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挨 拶

from the Chairman
Hiroto Asakawa, Chairman, Katsushika Chapter, the
Tokyo Chamber of Commerce and Industry
東京商工会議所葛飾支部会長

浅川
We at the Katsushika Chapter of the Tokyo Chamber
of Commerce and Industry are pleased to issue the
"Katsushika Products Buyers Guide 2018." As one
of our projects to help manufacturers develop sales
channels, we conducted a questionnaire survey
last year to find out what kinds of support were
required. The survey results showed that "initiatives
to directly approach clients" and "initiatives to
utilize the network" were important. Based on the
results, we issued the "Katsushika Products Buyers
Guide 2017" last year. This guidebook was read
by many, and the reaction of manufacturers was
positive since they in fact received inquiries through
the guidebook. We then held a meeting of the
"Working Group Regarding Market Development for
Manufacturers in Katsushika" and discussed how we
could further help master manufacturers develop
sales channels. We decided to focus on one of the
many constructive observations, which was that
although manufacturers in Katsushika are eager to
participate in global markets, some manufacturers
are not able to fully promote their strengths and
advantages outside Japan and some have had
difficulty finding opportunities for such trade. Based
on our experience with the 2017 Guidebook, we
decided to issue this year's guidebook in Japanese
and English to more broadly promote Katsushika
manufacturers' technologies and products.

弘人

Katsushika Ward, located in the eastern part
of Tokyo, is an integrated industrial zone that
has greatly contributed to manufacturing in the
Japanese capital. In Katsushika, there are many
companies with employees of superior ability
who can create high quality products. We believe
these companies can be valuable partners for you
as they help your business through technological
cooperation and licensing in addition to offering
products. We hope that this guidebook will prove
useful to you in finding suitable business partners.
Katsushika Ward is also home to many traditional
craftspeople who practice arts that have been
passed down from the Edo Period (1603–1868). This
guidebook introduces some of these craftspeople
and their work, and includes photographs allowing
you to enjoy their superb and unique artistic
creations. In addition, we feature an interview
with the chairman of the Katsushika Traditional
Craftsman Association.
In closing, I would like to thank the many people
including working group members who undertook
t h e v a r i o u s t a s k s i nvo l ve d i n c r e a t i n g t h i s
guidebook.

東京商工会議所葛飾支部は、本年、
「 Katsushika Products

葛飾区は、日本の中心都市である東京のものづくりを支えてきた

Buyers Guide 2018（バイヤーのための葛飾ものづくり企業ガイ

城東地域の一画を占める工業集積地帯です。区内には、皆様の要望

ドブック 2018）
」を発行いたしました。私どもは、一昨年、製造

に応えられる、高品質な製品を提供する高度な「現場力」を備えた

業の販路開拓の支援として、どのような支援策が求められているの

企業が数多くあります。製品の発注はもとより、技術連携・技術供

かをアンケート形式で調査しました。その結果、
「客先へ直接アプ

与により、パートナーとしてお役に立てることも多いと思います。

ローチする取組み」と「ネットワークを活用する取組み」が有効であ

ビジネスのパートナーを探す切っ掛けとして、本ガイドブックをご

るとの多くの回答をいただきました。その結果に基づき、昨年、
「バ

活用いただきたいと思います。

イヤーのための葛飾ものづくり企業ガイドブック 2017」を発行い
たしました。このガイドブックは、多くの方にご覧いただき、実際

また、葛飾区には、江戸時代より伝わる伝統工芸品を今に伝える

に「ガイドブックをご覧になった方からの問い合わせがあった」と

「伝統工芸士」の方々が、優れた製品を製作しております。伝統工芸

の積極的な反応をいただきました。そこで私どもは、
「区内ものづ

士の方々で組織する「葛飾区伝統産業職人会」の会長のインタビュー

くり産業の販路開拓等に関するワーキンググループ」を開催し、引

や各伝統工芸士の紹介、伝統工芸品を写真入りで解説しております。

き続き、ものづくり産業の販路開拓支援の検討を行いました。会議

重厚感のある、他に 2 つとない芸術的な製品をご覧いただきたいと

では、多くの有益な意見が出されましたが、区内の製造業には、機

思います。

会があれば海外企業との取引により、自社の持つ技術を活かしてい
きたいとの意欲があるものの、海外の方に対する自社の強みや優位

最後になりますが、本ガイドブックの発行には、ワーキンググルー

性を十分にアピールできていない企業や、切っ掛け作りに苦労して

プのメンバーをはじめ、多くの方々のご協力がありました。発行ま

いる企業があるとの意見が出されました。そこで、我々は、
「バイヤー

での数々の作業に携わっていただきました方々に心より感謝を申し

のための葛飾ものづくり企業ガイドブック 2017」を発行した経験

上げ、私からの挨拶とさせていただきます。

を活かしながら、区内ものづくり産業の技術やその製品を英文でＰ
Ｒするために、このガイドブックを発行いたしました。
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How to Use the Guidebook
ガイドブックの使い方

Katsushika Products Buyers Guide 2018 introduces 52 manufacturers in
Katsushika Ward by industry.
The headings "Company overview," "Company name, URL," "Industry," "Major
products and technologies," "Company PR," "Sales channels," and "Overseas
business that the company is interested in" will help you find a company that
meets your needs. Additional details about each company can be found under
headings such as "Factory overview," "Business wins," "Major awards received,
media exposure, intellectual property, ISO Standard, etc.," and "Trading
department, OEM, factory tour." To learn more about a particular company,
please contact the company directly.
We hope that the guidebook will help you find your business partners.

「Katsushika Products Buyers Guide 2018（バイヤーのための葛飾ものづくり企業ガイ
ドブック 2018）
」は、業種毎に、葛飾区内ものづくり企業５２社の企業情報を掲載しています。

まず、
『企業概要』
『企業名・屋号・ＵＲＬ』
『業種』
『主要製品・技術』
『企業ＰＲ』
『ターゲット
（販路）
』
『興味ある海外取引』を確認し、掲載企業の概要や取引ニーズを確認してください。また、
掲載企業毎に『工場概要』
『主な取引先・取引実績』
『主な表彰歴・メディア掲載・保有する知的財産権、
ISO 規格等』
『商社機能の有無・ＯＥＭの有無・工場見学の可否』等の詳細情報も合わせて掲載し
ておりますので、御社のニーズに合う企業かどうかを確認してください。より詳細な情報をお
知りになりたい方は、各企業に個別にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

本ガイドブックが御社のご商談のお役に立てれば幸いです。
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Company PR
Company name, URL

Major products and technologies
Trading department,
OEM, factory tour

Industry
Building materials

建築材料
型

Die&Mold

金

Electrical machinery

電気機械

Glass

ガラス

Household goods

生活雑貨

Factory
overview

械

Machinery

機
金
属

Major awards received,
media exposure,
intellectual property,
ISO Standard, etc.

Overseas business
that the company
is interested in

Company overview

紙

Metal

Business wins

Sales channels

Contact

Plastic

プラスチック

Plating

めっき

商社機能の有無・
ＯＥＭの有無・
工場見学の可否

印

企業名・屋号
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Paper

業種

主要製品・技術

刷

Printing

企業ＰＲ
ゴ
ム

Textile,apparel

繊維・服飾

興味ある海外取引

企業概要

Other

その他

主な取引先・取引実績

Stationary

文房具
54

Rubber

工場概要

ターゲット
（販路）

商談・問い合わせ先

主な表彰歴・メディア掲載・保有する知的財産権、ISO 規格等
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葛 飾 の 伝 統 工 芸

Traditional
Crafts
in Katsushika
Katsushika, completely encircled by large rivers, is blessed with
water. It was an important agricultural area for a long time,
but in the modern era many industries based on traditional
handcrafts such as dyeing have taken advantage of the rich
water resource and prospered here. In the dyeing industry
alone, there are many related businesses such as fabricating
paper stencils, dyestuffs, glue, brushes and cutters. Since it is
close to the ocean, and waterways for carrying goods are well
developed, the entire district of Katsushika has become a special
place where a great number of craftsmen live and support each
other.
四方を大きな河川に囲まれた葛飾は、水に恵まれ、古くから農業が盛んな土地で
した。近代に入ると、その恵みは、染色業をはじめ多くの伝統的な手工業を発達
させました。染色業だけでも、それを支える職種はたくさんあります。型紙、染
料、フノリ、刷毛や刃物などもその一つです。こうして、海にも近く、
物資を運ぶ水路も充実していた葛飾一帯は、全国でも類をみな
いほど、たくさんの職人が集まり、互いに支え合いながら暮
らす地域として発展したのです。
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About
the Katsushika
Traditional
Craft Center

About
The Katsushika
Traditional
Craftsman Association
葛飾区伝統産業職人会について
The Katsushika Traditional Craftsman Association was
established in 1991 to promote traditional craftwork
industries by providing opportunities for craftsmen
to communicate with each other, by securing sales
channels and by cultivating successors.
Craftsmen of various kinds live and work in
Katsushika Ward and every day they are cooperating
each other to improve skills and develop products.

葛飾区伝統産業職人会は、平成 3 年に職人たちの交流、販路の確保、
後継者の育成など伝統産業の振興を目的として、結成された団体です。
葛飾区は、様々な業種の職人が集まっている地域であり、互いに技
術の向上や製品の開発に力を注ぎ、日々、伝統の技を磨いています。

葛飾区伝統産業館について
With the Katsushika Traditional Craftsman
Association as the parent organization, the Katsushika
Traditional Craft Center was established in 2001.
The center is unique in that it is run on a volunteer
basis by traditional craftsmen who exhibit and
sell their craftwork. The center also offers classes
where participants can create their own traditional
craftworks. In addition to Japanese visitors, many
people from overseas come to the center.
葛飾区伝統産業職人会が母体となり、伝
統工芸の職人によって自主運営されてい
る全国でも類をみない店舗型展示館です。
平成13 年の開館以来、伝統工芸品の展示
販売のみにとどまらず、様々な体験教室
も開かれており、国内だけでなく、海外
からも多くの方々が来館されています。

Kozo Yada,

Seizan Fukushima,

Director of the Katsushika
Traditional Craft Center

Chairman

葛飾区伝統産業職人会 会長

葛飾区伝統産業館 館長

福島政山

矢田幸蔵

About the future of the Katsushika Traditional
Craftsman Association

Traditional crafts refined by master craftsmen have long
impressed and found favor with many people in Japan. We would
like to continue creating craftworks with superior craftsmanship
that give delight to people in Japan and abroad.

職人会のこれからについて

日本において、優れた職人の技に磨かれた伝統工芸品は、多く
の人に感銘を与え、支持されてきました。今後は国内はもとより、
海外でも、その技量を輝かせ、人々の心を豊かにする工芸品を作
り続けていきたいと思います。

About the future of the Katsushika Traditional
Craft Center

Among the many traditional craft centers in Japan our center is
unique. A number of traditional craftsmen voluntarily cooperate
with each other to run their shops at the center. These craftsmen
exhibit their products and sell directly to customers. Therefore, I
believe we can continue to create new and attractive items even
as the times change. We will keep working together to produce
items that give pleasure to many.

伝統産業館のこれからについて

伝統工芸の職人が集まり、協力して自主運営している店舗は、
全国広しといえども当館だけだと思います。職人が直接購入者と
触れ合い、展示販売することで、時代が移り変わっても、新たな
魅力にあふれる商品が作れると確信しています。これからも、皆
で協力し合い、多くの方々に喜んでいただけるよう努力してまい
ります。

Contact Us

E-mail: shop@syokuninkai.com

葛飾区伝統産業職人会

URL: http://www.syokuninkai.com

お問い合せはこちら

葛飾区伝統産業館

The Katsushika Traditional Craft Center

〒124-0012 東京都葛飾区立石 7-3-16 7-3-16 Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0012
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Edo Komon（one-color dyeing）

江戸小紋

Komiya Dyeing Factory Ltd.

有限会社小宮染色工場

Established in 1907, the Komiya Dyeing Factory laid the
foundation of the Edo Komon one-color dying technique
under the leadership of Kosuke Komiya. Successive
generations of the company have refined and developed
the technique.
1907 年創業。小宮康助により、江戸小紋の礎を築いて以来、代を重ねるご
とに研鑽と工夫を積み上げ、現在にいたります。

Yasumasa Komiya

小宮 康正

Biography
1969 : Graduated from junior high school and started
learning dyeing technique from his father, Yasutaka
Komiya.
2004 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward
2010 : Received Medal with Purple Ribbon

経

歴

昭和44 年 中学卒業後より父である康孝氏に師事
平成16 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成22年 紫綬褒章 受賞

Address 3-7-4 Nishi-shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0025
住所 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 3-7-4

Edo Sarasa（stencil printing）

江戸更紗

Honke Sarakatsu Dyeing Factory

本家更勝染工場

Sarasa is a unique dyeing technique that produces a sense
of depth by carefully overlapping colors using a brush
and several dozen stencils. The long-established Honke
Sarakatsu Dyeing Factory has maintained this traditional
technique since the Edo Period (1603-1868).
更紗は、数十枚の型紙を使い、刷毛で丁寧に色を重ねていくことで立体的な
深みを出す独特な染色技法。江戸より続く老舗として、伝統的な技法を守り
続けています。

Masakazu Aoki

青木 雅一

Biography
1991: Started learning sarasa technique from his father,
Takashi Aoki.

経

歴

平成 3年

父、青木

隆氏に師事

Address 2-30-11 Takasago, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0054
住所 〒125-0054 東京都葛飾区高砂 2-30-11
63

Edo Wazao（fishing rods）

江戸和竿

Saoshiba

竿しば

Saoshiba mainly manufactures typical Edo Wazao, portable
telescopic fishing rods, such as tanago rods and mabuna
rods. It also manufactures Edo-style haze fishing rods.
Other fishing equipment is also available.
江戸和竿の基本であるタナゴ竿、マブナ竿などの小継竿と江戸前のハゼ竿を
中心に製作しています。その他、釣り具各種取り揃えております。

Minoru Shibasaki

芝崎 稔

Biography
1946 : Started learning Edo Wazao manufacturing.
1965 : Became an independent Edo Wazao craftsman
1994 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward

経

歴

昭和21年 江戸和竿の修行に入る
昭和40年 江戸和竿師として独立
平成 6 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 3-13-7 Nishi-shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0025
住所 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 3-13-7

Edo Oshie Hagoita（hagoita paddles）

江戸押絵羽子板

Takasagoya Minamikawa Rokusaburo Shoten

たかさごや南川禄三郎商店

Even before the Muromachi Period (1392-1573), Hanetsuki,
Japanese badminton, was an event to drive away evil spirits.
The event spread all over Japan and the gifting of decorated
Hagoita paddles as a wish for the healthy growth of female
children became a popular custom. Takasagoya Minamikawa
Rokusaburo Shoten has carefully fashioned each paddle since
its establishment 85 years ago.
邪気を払う行事として始まった羽根突き。その起源は、室町以前に遡ります。
その風習は全国に広まり、やがて女の子の健やかな成長を願うために美し
く飾った羽子板を贈る習慣が広まりました。
創業 85 年、常に一つひとつ丁寧な仕事を心がけてまいりました。

Yoshiko Minamikawa

南川 美子

Biography
1970 :Started working at Minamikawa Rokusaburo Shoten.
2011 :Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

昭和45 年 南川禄三郎商店にて仕事に従事
平成23 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 3-7-11 Takasago, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0054
住所 〒124-0054 東京都葛飾区高砂 3 -7-11
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Edo Sekku Ningyo（ningyo festival dolls）

江戸節句人形

Shogiku

松菊

Established in 1882, Shogiku's main products are dress
up Ichimatsu dolls. The company's uncompromising
craftsmen have developed techniques for many types of
dolls, both the commonplace and the extraordinary.
創業明治15 年。松菊では自由に着せ替えができる市松人形を中心に、一般
的な人形から個性的な人形へと研究を重ね納得のいく作品づくりを心掛けて
おります

Yukio Kikuchi

菊地 之夫
Biography
1988 : Received Tokyo Traditional Craftwork Succession
and Development Award.
2004 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2007 : Certified Master of Traditional Crafts by the Tokyo
Metropolitan Government.
2008 : Certified Master of Traditional Crafts by the Minister
of Economy, Trade and Industry.

経

歴

昭和63 年 東京都伝統工芸継承発展賞受賞
平成16 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成19 年 東京都伝統工芸士認定
平成 20 年 経済産業大臣指定伝統工芸士認定

Address 3-41-3 Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0062
住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸 3-41-3

Edo Kiriko（cut glass）

江戸切子

Shimizu Glass Corporation

株式会社清水硝子

Shimizu Glass, located in Horikiri, Katsushika-ku, processes
and sells cut glass products such as traditional Edo Kiriko.
The company manufactures by commission and creates
various glass products such as gift items in accordance
with customer requests.
葛飾区堀切で伝統工芸品の江戸切子をはじめ、カットグラスの加工・直販を
行っております。受託加工の他、各種記念品など多様な要望にお応えしてい
ます。

Michiyo Shimizu

清水 三千代

Company history
1923:Established in Kikukawa, Honjo.
1928:Following land rezoning, the company moved to
Kosuge.
1948: The head office moved to its current location.
1964: Shimizu Glass became a publicly-traded company.

会社沿革
大正12 年 本所菊川にて創業
昭和 3 年 区画整理のため、
小菅へ移転
昭和23年 現在地へ本社移転
昭和39年 株式会社へ組織変更

Address 4-64-7 Horikiri, Katsushika-ku, Tokyo 124-0006
住所 〒124-0006 東京都葛飾区堀切 4 -64 -7
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Edo Uchihamono（forged blades）

江戸打刃物

Yaegashi Uchihamono Seisakujo

八重樫打刃物製作所

By smith forging and repeated tempering, we make a hard
and strong steel with which to fashion a sharp blade.
一本ずつ火造りを行い、何度も鍛えることで、鉄の組織を強く、硬く引き締め、
切れ味の良い刃物に仕上げています。

Tadao Yaegashi

八重樫 忠夫

Biography

経

1949 : Together with Muneaki Yaegashi
III Tadao began blade manufacturing.
1998: Certified Master of Traditional
Crafts by Katsushika Ward.

昭和24 年 三代目宗秋と共に製作に携わる
平成10 年 葛飾区伝統工芸士認定

Muneaki Yaegashi IV

歴

八 重 樫 宗 秋（ 四 代 ）

Biography
1972 : Started learning blade manufacturing from his father,
Muneaki Yaegashi III.
2008 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

昭和47年 父、三代目宗秋に師事
平成20年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 3-4-7 Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0012
住所 〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-4-7

Tokyo Uchihamono（forged blades）

東京打刃物

Kiku-Kazuhiro (Kazuhiro Cutlery Co., Ltd.)

菊和弘

Kiku-Kazuhiro has produced blades using a traditional
hand forging method based on the long-established
sohizukuri technique whereby the metal is beaten
repeatedly using a hammer. This technique was used for
creating samurai swords in the Edo Period (1603-1868).
江戸時代の日本刀の製法を応用した伝統技法「総火造」にこだわり、昔なが
らの手打ち鍛造で刃物を作り続けています。

Takayuki Okawara

大河原 享幸

Biography
1947 : Established Okawara Seisakujo.
1998 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2004: Certified Master of Traditional Crafts by the Tokyo
Metropolitan Government.

経

歴

昭和22 年
平成10 年
平成16 年

大河原製作所を設立
葛飾区伝統工芸士認定
東京都伝統工芸士認定

Address 1-10-8 Kanamachi, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0042
住所 〒125-0042 東京都葛飾区金町 1-10 -8
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Dou Oroshigane（copper grater）

銅おろし金

Edoko Teshigawara Seisakujo

江戸幸 勅使川原製作所
Established in 1935, Edoko manufactures household
cooking utensils, in particular copper graters. Even today,
the company maintains the traditional method of carefully
fabricating each product by hand.
昭和10 年創業。銅おろし金を中心に家庭用調理器具を作り続けています。
昔ながらの製法にこだわり、現在も手作りで一つひとつ丁寧に仕上げてお届
けします。

Takashi Teshigawara

勅使川原

隆

Biography
1958 : Started learning manufacturing from Kojiro, the
founder of Edoko.
2001 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

昭和33 年 初代幸次郎の下で修行に入る
平成13 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 1-28-8 Kosuge, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0001
住所 〒124-0001 東京都葛飾区小菅 1-28 -8

Tokyo Ginki（silverware）

東京銀器

Ueda Ginki Kougei Corporation

上田銀器工芸株式会社

The company manufactures silverware and other products
by utilizing unique and meticulous traditional Japanese
techniques. The company also produces various gift items
and its products are favored by many customers.
日本独自の精細な伝統的技法を用いて、銀食器を中心に製作しています。
その他各種記念品なども製作しており、多くのお客様にご満足いただいてお
ります。

Kozo Ueda 上 田

耕造

Biography
1975 : Established Ueda Ginki Kougei Corporation.
1990 : Certified Master of Traditional Crafts by the Minister
of Economy, International Trade and Industry.
1998 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2000 : Received Medal with Yellow Ribbon.

経

歴

昭和50年 上田銀器工芸株式会社設立
平成 2 年 通商産業大臣指定伝統工芸士認定
平成10 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成12 年 黄綬褒章受賞

Address 3-22-12 Horikiri, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0006
住所 〒124-0006 東京都葛飾区堀切 3 - 22-12
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Tokyo Ginki（silverware）

東京銀器

Muun

夢雲

The studio manufactures a wide variety of silver products
with a focus on jewelry. It also manufactures teaware using
a hammering method and ornaments.
ジュエリーを中心とした銀製品の製作、ならびに鍛金技法を用いた茶器、置
物など幅広い製品を製作しています。

Shinji Nishiyama

西山 慎二

Biography
1967 : While a student at Tokyo Metropolitan Kogei High
School, he started learning his trade from his father, a
craftsman specialized in a hammering technique.
1975 : Received the Best Young Artist Award at the Shinso
Art Crafts Exhibition. Received a prize at the Tokyo Gold
and Silver Ware Manufacturing Association Exhibition.
Worked in the production department at a jewelry
manufacturing company.
2015: Became an independent craftsman and established
the art studio Muun.

経

歴

昭和42年

都立工芸高校入学時より、
鍛金職人の父の下で修業開始
昭和50 年 新綜工芸展にて新人賞受賞
東京銀器組合展にて受賞
ジュエリー製作会社にて、製作部門に勤務
平成27 年 独立し工房「夢雲」を立ち上げる

Address 3-27-12 Takasago, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0052
住所 〒125-0052 東京都葛飾区高砂3-27-12

Ise Katagami（paper stencils）

伊勢形紙

Matsui Katagami Ten

松井形紙店

The shop produces Ise Katagami paper stencils for dyeing
textiles such as yukata and tenugui towels. The shop is
currently run by the 4th owner. By carefully maintaining
the techniques and knowledge of the former owners, the
shop will continue to focus on creating fine products.
浴衣や手ぬぐいを染めるのに必要な伊勢形紙を彫り続け、現在四代目となり
ました。先代からの教えを大切にし、今後とも精進していきます。

Kimiko Matsui

松井 喜深子

Biography
1983 : Learned yukata and tenugui design at Hayakawa
Zuan Sha.
1986 : Learned paper cutting technique for making stencils
from her father, the former owner of Matsui Katagami Ten.
2009 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

昭和58 年 早川図案社にて、浴衣、手拭いの図案を学ぶ
昭和 61年 先代である父に師事
平成 21年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 3-27-3 Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0012
住所 〒124-0012 東京都葛飾区立石 3 -27-3
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Edo Katabori（paper stencils）

江戸型彫

Yada Katagami Ten

矢田型紙店

Most of the clients are long-established kimono shops.
Yada Katagami Ten is manufacturing a wide variety of
products based on classical motifs while enthusiastically
creating novel contemporary motifs.
老舗呉服店の仕事を中心に、これまで無かった、全く新しい文様にも意欲的
に取り組みながら、古典文様を活かした幅広い作品作りをしています。

Kozo Yada

矢田 幸蔵
Biography
1977 : Started leaning carving technique from his father,
the former owner of the shop.
2003 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2011 : Received Tokyo Governor's Award for Outstanding
Skill (Tokyo Meister).
2016 : Received Task Monozukuri Grand Prize.

経

歴

昭和52 年 先代である父に師事
平成15年 葛飾区伝統工芸士認定
平成23年 東京都優秀技能者（東京マイスター） 知事賞受賞
平成 28年 TASK ものづくり大賞 大賞受賞

Address 1-3-5 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0024
住所 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 1- 3 -5

Edo Mokuchokoku（wood carving）

江戸木彫刻

Kitazawa Mokuchokokujo

北澤木彫刻所

In addition to general wood carving for shrines, temples,
portable shrines, festival floats and household Buddhist shrines,
Kitazawa Mokuchokokujo fashions Noh theater masks and
handles various repairs.
社寺・神輿・山車・仏壇等の木彫一般はもちろん、舞台用の能面も製作して
います。修理全般も請け負っております。

Ikkyo Kitazawa

北澤 一京

Biography
1956 : Started leaning wood carving from Beizan Iijima.
1967 : Became an independent craftsman.
1998 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika Ward.
・Certified Master of Traditional Crafts by the Tokyo Metropolitan
Government.
・Received Tokyo Governor's Award for Outstanding Skill (Tokyo
Meister).

経

歴

昭和 31 年
昭和 42 年
平成 10 年

Hideta Kitazawa

飯島米山氏に師事
独立
葛飾区伝統工芸士認定
東京都伝統工芸士認定
東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞

北澤 秀太

Biography After graduating from university, he started learning wood carving from his father.
Learned Noh mask creation techniques from Michihiko Ito.
2014: Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika Ward.

経

歴

大学卒業後、父に師事
伊藤通彦氏に面打ちを師事
平成 26 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 4-3-19 Mizumoto, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0032
住所 〒125-0032 東京都葛飾区水元 4-3 -19
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Edo Mokuchokoku（wood carving）

江戸木彫刻

Wood carving studio, Seizan, Fukushima Chokokujo

木彫工房『政山』福島彫刻所

The company's forte is carving for portable shrines, shrines
and temples. It also manufactures woodwork and carved
ornaments with dragon, lion, flower and bird motifs.
神輿、社寺彫刻を最も得意とし、龍、獅子、花鳥をはじめとする置物、工芸品を
幅広く製作しています。

Seizan Fukushima

福島 政山

Biography
1953 : Started leaning wood carving from Koji Nishida.
1961 :Became an independent craftsman.
1997 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2005 :Became The chairman of the Katsushika Traditional
Craftsman Association.
2007 :Became The chairman of the Japan Wood Carving
Association, Edo Wood Carving.
2008 : Received Master Craftsman Award (Great Craftsman
in the Present World) by The Minister of the Minister of
Health, Labour and Welfare.

経

歴

昭和28 年
昭和36 年
平成 9 年
平成17 年
平成19 年
平成 20 年

西田光次氏に師事
独立
葛飾区伝統工芸士認定
葛飾区伝統産業職人会 会長就任
日本木彫連盟 江戸木彫刻 理事長就任
卓越した技能者（現代の名工）表彰

Address 5-21-3 Nishi-shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0025
住所 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩 5 -21-3

Tokyo Kumihimo（braided cords）

東京組紐

Kondo Kumihimo Seizojo

近藤組紐製造所

Established in 1930, Kondo Kumihimo Seizojo specializes
in flat braided cords created on large stands called taka-dai
and manufactures obijime sash bands and haori strings.
The company has developed unique gourd motifs which
are highly evaluated in Japan and abroad.
昭和 5 年に創業。高台を使った平紐を得意として、帯締めや羽織の紐などを
製作しています。瓢箪などの独自の柄を開発し、内外からも高い評価をいた
だいています。

Hiroyuki Kondo 近 藤

博之

1954 : Started leaning cord braiding technique from his
father, the former owner of the company.
1989 : Certified Master of Traditional Crafts by the Tokyo
Metropolitan Government.
1996 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
昭和29 年 先代の父に師事
平成 元 年 東京都伝統工芸士認定
平成 8 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 1-6-24 Higashi-yotsugi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0014
住所 〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 1-6-24
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Kazari Kumade（decorated rakes）

飾熊手

Yaotoshi

八百敏
For 100 years since its foundation, Yaotoshi has sold decorated
rakes at the Tori no ichi market at Asakusa Ohtori Shrine. The
decorated rake, a symbol of successful business, originated in the
Edo Period (1603-1868). Materials are carefully selected to make
this lucky charm and the family intends to keep working together to
make kazari kumade.
創業100 年。浅草鷲神社の酉の市で店を出しています。商売繁盛を願う飾
熊手は、まさに江戸を象徴する文化。縁起物だけに材料にこだわり、これか
らも家族で力を合わせて作り続けます。

Toshio Kiyota

清田 敏雄
Biography
Since childhood, he helped make shimenawa sacred
festoons in his family's business.
1951 : Opened his own shop at Ohtori Shrine.
1993 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

幼少期より家業のしめ縄作りを手伝う
昭和26 年 鷲神社に自身の店を持つ
平成 5 年 葛飾区伝統工芸士認定

Kazuhiko Kiyota

清田 一彦

Biography

経

2017 : Certified Master of Traditional
Crafts by Katsushika Ward.

平成29 年

歴
葛飾区伝統工芸士認定

Address 7-9-10 Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0062
住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸 7- 9 -10

Inden（inden leather）

印伝

INDEN YABE Co., Ltd.

有限会社 印伝矢部
Inden, lacquered deerskin leather, was originally used
for samurai war helmets and armor. Inden is dyed using
paper stencils and then lacquered. Yabe Inden continues
to create new designs so that Inden's delicate beauty will
appeal to all generations.
兜や鎧に使われたのが起源とされる印伝。鹿革に漆で型染めをした工芸品で
す。その繊細な美しさを幅広い世代に知ってもらえるよう、新たなデザイン
にも取り組んでいます。

Yoshinobu Yabe 矢 部

恵延

Biography
1924 : The shop was founded.
1967 : Started learning from his father, the former owner of
the shop.
1999 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2015: Received Tokyo Governor's Award for Outstanding
Skill (Tokyo Meister).

経

歴

大正13 年 創業
昭和42 年 先代の父に師事
平成11 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成27 年 東京都優秀技能者（東京マイスター） 知事賞受賞

Address 3-21-7 Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0012
住所 〒124-0012 東京都葛飾区立石 3 -21-7
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Shuro Tawashi（scrub brush）

棕櫚たわし

Sagara Co., Ltd.

有限会社サガラ

Shuro, hemp palm, is soft and flexible, but it is difficult to
process. Also, it is becoming harder to secure quality hemp
palm these days. Even so, Sagara continues to strive to
make superior products.
棕櫚は柔らかくてコシが強いですが、加工が難しく、質のよい材料の入手も
困難になりつつあります。これからもできる限り、
良い物を作り続けています。

Shinichi Sagara 佐 柄

真一

Biography
1965: Started learning techniques from his father, the
second owner of the shop.
1975: Invited to Sri Lanka to teach how to make tawashi
scrubbing brushes.
2000: Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

昭和40 年 二代目の父に師事
昭和50 年 タワシづくりの指導でスリランカへ招かれる
平成12 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 2-33-16 Takaramachi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0005
住所 〒124-0005 東京都葛飾区宝町 2-33-16

Douhan Butsuga（copper plate buddhist images）

銅版仏画

Yanagi Art

ヤナギアート
Yanagi Art has developed a unique etching technique to
transfer traditional Buddhist images to copper plate. Its
works have been highly evaluated the world over.

古来の仏画をエッチング技法を用い、銅版に仕上げるという独自の製作法を
確立。世界でも高い評価を得続けています。

Tomiharu Yanagi 柳

富治

Biography
1998 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2010 : Received Tokyo Governor's Award for Outstanding
Skill (Tokyo Meister).
2012 : Received Master Craftsman Award (Great Craftsman
in the Present World) by The Minister of the Minister of
Health, Labour and Welfare.
2017 : Received Medal with Yellow Ribbon.

経

歴

平成10 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成 22 年 東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞
平成 24 年 卓越した技能者（現代の名工）表彰
平成 29 年 黄綬褒章 受章

Address 3-4-30 Yotsugi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0011
住所 〒124-0011 東京都葛飾区四つ木 3-4-30
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Tokyo Tegaki Yuzen（hand-drawn yuzen）

東京手描友禅

Kimono Dyeing Studio "Hyo,"

きもの染織工房ひょ

The attractive features of Tokyo tegaki yuzen are the
sensitive colors and bold lines. The studio applies yuzen's
beauty not only to kimono but also to a variety of Japanese
sundries.
繊細な色彩と力強い流れが、東京手描友禅が持つ魅力です。その魅力を着物
だけでなく、様々な和雑貨を通して伝えてまいります。

Osamu Hyodo

兵藤 修

Biography
1976 : Started learning techniques from dyer Tadashi
Ishizaki.
1993 : Received First Prize, "METI Minister Award" at the
All Japan Young Dyers Exhibition.
2000 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
・Certified Master of Traditional Crafts by The Minister of
International Trade and Industry.

経

歴

昭和51年 染色家石崎忠司氏に師事
平成 5 年 全日本新人染色展大賞
『通商産業大臣賞』
平成12 年 葛飾区伝統工芸士認定
通商産業大臣指定伝統工芸士認定

Address 1-16-6 Hosoda, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0021
住所 〒124-0021 東京都葛飾区細田 1-16-6

Edo Kiriko（cut glass）

江戸切子

Yamamoto Glass Kakojo

山本硝子加工所

The studio was established in 1962. It specializes in the
most complicated kiriko, Hana (flower) kiriko, and strives
to perfect each piece.
昭和 37 年創業。最も手間がかかるという花切子を中心に、手を抜くことなく、
一つひとつ丁寧な仕事を心がけています。

Koji Yamamoto

山本 弘二

Biography
1953 : Joined Ootomo Glass Co., Ltd.
1962 : Became an independent craftsman in Kameido.
1997 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

昭和28 年 大友硝子に弟子入り
昭和37 年 亀戸で独立
平成 9 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 2-17-5 Okudo, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0022
住所 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸2-17-5
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Shamisen（japanese guitar）

三味線

Sangenshi Kikuoka

三絃司きくおか
It is believed that the shamisen was brought to Japan at
the end of Muromachi Period (1392-1573). The shamisen
was developed and became a unique Japanese musical
instrument in and after the Edo Period (1603-1868). Based
on traditional techniques, Sangenshi Kikuoka continues to
manufacture Japanese musical instruments that appeal to
people of the present day.
室町末期に日本に伝わったという三味線。日本独自の発達を遂げるのは江戸
以降になります。伝統技法を継承しつつ、今の時代にも魅力的な和楽器を作
り続けていきます。

Kimiaki Kono

河野 公昭
Biography
1983:Started learning shamisen manufacturing in Asakusa.
2003 :Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2014: Received Tokyo Governor's Award for Outstanding
Skill (Tokyo Meister).

昭和58 年 浅草にて三味線作りの修行に入る
平成15 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成 26年 東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞

Address 1-7-2 Higashi-yotsugi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0014
住所 〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 1-7-2

Edo Mokuchokoku（wood carving）

江戸木彫刻

Shiota Chokokuten

塩田彫刻店

Shiota Chokokuten works in the tradition of sukashi openwork
carving, one method of wood carving. Changes in the
appearance and texture of wood that occur over time are one
of the attractions of Japanese traditional architecture. While
maintaining the traditional techniques, Shiota Chokokuten
strives to discover new aspects of wood curving.
木彫刻の技法の一つ、「透かし」彫りを継承。経年による木の変化を味わう
和建築の魅力を現代に伝え、さらに新たな木彫の魅力を追求していきたいと
考えています。

Tadashi Shiota

塩田 正

Biography
1958 : Studied sculpture under woodcarver Koichi
Matsumoto.
1969 : Became an independent craftsman.
2002 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2017: Certified Master of Traditional Crafts by Tokyo.

経

歴

昭和 33 年 木彫家松本光一氏に師事
昭和 44 年 独立
平成 14 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成 29年 東京都伝統工芸士認定

Address 1-1-5 Mizumoto, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0032
住所 〒125-0032 東京都葛飾区水元 1-1-5
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Chokin（metal chasing hand-braided jewelry）

彫金（手編みジュエリー）

Higaki Chokin Kogei

檜垣彫金工芸

Higaki choking Kogei's specialty is "hand-braided jewelry,"
first created by Takahiro Higaki III. The craftsmen
demonstrate jewelry making at special events at major
department stores and accept orders by commission.
三代目隆博が創作した『手編みジュエリー』を中心に、大手百貨店の催事に
おける実演、受託オーダーなどを展開しています。

Takahiro Higaki

檜垣 隆博

Biography
Born in 1960. Upon entering university, he started learning
metal chasing from his father. He worked for a jewelry
company before becoming an independent craftsman.
He has become well known for his jewelry fashioned from
delicately braided platinum, gold and silver.

経

歴

昭和35 年生まれ。大学入学と同時に父に師事。
その後、宝飾品会社勤務を経て独立。
プラチナ、金、銀を繊細に編み込んだジュエリーで人気を博す。

Address 4-17-2 Kanamachi, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0042
住所 〒125-0042 東京都葛飾区金町 4-17-2

Glass chokoku（glass carving）

硝子彫刻

Matsuura Blast

有限会社マツウラブラスト

Matsuura Blast uses a sandblasting technique to carve
masked glass. In order to realize delicate carving, accurate
masking and sophisticated blasting technique are needed.
サンドブラスト技法を用い、ガラスにマスキングして、絵柄を彫刻します。
繊細な表現をするためには、正確なマスキングとブラスト処理に高い技術が
必要です。

Katsutoshi Matsuura 松 浦

勝利

Biography
1964 : After learning sandblasting technique, he became
an independent craftsman.
1987 : Established Matsuura Blast.
2002 : Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.

経

歴

昭和39 年 サンドブラストを修行し、独立
昭和62 年 有限会社マツウラブラスト設立
平成14 年 葛飾区伝統工芸士認定

Address 8-30-5 Higashi-shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0023
住所 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩 8-30-5
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Edo Bekko（tortoise-shell work）

江戸ベッ甲

Yamakawa Bekko

山川ベッ甲

Yamakawa Bekko makes traditional craft pieces and new
items based on the magnificent glaze and elegance of
tortoise-shells.
ベッ甲の持つ格調の高い艶と気品にあふれた風合いを大切に、伝統的な作品
にとどまらず、これまでにない新たな商品開発を心がけています。

Kinsaku Yamakawa

山川 金作

Biography
1970 : Joined Sakuma Bekko. Studied tortoise-shell work
under Hajime Sakuma.
1982 : Became factory director at Sakuma Bekko.
2001: Certified Master of Traditional Crafts by Katsushika
Ward.
2003 : Started his own company, Yamakawa Bekko.

経

歴

昭和45年

株式会社佐久間鼈甲入社
佐久間一氏に師事
昭和57 年 佐久間鼈甲工場長就任
平成13 年 葛飾区伝統工芸士認定
平成15 年 山川ベッ甲として独立

Address 3-4-21 404 Higashi-shinkoiwa,Katsushika-ku, Tokyo,124-0023
住所 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩 3-4-21 404

Kinbyoubu（gilded folding screens）

金屏風

Kinbyoubu no Kobayashi

金屏風のこばやし

Kinbyoubu no Kobayashi has made high quality screens
by working with the same supplier for several decades.
Clients include theaters, major hotels and banquet halls
across Japan.
数十年間、仕入れ先を変えず高い品質の商品を製造しています。全国の劇場、
大手ホテル、宴会場と取引をさせていただいています。

Koji Kobayashi 小 林

興司

Biography
1995 : Became an independent craftsman.
2007:Moved the factory to Higashi-yotsugi.

経

歴

平成 7 年 独立
平成19年 東四つ木に工場を移転

Address No.402 Kojo Bldg.,1-22-1 Higashi-yotsugi, Katsushika-ku, Tokyo,124-0014
住所 〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 1-22-1 工場ビル 402 号
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Tokyo Butsudan（household buddhist shrines）

東京仏壇

Marutaka Mokko Seisakujo

丸高木工製作所

The company is the only manufacturer in the industry
that realizes factory-direct sales. In addition to traditional
household Buddhist shrines, it manufactures many
compact shrines and furniture style shrines. The
company's products can also be purchased in showrooms
and a factory tour for customers can be arranged.
業界唯一の工場内直売。伝統工芸の仏壇の他、小型仏壇、家具調仏壇も数
多く、展示場での直売もしています。工場内見学もできます。

Toshio Takahashi

高橋 寿雄

Company history
The company has always been part of the history of
karaki wood shrines. The company makes shrines
from rare foreign wood materials such as ebony rather
than traditional glided shrines and is one of the few
manufacturers conducting integrated production in the
Tokyo metropolitan area. As traditional crafts designated
by the Tokyo Metropolitan Government its products have
won numerous prizes.

会社経歴
古来からの金仏壇に代わり、黒檀等の唐木材使用の仏壇を製作
し、唐木仏壇の歴史と共に歩んできた木工所です。首都圏では
稀な一貫生産メーカーであり、東京指定伝統工芸として数々の
受賞歴があります。

Address 4-13-32 Shiratori, Katsushika-ku, Tokyo, 125-0063
住所 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥 4-13-32
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