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❖企業概要 

 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 くらしの金具・里山（りせん） 

 会社名 英語  Lisen 

 創業・設立年  創業：2010（2017 移設） 

 業 種  金工 

 主要製品  金属食器等 

 郵便番号  990-1573 

 会社住所  山形県西村山郡朝日町立木 229 

 代表者  牧野広大 

 ＴＥＬ  090-4187-6084  

   

   

    

 ＦＡＸ   

 ＵＲＬ https://lisenweb.jimdofree.com/ 

  https://koudai27.jimdofree.com/ 

Instagram(ユーザーネーム) kurashinokanagu.lisen 

 EC サイト https://lisen.stores.jp/ 

 主な販売チャネル  国内小売店、飲食店(業務用食器)等 

 国内外 EC 販売実績  STORES（ストアーズ） 

 対応言語  日本語 
 

 

 

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

Lisen はアルミニウムを素材に、テーブルウェアやインテリア、ジュエリー等を製作する、金属工芸品

の工房です。Lisen では天然染料の色彩を金属に染め付ける独自の技法を有しており、同様の作品は他

にはありません。また軽くて扱いやすいアルミニウムを用いることで、お客様に日常的に使用して頂

ける様々な道具を生み出しています。技術的な珍しさや美観的な美しさから注目を集め、百貨店をは

じめ、全国の様々な小売店で広く取り扱われています。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

光、風、水、時… 刻々と移ろう自然の一瞬を切り取って、そのまま飾って暮らしの彩りとしたい。

まるで自然の只中にいるような、そんな感覚が住まいの中で蘇るように。Lisen の作品には、そんな願

いが込められています。作品を製作する工房は、朝日連峰の麓、里と山の境に位置しており、周りに

は豊かな自然が広がっています。幾億の星の巡りや季節の移ろいから受け取った感覚を作品に還元す

るように、一つ一つ丁寧にものづくりを行っています。 

他の金属ほど複雑な手入れを必要としないアルミニウムだからこそ、お客様の日常の中に、気軽に取

り入れて頂くことができます。一点ずつこだわって作られた形、そして繊細な色彩によって表現され

た自然の息吹を、お客様のお好きな形で生活に取り入れて頂ければ幸いです。 

 
 

https://lisenweb.jimdofree.com/
https://koudai27.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/kurashinokanagu.lisen/
https://lisen.stores.jp/


│くらしの金具・里山│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Moon Tray 

 一般名称  トレー 

 素材  アルミニウム、草木染 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:16.5x16x1 cm M:19.5x18.5x1cm 
L:24x23x1cm  LL:29x28x1cm 

   

 商品重量  S:70g M:95g L:185g LL: 280g

   

   

   

    

    

 

「月」をモチーフとしたトレイです。アルミを天然染料で
染色しています。淡い色彩とほのかな眩さを兼ね備え、乗
せられた物をより繊細に美しく、華やかに見せてくれる作
品です。カップを乗せるソーサ―、料理や菓子を盛り付け
る皿、ジュエリートレイ等、お好みやシチュエーションに
合わせて自由な使い方をお楽しみいただけます。 

 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Snow Tray 

 一般名称  トレー 

 素材  アルミニウム 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:16.5x16x1cm M:19.5x18.5x1cm 
L:24x23x1cm LL: 29x28x1cm 
   
   
   
   

   

 商品重量  S:70g M:95g L:185g LL: 280g

   

   

   

    

    

 

「雪」をモチーフとしたトレイです。染色していないアル
ミの自然な色合いです。ほのかな眩さが乗せられた物をよ
り繊細に美しく、華やかに見せてくれる作品です。カップ
を乗せるソーサ―、料理や菓子を盛り付ける皿、ジュエリ
ートレイ等、お好みやシチュエーションに合わせて自由な
使い方をお楽しみいただけます。 

 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Sun Tray 

 一般名称  トレー 

 素材  アルミニウム、草木染 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:16.5x16x1cm M:19.5x18.5x1cm 

L:24x23x1cm LL: 29x28x1cm 

   

   

   

   

   

 商品重量  S:70g M:95g L:185g LL: 280g

   

   

   

    

    

 

「太陽」をモチーフとしたトレイです。アルミを天然染料
で染色しています。淡い色彩とほのかな眩さを兼ね備え、
乗せられた物をより繊細に美しく、華やかに見せてくれる
作品です。カップを乗せるソーサ―、料理や菓子を盛り付
ける皿、ジュエリートレイ等、お好みやシチュエーション
に合わせて自由な使い方をお楽しみいただけます。 

 



│くらしの金具・里山│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Night Tray 

 一般名称  トレー 

 素材  アルミニウム、草木染 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:16.5x16x1cm M:19.5x18.5x1cm 

L:24x23x1cm LL: 29x28x1cm 

   

   

   

   

   

 商品重量  S:70g M:95g L:185g LL: 280g

   

   

   

    

    

 

「夜」をモチーフとしたトレイです。アルミを天然染料で
染色しています。鮮やかな色彩とほのかな眩さを兼ね備え、
乗せられた物をより繊細に美しく、華やかに見せてくれる
作品です。カップを乗せるソーサ―、料理や菓子を盛り付
ける皿、ジュエリートレイ等、お好みやシチュエーション
に合わせて自由な使い方をお楽しみいただけます。 

 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Hour glass (wall vase) 

 一般名称  花器 

 素材  アルミニウム、草木染、化学染、漆 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  3.5x4x18cm 

 商品重量  80g 

    

    

 

絵画のように、植物を壁に飾って楽しめる花器です。 
画像の作品の青い色彩は、天然染料と化学染料を組み合わ
せることで生み出されています。また内側には抗菌・防腐
作用があるとされる漆を焼付けています。画像以外の色彩
でもお作りできますので、ご希望の色があればご相談承り
ます。 

 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Hour glass (vase) -starry 

 一般名称  花器 

 素材  アルミニウム、銀箔、漆 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:Φ4x10cm  M:Φ5x12cm 
L:Φ6x17cm  LL:Φ7.5x21cm 

   

 商品重量  S:50g M:100g L:180g LL:275g 

    

 

植物の「時間」も一緒に飾って、眺められたら…そんな着想
から生まれた花器です。「時」を象徴する砂時計の形状、そ
して経年変化した箔の趣は、花の鮮やかな色彩とよく調和
し美しさを際立たせます。内側には、抗菌・防腐作用があ
るとされる漆を焼付けています。 

 



│くらしの金具・里山│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Hour glass (vase) -white 

 一般名称  花器 

 素材  アルミニウム、漆 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:Φ4x10cm  M:Φ5x12cm 

L:Φ6x17cm  LL:Φ7.5x21cm    

 商品重量  S:50g M:100g L:180g LL:275g 

    

 

植物の「時間」も一緒に飾って、眺められたら…そんな着想
から生まれた花器です。「時」を象徴する砂時計の形状、そ
してアルミの自然な色合いは、花の鮮やかな色彩とよく調
和し美しさを際立たせます。内側には抗菌・防腐作用があ
るとされる漆を焼付けています。 

 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Hour glass (vase) -gold 

 一般名称  花器 

 素材  アルミニウム、黄銅箔、漆 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:Φ4x10cm  M:Φ5x12cm 

L:Φ6x17cm  LL:Φ7.5x21cm    

 商品重量  S:50g M:100g L:180g LL:275g 

    

 

植物の「時間」も一緒に飾って、眺められたら…そんな着想
から生まれた花器です。「時」を象徴する砂時計の形状、そ
して経年変化した箔の趣は、花の鮮やかな色彩とよく調和
し美しさを際立たせます。内側には、抗菌・防腐作用があ
るとされる漆を焼付けています。 

 

 

 ブランド名  Lisen 

 商品名  Hour glass (vase) -black 

 一般名称  花器 

 素材  アルミニウム、銀箔、漆 

 製造担当者  牧野 広大 

 製造地  山形県朝日町 

 商品サイズ  S:Φ4x10cm  M:Φ5x12cm 

L:Φ6x17cm  LL:Φ7.5x21cm    

 商品重量  S:50g M:100g L:180g LL:275g 

    

 

植物の「時間」も一緒に飾って、眺められたら…そんな着想
から生まれた花器です。「時」を象徴する砂時計の形状、そ
して経年変化した箔の趣は、花の鮮やかな色彩とよく調和
し美しさを際立たせます。内側には、抗菌・防腐作用があ
るとされる漆を焼付けています。 

 


