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                     七島藺関係民具目録 <１> 

 番号          名 称 (地方名)  法量 (縦×横×高)㎝                    資料情報       収蔵施設 

 0001 莔麻分割台 (イチビの分き台) 65.0×20.5×32.6 イチビの茎皮を細く分割する道具 きつき城下町資料館 

 0002 莔麻皮剥ぎ (イチビノカワハギ) 50.0×48.5×37.0 イチビの茎皮を芯から分離する道具 きつき城下町資料館 

 0003 七島藺分割台(シットウの分き台) 61.2×18.5×23.2 七島藺をふたつに分割する道具。シットウの裂き台ともいう。 きつき城下町資料館 

 0004 七島藺分割台(シットウの分き台) 74.5×28.0×28.5 七島藺をふたつに分割する道具。 きつき城下町資料館 

 0005 

 

電動莔麻糸縒機 (イチビの縒り機) 

 

51.5×52.0×47.5 

 

イチビの繊維を縒り合わせて糸にする機械。柱に「昭和卅八年八

月 購入[丸に上字]印」墨書｡モーターの銘板に「HITACHI」刻印｡ 

きつき城下町資料館 

 

 0006 塩水桶   (シオオケ・潮桶) 直径29.0×高45.0 七島藺田に塩分を加えるために海水を運ぶ桶。壺形の焼印。 きつき城下町資料館 

 0007 莔麻籠   (イチビ籠) 直径57.0×高37.0 イチビの巻き糸の竹製容器。六目編みの竹籠。 きつき城下町資料館 

 0008 莔麻巻き  (イチビ巻き) 直径28.0×長38.0 イチビ糸を巻いたもの。門熙氏寄贈。 きつき城下町資料館 

 0009 タンカロン (合成繊維) 直径10.6×高18.4 イチビの代用品。「三井化学」「ITO MOKKAN.C」「1960.12」の

墨印。 

きつき城下町資料館 

 0010 柄振り   (シットウの掻き寄せ) 17.0×12.2×167.0 竹製歯５本付き。柄は竹､台は杉製。干した七島藺を集める道具｡ きつき城下町資料館 

 0011 莔麻     (イチビ)  イチビの茎・茎皮・糸。 きつき城下町資料館 

 0012 莔麻分割具  (イチビ分き) 8.7×7.8×2.0 手で持って、イチビの茎皮を細かく裂く道具。鉄歯27本。 きつき城下町資料館 

 0013 擂り鉢      (墨摺り用擂り鉢) 直径64.6×高25.5 七島表に毛判や筆で印を書く時に用いる特製の墨を作る器。 きつき城下町資料館 

 0014 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

38.2×13.5 

 

「カネ形に彦の字(かねひこ)」印。台は四角形。門実商店取引先

問屋の屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0015 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

38.4×13.0 

 

「丸にハと金の字」印。台は八角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0016 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

38.9×15.3 

 

「長円に府の字(まるふ)」印。台は八角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0017 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

44.5×10.2 

 

「山形に上の字」印。台は五角形。柄は割り竹製。 

門実商店取引先の問屋屋号。 

きつき城下町資料館 

 

 0018 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

42.6×17.5 

 

「山形にやの字・撰の字(やまや 撰)」印。台は八角形。 

「やまや」は西川甚五郎商店の屋号。 

きつき城下町資料館 

 

 0019 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

40.5×11.0 

 

「山形に形の字・改の字」印。台は八角形。 

西川甚五郎商店の本実(品質表示)。その後門実商店が使用。 

きつき城下町資料館 
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                     七島藺関係民具目録 <２> 

 番号          名 称 (地方名)  法量 (縦×横×高)㎝                     資料情報      収蔵施設 

 0020 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

42.6×17.0 

 

「山に万の字(つじまん)」印。台は六角形。 

西川甚五郎商店の色落(品質表示)。その後門実商店が使用。 

きつき城下町資料館 

 

 0021 筵問屋印判 (毛判) 35.7×11.5 「大の字」印。台は五角形。門実商店取引先の問屋屋号。小印。 きつき城下町資料館 

 0022 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

37.7×14.0 

 

「山形に二の字(やまに)」印。台は六角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0023 印判    (毛判) 45.5×11.0 「長円に昭和の字」印｡台は八角形。門実商店取引先の問屋屋号｡ きつき城下町資料館 

 0024 筵問屋印判 (毛判) 45.1×11.0 「長円に豊府の字」印｡台は八角形。門実商店取引先の問屋屋号｡ きつき城下町資料館 

 0025 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

45.4×14.7 

 

「丸に青の字(まるあお)」印。台は八角形。柄は割り竹製。 

吉見商店の大抜銘新表(品質表示)。大型印。 

きつき城下町資料館 

 

 0026 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

41.6×12.0 

 

「丸に青の字」印。台は八角形。小印。柄は割り竹製。 

吉見商店の大抜銘新表(品質表示)。 

きつき城下町資料館 

 

 0027 筵問屋印判 (毛判) 38.6×13.2 「丸にヨの字」印。台は八角形｡吉見商店の細帯青表(品質表示)｡ きつき城下町資料館 

 0028 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

36.0×12.2 

 

「山に本の字(やまもと)」印。台は七角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0029 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

38.4×12.5 

 

「長円に百の字」印。台は八角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0030 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

41.1×12.0 

 

「丸に太の字(まるた)」印。台は八角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0031 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

34.8×11.0 

 

「オの字(お)」印。台は隅切り五角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0032 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

35.8×10.0 

 

「ニの字(にばん)」印。台は隅切り五角形。 

吉見商店の最上品(品質表示)。 

きつき城下町資料館 

 

 0033 筵問屋印判 (毛判) 31.5×8.7 「ロの字」印。台は隅切り五角形。 きつき城下町資料館 

 0034 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

53.5×19.2 

 

「丸に日の字(まるひ)」印。台は八角形。 

門実商店の本段(品質表示)。 

きつき城下町資料館 
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                     七島藺関係民具目録 <３> 

 番号          名 称 (地方名)  法量 (縦×横×高)㎝                     資料情報      収蔵施設 

 0035 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

42.5×11.0 

 

「長円に山と九の字・改の字」印。台は隅切り長方形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0036 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

39.4×15.3 

 

「山に吉の字(つじよし)」印。台は隅切り正方形。 

吉見商店の本銘新表(品質表示)。 

きつき城下町資料館 

 

 0037 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

46.0×19.0 

 

「山に丸(やままる)」印。台は隅切り正方形。 

門実商店の大抜優良品(品質表示)。 

きつき城下町資料館 

 

 0038 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

40.8×17.2 

 

「山にテ(いまつき)」印。台は隅切り四角形。西川甚五郎商店の

飛抜(品質表示)。その後門実商店が改良本段として使用。 

きつき城下町資料館 

 

 0039 筵問屋印判 (毛判) 38.2×14.0 「丸に二つ巴」印。台は隅切り正方形。 きつき城下町資料館 

 0040 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

40.8×13.9 

 

「丸に府の字」印。台は八角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0041 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

41.0×17.5 

 

「山形に形の字(やまがた)」印。台は五角形。西川甚五郎商店の

本段(品質表示)。その後門実商店が改良本段として使用。 

きつき城下町資料館 

 

 0042 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

35.2×11.2 

 

「山形にツの字」印。台は八角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0043 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

36.3×12.3 

 

「入山形に米の字」印。台は変形八角形。 

門実商店取引先の問屋屋号。小印。 

きつき城下町資料館 

 

 0044 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

48.6×20.5 

 

「丸に京の字(まるきょう)」印。台は八角形。 

吉見商店の本銘新表(品質表示)。 

きつき城下町資料館 

 

 0045 

 

筵問屋印判 (毛判) 

 

42.6×18.0 

 

「丸に共の字(まるきょう)」印。台は八角形。 

吉見商店の目付品(品質表示)。 

きつき城下町資料館 

 

 0046 

 

大分県検査印判 (毛判) 

 

46.3×12.0 

 

「隅丸長方形に大分県の字」印。台は隅切り長方形。 

大分県の検査確認印。朱印。 

きつき城下町資料館 

 

 0047 鉤     (カギ) 全長28.0×直径2.8 青筵(七島表)の束を動かす時に引っかける道具 きつき城下町資料館 

 0048 鉤          (カギ) 全長23.7×直径3.5 同上。 きつき城下町資料館 
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                     七島藺関係民具目録 <４> 

 番号          名 称 (地方名)  法量 (縦×横×高)㎝                     資料情報  

 0049 

 

岩下式足踏製筵機  

 

90×300.5×157.5 

(枠75.5×153.5×150) 

横桟に「岩下式」、柱部に「岩下徳太郎」の墨印。「堀元熊次郎

 新調 5000」の墨書あり。 

きつき城下町資料館 

 

 0050 筵機の筬  (オサ)      青筵の地機(ジバタ)や足踏手織機のオサ[筬]。経糸用の孔84あり

。 

きつき城下町資料館 

 0051 椅子 45.0×46.5×73.0 0049の足踏製筵機との組み合わせ。 きつき城下町資料館 

 0052 丸鈴式半自動製筵機 95.0×320.0×150.0 横桟に「丸鈴製筵機製作所」、柱部に「丸鈴式」の墨印あり。 杵築市立民俗資料館 

 0053 足踏莔麻縒り機 (ヨリキ) 50.0×106.0×94.0 天板に「昭和七年十一月七日求之」の墨書。手島治氏寄贈。 杵築市立民俗資料館 

 0054 足踏莔麻縒り機 (ヨリキ) 51.0×107.0×83.0 イチビの繊維を縒り合わせて糸にして巻き取る道具。 杵築市立民俗資料館 

 0055 電動莔麻縒り機 (ヨリキ) 51.0×66.5×47.0 モーターの銘板に「明電舎」の刻印。 杵築市立民俗資料館 

 0056 えさし竹       (イサシ) 149.0×1.5×0.3 割り竹の先端に鉤状の切り込み。 杵築市立民俗資料館 

 0057 えさし竹       (イサシ) 155×5.0×2.5 木製金具付き。 杵築市立民俗資料館 

 0058 七島藺分割台 (サキダイ＝裂き台) 14.5×76.5×25.0  杵築市立民俗資料館 

 0059 足踏式七島藺分割機 54.0×80.0×111.0 大正から昭和初期に使用。阿部進氏寄贈。 杵築市立民俗資料館 

 0060 電動七島藺分割機 50.0×165.0×93.0 荒巻浩二氏寄贈。 杵築市立民俗資料館 

 0061 カンテラ 直径12×高29・全高38 夜間に七島藺を刈り取る時に使用。胴部の蓋の内側に蝋燭立て。 杵築市立民俗資料館 

 0062 莔麻皮剥ぎ機  45.0×48.0×38.0  杵築市立民俗資料館 

 0063 筵問屋印判 (毛判) 43.5×18.0 「丸に吉の字」印。台は八角形。吉見商店。 杵築市立民俗資料館 

 0064 筆 全長41.0×直径6.0 七島表に品質表示等を書き込む筆。 杵築市立民俗資料館 

 0065 莔麻巻き  (イチビ巻き) 長45.0×直径25.5 イチビの糸を巻いたもの。 杵築市立民俗資料館 

 0066 刷毛    (ハケ) 全高17.0×直径3.7 七島表に書かれた墨書や毛判で押した墨印を掻き落とす道具。 きつき城下町資料館 

 0067 刷毛    (ハケ) 全高5.5×直径3.7 同上。 きつき城下町資料館 

 0068 足踏式筵手織機 95×160×167 柱に「大野郡南野津村 衛藤新殿 (臼三線 南野津駅)」の墨書。 くにさき七島藺振興会 

 0069 筵機の筬  (オサ) 7.0×108.0×2.8 「山に定の字」経糸用の孔84あり。 くにさき七島藺振興会 

 0070 丸鈴式半自動製筵機 69.0×327.0×165.0 横桟に「丸鈴製筵機製作所」の墨印あり。経糸92本。緑色塗装。 くにさき七島藺振興会 

 0071 

 

丸鈴式半自動製筵機 

 

93.0×311.5×171.5 

(枠 93×153.5×146) 

横桟に「宮川製作所」､柱部に「丸鈴式」の墨印あり｡経糸84本。 

褐色塗装。 

くにさき七島藺振興会 
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                     七島藺関係民具目録 <５> 

 番号          名 称 (地方名)  法量 (縦×横×高)㎝                     資料情報  

 0072 鋤     (スキ) 3.6×25.0×92.0 スコップ状の畑地深耕用具。 くにさき七島藺振興会 

 0073 柄振り (エブリ) 3.3×78.8×163.5 浜干しした七島藺を掻き集める道具。 くにさき七島藺振興会 

 0074 縒糸機 (ツムギキ＝紡ぎ機) 51.0×98.0×87.0 イチビの繊維を縒り合わせて糸にして巻き取る道具。 くにさき七島藺振興会 

 0075 七島藺分割台(サキダイ＝裂き台) 61.5×10.5×25.0  くにさき七島藺振興会 

 0076 莔麻分割具  (イチビ分き)  手で持って、イチビの茎皮を細かく裂く道具。 くにさき七島藺振興会 

 0077 大分県検査印判 (毛判)  「大分県の字」印。朱印。大分県の検査確認印。 くにさき七島藺振興会 

 0078 検査印判  (毛判)  「丸」印。朱印。 くにさき七島藺振興会 

 0079 検査印判  (毛判)  「丸に内接円弧４個」印。朱印。 くにさき七島藺振興会 

 0080 筵問屋印判 (毛判)  「丸に吉の字(まるよし)」印。吉見商店の本銘新表(品質表示)。 くにさき七島藺振興会 

 0081 筵問屋印判 (毛判)  「山形に力水」印。 くにさき七島藺振興会 

 0082 筵問屋印判 (毛判)  「又形に木の字」印。 くにさき七島藺振興会 

     くにさき七島藺振興会 

     くにさき七島藺振興会 

     くにさき七島藺振興会 

 


