
伝
統
工
芸 

江
戸
切
子

2023 作品集- -



※表示金額は全て税込価格です。 ※表示金額は全て税込価格です。1 2

江戸切子　玻璃

石塚 春樹  作
八角篭目文様　オールド　玻璃
MC-228　１客 ￥38,500　 木箱
Φ84×H90 / 260ml 

細小路 圭  作
斜光縞文様　オールド　玻璃
MC-211　１客 ￥33,000　木箱
Φ84×H90 / 260ml 

吉川 太郎  作
立矢重文様　オールド　玻璃
MC-310　１客 ￥33,000　 木箱
Φ80×H85 / 180m

細小路 圭  作
花鳥八角篭目文様　オールド　玻璃
MC-240　１客 ￥55,000　桐箱
Φ84×H90 / 260ml 

石塚 春樹  作
亀甲魚子文様　オールド　玻璃
MC-288　１客 ￥41,800　木箱
Φ84×H90 / 260ml 

山田 のゆり  作
八角篭目に笹の葉文様   オールド　玻璃
MC-350　１客 ￥44,000　 桐箱
Φ80×H85 / 180ml 

伝統工芸

江戸切子
古来より古来より

人々は硝子を玻璃と称して珍重し、人々は硝子を玻璃と称して珍重し、

その澄み切った輝きに魅了されてきました。その澄み切った輝きに魅了されてきました。

彩鳳では、玻璃の輝きが一層引き立つよう、彩鳳では、玻璃の輝きが一層引き立つよう、

伝統技術の粋を凝らし、伝統技術の粋を凝らし、

角度により様々な表情をみせる角度により様々な表情をみせる

「江戸切子玻璃」を作り上げました。「江戸切子玻璃」を作り上げました。

洗練された玻璃のきらめく華やぎを洗練された玻璃のきらめく華やぎを

お楽しみください。お楽しみください。

硝子工房　硝子工房　彩鳳彩鳳

硝子工房　彩鳳

江戸切子は、

江戸時代後期に大伝馬町のビードロ屋加賀屋久兵衛が

硝子に切子細工を施したのが始まりと言われています。

当時の庶民が日常的に使える美術品として愛されていました。

江戸時代の切子の伝統は絶えることがなく、

現代に至るまで切子職人達によって受け継がれてきました。

江戸切子は、我が国に現存する江戸期の優れた硝子工芸品であり、

江戸時代を伝える貴重な伝統工芸品の製作技法です。

硝子工房彩鳳の作品は、

江戸伝来の技術を継承し熟達した切子工芸士が

様 な々伝統文様を基本に工房独自のデザインにより、

見るたびに嬉しくなり

使うたびにゆたかになるような手作りならではの逸品、

現代の江戸切子を作り出しています。
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八角篭目に菊篭目繋ぎ文様
オールド　黒
M-8270BK　1客 ￥82,500　桐箱
Φ86×H96 / 300ml

八角篭目文様
オールド　黒
M-8260BK　1客 ￥66,000　桐箱
Φ86×H96 / 300ml

菊繋ぎ文様
オールド　黒
M-8240BK　1客 ￥55,000　桐箱
Φ86×H96 / 300ml

剣菱星文様
オールド　黒
M-8220BK　1客 ￥49,500　桐箱
Φ86×H96 / 300ml

八角篭目に菊篭目繋ぎ文様
ビアグラス　黒
M-2170BK　1客 ￥66,000　桐箱
Φ71×H146 / 260ml 

剣菱星文様
ビアグラス　黒
M-2186BK　1客 ￥44,000　桐箱
Φ71×H146/260ml 

菊繋ぎ文様
ビアグラス　黒
M-2140BK　1客 ￥55,000　桐箱
Φ71×H146 / 260ml 

縞八角篭目文様
ビアグラス　黒
M-2110BK　1客 ￥33,000　桐箱
Φ71×H146 / 260ml 

懐石杯　黒　三客揃
M-8500BK-3　¥82,500　木箱
Φ60×H75 / 100ml

市松文様
オールド　黒
M-8285BK　1客 ￥44,000　木箱
Φ86×H96 / 300ml

縦縞文様
オールド　黒
M-8215BK　1客 ￥22,000　木箱
Φ86×H96 / 300ml

よろけ縞文様
オールド　黒
M-8259BK　1客 ￥22,000　木箱
Φ86×H96 / 300ml

熟達した伝統工芸士の培われた技によって

https://saihou.net/products/m-8270bk
https://saihou.net/products/m-8240bk
https://saihou.net/products/m-8220bk
https://saihou.net/products/m-8285bk
https://saihou.net/products/m-8259bk
https://saihou.net/products/m-2170bk
https://saihou.net/products/m-2186bk
https://saihou.net/products/m-2140bk
https://saihou.net/products/m-2110bk
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クリスタルガラス クリスタルガラス

斜輪菱重八角篭目文様　オールド
M-233-2 ペア ￥132,000 桐箱
M-233-B ルリ ￥66,000 桐箱
M-233-R 金赤 ￥67,100 桐箱
Φ84×H90 / 260ml

菊繋ぎ星文様　オールド
M-254-2 ペア ￥110,000 木箱
M-254-B ルリ ￥55,000 木箱
M-254-R 金赤 ￥56,100 木箱
Φ84×H90 / 260ml

七宝四花菱文様　懐石杯
M-698-2 ペア ￥77,000 木箱
M-698-B ルリ ￥38,500 木箱
M-698-R 金赤 ￥39,600 木箱
Φ60×H92 / 90ml

八角篭目文様　懐石杯
M-650-2 ペア ￥88,000 木箱
M-650-B ルリ ￥44,000 木箱
M-650-R 金赤 ￥45,100 木箱
Φ60×H92 / 90ml

矢来星重文様　オールド
M-266-2 ペア ￥77,000 木箱
M-266-B ルリ ￥38,500 木箱
M-266-R 金赤 ￥39,600 木箱
Φ84×H90 / 260ml

市松文様　オールド
M-285-2 ペア ￥66,000 木箱
M-285-B ルリ ￥33,000 木箱
M-285-R 金赤 ￥34,100 木箱
Φ84×H90 / 260ml

笹の葉星文様　オールド
M-296-2 ペア ￥55,000 木箱
M-296-B ルリ ￥27,500 木箱
M-296-R 金赤 ￥28,600 木箱
Φ84×H90 / 260ml

菊繋ぎ文様　ぐい呑
M-844-2 ペア ￥66,000 木箱
M-844-B ルリ ￥33,000 木箱
M-844-R 金赤 ￥34,100 木箱
Φ70×H58 / 100ml

七宝四つ玉文様　タンブラー
M-473-2 ペア ￥66,000 木箱
M-473-B ルリ ￥33,000 木箱
M-473-R 金赤 ￥34,100 木箱
Φ78×H100 / 390ml

八角篭目に菊繋ぎ文様　タンブラー
M-468-2 ペア ￥110,000 桐箱
M-468-B ルリ ￥55,000 桐箱
M-468-R 金赤 ￥56,100 桐箱
Φ78×H100 / 390ml

万華鏡菊繋ぎに玉重文様　タンブラー
M-404-2 ペア ￥88,000 桐箱
M-404-B ルリ ￥44,000 木箱
M-404-R 金赤 ￥46,200 木箱
Φ78×H100 / 390ml

七宝四花菱文様　ぐい呑
M-898-2 ペア ￥55,000 木箱
M-898-B ルリ ￥27,500 木箱
M-898-R 金赤 ￥28,600 木箱
Φ70×H58 / 100ml

八角篭目文様　オールド
M-250-2 ペア ￥88,000 木箱
M-250-B ルリ ￥44,000 木箱
M-250-R 金赤 ￥46,200 木箱
Φ84×H90 / 260ml

https://saihou.net/products/m-266-2
https://saihou.net/products/m-233-2
https://saihou.net/products/m-254-2
https://saihou.net/products/m-250-2
https://saihou.net/products/m-898-2
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江戸花切子　富士桜・桜文様

2023年 新作 クリスタルタンブラー

富士桜文様  オールド  琥珀
MA85-8　￥5,500　化粧箱
Φ78×H85 / 200ml

桜文様　天開タンブラー
M-7064-2BP ペア ￥22,000 木箱
M-7064-BP １客 ￥11,000 化粧箱
Φ73×H108 / 200ml

富士桜文様　天開タンブラー
M-7523-2 ペア ￥26,400 木箱
M-7523-B ルリ ￥13,200 木箱
M-7523-R アカ ￥13,200 木箱
Φ73×H108 / 200ml

桜文様　ミニオールド
M-8564-2BP ペア ￥19,800 化粧箱
M-8564-BP １客 ￥9,900 化粧箱
Φ78×H85 / 200ml

桜文様　足付ビール杯
M-64-2BP ペア ￥26,400 木箱
M-64-BP １客 ￥13,200 化粧箱
Φ61×H130 / 170ml

桜文様　ぐい呑
M-53-2BP ペア ￥11,000 化粧箱
M-53-BP 1客 ￥6,050 化粧箱
Φ68×H50 / 60ml

桜文様  オールド  琥珀
MA85-6　￥5,500　化粧箱
Φ78×H85 / 200ml

富士桜文様　オールド
M-123-2 ペア ￥33,000 木箱
M-123-B ルリ ￥16,500 木箱
M-123-R アカ ￥16,500 木箱
Φ81×H86 / 280ml

底に桜文様

https://saihou.net/products/m-64-2bp?_pos=1&_sid=3ebb54b74&_ss=r
https://saihou.net/products/m-8564-2bp?_pos=2&_sid=3ebb54b74&_ss=r
https://saihou.net/products/m-7064-2bp?_pos=3&_sid=3ebb54b74&_ss=r
https://saihou.net/products/m-53-2bp?_pos=1&_sid=2918a517f&_ss=r
https://saihou.net/products/m-123-2?_pos=1&_sid=4a1adf0e3&_ss=r
https://saihou.net/products/m-7523-2?_pos=1&_sid=7149e134e&_ss=r
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花文様

はまなす文様　天開タンブラー
M-7369-2Y ペア ￥19,800 木箱
M-7369-Y １客 ￥9,900 化粧箱
Φ73×H108 / 200ml

はまなす文様　ミニオールド
M-8569-2Y ペア ￥18,700 木箱
M-8569-Y １客 ￥9,350 化粧箱
Φ78×H85 / 200ml　

葡萄文様　足付ビール杯
M-62-2V ペア ￥19,800 木箱
M-62-V １客 ￥9,900 化粧箱
Φ61×H130 / 170ml

葡萄文様　オールド
M-155-2V ペア ￥19,800 木箱
M-155-V １客 ￥9,900 化粧箱
Φ81×H86 / 280ml

葡萄文様　一口ビール
M-056-2V ペア ￥13,200 化粧箱
M-056-V １客  ￥6,600 化粧箱
Φ55×H102 / 110ml

葡萄文様　酒杯
M-952-2V ペア ￥16,500 木箱
M-952-V １客 ￥8,250 化粧箱
Φ60×H86 / 100ml

花文様

薔薇文様　足付ビール杯
M-6081-2BP ペア ￥33,000 木箱
M-6081-BP １客 ￥16,500 木箱
Φ61×H130 / 170ml

百合文様　天開タンブラー
M-7060-2PG ペア ￥33,000 木箱
M-7060-PG	 １客 ￥16,500 木箱
Φ73×H108 / 200ml

薔薇文様　足付ビール杯
M-6081-2PG ペア ￥33,000 木箱
M-6081-PG １客 ￥16,500 木箱
Φ61×H130 / 170ml

薔薇文様　天開タンブラー
M-7081-2PG ペア ￥27,500 木箱
M-7081-PG １客 ￥14,300 木箱
Φ73×H108 / 200ml

薔薇文様　天開タンブラー
M-7081-2BP ペア ￥27,500 木箱
M-7081-BP １客 ￥14,300 木箱
Φ73×H108 / 200ml

南天文様　ミニオールド
M-8577-2 ペア ￥16,500 化粧箱
M-8577-B ルリ ￥8,800 化粧箱
M-8577-R アカ ￥8,800 化粧箱
Φ78×H85 / 200ml

https://saihou.net/products/m-6081-2bp?_pos=1&_sid=64e7f03b5&_ss=r
https://saihou.net/products/m-8577-2
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オールド・ミニオールド

斜光菱文様　オールド
M-160-2V ペア ￥22,000 木箱
M-160-V １客 ￥11,000 木箱
Φ81×H86 / 280ml

弧菱重文様　オールド
M-190-2 ペア ￥44,000 木箱
M-190-B ルリ ￥22,000 木箱
M-190-R アカ ￥22,000 木箱
Φ81×H86 / 280ml

剣菱星文様　オールド
M-196-2 ペア ￥33,000 木箱
M-196-B ルリ ￥16,500 木箱
M-196-R アカ ￥16,500 木箱
Φ81×H86 / 280ml

剣矢来重文様　オールド
M-131-2 ペア ￥27,500 木箱
M-131-B ルリ ￥14,300 木箱
M-131-R アカ ￥14,300 木箱
Φ81×H86 / 280ml

剣矢来文様　オールド
M-130-2 ペア ￥22,000 木箱
M-130-B ルリ ￥11,000 化粧箱
M-130-R アカ ￥11,000 化粧箱
Φ81×H86 / 280ml

花籠文様　ミニオールド
M-3067-2V ペア ￥22,000 木箱
M-3067-V 1客 ￥11,000 化粧箱
Φ72×H74 / 185ml

オールド

八角篭目文様　天開オールド
M-1450-2 ペア ￥55,000 木箱
M-1450-B ルリ ￥27,500 木箱
M-1450-R アカ ￥27,500 木箱
Φ90×H92 / 310ml

七宝花菱文様　天開オールド
M-1480-2N ペア ￥49,500 木箱
M-1480-BN ルリ ￥24,750 木箱
M-1480-RN アカ ￥24,750 木箱
Φ90×H92 / 310ml

剣菱魚子文様　オールド
M-804-2 ペア ￥33,000 木箱
M-804-B ルリ ￥16,500 木箱
M-804-R アカ ￥16,500 木箱
Φ86×H92 / 280ml

剣矢来笹の葉文様　天開オールド
M-1438-2 ペア ￥44,000 木箱
M-1438-B ルリ ￥22,000 木箱
M-1438-R アカ ￥22,000 木箱
Φ90×H92 / 310ml

八角篭目文様　オールド
M-856-2 ペア ￥55,000 木箱
M-856-B ルリ ￥27,500 木箱
M-856-R アカ ￥27,500    木箱
Φ86×H92 / 280ml

八角篭目に重矢来文様　オールド
M-195-2 ペア ￥55,000 木箱
M-195-B ルリ ￥27,500 木箱
M-195-R アカ ￥27,500 木箱
Φ81×H86 / 280ml

https://saihou.net/products/m-160-2v?_pos=2&_sid=5cf46b705&_ss=r
https://saihou.net/products/m-131-2?_pos=3&_sid=7f22de892&_ss=r
https://saihou.net/products/m-3067-2v?_pos=2&_sid=2a13cb8fa&_ss=r
https://saihou.net/products/m-856-2
https://saihou.net/products/m-804-2?_pos=3&_sid=b4da9a2f8&_ss=r
https://saihou.net/products/m-1438-2?_pos=3&_sid=cbf512ded&_ss=r
https://saihou.net/products/m-195-2?_pos=3&_sid=38e96ff7b&_ss=r
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ミニオールド

花籠文様　ミニオールド
M-3067-2BP ペア ￥24,200 木箱
M-3067-BP 1客 ￥12,100 化粧箱
Φ72×H74 / 185ml

剣菱星文様　ミニオールド
M-8586-2BP ペア ￥27,500 木箱
M-8586-BP 1客 ￥14,300 木箱
Φ78×H85 / 200ml

剣菱星文様　ミニオールド
M-8586-2PG ペア ￥27,500 木箱
M-8586-PG 1客 ￥14,300 木箱
Φ78×H85 / 200ml

剣矢来笹の葉文様　ミニオールド
M-8538-2 ペア ￥26,400 木箱
M-8538-B ルリ ￥13,200 木箱
M-8538-R アカ ￥13,200 木箱
Φ78×H85 / 200ml

重双葉文様　ミニオールド
M-8522-2 ペア ￥19,800 木箱
M-8522-B ルリ ￥9,900 化粧箱
M-8522-R アカ ￥9,900 化粧箱
Φ78×H85 / 200ml

笹の葉魚子文様　ミニオールド
M-8504-2 ペア ￥33,000 木箱
M-8504-B ルリ ￥16,500 木箱
M-8504-R アカ ￥16,500 木箱
Φ78×H85 / 200ml

タンブラー・ぐい呑み

剣菱星文様　ぐい呑　五客揃
Φ62×H50 / 100ml　木箱

M-086-2 ペア ￥22,000
M-086-5 5客揃 ￥55,000

（左から）
M-086-R アカ ￥11,000
M-086-G ミドリ ￥11,000
M-086-V ムラサキ ￥11,000
M-086-B ルリ ￥11,000
M-086-BL ブルー ￥11,000

菱鱗重文様　天開タンブラー
Φ73×H108 / 200ml　木箱

※ペア箱でのご用意があります。

（左から）
M-7528-PG ピンクグリーン ￥14,300
M-7528-Y 黄色 ￥14,300
M-7528-R アカ ￥14,300
M-7528-BP ブルーピンク ￥14,300
M-7528-V ムラサキ ￥14,300
M-7528-B ルリ ￥14,300

https://saihou.net/products/m-8586-2pg?_pos=1&_sid=bd112a904&_ss=r
https://saihou.net/products/m-8538-2?_pos=3&_sid=f305d2d79&_ss=r
https://saihou.net/products/m-8586-2bp?_pos=2&_sid=bd112a904&_ss=r
https://saihou.net/products/m-086-5?_pos=7&_sid=3346928c3&_ss=r


15 ※表示金額は全て税込価格です。 ※表示金額は全て税込価格です。15 16

タンブラー

八角篭目文様　天開タンブラー
M-7550-2 ペア ￥44,000 木箱
M-7550-B ルリ ￥22,000 木箱
M-7550-R アカ ￥22,000 木箱
Φ73×H108 / 200ml

星剣菱文様　タンブラー
M-4546-2 ペア ￥44,000 木箱
M-4546-B ルリ ￥22,000 木箱
M-4546-R アカ ￥22,000 木箱
Φ62×H100 / 240ml

七宝花菱文様　天開タンブラー
M-7580-2 ペア ￥38,500 木箱
M-7580-B ルリ ￥19,800 木箱
M-7580-R アカ ￥19,800 木箱
Φ73×H108 / 200ml

笹の葉重矢来文様　タンブラー
M-4538-2 ペア ￥33,000 木箱
M-4538-B ルリ ￥16,500 木箱
M-4538-R アカ ￥16,500 木箱
Φ62×H100 / 240ml

七宝笹の葉文様　天開タンブラー
M-7573-2 ペア ￥26,400 木箱
M-7573-B ルリ ￥13,200 木箱
M-7573-R アカ ￥13,200 木箱
Φ73×H108 / 200ml

菱魚子文様　天開タンブラー
M-7575-2 ペア ￥22,000 木箱
M-7575-B ルリ ￥11,000 化粧箱
M-7575-R アカ ￥11,000 化粧箱
Φ73×H108 / 200ml

重矢来文様　タンブラー
M-4543-2 ペア ￥22,000 化粧箱
M-4543-B　ルリ ￥11,000 化粧箱
M-4543-R　アカ ￥11,000 化粧箱
Φ62×H100 / 240ml

ビアグラス・一口ビール

八角篭目文様　ビアグラス
M-2035-2 ペア ￥44,000 木箱
M-2035-B ルリ ￥22,000 木箱
M-2035-R アカ ￥22,000 木箱
Φ71×H146 / 260ml

縞八角篭目文様　ビアグラス
M-2010-2 ペア ￥33,000 木箱
M-2010-B ルリ ￥16,500 木箱
M-2010-R アカ ￥16,500 木箱
Φ71×H146 / 260ml

麦文様　ビアグラス
M-2050-2 ペア ￥26,400 木箱
M-2050-B ルリ ￥13,200 木箱
M-2050-R アカ ￥13,200 木箱
Φ71×H146 / 260ml

菱鱗重文様　一口ビール
M-028-2 ペア ￥22,000 木箱
M-028-B ルリ ￥11,000 化粧箱
M-028-R アカ ￥11,000 化粧箱
Φ55×H102 / 110ml

玉矢来文様　一口ビール
M-048-2 ペア ￥13,200 化粧箱
M-048-B ルリ ￥6,600 化粧箱
M-048-R アカ ￥6,600 化粧箱
Φ55×H102 / 110ml

七宝星文様　一口ビール
M-077-2V ペア ￥15,400 木箱
M-077-V １客 ￥7,700 化粧箱
Φ55×H102 / 110ml

https://saihou.net/products/m-7550-2?_pos=3&_sid=52f1584e4&_ss=r
https://saihou.net/products/m-7580-2?_pos=3&_sid=ef9a9afae&_ss=r
https://saihou.net/products/m-7573-2?_pos=3&_sid=0a747b53f&_ss=r
https://saihou.net/products/m-7575-2?_pos=3&_sid=325465c12&_ss=r
https://saihou.net/products/m-2035-2?_pos=3&_sid=0473ce2dd&_ss=r
https://saihou.net/products/m-2010-2?_pos=3&_sid=1a3f33acd&_ss=r
https://saihou.net/products/m-2050-2?_pos=3&_sid=30277dea9&_ss=r
https://saihou.net/products/m-028-2?_pos=3&_sid=6dcecaaa3&_ss=r
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ぐい呑

八角篭目文様　ぐい呑
Φ68×H50 / 60ml
M-58-2 ペア ￥22,000 木箱
M-58-3 三客揃 ￥33,000 木箱

重矢来文様　ぐい呑
Φ68×H50 / 60ml
M-57-2 ペア ￥19,800 木箱
M-57-3 三客揃 ￥29,700 木箱

（左から）
M-58-BP ブルーピンク ￥13,200 木箱
M-58-B ルリ ￥11,000 木箱
M-58-R アカ ￥11,000 木箱

（左から）
M-57-V ムラサキ ￥9,900 化粧箱
M-57-B ルリ ￥9,900 化粧箱
M-57-R アカ ￥9,900 化粧箱

八角篭目文様　天開ぐい呑
M-46-2 ペア ￥26,400 木箱
M-46-B ルリ ￥13,200 木箱
M-46-R アカ ￥13,200 木箱
Φ58×H83 / 60ml

菱桜文様　天開ぐい呑
M-42-2 ペア ￥19,800 木箱
M-42-B ルリ ￥9,900 化粧箱
M-42-R アカ ￥9,900 化粧箱
Φ58×H83 / 60ml

菱鱗重文様　ぐい呑
M-1028-2 ペア ￥19,800 木箱
M-1028-B ルリ ￥9,900 化粧箱
M-1028-R アカ ￥9,900 化粧箱
Φ60×H70 / 85ml

菱魚子文様　ぐい呑
M-1075-2 ペア ￥16,500 化粧箱
M-1075-B ルリ ￥8,800 化粧箱
M-1075-R アカ ￥8,800 化粧箱
Φ60×H70 / 85ml

ワイングラス・酒器揃・酒杯・ぐい呑

剣矢来重文様　ワイングラス
M-331-2 ペア ￥38,500 木箱
M-331-B ルリ ￥19,250 木箱
M-331-R アカ ￥19,250 木箱
Φ56×H163 / 150ml

薔薇文様　ワイングラス
M-381-2 ペア ￥44,000 木箱
M-381-B ルリ ￥22,000 木箱
M-381-R アカ ￥22,000 木箱
Φ56×H163 / 150ml

八角篭目文様　酒器揃（徳利×1・ぐい呑×2）
M-1350-56 酒器揃　￥82,500　木箱

剣菱魚子文様　酒器揃（徳利×1・ぐい呑×2）
M-1700-54 酒器揃　￥55,000　木箱

八角篭目十草文様  酒杯
M-5015-B ルリ ￥19,800   木箱
Φ66×H68 / 135ml

八角篭目市松文様　酒杯
M-5035-B ルリ ￥19,800 木箱
Φ66×H68 / 135ml

四花菱文様　ぐい呑
M-088-2 ペア ￥33,000 木箱
M-088-B ルリ ￥16,500 木箱
M-088-R アカ ￥16,500 木箱
Φ62×H50 / 100ml

徳　利： M70×H136 / 240ml
ぐい呑： Φ55×H45 / 50ml

徳　利： M70×H136 / 240ml
ぐい呑： Φ55×H45 / 50ml

https://saihou.net/products/m-46-2?_pos=1&_sid=942d77f4a&_ss=r
https://saihou.net/products/m-1028-2?_pos=3&_sid=f153c03ef&_ss=r
https://saihou.net/products/m-331-2
https://saihou.net/products/m-1700-54
https://saihou.net/products/m-5015-b?_pos=1&_sid=b914ad38c&_ss=r
https://saihou.net/products/m-088-2?_pos=3&_sid=4bc9e8fc4&_ss=r
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花器
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剣矢来重文様  天開花瓶  ムラサキ
M-9931-VN　￥110,000　木箱
Φ150×H200

八角篭目文様  寸胴花瓶  ルリ
M-9050-B　￥110,000　木箱
Φ85×H180

菱魚子文様  天開花瓶  ルリ
M-9975-B　￥110,000　木箱
Φ150×H200

剣矢来文様  寸胴花瓶  ルリ
M-9031-B　￥82,500　木箱
Φ85×H180

剣矢来文様  天開花瓶  ルリ
M-9830-B　￥165,000　木箱
Φ110×H245

八角篭目文様  天開花瓶  ルリ
M-9850-B　￥220,000　木箱
Φ110×H245

菊篭目に立篇文様  天開花瓶  ルリ
M-9840-B　￥330,000　木箱
Φ110×H245

ぐい呑

富士桜文様　ぐい呑
Φ56×H60 / 90ml
M-523-5 五客揃 ￥49,500 木箱

八角篭目十草文様　ぐい呑
Φ56×H60 / 90ml
M-515-3 三客揃 ￥39,600 木箱

笹の葉菱文様　ぐい呑
Φ56×H60 / 90ml
M-578-3 三客揃 ￥29,700 木箱

（左から）
M-523-B ルリ ￥9,900 木箱
M-523-R アカ ￥9,900 木箱
M-523-BP ブルーピンク ￥9,900 木箱
M-523-V ムラサキ ￥9,900 木箱
M-523-PG ピンクミドリ ￥9,900 木箱

（左から）
M-515-V ムラサキ ￥13,200 木箱
M-515-B ルリ ￥13,200 木箱
M-515-R アカ ￥13,200 木箱

（左から）
M-578-V ムラサキ ￥9,900 化粧箱
M-578-BP ブルーピンク ￥9,900 化粧箱
M-578-PG ピンクグリーン ￥9,900 化粧箱



※表示金額は全て税込価格です。 22

彩鳳の江戸切子は、
すべて江戸伝来の技術を継承し熟達した切子工芸士が
伝統文様を基本に手作りならではの逸品を作り出しています。

　 

江
戸
切
子
の
文
様
が
出
来
る
ま
で 

砥石で作られた円盤を回転
させ、中摺り面を滑らかに均
一化させていきます。この工
程の良し悪が、次の磨きの輝
きを大きく左右します。

切子をする為のもとになる基
本線をガラス器の表面に描
いていきます。

1 割付け 4 石掛け

円盤状の木盤（桐）、コルク
盤、ゴム盤などで、水分を持
たせた細かい磨き砂をつけ
ながら石掛け面を磨いていき
ます。

回転している円盤状のダイ
ヤモンドホイールで割付けに
そって、ガラス器を彫り込ん
でいきます。

更に布製のバフ盤でバフ掛
けで仕上げ、艶と輝やく作品
に仕上げます。

荒摺りより細かいダイヤモン
ドホイールで、荒摺りしたと
ころを更に掘り込んでいき
ます。

21

2 荒摺り 5 磨き

3 中摺り 6 バフ掛け

吉川  太 郎

山王丸 まゆみ

佐々木 璃菜

山田 のゆり

浅 野  真吾

渡 辺  聖也



株式会社　ミツワ硝子工芸
〒 340-0045　埼玉県草加市小山 2-24-22
tel：048-941-9777　fax：048-942-8638
E-mail：mituwa@saihou.net
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