
創業明治40年
老舗扇子屋が教える
京扇子の全て

「歴史・製法から選び方まで丁寧に解説します」
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１．京扇子の歴史
・扇子は京都生まれ。その歴史は隣国の中国よりも古く平安時代にまで遡ります。
・紙が貴重品であった当時、記録用紙の代わりに使用した木簡を綴じ合わせたものから
最初の扇「檜扇」が生まれたといわれています。
現存最古の扇は平城京出土品であり、伝世品としては、東寺の千手観音像の補修作業中に
発見された元慶元年（877年）の檜扇が最古。

東寺蔵 国宝「木造千手観音立像」
重要文化財 檜扇

（千手観音立像像内納入品 東寺蔵）
/

「檜扇イメージ」

出典：https://www.miho.jp/booth/img-big/00001022.jpg https://tsumugu.yomiuri.co.jp/feature/shitennouryuzou

https://th.bing.com/th/id/R.13a23e652c0b80ef47b5854d5c895a3f?rik=gcSp5vvb1qX%2f1w&riu=http%3a%2f%2ftoji.or.jp%2fhtimg%2f2018_spring%2f2.jpg&ehk=HgcfNrk%2bdSd37BPibhGQFaydUGumcWhzY5CNxf%2frDzc%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0&sres=1&sresct=1

https://www.miho.jp/booth/img-big/00001022.jpg


１．京扇子の歴史

「皆彫骨（みなえりぼね）イメージ」「蝙蝠（かわほり）イメージ」

・平安時代中期には美しい絵が彩られるようになり
この頃から「蝙蝠（かわほり）」と呼ばれる紙扇も作られ始めています。

（開いた形が蝙蝠の羽を広げた姿に似ていることから蝙蝠と呼ばれた。
竹や木を骨として片面に紙を貼ったもので「夏扇」とも呼ばれる。）

・平安時代後期になると骨に透かし彫りをした「皆彫骨（みなえりぼね）」や「透扇」が出現。
当時は朝廷・貴族の服飾品や遊芸用、また僧侶・神職達の儀式用としてのもので
庶民の使用は禁じられていました。

「平安時代後期 服装イメージ」

出典：https://kotobank.jp/image/dictionary/nikkokuseisen/media/ka333.bmp http://219.118.205.102/eri-kawa5.jpg https://heian-jidai.com/wp-content/uploads/2019/06/1322087-300x300.jpg



１．京扇子の歴史

「両面張りの唐扇イメージ」「垂げの糸の付いた檜扇」

・鎌倉時代になると禅僧らによって日本の扇子（倭扇）が中国へ。
この頃初めて「垂げの糸」と呼ばれる飾りが登場。

・一般庶民への扇子の使用が許可されたのは室町時代。
日本の扇子は中国で変化を遂げ、その唐扇が日本へ逆輸出されました。
唐扇は表裏に紙を貼り扇骨が見えないよう改良されています。
この唐扇にならった両面張りの扇子が日本でも作られるようになりました。

・この時代に生まれた三様式（鎮折（しずめおり）、雪洞（ぼんぼり）、
末広・中啓（すえひろ・ちゅうけい）が日本の紙扇の形式を決定することとなりました。

（鎮折）（末広・中啓）（雪洞）

出典：https://th.bing.com/th/id/OIP.PtD8eBxljFqacvAvRAF-UgHaFj?pid=ImgDet&rs=1 https://nohgaku-kyodo.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/CCF20160613.png

https://th.bing.com/th/id/R.12e69da25c0b08ce60b8ba6e787c2452?rik=9iOBorxa9su45g&riu=http%3a%2f%2fwww.whb.cn%2fu%2fcms%2fwww%2f201910%2f11171757o140.jpg&ehk=wvxgYgEKQadzAVgPwnX0W5DCfsk7E4HUHGrM9J7y4Qk%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0



１．京扇子の歴史

←《日本風のパリジェンヌ》
(La parisienne japonaise)

（Alfred Stevens, 

「1900年パリ万博パノラマビュー」
「ヨーロッパ絹扇
イメージ」→

・江戸時代に入ると扇子作りは冠・烏帽子作りとともに「京の三職」として栄え
広く庶民の日常生活へ普及しました。
その後も発展を遂げた京扇子は江戸後期には海外市場へ進出するまでになりました。

・明治30年（1901年）に開催されたパリ万国博覧会への出展がきっかけで
京扇子の伝統美は多くの欧米人を魅了します。
また、ヨーロッパでは布を張った「絹扇」へ発展し高級品として貴婦人を華やかに飾りました。
輸出の好調は大正時代中期まで続きました。
京都で生まれた扇子は現在、日本・中国・スペインで作られ世界中で愛され続けています。

・京扇子は昭和52年10月に伝統的工芸品として通商産業大臣より指定されています。

出典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Vue_panoramique_de_l%27exposition_universelle_de_1900.jpg/420px-Vue_panoramique_de_l%27exposition_universelle_de_1900.jpg

182https://www.iedashikou.com/monet-renoir/02-2/img/img05.jpg3-1906） https://i.pinimg.com/originals/a9/ce/6c/a9ce6cd9687eca68409a4e7ac8cbd825.jpg



１．京扇子の歴史
コラム 「扇塚」

・扇塚の場所
「牛若丸と弁慶」が戦ったことで有名な
「五条大橋」の西詰に所在
弊社本社も扇塚より徒歩5分くらいに所在

・扇塚の由緒書き
「扇は平安時代の初期この地に初めてつくられたものである
ここ五條大橋の畔は時宗御影堂の遺趾であり
平敦盛没後その室 本寺祐寛上人によつて得度し
蓮華院尼と称し寺僧と共に扇を作ったと言い伝えられている
この由緒により扇工この地に集り
永く扇の名産地として広く海外にまでも
宣伝されるように至った
いまこの由来を記してこれを顕彰する
昭和三十五年三月十五日 京都市長 高山義三」
出典：https://www.kyoto-inf.com/2019/10/10/posted-ogidsuka/

弊社本社



コラム 「扇塚」

・由緒書きにあるように、平安時代、「平敦盛」の室 玉織姫が、
17歳という若さで「一ノ谷の戦い」において亡くなった夫の菩提を弔うために、
「蓮華院尼」と称して五条大橋西詰にあった｢平時宗御影堂」に出家し、
寺の僧と共に扇子を作った事に始まります。
扇は「阿古女扇（あこめおうぎ）」と呼ばれ、女性が正装の際に手に持つ扇だったそうです。
扇塚のあった場所には、昔「新善光寺（しんぜんこうじ）」というお寺があり
こちらが別名「御影堂（みえどう）」「五条御影堂」とも呼ばれていたそうです。

１．京扇子の歴史

「阿古女扇（あこめおうぎ）」
イメージ→

出典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Taira_no_Atsumori%26Kumagai_Naozane.jpg/450px-Taira_no_Atsumori%26Kumagai_Naozane.jpg

https://www.bing.com/th?id=OIP.jEropBDBavZxp-nB7LaC0gAAAA&w=200&h=161&rs=1&qlt=80&o=6&dpr=1.3&pid=3.1



コラム 「扇塚」

・天長元年（824年）第52代・嵯峨天皇皇后の「橘嘉智子（檀林皇后）」が、
「空海」を開山として創建。
長野の「善光寺」を模した本尊を安置していたので「新善光寺」と呼ばれましたが、
当初は真言宗で高野山に属していました。
後に「嵯峨天皇」の御影を安置したため、一般には「御影堂」と呼ばれました。
その後、「六条左女牛」や「新町通五条」に移ったとの言い伝えがありますが、
鎌倉時代以降は「時宗」となり、「一遍」が中興して以来「念仏道場」となり、
時宗十二派の中の「御影堂派」の別格本山となります。
天正15年（1587年）「豊臣秀吉」の都市改造により、
五条大橋の袂である現在地の「御影堂町」に移ります。

・明治期に境内から、現在の「御影堂町」が興り、境内には「御影堂扇」を折って業とする家が
数軒あり名物となります。

・昭和20年（1945年）太平洋戦争中、「五条通り」の拡張の建物疎開に伴って、
この地より現在の滋賀県長浜市に移転しています。

１．京扇子の歴史



２．京扇子の製法
・京都の伝統的工芸品の多くがそうなように扇子も分業で作られており
「扇子は八十七回職人の手を通る」といわれ様々な職人さんが分担して製作しています。

・夏扇（紙扇子）の場合、この表の通り21の工程に分かれています。

紙 竹

地紙加工 ⑽合わせ 扇骨加工 ⑴胴切り

⑾乾燥 ⑵割竹

⑿裁断 ⑶せん引

↓ ⑷目もみ

加飾 ⒀箔押 ⑸あてつけ

⒁上絵 ⑹白干し

⒂木版画摺り ⑺磨き・塗り

↓ ⑻要打ち

折加工 ⒃折り ⑼末削（すえすき）

⒄中差し

⒅万切

仕上げ加工 ⒆中附け

⒇万力掛け

(21)親あて

↓

完成



⑶せん引 割竹を必要な部分に薄く削り
竹の厚みを整えます、これが骨の原型になります

⑷目もみ 舞錐※という道具を使用し、
要を通す穴（目あな）をあける

２．京扇子の製法（扇骨加工）
⑴胴切り まず最初に竹の節を除いて

同寸法に切る作業を行います

⑵割竹 「胴切り」で同寸法に切られた竹を
ナタで縦に割りヘギ状にします

※舞錐
出典：https://www.maisendo.co.jp/seizou01.html



⑺磨き・塗り 猪の牙で出来ている「猪牙（いのき）」
という道具を使用し磨きに入ります。
また必要であれば塗りや彫りが施されます。

⑻要打ち 骨を束ねる部分の要（かなめ）を打ちます。
古くはくじらのひげを使っていましたが
今はプラスチック等を使用しています。

⑼末削（すえすき） 地紙の中に入れる中骨を薄く削ります。

２．京扇子の製法（扇骨加工）
⑸あてつけ 目串に通して

二三日水につけて柔らかくしたら、
「脇かき」という包丁で削って
骨の形にして行きます。
職人の高い技術が求められる
扇骨作業いちばんの見どころです。

⑹白干し 青みをとるために白干しします。

出典：https://www.maisendo.co.jp/seizou01.html



２．京扇子の製法（地紙加工）
⑽合わせ
皮紙・芯紙・皮紙と呼ばれる3枚の紙を糊で張り合わせます。
扇の地紙と呼ばれる紙を作る為に「芯紙」という薄い和紙を真中にして、

「皮紙」と呼ぶ和紙を「芯紙」の両側に貼り合わせます。
真中に薄い紙（芯紙）を入れるのは、
扇骨を差し込む時に穴をあけやすくするためです。

⑾乾燥 乾燥させた後、
⑿裁断 型を当てて裁断します。

出典：https://www.hakuchikudo.co.jp/about/flow.html

https://zenkyo.net/japanese-fan/sensu-process/



２．京扇子の製法（加飾）
⒀箔押 地紙に箔を貼る工程、

糊を塗った扇面に箔をのせていき、
最後に綿で押さえて乾かします
他にも鹿の皮にのせた箔を竹べらで切って
細かい粒（すなご）にして載せたりもします

⒁上絵 絵はにわか
（獣や魚の皮・骨等を水で煮沸し
濃縮・凝固させたもの）
を混ぜた絵の具で描かれます

⒂木版画摺り
版木やシルクスクリーンを使用した

「かた刷り」の工程が入るものもあります

出典：https://www.hakuchikudo.co.jp/about/flow.html



２．京扇子の製法（折加工）
⒃折り

湿らせた地紙を折り型で挟んで
端から順に折り目を付けていきます
何枚か重ねて拍子木で形を整えた後
湿気が残っているうちに数時間置いた後乾燥させます
折りで大事なのは絵に傷を付けないこと、
変な場所に折り目が付かないよう注意します

⒄中差し

竹べらで紙の真ん中を割って中骨の入る口開けをします

⒅万切

一度拍子木で形を整えたら
万切り包丁で決められた大きさに切ります

出典：https://www.hakuchikudo.co.jp/about/flow.html



２．京扇子の製法（仕上げ加工）
⒆中附け

⒄中差しで空いた穴に息を吹き込んで穴を開き（地吹き）
開いた穴に糊を引いた中骨を差し込みます

⒇万力掛け

乾かした後形を整えて拍子木でこなし
親骨の先を切り揃えたら（親切り）
万力に一晩掛けて紙と骨を強く密着させ
折り目を正しくします

(21)親あて

親骨の曲がりをキープする為温めた親骨を曲げます（親ため）
曲げることにより扇子の締りを良くし、
閉めた時の音が出るようにしています
最後に親骨を貼って乾かしたら完成です

出典：https://www.hakuchikudo.co.jp/about/flow.html https://www.maisendo.co.jp/seizou01.html



３．扇子の種類と用途、選び方
・扇子は材料・用途により、下記の表の通り多くの種類に分類されます。
・一般に招涼・装飾用に使用される夏扇、絹扇／布扇を中心に詳細を解説します。

白檀扇 びゃくだんせん 招涼・装飾用

檜扇 ひおうぎ 儀式・装飾用

夏扇★ なつせん 招涼・装飾用

茶扇 ちゃせん 茶道用・装飾用

舞扇 まいおうぎ 舞踏用・装飾用

祝儀扇 しゅうぎせん 冠婚葬祭用

豆扇 まめせん 人形用・装飾用

能扇 のうおうぎ 能・狂言用・装飾用

鉄扇 てっせん 装飾用

有職扇 ゆうそくせん 儀式・装飾用

香扇 こうおうぎ 香道用

毬扇 まりおうぎ 蹴鞠の用具・装飾用

絹・綿布を貼ったもの 絹扇・布扇★ きぬせん・ぬのせん 招涼・装飾用

薄板を綴ったもの

紙を貼ったもの



３．扇子の種類と用途、選び方
①間数 扇子の骨数を「間（けん）」と数える。

通常は五間から六十間くらいまで。
左右の一番外側にある骨を「親骨」、
内側にあるものを「中骨（仲骨）」と呼び
この２種類の骨を合わせた数が間数です。
間数の多い扇子は作りにくくより貴重、
手にしっくりなじんで風もしなやかです。

②寸法 扇子の大きさは閉じた時の長さをかね尺で図った長さで示します。
一寸＝3.03㎝となります。

・6寸 （約18.2㎝）：一般的な女性用扇子に比べても一回りコンパクトなサイズ。
ポケットやバッグなどに入れて持ち運びがしやすい大きさ。

・6寸5分（約19.5㎝）：手の小さい人でも使いやすい大きさで一般的な女性用の大きさ。
・7寸 （約21.2㎝）：男女を問わない一般的な定番サイズ。
・7寸5分（約22.5㎝）：一般的な男性用サイズ。落語で使われる高座扇子もこの寸法です。

出典：https://www.sp-oroshi.com/sensu/_images/other/size_kensu.jpg http://www.naireh-sensu.com/img/sub/knowledge_img1.jpg



３．扇子の種類と用途、選び方
③素材
・夏扇：紙の扇面の中に

糊を付けた竹を通して仕上げたもの
・絹扇／布扇：絹／布の裏側に竹を張り付けたもの、

ヨーロッパから逆輸入された製法

④扇面の長さ
・中短地：通常の扇子より扇面が短いもの。

扇骨が少し長く、幅も少し広い。

・短地 中短地よりさらに扇面の長さが短いもの。
45間などの高級扇子に多い。



３．扇子の種類と用途、選び方
⑤意匠（紳士用が中心）

・鮎：出世の意味がある扇子
急流に負けることなく昇り続ける「昇り鮎」は、
出世をもたらす絵柄として知られています。

・馬：安定志向の方におすすめな柄
強健な馬はなかなか倒れないために、
大きな失敗を経験することなく過ごせるという意味を含んでいます。

・とんぼ：試合や試験、大仕事を控える人におすすめな柄
後退せずに前に向かってのみ飛ぶ昆虫（「勝ち虫」とも呼ばれる）
であることから、不退転で勝利を呼び込むという意味を含んでいます。

・竹：力強くまっすぐ成長を願う柄
丈夫な竹は強さや復元力を表し、尚且つ真っ直ぐに成長することから
周りに流されない心の強さを象徴しています。

・ひょうたん：商売繁盛や子孫繁栄に縁起の良い柄
末広がりの形をしていることから、繁栄の意を含んだ
縁起の良い植物として知られています。

・青海波：厄除けや最近ついてない人におすすめの柄
水には清めや厄除けの意味があります。



３．扇子の種類と用途、選び方
⑤意匠（婦人用が中心）

・切り絵：
絹地の下地に
絹の切り絵を重ねた意匠

・ペンテ：
扇骨の部分に手描きで彩色を施し、
モダンな雰囲気を持つデザイン

・うちわ型：
うちわの様な形のコンパクトサイズ

⑥骨の種類

・白竹：
骨竹本来の色を
そのまま用いた
一般的な扇骨。

・唐木：
石灰などで炊き、
こげ茶色にした扇骨。

・晒骨：
竹を漂白して天日に晒すため
白竹よりさらに白く仕上がる。

・染骨：
染料と用いて炊いた扇骨。
漆やカシューを竹の表面
に塗った扇骨。



コラム 「京の祭りを彩る扇子」

・葵祭 5月15日（上賀茂神社、下鴨神社）
五穀豊穣を祈願する平安時代から続く祭り。
十二単を纏った祭りのヒロイン斎王代は
美しい檜扇を手に藤の花で飾られた御所車に乗り
御所から下鴨神社・上賀茂神社へと従者の行列に囲まれ進みます。

・三船祭 5月第3日曜日（車折（くるまざき）神社）
三船祭の奉納行事の一つ「扇流し」。
昔足利将軍が嵐山近くの天龍寺へ参詣の際、
お供の童子が扇を誤って川に落としたところ
扇が川面を流れる優美な様子に将軍がたいそう喜ばれたことから
以後お供の人々が競って扇を川に流したという故事によるものです。

・祇園祭（7月1日～31日）
祭り最高の盛り上がりは山鉾巡行。
その山鉾を動かすのは音頭取りの手に翻る扇です。
鉦や笛、太鼓で囃し荒ぶる疫神（怨霊）を払い、鎮めるといいます。

３．扇子の種類と用途、選び方



３．扇子の種類と用途、選び方
コラム 「人生を彩る扇子」

・生後1ヶ月、初めてのお宮参りで神様へ扇を奉納することにはじまり
かつては今以上に人生の節目節目に扇子が登場していました。

・七五三詣でも子供達は童用扇子を持っていました。
京都では十三歳の十三詣りを境に扇子も大人用に変わったそうです。

・結納前に交換する扇子は新郎に「白扇」新婦に「金銀扇」を贈ります。
自分が使っている扇子に自分の心を込めて相手に託すという
平安時代からの風習に基づいたもの。
また婚礼の時、新婦が持つ扇子は災いから
身を守る魔除けの意味もあるそうです。

・家を建てる時に行われる「上棟式」では
扇子を大黒柱に取り付けます。
扇子は形から末広ともいわれ
この家が末永く栄えるようにとの意味があります。

・還暦（60歳）古希（70歳）等の節目を祝うときに
披露の扇子を配るのも日本ならではの風習。

・そして葬儀などの不祝儀には鈍色の扇子を携え、
二度と凶事が起こらないようその場限りで捨てます。



４．京扇子とくの 概要・ｽﾀｯﾌ紹介
・明治40年（1907年）創業の「京扇子とくの」の歴史は招涼用の絹扇子の製造から始まりました。
・その後、絹扇子の伝統を受け継ぐ美しい京友禅柄の綿ハンカチを利用した「ハンカチ扇子」
の製造を始め、好評を得ました。これが涼やかな夏服用のプリント生地を用いたお洒落な布扇子を
生み出すきっかけとなり、夏扇子といえば紙扇子が主流だった扇子の歴史に新たな歩みを加えられたと
自負しております。

・現在では、絹扇子・ハンカチ扇子の他にも和紙を使った「夏扇子」「舞扇子」なども
各種取り揃えるようになりました。特に「飾り扇子」は従来の舞踊や能仕舞で使われていた扇子を
身近な室内装飾用の芸術品としても楽しんでもらえるようにと優れた意匠の製品を製造するよう
努めており、弊社オリジナル図柄の飾り扇子は多くの方に好評を博しております。

「飾り扇子」「紳士用ハンカチ扇子」「婦人用ハンカチ扇子」



４．京扇子とくの 概要・ｽﾀｯﾌ紹介
・また京扇子に親しんでもらうために、「扇子手書き体験教室」も早くから開催して参りました。
気軽に参加してもらえるように判子や型紙（ステンシル）も用意しています。

・伝統工芸としての紙扇子とは異なり、布扇子を製造する業者は近年減少しておりますが
弊社では技術を継承していけるよう職人を確保し、布扇子の新たな伝統を次世代につなぐ努力を
続けてまいります。

2006年10月26日
テレビ朝日

「クレヨンしんちゃん」で
扇子体験の様子が放送されました♪

〒６００-８０６４
京都市下京区富小路通松原下る本上神明町４４７番地ー４
電話：０７５－３５１－７４８９（月～金 ９時～１７時）

０７５－３５２－１００２（17時以降、土日祝留守番電話）
FAX：０７５－３４１－８７８６
E-Mail：tokuno@rose.ocn.ne.jp


