
日本の食文化を。福島
割箸を「割る事」は、事をはじめる、という意味を持ちます。

祝い事、神事・‥わたしたちの国では、大事な場面に、

いつも、共新しい割箸が用意されました。

磐城高著の割箸は、割箸としては最高級の、

杉利久9す（24cm）柾目割箸。

純いわき産の杉原木を材料にしたこの割箸を、

福島より復興の願いも込めて送ります。

新しい事のはじまりに…。

自（自太）
木材の樹皮に近い周辺部。

中心材に比へて淡色で明るいため、

白肌とも言われています。
一般的に割箸に多く使われている部材です。

Sapwood

PenumbrapartnearthecortexofthetImber

Asthec010rlSllghtercompaTedtothecorepart

ltlSaISOreferredaspaIeskln

ThlSLSmOStuSedforwoodenchopstlCkslngeneraI

より、いただ拍す。．
Spl■ttingapartapalrOfchopst■CkshasthemeanTngOfstartingath■ng・

lnourcountrywealwayshadabrandnewwoodenchopsticksready

at■mPOrtanteVentSSUChascelebrationsandshrinerituals・

AIEofwoodenchopsticksoflwak卜Ibkahash＝S24cmSug■rikyu

edge－grainedwoodenchopst■Cks′thefinestofallwoodenchopstlCks・

WesendthiswoodenchopsticksuslngOnlytherawwood

Oりapanesecedaroflwakitoyouw■thhopeforrecovery・

Forthenewstart．．．

赤（赤身）・黒（黒芯）
木材の内部の色が濃い部分。

白に比へ耐朽性があり、木材としての

利用価値が高く、中でも純粋な「黒」「赤」の

杉利久柾目は、国内ではとても貴重なものです。

Heartwood

ThepartlnSldeoftImberwlthadarkercolor

ThlSlSlastIngCOmParedtowhltePartand

hashIghutrlltyVa．ue Espec●aLly“bIack’’andured’’

（Sugl－Rlkyu－Masame）areveryprecIOuSlnJapan



株式会社磐城高著のオリジナル商品です。

国産杉原木を材料にした最高級割箸を、

オリジナル・デザインのパッケージにして発売しました。

AnorlglnalproductofIwakl－TakahashHnc．

WeputthehlghestquaIltyWOOdenchopstlCksuslngraWWOOdof

theJapanesecedarInanOrlglnallydeslgnedpackage

希望のかけ著　　　　　Kib。n。KakeHashi

3膳セット希望小売価格￥540慨込）
ッ一日のうち150】牛が式日日金となり、それぞれふ岬iずつが　川路IIJへll■日射肯付されます。

東日本大震災で被書の大きかった岩手

県（気仙杉）・宮城県（栗駒杉）・福島県

（磐城杉）の杉間伐材を使用した割り箸

を作りました。この割り箸が復興の架け

椅となりますよう、願いを込めて「希望

のかけ箸」をお届けします。

3pairsaSSOrtment

suggeStedretd■霊pr■Ce￥540（tax■nCIuded）

WeusedchopstICksuslngJapanesecedar
tImberofthreeprefectures．lwatePrefecture

（Kesencedar）．MlyaglPrefectur（Kurlkoma

C8dar）and Fukushlma Prefecture（lwakl

Cedar）where the effects of Great East

Japan Earthquake WaSStrOng Wlth hope

thaHhJS ChopstlCks w‖be the brldge of

recoverywesendyou“KlbonoKakeHashL”

浮せ絵写楽割箸 UkiyoeSharakuWari－bashi

3膳セット

希望小売価格￥324（税込）

写楽の描く役者たちが、割箸を手にして

いる、遊び心たっぷりの箸袋です。海外

へのお土産におすすめします

3pairsas50rlm印t

suggeStedretd■lpr【Ce￥324（tdXinctuかd）

ChopstlCkcasefulLofplayfulrnlnd，

actorsdrawnbySharakuholdlng

WOOdenchopstH〇ksonthelThands

Greatfor0VerSeaSglft

磐城杉割箸　　　　IWAKISUGIWarトbashi

4膳セット

希望小売価格￥324（税込）

割箸では最高紋の杉利久9寸（24cm）

柾目4膳セット。色味の異なる黒（黒芯材）、

白（自大）、赤（赤身）かセットになっています∪

3pairSaSSOrtment

suggesledret訊p‖〔e￥324（bn几CIuded）

24crTLSuglrlkyu，the flneStOfa”vJOOden

ChopstlCks4palrS Of edge一gralned vvlth

dlfferent co10rtOneOIblack（blackcore）．

Whlte（alburnum）andred（heartvJOOd）

thurnb，and between

杉祝い箸　　　　　　sugilwaiWari－bashi

2膳セット

希望小売価格￥162（税込）

お正月、お祝いの席なとに、日本では緑起

か良いとされる、紅白の杉利久9寸柾目の

赤（赤身）と白（自大）を組み合わせました。

2pairsassorlment

su鴎eS【edreta■lpr■〔e￥162伽in山ded）

We have assorted red（heartwood）and

Whlte（alburnurTI）24cnl SuglrIkyu edge－

graLned chopstlCks for New Year and

Celebratory events as red and whlte LS

SaldtobeausplCLOUSlnJapan

ご贈答に、お店のオリジナル割箸に、ノベルティに人気です。

箸袋・パッケージや刻印など、さまざまなオーダーにお応えします。

その他、ご要望も、お気軽にお問い合わせください。

PopularforgIft，theshop sorlglnaIwoodenchopstlCks，andnovelty．

WemeetyourVarl0USneedsofchopstlCksbags．packageand punchmarks．

PJeasedonothesltatetOCOntaCtuSOnanyOtherrequests．

オリジナル若菜入れ　originalchopsticksbag

500袋～

撥お見積りいたします。

店名入り箸袋、箸袋入り各種割箸、承り

ます。ノヘルティ、販促品、贈答品、粗品

にオリジナル箸袋をおすすめします。

FrDm500pairs

＊WewLHestImateforYOu

Wemakechopslrcksbagwlththename
Ofrestaurantand dLfferentkInds of

ChopstlCkslnbag Werecommendyou
OrlglnalchopstICksbagfornovelty．

PrOmOt】0ngOOd，glHandlnfer10rg桐

オリジナル煉刻印 Originalhotironmark

300膳～

※納期・金額については、お問い合わせくたさい。

磐城高著は、国内では唯一、割箸の溝にそった焼刻印の加工を

可能にしました。お好きな文字をオーターメイトで作成、磐城杉

の割箸に刻印いたします。ワンランク上のオリシナル割箸です。

From300pairs

＊PleasecontactusregardlngCOStanddeHverYdate

lvvakl－TakahashlenabledhotlrOnmarkonwoodenchopstlCks，

andwearetheonlywlththlSteChnlqUelnJapan

WevvIILmakeyourcustomlZedhotlrOnWJthanyletlers

youllkeandbrandourlwaklCedarchopsllCks

ThlSWllLbetheonglnalchopstlCksmoTeSPeC！althanotherS
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商品取扱い店舗一覧
LIStOfstOreSWlthourproducts

・仙台エアポートサーヒス（仙台空港）

・陸前高田物産センター（陸前高田市）

・福島県観光物産館（コラツセふくしま）

・福島県八重洲観光交流館（東京駅八重洲口）

・いわき観光物産センター銘品プラザ（らちみゅう）

・エポカ21観光物産館（栗原市）

A■rPOrtServ■CeSenda一（Senda■AErPOrt）

RlkuzentakatalburlSmProductHalE（R■kuzentakataC．ty）

・FukushlmalburJSrnProductHaH（CORASSEFukuShlma）

FukushlrTlaYaesuSlghtSeelngHall（TokyoStat■OnYaesuexlt）

IwakllburlSrTIProductCenterPlaza（Lalamew）

・Epoca211bur．smproduclCenter（Kur■haraClty）

●本リーフレソトに掲載の、希望小売価格は2014年4月現在のものです。価格は予告なく変更する場合が

ありますので、あらかじめご了承ください（

●商品取扱い店舗は、主に「希望のかけ箸」取扱い店舗で、2012年8月現在のものですり

や自然の木材加工品ですので、色幅や風合いが一膳一膳異なります。

●ThesuggestedretaHpncelnthlSleafletrsasofAugust2812PEeasenotelhatpr‖：CSmayChange血thoutprl0rnOtICe

●ThellStOfstoreswithourproductsarenlOStlystoreswlth止KLbounoKakeHashlhandasofAugust2012

＊Theco10rSandtonemaydlfferfromapalHoanotherslrLCethlSISanatUraltlmberprocessedproduct

放射性物質の検査に関して。

芸豊富チ言雲；誓芸諾霊諾三　．ご誓誓・
割箸の放射能測定を実施して安全を確認し

ております。安心してご使用いただけるよう、

今後も努力してまいります。

Regardingtheradioa（tivernaterialinspection‥

Atlwakr－TakahashlWe have been requestlnga

PubllClnStltUtlOnFukushlmaTechnorogyCenter

tomeasureradl0aCIN吋OfthechopstlCksregulaTly

SlnCeAprl12011．Wewl”keepmaklngbesteffort

lnOrderforourcustomerstobeabletouseouT

PrOductwithoutworry

慧慧諾．慧慧≡su．emご＼こ

株式会社磐城高著では、いわき産の杉間伐材を100％使用し、検品以

降を全室、降がい者施言封こ委託しています。また、製造工程で出た端

材、使用済み割箸等は全て蒔ボイラーで燃焼し、熟エネルギーとして

回収、新たな割箸の乾燥工程に使用しています。
K－1009268　　A－（1ト100078

AtLwakl－Takahashllnc．，100％ofthematerralweuselStheJapanesecedaroflwaklandcontract

outa”oftheworksofproductqua■■tyCheckandaftertothehandICaPPedpeople’sfacIl一ty

AIso．weuseflreWOOdboltertoburnleftovermaterlals．UsedchopstlCksetctorecycleasthermal

energyandusetheenergylnthedryJngPrOCeSSOfnewchopstlCks

株式会社磐城高著

〒979－0153　福島県いわき市川部町川原2番地

TEL：（0246）65－0848　FAX：（050）686l－0164

HP：http：／／iwaki－takahashi．biz

〒979－0153

2KawaharaKawabe－ChoTwakiCity′Fukushima）APAN

TEL．0246－65－0848　FAX．050－6861－0164

〒≡
8endyour汀l】ddlefM9erandp18Ceth0

0therl：hopSUCksoit＝esat仇et甲0†

yoUrthumb∈lndthe桁rstJOmtOt軌e

m】ddleflngeHT〟OChopstlCksSetP訂訊叫

もうー方の箸を、親指の腹で挟んで、

中指の第一関節で支えます。

I l　′

牽
Tbsupporlyournng胡∩9eちWIllChlS

h01dmglowl∋rChopstlCk，Setyt川r

lluIetlrlgertlghtlyFlongtherlng¶∩9er

下の箸をしっがノ支えるために、

小指を薬指に沿わせますリ

0叩け

二‥＿‾‾l∴l

S。．．挑
二つに分け（割り）ますJ

黛
H01don8Chopst■Ckbythebas801yOurthumb

箸の片方を、親指の根元に挟みます

テ…≡l＝

Bendyournng伽gerandposj佃nsthechopst－Ck

S0ltHOSatthObaseoIyourthmband
the吊rstj01ntOIthedngthger

薬指を軽く曲げ、箸を第一関節の上に置く

親指と薬指で支えますl

株式会社　磐城高著
hl′．－l、I lll、．lll．1㌧1H HH

llt叩：川wdki－takahaSlli・hiz
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