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柴田慶信商店は、樹齢約150年以上の天然杉を使用した伝統工芸品「曲げわっぱ」を販売する会
社。製造はすべて職人の手作業で、「親から子へ、子から孫へ」をコンセプトに長く大切に使っ
てもらえる商品を作っています。
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長く使えるものに出会える場所 

普段の生活で使っているものを、何か1つ思い浮かべてみてください。あの時ここで買った、この
人にもらった・作ってもらった、など、ものにまつわるストーリーはありますか。


浅草・雷門のそば「柴田慶信商店(しばたよしのぶしょうてん)」にある商品は、「大館曲げわっ
ぱ」という秋田県の伝統的工芸品です。




丈夫で耐久性もよく、長く繰り返し使えるので地球にもやさしいエコ商品。販売している商品は、
弁当箱やお皿、カップなどひとつひとつ職人による手作りです。何年経っても「あの時、日本旅行
で買ったな」と回想できる思い出の商品を買うことができます。


使う杉は樹齢約150年以上。長い年月を経て作られる商品の魅力 

柴田慶信商店は秋田県大館(おおだて)市に本店を構え、「大館曲げわっぱ」の製造、販売を行って
いる会社です。


曲げわっぱとは、杉や檜(ひのき)などを材料とした薄い板を、円筒形にして作る入れ物のこと。曲
げわっぱで作られた商品では弁当箱が有名です。


大館曲げわっぱは秋田県で採れる天然杉を材料とし、大館市で江戸時代から作られるようになり
ました。今では秋田の代表的な特産品・伝統的工芸品として知られています。


秋田は冬の寒さが厳しい気候の地域。その中でゆっくり育った木は木目が細かく、均等に成長し
ていきます。それにより木の強度が増し、強く割れづらい木材となるそうです。


とくに柴田慶信商店では、樹齢約150年以上の天然杉を使用。何層にもなった木目が丈夫な商品を
作り出します。




また商品を形作る際や仕上げる工程で、非常に繊細な力加減が必要となるため、製作はすべて職
人が手作業で行っているとのこと。そのため、商品ごとにわずかに形が異なっています。職人が
ひとつひとつ丁寧に作り上げることによって、機械では実現できない形や味わいが出てくるのだ
そうです。


商品を持ってみると、驚くほど軽い！　軽量に作られている点も曲げわっぱの特徴です。


大切に使いたくなる、お気に入りを探しに行こう！ 

店内はコンパクトで落ち着いた雰囲気。杉の香りがほのかに漂っています。どれも目線の高さより
下に配置されているため、全体を眺めながら気になる商品を見つけることができます。


今回は、ぜひ使ってみたい商品を3つピックアップしました。これから紹介する商品は、日本を代
表する有名なデザイン賞「グッドデザイン賞」も受賞し高い評価を得ています。


1.曲げわっぱ商品の定番人気「白木弁当箱」 

定番人気の商品は、白木弁当箱。「白木」とは、塗料を塗っていない状態の木材のことを言いま
す。




完全無塗装とすることで、材料となる杉の「吸湿性」「通気性」が生かされ、中に入れるご飯や
食材のもつ水分が適度に保たれます。時間が経ってもおいしく食べられるところが特徴です(電子
レンジは使えません)。


定番の楕円形だけでなく、円形、細長いものなど形や大きさはさまざまです。


弁当は、周りに食べ物のあとがついてしまうことも。しかし食べ物を入れる前に弁当箱の全体を
湿らせると、周りに食べ物がつきづらくなります。


洗うときは少し工夫が必要で、たわしとクレンザーを使います。たわしは店頭でも販売中。詳細は
店頭に置いてある紙をもらうか、公式HPで確認してみてください。


2.シンプルで上品なデザインの「ひと息タンブラー」 

タンブラーは大(税込6,264円)・中(税込5,184円)・小(税込4,104円)の3サイズが用意されています。


天然杉でできたカップは保冷・保温性に優れていて、温かい飲み物は冷めにくく、冷たいものはぬ
るくなりにくいところが特徴。こちらはスポンジと食器用洗剤で洗えます。




三角形のしるしは木のつなぎを止めるときに作る「綴じ」の部分。四角い形をしたものが一般的
ですが、こちらは「うろこ綴じ」と言って三角形をしています。創業者・柴田慶信さんが過去の
文献から復元した縫い方とのこと。


木目が柄になり、綴じはお洒落なワンポイントになっていて商品の魅力にもなっています。


3.パン好きにオススメ「パン皿」 

曲げわっぱの商品は、弁当箱や炊いたご飯を入れておく「おひつ」など、昔の日本で親しまれて
いた商品がほとんど。しかし柴田慶信商店では、伝統的な製法を生かし現代の生活でも使えるよ
うに工夫をしています。


その中の1つが、白木のパン皿。パンから出てくる蒸気をパン皿が適度に吸ってくれるため、焼き
たてのパンを乗せても湿ることなく焼きたての食感を味わい続けることができます。


焼きたてのパンをパン皿に載せてみました。しばらく置いておくとお皿の表面が蒸気でうっすら
と色が変わりましたが、お皿に水滴はできず、パンも湿ることなく焼きあがった状態のまま。表
面がカリカリの状態でいただくことができました。




パン皿は写真の大サイズが税込7,560円、小サイズが税込3,240円。店頭にはバターケースとバター
ナイフも販売しているので、セットで使うと落ち着いた色や木目の統一感で、食卓がお洒落な空
間になるでしょう。


バターケースは小判型が7,560円、丸型が5,400円。バターナイフは大サイズが756円、小サイズが
540円。いずれも税込です。


手入れ次第で10年以上使える商品 

柴田慶信商店 浅草店では「親から子へ、子から孫へ」コンセプトに長く大切につかってもらえる
商品を販売しています。


曲げわっぱは手入れ方法次第で、10年以上は使い続けることができます。商品は少し異なります
が、写真左が13年経ったもの、写真右が新品のものです。


使い込むうちに表面が削れて木目が浮かびあがり、デコボコとした触り心地になります。色も濃
く変化しており、新品にはない深みを感じました。


普段の生活で曲げわっぱの商品をぜひ使ってみてください。使い続けていると、日本を旅した出
来事もずっと身近に感じられるようになるかもしれません。




単語 

樹齢【じゅれい】 age of a tree


天然 【てんねん】 (ant: 人工) nature


杉【すぎ】 Japanese cedar 


使用【しよう】use; application


伝統工芸【でんとうこうげい】traditional craft; traditional handicrafts


曲げわっぱ【曲げわっぱ】magewappa　


販売 【はんばい】 sales


製造 【せいぞう】manufacture; production


職人 【しょくにん】worker; mechanic; artisan; craftsman


手作業 【てさぎょう】manual labor; manual procedures


孫孫 【まご】 grandchild


出会う【であう】to meet (by chance); to come across


普段【ふだん】usual; normal; usually; normally; generally; always


大館 【おおだて】Oodate


工芸品 【こうげいひん】 handicraft; industrial art object


耐久性 【たいきゅうせい】durability


弁当箱 【べんとうばこ】


経つ 【たつ】to pass (of time)


回想 【かいそう】


魅力 【みりょく】charm; fascination


構える 【かまえる】to set up (a house, store, etc.); to build; to establish; to maintain


製造 【せいぞう】manufacture; production


檜【ひのき】hinoki cypress; Japanese cypress


薄い 【うすい】(in ref. to objects, not to people) thin; (2) pale; light; faint; (3) watery; thin; dilute; 

(4) weak (taste, etc.); little (affection, etc.) not much (of a presence); (5) slim (probability, etc.); 
small; (6) sparse; patchy; scattered

板 【いた】board; plank; sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab円筒形 【えんとうけい】 
(adj-no,n) cylindrical

入れ物【いれもの】container;  case;  receptacle


採れる 【とれる】to be collected; to be gathered; to be harvested; to be mined




代表的 【だいひょうてき】representative


特産品 【とくさんひん】local specialty; special product (of a region)


厳しい【きびしい】severe; strict; rigid


木目【もくめ】grain (of wood)


細かい【 こまかい】small; fine;  minute; minor;  trivial


均等 【きんとう】equality; uniformity; evenness


成長 【せいちょう】growth; development


強度 【きょうど】strength; intensity


増す 【ます】to increase; to grow


割れる【われる】to break; to be smashed; to split; to crack


層 【われる】layer;  seam;  bed;  stream;  class


形作る【 かたちづくる】 to form;  to shape;  to make;  to build up


際 【さい】on the occasion of;  circumstances


仕上げる 【しあげる】to finish up; to complete; to finish off


工程 【こうてい】process; operation; stage of a process; progress of work


繊細な【せんさい】 dainty; delicate


加減 【かげん】degree; extent; amount;; state; condition; adjustment; moderation; regulation; 

addition and subtraction

ごとに one by one; each; every


わずかにonly; merely; a small quantity


丁寧【ていねい】polite; courteous; careful; close; thorough; conscientious


機械【きかい】machine; mechanism; appliance


実現 【じつげん】implementation (e.g. of a system); realisation


味わい 【あじわい】flavour; taste; charm; appeal; interest; meaning; significance


軽い 【かるい】light (i.e. not heavy); effortless; nimble; agile; minor; unimportant; trivial; 


軽量 【けいりょう】light weight


落ち着く【おちつく】to calm down; to settle down; to become stable (落ち着いた: to be 

unobtrusive; to be quiet; to be subdued)

雰囲気【ふんいき】mood; ambience; atmosphere;


ほのかに faint; indistinct; dim


漂う 【ただよう】to drift; to float; to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. 
a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly 

配置 【はいち】arrangement (of resources); deployment; configuration; layout;


賞 【しょう】prize; award


受賞 【じゅしょう】winning (a prize)


評価 【ひょうか】valuation; estimation; assessment; evaluation; rating




得る 【える; うる】to get; to obtain; to gain; to acquire; to win; to catch


定番 【ていばん】standard; regular; basic; staple;


塗料 【とりょう】 paints; painting material


塗る 【ぬる】to paint; to plaster; to lacquer; to varnish; to spread; to smear


状態【じょうたい】current status; condition; situation; circumstances; state


塗装 【とそう】coating; painting


吸湿性 【きゅうしつせい】absorbency


通気性 【つうきせい】breathability


保つ 【たもつ】to keep; to preserve; to maintain; to sustain; to last; to keep well (food); to wear 

well; to be durable


楕円形【だえんけい】elliptical shape


円形【えんけい】round shape; circle


湿る 【しめる】to become damp; to become moist; to become wet


工夫【くふう】scheme; device; figuring out; coming up with; solving ingeniously


たわし scrubbing brush; scourer


店頭 【てんとう】shopfront; storefront; shopwindow


詳細 【しょうさい】details; particulars; specifics


公式 【こうしき】 formal; official; formula


確認 【かくにん】confirmation; verification


2.シンプルで上品なデザインの「ひと息タンブラー」 

用意 【ようい】preparation; arrangements; provision; getting ready


保冷 【ほれい】 keep cool


保温 【ほおん】retaining warmth; keeping heat in; heat insulation


優れる 【すぐれる】to surpass;  to outstrip;  to excel


ぬるい　lukewarm;  tepid


食器【しょっき】 tableware


洗剤【せんざい】 (n) detergent; cleanser;


三角形【さんかくけい】 triangle


しるし mark; sign; symbol; emblem




つなぎ link; connection; tie; bond


綴じる 【とじる】to bind; to file


四角い 【しかくい】square; rectangular


うろこscale (of fish, snake, etc


創業者 【そうぎょうしゃ】founder (of a company


過去 【かこ】he past; bygone days


文献 【ぶんけん】literature; books (reference); document


復元【ふくげん】 restoration (to original state); reconstruction


縫い方 【ぬいかた】 sewing method; sewer


柄【がら】pattern; design; body build; figure; physique; character; nature


洒落【しゃらく】free and easy; open-hearted; relaxed


炊く【たく】to cook (grains, e.g. rice) to boil; to simmer


おひつ (n) round, wooden container for cooked rice


親しむ【したしむ】to be intimate with;  to befriend


製法【せいほう】 (n) manufacturing method; recipe; formula


生かし【いかす】　to make (the best) use of;  to leverage (skills, attributes, experience, etc.);  to 

capitalise on (experience, etc)


白木 【しらき】plain wood; unfinished woodwork


蒸気【じょうき】steam; vapour


吸う【すう】 to smoke; to breathe in; to inhale; to suck; to sip; to absorb; to soak up


焼きたて【やきたて】resh made; freshly baked; freshly roasted


乗せる【のせる】to place on (something)


食感 【しょっかん】food texture; mouthfeel


味わう 【あじわう】to taste; to savour; to appreciate; to enjoy; to relish


載せる  se 乗せる


うっすら slightly; lightly; thinly; faintly; dimly


水滴 【すいてき】 drop of water


カリカリ crisp; crunchy


統一感 【とういつかん】sense of unity; sense of oneness


お洒落な【おしゃれ】 smartly dressed; stylish


