
vol.18 日本のほぼ中央に位置する岐阜県。標高 3,000ｍを超える
山々が連なり、「日本の名水百選」にも選ばれる木曽川・
長良川や揖斐川が流れ、変化にとんだ自然は様々な景観を
見せてくれます。東西交流の地として栄えてきた歴史が、
多くの伝統文化と史跡旧跡を今に伝え、その自然と歴史は、
五感を満たしてくれる豊富な観光地を育んでいます。　

 >> GIFU Travel Guide：ぎふの旅ガイド　>>>　http://travel.kankou-gifu.jp/

 Nagara River Cormorant Fishing
長良川の鵜飼

Takayama Spring Festival
春の高山祭

Oyada Maple Valley
大矢田もみじ谷

 UNESCO World Heritage Site Shirakawa-go 
白川郷合掌造り

Exploring the Center of JapanGifu
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Gifu Prefecture is located in the center of Japan. 
With its grand mountains that rise more than 3000 
meters above sea level, and home to the Kiso, 
Nagara and Ibi Rivers, which are included amongst 
“The Best 100 Waters in Japan”, the depth and 
variety of its nature and scenery is without equal. 
As Gifu has flourished as a point of cultural 
exchange for both eastern and western Japan, 
many traditional cultures and unique historic sites 
remain to this day. Its nature and history have 
facilitated its development as a rich tourist 
destination that fully satisfies the five senses.
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「美濃和紙」



1300 年の伝統を今に受け継ぐ美濃和紙

美濃和紙の歴史は古く、奈良時代には写経用の紙に美濃の紙が使われていたと云われています。
奈良の正倉院には、日本最古の紙として、大宝２年（702 年）の美濃、筑前、豊前３国の戸籍用
紙が所蔵されています。 このことからも、美濃和紙は1300年以上の歴史を有すると考えられます。
平安時代になると、紙の普及により品質の高い美濃和紙の需要が増加します。京都の貴族や僧侶た
ちの手紙などに、その名がたびたび表れることからも、美濃和紙に対する評価の高さが分かります。
江戸時代には、高級障子紙として評判となり、江戸幕府に障子紙を納め、幕府の手厚い保護を受
けました。 また、提灯やうちわなどの工芸品にも用いられるようになり、明治時代には、ウィー
ンや、パリの万国博覧会に出品されるなど､海外にも紹介されました。
このように、美濃和紙は長い歴史の中で受け継がれ、現在に至っています。昭和 60 年（1985 年）
には国から伝統的工芸品に指定されています。 そして、本美濃紙は昭和 44 年（1969 年）に国の
重要無形文化財に指定され、平成26年（2014年）には、その手漉（てすき）和紙技術がユネスコ
無形文化遺産に登録されました。美濃和紙の魅力は、柔らかみのある繊細な風合いをもちながら、
強靭で耐久性があり、薄くムラがないことです。
この地域を流れる長良川、板取川といった清流に育まれ、すかれる美濃和紙、今も、これからも、
最高の品質を届け続けます。

美濃和紙は、美濃の豊かな自然、長良川、板取川の清流を源として育まれてきました。
その魅力は、柔らかみのある繊細な風合いをもちながら、強靭で耐久性があり、薄くムラ
がないことです。その品質の高さから、障子紙や表具用紙など伝統的なものから日常品ま
で、様々なものに用いられています。さらに、日本だけでなく世界各国での古文書や絵画
など国宝級の文化財の修復に使用されています。
そんな美濃和紙の価値をさらに高め、本物の品質を責任を持って国内外に伝えるため、新
ブランドを創設。厳しい品質基準を設定し、その基準をクリアした、高い品質を持つもの
だけが美濃和紙の新ブランドマークを表示できることになりました。
最高の品質を極めた美濃和紙は古来と未来をつなぎ、美濃と世界をつなぎます。

最高の品質を極めた 美濃和紙ブランドを創設
Establishment of the Mino-Washi brand ‒ the pinnacle of quality

The source of Mino washi (Japanese paper) paper is the bountiful nature of the Mino region 
(Gifu, Japan) and the limpid waters of its Nagara and Itadori rivers.
Its appeal comes from its soft and delicate texture, which is strong and durable, yet evenly tin. 
The highness of its quality has led to its use in a variety of traditional to everyday items such as 
sliding shoji doors and mounted paper works.  In addition, it is even used in the restoration of 
cultural assets at the level of national treasure, such as ancient documents and pictures not only in Japan, 
but around the world. In order to further heighten the value of Mino washi paper, and 
to take the responsibility of expressing its quality both within Japan and abroad, this new brand was 
established.  Strict quality criteria have been established, and only the products which have satisfied 
those criteria with their high quality are allowed to display the new Mino-Washi brand logo.
Mino-Washi is the pinnacle of quality, linking the days of the past and the days to come, 
linking Mino to the world.

Mino washi paper has a long history, and it is said that paper from Mino was used in the Nara era 
(710-794) for the transcription of sutras. The Shosoin Repository in Nara houses Japanʼ s oldest paper, 
which was used in three censuses from the old provinces of Mino, Chikuzen, and Buzen in 702. 
Because of this, it is believed that Mino washi paperʼs history goes back more than 1,300 years ago.
During the Heian era (794-1185), as paper became more widespread, demand increased for Mino washi 
paper, with its high quality.  The value placed on Mino washi paper can be seen as its name was mentioned 
in letters written by the nobles and priests of Kyoto.  In the Edo era (1603-1868), it was valued as the paper 
used in high-grade sliding shoji doors, and received considerable support from the Edo Shogunate after 
being presented to them and adorning their own doors.  It also came to be used in crafts like paper lanterns 
and round paper uchiwa fans, and was introduced to overseas countries through exhibitions at 
the Worldʼs Fairs in Vienna and in Paris in the Meiji era (1868-1912).
Like this, Mino washi paper has lasted throughout history and even to the present.  It was designated 
as a traditional craftwork by Japan in 1985.  In 1969, Japan designated Hon-minoshi paper as an Important 
Intangible Cultural Property, and in 2014, the technique of making it by hand was designated as 
an Intangible Cultural Heritage by UNESCO.
Its appeal comes from its soft and delicate texture, which is strong and durable, yet evenly thin.
Mino washi paper is born of and created using the clear waters of the Nagara and Itadori rivers which flow 
through the region, and delivers the highest quality now and will continue into the future.

Mino washi paper continues on in a 1,300-year tradition

厳しい基準をクリアした製品だけに与えられる新ブランドマーク
New brand logos given only to products that satisfy strict criteria

美濃和紙の新ブランドには、厳しい品質基準を設定、その基準に合格した製品
のみを認定します。その基準は、生産地・生産者・原料・製法・品質・エコロジー・
原紙使用に関するものなど、多義にわたり詳細に設定。この厳しい基準をクリ
アした製品だけを、美濃和紙の新ブランドとして認定します。そして、認定さ
れた製品だけが「本美濃紙」「美濃手すき和紙」「美濃機械すき和紙」の新ブラ
ンドマークを表示することができます。認定された製品は、最高の品質を誇る
美濃和紙として、世界に通用するブランドであることを伝えます。

Strict quality criteria have been established, and only the products which have satisfied 
those criteria are certified.  The criteria are scrupulously established regarding 
a wide variety of areas such as production sites, manufacture, raw materials, 
manufacturing processes, quality, ecology, and the base paper used.  Only products 
satisfying these strict criteria are certified as a part of the new Mino-Washi brand, and 
are able to display the new Hon-minoshi, Mino Tesuki-washi, and 
Mino Kikaisuki-washi brand logos.  Those certified products communicate that 
Mino-Washi, boasting the highest level of quality, 

美濃和紙ブランドサイト / the Mino-Washi brand site     http://www.minowashi-japan.com/
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Brighten your life with Mino washi paper
Introducing fashion goods made from Mino washi paper, utilizing the lightness and 
durability of the material, as well as Mino washi lamps which cast a gentle light.

Clothing & Lighting
― 暮らしを 彩る美 濃 和 紙 ―

1.  ワシノランプ ロウ 50,000円   [大光工房]
2.  地球儀提灯 Globe 17,000円   [カミノシゴト]
3.  重なる灯り トールタイプ琉球 36,000円 / キューブタイプ落水 31,000円   
　  [アーテック]
4.  スタンド SF-2070 14,000円   [彩光デザイン]

1.   Washi Lamp Low \50,000  ［Taikoukoubou］
2.  Globe Lantern \17,000  ［Kaminoshigoto］
3.  OVERLAY,Ryukyu (tall type) \36,000 / Falling Water    (cube type) \31,000
      ［ARTEC CO.,LTD］
4.  Stand Lamp (SF-2070) \14,000  ［SAIKO DESIGN co.,ltd］
    

5.  クラッチバッグ 12,000円   [セントラル・トレイディング] 
　  御朱印帳入れ 紺 5,400円   [松尾友紀]
6.  美濃和紙タオル花麻 黒 / 白 1,200円
　  美濃和紙ハンドタオル花麻 白 800円  [松久永助紙店]
　  ワシノカバン ONIM 15,000円  ［大光工房］
7.  クラッチバッグ 10,500円  ［松尾友紀］
　  美濃和紙靴下 白 22-24cm 1,200円  
　  美濃和紙靴下 グレー/黒 24-26cm 1,200円  ［松久永助紙店］
8.  藍染め和紙のベスト 27,700円   [幸草紙工房]
　  和紙ハンチング 22,000円   [セントラル・トレイディング] 
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美 濃 和 紙 の 軽 さや 強 さを 活 か し た ファッション 雑 貨 、や わ ら か な 光 を 灯 す 美 濃 和 紙 照 明 が 揃 い まし た 。

5. Clutch Bag \12,000  ［Central Trading Co., Ltd.］
　  / Goshuin Stamp Note Pouch (Navy) \5,400  ［Yuki Matsuo］
6. Mino Washi Towel (Hemp Flower,Black/White) \1,200
     Mino Washi Hand Towel  (Hemp Flower,White) \800  ［Matsuhisa Eisuke Kamiten Ltd.］
     Washi Bag (ONIM) \15,000  ［Taikoukoubou］
7. Clutch Bag \10,500  ［Yuki Matsuo］ 
     Mino Washi Socks (White 22-24cm) \1,200 /  Mino Washi Socks (Gray/Black 24-26cm) \1,200
     ［Matsuhisa Eisuke Kamiten Ltd.］
8. Indigo Dyed Washi Vest \27,700  ［Saigusakamikoubou］
     Washi Hunting Cap \22,000  ［Central Trading Co., Ltd.］
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Stationery & Accessories
― 暮らしを 彩る美 濃 和 紙 ―

9.   のし袋 亀 / 桜 / 鶴 1,500円   [紙漉 髙橋]
10.  「OBOERUCOLLECTION」和綴じノート 
  スクエアBrown / Blue / Bordeaux 1,950円
  Smallノート CHAOS / TASTY / CUTE 580円   [カミノシゴト］
11.  和紙メモ帳 彩うさぎ 黄 / 緑 400円   [石川紙業］
  消しゴムはんこレターセット 
　　ガーベラ小・イエロー / ガーベラ大・オレンジ 960円   [紙漉 髙橋］
12.  和紙の折花 6,400円   [美濃竹 紙工房］

9.   Money Gift Envelope(Turtle/Cherry Blossom/Crane) \1,500   ［Kamisuki Takahashi］
10. “OBOERUCOLLECTION” Notebook Bound in the Japanese Style
　　(Square Brown/Blue/Bordeaux) \1,950
　　Small Notebook (CHAOS/TASTY/CUTE) \580   ［Kaminoshigoto］
11. Washi Memo Pad (Cute Rabbit, Yellow/Green) \400   ［ISHIKAWA PAPER GOODS LTD］
　　Eraser Stamped Letter Writing Set Gerbera (S) Yellow/Gerbera (L) Orange\960   
       ［Kamisuki Takahashi］
12. Washi Paper Craft Flower \6,400   ［Minotake Kamikoubou］

13.  Origami Jewel Bridal white rose ピアス #3 / #4  4,500円   
　　[カミノシゴト] 
14.  透かし和紙扇子 雪 12,000円   [カミノシゴト] 
  消しゴムはんこ一筆せん レース 600円   
  消しゴムはんこ封筒 レース 700円   [紙漉 髙橋] 
15.  和紙糸アクセサリー 2WAYネックレス 3,500円 / ボールネックレス 5,000円
  リングブローチ 1,200円   [松久永助紙店]  
  和紙フォトスタンド shira 水玉 2,000円   [石川紙業］
16.  和紙フォトスタンド shira 桜 2,000円 
　　和紙メモ帳 友禅 黄 400円
  和紙カードケース shira 桜 1,500円   [石川紙業］

13. Origami Jewel Bridal White Rose Earrings #3/#4 \4,500   ［Kaminoshigoto］
14. Watermarked Washi Fan （Snow） \12,000   ［Kaminoshigoto］
　　Eraser Stamped Small Note Paper (Lace) \600
　　Eraser Stamped Envelopes (Lace) \700   ［Kamisuki Takahashi］
15. Washi Thread Accessory: 2-way Necklace \3,500 
　　/ Ball Necklace \5,000 / Ring Brooch \1,200   ［Matsuhisa Eisuke Kamiten Ltd.］
　　Washi Photo Frame ʻshiraʼ (Polka-dot) \2,000   ［ISHIKAWA PAPER GOODS LTD］
16. Washi Photo Frame ʻshiraʼ (Cherry Blossom) \2,000
　　Washi Memo Pad (Yuzen Yellow) \400　　
　　Washi Card Case ʻshiraʼ (Cherry Blossom) \1,500   
　　［ISHIKAWA PAPER GOODS LTD］

15

16

13

14

美 濃 和 紙 の 個 性 を 活 か した ス テ ー ショナリー 、や さし い 表 情 の 美 濃 和 紙 アクセ サリー など  お 楽し みください 。

Enrich your life with Mino washi paper
Enjoy our stationery and accessories which make the most out 
of the warm and delicate texture of Mino washi paper.
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