


漢みちのくA3型3点セット

No．8　　　洋服　南部鉄器金具　唐獅子紋様
（帽105cmx奥行60cmx高さ175cm）

衣裳　南部鉄器金具　唐獅子紋様
（幅105cmx奥行45mx高さ175cm）

※衣裳盆6枚

整理　南部鉄器金具　唐獅子紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ175cm）
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音みちのく10号3点セット
No．41　　洋服　南部鉄器金具　菊菱紋様

（幅120cmx奥行60cmx高さ176cm）

衣裳　南部鉄器金具　菊菱紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ176cm）

※衣裳盆6枚

整理　南部鉄器金具　菊菱紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ176cm）



漢みちのく7号3点セット
No．11　　洋服　南部鉄器金具　牡丹紋様

（帽122cmx奥行60cmx高さ175cm）

衣裳　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅122emx奥行45cmx高さ175cm）

※衣裳盆7枚

整理　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅122cmx奥行45cmx高さ175cm）

菓みちのく8号3点セット　　　※写真は8号3点セノト

No．認　　洋服　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行60cmx高さ175cm〉

衣裳　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ175cm）

※衣裳盆7枚

整理　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ175cm）
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No．16　　　三、八尺整理

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅117cmx奥行45cmx高さ139cm）

※開戸内部小抽出2配
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No．309　　三、八尺整理（小抽出）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅117cmx奥行45cmx高さ139cm）

No．291　　三、五尺整理（ニッ重）

南部鉄器金具　巾着紋様
（幅107cmx奥行45cmx高さ140cm）
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No．106　　北国2号衣裳

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅136cmx奥行46cmx高さ175cm）

※衣裳盆6枚、右開声内部棚板2枚
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図888園図書88漢語騒音88g 乂Yz8榑�二 ��， 
※写真はやまびこ90　※横置きも出来ます

やまびこ60　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅60cmx奥行45cmx高さ141cm）

やまびこ90　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅90cmx奥行45cmx高さ141cm）

やまびこ105南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ141cm）
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No．904　　北斗2号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ126cm）
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No．863　　あおば1号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ140cm）
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No．412　　間タンス（引戸付）南部鉄器金具　桐紋様
（幅171cmx奥行45cmx高さ176cm）

※衣裳盆6枚、有閑戸内部棚板2枚
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No．359　　三、五尺整理（上四ッ抽）

南部鉄器金具　桐紋様
（幅107cmx奥行45cmx高さ130cm）
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No．730　　姫神1号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ145cm）
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No．413　　問タンス（総抽）南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅171cmx奥行45cmx高さ180cm）

※開戸内部棚板2枚



四、五尺整理（三配）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅135cmx奥行45cmx高さ75cm）

No．735　　姫神7号　南部鉄器金具　牡丹紋様
（帽135cmx奥行45cmx高さ75cm）
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No．398　　やまびこ1号横長タンス

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅160cmx奥行45cmx高さ75cm）
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No．720　　白鳥2号横長タンス

南部鉄器金具　牡丹紋様
（帽16lcmx奥行45cmx高さ90cm）

※関戸内部′ト抽出3配
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四、五尺整理（片開）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅135cmx奥行45cmx高さ75cm）

※関戸内部小抽出l配
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No．995　135横長タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅135emx奥行45cmx高さ80cm）
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No．780　　栗駒1号　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅160cmx奥行45cmx高さ90cm）
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No．411　　四、五尺整理（ニッ重）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅136cmx奥行45cmx高さ115cm）
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No．774　　やまびこ7号

南部鉄器金具　鳳凰紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ60cm）
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No．266　　月雫9号

南部鉄器金具　アラレ紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ85cm）
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No．400　　四尺整理　白鳥

南部鉄器金具　巾着紋様
（幅121cmx奥行45cmx高さ85cm）

※閥戸内部小抽出3配

No．892　　四尺リビング

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ60cm）
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No．775　　やまびこ8号

南部鉄器金具　鳳凰紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ70cm）
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No．270　　菊花7号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ85cm）

※問戸内部小抽出1配
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No．473　　四尺丸清水型

南部鉄器金具　桐紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ90cm）
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No．428

二、人尺整理（四配）

南部鉄器金具　桐紋様
（幅85cmx奥行45cmx高さ75cm）

No．767

楓1号　南部鉄器金具　巾着紋様
（幅85cmx奥行45cmx高さ85cm）

No．19

平泉三尺整理

南部鉄器金具桐紋様
（幅9lcmx奥行45cmx高さ100cm）

※開戸内部小抽出2配

ilO剛

No．782

栗駒5号　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅85cmx奥行45cmx高さ80cm）

※開戸内部小抽出2配

No．768

楓2号　南部鉄器金具　巾着紋様
（幅85cmx奥行45cmx高さ85cm）

No．796

北上整理6号

南部鉄器金具牡丹紋様
（帽100cmx奥行45cmx高さ100cm）

No．932

二、八尺整理（上三ッ抽）

南都鉄器金具　桐紋様
（幅85cmx奥行45cmx高さ85cm）

No．616

白百合1号　南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅90cmx奥行45cmx高さ90cm）

No．783

北上整理5号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（帽100cmx奥行45cmx高さ100cm）
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No．267　脚付KORAKU1号

南部鉄器金具　木目紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ72cm）

No．17　三、五尺整理

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅106cmx奥行45cmx高さ115cm）
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※写真は′小町105

No．578　小町90南部鉄器金具桐紋様
（幅90cmx奥行45cmx高さ100cm）

No．579　小町105南部鉄器金具桐紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ100cm）

No．580　小町120南部鉄器金具桐紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ100cm）
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No．988　北国1号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅100cmx奥行45cmx高さ82cm）

No．853　水沢型整理

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ115cm）
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No．308　名須川6号整理赤黒（拭き漆）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅10lcmx奥行45cmx高さ105cm）

No．747　覚山1号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅105cmx奥行45cmx高さ95cm）

※聞戸内部小抽出l配、棚板1枚

No．360　三、五尺整理（片開）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅107cmx奥行45cmx高さ116cm）

※開戸内部小抽出l配、棚板1枚

No．279　はやて1号
※写真ははやて2号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅90cmx奥行45cmx高さ120cm）

No．280　はやで2号

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅100cmx奥行45cmx高さ120cm）



圏
No．422　姫タンス

（幅29cmx奥行27cmx高さ36cm）

No．26　帳場タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅60cmx奥行43cmx高さ57cm）

※引戸左側小抽出1配

右側小抽出3配

No．331金剛型2型　米菓（呂塗り）

南部鉄器金具　桐紋様
（帽60cmx奥行40cmx高さ70cm）

No．423　一、五尺抽出箱

南部鉄器金具　桐紋様
（幅46cmx奥行30cmx高さ49cm）

No．89　金剛型小タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅56cmx奥行37cmx高さ60cm）

No．330　川島型小タンス　朱（呂塗り）

南部鉄器金具　桐紋様
（幅6lcmx奥行39cmx高さ70cm）

※開戸内部小抽出2配

No．29　極小タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅57cmx奥行34cmx高さ51cnl）

※関戸内部小摘出2配

No．28　舟タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅58cmx奥行45cmx高さ77cm）

※引戸内部空洞

No．297　中型からくりタンス

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅70cmx奥行40cmx高さ73cm）

※関戸内部小抽出2配

小
タ
ン
ス
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No．25　中型タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅69cmx奥行37cmx高さ73cm）

※開戸内部小抽出2配

No．22　みちのく小タンス

南部鉄器金具　唐獅子紋様
（幅80cmx奥行40cmlX高さ87cm）

※開戸内部小抽出3配

No．314

月雫立長タンス

南部鉄器金具アラレ紋様
（幅60cmx奥行45cmx高さ110cm）

No．184　中型タンス（上聞）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅69cmx奥行40cmx高さ75cm）

※開戸内部小抽出2配

No．186　みちのく小タンス（上聞）

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅8lcmx奥行40cmx高さ86cm）

※開戸内部小抽出2配

No．630　銀河8号中型タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅73cmx奥行42cmx高さ75cm）

※開戸内部小抽出2配

No．87　鎮ヶ同型小タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅71cmx奥行40cmx高さ90cm）

※関戸内部′持出出2配

No．282

朝霧1号南部鉄器金具桐紋様
（幅80cmx奥行45cmlX高さ120cm）

※開戸内部棚板1枚

No．84

七ッ抽整理

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅60cmx奥行40cmx高さ129cm）

No．112

立タンス

南部鉄器金具　桐紋様
（幅36cmx奥行40cmx高さ135cm）

立
長
タ
ン
ス



No．30　極小タンス車付

南部鉄器金具　桐紋様
（幅62cmx奥行34cmx高さ58cm）

※開戸内部′ト抽出2配

No．902　北上型（上聞）車タンス

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅74cmx奥行44cmx高さ82cm）

※閲戸内部′持抽出2配

i 屈、－ 蕊 ����w�� ��｢����ﾈ��耳耳自(X�B�

凋　∴ 侭<��

．「 �� 

● ��

No．296　名須川5号（上聞）車タンス

南部鉄器金具　巾着紋様
i　　　　　　　　　　　　（幅103cmx奥行47cmx高さ77cm）

（　　　　　　　※関戸内部小抽出2配

114告合常雄笥

No．218　中型タンス事付

南部鉄器金具　桐紋様
（幅72cmx奥行40cmx高さ82cm）

※関戸内部小袖出2配

）噺、－i圏開園溺 劔 冓 〈 11 ∴」l I 

士∴ ��′、一驚i 

一． ��ｸ���x�H��������� 白�����R�ｮ��

宴I ��′ ������h*6��

l∴‾ �� �(X�38+2�ﾅ53���ｸ�������

No．781栗駒4号車タンス

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅89cmx奥行49cmx高さ85cm）

※問戸内部小袖出2配

No．940　中型3号車付　赤（拭き漆）

南部鉄器金具　桐紋様
（幅72cmx奥行40cmx高さ82cm）

※関戸内部小抽出2配

出相 ���� ��副 冊 

葉 州 ��′ ��杵 ��！＼ 

ノ∴∴　書 

ヽOj 

● �� ��ま ��一機／ ！l 

● ��

No．23　みちのく小タンス車付

南部鉄器金具　唐獅子紋様
（幅8lcmx奥行40cmx高さ96cm）

、　　※開戸内部小抽出3配

卓

タ
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』
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No．322　中型タンス事付

梅にうぐいす鋼手打金具
（幅72cmx奥行40cmx高さ鈎cm）

※開戸内部小抽出2配

No．324　三尺整理（中開）

鳳凰銅手打金具
席90cmx奥行45cnlX高さ90cm）

※開戸内部小抽出2配

i i は図 1 ���� ��(�h�ﾈ�������

＋： 【 僖｢�=ﾈ���｢�i �����){俟2��｢�il 
） � ��

i I議、 悟 資逐 迄�隗ﾙ'X�傲ﾒ��h������������H�ｲ�gﾂ�凵E蟻 ・i嚢 亦���

ii ��86ﾘ4���"� � 亦��������

言で、、 ∴∴ 

No．323　三、五尺ローチェスト

唐獅子　鋼手打金具
（幅107cmx奥行45cmx高さ70cm）

巴、i冨i 　引 ぐニ）営 �� � 剪�

H � ���倅��俯(粂ﾙ��2�� ��
－ �� ����l I �� ��
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No．321四尺整理日烏

龍　銅手打金具
（幅120cmx奥行45cmx高さ85cm）

※関戸内部小抽出3配

‾二七一＿ （∵了 � ��ﾈ�ﾈ耳耳���������ﾈ���ﾂ����������������ﾈ���ﾈ�X�b�劔＿1′、、 ！ヽ！〇° 倅�����?�ﾅ(����耳��6ﾖ������亳2�
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No．320　円付片開横長タンス

龍・唐獅子　鉄手打金具　ハガネ色
（幅166cmx奥行45cmx高さ100cm）

※関戸内部小抽出2配

＼、豊臣誓　　　　「手打ち金具」は、先ず唐草や唐獅子、龍などの絵を和紙に 
一一、J‾ 〆‾ 儼�*ｸ-ﾈ+x�(+�,ﾈ6h5X4898,ﾘ��+x*(ｭI6�*h.x.ｨ,H*ｸ+ﾘ.�,ﾈ,X+x�"�

H「へヾ 滝議諸h∴寡幕 　‾ピー ＼ �+�,ﾈ岑､x/�&霎�,�5ﾈ.���Uﾈ*�.y����+ﾘ*ｨ,ｸ�ｨ/�諄,�,H､ylﾙvﾈ,ﾂ�

とおり線彫りをした後、裏から槌先に丸みのある金槌で叩いて 

図柄を浮き上がらせて立体的な模様とします。最後に鍍（やす 

り）をかけて仕上げます。 

大きい箪笥では、－梓の箪笥に80－120個ほどの金具が取 

付けられますが、鮮やかに浮き彫りされた絵模様は、堅牢さはも 

ちろん、岩谷堂箪笥としての格調を高めています。 

手
打
金
具



No．3蝕

No．96

三尺茶タンス
（幅85cmx奥行39cmx高さ105cm）

※カラス引戸内部棚板各2枚

板戸内部空洞

茶棚雪国
（幅91cmx奥行45cmx高さ148cm）

※ガラス戸内部棚板左右各3枚右側お盆3ケ付

板戸内部棚板左右各1枚

No．310 水屋タンス
（幅120cmx奥行45cmx高さ170cm）

※上引戸内部棚板左右各1枚、

下引戸内部棚板左右各2枚

116岩石高年笥
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No．409　　茶タンス120

（幅120cmx奥行42cmx高さ100cm）

※ガラス引戸内部左棚板2枚右1枚

板戸内部空洞

＼書 綿-ﾂ�ﾂ� 倬ﾈ�h�2�、言 i 

J●＿＿一．● ／匠 

（ I 

写真は
食器棚105

No．471　食器棚90　南部鉄器金具　桐紋様
（幅90cmx奥行45cmx高さ175cm）

No．468　食器棚105　南部鉄器金具　桐紋様
（幅105cmx興行45cmx高さ175cm）

No．維7　食器棚120　南部鉄器金具　桐紋様
（幅120cmx奥行45cmx高さ175cm）

食器棚共通仕様
※ガラス戸内綱棚板左右各4枚、板戸内部棚板左右各1枚

茶
タ
ン
ス
・
食
器
棚



No．290　　月雫階段3段

南部鉄器金具　アラレ紋様
（幅85cmx奥行45cmx高さ85cm）

No．63

電話台（大）南部鉄器金具　牡丹紋様
（帽46cmx奥行30cmx高さ62cm）

※関戸内部空洞

i 督 凵u∴－ ：い0㌧． 鳴���"��ｲ����舒ﾘｾ�ｾ���ｼｹnIvﾂ�i No．3 電話 （幅8Oc ※開戸 �ｶ佶r�様 
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No．886　　階段タンス5段　南部鉄 
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No．405　　飾棚北斗

南部鉄器金具　桐紋様
（幅105cmx奥行35cmx高さ103cm）

※開戸内部棚板1枚

二　］　〇二二 � ��

， 溺綴畷 腰 凵v ��

‾i鑑 仞ｩn8�h皦將� 
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No．97　　飾棚駒形

南部鉄器金具　桐紋様
（幅105cmx奥行40cmx高さ101cm）

※開戸内部棚板1枚

階
段
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No．746　　サイドボード覚山

（幅135cmx奥行45cmx高さ90cm）

※中央関戸内部棚板各2枚

左右関戸内部棚板客2枚

聞．1，1 亦�ﾂ����1 ���爾�､ｲ����b���
∴子∴ ��

No．3釧）　サイドボード角丸

南部鉄器金具　桐紋様
（幅135cmx奥行45cmx高さ100cm）

※中央関戸内部棚板各2枚

左右関戸内部棚板各2枚

18i六合常置笥
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No．45　　　サイドボード1号

南部鉄器金具　桐紋様
（幅175cmx奥行42cmx高さ96cm）

※中央関戸内部棚板各2枚
左右閲戸内部棚板各2枚

脚付サイドボード古楽
（幅120cmx奥行45cmx高さ90cm）

※関戸内部棚板左右各2枚

臨 ���H���ﾒ�l 
No．4蝕　　サイドボード2号新

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅150cmx奥行45cmx高さ89cm）

※中央関戸内部棚板各2枚

左右関戸内部棚板各2枚

臓 ��
No．913　　サイドボード3号新

南部鉄器金具　牡丹紋様
（幅150cmx奥行45cmx高さ85cm）

※中央引戸内部棚板各2枚

左右関戸内部棚板各2枚

営 
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No．114
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TVボード
（幅136cmx奥行45cmx高さ50cm）

※中央閥戸棚板1枚、左右開戸棚板各1枚

多目棚

南部鉄器金具　桐紋様
（幅4lcmx奥行35cmx高さ160cm）

※ガラス戸「亙部棚板各1枚

板戸内部棚板1枚

No．921 コレクションボード

（幅60cmx奥行45cmx高さ175cm）

※棚板3枚

No．366

No．233

No．235

四尺書棚
（幅121cmx奥行43cmx高さ180cm）

※棚板左右各5枚

写真はキャビネノトB

キャビネットC

南部鉄器金具　桐紋様
（幅61cmx奥行45cmx高さ170cm）

※ガラス戸内部棚板左右各4枚

板戸内部空洞

キャビネットB

南部鉄器金具　桐紋様
（幅91cmx奥行45cmx高さ170cm）

※カラス戸内部棚板左右各4枚

板戸国都空洞
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No．104 角火鉢
（幅75cmx奥行75cmx高さ41cm）

1書留
No．59　　片袖文机

（幅92cmx奥行46cmx高さ35cm）

／‾一子 ∴．書 籍類圏田園易易 

No．55　　　長火鉢（A）

（幅114cmx奥行68cmx高さ35cm）

写真は座卓（5×3尺） 

座卓（5×3尺）
（幅15lcmx奥行9lcmx高さ34cm）

座卓（4×3尺）
（幅12lcmx奥行9lcmx高さ34cm）

座卓（3．7×2．7尺）
（幅113cmx奥行82cmx高さ34cm）

墾謙譲 〇°享子‾－＿－ ��ﾆ�ｨ耳������h6｢���v��i�9┷���H�8�2�Dh�ｭ�ﾋ����ﾈｺ仍ﾆ迄�X耳耳���X��Ih薰�

8 劍�ｸ耳���������������������

、　　　　　　　漢音 

写真は座卓新（5×3尺） No．80　座卓新（5×3尺） 

（幅151cmx奥行9lcmx高さ35cm）

No．81　　座卓新（4×3尺）
（幅121cmx奥行9lcmx高さ35cm）

No．82

20　右往’i告萄言，」

座卓新（3．5×2．5尺）
（幅105cmx奥行75cmx高さ35cm）

巾喜市
No．61　　二月堂

（幅90cmx奥行45cmx高さ33cm）

i i i �������ﾈ���y�(�X�H���l十一「 
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No．415　　ライティングビューロー
（幅90cmx奥行4lcmx高さ100cm）

座
卓
　
文
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伝　統　的　工　芸　品

剛直にして優美　　匠の技の冴

古い歴史をもつ岩谷堂箪笥は昭和馳年、岩手県の推薦をうけ伝統的工芸品産

業振興法の認定を申請しました。以来3年間の厳しい調査・審査をうけ昭和57年3

月5日その伝統的意匠、材質、組立工法、手打金具の技法、漆塗装等総合的技術

が認められ承認されました。歴史ある重厚な気品と意匠、研きぬかれた技術を

皆様のお手許に、そして後世に伝えるべく努力してまいりたいと存じます。

なお、伝統的工芸品技法による製品のご注文はすべて特別注文品となります。

駆 灘 ��

博　ニ　ーの．む ��
‾一〇〇〇〇国璽≡三こ二二 －‾i“閏 ��

∴∴∴〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇SSSI ��

閂箪笥五段
（幅84cmx奥行45cmx高さ90cm）

岩谷堂筆筒生産協同組合
岩　谷　堂∴纏　笥

伝統マーク承認番号17－133

このマークは、伝統的工芸品を示す

マークとして決められたもので、伝統的

工芸品産業振興協会が商標の登録

をしております。経済産業大臣指定の

伝統的工芸品にのみ貼付できる伝統

証紙などに使われて、つくり手の誇りと

責任を表しています。

終曲噂笥四段
（幅84cmx奥行45clllX高さ85cm）

母 劔剽ﾕ蘭‾園薗 
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－ 
閏付片聞横長車付箪笥

（幅1695clnX奥行455cmx高さ122cm）※表紙こ掲載している笹苛です
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