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カタログ掲載企業一覧 
 

◆ 株式会社 一色テキスタイル 
京都府与謝郡与謝野町字岩滝 739 番地 
担当者 代表取締役 一色直樹 
TEL 0772-46-2388   FAX 0772-46-5066 
HP http://isshiki-tex.jp/    https://www.i-chirimen.jp/ 
E-mail info@isshiki-tex.jp 

 
◆ 株式会社 大  江 

京都府与謝郡与謝野町弓木 1136-3 
担当者 大江稔子 
TEL 0772-46-5668   FAX 0772-46-5162 
E-mail ooesilk@isis.ocn.ne.jp 

 
◆ 田勇機業株式会社 

京丹後市網野町浅茂川 112 
担当者 田茂井 勇人 
TEL 0772−72−0307  FAX 0772−72−1677 
HP http://www.tayuh.jp/ 
E-mail info@tayuh.jp 

 
◆ 丸仙株式会社 

京都府与謝郡与謝野町岩滝 1875 
担当者 安田  博美 
TEL 0772-46-2010   FAX 0772-46-2649 
HP http://www.marusen-co.jp 
E-mail marusen.kabu@gmail.com 

 
◆ 安田織物株式会社 

京都府与謝郡与謝野町後野 811-2 
担当者 代表取締役 安田章二 
TEL 0772-43-0151   FAX 0772-43-0152 
HP https://yasuda-tex.jp 
E-mail info@yasuda-tex.jp 
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◆ 株式会社 山  藤 

京都府与謝郡与謝野町弓木 493 
担当者 山添 明子 
TEL 0772-46-2031   FAX 0772-46-4394 
HP http://furoshiki.jp 
E-mail yamatou@furoshiki.jp 

 
◆ 遊絲舎（ユウシシャ） 

京都府京丹後市網野町網野 610 
担当者 小石原 将夫 
TEL 0772-72-2677   FAX 0772-72-5552 
HP https://www.fujifu.jp/ 
E-mail yushisha@fujifu.jp 

 
★ 掲載企業のＨＰにて、本カタログ上で紹介されていない商品が掲載されていますので、

ぜひ、掲載企業のＨＰもご覧ください。 
 

 
 
 
 
                                   【カタログ発行者】 

丹後織物工業組合 
〒629-2502 京都府京丹後市大宮町河辺 3188 

TEL 0772-68-5211   FAX 0772-68-5300 
HP https://www.tanko.or.jp 
E-mail tanko@tanko.or.jp 

  

掲載商品についてのお問い合わせ、またご購入を希望されます

方は、掲載企業へ直接ご連絡いただきますようお願い申し上げ

ます。 
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株式会社一色テキスタイル 
京都府与謝郡与謝野町字岩滝 739 番地 
担当者 代表取締役 一色直樹 
TEL 0772-46-2388   FAX 0772-46-5066 
HP http://isshiki-tex.jp/    https://www.i-chirimen.jp/ 
E-mail info@isshiki-tex.jp 

 

  

商品名 OEM ベッドカバー 

サイズ 幅 150cm×⻑さ 230cm 

組成 ポリエステル 100％ 

重量 550ｇ 

カラー 別注色（OEM） 

税込み単価 相談 

注文最小ロット 相談 

納期 約６０日 

オリジナルの丹後ちりめんのベットカバーです。洗える素材で耐久性もあります。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 

 

  

商品名 ホテルカーテン 

サイズ ご希望サイズ 

組成 ポリエステル 100％ 

重量 180ｇ/㎡ 

カラー 別注色 

税込み単価 相談 

注文最小ロット 相談 

納期 約 90 日 

お部屋の雰囲気に合わせてトータルコーディネイトさせていただきます。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 
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商品名 チェアー 
サイズ ご希望サイズ 
組成 ポリエステル 100％ 
重量 生地重量 180ｇ/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 

納期 約 90 日 

お部屋の雰囲気に合わせてトータルコーディネイトさせていただきます。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 

 

  

商品名 ベットカバー 
サイズ シングルサイズ 
組成 ポリエステル 100％ 
重量 生地重量 180ｇ/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 
納期 約 90 日 

オリジナルの丹後ちりめんのベットカバーです。洗える素材で耐久性もあります。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 

 

  
商品名 ベッドスロー 
サイズ シングルサイズ 
組成 ポリエステル 100％ 
重量 生地重量 240ｇ/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 
納期 約 90 日 

オリジナルの丹後ちりめんのベッドスローです。洗える素材で耐久性もあります。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 
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商品名 ティッシュカバー 
サイズ ボックスティッシュサイズ 
組成 ポリエステル 75％ レーヨン 25％ 
重量 生地重量 240ｇ/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 
納期 約 60 日 

オリジナルの丹後ちりめんのティッシュカバーです。洗える素材で耐久性もあります。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 

 

 
 

商品名 ファブリックパネル 
サイズ 幅 140cm×高さ 30cm 
組成 ポリエステル 100％ 
重量 生地重量 180ｇ/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 
納期 約 60 日 

オリジナルの丹後ちりめんのファブリックパネルです。洗える素材で耐久性もあります。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 

 

 
 

商品名 スカーフ兼用ふろしき 
サイズ 約 60cm 角 
組成 ポリエステル 100％ 
重量 生地重量 180ｇ/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 
納期 約 90 日 

オリジナルのスカーフ兼用ふろしきです。食事の時のナプキン代わりにもなります。洗濯し
ても色落ち、縮はありません。全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 
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商品名 丹後ちりめん壁紙 
サイズ 幅 100cm から 90cm×23m 
組成 ポリエステル 100％・レーヨン

100％ 
重量 250g/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 
納期 相談 

下地石膏ボードに直貼り出来て、準不燃です。様々な表現の丹後ちりめん壁紙が製造できま
す。箔押し柄・漆加工・和紙加工など 
全てオリジナルで製造いたします。お気軽にお問い合わせください。 

 

  
商品名 丹後ちりめんクッションカバー 
サイズ 45cm×45cm 
組成 ポリエステル 100％ 
重量 生地重量 210ｇ/㎡ 
カラー 別注色 
税込み単価 相談 
注文最小ロット 相談 
納期 相談 

オリジナルの丹後ちりめんのクッションカバーです。洗える素材で耐久性もあります。 
全てオリジナル製造ですので、お問い合わせください。 
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株式会社 大江 
京都府与謝郡与謝野町弓木 1136-3 
担当者 大江稔子 
TEL 0772-46-5668   FAX 0772-46-5162 
E-mail ooesilk@isis.ocn.ne.jp 

 

  
商品名 シルク お軸 

サイズ 巾約 38 ㎝  奥行約 10 ㎝ 
高さ約 117 ㎝ 

組成 シルク（厚紙、アクリル棒） 

重量 約 500ｇ 

カラー 白 

税込み単価 66,000 円〜 

注文最小ロット 1 

納期 １ヵ月〜１ヵ月半 

丹後のｼﾙｸ織物と軸装作家とのコラボレーション。伝統技法で創る掛け軸の新しいカタチの
お軸です。和のかたち、洋のけはいを感じ、従来の床の間の掛け軸とは違い折りの陰影で凛
とした空気を醸し出し、四季折々どの空間にも合うお軸です。 
厚紙にｼﾙｸ生地を貼り、立体的に折り制作した掛け軸です。取り扱い注意でお願いします。
マグネット内臓で色紙、軽量の絵画、立体作品も飾れます。オリジナル 1 点物。受注生産の
為納品にお日にちがかかります。画像はイメージです。 

 
  商品名 丹後シルク 作務衣 

サイズ フリー 

組成 シルク 100％ 

カラー 炭⿊、白 など 

税込み単価 44,000 円〜 

注文最小ロット 1 

納期 約 1 ヶ月半〜2 ヶ月位 
絹 100％でお肌に優しく部屋着としてだけでなくコンビニにも行ける！をコンセプトに制作
（上着：右前ファスナー付きポケット。パンツ：ウエストゴム、前開きファスナー付き、左
右ポケット）。撥水加工で汚れが付きにくくなっております。ドライクリーニングか家庭用
手洗い洗剤でお手入れ可。（脱水時にシワになりやすい為 脱水は 1 分以内） 
受注生産の為納品までお日にちがかかります。画像はイメージです。別染はロット５着〜承
ります。他に子供用作務衣や女性用パジャマなども受注生産しております。 
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商品名 ちりめん アームバンド 
サイズ 12（内径 10）×4.5 巾（花 4 ㎝） 
組成 ポリエステル 
重量 25g 
カラー お任せで色々 
税込み単価 1,650 円〜 
注文最小ロット 10 
納期 ロットにより 2 週間〜1 カ月 

⿊の丹後ちりめんをベースにオリジナルの花型刺繍大・中・小の 3 種類を組み合わせて、ひ
とつひとつ手作りしております。髪留め、スカーフ留め等にも使えます。 
丹後ちりめんにオリジナル刺繍をした お薬手帳も入る保険証入れなどもあります。すべて
丹後で手作りしております。画像はイメージです。 

 
 

  
商品名 シルクシュシュ 
サイズ 外径 11〜12 ㎝×内径 5 ㎝  
組成 シルク 100％ 
重量 10〜15ｇ 
カラー 色、柄 お任せ 
税込み単価 1,100 円〜 
注文最小ロット 10 
納期 ロットにより 1 週間〜1 カ月 

丹後で織りましたシルク生地を使いひとつひとつ手作りしたシュシュ。髪留めとしてだけで
なく、シルクなので手首に付けても心地良い肌触りです。 
画像はイメージです。丹後ちりめんに刺繍をした絹ゴム 2 個セット（お子様用、お土産用、
ご自分用。髪留め、スカーフ留め、お洒落な輪ゴムとして）などもあり丹後で手作りしてお
ります。 
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商品名 シルクマスク 丹後シルク織柄 

（ジャカード） 
サイズ 21 ㎝×16 ㎝ 
組成 シルク 100％ 
重量 約 10ｇ 
カラー 柄お任せ 
税込み単価 3,300 円〜 
注文最小ロット 10 
納期 ロットにより 1 ヶ月位 

お肌に優しいシルクで鼻から顎の広範囲を覆います。ダンディ・カッコいい人・お洒落な方
の My Mask!。丹後で織りました絹 100％の生地を使っております。お肌の敏感な方でも安
心してご着用頂けます。お洒落な方用で表にジャカード柄を使った両面シルク 100％のマス
クです。柄はお選び頂けませんがシックな感じがお好きな女性の方でもお使い頂けます。 
お手入れ：手洗い用洗剤で軽く洗いすすぎます。脱水時にシワになりやすいので脱水は 1 分
以内か軽く絞り乾いたタオルで巻き取り水分を吸わせて干す。完全に乾く前にアイロンする
と綺麗に仕上がり熱殺菌にもなります。画像はイメージで色、柄は 15 種類以上の中からお
任せ。裏面は生成り。縫糸：絹。両面シルクの白マスクも有。お洒落な女性用のシルクレー
ス付きシルクマスク試作中。 
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田勇機業株式会社 
京丹後市網野町浅茂川 112 
担当者 田茂井 勇人 
TEL 0772−72−0307  FAX 0772−72−1677 
HP http://www.tayuh.jp/ 
E-mail info@tayuh.jp 

 

 
 

商品名 除菌シート入れ付マスクケース 
サイズ 約 17cm×約 13cm 
組成 表地：絹 裏地：ポリ 
重量 30ｇ 
カラー 無地染め・小紋染め 
税込み単価 無地染め \2,970・小紋染め \3,300 
注文最小ロット 10 個 
納期 ご相談の上 

正絹丹後ちりめんを使用しています。除菌シートやポケットティッシュを入れることが出来ま
す。外出する時に便利です。※写真はイメージです。 
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丸仙株式会社 
京都府与謝郡与謝野町岩滝１８７５ 
担当者 安田  博美 
TEL 0772-46-2010   FAX 0772-46-2649 
HP http://www.marusen-co.jp 
E-mail marusen.kabu@gmail.com 

 

 
 

商品名 『ちりめん美人』ボディタオル 
サイズ 約 20cm x 98cm  
組成 生地：絹 100%   
重量 約 46g 
カラー 白生地、ステッチ糸 6 色 
税込み単価 2,200 円 
注文最小ロット 1 枚 
納期 30 枚以上は 1 週間(お問い合わ

せください) 

絹は人の肌に近いタンパク質からできていますので、安心してお使い頂けます。生地の表面
にある凹凸状の「しぼ」がお肌の汚れを取り除き、ツルツルのお肌をご実感して頂けます。 
生地に擦れ、縮み防止のハイパーガード加工をしていますので、ちりめんでもほぼ縮みませ
ん。 

 

  
商品名 『ちりめん美人』パフ 
サイズ 約 9cm x 13cm  
組成 生地：絹 100% 
重量 約 6g 
カラー 白生地、ステッチ糸 2 色 
税込み単価 1,100 円 
注文最小ロット 1 枚 
納期 30 枚以上は 1 週間(お問い合

わせください) 

ボディタオルと同様に絹の優しい洗い心地で、お顔用としてだけではなく、小さなお子様用と
してもお使い頂けます。サッと撫でるだけでも、さっぱりとした洗い上げをご実感頂けます。 
生地に擦れ、縮み防止のハイパーガード加工をしていますので、ちりめんでもほぼ縮みませ
ん。 
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商品名 『ちりめん美人』枕カバー 

サイズ 約 44cm x 87cm 筒型 

組成 生地：絹 100% 

重量 約 157g 

カラー 生地：白生地そのままのお色 

税込み単価 15,950 円 

注文最小ロット 1 枚 

納期 お問い合わせください 

睡眠中、髪やお肌が触れる枕が絹ですと、絹のもつ保湿作用で髪の毛やお肌もつるつる、抗
菌作用で枕の嫌な匂いもあまり気にならなくなります。縮み防止の加工をしていますのでお
洗濯できます。 
枕のサイズは様々ですので、オーダーでお受けすることも可能です。 

 

  
商品名 

『ちりめん美人』シーツ、布
団カバー 

サイズ シングル〜ダブルサイズ 
組成 生地：絹 100% 
重量 お問い合わせください 

カラー 
白生地、ステッチ糸色はご指
定いただけます 

税込み単価 お問合せください 
注文最小ロット 1 枚 
納期 お問い合わせください 

絹 100％のちりめんの生地ですので、生地の表面の凹凸状の「しぼ」が体との間に空間を作
り、特に夏はさらっとした涼しさを感じて頂け、冬は暖かくお使い頂けます。血流を良くし
たり、毒素を取り除いたり等の絹の特性もあると言われていますので、体に安心してお使い
頂け良い眠りをご実感して頂きたいと思います。加工をしていますのでお洗濯可能です。 
基本オーダーで承っています。サイズ、ステッチ糸のお色もご指定頂けます。しぼの高いち
りめんの生地巾は 100cm ですので、どうしても継ぐ必要がありますが、それを色糸でアクセ
ントにしています。 
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安田織物株式会社 
京都府与謝郡与謝野町後野 811-2 
担当者 代表取締役 安田章二 
TEL 0772-43-0151   FAX 0772-43-0152 
HP https://yasuda-tex.jp 
E-mail info@yasuda-tex.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※刺繍は変わります。 

商品名 丹後ちりめんシルクマスク刺繍入り 

サイズ 普通、やや大きめ の２種類 

組成 表地、裏地 シルク 100％ 

重量 約 15ｇ 

カラー 表地 淡いピンク、淡い水色 

税込み単価 2,200 円 

注文最小ロット ５枚 

納期 １週間から 

外面に丹後ちりめん無地を、内側（顔に触れる側）に丹後ちりめん紋紗を使ったシルク 100％
の洗って繰り返し使える立体マスクです。 
３層構造になっていて、内部にマスク用の不織布をフィルターとして使用しています。５年前
から完全自社製造にて、某高級カタログ通販、各地ギフトショップなどにて毎年リピート販売
する人気商品です。内側に使っている紋紗は、夏用の着物素材でシルク 100％。蒸れにくく、
また呼吸による匂いも気になりにくいので⻑時間の着用も安心。もちろん肌に優しくて、毛⽻
もないので、不織布や綿のマスクが苦手な方にご好評いただいています（中には、シルクによ
って肌荒れを起こされる方もおられます）。 
音符のワンポイント刺繍は、着用の際に向きが分かるようになっています。やや大きめサイズ
は、しっかり顔を包みたい方や男性におすすめしています。すっきりとしたデザインは見た目
の印象にも配慮していますので、従業員の皆様で是非ご活用ください。 
写真のマスクとほぼ同じですが、刺繍は♪から♩に変わります。 
刺繍の色も変わります（アソート）。お洗濯は手洗い、もしくはネットにいれて洗濯機をご使
用ください。 
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株式会社山藤 
京都府与謝郡与謝野町弓木４９３ 
担当者 山添 明子 
TEL 0772-46-2031   FAX 0772-46-4394 
HP http://furoshiki.jp 
E-mail yamatou@furoshiki.jp 

 

 
 

商品名 正絹縮緬友禅風呂敷 
サイズ 68 ㎝×72 ㎝ 
組成 シルク 100％ 
カラー 水色、クリーム 
税込み単価 6,600 円 
注文最小ロット 1 枚 
納期 数⽇〜１か⽉（枚数によります） 

写真の他、弊社の生地を使い、京都の手捺染友禅工場で染織。様々な柄を友禅染で表現できま
す。ふくさサイズから風呂敷サイズまで、ご要望に合わせ、オリジナル風呂敷を制作いたしま
す。価格 3,300 円（45 ㎝⼱軽め）〜100,000 円。 
その他、慶事セット、慶弔セット ご相談に応じます。 

 
 

 

商品名 正絹無地風呂敷、ふくさ 

サイズ 45 ㎝×47 ㎝、 68 ㎝×70 ㎝ 

組成 シルク 100％ 

重量 45 ㎝⼱ 25g、68 ㎝⼱ 61g 

カラー 桜色、クリーム、オレンジ等 12 色 

税込み単価 45 ㎝⼱ 2,200 円、68 ㎝⼱ 3,600 円 

注文最小ロット 1 枚 

納期 数⽇〜2 か⽉（枚数によります） 

シルクの縮緬風呂敷。軽いものから重たいものまで、またふくさタイプから風呂敷サイズまで
生産可能。色も豊富に揃っており、ご希望のマーク入れ、ペンテックス、刺繍等、ご要望にあ
わせ、制作いたします。 
軽い生地から、重たい生地まで 様々な生地を自社一貫工場で製織しておりますので、ご要望
に合わせ、生地を選べます。 
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商品名 正絹縮緬金封ふくさ 
サイズ サイズ：約 12cm×20.5cm（紙箱入り） 
組成 素材：表 絹 100％ 裏 レーヨン 100％ 
カラー 柿渋色、桜鼠色、丁字茶色、鶯色 
税込み単価 3,300 円 
注文最小ロット 1 個 
納期 数日〜2 か月（数量によります） 

その他、タイプ違いで紫、紫苑（藤色）、⻘磁（グレー）、グリーン、オレンジ、ピンク等 
2,750 円。お名入れ、マーク入れを施し、オリジナル製品、制作可能です。 

 
 

商品名 ウォッシャブルシルクのパジャマ 
サイズ フリー(⾝⻑ 155 ㎝〜165 ㎝) 
組成 シルク 100％ 
カラー 白 
税込み単価 53,900 円 
注文最小ロット 1 枚 
納期 数日〜2 か月（枚数によります） 

 
シルクはお肌の成分に近いタンパク質やアミノ酸からなり 保温性・保湿性に優れています。
小さな襟付き、ドルマン袖ですので、楽に着ることができ、パジャマから部屋着として重宝
されます。旅先でシルクに⾝を包む幸せを感じられます。 
デザイン等 ご要望に応じます。 

 

 
 

商品名 レーヨン縮緬 四越ふくさ 

サイズ 45 ㎝巾 

組成 レーヨン 100％ 

カラー 紺、ピンク、ブルー 

税込み単価 660 円 

注文最小ロット 1 枚〜 

納期 数日〜2 か月（数量によります） 

レーヨンといえども、高級感のある縮緬ふくさです。刺繍、色ペンテックスなどでマーク入
れなど可能。ちょっとしたプレゼントに最適です。 
特種なレーヨン素材、織りにより、2,000 枚までのオーダー可能。 
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商品名 ウォッシャブルシルクのマスクＭ寸 
サイズ 約 9cm×18cm（プリーツを広げた中

央部分 15cm） 
組成 シルク 100％  

紐の部分 ポリエステル。 
カラー オフホワイト 
税込み単価 1,430 円 
注文最小ロット 1 枚 
納期 数日〜2 か月 （枚数によります） 

マスク用に密度を上げて織られた縮緬のマスクです。洗えるように加工しています。シルク
は、皮膚と同じアミノ酸でできており、吸汗・速乾・通気・清涼・保温性や紫外線カットを
備えた、お肌にとって最適な素材です。 
お肌の弱い方も、安心して使え、お肌をやさしく守ります。 

 
 

 

商品名 ピローケース 

サイズ 44 ㎝×87 ㎝ 

組成 シルク 100％ 

カラー オフホワイト 

税込み単価 5,500 円 

注文最小ロット 1 枚〜 

納期 2 か月（製織から仕立てまで） 

シルクの心地よさを体感していただけるピローケースです。シルクは、皮膚と同じアミノ酸
でできており、吸汗・速乾・通気・清涼・保温性や紫外線カットを備えた、お肌にとって最
適な素材です。 
ご希望のサイズに合わせて、縫製いたします。 
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商品名 正絹ちりめん友禅風呂敷（型ぼかし） 
サイズ 68 ㎝×70 ㎝ 
組成 シルク 100％ 
重量 73ｇ 
税込み単価 13,200 円 
注文最小ロット 1 枚〜 
納期 数日〜2 か月（枚数によります）  

伝統的な型ぼかし、濡れ蒸しの手法で染められ、シルクの、またちりめんの美しい風合いに
魅了される風呂敷。同じ染の手法を使い、無地のグラレーションなども制作可能。 
製造に時間がかかり、2 か月で 100 枚までの制作となります。ヨーロッパの大手ブランドに
も注目され、独自のブランドオリジナル風呂敷制作の実績あり。 

 
 

 

商品名 正絹ちりめんクッション 
サイズ 30 ㎝×30 ㎝ 2 個組 
組成 カバー生地：絹 100％ 

クッション生地：綿 50％・アセテート 50％ 
ヌードクッション：ポリエステル 100％ 

カラー 白＆金・ネイビー＆銀 
税込み単価 37,600 円 
注文最小ロット 1 組〜 
納期 数日〜2 か月（制作数によります） 

⽟三郎さんが愛したちりめんのお座布団を、洋風にアレンジして制作しています。⻤シボち
りめんに友禅染、そして撥水加工をかけ、汚れにくくしています。やわらかく、なめらかな
触り心地、超重目のちりめんに金と銀で雲をあしらったデザインは、お部屋を雅に演出しま
す。 
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商品名 正絹ちりめん座布団 
サイズ 68 ㎝×72 ㎝ 
組成 表地絹 100％、中材は木綿９０％、ポリエ

ステル 10％ 
重量 1.5 ㎏ 
カラー レンガ色/若草色 
税込み単価 33,000 円 
注文最小ロット 5 
納期 約２か月 

⽟三郎さんも愛した正絹縮緬の座布団。座ったときは冷たいのに、あとは柔らかい。座布
団用に製織から始めます。座布団職人の技駆使した縫製。こちらは大座布団ですが、色・
サイズはお好みで製作します。撥水加工済み。 
メインテナンス承ります。綿を再生させると、新品同様フカフカの状態に戻ります。 

 
 
  



19 
 

遊絲舎（ユウシシャ） 
京都府京丹後市網野町網野 610 
担当者 小石原 将夫 
TEL 0772-72-2677   FAX 0772-72-5552 
HP  https://www.fujifu.jp/ 
E-mail yushisha@fujifu.jp 

 
 

商品名 夏一文字 
サイズ 八寸名古屋帯 
組成 絹糸・藤糸 
重量 約 210ｇ（仕立て前） 
カラー ベージュ・⿊・白・藍等 
税込み単価 118,800 円 
注文最小ロット １本 
納期 1 ヵ月程度 

絹糸と和紙の間に藤糸を等間隔に入れて織り上げました。とても軽くて清涼感のある八寸
名古屋帯です。一重、盛夏の浴衣から上布まで幅広くお使いいただけます。 
夏帯、その他色々あるので、お問い合わせください。  

 
 

 

商品名 古代藤市松文 
サイズ 京袋帯 
組成 絹糸・藤糸・和紙・金属糸 
重量 440ｇ（仕立て前） 
カラー 藍・⿊・うす紫・白（８色程） 
税込み単価 198,000 円 
注文最小ロット １本 
納期 1 ヵ月程度 

縄文の古から伝わる原始布「藤布」。藤の蔓から昔ながらの技法で手間暇かけて糸を作り、
その藤糸で丸重ねの文様を表現しました。真綿の手紬糸を贅沢に使っていますので、とて
も風合いが良く、軽くて結びやすい京袋帯です。一重、袷の時期にお使いいただけます。 
色だけではなく、柄も色々とありますのでお問い合わせください。 
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商品名 藤市松 
サイズ 袋帯 
組成 絹糸・藤糸 
重量 580ｇ 
カラー ⿊・白・茶 
税込み単価 396,000 円 
注文最小ロット １本 
納期 1 ヵ月程度 

原始布「藤布」と絹織物を融合させて織り上げた、温かみのあるモダンな帯です。普段着を
中心に一重・袷にお使いいただけます。 
柄はその他色々あるのでお問い合わせください。   

 
 



「京もの指定工芸品」購入支援事業費 
補助金交付申請の手引き 

募集期間：令和２年５⽉１⽇（⾦）〜２９⽇（⾦） 

提出先（問い合わせ先） 
 

京都府商工労働観光部 染織・工芸課 
 住 所：〒602-8570 京都市上京区下⽴売通新町⻄⼊ 

  電 話：０７５−４１４−４８５６ 
 E-mail：senshoku@pref.kyoto.lg.jp 

 
 

mailto:senshoku@pref.kyoto.lg.jp


１ 補助金申請者 

 おもてなしや観光誘客に必要となる「京もの指定工芸品」を業務上 
活用する次の者 
 
（1）宿泊施設（旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け、旅館業法 
  第2条に定めるホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業を営む事業者） 
（2）飲食店（食品衛生法に基づき都道府県知事等の許可を受け、飲食店、
  喫茶店を営む事業者） 
（3）旅行代理店（旅行業法第3条に規定する登録を受けた「旅行業及び 
  旅行業者代理業」を営む事業者） 
（4）商店街振興組合（商店街振興組合法第36条第1項及び第3項に規定 
  する設⽴認可を受けた京都府内で活動する組合） 
（5）博物館（博物館法第10条に規定する博物館登録原簿に登録された 
  博物館） 
（6）上記以外の事業者で、京もの指定工芸品を業務用として積極的に 
  サービスを供する事業者 

２ 「京もの指定工芸品」製造事業者等（発注先） 
（1）「京もの指定工芸品」産地組合 
（2）「京もの指定工芸品」製造事業者 

３ 京もの指定工芸品（34品目）・京もの技術活用品（1品目） 
⻄陣織  
京鹿の子絞 
京友禅 
京小紋 
京繍 
京くみひも 
京⿊紋付染 
京仏壇 
京仏具 
京漆器 
京指物（京の木工芸） 

京焼・清水焼 
京扇子 
京うちわ 
京石工芸品 
京人形 
京表具 
京房ひも・撚ひも 
丹後藤布 
京陶人形 
京都の⾦属工芸品 
京象嵌 
京刃物 

京の神祇装束度品 
京銘竹 
京の色紙短冊和本帖 
北山丸太 
京版画 
丹後ちりめん 
⿊⾕和紙 
京たたみ 
京印章 
京七宝 
京竹工芸 
丹後ちりめん工芸品  

 
 

４ 補助率等 
対象経費 ：「京もの指定工芸品」購⼊経費 
補助率  ：９／１０（消費税込）以内 
補助上限額：100万円 補助下限額：50万円  １ 



５ 補助金申請手続き 
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■ 「京もの指定工芸品」の購⼊を検討 
 
  おもてなしや観光誘客に必要となる「京もの指定工芸品」 
  の購⼊を御検討ください。 
   ただし、仕⼊れ、転売を目的とした購⼊は該当しません。 
   取扱商品についてご不明の場合は、関係の産地組合または 
  京都府染織・工芸課へ問い合わせください。  

■ 見積書及び産地組合証明書の⼊手    
 
  京もの指定工芸品製造事業者等に見積書発行を依頼してください。 
  京もの指定工芸品製造事業者等から次の①②が補助⾦申請者 
  に交付されます。 
 
  ①見積書 
   税抜き本体価格及び消費税額が明示された見積書 
  ②産地組合証明書（別紙３） 
   京もの指定工芸品製造事業者が、産地組合から取り寄せる 
   証明書           

① ② 

③ ④ 

⑤ 

２ 



■ 補助⾦申請 
 
 交付申請書（第１号様式）に、次の資料を添えて、郵送してください。 
 

 事業実施計画書（別紙１） 
 事業収支予算書（別紙２） 
 見積書の写し 
 産地組合証明書（別紙３） 
 申請者の概要がわかる資料（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等） 
 
 事前着手届（第２号様式＝該当者のみ） 
 
＊申請の際は、申請様式の赤書き部分は削除してください。 
 

   申請期間 ： 令和２年５⽉１⽇（⾦）〜２９⽇（⾦）必着 

（注意１）事前着手届 
 
 「京もの指定工芸品」を発注いただくに当たっては、京都府知事の 
 補助⾦交付決定を受けていただく必要がありますが、交付決定前に 
 発注される場合において、事前着手届を提出してください。 
  この場合、次の条件にご留意願います。 
 
  ○ 交付決定額が申請額を下回る場合においても異議がないこと。 
  ○ 不採択の場合においても異議がないこと。 
 
 着手予定⽇は、届出⽇の翌⽇以降の⽇付であること。 

  （例）補助⾦交付申請⽇（第１号様式）：令和２年５⽉２５⽇ 
     補助⾦事前着手届（第２号様式）：令和２年５⽉２５⽇ 
             事前着手予定⽇：令和２年５⽉２６⽇ 
 
 
（注意２）交付決定額は予算の範囲内 
 
  予算の範囲内で交付決定しますので、補助⾦申請額を下回る場合も 
 ありますのでご留意願います。 
 
    

３ 



６ 交付決定から実績報告、補助金支払まで 
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最終提出期限 
３/１まで 

■ 補助⾦交付決定 
 
 申請内容を確認の上、交付決定し、申請者に書面で通知します。 
 予算の範囲内において交付決定しますので、補助⾦申請額を 
 下回る場合があります。 

 

■ 発注 
 
 補助⾦交付決定後、補助対象者は、見積書発行者に書面にて発注 
 （様式はありません。） 
 「事前着手届」を提出している場合は、交付決定前に、書面にて 
 発注してください。 

４ 



■ 事業内容の変更 
 
 交付決定後、事業費の変更（１割以上の減額）が生じた場合において、
変更承認申請の手続きが必要となります。 
 なお、事業費に変更が生じない場合においても、購⼊品目を変更され
る場合は京都府染織・工芸課に連絡願います。 

■ 納品、代⾦支払 
     
（１）納品があった場合、検品を行い、納品書と請求書を受領願います。 
   請求書 ･･･ 税抜き本体価格及び消費税額が明示された請求明細書 
 
（２）請求書に基づき支払い 
   振込手数料は別途お支払ください 
    

■ 実績報告 
 
（１）代⾦支払完了後、実績報告書（第５号様式）に次の書類を 
  添付の上、京都府染織・工芸課に提出してください。 
 事業結果報告書（別紙１） 
 事業収支決算書（別紙２） 
 納品書、請求書、振込書等の写し 
 事業完了を証明する画像 

 
（２）提出時期 
   代⾦支払後２０⽇以内 
   又は令和３年３⽉１⽇（⽉）のいずれか早い⽇まで 
 

５ 


