
「包」という漢字の成り立ちは、

母親が胎内に胎児を包み込んでいる様から来ているとされている。

大切なものを愛おしく包み、守る。

その精神を引き継いだ文化は、

今なお様々な日常の生活シーンで垣間見ることができる。

日本人ならではの心遣いや美意識を

「包む」という行為から眺めてみよう。
撮影／内藤 哲（p.1 ～ 8、13）　大崎 聡（p.9 ～ 11、p.17）　取材・文／大津恭子

製作・指導／菊田圭子

包む

0706
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　風呂敷は日本古来のエコバッグ
だ。その用途の広さは、現代の包
装紙や紙袋とは一線を画している。
包むものを選ばず、多少いびつな
形のものでも包み込んでしまう。
結び方は簡単で、しかも仕上がり
が美しい。使用後は小さくたため、
そして何度でも使える。これほど
実用的な包装素材が他にあるだろ
うか。

　風呂敷の名の由来にはいろいろ
な説があるが、室町時代、大名た
ちが家紋を付けた布に脱いだ着物
を包んで風呂に入り、湯上りには
この布の上で装束を整えたという
記録が残っている。また、江戸時
代には屋号や商標を入れた風呂敷
が流行り、商売上の宣伝ツールと
しても利用されていたようだ。
現代になっても、風呂敷は様々な

場面で活用されている。一昔前は、
洋装で風呂敷包みを抱えている姿
はちぐはぐな印象を受けたが、近
頃は便利な簡易バッグ、あるいは
巾着代わりとして利用する人が増
えている。筆者もそのひとりで、
旅行鞄にはつねに２～３枚の風呂
敷を入れている。着替えを包むの
はもちろん、旅先で買ったものや
小物を入れるのに最適だからだ。
そのままでもスーツケースの隙間
を埋める緩衝材として重宝する。

　「日本人だけでなく、風呂敷は海
外の方にも人気があります」と語
るのは、風呂敷専門店『ふろしき
や やまとなでしこ』のオーナー・
菊田圭子さん。
「風呂敷はそれ自体がとてもキレ
イなので、テーブルクロスにしたり、
スカーフにする方もいらっしゃい

ます。素材も模様もサイズも様々
ですから、自由な発想で、どんど
ん日常使いしてほしいですね」
　基本の結び方さえ覚えれば、案
外簡単に華やかに結べる風呂敷包
み。お中元やお歳暮が宅配便で送
られるようになって久しいが、心
を込めた贈答品は風呂敷に包んで
持参し、挨拶したいものだ。
　包み方は何通りもあるが、ここ
に４つの実例を上げたのでぜひ実
践してほしい。風呂敷は、世界に
胸を張れるエコバッグなのだから。 

風呂敷は便利なツール

自由な発想で活用を

これだけ覚えておけば大丈夫

■ふろしきや やまとなでしこ
東京都新宿区神楽坂 6-15
tel: 03-3266-1641
http//www.yamatonadeshiko-tokyo.com

風呂敷は日本古来のエコバッグ
基本の結び方はふたつ

変幻自在で便利な 1 枚

包
風呂敷で
包む

ひとつ結び

真結び

風呂敷の裏が見えないように、
端を整えて持つ

1

左右の端を交差させる

1

左右を引いて結び目をしっか
り締め、形を整える

5

片手に端を巻き、輪を作る

2

上になっている手前を、もう
一方に巻きつける

2

真結びの完成。結び目は必ず
横方向になる

6

輪の中に先端を通す

3

両端を引いて、一度結ぶ

3

端をもってしっかりと引く

4

手前側の端を反対側に倒し、
向こう側を上から手前にかぶ
せて結ぶ

4

左手で左側の結び目の下を持ち、右
手で、手ごたえがあるまで、矢印の
ように結びと逆方向に端を引っ張る

結び目の上から右手で持ち、
右に引っ張る

1 2

真結びのほどき方
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包む

10 11

お使い結び

結び方

結び方

ワインボトル
包み

●使用した風呂敷

和のイメージが強い薄緑色（利休）は
江戸時代の流行色。菊の花に流水が描
かれた美しいデザイン。（菊水　利休
75㎝幅　￥15750）

真結びひとつでフォーマルな印象に。形が崩れにくくいので、持ち運びに便利な包み方。
ボトルの口部分にタックを寄せた華やかな包
み方。サプライズ効果もあり、ギフトに最適。

風呂敷の中央に箱を置き、柄
に合わせて位置を決める

1

風呂敷をひし形に広げ、中央
にボトルを置く。ボトルの口
に輪ゴムをかけておく

1

折った部分で端から畳んでプ
リーツを作り、輪ゴムで留め
る

3

左右の端を持ち上げ、ボトル
の後ろで交差させて前に回す

5

手前の端を持ち上げ、ボトル
の高さに合わせて折る

2

向こう側も同様にプリーツを
作り、輪ゴムで挟んで留める

4

ボトルの口元で真結びをする。
プリーツ部分を広げ、形を整
える

6
手前側を箱にかぶせ、余った
部分は箱の下に巻き入れる

2

右側も同様に角を整える

5

向こう側も 2 と同様にする

3

左右の角を整え、箱の上で真
結びをする

6

左の角を整えながら、端を持
ち上げる

4

結び目を整えて完成

7

●使用した風呂敷

現代の染色家・佐藤泰子氏の作品。包み
方によってデザインの見え方が変わる、
大胆でモダンな 1 枚。（氷花　ブルー　
70㎝幅　￥2625）
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ふたつ結び シンプルバッグ

結び方 結び方

江戸小紋の代表的な柄のひとつ。表裏
どちらでも使用できるため、活用の幅
も広い。（鮫小紋　赤／黄　68㎝幅　
￥6300）

●使用した風呂敷

日本最古の漫画と称された鳥獣戯画をモ
チーフにした、やや厚手で大判の風呂敷。

（鳥獣戯画金茶　105㎝幅　￥2100）

長方形のものを包むのにふさわしい。真結びがふたつあることで、ぐっと華やかに。 肩にかけても手持ちにしても OK。幅のある荷物や、小型ペットもすっぽり収まります。

風呂敷をひし形に広げ、中央
に品物を置く

1

風呂敷をひし形に広げる

1

向こう側と手前側を品物の上で交差
させ、交差の位置が中央にくるよう、
左右を引っ張る

2

左右対角線で半分にたたむ

2

左側にある２つの端を持ち上げる

3

トップの端 2 枚を真結びにす
る

4

左側の角を整え、真結びをする

4

４の真結びを持ち手にし、形
を整える

5

三角形の底辺の両端を、それぞれひと
つ結びにする。結ぶ位置によってバッ
グの深さが決まるので、ひとつ結びの
長さをバランスをそろえる

3

右側も３・４と同じように、
角を整えて真結びする

5

●使用した風呂敷
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　日本のデパートの丁寧な包装に、
日本人は慣れている。しかし、日
本を訪れた旅行客は、その美しさ
に目を奪われるそうだ。“ 機械で折
ったように正確な包装 ” は、日本
のデパート独特のサービスである。
包装紙を斜めに広げて手前のほう
に品物を置き、箱に沿って紙を折
りながら仕上げていくその様は、
職人技といってもいいであろう。
そこに無駄な動作はなく、素早い。
また、巻き終わりはつねに裏面で、
どこにも緩みはない。同じ商品を
10 個包んでもらえば、10 個がほ
ぼ同じ状態に仕上がるのだ。この
ような奇跡が全国津々浦々のデパ
ートで繰り広げられる国は、日本
しかないだろう。

　東京・銀座には、海外からの旅
行者で賑わう百貨店が多い。松屋
銀座は、この地に 1925 年から開
業していた老舗百貨店である。
2001 年に白を基調とした包装紙
に変わり、2006 年に LED を埋め
込んだ外壁も完成し、統一された。

「会計の際、お客様にご自宅用か
プレゼント用かを伺い、包装の差
別化を図っています。プレゼント
用の場合、お箱に入れるかを伺っ
てから包装します」（松屋銀座 広
報課・小笠原由佳氏）
　松屋銀座では、配属前に包装研
修があり、配属後も日々包装の練
習を重ねるという。
「お客様を長くお待たせするわけ
にはいきませんから、ある程度の
早さは必要です。また、その場で
悩まなくていいように『この商品
が来たらコレ、この組み合わせな
らコレ』と普段から包装素材の組
み合わせや手順を考えておくよう
にしています。プレゼント包みの
仕上げ用に何種類かのステッカー
もご用意しているのですが、海外
の方にはこのステッカー選びが喜
ばれています」（カスタマーズステ
ーション・鳥居氏）

　さっそく、鳥居さんにいくつか
の商品を包んでいただいた。そこ
で気づいたのは、ただ美しく包装

しているだけではないということ。
たとえばストールを購入した場合、

「プレゼント用だけれど、箱には
入れなくていい」と伝えると、ま
ずは二重にした薄紙にストールを
くるみ、さらに包装紙で包んでく
れた。「なぜ薄紙を？」と尋ねる
と「持ち帰られる間に、何かの衝
撃で包装紙が破れることもあるか
もしれませんし、それによって商
品にほつれが出るのを防ぐためで
す」とのこと。品質管理と心遣い、
その両面が秘められたサービスに、
あらためて感謝したい。

素早く丁寧に包む練習

商品保護も包装の目的

■松屋銀座
東京都中央区銀座 3-6-1
tel: 03-3567-1211（大代表）
http://www.matsuya.com/

＊鳥居さんの早業は動画でも収録したのでぜひご
覧ください。

承り、お包み要員として
カスタマーズステーショ
ンにいる鳥居晃代さん。
素早く美しく包装する技
術に長けている。

扱うものはすべて包装でき
るよう、品物の大きさに合
わせた箱や包装紙を必要な
サイズで用意している。１
階エッセンスプラス（婦人
雑貨）のフロアでは、包装
紙 5 サイズ、紙袋５サイズ。
箱はハンカチ用から帽子用
まで 20 種類以上（箱代〔税
抜〕￥50 ～）。傘用の細長
い袋もある。扱う商品はフ
ロアごとに違うので、各フ
ロアにある包装紙や箱の大
きさはそれぞれ異なる。

今回 JQR のために包んでも
らった品々。松屋銀座1階・
エッセンスプラスでは初夏
にぴったりの婦人雑貨が揃う。

ラッピング例。自宅用、箱入りプレゼント用、箱なしプレゼント用…など、
お客様の要望に応じていかようにもラッピングできる。包んだものを持ち帰
りやすいよう、紙袋に入れるのもサービスの一環。

包装に込められた＋αのサービス
売り場の商品はすべて包みます

包
百貨店の
包装
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　東京・渋谷にある『包むファク
トリー』は包装素材を扱う専門店。
店内には様々なラッピングアイテ
ムやギフトカードなどが溢れている。
そして、これら店内にあるアイテ
ムで、持ち込んだ商品をラッピン
グしてくれる。
「最近は、ワインや地ビールなど
の依頼が多いですね。ボトル系を
素人さんが包むのは難しいですから。
また、家電量販店などで買った未
包装の商品をプレゼント用に包ん
でほしい、と持ち込まれる方も増
えてきました」（包むファクトリー・
本多菜緒子さん）。

　ラッピングサービスのシステム
は明瞭だ。用途や予算、仕上がり
のイメージをスタッフに伝え、店

白をベースにした包装が多いですから、リボンで差をつ
けるのがコツです。今回は男性への結婚祝いでしたので、
やや青みがかかったペーパーを基調にし、太さの違う 2
種のリボンを使用しました。ゴールドの細いリボンを重
ねることで、全体が引き締まります。お花やパールのコ
サージュを添えることでぐっと華やかになりました。

ふかふかのぬいぐるみからインスピレーションを得て、
やわらかい素材のペーパーを用いました。また、ピンク
系の 2 色のソフトペーパーを重ねて袋状にすることで、
色のグラデーションを楽しめるようにしました。今回は
お客様のご要望もあり、結び目に大きな花をあしらって
います。こちらは余ったソフトペーパーを使って花びら
に見立てる技術を使っています。

内で相談しながら材料を選ぶ。こ
れら材料費に技術料を加えて支払
うという仕組み。技術料は品物の
３辺合計の長さによって3段階あり、
～ 100 ㎝ は 420 円、101 ～ 150
㎝は 630 円、151㎝～は 1050 円。
取材当日に見かけて驚いたのは「黒
帯」を持ち込んだ男性客がいたこと。
贈る相手も男性なのか、深いグリ
ーンを基調にしたかなり渋い色使
いで仕上げてもらっていたのが印
象的だった。逆に言えば、渋い配
色のラッピングをしようと思ったら、
素材を探すのは困難だろう。同店
に来た理由もわかる。ちなみにこ
の数年は、黒い包装紙の需要が高
いので、多種多様な黒い包装紙を
取り揃えているそうだ。
「仕上がりのイメージをしっかり
持っていらっしゃるお客様が多い
ですね。そうでない場合も、私共

から何種類かの組み合わせをご提
案しますし、店内にはたくさんの
サンプルをご用意しております。
気に入るまで何度でもご相談に応
じますよ」（前出）
　次に、２つの祝いの品をラッピ
ングする技を見せていただいた。
プロならではの手さばきは WEB
動画でも見られるので、ぜひ一度
ご覧いただきたい。
 

サービスシステムは明瞭会計

結婚祝い

出産祝い

製作＆アドバイザー／本
多菜緒子さん。株式会社 
包む 東京本社 ショップ
事業部 マネージャー。「毎
日のように包んでいると、
１～２か月で紙が手にな
じんでくるんですよ」

費用￥2583 ＜選んだ素材（パールペーパ
ー￥315、太い白リボン￥336/m ×１m、
金メッシュのリボン￥378/m × 1,5m、
コサージュ白バラ￥315 ×２、コサージ
ュ パール￥315）＋技術料￥420 ＞

費用￥1533 ＜選んだ素材（ソフトペーパ
ー・濃いピンク￥294/m × 1 ｍ、薄いピ
ンク￥294/m × 1 ｍ、ピンクのリボン￥
357/m × 1m、黄色のリボン￥￥168/m
× 1m）＋技術料￥420 ＞

包んだもの／フォトフレーム。「もとも
との包装紙が地味だったので、結婚祝
いにはふさわしくないかなぁと思って。
高価なものなので、それなりに華やか
にしてほしいです」（依頼者）

包んだもの／小さなぬいぐるみ。「お
もちゃ屋さんでは、透明の袋に入
れてリボンをかけてくれたのですが、
サプライズ感がないので（笑）。見
た目はふわっと愛らしい印象にな
るようにしたい」（依頼者）

■包むファクトリー 渋谷本店
東京都渋谷区宇田川町 37-15 包むビル１Ｆ
tel: 03-5478-1331
http://www.tsutsumu.co.jp/

包装の達人によるスゴ技
どんなアレンジでもお任せあれ

包
専門店の
包装
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　グラフィック・デザイナーとし
て活躍した岡秀行さん（1905-1995）
は、日本の伝統パッケージの収集
家でもあった。菓子折りや食料品
をはじめとする様々な容器の美し
さに魅了され、何年もかけて日本
全国を旅し、収集を重ねた。その
コレクションを東京・目黒区美術
館が譲り受け、一部を「包む――
日本の伝統パッケージ展」として
公開した（2011年5月22日まで）。
そこで見たものは、岡氏の執念と
もいえるおびただしい数のパッケ
ージ。そしていつしか、日本人な
らではの「美意識」、さらには「心」
を感じ取ることとなった。
　今回のコレクションは、「木」「竹」

「笹」「土」「藁」…と素材別のコー
ナーに分かれていた。どのコーナ
ーも、じつに興味深い意匠のパッ
ケージで溢れている。ちまきやご
祝儀袋など現代でも見かけるものと、
卵つとのようにすでに制作されて
いないであろうものが混在している。
また、形が美しかったり、ユーモ
アに富んだものがあったり…と、
見ていて飽きない。そして、あら
ためて昔の日本人の器用さに惚れ
惚れする。

　日本の包装素材は、身近にある
自然素材を使用してきた。多くの

パッケージは、人々の生活の中で
必要とされて生まれ、根付き、受
け継がれてきた実用品だ。そして、
包んだことによって持ち運びに便
利になったり、開けるときに簡単
であったり…と、機能的にも優れ
ている。これらはいかに高度な包
装技術に裏打ちされたものである
かを証明している。
　岡氏の視点はもうひとつある。
それは、美的感覚だ。実用的であ
っても、美しくなければならない。
包むことによって、さらに美しく
なることを求めている。今なお現
代へと受け継がれている「いかに
美しく包むか」という日本人の美
意識のルーツを見た気がする。
 

実用性と美意識

（左）紙のコーナーにて。「結納目録一式」。金沢の水引折り型二代目・津田梅（つだ うめ）（1907-2004）作。制作年 1988 年。（右上）竹のコーナーにて。竹の器のほか、竹の皮を使用
した包みや籠、ざるなど、竹という素材の用途の広さがうかがい知れる。（右下）美術館 1 階に展示されていた酒樽「澤之鶴」。米という文字がデザイン化され、贈答用のパッケージとし
て化粧されている。

卵つと／食品／山形県。藁とい
う素材の性質を知り尽くした農
民が、長い生活の中から生み出
した、芸術的ともいえるパッケ
ージ。地方によっては卵の入れ
方が縦横逆のこともあり、包み
方のバリエーションも豊富。一
番上の卵を取って食べても、2
番目の卵が落ちないよう工夫さ
れている。作者：石川清治（い
し か わ せ い じ ）（1921 －
1997）、撮影：酒井道一（さか
い みちかず）

知恵と技から生まれた美しき
伝統パッケージ

日本の伝統パッケージ展を訪ねて

包
日本の
包装文化
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それぞれのマテリアルの持ち味を的確にとらえ、

それをできる限り損なわないように利用していること、

ここらあたりに日本人独特の生活態度が

表れているのはあるまいか

ささらあめ／菓子／宮城県。ひご竹の先に小さなさらし雨をつけ、それ
を竹筒に差し込んだシンプルな作品。花束のようで愛らしい。七夕飾り
をモチーフに作られたとされている。現在は作られていない。撮影：酒
井順一

金千両／つまようじ／東京都さるや。桐箱であるという贅沢感もさるこ
とながら、大胆に描かれた文字がユニークで見る者の目を奪う。撮影：
酒井順一

……岡秀行「著者の言葉」『日本の伝統パッケージ』美術出版社 1965 年

おひねり／投げ銭。その昔、芝居が終わった後に役者にご祝儀を投げた
のがおひねりの始まり。チップは紙に包むという日本人の感覚のあらわれ。
紙に包むことでコントロールしやすくなるという利点もある。撮影：酒
井順一

ちまき／食品／福島地方。ちまきは日本全国にあり、呼び名は笹巻き、
笹だんごなどいろいろ。もち米やだんごを笹の葉に挟み、強い繊維質の
草でくくっている。現代は主に菓子が包まれている。撮影：酒井順一

■目黒区美術館
東京都目黒区目黒 2-4-36
tel: 03-3714-1201
http://mmat.jp/
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　東京・日本橋にあるロイヤルパーク
ホテルは、東京シティエアターミナル
に隣接しているという場所柄、宿泊客
の多くは外国人だ。この 1 階にある
ロゴショップ・ロイヤルギャラリーで
は、宿泊客向けにラッピングサービス
を行なっている。しかも、ホテル外で
買ったものでも無料で包装していると
いうのだ。
　「デューティーフリーで買ったお酒
をおみやげにしたいとか、T シャツな
ど衣料品を大量に買ったので個別に包
装してほしい、などご要望はいろいろ
ございます」と平野さん。たくさん持
ち込んでも無料なのかと念を押すと「も
ちろんです。急には無理ですが、明後
日の出発までにやっておいてほしいと
言われればお預かりし、前日の夜まで
にお部屋にお届けするようにしていま
す」とのこと。ホテルとしてのサービ
スの一環なのだそうだ。ただし、店外
で買った商品の品質はわからないので、
ホテルのロゴの入った包装紙やシール
は使用しないという。とはいえ、手を
抜くことは一切ない。
　「お子さんへのおみやげを依頼され
ることが多いので、男女どちらなのか
を伺い、リボンを使い分けたりします。
以前、いろいろな野球チームの帽子を
包んだことがあり、どの球団の帽子か
わからなくなったらお困りになるだろ
うと思い、チーム名を付箋に書いて貼
っておいたらとても喜ばれました」
　さらには、ホテル外で購入したもの
もすべて手提げ袋に入れて手渡すのだ
そうだ。「移動する間に包装が崩れて
しまったら、せっかくの贈り主の気持
ちが相手の方に伝わらないような気が
します」。サービスの枠を超えた、ホ
スピタリティともいえよう。

■ロイヤルパークホテル
東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1
tel: 03-3667-1111
http://www.rph.co.jp/

包装紙は 2 種類。店内で販売した商品には白地にホテルのロゴがプリ
ントされた包装紙を用い、持ち込まれた商品はモスグリーンの無地の
包装紙を用いる。留めに貼るシールもホテルのロゴ入りと一般的なも
のを貼り分け、差別化している。

同じ大きさに仕上がる場
合は、中身が何かわかる
ように付箋をつけるサー
ビスも。

宿泊客への
無料包装サービス

持ち込みの品も承ります

包
ホテルの
サービス

ロイヤルギャラ
リー・アシスタ
ントマネージャ
ー 平 野 洋 子 さ
ん。販売だけで
なく、仕入れに
も携わっている。
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