きら

炎の煌めき 創業1３0年

瓦アートの世界
miracle magic 讃 岐 製 鬼

鬼瓦・製造・販売・責任施工

讃岐製鬼株式会社
屋根工事業（知事許可 ＜般-12＞ 第7073号）

香川県善通寺市吉原町87-3 TEL0877-62-2424 FAX0877-62-2987
http://www.sanukiseiki.com
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miracle magic 讃 岐 製 鬼

伝統の瓦を新時代へ
1200年の伝統を継承しつつ、
時代のニーズに先取りした製品は、
日本の風景や情緒とみごとに調和してい
ます。

【会社概要】創業130年
明治 5年
大正 3年

初代 森 岩吉 創業
『森瓦』と銘うって日本瓦の製造・販売をはじめる
ニ代目 森 芳太郎

昭和25年

三代目

森 克一

昭和44年

四代目

森 久美

昭和45年

どろ窯から重油窯へ

昭和45年

屋根工事業をはじめる

昭和47年

プレス鬼の生産をはじめる

昭和52年

讃岐製鬼 株式会社として会社設立

昭和58年

重油窯からガス窯へ

平成16年

五代目

森 典史

当社は、讃岐の善通寺の地で
明治５年に創業しました。現在、
讃岐製鬼株式会社として、
日本瓦・
洋瓦などの屋根工事業を行い、
また、いぶし瓦・鬼瓦の製造・販
売もしております。近年、時代の
ニーズに応じて、瓦アートの世
界も手掛けております。この製
品は、いぶし瓦を作る工程と同
じで、一つひとつ鬼師の手によ
代表取締役 森
典史 り作られています。土と水から
粘土ができ、粘土と職人の匠の技と手の温もりから形が
でき、風と採光から乾燥ができ、そして1000℃の火の力
により製品ができていきます。このような一つひとつの
集大成が形になり製品になります。
私たちは、
伝統の重みを感じながら、
次時代へと躍進し、
日本瓦のもつ落ち着きある深い味わいを伝えて行きた
いと思います。日本特有の美しさをもっと身近に、そし
て気軽に楽しんでいただければ、幸いです。

miracle magic 讃 岐 製 鬼

瓦アートの世界へようこそ
土と炎に支えられた長い歴史と磨き抜かれた
「伝統技術」
。
煌びやかな銀一色は、和風の匠の粋をきわめた品位ある
趣に満ちています。

縦に置いても横に置いても
優しく灯をともしてくれます。

M-1 唐草（ランプシェイド）

M-2 段違い（ランプシェイド） M-3 六角（ランプシェイド）大・小

W660×H150×D150
唐草模様のランプシェイド。

W150×H480×D150
幾何学的模様のランプシェイド。
シンプルな模様なのでその場の
雰囲気と馴染みやすいです。

六角20cm/ W110×H200×D100
六角30cm/ W110×H300×D100
置いておくだけでポイントになる
おしゃれなランプシェイドです。

灯との調和

M-5

M-10 し・ず・く

四季おりおり

W270×H100×D90
灯の色を変えることでイメージも変わります。

W160×H170×D160
台/W200×H20×D200
春・夏・秋・冬の光の移ろいがあります。

M-8

桔梗飛び蝶

M-9

竹（ランプ）

W120×H210×D120
W150×H430×D150
台/W190×H20×D190
お店の屋号を入れてイメージアップができます。
和紙からやさしい光りが届きます。

M-6 ハイビスカス
W220×H330×D220
和風・洋風どちらでも、その場の雰囲気に
あうことができます。

M-4 棒のランプ（ランダム）
W280×H20×D20（1本）
スティックをアレンジして
イメージを変えることができます。

M-7

孔雀（くじゃく）

W420×H280×D260
輝き、閃めきを空間に…

M-11 な・み・だ
W150×H220×D150
涙の光は愛らしいです。

R-3 花器（丸）

W260×H75×D150
丸（内側/W90×H55×D90
剣山を入れて生け花も
できます。

R-2 花器（四角）
W300×H75×D260
内側の四角/W170×H45×D140
シンプルなデザインなので、
お花が引き立ちます。

R-1 水琴窟
上/W200×H200×D200
下/W320×H320×D320
水滴の音が楽しめます。
2個を並べてアレンジするこができます。

華との調和
R-4 籠 かご
W120×H220×D120
芸術の作品。
季節の花を入れると
引き立ちます。

R-7 花器 竹（中）

W120×H330×D120

R-6 花器 竹（大）
W130×H450×D130
壁につけたり、屋号をいれたりできます。

R-8 花器 竹（小）
R-5 鉢
W340×H150×D340
シンプルな花器。
自由にアレンジできます。

W70×H240×D70

R-9 一輪挿し
W100×H100×D90
いろいろな柄があります。

暮らしとの調和

N-3

傘たて

W240×H430×D300
菖蒲の柄が素敵です。
花器にも使えます。

N-5

鐘馗（しょうき）

W220×H400×D220
災厄を祓う守り神をモチーフ
にした置き物。

N-1 ふくろう（両面）
W240×H200×D150
福を招き、商売繁盛。裏顔は笑っています。

N-2

傘立て（竹）

W300×H440×D300
玄関先がワンランク上になります。

N-4

傘立て（昇り龍）

W260×H420×D260
縁起の良い昇り龍に屋号を入れることができます。

N-9 葉っぱ
W50×H18×D180
長い線香もOK。落ち着ける癒しの時間になります。

N-6

ふくろう（お香立て）

コースター/W100×H100×D100
お 香 立 て /W50×H45×D50
愛らしい表情で福を招くお香立て。

N-7 お地蔵さん（お香立て）
コースター/W100×H100×D100
お 香 立 て /W50×H60×D50
ほっこりとやさしい空気が広がるお香立て。

N-8

家屋家紋

W190×H45×D190
家紋を入れることができます。
灰皿としてご利用いただけます。

N-10

涙の瓦

内容量 500g

観葉植物にどうぞ。
おしゃれ度をアップさせます。

装

飾

F-3
R-1 大黒
鷹（たか）
W220×H570×D300
W150×H1500×D110
口を開けた鷹と
七福神の大黒天モチーフ。
閉じた鷹があります。
家に財福の神が来ますように。

F-1 鷹（たか）
W580×H530×D500
口を開けた鷹と
閉じた鷹があります。

鬼瓦は和式建築物の棟の端などに設置される板状の瓦。
厄除けと装飾を目的とした役瓦の一つです。
鬼の顔を彫刻したものから、家紋や福の神がついたもの
などがあり、寺院は勿論、一般家屋など和式建築に多く見
られます。鬼瓦を作る職人は、鬼師と呼ばれています。

R-1 恵比須
F-2
鷹（たさんか）
W380×H520×D220
W150×H1500×D110
口を開けた鷹と
七福神の恵比須をモチーフ。
閉じた鷹があります。
家に五穀豊穣をもたらす
神が来ますように。

施工例

伝統的な趣きと風格を伝えるいぶし瓦の屋根は、一般住宅をはじめ、神社・仏閣などの建物に用いら
れ日本特有の風景を作り上げています。洋瓦は、幅広い建築デザインの選択肢を持っており多種多様
な色・形によりイメージを膨らませ楽しむことができ、時代のニーズに応じたご提案ができます。

