル

⽶国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ･ｻﾝﾌｫｰｷﾝ産の超⻑綿“ｽｰﾋﾟﾏ”の⽢撚り糸使⽤で、適度な弾⼒と柔らかさを実現。細番⼿で絞りやす
くおしぼりに最適。

87
簾

天然の竹の素材を生かした、優雅で格調高い簾は、日本的な風流さを備えている。国の伝統工芸品に指定され
ている大阪金剛簾。天然の竹の素材を生かした優雅で格調高い簾が特徴。

29 X 47
製造元 金野タオル株式会社

府県名 大阪府
用途 会場用什器

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪府知事指定伝統工芸品

サイズ オーダー
製造元 杉多製簾株式会社

公的認証 地域産業資源



公的認証 職人が大阪府優秀技能表彰(平成27年度)

会議用テーブル

受付用カウンター

nene
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大阪府

同社はオフィス、公共施設やホテル等向けにオーダーメイド什器・家具を納入。同社製品は特に大型家具にお
いて、複雑な曲面や美しい仕上げを実現していることが特徴。

机
88

府県名

89

会場用什器用途

カウンター

同社はオフィス、公共施設やホテル等向けにオーダーメイド什器・家具を納入。同社製品は特に大型家具にお
いて、複雑な曲面や美しい仕上げを実現していることが特徴。

90
スツール

ひとつひとつ、工房にて作られるスツールです。あるオーダーから口コミで広がり定番商品となったアイテム
です。シンプルなデザインでありながら細かい形状など座り心地にも配慮しています。

府県名 大阪府
用途 会場用什器

公的認証 大阪グッドデザイン選定商品
大阪製ブランド

サイズ 480×380×500
製造元 うたたね

公的認証 職人が大阪府優秀技能表彰(平成27年度)

府県名 大阪府

サイズ オーダーメイドのため要相談
製造元 栗原木工株式会社

用途 会場用什器
サイズ オーダーメイドのため要相談
製造元 栗原木工株式会社



公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品

胴丸 小袖衣装

浪華本染め手拭い

小丸(大・中・小)
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大阪府

桐箪笥発祥の町大阪に於いて、昔ながらの技術・技法を用いた桐箪笥は、組手が多く、厚い桐材を用い,他には
類を見ない程立派です。防虫・防湿性にすぐれ、耐火の役目を持っており日本風土に最適な箪笥です。

桐製品
91

府県名

92

会場用什器用途

染物

約４日間釜で焚きながら晒した和晒は、優しく柔らかい肌触りと通気性に富んだ生地です。大阪発祥の注染
（注ぎ染め）はこの和晒を⽤いており、多彩な⾊彩とぼかしを特徴とし、表と裏両⾯から染めることで⻑く利
用しても色褪せはほとんど見られません。手拭いをカットせずに利用すると、会場内の、上から吊るしたり、
壁に組み合わせて張り付けたり、と什器として活躍できます。また、四季シリーズは日本の四季を素材として
おり、来賓の手土産に最適な一つと考えます。

93
花瓶敷き

 2千年前から伝わる深江の菅細工。大阪府の伝統工芸品の技法を用いた美しく揃った捻りが特徴。材料となる
菅は、伊勢神宮式年遷宮菅御笠・御翳の材料と同じ。花瓶敷、コースターなど多彩に使用可能。

府県名 大阪府
用途 会場用什器

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品
大阪市指定無形文化財

サイズ 大 直径16cm 厚み9mm
製造元 深江菅細工保存会

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪府知事指定伝統工芸品

府県名 大阪府

サイズ 1135×1170×470mm
製造元 ㈱田中家具製作所

用途 会場用什器
サイズ 35ｃｍ×6ｍ
製造元 協同組合オリセン



公的認証 −

SOMALI台所用石けん

大阪城（３Ｄ）

大阪泉州桐箪笥
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大阪府

創業94年。木村石鹸の伝統の釜焚き製法で作られた石けんを配合した植物由来成分の台所石けん。熟練の職人
による釜焚き製法で手肌にももちろん環境にも優しい。

洗剤
94

府県名

95

会場用備品用途

金属加工品

1枚の板から作成した造形品。
よ〜いドン！「となりの⼈間国宝さん」でも紹介されています。
https://www.youtube.com/watch?v=XeLKQXkjhGE

96
タンス

大阪泉州は総桐箪笥発祥の地として300年の歴史を有し、伝統工芸品として経済産業大臣にも認定されていま
す。大阪泉州桐箪笥の９割以上が岸和田でつくられています。その中で創業90年以上の田中家具製作所では伝
統技法を用い、最高級の桐材を使用。完成品にいたるまで、伝統工芸士の手によりすべて自社工房で製造し、
密閉性・恒湿性・防虫性に大変優れ、大切な着物や衣類などを守る家具として広く買い求められています。

府県名 大阪府
用途 観賞用備品

公的認証
経済産業大臣指定伝統的工芸品

大阪府知事指定伝統工芸品
岸和田ブランド

サイズ H1270mm×W1730mm×D460mm
製造元 株式会社田中家具製作所

公的認証 大阪製ブランド

府県名 大阪府

サイズ W76×D52×H135mm
製造元 木村石鹸工業㈱

用途 観賞用備品
サイズ H160×W100×L85mm
製造元 株式会社エイトテック



公的認証 −

淀川原（直原 ⽟⻘）

なにわの春（蔣池 武）

淀川（蔣池 武）
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大阪府

元⽇本南画院会⻑の直原⽟⻘⽒（守⼝市名誉市⺠）による⼤阪を象徴する淀川が描かれた作品

屏風（現代南画）
97

府県名

98

観賞用備品用途

絵画（現代南画）

⽇本南画院理事⻑・審査員
現代南画協会副理事⻑による⼤阪を象徴する淀川が描かれた作品

99
絵画（現代南画）

⽇本南画院理事⻑・審査員
現代南画協会副理事⻑による⼤阪を象徴する淀川が描かれた作品

府県名 大阪府
用途 観賞用備品

公的認証 −

サイズ 174×238
製造元 蔣池 武 作

公的認証 −

府県名 大阪府

サイズ 168×374
製造元 直原 ⽟⻘ 作

用途 観賞用備品
サイズ 158.5×127.5
製造元 蔣池 武 作



公的認証 大阪ものづくり優良企業賞「匠企業」
松原ものづくりエクセレント企業

大阪金剛簾

デザインメッシュ

碧蒼釉瓶
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大阪府

伝統的工芸品の指定を受けた、天然竹を活かした優雅で格調高い簾。当社の簾は、有名寺社仏閣等にも多数納
品されています。

すだれ（御簾）
100

府県名

101

観賞用備品用途

金網

昭和初期に日本一の金網のまち松原で創業。蜘蛛の糸ほどの15㍈の金属線を製作し製網する技術を有する。そ
の卓越した技術を生かし、金属線で織り上げた緻密なデザイン絵画は巨大なタペストリー・空間インテリアと
して飲食店やアパレル店で利用されています。

102
窯元本格陶芸品

〜⻘のインスピレーション〜
海の奥へ引き込まれるような深いブルーが印象的な古野⽒の作品ですが、これまで35年以上にわたり⻩⾊い灰
釉を主とした作品を作り続けてきました。古野氏の作風が一新したのは、2003年、最愛の奥様のご逝去がきっ
かけ。これまでとは一線を画した新たな作風に挑み、今では「ロイヤルブルーシリーズ」として国内外から高
く評価されています。中日国際陶芸展、イタリア・フィレンシアコンクール等に出展経験あり。

府県名 大阪府
用途 観賞用備品

公的認証 −

サイズ 例)縦25㎝ 横25㎝ 高さ27㎝
製造元 有限会社 土工房轆轤

公的認証 経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪府知事指定伝統工芸品

府県名 大阪府

サイズ 会場に応じて
製造元 井上スダレ(株)

用途 観賞用備品
サイズ H900mm×1800mm
製造元 マツバラ金網株式会社



株式会社 北海鉄工所

府県名 大阪府
用途 その他

公的認証
林野庁⻑官賞受賞（2013年）

ｳｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ賞(奨励賞 ･審査委員⻑賞)
ふるさと名品ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｲﾔｰ2017政策奨励賞

サイズ デザイン・サイズオーダー可
製造元 ケヤキの糸

公的認証 −

- 35 -

大阪府

１７世紀、和晒に必要な水と自然の日光に晒すための広い土地という自然条件と泉州特産の綿織物が大阪の問
屋に流れる中間に位置したことから、石津川沿いの津久野・毛穴地域に和晒の産業が興った。第二次世界大戦
の戦災により、大阪市内にあったゆかたの注染業界が和晒の産地である堺に移転をし、手拭いやゆかたが産業
として堺の地に根づいた。約４日間釜で生地を炊いて漂白する和晒によって生まれた優しくて柔らかい肌触り
と通気性の高い生地を使っており、注染職人の匠の技術による鮮やかな彩りと自然なぼかしが特徴で、手染な
らではの奥行きと風合いが醸し出されています。

染物
103

府県名

104

その他用途

花瓶

圧力容器用鏡板の特徴である優美な曲線を生かした「華鏡」は、華麗なフォルムの球体が、花を生けることに
よりさらに優雅なオブジェとなり空間を演出します。

105
糸 繊維製品 雑貨
大阪きしわだ「ケヤキの糸」(ブランド名)。岸和田の森林(間伐材)とだんじり祭り(彫刻の端材)を紡いだ、今ま
でにない新しいｴｼｶﾙ･ｵｰｶﾞﾆｯｸ製品。自然と文化を愛する岸和田の伝統工芸と繊維業と林業が力を合わせて開
発。豊かな自然と特色ある伝統文化を育んできた城下町、大阪岸和田から”明るい未来をつくる、誇りの新素
材”として世界へ発信します。樹木と文化を紡ぎ、自然環境と社会経済・文化の循環・調和・持続性を高めるこ
とを目指します。提案商品：「樹のぬくもりのおもてなしﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ」お手拭き(２個セット250mm×250mm)、
ｺｰｽﾀｰ(ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 105mm×105mm）。「樹から生まれたｽｶｰﾌ」(多種あり)。

浪華本染めゆかた・浪華本染めてぬぐい

華鏡 HANAKAGAMI

〜⽇本の⾃然と⽂化を紡ぐ〜 新しい樹のぬくもり「ケヤキの糸」

公的認証 大阪府知事指定伝統工芸品

府県名 大阪府

サイズ −
製造元 協同組合ｵﾘｾﾝ(堺注染和晒興業会含)

用途 観賞用備品
サイズ φ200〜φ500
製造元


