
古典シリーズ
古典おりがみ
パッケージサイズ：150mm×150mm×8mm　
折り紙：145mm
内容：6種類×3枚　全18枚入り　￥700（税別）
JAN：4573231340024
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Koten series set
18 seats (6kinds×3)+instructions  
700yen (except tax) 

日本、広くはアジアから取り残されてし
まった伝統文化を生かしつつ、驚きと
喜びのあるものづくりを行います。
伝統文化という「既知」を「未知」に、
伝統文化という「未知」を「既知」に。
忘れられた伝統文化との共存共栄こ
そがCOCHAEの理想とするところです。

COCHAEの理念

コチャエ折り紙の定番「古典シリーズ」がリニューアル！
鶴、亀、福助、兜、蝉、蛙の６種類、金箱パッケージに
なり更におめでたくなりました。1921年発行の「チエノ
折紙」をCOCHAEが大胆にアレンジ！
日本人に最も馴染みがある伝承折紙をベースに浮世
絵の様で幾何学的なデザインが付いています。
英訳付き折り図付き。



コラージュシリーズセット /016　　135mm×145mm
5柄×3枚＋折り図　750円（税別）
＊単品各300円（税別）もあります。 左上図を参照  017-021
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－
collage series set /016
15 seats(5kinds×3)+instructions  750yen (except tax) 

戦前、物資の乏しい時代にも質の高い印
刷による出版物や玩具を制作し続けた趣
味の店・吾八。吾八から発行されていた、
当時の折紙作家・中島種二による「カワ
イイヲリガミ」をデザインや発色に至るま
でCOCHAE が忠実に再現しました。　
オサル、ネコ、ワンワン、キントキ、オニな
ど、12 種の図案から成る折り紙たちの愛
くるしさは今みても格別です。

『カワイイヲリガミ細工』
戦前に考案された古くて
新しい中島種二の紙細工

誠文堂新光社より中島種二の書
籍が発売となりました。戦前に発
売された中島種二の3冊の原書
をもとに、COCHAEが考えた折
紙細工の作り方を紹介します。

定価 ¥1500 ＋ 税

カワイイヲリガミ　
パッケージサイズ：145mm×145mm　折り紙：87mm
内容：12種類×2枚　全24枚入り　￥630（税別）
JAN：4573231340017
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Kawaii origami set 
24 seats (12kinds×2)+instructions  
630yen (except tax) 

ISBN：978-4-416-51650-8



コラージュシリーズセット /016　　135mm×145mm
5柄×3枚＋折り図　750円（税別）
＊単品各300円（税別）もあります。 左上図を参照  017-021
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－
collage series set /016
15 seats(5kinds×3)+instructions  750yen (except tax) 

ちえのおりがみ
絵付折紙のパイオニア！
19 2 1年に発行された『チエノ折紙』を
COCHAEがアレンジ復刻！
見てたのしい、折ってたのしい元祖絵付
折紙の第2弾。やっこ、キツネ、カラス、ミ、
ユウビンフ、ピエロの6種類入り。
折った物を保存できる箱パッケージ！
英訳付き折り図付き。

ちえのおりがみ　
パッケージサイズ：150mm×150mm×8mm
折り紙：145mm
内容：6種類×3枚　全18枚入り　￥700（税別）
JAN：4573231340031
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Chieno origami set 
18 seats (6kinds×3)+instructions  
700yen (except tax) 



今までのファニーフェイスが、新しくBOX
パッケージになってリニューアル！！
折り方解説や各3パターンの折図付き(英
訳付き)。枚数も各２枚から各３枚に増え
ました。グッドデザイン賞受賞（2008年）。
無限に顔が折れるパズルのような折紙。
まずは折図を参考に簡単な顔を折ってみ
よう。できたら箱に載っている写真を参考
に色んな顔を折ってみよう。怒った顔、
笑った顔、びっくりした顔。君だけの顔も
考えてね。さあ、いくつ顔ができるかな？

ファニーフェイスカード

折紙パズル  ファニーフェイスカード
パッケージサイズ：150mm×150mm×8mm
折り紙：145mm
内容：5種類×3枚　全15枚入り　
￥600（税別）
JAN：4573231340048
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Funny face card set 
15 seats (5kinds×3)+instructions  
600yen (except tax) 

HOW MANY FACES CAN YOU FOLD?

パッケージリニューアル！

無限に顔が折れる ! 画期的な折紙パズル



山東京伝千代紙 A
パッケージサイズ：145mm×145mm
折り紙サイズ：145mm
内容：6種類×3枚　全18枚入り
￥500（税別）
JAN：4573231340116

Santo Kyoden Chiyogami A
18 seats (6kinds×3)+instructions  
500yen (except tax) 

山東京伝千代紙 B
パッケージサイズ：145mm×145mm
折り紙サイズ：145mm
内容：6種類×3枚　全18枚入り
￥500（税別）
JAN：4573231340123

Santo Kyoden Chiyogami B
18 seats (6kinds×3)+instructions  
500yen (except tax) 

山東京伝千代紙
江戸時代のマルチアーティスト山東京伝
の『小紋雅話』（1790 年）の図案をコチャ
エが再現・彩色した千代紙。
A タイプとB タイプ、全12 種。

The  Ch i y o gam i  whe r e  COCHAE  r ep r o-
duced and colored the design of "Komon-
gawa"  (1790 )  o f  the  mu l t i -a r t i s t  San to  
Kyoden transcription of the Edo period. 
A type and B type, 12 types in total.

『小紋雅話』は、山東京伝（作・画）に
より寛政二年（一七九〇）に刊行され
た滑稽絵本（図案集）である。その構
成は、半丁あたり数図の意匠とそれ
ぞれの名称及び添え書き（京伝のコメ
ント）が記されている。それをあた
かも布地の見本帳や専門の実用書の

ような体裁をとり展開している。描かれた内
容は、江戸の庶民生活や身の回りの事物（歌舞
伎・祭り・見世物・名物・家具・調度・什器・食品・
遊里など）や古典文学・社会情勢・風俗・人物・

流行物など、制作時代当時の現世のあらゆる
ものが対象となり、意匠化されている。それ
らは、京伝の博識と絵師としての構成力で、
戯作精神を巧みに応用して制作したものであ
り、描かれた意匠の図は「うがち」にはじまり
趣向をこらし、「ちゃかし」・「見立」・「地口」
などの戯作の技法を絵画的に駆使し、戯作の
精神を基本にした徹底した諧謔性の追及は、
見事なまでの遊びの意匠に結実している。

『小紋雅話』とその系譜　『小紋雅話』の仕掛け
～伝統的意匠と諧謔性～　岩崎 均史　より引用

小
紋
雅
話

こ

も

ん

が

わ
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簡単に折れるプラスチックの指輪です。携帯できるカード式アクセサリー！
そのまま差し込んでサイズ調整も自由。カワイイ指輪を付けて街に出かけよう！
デザイン、カラー（パステル）、モノトーンの３タイプ。

＊原寸大シート

オリング　モノトーン 　　210mm×210mm
5色＋折り図　¥850円（税別）

Oring series1.Monotone 
5 Colors+instructions  850yen (except tax) 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

オリング　カラー 　　210mm×210mm
5色＋折り図　¥850円（税別）

Oring series2.Color 
5 Colors+instructions  850yen (except tax)
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

オリング　デザイン 　210mm×210mm
5色＋折り図　¥950円（税別）

Oring series3.Design 
5 Colors+instructions  950yen (except tax) 

オリング ORING

→

→

→

→

モノトーン

カラー

デザイン



「伝統こけし」は東北地方に生まれ、東北地
方特有の風土で育まれた木地玩具（木地を
挽いてできた玩具）の一種です。 東北の各
地方ごとに独特の形態や猫彩（模様、表情）
を持った様々な「伝統こけし」が根付き、工
人（伝統こけしを作る職人）の師弟関係に
よって、今日まで長きにわたって継承されて
います。COCHAE ではkokeshi book（青幻
舎）という伝統こけしの入門書や、いくつもの
こけし雑貨を作っています。

こけし型のしおりです。本のノドに挟むと、
ぴょこんと10 系統のこけしが立ち上がります。

「伝統こけし」が何故、「伝統こけし」なのか?
木地師、という轆轤技術を持った人々は東
北各地の温泉地にとどまり、こけしを作りは
じめました。
その轆轤技術や、風土から産まれたとしか言
いようのない美しい描彩は、親から子へ、師
から弟子へと受け継がれ、それが広がって、
今がようやくある。その貴重な系図を網羅し
た 学術的にも貴重な 1 冊です。　

系図／村岡ゆか

こけしの折り紙です。裏面は手紙も書けます。
便箋としてもお使いください。

こけしおり  

折こけ紙  

こけしおりA 　こけしおりB 　135mm×135mm
5種類　¥500円（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Kokeshi bookmark A 　Kokeshi bookmark B 
5 kinds  500yen (except tax) 

折こけ紙 　145mm×145mm
 5柄×2枚＋折り図　伝統こけし解説付き　¥850円（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Orikokeshi 
10 seats (5kinds×2)+instructions  850yen (except tax) 

こけし系図 　137mm×137mm　¥1000円（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Kokeshikeizu 　1,000yen (except tax) 

こけし系図  kokeshi keizu

A B



片目を描いて送りましょう。
達磨の折紙ポストカード。

家内安全、商売繁盛、など縁起
物として日本で愛されてきた達磨
が簡単に折れるポストカードにな
りました。送って、折って、飾ってお
たのしみください。 ＊折りスジ付き

折達磨  

折達磨 　　
パッケージサイズ：100mm×148mm
内容：5柄＋折り図　￥740（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Ori daruma
5 kinds+instructions  
740yen (except tax) 

ORI DARUMA   POST CARD 
5 set origami post cards

折
る
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
。

ロシアの民芸品マトリョーシカがかわいい
折り紙の家族になりました。贈り物やイン
テリアとしてもお楽しみ頂けます。顔をたた
むとお母さんの中に収納できます。

折りマト  

折りマト 　
パッケージサイズ：210mm×210mm
内容：5柄×2枚＋折り図　￥1,200（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Origami matoryoshka doll 
10 seats(5kinds×2)+instructions  1,200yen (except tax) 

弁慶、助六、娘道成寺、鎌倉権五郎、
連獅子。歌舞伎の人気役者がポスト
カードになりました！

歌舞伎おりがみポストカード 歌舞伎おりがみポストカード 
パッケージサイズ：100mm×148mm
内容：6柄＋折り図　￥850（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Kabuki origami post card
6 kinds+instructions  850yen (except tax) 



ORIBINA
京都府京丹後の丹後ちりめんを使った折り
紙ができました。
SILK100% の “ 丹後ちりめん ” 折り紙です。
紙とは違う重厚感。ちりめんの着物地が折
り紙と素敵なマッチング。屏風と敷物もセッ
トになっています。カワイイジャパニーズドー
ル是非お家に飾ってください。
英訳付き折り図＆練習用折り紙付き

ORIBINA 京、ORIBINA丹
パッケージサイズ：210mm×210mm
内容：ちりめん折り紙 ４種×１枚 合計4枚＆ 折り図
＆ 練習用折り紙 2種×2枚 付き
素材：シルク100％
￥1,000（税別）
JAN：京4573231341014  丹4573231341021　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ORIBINA set 
4 seats (2kinds×2)+instructions  
1,000yen (except tax)    

丹
後ち

りめん折
紙
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Printed by 



ひらくと紋様の意味の絵柄、折
り畳むと伝統的な日本の紋様
が現れるようになっています。
このてぬぐいは注染という染
色法で作られていて。柄の部
分に染料を注ぐことから, 注
ぎ染などとも呼ばれています。
長く使うにつれて若干色が落
ち着いてきて、何ともいえない
雰囲気をかもしだしてくれる
のも特徴の1 つです。
プレゼントにぴったり！素敵な
段ボール箱パッケージ!!!

折紋てぬぐい

COCHAE で関わった書籍は20 冊以上あります
が、こちらでは代表的なものを紹介します。掲載外
の書籍は出版社に直接お問い合わせください。

出版社からでたCOCHAEの本

折紋てぬぐい　うろこ　　手拭：330mm×900mm
パッケージサイズ：175mm×133mm×15mm　
1枚＋折り図＋紋様解説　1,300円（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Orimon tenugui UROKO
1 sheet+instructions  1300yen (except tax) 

折紋てぬぐい　じゃのめ　　手拭：330mm×900mm
パッケージサイズ：175mm×133mm×15mm　
1枚＋折り図＋紋様解説　¥1,300円（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Orimon tenugui JYANOME
1 sheet+instructions  1300yen (except tax) 

折紋てぬぐい　きっこう　　手拭：330mm×900mm
パッケージサイズ：175mm×133mm×15mm　
1枚＋折り図＋紋様解説　¥1,300円（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Orimon tenugui KIKKOU
1 sheet+instructions  1300yen (except tax) 

折り紙に貼って使う目のシールです。文具や身近なものに
貼って遊んでみてね。

ORIGAMI EYE シール

ORIGAMI EYE シール　　75mm×105mm
3枚　¥200円（税別）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Origami Eye 
3sheets  200yen (except tax) 

『トントン紙ずもう 』　KOKUYO　 判型： 192mm×190mm 
ISBN-10: 4905122139　　
¥1,500円（税別）　  発売： 2012/10

妖怪の折紙24種。付録、解説付き。

懐かしい紙相撲が全く新しくなりました！

累計8 万部を超える
大好評の折り紙カードブック！

おめでたい開運折紙24種。付録、解説付き。

『妖怪おりがみ』　講談社　  判型： 204mm×148mm ／96頁  
ISBN-10: 4062617641　 ¥1,300円（税別）　発売： 2008/04

『めでた尽くし』　講談社　  判型： 204mm×148mm ／96頁  
ISBN-10: 4062617625　 ¥1,300円（税別）　発売： 2008/12

『折りCA』　青幻舎　  
判型： 220mm×134mm ／48頁  ISBN-10: 4861520592
¥1,200円（税別）　　発売： 2006/03

『折りCA 2　こけしおりがみ』　青幻舎　  
判型： 226mm×138mm ／48頁  ISBN-10: 4861522838
¥1,400円（税別）　発売： 2010/12

『折りCA 3 　ねこおり』　青幻舎　  
判型： 220mm×134mm ／48頁  ISBN-10: 4861523192
¥1,200円（税別）　  発売： 2012/01 

『折りCA4　ニッポンおり』　青幻舎　  
判型： 220mm×134mm ／48頁  ISBN-10: 4861523419
¥1,200円（税別）　　発売： 2012/04

『折りCA 5　京都おり』　青幻舎　  
判型： 226mm×138mm ／48頁   ISBN978-4-86152-470-7
¥1,200円（税別）　発売： 2015/02

『折りCA 6 　東京おり』　青幻舎　  
判型： 220mm×134mm ／48頁  ISBN978-4-86152-502-5
¥1,200円（税別）　　発売： 2015/06 



山田繊維×COCHAEの「福こちゃえ」風呂敷

48 福コチャエ ししまい泥棒
・サイズ：約48cm　・素材：綿 100%
¥800円（税別）

福コチャエ だるま
・サイズ：約48cm　・素材：綿 100%
¥800円（税別）

駄菓子ハンカチ　おもちゃぬの （全種共通）
・サイズ：約50cm ・素材：綿 100% 
¥600円（税別）

⒈獅子舞／2.だるま／3.雉ぐるま／4.まねき猫／
5.鷽／6.会津起き上がり／7.こまいぬ／8.こけし

福コチャエ おかめひょっとこ
・サイズ：約48cm　・素材：綿 100%
¥800円（税別）

福コチャエ だるま
・サイズ：約70cm　・素材：綿 100%
¥1,500円（税別）

福コチャエ おかめひょっとこ
・サイズ：約70cm　・素材：綿 100%
¥1,500円（税別）

布を結んで包めば、笑いを誘うユニークな包みの出来
上がり。持っているだけで、個性的な柄が注目の的にな
りそうな大人気シリーズ。掲載以外にも多数展開してい
ます。むすんで楽しい、広げて楽しい。

UNICOM×COCHAE おもちゃ布ハンカチ
好きな形にたたんで持ち歩いたり、お弁当を包んだり、
柄としても楽しめるインド製のチープな駄菓子ハンカチ
です。手作業での生産過程上、多少の織キズ、染めむ
ら、プリントのずれ、他繊維の混紡、ほつれなどがありま
すが、やわらかく懐かしいです。

① ②

④ ⑤

⑦ ⑧

③

⑥



タイアップグッズ

長谷川町子美術館での限定グッズ

三鷹の森ジブリ美術館限定グッズ

三越伊勢丹限定グッズ

東急ハンズ限定ぽちぶくろ

直島ベネッセショップ限定グッズ

様々なコラボレーショングッズです。

タングラムちゃん
18世紀ごろにつくられたと言わ
れている日本の歴史的なシル
エットパズル(清少納言知恵の
板)を大胆にアレンジしたのがタ
ングラムちゃん。シルエットから物
語を作ることもでき、パズルとして
も答えがなく、どんな形も作る事
ができます。

ゲゲゲの鬼太郎折紙
1枚の紙から、ゲゲゲキャラ
に大変身！親子で楽しめる
折り紙セットです。

キッズデザイン賞2015受賞!

タングラムちゃん
・サイズ 18cm×18cm
・同梱内容／タングラムちゃん×２人／
物語シート×１５枚／背景シート×５枚
¥1,800円（税別）

限定販売グッズ

ゲゲゲの鬼太郎折紙
・折り紙 18 枚（6キャラ
×各 2 枚、他表情×各
1 枚）・折り図各 1 枚（計
6 枚）・背景 1 枚
¥800 円（税別）

京都HINAYA折紙
京都にあるH INAYAの
店舗装飾にもなったオ
リジナル折紙です。

HINAYA 折紙セット
内容：6 種類×3 枚　
全 18 枚入り 
・サイズ 145mm×145mm
¥800 円（税別）



パッケージデザイン

山方永寿堂きびだんご 
￥410円（税込）
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山方永寿堂きびだんご 2味セット
￥880円（税込）

紅だるま　柚子胡椒　（佐藤商店）
￥600円（税込）

YAMA COFFEE BAG　（ONSAYA COFFEE）
アウトドア用スペシャリティ珈琲バッグ。
￥919円（税込）

2017 ©COCHAE
写真／小浜晴美
モデル／かりん

様々なパッケージデザインも行っています。
商品の魅力をいっそう引き出すデザインでお楽しみいただけます。

美術館や商業施設でのワークショップ、期間限定
のCOCHAEフェアなど多数行っております。時間や
世代、季節や要望にあわせてワークショップを実
施します。企画にあわせたオリジナル折紙も作成し
ています。また折紙等を使った店舗装等もご依頼
にあわせて承っております。

COCHAE コチャエ
“あそびのデザイン”をテーマに活動する軸原ヨウスケ、武田美貴
によるデザイン・ユニット。 
2003年、「折紙をもっとポップに!」をキーワードにグラフィック
折紙を制作。現在は新しい視点を持った玩具や雑貨の開発、
出版企画、商品企画、展示など幅広い活動を行っている。 
折り紙パズル「ファニーフェイスカード」がグッドデザイン賞（G
マーク）2008受賞。 
著書に『折りCA』(青幻舎)シリーズ、『妖怪おりがみ』(講談社）
など多数。『猫のパラパラブックス』(青幻舎)で造本装幀コン
クール2013審査員奨励賞受賞、『トントン紙ずもう』(コクヨ
WORK×CREATE)がグッドトイ2013選定。「kokeshi book 伝
統こけしのデザイン」（青幻舎）などの写真集の企画・編集・デ
ザインも手がける。

WS & 展示装飾

販売、制作のご依頼やお問合せは info@cochae.com まで。
注文FAX  086-255-0136　　株式会社オンチュウ  〒700-0905  岡山市北区春日町9-15

http://www.cochae.com
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