
│上の畑焼陶芸センター│ 

❖企業概要 

 

 事業者番号  

会社名 日本語 銀山上の畑焼陶芸センター 

会社名 英語  KAMINOHATA Ceramics Center 

創業・設立年  1981 

業 種  磁器製造販売 

主要製品  磁器 

郵便番号  999-4333 

会社住所  山形県尾花沢市銀山新畑 162-1 

代表者  伊藤 瓢堂 

ＴＥＬ  0237-28-2159 

ＦＡＸ  0237-28-2159 

ＵＲＬ  https://ginzan-kaminohatayaki.jp/ 

Instagram（ユーザーネーム） kaminohatayaki 

Facebook（ユーザーネーム） kaminohatayaki 

EC サイト https://shop.ginzan-inohatayaki.jp/ 

主な販売チャネル   

国内外 EC 販売実績  国内 EC 販売サイト 

対応言語  日本語 
 

 

 

 

 

   

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

地元産の原料による復興にこだわり、原料(陶石)を探すことに苦労した。旧窯場近くの山・川を歩き、

原料となりそうな土・石を採集し、修行地の三重県窯業試験場に持ち込み、土・石の蛍光 X 線分析・実

作試験・古窯跡から出土した陶片の蛍光 X 線分析しての科学分野からの実証。さらに、ロクロ作陶・絵

付・古文書の解読・古窯跡出土の陶片の絵付けの模写(三多紋もこの中にあった)をし続け６年の復興期

間であった（昭和 49 年から復興のめどがついた昭和 55 年まで）。故郷に戻り、官民一体となっての復

興と地場産業化に、当時は東北地方はもちろんのこと、全国的にも注目された。この注目度が今日まで

の 40 年間のエネルギーとなっている。二度と窯の火を消すまいと。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

① 地域に産する原料を使うことを第一とする 

② 復興作品と現代生活が必要とする多様なアイテムへの挑戦 

③ 上の畑焼の最も特色ある紋様「三多紋」の全国、世界への普及を続けていくこと 

④ 異業種との積極的なコラボレーションでの作品づくり 

⑤ 陶芸と茶道を通しての日本文化を地域青少年、あるいは心ある成人者への伝承、伝達を実践し続け

ていくこと 

 
 

https://ginzan-kaminohatayaki.jp/
https://www.instagram.com/kaminohatayaki/
https://www.facebook.com/kaminohatayaki
https://shop.ginzan-kaminohatayaki.jp/


│ 上の畑焼 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  唐草色絵三多紋ビアマグ 

 一般名称  ビアマグカップ 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  7.8 x 7.8 x 9.5cm 

 商品重量  250g 

    

    

 

染付と色合わせ、上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、物手柑）
と唐草をデザインしたビアカップである。内側に釉薬を掛
けないで、ビールの泡立ちをより細かくクリーミーなビー
ルになる様に工夫した好評の一品である。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  染付唐草三多紋ビアマグ 

 一般名称  ビアマグカップ 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  7.8 x 7.8 x 9.5cm 

 商品重量  250g 

    

    

 

染付で上の畑焼三多紋（桃、柘榴、物手柑）と唐草をデザ
インしたビアカップである。内側に釉薬を掛けないで、ビ
ールの泡立ちをより細かくクリーミーなビールになる様に
工夫した好評の一品である。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  染付三多紋珈琲カップ、皿 

 一般名称  珈琲カップ、ソーサー 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  7.4 x 7.4 x 7.5cm（カップ） 

   13 x 13 x 2.5cm（皿） 

 商品重量  150g（カップﾟ) 150g（皿） 

    

 

染付で上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、物手柑）を清楚にデ
ザインし、使用する人の心の和むことを願って制作した。 

 



│ 上の畑焼 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  色絵三多紋抹茶碗 

 一般名称  抹茶碗 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  12 x 12 x 7.8cm 

 商品重量  250g 

    

    

 

抹茶の色合いが映える様に、内側を黒に、外側は上の畑焼
の三多紋（桃、柘榴、物手柑）を色絵で、唐草は染付にし
て、茶席で活題になるように制作した。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  赤絵梅林紋香炉 

 一般名称  香炉 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  9 x 9 x 10.5cm 

 商品重量  260g 

    

    

 

春爛漫な梅林の空気観を赤絵で表現した。上の畑焼逸品の
香炉である。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  唐草三多紋色絵銀彩蓋付碗 

 一般名称  蓋付碗 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  9.3 x 9.3 x 7.2cm （本体のみ） 

 商品重量  190g 

    

    

 

卓上に置いてのボンボンやキャンディーを入れ、食卓では
珍味入れとして活用して貰えば良い。蓋は銀彩、碗の側面
は、色絵と染付で上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、物手柑）
と唐草を全面に施した蓋付碗である。 

 



│ 上の畑焼 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  色絵三多紋酒器 

 一般名称  酒器 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  7 x 7 x 9.4cm（徳利） 

   6 x 6 x 4.2cm（盃） 

 商品重量  150g（徳利）50g（盃 1 個） 

    

 

上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、物手柑）を染付と色絵で、
上下を赤と黒の配色にして、酒席でも注目され話題となる
ようにデザインし制作した。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  色絵唐草三多紋酒器 1 

 一般名称  酒器 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  5.9 x 5.9 x 12.5cm（徳利） 

   7.5 x 7.5 x 3.5cm（盃） 

 商品重量  220g（徳利）50g（盃） 

    

 

上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、仏手柑）と葉唐草を色絵で
現代風にデザイン、盃は昔の薄い平盃に酒をじっくりと味
わう人の酒器にしてみた。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  色絵瓔珞三多紋酒器 2 

 一般名称  酒器 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  7.2 x 7.2 x 10.4cm（徳利） 

   5.2 x 5.2 x 4.2cm（盃） 

 商品重量  190g（徳利）50g（盃 1 個） 

    

 

上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、仏手柑）と魔除けと言われ
る瓔珞（ようらく）を色絵で表現し、染付部分も濃い目に
して全体をクラシック調にし、ゆっくり酒を味わえる酒器
とした。 

 



│ 上の畑焼 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  無釉焼締三多紋酒器 

 一般名称  酒器 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  8.8 x 8.8 x 9.7cm（徳利）    

   7 x 7 x4.5cm（盃） 

 商品重量  250g（徳利）50g（盃 1 個） 

    

 

原料の陶石の膚合いを感じて貰う為に無釉焼締めにして、
色絵で上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、仏手柑）をポイント
模様にした。上の畑焼では、逸品の作品である。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  金銀赤絵彩クーラー 

 一般名称  ボトルクーラー 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  20.8 x 20.5 x 10.4cm 

 商品重量  1kg 

    

    

 

金・銀・赤絵の林派風にした片口形、ボトル（日本酒）ク
ーラーである。冷えた酒は、一段と美味になると信じてい
る。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  金銀赤絵彩クーラー、三多紋酒器 

 一般名称  ボトルクーラーと酒器 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  8.4 x 8.4 x 11cm（酒器） 

   7 x 7 x4.5cm（盃） 

 商品重量  250g（酒器）50g（盃 1 個） 

    

 

金・銀・赤絵のボトルクーラーと無釉焼締色絵三多紋（桃、
柘榴、仏手柑）の酒器を組み合わせた。豪華な雰囲気で酒
を楽しむセットである。 

 



│ 上の畑焼 │ 

❖商品情報 

 
 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  染付唐草三多紋砂金袋形皆具 

 一般名称  皆具 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  左記 

 商品重量  左記 

    

    

 

茶道具の中の「皆具」である。形は縁起の良い砂金袋形に
して、全面に上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、仏手柑）と久
遠（くおん）を表すめでたい唐草の抜き紋を施した。単品
としても使用できる道具揃えである。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  染付芙蓉手飾皿 

 一般名称  飾皿 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  29.4 x 29.4 x 4.5cm 

 商品重量  1.2kg 

    

    

 

上の畑焼に伝わる絵付様式に芙蓉手様式がある。それを伝
世品を基に飾り皿として制作。実用的な各種の皿・鉢・カ
ップも制作していく予定である。 

 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  染付仏手柑紋彫青海波大鉢 

 一般名称  大鉢 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  45 x 45 x 16.5cm 

 商品重量  4.7kg 

    

    

 

上の畑焼の三多紋（桃、柘榴、仏手柑）の一つ、仏手柑（招
福）をスケッチして濃淡で染付した。側面には青海波を彫
り込んである。飾大鉢として、または水を張って水連鉢と
して使っても良いと考える。 

 

杓立  7.7 x 7.7 x 17cm   460g                                                     

水指 15.5 x 15.5 x 16cm  1,350g                                               

建水 12.7 x 12.7 x 8.7cm   500g                                                

蓋置   7.2 x 7.2 x 6.5cm   150g 



│ 上の畑焼 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  上の畑焼 

 商品名  道成寺飾壺 

 一般名称  飾壺 

 素材  磁器 

 製造担当者  伊藤 瓢堂 

 製造地  山形県尾花沢市 

 商品サイズ  25 x 25 x 42.5cm 

 商品重量  9.5kg 

    

    

 

日本文化の一つ、能の演目「道成寺」を題材とした釣鐘形
の飾壺である。胴部にある裂け割れは、安珍と清姫の心の
動きを表現したものである。上の畑焼のオブジェの逸品で
ある。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


