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YAMADA HEIANDO CO., LTD.
〒150-0033東京都渋谷区猿楽町18-12ヒルサイドテラスG
Hillside Terrace G, 18-12, Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0033 Japan
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GINZA SIX店
〒104-0061
東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX  4F
[Phone] 03-6263-9900   [Fax] 03-6263-9901   
[Email] ginza@heiando.com
[営業時間 ]  10:30～ 20:30
[定休日 ]  GINZA SIX休館日

継承と革新

「漆器 山田平安堂」は、1919 年創業以来、漆器専門店として

伝統の「継承」と「革新」に取り組んで参りました。

宮内庁御用達を拝命し、また、外務省を通じて世界中の公館で

使用される事となった品質へのこだわり。

また、それを支える職人たちの手。

長い歴史の中で育くまれた普遍的な美。

時代と共に変化するライフスタイルに合わせた、新しい漆器のご提案。

いずれも弊社が大事にしている創業以来の理念です。

「漆」という類稀な自然の塗料を通じ、

伝統を意識して頂いたり、和文化を大切にして頂いたり、

食卓や生活が豊かに感じて頂けましたら幸いです。

株式会社　山田平安堂
代表取締役　山田 健太
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代官山本店
〒150-0033
東京都渋谷区猿楽町18-12ヒルサイドテラスG
[Phone] 03-3464-5541   [Fax] 03-3464-5543
[Email] yamada@heiando.com
[営業時間 ]〈月－土〉10:30～19:00
                     〈日  /  祝〉10:30～18:30
[定休日 ]  盆・年末年始

コレド室町店
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町 1-5-5コレド室町3  2F
[Phone] 03-6262-3121   [Fax] 03-6262-3122
[Email] coredo@heiando.com
[営業時間 ] 10:00～21:00
[定休日 ]  コレド室町3休館日

He&Bar (Heiando Bar)
〒106-0032
東京都港区六本木 4-10-5-2F
[Phone] 03-6804-6388
[Email]  bar@heiando.com
[営業時間 ]〈月－金〉19:00～28:00
　　　    〈 土  〉   17:00～23:00
[定休日 ]  日・祝日

STORE
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山田平安堂
1919年（大正 8年）日本橋に初代・山田孝之助

が創業。創業当初は、京漆器の専門店。

京都の漆器店で修行を積んだ初代が京都を忘れ

ないという想いで「平安堂」と名付けたものです。

創業当時の東京は、江戸文化・武士文化の名残で、

質実剛健な漆器が多かった中、京文化の流れを

汲む京漆器の雅な作風は、大変に評判を呼んだと

聞いております。

また、その品質へのこだわりが評価され、

「宮内庁御用達」の免許を拝命いたしました。

創業者に絵心があったことから、産地の漆器を

持ってくるだけではなく、オリジナルデザインの

漆器を製作することも当時から行っていました。

時代の移り変わりとともに、取り扱う漆器も変化

しましたが、自社でデザインし、時代に即した

漆の美しさを世に問う姿勢は変わることなく受け

継がれ、現在は、ほぼ全ての漆器がオリジナル

デザインによるものです。

1994 年に、本店を代官山へ移転。

2014 年に、創業地である日本橋へ再び出店。

2017 年に、銀座へ出店。

漆の美しさを一人でも多くの方に伝える。

漆の未来に責任を果たす。

この 2つの使命を忘れることなく、日々精進

を続ける会社でありたいと思います。

写真上から
1番目：初代・山田 孝之助
2番目：創業当時の店舗
3番目：現在の代官山本店
4番目：コレド室町店
5番目：GINZA SIX店（2017年OPEN）











脈々と受け継がれてきた技。卓越した技術を

持つ職人。これらを次世代へ継承することは、

大切な我々の責務の一つです。山田平安堂の

中でも、特に優れた職人の手によるライン

ナップが「継承工房」。

伝統に裏付けされた技術により、昔ながらに

作り続けるもののみならず、新しい漆の

可能性への挑戦にも取り組んでいます。また、

これらの卓越した技術を持つ職人の高齢化、

後継者問題も、将来に対する大きな課題と

なっています。

現在、良いものを皆さまにお届けすること

だけではなく、良いものをお届けするため

の職人を育成することも山田平安堂の大切

なミッションと考え、技術の継承、若手職人

の育成にも力を注いでいます。

屠蘇器 仁清梅蒔絵（木箱入）
800,000円+税
漆塗/天然木
屠蘇台:21.5×36.5×h5cm
銚子:11.5×15×h15cm
盃と盃台:12×12×h15.5cm

三段重 熨斗蒔絵（木箱入）
1,800,000円+税
漆塗/天然木/20×20×h18.5cm

三段重 仁清梅蒔絵（木箱入）
280,000円+税
漆塗/天然木/17×17×h17cm

吸物椀 仁清梅蒔絵（5客組・木箱入）
300,000円+税
漆塗/天然木/φ13.5×h10cm

飾皿 扇面流水（皿立付・木箱入）
500,000円+税
漆塗/天然木/φ24×h4cm

座興盃 橙（木箱入）
45,000円+税
漆塗/天然木/φ6×h5cm

飾皿 鳳凰（皿立付・木箱入）
800,000円+税
漆塗/天然木/φ24×h4cm

シャンパンクーラー 縁錫蒔絵（大）
80,000円+税
漆塗/天然木/24×24（上辺）×h24cm

シャンパンクーラー 縁錫蒔絵（小）
55,000円+税
漆塗/天然木/21×21（上辺）×h21cm

蒔絵盃（皿立付・木箱入）
【亀】【龍】各180,000円+税
【鳳凰】【麒麟】【鶴】各150,000円+税
漆塗/天然木/φ12×h3.5cm

汁椀 溜
10,000円+税
漆塗/天然木
φ11×h7.5cm

汁椀 溜日月
12,000円+税
漆塗/天然木
φ11×h7.5cm

隅切角膳 縁錫蒔絵
50,000円+税
漆塗/天然木/35×35×h1.5cm

三段重 縁錫蒔絵（木箱入）
150,000円+税
漆塗/天然木/20×20×h18.5cm

継承工房

継承工房
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【鳳凰】

【麒麟】

【龍】 【亀】

【鶴】



吸物椀 白檀
25,000円+税
漆塗/天然木/φ12×h10cm

白檀

飴色に透けた部分の表現技法を白檀塗と

呼んでいます。金箔・銀箔、あるいは、金銀彩の

塗料などの上を塗ることにより表現できる

独特の技法となり、落ち着きある華やかさが

魅力です。市松柄に描いた白檀は、和洋を

問わず、世代を問わずに使え、山田平安堂で

一番の人気ラインナップ。ご自宅用から

パーソナル・ギフト、記念の品など、幅広く

ご検討ください。

※ 香木で有名な白檀の木を使っているもの

ではありません。前述のとおり、古来より、

白檀塗と呼ばれている技法です。香木の

白檀のような風合いとなることが由来とも

言われていますが、正確な由来は分かって

おりません。

渕高八角盆 白檀
12,000円+税
カシュー塗/天然木
30×30×h2cm

シャンパンクーラー 白檀
30,000円+税
漆塗/樹脂木粉
φ23×h19.5cm

丸皿 白檀
12,000円+税
漆塗/樹脂木粉
φ25.5×h2.5cm

球珍味入 白檀
6,500円+税
漆塗/樹脂木粉
φ8×h8cm

パーティープレート 白檀
25,000円+税
漆塗/樹脂木粉
φ33×h3cm

喫茶膳 白檀
4,500円+税
カシュー塗/木質繊維板
24.5×12.5×h1cm

丸々鉢 白檀
20,000円+税
漆塗/天然木
φ24×h4.5cm

白檀 Byakudan
丸盆 白檀（大）
7,000円+税
カシュー塗/天然木
φ31.5×h2cm

丸盆 白檀（小）
4,000円+税
カシュー塗/天然木
φ24×h1.8cm
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八角盆 白檀（中） 
8,000円+税
カシュー塗/天然木
30×30×h1.5cm

八角盆 白檀（小）
6,000円+税
カシュー塗/天然木
24.5×24.5×h1.5cm





プレートセット 彩龍 （6枚組）
18,000円+税

ウレタン漆塗/樹脂木粉
φ15×h2cm

龍

サラダボウル 飛龍
8,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/φ30×h5cm

プレート 海龍
5,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉
φ25.5×h2.5cm

サラダボウル 龍雷
15,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉
φ36×h6cm

オーバルプレート 龍水
7,500円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/35.5×20×h1.5cm

サラダボウル 龍駿
5,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/φ21.5×h7.4cm

プレート 龍牙（小）   3,000円+税/15cm×15cm×h2cm
プレート 龍牙（中）   5,000円+税/22.5cm×22.5cm×h3cm
プレート 龍牙（大）  10,000円+税/29.5cm×29.5cm×h3.5cm
ウレタン漆塗/樹脂木粉

小鉢揃 龍呼（5個組）
18,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/φ15.5×h4.5cm
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「空を舞う龍」をイメージし金彩の刷毛目で

描きました。大胆に描かれた斬新な文様は、

古典的な良さと、新しさを感じさせるものと

なっています。

30年近くに渡り、平安堂の看板ラインナッ

プとして人気を頂いてもおります。洋食器

の形も多く、今どきのライフスタイルに合わせ

サラダボウル 昇龍（大）
9,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/25.5×22×h10.5cm

サーバー 金
8,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/25.5cm

使い易くしました。日々の食卓、ちょっとした

ホームパーティなど活躍の機会も沢山ある

かと思います。シリーズでお揃え頂けますし、

単品でも存在感のある器です。

漆器初心者の方でも扱いやすいですので、

思い切って、そしてアイデアを盛りこんで、

お楽しみください。

龍
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鮮やかな「赤」に比べ、黒を調合し、落ち着いた

朱色に仕上げたものが「古代朱シリーズ」です。

落ち着きある朱色であることにより、合わせる

器や、盛りつける料理との相性も良く、使い

易さに配慮した仕上げとなっています。

器の形状も、菊皿のような古典の良さを

生かしたものから、サラダボウルのように、

シンプルで使い易いものまで、バリエーション

豊かに取り揃えております。

クセのない器ですので、ご贈答の際などにも

使いやすく好評を頂いております。

漆の深みのある朱色を、様々なシーンで

お楽しみください。

古代朱

古代朱
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輪花小皿 古代朱
3,500円+税
漆塗/樹脂木粉
φ21×h3.5cm

捻梅鉢
3,500円+税
漆塗/樹脂木粉
φ22.5×h4cm

サラダボウル 古代朱（小）
3,500円+税
漆塗/樹脂木粉
φ21.5×h7.5cm

サラダボウル 古代朱（大）
7,000円+税
漆塗/樹脂木粉
φ28×h9.5cm

菊皿 古代朱（8寸）
3,000円+税
漆塗/樹脂木粉/φ24×h2cm

小判皿 古代朱（大）
3,000円+税
漆塗/樹脂木粉
24×16.5×h2cm

小判皿 古代朱（小）
2,500円+税
漆塗/樹脂木粉
18×12×h1.5cm

ペア寿恵広小鉢 古代朱
3,500円+税
漆塗/樹脂木粉
φ15.5×h4.5cm

菊皿 古代朱（7寸）
2,500円+税
漆塗/樹脂木粉/φ21×h1.5cm

雑煮椀 古代朱
18,000円+税
漆塗/天然木/φ13.5×h10.5cm

銘々皿 捻梅（5枚組）
6,500円+税
漆塗/樹脂木粉/φ15×h2.5cm



古来から親しまれてきました、太陽と月を表す

「日月文様」。そして、その日月文様をベースに

平安堂らしさを加えた「隅金シリーズ」は、

平安堂モダンラインナップの最初の一歩で

あり、既に40年近い歴史を刻んでいます。

「黒に金箔」。シンプルでありながら、華やかさ

があり、そして飽きのこないデザイン。

「伝統的でありながら、新しさを常に感じさせる」

そんな想いを込めて塗りあげています。

隅金    Sumikin
錫粉を最後に蒔き仕上げる、縁錫シリーズ。

鈍く光る銀彩が、黒の輝きを更に引き立て

ます。伝統的でありながら、最もシンプルな

デザインは、むしろ現代的で、使いやすさも

両立された優れもの。

華やかなシーンでは、場を引き締め、落ち

着いたシーンでは、控えめに主張する。その

ような役割を期待したラインナップです。

縁錫  Fuchisuzu

長角盆 隅金
13,000円+税
カシュー塗/天然木
25.5×42×h1.7cm

分銅盆 隅金
8,000円+税
カシュー塗/天然木
30×19×h2cm

オーバーナイトボックス 隅金
8,000円+税
カシュー塗/天然木
24×18.5×h3.5cm

手文庫 隅金
25,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
33×25×h4.5cm
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丸盆 金市松（大）
15,000円+税
カシュー塗/天然木
φ35×h2cm

丸盆 金市松（小）
13,000円+税
カシュー塗/天然木
φ30×h2cm

片口 縁錫
7,000円+税
漆塗/樹脂木粉/17×15×h7.5cm

丸皿 縁錫
3,500円+税
漆塗/樹脂木粉/φ18×h1.7cm

寿恵広小鉢 縁錫
3,500円+税
漆塗/樹脂木粉/φ15.7×h4.7cm

レタースタンド 縁錫蒔絵
15,000円+税
漆塗/木質繊維板/5×16×h10.5cm

ペントレー 縁錫蒔絵
12,000円+税
漆塗/木質繊維板/8×16×h5cm

書類入 縁錫蒔絵
30,000円+税
漆塗/木質繊維板/32×23.5×h5.5cm

名刺箱 縁錫蒔絵
10,000円+税
漆塗/木質繊維板/10.5×6.5×h2.5cm

小箱 縁錫蒔絵
14,000円+税
漆塗/木質繊維板
10.8×6.8×h3.3cm

大盛鉢 縁錫蒔絵
12,000円+税
漆塗/樹脂木粉
φ32×h5cm

ジュエルケース 隅金
20,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
24×18.5×h5.5cm



漆器の「華」は、やはり、迎春用品。重箱
や屠蘇器は、その漆器屋の個性が出ますし、
お店の看板アイテムとして、腕によりを
かけて製作しています。

屠蘇を正月に頂く文化も、徐々に薄れつつ
あるようですが、やはり新年の最初に、
ほのかに香る薬草の匂いと共に頂く日本酒は
格別かなと思います。

迎春の器 屠蘇器
コーディネートを楽しみながらの食卓を想定
してのラインナップです。蓋を開けた時の
喜びと驚き。これはお正月だけではもったいない、
日本の食文化のプレゼンテーションの面白味
ですね。重箱を活用して、さらに彩りあふれた
食卓をお楽しみください。

三段重 和歌蒔絵（木箱入）
600,000円+税
漆塗/天然木/20×20×h18.5cm

三段重 銀市松（木箱入）
160,000円+税
漆塗/天然木/19.5×19.5×h19cm

三段重 縁錫蒔絵（木箱入）
150,000円+税
漆塗/天然木/20×20×h18.5cm

屠蘇器揃 縁錫蒔絵（木箱入）
400,000円+税
漆塗/天然木
屠蘇台：21.5×36.5×h5cm
銚子：11.5×15×h15cm
盃と盃台：12×12×h15.5cm

二段重 龍華
30,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/18×18×h12.5cm

六角三段重 朱塗（木箱入）
50,000円+税
漆塗/天然木/20×23×h15.2cm

六角三段小重 朱塗（木箱入）
38,000円+税
漆塗/天然木/18×16.4×h15.7cm

入子三段重 隅金（木箱入）
120,000円+税
漆塗/天然木/19.5×19.5×h21cm

三段重 扇面流水蒔絵（木箱入）
120,000円+税
漆塗/天然木/19.5×19.5×h19cm

屠蘇器揃 扇面流水蒔絵（木箱入）
180,000円+税
漆塗/天然木
屠蘇台：36.3×25.4×h7.8cm
銚子：11.3×17.8×h19cm
盃と盃台：11.8×11×h17.5cm

重箱
平安堂の重箱は、シンプルな重箱、取り皿が
セットされた重箱、お好みの段数でご購入
頂ける重箱など、バリエーションを豊かに
取り揃えております。
ホームパーティでの気楽なおもてなし、
松花堂弁当のような使い方やテーブル
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三段重 南天蒔絵（木箱入）
重箱：70,000円+税
漆塗/天然木/16.5×16.5×h16.5cm

屠蘇器揃 南天蒔絵（木箱入）
130,000円+税
漆塗/天然木
屠蘇台：39.5×22.5×h3cm
銚子：9×15×h17.5cm
盃と盃台：13×13×h9.5cm



限られた空間の中で、いかに効率よく収納

するか。そんな一面があるデスク周り。

しかしながら、それだけではないことも事実

ではないでしょうか。一つのアイテムに

より、その方のセンスが表れる空間であり、

日々の作業に、品格や上質な趣きを与えらる。

そんな品でありたいとラインナップされた

ステーショナリー。

さりげない一品で、いつもと違った日常を

お届けしたいと思います。

ステーショナリー
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手文庫 秋草
15,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
32×24×h5cm

手文庫 蝶に蜻蛉
30,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
33×25×h4.5cm

ペン立 白檀
6,500円+税
カシュー塗/木質繊維板
7×7×h10.5cm

レタースタンド 白檀
6,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
16×5×h8.5cm

ペン皿 白檀
5,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
16×7.3×h1cm

万年筆 
金梨地（木箱入）
95,000円+税
PMMA樹脂
φ1.5×14.5cm

万年筆 
網目蒔絵（木箱入）
75,000円+税
PMMA樹脂
φ1.5×12.9cm

ボールペン 
龍閃蒔絵（木箱入）
30,000円+税
PMMA樹脂
φ1.5×13.3cm

ボールペン 
梅（木箱入）
10,000円+税
AS樹脂
φ1.2×13.5cm

ボールペン 
日月（木箱入）
10,000円+税
AS樹脂
φ1.2×13.5cm

日本のみならず、世界の芸術にも大きな

インパクトを与え、桃山時代後期から、近代

において多大な功績を残した琳派。光悦、

宗達により創始された、日本芸術の極み。

限りなく忠実に、そして、蒔絵の美しさを

加え表現したシリーズです。古典の美しさを、

日々の生活でお楽しみください。

琳派

花生 琳派写（木箱入）
80,000円+税
漆塗/天然木/ 21×6×h18cm

蒔絵パネル 風神雷神之図
30,000円+税
ウレタン塗/木質繊維板
44×16×奥行き6cm
前面パネル: 35.5×16cm

額 紅白梅之図
50,000円+税
ウレタン塗/木質繊維板
54.5×27.5×厚さ1cm

飾皿 琳派写（皿立付・木箱入）
100,000円+税
漆塗/天然木/φ30×h2cm

Bowl かきつばた（小）
30,000円+税
漆塗/天然木
φ11（口部分φ10.5）×h6.5cm

Bowl かきつばた（大）
42,000円+税
漆塗/天然木
φ14.5（口部分φ14）×h8.5cm



ラインナップ。食器とは違った、毎日の

生活へのうるおい。そのような想いを込めて

仕上げております。

ジュエリーBOX 春秋白檀
10,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
12×12×h5cm

ジュエリーBOX 隅金
12,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
12×12×h5cm

艶やかな質感と、それを最大限に活かす

ミニマルなデザイン。現在のライフスタイル

の中で、違和感なく、むしろ、その空間を

より上質に出来ないかを考えたインテリア

インテリア
「黒」「朱」「金」「銀」

日本のみならず世界的にも、漆器の代表的な

カラーコンビネーションとして広く認識を

頂いております。

我々日本人の根底に流れるカラーを飾る。

これらの色で色々と彩る。

上質なアクセントにお試しください。

飾る・彩る
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ジュエリーBOX 蝶に蜻蛉
15,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
12×12×h5cm

ブロック花生（大）朱・黒
各3,200円+税
カシュー塗/木質繊維板
（台）     ：18×6×h6cm
（ガラス）：φ2×h10ｃｍ

ブロック花生（小）朱・黒 
各2,800円+税
カシュー塗/木質繊維板
（台）     ：12×6×h6cm
（ガラス）：φ2×h10cm

アーチ花生（大）黒 
10,000円+税
カシュー塗/天然木
（台）     ：33.5×6×h15.5cm
（ガラス）：φ4.8×h17ｃｍ

アーチ花生（小）朱
5,000円+税
カシュー塗/天然木
（台）     ：18.1×4.6×h9cm
（ガラス）：φ2×h10cm

写真立 隅金
12,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
23.7×18.5×厚さ1.2cm

写真立 白檀
10,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
23.7×18.5×厚さ1.2cm

写真立 菊桜
10,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
23.7×18.5×厚さ1.2cm

写真立 春秋
15,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
23.7×18.5×厚さ1.2cm

写真立 縁金
10,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
23.7×18.5×厚さ1.2cm

飾皿 扇面春秋
（皿立付・木箱入）

35,000円+税
漆塗/天然木
φ24×h2.5cm

飾皿 描詰春秋
（皿立付・木箱入）

50,000円+税
漆塗/天然木
φ24×h2.5cm
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蒔絵は、日本の工芸の代表的存在であり、
数多くの美術品が作られてきました。また、
その中で、四季折々のデザインが、蒔絵を
通じて、数多く生まれてきました。
こちらでご紹介の品は、伝統的な柄で

あったり、現代的にリデザインした意匠で
あったりしますが、「もっと身近に楽しんで
頂きたい」というメッセージで塗り上げた
ものです。
季節の絵柄、節句にまつわる絵柄など、

身近に蒔絵を
蒔絵にある、芸術性という一面もございます
が、身近にあり、そして日々の生活にうるおいを
与えてくれる愛らしい蒔絵という側面も
お楽しみ頂けましたら幸いです。

ご紹介しきれない数多くのデザインが
ございます。数百年に渡り愛され続ける
デザインもありますし、弊社が手を加える
ことにより、現代に甦ったデザインも
ございます。

一ヶ重 市松
5,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉
15.5×15.5×h7cm

一ヶ重 宝尽くし
5,000円+税
ウレタン塗/天然木
18.5×18.5×h5.8cm

小箱 市松 朱･黒
各3,000円+税
ウレタン漆/樹脂木粉
10.5×8.4×h4.2cm

丸皿 日月（小） 朱･黒 
各3,000円+税
漆塗/樹脂木粉/φ18×h1.8cm

ペア片口 
3,000円+税
漆塗/樹脂木粉/11.5×10.5×h5cm

アクセサリーケース
各3,800円+税
漆塗/樹脂木粉/φ6×h5cm

キャラメルBOX
各5,000円+税
漆塗/樹脂木粉/φ10.5×h7cm

※写真の飴は付属しておりません

丸器 春秋 朱・黒
各3,000円+税
漆塗/樹脂木粉/φ6.5×h6.5cm

【日月･朱】

【日月･黒】

【桜】

【松竹梅】

【白檀】

【秋草･黒】

【松竹梅】

【春秋】 【白檀】 【翔鶴】

【秋草･朱】

【梅･朱】

【梅･黒】

名刺箱 かきつばた
18,000円+税
漆塗/樹脂木粉
7.5×10.5×h4cm

名刺箱 翔鶴
12,000円+税
漆塗/樹脂木粉
7.5×10.5×h4cm



金雲盃、ボンボン入、小判盆…　　
山田平安堂には、10年続く商品どころで
はなく、40年、50年という時間で、皆様に評
価を頂いている品が沢山ございます。変わ
りゆくライフスタイルの中で、我々も時代

したデザインは重視していますが、このように、
何十年も愛されている品がありますと、心が
和みますし、普遍的なデザインの持つ力に
感服します。なんとなくですが、「何が良い」
ではなく「何か良い」という感覚がある

いにしえ
品々です。目まぐるしく変化する世の中で
あるからこそ、このような品の存在感があ
るようにも思えてきます。変わり続ける平
安堂と共に、変わらない平安堂も同じよう
に大事にしたいと、そのような思いに

させてくれる品々でもあります。
世代を超えて愛されている品。そんな価値
観も大事にしていきたいと思います。
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金雲盃 朱・黒
各7,000円+税
漆塗/天然木/φ8.5×h5.5cm

ぐい呑 市松（ペア・木箱入）
12,000円+税
漆塗/天然木/φ7×h5.5cm

欅カップ 神代すり・あかね
各5,000円+税
漆塗/天然木/φ7.8×h8.9cm

丸菓子器 枝梅蒔絵（大） 朱・黒 
各10,000円+税
漆塗/樹脂木粉/φ16.5×h10.5cm

丸菓子器 扇面蒔絵（木箱入） 
50,000円+税
漆塗/天然木/φ16×h11cm

睦椀 若松
（ペア・木箱入）
55,000円+税
漆塗/天然木/φ12×h10cm

ボンボン入 春草 朱 ・ 秋草 黒
各15,000円+税
漆塗/天然木/φ12×h9cm

小箱 秋草
8,000円+税
カシュー塗/木質繊維板
21×15×h4.5cm

梅盆 渕金 
4,000円+税
ウレタン塗/天然木
φ21×h2cm

梅盆 金箔 
5,000円+税
ウレタン塗/天然木
φ21×h2cm

椿皿 朱塗（5枚組・木箱入）  
45,000円+税
漆塗/天然木
φ15×h4cm

青海盆
13,000円+税
漆塗/天然木
φ24×h2.5cm

栓丸皿 あかね（小） 
4,500円+税
漆塗/天然木
φ21×h2.3cm

栓丸皿 あかね（大）
6,500円+税
漆塗/天然木
φ23.3×h2.3cm

銘々皿 朱塗
（5枚組・木箱入） 
35,000円+税
漆塗/天然木
φ15×h2cm

小判盆 春秋彫 
10,000円+税
カシュー塗/天然木
36×24.5×h2cm
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和食器、洋食器という括りではなく、美しい曲線を持った
器を作りたいと思い製作したものがこちらです。
木製の持つ優しさ、柔らかさ。漆塗りの持つ、艶やかな
質感。それらを、しっかりと引き出せるフォルム
（＝美しい曲線）を目指したものとなります。この
曲線は、実際に使いますと、手に馴染む形状でもあり、

何とも豊かな気持ちにしてくれる器たちです。毎日の
ヨーグルトやサラダに使われる方もいますし、中鉢や
小丼に使われている方もいらっしゃいます。
白檀、日月（隅金）、古代朱と平安堂の人気ラインナップ
で仕上げておりますので、ぜひ一度、お試しください。

Bowl & Plate
「漆器に料理を盛り付ける」
意外と抵抗を感じている方が多い様ですが、
耐酸性、耐アルカリ性ですので、基本的には、
何を盛りつけて頂いても大丈夫です。大盃
などは、シャンパンクーラーにお使いに

なる方もいらっしゃいますので、アイデア
次第で楽しみ方も広がります。
使ってこその器です。色々なものを盛りつけ、
食卓の華にお使いください。

鉢

Bowl 日月（大）
18,000円+税
漆塗/天然木
φ14×h8cm　

Bowl 日月（小）
9,500円+税
漆塗/天然木
φ10.5×h6.5cm

Plate 日月（大）
10,000円+税
漆塗/天然木
φ18×h2cm　

Plate 日月（小）
8,000円+税
漆塗/天然木
φ15×h2.5cm

Bowl 白檀（大）
18,000円+税
漆塗/天然木
φ14×h8cm　

Bowl 白檀（小）
9,500円+税
漆塗/天然木
φ10.5×h6.5cm

Plate 白檀（大）
10,000円+税
漆塗/天然木
φ18×h2cm　

Plate 白檀（小）
8,000円+税
漆塗/天然木
φ15×h2.5cm

Bowl 古代朱（大）
15,000円+税
漆塗/天然木
φ14×h8cm　

Bowl 古代朱（小）
7,500円+税
漆塗/天然木
φ10.5×h6.5cm

Plate 古代朱（大）
8,000円+税
漆塗/天然木
φ18×h2cm　

Plate 古代朱（小）
6,000円+税
漆塗/天然木
φ15×h2.5cm

Dining Bowl 日月（大）
17,000円+税
漆塗/天然木/φ20.8×h5.7cm

大盃 朱（尺3）
20,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/φ39×h14cm

大盃 黒（尺5）
25,000円+税
ウレタン漆塗/樹脂木粉/φ45×h15.5cm

平鉢 朱（大）
12,000円+税
漆塗/木質繊維板/φ29×h5.3cm

平鉢 溜（中）
7,500円+税
漆塗/木質繊維板/φ23.5×h5.3cm平鉢 溜（小）

5,000円+税
漆塗/木質繊維板/φ18×h5.3cm

Dining Bowl 古代朱（大）
14,000円+税
漆塗/天然木/φ20.8×h5.7cm



八角盆 松竹梅
5,000円+税
カシュー塗/天然木/29.5×29.5×h2cm

丸盆 風雷神 黒
7,000円+税
カシュー塗/天然木/φ27×h2cm

長手盆 うさぎ
5,000円+税
カシュー塗/天然木/33×23×h2cm

丸盆 風神 黒
4,000円+税
カシュー塗/天然木
φ21×h2cm

丸盆 雷神 黒
5,000円+税
カシュー塗/天然木
φ24×h2cm

丸盆 うさぎ 朱・黒
各4,000円+税
カシュー塗/天然木/φ24×h2cm

お盆というと、どのようなものを思い浮かべ

ますでしょうか？

運び盆、ランチョンマット、ティートレーに

オードブルトレー。洋服やアクセサリーを変える

ように、お盆を楽しんだら、それだけで毎日の

テーブルを自分らしい空間へと変えられそうです。

ランチョンマットやお膳は、昔から漆器の代表的な

存在。布製と違い、拭くだけで良いのでお手入れも

簡単ですし、上質感や温もり感もお楽しみ

いただけます。

ランチョンマット&お盆
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夜光貝、青貝、あわび貝、白蝶貝などの貝殻の

内側の、キラキラした真珠層を使う表現方法です。

蒔絵に並ぶ代表的な表現方法の一つで、日本では、

蒔絵と一緒に使われることも多いです。（中国や

韓国では、螺鈿のみで表現することが多いようです。）

平安堂では、愛らしい「風神」「雷神」、そして「うさぎ」

の文様が、長らく親しまれてきております。

自然が生み出す神秘的な輝きをお楽しみください。

螺鈿    Raden

ランチョンマット 桐目 朱・黒
各5,000円+税
ウレタン塗/天然木/30×39.5×h0.8cm

ランチョンマット 刷毛目 ボルドー・黒
各8,500円+税
漆塗/天然木/30×45×h1cm

梅盆 研出
6,500円+税
カシュー塗/天然木
φ約25×h2.4cm

丸盆 春秋白檀
5,000円+税
カシュー塗/天然木
φ30×h2cm

丸盆 洗朱・黒
各3,500円+税
カシュー塗/天然木
φ24×h1.8cm



干支小椀は、全ての干支でオーダーを
承ります。また、大人サイズのお椀もご用意
しておりますので、ご家族の皆様でお揃え
頂ける人気の品です。
こちらでご紹介の品は、全て天然塗料である
「漆」での仕上げ。

幼い時からこそ、自然からの恵みである漆を
お使い頂きたいとの想いを込めて塗り上げて
おります。

こども
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お手入れについて 保管について

冷蔵庫でのご使用について

漆の匂いについて

修理について
修理依頼の手順

極めて美術性の高い漆器を除いて、つまり、普通の漆器は全て、通
常の食器同様『スポンジ』と『洗剤』で、お手入れをして頂いて構い
ません。

滅多に割れることがございませんので、むしろ、陶磁器・ガラス
器に比べて、お手入れは楽なくらいです。『 お手入れが大変そう… 
』『 お手入れが難しそう… 』そう言ったお客様の声を聞きますが、
是非、気軽にお取扱いください。

『 スポンジ 』 は柔らかい面が、漆には優しいです。 

『 お湯 』 のご使用は、熱湯でなければ問題ございません。

『 洗剤 』 は通常のもので大丈夫です。研磨剤入りの洗剤は
　避けてください。

『 つけ置き 』も大丈夫ですが、あまりの長時間（一晩中など）は
　避けてください。

『 乾拭き（からぶき）』 は効果的です。水滴の後が残らず、
　次回に気持ち良く使えます。漆に対しても優しい作業です。

『 食器洗浄器・乾燥器 』 でのご利用は避けてください。
　漆の劣化が早くなります。

これは素材によります。（器の形状を作る素材として、『 木 』
『 樹脂木粉 』 がございます。） 

『 木 』 は、極度の乾燥により、反ってしまう可能性がありますので、
木製品を冷蔵庫にいれることは、あまりお勧めできません。

『 樹脂木粉 』 は、乾燥による変形が起こりにくく、この素材で出来た
漆器に関しましては、冷蔵庫に入れることが可能です。 

最近は、木を乾燥させる技術が昔に比べると格段に向上しておりま
す。短時間のご使用であれば、木製の漆器も冷蔵庫に入れても大丈
夫のようです。（オードブルを盛り付け、パーティーまでの数時間
…のような使い方ならＯＫ）

いずれにしましても、漆器は『 長期保存 』の為の器ではございませ
ん。タッパーのような気密性もございません。予めご了承ください。

漆器の良さの一つは、塗り直すことにより「新品同様」に戻る
ことがあげられます。是非ご活用ください。

だたし、手間暇がかかりますので、同等品の新品をご購入する
より割高になることも多々ございますし、樹脂製品などはお断
りするケースもございますこと、予めご了承ください。

〈全体的に色あせたり、擦り傷が目立つ場合〉
全体的に塗り直します。絵がある場合、絵を写しとり、塗り直した
あと絵を描きます。修理費用は器を拝見してからのお見積もり
となります。 

〈部分的に欠けた場合〉
欠けた部分があれば、それを漆で接着します。ない場合は、
それを漆で詰めますから割高になります。

修理跡がわかるような部分的修理であれば、接着費用が少なくて
済みます。接着後、傷を隠す為に全体を塗り直すとその分、
割高になります。

1. 破損が怖いので、出来れば弊社本店にご持参ください。
　宅配便の際は、厳重に梱包してお送りください。
　※必ず事前にご一報ください。

2. お見積もりをご連絡いたします。

3. お見積もり後、修理するか、どの程度修理するか、ご判断下さい。

－ご注意－
・微妙な色の違いが出来てしまいます。特に朱色は様々な朱色が
　ありますので、全くの同色にすることは実質的に不可能です。
　部分的な修理ですと色の違いがわかりますので、可能な限り
　全体的な塗り直しをお勧めいたします。
・ 破損が著しい場合、修理してもあまり意味がない場合はお断り
　させて頂く事がございます。
・納期は、最低１ヶ月程度頂戴いたします。

漆だけでなく、カシュー塗、ウレタン塗、全ての塗料には特有の
香りがあり、気になる方もいらっしゃるようです。

基本的には、匂いは最終的になくなりますが、正直に申し上げ
ますと、『 時間が解決する 』 というところが本音です。

匂いのなくなる時間を短くするコツとしては『 食器棚に
しまわず、常に流れる空気に　触れさせておく 』 ことです。

食器棚にしまいこむと、空気が動かず、匂いもこもってしまいます。
直射日光は避けつつ、なるべく、空気に触れるようにしてください。
また、お使いになる前に、ぬるま湯と洗剤でよく洗ってください。

日常で使う漆器に関しては、 通常の食器と一緒にしまって頂いて
構いません。漆は 『 直射日光 』が苦手ですから、その点はご注意
ください。

ちょっとしたコツとしては、『 漆は漆 』 『 陶器は陶器 』 
というように、素材でまとめて重ねることでしょうか。陶磁器は、
底の処理がいろいろで、必ずしもキレイに磨いてありません。
ザラザラした部分と漆がこすれれば、表面に擦り傷が出来て
しまいますのでご注意ください。

また、陶器や磁器と漆器を重ねるときは、間にティッシュペーパーを
挟んだりすると、かなり効果的です。 

<長期保管>
屠蘇器など、かなり長期間に渡り保管する場合は、少し気を
使ったほうが良いです。
・箱にしまう（破損を防ぎます）
・器を包む（擦り傷を防ぎます・新聞紙でもOK）
・著しい乾燥・湿気はさける（暖房が直接当たるなど）
・直射日光は避ける
・しっかりキレイにし、水気をとってからしまう。
たまに空気に触れさせた方が良いようですが、なかなかそこまでは
難しいですね。

小椀
各5,000円+税
漆塗/天然木/φ10×h6cm

ファーストスプーン かめ・うさぎ 朱・黒
各2,800円+税
漆塗/天然木/長さ13.5cm

干支小椀 朱・黒
各7,000円+税
漆塗/天然木/φ10×h6.5cm

祝椀揃 
35,000円+税
漆塗/天然木
（祝椀小）：φ9.5×h8cm
（祝椀大）：φ10.5×h8cm
（角膳）   ：21×21×h1.5cm

【洗朱】
【朱】

【黒】
【溜】

【緑】

【子】        【丑】        【寅】        【卯】        【辰】        【巳】

【午】        【未】        【申】        【酉】        【戌】        【亥】

【金蒔絵名入】

「金蒔絵名入」は、漆器に漆で

文字を描き、その上に金粉を

蒔きつける「蒔絵」という技法で

お名前を入れる方法です。

価格：お名前一ヶ所につき

         2,000円+税

製作期間：約2週間

※今年の干支以外はオーダーとなります。[約2週間]
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木製品の特徴 樹脂木粉製品の特徴

素材について

品質表示について
漆塗・・・・・・漆で表面を塗り上げたもの
カシュー塗・・・漆科であるカシューナッツの成分から製造した塗料で表面を塗りあげたもの
ウレタン漆塗・・漆の質感に近い合成塗料と漆で表面を塗りあげたもの
ウレタン塗・・・漆の質感に近い合成塗料で表面を塗りあげたもの
天然木・・・・・天然木や合板で成形したもの
樹脂木粉・・・・樹脂と木粉で成型したもの
木質繊維板・・・家具などで使われる、木材チップを熱圧成型したボードで成形したもの

カシュー塗

ウレタン塗

塗料について
表面の仕上げに使う塗料にも色々ございます。山田平安堂では、『 漆塗 』 『 カシュー塗 』 『 ウレタン塗 』の 3種類がございます。

漆塗
『 漆 』の木の樹液を原料にした塗料となります。乳白色の樹液
を様々な色に加工し、塗り上げます。非常に特殊な特徴を持つ
樹液で、数千年もの昔から、塗料・接着剤として生活に密着し
てきたようです。

『 漆 』 という漢字を分解すると、『 木から滴る水 』 となります。
漢字が出来る頃から、樹液としての用途に着目されていた
ようです。桐・欅・杉・栓・桧・・・木を表す漢字は全て
『木ヘン』ではじまるのに漆だけは『サンズイ』ではじまり
ます。不思議ですね。

天然の塗料、接着剤としては最強を誇り、耐酸性、耐アルカリ性、
耐水性にも優れます。また、漆ならではの『 独特の艶やかな
質感 』が魅力です。世界的にもこの独特の質感は評価を受け
ており、『 Japan 』を辞書で引くと『 漆器 』 が出てくる程です。

カシュー塗料は、カシューナッツの殻から抽出した油を原料と
した塗料です。この塗料で塗り上げたものが『カシュー塗』 です。
カシューの樹は、漆の樹と同じ『 漆科 』 に属しますので、漆と
よく似た性質を持ち、その仕上がりの質感は、漆塗との区別が
ほとんどつきません。

ただ、カシュー塗料は“ 漆 ”と異なり、自然には漆ほどに硬化し
ません。漆ほどの硬度を持たせる為、多少の溶剤を混ぜますの
で、完全な天然塗料とは呼べなくなります。山田平安堂では、
口に直接つく器にはカシュー塗を使用していません。

漆の質感を表現した塗料です。最近は、その技術もあがり、漆
との区別がつかない程になっております。比較的安価にでき、
身近にお楽しみ頂くには最適です。また、ウレタンと漆を混ぜた
ウレタン漆塗もあります。

最も伝統的で、ポピュラーな素材です。軽くて、丈夫、 加工が
しやすいなどの特長を持ちます。日本には様々な性質を持つ
樹木が多かったこともあり、多様性に富んだ『 木 』の文化が
栄えました。漆器はその代表の一つではないでしょうか？

【 特長 】機能的にも優れており、“断熱性の高さ”“素材として
の柔らかさ”は素晴らしいものがございます。お椀などに熱い
ものを入れても、断熱性の高い木製品は、手や唇にその熱を
ダイレクトに伝えず、とても肌に優しくなります。また、保温性の
良さにも繋がり、アツアツが長持ちするメリットもあります。

素材としても適度な“硬さ、柔らかさ”を併せ持つため、加工が
しやすく、しかも“割れたりしにくい”メリットもございます。
他の器とぶつかっても、カチャカチャした音も出ません。なん
につけても“優しさ”がでてくる素材としての特長を持ちます。

反面、“コストが高く・著しい気候の変化に弱い”というデメリ
ットがございます。（乾燥させる技術が向上した為、以前に比
べると、だいぶ気候の変化には強くなりましたが）

樹脂木粉製品は、木の粉と樹脂を混ぜ成型した素材です。樹脂
にも色々あるのですが、平安堂では、質感の良いフェノールや
メラミンを主に使用しております。

【 特長 】乾燥などの気候の変化による“反り・破損”の可能性
も木製品に比べると、格段に少ないです。冷蔵庫に入れること
も可能ですし、海外でのご使用も安心です。木製品に比べると、
“コストが安い”というメリットがあげられます。小さなアイテ
ムでしたら、そのコストの差は大したこともないのですが、例
えば、ワインを冷やせるサイズの鉢を考えると大きなメリット
があります。

木はサイズが大きくなるにつれ、加速度的に価格が上昇します。
大きな鉢を木で作ると、最低でも5万円。状態の良い木を使え
ば、10万円、20万円となってしまいます。これでは、ちょっ
と普段に使うには…。樹脂木粉を使用することにより、1万円
程度で販売できるようになりますから、コストのメリットは大
きいです。

器の形状をつくる素材には色々ございます。伝統的な素材で、最もポピュラーなものは 『 木 』 になります。この他、紙や布も使われています。
陶器に塗ったり、鉄に塗ったりすることも稀にあります。最近は、『 樹脂木粉』 を使用することも多くなりました。どちらの素材が良い、
悪いという問題ではなく、用途やご予算に応じてお楽しみ頂ければと思います。なお、保温性・断熱性が問われる『 汁椀・めし椀 』に関しては
全て木製品となっております。


