
│ kibori ブローチ │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 kibori ブローチ 

 会社名 英語   

 創業・設立年   

 業 種  木工製品製造 

 主要製品  木工製品 

 郵便番号  990-2453 

 会社住所  

 

 

 

山形県山形市若宮 2-2-28  

  仏壇のおおつき内 

 代表者 芦野和恵 

 ＴＥＬ  023-646-6360 

 ＦＡＸ  023-646-6360 

 ＵＲＬ ashinokazue.jimdo.com/ 

 EC サイト  

 主な販売チャネル フクモリ、tuad store、 

  小学館パルショップ 

 国内外 EC 販売実績   

 対応言語  日本語 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

2008 年 3 月より仏壇のおおつき内にて彫刻を始める。東北芸術工科大学の修了生で山形仏壇の世界に入る

までいろいろな寄り道もしたが、「彫刻を彫れるのならしていいよ」と大槻社長が言ってくれたのがきっかけ

である。先人の作品を師匠に山形仏壇の彫刻を始めた。kibori ブローチは、2015 年の山形エクセレントデ

ザインに、同じ山形市の伝統的工芸品後継者の山形みらいの匠会メンバーの一人とコラボした製品を応募し

たことによる。選外であったが奨励企業に選出され、翌 2016 年の山形県工業技術センターのブラッシュア

ップスクールに参加できたことで、このブローチの開発にいたった。2016 年 11 月東京ビッグサイトでの

インテリアライフスタイルリビングで初発表。翌 2017 年、山形エクセレントデザイン入賞、2018 年ウッ

ドデザイン賞奨励賞。2018 年のインテリアライフスタイルリビングでは山形県工業技術センターブラッシ

ュアップスクールを継続研修して、新シリーズ”kissho"を発表した。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

製作（仕事）のベースは、山形仏壇の彫刻にあるので、普段は山形仏壇の彫刻製作や、仏壇の塗り替え、修

理、洗濯を行っている。仏壇彫刻は仏壇製作所に卸すものだが、kibori ブローチを製作したことにより、個

人のお客様と接する機会が持てた。地元山形でも山形仏壇が国指定伝統的工芸品であるということがなかな

か知られていないのが現状だが、kibori ブローチをきっかけにその周知に努めている。 

 
 

https://ashinokazue.jimdofree.com/


│ kibori ブローチ│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ kumo1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

 
 
雲は、仏壇では欄間等多くの場所に用いられます。雲に龍、
雲に鳳凰、雲に鶴、等々。Kumo1 は、製作にとても時間が
かかります。Kibori ブローチは、まず厚さ約８㎜に仕上げ
た木材（シナ材）に図を描き糸鋸でくり抜きます。その後、
彫刻刀で一つ一つ手彫りしていきます。サンドペーパーは
使用せず彫刻刀のみで仕上げています。彫上げ後、木材強
化と汚れ防止のためウレタン樹脂を含侵しています。ブロ
ーチピンをつけるときは、エポキシ樹脂系接着剤をつけて
からビス留めしています。 

 

 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ kumo2 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

kumo2 は、大きな雲がたなびいています。シナの樹は山形
仏壇の彫刻材料として多く使用されています。彫り上げ直
後は白く美しく、しかも軽いので、ニットなどの柔らかい
素材にブローチをつけても重さを感じにくいです。 

 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ kumo3 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

kumo3 は、玉雲を表しています。 

 



│ kibori ブローチ│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ kumo4 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

kumo4 は、玉雲を表しています。 

 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ kumo5 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

kumo5 は、雲がたなびいている様を表しています。 

 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ tori1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

tori1 は、鶯です。梅に鶯の鶯を大きくしました。 

 



│ kibori ブローチ│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ tori2 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

tori2 は、波に千鳥の千鳥を表現しています。 

 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ tori3 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

tori3 は、千鳥を表現しています。 

  

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ tori4 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

tori4 は、千鳥を表現しています。 

 



│ kibori ブローチ│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ tori5 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

tori5 は、波に千鳥の飛ぶ様より、動きのある鳥を表現して
います。 

  

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"ume1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

ume1 は梅に鶯などの梅の花をブローチの大きさに大きく
彫りました。 

 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"ume2 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

ume2 は、ねじり梅を彫りだしてみました。 

 



│ kibori ブローチ│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"take1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

take1 は、竹に雀等より笹の葉を表しています。 

   

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"take2 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

take2 も、笹の葉を表現しています。松竹梅でそろえると、
縁起がいいです。 

  

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"matsu1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

matsu1 は、松葉を表しています。 

 



│ kibori ブローチ│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"matsu2 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

matsu2 は、真ん中が 3 つに松の実があることにより、松葉
を表現しています。 

  

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"usagi1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

usagi1 は、波と兎のモチーフより製作しました。波兎文様。
"kissho"シリーズはかわいいと縁起が良いを考え製作しま
した。 

  

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"usagi2 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

usagi2 も、兎です。 

 



│ kibori ブローチ│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"nami1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

nami１は、波とび兎や波に千鳥と合わせることができます。 

 

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"nami2 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

nami2 も、波です。３か所糸鋸でくり抜いています。 

  

 

 ブランド名  kibori 

 商品名  kibori ブローチ "kissho"sakura1 

 一般名称  ブローチ 

 素材  シナ材、ウレタン、ピン、ビス、エ
ポキシ接着剤 

   

 製造担当者  芦野 和恵 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  化粧箱（82×56×27 ㎜） 

 商品重量  約 3g 

    

 

sakura1 は、八重桜を表現しています。 

 


