
伊と幸は、
京都室町の白生地メーカーとして昭和６年に創業し、
日本の絹の最高峰、至高の絹織物を織り続けています。
和装用生地の最高品質として、
皇室においてもご使用頂いております。

伊と幸の商品はすべて
社内の専属図案家がデザイン。
別注対応のお客様オリジナル意匠も自由自在です。

絹には、古来より人の心、
願いや思いを映す紋様の数々が織り込まれています。  



①生地在庫の確認
②納期の確認
③製作内容の確認

※注文書の返信

通常約３週間

お問合せ

※ Order Color：追加で約 1 週間

※オプション加工が入る場合は、追加製作日数がかかります。

発注の際、最終の御見積書と一緒に、弊社への注文書を送らせていただきますので、内容
をご確認後、返信をお願いします。

電話・ファックス・メールにて、お気軽にお問い合わせください。
用途に合わせて、マテリアル、ファブリック、加工等のご提案・お見積りをいたします。

※生地在庫がない商品に関しましては、生地の製作に約 1 ヶ月半程いただきます。

製作

発注

※ガラスの通常路線便の対応目安サイズは、W950mm × H2400mm となります。

※ H3000mm を超えるサイズは、チャーター便となります。納品

ご注意

・荷受の際には、必ずその場でご確認をお願いします。万一不具合が見つかりましたら、不具合箇所
の画像を撮影しお送りください。

安全上のご注意、環境条件のご注意等は、必ずご確認ください。

ご注文の流れORDER



※ 1 合わせ加工の前工程で加工します。合わせ加工後の切断、穴開け、小口磨き等はできません。

※ 2 Gold（金ラメ糸使用）Silver（銀ラメ糸使用）は Order Color（別注染）に対応しておりません。

商品の選び方

マテリアル・オプションを選ぶ
合わせガラス・アクリルパネル・アクリルブロック・シートから用途に合わせてお選びいただ
けます。またオプションで、生地の染色・ガラスのミラー加工・アクリルのエッチング等もお
選びいただけます。

STEP1
生地の種類・柄・色を選ぶ
紋紗（生地巾：380mm）・オーガンジー（生地巾：950mm）の 2 種類あります。生地の織柄、
刺繍文様は、シンプルな幾何柄や吉祥を願う四季草木の自然柄の金銀ラメ糸や絹糸のナチュラ
ルカラーで表現しています。

STEP2

SELECT

　 lass　ガラス

（合わせガラス）

生地をガラスとガラスの間に挟
み込んだ合わせガラス。美しい
装飾効果をもたらします。

オプション

・ミラー
・タペストリーガラス
　（すりガラス調）
・ノンスリップガラス
　（滑り止め）
・小口磨き　※ 1

・切り欠き・穴あけ加工　※ 1

・エッジプロテクター

G 　 crylic　アクリル

（重合接着アクリル）

生地をアクリルに封入します。
軽量で耐水性に優れ、透明感は
ガラスに劣らない美しさです。

オプション

・レーザーカッティング
・マット×クリア
・小口磨き
・面取り
・エッチング

A 　 heet　シート

（ハード・ソフト）

生地に GL スパン（ガラス線維
シート）を裏張りします。

オプション

・防炎加工

S

オ 　　薄物生地

Gold（金ラメ糸刺繍）
Silver（銀ラメ糸刺繍）
Natural（生糸刺繍）

オプション

Order Color（別注染） ※ 2

950 mm

絹

生地巾



ガラス

ファブリック

中間膜

中間膜

ガラス

高透過（ミュージアムガラス）FL（フロートガラス）

◇	ミラー
背面のガラスをミラーに
変えることで、柄が反射
して立体感が出ます。壁
面などのアクセントに向
いています。

◇	ノンスリップガラス	 	
（滑り止め）
表面側のガラスを滑り止
め加工されたノンスリッ
プガラスに変更すること
で、床材としてご使用頂
けます。

◇	タペストリーガラス	
（すりガラス調）
背面側のガラスをすりガ
ラス調のタペストリーガ
ラスに変更できます。
半透明にすることで、プ
ライバシーを守ります。

◇	乳白シート
背面側の中間膜を乳半に
することで光源を隠すこ
とができ、光壁などに最適
です。但し、背面からの意
匠性は失われますので、片
面のみの使用となります。

　 lass　ガラスG

マテリアル・オプションを選ぶ

生地をガラスとガラスの間に挟み込んだ合わせガラス。美しい装飾効果をもたらします。

※合わせ加工の前工程で加工します。合わせ加工後の切断、穴開け、小口磨き等はできません。

STEP1

合わせガラスの優れた特性
美観・飛散防止・安全性・退色防止・防犯・防音・紫外線カット率良好

適したシーン
パーテーション・建具・テーブルトップ・ディスプレー棚 等

オプション
・金彩工芸（生地加工） ・ミラー ・タペストリーガラス
・ノンスリップガラス ・乳白シート ・切り欠き・穴あけ　※

・小口磨き　※ ・エッジプロテクター加工 ・エッジシール（副資材）

サイズ
最大　W900mm × H3000mm

※金彩工芸ガラス　W1,150mm × H3,000mm
※更に大きなサイズに関しましてはお問い合わせください。

加工
合わせガラス
FL（フロートガラス）・TP（熱強化ガラス）・高透過 FL・高透過 TP）

※合わせガラスの特性上、小口が若干ずれます。
※ガラスの四隅・エッジ部分にやむを得ず気泡が生じる場合があります。



Step 1　ガラス

※ 厚みは用途や使用サイズによって変化します。
 Please contact us about thickness of glass 
depending on your structure purpose.

※ 通常使用する板厚は、四方フレームに納める場合、上記の厚さが一般的です。
 The above shows general glass thickness for square frames or glass holders.

Product	Thickness 製品対応厚 Criteria ガラス厚の目安

ガラス厚
Glass Thickness

製品厚
Product Thickness

3 ＋ 3 mm ≒ 7.0 ～ 7.5 mm
4 ＋ 4 mm ≒ 9.0 ～ 9.5 mm
5 ＋ 5 mm ≒ 11.0 ～ 11.5 mm
6 ＋ 6 mm ≒ 13.0 ～ 13.5 mm

製品サイズ
Product Size

ガラス厚
Glass Thickness

～ 2.0 m クラス 3 ＋ 3 mm
～ 2.4 m クラス 4 ＋ 4 mm
～ 3.0 m クラス 5 ＋ 5 mm

ご注意

正絹の薄物や金銀ラメ糸刺繍入り絹オーガンジーなど天然素材を封入しますので、若干の柄のゆがみや、
染め上がりの違いが発生します。

安全上のご注意、環境条件のご注意等は、必ずご確認ください。
①外部、直射日光を受ける場所でのご使用はおやめ下さい。
②直接水がかかる場所、湿度の高い場所で小口を露出する納まりはおやめ下さい。
③コンロ前でのご使用はおやめ下さい。

テスト性能

耐衝撃性 ：45kg バッグの振子衝撃、高さ 30cm 以上
耐貫通性 ：1040g 鉄球、高さ 120cm 以上
耐熱性 ：沸騰水中 2Hr
耐湿性 ：60℃、95％ RH.30 日

合わせガラスの安全性・機能性等に関する JIS R 3205 の規格認定性能同等品、不燃材料に相当。

特性

取り組む布地特性により制約もございます。

①生地巾に関して

すべての生地に関しまして生地巾の両サイドに " ミミ " と呼ばれる部分がございます。
この部分は生地のメイン柄とは異なる部分となりますので、生地巾で複数枚取る場合は生地巾より
-50mm にて計算願います。
生地巾 950mm に対しガラス仕上がり巾 900mm となります。

②刺繍ものに関して

生地の刺繍部分の凹凸により四隅やエッジの一部に気泡が発生する場合があります。

③柄物に関して

生地の特性上、製作段階の熱処理で多少の "よれ" が発生することがあります。このため下記の点が発生
しますことを予めご了承願います。
・柄物、縦縞に関しましては複数枚ある場合、各パネルの完全な意匠統一はできません。



キャスト板

ファブリック

樹脂

樹脂

キャスト板

　 crylic　アクリルA 軽量で耐水性に優れ、透明感はガラスに劣らない美しさです。

キャスト板合わせの優れた特性
透明性・軽量・耐水性・耐衝撃性・退色防止・紫外線カット

適したシーン
サイン・照明・インテリア・ディスプレー棚 等

オプション
・クリア×マット ・乳半×マット ・小口磨き
・面取り ・切削 ・エッチング加工

サイズ
最大　W800mm × H1025mm

※受注生産となります。

加工
アクリルキャスト板合わせ 

生地をアクリルキャスト板の間に挟み込み重合接着したもの。耐水性が高く、様々な
加工ができるのがアクリルパネルの魅力です。エッチング加工を施し LED サインプ
レートとしても柄が浮き上がり美しい仕上がりに。

アクリルパネル

キャスト板合わせ

標準　クリア クリア×マット クリア×乳半 面取り 抜き エッチング



Step 1　アクリル

ご注意
正絹の薄物や金銀ラメ糸刺繍入り絹オーガンジーなど天然素材を封入しますので、若干の柄のゆがみや、染め上がりの違いが発生します。

安全上のご注意、環境条件のご注意等は、必ずご確認ください。
①高温・高湿度になる場所でのご使用はおやめ下さい。

アクリルは高温になると変形する恐れがありますので、50℃以下の場所でご使用及び保管ください。
②温度及び湿度の変化に伴い伸縮します。使用においては伸縮を充分考慮して寸法を決めてください。
③アクリルに間仕切り空間において、一方が高温、もう一方が低温である等、気温差が著しい場合はアクリル板に反りを生じます。

特性
取り組む布地特性により制約もございます。

①生地巾に関して

すべての生地に関しまして生地巾の両サイドに " ミミ " と呼ばれる部分がございます。
この部分は生地のメイン柄とは異なる部分となりますので、生地巾で複数枚取る場合は生地巾より -50mm にて計算願います。
生地巾 950mm に対しアクリル仕上がり巾 900mm となります。

②柄物に関して

生地の特性上、製作段階の熱処理で多少の "よれ" が発生することがあります。このため下記の点が発生しますことを予めご了承願います。
・柄物、縦縞に関しましては複数枚ある場合、各パネルの完全な意匠統一はできません。

テスト性能　　※表面素材のデータになります。

耐光性：屋外使用可
耐久性：10 ～ 20kg 程度
燃焼性：着火温度 400℃（引火性なし）
伸縮性：10℃ 変化 1m につき 0.2 ～ 0.7mm 伸縮
耐熱性：１０７℃
 ただし全体が均一に温まった場合局部的に温まるとソリがでます。（±１０℃）



　 heet　シートS 生地にグラスファイバーを裏貼りしたシート。

シートの優れた特性
美観

適したシーン
インテリア資材・ランプシェード・ふすま 等

オプション
・防炎加工

サイズ
最大　W900mm × H2000mm

※受注生産となります。

加工
ハードタイプ・ソフトタイプ

※ハードタイプのグラスファイバーシートはヒビが入りやすくなっております。

　取り扱いにご注意ください。

ハードシート ソフトシート

ご注意

正絹の薄物や金銀ラメ糸刺繍入り絹オーガンジーなど天然素材を使用しますので、若干の柄のゆがみや、
染め上がりの違いが発生します。

安全上のご注意、環境条件のご注意等は、必ずご確認ください。
①直射日光のあたる場所でのご使用はおやめ下さい。

特性

取り組む布地特性により制約もございます。

①生地巾に関して

すべての生地に関しまして生地巾の両サイドに " ミミ " と呼ばれる部分がございます。
この部分は生地のメイン柄とは異なる部分となりますので、生地巾で複数枚取る場合は生地巾より
-50mm にて計算願います。
生地巾 950mm に対しシート仕上がり巾 900mm となります。

②柄物に関して

柄物、縦縞に関しましては複数枚ある場合、各シートの完全な意匠統一はできません。

グラスファイバーシート

ファブリック



　 iginu Cloth　木絹クロスK 生地に厳選した天然木の化粧単板を裏貼りし、天然木の化粧単板と併せて職人が編み全面
接着した、ツキ板編み込み化粧板。全面接着のため、どこからでも切断や切り抜きなどの
加工が簡単に行えます。

合わせガラスの優れた特性
美観

適したシーン
インテリア資材・建具 等

オプション
・樹種選択可 ・基材変更可 ・木巾変更可

サイズ
最大　W900mm × H2400mm

※受注生産となります。

加工
ウォルナット・ホワイトオーク・国産材（樹種を選べます）

※天然素材のため、色むらが出ることがあります。
※織物のため、柄送り（リピート）に多少のズレが生じます。

ウォルナット ホワイトオーク

ご注意

金銀ラメ糸刺繍入り絹オーガンジーなど天然素材を貼付しますので、若干の柄のゆがみや、染め上がりの
違いが発生します。また、ロットの違い等により、多少の色むらが出ることがあります。織物のため柄送
り（リピート）に多少のズレが生じます。

安全上のご注意、環境条件のご注意等は、必ずご確認ください。
①直射日光を受ける場所でのご使用はおやめ下さい。
②直接水がかかる場所、湿度の高い場所でのご使用はおやめ下さい。

特性

取り組む布地特性により制約もございます。

①柄物に関して

生地の特性上、製作段階で多少の "よれ" が発生することがあります。このため下記の点が発生しますこ
とを予めご了承願います。
・柄物に関しましては複数枚ある場合、各木絹クロスの完全な意匠統一はできません。

天然木の化粧単板
基材

生地＋天然木の化粧単板



※在庫のないお色に関しましては、生地の制作に約 1 ヶ月半程いただきます。

Gold
金ラメ糸使用

Silver
銀ラメ糸使用

Natural
白の絹糸のみで仕上げ、絹本来の美
しさを味わえます。

Order Color
オプションでお好みの色に染めるこ
ともできます

生地を選ぶSTEP2
　 olor　カラーC 白い絹ファブリックをベースに Gold　Silver　Natural の 3 色からお選びいただけます。

また、オプションで Order Color も可能です。

　 abrib Type　ファブリックの種類F
和装用白生地を使用し、和紙とは異なる、絹の風合いをお楽しみいただけます。
伊と幸の商品はすべて、社内の専属図案家がデザイン。
別注対応のお客様オリジナル意匠も自由自在です。

絹の薄物 刺繍生地
生地巾 950mm

ガラス　アクリルパネル　シート　木絹クロス

もちろん生地として、そのまま使用することも可能です。

和装で人気の塵除けコートに使用される、透ける正絹の薄物生
地に、和の紋様を刺繍糸で表現。合わせガラスに挟み込むこと
で、これまでにない透ける感覚、絹の薄物でしか表現できない
透明感の中に伝統の刺繍紋様が浮かび上がり、現代空間に高級
感を演出します。

その他の生地でも加工可能です。
生地とマテリアルの組み合わせによっては、加工に向かないも
のもありますので、絹の薄物 刺繍生地以外では試作が必要と
なる場合がありますので、予めご了承ください。。

950 mm

生地巾



ガラス　アクリルパネル
シート　木絹クロス

ガラスやアクリルにすると、基布の部分は透け、刺繍が浮き上がったような仕上がりに。

基　布：　白
刺繍糸：　金糸・銀糸・絹糸のいずれか

オ 薄物生地絹 950 mm

生地巾

JY91101　七宝
Shippo
輪が四方八方に広がっていくこ
とから「しっぽう」となり、人と
人のご縁（輪）は、七つの宝と
同等の価値とされる吉祥紋様。

JY91081　麻の葉紋様
Asanoha monyo
麻の葉の形を紋様化した幾何学
紋様。麻は、丈夫にすくすくと
真っ直ぐに育つことから、成長
への願いを込めた柄。

JY90819　市松に大唐草
Ichimatsu ni okarakusa
蔓草の曲線を図柄化した唐草
紋様に石畳紋（市松柄）を配
してモダンな印象に。

Group C / Group D Repeat：3 inch

※ Group C（基布：白） / Group D（染め）

JY90867　正倉院葡萄唐草
Shosoin budo karakusa
蔓が伸びゆく様は生命力を表
し、実を結ぶ紋様は、古えよ
り結実の願いを象徴。正倉院
紋様の一つ。

Group E Repeat：4 inch

※ Group E（基布：白）

JY90825　糸菊尽し
itogiku zukushi
清浄な香りから高貴な花とさ
れる菊。その乱れ咲いた様を
紋様詰めに。

JY90768　宝相華紋
hoso kamon
縁をつなぐ丸輪紋の中に、シ
ルクロードより伝わる正倉院
宝物の一つ、宝相華紋を格調
高く表現。

JY90829　桜重ね
sakura gasane
平安王朝貴族の雅を象徴する
日本の花、桜。絹の薄物生地
に絹糸刺繍で、満開の桜を重
ねて表現。

JY90827　杢目
mokume
板の表面の木目を紋様化した
もの。自然の曲線紋様を写し
とって図柄をあらわしモダン
な表現に。

JY90823　渦巻き
uzu maki
渦を巻き流れる水のありさま
を紋様化したもの。明治時代
に流行したアール・ヌーヴォー
の影響を受けている。

JY90828　よろけ縞
Yoroke jima
波状の曲線がよろけたような
縞模様。直線より日本的で柔
らかい印象に。

JY90817　氷割
Hiware
波間の氷割にもたとえられる
モザイク紋様。

JY90818　大王松菱
Daio matsubishi
常緑樹の松は常盤木ともいわ
れ永久の繁栄の象徴。中でも
大王松を図案化して菱紋様に。

JY90815　遠波
Tonami
寄せては返す波紋は平安貴族
の装束にも見られる。波間の
瞬間の輝きをとどめた紋様。

Group A / Group B Repeat：2 inch

※ Group A（基布：白） / Group B（染め）



西洋においても infinite 永久不滅・永遠性の象徴と崇められている石。
日本においても「さざれ石が岩となりて」世代を超えて受け継がれると解され 

「永遠の繁栄」を意味します。
フランス人デザイナーが日本滞在中、城壁の石垣にインスパイアされ文様化。

Kyoto	Contemporary	Project
パリ市 +京都市	共同事業

French	designers：Atelier	de	Paris
Charlotte	Juillard	＆	Peggy	Derolez



オリジナル柄　オーダーメイド

専門の図案家が、別注文様やデザインをご提案します。

案件ごとのテーマやシンボルなどに合わせてオリジナル柄の生地を製作できます。

柄送り方向＝生地の長手方向

2 インチ　約 54ｍｍ

3 インチ　約 81ｍｍ

4 インチ　約 108ｍｍ

柄
送

り
の

方
向

柄送りサイズ 2 ～ 4 インチ

※連続刺繍のため、飛び柄はできません。糸がつながるようにデザインをお願いします。

※短手方向の柄送りは、ご相談に応じます。

Peggy Derolez / Charlotte Juillard

Kyoto Contemporary

ITOKO - GLASS SILK
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PATTERN 3 LINEAR HEXAGONA 
Pattern unit 10cm/10cm

Regular repetition

合わせガラス加工生地



Gold	Leaf	Art 金彩工芸

金彩（きんさい）工芸は、日本の伝統工芸として着物をより華やかに見せる高級な加工です。
薄い生絹への金彩加工は新しく、ガラスに封入しますと、基布が透け、金彩が浮き上がって見え
ます。パーテーション、ドア等のモダン意匠ガラスとしてご提案します。
Gold leaf craftsmanship is a superior Kimono technique which is represented as a traditional 
Japanese art. Gold leaf art on silk fabric, laminated between glasses, provides the precious glass-
doors and partitions of modern elegance.

熟練の匠による手描きの「筒描き」や、金の粉を接着させる「砂子」など技術の結晶を、薄い絹布の上に施してガラスに封じ込め、金
彩工芸シリーズの絹ガラスを誕生させました。
With artistic skills of gold/silver leaf hand-drawing and gold/silver sand techniques, our authentic silk glass of "Gold Leaf Art" series is 
created.

Artistic	skills 伝統の技

※ 挟み込む金彩生地の生地代の他、ガラス加工代がかかります。
※ 使用ガラスはより美しい仕上がりのため、高透過ガラス（ミュージアムガラス）仕様となります。
※ 金彩工芸の加工面積や箔の素材、色により、価格は異なりますので、ご予算に応じたご提案となります。
※ 職人による手作業ですので、印刷とは異なり、同一の仕上がりにはなりません。納期ご相談下さい。
※ Besides glass laminating, silk fabric with gold/silver leaf is 100,000 円 JPY ～ /㎡ , or more.
※ Low iron glass (museum glass) should be more suitable for the artistic effects of gold/silver leaf art.
※ Fabric price depends on gold/silver size, dimension, design, gold/silver quality and leaf color. 
※ Each design is hand-made, not the exactly same patterns like printings. Please ask delivery terms.

使用する空間やお好みに合わせて、使用する金箔の色味や柄など、オリジナルで製作いたします。
Our creative service will be available, by order on your special purpose and image aim, to provide new patterns or color designs with 
dyeing, embroidery and gold leaf skills.

Special	order	system 別注 金彩生地 Fabric Price 100,000 円 JPY / ㎡ ～



スガツネ工業株式会社
（東京ショールーム）

〒 101-0032　東京都千代田区岩本町 2-5-10
TEL 03-3864-1122( 代 )　　FAX 03-3863-6875

support@sugatsune.co.jp
www.sugatsune.co.jp/showroom/tokyoshow.php

東京でご覧頂けます

株式会社

本社（京都ショールーム）

〒 604-8176 京都市中京区御池通室町東入ル竜池町 448-2
TEL 075-254-5884　　FAX 075-256-2818

東京営業所

〒 103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2 丁目 29-1　NSK 日本橋浜町ビル 2F
TEL 03-3666-1146　　FAX 03-3666-1672
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烏丸御池駅御池通

京都駅↓


