
草木染めの穏やかで優しい色は、
見る人の心に安らぎを与えてれくます。
SEIWAでは、自然のつくりだす色彩を
より手軽に楽しんでいただくために、
草木染め染料をリニューアルしました。

◎わかりやすく解説したマニュアル付きです
工程写真付きのマニュアルがついているので、どなたにも草木染め
が楽しめます。また、媒染剤の違いによる色見本も付いています。

◎草木染めに必要なものをセットにしました
染色に必要な○ゴム手袋○不織布（染料煮出し用）が入っていま
す。この他に必要な道具は商品裏面に記載しています。

生明バンの液にソーダ灰の液
を少しずつかき混ぜながら加え
ると媒染剤のできあがりです。
※白くにごりだしたらソーダ灰
を入れるのを止めます。

染める物の重さに対して、生明
バンを10%用意します。
例） 染めるものが10gの場合、
生明バン1g（生明バン1g≒計
量スプーン 小さじ すり切り3分
の1程度）

生明バン1gにソーダ灰を1つ
まみの割合で別の容器に取
り、それぞれ少しの熱湯で溶
かします。

取り出して流水でよく水洗いしま
す。※この後は、STEP4 -1～2
と同じように染めます。最後に流
水でよく水洗いをして、乾燥させ
て完成です。

染めるものが完全に浸るくら
いのぬるま湯を用意し火にか
けます。その中に媒染剤を入
れてよく混ぜます。

火にかけて90度以上にして、よ
く洗ったものを20～30分浸し
ます。ムラにならないようよく
動かしてください。

STEPUP シルクをきれいな茜色に染める［先媒染］
媒染剤に明バンを使用して先に媒染し、シルクをきれいな茜色に染める方法を紹介
します。
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STEP4 染める［後媒染］

染めたものを取り出して、軽く
水通しします。
※このとき植物染料液を残し
ておくと染め上がりの濃さを
調節することが出来ます。

植物染料液に水を加えて染め
るものが完全に浸かる量にし
ます（ハンカチ1枚でおおよそ
600ml）。

染めるものを濡らして入れま
す。火にかけて90度以上で、ム
ラにならないよう、よく動かし
ながら20～30分染色します。

最後に流水でよく水洗いをし
て、乾燥させて完成です。

水に媒染剤を溶かし、染めたも
のが完全に浸かる位の量にし
ます。媒染剤の量は各媒染剤
の容器を参照してください。

その中に、染めたものを20～
30分浸します。ムラにならない
ようよく動かしてください。

One Point Advice
※濃い色に仕上げる場合は1～2をもう一度繰り返して、流水でよく水洗いしてください。
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親切な
マニュアル付き

シルク、コットン、麻、レーヨンが染まります。

［草木染料］

西洋茜
Madder

せいようあかね

西洋茜を煮だして、植
物染料液を作ります。

1 2 3 4

染めるものを植物染料
液に浸けて染めます。

水に媒染剤を入れて媒
染液を作ります。

③に生地を浸け、発色→
流水洗い→乾燥→完成。

主な工程は4つです（染め方は中面をご覧ください）。

  商品内容
● 西洋茜 ● 不織布（ネット）  ● ゴム手袋  ● 輪ゴム
● 本マニュアル
  この他に必要なもの
① 染めるもの  ② 媒染剤（出したい色のもの）
③ 火にかけられる容器 （ステンレスまたはホーロー）
④ 洗面器、バケツ （プラスチック製のもの／洗い用）  
⑤ はかり  ⑥ 計量スプーン  ⑦ 計量カップ
 ⑧ 菜箸　 ⑨ 中性洗剤

すず媒染 アルミ媒染 クロム媒染

銅媒染 鉄媒染

■各媒染剤で発色する色（参考）

内容量100g
株式会社誠和  東京都新宿区下落合1-1-1  電話03-3364-2112

http://seiwa-net.jp/

染色以外の目的で使用しないこと。保管は幼児の手の
届かない直射日光を避けた涼しい場所で。

説明書 外／中袋

★ご注意  ※アルミの容器は使用できません（アルミ媒染になります）。
※表面加工品、化学繊維との混紡品は色が薄くなります。ポリエステルなどの化学繊維は染まりません。
※記載の色は印刷のため実際とは異なります。色は生地の種類や状態、染色条件で変化します。

親切なマニュアル付き ※染料の種類で染め方は異なります。詳しくは付属のマニュアルをご覧ください。

染め方はカンタンです。

染料を煮だして、植物染
料液をつくります。

染めるものを植物染料液
に浸けて染めます。
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媒染剤を溶かした液に染
めたものを入れ、発色と色
止めをします。

流水でよく洗い、乾かして
完成です。
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NEW!!自然の色 新発売。



紅花
100g 1,260円
紅花には黄色と赤２種類の色素があり、それぞれを使った２つの染め
があります。化粧の口紅として利用されていました。

矢車（やしゃ）
100g 630円
オリーブやグレーに染まります。タンニンを多く含むカバノニ科の落葉
樹の実です。山野に多く自生しています。

すず媒染 アルミ媒染 クロム媒染

紫根（しこん）
100g 735円
きれいな紫色に染まります。天然染料では、めずらしい油性の染料でア
ルコールによく溶け、染料をアルコールで抽出すると濃く染まります。
漢方薬や化粧水としても用いられています。

西洋茜（せいようあかね）
100g 1,260円
きれいな赤系に染まります。古くはペルシャ、インド、エジプトなどで赤
を染める重要な染料でした。

すず媒染 すず媒染アルミ媒染 アルミ媒染クロム媒染 クロム媒染銅媒染 鉄媒染

蘇芳（すおう）
100g 682円
きれいな赤系に染まります。熱帯地方に生息するまめ科の小高木で
す。染色には、その芯材を使用します。

ももかわ
100g 525円
黄色や茶系の色に染まります。楊梅（やまもも）の樹皮です。楊梅は、本州
中部以南の比較的温暖な山地に自生する、やまもも科の常緑高木です。

すず媒染 すず媒染アルミ媒染 アルミ媒染クロム媒染 クロム媒染銅媒染 鉄媒染

五倍子（ふし）
100g 682円
グレー系に染まります。ヌルデという若葉にできた虫こぶです。

山梔子（くちなし）
100g 682円
黄色系に染まります。主として静岡県以西に生育する常緑木です。栗
きんとんの着色など、食用色素としてよく知られています。

すず媒染 すず媒染アルミ媒染 アルミ媒染クロム媒染 クロム媒染銅媒染 鉄媒染

銅媒染 鉄媒染

銅媒染 鉄媒染

銅媒染 鉄媒染

銅媒染 鉄媒染

草木染め染料



ウコン
100g 472円
きれいな黄色に染まります。熱帯アジア原産の宿根草です。カレー粉
の原料、漢方薬として有名です。

黄蘗（きはだ）
100g 735円
樹皮で鮮明な黄色に染まります。日本の山地に自生する落葉高木で殺
菌や消炎などいろいろな薬効で知られています。

すず媒染 すず媒染アルミ媒染 アルミ媒染クロム媒染 クロム媒染銅媒染 銅媒染鉄媒染 鉄媒染

コチニール
30g 1,890円
色落ちに強い鮮やかな赤色に染まります。コチニールとは中南米産の
サボテンに寄生するカイガラ虫で、動物染料として有名です。

へマチン
50g 945円
深みのある黒に染まります。ログウッドは中南米原産の豆科の高木で
す。へマチンはログウッドの芯材から染料を煮出したものです。

すず媒染 すず媒染アルミ媒染 アルミ媒染クロム媒染 クロム媒染銅媒染 銅媒染鉄媒染 鉄媒染

生明バン  ［アルミ媒染剤］
200g  231円／1kg 682円
【成分】結晶硫酸アルミニウムカリウム

植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。また、紅型染めの色止めにも使います。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 6% 中色 2% 淡色 0.5% を用意します。
それらを少しの熱湯で溶いておきます。染める物が浸る量の水を用意
し、先に溶いたもの混ぜます。染めた物を濡らしてから広げて入れ、ムラ
にならないよう20～30分間媒染します。取り出してよく水洗します。

焼明バン  ［アルミ媒染剤］
120g  210円／1Kg 1,155円
【成分】硫酸アルミニウムカリウム

植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。濃度が生明バンの2倍あります。

〔使い方〕
染めるものの重さに対して、濃色 3%中色 1% 淡色 0.3% を用意しま
す。それらを少しの熱湯で溶いておきます。染める物が浸る量の水を用
意し、先に溶いたもの混ぜます。染めた物を濡らしてから広げて入れ、ム
ラにならないよう20～30分間媒染します。取り出してよく水洗します。

酒石酸カリナトリウム  ［媒染剤安定剤］
50g  420円
【成分】酒石酸カリウム ・ ナトリウム

媒染剤の金属が酸化して沈殿するのを防ぎます。ウールの先媒染に使
用します。

〔使い方〕
酒石酸カリナトリウムを、使用する媒染剤の半量用意します 。お湯で溶
いてから媒染剤の液に加えます。

木酢酸鉄液  ［植物染料鉄媒染剤］
100g  367円／500g 1,050円
【成分】木酢酸 ・ 鉄

植物染料を鉄で発色させる安定性のよい媒染剤です。グレー系の色に
発色します。

〔使い方〕
上澄み液を使用します。染める物の重さに対して、濃色4% 中色2% 淡
色0.5%を用意します。それらを染める物が浸る量の水に加えてよくか
き混ぜます。染めた物を濡らしてから広げて入れ、ムラにならないよう
に20～30分間媒染します。取り出してよく水洗します。

草木染め用薬品

草木染め染料

草木染め染料の染め方（後媒染）

4321

染料を煮出して、植物液をつくります。 植物液に染めるものを入れ、煮染めします。 媒染剤を溶かした液に染めたものを入
れ、発色と色止めをします。

流水でよく洗い、乾かして完成です。

※染料の種類により、染め方は異なります。詳しくは付属のマニュアルをご覧ください。



硫酸第一鉄  ［鉄媒染剤］
100g  189円
【成分】硫酸第一鉄

植物染料を鉄で発色させます。グレー系や黒系のくすんだ色に発色します。

〔使い方〕
染めるものの重さに対して、濃色 2%中色 1% 淡色 0.3% を用意し、適
量の水に入れて溶きます。染めた物を濡らしてから広げて入れ、ムラに
ならないよう20～30分間媒染します。取り出してよく水洗します。
※開封すると酸化して茶系色に変色しますので、早めにご使用ください。

チタン媒染液  ［植物染料チタン媒染剤］
250g  945円
【成分】硫酸チタン ・ 水

植物染料をチタンで発色させます。黄色から茶色系の色に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色20% 中色 10% 淡色 5% を用意しま
す。染める物が浸る量の水に加え、よくかき混ぜます。染めた物を濡ら
してから広げて入れ、ムラにならないよう20～30分間媒染します。取り
出してよく水洗します。

コバルト媒染液  ［植物染料コバルト媒染剤］
250g  787円
【成分】塩化コバルト ・ 水

植物染料をコバルトで発色させます。色の変化はすくなく、独特の色に
なります。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 20% 中色 10% 淡色 5% を用意しま
す。染める物が浸る量の水に加え、よくかき混ぜます。染めた物を濡ら
してから広げて入れ、ムラにならないよう20～30分間媒染します。取り
出してよく水洗します。

錫媒染液  ［植物染料錫媒染剤］
250g  787円
【成分】スズ酸ナトリウム  ・ 水

植物染料をスズで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 20% 中色 10% 淡色 5% を用意しま
す。染める物が浸る量の水に加えてよくかき混ぜます。植物染めした物
を濡らしてから広げて入れ、ムラにならないよう20～30分間媒染しま
す。取り出してよく水洗します。

銅媒染液  ［植物染料銅媒染剤］
250g  787円
【成分】銅塩 ・ 水

植物染料を銅で発色させます。主に茶系の色に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 20% 中色 10% 淡色 5% を用意しま
す。染める物が浸る量の水に加えてよくかき混ぜます。染めた物を濡ら
してから広げて入れ、ムラにならないよう20～30分間媒染します。取り
出してよく水洗します。

アルミ媒染液  ［植物染料アルミ媒染剤］
250g 787円
【成分】アルミニウム塩 ・ 水

植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色　20%　中色10%　淡色5% を用意し
ます。それらを染める物が浸る量の水に加えよくかき混ぜます。染めた
物を濡らしてから広げて入れ、ムラにならないよう20～30分間媒染し
ます。取り出してよく水洗します。

草木染め用薬品

クエン酸  ［錫酸ナトリウム・紅花用有機酸］
100g  472円
【成分】クエン酸

紅花染めで炭酸カリで赤色素抽出後の中和剤として、また、錫酸ナトリ
ウムの安定剤として使用します。

〔使い方〕
▶紅花染めでは、使用した炭酸カリの1.5倍量の本品をお湯で溶き、ク
エン酸液を作ります。炭酸カリで紅花を抽出した染色液に、この液を
3/4入れ、かき混ぜて染めます。途中で残りの液を全部入れ、更に染
色します。
▶錫酸ナトリウムには、2倍量加えて使用します。

酢酸アルミニウム  ［アルミ媒染剤］
50g  420円
【成分】酢酸アルミニウム

植物染料をアルミで発色させます。黄色系や赤色系の明るい色に発色
します。生地に優しい媒染剤です。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色3%  中色1% 淡色0.3% を用意し、水で
溶きます。（溶解が悪いときは酢酸を少量入れて溶きます）これを染め
物が浸る量の水に混ぜます。植物染めした物を濡らしてから広げて入
れ、ムラにならないよう20～30分間媒染し、取り出してよく水洗します。

酢酸クロム  ［植物染料クロム媒染剤］
50g  682円
【成分】酢酸クロム

植物染料をクロムで発色させます。主に茶系に発色します。

〔使い方〕
染め物の重さに対して0.5～2%用意し、水で溶いて使用します。染め物
が浸る量の水にのばしてから、植物染めした物を濡らして広げて入れ、
20～30分間ムラにならないよう媒染し、取り出してよく水洗します。

ディスポン  ［濃染剤］
250g  787円／5kg  8,400円
【成分】酢酸クロム

草木染めの染まりを強くします。木綿や麻など、染まりにくい素材を濃
く染め上げます。

〔使い方〕
80～90℃の熱湯を用意します。熱湯1ℓにディスポンを3～4㎖入れま
す。布や糸を広げて入れ15～20分間よく動かします。取り出して水洗し
てから染色します。型染は、型糊の硬さを水で調整してからディスポン
を2%加えて型置きします。乾燥後30分間蒸しよく水洗してから染色す
ると、型模様が濃く染まります。
※沈殿が生じる場合は、上澄みをご使用ください。

炭酸カリウム  ［紅花抽出剤］
100g  315円
【成分】炭酸カリウム

紅花の赤色素の抽出に使用します。藁の灰汁の成分に最も近いアルカ
リ剤です。

〔使い方〕
①紅花を水が透明になるまで何回も水洗します。紅花の10倍の量の水
を用意します。用意した水1ℓに対して本品を5g入れて溶かします。そ
の中に水洗いした紅花を漬け、色素を抽出します。
②紅花の10倍の量の水を用意します。用意した水1ℓに対して本品を3gを
入れて溶かします。その中に再度、紅花を漬けて2回目の抽出をします。

錫酸ナトリウム  ［錫媒染剤］
50g  735円
【成分】スズ酸ナトリウム

植物染料をスズで発色させます。黄色系や赤色系に発色します。

〔使い方〕
染める物の重さに対して、濃色 2% 中色 1% 淡色 0.5% の割合の水で
溶解します。その2倍量のクエン酸を1～2カップの水で別に溶いて加え
ます。これを染め物が浸る量の水に入れてよくかき混ぜ、染め物を濡ら
してから広げて入れ、ムラにならないよう20～30分間媒染し、取り出し
てよく水洗します。


