金魚ちょうちん
＆
オリジナル文房具
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１

柳井の郷土民芸品

金魚ちょうちんの由来
赤と白のすっきりした胴体に 、パッチリと
黒い眼を開いた おどけた顔の金魚ち
ょうちんは、幕末のころ、今からおよそ
150年の昔、柳井津金屋の熊谷林三
郎氏（さかい屋）が、青森の「ねぶた」に
ヒントを得、伝統織物「柳井縞」の染料を
用いて創始したといわれています

柳井ブランド認定商品

金魚ちょうちん 手書き箱入り ※

The origin of the goldfish lantern
それを戦後、長和定二氏の指導を受け
独自の技法を加えて今日の美しい金魚
ちょうちんを完成したのは、大島郡の
上領芳宏氏です。古くは多くの家々で
大人が作って子供に与えていました。
また氏神様の祭礼などに「お迎えちょ
うちん」の中に交じって、色どりをそえ
ましたが、昭和期に発行された日本郷土
玩具番付(日本郷土玩具の会)等
でも上位にランクされるなど、山口県
の代表的な民芸品にまで成長しまし
た。 柳井観光記念の
お土産の中へ
是非加えてください。きっと喜ばれる
ことでしょう。
(柳井商工会議所ホームページより抜粋)

２

About 150 years ago, merchant masters in
YANAI made a goldfish lantern as a toy
lantern for their children. They say, that
is the origin of the YANAIgoldfish lantern.
In the summer season, their children dressed
in YUKA TA(a ki n d of KI M ONO, s umme r
wear), and took the lighte d goldfish
lanterns around downtown in the early
evening for the summer festival.
At that time, this customwas becoming
familiar in YANAI.
After World War , methods of manufacture
were improved or brushed up, and they
resulted in this beautiful goldfish lantern.
simple but colorful lantern is one of the
famous souvenirs in YANAI, especially in the
summer season.Now these YANAIgoldfish
lanterns are ranked in the upper class in the
domestic folk art object committee in JAPAN
And so they enjoy popularity for souvenir or
interior goods.

人気No.1、金魚ちょうちんの定番です。
全て手作りで、大変愛おしい愛嬌のある
表情です。
毎年8月13日には金魚ちょうちん祭りを
迎え、最盛期には品薄も予想されます。
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全長220ｍｍ（うち頭の長さ80ｍｍ） ￥１,４５５（税別）
全長330ｍｍ（うち頭の長さ140ｍｍ） ￥１,６３７（税別）
全長500ｍｍ（うち頭の長さ200ｍｍ） ￥２,２７３（税別）
当店の金魚ちょうちんは・・・
➀ 全て手作り
➁ 目、口も手書き仕上げ（シールではありません。）
★中から明かりを灯した際も（白）目部が映えます。
➂ 赤い色は染料を使用（ポスターカラーではありません）
➃ 箱入り
➄ オリジナルの金魚ちょうちん包装紙にてラッピングしています。
柳井ブランドとは・・・
地域資源を柳井市地域ブランド認証事業実施要領により
柳井ブランドとして認証された商品です。
３

柳井ブランド認定商品

金魚ちょうちんリングノート
柳井商家しらかべちょうちん
白
全長３１０ｍｍ×直径２８０ｍｍ・・・￥１，５００（税別）

５色 ・ ３サイズ
左から桃・橙・赤・黄緑・水
Ｂ５ ・ 横罫・257×182mm・60頁・・・￥３６０（税別）
Ａ５ ・ 横罫・210×148mm・60頁・・・￥３４０（税別）
Ａ６ ・ 横罫・148×105mm・60頁・・・￥３２０（税別）

金魚ちょうちん祭り時に、竿灯用のちょうちんとして活躍。
雨にも強いビニール仕様です。“やない”の文字は地元の
書道家様より提供頂いております。

科目シール付

金魚ちょうちんスクールノート（５ｍｍ方眼）
５色
左上から水・桃・橙・赤・黄緑
Ｂ５ ・ 257×182mm・40頁・・・￥３００（税別）
４

５

金魚ちょうちんリングノート
ポケットメモ
￥２６０（税別）

柳井ブランド認定商品

■ サイズ：１０２×72mm
■ ６０頁
■ 日付欄付き

紅葉

紺

ひまわり

金魚ちょうちんリングノート
柳井縞/３柄
左から紅葉・紺・ひまわり

ポケットに入れて持ち運べる大きさで、
サッと取り出せて使えるので便利！
ポケットメモサイズは定番の赤のみの限定です。
中紙には日付欄があり、ワンポイントの金魚付きです。

Ａ６ ・ 横罫 ・ 148×105mm・60頁・・・￥３６０（税別）
味わいある柳井縞の模様をプリントした
ちょっと特別なリングノートです。

柳井金魚ちょうちんリングノート
耐水メモ
￥４８０（税別）
■ サイズ：１０２×72mm
■ ６０頁
■ 日付欄付き

金魚ちょうちんリングノート
無地/２種
FREE NOTE/じゆうちょう

“柳井の金魚ちょうちん文具”を代表するリング・メモに
待望の耐水仕様が登場。屋外でお仕事をされていらっしゃる方からの
リクエストで製品化。災害時にもお役に立てると思います。
勿論、ＡＲ機能も備えております。
６

Ｂ５ ・ 257×182mm・60頁・・・￥３２０（税別）
無地仕様。じゆうちょうとしてスケッチブック代わりに
お子様やお孫様への贈り物として人気です。
７

金魚ちょうちんリングノート
ユニホーム柄
３サイズ
Ｂ５ ・ 横罫・257×182mm・60頁・・・￥３６０（税別）
Ａ５ ・ 横罫・210×148mm・60頁・・・￥３４０（税別）
Ａ６ ・ 横罫・148×105mm・60頁・・・￥３２０（税別）

柳井ブランド認定商品

柳井金魚ちょうちん消しゴム（方言入り）
￥１５０（税別）
■ 方言 / 赤：やった分だけ返ってくるんじゃけぇ

橙：我慢しんさい
黄緑：いうても健康がいちばんじゃけぇ
水：ぴしゃ～っとせんにゃあ
桃：あんまり無理せんのよ

柳井金魚ちょうちん消しゴム
(方言入り)
￥５００(税別）

■ 方言 / さぁ輝きんさい

金魚ちょうちんプレミアムノート
Ａ４ ・ ２柄 （ 赤 / 黒 ）
■ 方眼罫

￥１,５００（税別）

■ 中紙：クリーム色
８

柳井ブランド認定商品

ゴールドフィッシュに因んだ金色の消しゴムです。
消しゴムのパッケージは金箔仕様です。

※金魚ちょうちん消しゴムは、ノンダストで高い消字率。特殊粘着性プラスチック素材の
消しくずが散らからないクリーンタイプです。
グリーン購入法適合品
９

金魚ちょうちん定規

金魚ちょうちんアラビックのり
２０ｍｌ

￥３５０（税別）

￥２８０（税別）

長さは使いやすくて収納しやすい１５ｃｍ。
何事にも十分ご縁（15）が
ありますように・・・
本体は透明で、数字もハッキリと見えます。

黒にヤマトカラーのオレンジが映える
コンパクトサイズ。
当店完全オリジナルの
金魚ちょうちんデザインです。

Pentelサインペン×YANAI金魚ちょうちん
デザイン２種

❶ 金魚４匹

１

金魚ちょうちんエンピツ
２Ｂ
１
本・・・￥１２０（税別）
３本パック・・・￥３３０（税別）
５本パック・・・￥５００（税別）
木目を活かし、敢えて手間暇の掛かるフィンガージョイント技術を
用いてつくりました。環境にも配慮した鉛筆です。大人の貴方にこそ
鉛筆の書き味の奥深さを今一度お楽しみ
頂きたいと願っております. グリーン購入法適合品
１０

❷ 金魚１匹

本・・・￥１８０（税別）

３本パック・・・￥５４０（税別）
■ インク色：黒・赤・青
■ インキ成分：水性染料
■ 機 構：キャップ式
■ 本体サイズ/重さ：１３３ｍｍ/１０ｇ

ぺんてる サインペンは1963年発売された水性ペンの
元祖です。平成~令和に移っても絶大な支持を受けている
日本の超定番文具です。
１１

柳井ブランド認定商品

柳井金魚ちょうちん ハイマッキー
￥３５０（税別）
■ インク色：黒
■ インキ成分：油性染料
■機

オリジナル万年筆 ＫＩＮ
Ｆ（細字） ・ Ｍ（中字）
￥３0，0００（税別）
■ 本体サイズ： φ17×124ｍｍ（クリップ部含む）
■軸
径 ： φ12ｍｍ・本体重量 ： 16.8ｇ
■ ペ ン 先 ：14金（ペン先仕上げ・金メッキ）

構：キャップ式

■ 本体サイズ/重さ：140.8ｍｍ/25.1ｇ

日本の定番文具ハイマッキーに、金魚ちょうちんデザイン仕様が
登場。文具好きなあの人にもきっと喜ばれる１本です。
色紙へのサインをこのハイマッキーでお願いすると双方が
思わず笑顔になることでしょう。
ゼブラ社との、正規商品ラベルカスタマイズ委託契約商品です。

１０

春夏秋冬、1年365日 柳井市白壁の町並みを背景に 文具販売業を
営む木阪賞文堂店主が、この「白壁の町並み」と「金魚ちょうちん」
に最大級の敬意を払い、構想から３年以上を掛けて制作したのが
オリジナル万年筆“ＫＩＮ”です。
書くことが好き・・・万年筆が好き・・・
金魚ちょうちんや白壁の町並みについつい想いを馳せてしまう・・・。
この万年筆がそういう皆様方の琴線に触れ、実際に手に取って
頂くことが叶うのであれば、これ以上の幸せはありません。

１１

柳井ブランド認定商品

オリジナル万年筆インク
大好きな白壁の町並みを色で表現したいという想いでつくりました。

２色 ・ ５０ｍｌ

￥２，０００(税別）

■ 柳井金魚ちょうちんレッド

（写真・左）

赤というよりも朱に近い ヴィヴィッドな赤。
陽射しを浴びて町並みを元気よく泳ぐ金魚
ちょうちんの活き活きとした表情を“色”として
楽しめます。

■ 柳井しらかべの夕暮れ

（写真・右）

薄暮から深みを増す青色。
紙によっては日が暮れる様子がその色合い
の変化となって町並みの光景を見事に
表現してくれています。

やない優美蒔絵ペン
￥３，５００（税別）
■ 本体ボディ色 ： 紺色
■方
式 ： 複合筆記具(回転式）
黒・赤ボールペン(0.7mm)
+
シャープペン(0.5mm）
■ 軸 ・ 大先 ： アルミ/メタリック・印刷蒔絵仕上げ
■ 本体サイズ ： φ14.5mm×142.6mm
■ 本体重量 ： 21.6ｇ
金魚ちょうちんと白壁の町並みの図案をモチーフにした
優美蒔絵複合筆記具です。細かな作業でしか味わえない
蒔絵独自の色彩を現代印刷技術で再現した加飾工芸品。

※日本唯一のインクブレンダー石丸 治さん（セーラー万年筆）に
相談しブレンドした唯一無二の“スペシャルなインク“です。
１２

使っていると一瞬“白壁の町並み”を散策しているような感覚になるかも・・・。
１３

八雲塗ＤＥ金魚ちょうちん万年筆
Ｆ（細字）
白

檀（写真・上）・・・￥５０，０００（税別）

黒

塗（写真・下）・・・￥４８，０００（税別）

■
■
■
■

キャップネジ式
本体サイズ： １５０ｍｍ
ペ ン 先 ：14金/ドイツ BOCK社製
付 属 品： 木箱
インクカートリッジ(黒・２本)
コンバーター・万年筆ふくさ
ペン休め（万年筆と同素材）

八雲塗ＤＥ金魚ちょうちんボールペン
白 檀（写真・下）・・・￥３０，０００（税別）
黒 塗（写真・上）・・・￥２８，０００（税別）

■ 本体サイズ： １４０ｍｍ
■ 付 属 品： 木箱
替芯・Ｍ芯（中字）
（パーカー替芯が使えます）

島根県松江市の山本漆器店 様との共同作業で金魚ちょうちんデザインの
賞文堂オリジナル八雲塗万年筆を制作しました。
末永くお使いいただける1本として、その書き味をお楽しみください。。
１４

金魚ちょうちんレターセット
￥８８０（税別）
■ 便箋サイズ： ２５０×１８０ｍｍ
封筒サイズ： ２０５×９０ｍｍ
■様
式： 縦罫線入（１０行）
■ 便箋２０枚・封筒５枚入
お客様からのリクエストの多かったレターセットを発売することと
なりました。金魚ちょうちんの顔デザインのインパクトが強いので、
“何を書いていたか”を忘れられる場合がございます。
取り扱いには充分ご注意ください(^v^)笑

金魚ちょうちん便箋

金魚ちょうちん封筒

￥６８０（税別）

￥４００（税別）

■ サイズ： ２５０×１８０ｍｍ
■ 様 式： 縦罫線入（１０行）
■ ３０枚入
１５

■ サイズ： 長４・２０５×９０ｍｍ
■ ５枚入

柳井の金魚ちょうちん
そえぶみ箋
￥５８０（税別）
■ サイズ： １１４×７３ｍｍ
■ 様 式： 横罫線入（７行）
■ 便箋３０枚・封筒５枚入
“柳井初”のそえぶみ箋をつくってみました。
世界一短い手紙で気持ちを伝えるそえぶみ箋は
全国的に大変高い関心を集めています。
因みに“金魚ちょうちん”と“柳”を組み合わせた
デザインは柳井でも実は大変珍しいのです。

顔

水引き

柳井ブランド認定商品

柳井金魚ちょうちん祝儀袋
手書き
￥２８０（税別）
■ ２柄 顔（写真・左）/水引き（写真・右）

一筆金魚箋
￥４００（税別）
■ サイズ： １９０×８２ｍｍ
■ 様 式： 縦罫線入（６行）
■ ２５枚入
お客様のご要望により商品化しました。
一度使い始めると、その形式にとらわれない
使い勝手の良さから手放せなくなる一品です。

１６

１枚入 (中紙付）
オリジナルの柳井金魚ちょうちん祝儀袋に手書きで
文言を入れた祝儀袋です。祝儀袋は２柄で金魚ちょう
ちんの顔のインパクト大！の「顔」デザインと
金魚ちょうちんが愛らしくやさしい風合いの「水引き」
デザインです。文言はすべて手書きの為、１枚１枚が
微妙に異なります。

※手書き文字の種類は他にも多数ご用意しております。
ご希望があればオリジナル文言にて筆耕致します。
１７

顔

水引き

顔

柳井ブランド認定商品

水引き

柳井金魚ちょうちん祝儀袋
無地

金魚ちょうちんポチ袋
２柄

￥２００（税別）

１枚入・・・￥１３０（税別）
３枚入・・・￥３５０（税別）
５枚入・・・￥５００（税別）

■

２柄・１枚入 （中紙付）

柳井ブランド認定商品

柳井ブランド認定商品

スタンダード金魚ちょうちん

手書き大好き金魚ちょうちん

金魚ちょうちんふせん
２柄

■ ３枚、５枚入は封緘シール、中紙付

１個入・・・￥３２０（税別）

金魚ちょうちん祝儀袋

■ サイズ：２６×７４ｍｍ
■ ３Ｍ製 強粘着
■ １００枚綴り

２種
雨ニモマケズ
風ニモマケズ
白壁ノ軒先デ
泳ギツヅケル
金魚チョウチンノ
ヨウナ
強イ付箋紙デ
ワタシハアリタイ

1枚・・・￥８００（税別）
■ サイズ：９０ｍｍ×１８０ｍｍ
■ 中封筒入り
■ 短冊４枚入り（金寿・御祝
御結婚御祝・無地）
当店オリジナル金魚水引きで作られた本格的祝儀
袋です。金魚はその発音から”金余”と非常に似てい
る為、縁起の良いものとされています。

柳井ブランド認定商品

２個入・・・￥６００（税別）
ピタッと貼れてひらひらしない強粘着タイプ。機能や品質にはこだわっています。

１８

１９

左ノリ

柳井の御朱印帳
【金魚ちょうちん GOSHUIN】

￥２，０００（税別）
右ノリ

■ 商品ｻｲｽﾞ： W116×H159×D13mm
■ 外装サイズ：W120×H161×Ｄ14mm
■ 商品重量： 150g/個
■ 折山数： 11山
■ 素 材；本紙・越前和紙で漉かれた「奉書紙」
中紙・本格手染和紙

柳井ブランド認定商品

金魚ちょうちんふせん
横型・２柄

賞文堂の｢柳井の御朱印帳｣は、柳井のアイコン“金魚ちょうちん”デザインをベースとし、
職人が丁寧に1枚1枚を染め上げた｢本格手染和紙｣を表紙にあしらっています。
金(黄)と赤のカラーリングは、白壁の町並み資料館内に鎮座しております“お鐘金魚”を
イメージしています。(70年近く柳井市白壁の街並みで商売を営んできた三代目“富一”に
畏敬の念を抱き、裏面には“富”の文字を配しています。)
また、手に取られた方の自由な発想で使って頂きたいという想いから、
本体に「御朱印帳」ではなく「GOSHUIN」とデザインしました。

１個入・・・￥３２０（税別）
■ サイズ：２６×７４ｍｍ
■ ３Ｍ製 強粘着
■ １００枚綴り

柳井の金魚ちょうちん

祈願お守り袋

右ノリ

￥８８０（税別）
■ サイズ：４８×７８ｍｍ
■ ストラッップ仕様

左ノリ

柳井ブランド認定商品

横型・２個入・・・￥６００（税別）

金魚ちょうちんふせん（強粘着）に横型が仲間入り。全国でも珍しい、
右糊（みぎのり）と左糊（ひだりのり）仕様を揃えました。
お仕事も勉強もノリノリですよ♪
２０

町並み資料館(柳井市白壁の町並み内）に鎮座するお鐘金魚。館内の方に聞くと
驚くほど幸運の報告が寄せられているそうです。投げ入れた硬貨を備え付け用紙にくるんで
お財布等に入れるのですが、チャリ～ンという美しい音と共に連想したのが、
柳井のお願い金魚です。金魚ちょうちん×お願い金魚×お鐘金魚
これらが繋がる専用の(お守り)袋があったら良いなと思いました。市内外の方々が一人でも多く
この街並みを訪れ、お願い事を書きチャリ～ンとして頂けたらしあわせます。
※「お願い金魚」願い事を書いて、硬貨と併せて入れてくださいね。
２１

柳井市白壁の町並みにある
文具屋さんがつくったスケッチブック
３柄

￥１,３００（税別）
■ Ａ４サイズ
■ 画用紙２５枚綴り
■ 厚口画用紙

２０枚入・・¥３００（税別）

外国の方へのお土産
として英語表記バージョン
もございます。

柳井ブランド認定商品

やないおねがい金魚おりがみせっと
１５ｃｍ×１５ｃｍ
２０枚入・・・￥３００（税別）
５０枚入・・・￥５００（税別）
■ 折り方解説書、赤い折り紙、
実際に折ったおりがみ金魚１個付

左から色えんぴつ・えの具・水玉

柳井の文具屋さんがつくったＡ４サイズの金魚ちょうちんご当地産スケッチブックです。
デザインだけでなく、思いつくままに書くことが楽しめる１冊。
それは発想が拡がる一寸特別なノートブックみたいなもの。画用紙はマルマン社製の
一番よく紙肌が出ていて幅広く愛用されている“厚口画用紙”を採用。
シンプルながらも気持ちの良い１冊に仕上がりました。

金魚ちょうちん測量野帳

柳井縞

￥４００（税別）

格子

■ コクヨ製・品番 セ-Ｙ３
■ タテ１６５×ヨコ９５×６mm厚
■ ４０枚綴り・上質紙
■ スケッチ３ｍｍ方眼

ポップ

金魚ちょうちんおりがみ
１５ｃｍ×１５ｃｍ
ポップ
柳井縞
格 子

５柄・２０枚入 ・・・ ￥４５０（税別）
３柄・１５枚入・・・ ￥４００（税別）
３柄・１５枚入 ・・・ ￥４００（税別）
２２

1959年発売以来、半世紀以上経っても変わらぬスタイルを貫くコクヨの手帳型ノート
「測量野帳」。本来は土地測量技師のためのメモ帳ですが、絶妙なサイズと
どんな姿勢でも書きやすい実用性に加え、潔いまでのシンプルさが文具愛好家の
目に留まり、「ヤチョラー」と呼ばれる普段使いの女性ユーザーが急増しています。
柳井初のオリジナル野帳は、使っても贈ってもニヤニヤが止まりませんね。

２３

マルマン×金魚ちょうちん
あなたの熱い想いを描いて残そう！

金魚ちょうちんクリアーホルダー
（クリアーファイル）

柳井のマルキンZUANスケッチブック

乳白色

￥６００（税別）

Ａ４サイズ・・・￥２８０（税別）

■ Ｂ６判・１２２×１７７×１０mm厚
■ ２４枚綴り
■ 画用紙

■ ３１０×２２０ｍｍ （写真/右・左）

柳井ブランド認定商品

Ａ５サイズ・・・￥２２０（税別）

並口（中性紙）・126.5g/㎡

アマチュアからプロまで、あらゆるユーザーに長きにわたって愛用されている、
日本を代表する画用紙です。その図案シリーズデザインに柳井の金魚ちょうちんが
仲間入りしました。閃くアイデア、溢れる創造力・・・金魚ちょうちんと一緒に
絵や文字で表現してみてください。あなたの想いをカタチにすることは夢をかなえる近道ですよ。

マルマン×金魚ちょうちん
あなたの熱い想いを描いて残そう！

柳井の金魚ちょうちんクロッキーブック
￥７５０（税別）

■ ２２０×１５８ｍｍ （写真/中央）

※ バックプリント

※ 白く見えている部分は販売時に白い紙を中に挟んでいるためです。

金魚ちょうちんリングノート・金魚ちょうちんスクールノート(5mm方眼)
と同じデザインで後ろももちろん金魚ちょうちんのバックプリントです!
カラーはノートでも一番人気の“赤”です。 Ａ５サイズも新しく仲間入りしました♪
バッグにもすっぽり入るサイズでとても便利です。

サイズはプチでもシッカリなつ印

柳井の金魚ちょうちんプチ朱肉
２色

■ 本体サイズ：１８２×１６５ｍｍ
（本文サイズ：１７６×１５５ｍｍ）
■ １００枚
■ 白クロッキー紙（中性紙）・52.3g/㎡

長年多くの方に親しまれているクロッキーブック。
表紙のしなやかさとめくりやすさに重点を置いて設計された
“日本の定番”文具のひとつです。 柳井の金魚ちょうちんが、
見る角度によって表情を変えてくれるデザインとなっています。

２４

￥６００（税別）
■ サイズ：３８．５×３８．１×１４．６ｍｍ
■ 朱肉直径２３ｍｍ
安心のシャチハタブランド。サイズはプチでもしっかりなつ印できます。
小型サイズでご家庭での収納や、外出時の携帯にも便利です。
盤面の大きさは、シヤチハタ朱肉シリーズの中で最も小さい直径23ミリ。
一般的に使われる実印の最大サイズ・直径18ミリに対応しています。
ご家庭でのご使用や外交営業等に最適な場所をとらない小型サイズです。
２５

金魚ちょうちん
クリップファイル
Ａ４/６色・・・￥１，５００（税別）
■ カラー : レッド・ピンク・ライトグリーン
イエロー・ライトブルー・ネイビー

■ サイズ：Ａ４判タテ型
■ 外 寸：２３８×３３４ｍｍ・１０ｍｍ厚
適正収容枚数５０枚

Ａ５/レッド・・・￥１，２００（税別）
■ カラー : レッド
■ サイズ：Ａ５判タテ型
■ 外 寸：１７４×２５０ｍｍ・１０ｍｍ厚

やないおもたせ文具箱

適正収容枚数５０枚
※ 内側の色：レッド・ネイビーは黒
ピンク・ライトグリーン・イエロー・ライトブルーはホワイトグレー

表紙は画期的なリバーシブル３層発泡ＰＰ素材なので、軽くて丈夫です。３６０度表紙が
折り返せるのもとっても重宝しますよ！内側には名刺やメモが挟める三角ポケット付です。

手づくり金魚ちょうちん
おどうぐばこ

￥１，８００（税別）

￥２，０００（税別）

■ リングメモ・ふせん
大 ・・・￥３，６００（税別）
■ 内 寸：２１４×３１０ｍｍ・６０ｍｍ厚

写真 左・大 / 右・小

小 ・・・￥２，２００（税別）
■ 内 寸：１３０×２６３ｍｍ・６０ｍｍ厚

「よいこのおどうぐばこ」と聞けば、ライオン柄の黄色い箱を思い出します。そんな懐かしい思い出が
蘇る“おどうぐばこ”を、賞文堂は真っ赤な金魚ちょうちんのデザインでつくってみました。
大人になったあなたにこそ使って頂きたい・・・一品一品すべてが手づくりの“おどうぐはこ”です。
２６

■ Ａ６リングノート、定規

消しゴム・鉛筆

３色ボールペン（0.7mm）

定規・液状のり

ふせん・消しゴム、液状のり

白壁の町並みで暮らす文房具屋さんが、
金魚ちょうちんと柳井の良さを少しでも知ってもらえたら
嬉しいのぉ・・・と手間と知恵と工夫を凝らしてこしらえました。
※ご希望・ご予算額に応じてセット組もさせて頂きます。
２７

金魚ちょうちんキーホルダー
ＰＶＣ製
￥８００（税別）
■ サイズ： Ｗ５８ｍｍ×Ｈ６０ｍｍ
■ ソフトＰＶＣ製
凹凸のソフトＰＶＣ製。
半立体成型で、高級感と今までにないデザイン表現を
可能にしたキーホルダーです。金魚ちょうちんを
より愛おしく感じるアイテムです。
鍵は勿論、バッグ等に付けて可愛がってください。

金魚ちょうちん巾着袋 きんきん
Ｓサイズ（赤色）・・・￥６８０（税別）

■ サイズ：Ｗ１６０×Ｈ１８０ｍｍ
■ 素 材：綿
■ 紐の色：緑
Ｍサイズ（青色・赤色）・・・￥８８０（税別）
■ サイズ：Ｗ２００×Ｈ２５０ｍｍ
■ 素 材：綿
■ 紐の色：巾着（青）・赤
巾着（赤）・オレンジ

金魚ちょうちんコースター
５柄
￥３００（税別）

バックプリント

■ 方言 ・よ～来ちゃったね～
・いつもありがとうございます
・あ、ご心配です
・お茶でも飲みんさい
・まぁゆっくりしていきんさい
金魚ちょうちんのインパクト大！なデザインの巾着袋です。
中央下に”KIN chaku”と“The goldfish lantern will make you happy”
の文字が入っています。スマートフォンやお財布を入れてちょっとお出掛け・・・
お薬や洗面具等を入れて旅のお供に・・・といろいろお役に立ちそうです。

２８

贈り物用に同柄２枚入った袋入りも
ございます。¥６００（税別）

当店オリジナルの金魚ちょうちんコースターです。
地元の温かい方言入りで５種類ございます。
当店でもこのオリジナルコースターでお茶を
お出ししており、お客様からご好評を頂いております。
２９

金魚ちょうちんマグネット
２種
丸型 ・ 角型

金魚ちょうちん
マグネットクリップ
角型

サイズ ： ４ｃｍ

サイズ ： ４．５ｃｍ×６ｃｍ

￥３５０（税別）

￥４２０（税別）

マグネット角型とマグネットクリップには“忘れちゃあいけんよ”の方言入りです。
マグネットクリップは普通紙で約３０枚挟めます。

金魚ちょうちんマグネットバー
２種 ＰＯＰ・ ステンシル

金魚ちょうちんステッカー
￥３５０（税別）

￥６８０（税別）

■ ７０mm角（角丸仕上げ)

■ １５０mm角（角丸仕上げ)

お客様のリクエストから商品化しました。金魚ちょうちんの
耐水・耐光仕様のステッカーです。自動車、バイク、自転車、
各種小物、ヘルメット等に貼ってお楽しみください。

幅２０ｃｍ

￥４５０（税別）
長めのバータイプで大きめの紙もしっかりとめれます。

金魚ちょうちんカ～ステッカー
２種

金魚ちょうちんピンバッジ
￥７００（税別）

金魚ちょうちんピンバッヂ

柳井初の金魚ちょうちんピンバッジです。
地元で活躍中のイラストレーター檜垣圭子さん
のデザインをモチーフにして制作。
キャップ、スーツ、バッグ等に付けてお楽しみください。
３０

￥７００（税別）
サイズ ： 2.9ｃｍ丸

金魚ちょうちんドラレコステッカー
￥６８０（税別）

￥６００（税別）

■ １５０mm丸型

■ １５０mm丸型
ＢＡＢＹ ＩＮ ＣＡＲ（写真・左）
ＫＩＤＳ ＩＮ ＣＡＲ(写真・右）
３１

金魚ちょうちん五宝美シール
￥３００（税別）
■ 直径 ３．５ｃｍ ・ ５枚入
■ 文字内容 ・たいへんよくできました！
・がんばれ！
・おめでとう
・ありがとう
・無地

２枚セット(ケース入)
２枚セット(ケース入)

金魚ちょうちんはんけち~ふ
２柄 （金魚フェイス / 水玉 ）

金魚ちょうちんシール
４種
左から 封緘シール・お手紙・５色・赤のみ

￥１５０（税別）
■ サイズ ： 20×20mm角丸
25×20mm（お手紙シール）
■ １シート １５片入
■ 光沢紙（葉書サイズ）

３２

１ 枚 入 ･･･ ￥６００（税別）
柳井の金魚ちょうちんぷくっと転写シール

シールｄｅきんぷく
￥２００（税別）
■ サイズ ： 30mm
■ １シート
■ 強粘着・耐水性・耐磨性

２枚セット・・・￥１，１００（税別）
■ サイズ ： ２５ｃｍ×２５ｃｍ
タオルの産地”四国今治”で染めて織りました。生地はシャーリングで
パルプ地のループのあたまの部分を均一にカットして、
芝生のような状態にしたものです。ビロードのような光沢とやわらかな肌触りを
持ち合わせた、風合い豊かな生地です。
安心してお使いください。
今治タオル 日本製・綿１００％
３３

柳井ブランド認定商品

金魚ちょうちんぬぐい

柳井のマスキングテープ

赤いタオルの糸の伝説

２柄 ・ １５ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥５００（税別）

２柄 （ 紅白 / 水玉 ）・・・￥１，２００（税別）

カモ井紙工社製

手ぬぐい×タオル
日本古来より日本人の生活に親しまれてきた伝統的な手ぬぐいと、
吸収性と手触りに優れたタオルと両方のいいところを
一枚で持ち合わせています。お向かい愛媛県今治産。
手ぬぐいのように薄いので速乾性はバツグンです。
サイズ：３４．５×９０ｃｍ
今治タオル 日本製

■ 柳井の金魚ちょうちん柄

（写真・左）

“ぬぐい”でも大人気だった、水玉&金魚ちょうちんのデザインです。
前、横、後姿の金魚ちょうちんが愛らしく、長～くテープを引き出すと
クルクル回っているようです。
金魚ちょうちんを引き立ててくれるよう、水玉のサイズにもこだわりました。

■ 柳井市 白壁の町並み柄

（写真・右）

白壁の町並み柄は実際に柳井市白壁通りに実在する6件の家屋・建造物と
赤いポストがモデルです。石畳と街灯もいい味を出しています。
デザインは手書きの風合いで白壁の町並みに流れる
穏やかな雰囲気ととてもマッチしています。
３４

３５

柳井ブランド認定商品
柳井ブランド認定商品

柳井オリジナルマスキングテープ
カモ井紙工社製
柳井縞デザインをイメージしたご当地マスキングテープです。
素朴な手織りの風合(感触)をご堪能くださいませ。

■ キリッと柳井縞々マスキングテープ （写真・左）

２４ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥６８０（税別）

■ フワッと柳井縞々マスキングテープ （写真・中央）

柳井オリジナルマスキングテープ
カモ井紙工社製
柳井で活躍中のイラストレーター檜垣圭子さんデザインの
マスキングテープです、。原画を忠実に反映しました。

■ ステンシルＤＥ金魚ちょうちん

（写真・左）

２４ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥６８０（税別）

■ 金魚ちょうちんと十二支の大行進

（写真・中央）

２４ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥６８０（税別）

■ 千客万来柳井縞々マスキングテープ （写真・右）

３０ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥７８０（税別）
３６

３０ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥７８０（税別）

■ YANAI-FIVEだ、ゴエンジャー

（写真・右）

２４ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥６８０（税別）
３７

金魚ちょうちんオリジナルスイーツ
※軽：軽減税率対象商品

柳井ブランド認定商品

ギフトボックスのみ￥３５０

チロルチョコ ギフトボックス
¥２，８６１（税別）

ギフトボックスの中にはチロルチョコが２７個入ります。

柳井オリジナルマスキングテープ

ボックス代＠350+チロルチョコ（＠93×27個）＠2,511
￥２，８６１(税別)です。

カモ井紙工社製

金魚ちょうちんチロルチョコ

■ ＰＯＰ金魚ちょうちん

１個・・・￥９３ （税別） ※軽

１８ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥５８０（税別）
いつもはどことなく無表情の金魚ちょうちん。
おどけた表情は愛嬌たっぷりです。

■ 金魚ちょうちんのアカリ

金魚ちょうちんビスコ

３８

１個・・・￥１６０（税別） ※軽

金魚ちょうちんキットカット
箱入り

２４ｍｍ幅×１０ｍ・・・￥６８０（税別）
柳井市白壁の町並みに装飾される金魚ちょうちん。
日没後、あかりが灯った様をマスキングテープで表
現した店主お気に入りのデザインです。

金魚ちょうちんキットカット

１個・・・￥１６０（税別） ※軽

３枚入・・・￥５００（税別） ※軽
※パッケージデザインは変わることがあります。
３９

Carp ＆ YANAI
こいときんぎょの あかい いと シリーズ
広島～岩国(由宇)～柳井、県東部地域活性化の為、
金魚ちょうちん は コラボでも、全力プレー中です ! !

金魚ちょうちんフーセンガム

金魚ちょうちんドロップ

１個・・・￥１００（税別） ※軽

１個・・・￥５００（税別） ※軽

Ａ５金魚ちょうちんリングノート
カープコラボVer
￥４２０（税別）
■
■
■
■

※バックプリント

規 格： Ａ５②
サイズ ： ２１０×１４８ｍｍ
様 式： 横罫
60頁

柳井市地域ブランド認証品でもある“A5金魚ちょうちんリングノート“に
カープロゴ、カープ坊や、オリジナルロゴ（ランタン）がドッキングした1冊。

金魚ちょうちんの
金太郎あめちゃん
いちご味

Ａ４柳井縞金魚ちょうちん
クリアーホルダー
カープコラボVer

金魚ちょうちん顔の
プチアメチャン
りんご味

１
個 ・・・ ￥５０（税別） ※軽
５ 個 入 ・・・ ￥２３０（税別） ※軽
１０ 個 入 ・・・ ￥４００（税別) ※軽
１２ 個 入 ・・・ ¥８００（税別） ※軽

￥４００税別）

￥５８０（税別） ※軽

■ 規 格：Ａ４
■ サイズ：３１０×２２０ｍｍ

■ 内容量：４０ｇ

柳井市地域ブランド認証品 “Ａ４金魚
ちょうちんクリアーホルダー”に柳井縞
（織柄）とカープ坊や、オリジナルロゴ
（ランタン）でデザインしました。

（ＢＯＸ入）

文房具屋さんですが、金太郎飴を作ってみました。どれも愛嬌たっぷりの顔で可愛いですよ。
町並みを歩きながら・・・お仕事やお勉強をしながら・・・。
お口の中で転がしてお楽しみくださいませ。
４０

※バックプリント
４１

柳井縞名刺入れ
カープコラボVer
￥３，５００（税別）
■ 色：濃紺
表/柳井縞<五月雨>
中/革
■ サイズ：W115×H750 ×D10mm

弁当箱式で実際にかけた写真
約５００ｇ

金魚ちょうちん表札

※バックプリント

柳井市の伝統的織物”柳井縞”を使った高級名刺入れです。
生地色は柳井縞を象徴する濃紺（五月雨柄）を採用しました。
カープロゴマークは白でプリント。裏面は大きくＣマーク。

金魚ちょうちんＴシャツ
カープコラボVer

２種 （ステンレス / ホワイト）
￥１２，０００（税別）
■サ イ ズ ： Ｗ８５ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ×Ｄ２０ｍｍ
■取付方法 ： 弁当箱式（一般的な取付方法です）
テープ貼り付け / 穴あけビス止め
捨て板付 / スタットボルト式 / 被せ式
■書
体 ： ８種類 （下記 見本参照）

￥４，３００（税別）
■ サイズ：Ｍ/身丈 ６８ｃｍ・身巾 ５０ｃｍ
■ 素 材： ポリエステル１００％
１５０ｇ/㎡メッシュ（4.4oz）
ＵＶカット

※バックプリント

オリジナル金魚ちょうちんＴシャツのデザインを
アレンジしました。金魚ちょうちん８匹（ボールの
イメージ）とカープ坊や計９人（ナイン）での
野球Verです. （背中に８７１の背番号入）シャツの
カラーは“ガーネッドレッド”を採用。ドライ仕様
なので、暑いシーズンでも爽やかな着心地の
1枚です。
４２

かねてから地場の板金屋さんと打ち合わせを行い、
この度お披露目となりました。新築時お祝いの品としても
喜んで頂けると思います。金魚ってやっぱり縁起物ですからね。
家内安全ですよ～♪
４３

年間１０個限定

金魚ちょうちん風鈴
￥８，８００（税別）
■ 寸法 全長：約１４ｃｍ（口から尻尾の先まで）
胴体：約１０ｃｍ（口から尻尾の手前部分まで）
高さ：約１１ｃｍ（頭から手まで）
細部までこだわり全て手作りの為、毎年１０個限定です。
夏の日差しを浴びて真っ赤に輝き泳ぐ金魚ちょうちん。
町並みを陰ながら演出してくれると思うと嬉しいですね。

柳井には愛くるしくて・・・魅力的で・・・
不思議な力を秘めた金魚ちょうちんがあります。
このまちの暮らしに、なくてはならない存在です。
白壁の町並みで暮らす文房具屋さんが、
金魚ちょうちんと柳井の良さを
少しでも知ってもらえたら嬉しいのぉ・・・と、
手間と知恵と工夫を凝らして
金魚ちょうちんの文房具を拵(こしら)えています。
「手みやげに金魚ちょうちんを・・・」
「手みやげに金魚ちょうちんの文房具を・・・」
柳井でつくられる ちょっと心はずむ文房具が揃います。
遠くの友人や家族、大切な人へ・・・
「文房具のおもたせ」いかがですか。

『つまらないものですが・・・』と言いつつ渡す
“ギュッ”と詰まった“柳井の文房具”。

あなたのお宅や贈り物に喜ばれそうです。

＜販売元＞

創業１８９４年

令和バージョン

有限会社 木阪賞文堂

￥８，８００（税別）
柳井中央店

山口県柳井市中央3-278-2

〒742-0035

（柳井グリーンマンション前）

白壁本店

山口県柳井市柳井津４５２番地 〒742-0022
（白壁の町並み内）
ＴＥＬ（0820）22-0150
FAX （0820）22-9506

E-mail:info@sirakabe.com
http://www.sirakabe.com/
４４

SBD20200115

