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わ組
火消しの組名をいう。
江戸時代に頻発する火事に対応するため、消防組織として、
江戸幕府により、定められた。
いろは 47 文字を組の名とし、「わ組」はそのひとつである。

Wa-gumi
It refers to the name of the group of firefighters respond to 
frequent fires in the Edo periodas a firefighting organization, 
it was decided by the Edo Shogunate.
Iroha 47 letters are the name of the group, and "Wa" is one of 
them.

Gottsuan-desu
"Thank you for the meal", "Thank you" meaning.
Inside the sumo world it is used as a word of responses 
between sumo wrestlers or used when calling out.

花札
日本のかるたの一種であり「花かるた」とも呼ばれた。一組
48 枚に、12 か月折々の花が 4枚ずつに書き込まれている。

Hana-fuda
It was a kind of Japanese playing card and was also called 
"flower karuta". Four pairs of flowers are being written every 
twelve months in one set of 48 images.

宴
宴会の古称。さかもり。酒食を設け、人々を会して楽しむこと。

寿
めでたいこと。祝い、喜び、またその儀式。特に結婚を指す。
または、寿命が長いことを「長寿」と言う。

Utage
The old name of the banquet for common people.
Drinking bout, meeting people and having fun.

Kotobuki
Well done. Celebration, joy, and that ceremony. Especially 
refers to marriage. Or, the fact that life is long is called 
"longevity".

Tokyo
It is an area facing Tokyo Bay in central Kanto plain of Japan, it 
is a world city. It has the world's largest population and 
economic power as a metropolitan area, and it is the capital 
of Japan.

東京
日本の関東平野中央部の東京湾に面する地域で、世界都市で
ある。都市圏として世界最大の人口・経済力を擁しており、
日本の首都である。

富士山
日本最高峰の独立峰。その優美な風貌は日本国外でも日本の
象徴として広く知られている。数多くの芸術作品の題材とさ
れ芸術面で大きな影響を与えた。

Fuji-san
Mt.Fuji is the highest peak and independent mountain in 
Japan. Its graceful appearance is widely known as a symbol of 
Japan. It was regarded as a subject of numerous works of art 
and had a great influence  on art as well.

だるま
仏教の一派である禅宗開祖の達磨の坐禅姿を模した置物、
または玩具。現在では宗教、宗派を越え縁起物として広く親
しまれている。
目の部分は書き入れずに空白のままに残す。そして何らかの
祈願を行い、願いが叶うと目を書き入れるという習慣がある。

Daruma
An ornament or toy imitating the meditation of Zen sect 
founder Bodhidharma who is a faction of Buddhism. It is 
widely popular now as a lucky crossing religion and sect.
Leave the eye part blank without writing. And there is a habit 
of doing some kind of praying and entering your eyes as 
prayers come true.

鳥獣戯画
平安時代 (12 世紀 ) 頃より伝わる紙本墨画の絵巻物。国宝。
内容は当時の世相を反映して動物や人物を戯画的に描いたも
ので、特にウサギ・カエル・サルなどが擬人化して描かれた
甲巻が非常に有名である。「日本最古の漫画」とも称される。

Choju-giga
A picture scroll of a paper-book ink painting which is 
transmitted from around the Heian period (12th century). 
National treasure. The content depicts animals and people in 
a caricature manner reflecting the society of the time, 
especially the rolled book,KOU which was drawn as an 
anthropomorphic of rabbits, frogs, monkeys etc. is very 
famous. It is also called "Japan's oldest manga".

ごっつぁんです
「ごちそうさま」「ありがとう」の意。
角界内では力士同士の応答の言葉として使われたり、声をか
ける時にも使われる。

Mysterious Japanese culture
Karaoke  Bonsai  Manga  bushido
cosplay  geisha    samurai  Karate
onsen  bento  sushi  Origami.......
and Packable “wa” series
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だるま : 赤だるま : 白 鳥獣戯画

宴寿

花札東京 富士山

ごっつあんです ￥3,800+ 税
※特別仕様

わ組

パッカブル エプロン

ロット   1 枚 lot   1pc
￥2,800+ 税
サイズ   80×80cm
素材  綿 100％

￥2,800+tax
size   80×80cm
Material  Cotton100％

Packable Apron

パッカブル ギャルソンエプロン 短丈

ロット   1 枚 lot   1pc
￥2,300+ 税
サイズ   80×45cm
素材  綿 100％

ロット   1 個
￥2,500+ 税
サイズ   92×75cm
素材  綿 100％

パッカブル ギャルソンエプロン 長丈

￥2,300+tax
size   80×45cm
Material  Cotton100％

Packable Garson Short

lot   1pc
￥2,500+tax
size   92×75cm
Material  Cotton100％

lot   1pc￥2,500+tax
size   92×75cm
Material  Cotton100％

Packable Garson Long

60577 60560 60683

60836 60768 61017

60782 60959 61062

Gottsuan-desu

ごっつあんです
￥3,800+ 税※特別仕様

60843
Gottsuan-desu

Daruma: WHITE Daruma: RED Choju-giga

鳥獣戯画
60690

Choju-giga

60911
Wa-gumi

わ組
60904

Wa-gumi

Kotobuki Utage

Tokyo Hana-huda

花札
60966

Hana-huda

Fuji-san

Packable Garson Long
60904    Wa-gumi

How to fold
商品のたたみかた
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サイズ   70×68cm
素材  綿 100％

size   70×68cm
Material  Cotton100％

ロット   1 枚 lot   1pc
￥2,800+ 税
バンダナ  サイズ   50×50cm

￥2,800+tax
Bandana size   50×50cm

size   70×68cm
Material  Cotton100％

lot   1pc￥2,800+tax
Cross size   50×50cm

パッカブル キッズ エプロン 
Packable Kids Apron 

Packable Kids Apron 

ごっつあんです
60898

Gottsuan-desu
だるま : 赤だるま : 白 鳥獣戯画

60676 60669 60744

Dharma: WHITE Dharma: RED Choju-giga

60744　Choju-giga

花札 東京
6082961000

TokyoHana-huda
宴 富士山
61055 61123

Utage Fuji-san
￥3,800+tax
※特別仕様

身長 130 ～ 160cm 対応

子どもの成長に合わせて丈の長さを変えることができる子ども用パッカブルエプロン

身長 100 ～ 130cm 対応

腰のラインで内側に折り、
スナップボタンを４つ留めると
小さいサイズになります。

Height 130 ~ 160cm correspondence Height 100 ~ 130cm correspondence

Fold inside at the waist line, and when 
you hold 4 snap buttons it will be a 
small size.

バンダナ付き

ｗith Bandana

Packable apron for children. You can change the length adjusting to child's growth

⇒ ⇒10cm UP !
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ランチョンマット
Place mat

コースター
Coaster

キッチンクロス
Kitchen Cloth

ロット   5 枚 lot   5pc

lot   5pc

￥1,000+ 税
サイズ   45×32cm
素材  綿 100％

￥1,000+tax
size   45×32cm
Material  Cotton100％

ロット   5 枚
￥300+ 税
サイズ   10×10cm
素材  綿 100％

ロット   1 枚
￥600+ 税
サイズ   35×50cm
素材  綿 100％

￥300+tax
size   10×10cm
Material  Cotton100％

lot   1pc
￥600+tax
size   35×50cm
Material  Cotton100％

だるま : 赤だるま : 白 鳥獣戯画

宴
寿花札 東京

富士山ごっつあんです

わ組

60867
60775

61024
6081260997

61086

60607 60591 60720

60652 60645 60751

60881 61048 61109

Gottsuan-desu

ごっつあんです
60874

Gottsuan-desu

Daruma: WHITE Daruma: RED Choju-giga

60928

60942

Wa-gumi

だるま : 赤だるま : 白 鳥獣戯画

わ組

6062160638 60737

Dharma: WHITE Dharma: RED Choju-giga

60935

Wa-gumi

Kotobuki
Utage

宴
61031

Utage

TokyoHana-huda
Fuji-sun 富士山

61093

Fuji-san

パッケージ
package
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ラウンドマット

￥5,000+ 税
サイズ   Φ90cm

ロット   1 枚

lot   1pc

素材  綿 94％ ポリエステル 4%レーヨン 2%

￥5,000+tax
size   Φ90cm
Material  Cotton 94％ Polyester4% Rayon2%

Round mat

Daruma: WHITE Daruma: RED Daruma: PINK Daruma: YELLOW Daruma: GREEN Daruma: NAVY

61130 61147 61154 61161 61178 61185
だるま : 白 だるま : 赤 だるま : 桃 だるま : 黄 だるま : 緑 だるま : 紺

61192
ごっつあんです
Gottsuan-desu
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ミニトートバッグ
Mini tote bag

フラットポーチ
Flat pouch

60850 60713 6107960584

60980

ごっつあんです
Gottsuan-desu

ロット   1 個
￥1,000+ 税
サイズ   21×16cm
素材  綿 100％

lot   1pc
￥1,000+tax
size   21×16cm
Material  Cotton100％

ポーチ
pouch

ロット   1 個
￥1,000+ 税
サイズ   19×10×11cm
素材  綿 100％

lot   1pc
￥1,000+tax
size   19×10×11cm
Material  Cotton100％

ロット   1 個
￥1,200+ 税
サイズ   30×10×22cm
素材  綿 100％

lot   1pc
￥1,200+tax
size   30×10×22cm
Material  Cotton100％

だるま 鳥獣戯画

花札

富士山
Daruma

60614
だるま
Daruma

Choju-giga

Hana-huda

Fuji-sun

61116
富士山
Fuji-sun

TECHNO PRIME H.P.

WA-TECHNO PRIME I.G AND PACKABLE I.G

TECHNO PRIME CO.,LTD

2F 1-22-14 TAMAGAWA OTA-KU,TOKYO,JAPAN 146-0095

TEL:+81-3-6715-4772   FAX:+81-3-3757-0008


