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インテリア茶箱とは
茶箱に布やクッション材を張り、装飾性を持たせる
ことによって立派な家具、インテリアに仕立てるの
が「インテリア茶箱」です。和の布のみならず、イ
ンテリアファブリックをはじめ、世界各国の生地を
茶箱に張り、「出しておける収納」として親しまれつ
つあります。

 和風、洋風、中華風、カジュアル、エレガント、シ
ンプル・・・ 生地ひとつ、装飾ひとつで驚くほど雰
囲気の変わる素敵な世界です。
外側の布はボンドを使わずに張っていくので、生地
が傷んできたり、お部屋のイメージチェンジをした
い時には、生地の張り替えが容易に行え、長くお使
いいただけるのも魅力のひとつです。 
蝶番や脚、キャスター取り付けなども可能にし、使
い勝手を向上させています。 蓋の裏側にアートを施
したり、メッセージやロゴを入れるなどして、記念
品などのオケージョンに合わせたカスタム化も可能
です。 

近年では茶箱を媒体として、友禅染など、伝統的工芸品
の新しい活路としても注目されています。2015 年には
パリのジャパンエキスポでの展示販売、2017 年にはフ
ランスの「ジュイ美術館 Muse’e de la Toile de Jouy」に
てフランス伝統生地を使った作品の常駐展示も始まり、
日本のみならず、海外へのアプローチも始めています。 

2015 年からは、素のままの茶箱や、レーザーで文様などを刻印した
「レーザー茶箱」など、茶箱本来の風合いを楽しみつつ手軽に日用品

として使えるラインも導入し、普及が進んでいます。

1



もくじ

インテリア茶箱とは　　   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P1

1　インテリア茶箱制作例　    ・・・・・・・・・・・・・・・・・    P4

1　手書き京友禅作家　藤井寛　四季　　          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P5

2　刺繍入り打掛け  「鶴飛翔図」　　              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   P7

3　加賀友禅作家　百貫達雄　訪問着        　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   P9

4　ペットシリーズ　　          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P10

5　帯、着物の制作例　　          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      P11

2　インテリア茶箱使用例　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      P13

1　節句のお飾り　　    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P14　

2　季節のお飾り 　     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P15

3　ディスプレイ　　　・・・  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P16

4　インテリア収納　　      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P17

5　お茶の時間　　　     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P19

3　インテリア茶箱商品カタログ 　　  ・・・・・・・・・・・     P20

1　洋物　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      P21

2　和物  　　　　 　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P31

3　工芸品　　               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P35

4　デザイナーコラボ　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P39

4　レーザー刻印茶箱　　    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      P43

1  前田工房オリジナルデザイン　1K&1KS　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     P45

2  前田工房オリジナルデザイン　Nori-M&Nori-S　　     ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・     P46

2



5　ミニ桐茶箱　　　   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P47

1　ミニ桐茶箱　　    　　　　         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P48

2　加賀友禅のミニ桐茶箱           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P49

　 加賀友禅の小物               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P50

6　茶器　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P51

茶器　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P52

添付資料

・川根の茶箱について

・インテリア茶箱価格表

・インテリア茶箱サイズ重量表

3



インテリア茶箱制作例
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1　インテリア茶箱制作例

1. 手書き京友禅作家　藤井寛　四季
１. ミニ茶箱を文鎮にデザインを起こし始めます。一緒に細かい打ち合わせをします。

2. デザインどおりに、生地を染め上げていきます。

▼　染め上がり作品（蓋部分） ▼染め上がり作品（本体部分）
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3. 生地のデザインに合わせて制作していきます。

4.　四季シリーズ茶箱の完成です。

お正月 1K 型 桃の節句 1K 型 

端午の節句　Nori-M 変形型 中秋の名月 1KS 型 
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2. 刺繍入り打掛け  「鶴飛翔図」　

1. 打掛を茶箱サイズに解体していきます。

2. 茶箱の上でどの様に柄を活かし、表現していくかがポイントです。
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3. デザインを決めて慎重に制作していきます。

4. 刺繍入り打掛け  「鶴飛翔図」　40K 型の完成です。

刺繍入り打掛け  「鶴飛翔図」　40K 型
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3. 加賀友禅作家　百貫達雄　訪問着　

1. 訪問着を茶箱に合わせて解体し、素敵な
デザインに仕立てます。

2. 加賀友禅茶箱の完成です。

百貫達雄　｢菊」　1KS 型 百貫達雄　｢梅と小鳥」　5K 型
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4. ペットシリーズ

③写真データを転写プリントして、クロスにアイロンで貼り付け、インテリア茶箱のフタウラに貼り込みます。
　表の生地は、お好みの生地で承ります。お名前も一緒にお入れいたします！

10

あなたのカワイイ家族を茶箱に！

①　画像をお預かり致します。（データ、又はお写真でも構いません）編集ソフトでシルエット調に整えます。

Koha* えのきの浪　15K 型 /5K 型 / ミニ桐茶箱
当社のオリジナルペット 3 パターンから
お選びいただくことも可能です。

・いぬ
・うさぎ
・ねこ



5. 帯、着物の制作例　
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インテリア茶箱　使用例　　
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2　インテリア茶箱使用例　

1. 節句のお飾り

桃の節句　Nori-M 型

端午の節句　Nori-M 型

季節のお祝い事が来た時にはお飾りを楽しみ、日頃は茶箱の中に入れて収納しておけます。
茶箱は防虫防湿に優れているので、お人形をキレイに保管しておくことも可能です。
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2. 季節のお飾り　

お正月　1K 型

中秋の名月　1KS 型 母の日　ミニ桐茶箱

行事に合わせてお飾りを楽しみ、日頃は茶箱の中に入れて収納しておけます。
茶箱は防虫防湿に優れているので、お人形をキレイに保管しておくことも可能です。

※茶箱と同等の防虫・防湿効果はございません。
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3. ディスプレイ　
装飾ひとつ、生地ひとつで驚くほど雰囲気の変わる素敵な世界です。お部屋のインテリアに合わせた生地や
カーテン生地とお揃いで、思い出の帯や着物を使って世界にひとつだけのインテリア茶箱が生まれます。

60KS 特注型 STOOL 型

Nori-M 型 60K 型1KS 型

40K 型 40K 型
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4. インテリア収納
お部屋のインテリアに合わせた茶箱の中にクッションや生地、食品、電子機器を入れておしゃれに収納できます。

60KS/10KS 型　ノートパソコン収納　

60K 型　生地収納30K 型　飲料保管 60KS 型　クッション入れ

Nori-S 型　小物入れ

17

1K 型　ジュエリーボックス



40KS 型　生地収納

5KS 型　CD ケース15K 型　ペットグッズ入れ

20K 型　飲料保管

5K 型　裁縫道具入れ

10K 型　カメラグッズ収納

40K 型　扇風機収納 20K 型　非常食保管18



5. お茶の時間
茶箱本来のお茶の保管も装飾を施せばオシャレに変身です。お茶の時間も楽しくなります。

1K 型

Nori-M 型

5K 型 1K 型

Nori-M 型

1KS 型　コーヒ豆入れ 1KS 型　茶葉入れ
19



インテリア茶箱 商品カタログ
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3　インテリア茶箱商品カタログ

1. 洋物
輸入生地を使用して仕立てるエレガントなインテリア茶箱です。ディスプレイをすればお部屋が華やかに彩られます。
価格はお問い合わせください。
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【商品仕様】
・サイズ　　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　     ・脚  あり  　　　　　　※リピート可

RUBELLI 「 SAGREDO」

商品仕様

【商品仕様】
・サイズ　60KS 型（91 × 46 × 31cm）
・内袋  あり              ・ヒンジ   あり  
・取っ手   あり  　  ・脚  あり                            ※リピート可

Charles BURGER「 Pompei Noir」

【商品仕様】
・サイズ　　5K 型（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり   　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手  あり 　     ・脚  あり                            ※リピート可  

商品仕様

Pure Morris「 Strawberry Thief」

【商品仕様】
・サイズ　20K 型（52 × 36 × 40cm）
・内袋  あり        　・ヒンジ  あり  
・取っ手   あり  　・脚  あり                               ※リピート可

Tassinari & Chatel「 Louise Phillipe」

商品仕様

商品仕様



【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）
・内貼り  あり   　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし　      ・脚  あり                            ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　STOOL 型（32 × 32 × 40cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　     ・脚  あり  　　　　　   ※リピート可

Pure Morris　「 Honeysuckle」

【商品仕様】
・サイズ　STOOL 型（32 × 32 × 40cm）
・内貼り  あり   　  ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし  　   ・脚  あり                             ※リピート可  

William Morris「 Pinpernel」

【商品仕様】
・サイズ　　20K 型（52 × 36 × 40cm）
・内袋  あり  　         ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　      ・脚  あり  　　　　　　※リピート可
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Pure Morris「 Strawberry Thief」

William Morris「 Pinpernel」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　15KS 型（47 × 34 × 21cm）
・内貼り  あり   　  ・ヒンジ   あり  
・取っ手  あり  　   ・脚  あり                             ※リピート可

William Morris「 Peacock & Dragon」

【商品仕様】
・サイズ　　20KS 型（52 × 36 × 22cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり
・取っ手  あり  　    ・脚  なし　　　     　　※リピート可

William Morris「 Strawberry Thief」

【商品仕様】
・サイズ　10K 型（43 × 29 × 31cm）
・内袋  あり 　　      ・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし 　　・脚  あり　　　　     　※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　15K 型（47 × 34 × 36cm）
・内袋  あり　           ・ヒンジ  あり 
・取っ手  あり 　　・脚  あり　　　        　※リピート可

William Morris「 Strawberry Thief」 William Morris「 Strawberry Thief」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　1KS 型（24 × 17 × 12cm）　
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ   なし  
・取っ手   なし  　   ・脚  なし　　　　　　※リピート可

William Morris「 Fruits」

【商品仕様】
・サイズ　30K 型（59 × 40 × 47cm）
・内袋  あり   　       ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし  　    ・脚  あり                            ※リピート可

Pierre Frey「 Carriacou」

【商品仕様】
・サイズ　5K 型　（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり   　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし　      ・脚  あり                           ※リピート可

Jane Churchill 「 PLATO AQUA」

【商品仕様】
・サイズ　　60KS 型（91 × 46 × 31cm）
・内袋   あり   　      ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　    ・脚  あり                              ※リピート可

Jane Churchill「 Gatsby Silver」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　40K 型（68 × 43 × 49cm）
・内袋  あり             ・ヒンジ   あり  
・取っ手   あり  　・脚  あり                              ※リピート可

Verel de Belval「 L'Arbre A Pivoines」

【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし 　     ・脚  なし  　　　　　　 ※リピート可

INTERMEZZO「 KRAVET」

【商品仕様】
・サイズ　30KS 型（59 × 40 × 25cm）
・内袋  あり   　       ・ヒンジ  あり  
・取っ手  あり　      ・脚  あり                            ※リピート可

Charles BURGER「 Grand Trianon」

【商品仕様】
・サイズ　　30KS 型（59 × 40 × 25cm）
・内袋   あり   　      ・ヒンジ  あり  
・取っ手  あり 　    ・脚  あり                             ※リピート可

Charles BURGER「 Grand Trianon」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）
・内貼り  あり   　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし         ・脚  あり                           ※リピート可

Charles BURGER「 Cherubins」

【商品仕様】
・サイズ　　1KS 型（24 × 17 × 12cm）　
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ あり   
・取っ手  なし 　     ・脚  あり　　　　　　   ※リピート可

Charles BURGER「 Cherubins」

【商品仕様】
・サイズ　5K 型（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし 　    ・脚  あり  　　　　　     ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　STOOL 型（32 × 32 × 40cm）　
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　    ・脚  あり  　  　　　　  ※リピート可

Charles BURGER「 PILLEMENT」Charles BURGER「 SUNSET」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　15KS 型（47 × 34 × 21cm）　
・内袋   あり   　     ・ヒンジ  あり
・取っ手  なし　     ・脚  あり                             ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　20K 型（52 × 36 × 40cm）　
・内袋  あり   　       ・ヒンジ  あり  
・取っ手  あり 　    ・脚  あり                            ※リピート可

MANUEL CANOVAS「 LA VERRERIE」

Charles BURGER「 MEVLANA」

【商品仕様】
・サイズ　　60ESP 型（91 × 34 × 35cm）
・内袋  あり  　        ・ヒンジ  あり   
・取っ手  あり 　     ・脚  あり  　　　　　  ※リピート可

Edmond Petit「 Point de Hongrie」

【商品仕様】
・サイズ　　15K 型（47 × 34 × 36cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり   
・取っ手  あり 　     ・脚  あり  　　　　　   ※リピート可

Charles BURGER「 Chanteloup」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　　60ESP 型（91 × 34 × 35cm）
・内袋   あり   　      ・ヒンジ  あり 
・取っ手  あり 　    ・脚  あり                             ※リピート可

Fadini Borghi  「 VIRGINIA」

【商品仕様】
・サイズ　　10K 型（43 × 29 × 31cm）
・内貼り  あり  　・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　  ・脚  あり  　　　　　  ※リピート可

Fadini Borghi  「 Olympia」

【商品仕様】
・サイズ　20KS 型（52 × 36 × 22cm）
・内貼り  あり          ・ヒンジ  あり
・取っ手  あり　      ・脚  あり                             ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　5K 型（34 × 24 × 25cm）　
・内袋   あり   　     ・ヒンジ  あり  
・取っ手  あり 　    ・脚  あり                              ※リピート可

「 BLACK STRIPE」「 Bellezza」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　STOOL 型（32 × 32 × 40cm）
・内貼り  あり   　・ヒンジ  あり  
・取っ手  あり  　  ・脚  あり                              ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　40KS 型（68 × 43 × 29cm）
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり   
・取っ手  あり 　    ・脚  あり  　　　　　     ※リピート可

Tomo D'ecor「 ITALIANO」 Tomo D'ecor「 CTS Villa Reale collection」

【商品仕様】
・サイズ　5KS 型（34 × 24 × 15cm）
・内貼り  あり  　・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし 　  ・脚  なし  　　　　　　　※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　STOOL 型（32 × 32 × 40cm）　
・内袋  あり  　     ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　  ・脚  あり  　　　　　　   ※リピート可

HAREQUIN「 Tropical Heaven」　シンコール「 コリンズ T4310」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）　
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり
・取っ手  なし　     ・脚  なし                            ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　5K 型（34 × 24 × 25cm）　
・内袋   あり   　     ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　    ・脚  あり                            ※リピート可

MANAS「 フォレスト」MANAS「 フォレスト」

【商品仕様】
・サイズ　10K 型（43 × 29 × 31cm）
・内袋  あり   　       ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし  　    ・脚  あり                            ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　5K 型（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　     ・脚  なし  　　　　　   ※リピート可 

「 Florence」 「 ザ ・ ローズ」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様



2. 和物
帯や着物で仕立てるインテリア茶箱です。

「うちに古い茶箱や着られないお着物があるのだけれど・・・」そんなご相談も承ります。思い出の詰まったお着物や帯、
お気に入りの生地をお預かりして、世界に一つだけのオリジナルインテリア茶箱をお作り致します。
価格はお問い合わせ下さい。

【商品仕様】
・サイズ　15K 型（47 × 34 × 36cm）
・内袋  あり 　         ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし  　  ・脚  あり　　　　　     　※既製品例

【商品仕様】
・サイズ　　15K 型（47 × 34 × 36cm）
・内袋  あり 　       ・ヒンジ  あり
・取っ手  なし  　  ・脚  なし　　　　　    　 ※既製品例　　　　　　

昭和初期「 唐帯」 大島紬「 龍郷」

【商品仕様】
・サイズ　　10K 型（43 × 29 × 31cm）
・内袋  あり 　        ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし  　・脚  あり　　　　　　　  ※既製品例　　　　　　　

西陣織「 金色」

【商品仕様】
・サイズ　40K 型（68 × 43 × 49cm）
・内袋  あり 　         ・ヒンジ  なし  
・取っ手   なし  　  ・脚  なし　　　　　　     ※既製品例　　　　　　

刺繍入り打掛け  「 鶴飛翔図」
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商品仕様商品仕様



【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり 
・取っ手   なし  　   ・脚  なし    　　　　　　 ※既製品例                          

【商品仕様】
・サイズ　　10KS 型（43 × 29 × 18cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　     ・脚  あり　　　　　　    ※既製品例  　　　　　　

Jotaro Saito「 NIWASAKI」Jotaro Saito「 花車」

【商品仕様】
・サイズ　20K 型　（52 × 36 × 40cm）
・内袋  あり   　       ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし　      ・脚  あり　　　　      　   ※既製品例                            

【商品仕様】
・サイズ　　30KS 型（59 × 40 × 25cm）
・内貼り  あり  　  ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　   ・脚  あり　　     　　　   　※既製品例                          

帯「 牡丹」 帯「 ゆり」
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商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様



【商品仕様】
・サイズ　1KS 型（24 × 17 × 12cm）　
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし　      ・脚  なし  　　　　　　   ※既製品例                          

【商品仕様】
・サイズ　　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　    ・脚  あり 　　　　　    　   ※既製品例                          

帯「 小槌菊柄」 帯「 金糸臙脂」

【商品仕様】
・サイズ　20KS 型（52 × 36 × 22cm）　
・内袋  あり  　　  ・ヒンジ  あり 
・取っ手   なし  　・脚  あり 　　　　   ※オーダー作品例                   

【商品仕様】
・サイズ　　5K 型　（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  なし   
・取っ手  なし 　     ・脚  あり   　　　     ※オーダー作品例                     　　　　　　

刺繍帯帯
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【商品仕様】
・サイズ　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内貼り なし           ・ヒンジ  なし  
・取っ手  なし　      ・脚  なし 　　　　 ※オーダー作品例                                               

【商品仕様】
・サイズ　　10K 型（43 × 29 × 31cm）
・内貼り  なし   　     ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　       ・脚  あり   　   ※オーダー作品例                                             

帯 着物

【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型　（27 × 24 × 17cm）
・内箱  あり     　     ・ヒンジ  なし  
・取っ手  なし　      ・脚  なし 　　　　  ※オーダー作品例                                               

【商品仕様】
・サイズ　　40K 型（68 × 43 × 49cm）
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　    ・脚  あり 　　　　　    　  ※既製品例                          

帯 着物
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35

最高級の日本の伝統工芸手染め友禅、加賀友禅を張りこんだインテリア茶箱です。お飾り台がセットされているも
のは、台の上に季節のお飾りをディスプレイすることもできます。　価格はお問い合わせください。

3. 工芸品

【商品仕様】
・サイズ　20K 型（52 × 36 × 40cm）
・内貼り  あり 　    ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし  　・脚  なし　　　　　　 ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内箱  あり 　         ・ヒンジ  あり
・取っ手  なし  　    ・脚  なし  　　　　　    ※リピート可　　　　　　

「 琳派波八つ橋菖蒲図」 黒 「 慶長山取幔幕図」 鳩羽色

久恒俊治「 雪輪」

【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）　
・内貼り  あり 　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし  　・脚  なし　　　　　　    ※リピート可　　　　　

 友野雅子 「 椿とメジロ」

【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）　
・内貼り  あり 　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし  　・脚  なし　　　　             ※リピート可　　　　　　

手描き京友禅　皇室献上作家藤井寛氏

加賀友禅

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　5K 型（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし  　   ・脚  なし 　   　　　  　※リピート可

「 幔幕図」

【商品仕様】
・サイズ　60K 型（91 × 46 × 52cm）　
・内袋  あり  　　    ・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし  　    ・脚  なし 　　　　　 　　※既製品例

  「 古都の四季」

【商品仕様】
・サイズ　20K 型（52 × 36 × 40cm）　　
・内袋  あり  　　   ・ヒンジ  なし 
・取っ手  なし  　   ・脚  なし 　　　　　 　　※既製品例

【商品仕様】
・サイズ　5K 型（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし  　    ・脚  なし 　　　　     　※リピート可

手描き京友禅　皇室献上作家藤井寛氏

「 昼夜雲取宝尽し」「 昼夜雲取宝尽し」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様



【商品仕様】
・サイズ　40K 型（68 × 43 × 49cm）
・内袋  あり              ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし　     ・脚  なし 　　　　　  　※リピート可                                              

 「 雲龍」「 慶長山取幔幕図」

【商品仕様】
・サイズ　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内箱  あり    　      ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし　      ・脚  なし 　　　　　     ※リピート可                                                

手描き京友禅　皇室献上作家藤井寛氏

【商品仕様】
・サイズ　1KS 型（24 × 17 × 12cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ   なし 
・取っ手   なし  　   ・脚  なし　　　　　　※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内箱   あり  　        ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　      ・脚  なし　　　　　　※リピート可  　　　　　　

  「 中秋の名月」 「 正月」
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手描き京友禅　皇室献上作家藤井寛氏

加賀友禅

【商品仕様】
・サイズ　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内貼り  あり   　  ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし　     ・脚  なし　　　　　　   ※リピート可

「 亥」 「 丑」

【商品仕様】
・サイズ　1KS 型（24 × 17 × 12cm）
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  なし  
・取っ手  なし　     ・脚  なし  　　　　　   ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　1KS 型（24 × 17 × 12cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　     ・脚  なし 　　　       　   ※リピート可 

久恒俊治「 白梅」 友野雅子「 貝合わせ」

【商品仕様】
・サイズ　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内貼り  あり   　  ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし　    ・脚  なし　　　　　　   ※リピート可

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　STOOL 型（32 × 32 × 40cm）
・内袋  あり 　       ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし  　・脚  あり　　　　　　 ※リピート可  

【商品仕様】
・サイズ　　5K 型　（34 × 24 × 25cm）
・内貼り  あり 　    ・ヒンジ  あり
・取っ手  なし  　   ・脚  なし　　　　　   ※リピート可　　　　　　    

koha*「 松虫草」 グリーン もりさん「 雲取」

高蔵染「 スプラッシュ」　

【商品仕様】
・サイズ　20K 型（52 × 36 × 40cm）
・内袋  あり 　         ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし         ・脚  あり　　　　　     ※リピート可　　　　　　

MARONBOUILLIE「 Paris Promenade」　

【商品仕様】
・サイズ　10KS　（43 × 29 × 18cm）
・内貼り  あり 　    ・ヒンジ  あり  
・取っ手   あり  　  ・脚  なし　　　　　　　 ※既製品例　　　　　　

4. デザイナーコラボ
デザイナーさんとのコラボ商品です。京都の乙女文化発信クリエイター koha* や MARONBOUILLIE デザインの可愛い
茶箱、高蔵染の大下倉和彦氏、京都の西陣織もりさん、KEIKO　KUROISHI の生地を使用した和モダンなおしゃれな茶
箱たちです。価格はお問い合わせください。

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）　
・内箱  あり  　　    ・ヒンジ  あり
・取っ手  なし　      ・脚  なし                            ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　STOOL 型（32 × 32 × 40cm）
・内袋  あり   　       ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　     ・脚  なし                            ※リピート可 

【商品仕様】
・サイズ　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内箱  あり  　        ・ヒンジ  あり 
・取っ手  なし          ・脚  なし  　　　　   　※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内貼り  あり  　    ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　     ・脚  なし  　　　　　　 ※リピート可 

chabakoha*「 美人姉妹」 サマーシャドウchabakoha*「 花降る菩提樹」

chabakoha*「 極楽浄土」chabakoha*「 合歓の木」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様
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【商品仕様】
・サイズ　1K 型（24 × 17 × 16cm）
・内貼り  あり   　   ・ヒンジ  あり  
・取っ手   なし  　   ・脚  なし                           ※リピート可  

【商品仕様】
・サイズ　　10KS 型（43 × 29 × 18cm）
・内貼り  あり  　      ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　       ・脚  あり    　　　　　   ※リピート可

koha*「 la vie ☆ LOVER-foggy」

【商品仕様】
・サイズ　60KS 型　（91 × 46 × 31cm）
・内袋  あり  　        ・ヒンジ あり 
・取っ手  あり 　     ・脚  あり　　　　　    ※リピート可

【商品仕様】
・サイズ　　5KS 型（34 × 24 × 15cm）
・内貼り  あり  　   ・ヒンジ  あり   
・取っ手  あり 　    ・脚  あり     　　　        ※リピート可

 KEIKO　KUROISHI　  「 オリビエ」　

koha*「 la vie ☆ LOVER-foggy」

 KEIKO　KUROISHI　　「 オリビエ」　

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様



【商品仕様】
・サイズ　Nori-M 型（27 × 24 × 17cm）　
・内貼り  あり          ・ヒンジ  あり
・取っ手  なし　      ・脚  なし                            ※リピート可 

【商品仕様】
・サイズ　　1KS 型（24 × 17 × 12cm）
・内貼り  あり   　  ・ヒンジ  あり  
・取っ手  なし 　    ・脚  なし                             ※リピート可

もりさん「 幾何学模様」

【商品仕様】
・サイズ　　　20K 型（52 × 36 × 40cm）
・内袋  あり  　         ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　      ・脚  あり           　　　   ※リピート可

MARONBOUILLIE「 Blue Braid」　

【商品仕様】
・サイズ　　　20K 型（52 × 36 × 40cm）
・内袋  あり  　　    ・ヒンジ  あり   
・取っ手  なし 　     ・脚  あり  　　　　　　※リピート可

42

MARONBOUILLIE「 Brocante」　

もりさん「 雅錦」

商品仕様商品仕様

商品仕様商品仕様



レーザー刻印茶箱
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4　レーザー刻印茶箱

「かわね・あーと・茶箱」

NHK「あさイチ」でも紹介された話題の " 前田工房　前田さんの手
作り茶箱 " 。日本伝統の収納箱である茶箱の蓋に、デザインパター
ンのレーザー柄を刻印をします。手描きのイラストやメッセージな
どカスタムデザインにも対応！プレゼントに最適です。

カスタムデザイン例

【価格表】
下記価格は、前田工房オリジナルデザインで刻印した際の価格です。
カスタム デザインのオーダーは難易度により、1,000 ～ 8,000 の追加料金がかかります。

レーザー刻印茶箱　1K 型

サイズ　24 × 17 × 16 ｃｍ
品番　RC-1K
金額　7,500 円 ( 税抜 )

レーザー刻印茶箱　1KS 型

サイズ　24 × 17 × 12 ｃｍ
品番　RC-1KS
金額　7,000 円 ( 税抜 )

レーザー刻印茶箱　No-ri-M 型

サイズ　27 × 24 × 17 ｃｍ
品番　RC-1K
金額　8,800 円 ( 税抜 )

レーザー刻印茶箱　Nori-S 型

サイズ　27 × 24 × 12 ｃｍ
品番　RC-1KS
金額　8,500 円 ( 税抜 )

次のページのデザインパターンからお選びください。44



1. 前田工房オリジナルデザイン　1K&1KS
レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型 レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型

レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型 レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型

レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型 レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型

レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型 レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型

レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型 レーザー刻印茶箱　1K/1KS 型

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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2. 前田工房オリジナルデザイン　Nori-M&Nori-S
レーザー刻印茶箱　Nori-M/Nori-S 型

11 12

13 14

15 16

レーザー刻印茶箱　Nori-M/Nori-S 型

レーザー刻印茶箱　Nori-M/Nori-S 型 レーザー刻印茶箱　Nori-M/Nori-S 型

レーザー刻印茶箱　Nori-M/Nori-S 型 レーザー刻印茶箱　Nori-M/Nori-S 型

カスタムデザイン　サンプル
カスタム デザインのオーダーは難易度により、1,000 ～ 8,000 の追加料金がかかります。

カスタムデザイン サンプル 1 カスタムデザイン サンプル 2

46



ミニ桐茶箱
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5　ミニ桐茶箱
「可愛い茶箱型の桐箱」

カギやヘア飾りなどの小物入れにぴったりなサイズで、贈り物と
しても喜ばれるアイテムです。テーブルセンターにお花と一緒に
飾っても素敵です。茶箱と同等 ( 防湿防虫等 ) の機能はございませ
んので、ご注意ください。
サイズ　約 13.5 × 9.5 × 10 cm

ミニ桐茶箱　デザイン 1

金額　6,500 円 ( 税抜 ) 金額　各 6,500 円 ( 税抜 )

ミニ桐茶箱　デザイン 2

加賀ミニ桐茶箱　デザイン 1

金額　　9,800 円 ( 税抜 ) 金額　　9,800 円 ( 税抜 )

加賀ミニ桐茶箱　デザイン 2

RITOFU コラボミニ桐茶箱　

金額　　30,000 円 ( 税抜 ) 金額　　12,000 円 ( 税抜 )

 KEIKO　KUROISHI コラボミニ桐茶箱　

1. ミニ桐茶箱
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季の箱　

金額　29,000 円 ( 税抜 ) 金額　　54,000 円 ( 税抜 )

ボンボニエール

金額　　9,400 円 ( 税抜 )

2. 加賀友禅のミニ桐茶箱
「加賀友禅のミニ桐茶箱」

日本伝統工芸の加賀友禅を使用したミニ桐茶箱です。

加賀友禅　工房久恒デザイン
サイズ　約 15 × 11 × 12cm

季の箱オルゴール　

「ボンボニエール」
ボンボニエールはフランス語でボンボン（砂糖菓子）を入れる小箱のことです。ジュエリーボックスや小物
入れにもふさわしいかわいい小箱です。　オプションで内箱を付けることも可能です。

オプション　内箱

「季の箱」
小さな桐箱に折々の季節をしつらえて愛でるインテリアです。
蓋裏に金沢金箔を施し、お飾りもセットされた季節を感じる小箱です。（お飾り・台座付き）

49



「加賀友禅の小物」
ガラスのコースターや友禅シートは贈り物にも喜ばれる一品です。

ガラスのコースター丸型　

サイズ　約　直径 9.5cm
素材：ガラス（表）、ポリエステル（布）、EVA 樹脂（裏）
耐熱：60℃　電子レンジのご使用はできません。
金額　2,000 円 ( 税抜 )

ガラスのコースター四角型

サイズ　約 10 × 10cm
素材：ガラス（表）、ポリエステル（布）、EVA 樹脂（裏）
耐熱：60℃　電子レンジのご使用はできません。
金額　2,500 円 ( 税抜 )

友禅シート

サイズ：約 43 × 30cm
素材：EVA 樹脂、紙
お食事をこぼしてしまった場合でも、タオルで拭
いたり、お水で丸洗いも可能です。
金額　2,500 円 ( 税抜 )
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 茶器
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贈り物にオススメな茶器
です。レーザー茶箱に入
れて、詰め合わせたセッ
ト品も承ります。詰め合
わせ内容はご相談くださ
い。

陶器湯飲み　

サイズ　約幅 6.5 ×高さ 5cm　素材：陶器
金額　1,000 円 ( 税抜 )
お茶を注ぐとサクラの花びらが現れる、遊び心の
ある小さな美濃焼み

陶器ティーポット

サイズ　約幅 13 ×高さ 4cm　素材：陶器
金額　3,300 円 ( 税抜 )
茶葉をしっかり開かせてあげつつ、低温でじっく
り絞って出すための絞り茶器

ハート型湯冷まし　

サイズ　約幅 8 ×高さ 4.5cm　素材：陶器
金額　2,100 円 ( 税抜 )
ハートの可愛い美濃焼！湯冷ましを使っておいし
いお茶を入れましょう

ステンレス茶托

サイズ　約幅 9 × 1cm　素材：ステンレス
金額　1,000 円 ( 税抜 )
ステンレスなので耐久性のあるスタイリッシュな
茶托

急須陶器絞り紺白

サイズ　約幅 13 ×高さ 14cm　素材：陶器
金額　3,500 円 ( 税抜 )
茶葉を崩さずに、低温でじっくり絞って出すため
の絞り茶器

茶器の詰め合わせ
セット

6　茶器
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川根の茶箱
茶箱はお茶の輸出が始まった江戸時代に作られました。
現在では全戸でも数人しかいない職人さんが一つ一つ
丁寧に手作りし、伝統を守っています。

茶箱は茶葉を新鮮に保つ為に生まれました。湿気や虫を寄せにくく、匂い移りもしにくい
と言われています。塗装をしておりませんので天然の杉の香りがします。自然の木肌その
ものの温もりをお楽しみ下さい。経過年数により、色合いに深みが出てまいります。百年経っ
てもその機能や形は変わらないと言われています。世代を超えて大切にお使い下さい。

・インテリア茶箱（商標）として布を張込みこみ、
   収納ボックスや腰掛などになる実用型 インテリアとして
 ・お米やお菓子の保存 

・乾物の保存 干し椎茸 海苔など
・大切な衣類の保存
・大切な書類 CD DVD カメラなどの保存
・玄関先のイスや物入れ  
 ( ※イスや腰掛のご使用には、補強が必要です )

茶箱の用途例

お問い合わせ
( 有 ) インテリア茶箱クラブ
〒 142-0064 東京都品川区旗の台 6-10-15 
Tel : 03-6421-5257
URL : https://www.chabako.jp/
Email : info@chabako.jp

( 有 ) インテリア茶箱クラブ 川根支社
〒 428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭 840 
Tel : 0547-59-4607

楽天ショップ「茶箱ピーシーズ」  
Tel : 03-3786-8429
URL : https://www.rakuten.co.jp/pieces-interiorchabako/
Email : pieces@chabako.jp



54

インテリア茶箱　価格表
茶箱種類  箱サイズ （cm） 受講料 + 茶箱キット 茶箱キット 素茶箱 レーザー茶箱 オーダー価格

1 ｋ 24 ｘ 17 ｘ 16  15,700 8,500 5,100 7,500 37,000
1 ｋｓ 24 ｘ 17 ｘ 12 15,600  8,400 5,100  7,000    37,000
Nori  (S) 27 ｘ 24 ｘ 12 16,350 9,500 6,000 8,500 37,000
Nori (M) 27 ｘ 24 ｘ 17 16,550 9,800 6,300 8,800 37,000
5 ｋ 34 ｘ 24 ｘ 25 17,150 9,700 5,700 　　　ー 50,000
5 ｋｓ 34 ｘ 24 ｘ 15 17,150 9,000 5,300 　　　ー 50,000
10 ｋ 43 ｘ 29 ｘ 31 19,050 10,900 6,500 　　　ー 53,000
10 ｋｓ 43 ｘ 29 ｘ 18 18,550 10,300 6,000 　　　ー 53,000
15 ｋ 47 ｘ 34 ｘ 36 21,150 12,400 7,200 　　　ー 55,000
15 ｋｓ 47 ｘ 34 ｘ 21 20,250 11,400 6,700 　　　ー 55,000
20 ｋ 52 ｘ 36 ｘ 40 23,650 14,400 8,200 　　　ー 57,000
20 ｋｓ 52 ｘ 36 ｘ 22 22,650 13,300 7,600 　　　ー 57,000
30 ｋ 59 ｘ 40 ｘ 47 27,150 18,000 9,800 　　　ー 69,000
30 ｋｓ 59 ｘ 40 ｘ 25 25,950 16,700 9,100 　　　ー 69,000
40 ｋ 68 ｘ 43 ｘ 49 30,650 21,500 12,900 　　　ー 85,000
40 ｋｓ 68 ｘ 43 ｘ 29 29,350 20,000 11,800 　　　ー 85,000
60 ｋ 91 ｘ 46 ｘ 52 43,850 35,000 24,800 　　　ー 113,000
60 ｋｓ 91 ｘ 46 ｘ 31 42,250 33,200 23,200 　　　ー 113,000
60 ESP 91 ｘ 34 ｘ 35 47,150 44,000 　　ー 　　　ー 113,000
Stool 32 ｘ 32 ｘ 40 21,550 13,500 8,000 　　　ー 50,000
NoriS   薄蓋 27 ｘ 24 ｘ 12 16,650 9,900 6,500 　　　ー 37,000
NoriM 薄蓋 27 ｘ 24 ｘ 17 17,050 10,300 6,800 　　　ー 37,000
1 ｋ 　薄蓋 24 ｘ 17 ｘ 16 15,850 9,000 5,600 　　　ー 37,000
1 ｋ s  薄蓋 24 ｘ 17 ｘ 12 15,750 8,900 5,600 　　　ー 37,000
5 ｋ 　薄蓋 34 ｘ 24 ｘ 25 18,250 10,200 6,200 　　　ー 50,000
5ks  　薄蓋 34 ｘ 24 ｘ 15 17,650 9,500 5,800 　　　ー 50,000
                                                                                                                                                                                                       

※税抜き価格表示です

■素の茶箱には補強等をしておりませんので、上に座ったり乗ったりしないようにしてください。
 
■同じくヒンジやキャスター補強もしておりませんので、そのままヒンジやキャスターを取り付ける
   と破損の原因となります。 

■当店で取り扱っております茶箱は、お茶の産地である静岡県の茶箱職人さんが、国産の杉を使って
    一つ一つ手作業で作っているものです。商品特性上、木の節、細かなキズや凹み、トタンの凸凹が
   ある場合がございますが、不良品ではございません。 また、フタには多少の遊びがございますので、
   本体とピッタリとは合いません。

■木が割れてしまっている、トタンが剥がれてしまっているもの以外は返品、交換の対象となり
    ませんのでご注意ください。

■レーザー加工茶箱は、オリジナル柄をお作りすることもできます。（+1,500 円～）
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インテリア茶箱　サイズ・重量表
箱種類 箱サイズ ( 外 ) cm 箱サイズ（内）cm 素茶箱重量 (g) 補強付素茶箱重量 ( ｇ )

1K 24x17x16 19x12.5x14 850 850
1KS 24x17x12 19x12.5x10 750 750
5K 34x24x25 30x19x22 2250 3050
5kS 34x24x15 30x19x12 1700 2500
10K 43x29x31 38x25x27.5 3350 4500
10KS 43x29x18 38x25x14.5 2400 3550
15K 47x34x36 42x28.5x32 4150 5900
15KS 47x34x21 42x28.5x18 3100 4850
20K 52x36x40 47x31.5x37 5250 7200
20KS 52x36x22 47x31.5x18.5 3650 5600
30K 59x40x47 54x34.5x43 6650 9150
30KS 59x40x25 54x34.5x22 4950 7450
40K 68x43x49 62.5x38.5x45 8050 11150
40KS 68x43x29 62.5x38.5x25.5 6050 9150
60K 91x46x52 85x40x48 12250 16850
60KS 91x46x31 85x40x28 10100 14700
60ESP 91x34x35 86x26x31.5 7600 10850
STOOL 32x32x40 27.5x27.5x36.5 3350 3950
Nori S 27x24x12 23x20x12 1050 1050
Nori M 27x24x17 23x20x14.5 1350 1350

※内寸サイズは参考数値です。（± 5mm）重量はトタン 0.115mm 時の測定です。



The Interior Chabako Club
〒 142-0064　東京都品川区旗の台 6-10-15
TEL：03-6421-5257　Fax：03-3786-8429
URL：https://www.chabako.jp/　Mail：info@chabako.jp
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