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❖企業概要 

 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語   

 会社名 英語  Kamiya Sakuzaemon 

 創業・設立年  2017 

 業 種   

 主要製品   

 郵便番号  990-0721 

 会社住所  
 

4110 

 代表者   

 ＴＥＬ  0237-76-2112 

 ＦＡＸ  0237-76-2115 

 ＵＲＬ https://kizukijapan.jp/ec/kamiya.html 

 Instagram（ユーザーネーム） kmy_sakuzen 

 EC サイト  https://kizukijapan.jp/ec/kamiya.html 

 主な販売チャネル   

 国内外 EC 販売実績   

 対応言語   

  
 

 

  

 

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 
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❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 
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❖商品情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開いた時の縦幅：14.5cm 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  名刺入れ（エンボス加工） 

 一般名称  名刺入れ 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  外寸：縦 7.5 x 横 10.5 x 厚さ 1.0cm 

 商品重量  45g 

    

    

 

産楮を原料に和紙の材料から作り、丁寧に漉き自社で染色
もしています。和紙の強度や水にも破れにくい加工をして
います。ｴﾝﾎﾞｽの柄は、吉祥文様をモチーフにしています。 
名刺入れに使うことで、 縁起が良く、幸せが舞い込むよう
にとの思いが込められています。又、使い込むことで皮の
様な感じになり、手に馴染んできます。その経時変化も楽
しんでいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※開いた時の縦幅：14.5cm 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  名刺入れ 

 一般名称  名刺入れ 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  外寸：縦 7.5 x 横 10.5 x 厚さ 1.0cm 

 商品重量  45g 

    

    

 

国産楮を原料に和紙の材料から作り、丁寧に漉き自社で染
色もしています。 和紙の強度や水にも破れにくい加工をし
ています。使い込むことで皮の様な感じになり、手に馴染
んできます。その経時変化も楽しんでいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※開いた時の縦幅 13.5cm 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  小物（小銭・アクセサリー）入れ 

 一般名称  小物（小銭・アクセサリー）入れ 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  外寸：縦 7.5 x 横 8.2 x 厚さ 1.0cm 

 商品重量  10g 

    

    

 

国産楮を原料に和紙の材料から作り、丁寧に漉き自社で染
色もしています。 和紙の強度や水にも破れにくい加工をし
ています。使い込むことで皮の様な感じになり、手に馴染
んできます。その経時変化も楽しんでいただけます。 
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❖商品情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※立ち上げた時の高さ：7.0cm 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  小物（小銭・アクセサリー）入れ 折

りたたみ  一般名称  小物（小銭・アクセサリー）入れ 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  外寸：縦 6.5 x 横 6.5 x 厚さ 1.0cm 

 商品重量  10g 

    

    

 

国産楮を原料に和紙の材料から作り、丁寧に漉き自社で染
色もしています。和紙の強度や水にも破れにくい加工をし
ています。手に収まるサイズなので、かさばりません。上
部を引っ張ると開きます。小銭など落ちないように工夫し
ています。使い込むことで皮の様な感じになり、手に馴染
んできます。その経時変化も楽しんでいただけます。 

 

 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  レターセット KUMO 

 一般名称  レターセット 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  便箋:18 x 26 ㎝、封筒:16.2 x 11.5cm 

 商品重量  25g 

    

    

 

国産楮を原料に和紙の材料から作り、丁寧に漉きあげてい
ます。便箋には、KUMO（染色した楮）を流すことによ
り、上品な風合いとなっております。                                        
色は５色あります。（桃・紫・黄・青・緑） 

 

 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  レターセット KINOKO 

 一般名称  レターセット 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  便箋:18 x 26 ㎝、封筒:16.2 x 11.5cm 

 商品重量   

    

    

 

国産楮を原料に和紙の材料から作り、丁寧に漉きあげてい
ます。 便箋には、”透かし漉き”という技法を使い、きのこ
が透けて見えます。便箋以外にも、クラフト用紙としても
お使いいただけます。 
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❖商品情報 

 
 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  ポチ袋 

 一般名称  ポチ袋 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  7.0 x 11.5cm 

 商品重量  5g 

    

    

 

国産楮を原料に和紙の材料から作り、丁寧に漉き自社で染
色しています。鶴の型紙を彫り、一つ一つ型染めしていま
す。 

  

 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  生漉き和紙 

 一般名称  生漉き和紙 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  菊判 : 63 x 94 ㎝、月山判 30 x 78 ㎝ 

 商品重量  菊判 : 15～40g、月山判 : 7～15g 

    

    

 

国産楮を原料に昔ながらの製法を受け継ぎ、丁寧に 1 枚 1
枚漉いています。月山和紙の産地ならではのサイズ、月山
判があります。 

   

 

 ブランド名  紙屋 作左ヱ門 

 商品名  生漉き和紙 KUMO 

 一般名称  生漉き和紙 

 素材  国産楮 100％ 

 製造担当者  渋谷 尚子 

 製造地  山形県西村山郡西川町 

 商品サイズ  月山判 : 30 x 78cm  

 商品重量  月山判 : 7～15g 

    

    

 

国産楮を原料に昔ながらの製法を受け継ぎ、丁寧に 1 枚 1
枚漉いています。KUMO（染色した楮）を表面に流すことに
より、上品な風合いとなっております。ランプシェードな
どにもお使い頂けます。月山和紙の産地ならではのサイズ、
月山判です。 

 


