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私どもASAFUKU（麻福）は、ヘンプ
（麻・大麻）専門での製品づくりを
行ってきました。その素材調達力と
素材加工力を活かしたヘンプ手芸
用品をご提案いたします。

ヘンプで「ものづくり」をしませんか!?

糸 生地

製品 原料

ヘンプ（麻）は、

地球にやさしい植物＝ヘンプ（麻）は、日本でも1万年以上も前から活用
されてきました。また、高い天然の機能性を備えている素材でもあります。
ヘンプの”ものづくり”を通じて快適健康な社会を創っていきませんか。
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糸
ヘンプ手仕事糸

・20mカード巻き(草木染め30色)・・・ 600円＋税

・50g(約200m)かせ巻き オフ白 ･･･ 2,000円＋税

麻60番の細いヘンプ100%糸 9本 を丁寧に撚糸し
て太さを均一にした約1mmの糸をつくりました。まず3
本で撚りを戻しながら1本の糸にまとめ、更に3本で
撚糸しました。強度あり、経糸づかいにもオススメ。
アクセサリー、刺し子等にも。草木染めを施してます。
※中国糸。撚糸・染色は日本。

８色 ✕ ８m のお試しセット登場！！

8色を丁寧にカー
ド巻きしました。
ワンポイント刺し子
などに。

2,000円＋税

ヘンプ100%手紡ぎ糸

ヘンプ手紡ぎ‘風’糸

ヘンプ100%のスライバーと
落ち綿を用いて丁寧に手
紡ぎしました。※日本製

手紡ぎ‘風’糸です。工業的なものですが、
違うのは太さの不均一性。ヘンプに和綿も
加えて、より趣ある風合いにしました。ヘンプ
素材の新たな境地を追い求めました。

・10mカード巻き・・・ 800円

・20g玉巻き・・・ 1,600円+税

・20g（約25m）玉巻き

オフ白 ・・・ 800円+税
草木染め4色 ・・・1,800円+税

＜混率＞ ※日本紡績
ヘンプ 40％（スライバー 30%+落ち綿10％）、
キュプラ 35％、和綿 15％、レーヨン 10％

少し太めの糸もつくりました！
麻30番糸を9本（3本✕3本）用い
て撚り合わせて、少し太めの手仕
事糸を仕立てました。

・20m巻き(草木染め)
・・・ 600円+税

・20g(約40m）玉巻き
オフ白 ･･･ 500円+税
草木染め ・・・ 1,200円+税

・オフ白 各種
約245g かせ巻き ･･･ 4,000円
1kg コーン巻き ･･･ 10,000円+税
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ヘンプ組紐

ヘンプコットン（55%:45%）の糸を用いて組紐を仕立て
ました。タイプは広紐（約6mm）と丸紐（約4mm）。 ナ
チュラルテイストの小物や製品に。
※中国糸使用。組紐加工は日本。

・5mｶｯﾄ ・・・ 丸紐 500円+税、平紐 600円+税
・50mかせ巻き

･･･ 丸紐 4,000円+税、平紐 4,800円+税

ヘンプゴム紐

ヘンプ100%糸でカバーリングしました（約1.5mm：ヘン
プ70%、ゴム芯30%）。タグ（下げ札糸）やラッピングに
最適。100mかせ巻きも用意しました。
※中国糸使用。紐加工は日本。

・5mｶｯﾄ ・・・ 250円＋税

・100mかせ巻き ・・・ 4,000円+税

ヘンプコード

ヘンプコットン（55%:45%）の糸を用いたヘンプ紐（約
1.2mm）。タグ（下げ札糸）やラッピングに最適。100m
かせ巻きも用意しました。
※中国糸使用。紐加工は日本。

ヒマラヤ原産・手績み糸 ヘンプ紡績糸

海外ヘンプ紡績工場と連携をとり、各種
ヘンプ糸を手配しております。
＜ヘンプ100％＞
・中国糸： 18Nm～60Nm
・イタリア糸： 14Nm～24Nm

＜ﾍﾝﾌﾟ/コットン
55%:45% ＞

・21s～40s
中国糸

ネパール伝統のヘンプ手績み糸をご紹介。
野性味溢れる糸（WILD HEMP)です。
【ヒマラヤン・マテリアル】

・ヘンプ100% 10m巻き
・・・ 200円+税

・ヘンプ100% 100g巻き
・・・ 1,000円+税

・ヘンプ/シルク残糸mix
100m巻き ・・・ 1,500円+税

・5mｶｯﾄ ・・・ 200円＋税

・100mかせ巻き ・・・ 3,200円+税

ヘンプ組紐（平紐）

ヘンプ組紐（丸紐）

ヘンプゴム紐

ヘンプコード
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生地
ヘンプ生地各種

ヘンプ100%

薄手 （36Nm（麻60番）糸使用）

中厚 （24～18Nm（麻40～30番）糸使用）

厚手 （14～8Nm（麻20～12番）糸使用）

・[C0068-1] 8Nm（麻14番） 平織り
110cm,幅135cm,幅155cm幅

・[C0087-1・国産] 24Nm/2 オックス・高密度

・[C0003-1] 平織り オフ白

・[C0058-1-h・国産・ｼｮｯﾄﾙ] 一重ガーゼ オフ白

・[C0080-1] 天竺 きなり

・[C0069-1] ストール生地 オフ白

・[C0002-1] 24Nm（麻40番） 平織り オフ白

・[C0070-1・国産] 〃 平織り きなり

・[C0089-1] 18Nm（麻30番） 平織り きなり

※諸般の事情で、予告なく（やむなく）廃番することがあります。予めご容赦ください。

←C0058-1-h
藍染ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

C0080-11→
ﾍﾝﾌﾟ100%ﾆｯﾄ

←C0002-1
藍染ふんどし

C0070-1→
枕ｶﾊﾞｰ

←C0087-1
高密度ｵｯｸｽ

C0068-1→
割烹着

ヒマラヤ手織り生地
ネパールで栽培、糸績み
して織り立てたヘンプ布で
す。野性味溢れる生地
（WILD HEMP)です。
【ﾋﾏﾗﾏﾝ･ﾏﾃﾘｱﾙ】

宵衣堂オリジナル

大麻布裂見本帳

ヘンプ100%の敷布

1500円+税 or 3,800円+税

古代より日本社会と共生してきた大
麻（ヘンプ）。その時代や土地で変
わる大麻布の多様性や布地の地
厚の差、使用感による風合いの変
化などをまとめた解説書です。写
真だけでなく、貴重な実際の古代
大麻布も貼付した永久保存版。
【宵衣堂】

ヘンプ手仕事糸を用いて、大正時代の
トヨタY型織機でゆったり織り立てました。
刺し子の基布、敷布等に最適です。
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※諸般の事情で、予告なく（やむなく）廃番、価格変更いたします。予めご容赦ください。

ヘンプ/コットン

ヘンプ/シルク

リネン/ヘンプ（麻100%）

・[C0058-1・国産・ｼｬｯﾄﾙ] 一重ｶﾞｰｾﾞ 薄手

・[C0083-1・国産] ヘリンボン 中厚 きなり、オフ白

・[C0079-1・国産] 平織り 中厚 きなり、オフ白

新万葉染め体験キット

薄手 （綿21s糸クラス）

中厚 （綿16s糸クラス）

厚手（綿11s糸クラス）

[C0055-1] ヘンプ／オーガニックコットン
平織り 11s オフ白

[C0074-1] デニム生地 3種 ※セルビッチあり

[C0085-1] ヘンプコットン からみ織り生地

・[C0050-1] ヘンプ／オーガニックコットン
平織り 21s きなり

・[C0044-1・国産・ｼｬｯﾄﾙ] 

手ぬぐい生地

・[C0051-1] ヘンプ／オーガニックコットン
平織り 16s オフ白

・[C0009-1・国産] ダブルガーゼ

・[C0075-1・国産・ｼｬｯﾄﾙ] ダイヤ柄生地

←C0009-1
ベビー肌着

C0075-1→
布ナプキン

←C0074-1
ヘンプデニム

C0085→
からみ藍染

[C0004-1] ヘンプ／シルク ツイル

・【近江の麻：国産・シャットル】よろけ織り

・【近江の麻：国産・シャットル】平織り

[C0044] 麻混・小幅生地
※無漂白。20m巻もあります。

近江の麻（ラミー/ヘンプ：麻100%）

ご自分で染色しませんか？

京の色30色
1,500円＋税

※約200g分の
素材（大人用
Tシャツ1枚位）

べんがら顔料

従来の煮出して染める草木染めで
はなく、微粉砕した染料をお湯に溶
かして浸け染めます。【川端商店】

ラテックス等の定着剤を用いないタイプ
の「べんがら顔料」です。使いやす50g
の小分けにしました。

全8色 50g 1,000円＋税

※約400g分の素材（大人用Tシャツ2枚位）

ヘンプとシルクの絶妙なハーモニー。
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製品
ヘンプ製品を自分色に染めてみませんか。

ヘンプ100% ストール オフ白

おやすみ手袋
安眠マスク
足首ウォーマー
アームカバー
Tシャツ
ふんどし

ヘンプ100% 手ぬぐい オフ白

ヘンプ100% からみ織り
ﾀﾍﾟｽﾄﾘ- きなり

まさに羽衣なヘンプ100%ストール。麻60番
の細番手糸を用いて極限まで粗く軽く織り
上げました。 （簡易梱包）

60*180cm ･･･ 7,000円+税
120*200cm ･･･ 12，000円+税

※日本製
（生地、縫製とも）

34*100cm ･･･ 1,200円+税

麻60番の細番手糸を用いたヘンプ生地は
使うごとに絶妙な風合いに。手ぬぐいサイ
ズにロック仕上げしています。

5本指ソックス
足袋ソックス
枕カバー
Wガーゼハンカチ
4重ガーゼﾊﾝｶﾁ
4重ガーゼﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

※日本製
（縫製）

その他、麻福ヘンプ製品については

オンラインショップ http://asafuku.jp/ を
ご覧ください。

卸売り、OEM等のご相談にも
応じておりますので、お気軽に

お問い合わせください。

緯糸に経糸2本を絡ませるように織り立
てる”からみ織り”。実用的で意匠性溢
れる風合いはタペストリーに最適です。

150*200cm
･･･ 10,500円+税

※簡易包装

◆その他、染色用にオススメ◆
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その他、素材あれこれ
精麻 （栃木県最高級野州麻）
希少な国産精麻。しめ縄等の素材として使われ
ます。しめ縄、鈴緒の原料、また、古来伝統の
大麻糸は、この精麻からつくります。

ヘンプ100% 中綿

※品質等によって価格が変わります。お問い合わせください。

国産手績み大麻糸
国産大麻の手績み糸をお譲りいたし
ます。職人が手がけた一級品
です。草木染め糸の手配も
可能です。お問い合わせ
ください。 【麻光】

スライバー
（ヘンプ100% ）

落ち綿
（ヘンプ100% ）

ヘンプ/OG 手芸綿
(ヘンプ50%、オーガニックコットン50%）

紡績の中間工程でつくるヘン
プ繊維束です。

紡績時に出る繊維わたです。
コーマ落ち綿で混紡糸にも使え
る品質です。

ヘンプとオーガニックコットンで
つくった中綿です。広げると1畳
ほどの大きさになります。

オフ白
10g･･･400円, 50g･･･1,000円

ヘンプ/OG 300g･･･1,600円+税
柿渋染ﾍﾝﾌﾟ/OG

３００ｇ ･･･ 2,300円+税

きなり、オフ白
10g･･･200円, 30g･･･500円

手

紡

ぎ

糸

に

粗麻（アラソ）
茎の表皮です。精麻と異なり、発酵さ
せません。主に畳に使います。【麻光】

ヘンプ落ち綿を細かく開繊しました。
あたかも羽毛のような感覚です。落
ち綿特有の繊維の塊がありません。

紐

国産精麻を用いた紐加
工を承ります。【麻光】

オフ白
30g 600円



8

麻紙名刺シート

ヘンプ100%でつくる「手漉き和紙」

ヘンプの無薬品・非加熱パルプ

麻クレヨン

麻すさ

『ひふみよいむなやこと』

十色の麻クレヨン。素材には、麻炭、
本藍、ベンガラ・胡粉、米ぬか蝋、
食用（無色）の麻の実油を用いてい
ます。人と地球にやさしさと楽しさを
与えてくれる麻クレヨンはいかがでしょ
うか。【布弥（ふみ）】国産大麻を用いた昔ながらの大麻紙です。苛性ソーダは用

いていません。半紙、名刺、ハガキなど。詳細はお問い合わ
せください。【麻光】

主に左官材用に用いる「麻すさ」。ご
相談に応じております。お問い合わ
せください。

国産麻繊維を用いた
ヘンプ繊維パルプです。
（株）優良パルプ 無
薬品・非加熱のそのま
ま手漉き和紙の素材と
してお使いいただけます。

10シート/名刺100枚分
1,600円+税

麻の「お守り」名刺プロジェクト（ 2017年5月～）を介して誕
生した国産のヘンプ繊維を用いた名刺用紙シートです。
希少な「精麻」加工時に発生する繊維くずを用いてつくりま
した。”くず”と
いっても、ヘンプ繊維は
強靭なので、その繊維で
できる紙はとっても丈夫で
風合い抜群です。
A4用紙に名刺10枚分。

名刺サイズにマイクロミシン
の加工を施しているので、
家庭用プリンタで印刷して
ハサミを使わずにカットでき
ます。[国産麻30％、和紙
由来の古紙パルプ70％]
【アサトキト】

3,500円+税
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麻炭（姿焼き）

麻炭ペーパー

オガラチップ/パウダー
＜繊維付き麻茎＞

麻殻（オガラ）
乾燥させた茎です。インテリア品や販促什
器にどうぞ。

お問い合わせください。

＜麻殻：オガラ＞

1本 1,000円+税

オガラを茎ご
と炭化しまし
た。インテリア
や空間浄化
にどうぞ。

※日本産

麻炭（微粉末）

詰め物、吸湿/消臭材、建材(左官材)等に

10g 800円+税 ※日本製

麻炭を微粉砕し
ました。麻炭の
機能性は高く、
大いなる可能
性を秘めた素
材です。

取り寄せ品。※日本、中国

お問い合わせください。

お問い合わせください。

麻炭の微粒子を古紙に漉き込み、麻炭の高機能が迸る多目的シートをつくりました。

※日本、中国
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（参考）茎部分の原料加工マップ

ヘンプ製品あれこれ。ヘンプには無限の可能性があります。



※諸般の事情で、予告なく廃番、価格変更となることがあります。予めご容赦ください。
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