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│ 草木染工房 瓶屋 │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 草木染工房 瓶屋 

 会社名 英語  Kameya Natural Plant Dye Studio 

 創業・設立年  1990 

 業 種  生産・製造・販売 

 主要製品  絹製品・和紙製品・麻製品 

 郵便番号  990-2401 

 会社住所  

 

 

 

山形県山形市大字平清水 151 番地 

 代表者  佐久間 治右ェ門 

 ＴＥＬ  023-625-7736 

 ＦＡＸ  023-666-4455 

 ＵＲＬ https://kameya-co.jp/ 

 Instagram（ユーザーネーム） kusakizome_kameya 

 EC サイト  https://shop.kameya-co.jp/ 

 主な販売チャネル  自社店舗、EC 販売（ネット販売） 

 国内外 EC 販売実績  BASE 

 対応言語  日本語 

  
 

 

 

 

 

   

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

畑一面何も無かったところから長い年月をかけ全て手仕事で草木が美しく咲き誇る畑にしました。それはと

ても時間と手間のかかる作業でしたが、草花たちと話をしながら大変楽しい時間でもありました。最近では

緑地化が見直されれたり、若い人たちの間でもオーガニックな生活を好む方が増えてきました。しかしなが

ら、実際の生活の中で使うものは未だ不変的なものが多く、色や形は移ろっていくものが当たり前というこ

とまではなかなか受け入れられていません。来店されたお客様にだけ「移ろう美しさ」を伝えるのではなく、

商品や SNS などを通し染料畑や染めの作業、イベント、つぶやきなどを発信し、色や形に不変的なものばか

りを求めず、自然から得られるその瞬間の美しさと感動、また、時と共に移ろいゆく美しさの楽しみ方を改

めて感じて頂ける機会をご提供させて頂いております。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

畑の土づくりから始め媒染材も古釘や椿の葉を燃やして作り、無農薬で育てた紅花・藍・日本茜などの草木

で山形の和紙やシルク・自家製繭などを染色し、化学染料は一切使用せず、染めた後の草木や廃液は全て土

に還す自然循環型の取り組みをしています。お買い物をしていただいたお客様を染料畑にご案内して実際に

染めに使用した植物をご覧いただいたり、草木の色も季節により変化するのと同じように、布や和紙に映し

た色も季節により違いそれぞれの美しさがあること、そして、時と共に色・形の移ろいゆく楽しみ方を感じ

て頂ける機会を提供させた頂いております。また、昔から紅花の赤い色には魔よけの意味があるので、慈恩

寺（寒河江市）の舞楽に使う帯を地元の子供たちと一緒に染め奉納したり、平泉寺（山形市）の散華の儀で

撒く御札を紅花染めした月山和紙で作り奉納させて頂いております。 
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│ 草木染工房 瓶屋  │ 

❖商品情報 

  ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  二色染リボン（色 各種） 

 一般名称  スカーフ 

 素材  シルク 100％ 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  約 80cm × 約 150cm 

 商品重量  約 35g 

    

  

山形県産シルクを染料畑の無農薬で育てた草木で染めた柔らかなスカーフ。そのままスカーフとしてお使い頂く他、半分
の畳んで二色重ねの大判スカーフとしてお楽しみ頂いたり、スカーフの両端を結んで両腕を通してショールに、また帯揚
げとしてもお使い頂けます。寒い季節に首元を温めるのは勿論、夏場には日差し除けやエアコンの風除けにも最適で、一
年を通してお使い頂けます。両端は後々の重ね染を考慮し、ミシンは使わず手作業で「くけ縫い」仕げとなっていま
す。・染料天然植物 100%（化学染料・動物性染料不使用） 
・洗濯 ドライクリーニングか薄めた中性洗剤で押し洗い 
・保管 直射日光・高湿度を避けて保管 
・一つ一つ手作りの為、若干の色合いやバランスが違うことがあります。また、100%天然色素で染めているため、時と
共に色は移ろってゆくことを何卒ご了承ください。 

  

 
 ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  縮みショール（色 各種） 

 一般名称  ショール 

 素材  シルク 100％ 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

山形県山形市  商品サイズ  約 85cm × 約 200cm 

 商品重量  約 90g 

    
山形県産シルクを縮み加工し、染料畑の無農薬で育てた草木で染めた柔らかなショール。寒い季節に首元を温めるのは勿
論、夏場には日差し除けやエアコンの風除けにも最適で、一年を通してお使い頂けます。縮み加工してあるのでアイロン
がけ不要。両端は後々の重ね染を考慮し、ミシンは使わず手作業で「くけ縫い」仕上げとなっています。 
・染料 天然植物 100%（化学染料・動物性染料不使用） 
・洗濯 ドライクリーニングか薄めた中性洗剤で押し洗い 
・保管 直射日光・高湿度を避けて保管 
・一つ一つ手作りの為、若干の色合いやバランスが違うことがあります。また、100%天然色素で染めているため、時と共
に色は移ろってゆくことを何卒ご了承ください。                   

 

 

 ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  厚地ショール （紅花染） 

 一般名称  ショール 

 素材  シルク 100％ 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  約 210cm × 約 105cm 

 商品重量  320g 

    

 山形県産シルクを、染料畑の無農薬で育てた紅花 100％で染めた
柔らかな厚地ショール。紅花の希少な赤の色、美しい光沢の艶や
かな手触りをお楽しみください。 
・染料 紅花 100%（化学染料・動物性染料不使用） 
・洗濯 ドライクリーニングか薄めた中性洗剤で押し洗い 
・保管 直射日光・高湿度を避けて保管。紅花染めは紫外線や
アルカリ性の液体に非常に弱く色飛びしやすくなるため、直射
日光や汗、唾液が当たらない様お使い頂くと紅花の色が長くお
楽しみいただけます。 
・一つ一つ手作りの為、若干の色合いやバランスが違うことが
あります。また、100%天然色素で染めているため、時と共に色
は移ろってゆくことを何卒ご了承ください。  
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│ 草木染工房 瓶屋  │ 

❖商品情報 

  ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  紅花染め反物 （着物地） 

 一般名称  反物（着物地） 

 素材  シルク 100％ 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  長さ約 1,350m × 巾約 38cm 

 商品重量   

    

当店の 100 坪の紅花畑で採れる紅花を約 2 年分（紅餅２㎏）を使用し染め上げた絹 100％の反物。紅花以外の染料は使用
しておりません。紅花の赤い色は古来より魔除けや幸せを呼び込む色とされており、着物に紅染めの生地を使うなど身を
守るものとして使われていました。 
・染料 天然植物 100%（化学染料・動物性染料不使用） 
・洗濯 ドライクリーニングか薄めた中性洗剤で押し洗い 
・保管 直射日光・高湿度を避けて保管。紅花染めは紫外線やアルカリ性の液体に非常に弱く色飛びしやすくなるため、
直射日光や汗、唾液が当たらない様お使い頂くと紅花の色が長くお楽しみいただけます。   
 ・一つ一つ手作りの為、若干の色合いやバランスが違うことがあります。また、100%天然色素で染めているため、時と
共に色は移ろってゆくことを何卒ご了承ください。 

 

 

 ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  花衣 ～はなごろも～ （紅花） 

 一般名称  アクセサリーポーチ 

 素材  シルク 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  約 7cm × 約 7cm 

 商品重量  約 5g 

    

染料畑の無農薬で育てた紅花染めシルクオーガンジー二枚重ねの花型アクセサリーポーチ。春の霞の中に思いを込めて、
うつろい行く時・うつろい行く色を紅花染めで絹布に映しました。紅花の赤い色は古来より魔除けや幸せを呼び込む色と
されてきました。お出かけ先で外したアクセサリーや小物を入れたり、お好きなポプリを入れて自分好みのかわいらしい
香り袋としてお使いください。・本体 素材：シルク 100%オーガンジー 染料：紅花（化学染料・動物性染料不使用）・組
紐 素材：絹糸  染料：紅花、他（化学染料・動物性染料不使用）・配色 本体と組紐に付属の球体の生地色は全て草木
染ですが,必ずしも写真と同じではありません。・保管 直射日光・高湿度を避け保管。紅花染めは紫外線やアルカリ性の液
体に非常に弱く色飛びしやすくなる為、直射日光や汗、唾液が当たらない様お使い頂くと紅花の色が長くお楽しみ頂けま
す。・一つ一つ手作りの為、写真と自若色合いが違う事があります。100%天然色素の為、時と共に色はうつろってゆくこと
を何卒ご了承ください。     

  

  ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  花衣 ～はなごろも～（色 各種） 

 一般名称  アクセサリーポーチ 

 素材  シルク・レーヨン 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  約 7cm × 約 7cm 

 商品重量  約 5g 

    

染料畑の無農薬で育てた草木染めシルクオーガンジー二枚重ねの花型アクセサリーポーチ。春の霞の中に思いを込めて、
うつろい行く時・うつろい行く色を四季折々の草木で染め絹布に映しました。お出かけ先で外したアクセサリーや小物を
入れたり、お好きなポプリを入れて自分好みのかわいらしい香り袋としてお使いください。・本体 素材：シルク 100%オ
ーガンジー染料：各種草木（化学染料・動物性染料不使用）・組紐 素材：レーヨン  染料：げんのしょうこ（化学染料・
動物性染料不使用）・配色 本体と組紐に付属の球体の生地色は全て草木染ですが、必ずしも写真と同じではありません。・
保管 直射日光・高湿度を避け保管。・一つ一つ手作りの為、写真と自若色合いが違う事があります。100%天然色素の為、
時と共に色はうつろってゆくことを何卒ご了承ください。     

 

3



│ 草木染工房 瓶屋  │ 

❖商品情報 

 

 

 ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  繭玉の正月飾り 

 一般名称  正月飾り 

 素材  自家製繭玉・柳の枝・月山和紙・他 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  約160cm（枝ぶりに差異があります） 

 商品重量   

    

    

 

当店の蔵でお蚕様を育て、多年豊作の象徴である繭を作
り、染料畑で育てた紅花・藍・キハダ・ゲンノショウコ・
日本茜等の草木で染め上げ、柳の枝に金銀の水引と紅花染
めの月山手漉き和紙で作った追羽根と共にあしらった正月
飾りです。 
・本体 染料畑の柳の枝、自家製繭、月山和紙、水引他 
・染料 天然植物 100％（化学染料・動物性染料不使用） 

 

 
 ブランド名  草木染工房 瓶屋 

 商品名  繭玉の節句飾り 七福 

 一般名称  節句飾り 

 素材  自家製繭玉・月山和紙・他 

 製造担当者  草木染工房 瓶屋 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  高さ約 15cm × 巾約 25cm × 奥行約 3cm 

 商品重量  約 20g 

    

    

当店の蔵でお蚕様を育て、多年豊作の象徴である繭を作り、染料畑で育てた日本茜、キハダ、生藍・キハダ、紅花・生
藍・紅花・生藍で染め上げ、扇状にした月山和紙に金銀水引と共にあしらった節句飾りです。お正月以外にも、節句祝
い、新築祝い、人生の節目のお祝いなどのｷﾞﾌﾄでもお使い頂けます。扇状の後ろに台紙が付いていますので、そのまま壁
掛けの状態にしたり、台紙の折り目で折り、和紙についているワイヤーを穴に通し先を台紙に折り曲げ固定し、置き型に
してもお使い頂けます。                                      
・本体 自家製草木染繭玉、月山和紙、水引他 
・染料 天然植物 100％（化学染料・動物性染料不使用） 
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