
宮沢賢治しおり11種類 ｱﾄﾑ物産 385

新書サイズ藍型染ブックカバー「青森挽歌」かわうそ兄弟商会 2,620 　宮沢賢治シルエット4色・「雨ニモマケズ」全文・下ノ畑ニ居リマス

鉄のバタグルミ ｽﾀｼﾞｵ東日本 820 　ミミズク・日輪と山・赤玉・ケミカルガーデン・月夜のでんしんばしら

鉄の山猫どんぐり 〃　　 530 ふくろう箸(大人用・子供用各5色) 〃　　 385

鉄のバタグルミ一輪挿し「マコトの種」 〃　　 1,230 おりがみ便箋銀河鉄道の夜 〃　　 385

棟方志功「鐘渓頌」マスキングテープ 札幌テレビ 485 おりがみ便箋セロ弾きのゴーシュ 〃　　 385

ハンカチ宮沢賢治画「日輪と山」 林風舎 1,320 宮沢賢治童話ドーム型マグネット4種類 〃　　 385

ブックマーカー宮沢賢治シルエット 〃　　 770 　銀河鉄道の夜・注文の多い料理店・セロ弾きのゴーシュ・双子の星

ストラップ宮沢賢治シルエット 〃　　 770 ミニホチキス銀河鉄道の夜(水色・ピンク) 〃　　 385

巻紙「雨ニモマケズ」全文 〃　　 770 ポップアップ付箋2種類 〃　　 385

巻紙「注文の多い料理店」広告ちらし縮小写真版 〃　　 720 　銀河鉄道の夜・注文の多い料理店

一筆箋宮沢賢治絵画(6絵柄×各2枚) 〃　　 330 耳かき　幸せ福ろう 〃　　 385

クリヤファイル宮沢賢治肖像(2枚入) 〃　　 550 光る北斗七星アクリルキーホルダー 〃　　 385

抜粋復元版宮澤賢治「雨ニモマケズ」手帳 〃　　 2,750 SL銀河プレートチャーム 〃　　 385

宮沢賢治の絵はがき「日輪と山」 〃　　 110 手拭「雨ニモマケズ」全文 〃　　 440

宮沢賢治の絵はがき「赤玉」 〃　　 110 コインケース2種類 〃　　 440

宮沢賢治の絵はがき「ケミカルガーデン」 〃　　 110 　銀河鉄道の夜・招き猫

宮沢賢治の絵はがき「ミミズク」 〃　　 110 宮沢賢治童話ピンバッチ3種類 〃　　 440

宮沢賢治の絵はがき(4枚入) 〃　　 440 　注文の多い料理店・セロ弾きのゴーシュ・銀河鉄道の夜

藍染のれん大「雨ニモマケズ」賢治書抜粋 〃　　 3,080 ガーゼミニチーフ2種類 〃　　 440

藍染のれん小「雨ニモマケズ」全文 〃　　 1,980 　山猫レストラン・宮沢賢治音楽会

額入「雨ニモマケズ」 〃　　 11,000 ガーゼチーフ注文の多い料理店(ブルー・ピンク) 〃　　 440

額入「日輪と山」 〃　　 13,200 宮沢賢治童話木製キーホルダー2種類 〃　　 440

岩手県の地質図ー博物館版ー 　注文の多い料理店・雨ニモマケズ

　地質層序総括表付 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ団栗団 1,000 金箔入ガラスのふくろう根付 〃　　 440

鉱物写真ハガキ(6種類) 銀河鉄道の夜星型リフレクター 〃　　 440

　薔薇輝石・瑪瑙・ルビー・砂金・石英2種 工作舎 158 銀河鉄道の夜おみくじ付きシャープペンシル 〃　　 440

のっぽさんの宮沢賢治はがき(4枚入) 私家版 525 銀河鉄道の夜おみくじ付きボールペン 〃　　 440

すみぶくろう(炭袋)大 クワン 2,200 そばっち根付・キーホルダー 〃　　 440

炭猫袋(すみねこぶくろ)大 〃　　 2,200 クローバー型銀河鉄道の夜キーホルダー 〃　　 440

炭かえる大 〃　　 2,200 「雨ニモマケズ」全文アクリルキーホルダー 〃　　 440

すみぶくろう(炭袋)小 〃　　 1,650 「雨ニモマケズ」型押根付・キーホルダー 〃　　 495

炭猫袋(すみねこぶくろ)小 〃　　 1,650 岩手限定宮沢賢治童話プチタオル 〃　　 495

炭かえる小 〃　　 1,650 岩手限定宮沢賢治の足音プチタオル 〃　　 495

炭うさぎ(すみうさぎ)小 〃　　 1,650 宮沢賢治童話B６サイズリングノート 〃　　 495

イーハトーブの十二ヵ月ふきん3本セット(4絵柄) 〃　　 990 宮沢賢治童話ステンドクリップ２種類 〃　　 495

　セットA　チェロ・どんぐり・くるみ 　セロ弾きのゴーシュ・双子の星

　セットB　チェロ・クラムボン・くるみ 岩手限定星めぐりコラーゲン洗顔タオル 〃　　 495

　セットC　どんぐり・クラムボン・チェロ SL銀河メタルキーホルダー 〃　　 550

　セットD　どんぐり・ダァリヤ・チェロ SL銀河ヘッドマークキー 〃　　 550

一筆箋イーハトーブの十二ヵ月(4絵柄×各3枚) 〃　　 550 SL銀河鉄道キーホルダー 〃　　 550

ミミズク柄シルク１００％ネクタイ３色 岩田本店 3,465 木製「雨ニモマケズ」全文キーホルダー 〃　　 550

　クロ・こげ茶・茶 「雨ニモマケズ」全文湯呑 〃　　 550

宮沢賢治タオル３種類 〃　　 550 板葉書３種類 〃　　 550

　ミミズク・セロ弾きのゴーシュ・どんぐりと山猫 　宮沢賢治シルエット「雨ニモマケズ」全文・

ノック式消しゴム銀河鉄道の夜(黒・ピンク) ｱﾄﾑ物産 330 　ミミズク「雨ニモマケズ」・黒板「下の畑」

クリヤファイル「雨ニモマケズ」全文 〃　　 330 宮沢賢治童話じゃらじゃらキーホルダー 〃　　 550

クリヤファイル銀河鉄道の夜 〃　　 330 　銀河鉄道の夜・注文の多い料理店

宮沢賢治童話A６サイズメモ 〃　　 330 宮沢賢治童話ステンドしおり２種類 〃　　 605

一筆箋「雨ニモマケズ」(30枚綴) 〃　　 385 　銀河鉄道の夜・注文の多い料理店

宮沢賢治童話ミニメモ3個入 〃　　 385 ダイカットステンド銀河鉄道の夜キーホルダー 〃　　 605
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和紙はがきレター銀河鉄道の夜(６組入) ｱﾄﾑ物産 660

木製丸型コースター２種類 〃　　 660 メッセージカードセット(10枚) ランズエンド 440

　宮沢賢治シルエット・山猫軒 版画 〃　　 22,000

宮沢賢治童話プレートマグネット 〃　　 660 　銀河鉄道の夜・セロ弾きのゴーシュ・貝の火

宮沢賢治童話コンパクトミラー２種類 〃　　 660

　銀河鉄道の夜・注文の多い料理店

「雨ニモマケズ」全文マグカップ 〃　　 715 佐藤国男版画絵葉書 私家版 155

招き猫柄大判ハンカチ 〃　　 715 　注文の多い料理店2種類・雨ニモマケズ・セロ弾きのゴーシュ4種類

岩手限定星空コラーゲンボディタオル 〃　　 715 　銀河鉄道の夜2種類・風の又三郎・オツベルと象2種類

コラーゲンフェイスパックタオル注文の多い料理店 〃　　 715 　かしはばやしの夜2種類・雪渡り3種類

岩手限定宮沢賢治童話ガーゼタオル 〃　　 770 佐藤国男版画壁掛け時計 〃　　 11,000

岩手限定「雨ニモマケズ」全文へちまたおる 〃　　 770 　注文の多い料理店(山猫)・(WILD CAT)・どんぐりと山猫

木製宮沢賢治シルエット象嵌楕円キーホルダー 〃　　 770 佐藤国男版画壁掛け時計注文の多い料理店 〃　　 22,000

仲好しふくろうコップ 〃　　 825 版画どんぐりと山猫2種類 〃　　 22,000

仲好しねこマグカップ 〃　　 825 版画セロ弾きのゴーシュ 〃　　 22,000

「雨ニモマケズ」全文シルク扇子 〃　　 880 版画梟月の舟 〃　　 22,000

「注文の多い料理店」扇子 〃　　 935 壁掛けPiano 〃　　 11,000

貝象嵌ストラップ宮沢賢治画ミミズク 〃　　 935

貝象嵌ストラップ宮沢賢治シルエット 〃　　 935

銀河鉄道の夜昇華プリントマグカップ 〃　　 990 押し花スケール 花ふくろう 839

貝象嵌ウォールナットストラップ「雨ニモマケズ」 〃　　 1,100 押し花キーホルダー 〃　　 630

ねこ・ふくろうキラキラバックチャーム 〃　　 1,100 押し花しおり 〃　　 150

鉄の釜敷「雨ニモマケズ」 〃　　 1,320 押し花ミニフレーム 〃　　 525

鉄の汽車型文鎮 〃　　 1,650

鉄の宮沢賢治シルエットペン立て 〃　　 1,650

鉄の梟ペーパーウェイト 〃　　 1,650 版画はがき 私家版 550

宮沢賢治Tシャツ４種類 〃　　 1,980 版画はがき 〃　　 330

　銀河鉄道の夜・注文の多い料理店・星の旅・フクロウ はがき寸手摺り版画セット(4枚入) 〃　　 1,100

「星めぐりのうた」宮沢賢治シルエット象嵌オルゴール

〃　　 4,950

宮沢賢治の童話世界絵はがきセット(6枚入) 私家版 660

「銀河鉄道の夜」絵はがきセット(6枚入) 〃　　 660

レターセット２種類 私家版 315 「風の又三郎」絵はがきセット(6枚入) 〃　　 660

　かたくり・かに 「チュウリップの幻術」絵はがきセット(6枚入) 〃　　 660

雨ニモマケズシート 〃　　 1,572 「ポラーノの広場」絵はがきセット(6枚入) 〃　　 660

　「野原ノ松ノ林ノ陰ノ」 小岩井農場絵はがきセット(6枚入) 〃　　 660

雨ニモマケズ絵葉書セット(18枚) 〃　　 1,100 「やまなし」絵はがきセット(4枚入) 〃　　 440

賢治宇宙絵葉書セット(8枚) 〃　　 660 大正盛岡情景絵はがきセット(8枚入) 〃　　 770

でくのぼーこけし八寸 木偶乃坊工房 4,950 宮沢賢治童話絵はがき12種類 ノハラ工房 153

でくのぼーこけし六寸 〃　　 3,100

でくのぼーこけし四寸 〃　　 2,400

根付でくのぼー 〃　　 950 瀬川強写真ハガキセット(5枚入×3種類) 私家版 510

根付どんぐり 〃　　 850 　イーハトーブの冬2種類・水仙月の四日

鉄のペンダント 私家版 5,095 絵葉書宮沢賢治幻燈館全32種類

鉄の彫刻 ShinziKatohDesign 170

　ホモイ立像“森のヴァイオリン” 45,000 宮沢賢治童話バナナペーパーポストカード(10種類)

　ホモイ立像“森の笛” 40,000 ｼｰﾙ堂印刷 200

　ホモイ立像“貝の火をもらう” 40,000 宮澤賢治幻燈館マスキングテープ(21種類) 〃 245

　壁掛け“森のヴァイオリン” 35,000 クラフトデコレーションテープ宮沢賢治童話『きらぴか』(10種類)

　ホモイ壁掛け“森の笛” 30,000 〃 385

宮沢賢治幻燈館ストーリーマスキングテープ3巻セット(6種類)

〃 705

写真ハガキ(8種類) 私家版 103
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松田司郎・写真

Shinzi　Katoh　Design安斉重夫・鉄の彫刻

小林敏也・版画

松川けんし・絵

瀬川強・写真

煤孫盛蔵

佐藤国男・版画

田原田鶴子・絵

亀沢裕子・押し花

伊藤卓美・版画

古山拓・絵


