
KOYKOYKOYKOYOIBUSHIOIBUSHIOIBUSHIOIBUSHI



ＫＯＹＯ ＩＢＵＳＨＩは約2000年、人が作り続けたいぶし技術を

用いています。4日間、窯の中で焼いた高品質な多孔質セラミッ

クスです。

ＫＯＹＯ ＩＢＵＳＨＩは土と炭素のみによって構成され、人や環

境に安全です。手作りであるということと、焼きムラによって１個

１個がすべて異なり、オリジナル性と面白さを醸し出しています。

伝統的でありながらモダンである。本物のいぶし瓦をそばに

置いて欲しい。それがＫＯＹＯ ＩＢＵＳＨＩです。

KOYKOYKOYKOYOIBUSHIOIBUSHIOIBUSHIOIBUSHI

KOYO IBUSHI is a natural material generated by Japanese excellent traditional technology .

土のクセを見抜き季節、温度、湿度に応じ

て焼き縮みを考え作成していきます。

経験を積んだ職人の腕の見せ所です。

KOYO IBUSHI is a natural material generated by Japanese excellent traditional technology .

KOYO IBUSHI is made of just soil and carbon. Therefore, it is safe for humans and the environment.

KOYO IBUSHI , which has an original silver gloss, is more unique and beautiful than any other material.

All the products are made with a handicraft. Expertise is 

needed to make KOYO IBUSHI.

The product is baked in more than 1,100 degrees Celsius for four 

days. This burning is very difficult technology, and it is only Japan 

all over the world to make KOYO IBUSHI.

【これらの作品はアーティストによる作家作品です】

昔から瓦職人たちは瓦をできるだけ高温で、ゆっくりと焼き締め

る工夫を重ねてきました。私たちはそうした職人たちの伝統工

法を受け継ぎ、1100度を超える高温で焼き締め、吸水率4％以

下の、凍てない、色の変わることのない強い瓦を造っています。

また、いぶし素材は焼成の最終工程で「いぶし」と呼ばれる勲

化を行うことで表面に炭素の膜を形成します。

このようにしていぶし素材は土と炭素のみで作られる人にも地球にも優しいエコ素材です。

和洋を問わず、新感覚のインテリア素材として存在感を放つ一品です。

【Ｏｋｕ】

【二代目 構井一巳】



ＦＲＡＭＥ & ＭＩＲＲＯＲ

いぶしのモザイクＡＲＡＲＥを使ったFrame & 

Mirror です。フレーム自体に独特の表情があり

それだけで芸術となります。

また、いぶし銀は自らを主張しません。

中にいれる写真やポスター、絵画などを惹き立て

より魅力的に見せてくれます。

写真などを入れるフレームタイプと鏡のタイプが

あります。

是非大切な写真や絵を本物のフレームに…

picture and mirror  size

1 89×127(L)

2 100×148(ハガキ)

3 127×178(2L)

4 210×297(A4)

5 257×364(B4)5 257×364(B4)

6 297×420(A3)

7 364×515(B3)

8 515×728(B2)

9 600×900

10 600×1800

Put up your important photograph using  ARARE 

frame. ARARE will shows a photograph more 

specially, and direct your room cool & modern.

We also provide you with the type of a mirror. 

Perfect for a private room, or as an unique 

decoration for a store. of course, for a  gift too! 



POD
いぶし瓦モザイクＡＲＡＲＥを使用した存在感のあるＰＯＤです。

そのまま素敵なオブジェとして。あるいはドライフラワー等をアレンジして。

または、中に瓶や畑井を入れることによってベースカバーとして使うこともできます。

いぶしのクールな表情により花やグリーンが映えます。

希望があればオーダーでより大きなｻｲｽﾞも製作可能です。

The base cover of a Japanese tradition IBUSHI material

You can put a flower vase, a bottle, a potted plant, etc. in it.

Since IBUSHI is the natural material made only with the soil and carbon, it suits a plant well.

POD Size (WxD××××H)

inside dimension      

(SA2)

100×100×160 

70×70×140 

(SB)

85×85×260 

Since IBUSHI is the natural material made only with the soil and carbon, it suits a plant well.

If you wish, we can also make bigger POD.

85×85×260 

55×55×200 

(SC)

100×100×415 

70×70×250 

(SE)

120×120×600

85×85×250 

(MH)

130×130×585 

99×99×250 

(MF)

185×185×920 

150×152×250



ＷＡＬＬ ＨＡＮＧＩＮＧ
いぶし瓦モザイクＡＲＡＲＥの壁掛けです。

自然の焼きむらにより、独特な風合いがあり壁掛け自体がクールなアートとなります。

モザイクタイプのものと、ＬＩＮＥタイプのものがあります。

裏面にはフックや紐がついていてそのまま壁に掛けることができます。

既定のサイズに加え、お部屋に合わせてオーダーサイズを製作することもできます。

Please decorate your wall with KOYO IBUSHI , which is kind of heritage material , but very new and unique. 

Please enjoy a peculiar expression made by the shade of light, and natural baking unevenness.

If you wish, we can also make order size.If you wish, we can also make order size.

Size

(ARARE SMALL)

ITAR-10   100×100×15

ITAR-12   300×300×18

ITAR-14   400×400×18

(ARARE MIDDLE)

ITAR-11   112×112×15

ITAR-13   336×336×18

ITAR-15   448×448×18

(LINE)

ITLI-11    275×440×25 



ＣOASTER  

日本伝統いぶし瓦モザイクＡＲＡＲＥで作った

コースターです。

素焼きなので吸水性があり水滴を吸収し

器がくっついたりすべったりしません。またすぐ乾きます。

裏面は木製ボードになっているので机が傷つきません。

ＡＲＡＲＥコースターは２つ、３つ、４つと

連続させて使うこともできます。

オブジェはもちろんのこと、花台や鍋敷きとしてもどうぞ。

You can use them as a coaster and can also use as a saucer. 

Moreover, it is also good to use as the plate which places accessories, and a plate with which green is decorated. 

Since KOYO IBUSHI has water absorbency, it inhales the water drop of a glass. 

Size

IPSB11 (All Line W) 200×110 ×9 IPSB15(All Line L)    128×128 × 9

IPSB12 (All Line S) 110 ×110 ×9           IPSB16(All Line LL) 150 ×150 ×9

IPSB13 (Flat S)  110 ×110 ×9                 IPSB01(Flat SS) 80 ×80 ×5

IPSB14 (Mix Line S) 110 ×110 ×9        IPSB02（All Line  SS)   80 ×80 ×5

ITA

ICAR11 (ARARE Coaster M) 106 ×106 ×11

ICAR13(ARARE  Coaster S)          92 × 92 ×11

シャープなエッジがクールなソーサーです。

手作業で一本一本ラインが入っているものもあります。

デザイン性を追求した作品です。

ソーサーの他に、コースターまたはアクセサリー置きとし

ても使用していただいてもオシャレです。

HASHIOKI ＆ FORK REST

シンプルないぶし瓦素材の箸置き・フォークレストです。

シンプルなデザインがカッコいいテーブルコーディネートを演出します。

Size

IH11  62×18 ×9

IH12  62 ×15 ×15

IH13  110 ×17×17

The fork rest of a Japanese tradition IBUSHI material.

A simple figure helps a table coordination.



招福 鬼鈴

１つの鈴には一面は鬼の顔、もう一方の面にはお福さんの顔になっています。

鬼が災を祓い、お福さんが福を招きます。

文化財の特殊瓦を作成する鬼師が、一点一点

良縁の願いを込め作成しております。

～～～～縁むすび～縁むすび～縁むすび～縁むすび～

鈴を鳴らし鈴を鳴らし鈴を鳴らし鈴を鳴らし 願うことで願うことで願うことで願うことで よい縁をいただけるよい縁をいただけるよい縁をいただけるよい縁をいただける という縁起物という縁起物という縁起物という縁起物

良縁の願いを込め作成しております。

鬼師 二代目 構井一巳 作

Size （鈴） (ＩＴＡ） （箱）

小 95× 90×100 110×110×9 125 ×125 ×130

中 125×110×125 130×130×9 145 ×145 ×150

大 145×140×145 150×150×9 165 ×165 ×170



ARARE  FRAME  &  MIRRORARARE  FRAME  &  MIRRORARARE  FRAME  &  MIRRORARARE  FRAME  &  MIRROR
KOYO KOYO KOYO KOYO IBUSHI IBUSHI IBUSHI IBUSHI 

商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム LLLLｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞ 商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム ハガキｻｲｽﾞハガキｻｲｽﾞハガキｻｲｽﾞハガキｻｲｽﾞ 商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム LLLLLLLLｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞ

本体価格 (フォトタイプ） IFAR11      3,000円（税抜） 本体価格 (フォトタイプ） IFAR12       7,000円（税抜） 本体価格 (フォトタイプ） IFAT13       5,000円（税抜）

本体価格（ミラータイプ） IMAR11      3,300円（税抜） 本体価格（ミラータイプ） IMAR12       7,700円（税抜） 本体価格（ミラータイプ） IMAR13      5,500円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ ガラス 素材 粘土 ＭＤＦ ガラス 素材 粘土 ＭＤＦ ガラス

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 170×140×18 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 220×180×18 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 220×180×18

重さ（ｇ） 350 重さ（ｇ） 680 重さ（ｇ） 580

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム Ａ４ｻｲｽﾞＡ４ｻｲｽﾞＡ４ｻｲｽﾞＡ４ｻｲｽﾞ 商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム Ｂ４ｻｲｽﾞＢ４ｻｲｽﾞＢ４ｻｲｽﾞＢ４ｻｲｽﾞ 商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム ＡＡＡＡ3333ｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞ

本体価格 (フォトタイプ） IFAR14      15,000円（税抜） 本体価格 (フォトタイプ） IFAR15       18,000円（税抜） 本体価格 (フォトタイプ） IFAR16       25,000円（税抜）

本体価格（ミラータイプ） IMAR14      17,000円（税抜） 本体価格（ミラータイプ） IMAR15      20,000円（税抜） 本体価格（ミラータイプ） IMAR16      27,500円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ ガラス 素材 粘土 ＭＤＦ ガラス 素材 粘土

build to order

商品一覧商品一覧商品一覧商品一覧

素材 粘土 ＭＤＦ ガラス 素材 粘土 ＭＤＦ ガラス 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 360×470×22 ｻｲｽﾞ（ｍｍ）

重さ（ｇ） 重さ（ｇ） 重さ（ｇ）

ｶﾗｰ
いぶし銀

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム Ｂ３ｻｲｽﾞＢ３ｻｲｽﾞＢ３ｻｲｽﾞＢ３ｻｲｽﾞ 商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム Ｂ２ｻｲｽﾞＢ２ｻｲｽﾞＢ２ｻｲｽﾞＢ２ｻｲｽﾞ 商品名商品名商品名商品名 ＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥＡＲＡＲＥ フレームフレームフレームフレーム 600600600600××××900900900900ｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞｻｲｽﾞ

本体価格 (フォトタイプ） IFAR17     30,000円（税抜） 本体価格 (フォトタイプ） IFAR18      40,000円（税抜） 本体価格 (フォトタイプ） IFAR19     50,000円（税抜）

本体価格（ミラータイプ） IMAR17     33,000円（税抜） 本体価格（ミラータイプ） IMAR18     44,000円（税抜） 本体価格（ミラータイプ） IMAR19     55,000円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ ガラス 素材 粘土 ＭＤＦ 素材

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） ｻｲｽﾞ（ｍｍ） ｻｲｽﾞ（ｍｍ）

重さ（ｇ） 重さ（ｇ） 重さ（ｇ）

ｶﾗｰ いぶし銀
ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

build to order build to order build to order

ARARE ARARE ARARE ARARE ＰＯＤＰＯＤＰＯＤＰＯＤ

KOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHI

商品名商品名商品名商品名 あられポッドＳＡ２あられポッドＳＡ２あられポッドＳＡ２あられポッドＳＡ２ 商品名商品名商品名商品名 あられポッドＳＢあられポッドＳＢあられポッドＳＢあられポッドＳＢ 商品名商品名商品名商品名 あられポッドＳＣあられポッドＳＣあられポッドＳＣあられポッドＳＣ

本体価格 10,000円（税抜） 本体価格 15,000円（税抜） 本体価格 20,000円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 100×100×160 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 85×85×260 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 100×100×415

ｻｲｽﾞ（内寸） 70×70×140 ｻｲｽﾞ（内寸） 55×55×200 ｻｲｽﾞ（内寸） 70×70×250

重さ（ｇ） 1000 重さ（ｇ） 1350 重さ（ｇ） 2600

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 あられポッドＳＥあられポッドＳＥあられポッドＳＥあられポッドＳＥ 商品名商品名商品名商品名 あられポッドＭＨあられポッドＭＨあられポッドＭＨあられポッドＭＨ 商品名商品名商品名商品名 あられポッドＭＦあられポッドＭＦあられポッドＭＦあられポッドＭＦ

本体価格 30,000円（税抜） 本体価格 25,000円（税抜） 本体価格 70,000円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土 ＭＤＦ

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 120×120×600 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 130×130×585 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 185×185×920

ｻｲｽﾞ（内寸） 85×85×250 ｻｲｽﾞ（内寸） 99×99×250 ｻｲｽﾞ（内寸） 150×150×250

重さ（ｇ） 4500 重さ（ｇ） 4100 重さ（ｇ） 11000

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀



ARARE ARARE ARARE ARARE ＷＡＬＬＨＡＮＧＩＮＧＷＡＬＬＨＡＮＧＩＮＧＷＡＬＬＨＡＮＧＩＮＧＷＡＬＬＨＡＮＧＩＮＧ

KOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHI

商品名商品名商品名商品名 あられあられあられあられ 壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲ----10101010 商品名商品名商品名商品名 あられあられあられあられ 壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲ----12121212 商品名商品名商品名商品名 あられあられあられあられ 壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲ----14141414

本体価格 1,800円（税抜） 本体価格 15,000円（税抜） 本体価格 26,000円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 100×100×15 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 300×300×18 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 400×400×18

重さ（ｇ） 180 重さ（ｇ） 1620 重さ（ｇ） 2900

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 あられあられあられあられ 壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲ----11111111 商品名商品名商品名商品名 あられあられあられあられ 壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲ----13131313 商品名商品名商品名商品名 あられあられあられあられ 壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲＩＴＡＲ----15151515

本体価格 1,800円（税抜） 本体価格 15,000円（税抜） 本体価格 26,000円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土 ＭＤＦ 素材 粘土 ＭＤＦ

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 112×12×15 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 336×336×18 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 448×448×18

重さ（ｇ） 200 重さ（ｇ） 1800 重さ（ｇ） 3300

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 あられあられあられあられ 壁掛け壁掛け壁掛け壁掛け ＩＴＬＩＩＴＬＩＩＴＬＩＩＴＬＩ----11111111

本体価格 16,000円（税抜）

素材 粘土 ＭＤＦ

ｻｲｽﾞ(ｍｍ） 275×440×25

重さ（ｇ） 3500

ｶﾗｰ いぶし銀

ARARE  ARARE  ARARE  ARARE  ＣＯＡＳＴＥＲＣＯＡＳＴＥＲＣＯＡＳＴＥＲＣＯＡＳＴＥＲ //// ＨＡＳＨＩＯＫＨＡＳＨＩＯＫＨＡＳＨＩＯＫＨＡＳＨＩＯＫ KOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHI

商品名商品名商品名商品名 あられコースターＭあられコースターＭあられコースターＭあられコースターＭ ICAR11ICAR11ICAR11ICAR11 商品名商品名商品名商品名 あられコースターＳあられコースターＳあられコースターＳあられコースターＳ ICAR13ICAR13ICAR13ICAR13 商品名商品名商品名商品名 箸置き箸置き箸置き箸置き フラットフラットフラットフラット IH11IH11IH11IH11

本体価格 2,000円（税抜） 本体価格 1,800円（税抜） 本体価格 150円（税抜）

素材 粘土 ホワイトバーチ 素材 粘土 ホワイトバーチ 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 108×108×11 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 92×92×11 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 62×18×9

重さ（ｇ） 175 重さ（ｇ） 120 重さ（ｇ） 20

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 あられコースターＭ２枚セットあられコースターＭ２枚セットあられコースターＭ２枚セットあられコースターＭ２枚セット ICAR12ICAR12ICAR12ICAR12 商品名商品名商品名商品名 あられコースターＳ２枚セットあられコースターＳ２枚セットあられコースターＳ２枚セットあられコースターＳ２枚セット ICAR14ICAR14ICAR14ICAR14 商品名商品名商品名商品名 箸置き箸置き箸置き箸置き スクエアスクエアスクエアスクエア IH12IH12IH12IH12

本体価格 4,000円（税抜） 本体価格 3,500円（税抜） 本体価格 200円（税抜）

素材 粘土 ホワイトバーチ 素材 粘土 ホワイトバーチ 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 108×216×11 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 92×184×11 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 62×15×15

重さ（ｇ） 350 重さ（ｇ） 240 重さ（ｇ） 25

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 あられ鍋敷きあられ鍋敷きあられ鍋敷きあられ鍋敷き ICAR15ICAR15ICAR15ICAR15 商品名商品名商品名商品名 フォークレストフォークレストフォークレストフォークレスト ＩＨＩＨＩＨＩＨ13131313

本体価格 4,000円（税抜） 本体価格 800円（税抜）

素材 粘土 ホワイトバーチ 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 153×153×11 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 110Ｗ×17Ｄ×17Ｈ

重さ（ｇ） 320 重さ（ｇ） 75

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀



ＩＴＡＩＴＡＩＴＡＩＴＡ

KOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHI

商品名商品名商品名商品名 1111イタイタイタイタ オールライン（Ｗ）ＩＰＳＢオールライン（Ｗ）ＩＰＳＢオールライン（Ｗ）ＩＰＳＢオールライン（Ｗ）ＩＰＳＢ11111111 商品名商品名商品名商品名 イタイタイタイタ オールライン（Ｓ）ＩＰＳＢオールライン（Ｓ）ＩＰＳＢオールライン（Ｓ）ＩＰＳＢオールライン（Ｓ）ＩＰＳＢ12121212 商品名商品名商品名商品名 イタイタイタイタ フラット（Ｓ）フラット（Ｓ）フラット（Ｓ）フラット（Ｓ）IPSB13IPSB13IPSB13IPSB13

本体価格 4,000円（税抜） 本体価格 2,500円（税抜） 本体価格 2,000円（税抜）

素材 粘土 素材 粘土 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 200×110×9 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 110×110×9 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 110×110×9

重さ（ｇ） 410 重さ（ｇ） 200 重さ（ｇ） 200

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 イタイタイタイタ ミックスライン（Ｓ）ミックスライン（Ｓ）ミックスライン（Ｓ）ミックスライン（Ｓ）IPSB14IPSB14IPSB14IPSB14 商品名商品名商品名商品名 イタイタイタイタ オールライン（Ｌ）ＩＰＳＢオールライン（Ｌ）ＩＰＳＢオールライン（Ｌ）ＩＰＳＢオールライン（Ｌ）ＩＰＳＢ15151515 商品名商品名商品名商品名 イタイタイタイタ オールライン（ＬＬ）ＩＰＳＢオールライン（ＬＬ）ＩＰＳＢオールライン（ＬＬ）ＩＰＳＢオールライン（ＬＬ）ＩＰＳＢ16161616

本体価格 2,300円（税抜） 本体価格 2,700円（税抜） 本体価格 3,500円（税抜）

素材 粘土 素材 粘土 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 110×110×9 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 127×127×9 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 150×150×9

重さ（ｇ） 200 重さ（ｇ） 270 重さ（ｇ） 370

カラー
いぶし銀

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 イタイタイタイタ フラット（ＳＳフラット（ＳＳフラット（ＳＳフラット（ＳＳ)IPSB01)IPSB01)IPSB01)IPSB01 商品名商品名商品名商品名 イタイタイタイタ オールライン（ＳＳ）ＩＰＳＢオールライン（ＳＳ）ＩＰＳＢオールライン（ＳＳ）ＩＰＳＢオールライン（ＳＳ）ＩＰＳＢ02020202

本体価格 1,500円（税抜） 本体価格 2,100円（税抜）

素材 粘土 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 92×92×9 ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 92×92×9

重さ（ｇ） 90 重さ（ｇ） 90

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

IBUSHI POD / KABEIBUSHI POD / KABEIBUSHI POD / KABEIBUSHI POD / KABE KOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHI

商品名商品名商品名商品名 カラムラインカラムラインカラムラインカラムライン ＭＭＭＭ ＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬ12121212 商品名商品名商品名商品名 カラムラインカラムラインカラムラインカラムライン ＴＴＴＴ ＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬ13131313 商品名商品名商品名商品名 カラムラインカラムラインカラムラインカラムライン ＬＬＬＬ ＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬ14141414商品名商品名商品名商品名 カラムラインカラムラインカラムラインカラムライン ＭＭＭＭ ＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬ12121212 商品名商品名商品名商品名 カラムラインカラムラインカラムラインカラムライン ＴＴＴＴ ＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬ13131313 商品名商品名商品名商品名 カラムラインカラムラインカラムラインカラムライン ＬＬＬＬ ＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬＩＰＵＬ14141414

本体価格 7,000円（税抜） 本体価格 10,000円（税抜） 本体価格 20,000円（税抜）

素材 粘土 素材 粘土 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 80Ｗ×80Ｄ×90Ｈ ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 80Ｗ×80Ｄ×140Ｈ ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 80Ｗ×80Ｄ×230Ｈ

重さ（ｇ） 500 重さ（ｇ） 900 重さ（ｇ） 1200

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

商品名商品名商品名商品名 カベＡカベＡカベＡカベＡ ＩＰＬＷＩＰＬＷＩＰＬＷＩＰＬＷ13131313 商品名商品名商品名商品名 カベＢカベＢカベＢカベＢ ＩＰＬＷＩＰＬＷＩＰＬＷＩＰＬＷ14141414 商品名商品名商品名商品名 カベＣカベＣカベＣカベＣ ＩＰＬＷＩＰＬＷＩＰＬＷＩＰＬＷ15151515

本体価格 18,000円（税抜） 本体価格 20,000円（税抜） 本体価格 20,000円（税抜）

素材 粘土 素材 粘土 素材 粘土

ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 100×50Ｄ×270Ｈ ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 100×50Ｄ×270Ｈ ｻｲｽﾞ（ｍｍ） 100×50Ｄ×270Ｈ

重さ（ｇ） 900 重さ（ｇ） 900 重さ（ｇ） 900

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀



招福招福招福招福 鬼鈴鬼鈴鬼鈴鬼鈴

KOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHIKOYO IBUSHI

商品名商品名商品名商品名 招福招福招福招福 鬼鈴（小）鬼鈴（小）鬼鈴（小）鬼鈴（小） IONI11IONI11IONI11IONI11 商品名商品名商品名商品名 招福招福招福招福 鬼鈴（中）鬼鈴（中）鬼鈴（中）鬼鈴（中） IONI12IONI12IONI12IONI12 商品名商品名商品名商品名 招福招福招福招福 鬼鈴（大）鬼鈴（大）鬼鈴（大）鬼鈴（大） IONI13IONI13IONI13IONI13

本体価格 10,000円（税抜） 本体価格 15,000円（税抜） 本体価格 25,000円（税抜）

素材 粘土 素材 粘土 素材 粘土素材 粘土 素材 粘土 素材 粘土

ｻｲｽﾞ(鈴） 95×90×100 ｻｲｽﾞ(鈴） 125×110×125 ｻｲｽﾞ(鈴） 145×140×145

ｻｲｽﾞ（イタ） 110×110×9 ｻｲｽﾞ（イタ） 130×130×9 ｻｲｽﾞ（イタ） 150×150×9

ｻｲｽﾞ（箱） 125×125×130 ｻｲｽﾞ（箱） 145×145×150 ｻｲｽﾞ（箱） 165×165×170

重さ（ｇ） 620 重さ（ｇ） 1130 重さ（ｇ） 1460

ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀 ｶﾗｰ いぶし銀

黒田官兵衛家紋入りコースター（ＩＣＫ11） 黒田官兵衛家紋入りコースター（ＩＣＫ12） 姫路城主の紋（全9種） いぶしキーホルダー（鯱・鬼面） 鬼面 小 鬼面 中

1,600円（税抜） 1,600円（税抜） 1,000円（税抜） 500円（税抜） 1,800円（税抜） 6,000円（税抜）

Ｏｔｈｅｒｓ…

高麗アゲハ アゲハ 一つ紋 二つ紋 シャチ（小） シャチ（大）

3,000円（税抜） 4,000円（税抜） 1,400円（税抜） 1,600円（税抜） 7,000円（税抜） 80,000円（税抜）

鷹 松に鷹 唐獅子 恵比寿天 大黒天 布袋

600000円（税抜） 830000円（税抜） 700,000円（税抜） 100,000円（税抜） 100,000円（税抜） 300,000円(税抜）

1点からオーダーメイドも可能です。

お気軽にお問い合わせ下さい。



光洋製瓦株式会社は世界遺産・姫路城の瓦を製作している
日本伝統いぶし瓦の窯元です。

KOYKOYKOYKOYOSEIGA Co. ,  Ltd .OSEIGA Co. ,  Ltd .OSEIGA Co. ,  Ltd .OSEIGA Co. ,  Ltd .


