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「百人一首」「花かるた」
日本のかるたを作り続けて200余年
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「かるた始めの儀」が行われます。また、1月初旬、おなじく近江神宮にて競技かるた
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光琳かるた 源氏歌かるた

120,000円＋税
江戸中期の代表的な画家の一人、尾形光琳が描いた百人一首を再現。
読札には歌仙絵と歌の上の句が、取札には草花や歌意に即した絵が金地に
朱や群青で鮮やかに描かれています。
読札、取札ともに帙に収め、桐箱に入っています。
純金色和紙で一枚一枚手貼りで仕上げた、百人一首の最高級品です。
解説書付。

光琳かるた
60,000円＋税
古典文学の原点、「源氏物語」の各巻より一首の和歌を選び
その風景をかるたに収めました。
源氏香図も題と共に描かれていますので、香道にもお使い
いただけます。
帙入、桐箱入、解説書付。

源氏歌かるた

28,000円＋税
かるたの趣はそのままで、裏を金銀砂子の和紙で仕上げました。
塗箱入、解説書付。

源氏歌かるた　和紙仕上げ
55,000円＋税
光琳かるたの豪華さはそのままに越前和紙に本金を
使用し、砂子振りを施した特別製の光琳かるたです。
桐箱、写真入り解説書（和綴じ本）付。

光琳かるた　和紙仕上げ
琳派400年特別仕様版

尾
形
光
琳

源
氏
歌

「幻のかるた」
尾形光琳筆「小倉百人一首」を

職人技で復刻

長い間、幻の百人一首とされてきました、尾形光琳筆「小倉百人一首」が、近年に京都で
発見されました。この逸品を大石天狗堂が復刻。印刷は決して変色しない高精細シルク
スクリーン印刷をほどこし、ベテランの職人が一枚一枚うすい純金色和紙の裏紙で仕上げ
ました。
また百首のうち最初の天智天皇と最後の順徳院の札上下四枚には、光琳の署名（法橋光琳）
と落款をそのままに再現いたしました。（※完全復刻版のみ）
琳派の巨匠ならではの華麗な美の世界がお手許で長きに渡ってお楽しみいただけること
でしょう。

日本が世界に誇る偉大な文化遺産「源氏物語」の中から和歌をモチーフにした典雅な
歌かるたです。
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競技かるた
当店は（一社）全日本かるた協会が唯一公認している競技用百人一首を製造しております。
このページは競技かるたをされている方、これから始めようという方にピッタリの商品
をピックアップして紹介しております。

小倉百人一首 裏貼り仕上げ

当店では創業当時、まだかるたとして耐えうる強度の厚紙を創る技術がなかった時代、
薄い和紙を何枚も貼りあわせて厚紙にしていました。そして、仕上げに裏から一枚の
和紙を貼り、折りこんで縁を作るという技術が生み出されました。それが裏貼り仕上げ
という製法の始まりです。この製法で作られたかるたは少し反り、丈夫で見た目も美しく
なります。

15,000円＋税
江戸時代末期に活躍した大和絵絵師、
「冷泉為恭」が描いた百人一首歌仙絵を
復刻した百人一首です。
書体は読みやすい草書体風の文字を使用しました。
金銀砂子振りした高貴な柿色の和紙で
裏貼り仕上げし、極上の桐箱に収めています。
解説書付。

時雨

10,000円＋税
金銀砂子振りされた濃緑の和紙で、
裏貼り仕上げしました。
長期保存に適した桐箱に収めています。
解説書付。

吉野

8,000円＋税
江戸時代末期に活躍した大和絵絵師、
「冷泉為恭」が描いた百人一首歌仙絵を
復刻した百人一首です。
書体は読みやすい草書体風の文字を使用しました。
銀砂子振りした濃紺の和紙で裏貼り仕上げし、
丈夫な紙化粧箱に収めています。
解説書付。

桂川

3,500円＋税
書道などにお使いいただける、無地の札です。
表は鳥の子和紙で、裏は銀砂子の和紙を
使用し、一枚ずつ手で仕上げています。
化粧箱入。バラ売可。

白札　50枚入 200円＋税
百人一首暗記カード

1,500円＋税
（一社）全日本かるた協会の
専任読み手の吉川光和氏朗詠CDです。

小倉百人一首朗詠CD
百人一首を素材として、
書道の美の世界を
お楽しみいただけます。

各2,500円＋税
百人一首競技用の札。
（一社）全日本かるた協会が唯一公認している
競技用百人一首です。
全国のかるた協会で使用されています。
読札、取札の別売ができます。

標準　読札・取札

1,700円＋税
初心者でも百人一首を暗記している人と同じ様に
かるたが早く取れる様、取札にきまり字を大きく薄く
印刷し工夫された百人一首です。
百人一首専用の緑色厚紙を使用しています。

百人一首 「きまり字かるた」

1,000円＋税
競技かるたの読み方が練習できるかるたです。
伸ばすところ、続けて読むところなどが分かりやすく
書いてあるので自然に読み方を覚えられます。

読み方かるた

百人一首の上の句と下の句がそれぞれ
表、裏面に書かれているカードです。
決まり字もわかるようになっておりバラバラにできてカード
リングでまとめられるので、英単語の暗記カードと同じ感覚
でお使いいただけます。
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1,700円＋税
練習用の普及版。
百人一首専用の緑色厚紙を使用しています。

百人一首 「小倉山」

3,200円＋税
（一社）全日本かるた協会専任読手による朗詠CD付。
CDプレーヤーのランダム機能を使えば毎回違う順番で
詠んでくれます。
百人一首専用の緑色厚紙を使用しています。
※かるた本体は「小倉山」と同一です。

百人一首 「舞楽」（朗詠ＣＤ付）
ぶがく

3,100円＋税
札の裏に、歌の作者のプロフィールや歌の解説が
書かれています。百人一首を参考書なしで学べます。
四方染めによって美しく生まれ変わりました。

百人一首 「新・教育用」

1,500円＋税
「小倉山」の2分の1の大きさのかわいらしい百人一首です。

小型百人一首　小町

2,000円＋税
初めて百人一首を見たお子さんでも、手軽に楽しくかるた競技が楽しめるかるたです。
学校の休み時間等や、ご家庭でのちょっとした短い時間で、競技かるたが楽しめるように、100枚のかるた札を、
きまり字別に20枚ずつ5種類に色分けしました。
取札の裏には上の句が書かれていてきまり字もわかるようになっていますので練習にも使えます。
きまり字を理解し、変化する楽しさが解るようなかるた札です。
100首覚えたら、競技かるたの世界へ自然に入れるようなかるた札です。
読札・取札のセットです。〔別売可　各1,000円＋税〕

きまり字五色二十人一首　読札・取札セット

1,000円＋税

きまり字
五色二十人一首　読札
（解説書、遊び方付） 1,000円＋税

きまり字
五色二十人一首　取札

1,700円＋税
白札　200枚入

2,000円＋税
かるたサイズが105×74mmの
大型の無地かるたです。
自由に描いて自由にお楽しみ
いただけます。

大判無地かるた　100枚入

手軽に楽しんでいただける、
75×52mmの無地の札です。
洋紙仕上げ、紙箱入。

小倉百人一首 普　及　品

お子様や初めての方にピッタリのお求めやすい百人一首かるたラインナップです。

3,100円＋税
かるたの断裁面を専用の染料で染め上げる
「四方染」の技術によって、手作りかるたの美しさと
質感を再現しました。
従来より厚手で丈夫な作りになっています。

百人一首 「染草」
そめくさ
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1,200円＋税
かわいい絵のかるたで遊びながら日常生活にも
役立つ大切なことわざを学べます。
かるたの裏は楽しい日本地図パズルになっており
地理の学習にも適しています。

ことわざかるた
+日本列島地図パズル

1,900円＋税
こどもに伝えたい45のお話。日本昔ばなしがかるたに
なりました。
45種類のお話からできており、お子さんに教えてあげながら
楽しめます。
また付属のCDにはかるたの言葉ではなく物語全て、
45話2時間半以上収録されており、
かるたの文言だけではわかりにくい話も内容が
わかるようになっています。

日本むかしばなしかるたCD2枚付

1,600円＋税
楽しく遊んで学ぼう古事記かるた。
解説書付きですので小学生から大人まで幅広い年齢の
方にお楽しみいただけます。

古事記かるた

1,200円＋税
「犬も歩けば棒にあたる」などのことわざでおなじみの
いろはかるたです。

江戸いろはかるた

9,900円＋税
元々、会津地方（福島県）で盛んに遊ばれていた伝統玩具
です。戊辰戦争後、屯田兵制度で、北海道に派遣された
元会津藩士が、貴重な紙を使わず辺りに沢山群生していた
朴の木（ホオノキ）を削り札にしたのが発祥です。
きめが細かく手触りが良く、抗菌作用があるのが特徴です。
読み札が付いています。

板かるた（桐箱入）

3,800円＋税
パソコンで遊べる百人一首ソフト。
競技かるたの練習、光琳かるたの鑑賞、朗詠などが
楽しめます。

小倉百人一首CD-ROM

30,000円～＋税
人の手の指紋のように、他には合うペアが無い唯一無二
貝の特性から『夫婦和合』『夫婦円満』の象徴とされて、大
名の婚礼道具や、ひな人形のお道具にも使われる風流な
調度品です。
絵付けは、奈良を代表する若手絵師　上村恭子が一点一点
手描きした、優しく素朴な大和絵が特徴の作品です。
貝を載せる敷座布団に、京都の老舗布団　北川商店の職人
による良質な一点物。
貝の内側に描かれた和のテイストの絵を観賞して楽しん
だり、結婚の引き出物にもおすすめです。
今だから出会える特別な一品。是非この機会にお買い求め
下さい。

貝合わせ『令和』

新元号を祝い、京都の老舗かるた屋がかるた遊びの原型と言われる貝合わせをご紹介。
二枚貝の殻を合わせ、ペアを揃えて遊ぶ貴族の宮中遊戯「貝合わせ」。

かるた各種
お子様から大人の方までお気軽に楽しんでいただけるかるたラインナップです。
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15,000円＋税
最新のシルクスクリーン版画技術で復刻した、
うんすんかるた。
木版手摺りの持つやわらかい色彩と細密な絵柄を
再現しました。
解説書付、桐箱入。

うんすんかるた

3,800円＋税
瀬戸内地方で使われている株札の一種。
和紙裏貼り仕上げ、桐箱入。

小丸札
3,800円＋税
中国、四国地方で
使われていた花札。
鬼札（ジョーカー）に金太郎の絵が描
かれているのが特徴です。

金時花

3,800円＋税
近畿地方で使われている株札の一種。
和紙裏貼り仕上げ、桐箱入。

株札
3,800円＋税
新潟地方で使用されている
花札の一種。
札の絵は現在の花札より古い時代の札です。

越後花

3,800円＋税
通常の花札より一回り小さい
地方札。
越後花と使われていた時代は同じですが謎の多い札です。

越後小花
3,800円＋税
北陸地方で使われていた地方札。
戦前まで使われていた大変珍しい札で
花札とは違った遊び方があります。

さくら川

［赤・黒］各 7,000円＋税
初代総理大臣伊藤博文公が、明治の初期、当店に作らせた
特製の花かるた。
一般の花かるたよりかなり大判で、花かるた独特の絵柄
が緻密に美しく描かれています。
桐箱入。

総理大臣の花かるた（桐箱入）

創業以来変わらぬ製法でお作りしている定番の花札です。
金天狗、銀天狗、リンカーンは裏貼り仕上げ、
四季は断裁仕上げになっています。
プラケース入。

花札 ［赤・黒］各 2,000円＋税
［赤・黒］各 1,500円＋税
［赤・黒］各 1,200円＋税

800円＋税

金天狗
銀天狗
リンカーン
四季

2,000円＋税
京都×花札。
京都の名産・名所がすべての札に
盛り込まれたオリジナル花札。
通常の花札としてはもちろん、
オリジナルルールを作って遊べます。
お土産にもピッタリです。

デザイン：京都工芸繊維大学　中野デザイン研究室

京都花札

復刻地方札

花かるた
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作品例

双六福笑いセット・かるたシール

2,000円＋税
紙製、表の絵柄が
全部違います。
布貼ケース入。

浮世絵トランプ
600円＋税
囲碁の定石をトランプにした
大石天狗堂のオリジナル商品です。
囲碁の勉強やコレクション、トランプ遊びにどうぞ！

囲碁定石トランプ 4,500円＋税
気軽に、手軽に自宅で織物が楽しめる卓上手織機です。
プラスチック製は幅22cmの布が織れます。

プラスチック製（毛糸付）手織機 
（織巾22㎝）

1,200円＋税
紙製、表の絵柄が
全部違います。
プラケース入。

歌麿トランプ
1,200円＋税
紙製、表の絵柄が
全部違います。
プラケース入。

東海道五十三次
トランプ

卓上手織機

1,000円＋税
広重の浮世絵版画を使った美しい東海道五十三次の
双六と福笑い（おかめ）のセット。

広重の浮世絵
東海道五十三次 双六福笑いセット

120円＋税
当店オリジナルのかるたを切手大のシールにしました。
百人一首シール・花かるたシールの2種。

かるたシール

大石天狗堂は寛政12年（1800年）創業のかるたの老舗。
小倉百人一首に代表されるかるたをはじめ、
囲碁・将棋などを通じて、日本の伝統美・日本の心・
京の雅と遊びを現代に伝えています。

〒612-8082 京都府京都市伏見区両替町2丁目350-1
TEL：075-603-8688
FAX：075-603-8677
E-Mail：info@tengudo.jp
URL：http://www.tengudo.jp/
営業時間：月～金曜 9:00～18:00
 土曜 10:00～17:00　 　日曜・祝日：休業

株式会社大石天狗堂

前田直樹代表取締役
免稅店/免税店/면세점

薩摩九烈士の墓

大手筋

黄桜記念館

寺田屋

月桂冠
大倉記念館

竹
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桃
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大石天狗堂

トランプ

その他多数取り揃えています。お問い合わせ下さい。

41㎝

33㎝

本カタログの記載内容は、令和元年9月1日現在のものです。
改良のため裏紙・帙・パッケージ等予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
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