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はじめに

　「東京の木 多摩産材」をはじめとする国産木材の需要拡大

は、森林資源の循環を促進し、適切な森林整備による多面的

機能の発揮に大きく貢献し、将来世代への豊かな環境の継承

などに寄与する重要な課題です。

　本冊子は、木造建築や木製什器などの導入促進を目的とし

て作成いたしました。昨年度発刊した「外構編（木塀 木製遊

具等）」に続き、今回は「建築資材、家具・什器、玩具・遊具、

日用品編」といった幅広いテーマを扱っており、全国各地の

国産木材による製品を掲載しております。　　

　また特集ページでは、各業界の著名人にインタビューをし

ております。様々な視点から語られる木材の魅力をぜひご覧

下さい。

　建築物の設計・建築について検討する際に、本冊子を手

に取って頂き、木材が選択肢の一つとなることを願ってお

ります。
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第 1 章

541540540 541540

〒917-0025	 	
福井県小浜市木崎32-10-8	 	
TSUJIDOHAUS	 	
TEL	 0770-64-5715	
FAX	 0770-64-5716	
MAIL	 pr@styleofjapan.net

http://www.soj-inc.jp/
スタイル･オブ･ジャパン株式会社

日用品／キッチン用品・食器類

OEDO
使用木材 スギ（福井県産）

サイズ（ｍｍ）
W60×H255×D15
（箸の長さ：230）

ロット数 100膳

価格（税別） ￥1,200

▲OEDO -BLUE- ▲OEDO -BLUE-

▲OEDO -GREEN-▲OEDO -GREEN-

福井県

スタイル・オブ・ジャパン株式会社

ンド【STYLE OF JAPAN DINING】は、世界一の国際見本市アン
ビエンテ2019のデザイントレンドツアー投票で1位を獲得した
実績を持つ。素材の開発からデザイン造形の実現に強みを持つ同
社は、協業する著名ドイツ人デザイナーとともにドイツ・フラン
スでの販路開拓を展開中。
　“地球上でもっとも環境にやさしい箸ブランド”を標榜し、国
内外のデザイナーと地元産地の一職人が創りだす箸を、世界の
HASHIに進化させてゆく。

　400年の歴史を持つ若狭塗箸を現代的なデザイン視点と新技術
とで融合し、SGEC/PEFC認証を受けた福井の里山資源を活用し
ながら、SDGsに合致する環境配慮型で持続可能な箸づくりに取
り組むスタイル・オブ・ジャパン。
　地域資源事業計画の承認を得て、手作業・分業制の産地にあっ
て輸入資源に頼らず、100年後の産地を見すえ、産地内で一気通
貫するサプライチェーンの新構築を目指した企業活動を行う。
　自然と共存共栄する和食文化の象徴として生み出された新ブラ

　史上最高に軽い若狭塗箸。
　【OEDO】は、森を育てる箸ブランドです。
　塗箸の木材としては日本で初めてSGEC/PEFC認証の福井ス
ギを採用。国産の良質なスギを使用することで、CO2排出量削
減への貢献や、身近な里山環境の改善、そして地球の未来につ
ながります。
　食器洗浄機対応で、環境にやさしい “PURE JAPAN MADE”
の伝統工芸品です。

“ ８g ” この軽さが世界を変える
CO2を減らす箸【OEDO】

中
部
地
方

本書の使い方

●�本冊子掲載情報は、発行時点のものです。�ご覧になった時点で販売が終了している場合や、価格・
仕様等情報が変更になっている場合がありますので、詳細については各ページに記載のある連絡
先へお問い合わせ下さい。

●�本カタログに掲載している製品について、東京都が推奨するものではありません。

地方名都道府県名

事業者紹介

事業者名

事業者概要・連絡先

ホームページQRコード

事業者イメージ

商品写真 商品仕様
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01特集

Kengo Kuma
昭和29年生。平成２年、隈研吾建
築都市設計事務所設立。慶應義塾大
学教授、東京大学教授を経て、現在、
東京大学特別教授・名誉教授。30
を超える国々でプロジェクトが進行
中。自然と技術と人間の新しい関係
を切り開く建築を提案。主な著書に
『点・線・面』（岩波書店）、『ひとの
住処』（新潮新書）、『負ける建築』（岩
波書店）、『自然な建築』、『小さな建
築』（岩波新書）、他多数。

建築家
東京大学特別教授・名誉教授

木造建築ノスゝメ①

木
造
建
築
で
心
が
け
て
い
る

「
日
本
の
美
」
と
は

正
直
に
見
せ
る
こ
と
に
あ
る

隈　研吾

　国立競技場や高輪ゲートウェイ駅
など、数多くの木造建築を手がけ、現
代日本を代表する建築家の隈研吾氏。
　本特集では木造建築の第一人者で
ある隈研吾氏に、「木造建築ノスゝ
メ」と題して、木造建築にまつわる
様々なお話をお伺いしました。

サニーヒルズ南青山
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木造建築との関わりの原点
─高知県梼

ゆすはらちょう
原 町 

　木造に関わった第一号は、高知県の梼原町とい
うところで作った建物ですね。バブルが弾けて東
京の仕事がすべてキャンセルされたときに、梼原
町の古い木造の芝居小屋※の保存運動に参加する
ことになり、梼原町に行きました。そこで梼原町
の町長から、地元の木を使った建築を頼まれたの
が、木造と関わった一番最初です。

バブルが弾けて東京の仕事がなくなってしまっ
たのは、ある意味ショックだったのですが、地方
の梼原へ行ってみて、梼原の人と親しくなって仕
事を頼まれて、「あ、こんな別世界があったんだ」
と思いました。やっぱり木で建築をするというこ
とは、コンクリートとは違った楽しみがあるので。
職人さんたちとの交流も楽しかったですし。まぁ、
なにか自分の新しい人生が始まったな、という感
じがしましたね。

バブルが弾けたのが平成３年で、現地で設計し
て、最初の建物（梼原町地域交流施設）ができ上
がったのが平成６年です。東京では10年間仕事が
ありませんでした。

梼原町では、木材と鉄骨の混構造にチャレンジ
しました。ある程度の規模のあるものだったので、
木材だけで作ると逆に空間に圧迫感が出たりする
心配もあったため、混構造にしたのです。

今でも木材だけのものや、混構造のものも携わっ
ています。広い意味では国立競技場も混構造なの
ですが、そういうことでいろいろチャレンジして
います。

梼原町では以降、６件、仕事を続けて頼まれて
やっています。図書館とか町役場とかいろいろと
あるんですけど、どの建物も幸いなことに、町の
人々に愛されている感じがしますね。

正直さというのは、やはり日本が大事にしてき
た建築の美学だと思います。

今まで手がけたなかで
印象にのこる木造建築

今まで手がけたたくさんの木造建築のなかで、
特に印象的なものとしては、梼原の建物でいうと、
木橋ミュージアム（雲の上のギャラリー）があり
ます。それも木と鉄の混構造で作りました。昔
から梼原は四万十川の源流で、木の橋がいくつか
あった町なので、そういうものを今でも作れるの
ではないかと思ってチャレンジしたのです。建築
のスケールを超えた土木的なスパンの建造物を混
構造で作るというのは非常に大変だったのですけ
ど、でもとても楽しかったですね。

またほかに印象的なものとしては、東京南青山

木材の良さを活かす工夫
─「正直さ」

木造建築を手がける際に、木材の良さを活かす、
自分なりの工夫みたいなものとして、「正直さ」
というものを大事にしています。隠すのではなく、
正直に見せるというのが秘訣だと思いますね。や
はり日本の建築の美というのは「材料の正直さ」
あるいは「構造を正直に見せる」─そういうと
ころにあると感じて思います。

色合いなども、あまりベタベタ塗ってしまわな
いで、その木材の素肌を見せるみたいな正直さが
必要だと思いますね。

西洋建築で石を使う場合は、石の上にまた装飾
を貼り付けるとか、そういうやり方が普通に行わ
れていますけど、日本人は本質的にそういうもの
を嫌うところがありますよね。

なにか、自分の新しい人生が
　　始まったな、という感じがしましたね

雲の上のホテル

木橋ミュージアム（雲の上のギャラリー）　©Photography by Takumi Ota

高知県梼原町での建築プロジェクト

平成６年
◯ 梼原町地域交流施設（現・雲の上のホテル）

平成 18 年
◯ 梼原町総合庁舎

平成 22 年
◯ まちの駅「ゆすはら」（現・マルシェ・ユスハラ）
◯ 梼原 木橋ミュージアム（雲の上のギャラリー）

平成 30 年
◯ 雲の上の図書館
◯ 梼原町複合福祉施設 YURURI ゆすはら

※ ゆすはら座 … 昭和23年に建築された和洋折衷様式の建築物。高知県下唯一の木造の芝居小屋。運動によって保存が決まり、現在は町の保護有形文化財に指定。 
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のサニーヒルズ南青山という建物があります。あ
れも非常に構造的には難しいものでした。６cm角
の角材の組み合わせで３階建てを作るという─。

それは地獄組という組み方で作りました。基本
的に２層を重ねるというのではなく、３層を重ね
ます。２層にするとスライドすると抜けちゃいま
すが、３層にすると抜けなくなります。要するに、
木を使って編み物をするような感じですね。

まぁ大変難しくて、最初は工事を引き受けてく
れる会社がいませんでした。これはもうできない
んじゃないかと思うこともありましたが、そうい
う苦労してでき上がったものは、みんなに訴える
ものがありますよね。

これまでに手がけた建築物がだいたい300くら
いあるので、なかなか印象的な建築物を挙げるのは
難しいですけれど、木に出会った梼原の建物なん
かはどれも印象的です。東京の建物でいうと、浅
草文化観光センターも印象に残っていて、都心で
もああいう木の使い方ができるというのは忘れら
れない建物ですね。

長い歴史と経験を学び、
そこに新しい要素を加える 

こういった木造建築の発想を生み出す背景には、
やはりいろいろ過去のものを勉強するということ

に応用するということで、僕らは一つの新しいジャ
ンプをしたわけですけど、古いものを学びながら
ジャンプをするというのが重要だと思いますね。

木造建築物と、
ほかの素材の建築物の違い 

木造建築と他の建築の違いについてですけど、
木造建築は非常にフレキシブルな建築だと思いま
すね。柔軟性が、ほかの鉄やコンクリートなどと比
べて断然優れています。それは、増改築がしやす
いとか、あとでいろいろな条件が変化したり、使
い方が変わったりする際に、それに最も柔軟に対
応できるのです。

木というのはコンクリートなどとは違って、切る
のは簡単です。そして、足すこともできます。引
き算も足し算も簡単なので、そういう意味で一番
柔軟な建築だと思いますね。

他の建築では、やはりそういったことが難しいで

にあると思います。木造の場合、日本には世界に
も例がないぐらいの長い歴史と豊かな経験があっ
たわけですから。それを勉強するところからヒン
トを得ます。でも勉強しながら、なおかつ、ただ
昔のものを繰り返すだけではなく、そこに新しい
要素を加えるのです。

地獄組というのは、実際は建築の技法ではなく、
兜とかで組んでいたやり方なのです。それを建築

す。特にコンクリートでは、新たに足し算引き算
をするのが一番難しいですね。鉄骨のほうが、ま
だコンクリートよりはやさしいです。

木は柔軟ですし、味も出てきますし、そういう
意味では一番「時間に耐える建築」と言っていい
のではないかと思いますね。

国立競技場での工夫

国立競技場の場合は、屋根の部分が混構造に
なっているわけです。混構造なのですが、主役が
木、鉄骨が脇役に見えるようにしました。そうい
うジョイントのやり方がすごく難しくて、苦労し
ましたね。

簡単にいうと、鉄骨を間に挟み、外に見えると
ころは木にしました。普通の場合は鉄骨の間に木
を挟むやり方で、表は鉄骨が見えてしまうのです
が、逆の方法をとったのです。その辺が苦労しま
したが、でき上がりの印象は全く変わったものに

屋根が混構造になっている国立競技場　Copyright：JAPAN SPORT COUNCIL

サニーヒルズ南青山　©EDWARD CARUSO

木の建築は足し算も引き算も簡単なので
一番柔軟な建築だと思います

浅草文化観光センター　©山岸 剛
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なりますね。ちょっとした工夫で印象がガラッと
変わるところも木造建築の面白いところだと思い
ますね。

木造建築技法の進化

木造建築で、昔と比べて特に変わった点では、他
の部材と木を混ぜ合わせて使う際、その混ぜ方が
進化していると思いますね。

鉄骨と木を組み合わせる混構造というのもそう
ですけど、僕らが最近よくやるのはカーボンファイ
バーと木を組み合わせる方法です。カーボンファ
イバーはとても軽いんです。鉄と組み合わせる混
構造だと、鉄の重さがマイナス要因に働いてしま
うけど、カーボンファイバーを組み合わせると強
くなって、しかも重くならないんです。古い建築
の補強なんかにカーボンファイバーと木の組み合
わせを最近よく使っています。

建築家を目指したきっかけ

そもそも建築を目指したきっかけは、昭和39年
の第１回東京オリンピックのときに、当時10歳で
父親に連れられて代々木体育館（国立代々木競技
場体育館）という原宿の建物を見て「あぁ、かっ

こいいな」と思って、初めて建築家という仕事が
存在することも知りました。それで、その仕事が
やってみたいな、こんな面白そうな仕事は他にな
いなと、そういう風に考えたんです。
　そのときは1960年代だから、ちょうど高度経
済成長のピークみたいな時期でした。首都高速が
通ったり、東海道新幹線が開通したり。そういう
コンクリートの建物が華々しく見えたけど、それ
からすぐ1970年代になると、逆にそういうもの
は公害の原因とか、大気汚染の元凶であるとか言
われ始めるのです。

今まで高度経済成長のときにプラスに見えたも
のが全部マイナス見える時代が来て、それで建築
というものに対して、僕もずいぶん疑問を持った
時期もありますね。このままコンクリートや鉄の
建築をやってもいいのかなと、悩みました。そう
思った時期もあるけど、そのあとにやはり木とい
うものを発見したことで、建築をやることにもう 
１回自信が出てきたところがありますね。

建築法の代名詞
「負ける建築」について 

僕の建築法の代名詞となっている「負ける建築」
とは、簡単に言うと「周りに合わせる」というこ

「負ける建築」とは周りの環境に合わせること

となんです。すごく当たり前のことなんですけど、
昔は建築のときに周りの環境に合わせるといった
ことは、誰でもが考えたことなんです。それが20
世紀になって、建築の概念がヨーロッパから輸入
されたときに、「建築は建築家の表現だ」みたいな
ことが言われました。建築が周りの環境に合わせ
るよりも、周りと違和感があるほうがもてはやさ
れるみたいな、そんな時代があったわけです。そ
ういうのではなくて、元々あったような、日本の建
築に備わっていたような、周りと合わせるという
精神を大事にしようということが重要なんですね。

新しい公共性をつくるための５原則

僕が言っている「負ける建築」というのを、具体
的にどういう技法でやっているかというのを５つの
テーマにまとめてみたのが、東京国立近代美術館ほ
かで開催した隈研吾展※の「新しい公共性をつくるた
めのネコの５原則」です。僕の手がけた建築物を68
件選び、「孔」「粒子」「ななめ」「やわらかい」「時
間」の５つのテーマで分類して紹介しました。

例えば、建築を垂直や水平だけでなく、ちょっ
と斜めにすることでやさしくなるとか。建築を構
成している単位をちょっと小さくして粒子にする、

小さな粒にすることでやさしくなる、とか。そう
いうものをこの５原則に沿って、具体的に言葉に
してみました。そうすると普通の人にもそういう
やり方を分かってもらえることができますし、若
い人もそういうやり方から学んでくれます。

今までの建築の言葉ってすごく難しすぎるから、
なるべくやさしい言葉で、分かりやすくまとめて
みたんです。

ネコの視点から都市を見直す

隈研吾展では、さらにネコの視点から都市を見
直すリサーチプロジェクトも公開しました。この
ネコの視点というのは、低い視点から考えようと
したものです。

今までの建築はどうしても上から、高い目線で
見たときにかっこいいとか、建築にしろ都市にし
ろ上から計画して、上から目線でデザインしてい
たのです。

それを地面に近い視点におろしてくると、肌触
りも感じられるし、全く違う風景が目の前に見え
てきます。さらに人間よりもネコはもっと低い視
点なので、ネコの視点に着目してみようと考えた
んですね。そうすると狭い隙間みたいな、人間が

「ななめ」 （隈研吾展）　東京国立近代美術館

木とカーボンファイバーを組み合わせた富岡倉庫３号倉庫 
© Photography by Kawasumi・Kobayashi kenji Photograph Office

※隈研吾展…高知県立美術館（令和２年11月３日～令和３年１月３日）、長崎県美術館（令和３年１月22日～３月28日）、東京国立近代美術館（令和３年６月18日～９月26日）で開催。
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通れないような狭い隙間も、ネコにとっては快適
な隠れ家になっていたりとか、そういうことがた
くさんあるんです。

若い世代の建築家に伝えたい
木造建築の良さ 

日本では、そもそも大学で、木造をそんなに熱
心に教えてきませんでした。高度経済成長という
のはコンクリートでするものだ、みたいな考え方
があって、そっちを中心に教えていました。木造
はどちらかというと、本当に脇に追いやられてい
ていたのです。

まあ僕が教え出して、木造というのを一番メイ
ンのところに持ってくるように頑張ってはいるん
ですけど、でもまだまだですね。木造は難しいの
で、教えなければいけないことがたくさんあるか
ら、まだまだ十分ではないと思うんです。でもこ
れからの教育は、さらに木造建築のほうに振って
いったほうがいいと思いますね。

若い世代の建築家へ伝えたいことはいろいろあ
りますが、まず「木は生き物だから、基本的にやわ
らかい」ということですね。あとで、しなってき
たり、垂れてきたり、そういうことが起こること
を考えてほしいのです。木は、鉄骨やコンクリー

が大きな時代の変わり目だったと思いますね。
それでコンクリートや鉄で覆われた都市が、こ

のままでいいのかと見直されるようになりました。
その地球温暖化の点でも問題があるし、人間の

精神とかストレスに与える影響の問題もあるし、そ
ういうことが2000年くらいから一気に出てきて。

それで我々は、未来の都市を木で作るみたいな
ことが普通にどこの国でも製作に取り入れられる
ようになりました。今、逆にヨーロッパのほうが、
木造化を熱心に進められているので、やはり木の
本家である日本は、もっと頑張らないといけない
なと思います。

トで作るときとは、違う動き方をします。つまり、
木は生き物だということを忘れてはいけないとい
うことです。

僕は今、東京大学の特別教授以外に、高知県立
林業大学校の校長もしています。

高知は梼原がプロジェクトの起源です。木のこ
とを僕に教えてくれたような場所が高知であるし、 
それに対する恩返しみたいな意味も込めて、林業
大学校の仕事をお引き受けしたんです。

林業大学校の教育の特長は、川上から川下まで
ひとまとめにしているところですね。森を育てる
林業の人から、木を使う木造建築のデザイナーま
で、全部一緒の場所で養成するというのが、面白
いところだと思います。これからはそういう視点
が重要かなと思います。

他の地域での教育も川上から川下までを目指し
てはいるんですけど、やはり一番進んでいるのは
高知ですね。

日本の木造建築のこれから

今、地球温暖化や環境問題で、僕らは大問題を
抱えてしまっています。それに対して、木造でたく
さん木を使うことが抑制になるというのが、2000
年前後くらいから言われ始めました。やはりそれ

また、木で建築物を作るということは、地球環
境の問題で必要とされているだけではなく、その
建築物を使う人のことも考えなければいけません。

人間の精神、人としての根本の部分で、木は人
間をやさしい気持ちにするということが重要なん
ですね。20世紀の後半、人間同士がギスギスした
のは建物にコンクリートという材料を使い続けた
ということも影響していると考えています。

それを木造建築に戻すことによって、もう一度
なにか昔の日本人が持っていた、やさしさや温も
りみたいなものを取り戻すことができたらいいな
と思います。

ネコの視点（隈研吾展）　東京国立近代美術館

木造建築に戻すことでやさしさや温もりを
取り戻すことができたらいいなと思います
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一般社団法人全国木材組合連合会 会長

鈴木 和雄

Kazuo Suzuki
昭和18年生まれ。昭和41年、日本大学理工学部機械科卒。
平成12年６月、株式会社東海木材相互市場 代表取締役社長。
平成30年５月から一般社団法人全国木材組合連合会 会長。

　一般社団法人全国木材組合連合会は、全国の
木材業界を網羅した唯一の木材団体で、日本の木
材業の健全な発展を図ることを目的として活動し
ています。本特集では会長の鈴木和雄氏に、日本
の木材業界の推移や動向、同会として推進してい
る木材の需要喚起、また今後の展望など、幅広い
お話をお伺いしました。

木造建築ノスゝメ②

木質化された木曽町役場（長野県）
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と大幅に減少しましたが、近年は徐々に回復して
きています。

一方、外材の輸入が増えると総需要量における
国産木材の比率が減少し、木材自給率は下がりま
す。我が国の木材自給率は、昭和30年代以降、低
下を続け、平成７年以降は20％前後で推移し、平
成14年には過去最低の18.8％となりました。

その後、植林した人工林が利用可能な時期に
入ったことや、国産木材需要拡大の様々な施策や
取り組みが行われたことを背景に、国産木材の供
給量が増加傾向で推移しています。令和２年には
木材自給率が41.8％まで回復しました。

全木連と致しましては、近年国産木材の自給率
が上がってきていることを受け、国産木材の需要
を喚起して、もっと国産木材をいろいろな建築物
に使ってもらえるような取り組みを推進していこ
うとしています。

真壁工法から大壁工法へ

国産木材の用途で主なものとしては、やはり木

造住宅があげられます。木造住宅の施工法にはい
くつも種類がありますが、近年、木造住宅の在来
工法で大きく変化しているものがあります。

それは真壁工法から大壁工法に変わったことで
す。真壁工法というのは、昔の家を想像してもら
えば分かるように、柱や梁を隠さずに見せる工法
のことです。柱や梁が直接空気に触れるため、耐
久性が高いと言われています。

今は、ほとんどの家が大壁工法に変わっていま
す。大壁工法とは柱や梁を隠して壁で囲む、洋風
やモダンな建物に使われる工法です。 柱と梁を壁
で囲み、見えなくなるため、材質にこだわる必要が
ありません。構造材は、強度さえ保てばいい、と
いうように変わってきています。

木造住宅の良さというものは、その家に住む人、
家を使う人によって、多少の違いはありますが、
私は五感に訴えられることにあると思っています。
真壁工法では、柱と梁をむき出しにするため、断
熱や湿度調整、香りなどを考慮して木材を選びま
す。非常に五感に訴えるものが大きいのです。

それに対し、大壁工法では柱や梁が見えません

02

林野庁「令和２年木材需給表」より 大壁工法で作られた和室 ©未来工房 

全国木材組合連合会のなりたち

私どもは現在、一般社団法人全国木材組合連合
会（以下、全木連）という名前ですけれども、戦
前は日本木材業組合連合会、社団法人日本木材協
会の流れを受け継いでおりまして、昭和29年に、
任意団体として発足しました。昭和31年５月25
日に公益法人として組織変更し、同年７月24日に
社団法人化されました。そして平成25年４月１日
に一般社団法人に変わりました。

我が国の製材業等に関わる一般社団法人で、全
国を網羅する中央団体として活動を続け、実績を
持っております。全木連の会員は47都道府県の木
材組合連合会、そのなかで商業組合の連合会が20
くらい、社団法人の組合が26、任意団体が６、そ
のほかに木材市場、木材チップ、集成材、合板な
ど、いろいろな業界の中央団体が17団体入ってお
ります。全団体の末端の登録会員数は１万4,500
事業者あまりに上っていますが、10名以下の零細
業者が非常に多いです。

現在、全木連は、全国を網羅する木材加工、木
材流通業の唯一の団体として国産木材時代を迎え
るなか、全国森林組合連合会などの川上と、建築
業者や設計者などの川下との連携を図りながら､
木材の利用を優先的に行う「ウッド・ファースト

社会の実現」を目指し、様々な取り組みを行って
います。

日本の木材の総需要量と
木材自給率の推移

日本の森林は、戦時中は軍需物資として、戦後
は住宅等の復興資材として、大量に伐採されたた
め枯渇状態でした。比較的成長の早い針葉樹を中
心に植林もされましたが、利用できるまでには数
十年かかります。木材需要が高まり、国産木材価
格も高騰が続きました。

この供給不足を補うため、政府は外材の輸入を
始めます。昭和35～39年に段階的に輸入が解禁
され、結果、木材の輸入量は、昭和30年代後半頃
から40年代にかけて急増し、昭和48年には、昭
和30年の30倍に当たる7,500万㎥の木材が輸入
され、昭和48年の木材の総需要量は１億2,000万
㎥という過去最大の水準となりました。

その後の総需要量は、２度のオイルショック等
の影響により減少と増加を繰り返し、昭和62年以
降は１億㎥程度で推移しています。

しかしバブル景気崩壊後の景気後退で、平成８
年以降は減少傾向となりました。特に、平成21年
にはリーマンショックの影響により、6,480万㎥

ウッド・ファースト社会の実現を目指しています

真壁工法で作られた和室 ©未来工房 
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す。
今の木材の価格ですと、いわゆる林業家にとっ

ても意欲が出てくる価格に戻りつつあります。
伐って、使って、植えて、育てるという、４つのサ
イクルを回し、育てて、次の世代へつなぐために
は、ある程度の価格が必要になります。そういう
面においては、林業が循環することで、結果的に
地域の創生、脱炭素社会につながるだろうと思っ
ております。

できれば、人間は地上物質で生活していますか
ら、地上資源だけで、地下資源を少なめにする社
会を築いていければ非常にいいのかな、と思って
おります。

非住宅の木造化

今、私どものほうで取り組んでいるのは、木造住
宅に加え、非住宅の木造化です。プレカット機械
のラインにも、非住宅に使われる大型の木材加工
ができるように、進めております。非住宅の木造
建築物で必要なこととして、耐震性、高気密、高
断熱に加え、耐火性が重要になってきます。耐火
性を上げるために「燃えしろ設計」（木材表面の一
定寸法が燃えても構造耐力上、支障のないことを
確認する設計法）や、鉄骨とのハイブリッド工法な
ど、いろいろな技術が開発されています。２時間
耐火部材を構造部に利用した７階建ての純木造ビ

だと思います。そうすると、これからは日本の木
材を使っていかなければいけません。日本の環境
問題のことを考えますと、日本の木材を使うため
に、山の整備をして、森林循環が行われることが
一番ではないかと思っています。山で森林を育て
ることによって、大気をきれいにしてくれたり、ま
た土砂崩れなどの災害を防いでくれます。山の恵
みは川を伝わって海に流れ、豊富な魚介類の育成
にも役立ちます。次世代の子どもたちのためにも、
木を伐って使い、植えて、育てることで、日本中
の国土を保全していく必要があると考えています。

並材と役
やくもの

物

ただし今、値段が上がっているのは外材商品の
並材、つまり一般材だけが上がって、役物（無節、
上小節、小節など）が上がらない、上がっても上が
り方が少ない状態が続いています。山（森林）に
は、いいものから、悪いものまですべて生えてい
ます。いい材だけ伐って出すというわけには、な
かなかいきません。どうしてもいい役物になる材
と、そうでない並材ばかりの山もあります。それ
は地域によって違います。場所によって、並材ば
かり育てた山もあります。役物を主体として育て
てきた山もあります。役物が使われるような形態
に変えていかなければ、ある程度日本の山は利益
が山主に戻りにくいということが言えると思いま

普通に行われるようになりました。

ウッドショックの原因

近年起きましたウッドショックの原因は、アメ
リカで住宅ローンの金利が下がったこと、もう一
つは同じくアメリカにおいて新型コロナウイルス
の影響で、在宅ワークが増えたことによる住宅需
要の高まりによって、輸入材が入手困難になった
ことだと思います。それによって輸入材の価格が
高騰してしまいました。それが国産木材にも影響
が出始めている、という流れです。

ウッドショック後の
日本の木材資源の活用

世界を見渡したときに、木材資源の豊富な国と
いうのが、だんだんなくなってきております。日
本がそういった国から輸入しているということも
ありました。また輸出する国々にとっては木材資
源は外貨獲得の手段でもありました。でも、こう
したウッドショックを経て、また地球規模の環境
のことを考えて、日本が木材資源の輸入大国であ
ることを変えなければいけない時期に来ているの

から、やはり五感に訴えるものが乏しくなってしま
います。木のぬくもりを感じることができず、木
造住宅の良さが損なわれてしまう大壁工法ですが、
施工が早くて安い、断熱効果を高めることができ
る、見た目にキレイに仕上がる、などのメリット
もあります。若干の寂しさはありますが、木造住
宅の普及のためには、今後、大壁工法に切り替え
ていかざるを得ないだろうと思っております。

主流となったプレカット

大壁工法が主流となって、昔と技術的に変わっ
たといえば、プレカットが挙げられると思います。
柱や梁の継ぎ手、仕口などを、それまで大工さん
が施工現場で墨付けして手工具で加工していまし
たが、工場であらかじめ機械によって、プレカッ
ト加工してから現場に持ち込みます。最近のプレ
カット機械は、CAD ／ CAM などを使用して、精
度も非常に上がっております。大工さんの手間も
工数も減らすことができて、施工費を安く抑える
メリットもあるのです。大工さんにとっては、プ
レカットによって職を奪われるという反対の声も
導入当初はありましたが、工期を短縮することで、
施工数を増やすことにもつながったため、今では

工場で行われるプレカット

役物の大径が梁に使用された建築物

日本は木材輸入大国から脱却するべき
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合法性、持続可能性の証明のためのガイドライ
ン」で示した方法に沿って、伐採時の合法性が証
明された木材のことです。合法木材ではない木材
は、国産木材ではほとんどありませんが、ゼロで
はないような気がします。そのため、全木連では
合法木材の使用を改めて推し進めていきたいです。

また、私どもは JAS 製品の普及にも取り組んで
いますが、なかなか思うようには普及しておりま
せん。これももっと PR が必要だと思います。

木造建築拡大ノスゝメ

公共建築物の木材利用促進法の改正が令和３年
に行われまして、対象が民間建築物にまで拡大し
ております。これによって一般建築物の、構造の
木造化と内装の木質化を行い、木材利用のすそ野
を広げたいと思っております。

こうした木造建築を推し進めることで、木材利
用の需要を喚起し、山主さんに利益を還元してい
くことや、林業家さんたちの経営意欲をどうやっ
て上げるか、ということを私どもは考えておりま
す。そのためには、国民の皆さんの理解が必要で
す。木材を安く使うことばかりでは、森林を守る
ことにつながりません。山を守る、私たちの国土を
守るということにも意識を傾けて頂けたらと思っ
ています。

ほかにも、木は普通は曲げることができないの
ですが、いくつかの方法で曲げることができます。
こうして作られた木材製品は、小物や雑貨など、こ
れまで木では作れなかったものまで作れるように
なり、木材製品の幅を広げております。

今後、私が木材製品で開発を進めてほしいのは、
アルミを代替するような木材製品です。窓などに
使われるアルミサッシは価格も非常に高く、また熱
伝導率も高い商品です。つまり、夏は暑くて、冬
は冷たい。これを木材で作り、夏は涼しく、冬は
暖かい、また湿度調整機能を持つ商品の開発を望
んでいます。木の窓枠などは昔からありましたが、
耐久性、耐候性、使い勝手がアルミサッシに比べ
て劣るものでした。

今の技術で、これら耐久性等について、アルミ
と同等の機能を持つようなレベルの木造サッシの
開発を望んでいます。今後の開発に、個人的に期
待しています。

合法木材使用の推進

それから新しい木材産業としての技術改革を、
もっと進めていかなければいけないでしょう。

よく「合法木材」という言葉が使われます。国
産木材、外材を問わず違法伐採でないことがはっ
きりしている木材を合法木材といいます。

具体的には林野庁が定めた「木材・木材製品の

近年の木材加工の技術開発

国産木材の使われ方ですが、近年は合板の厚み
が増してきているように思います。昔は薄い２～
３mm のペラペラの合板だったのですが、どんど
ん厚みが増してきまして、今は12～15mm が主
力商品となっています。床用合板などは36mmの
商品も出ています。単純に、薄い板に比べて、厚
い板は耐用年数も伸びます。これからは、もっと
もっと厚い合板が登場するかもしれません。

それから、CLT（Cross Laminated Timber：
直交集成板）が出てきました。いわゆる木材を直
行で張り合わせて強度を高めた集成材です。これ
は強度とともに、断熱効果や耐火性にも優れてい
ます。壁材として使用する際、これまでのように
断熱材を必要としません。そのため、CLT を利用
した建築物が増えてきています。

それから、変わったところでは、耐火性能を高
めた木材が出てきています。国内で最も多いスギ
を採用し「薬剤注入が容易」というスギの特徴を
活かし、難燃薬剤を注入することで耐火性能を確
保しています。

また、スギなどは木材としてやわらかいですけれ
ど、これに圧力をかけることによって強度を上げ
て、広葉樹と同じくらいの強度にする技術も開発
されています。加圧して強度を上げた木材は、フ
ローリングや家具などに使われています。

ルが令和３年２月に建築されたのを皮切りに、現
在は11階建ての純木造ビルが建築中であり、今後
の技術開発で、もっと高層化が進むことでしょう。
全木連と致しましても、こういった非住宅の建築
物に木材の提供を進めていきたいです。できれば、
３階建てまでの非住宅建築物はすべて木造にする
べきだと考えています。とは言いましても、都市
部の防火地域では難しいという問題もあります。

一般建築物の木造化の広がり

近年、こうした非住宅に木造建築が使われるよ
うになってきましたが、それには「考え方」と「技
術」という２つの要素があると思っています。

戦後、日本の国策として非住宅に対して「木材
は燃えるので使わない」「木材は高額だから使わな
い」といったことを推し進めていた時代がありま
した。それがずっと続いておりましたが、10数年
前にようやく「非住宅にも木材を使いましょう」
という気運に変わったのです。それから10年ほど
たって、「公共建築物だけではなく、一般建築物も
木造化しましょう」と、更に考え方も、技術も進
んでおります。SDGs などによって木材利用に対
する考え方が変わりました。また耐火性、免震性
などに対して、工法などの技術も進みました。こ
の２つの要素によって、今後も非住宅の木造化が
進むだろうと思っております。

木材は脱炭素社会を築くために欠かせない資源

©未来工房 
非住宅の木造化：

地元の木材をふんだんに使った西粟倉村（岡山県）の「あわくら会館」
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岡田 贊三
一般社団法人日本家具産業振興会 会長
飛驒産業株式会社 代表取締役会長

Sanzo Okada
昭和18年、岐阜県高山市生まれ。昭和43年、立命館大学卒
業。その後、株式会社富士屋代表取締役社長、株式会社バ
ロー代表取締役副社長などを務め、平成12年、飛驒産業株式
会社代表取締役社長に就任。家具には不向きとされていた国
産スギを圧縮加工して使用した「HIDA」シリーズなど、業
界の常識にとらわれない柔軟な発想でヒット作を次々と生み
出す。令和３年より代表取締役会長。公職では令和２年より
日本家具産業振興会会長のほか、飛騨木工連合会顧問、岐阜
県木工連合会会長、高山商工会議所議員、日本工芸産地協会
副会長。
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　本カタログには、国産の木製家具も数多く掲載され
ております。一般社団法人日本家具産業振興会 会長で、
飛驒産業株式会社 代表取締役会長の岡田贊三氏に、国
産家具の取り巻く状況や、若手の育成、国産木材の使
用についてなど、様々なお話をお伺いしました。

「SHINRA（森羅）」シリーズ　ラウンジチェア

03特集

木製家具ノスゝメ
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日本家具産業振興会の
なりたちと主な活動

　日本家具産業振興会では、国内の家具メーカー
が集まり、いろんな事業をしております。

例えば、国産家具基準、品質基準、室内環境基
準、木材基準、保護基準、モラル基準等を作って、
これらの基準に適合したメーカーに、国産家具表
示認定をしております。 また、IFFT インテリアラ
イフスタイルリビングという家具の展示会を年に
一度やっておりますが、近年は新型コロナウイル
スの関係で中止や規模を縮小して開催していまし
た。
　家具業界というのはとても小さな産業ですので、
それほど力があるというわけではありませんが、国
産家具というところで国内の家具メーカーが集ま
り、合法木材を使うことや、環境基準に適した材
を使うことなどを、推進しております。　

当団体は、戦後の昭和32年頃に日本輸出家具協
会という団体ができて、昭和39年に全国家具工業
連合会という団体ができて、同じような活動をし
ているのに交流がなかったため、「同じ目標があ
るのなら一緒にやりましょう」と、平成22年に合
併して日本家具産業振興会になりました。

家具メーカーというのは日本中にそれぞれの産
地を形成しており、当団体には現在、約60の企業
と団体が参加しております。

家具業界の歴史と
家具のトレンドの移り変わり 

　もともと日本には、それぞれの地域ごとに、ちゃ

多様性の減少などの環境問題へとつながるものと
いえますが、その原因のひとつに違法で無秩序な
伐採が指摘されています。

合法木材とは、合法性（法令上合法的に伐採さ
れたものであること）や持続可能性（持続可能な
森林経営が営まれている森林から産出されたもの
であること）が証明された木材をいいます。

本会でも「合法木材」を家具に使用していきま
しょうという方針をたて、その認定に取り組んで
おります。本会では令和３年末現在で116社を、

「合法木材供給事業者」として認定しております。

国産家具の認定と
国産家具に使われる木材

　国産家具の良さについては、我々の主観による
ところが大きいですが、国産家具メーカーは品質
を非常に重視しております。そしてお互い切磋琢
磨して高い技術力で家具を作っております。

木材の選び方から、安心・安全なものづくり、お
客様に安心して使ってもらえるものと自信を持っ
てお薦めできる商品と思っております。

これも日本家具産業振興会として、国産家具と
しての品質の基準を作りまして、そして国産家具

ぶ台や箪笥などの和家具作りがありました。江戸
時代には指物師という家具職人がいました。今、
私たちが使っているリビングやダイニングのよう
な洋家具が作られるようになったのは、文明開化
の頃からですね。西洋文化が入ってきて、モダン
な家具が作られるようになってきたのです。初め
は横浜の家具職人が西洋家具を模して作っていて、
やがてだんだんと国内でも家具産業がさかんに
なっていきます。

そして、日本の木工技術が大変優れているとい
うことから、海外への国産家具の輸出がすごく多
くなった時期もあります。

ドルショックなどで日本の輸出が行き詰まって
きた頃、ちょうど国内では高度経済成長期で、団
地などではダイニングセットや応接セットが売れて
いく、というような時期がありました。とにかく
作れば売れていくといった景気のいい時代があっ
たと聞いております。

やがて高度経済成長も終わり、世のなかが落ち
着いてきますと、今度は豊かさや多様性が求めら
れる時代になりました。最近では多品種少量生産
というような形で生産の仕組みも大きく変わって
きています。

合法木材使用ノスゝメ

　世界的な環境問題に目を向けると、違法伐採に
よって森林の砂漠化が深刻化しております。現在
世界の森林面積は約40.3億ヘクタールで全陸地面
積の約３割を占めていますが、平成12～22年ま
での10年間で、年に平均約520万ヘクタールが減
少しています※。森林の減少は地球温暖化、生物

であるということを認定された会社には、商標を
出しております。このマークがついている家具は、
国産家具として安心して使って頂けるものという
ことを我々が保証しております。
　ただ国産家具ではありますが、使っている木材は
国産木材とは限りません。外材を使っているメー
カーが多いです。外材、国産木材を問わず、国産
のメーカーで作られた家具を、当会では国産家具
表示認定しております。

昔は本当に地産地消だったのです。「箪笥屋さ
ん」というものが昔はありまして、それぞれの地
域で、地域の材を使って、箪笥を作っていました。
そのなかから、洋家具を作ろうと変革をされて、そ
して企業として育ててきた、という流れですから、
元々は地域に根づいた箪笥屋さんがスタートだっ
たと思っています。

ただ、今は、これだけ流通が発達し、材も商品
も多様化し、またネットなどでいろんな需要や情
報も集まってきますので、地産地消一本でできる
家具メーカーはあまりないでしょう。やはり木材
は海外から持ってこなければいけませんし、売り
先も全国、あるいは海外へ輸出といったかたちに
変化しております。指物師…江戸時代の家具職人

「人倫訓蒙図彙」（元禄３年刊、国立国会図書館所蔵）より

国産家具メーカーは品質を重視しています

品質のための議論の様子

※… 環境省サイト「世界の森林の現状」より
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変化してないのではと捉えています。ただ、道具
が変わってきた、技法が変わってきた、などの進
化はありますが、基本的には木を加工して組み立
てていく、という根本は同じでしょうね。

あとは、デザインのために木をどう切り出すか、
といったところで、木を曲げたりとか、うすくし
たりとか、いろんな技術も加えられています。伝
統の技術を私たちは大切にしながら、新しい素材
の活用や機械化などを進めています。最終的には
人間の技というものが一番大切だと思っています。

そのために、飛驒産業では職人を育てる学校を
作っておりまして、木工の技術を若い人たちにも
伝えていく場を作っております。平成26年に開校
した一般社団法人飛騨職人学舎では、２年間で技
能と人間力を兼ね備えた一流の木工家具職人の養
成を行っています。１年目は徹底した手加工技術、
２年目は機械加工での家具製作を通じて、木製家
具の知識・技能の習得を目指します。
　今、若い人たちの間で、木工をやりたいという
方も増えてきているような気がします。当社にも、
全国から木工をやりたいという若い人たちが、毎年
けっこうな数がきますので、この伝統技術を守っ
ていけるのではないかと思っております。　

日本家具産業振興会による 
若手育成への取り組み

本会として取り組んでいる若手の育成の一つに、
技能五輪全国大会や技能グランプリ等への協力が
あります。これらの競技運営への協力や国家検定
である技能検定のうち家具職種の検定委員の推薦

増えております。その需要に応えるために、どう
しても多品種を作っていかなければいけません。

デザインやスタイルも大事ですし、座り心地や
使い心地、その家具の物語性など、いくつもの側
面が大事になってきているように思います。

簡単に「どれがいい」ということがなかなか難し
くなってきている時代で、我々もいろいろとチャ
レンジして、苦労しながら商品を作っております
が、やりがいのある仕事だと思っております。

昔と比べると品数も増えておりまして、10倍、
20倍の多品種を作っております。

お客様のライフサイクルに合わせて、まだ若いと
き、マンションや持ち家を構えたとき、それから
終の棲家に移ったときと、家具もそれぞれ違った
ニーズに合わせて変遷します。歳をとればとるほ
ど、お客様の趣向も多様化していきますので、ヨー
ロピアンスタイルやジャパニーズスタイル、アメ
リカンスタイルがいいなど、価値観やこだわりも
増えていきます。

お客様の求める、本当にいいものを提供できる
時代が来たと私たちは思っております。

家具作り技術の継承

こうした、家具の作り手側のお話をしますと、そ
れこそ木工技術というのは、縄文時代からあった
わけです。そうした技術が時代とともに受け継が
れ、さらに精度を高めて進化して、あるいは機械
化によって技術を補って進化して、今に至ってい
ると考えております。

木工という技術の中身というものは、それほど

林組合をまわって、国産広葉樹の供給をお願いし
ている状況です。戦後、80年くらいたちましたので、
家具作りに適した広葉樹で残された木や、植えら
れた木が、そろそろ使える木も出てきております。

もちろん針葉樹は充分使える状況になっており
ますので、針葉樹も活用していきたいと考えてお
ります。ただ、針葉樹はやわらかいので、家具に
は不向きな部分もありますが、それを使えるよう
にする技術を開発しております。

具体的には、やわらかい針葉樹を圧縮して強度
を高めて家具に用いる、という技術です。飛驒産
業では、20年ほど前から取り入れております。

ただし、強度的には問題がないのですが、家具と
いうとやはり、ナラ材や、北米産のホワイトオー
ク材やウォールナット材というようなイメージが
あります。スギ材で作りましても、なかなかお客
様に受け入れられづらい部分がありますが、それ
でもかなり技術も高まってきており、今は需要も
徐々に伸びております。これから更に需要が伸び
る可能性を感じております。

国産家具の流行の移り変わり

家具の流行も、ファッションの世界と同じところ
がありまして、昔はあるパターンが流行ると、全部
がそのパターンにならうという傾向がありました。

そのため、少品種でも大量に作ることができま
した。今はファッションも非常に多様化している
ように、家具の世界においてもそれぞれの価値観
がありまして、いろんなデザインを好まれる方が

国産家具業界が外材を使う理由

　国産家具メーカーが外材を使うようになったの
は、戦中・戦後の大量伐採が影響しております。
戦時中は資材や燃料として、戦後や高度経済成
長期には建築資材として、本当に多くの木材が使
われました。山の木々がのきなみ伐採されて、山
に木がなくなってしまったのです。急いでスギや
ヒノキなど成長の早い針葉樹を植えたため、現在
は山にスギやヒノキが多く見られます。けれども、
家具に使われるブナやナラなどの広葉樹は成長に
150年ほどかかるため、まだ育っていないという
状況です。

国産家具に、国産広葉樹を使いたいのですが、肝
心の木材が山にありません。そのために、外材に
頼っているのです。とはいっても、大量伐採のと
きに、まだ伐採時期を迎えていなかったために残
されたブナやナラなどもいくらかはありますので、
そういった国産広葉樹を供給してもらおうとして
いるメーカーもあります。

国産家具業界への
ウッドショックの影響

しかし現在、ウッドショックということもありま
して、外材の供給が滞っていて、価格も非常に値
上がりをしている状況です。そのため、国産家具
にも国産広葉樹を使おうという動きも大きくなっ
ております。

飛驒産業でも広葉樹を集めるために、全国の森

広葉樹を使いたくても、木材が山にありません 飛騨職人学舎

針葉樹の森
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カー同士がお互いを啓発できる場として、振興会
は家具業界の可能性を提示しているのではないか
と思っております。

ただ、一口に家具メーカーと言っても、大きな
メーカーもありますし、一人親方の工房も全国に
はたくさんあります。それぞれがまた、非常に独自
の技術で作っておられますので、これだけ多種多
様な産業も少ないのでは、と思っています。機械
で作ってしまえば、それで終わりではありません。
お客様からの直接の声を聞きながら、一品づくり
をやっている一人親方の工房もたくさんあります
ので、ある意味非常に面白い業界だな、と思って
います。

世界の家具と国産家具

世界の家具を見渡しますと、日本では北欧の家
具が大変人気があります。北欧の家具のテイスト
が日本人の嗜好に合うんでしょうね。

しかし、日本人には独自の美意識というものが
あると思うんです。やはり、日本の住まい方とい
うものは、靴を脱いで生活をするというスタイル
です。西洋のように、靴を履いたまま室内生活を
するわけではありません。そういう意味では、よ
り日本人の生活に密着し、日本人の美意識をはっ
きりと出せるような家具というものを私たちは目

の家具に包まれると心が安らぐ」「座り心地がい
い」「居心地がいい」そういうことをお客様に言っ
て頂けるような家具作りを、私たちは目指してい
るのです。

SDGs や環境問題等を考えると、今一番サス
ティナブルな素材は木材だろうと思います。きち
んと植林をして、そして育てていけば、未来永劫
使える材料なのです。違法伐採ではなく、きちん
と次世代のことを考えて植林をする合法木材を使
用することが、資源のサスティナブルな活用につ
ながると、当会では考えております。木材は、廃
棄物になっても燃料にもなりますし、肥料にもな
ります。本当に循環型の資源の優等生だと、私は
思っています。

全国各地の家具メーカー 

本会では、全国の会員のメーカーを視察にまわ
り、合法木材を使用しているか、各種基準を満た
しているか、チェックも行っております。私自身
は会長になって２年あまり、コロナ禍のため、ま
だ視察にまわっておりませんが、これまでにま
わってきた人たちの話を聞きますと、それぞれの
企業にそれぞれの技術があって、それを見ること
で、お互いに啓発されて、より高いレベルの家具
が作れるのではないか、と思っております。メー

鉄製の箱それぞれにマウスを入れ、成長から繁殖、
さらに第２世代の仔マウスの成長を観察する、と
いう実験が行われました※1。結果、第２世代の仔
マウスの23日後の生存率を見てみると、木製ケー
ジでは85.1％、コンクリート製ケージでは41.0％、
金属製ケージでは6.9％という結果になりました。
木製の箱では85％も生き残ったのに、金属の箱で
はたった７％ほどしか生き残ることができなかっ
た、ということになります。

静岡大学では翌年、さらにコンクリート製の
ゲージの床材の素材を変えることでの、マウスの
嗜好性や生存率の実験もしました※2。結果は、木
製、それもスギ材の嗜好性や生存率が高く、コン
クリート製が最も低い、というものでした。

もちろんマウスによる限定した条件下での実験
ですから、そのまま人間に当てはめることはでき
ませんが、それでも木に囲まれた暮らしに何らか
のアドバンテージがあることはうかがえます。

また、コンクリートに囲まれているなかで育っ
ている方たちにはストレスや心の病気で悩んでい
る方が多いようで、昔ながらの木質系の住宅に住
んでおられるとそういったことも少ないというよ
うなことも言われております。

学校なども木質化しようという動きが出てきて
おりますので、やはり木に囲まれて暮らすという
ことは、人間の本能に訴えかけるものがあるので
はないか、というように思っております。

木製家具の効能 

やはり木の家具に囲まれた生活というものは、
人々にとても安らぎを与えるものですから、木の
良さをもっと訴えていきたいと思っています。「木

などに、会として協力しています。
技能五輪全国大会とは、原則23歳以下の若い人

たちが全国から集い、それぞれの技能を競い合う
大会です。技能競技を通じて、技能を磨き、全国
レベルの技術を身につけるために開催されていま
す。42の競技職種（令和３年大会）のうち、建
設・建築系10種目のなかに「家具」があります。

競技では、板と材料と図面が与えられて家具を
作ります。図面に合わせて、木を切り、削り、２
日間の合計11時間以内に完成させなければいけな
いという、大変過酷な競技です。全国大会に出場
するためには、都道府県大会を勝ち抜く必要があ
ります。

飛驒産業ですと、社内でコンテストをやって、そ
こで優秀な者が県大会に出て、県大会で優秀な成
績をとって全国大会に出ていく、という形で競っ
ております。

こうした活動で、本会では我が国の家具づくり
の技能向上に貢献しているのです。

木材の効能 
静岡大学のマウス実験より 

もともと人類というのは、森で暮らしてきたと
考えられています。だから人間の DNA のなかに
は、森のなかで発生して、森で育ってきたという
記憶のようなものがあるようです。森林浴という
言葉がありますが、森のなかに入ると何か安らげ
る、木に囲まれていると何か心が落ち着く、とい
うような癒やし効果があるといわれています。

実際、木から出ている成分が人間にとって非常に
いい影響を与えているということも言われています。

昭和61年に静岡大学で、木製、コンクリート製、

日本人には日本人の美意識があります

※1 伊藤晴康・森誠・有馬孝禮・水野秀夫，生物学的評価方法による各種材質の居住性に関する研究：マウスの飼育成績による評価，靜岡大學農學部研究報告，36号, p.51-58（1987-03）
※2 丸山則義，マウスを用いた床材性能評価の試み，木材学会（日本木材学会），1988年11月号　特集

飛驒産業が誇る曲木技術

技能五輪全国大会の様子
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作るほうとしては、木材を確保して、その樹種に
合わせて商品を生産するということは、非常に大
変なことなのです。しかし、そういう市場のニー
ズがあれば、それに対応できるように木材を確保
していきたいと思っています。

ある意味、大変さもありますが、よりお客様の
ニーズに応えられる可能性もあります。本当に乗
り越えなきゃいけない関門はたくさんありますが、
それを乗り越える楽しみもあると思っております。
これを、楽しみと思うか、苦しみと思うかは、そ
れぞれだと思います。

多摩産材は、スギ材が多いですから、加熱圧縮し
て固くしてから使っております。家具のユーザー
の方も、自分の土地にあった木を使いたいという
方も多くいらっしゃいますし、最近それぞれの地
方公共団体や役所がそれぞれの産地の材を使いた
いという案件が多いので、それぞれの産地の木材
で家具作りをしております。

多摩産材にも追い風が吹いているのではないで
しょうか。多摩では森林循環もされていますから、
それらが活用されているのだと思っています。

木というものは、人間にとって、先祖代々とも
に暮らしてきたものですから、木製家具を使用す
ることによって、木に包まれて、穏やかで健康的
な、安心・安全な生活をして頂きたいと思います。
できれば、国産木材で、特に地元の木材で作った
国産家具を使いたいと、そんな思いを持って頂け
たらありがたいと思っております。

ていても大変気持がいいと今一番ヒットしています。
木材というものには、私たちには計り知れない、

いろんな恵みがあるので、さらに木材の恵みにつ
いて研究していきたいと思っています。

国産木材の使用

国産家具メーカーが国産木材を使うメリットで
すが、これはユーザー側から国産木材に何かいいイ
メージがあるようで、国産の材であることが、一
つのアピールポイントにもなっています。

やはり輸入材は供給が不安定ですし、なかには日
本では使われない防腐剤を多く含浸させている木も
たくさんあり、人体に有害な木材もあるわけです。

そういった木材と比べて、国産木材であれば安
心・安全だという認識を持っていらっしゃるユー
ザーの方が増えつつあるのではないでしょうか。

多品種少量生産の、多品種のなかには「国産木
材」を売りにした商品もあります。日本にはいろん
な樹種があります。国産の広葉樹にはナラ、クリ、
ブナ、カキ、いろんな木材がありますので、そう
いった樹種の木材を使うことによって、木の面白
味みたいなものを感じて頂ける家具づくりもでき
るのではないかと思っています。

私どもは、これまでクリ材は使っていなかった
のですが、クリ材を使ってみたら、大変人気も高
いんですね。お客様にとって木目を楽しめる材料
ではないでしょうか。

す。みなさん、スギにあまりいいイメージがない
ようですけれど、スギはヒノキ科スギ亜科スギ属
の常用針葉樹で学名を「クリプトメリア・ジャポ
ニカ（Cryptomeria japonica）」といいます。こ
れは、「日本の隠された財産」という意味です。考
えてみますと、いろんなところにスギ林があって、
神社ですとか舟ですとか、いろんなものにスギが
使われてきたわけです。木目もきれいですし、比
重も小さいということで、空気を含んでいて、断
熱効果も高いんですよね。先ほどの静岡大学の実
験などでは、マウスをスギの箱に入れておきます
と、非常に元気に育つんです。

そういう意味でも、スギを何とか家具に使いた
いということで、圧縮して、スギの弱点である強
度を高めて使用しようと取り組んでいます。飛驒
産業では20年前からこの取り組みを進めておりま
して、かなり安定していい木材ができるようにな
りました。それを家具に使っております。家具以
外のフローリングなどの内装材にも使えますので、
圧縮材に力を入れて取り組んでいます。

また、スギは木材として使うだけではなく、木
に含まれている蒸留液は、非常に香りもいいし、
いろんな効果があることが分かりました。当社で
いろいろ実験してみたらスギの蒸留液が農作物に
とてもいい効果を与える結果が出ました。成長促
進に効果があったり、抗菌・防虫とまではいかな
いんですけど、大変根のしっかりした作物になり、
野菜づくり、お米づくりに活用して頂いて、成果
をあげております。

また、木に含まれているオイルを抽出して、いま
流行りのアロマオイルとして販売しています。オイ
ルをブレンドしたマスクスプレーを販売しています
が、、抗菌作用もあって、香りもよく、マスクをし

指しています。
最近は、クール・ジャパンということで、世界

でも日本の美というものが認められていますので、
私たちの作る日本の美を表現した日本の家具が
きっと世界でも認知されていくだろうと思ってい
ます。

ただ、実際に日本の家具の良さを認知して頂い
ても、輸出となりますと、運賃や関税などハード
ルが上がります。家具は、いわば空気を運ぶよう
なものですから、運賃が高いのです。なかなか輸
出が難しい部分もあるわけですけれど、しかし確
実に日本の美というものが、世界でも非常にリス
ペクトされていますので、どこかの国のスタイル
をただコピーするのではなく、私どもは日本の美
というものをきちんと家具のなかに落とし込んで
いきたいと思っています。

私たちは、海外デザイナーともお仕事をしてい
るのですが、彼らはとても日本の美をリスペクト
していまして、私たち以上に日本的な家具をデザ
インしてくれるんですよね。

ですから、そういう意味では、決して北欧家具が
すべてではなく、クール・ジャパン、日本の美を
打ち出していきたいですし、世界的なデザイナー
もそれを求めてくれますので、大変楽しみにして

おります。

飛驒産業の取り組み

飛驒産業では、国内には針葉樹がたくさんあり
ますので、国産木材を使う取り組みを進めていま
す。スギは、スギ花粉などで迷惑がられています
よね。でもスギという木がそんなに悪い木かとい
うと、実は素晴らしい性質を持っている木なので

できれば国産木材で、地元の木材で作った国産家具をスギ圧縮材製作現場
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小島　勇
株式会社イトーキ
商品開発本部 プロダクトマネジメント部

Isamu Kojima
平成19年、株式会社イトーキ入社。平成23年から国産木材
活用ソリューションEconifaの立ち上げメンバーとして国産
木材商品の開発および販売促進に従事。平成30年から商品
開発本部に異動、引き続き無垢材を活用した商品開発に従事、
現在に至る。
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オフィスにおける
木製家具の効能検証

　木材製品は「使う人にとってよい影響を与えている」と
よく言われます。では、実際に使用者にとって、どんな効
果があって、何がいいのでしょうか。
　イトーキでは、木製家具が生理・心理面や集中力・発想
力に及ぼす影響について、オフィスワーカーを被験者とし
た実証実験によって科学的に検証しました。
　ここでは実証実験の内容を詳しく見てみたいと思います。
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実証実験を始めたいきさつ

イトーキでは、様々な空間、場づくり、それに関
連するソリューションを提供しておりますが、最
近のオフィスのデザインは木質系や木調が好まれ
る傾向にあります。木調にさらにグリーンを入れ
たり、オフィスが、家庭のホームインテリアに近
づいているような気がします。

お客様から「木の空間は気持ちいい」などの声も
多く寄せられますので、じゃあ、なぜそう思うの
か、どれくらいの人がそう思うのかを、実際に検
証してみようという声が部署内からあがりました。

エコニファと３つのフェーズ 

　イトーキでは、平成22年から国産木材を活用
した「 Econifa （エコニファ）」というソリュー
ションを展開しております。エコニファとは環境
の「Eco」と針葉樹の「Conifer」を組み合わせ
た造語です。「やま」で育った地域材を、家具や
内装材にデザインして「まち」で使うことにより、
環境への配慮や地域産業の活性化に貢献すること
を目的としています。

このソリューションは３つのフェーズに分けられ
ます。平成22年頃、最初のフェーズでは、オフィ
スとはグレーやモノトーンで整然とデスクが並ぶよ

うなオフィスデザインが主流でした。この頃、国産
木材を使っていこうというソリューションを開始し
たのですが、一般のオフィスではまだ木を受け入れ
てもらえず、官公庁の窓口や民間企業のロビーなど、
特別な空間でのみ、木が使われていました。

フェーズ２では、平成24年に東京都中央区京橋
に「イトーキ東京イノベーションセンター SYNQA

（シンカ） 」という施設を作りました。イトーキ
と Synchronaize（同調）して進

・ ・

化していく、と
いう意味があります。ここは、企業の枠を超えて、
いろいろなコラボレーションが生まれる場として
活用しよう、ということで作ったのです。

その際、床・壁・天井といったところに国産木
材を大量に使いました。年間２万人以上の来館者
があり、フローリングの歩行感や経年変化の度合
い、本物の木の家具の耐久性などを体感できる施
設でした。

平成22年頃のオフィスのイメージ

平成22年頃の官公庁の窓口 SYNQA ３階オフィス　写真 淺川　敏

SYNQA ３階オフィス　写真 淺川　敏

SYNQA １階フロア　写真 淺川　敏

04

そこで、まずは木質化したオフィスを使い、そ
の木質化された空間で、温度・湿度、人の心理状
態などを測定してみようというのが、この実証実
験を始めることになったいきさつです。

３つのフェーズ、つまり木質化された特別な空
間から、木をもっと一般のオフィスでも使いたく
なるように木の効果を訴求するため、林野庁補助
事業の「令和２年度 内装木質化等促進のための環
境整備に向けた取組支援事業」に応募し、採択さ
れ実証実験を行いました。

木の効能を科学的に検証してみよう

オフィスワーカーの生産性、心理・生理に及ぼす影響の実証実験

被　験　者：イトーキ社員18名（商品企画、プロダクトデザイン、設計担当）。
男　女　比：女性７名、男性11名（すべて50歳未満）　 
期　　　間：令和２年11月４日～令和３年２月18日（のべ113日間）　　　

実 験 概 要：実在のオフィス空間において、フリーアドレス対応の大テーブルの天板の材質の違い（３種）が、オフィスワー
カーの勤務時の生理・心理面や集中力・発想力に及ぼす影響について、オフィスワーカーを被験者とした
実証実験により科学的に検証。

天板表面の材質：Ⓐ単色白メラミン化粧板、Ⓑ木目調メラミン化粧板、Ⓒクリ無垢３㎜ 単板クリア塗装
実 験 方 法：被験者18名が、天板表面の材質の異なる３種類の大型テーブルで２週間（うち５日間）働く実証実験を実施（新

型コロナウイルス感染対策のため、同時に出勤するのは４～５名とした）。勤務前後や勤務中に以下の評価
項目を測定し、天板による違いを評価。また分割・連結に対応したテーブルに対し、実使用により強度、
剛性を検証。

評 価 項 目：天板ごとに集中力を計算課題（２桁掛け算50問）、発想力をマインドマップによるタスク実験で評価。質問
紙法による心理評価、各種センサを用いた生理指標測定，集中力・発想力に関する実験を実施。心理評価
では、天板に関する印象・使用感、１日働いた後の気分状態・疲労感（POMS２、自覚症しらべ）や慢性ス
トレスの状態（PSS、WEMWBS）、被験者の性格特性（KG式、STAI）等について調査。生理指標として、
血圧、心拍、唾液中のコルチゾール濃度を測定。その他活動量調査や各条件終了後のヒアリングを実施。

共同研究者：国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の杉山真樹チーム長、東京大学大学院農学生命科学
研究科の恒次祐子准教授、早稲田大学人間科学学術院（当時は日本大学文理学部）の白川真裕講師

受託事業名：「令和２年度 内装木質化等のための環境整備に向けた取組支援事業　内装木質化等の効果実証事業」（木構
造振興株式会社、公益財団法人日本住宅・木材技術センター）

現在目指しているフェーズ３は、「オフィスで
木を使いたくなる」展開です。最近のオフィスの
傾向は、あくまで木調のインテリアであって、本
物の木はなかなか採用されません。理由としては

「本物の木はコスト的に高いからなのか？」という
要因が考えられます。その要因に対して、実際に
木を使っている方々からは、「木っていいよね」と
いう声が聞かれます。「じゃあ、何がいいのか？」
と、木の効能を科学的に検証してみようというこ
とになりました。

Ⓐ単色白メラミン化粧板 Ⓑ木目調メラミン化粧板 Ⓒクリ無垢３㎜ 単板クリア塗装
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質問紙調査よる集中力・発想力に関する主観評
価の結果は、仕事に集中しやすい順でⒸ→Ⓑ→Ⓐ、
またアイディアを出しやすい順でもⒸ→Ⓑ→Ⓐと
なりました（図２）。

また状態不安得点に関しては、高い順にⒶ→Ⓑ
→Ⓒとなりました。Ⓒクリ単板テーブルのほうが
他より仕事に集中し、アイディアが出しやすいと
いう傾向が認められ、また状態不安が低い傾向に
あったといえます。

実証１：天板の違いによる
集中力・発想力への効果の検証

社員18名を被験者として、天板材質の異なる３
種類の大型テーブルで２週間（うち５日間）働く
実証実験を実施しました。大型テーブルを採用し
たのは、最近のコロナ下で、働き方に変化が見ら
れ、自分の席をなくして、フリーアドレスやABW
※といった新しい働き方を取り入れている企業が
増えてきているためです。

実証１として、勤務後に集中力を計算課題（２
桁掛け算50問）、発想力をマインドマップ（図３）
によるタスク実験で評価しました。さらに質問紙
による主観評価に加え、各条件終了後にヒアリン
グを実施しています。

＊　　　＊　　　＊

タスク実験の結果、計算課題の回答数で評価し
た集中力はⒶ白色メラミンテーブルとⒸクリ単板
テーブルとの間に顕著な差はありませんでしたが、
マインドマップの回答数で評価した発想力につい
ては、Ⓒクリ単板テーブルのほうが他に比べてや
や回答数が高い結果となりました（図１）。

発想力：マインドマップ

集中力：計算課題

図３　マインドマップの例

図２　集中力・発想力に関する主観評価の結果（N=17）

図１　マインドマップ回答数の平均値の比較（N=16）

※ABW…アクティビティー・ベースド・ワーキング（Activity Based Working）。従業員が業務内容に合わせて、好きな場所で働けるというワークスタイル。

04

ミンテーブル使用時には使用前と傾きがほとんど
変わらなかったのに対して、Ⓒクリ単板テーブル
使用時には傾きが大きくなる傾向が認められまし
た（図４、図５）。これは、Ⓒクリ単板テーブル
使用時のほうがⒶ白色メラミンテーブル使用時よ
りも慢性的なストレスが緩和することを示唆して
いると考えられます。

また、心理評価のうち不安感について、状態不
安得点はⒸクリ単板テーブル使用時のほうがⒶ白
メラミンやⒷ木目メラミンテーブルよりも低く抑
えられていました（図６）。このことから、Ⓒク
リ単板テーブルのほうが他よりも勤務時の不安を
抑える効果があることが認められました。

また、天板の印象に関して「落ち着く」「安心
な」「快適な」といった項目の評価は、Ⓒクリ単板
テーブルのほうが他より高い結果が得られました。

実証２：天板の違いによる
心理面・身体面への効果の検証

実証２として、センサ等を用いた生理指標の測
定および質問紙調査による心理評価を実施しまし
た。生理指標として、血圧、心拍、活動量、唾液
中のコルチゾール濃度を測定しました。新型コロ
ナウイルス感染対策中の調査であったため、唾液
の保管には大変慎重に行いました。

心理評価では、被験者本人の恒常的な心理・ス
ト レ ス 状 態（KG 式、STAI、PSS、WEMWBS）、
１日働いた後のストレス・疲労感（POMS ２、自
覚症しらべ）、天板に関する印象・使用感等に関
する主観を調査しました。

＊　　　＊　　　＊

生理指標のうち、唾液中のコルチゾール濃度は
健康な人で朝に高く、夕方にかけて低くなるとい
う日内変動を示すことが知られており、朝から夕
方にかけての濃度の傾き（減少率）が大きいほど
慢性的なストレスが低いという相関があることが
報告されています。今回の実験では、Ⓐ白色メラ

生理：唾液摂取

生理：血圧測定

図６　状態不安得点の平均値の比較（N=17）

図５　Ⓒクリ単板使用時の唾液中コルチゾール濃度の日内推移（典型的な
１名の例）

図４　Ⓐ白メラミン使用時の唾液中コルチゾール濃度の日内推移（典型的
な１名の例）

出典：公益財団日本住宅・木材技術センター．令和２年度 内装木質化等促進のための環境整備に向けた取組支援事業 内装木質化等の効果実証事例集．2021，p18～20
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容易にすることを実現しました。アルミハニカム
パネルには、重量を減らし、強度を増す効果もあ
ります。さらに横揺れに強い天板と脚の連結構造
を採用し、たわみ強度を向上させました。

この天板の表面には３mm のクリ単板積層板を
使用しています。通常の突板は0.3mm 程度です
ので、10倍もの厚みで使用しました。

実証３では、分解した状態から特殊な工具を用
いることなく、２人で３時間程度の作業で大型
テーブルを組み立てられることを確認しました。
６分割した天板は、エレベーターを使用してオフィ
スへの搬入を可能にするサイズになっています。

そして、実証１、２における試験使用により、実
使用に十分な強度やたわみ性能を有していること
を確認しました。

天板を組み立てた状態では、見た目および構造
上の一体感があり、中央自重たわみは10mm で、
実使用に充分耐えうると判断しました。なお、最
終商品では５mm 以下を実現しています。

また、幅3.6m ×奥行き1.2mの耳付き大型天板
を再現したテーブルの試作もしました。幅６m の
天板と同じ構造で天板の側面にもこだわり、天板
の奥行方向には原木から伐り出した年輪の木口が
見えるようにしました。また、天板の幅方向には
同じく原木から伐り出した耳付きの部材を貼り合
わせることにより、工業製品でありながら無垢材
と同様の経年変化を楽しむことができて、本物に
しかない素材感を得られるものにしました。

３層構造で軽量・高強度の天板と
クリを採用した理由

天板には重量の軽減のため、軽量で高強度のア
ルミハニカムパネルを芯材として採用しています。

実証３：大型テーブルの利便性や
実使用による強度・剛性の検証

オフィスユースで木製の天板を持つ大型テーブ
ルの普及が進まない理由として、天板の大きさや
重量の問題が考えられます。そこで、分割・連結
に対応した大型テーブルを試作し、実使用により
強度、剛性を検証しました。この大型テーブルが、
実証１、２で使用したⒸクリ単板テーブルです。

＊　　　＊　　　＊

天板には幅６m ×奥行き1.4m の北東北産のク
リを単板で使用しています。これが、２m ×0.7m
に６分割できます。

天板の芯材にアルミハニカムパネルを採用する
ことにより、天板の分割や、現場での組立作業を

２分割 耳付きエッジ・年輪エッジテーブル（幅3.6m×奥行1.2m）

被験者実験に用いたⒸクリ単板使用大型天板テーブル

04

然の風合いを残した天然色にする場合、ホワイト
オークでもよかったのですが、外国から製材され
て入ってきますので耳がありません。その他、国
産ナラをはじめ外国産木材も含めて検討しました
が、安定的に供給可能で木目のコントラストが比
較的小さいクリに決定しました。

エコニファの活動をするにあたって私どもは、北
は北海道から、南は宮崎、鹿児島までの間で、各
都道県と一緒になって取り組みを行い、21都道
県でネットワークを築いてきました。このなかで、
岩手県や北海道は、非常に広葉樹が多く産出され
るということを知っておりましたので、柄もユ
ニークで、木を感じられて、耳もあるということ
で、北東北産のクリを採用しました。

実証実験を終えて

実際に被験者は計算問題をしたり、マインド
マップを書いたり、血圧測定をしたり、唾液を
取ったりと、大変だったと思います。ただ、開発
部門の人間なので、商品開発にデータを使いたい
と、非常に協力的でした。

３種類の天板を比較して被験者の感覚としては
やはりテーブルの触る部分がクリのほうが安心し
て、ストレスも少なく仕事に集中しやすかったよ
うでした。

これによって天板全体の重量は228kgとなり、無
垢材のみで製作した場合の理論値より約27%の重
量軽減を実現させました。天板は、芯材のアルミ
ハニカムパネルを MDF ３t ＋クリ３mm の単板で
はさむ３層構造にしました。

オフィス市場でアルミハニカムパネルを芯材に
採用している商品は突板が多く、触れるとアルミ
素地を感じてしまいます。そこで本物の触感を再
現するため、１mm、２mm、３mm の単板を用
意し何㎜から下地を感じなくなるかの実験を行っ
て、表面には３mmの単板を採用しました。クリ
単板も、縮んだり伸びたりして割れが発生するた
め、1.5mm の単板２枚を木目がクロスするよう
に接着しました。

クリを採用するにあたって、私どもでは天板を
耳付きにしたいという希望がありました。本物の
天然の木の風合いを感じられる耳付きが常に生産
ができるというと国産になります。なおかつ、自

分解した天板は、エレベーターで運べます

耳付き大型テーブル

天板の断面構造
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とに、驚きつつも感心されていらっしゃいました。
先生方は、このデータについて更に解析を進め、

令和３年の日本建築学会大会では３人共同で研究
発表をされています。

オフィスにおける木質化空間と
非木質化空間での温湿度調査

今回の実証実験とは別のものになりますが、私
たちはこういった木質化空間と、そうではない空間
との違いを明確化するため、月島オフィスにて温
湿度を24時間365日測定しています（図７）。こ
ちらは、宮崎県と広島工業大学環境学部の森田秀
樹教授との共同研究になりますが、平成29年から
測定しています。

特に空間の湿度の違いが顕著に見られます。冬
場は乾燥して夏場は多湿、を繰り返します。木質
化された空間の調湿作用が明らかに実験で分かっ
てきます。日によって上下動しますが、非木質化
空間では約10％の変化に対して、木質空間では約
５％の変化に抑えられています。

調湿効果というと、木は一定の湿度を保ってく
れると誤解されることが多いのですが、やはり木質
化空間とはいえ、外気の乾燥、多湿に影響されま
す。ただし、その変化が少なくなりますので、一
定の調湿効果は発揮しているようです。

共同研究者の先生方の評価

　今回、実証実験にご参画頂いた３人の先生方は、
従来から実験室における被験者実験や写真を用い
たアンケート調査を通じて、木や植物の存在が人
の心や身体に及ぼす影響について研究をされてき
ました。今回はこれまで明らかにしてきた研究結
果が、実空間でも同様の結果となるのか、実際に
オフィスワーカーが働いているオフィスで検証し
た形になります。

実証実験において、イトーキは場所と家具と人
を用意するとともに、アンケートの設問内容や被
験者の選定基準（50歳未満）、一日の検査のプロ
グラムなどは先生方の助言に沿って行っておりま
す。実験を開始してまもなく、国内で新型コロナ
ウイルスの感染が拡大し、実験計画の変更を余儀
なくされるなど、実験継続には非常に苦労があり
ました。一方、心理面・身体面に及ぼす影響の評
価などは、先生方にお願いしました。

先生方からは、この調査が非常に価値のある取
り組みだとお聞きしました。今まで、基本的に学
生を被験者として実験していたものを、今回は20
代～40代まで、通常の業務をしながらの実証実
験でしたので。業務中のため、ずっと座りっぱな
しではありませんので、不安要素はありましたが、
木材利用の効果を裏付ける実験結果が得られたこ

●●●●

非木質化空間 木質化空間

測定器

図７　平成31年１月１日～12月31日　日別の湿度変化

今回は、オフィスワーカーが無垢単板の天板を
用いたテーブルを触ったときの心理面・生理面・
身体面への影響、効果を測定してきました。今回
やっていないのは「匂い」の効果ですね。匂いに
ついてもいろんな研究や論文が出ていますので、
商品化を目指して、今後も検討化していきたいと
思っています。

イトーキとしての SDGs 

イトーキでは SDGs 宣言をしております。木材
は持続可能な世のなかをつくるのに貢献する素材
ですから、今後も継続して木材製品の開発に取り
組んで行く予定です。

エコニファは地域材活用ソリューションとして、
発売から10年を超えて、継続して提供させて頂い
ております。「やま」と「まち」をつなぎ、森林
循環や、地域材の活用に貢献して参りました。

生物多様性というものには、エコニファを通じ
て貢献してきました。また、商品的な開発ととも
に、廃棄物についてもリサイクルや適切な処理を
行うことで、今後も継続して貢献したいと思って
おります。

商品開発のほうも、SDGs に貢献するような素
材の使用はもちろん、素材ごとに分別できる設計
にする、廃棄物をなるべく少なくする、有機溶剤
の使用を極力減らすなど、今後も継続した取り組
みを行っていきたいと思っています。

特に乾燥期の場合は過乾燥することなく調湿し
てくれます。また、夏場も不快な湿気を若干減ら
してくれます。木質化空間は、年間を通して湿度
変化の振れが小さいので、木質化されていない空
間に比べて快適に過ごせることが期待できます。

実験結果の活用と今後の検討課題 

今回の実験結果をベースにしました大型テーブ
ルのシルタ（silta：橋）は、令和３年12月に発売
されました。通常、６m のテーブルが実働１か月
ほどで納品できます。ただ、天然の木を使用して
いますので、木目柄は都度違います。同じ木目の
ものは一つとしてありません。

今回のテーブルの実験データは、他のシリーズ
に活かしていけると感じています。集中力が上が
る、ストレスが軽減される、不安を感じない、と
いう効果を添えてご提供させて頂きます。

今回の「内装木質化等の効果実証事業」は林野
庁の補助事業「木材需要の創出・輸出力強化対策
のうち　民間セクターによる非住宅建築物等木材
利用促進事業のうち　内装木質化等促進のための
環境整備に向けた取組支援事業」の一環ですから、
実験内容も公開しておりますので、家具メーカー
さんの間で、どんどん活用して頂ければと思って
います。

また私どもとしても、この実験結果をベースに
して、もっと木の商品を作っていきます。

イトーキはエコニファでSDGsに貢献



44 45

Chihiro Tada
NPO法人芸術と遊び創造協会理事長、東京おも
ちゃ美術館館長。おもちゃ美術館を全国に10館
創設。平成22年より林野庁とともに、国内最大の
木育大会「木育サミット」を開催し、長門市、秩
父市をはじめ、全国３県、50市町村、20企業を
ウッドスタート宣言させ、木育を全国的な国民運
動に押し上げる。 平成20年春、東京・新宿の廃校
に開設した『東京おもちゃ美術館』の経営が評価
され、経済専門誌『週刊ダイヤモンド』で「日本の
社会起業家30人」の一人に選出される。また、寄
付社会の構築が評価され、「2014クラウドファン
ディング」「2015ファンドレイジング」の大賞を受
賞。さらに、ウッドスタート宣言の仕組みが評価
され、文部科学大臣賞を受賞。早稲田大学、お茶
の水女子大学では高齢者福祉、保育の教鞭も取り、
著書に『日本伝承遊び事典』（黎明書房）、『赤ちゃ
んからはじめる木のある暮らし』（幻冬舎）等。

東京おもちゃ美術館 館長  
（特定非営利活動法人芸術と遊び創造協会 理事長） 多田 千尋
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木育ノスゝメ
05

　東京おもちゃ美術館の館長で、パパやママ、
子どもたちに木のおもちゃへの触れ合いの場
を提供している多田千尋氏。東京おもちゃ美
術館では「木育」の推進や、「ウッドスタート
宣言」「木育サミット」など、様々な取り組み
を行っています。
　本特集では、多田氏の活動のきっかけから、
木育の展開、今後の展望まで、様々なお話を
お伺いしました。
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おもちゃ美術館成創設の経緯

実は、私の父が美術教育の専門家で、小学校の図
工の先生や幼稚園の先生たちの指導育成をする立場
にいたのです。それは公的なものではなく、私的に
自らで、日本の美術教育─音楽、文学なども含め
た芸術教育というものを広めていこうと、昭和28年
に芸術教育研究所を設立しました。

その芸術教育研究所の時代、父の関心事はフラン
スやドイツ、ロシアなどの芸術先進国に行くことでし
た。そして海外に行くたびにおもちゃの素晴らしさ
に感銘を受けたみたいなのです。子どもたちが何気
なく遊んでいる積み木やおもちゃ、赤ちゃんが振っ
ているガラガラなど、ものすごく洗練された良いデ
ザインで実に素晴らしい、と。もしかすると、人間
が初めて出会うアートというものは、おもちゃなの
ではないかと感じ始めたようです。

美術教育の専門家の端くれとしては、おもちゃを無
視できず、おもちゃもやるべきだと、研究所の付属
施設におもちゃ美術館というのを創ったのです。そ
れが当館のルーツになります。

そのとき、「おもちゃ博物館」や「おもちゃ資料
館」と名付けなかったのは、やはり父の考え方が、

「人間が初めて出会うアートとはおもちゃなのではな
いか」ということにあると思います。

約40年前におもちゃ美術館ができましたが、その
ときは、こじんまりとした美術館でした。中野サン
プラザの近くにあった芸術教育研究所の４階建ての
ビルの２階と３階がおもちゃ美術館です。１階と４
階は研究所のオフィス。研究所のおまけとまでは言
えないですけれど、小規模な事業規模でやっていた
のです。このおもちゃ美術館をいつかは大きくしな

ンションになってしまうとあせっていたようです。
学校を見学してみると、昭和10年に建てられたこ

の校舎は、とんでもない歴史的建造物でした。実は
前の立派な木造校舎が火事で焼けてしまい、住民た
ちが子どもたちに申し訳ないと、みんなで寄付金を
集めたらしいのです。それを当時の東京市役所へお
金を持って行くと、普通の小学校が２つ作れるくら
いの金額に市役所職員がびっくりしたそうです。そ
の多額の寄付金を使って日本に誇れるような代表的
な小学校を作ろうと、ドイツ人建築士に設計を依頼
して建てました。だからこの校舎に対して住民の方
たちが愛してやまないんです。しかも自分たちで身
銭を切っています。まあ今の世代の人は一文も払っ
ていませんけれど。でも住民たちで作った校舎とい
う当事者意識がすごくあって、長老の方たちにいろ
いろと話を聞かされるものですから、私も胸が熱く
なってきて、俄然やる気になってしまったんです。

そんな経緯で、中野の芸術教育研究所から、こち
らの旧四谷第四小学校の校舎に全面移転しました。
その際、住民の方々から提示された条件の一つが、
NPO法人としてきてほしいということだったのです。

NPO 法人芸術と遊び創造協会

実は、父が亡くなった後に、私は日本グッド・ト
イ委員会という別のNPO法人を創っていて、芸術教
育研究所というのは株式会社だったのです。株式会
社なのに、社会事業のようなことばかりしていまし
た。それで、この機会に芸術教育研究所の社会事業
のところは別のNPO法人として活動しようと、切り
離したのです。

日本グッド・トイ委員会ではGOOD TOY Awards
という、おもちゃの世界の「本屋大賞」みたいな賞

いといけない、でっかくするんだと、父は夢を語っ
ていたのですが、急に亡くなってしまいました。平
成８年のことです。

芸術教育研究所に入所

昔の私は、父のいる業界に全く興味がなく、子ど
もやおもちゃ、子どもの絵の指導などは、どうでも
いいと逃げ回っていたんです。

学生の頃はバブルの時代ですごく景気が良くて、内
定をいくつ取るとか、どうすれば商社に入れるかと
か、そんなことばかり考えていました。

父の仕事に全然興味がなかったんですけれど、巡
り巡って社会的経験を積むと、父がやっていたこと
は、まんざらどうでもいいことではなく、ちゃんと
社会的に意義のあることではないかという考え方が
芽生えてきました。

昭和62年、26歳のときに父の研究所の門を叩いて、
それでしばらくやっていこうと思っていたら、10年
もたたないうちに父が亡くなってしまったんです。

それで否応なしに跡を継がなくてはいけない立場
になって、それから10年ほど、孤軍奮闘でおもちゃ
美術館を運営していました。その頃は世のなかにま
だ木育の「も」の字もない時代です。

旧四谷第四小学校校舎に移転

そんなとき、四谷の住民の方たちが団体で面会に
きて、地域の学校（四谷第四小学校）が廃校になっ
てしまうので、当館に中野から四谷へ全面移転して
ほしいと直談判されました。廃校になった校舎をな
んとか守りたい、このままだと取り壊されて高層マ

を認定しています。本屋大賞は書店員が売りたい本
を選ぶ賞で、GOOD TOY Awardsは全国のおもちゃ
コンサルタントが選ぶ賞です。

芸術教育研究所と日本グッド・トイ委員会と２つ
を同時進行で経営をしていたんですが、やっている
うちにほぼ同じ方向を目指していますし、どちらも
代表は私です。一緒にしてしまったほうが効率がい
いということで、「芸術と遊び創造協会」というNPO
法人にしました。この活動を２つ足して２で割った
ような法人名になって４～５年が経とうとしてい
て、このNPO法人でおもちゃ美術館の運営やGOOD 
TOY Awardsの選定などを行っています。

一口館長制度とおもちゃ学芸員

四谷に移転して、おもちゃ美術館の規模は10倍
くらい大きくなりました。民宿の親父がいきなりリ
ゾートホテルの支配人になったくらいの違いで、最
初の頃は身体を壊しそうになりました。新宿区との
契約も、指定管理などの補助金が出るのかと甘く考
えていたら、通常の賃貸契約です。改築費も必要で
す。もうやめようと思ったことも何度もありました
が、NPOの理事をはじめ、いろいろな方たちから

「努力をする前に諦めちゃいけないんじゃないか」と
諭され、続けることにしました。

そこで、２つのことを始めました。一つは、「一口
館長制度」です。一口１万円寄付すると、あなたの
お名前を壁面に半永久的に残しますというものです。
これでかなりの額の寄付が集まりました。

もう一つは、「おもちゃ学芸員」です。おもちゃ美
術館というのは、少人数のスタッフで日中ガランと
させていてはダメな施設なんです。おせっかいもの
がいろんなフロアにいて、ママが靴を履こうとして
いるときは赤ちゃんを抱っこしてあげたり、パパが
暇そうにしていたら江戸時代のからくりおもちゃの
ワークショップを紹介したり、楽しみを見出せない
家族がいたら、流行りのボードゲームをお誘いした
り。そういうおせっかいものが、うちのおもちゃ美
術館のホスピタリティなんです。

ただ、それを充実させようと思うと、とものすご
く人件費がかかります。それがジレンマでした。

それで、これはもう史上最強のボランティア部隊を
作るしかないなと思ったのです。ただ「ボランティ

05

おもちゃは子どもが生まれて初めて出会う芸術

旧四谷第四小学校校舎

壁面に飾られた一口館長
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の四谷ですね。四谷の校舎の12の教室を、どうビ
フォーアフターしていくか、ものすごく悩みました。
どうすれば入館者は来てくれるだろうか、と。自分が
新宿区民の１人として、新宿に足りないものは何な
のだろうと模索しました。それはまさしく自然や木
の香り、木の体験がここには全くないなと気づいた
のです。そこで、ここを国産木材、日本の木で、木
の香りがプンプンするようなミュージアムを作った
ら、絶対人が来るだろうと思いました。

それがきっかけで木を多用するという方針が決
まったわけです。それをデザイナーや建築家にも伝
えました。「とにかく木のおもちゃの森林浴や、木の
香りがプンプンするミュージアムにしたい」と。普
通のおもちゃ博物館みたいなものは、絶対作りたく
なかったのです。そして、それが見事に当たったん
です。たくさんの人々が来てくれました、特に若い
パパやママがやってきて、「あー、やっぱり木ってい
いよね」ってつぶやいたり。やはり人々は木の癒し
を必要としているんじゃないか、こういう風にして
よかったなと思いました。

すると、あるときからスーツを着てる方たちが何
人か来るようになったんです。あんまり楽しそうに
遊んでいないし、この人たち何なのかなと名刺交換
してみると、林野庁木材利用課の方でした。

話を聞いてみると、都会のど真んなかで国産木
材をふんだんに使っていることに彼らは感激して
いるんです。いろいろと話をしたら、林野庁とし
ては「木育」という言葉を「食育」くらい国民に
浸透させたいのに、全然流行っていない、と。こ
こには、若いパパやママ、木育を知って頂きたい
方たちがたくさん来ていて、そこにアピールして
いきたいのだそうです。「木育の、国の事業をやり
ませんか？」とお声がけを頂きました。でも、公
共では随意契約がないため、ぜひともうちのほう
から手を上げて頂きたい、と。

とか「素晴らしい」「こんなに多様なのか」と口々に
褒め称え、展覧会は大成功。

すると父は、地元の実行委員会の委員長の立場の
人に、展示品を全部あげてしまうんです。「あなた
にこれを託します。あなたはこれからモスクワだけ
ではなく、ロシア全土で巡回展示会でまわればいい
のです」と。その方も現地のマスコミの取材を受け
て気持ちよくなっていますので、すごく歓迎されま
す。そして父が「その代わりに、ロシアのおもちゃ
を1,000点くらい頂きたい」と言うと、どんどん集
めてくれるのです。

その方式で、いろんな国からたくさんのおもちゃ
が日本に船便で届きました。こうして、世界各国の
おもちゃの宝庫になっていったのです。

また、ある程度おもちゃ美術館をやっていると自
然発生的におもちゃが集まってきます。例えば、亡
き父がこけし500本ぐらい集めていて困っています、
など。遺族が処分に困っている郷土玩具をどんどん
寄贈して頂きました。

そんなことをずっと50年間やってるうちに100か
国10万点ぐらいになってしまったんです。

姉妹館の企画展示コーナー

おもちゃ美術館は檜原村を含めて全国に８つ姉妹
館があります。そもそもおもちゃ美術館は、ガラス
ケース越しにおもちゃを見るというタイプの施設では
ありません。体感型というか、体験型というか、木の
おもちゃがいっぱいあふれていて、そのおもちゃで
好きなだけ遊ぶというところです。木のおもちゃに
よる森林浴みたいなところがおもちゃ美術館なんで
すが、ただ一つくらいは企画展示のコーナーを作っ
ています。

各館には小さくてもいいから、必ず企画展示室を
作っていて、そこに私たちが貯めたコレクションを
全部旅させているんです。

だからうちの収蔵品はみんなのものということで、
収蔵庫にずっと仕舞いっぱなしはもったいないです
から、どんどん日なたに出しています。

うちがなぜ美術館と名乗っているか、ということ
にかかってきますので、展示品を見るところもちゃ
んと作らないといけないと思っています。

木育の取り組みを始めたきっかけ

木育の取り組みを始めたきっかけは、やはりここ

人がこんなにもいるのかと、もう村長など涙を流さ
んばかりでした。結局150人の巨大ボランティア組
織ができあがります。

初めは村の人々の反対にも合いましたが、実際に
やってみて、それをすごく実りあるものにしたことが、
うちのおもちゃ美術館にとってとても財産になった
なと思いました。

美術館の収蔵品収集術

おもちゃ美術館の収蔵品については、中野の小さ
いときから、四谷に移転してからも、数としてはそ
れほどの変化がなく、おおよそ100か国10万点のお
もちゃを収蔵しています。これらはオークションで
競り落としたわけでもなく、全部もらいものです。

実は、私の父がよそ様からおもちゃをもらうこと
にかけては天才でした。これは私もそばで見ていた
ので、その手法をずいぶん学びました。

父にはお金がなくても、仲間がたくさんいたのです。
日本全国に図工の教師や、幼稚園の先生など、たく
さんの仲間がいました。その1,000人ぐらいに通達
を出すのです。「おもちゃ美術館を作ろうと思ってい
るので、あなたの地域の郷土玩具を一つ、私に寄贈
してくれませんか」と。するとみんな弟子のような
ものですから、郷土玩具を送ってくれまして、1,000
点くらいあっという間に集まってしまいました。

それをそのまま収蔵庫に仕舞いこんだりせず、そ
の1,000点をどーんと海外に持って行くのです。パ
リやコペンハーゲンや、モスクワや北京などの大都
市で「日本のおもちゃ展」という展覧会を開きます。
現地の人は日本の郷土玩具を見て、みんな「美しい」

ア募集」では人は集まってこないでしょう。そこで名
称を変えて「おもちゃ学芸員」というものを創設し
ました。「おもちゃ学芸員養成講座」を開講し、第１
期生定員20名を募集します。すると180名からの申
し込みがきたんです。もうびっくりしました。それ
ですぐ２期、３期と続けて、おもちゃ美術館はまだ
できていないのに、10期までやってしまったんです。

だからグランドオープンのときには赤いエプロン
付けて、おもちゃ学芸員200人がそろいました。そ
の瞬間、私は「あ、このおもちゃ美術館うまくいく
な」と思ったんです。何の確証もないんですけど、も
のすごく勇気をもらえました。

そこで初めて学んだことは、いわゆる「一口館長」
というのは「お金の寄付者」です。では「おもちゃ
学芸員」は何をする人なのかと考えまして、この人
たちは「時間の寄付者」なのだろうと気づきました。

「お金の寄付」と「時間の寄付」とダブルの寄付です。
これは後付けですけど、この力を借りて、おもちゃ
美術館をやっていこうと思いました。

この考え方は、後々姉妹館を作る際にも活かして
います。つい先日、檜原村にも姉妹館ができました
けど、檜原村も同じことをやっているんです。

当初は檜原村の人たちも、すごく反対しました。
おもちゃ学芸員養成講座なんて、こんな辺鄙な村で
やっても誰も来やしないですよ、と。東京の大都会
でやるから成功するんですと、村役場の人もみんな
乗り気ではありません。でも、まずはやってみよう
と、実際に開講してみたら、たくさんの人が来まし
た。都心からではなく、八王子や立川や日の出町な
ど、多摩の人たちがどんどん受講者になって集まっ
てきたのです。檜原村のために一肌脱ぎたいという

「お金の寄付」と「時間の寄付」でやっていこう
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屋から高く買わされています。
だから秋田の方なら秋田杉で、奈良の方なら吉野

のヒノキで焼かれたほうがいいんじゃないですかと
勧めています。地域材の活用になりますから、市町
村長もそういうのは大事なことと言って頂けるんで
すが、なかには「地域材で焼かれると何かいいこと
あるの？」と聞かれることもあります。残念ながら
ご本人へのヒアリング調査はできていません（笑）。

それでも秩父市長は予算を組んで、秩父材のケヤ
キとヤマザクラとスギの３種類の棺桶のサンプルを
作って、市役所のロビーに１か月間ぐらい展示して
いました。すると秩父市民の方々が、みんな入るら
しいんです。「俺はヤマザクラがいいな」などと言っ
たりするそうです。私がロビーに行ったときは、85
歳ぐらいのおばあさんが入ろうとして、ちょっと洒
落にならなくて、お嫁さんが止めているということ
もありました。

そんな風に、なるべく楽しく、なるべく地域にとっ
て意味がある「木育」を進めようと、「木育」という
言葉はあまり使わずに、「ウッドスタート」と言って
います。今はもう完全にウッドスタートがうちの骨
太の方針になっています。

木育サミット

ウッドスタート宣言で、全国54の首長たちとの一
大ネットワークができたわけですが、その方たちを
年に１度ぐらい集めないといけなくなってしまいま
した。ちょっと交流会をやりますといって来るレベ
ルの方々ではありませんから、多少格好つける必要
があります。そこで「木育サミット」というと、こ
の方々も集まりやすいだろうと思いました。東京に
行くには理由が必要らしく、やはり木育サミットな
らどうしても行かなきゃいけないという使命感のよ
うなものを感じるようです。

おかげさまで、皆さん木育サミットの出席率も良

し、実際に木製品が生活のなかからなくなっていま
す。町長や村長が山持ちであったりすると、なおさ
ら自分事のように聞いてくれました。それで攻めて
いけばいくだけ成果が出て、みんなウッドスタート
宣言をしてくださるんです。

ただ、気楽に言葉を発するだけではすませたくな
かったので、約束事を作りました。

必ずやらなくてはいけない必修の取り組みとして
「誕生祝い品事業」があります。市町村で赤ちゃん
が生まれたら誕生祝い品として地産地消の木のおも
ちゃを配らなくてはいけません。地元の木で地元の
職人さんがおもちゃを作って、それを市町村長が寄
贈するのです。

ほかに公立の保育園などの内装に地元産の木材を
ふんだんに使う「子育て環境の木質化」や、先ほど
の「木育キャラバンの実施」などのうち、２項目を
実施することで、「ウッドスタート宣言」をすること
ができるルールを定めました。

令和３年現在で、ウッドスタート宣言している自
治体が54ありますけど、すべての市町村で地域材の
おもちゃを作っています。これをずっと毎年、やめ
ることなくやってくれているわけです。

ウッドスタート宣言の約束ごと

私としては、ウッドスタート宣言の取り組みはす
ごく良かったなと思っています。

各自治体に、小中学校の机の天板には地産池消で
やりませんかと声がけしています。足はスチールでも
いいですけど。これも悲しいほど地域材を使ってい
ないんです。東京の大手メーカーのカタログで選ん
でしまって、全国どこの小学校に行っても同じ机で
す。きっとそれは地域に作らせていないからでしょ
う。東京の会社にお金を落とすのではなく、地元の
産業にお金を落としたほうがいいじゃないですかと
市町村長に説明すると、納得して聞いてもらえます。

あとは園舎や校舎、庁舎になど、税金で作る建物
もなるべく木造建築物でやりましょう、と勧めてい
ます。木造が厳しいようであれば、内装木質化くら
いはやりませんか、と。さすがに努力目標にはなり
ますが、約束をして頂いています。

最後に４つ目の約束というのがあります。人間に
は必ず「最期の木育」というのがあって、実は「棺
桶」なんです。棺桶が、人が木と触れ合う最後なの
ですが、地域材で焼かれている人なんてほとんどい
ません。みんな中国の安い木で作られた棺桶を葬儀

ら、山のほうに背をずっと向けてました」と人々の
意識が変わった地域もありました。すごく嬉しかっ
たし、手ごたえも感じましたね。

次に手がけたのは、人材の育成です。私たちは「お
もちゃ学芸員養成講座」を含めて、いろいろな養成
講座を行っていましたので、木育の専門家の養成を、
ぜひやるべきだと思っていました。

そこで木育インストラクター養成講座を開講し、資
格を創設します。そして木育についてのテキストを
作ったりもしました。これもまた、受講される方が
多くいらっしゃって、喜んでいます。今、木育イン
ストラクターの方は、おそらく１万人ぐらはいるん
じゃないでしょうか。

林野庁の方もすごく喜んでくれました。数年ほど
取り組みを行って、それなりに評価もされたのです
けど、あるとき「なにか違うな」と思い始めたので
す。「このぐらいのことでいいのか？」と。イベント
業者がやるくらいのことしかしていないような気が
しました。もっと世のなかを揺り動かしたい、もっ
と木育が国民運動みたいになるようにできないかな
と思い始めたのです。

ウッドスタート宣言

そして生まれたキャッチフレーズが「ウッドスター
ト宣言」です。身の回りのものに木材を活用してい
くことを謳う「ウッドスタート宣言」を、国民一人
一人にやってもらうのはどうだろうかと思いつきま
した。「我が家もウッドスタート宣言しました！」と、
みんなにやってもらうんです。

発想はいいかもしれないけれど、それどうやって
広めるかが課題です。ホームページに載せるとかポ
スター作ったぐらいでは、絶対そんなに広まらない
ですよと、いろいろな方にけちょんけちょんに言わ
れました。

それならこれを、もっと大きな面で攻めていった
ほうがいいと思ったのです。そして、ターゲットを
市町村にしました。市長、町長、村長、この方々を
その気にさせて、いわゆる「ウッドスタート公式宣
言」を市町村がやったらどうかと。そして、いろい
ろな市町村をずいぶんと攻めたんです。そうしたら
首長の方々が聞く耳を持ってくれました。みなさん、
それぞれの自治体で山のことで問題を抱えています

でも、私たちはしがないNPOでしたから、国の事
業は自分たちの役割じゃないと思っていました。適
当に聞き流していると、再度来て「まだ手が挙がっ
ていませんよ」と。すごく勧めてくるので、あちら
も本気だったのでしょう。

それで「じゃあやります」と申請書を出したら受
かってしまいました。こんな都会のど真んなかのいち
美術館が、国の木育推進のセンターになってしまっ
たんです。

これが木育の取り組みを始めた一番のきっかけで
す。声をかけて下さらなかったら、絶対にやってい
ません。だから木育というのは、私たちにとって後
付けなんです。

それでも、取り組みを始めるに当たっては「おも
ちゃ美術館が目指す木育って何だろうか」というこ
とをすごく模索しました。うちらしい木育とは何を
やるべきかと、すごく考えるようになりました。

一番最初は、移動型のおもちゃ美術館「木育キャ
ラバン」をやってみようと提案しました。木育セッ
トを作ってトラックに詰め込んで、サーカス一座の
ように全国を巡るのはいかがですか、と。すると林
野庁の方も、それいいですね、やりましょうと言っ
てくれました。

それで、初期の木育キャラバンのセットは、全部
公的補助で作ったわけです。全国至る所にキャラバ
ンを走らせて、一番ピークのときは４セット同時多
発的に、年間50か所ぐらいの場所に行って木育の普
及活動を行いました。

いろいろな市町村に行って、大歓迎されるんです。
たくさんの人が来て、「木の力ってすごいですね」と
学んで帰ります。また「私たちは林業地でありなが

「木育」を国民運動にできないかな

「赤ちゃんの手形・足形づくり」は
ワークショップで大人気
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の森林大国ですから、それにふさわしい「木のおも
ちゃ大国」にしたいのです。あまりこれを言い過ぎ
ると、ヨーロッパの木のおもちゃを輸入している会
社から、排斥運動だと叩かれるのですが（笑）。そう
いうことではなく、現在１％の自給率をせめて30％、
木のおもちゃを100個並べたら、30個はメイドイン
ジャパンの木のおもちゃにしたいのです。

今、一番売れている積み木はマツの木の積み木な
んですが、残念ながらフランスの木なんです。北海
道にはいいマツの木もありますし、ぜひ日本のマツ
の木のおもちゃを流行らせたいと思っています。

また、今後の展望としては、姉妹美術館の空白県
をなくすという目標があります。それが、果たして
本当にたどり着けるのか、些か不安ではありますが。

そして木育のアジア進出です。本当は数年後に
ミャンマーにおもちゃ美術館を作る予定でした。私
も何度も現地に行って、館長まで決まっていたんで
すがクーデターが起きてしまい、それどころじゃなく
なってしまったんです。しかたがないのでミャンマー
はしばらくそっとして、ベトナムにしようか、シンガ
ポールにしようかと、今は候補国を検討中です。台
湾の方から、台湾に作りませんか？　というお誘い
もありまして、それもいいなと思ったりもしています。

まずは、おもちゃ美術館の空白県をなくす、プラ
ス、アジアに足掛かりをつける、そういうことを考
えて木育への取り組みを行っています。

階では当然生きていますが、伐られてWoodになっ
ても、私は死んでいないと思っています。中高生の
多感な時期に、生命を感じてもらうことは非常に重
要です。実は木に触れる、自然に触れるということ
はいいことばかりではありません。森のなか、山の
なかが怖いように、非常に面倒くさいことなんです。
それでも感情豊かな青春時代に、自然から、生命か
ら学ぶべきことは多いと思います。学校でプログラ
ミングを教えることが重要課題のように言われてい
る時代ですが、もっと大切なことを学ぶことができ
るのが、中高生にとっての木育ではないでしょうか。

木育は子どもたちだけではなく、高齢者にとって
も必要だと考えています。特に効果があるのは、ア
クティブシニアよりも要介護のお年寄りたちではな
いでしょうか。特別養護老人ホームや、老人保健施
設、デイサービスセンターなどでは内装の木質化な
ど、もっと木に触れる機会をたくさん作るべきだと
思っています。内装の木質化が認知症や身体の麻痺
などに一定の効果が見られるという実例報告もあり
ますし、大学での研究も行われています。木に触れ
る、木に取り組むということで、お年寄りの生活が
もっと健康的で豊かになるのではと、考えています。

おもちゃ美術館の今後の展望

私の本当のねらいは、日本はせっかく世界第３位

はおもちゃ美術館の横におもちゃ工場を作りました。
飛騨高山から木工職人を２人ほど呼んで、完全に
100% 多摩産材で作っているんです。実は檜原村は
トイビレッジ構想を持っていて、お手本にしているの
がドイツのザイフェンという村です。ザイフェンは世
界ナンバーワンのおもちゃの村で、檜原村と人口規
模がほぼ一緒ですが、ザイフェンにはおもちゃ工房
が150、おもちゃ屋さんが30店舗もあるのです。檜
原村にはもちろん一つもありません。ザイフェンを目
指すためには、おもちゃ美術館を作るだけでは駄目
ですから、おもちゃ工房を作りました。幸い、檜原
村では村長がこのトイビレッジ構想に乗り気で、多
摩産材の供給などにも全面協力して頂いています。

「木育」が必要な人々

「木育キャラバン」や「ウッドスタート宣言」な
どで全国をまわって感じるのですが、都会の子ども
と地方の子どもで、木育に差はない思っています。
ゲームが中心で、ほぼ同じような遊びをしています
から、町から子どもが消えているのです。現状では
地域差はありませんが、地方の子どもたちのほうが
自然が近くにあるので、触れ合いやすい環境にあり
ます。もっと子どもたちに木と触れ合って遊ぶこと
を覚えてほしいですね。
　中高生にとっての木育は、ものづくりを推奨します。
技術家庭科で木工作業を学ぶと思いますが、絶対に
時間数を減らしてはいけません。鉄やプラスチック
と違って、木は加工しやすいですし、いろいろと学
ぶことが大きい素材です。木というのはTreeの段

くてありがたいことです（笑）。木育サミットとは
ウッドスタート宣言をしている各自治体の実践報告
会であり、その首長たちのパネルディスカッション
なども行っています。「林野庁長官を囲む会」なども
行いましたところ、ここぞとばかりに長官を攻め立
てる心ない市長もいらっしゃいました（笑）。

おもちゃ美術館の姉妹館

木育やウッドスタート宣言、木育サミットなどの
取り組みをしていると、だんだん私が予期せぬ現象
が起き始めたのです。首長たちから、「誕生祝い品を
配るだけでは物足りない。うちの町にもおもちゃ美
術館を作りたい」などの声が出始めました。それは
単なる「木育推進」などではなく、理由の一つは観
光資源になるからです。廃校になった校舎にも、た
くさんの人が来てくれます。

もう一つの理由は、定住政策です。こういう取り
組みやおもちゃ美術館のような施設をしっかりと
作っている地域には、子育て世代が移住したいと思
うらしいのです。純粋な「木育推進」などではあり
ませんが、それでも木育を国民運動にするためには、
こうしたことも必要だと思っています。

一番最初におもちゃ美術館の姉妹館を思い立った
のが沖縄の国頭村の村長です。ヤンバルクイナが生
息する最も北端の森を持つ村に、まず第１号の姉妹
館を作りました。第２号が山口県の長門市です。海
の近くに作りました。

そんな風にどんどん姉妹館を増やしているうち
に、檜原村で８か所目になったわけです。檜原村で

「おもちゃ美術館」の空白県をなくしたい
「木育」をアジア進出させたい檜原森のおもちゃ美術館 姉妹館協定締結式・おもちゃ学芸員出発式
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有限会社中嶋材木店 代表取締役

中嶋 博幸

Hiroyuki Nakajima
昭和41年生まれ。高校卒業後、家業である中嶋材木店を継
承。代表取締役に就任。中嶋材木店は東京都内で数少ない
JAS製材工場の認定を受けている。多摩産材認証材を用いて
公共施設や商業施設など、大型物件から戸建てや店舗など小
規模物件の内装・外装・什器・構造・羽柄・下地材など多様な
ニーズに応えている。秋川木材協同組合理事。一般財団法人
TOKYO WOOD普及協会理事長。あきる野市議会議長。趣味
は地元、秋川での鮎釣り。

　東京都あきる野市で製材業を営む中嶋博幸氏。
多摩産材100％の製材所として中嶋材木店を経
営するほか、秋川木材協同組合理事、TOKYO 
WOOD普及協会理事長など、多摩産材を普及す
るために様々な活動をしています。本特集では、
活動の原点や、取り組みの一例、ウッドショック
の影響から、これからの木材業界まで、様々なお
話を伺いました。
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中嶋材木店 創業のいきさつ

　この地域（東京・あきる野市）は昔から生糸の
産地で、私の父と祖父が撚糸業を営んでいました。
蚕から絹糸をとっていたのですが、戦後になって
繊維も化学繊維にかわり、あまり産業として成り
立たなくなりました。高度成長期に建築物がたく
さん建てられて、木材の消費が旺盛だろうという
ことで、材木業に業種転換しました。おそらく昭
和30年頃だろうと思います。

その頃は、林業と製材業があまり分業化されて
おらず、製材屋さんも自分で山を買って、伐り出
してきて、製材して、挽いたものを製品市場に出
すというようなことをしていたようです。

高度成長期にあまりにも需要が旺盛で、日本の
木だけではまだ若く、とても足りないということ
で、外材が自由化された昭和40年代前半に外材
製材を始めました。それからずっと何十年も外材
製材が続いて、30数年前に僕が入社したときには
100％外材製材の会社でした。

当時はおもに、米材やカナダ材の米マツとか米ヒ
バを使っていましたが、初めは太い木を挽いてま
したが、毎年毎年細くなっていったのです。米材
も、いい天然林はかなり資源が枯渇してきてるな、
ということが手にとるように分かりました。特に
太い米材丸太は希少価値が高くなっていって、値
段がどんどん上がっていったのです。

一方、国産木材の値段は下がっていってるとい

うことと、自分の周りを見渡すと、山の木も育っ
てきているという状況でした。

これからは、地元の木を活かすことが、僕らの
生きていく術なんだろう、ということで、私の代
で地場産材に切り替えっていって、今はまた、元
のように地場産材100％の製材工場になりました。

外材製材工場から
多摩産材の製材工場へ

国産木材に切り替えた時期は、まだ多摩産材
の名称が一般化する前だったような気がします。
ちょうど切り替え始めた頃から、多摩産材という
名前も使われ始めました。私たちも、多摩産材を
もっと世のなかに訴えていこうという取り組みを
始め、若手の製材屋さん、二代目たちで作ってい
た「二の木会」という会で、アンテナショップを
作ったり、PR 活動をやったりしました。

そういう活動を続けているうちに、世のなかも
国産木材、地場産材を活かしていこうという動き
も出始めたような感じがします。特に石原都知事
による花粉対策事業がその頃に始まって、そのあ
と林野庁などが国策として木材の自給率を20数％
から50％にしましょうと目標を掲げました。まず
は公共施設を率先して行いましょうということで、
公共建築物木材利用促進法などが施行されたりし
ました。そんなことがどんどん追い風になった気
がしています。

中嶋材木店で行われている多摩産材の品質検査

用途に見合った木を選び、用途に応じた製材をする

多摩産材を使う意義

「なぜ多摩産材なのか？」、多摩産材のアピール
ポイントなどについてはよく聞かれるんですけれど、
意外と回答が難しいんですよね。多摩産材が国産
木材のなかで、例えば他県産材と比較して、ずば
抜けて優れてるっていうこともありませんし、逆
に悪いということもありません。私は、日本国内
の平均的な木材だと思っています。

ただ、やはりそのなかでも、私たち製材屋が用
途に見合った木を選んで、その用途に応じた木を
製材するのが役目だと思っています。

多摩産材を使う一番のメリットは、国産木材の
自給率を高めることに寄与することだと思ってい
ます。私どもは小さな会社なのでそんなに大きい
ことをすぐにはできませんけれど、まずは自分た
ちの周りの山の資源を活かす、ということが最優
先のような気がします。せっかく東京に木があっ
て、その周りに住んでるのですから、東京都か首
都圏にいる方も、まずは身近な地元に育っている
森林資源を活かしていきましょう、ということが、
多摩産材を使う一番の利点じゃないかというよう
に思います。

中嶋材木店の主要取引先

うちの取引先をおおまかにいいますと、半分は

公共建築物関連とか、商業施設とか、都会での建
築物に関する内装材や造作材です。半分が、地場
の家造りをされている工務店さん向けになります。

東京というのは、日本全国から木材が集中して
流通する大消費地でもあるので、いろんな木材が
たくさん集まってくる地域でもあります。そのな
かでも地場の木を活かしていこうとこだわった工
務店さんたちがいらっしゃるので、そういう人た
ちに、私たちは木材を提供しています。

特に商業施設、公共施設とかの場合ですと都会
に使われるのですが、なかなか都会のなかに木造
建築物って多くありません。だいたい鉄筋コンク
リート、鉄骨造などのビル的な建物が多いので、主
に内装材などに使って頂いております。内装材も
内装制限などがあって、燃えやすい建材ではいけ
ませんので、木をそのままでは使えません。不燃
の加工などを施してメーカーさんに出荷するケー
スが増えていますね。

戸越銀座駅のリニューアル

東急電鉄の戸越銀座駅の建て替えに当社の木材
を使ってもらいました。あのときは取引している
建材メーカーさんが戸越銀座駅の駅舎をリニュー
アルする際の構造設計に関わっていて、そこで戸
越銀座も東京なので、東京の木を使えたらいいな、
ということで声がかかりました。

東急池上線戸越銀座駅
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秋川木材協同組合の活動

私自身は、秋川木材協同組合でも活動しており
ます。この組合は、あきる野市、日の出町、檜原
村など、秋川渓谷沿いで木材を扱っている木材屋
さん、製材屋さんの集まりです。多摩川の支流の
秋川を、秋川流域とか秋川地区と呼んでいること
からその名があります。

昔は、100社くらいあったと言われていますが、
今はもう15業者になってしまいました。東京都の
なかで、地場の木材組合が軒並み壊滅状態のなか
で、唯一残っている地場の木材組合という自負は
あります。昔は労務的なことをやるためだけの同
業者組合だったんですけど、こんな小さな会社が
互いにライバル視して張り合ってもしかたないで
すから、手を取り合って協力して、結束していろ
んなことをやっていますね。

見学バスツアーとか、今は色んなところでやって
いますけれども、最初は「そんなことやっても誰
も来ないんじゃないの？」「製材してるところを見
ても面白くもなんともないだろ」ってみんな言っ
てたんですけど、東京都の広報に載せてもらった
ら、びっくりするくらい人が来たりしました。

消費者の方って、そういうものを見たり、情報
を欲しがってることが分かったので、それからは
組合での活動が活発化しました。

「こういうことができますか？」「できますよ」
ということで話が始まったのです。戸越銀座には
日本でも有数の「戸越銀座商店街」があって、駅
と地元の人たちが密着した交流をされているんで
すよね。駅舎の建て替えの話が出たときに地元の
人たちから、以前の木造の駅舎に大変愛着がある
ため、木造で建て替えができないか、という提案
があったらしいのです。設計チームに相談があっ
て、構造が専門の先生にも相談して、こういう形
なら可能ということで設計ができて、木造の駅舎
になったと聞いています。

東急さんのほうでも、地元の人たちが愛着を持
てる駅にしたいという思いが強くて、作るときに
も地元の人たちに声をかけてバスツアーを行って
います。バス何台にもに分けて、数回にわたって、
こちらの林業や製材現場を見学してもらったり、
木工教室や植林もしてもらいました。地元の駅に
愛着を持って頂くために、どういう木で、どうい
う人たちが関わって、駅に使う木を作っているか
を見て頂きました。

完成した駅の竣工式には、私たちやそのときに
関わった林業の人たちも参加しました。戸越銀座
に行って、ちょうどクリスマス近くだったもので
すから、クリスマスリースづくりのワークショッ
プをやったりして、地元の人たちと非常にいい交
流ができました。大変思い出に残る、いい駅舎が
できたと思っています。

ユーザーに木を知ってもらう
見学バスツアーイベント

ト屋さん、地場の木を使いたいという工務店さん、
建築士さん、川上から川下までがつながって、一
緒にやっていこうという団体です。

通常は、出口のところ、消費者と直接やりとり
する工務店さんの立場が一番強くて、その人の下
請け、下職みたいな関係になりがちです。それに
対して TOKYO WOOD 普及協会はみんな対等な
立場で協力して仕事を進めよう、消費者に理解さ
れるように向き合っていこうとやっています。フ
ラットな立場というのが最大の特徴ですね。おか
げさまで、着実に着工数も増えています。

工務店さんによる木材の宣伝って、意外と難し
いんですよね。木には呼吸したりする長所もあり
ながら、割れたり縮んだりする欠点もあります。工
務店さんがそういうことを説明しても、言い訳の
ように聞こえて、なかなか理解してもらえません
が、我々が木の性質について説明すると、メリッ
ト、デメリットについて理解してもらいやすかっ
たりするのです。

木の家を建てることに、ストーリーを持って取
り組んでいると、そういうことにより関心の高い、
こだわりの強いお客さんが来てくれるので、比較
的付加価値の高い家を作ることができます。

安ければこだわりはないというお客さんから、グ

活動の原点だった「二の木会」

私たちは、かつて「二の木会」で活動していま
した。今はもうないんですけど、秋川木材協同組
合に私たちが入った頃は、まだ父親の世代が会社
の経営をしていて、私たちはその二代目や三代目
なので、いわゆる青年部のようなものですね。木
は、一番元の木を「元木」と呼び、二番目の木を

「二の木」という言い方をするので、そこから「二
の木会」と名付けました。

今、秋川木材協同組合の理事長をしている沖倉
さんたちと、まだ20～30代で若かった頃に作り
ました。いい意味のライバルで、一緒になってPR
して、仕事をとっていこうという会でした。今は
もう、私たち自身が若手ではなくなったので、二
の木会はなくなりましたが、あれから数十年たっ
た今でも毎月１～２回集まって、多摩産材の振興
について話し合う会議を続けています。

川上から川下までつながった
TOKYO WOOD 普及協会

TOKYO WOOD 普及協会というのは、製材所の
集まりに加えて、林業家さん、加工するプレカッ

TOKYO WOOD普及協会のモデルハウス（東京都小金井市）

地元の人たちと、非常にいい交流ができた
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特集

団体としてのそういった活動が、今の TOKYO 
WOOD 普及協会のメンバーの工務店さんからの
信頼を得て、新しい取引先につながった、という
こともあります。ですから、こうした組合で、み
んなで一緒にやってきた活動が、一つ一つ、いろ
んなことにつながっていった、という気がしてい
ます。

ウッドショックの影響

最近のウッドショックについては、その立ち位
置によって見方は様々だと思います。

国産木材は安くて、林業が成り立たないと言わ
れ続けています。山主さんが木を伐って出しても、
国や地方の支援や補助金がなければ、植えたり管
理したりするだけの費用が出ないというのが現実
です。皆さん、本当は木の値段がもっと上がって
ほしいと思っているのです。

だから、ウッドショックの影響で、木材の値段
が一時的にも上がったことは、山のほうにとって
は悪いことではない、という気がしています。

ただ、急激な木材価格の値上がりというのは、混
乱を招きます。外材が今までのようにコンスタン
スに入ってこなくなったというのが、ウッドショッ
クの始まりで、木材が足りないということで、今

レードの高い家を求めるお客さんに客層もシフト
していくので、工務店さんの経営もよくなってい
きますし、我々も適正価格で材木を買って頂けま
す。関わる人々にとってもよい循環で、結果的に
消費者に満足のいく家を提供できるという、よい
つながりができていると思っています。

団体としての活動のメリット

木材産業は斜陽産業化していたので、なかなか
設備投資ができずにいて、私たちが二の木会で活
動を始めた当初は、どこの会社も木材乾燥機すら
持っていない状態でした。当時は、国や東京都さ
んが一企業に支援することができませんでしたが、
団体には支援してくれたので、組合として協同で
支援してもらって、木材乾燥機を導入しました。
そこで使い方や、利便性、必要性を感じて、その
あとに個々の会社で設備投資していくことにもつ
ながり、設備投資意欲を向上させる一因にもなり
ました。

またグレーディング・マシンという、木の強度
や含水率を計測する機械も秋川木材協同組合とし
て協同で導入しました。一社だとなかなか負担が
大きい機械ですが、複数社で所有すると、費用負
担や利用頻度がちょうどよかったのです。

みんなでやった活動が、いろんなことにつながった

06

勢が変わると、すぐに品物が滞ったりします。こ
ういう状況がいつ起きてもおかしくない世のなか
です。そういうことにあまり振り回されずに、あ
る程度身近で安定してやっていこう、今までより
ちょっと高いかもしれないけど、それならもうそ
ういう値段なんだっていうようななかで、地場の
ものを活用できるような流通の仕組みにしていこ
うと、今、取り組み始めたところです。

木を使うことの社会的な貢献

この「木を使う」「森の資源を活かす」という
ことが、一昔前だと「木をたくさん使うこと＝環
境破壊」みたいに思われていた時期もありました。
木をたくさん使うことが低炭素化に貢献できるこ
とも認知されてきていますし、近場の資源を活用
していけば、流通に無駄なエネルギーも使わなく
てすみます。

そういったことに関心を持つ人が増えたと思い
ます。社会は、そういった方向に向かっているの
で、そういう面では、私たちは大いに貢献できる
と思っています。使うことによって、SDGs に貢
献できる産業であるというのは、非常に強みだと
思っているので、そういうことも消費者にアピー
ルしながら、需要を高めて安定させていきたいで
す。今まで斜陽産業化していた、林業や木材産業
なので、ぜひ若い人たちが生き生きと働ける産業
にしていきたいと願っています。

まで外材を使っていたところを国産木材に切り替
えて、国産木材でまかなおうということで、需要
が一斉に国産木材のほうに向きました。

使って頂けるのはありがたいんですけど、元々そ
んなに余力を持った生産体制ではありません。山
で木を伐る人も、製材する私たちも、そんなに余剰
設備や余剰人員も持っていません。急に需要が増
えたからといって増産できるものでもありません
し、今値段が上がったけれど、これももしかした
ら一過性のものかもしれない、という不安もあり
ます。下手に設備投資して、人を入れても１～２
年後に元に戻ってしまう可能性もあります。けっ
こう皆さん、様子をうかがっているのも現実です。

原木の原価が上がったから、それをそのまま上乗
せして売れるという業態の人たちもいるので、そ
ういう人たちにとってはいいのですが、私たちは
どちらかというと川下、消費者に近いので、なか
なか値上げが難しいんです。私たちもそうですが、
工務店さんも値上げ分をそんなにお客さんに転嫁
できないですからね。利益を減らして、みんなが
苦しんでいる状況でもあります。

ただこれを機に、新しいやり方とか、今まで国
産木材を使っていなかったところへ新しい需要が
生まれる、いいチャンスだと思うので、そういう
ものにチャレンジしようとしているところです。

改めて分かったのは、今までの日本は裕福な経
済大国で、お金さえ払えば世界中から何でも買え
た時代が続いてきましたが、もうそういう時代
じゃないということです。ちょっと世界の社会情
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ながらにはなりますが、製材量の増加に伴う生産
ラインの増強と省力化、乾燥機の増設、大型モル
ダーの導入、自然エネルギーを活用して生産時の
化石燃料の削減化など、出せばきりがないですけ
れど、次世代が胸を張って継承していけるような
新工場づくりも目標に掲げております。

都会に近い地の利を活かし、また東京だからこ
そこだわりを持った家づくりをする方も多くい
らっしゃる地域ですので、単に消費量を求めるの
ではなく、品質と付加価値のある木材づくりを追
求していきたいと思っています。

ただ、私が不安なのは、ウッドショックで国産
木材の需要が増え、多摩産材も需要が増えるのは
いいのですが、丸太の出材も急に増やせるわけで
はありません。山の整備、林業人材の育成なども
並行して進めていかないと、安定した産業の構築
にはならないと思っています。

どこか一部だけが伸びても、全体がいっしょに
なって伸びていかないと安定供給はできませんか
ら、力を合わせて共存共栄していきたいです。

中嶋材木店のこれから

中嶋材木店の現在の取引量は、公共と民間の割
合が半々です。長期的な目で見ると、どちらも少
しずつ、着実に増えています。材木の購入量を毎
年測っていますが、徐々に増えていっていますし、
問い合わせも多いです。

問い合わせには実現できるもの、できないもの
とあります。大きすぎる話もきます。ものすごい
大きなビルのなかで「ふんだんに使いたいけど短
納期でできますか？」と聞かれて、「とても多摩
産材だけでは無理ですよ」と答えたり。

でも、そういう話が出てくるようになったのは
いいことかな、と思っています。東京都からの仕
様も、全部が多摩産材だけではなくても、「多摩
産材の割合を30％以上は使ってほしい」というよ
うに変わってきています。そういう使い方をして
いかないと、国産木材全体の伸びしろもなくなっ
てしまいます。以前は、他県産と一緒に使うのを
嫌っていましたが、今は一緒に使っていかないと、
大きな案件ができませんから。

身の丈に合ったペースではありますが、今まで
もそれなりに設備投資をしてきたつもりです。生
産性をさらに向上させることで、そして何より次
世代の人たちが働きやすい環境を創造していきた
いと考えています。

幸いにも大学を卒業する息子が、事業継承を決
心してくれました。もちろん需要の創出も努力し

有限会社中嶋材木店
http://www.gws.ne.jp/kigokoro/

〒190-0152
東京都あきる野市留原800－1
TEL　042-596-1404
FAX　042-596-5152

こだわりを持ったお客さんに、多摩産材を提供

東
京
の
木 

多
摩
産
材

第 2 章
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東京の多摩地域では江戸時代より林業が営まれ、

現在はスギやヒノキを中心に木材を供給しています。

多摩産材は、住宅や家具、什器、遊具などに利用されるとともに、

近年は、中・大規模の施設や、木塀などの

外構施設にも活用の幅が広がっています。

　東京都内の多摩地域には、約 5 万3,000 haの森があります。これらの森は、水源を
育み災害を防ぐなど、私たちの暮らしを支えています。
　このうち、スギやヒノキなどの人工林は、収穫の時期を迎えた木を伐って、木材と
して使い、新たに植えて、適切な手入れをして育てることで、循環していきます。
　東京の木 多摩産材を積極的に使うことが適切な森林の整備を促し、東京の森を守
ること、ひいては都民の暮らしを守ることにつながるのです。
　ここでは、多摩産材を使った木材製品を取り扱っている事業者ならびに取り扱いの
ある木材製品を紹介します。多摩産材を扱う際の情報としてご活用下さい。

・ 本冊子掲載情報は発行時点のものです。 ご覧になった時点で販売が終了している場合や、価格・仕様等情報が
変更になっている場合がありますので、詳細については各ページに記載のある連絡先へお問い合わせ下さい。

・ 本カタログに掲載している製品について、東京都が推奨するものではありません。

東
京
の
木 

多
摩
産
材
と
は-

東
京
の
木 

多
摩
産
材
を

　
　
　
積
極
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に
使
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こ
と
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多摩産材のことなら
秋川木材協同組合まで
　木材の製材・加工販売・木挽き・伐採といった
事業はもちろんのこと、私たちは多摩産材を取り
扱う東京都唯一の木材組合として、東京の木「多
摩産材」の普及啓発に日々努めております。多摩
産材に関わることでしたら、お気軽にお問い合わ
せ下さい。

秋川木材協同組合
東京都

　建築資材からDIY材料、まな板などのキッチン用品
まで、幅広い素材を販売しています。また、カスタマ
イズのテーブルやイスなどの多種多様なご注文にも対
応可能です。

柱1本、板1枚から
販売しています

建材／構造材・内装材

構造材、フローリング材、家具・什器材など
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談

多
摩
産
材
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　自立式のパーテーション。全面木枠付
きなので、アクリル板が剥き出しになっ
たものよりも安全にご使用頂けます。ヒ
ノキやスギのほのかな香りを楽しみなが
ら、お客様に安心をお届けする商品です。

　見たまんまの“丸太の輪切り”です。オイル仕上げをすることで、よ
り長く品質を保持でき、年輪も鮮明に浮き出します。商品や花瓶を置く
など、鍋敷き以外にも活躍します。

多摩産材ヒノキを使用したパーテーション

東京の森から届いた贈り物

家具・什器／衛生・防災用品

木枠付き飛沫防止パーテーション
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥7,500 ～
※サイズや樹種により価格は異なります。

日用品／キッチン用品・食器類

丸太の輪切り（鍋敷き）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,500 ～
※サイズや樹種により価格は異なります。

多摩産材スギとヒノキを使った、美しい木目のまな板で
す。様々なサイズをご用意しております。

　動物・果物・乗り物などをかたどった、シンプルな木の
ストラップです。ちょっとしたプレゼントにも最適です。

地域産木材を使用した、温かみあふれるSDGsバッヂで
す。就労支援施設と連携し、雇用確保と促進を念頭に製作
しています。送付の際には、緩衝材として、ヒノキの削り
かすを活用することも可能です。

毎日の調理に多摩産材を

木目を活かしたストラップ

SDGsを意識する第一歩に！

日用品／キッチン用品・食器類

木製まな板
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,000 ～
※サイズや樹種により価格は異なります。

日用品／バラエティ雑貨

ストラップ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W40 × D40 × T4
ロット数 応相談

価格（税別） ￥100

日用品／バラエティ雑貨

SDGsバッヂ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W25 × D25 × T4
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,000 ～

多
摩
産
材
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秋川木材協同組合は、昭和24年に設立された70年以上の長い歴史を持つ木材協同
組合です。あきる野市、日の出町、檜原村などにある林業、製材所やそれらに付随す
る業務を行う15の事業者から構成される当組合では、東京の木 多摩産材に関する啓
発活動を含め、日頃より各方面にアンテナを張った幅広い事業を行っています。

それぞれに得意分野を持つ事業所が集まることで大きな力に
　お客様からお問い合わせがあった際には、まず事務局でそれを取りまとめ、組合登
録事業者のなかでもそれが得意な事業者に相見積もりを行い、委託先を振り分けてい
ます。各事業者が技術や知恵を出し合うことで、適材適所でそれぞれのスペシャリスト
が力を合わせて仕事を請けることになりますので、クオリティの高い仕事を提供するこ
とができ、多摩産材の可能性がより大きくなり、組合自身の幅も広がっているのです。
　東京都内では所有している製材業者の少ない人工乾燥機も、組合内では８機を有し、
品質検査機とともに出荷する材の品質管理を徹底。多摩産材という「産地認証」とと
もに、国際森林認証であるFSC森林認証とSGEC森林認証を取得することで、持続
可能な森林資源の活用促進に努めています。
東京の木 多摩産材の森林資源を大消費地・東京で使う＝都産都消することは、森
を守ることだけでなく、東京都内の水や空気を守ることにもつながります。設立から
70年超が経過し、後継者問題に直面する事業者もある私たちですが、東京都や地元
のあきる野市とも連携し、新しいことにも挑戦しています。
　
具体的な活用事例を増やし、さらなる活用へ
　私たちは単に製材品を流通させるだけでなく、様々な活用事例を積み重ね、提案す
ることで、新たな需要を生み出す努力を行っています。都内では数多くの駅舎やにぎ
わい施設などの構造材、保育園・幼稚園などの教育施設の内装材や什器・遊具、さら
には、店舗で使用されるカウンターやテーブルなどの事例があります。出荷する際に
は、「森―林業者―原木市場―製材所」を記載した「出荷証明書」を発行し、徹底
した産地認証を行うことで、施主様に安心してご活用頂いております。

エコツアーやマルシェへの出店、
出前授業など、顔の見える地元材の伝承を
私たちは、教育分野とのコラボレーションや、東京の木 多摩産材の認知向上など積極

的に取り組んでいます。例えば地元の小中学校や高校に出向いて行う多摩産材出前授業、
多摩の森に触れるエコツアーで生産者の顔が見える産地体験会などの開催を通じて、地
元産材の理解とともに、今後就労先として検討できる機会の創出を行っています。
　また、多摩産材をはじめとした地元物品のＰＲイベントとして始めた「五市マル
シェ（JR武蔵五日市駅前にて毎月第３土曜日開催）」などにも出店し、暮らしのなか

多摩産材を専門に扱う
東京都唯一の歴史ある木材協同組合

〒190-0163	 	
東京都あきる野市舘谷223-10	 	
TEL	 042-596-0037	
FAX	 042-596-0989	
MAIL	 info@akigawamokuzai.or.jp

https://akigawamokuzai.or.jp/
秋川木材協同組合

に少しでも取り入れやすいよう商品開発したヒノキのコースターや鍋敷き、まな板
やキーホルダーなど、多摩の森の木のストーリーを感じられる多摩産材製品をリー
ズナブルな価格で販売しています。

東京に一番近い森が多摩産材のふるさと
多摩産材の森は、東京都内に在勤在学在住の方にとっては一番近くにある森です。

新宿からバスで１時間半ほど、そこから５~10分で森に到着します。世界でも大きな
都市である東京の身近な自然や森に触れ、50～60年前から育つ多摩の木を思い、感
じて頂けたらと思います。
　東京の木を東京で。木は、その育った土地で使われることでその気候に合った場所
に立つ建物などに活用されることで、伐った後も二酸化炭素をその木材のなかに固
定し、２度目の人生を歩みます。配送時に出される二酸化炭素も少なくて済み、環
境経済社会の観点からもとても有効です。

多摩産材の直営店「素
そ

木
ぼく

家
や

」や地元産の料理を楽しめる店舗で
さらに多摩産材の魅力を知る
　私たちは、製材所で加工された製材品のなかでも端のほうであったり、寸足らずな
どのいわゆる「端材」を、手に取りやすい価格で購入できる直営店「素木家」でご
提案しています。「素木家」では、端材のみならず、大きな一枚板なども、無垢材に
はありえない価格で購入することができます。ホームセンターなどでは買えない耳
付き（樹皮部分の付いた）の板もあり、DIYをされる方や自然素材に癒しを求める
方にご好評頂いています。昨今ではコロナ禍による生活環境の変化から、リモート
ワーク用のテーブル天板や断捨離後の整理棚、自宅スペースに床板としてなど、地
元の材を使いたいと多くの方が訪れます。
　また、隣接する日本料理店「木

こ

のか」は多摩産材モデルハウスを活用しており、駅
前で展開する地元企業のレストラン「kitchen CANVAS」や「Do-mo factory blan.
co」では、多摩産材を内装外装にふんだんに使い、木の香りただようなかで地元秋川
の旬の食材を楽しむことができます。このコンセプトに魅力を感じて下さったお客様がリ
ピーターとして訪れ、多摩産材に興味を持って頂くきっかけにもなっています。

多摩産材の価値を伝え、選ばれる木材に
「東京の木 多摩産材」というと、土地代や人件費などを含めて、相互的に価格の面で
厳しいとのお声を頂戴する場面もありますが、これまで具体的な取り組みでご一緒した
方 と々は、私たちが持つ物語を含めた取り組みに共感頂いたものが多くあります。ウッド
ショックを契機として、SDGsの観点からも国産木材へ移行を検討する企業が増加して
います。そのなかでも、地域産材は歴史と流通にストーリーがあります。そのきっかけ作
りとして、産地体験会であるエコツアーや様々なイベント、物販にも取り組んでいます。
多摩産材の魅力に「気づいて、知って、選んで」頂く。これからもこの流れを加

速させ、秋川木材協同組合の総合力を発揮してまいります。

▲素木家

▲エコツアー

▲エコツアー

▲多摩産材出前授業

▲五市マルシェ

▲木のか

▲kitchen CANVAS

▲事務局長の髙濱謙一さん
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スギを中心とした、
建築材・土木用木製品を取り扱っています
　矢板、測量杭、バタ角など、現場ごとのオーダーに応じた用材の
ご注文を承っております。西川材だけでなく、多摩産材にも対応し
ております。まずはお気軽にご相談下さい。

株式会社アラ井
埼玉県

その他

矢板
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） L1,000 × T30 L1,500 × T30 L2,000 × T30
ロット数 応相談 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） L3,000 × T30 L4,000 × T30
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談
※長さや厚み等、ご希望に合わせて対応致します。

使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W60 × L600 × D60 W45 × L450 × D40 W30 × L300 × D30
ロット数 １セット（20 本入）～ １セット（25 本入）～ １セット（100 本入）～

価格（税別） ￥5,000/ セット ￥2,000/ セット ￥7,000/ セット
※各種寸法にてご注文承ります。
※使用に応じ、防腐剤処理も可能です。

　ご希望の寸法にて、木杭のご注文を承っております。杭頭塗装や防腐処理に
も対応致します。寸法や納期などはご相談下さい。

測量杭

その他

測量杭
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W45 × L1,200 × D40 W45 × L900 × D40 W45 × L600 × D40
ロット数 １セット（20 本入）～ １セット（20 本入）～ １セット（25 本入）～

価格（税別） ￥3,200/ セット ￥2,800/ セット ￥2,250/ セット

多
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その他

バタ角
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W90 × L3,000 × T90 W90 × L4,000 × T90
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥1,200 ￥1,500
※各種寸法にてご注文承ります。

スギ・ヒノキの間伐材を使用し、主に90mmの角材が中心とな
ります。土木資材のひとつで、コンクリート打設の補強や資材の
台木として使用されます。

バタ角

〒357-0062	 	
埼玉県飯能市大字永田334-1	 	
TEL	 042-972-3589	
FAX	 042-974-0349	
MAIL	 info@arai-zaimoku.co.jp

http://arai-zaimoku.co.jp/
株式会社アラ井

▲取締役の新井徳太郎さん

入間川の上流、埼玉県西部地域の豊かな緑のなか、飯能市の市街地から車を10分
ほど走らせると、左手に大きな丸太を輪切りにした看板が目に入ります。この入間川
のほとりに社屋と工場を持つのが、株式会社アラ井です。
飯能市、名栗村、越生町、毛呂山町、日高市にまたがるこの入間川水系の地域は、

古くからの西川材の産地として名高い場所。江戸時代からこの地の気候を活かした独
特の育林方法により、年輪が緻密で節が少なく、色つやの良い良質な木材、西川材を
育んできました。
当社もその伝承を受け継ぐ製材事業者のひとつで、昭和９年に足場丸太を中心に創

業。昭和47年に製材機を導入し、また昭和49年には法人化しました。

創業以来続けてきた堅実な経営
当社が心がけているのは、迅速な対応と納期の厳守。当たり前のことのようですが、

戦中・戦後の混乱期もあり、創業以来90年近く、これを続けるのは大変なことでした。
西川材を用いた建築材や土木用木製品の製造・販売のほか、オーダーの木工品の製

造販売も手掛けており、森林を維持するための業務にも力を入れています。

西川材で培ったノウハウを多摩産材にも活かす
矢板や測量杭など、土木材や仮設材の製造販売を得意としていますが、当社の事業

はそれだけにとどまりません。オール西川材のログハウスや外置きトイレユニット、
木レンガ、らせん階段など、設置する場所に応じて設計から施工まで、ワンストップ
で請け負っています。また、玄関の踏み板や机、椅子、ダイニングテーブル、プラン
ターボックスなどの製造販売も行っています。
そして、これらのオーダー製品を多摩産材で製造することにも対応しています。

西川材・多摩産材をはじめとする国産木材を徹底的に有効活用
当社はまた、極力廃棄物を出さないという取り組みにも力を入れています。従来、

野焼き処分されるのが一般的だった細い間伐材や枝葉、切り株などの抜根、廃木材な
ども、チップ材、コンポストなどに生まれ変わらせ、木の皮までも乾燥機の熱源とし
て利用しています。
そんな当社ですが、近年のウッドショックや人手不足には打撃を受けました。それ

でも、機械化を進めるなど、様々な打開策を模索中です。
長年培ってきた信頼と実績に恥じぬよう、これからも「アラ井さんと取引をして良

かった！」と言って頂けるような対応を心がけてまいります。西川材や多摩産材をは
じめとした国産木材に関することなら、何でもご相談下さい。

西川材の伝統を守りつつ
貴重な資源である国産木材・多摩産材を無駄なく活用

多
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Big table s
シ

il
ル
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タ

a
“木の心地よさ”と“ロングスパンの美しさ”を
兼ね備えたビッグテーブル
　「本物の木」の魅力をオフィスに活かすクリ厚突単板テーブルです。
無垢の木の風合いを活かし、オフィス家具としての高い性能も備えた
プロダクトです。木製天板の重さや耐久性といった課題を解決する技
術を盛り込んで、オフィス空間における木製テーブルの普及促進を目
指します。

▲北東北産のクリ厚突単板を使用

株式会社イトーキ
東京都

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

Big table s
シ

il
ル

t
タ

a
品　番 SLT-485NLV-66 SLT-605NLV-66 SLT-725NLV-66 SLT-965NLV-66
使用木材 クリ（国産） クリ（国産） クリ（国産） クリ（国産）

サイズ（mm）
W4,800 × H730 ×

D1,500
W6,000 × H730 ×

D1,500
W7,200 × H730 ×

D1,500
W9,600 × H730 ×

D1,500
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） 要問合せ 要問合せ 要問合せ 要問合せ

木が直接手や肌に触れるテーブルは集中しやすい、ストレス軽減など、人にとって良い効果が見られました。

木質化空間で、身体を好調に、こころを豊かに。生産性と創造性の向上を。

　イトーキでは、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所および
東京大学大学院農学生命科学研究科との共同研究により、オフィスにおける木製
家具がオフィスワーカーに与える効果の実証実験を行いました。
　実験では、実際のオフィス空間で、クリ厚突単板・木目メラミン・白色メラミンと
材質の異なる3種の大型天板テーブルを使用。オフィスワーカーの就労時の、それ
ぞれの天板使用時における集中力や発想力、生理・心理面に及ぼす影響について
科学的に検証しました。
　実証データ（右図）から、クリ厚突単板テーブルを使用することにより、主観評価
において、集中力・発想力が向上し、ストレスや不安感が抑えられることがわかり
ました。オフィスをはじめとする就労空間で、木質化によるオフィスワーカーへの
良い効果を示す結果を得られました。詳しくはコンセプトブックをご覧ください。

※本実証実験は林野庁 令和2年度 内装木質化等促進のための環境整備に向けた取組支援
　事業 内装木質化等の効果実証事業にて実施した結果です。

仕事への
集中しやすさ

アイデアの
出しやすさ

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

主
観
評
価
の
評
定
値

白色メラミン
木目メラミン
クリ厚突単板

作業天板がオフィスワーカーの集中力に与える効果
生産性への効果1

評定値が高いほど効果が高い！

心理検査による状態不安の検討

白色メラミン
木目メラミン
クリ厚突単板

50

40

0

S
T
A
I
状
態
不
安
得
点

作業天板がオフィスワーカーの心理面に与える効果
心理面への効果2

得点が低いほど不安が少ない！

【出典】(一社)日本住宅・木材技術センター編「内装木質化等の効果 実証事例集」、p.20
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　熱や湿度の変化に敏感な漆を、強く美しく仕上げる金剛石目塗。ヒノキの上
質な材をふんだんに使った美しい意匠と漆ならではの艶と深みが、格調高い応
接空間を演出します。

和のもてなしに誘う
I
い

Z
ざ

AN
な

AI
い

家具・什器／テーブル・チェア

I
い

Z
ざ

AN
な

AI
い

品　名 ①アームチェア ②大型センターテーブル
品　番 LJA-11-CC TJA-1818-CC
使用木材 ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W900 × H850（SH480）× D900 W1,800 × H480 × D1,800
ロット数 １～ １～

価格（税別） 要問合せ 要問合せ
※多摩産材対応可能。
※金剛石目塗は一般的なウレタン塗装にも変更可能です。

▲①アームチェア ▲②大型センターテーブル

　saltusはラテン語で「森」という意味。内装工事不要の組立式
木質内装システムです。壁パネル、棚、照明、音環境などのオプ
ションも揃え、多彩で上質な木質空間を生み出します。

組み立てる、森　
s
サ

al
ル

t
タ

us
ス

家具・什器／パーテーション

s
サ ル タ ス

altus
品　番 FSLT-3342-CC
使用木材 針葉樹（多摩産・国産）
サイズ（mm） W3,300 × H2,400 × D4,280
ロット数 １～

価格（税別） 要問合せ
※多摩産材対応可能。

写真：淺川　敏

写真：浅川　敏

▲8人用ミーティングコーナーモデル
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　無節のヒノキをリブ状に加工し、シンプルなデザインでありつつ、
あらゆる空間にマッチする気品の高いロビーチェアです。

気品に満ちたおもてなし
D
デ ィ

IG
グ

N
ノ

O

家具・什器／テーブル、ベンチ、その他

D
ディ

IG
グ

N
ノ

O
品　名 ①ベンチ ②プランター ③テーブル
品　番 LBZ-S11-CC TBZ-S077P-CC TBZ-S066T-CC
使用木材 ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W2,256 × H450 × D756 W753 × H700 × D753 W600 × H700 × D600
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） 要問合せ 要問合せ 要問合せ
※多摩産材対応可能。

▲①ベンチ ▲②プランター ▲③テーブル

　内装工事不要の木質フレームシステム「オクタゴナル」。柱の断面が
八角形をしており、８方向に梁を伸ばすことが可能です。壁パネル・
棚・照明・音環境などのオプションも揃え、多彩で上質な木質空間を
生み出します。

多角形のコミュニケーション
O
オ

C
ク

T
タ

AG
ゴ

ON
ナ

AL
ル

家具・什器／ユニット・イベントブース

O
オ

C
ク

T
タ

AG
ゴ

ON
ナ

AL
ル

品　名 オープンブース

品　番 FCTG-3030-CC
使用木材 針葉樹（多摩産・国産）　
サイズ（mm） W3,000 × H2,400 × D3,000
ロット数 １～

価格（税別） 要問合せ
※多摩産材対応可能。
※ベンチ、プランター、テーブルは別売りです。

多
摩
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　情報やアイデアがスムーズに行き来する「Vas＝導管」として、多様な人の様々な
動作をおおらかに受け止める、包容力を持ったロビー家具。天然木のテクスチャー
と清々しい香りを、和風モダンのデザインに凝縮しました。

つながる、伝える、共有する
i
アイ

V
ヴ ァ

as
ス

家具・什器／ベンチ

i
アイ

V
ヴ ァ

as
ス

品　名 ①スツール ②スツール背付 ③ベンチ
品　番 FIV-103-CC FIV-103P-CC FIV-201-CC
使用木材 針葉樹（多摩産・国産） 針葉樹（多摩産・国産） 針葉樹（多摩産・国産）
サイズ（mm） W1,000 × H662 × D392 W1,000 × H850 × D392 W2,093 × H390 × D1,000
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） 要問合せ 要問合せ 要問合せ
※多摩産材対応可能。

▲①スツール ▲②スツール背付 ▲③ベンチ

家具・什器／ユニット・イベントブース

i
アイヴァス

Vas　ワークブース
品　番 FIV-101-CC
使用木材 針葉樹（多摩産・国産）
サイズ（mm） W1,000 × H1,929 × D1,000
ロット数 １～

価格（税別） 要問合せ
※多摩産材対応可能。

　「セゲリアーノ」はイタリア語で製材所という意味です。製材所に整然と積まれ
た角材がモチーフ。森から切り出され水平・垂直に整えられた木口の模様を、味
わいのある意匠として活かしています。

木が積み重なる表情を味わう
S
セ

EG
ゲ

HER
リ

IA
ア ー ノ

NO

家具・什器／テーブル・チェア・ソファ

S
セ

EG
ゲ

HER
リ

IA
ア ー ノ

NO
品　名 ④アームチェア ⑤３人用ソファ ⑥センターテーブル
品　番 LSZ-11 LSZ-13 TSZ-1264
使用木材 針葉樹（国産） 針葉樹（国産） 針葉樹（国産）
サイズ（mm） W650 × H760（SH420）× D650 W1,800 × H760（SH420）× D650 W1,200 × H360 × D600
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥167,200 ￥276,100 ￥232,100

▲④アームチェア ▲⑤３人用ソファ ▲⑥センターテーブル

写真：淺川　敏

家具・什器／キャビネット・収納家具

S
セ

EG
ゲ

HER
リ

IA
ア ー ノ

NO　シェルフ -L
品　番 HSZ-1216
使用木材 針葉樹（国産）
サイズ（mm） W1,600 × H1,260 × D400
ロット数 １～

価格（税別） ￥431,200
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　直方体という発想を捨て、新しい空間構成を試みています。たったひとつの
形状を自由に組み合わせることで、五角形や平行四辺形など多彩なレイアウト
を生み出します。

直方体を捨てると新しいかたちが見えてくる
CH B

ベ

en
ン

c
チ

h

家具・什器／ベンチ

CH B
ベ

en
ン

c
チ

h
品　名 ③ベンチ ④テーブル
品　番 LCZ-61M1 TCZ-0866M
使用木材 針葉樹（国産） 針葉樹（国産）
サイズ（mm） W725 × H430 × D590 W746 × H580 × D603
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥155,100 ￥189,200
※多摩産材対応可能（多摩産材対応の場合、価格は要問合せとなります）。

▲③ベンチ

　バネのような構造で、楽しい座り心地のイス。店舗のキッズコーナーやロ
ビー、オフィスのアメニティースペースなどで多彩に利用でき、休息を楽しく
演出します。

ちょっと楽しいバネのイス
C

ク

UR
ル

V
ビ

IS
ス

家具・什器／テーブル・スツール

C
ク

UR
ル

V
ビ

IS
ス

品　名 ①スツール ②テーブル
品　番 LCZ-CRVS TCZ-CRVS
使用木材 針葉樹・広葉樹（国産） 針葉樹・広葉樹（国産）
サイズ（mm） W462 × H520 × D400 W489 × H608 × D424
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥181,500 ￥209,000

▲②テーブル▲①スツール ▲④テーブル

多
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〒103-6113
東京都中央区日本橋2-5-1
日本橋髙島屋三井ビルディング	
TEL　03-6910-3196	
FAX　03-6910-3931	
MAIL	kimbara3hs5@itoki.jp

https://www.itoki.jp/
株式会社イトーキ

▲代表取締役社長の平井嘉朗さん

明治23年に伊藤喜商店として創業した株式会社イトーキ。130年以上の長い歴史の
なかで、いち早くゼムクリップやホチキスの輸入販売を始めたり、木製のゼニアイキ
（金銭記録出納機）を開発して販売したりと、常に世にない新しいものを生み出し続
けてきました。
企業コンセプトに「人も活き活き、地球も生き生き」を掲げ、SDGsという言葉が

生まれるずっと前から徹底した環境への配慮を続けてきました。

多摩産材をはじめとする地域材を活用するソリューションE
エ

c
コ

on
ニ

if
ファ

a
イトーキは平成22年より、日本の豊かな森から生まれる地域材の活用を通じて、森
と街をともにイキイキとさせるソリューション「Econifa」を展開しています。これ
は国内産の木材を、デザイン性の高い家具や内装として製品化し、オフィスや都市部
の空間に提供するソリューションです。
森林は適正な伐採や定期的な管理を行うことで活性化し、様々な生物の命を育む場

となります。Econifa事業の推進は、木材使用によるにCO2の固定化をはじめ、森林
の生物多様性の保全や、地域経済の活性化まで、地球環境保護と社会的課題の解決に
対し、多様な側面に展開することで、SDGsにも貢献するソリューションです。

オフィス空間を快適にするビッグテーブルs
シ

il
ル

t
タ

a
また、森林総合研究所、東京大学大学院などとの共同研究により、オフィスで使用

するテーブルの天板の材質の違いによるワーカーの心理状態などについて実証実験を
行いました。その結果に基づいて令和３年12月にリリースされたのが、オフィスの
象徴となるビッグテーブル、siltaシリーズです。
実験では、実際のオフィス空間で天板材質の異なる３種の大型テーブルを使用し、

オフィスワーカーが、それぞれの天板使用時における集中力や発想力、生理・心理面
に及ぼす影響について科学的に検証しました。実験の結果、本物の木のテーブルを使
用することにより、集中力・発想力が向上し、ストレスや不安感が抑えられる傾向が
あることが分かりました。オフィスをはじめとする就労空間で、木質化によりオフィ
スワーカーへの良い効果を示す傾向が分かりました。

生産者の顔が見えることも多摩産材の大きな魅力
イトーキは今後も木材も含めた持続可能な環境保全型のものづくりに取り組んでい

くという方針を掲げています。そんななか、顔の見える関係性があることが、多摩産
材や各地域の国産木材の魅力だとも考えています。顔が見える、すなわちトレーサビ
リティーが明確で、木製品をお使いになるお客様に安心と安全をお届けすることにも
つながると考えています。国産の木製品がもっと選ばれるようになり、木材関連の生
産者の努力が報われるようなものづくりを目指してまいります。

「人も活き活き、地球も生き生き」をコンセプトに
多摩産材や各地域の国産木材を活用

▲ITOKI Design Lab TSUKISHIMA

▲ITOKI TOKYO XORK

　曲線でカットされた板材を積み重ねて生まれる３次元の曲面がやわらかさを表現。６パター
ンの家具を自在に組み合わせると地形のようにつながっていきます。

地形のようにつながるやわらかな曲線
c
コ

on
ン

t
ト
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n
ノ

o

家具・什器／テーブル・スツール
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ン
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o
品　名 ①クローバーテーブル ②ドロップスツール ③サークルスツール
品　番 TCZ-CLV-CC LCZ-DRP-CC LCZ-CLE-CC
使用木材 広葉樹（国産） 広葉樹（国産） 広葉樹（国産）
サイズ（mm） W1,270 × H550 × D1,245 W712 × H430 × D450 W450 × H430 × D450
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） 要問合せ 要問合せ 要問合せ

▲①クローバーテーブル ▲②ドロップスツール ▲③サークルスツール

多
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幅ハギのスギらしい大らかな木目が感じられる
ao［アオ］シリーズ
　様々な場所で使用できる、国産木材を使った家具シリーズ。木裏と木表が交
互にくるので、天然の紅白模様になります。肌触りがよく、木の導管とやさし
いぬくもりが感じられます。空間と行為をゆるやかにつなげるようなアイテム
と、木材の持つ温かみが空間に彩りを与えます。

株式会社内田洋行
東京都

▲①テーブル

▲C面を取った特徴的な意匠

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

ao［アオ］シリーズ
品　目 ①テーブル ②スツール ③収納（キャスター仕様） ④ホワイトボード
品　番 6-451-3607 6-451-2001 6-451-5017 6-451-4117
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W1,800 × H720 ×

D800
Φ 440 × H450

W1,200 × H451 ×
D365

W1,200 × H1,650 ×
D640

ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥165,400 ￥30,300 ￥87,400 ￥209,000
※特注で産地指定、テーブルのみサイズ変更も可能です。

▲②スツール

▲ スツール下部のリング色は５色（ホワイト、ブラッ
ク、ブルー、レッド、グリーン）から選択可能

▲スタッキングが可能

▲③収納（キャスター仕様）

▲④ホワイトボード

多
摩
産
材
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　接ぎ幅を25mmという狭いピッチにしてランダムに集成することで、赤と白
を天然のモザイク模様のように見せています。

　様々なオフィスの変化に対応する柔軟さと、国産木材を使用
した温かみを併せ持つテーブルシステム。

天板として最も汎用性の高いシリーズで、
統一感のある空間構築が可能です

25mm series　

25mm series　
COMMONS-i［コモンズ -アイ］

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

25mm series　COMMONS-i［コモンズ -アイ］
品　番 5-220-9037
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W2,100 × H725 × D900
ロット数 １～

価格（税別） ￥239,000 ～
※特注によるサイズ別製、産地指定も可能です。

空間と響き合う、LEMNAというインテリア。LEMNA
は、軽やかな４本脚のテーブルをベースに、自由な発想に
合わせてカタチを変える、拡張性の高いテーブルシステ
ムです。その洗練されたフォルムと彩り豊かなバリエー
ションは、ワークステーションとしての存在感とともに、
ダイニングテーブルのような、くつろぎと心地よさを演
出します。

　無駄のないブラックフレームデザインと、温かみのある
天板の組み合わせが特徴的な平行スタッキングテーブルで
す。ミーティング空間を上質に仕立てます。

25mm series　
LEMNA［レムナ］

25mm series　
Paragraph［パラグラフ］

家具・什器／テーブル

25mm series　LEMNA［レムナ］
品　番 5-203-5027
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W1,500 × H725 × D750
ロット数 １～

価格（税別） ￥171,500 ～
※特注によるサイズ別製、産地指定も可能です。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

25mm series　Paragraph［パラグラフ］
品　番 6-173-9999
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W800 × H720 × D600
ロット数 １～

価格（税別） 応相談
※各種サイズに対応可能です。

多
摩
産
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オフィスの空間をやわらかく演出します。

　国産木材天板を使用した、シンプルなデスクシステム。机
上面にケースウェイを標準装備した、配線の美しさ・効率
を追求したタイプです。

25mm series
HS・BEストレージ／L-rageユニット天板

25mm series　
SCAENA［スカエナ］

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

25mm series　SCAENA［スカエナ］
品　番 5-111-3148
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W1,200 × H720 × D700
ロット数 １～

価格（税別） ￥160,800 ～
※各種デスクタイプ取り揃えております。
※サイズ別製や産地指定も可能です。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

25mm series 
HS・BEストレージ／L-rageユニット天板
品　番 5-855-9217
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W900 × D450 × T25
ロット数 １～

価格（税別） ￥28,900 ～
※特注によるサイズ別製、産地指定も可能です。

　スギ材を加熱圧縮することによって強度を増し、厚み20mmというシャープ
なデザインを可能にしています。圧縮の工程で色が茶褐色になり、重厚感も増
すため、そのままのスギとはまた違った風合いになります。

　シックで趣のある国産木材シリーズ。圧縮材の築盛を活かした、シャープさ
が際立つ国産木材シリーズです。深みのある濃色カラ―が、落ち着きのある空
間を創り出します。東京都庁第一庁舎32階職員食堂でご採用頂いております。

圧縮材シリーズ T型

家具・什器／テーブル

圧縮材シリーズ T型
品　番 6-452-1027
使用木材 スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W1,800 × H720 × D900
ロット数 １～

価格（税別） ￥233,300~
※特注によるサイズ別製、産地指定も可能です。

圧縮材 series　

多
摩
産
材
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　くみたて和室は、伝統の木材技術と金物の技術を組み合わせるこ
とで、誰もが短時間で簡易に設置することができる２畳サイズの置
き型の和室です。
　特徴的な建具を自由に配置したり、複数台を連結したり、利用
シーンに応じてフレキシブルな組み合わせが可能です。
　日本の伝統建築が誇る建具職人の高度な技術を継承し、和の空間
の伝統と心地よさを提供します。

くみたて和室
簡易な組み立てで設置可能な、
国産木材を活用した置き型の和室

家具・什器／ユニット・イベントブース

くみたて和室　基本パッケージ（本体＋軒＋建具２枚）
品　番 6-400-9999
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）
外形寸法：W2,640 × H2,220 × D2,640 
居室内有効寸法：W1,760 × H1,870 × D1,760

ロット数 １セット～

価格（税別） 応相談
※受注生産。

〒104-8282	 	
東京都中央区新川2-4-7	 	
TEL	 03-5634-6741	
FAX	 03-5634-6861	
MAIL	 ml-govt@uchida.co.jp

https://www.uchida.co.jp/
株式会社内田洋行

▲地域材を活用し空間を
　自在に構築するwoodinfill

▲廃校になった中学校の体育館を
　リノベーション
　（高畠町立屋内遊戯場ーもっくるー）

▲組立和室「くみたて2020」
　１台あたり約15分、誰でもどこでも
　簡単に組み立て可能

▲代表取締役社長の大久保昇さん

内田洋行グループは、令和３年に創業111周年を迎えました。現在は、ICTと環境
構築により、「働き方変革」「学び方変革」「場と街づくり変革」の社会課題解決を進
めています。

「働く場」「学ぶ場」「コミュニティ形成の場」づくりで国産木材の活用を推進
「働く場」や「学ぶ場」など、人が集う場には、心地よい空間の要素が必要不可欠
です。木材を採用した空間は、豊かさを感じさせ、雰囲気を変えることで気分と思考
を変えて働き、学ぶことができます。また、快適な空間には、より人が集まり、そこ
から新しいコミュニケーションと新しい発想が生まれていきます。
当グループでは、このような木の心地よさを活かした空間デザインや製品づくりに

着手すべく、平成16年より、宮崎県や東京都の多摩産材をはじめとした全国各地の国
産木材活用を開始し、地方自治体とともに、製品開発や環境構築を行ってまいりまし
た。また、「木育」を促進する子育て支援施設、学校、企業、空港等の公共建築に国
産木材を採用していく取り組みや、林野庁の国産木材の受託事業への参画などを進め
ています。地域の木材の流通マネジメントにも力を入れており、原木調達、製材、加
工を地域で担うことにこだわり、各種建材の監理を行っています。国産木材の変色や
節なども内装利用として工夫し、地域材の活用モデルとして注目されています。
これらの取り組みや実績から、当社の代表取締役社長である大久保も、平成31年

より、みやざき林業大学校の名誉校長を拝命致しました。

フレキシブル性に優れた国産木材による組立和室
令和３年９月から、当社と北海道大学との共同研究によって、組立和室「くみたて

2020」を開発致しました。伝統の地場の木材技術と金物の技術を組み合わせ、和の
伝統と心地よさを訴えかける空間を提供致します。
内田洋行グループでは、「働き方変革」「学び方変革」「場と街づくり変革」を通じ

た木材活用への取り組みを、SDGsに含まれる重要なテーマと捉え、今後も地域に根
付いた活動を続けてまいります。

内田洋行が取り組む多摩産材の利用推進について
国産木材の多くを占めるスギは、やわらかな感触と穏やかな木目を持った木材です。

割れたり変色したり、経年劣化したりという天然木ならではの風合いと付き合いなが
ら、人を惹きつける心地よい製品づくりを目指しています。
多摩産材の活用を推進されている東京都には多方面で協力させて頂き、東京都庁舎

の食堂テーブルなど、多くの多摩産材製の什器を納品致しました。また、MOCTION
への出展やセミナーにも登壇させて頂き、多摩産材をはじめとした、国産木材の利用
推進に取り組んでおります。

情報の価値化と知の協創をデザインする

多
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地域の環境に合った木材を利用し、
品質にこだわった構造材を製品化
　当社では、JAS機械等級区分構造用製材品を多数取り揃えております。伐採、
製材、乾燥、加工を一貫したシステムで行い、国産の代表的な植林木である
スギとヒノキを取り扱っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

　土台や大引は、国産木材のなかで強度に優れ、適したヒ
ノキ材をしっかり乾燥することにより、精度に優れた製品
のみをご提供させて頂きます。

株式会社ウッディーコイケ
埼玉県

建材／構造材

土台、大引（乾燥材）
使用木材 ヒノキ（多摩産・埼玉県産）

サイズ（mm）
W90・105・120 × H3,000・4,000

× D90・105・120
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

　構造材の主要材である柱や束は、曲がりや含水率などの
品質管理にこだわっています。１本１本確認し、良質な製
品のみをご提供させて頂きます。

　外材・集成材が中心の桁や梁。しかし、当社は国産木材
のスギ無垢材の生産が少ないなか、より早くから生産を開
始しました。あらゆるサイズにもご対応させて頂きます。

　母屋や棟木は、垂木を支える部材で屋根部材の中心的な
材料のため、他の部材同様に品質には徹底し製品化してお
ります。

建材／構造材

柱、束（乾燥材）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）

サイズ（mm）
W105・120 × H3,000・6,000 ×

D105・120
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

建材／構造材

桁、梁（乾燥材）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）

サイズ（mm）
W120～390×Ｈ3,000・4,000・5,000・6,000×D105 
W150～390×Ｈ3,000・4,000・5,000・6,000×D120

ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

建材／構造材

母屋、棟木（乾燥材）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）

サイズ（mm）
W90・105・120 × H3,000・4,000 ×

D90・105・120
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。
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羽柄材とは、構造材を補うための材料や下地材で、間柱、筋違い、垂
木など、比較的寸法の小さい板類や小角材製品です。当社では、規格
外の寸法や下地用製材JASにも対応しております。

貴重な資源である地域材の端材を
無駄なく利用した羽柄材を製品化

建材／構造材

間柱、窓台・まぐさ（乾燥材）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） W105・120 × H3,000・4,000 × D30・45
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

　間柱や窓台・まぐさは、壁の下地材や下地受け材、外部
サッシなどを取り付ける部材に用いられます。曲がり、寸
法の精度が重要になるため品質にこだわった製品をご提供
させて頂きます。

　破風・鼻隠しは、風雨から屋根を保護するために付ける
板。下地で利用するグリーンが中心ですが、乾燥材にも対
応させて頂きます。

　垂木は、屋根を構成する野地板を支える斜めの部材。曲
がり、節等を吟味し製品化しています。

　胴縁や貫は、壁の板張りやボード張りなどを受けるため
の下地部材。柱材などの端材を利用し、大切な木材資源を
無駄なく製品化しています。

建材／構造材

破風・鼻隠し（グリーン材・乾燥材）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） W150・180・210・240 × H4,000 × D24
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

建材／構造材

垂木（乾燥材）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） W60・90 × H3,000・4,000 × D45
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

建材／構造材

胴縁、貫、ラス下（グリーン材）　
使用木材 スギ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W45・90 × H3,650 × D13・15・18 
W80 × H4,000 × D12

ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。
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　厳選した素材を扱い、様々な造作材を取り扱っております。熟
練の加工技術によりあらゆる寸法での加工にも対応致します。造
作材製材JASにも対応しております。

あらゆる要望に対応可能
熟練職人がつくる造作製品

建材／内装材

敷居・鴨居、廻縁、巾木、ドア枠、ルーバーなど（上小節、無節）　
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） 要問合せ
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※ご希望の寸法にて承ります。

▲敷居・鴨居

◀窓枠

▲廻縁

▲巾木

　無垢の羽目板を室内で利用すると、木の持つ精油成分に
よってリラックス効果をもたらし、快適な空間を保ちます。
　準不燃材、不燃材も対応させて頂きます。

室内に木の温かみがある
快適な住まい空間

建材／内装材

羽目板（本実、目透し、上小無地）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） W108 × L3,650・4,000 × T12・15
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

　無垢材のフローリングは、木目のやわらかい肌触りを感
じることができ、湿気を保つ調湿機能を持ちます。年を重
ねるごとに味わいが増す、魅力ある製品です。

素足で実感できる
温かみのある無垢フローリング

建材／内装材

床板（本実、上小無地）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） W108・150 × L3,650・4,000 × T15・30
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。
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　無垢材板をあらかじめシート状に貼り合わせてある板。開
くだけで目地があい板状になるため、優れた施工性で工期
短縮につながります。

　バタ角や桟木といった、型枠などに使用される土木建築
資材も製造しております。

シート状の天然無垢資材を貼って
かんたんリフォーム

間伐材等の小径木を無駄なく活用

建材／内装材

さち板（上小無地）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） W600 × L956・1,910・2,865 × T8
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

その他

バタ角・桟木（グリーン材）　
使用木材 スギ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） W48・90 × H3,000・4,000 × D24・90　
ロット数 １～

価格（税別） 要問合せ
※上記以外のサイズは受注生産となります。

▲格子

　お客様とお打ち合わせし、階段材や建具材をはじめ、他にはないオリジナル製品を
ご提供致します。
　地域材のヒノキ・スギ材を、木取り、乾燥後厳選した素材を加工し、製品化します。

地域の厳選した素材を利用した
オリジナル製品

▲ドア

多
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建材／内装材

階段材、下駄箱、格子材、建具材など（乾燥材）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産）
サイズ（mm） 要問合せ
ロット数 1 ～

価格（税別） 要問合せ

▲下駄箱

▲障子

▲窓▲階段

〒369-1871	 	
埼玉県秩父市下影森181	 	
TEL	 0494-22-2821	
FAX	 0494-24-0855	
MAIL	 moku@woody-koike.co.jp

http://www.woody-koike.co.jp/
株式会社ウッディーコイケ

▲代表取締役の小池文喜さん

株式会社ウッディーコイケは、令和３年に創業110周年を迎えた老舗の材木店。創
業者の小池竹冶が新潟から秩父に移り住み、秩父の山の恵みを活かした酒・味噌の醸
造業、薪炭業、立木の伐採などを行ううち、製材も手掛けるようになったのが始まり
です。
現在当社は、木材事業部（山林部と製材部）、プレカット事業部、ログ・環境製品

部、住宅事業の４事業を擁し、森林の育成から木材の加工、納入、施工まで、林業を
はじめ木材に関する事業を一貫して行っています。

国産・多摩産のスギ・ヒノキを育林から建物まで
当社で製材する木材のほぼ100％が国産のスギ材とヒノキ材で、以前から都内にも

社有林を保有し、多摩産材を使用してきました。そんな当社には、山林部が森を育て、
その木を製材部、プレカット事業部が木製品にするという一貫した流れができていま
す。その木材がさらに、自然景観と共存し、木の持つ「香り・ぬくもり・安らぎ」を
かたちにするログ・環境製品部や、現代的な機能と環境を備えた100年住宅・平成ロ
マン館をプロデュースする住宅事業で使われていきます。

増加する国産木材、多摩産材の需要
当社と多摩産材との関わりは長く、山林部は東京都からの委託事業として長年奥多

摩地区の山林整備も行っています。令和元年11月には多摩営業所も設立し、東京都
の山を守り育てる仕事も増やしてきました。

SDGsの流れや、コロナ禍による在宅勤務の増加などで、ここ数年、多摩産材の需
要は増加中。「東京の木を使って家を建てたい」「内装を木質化したい」という事例も
増えました。しかし、建築業者のなかには、木材の性質や扱いに詳しくないところも
あり、当社ではそういった業者のサポートを行うこともあります。
ウッドショックもあり、多摩産材の原材料の確保が難しいというケースも出てきま

した。当社では、山から丸太を出すところから増やし、「原木の丸太がない」という
理由で、国産木材や多摩産材が使えないというような事態をなくしたい、丸太の供給
から増やしていきたいと考えています。

国産木材、多摩産材を次代につなぐために
当社では、林業を振興し、技術を次世代につないでいくために、若い林業従事者の

育成にも力を入れています。
伐採や植え付けなどを行う山林部12人のうち８割が40代未満で、20代の若手も積極
的に採用しています。いずれは育苗から挑戦したいです。当社とお付き合いのある建設
会社様、工務店様には、木にこだわりを持たれている方が多いです。そういった皆様に
今後も当社を選んで頂けるよう、取り組んでいきたいと考えております。

森を育て、木を活かして、創業110周年

多
摩
産
材



106 107

株式会社ウッドボックス
ひのはらファクトリー

東京都

日用品／バラエティ雑貨
ギフトセットA　
マスククローゼット（ヒノキの小粒付き） 
＋マスクケース２個セット
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 木箱：W216 × H62 × D1,136
ロット数 １セット～

価格（税別） ￥3,182

日用品／アロマ・リラックス

マスクスプレー３種セット（ヒノキ木箱入り）
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 木箱：W78 × H25 × D144
ロット数 １セット（3 本入）～

価格（税別） ￥2,900/ セット
※アルコール70%。

マスク保存箱（マスククローゼット）のなかに、マスク
ケースが２個入ったお得なセット。
　国産ヒノキ材を使用したマスククローゼットは、通気性
の良い２重底になっており、付属の「ヒノキの小粒」を入
れれば、マスクが爽やかな香りになります。
国産ヒノキ無垢材を使用したマスクケースは、２枚の薄
板でマスクを挟むシンプルな構造。ヒノキの板に２つ折り
にしたマスクを挟み、マスクのゴムで止めるだけです。

　長時間装着していると、どうしても気になるマスクの匂
い。シュッとスプレーするだけで、ヒノキ葉の爽やかな香
りに包まれます。香りは全部で10種類（ミント・ラベン
ダー・ゆず・サワラ葉・ヒノキ葉・ティートリー・ユーカ
リ・ベルガモット・レモン・オレンジ）。
　持ち運びに便利なペン型（10ml）を３本セットにし、ヒ
ノキの木箱に詰めました。100mlの詰め替え用もあります
ので、繰り返しご利用頂けます。

ヒノキの香りで、
快適なマスク生活を！

ギフトにちょうど良い
マスクスプレーのセット

◀マスクケース

▲写真は『柑橘 夏の香り３種セット』（ベルガモット・レモン・オレンジ）

◀詰め替え用マスクスプレー
（100ml）

　遮光しながら、ヒノキの小粒のほどよい重さで目元がすっ
きりリラックスします。ホットアイマスクの場合は電子レ
ンジで30秒、クールアイマスクの場合は冷凍庫に30分、季
節や気分に合わせてお使い頂けます。

　２mm厚のヒノキを使用したオブジェ。ヒノキの精油で
コーティングしているので、ほどよい艶感と香りが特長で
す。手のひらに乗るコンパクトサイズなので、デスクの上
にもさりげなく飾ることができます。

ルームフレグランス（15ml）の３本セット。檜原村で
採取したヒノキの幹と葉、クロモジの精油に、ミント・ラ
ベンダーの精油を加えたオリジナルブレンドです。天然香
料ならではのやさしい香りが、毎日の暮らしにそっと寄り
添ってくれます。

疲れ目にやさしいヒノキのアイピロー

手のひらサイズの飛行機オブジェ

山を感じる
ルームフレグランスセット

日用品／アロマ・リラックス

ホット＆クール「ヒノキのアイピロー」
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W200 × D95
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,628

日用品／インテリア雑貨

Hinoki Airplane！
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W112 × H33 × D106
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,346

日用品／アロマ・リラックス

ルームフレグランス
使用木材 ヒノキ・クロモジ（多摩産）
サイズ（mm） 木箱：W71 × H146 × D27
ロット数 １セット（3 本入）～

価格（税別） ￥4,200/ セット

▲香りはbreeze・breeze mint・breeze lavenderの3種類
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　檜原村で採取したヒノキの幹と葉、クロモジの精油をオ
リジナルブレンドし、揮発性を高めたルームフレグランス
のミストバージョンです。抗菌効果が期待できるため、寝
室やダイニング、化粧室など多岐にお使い頂けます。

森林浴をご自宅で
体験できるミスト

　檜原産のヒノキの幹を使用した芳香水で、消臭・防虫が
期待されます。靴や足の臭い、加齢臭の主成分「イソ吉草
酸」の消臭におすすめです。小さなお子様やペットにも安
心してお使い頂けます。

　檜原産ヒノキの幹から抽出された精油です。お湯に一滴
入れるだけでいつでもヒノキ風呂を、付属のチャームに一滴
垂らすだけでいつでも森林浴を楽しむことができます。巾
着付き、ヒノキの木箱に入れた贈答用です。

ヒノキの水蒸気蒸留で
生成される芳香水

ヒノキの精油でリフレッシュを

日用品／アロマ・リラックス

ルームフレグランス＆ピロ―ミスト～breeze～
使用木材 ヒノキ・クロモジ（多摩産）
サイズ（mm） 100ml（アルコール 70％）
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,364

日用品／アロマ・リラックス

ヒノキ 天然蒸留水
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 200ml
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,000

日用品／アロマ・リラックス

ヒノキ幹 精油（5ml）
使用木材 ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm）
木箱：W65 × H80 × D32
袋  ：W68 × H90

ロット数 １セット～

価格（税別） ￥2,436/ セット
※贈答用ヒノキ木箱入り。

ひのはらファクトリー（本社所在地）	
〒190-0200	 	
東京都西多摩郡檜原村4023-1	 	
TEL	 042-588-5170	
FAX	 042-588-5175	
MAIL	 info@wb-hf.com

https://www.hinoharafactory.com/
株式会社ウッドボックス ひのはらファクトリー

▲ジャガイモ焼酎の醸造所

▲代表の吉田光世さん

令和３年７月に檜原村にオープンした檜原村ジャガイモ焼酎工場等施設「ひのはら
ファクトリー」。檜原村特産のジャガイモ焼酎の醸造所の見学などができるほか、檜
原産のヒノキを利用した精油（エッセンシャルオイル）やルームフレグランス、マ
スクスプレーをはじめ、檜原村のヒノキを使った工作キットやマスクケースなどの
木工品を購入することもできる、檜原村の自然の恵みを存分に堪能できる施設です。
ここで焼酎の醸造や、檜原村のヒノキを使った「産直［＋Ｆ］」シリーズを製造・

販売しているのが株式会社ウッドボックスです。

多摩産材の魅力は関わる人々の心意気や環境にも
国産木材のなかでも、建材として使えないものは、ややもすると無下に扱われがち

です。ですが、多摩産材に関わる人たちには、建材に向かない木や端材、木質以外の
部分に対しても「どれだけ活用できるか」と積極的に活用方法を探そうという気風が
あります。当社でも、ヒノキの葉を蒸留して使用したり、多摩産材を多く扱う製材所
から、建材にはならない材で薄いヒノキ板を作ってもらって活用したりしています。
また、産地と消費地との距離が近いことも多摩産材の魅力のひとつ。産地を気にす

る消費者が増えてきたこともあり、催事などで「どこで取れた木なの？」「檜原村で
す。ぜひ産地にもいらしてみて下さい」というようなやり取りも多くなりました。
多摩産材そのものの良さはもちろん、関わる人の心意気や、多摩という地域の自然

環境、その気になれば産地を訪れられる近さなども多摩産材の魅力だと思います。

ヒノキの機能性を活かしたアイテムが人気に
コロナ禍のなか、ヒノキの持つ天然の抗菌作用が注目されました。当社のヒノキの

マスクケースや100％天然成分のヒノキ蒸留水、マスクスプレー、ルームフレグラン
スなどは、テレビ番組でも紹介されて大人気に。
おうち時間が長くなって、外に出かけられないストレス解消にも、自然のヒノキの

香りが求められたのだと思います。コロナが落ち着いたら、ぜひ実際に檜原村の山に
も足を運び、森に癒されて頂きたいと思います。
当社のヒノキ精油は、大量生産ではなく一つ一つに想いが込もっています。スタッ

フが自らヒノキの薪を割るところから手がけ、チップを作り、蒸留させ、手間ひまを
かけて作られた製品です。また、檜原村のヒノキを気に入って頂いたお客様に向けた
オンリーワンの商品受注にも取り組んでいます。
当社では、お客様のご要望を受けて翌日には商品化というようなことも可能です。

昔から縁起物とされ、高級感もあるヒノキ。そこに価値を見出して下さるお客様と一
緒になって、今後も日々新しいものを作っていきたいと考えております。

檜原村産ヒノキ100％の
エッセンシャルオイルや生活雑貨が人気
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薬剤非使用の高耐朽木材
エステックウッド（窒素加圧加熱処理木材）
　エステックウッドとは、SendaiTechnologiesWoodの略称。そ
の名の通り、宮城県仙台市で誕生した純国産の製品です。
　窒素加圧加熱処理という特殊な製法により、木材内の栄養素・水
分を分解します。熱処理を行うのみですので、薬剤は一切用いてお
りません。
　この処理により、防蟻性・防腐性・形状安定性・断熱性・疎水性
を高めることができるため、屋内のみでなく、屋外でも長期間ご使
用頂けます。

▲渋谷合同庁舎（多摩産材使用）

江間忠木材株式会社
東京都

▲ルーバー 90×20（無塗装） ▲ルーバー 50×30（無塗装） ▲羽目板 90×15（無塗装）

多
摩
産
材



112 113

品　番 （無塗装品）S5030-MRG040 （無塗装品）S5030-MRG030 （無塗装品）S5030-MRG020
仕上面（パテ化粧） なし なし なし
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W50 × H30 × L3,950 W50 × H30 × L3,000 W50 × H30 × L2,000
ロット数 １枚～ １枚～ １枚～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談
※製品お持ち込みによる委託加工も実施しております。

品　番 （無塗装品）S9020-MPR140 （無塗装品）S9020-MPR130 （無塗装品）S9020-MPR120
仕上面（パテ化粧） １面 １面 １面
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W90 × H20 × L4,000 W90 × H20 × L3,000 W90 × H20 × L2,000
ロット数 １枚～ １枚～ １枚～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談
※製品お持ち込みによる委託加工も実施しております。

建材／内装材・外装材

エステックウッド　ルーバー（90×20）
品　番 （無塗装品）S9020-MPR440 （無塗装品）S9020-MPR430 （無塗装品）S9020-MPR420

仕上面（パテ化粧） ４面 ４面 ４面
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W90 × H20 × L4,000 W90 × H20 × L3,000 W90 × H20 × L2,000
ロット数 １枚～ １枚～ １枚～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

建材／内装材・外装材

エステックウッド　ルーバー（50×30）
品　番 （無塗装品）S5030-MPR440 （無塗装品）S5030-MPR430 （無塗装品）S5030-MPR420

仕上面（パテ化粧） ４面 ４面 ４面
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W50 × H30 × L3,950 W50 × H30 × L3,000 W50 × H30 × L2,000
ロット数 １枚～ １枚～ １枚～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

建材／内装材・外装材

エステックウッド　羽目板（90×15）
品　番 （無塗装品）外壁・内壁：S-9015-MHPR （無塗装品）フローリング：S-9015-MFPR

仕上面（パテ化粧） １面 １面
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）

サイズ（mm）

3.24㎡ / 束 
W90 × H15 × L4,000-7 枚 
W90 × H15 × L2,000-4 枚 

（エンドマッチ無）

3.24㎡ / 束  
W90 × H15 × L4,000–9 枚 

（エンドマッチ無）

ロット数 １束～ １束～

価格（税別） 応相談 応相談
※製品お持ち込みによる委託加工も実施しております。

〒104-8551	 	
東京都中央区晴海3-3-3	 	
TEL	 03-3533-8211	
FAX	 03-3533-8219	
MAIL	 info-stwood@st-wood.jp

https://emachu.co.jp/
江間忠木材株式会社

▲高機能木材事業部長の前野晋史さん

江間忠木材株式会社をはじめとする江間忠グループは、大正12年の創業以来、木
材およびその他の事業を通じて、長年、社会の発展と暮らしの豊かさの向上に貢献す
ることを目指してきました。
近年では、輸入材のみならず、国産木材の利用・促進にも積極的に対応すべく、山

林事業にも力を入れています。適切な施業による原木の生産から集成材の製造、プレ
カット加工、自社製品の製造にいたるまで、一貫した木材の高度利用を目指し、森林
の育成・保全と事業活動の両立に取り組んでいます。

天然無公害木材「エステックウッド」の誕生
当社のオリジナル製品「エステックウッド（S-TECH WOOD：Sendai Technologies 

Woodの略称）」は、薬剤を一切使用していない高耐朽木材です。
もともと、宮城県仙台市付近の第三紀層中には亜炭層があり、かつては盛んに採掘

され、家庭用の燃料として使われていました。この亜炭層にはよく、膠
こう

化
か

していない
化石状の木材があったのです。この化石状の木材は「仙台埋れ木」と称されて重宝さ
れ、これを彫刻して磨き上げる「埋れ木細工」が伝統工芸品として有名でした。しか
し、石油製品の拡大によって亜炭の採掘が行われなくなったことで、「仙台埋れ木」
の存続が危ぶまれました。そこで、どうにかして一般木材から埋れ木状の材料を製造
できないかと、宮城県工業技術センター（現：宮城県産業技術総合センター）が研究
を進めた結果、「窒素加圧加熱処理」を施した「エステックウッド」が誕生したので
す。窒素加圧加熱処理による画期的な効果により、薬剤を一切使用せず、環境負荷が
少ない無公害木材でありながら、耐朽性・耐水性・保温・防腐・防虫・形状安定性に
優れた特性をもち、さらに天然の埋れ木のような気品と風格とで、個性に応じた演出
が可能な天然新素材です。
この「エステックウッド」の高い耐朽性能に着目した当社は、エステックウッド製

品の総代理店となっています。素晴らしい特性を持つ「エステックウッド」は、建物
の外装・外構材や屋外家具など、数多くの物件に利用されています。

環境だけでなく人にもやさしい製品を
国産木材（特に針葉樹）は、腐朽の懸念やメンテナンスの手間から、外装材として

の用途では敬遠される素材でした。しかし、当社の薬剤を一切使用しない窒素加圧加
熱処理により、無垢材のまま付加価値をもたせることが可能になったのです。
この処理は樹種・産地を問わず行うことができるため、東京で多摩産材を使うこと

をはじめとした、木材の地産地消にも貢献しています。製品の耐用年数も15年以上
と長いので、木材本来の経年変化を楽しみながら、長期間安心して使えます。
環境だけでなく、人にもやさしい製品で社会に貢献したい。そんな想いで、当社は

日々の業務にこれからも邁進して参ります。

地球の未来、暮らしの明日を見つめて
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スギ・ヒノキ構造材

性能検査機による
多摩産スギ・ヒノキ構造材の
性能表示

　木の家づくりに取り組む工務店や、材料支給で家を建てる施主様向けにも、
東京の木多摩産材認証協議会監事製材所として、責任を持って最高の構造材を
供給しております。提携プレカット工場にて、プレカット対応可能。

　沖倉製材所では、グレーディングマシンによる多
摩産材性能表示構造材を製造しています。
　これは、多摩産材が高品質であることを示す製材
所としての要です。性能表示をすることにより、安
心してお客様におすすめして頂けます。

有限会社沖倉製材所
東京都

建材／構造材

多摩産材認証構造材
品　名 多摩産構造材 多摩産性能表示材
使用木材 スギ・ヒノキ等（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥100,000/㎥～（個別お見積り） ￥100,000/㎥～（個別お見積り）
※要見積り。

　工務店や、個人で家を建てる施主様向けにも、木質化の
第一歩として、多摩産材の無垢床壁天井羽目板をご提案し
ています。
　本格的工事から、DIYとしてお楽しみ頂ける『どこでも
フローリング』もおすすめしています。

現代の住まいに対応したサイズ感と、インテリアとして
の機能を兼ね備えた仏壇です。サイズオーダー可能。

新築はもちろん、
住宅や非住宅リフォームにも
対応している多摩産材の無垢床

想いをカタチに込めたスタイル
生活に溶け込む身近な存在として
寄り添えるデザインの仏壇

建材／内装材

スギ・ヒノキ各種フローリング材
品　名 多摩産材フローリング材 どこでもフローリング
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥200,000/㎥～（個別お見積り） ￥200,000/㎥～（個別お見積り）
※要見積り。

その他

東京十二木の厨子（木工房三澤）
使用木材 東京十二木 杉（多摩産）
サイズ（mm） W450 × H450 × D300
ロット数 １～

価格（税別） ￥350,000 ～
※材種対応可（東京十二木は多摩産材を活用した新ブランドです）。

多
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日用品／アロマ・リラックス

癒しの木のしずく（WOODROPS）
タイプ 大 中 小
使用木材 東京十二木 全種（多摩産） 東京十二木 全種（多摩産） 東京十二木 全種（多摩産） 
サイズ（mm） Φ 80 ～ 90 Φ 65 ～ 75 Φ約 60
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥4,000 ￥3,500 ￥3,000
※東京十二木……桧、桐、杉、山桜、榧、欅、朴、楠、栃、銀杏、栗、樅（多摩産）
 ※大きさによっては、生産できないものもあります。お問い合わせ下さい。

　重くなりがちなカウンターチェアを、スギを使うことで
軽量化。足置きにはステンレス棒を設置しています。サイ
ズオーダー可能。

東京のヒノキの強度が存分に込められた製品です。サイ
ズオーダー可能。

コロンとしていて、ユラユラ揺れ
る癒しの木のしずくです。

スギのやわらかさを形に表現した
カウンターチェア

大切な人を支える杖

木の温もりをお手元に

家具・什器／チェア

東京十二木のカウンターチェア（木工房三澤）
使用木材 東京十二木 杉（多摩産）
サイズ（mm） W400 × H810 × D400
ロット数 １～

価格（税別） ￥90,000 ～
※材種対応可（東京十二木は多摩産材を活用した新ブランドです）。

日用品／その他

東京十二木の杖（木工房三澤）
使用木材 東京十二木 桧（多摩産）
サイズ（mm） W120 × H850 × D28
ロット数 １～

価格（税別） ￥30,000 ～
※材種対応可（東京十二木は多摩産材を活用した新ブランドです）。

　机や棚の上にちょっと置けるサイズの小さな木の一輪挿
しです。中にはガラス瓶が入っています。

　木をしずくの形に削って磨いたアクセサリーです。キー
ホルダーや、バッグチャームにお使い頂けます。

　ヒノキを貼り合わせて作った木のガラガラです。中には
木のビーズが入っていて、振るとカラカラとやさしい音が
鳴ります。

暮らしの中に木の癒し

木の癒しを身につけて

木の温もりを赤ちゃんへ

日用品／インテリア雑貨

一輪挿し （WOODROPS）
使用木材 東京十二木 全種（多摩産） 
サイズ（mm） Φ 60 ～ 90 × H70 ～ 180
ロット数 １～

価格（税別） ￥3,500 ～ 5,500
※東京十二木……桧、桐、杉、山桜、榧、欅、朴、楠、栃、銀杏、栗、樅（多摩産）
 ※大きさによっては、生産できないものもあります。お問い合わせ下さい。

日用品／ファッション小物

しずくのアクセサリー （WOODROPS）
使用木材 東京十二木 全種（多摩産） 
サイズ（mm） W30 × L50
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,000
※東京十二木……桧、桐、杉、山桜、榧、欅、朴、楠、栃、銀杏、栗、樅（多摩産）
※吊り下げるための革紐をお付けしております。

玩具・遊具

ガラガラ（WOODROPS）
タイプ 大 小
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 約 W75 × L110 約 W60 × L100
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥4,500 ￥4,000
※贈り物用に名入れサービスをしております。 
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　東京十二木は「誕生木」として、生まれ月の木を設定し
ています。東京十二木の箸は生まれ月で選んでもよし、好
きな樹種で選んでもよし、好みの樹種が見つかります。木
を身近に感じてもらうための第一歩の製品です。

　余すところなく使うことを目指して、木端を活用してで
き上がった「立つバターナイフ」です。クルミオイルなど
で塗装しています。立つことで使用中に置き場所に困りま
せん。立つシリーズで「木べら」も製作しています。

触ってみてピンと来たら、
それがあなたの「タマシイノカタチ」

誕生木でお食事を

身近なものを木に替えよう！

日用品／インテリア雑貨

タマシイノカタチ（coppacraft）
使用木材 東京十二木 全種（多摩産） 
サイズ（mm） L30 ～ 80 × D20 ～ 60 × H20 ～ 60
ロット数 10 ～

価格（税別） ￥550 ～
※東京十二木……桧、桐、杉、山桜、榧、欅、朴、楠、栃、銀杏、栗、樅（多摩産）

日用品／キッチン用品・食器類

東京十二木の箸（coppacraft）
使用木材 東京十二木 全種（多摩産） 
サイズ（mm） Φ 10 × L235（断面は八角形）
ロット数 ５膳

価格（税別） ￥2,000 ～
※東京十二木……桧、桐、杉、山桜、榧、欅、朴、楠、栃、銀杏、栗、樅（多摩産）
※樹種名の刻印のほかに、名前の刻印（税別¥500）も可能です。

日用品／キッチン用品・食器類

東京十二木の立つバターナイフ（coppacraft）
使用木材 東京十二木 全種（多摩産） 
サイズ（mm） L150mm、17mm 角
ロット数 ５～

価格（税別） ￥1,200 ～
※東京十二木……桧、桐、杉、山桜、榧、欅、朴、楠、栃、銀杏、栗、樅（多摩産）
※オーダーで、文字やマークなどの刻印（税別¥500）を承ります。

大きさは様々で、樹種も12樹種あるので、握った時の触
り心地、重さなど、どれひとつとして同じものがありませ
ん。たくさんのなかから触ってみて、手に馴染むものがあ
れば、きっとそれがあなたの「タマシイノカタチ」です。

〒190-0142	 	
東京都あきる野市伊奈1038	 	
TEL	 042-596-0236	
FAX	 042-596-2951	
MAIL	 info@okikura.co.jp

https://okikura.co.jp/
有限会社沖倉製材所

▲丸太を材木に製材

▲原木の皮むき工程

▲代表取締役の沖倉喜彦さん

昭和25年の創業以来、製材一筋70余年の歴史を持つ有限会社沖倉製材所。東京の
木 多摩産材を世に出すために、本業の製材業のほか、秋川木材協同組合やTOKYO 
WOOD普及協会の活動など、様々な取り組みを行っております。また当社は、「東
京の木 多摩産材認証協議会」の監事製材所となっています。
当社では、「東京で使う木は、東京で育った木が一番」との強い想いから、多摩産

材にこだわり、無垢材をはじめとした、様々な木製品の販売を行っています。また、
多摩産材を活用した「東

とうきょうじゅうにぼく

京十二木」ブランドも立ち上げました。

多摩産材の天然木を活用した東京十二木
　当社が令和元年から立ち上げた新ブランド「東京十二木」は、多摩産材を使うこと
で木材の地産地消を推進し、東京の山と森を守り、多摩産材の裾野を広げようという
取り組みです。
多摩産材の中心はスギとヒノキですが、実はそのほかにもいくつもの希少な多摩

産材があります。これらから12の樹種を選び、１月は「桧
ひのき

」、２月は「桐
きり

」、３月は
「杉
すぎ

」、４月は「山
やまざくら

桜」、５月は「榧
かや

」、６月は「欅
けやき

」、７月は「朴
ほお

」、８月は「楠
くすのき

」、９
月は「栃

とち

」、10月は「銀
いちょう

杏」、11月は「栗
くり

」、12月は「樅
もみ

」というように、東京で生ま
れ育った木々を各月にあてはめて「誕生木」を制定（登録商標）。「箸から家まで」と
いうコンセプトで販売を始めました。
　「東京十二木」は、読み方を変えると「東京じゅうに木」、つまり東京中に木を広
めよう！ になります。また、別の読み方をすれば、「東京じゆうに木」、東京を自由
に木に変えよう！ にもなるのです。２月の桐なら壁材や手すり、まな板や机などに、
12月の樅ならドアや窓枠、テーブルなどに……という具合に、12の樹種それぞれに
適した利用法がありますが、夫婦の思い出の風景にある木を座卓にしたり、お子様の
誕生木で机やベッドを作ったり、というような使い方を提案しています。

高い技術力をかわれた特殊な依頼も多い
　多摩産材に関わる様々な事業に柔軟に取り組んでいる当社には、その技術を見込ま
れての一風変わった依頼が舞い込むこともたびたびあります。
当社は通常の製材以外に、持ち込みの丸太の製材も受けているので、特殊な話も持

ち込まれてくるのです。
　これまでに当社が請けてきた特殊な仕事としては、大学が演習林で間伐した６トン
トラックで70台分もの木材を製材する仕事や、非常に硬いミャンマー・チークの製
材、大手建設会社が新築するマンションの全戸350世帯分のまな板を伐採した森の木
から作る仕事などがあります。
　高い製材技術や専門知識のみならず、「多摩の木を一本でも多く世に送り出したい」
という当社の心意気にほれ込んでの依頼も多いのではないでしょうか。

東京の森を守り、木に第二の人生を与え、
多摩産材を広めることに人生をかける

多
摩
産
材
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多摩産材にこだわったピラティスマシン

多摩産・国産の素材を使うメリット

　ピラティスは、1920年代にドイツ人のジョセフ・ピラティス氏に
よって考案されました。腹式呼吸が基本のヨガとは異なり、胸式呼
吸を用いたストレッチによって、インナーマッスルの強化や姿勢の
改善などを目指す、日本でも近年人気のエクササイズです。奥多摩
ピラティスでは「大切な地球、大切な人がより健康に」なることを
目指し、東京の木多摩産材を使用した様々なピラティスマシンを製
作。普及活動も積極的に行っています。

　当社では、製造するマシンの主要部分にすべて国産木材
を利用。木材は多摩産のヒノキを採用しています。例えば、
C
キャ

ad
デ

il
ラック

lacの場合（右頁参照）、ベースの部分は多摩産ヒノ
キで、敷かれているのは熊本産の畳。ヒノキとイグサの
清々しい香りが空間に広がり、アロマテラピーのような効
果も期待できます。また、国産であれば、輸送コストや二
酸化炭素の削減にもつながり、SDGsにも貢献できます。

奥多摩ピラティス
東京都

ピラティスの練習を強化するための1台
C
キ ャ

ad
デ

il
ラ ッ ク

lac 
　私たちのキャデラックは、スプリング、ストラップおよび空中ブ
ランコが基本セットになっており、ステンレスのパイプ以外は国産
の天然素材を使用しています。キャデラックは、横に寝そべった状
態、座った状態、立った状態などから、様々な動きができます。基
本的なものから高度なエクササイズまで幅広く対応しており、細か
い設定変更も可能なため、個々のニーズやレベルに基づいた１台を
カスタマイズできます。

その他

C
キ ャ

ad
デ

il
ラ ッ ク

lac 
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W660 × H2,000 × D2,000
ロット数 １～

価格（税別） ￥800,000 ～
※日本国商標権を取得しています（商標第6144024号）。

多
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　一例として、自転車を漕いで股関節を動かす運動、ロープを引っ張って肩甲
骨を動かす運動などを、室内で簡単に模倣できる器具です。足・背骨・首の
アーチ、股関節や肩甲骨の流動性を復活させることができます。寝たままの姿
勢で全身運動を行えるため、多くの方におすすめしています。

寝たままの姿勢で全身運動ができる
R
リ

ef
フ ォ ー

orm
マ ー

er

その他

R
リ

ef
フォー

orm
マ ー

er
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W660 × H360 × D2,200
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥600,000 ～

　背骨をまっすぐに伸ばし、重要な筋肉群を強化するのに効
果的な器具です。上半身と下半身のバランス機能を促進し
ます。小さな木製のプラットフォームにポールを取り付けた
シンプルな構造ですが、このポールは、使用者の背骨を模
倣しており、各エクササイズを通して、背骨を適切な位置
に維持することを目的としています。付属のC

コ ー デ ィ ネ ー ト

ord・Innate
に装備されたアーム用のバネを使えば、様々なエクササイ
ズが可能です。

　従来のピラティスで使用されていた一般的なストラップ
には、指間部に正確な意識を向けることが難しいという問
題が。そこで、Cord・Innateという手と足の指間部に注
目した、球体の付いたモデルを開発しました。指間部に装
着することで、手首と足首のピラティス運動が可能になり、
手足のアーチが復活、重心の軸が安定する効果が期待され
ます。当社で販売する、C

キャ

ad
デ

il
ラック

lac、R
リ

ef
フォー

orm
マ ー

er、P
ペ

ed
ディ

iP
ポ ー ル

ole
に標準装備されています。

バランス能力の向上に最適
P
ペ

ed
デ ィ

iP
ポ ー ル

ole

手と足の指間部に注目した
特許取得器具
C
コ ー デ ィ ネ ー ト

ord・Innate

その他

P
ペ

ed
ディ

iP
ポ ー ル

ole
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W450 × H2,150 × D600
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥100,000 ～
※日本国商標権を取得しています（商標第6144024号）。

その他

C
コ ー デ ィ ネ ー ト

ord・Innate
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W150 × H150 × D24
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥11,000
※日本国商標権を取得しています（商標第6462502号）。
※日本国特許権を取得しています（特許第6884978号、6892723号）。

多
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　脊椎を伸ばし姿勢を改善すると同時に、筋肉の強化を目
的とする器具です。曲線アーチは胸を正しく開き、脊椎の
自然なS字カーブを復元するために必要な運動をお客様に
ご提供します。曲線アーチは急なカーブと、もう一方の端
が浅いカーブであるため、お客様に合わせてエクササイズ
を進めることができます。両側にある木製ハンドルは、運
動する際に肩を安定させ、全身運動を可能にしてくれます。

　椅子型のコンパクトな器具なので、自宅でもエクササイズ
を行いたいという人におすすめです。ペダルにはバネが取
り付けられています。体幹を鍛えたり、上肢・下肢の筋力
強化などに効果的です。エクササイズをしないときは、家
具としてもお使い頂けます。

猫背などの気になる姿勢を改善
S
ス

p
パ

i
イ

n
ン

ec
コ

or
レ

rec
ク

t
タ ー

or

椅子型のピラティスマシン
C
チ ェ ア ー

hair

その他

S
ス

p
パ

i
イ

n
ン

ec
コ

or
レ

rec
ク

t
タ ー

or
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W450 × H300 × D900
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥180,000 ～
※日本国商標権を取得しています（商標第6144024号）。

その他

C
チ ェ ア ー

hair
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W550 × H600 × D700
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥200,000 ～
※日本国商標権を取得しています（商標第6144024号）。

〒198-0221	 	
東京都西多摩郡奥多摩町留浦1237	
旧小河内小学校内	 	
TEL	 0428-26-2551	 	
MAIL	 pilates@okutamapilates.com

https://okutamapilates.com/
奥多摩ピラティス

▲小学校の校舎を利用した
奥多摩ピラティス

▲代表の小関陸史さん

JR奥多摩駅から車でおよそ15分。奥多摩湖のほど近くにある旧小河内小学校の校
舎のなかに、平成26年に創業した奥多摩ピラティスがあります。
当社では、木の香りを感じながらエクササイズができるピラティススタジオを運

営するほか、多摩産材を使ったピラティスマシンの製造販売、ピラティスのワーク
ショップや体験会、指導者養成講座などを行っています。

ピラティスと出会い、木の癒し効果を再認識
私は多摩の出身で、幼い頃から父と釣りに行くなど、奥多摩の豊かな自然の恵みの

なかで育ちました。新宿区の高校に進学して初めて、「同じ東京なのにこんなに自然
環境が違うんだ！」と気づいたものです。ピラティスに出会ったきっかけは、スポー
ツの専門学校を経て、サーフィン選手を目指していた矢先のケガでした。長引く腰痛
から救ってくれたのが、リハビリの一環として取り組んだピラティスです。何か、運
命的なものを感じました。
平成21年、まだ日本でほとんど知られていなかったピラティスの会社に就職し、イ

ンストラクターとしての活動を始めました。活動をしていて気づいたのは、ピラティス
で一度は良くなった患者さんが、１か月ほどでまた悪くなって戻って来てしまうことで
す。これは何でだろうと、疑問でした。 そんなとき「奥多摩の大ヒノキのところに行く
と体がスッキリする」という話を聞き、試してみたら、本当にその通りでした。
大自然の力を再確認し、さらに自然を守りたい、木を植えたいと考え、スーパーカ

ブで日本中の山を巡りつつ、植林をする旅に出ました。その旅で痛感し、たどりつい
た結論が、日本の森を活用し、自然を守っていかなければならないということでした。

多摩産材をふんだんに使ったピラティスマシン
独立してスタジオを始めた当時、国内のピラティスマシンはほぼ輸入品でした。し

かし、日本人の体型には合わず、「背骨が痛い」などの声も多く聞かれました。
そこで、多摩の自然の材料を使ったピラティスマシンの製造販売を始めました。最

初は多摩の竹や古民家の再生材で、次第に多摩産材のヒノキのものを中心に製造しま
した。当社のオーダーメイドのピラティスマシンは、「空間が木の香りになって癒さ
れる」「木目を見ると温かみを感じる」などと大好評で、都心のスタジオや、社員の
健康増進を考える大企業などからの引き合いが絶えません。
米国のモントレーはヒノキの産地として世界的に有名です。でも、実際に視察に

行ってみたら、日本の多摩産材のヒノキのほうがずっと香り高いのです。ヒノキ風呂
などもあるように、日本のヒノキは本当に素晴らしい高級素材です。もっともっと日
本の木を使って林業を活性化し、多摩産材や国産木材を地域のなかで循環させていか
なければと思います。そして、多摩産材を使うことで地域の環境もそこに住む人の健
康も守れるのです。ピラティスマシンの製造から、貢献していきたいと考えています。

多摩産材  × ピラティスで
環境保護と人々の健康の両方を追求！

多
摩
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材



126 127

構造用LVLキーラムは
高強度・高品質の構造用木質材料です
　キーラムは製材として使いづらい反り、曲がりがある原木か
らも生産可能な構造用LVLです。「優れた曲げ性能」「環境にや
さしい材料」　「強度のばらつきが少ない」「最大12ⅿの長尺材が
可能」「防腐・防蟻の薬剤処理が容易」といった５つの特長があ
ります。

▲流山市立おおぐろの森小学校©川澄・小林研二写真事務所

株式会社キーテック
東京都

AQ認定　AQ-255-D1 1・2
「キーラムAQ土台セッコンK3」は、日本住宅・
木材技術センターが行う「AQ」制度の２種（JAS
規格のK3相当）に認定されています。また、住
宅性能表示制度における劣化の軽減の項目で等級
２※以上を取得していますので、公庫融資の基準
金利が適用されます。
※等級２以上を取得するには、土台はK3相当以上の防腐・防蟻
処理の必要があります。

▲日の出町公民館（多摩産材使用）

▲日の出町公民館（多摩産材使用）

建材／構造材

KEYLAM
使用木材 カラマツ・ダフリカカラマツ
サイズ（mm） W ～ 1,200 × L ～ 1,200 × T ～ 600
ロット数 お問い合わせ下さい

価格（税別） お問い合わせ下さい
※多摩産材、地域産材を希望される場合はお問い合わせ下さい。

多
摩
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　LVLの製造工程からできるストライプ柄の単層積層面を
表にすることで、インテリアやデザインに活用することが
可能です。

無垢の木では作り出せない
LVLならではの表情

▲KEYLAM Interior

▲東京都公文書館（多摩産材使用）

▲那須塩原市図書館「みるる」

▲松本大学９号館食堂

多
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▲蓮沼交流センター

▲木更津消防本部

建材／内装材

KEYLAM Interiorシリーズ
品　名 ① KEYLAM Interior ② KEYLAM Interior Board ③ KEYLAM Interior T&G ④ KEYLAM Interior FR
使用木材 スギ・カラマツ スギ・カラマツ スギ・カラマツ スギ

サイズ（mm）

W150 × L2,000 × T15 
W150 × L4,000 × T15 
W150 × L2,000 × T30 
W150 × L4,000 × T30

W600 × L4,000 × T30 W600 × L4,000 × T30

W150 × L2,000 × T15 
W150 × L4,000 × T15 
W150 × L2,000 × T30 
W150 × L4,000 × T30

ロット数 お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい
価格（税別） お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい

※多摩産材、地域産材を希望される場合はお問い合わせ下さい。
※KEYLAM Interior FRは塗装が必要です。

▲①KEYLAM Interior

▲③KEYLAM Interior T&G

▲②KEYLAM Interior Board

▲④KEYLAM Interior FR

多
摩
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　LVLのストライプ柄の単層積層面を画期的な新技術で極
薄化し、柔軟な施工を可能とした極薄内装用シートです。

空間に新たな表情を生み出す曲線、
Ｌ字でとぎれない内装を実現

▲キーテック木更津工場事務所

▲釜石市民ホールTETTO

▲プラウド神田駿河台©竹中工務店

多
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建材／内装材

Baum-kuchen
品　名 バームクーヘン バームクーヘン化粧パネル
使用木材 スギ スギ

サイズ（mm） W910 × L2,430 × T約0.28　　　　　　　　　　　　
W910 × L1,820 × T5 
W910 × L2,420 × T5

ロット数 お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい

価格（税別） お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい
※多摩産材、地域産材を希望される場合はお問い合わせ下さい。

バームクーヘンの製造過程

バームクーヘンの施工例

▲LVLを製造 ▲つき板に加工 ▲シート化 ▲バームクーヘンの完成

木更津工場	
〒292-0837	
千葉県木更津市木材港15
TEL	 0438-36-9311
FAX	 0438-37-2102

山梨工場	 	
〒409-2522	 	
山梨県南巨摩郡身延町下山11371
TEL	 0556-64-8223	
FAX	 0556-64-8224	

本社	 	
〒136-0082	 	
東京都江東区新木場1-7-22	
TEL	 03-5534-3741	
FAX	 03-5534-3866	
MAIL	 info@key-tec.co.jp	

http://www.key-tec.co.jp/
株式会社キーテック

▲木更津工場

▲山梨工場

▲代表取締役社長の中西宏一さん

地域振興、地産地消、脱炭素に積極的に取り組む株式会社キーテック。当社は、
昭和33年に合板の製造販売の会社として東京都・晴海の地に創業しました。当初は
おもに外材（南洋材）を用いたラワン合板を製造していましたが、昭和56年に木更
津工場を設立したのを機に国産木材を用いたLVLの製造を開始。さらに令和元年
には山梨工場を竣工し、100％国産木材による合板の生産を開始しました。

初の構造用LVL
当社は平成３年、日本で初めての構造用のLVLを開発しました。それまでも造作

材のLVLはありましたが、柱や梁など強度を求められる部位にも対応可能なLVL建
材は画期的でした。当初はLVLの材料に外材も使っていましたが、次第に多摩産材
を含む関東やその周辺地域の国産木材を使用するようになり、今では当社のLVLの
半分以上は国産木材のものです。

多摩産材をはじめとした国産木材の有効活用と脱炭素への取り組み
LVLの長所は、従来使いにくかった反りや曲がりのある原木、16cm以下の小径の
原木でも生産が可能だということです。薄くスライスした材を接着することで、均一
化、ゆがみや割れの抑制、高い強度、経時変化の少なさなどを実現しました。さらに
接着剤に薬剤を混入することで、防虫性能や耐火性能の向上も可能です。
また、国産木材の合板を生産する山梨工場では、長野県や山梨県の森林で育った近

隣の材を多く使用しています。このことで国内林業・木材産業の活性化、脱炭素にも
貢献しています。
当社は国産木材を用いた、均一化されて経時変化が少なく、強度も強い建材をお届

けします。ご要望に応じて、多摩産材はもちろん、各県産材の使用を検討致します。
本当の木材は質感がやはり違いますので、ぜひお試し下さい。

木の究極の地産地消を目指して
近年は、木材、特に国産木材や多摩産材をはじめとした地域材を使った建築が求め

られています。この背景には、木が脱炭素化社会に合った素材であるということ、技
術の進歩による国産の準不燃木材の登場などがあります。加えて当社では、お客様か
ら寄せられる声などから、人々が鉄とコンクリートの無機質な建物に辟易し、自然素
材ならではの温もりを欲しているのではないかと考えています。
建築を木造化することは、日本人らしい建物や町並みを取り戻すことでもあると感

じます。地方に昔あった「裏山の木でつくった小学校」のような、自然との共存。そ
こまでの地産地消ができたら最高です。究極には、別荘地などで、自分の土地の木で
作った建物というのが理想です。

国産木材を活用した構造用 LVLで
森林資源の地産地消を実現
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食品安全性をクリアした
自然材料の良さが引き立つ
「東京スギのストロー」

スギとこんにゃく粉から作られる
100%自然材料で製造できるストロー
「100% Natural Straw」

　多摩産のスギを使ったストロー。スギを薄く切削して得
られる突板に、接着剤を塗布し、丸めて成形したものです。
木材は持続的利用ができる材料であり、環境に配慮した製
品であることが特長です。炭酸飲料も飲めます。

　東京都産業技術研究センターと共同研究・開発したスト
ロー。多摩産のスギの突板を使い、バインダーとして、こ
んにゃく粉を使っています。耐水性・耐熱性もあり、炭酸
飲料も飲めます。

株式会社木具定商店
東京都

日用品／キッチン用品・食器類

100％ Natural Straw
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） Φ５または６× L200
ロット数 10

価格（税別） 応相談
※配送費別途。
※ 手作りにつき、月に1,000本以上の受注はできません。数量、納期についてはご相談下

さい。

日用品／キッチン用品・食器類

東京スギのストロー
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） Φ５または６× L200
ロット数 10

価格（税別） 応相談
※配送費別途。
※ 10本折箱入り、20本折箱入りを基本単位としています。その他の本数は応相談。手作

りにつき、月に2,000本以上には未対応です。

　当社の江戸折箱は木具師と呼ばれる職人が伝統的な製法
で木型を彫り、板を貼り合わせるところから、丁寧に時間
をかけて作っています。木目が美しく、温もりがあり、調
湿作用と殺菌効果があります。食品を引き立て、自然材料
の良さが漂う折箱です。

　木材は循環再生が可能な天然材
料です。当社では檜原村で育っ
たスギやヒノキの生木を手作業で
スライスし、折箱を作っています。
美しい自然環境を次世代に継ぐこ
とに貢献する折箱を、ぜひご利用
下さい。

木具師が作る
MADE IN TOKYOの逸品「江戸折箱」

その他

江戸折箱　
品　名 ①東京ヒノキ ②東京スギのせ蓋長手箱 ③東京スギかぶせ蓋
使用木材 ヒノキ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） 外寸：W114 × L210 × D35 外寸：W90 × L255 × D35 外寸：W105 × L140 × D35
ロット数 200 200 200

参考価格（税別） ￥220 ￥180 ￥150
※配送費別途。
※ご希望のサイズでお作りします。ご相談下さい。

◀①東京ヒノキ

▲②東京スギのせ蓋長手箱

▲③東京スギかぶせ蓋
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　東京都立産業術研究センターとの共同開発製品。「木と環境
について」のテキスト付きです（４枚１セット）。経木の薄さ、
軽さ、曲げやすさ、この特性を活かして、微風でもそれぞれ
のアイテムが独自の動きをする立体的な構造になっています。
そのため、全方位で鑑賞することができ、触れる・嗅ぐ・見
る・聞く・味わうと、木を五感で感じられます。また、作る
楽しさとともに、木の性質・扱い方を体験することができま
す。

第5回キッズデザイン賞受賞の
工作キット
海と陸の野生動物のモビール

日用品／インテリア雑貨

ECO経木モビール木工工作キット
タイプ 魚シリーズ 海獣シリーズ 草食動物シリーズ 肉食動物シリーズ
使用木材 エゾマツ（国産） エゾマツ（国産） エゾマツ（国産） エゾマツ（国産）
サイズ（mm） W175 × L280 W175 × L280 W175 × L280 W175 × L280
ロット数 １セット １セット １セット １セット

価格（税別） ￥1,500 ￥1,500 ￥1,500 ￥1,500
※配送費別途。
※竹ひご、糸、紙やすり付き。
※製作にはハサミ、プッシュピン、木工用ボンドが必要です。

営業所・工場	 	
〒111-0035	 	
東京都台東区西浅草3-4-12	 	
TEL	 03-3844-2502	
FAX	 03-3841-1108	
MAIL	 info@kigusada.info
※訪問される場合は営業所・工場へお越し下さい。

本社	 	
〒111-0034	 	
東京都台東区雷門2-11-9	
木具定ビル6F
TEL	 03-3844-2502	
FAX	 03-3841-1108	
MAIL	 info@kigusada.info

http://www.kigusada.info/　および　https://www.kigusada.com/
株式会社木具定商店

▶台東区から頂いた「江戸創業の老舗」看板

▲会長の信田喜代子さん

▲代表取締役社長の信田聡さん

株式会社木具定商店は、江戸時代の天保年間（1830年頃）、木具師の定吉（初代）
が、折箱や御

ご

神
しん

札
さつ

などの木製品の製造販売をするため、当時魚河岸のあった東京・日
本橋、現在の三越の向かいに工場兼店舗を構えたのが始まりで、木具定の屋号もそれ
に由来します。
木箱、御神札、木具製品を営む店には「木具○○」という屋号が多くありましたが、

現在では木具の名を守っているのは全国でも数件程度。当社はそのなかでも老舗です。

昔ながらの伝統を守る木具師の店
木を使って四角いものを作る職人が木具師です。主に折箱や三宝（月見団子などを

盛る台）、御札、御札盆、御札箱などの木製品を作ります。残念なことに、このよう
な木具師の技術を継承し、伝統的な製法を守っているところは今ではほとんどありま
せん。しかし、当社では今でも木具師が昔ながらの手作りで、木を貼り合わせて合板
にするところから、折箱や木具製品の製造をしています。
また木具定商店では、これらの技術と伝統でお客様のご要望に速やかにお応えして

います。高い伝統の技が、ご満足頂ける製品づくりの礎となっているのです。
明治２年、当社は浅草雷門並木通りに移転し、以来「並木の木具定」として親しま

れています。昭和24年には、浅草柴崎町（現西浅草）に工場を、平成元年には雷門
本社ビルを建設しました。

環境と木へのこだわり
当社は平成16年、「環境を考えると容器はやっぱり木材、使う時も捨てる時も！」
をテーマに、エコプロダクツ2004に出展しました。また、平成18年より、「木と環境
の関わり」の啓蒙と作る楽しさを体験することを目的としたECO経木モビール木工
工作キットなど「木の国工房」シリーズの開発を始めました。
最近では、多摩産材のスギを使った「木のストロー」も開発・販売をしています。
木の伐採は森林破壊だと誤解されることもありますが、木も人間と同様に寿命があ

ります。年をとった木は、二酸化炭素を吸収し酸素をつくる力が衰えます。ですから、
一定の年齢に達した木は切って有効に活用し、そこに生命力のある若木を植えて育て
ることが重要なのです。
当社では、木の温もり・やさしさ・素朴さ・香り・安らぎなどを活かした製品を作

り、そのことで日本人が育んできた“木の文化”や自然環境を守っていくことが大切
であると考えています。
環境負荷が少ない良いものが選ばれ、良いものを選ぶ時代にあって、木材は自然が

生んだ持続的利用ができる安全で最高の材料です。当社の製品を通して、この心をお
伝えすることができましたら幸いです。

木具師の伝統を今に伝える
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オーダーメイドの無垢造作材メーカーとして、
自社で製材・乾燥・加工・仕上げ・塗装した造作材を
全国へお届けします
　多摩産材・埼玉県産材のスギやヒノキをはじめとした無垢造作材は、１本からオー
ダー可能です。ご希望に合わせたサイズ・加工・樹種にて承ります。造作材に限らず、
様々な加工を承りますので、何でもお気軽にご相談下さい（当社はFSC・SGEC認証
を取得しています）。

木村木材工業株式会社
埼玉県

建材／内装材

無垢窓枠
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W140 × L2,100 × T25
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢障子枠
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W140 × L2,100 × T30
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢ドア枠
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W140 × L2,100 × T25
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢玄関框・付框
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W115 × L3,000 × T30
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢羽目板
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W115（働き 110）× L3,600 × T12
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢コーナー見切
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W30 × L3,600 × T30（チリ 9）
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。
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建材／内装材

無垢平型見切
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W30 × L3,600 × T8
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢巾木
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W40 × L3,600 × T8
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢大手
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W12 × L3,600 × T6
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

建材／内装材

無垢巾はぎ材
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）等
サイズ（mm） W450 × L3,000 × T45
ロット数 １丁～

価格（税別） 応相談
※サイズ・形状・樹種は一例です。

〒364-0001	 	
埼玉県北本市深井6-80	 	
TEL	 048-542-8111	
FAX	 048-542-0809	
MAIL	 zousakuzai@kimuramokuzai.com

http://www.kimuramokuzai.com/
木村木材工業株式会社

▲加工工場

▲代表取締役社長の木村司さん

木村木材工業株式会社は、創業明治38年の長い歴史を持つ無垢造作材メーカー。窓
枠、ドア枠、巾木や框といった無垢造作材の加工工場です。自社で製材、乾燥から加
工、仕上げ、塗装までを行っています。
当社の加工は１本１本オーダーメイドで行われます。そのため、戸建住宅はもちろ

ん、マンション・アパート等の集合住宅や老人ホーム、店舗など、建物の様式にとら
われず対応可能です。
当社では、多摩産材・埼玉県産材のスギやヒノキをはじめとした無垢材を幅広く取

り扱っています。また、グループ会社の「木村木材フォレスト株式会社」では、埼玉
県産材の伐採を行い、丸太を製材工場に納入しています。
　そんな当社が大切にしている５つの“きづかい”を紹介します。

木づかい
当社では、「木材の最大経済活用を目指す」という方針のもと、商品を製作してい

ます。材料を無駄なく使うことで、環境への配慮はもちろん、当社の想いにご賛同頂
けるお客様への、価格面での還元をしたいと考えております。

氣づかい
お客様の立場になって、お客様が実際に施工する現場、施主様が実際に暮らす家を

イメージして製品を作ることを心がけています。ちょっとしたところで、ちょっと気
が利く材木屋さん。そんな会社を目指しております。

期づかい
頂きました納期に遅れることがないよう、スタッフ一同による工程把握・工程管理

を徹底しております。

肌づかい
枠材や床材などの内装材は直接肌に触れる機会が多くあります。だからこそ、自然

素材である木が持つ「あたたかさ」「やわらかさ」を感じて頂きたいのです。五感に
訴えかける無垢の内装材、ぜひご体感下さい。

稀づかい
当社では、もっと自由に、もっと気軽に、木材を使用して頂きたいと考えます。「見

た目がきれいだから」「香りが好みだから」……木を選ぶのはそんな小さな理由から
でも良いと思います。ぜひ、常識にとらわれない自由な発想を大切に。私たちにその
実現のお手伝いをさせて下さい。

伝わる５つの“きづかい”

多
摩
産
材



144 145

世界で高く評価されている成形合板技術
を用いた手すり「クネット天童」
　非常にやわらかく、建材には不向きとされてきたスギ材。世界で高く評価され
ている「天童木工」の卓越した成形合板技術によって製品化しました。財団法人
ベターリビングが定める、優良住宅部品の手すりの認定基準をはるかに上回る強
度をクリアして作りあげたものです。

クネット西東京
（株式会社中村工業クネット事業部）

東京都

家具・什器／住宅設備

クネット天童 スギ材 直棒本体 
品　番 QT-1500JC-S-TT
使用木材 スギ（多摩産）　
サイズ（mm） Φ 35 × L1,500
ロット数 １～

価格（税別） ￥15,000
※1.5mm積層、抗菌塗装、CL生地仕上。

　こちらも「天童木工」による作品。波型曲線という洗練さ
れたデザインで、多くの公共施設やご家庭で愛用されていま
す。120kg超の重量圧にも耐えられる強度でありながら、天
然素材のやわらかな肌合いに手を触れたときの安心感は想像
以上。安心・安全と美しさを兼ね備えた手すりです。

やさしさとやすらぎ、
美しい波型曲線の木製手すり

多
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　金属のみでできているものでは出せない、高級感を兼ね
備えたブラケットを用意しました。手すりと同じ素材を組
み込むことによる、統一感とデザイン性を出すことができ
ます。一般的なブラケットより出幅を少し大きくすること
により、手すりを握るときに手に感じられる圧迫感を軽減
しています。

細部にまで美しい木目を
強度とデザイン性を兼ね備えた部品

家具・什器／住宅設備

クネット天童 スギ材ブラケット 
タイプ エンド 半受

品　番 QT-BJCA QT-BJCB
使用木材 スギ（国産）　 スギ（国産）　
サイズ（mm） Φ 35 ×出幅 57.5（手すり芯） Φ 35 ×出幅 57.5（手すり芯）
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥3,600 ￥3,600
※亜鉛合金、1.5mm積層、抗菌塗装、CL生地仕上。

家具・什器／住宅設備

クネット天童 スギ材 波型本体 
品　番 QT-1950JC-TT
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） Φ 35 × L1,950
ロット数 １～

価格（税別） ￥36,000
※1.5mm積層、抗菌塗装、CL生地仕上。

▲エンド

▲半受

▲エンド

▲半受

〒192-0153	 	
東京都八王子市西寺方町363-1		
TEL	 042-652-9530	
FAX	 042-652-9359	
MAIL	 y.nakamura@qunetto-w-tokyo.com

https://www.tesuri-nakamura.com/
クネット西東京（株式会社中村工業クネット事業部）

▲代表の中村祐樹さん

　木製の波型手すり「クネット」。この施工販売代理店がクネット西東京（株式会社
中村工業クネット事業部）です。
　元々は家族で個人事業として手すりメーカーの工事の下請けを行っていた当社です
が、お客様から手すり工事以外にも手伝ってほしいという要望が増え、それに応える
かたちで株式会社中村工業として法人化。その後、下請け工事も続けながら、様々な
メーカーの手すりを取り扱う数少ない企業として、BtoB、BtoCを問わず、手すりの
販売も手がけるようになりました。

波型手すりで暮らしをサポート
　手すりを中心とした金属工事全般を請け負うだけでなく、金属加工や製作物の取り
扱いも行う当社では、木製の手すりに限らず、金属製や樹脂製の波型手すりの納入・
取り付けも行っています。
　現場で問題なく施工するだけでなく、実際にその建物を使う人がより満足頂けるよ
うな施工を心がけています。クネットは直線の手すりと比べて力を入れやすく、体を
預けやすい形になっているので、今まで階段の上り下りができなかった方でも、自力
で移動ができるようになります。これからますます高齢化が進む日本で、ニーズが高
まっていく手すりだと思います。

多摩産材のクネット
　そんな当社が国産木材や多摩産材を用いるようになったきっかけは、クネット天童
でスギを使用した手すりを発売したことでした。
　当社の所在地は、八王子の陣

じん

馬
ば

山
さん

のふもとです。周りに見える多摩産材を使いたい
と考え、当社で多摩産材のクネットを発売することになりました。地元の多摩産材に
触れる機会として、手すりはまさにピッタリの商品です。木材と金属とを組み合わせ
ることによって、木材と金属がお互いの長所を活かし合い、木材を利用する場面を増
やすことができます。当社の強みである金属加工の技術を活かして、いろいろな方の
手に届きやすく、使いやすい多摩産材を使用した製品を作るお手伝いをしていきたい
です。

多摩産材をはじめとした国産木材の利用促進を目指して
　人々が多摩産材を目にする機会を増やしていきたいと考えている当社。一部に金属を
使用することで、木材だけでは実現が難しかったものも製品化してきました。
　私たちがメインの目標として掲げているのは、実際に多摩産材に触れて頂けるク
ネット手すりによって、皆様がいつまでもアクティブに生活できる環境を実現してい
くことです。また、木材の改変技術の開発にも積極的に取り組んでいます。皆様が多
摩産材を目にする機会を、今後も増やしていければと思っています。

本当に人の役に立ち
環境にも人にもやさしい木の手すり「クネット」
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スチールフレームとの組み合わせにより
木の温もりと強度を両立した国産木材カウンター

お客様に配慮したユニバーサルデザインを採用

お客様に配慮したユニバーサルデザインを採用

プロトコルカウンター

国産木材を使用した、木の温もりあふれるカウンター。スチールフレー
ムを採用し、強度を確保。組み替え可能でユニバーサルデザインに配慮し
た、官公庁窓口用カウンターです。

■杖・傘転倒防止機能

■汚れ防止のキックガード

■車イス利用時に近寄りやすい天板裏の手掛かり

■車イス用カウンターをラインアップ

コクヨ株式会社
大阪府

業務改革や将来対応に応じたカウンター入れ替え

木の材質に左右されずに強度を確保

幕板のデザイン

地域材による製作も可能

ワイヤリング機能（オプション）

例えば業務エリアを縮小しカウンターラインを下げることで、来庁者エリアを広く確保したり、市民交流ス
ペース等への用途変換が可能です。

スチールフレームを採用し全体の強度を確保し
ており、レイアウト変更にも対応できます。天板
は、国産木材の集成材とメラミン化粧板から選択
可能です。

幕板とエンドパネルは、横桟・縦桟・桟なしの３タイプをラインアップ。建物の内装等に合わせてお選び頂
くことで、空間との親和性が高まります。

材料は、高知県産ヒノキ（節あり）が標準ですが、多摩産材など他の地域の材や節なしでの別製も承ります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

執務側はスチールフレームが見える仕様となって
おり、オプションでバックパネルや配線ダクト（3
段まで）を設置することができます。機器ごとに
配線を分けて収納することで、すっきりとした下
肢空間を実現できます。

　　　　　　　　執務エリア来庁者エリア 　　　　　　　　　　　　　　　　　執務エリア来庁者エリア

配線ダクト

化粧バックパネル
フレームは取り外して
解体組み替えも可能です。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

プロトコルカウンター
使用木材 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可
サイズ（mm） お問い合わせ下さい
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※配送費、施工費は別途。
※多摩産材など地域産木材をお考えの場合はお問い合わせ下さい。

プロトコルカウンター

大阪を拠点に家具の製造・販売、グラフィックデザイン、ス
ペースデザイン、プロダクトデザイン、アートから食、イベント
の企画運営に至るまで「暮らしのための構造」をキーワードに、
暮らしにまつわる様々な要素をものづくりから考え実践する
クリエイティブユニット。

designed by 

▲横桟 ▲縦桟 ▲桟なし
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カウンターEFタイプの組み替え自由度
はそのままに、幕板部分のみ地域木材
を用いたタイプです

カウンターEFタイプシリーズ　地域材幕板タイプ

●幕板の材料は、高知県産材ヒノキ・スギ集成材（節あり）が標準ですが、多摩産材など
他の地域の材をお考えの場合はお問い合わせ下さい。

●納期は、産地指定ありの場合で最短約５か月、産地指定なしの場合で約２か月ですが、
諸条件により変動することがあります。

●地域材幕板タイプのカウンター本体色（幕板を除く）はPAWとなります。

▲カウンターEFタイプシリーズ

▲カウンターEFタイプシリーズ地域材幕板タイプ

対応樹種について
ヒノキ集成材
スギと比較して木目が薄く、材料色
の差が少ない

スギ集成材
ヒノキよりも木目が濃く、白赤の色
差が大きい

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具
カウンターEFタイプシリーズ　
地域材幕板タイプ

基本仕様
天板表面材：メラミン化粧板
幕板：ヒノキ、又はスギ集成材ウレタン塗装（高知県産）＊多摩産対応可

サイズ（mm） お問い合わせ下さい
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※配送費、施工費は別途。
※ 幕板：高知県産材ヒノキ・スギ集成材（節あり）が標準ですが、多摩産材など地域産木材をお

考えの場合はお問い合わせ下さい。

テーブル天板の中心には、
①配線スリット
②カバーが外せるコードダクト
があります。

オフィスで使用できる強度と、シンプルで現代的なデザインを持っ
たテーブル。来客スペースだけでなく、会議やミーティングスペー
スでもご使用頂けます

ワイヤリング機能

FUBI

高知県の四万十川流域のヒノキは、淡いピンクがかった木肌で有名な良材です。FUBIは「結の森」
の間伐で搬出したヒノキを、節を除いて集成し、狂いが少なくオフィスで使用できる強度と、シンプル
で現代的なデザインを持ったテーブルとして生まれ変わらせました。天板には配線用スリットやコード
ダクトも装備。来客スペースだけでなく、会議やミーティングスペースでもご使用頂けます。

①①

②②

家具・什器／テーブル

FUBI
品　番 ZLW-AWT2412N ZLW-AWT2409N ZLW-AWT1809N ZLW-AWT1509N
使用木材 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可
サイズ（mm） W2,400×H720×D1,200 W2,400×H720×D900 W1,800×H720×D900 W1,500×H720×D900
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談 応相談
備　考 １セクション４本脚 １セクション４本脚 １セクション４本脚 １セクション４本脚

品　番 ZLW-AWT4812N ZLW-AWT4512N ZLW-AWT3612N ZLW-AWT3012N
使用木材 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可 ヒノキ（高知県産）＊多摩産対応可
サイズ（mm） W4,800×H720×D1,200 W4,500×H720×D1,200 W3,600×H720×D1,200 W3,000×H720×D1,200
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談 応相談
備　考 ３セクション８本脚 ３セクション８本脚 ２セクション６本脚 ２セクション６本脚

※配送費、施工費は別途。
※材料は結の森FSC認証ヒノキが標準ですが、多摩産材など地域産木材をお考えの場合はお問い合わせ下さい。

▲ZLW-AWT2412N ▲ZLW-AWT4512N
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新役員家具シリーズ国産･地域材対応タイプ。｢Roll Press Wood」
技術による、広葉樹と同程度の強度を持った突板家具です
コクヨの新役員家具「スペリア」シリーズは、スギ・ヒノキ・カラマツなど国産木材・地域材を活用
した家具づくりを推進しています。軟質針葉樹圧密化技術「RollPressWood」によって、やわらかく
傷つきやすい性質の針葉樹から、広葉樹と同程度の強度を持った突板家具の製造が可能になりました。
森林環境に配慮しながら、妥協のないデザイン性を有した新商品群をご提供致します。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

SUPERIA
使用木材 スギ・ヒノキ・カラマツ（国産）＊多摩産対応可
サイズ（mm） お問い合わせ下さい
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※配送費、施工費は別途。
※多摩産材など地域産木材をお考えの場合はお問い合わせ下さい。

▲スペリア／デスク片袖タイプ

▲ガラス書庫　上ガラスタイプ ▲ガラス書庫　４枚扉タイプ ▲ガラス書庫　２枚扉タイプ

▲オーガス（針葉樹圧密突板天板タイプ）

軟質針葉樹圧密化技術
｢Roll Press Wood」

SG
（スギ圧密）

NT
（ナチュラル）

CH
（チェリー）

BW
（ブラウン
ウォルナット）

AG
（アッシュグレー）

BX
（ブラック）

やわらかい性質の針葉樹から広葉
樹と同程度の高い強度と木目本
来の美しさを備えた家具づくりが
可能となりました。

可変性や操作性を高めることで日常的にも非日常的にも快適に使
える ｢フェーズフリー」発想のアイテム
多目的に使えるだけでなく、組み合わせることでより幅広いワークシーンに対応します。
天板に国産･地域産木材を採用した別製対応が可能です。

サイズバリエーション
家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

MULTIS
使用木材 ヒノキ集成材（国産）＊多摩産対応可
サイズ（mm） お問い合わせ下さい
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※配送費、施工費は別途。
※多摩産材など地域産木材をお考えの場合はお問い合わせ下さい。▲W800×D600 ▲W800×D800

※テーブル連結やレイアウト時に衝撃を与えると
　天板端部に凹みが生じる恐れがあります。

脚部にはマグネットを内蔵。テーブル同士を近
づけるだけで簡単に連結でき、レイアウト変更
がクイックに行えます。天板に国産ヒノキ集成材を採用した別製

天板は１辺に切り欠きを設けたデザインを採用。
パネルオプションを取り付けた状態やテーブル
同士を連結した状態で、小物トレーや配線を出
すことができます。

集中環境の確保や、プライバシーへの配慮に役立つパネルオプ
ションは取り付けたまま上下反転でき、天板下に装着した状態
でテーブル同士の連結が可能です。

多
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フレキシブルなワークスタイルを演出する新世代のミーティングテーブル

コクヨは、国産･地域産木材を活用した製品の拡充を進めております。
詳しくはお問い合わせ下さい。

シンプルで洗練されたデザインのなかにオフィス空間を効果的に活用できる多様なタイプのテーブル
をラインアップしています。天板は国産･地域産木材を採用した別製対応が可能です。

※天板別製対象外の商品が一部含まれています。詳しくはお問い合わせ下さい。

＊ヒノキは軟らかい素材のため、天板の上でボールペン等の尖った物を直接使用しないで下さい。表面を傷つけたり跡が残る恐れがあります。
＊直射日光やストーブなどの熱、冷暖房器の風が直接あたる場所などは過乾燥が起こり、ひび割れの原因になります。温湿度変化の著しいところでの使用は避けて下さい。

イニシア
（天板:国産ヒノキ）

リーフライン
（天板:国産ヒノキ）

ジューク
（棚板/パネル:国産ヒノキ）

天板に国産ヒノキ集成材を採用

固定タイプと変わらない低床デザインでのキャスター機構を実現。
下肢空間が広々と快適に着席でき、移動時も楽々。使いやすく空
間デザインを壊さない新世代のキャスターです。

配線をすっきりと隠すシンプルな配線ボックス。裏返せば、コン
セントタップへアクセスしやすい状態でも使えます。

ヒノキ集成材

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

VIENA
使用木材 ヒノキ集成材（国産）＊多摩産対応可
サイズ（mm） お問い合わせ下さい
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※配送費、施工費は別途。
※多摩産材など地域産木材をお考えの場合はお問い合わせ下さい。

コクヨ株式会社
https://www.kokuyo.co.jp/

▲コクヨ株式会社 サステナビリティ推進室
環境ユニット長

明治38年、和式帳簿の表紙店として創業したコクヨ株式会社。「人の役に立つこと
をしていれば、必ず受け入れられる」という創業者の信念を受け継ぎ、帳簿やノート
からオフィス家具や文房具全般へとその事業を広げてきました。
　そんな当社は、平成10年から時代に先駆けて、スチールデスクの天板部分に国産
の間伐材を使った商品を提案するなどの取り組みを行ってきました。また、平成18
年10月からは、地球環境に関する様々な課題を解決すべく、高知県を流れる四万十
川流域の森を舞台に「結の森」プロジェクトをスタートさせています。

　日本の森林資源を守るために間伐材を使ったオフィス家具を
日本の森林のおよそ4割は人工林です。そしてその森林の多くが、間伐不足によっ

て機能の低下を起こしています。森林を活かすために必要な間伐がなされないのは、
間伐材が売れないから。そこで、当社が「森林資源を利用することで成長してきた企
業として、コクヨとしてできることはないか？」とまず始めたのが国産の木材・間伐
材を家具に使おうという取り組みでした。間伐材の天板からスタートして、官公庁な
どに「地域材を使いませんか？」と呼びかけ、新たな国産木材の利用方法を生み出そ
うとしたのです。

　直接的に森林保全に取り組む「結の森」プロジェクト
間伐材を使った製品という間接的な森林保全に加え、当社では平成18年からより

直接的な森林保全活動である「結の森」プロジェクトにも取り組んでいます。高知県
の四万十川森林組合（当時は大正町森林組合）の集成材工場と連携し、まずは四万十
川流域の森を育て、それを国産木材のオフィス家具に。今では四万十川周辺の地域の
みならず、多摩産材をはじめとした全国各地の地域材に新たな命を吹き込み、地域木
材の地産地消に貢献しています。
四万十町の町役場は、窓口のカウンターや記載台、待合の椅子など、木製家具の多

くは当社が提案した四万十檜で作られています。また、醸造樽を作っているのと同じ
森の木で酒造メーカーのオフィス家具を作ったこともあります。

　使うことで地域の森林保全に貢献できるオフィス家具
スギやヒノキなど、針葉樹を家具として利用することは様 な々困難が伴いますが、持続可
能・再生可能な材料として、環境面でも非常に優れた素材です。国産木材・地域材で作
られた製品を選ぶことは、SDGsの「つくる責任 つかう責任」にも合致します。多摩産材
をはじめ、地元の木で作られた商品を使うことは、その地域の森を守ること。価格がネッ
クになりがちな地域材、国産木材ですが、価格だけではない価値が木にはあるのです。
 　ぬくもりが感じられ、使っていくうちに味わえる変化があるため、やはり木には他の素
材にはない良さがあります。皆様の地元の材で、そんな木の家具をお届けします。

多摩産材をはじめ、
希望する地域の木を使った家具をお届け

東京品川SSTオフィス

大
阪
梅
田
駅

JR大阪
駅

ナレッジキャピタル タワーC11F
梅田ショールーム東京ショールーム（THE CAMPUS内）

〒108-8710
東京都港区港南1-8-35
営業時間／10:00～16:00
休館日／	土日祝日、夏期休業日、年末年始、5月

1日、改装工事期間（不定期）

梅田ショールーム
〒530-0011
大阪市北区大深町3-1	グランフロント大阪
	ナレッジキャピタル	タワーC	11階
営業時間／10:00～16:00
休館日／	土日祝日、夏期休業日、年末年始、5月

1日、改装工事期間（不定期）

JR品川駅　
港南口より徒歩約3分

JR大阪駅より徒歩約5分
大阪梅田駅より徒歩約5分

コクヨ・四万十「結の森」プロジェクト
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本物をデザインする　森の恵みを都市へ
内装制限のかかる部位でも、
無垢国産木材で彩る空間を実現できます
　内装用の準不燃木材（国土交通大臣認定品）。内装制限のかかる
エントランスなどの部位にも、無垢の国産木材が持つ温かみや高
級感を活かした空間づくりが可能です。着色も可。
　新しく開発した低吸湿性の防火薬剤と独自の塗装を組み合わせ
ることで、これまでの課題であった「潮解」「白華」現象を軽減し
ています。

越井木材工業株式会社
大阪府

建材／内装材

スーパーDパネル
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm） W105 × L3,000（4,000）× T15
W100 × L3,000（4,000）× T15

（羽目板）
W105 × L3,000（4,000）× T30

ロット数 1 枚～ 1 枚～ 1 枚～

価格（税別） ￥16,500/ 枚 ￥16,500/ 枚 ￥33,300/ 枚
※価格はＬ3,000の場合を記載。
※配送費別途。
※認定番号：QM-0981-1（準不燃）。

屋外にも地域産材を
　木材を高温の水蒸気と熱で処理することで、耐候性・寸法安定性
を向上した製品。ルーバーなどの外装材や軒天、デッキなど、特に
屋外用途に最適です。
　北欧発祥のサーモウッド技術を、日本の樹種に合わせて改良。薬
剤を使わず処理しており、室内外問わず使える、環境にやさしい材
料です。スギやヒノキなどの地域産材の指定が可能です。

建材／外装材

コシイ・スーパーサーモ
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W120 × L3,000 × T18

（羽目板）
W60 × L3,000 × T30　 W109 × L3,000 × T25　 W77 × L3,000 × T35　

ロット数 1 本～ 1 本～ 1 本～ 1 本～

価格（税別） ￥9,000/ 本 ￥6,700/ 本 ￥10,700/ 本 ￥7,300/ 本
※表示価格は国産木材の場合。多摩産材の価格については別途ご相談下さい。
※配送費別途。
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建材／構造材

コシマイトウッド（ヒノキ）
使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W90×L3,000～4,000×T90 W105×L3,000～4,000×T105 W120×L3,000～4,000×T120
ロット数 30 本 /BL ～ 20 本 /BL ～ 16 本 /BL ～

価格（税別） ￥240,000/㎥ ￥240,000/㎥ ￥240,000/㎥

耐久性の高い加圧注入処理土台（防腐・防
蟻性能）である「コシマイトウッド」と、
「コシマイトウッド」の寸法安定性を向上
させるため、 人工乾燥を加えた保存処理乾
燥土台「コシマイトドライ」
どちらも、防蟻処理とセットで保証をつけ
ることが可能です
　全国の主要な森林組合、原木市場、製材所と連携し、国産木材供給のプラットフォーム
を構築しています。安定的に供給できる体制を通じて、SDGsの実現が可能です。
　使用している防腐防蟻薬剤のACQは世界中で実績があり（木材材積に換算して年間約
2,500万㎥）、この薬剤は、国内でJIS規格になっています（JISK1570）。製品は、JASK
３認定商品になります。
　また「コシマイトドライ」は、天然乾燥と人工乾燥を組み合わせて生産しています。

コシマイトドライ（ヒノキ）
使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W90×L3,000～4,000×T90 W105×L3,000～4,000×T105 W120×L3,000～4,000×T120
ロット数 60 本 /BL ～ 40 本 /BL ～ 32 本 /BL ～

価格（税別） ￥340,000/㎥ ￥340,000/㎥ ￥340,000/㎥
※配送費別途。数量等、相談に応じます。
※使用薬剤の成分は、銅と殺菌剤の組み合わせです。この殺菌剤は、コロナの殺菌としても使用されています（塩化ベンザルコニウム）。

▲コシマイトウッド（ヒノキ） ▲コシマイトドライ（ヒノキ）

木を科学して半世紀
「燃えにくい」を実現した、
防火構造認定取得の木製外装材
　国土交通省認定防火構造を取得しており、準防火地域に建築する
木造住宅の外装材に使用できます。
　防火薬剤処理から材料加工まですべて自社工場にて実施しており、
徹底した品質管理のもと、加工と出荷を行っています。

建材／外装材

コシフネンースギ
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W120 × L960 ～ 3,000（乱尺）× T18
ロット数 1㎡～

価格（税別） ￥25,000/㎡　
※配送費別途。
※防火構造認定品
　認定番号：PC030BE-0532（軸組）、PC030BE-0502（枠組）
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温湿度が高くなる壁内部でも、
中長期的に安心
加圧注入処理のため、耐久性も抜群です
　建築物の外装下地は湿度環境の変動による結露から、腐朽の問題
や白蟻被害のリスクが考えられます（「令和元年台風第15号に伴う
強風による建築物被害　現地報告書（速報）」）。
　防腐防蟻した胴縁・瓦桟を使用すれば、セイフティーセーフの考
え方で長期にわたり安全安心です。
　コシイは建材流通を組んで邸別配送の物流システムを構築してい
ます。必要なときに必要な数量を現場にお届けします。

建材／構造材

CB胴縁（防腐防蟻胴縁）
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W45 × L3,000 × T15 W90 × L3,000 × T15 W45 × L3,000 × T18 W90 × L3,000 × T18
ロット数 360 本 /BL ～ 180 本 /BL ～ 300 本 /BL ～ 150 本 /BL ～

価格（税別） ￥150,000/㎥ ￥150,000/㎥ ￥150,000/㎥ ￥150,000/㎥
※配送費別途。数量等、相談に応じます。
※CB胴縁で使用している薬剤（セルボーP）は、JIS K1570の該当薬剤になります。

2×4用アジャスターを使って、
サーモウッドで好きな場所に棚などを作る
ことができます
　サーモウッドはもともと北欧の技術ですが、日本の環境で育った
木材に適用するよう改良し、国内で生産しています。木材を熱処理
することで水分との結びつきを防ぎ、寸法変化が抑制されます。
　サーモウッド処理に使うのは、水蒸気と熱のみ。ペットや手に触
れる場所にも安心してお使い頂けます。環境にやさしくSDGsにも
貢献します。

建材／内装材

シェルフサーモウッド２×４（水蒸気式高温熱処理木材）
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm）
W89 × L500 ×

T38
W89 × L1,000 ×

T38
W89 × L1,500 ×

T38
W89 × L2,500 ×

T38
W89 × L3,000 ×

T38
ロット数 応相談 応相談 応相談 応相談 応相談

価格（税別） ￥650,000/㎥ ￥650,000/㎥ ￥650,000/㎥ ￥650,000/㎥ ￥650,000/㎥
※配送費別途。数量等、相談に応じます。
※薬剤は一切使用しておりません。
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建材／構造材

杉防腐LVL
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）
W90 × L3,000・3,650・4,000 × T90
W105 × L3,000・3,600・4,000 × T105 等

ロット数 応相談

価格（税別） 個別お見積り
※上記以外のサイズも対応可能です。
※使用している薬剤（セルボーP）は、JIS K1570の該当薬剤になります。

耐久性の高い
加圧注入処理土台（防腐・防蟻性能）で、
土台や大引に最適なスギ防腐LVL
防蟻処理とセットで保証をつけることも
可能です
　スギの単板を加圧注入処理したあとに積層してLVL化するため、
製品内部に均等に防腐防蟻薬剤が含浸されており、高い耐久性があ
ります。

東京出張所	 	
〒272-0133	 	
千葉県市川市行徳駅前1-27-17		
TEL	 047-395-6321	
FAX	 047-935-6324	
MAIL	 sd@koshiiwoods.com	

本社	 	
〒559-0026	 	
大阪府大阪市住之江区平林北1-2-158	 	
TEL	 06-6685-2061	
FAX	 06-6685-8778	
MAIL	 sd@koshiiwoods.com

https://www.koshii.co.jp/
越井木材工業株式会社

▲多摩産材活用事例（多摩川上水緑道管理
詰所トイレ棟/コシイ・スーパーサーモ）

▲大阪本社 工場

▲代表取締役社長の越井潤さん

その歴史を江戸時代の木材商までさかのぼることのできる越井木材工業株式会社は、
大阪に本社を構え、令和４年に創業132年を迎えます。明治時代に日本初の電信電話
開設の際に逓信省へ電柱素材を納入するなど、人づくり、モノづくりを通して、社
会貢献を目指してきました。近年は、QCDE（品質・価格・納期・環境）の改善や
SDGsへの取り組みにも力を入れています。

多摩産材を利用し、都からの様々な認証を受ける製品
当社では、建築、公園、土木、鉄道車両、トラック、DIYなど広い分野に使われ
る木材製品を取り扱っています。トラックや鉄道車両のボディや内装、床材、住宅な
どに使われるサーモウッドやパネル、サッシなどが主力商品で、デッキやフェンスに
関しては、設計・施工まで請け負っています。
当社のフェンスは「とうきょう森づくり貢献認証」（木製デザインフェンス７種

類）を受けたほか、デッキや軒天が「東京都港湾局新材料新工法」「東京都建設局新
技術」に選定されるなど、多摩産材の利用促進のための様々な認証を受け、幼保施設
や公共施設などで多数の実績があります。また、多摩産材フェアには毎年参加してい
て、その優れた技術・工法は広く知られています。

目指すはSDGsの17ゴールすべての達成
全社を挙げてSDGsの17ゴールすべてを達成するという目標を掲げている当社。特
定分野だけでなく、17のすべてに取り組むことで初めて見えてくる課題やチャンス
があると考え、社員一人一人の意識も確実に変わってきています。その目標と、東京
都が取り組む多摩産材の活用とが、まさに合致しているのです。
そんな当社では、国産木材の歩留まり追求にも取り組んでいます。
原木の単価を一定以上の高値に保つことができれば、十数年後に到来する主伐期に

も、再造林の費用が捻出できます。そのための課題は、様々なスペックの製品の販路
を開拓すること。木材利用を増やしていくことでこれが実現でき、本当の持続可能な
森林経営が実現できるのです。

「地産外消」で、都市と山の共生を
レスケミカル、高い耐久性など、近年、木製品には多くのことが求められるようになっ

てきました。そんななか、当社の高い木材加工技術を背景としたコシイ・スーパーサー
モやデザインフェンスなどが支持されています。これまでも、特に都市部での木材利
用の促進を図り、山間部へ価値を還元するモデル「地産外消」を長く掲げてきました。

SDGsと東京都の理念によって、都市と山の共生が可能になるチャンスがやってき
たのです。皆様と夢を共有し、次世代へ素晴らしい世界を残したいと思います。

次世代へつなげていく都市と山の共生
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多摩産材・国産木材を使った
足踏み式消毒液スタンド
　新型コロナウイルス対策と手指消毒体験により、多摩産材を知っ
て頂くための機会としてご活用頂けます。
　足踏みなので手を使わずに消毒ができ、木の温かみも感じられま
す。オフィスだけではなく、自宅に置いてあっても違和感なくご使
用頂けます。
　また、一般用のスタンドよりも22cm低くした、お子様用もご注
文頂けます。ペダル部分もお子様が踏みやすいよう、一般用よりも
大きめになっています。

株式会社小林三之助商店
岐阜県

家具・什器／衛生・防災用品

消毒液スタンド
タイプ 一般用 子ども用
使用木材 スギ（多摩産）、ヒノキ・クリ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W250 × H950 × D250 W250 × H730 × D250
ロット数 １～ １～

価格（税別） スギ・ヒノキ：￥15,300 / クリ：￥19,200 ￥15,300

定乱尺（長さ：455・509・606・705・910・1,212）、フィンガージョイント、１枚
物の３種類です。
加工は本実・エンドマッチです。

岩手県産のクリ材を使用した
フローリング

建材／内装材

フローリング
使用木材 クリ（国産） クリ（国産） クリ（国産）

サイズ（mm）
W1,820 × H15 × D75

（1 枚・フィンガージョイント）
W1,820 × H15 × D90

（1 枚・定乱尺）
W1,820 × H15 × D120

（1 枚・定乱尺）
ロット数 0.5 坪～ 0.5 坪～ １ケース（1 枚物で 7 枚）～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

▲クリ（国産） ▲スギ（多摩産）
▲ヒノキ（国産）
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積んだり、組んだり、桝
ます

のように組み合わせることも可能です！
自由な発想で楽しむことができます！
無塗装のピースと、口に入れても安全な塗料を使った色付きの
ピースがあります。

岐阜県産のヒノキでできた
天然木材の積み木

玩具・遊具

つみマスくみマス
タイプ 24 ピース（無塗装） 48 ピース（無塗装） 48 ピース（無塗装 39・色付き 9）
使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） 箱：W110 × H76 × D215 箱：W236 × H80 × D236 箱：W236 × H80 × D236
ロット数 １箱～ １箱～ １箱～

価格（税別） ￥5,000 ￥10,500 ￥11,400

▲赤、緑、白（各3ピース）入り

東京営業所	 	
〒113-0022	 	
東京都文京区千駄木1-22-28	 	
TEL	 03-5834-2206	
FAX	 03-3821-3358	
MAIL	 ksstokyo@sannosuke.co.jp

本社	 	
〒500-8648	 	
岐阜県岐阜市加納天神町4-24	 	 	
TEL	 058-271-0456	
FAX	 058-271-0297	

http://www.sannosuke.co.jp/
株式会社小林三之助商店

株式会社小林三之助商店は、明治41年、鉄道用の枕木を取り扱う商社として創業
しました。以来、森、そして木とともに100年以上の歴史を重ね、循環型社会の実現
を目指してきました。森林造営から原木伐採、木材加工、販売、リサイクルまでの一
貫したシステムを誇る、森林と木材に関する総合メーカーです。
当社は、当時の鉄道省（現在の国土交通省）の指定業者として、長年国鉄へ枕木を

納入してきた国内最大の枕木メーカーとしての実績を柱に、広葉樹の原木から枕木を
製材し、残った木を物流のパレット材にしたり、質の良いものを丸太として自社の木
材市で販売したりしています。また、家屋を解体した際に出る木質廃棄物をリサイク
ルし、製紙用のチップやバイオマス燃料として利用するなど、資源の有効活用にも取
り組んでいます。

多摩産材、国産木材の活用
当社では、国内外から様々な樹種を収集し、時代の要請に応じた木材の確保と製造

を行ってきました。
昨今の日本の森は、戦後に植林された木が使用適齢期を迎えているのにも関わらず、

伐採コストの高騰や林業の人手不足などから出材が少なくなっています。貴重な資源
である日本の森は、有効活用できていない状態にあるのです。
そこで、森という先人たちからの贈り物について、日本人として改めて考えるきっ

かけになればとの想いもあり、当社では、感染症対策のための手指消毒用に、足踏み
式消毒液スタンドを製作しました。感染対策と同時に、実際に触れて頂くことで、木
の温もりや癒しを感じ取れるような機会を提供していきたいと思います。当社の拠点
がある多摩産材スギ、岐阜県産ヒノキ、岩手県産クリのものをご用意いたしました。

クリ材のスペシャリストとして環境にも貢献
日本で最も水に強い樹種として、昔から土台や枕木などに使われているクリ材は、

当社が最も得意とする樹種です。当社のクリ材は、国鉄時代から防腐材を注入しない
素材のままで枕木に利用されてきました。また、当社はクリ材のフローリングなども
生産しています。
クリにはタンニンという成分が含まれており、鉄などと反応して黒くなるといった

面白い特徴があります。青森県の三内丸山遺跡には、約4200年前の縄文時代のクリ
の木柱が残っているほどです。こんなロマンと可能性を秘めたクリ材について、今後
もスペシャリストを目指すべく、日々精進してまいります。

SDGsという言葉が当たり前に聞かれるようになった現在、森林の資源を活用する
ことは、環境への貢献につながります。
森林を守ることは災害の防止や水源の涵養、大気の浄化にも役立ちます。木の潤い

を人々の生活にお届けするという重要な役割を、今後も果たしていきます。

人は環境に、どれだけやさしくなれるのか

▲無塗装のみ
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3Dデザイン家具 
2人掛けソファー
　やわらかく流れるようなラインは、３D画のデータを基に製作しています。座面は
スリット状で一見すると固そうに見えますが、座圧が分散され、平らな座面よりも長
時間快適に座れます。スリットの隙間にスマホが落ちても、傾斜した差し込み板があ
るので簡単に取り出せます。

株式会社サカモト
埼玉県

家具・什器／ベンチ

3Dデザイン家具　HADOW2
使用木材 針葉樹合板（多摩産）
サイズ（mm） W1,400 × H500 × D750
ロット数 １～

価格（税別） ￥348,000

3Dデザイン家具　
6人掛けベンチ
　ボンドやビスを使わずに完成させる、実用新案取得商品です。日本伝統技能の“組
木”の技術を家具に応用しています。職人でなくても解体・組立が可能で、一部が破
損しても容易に交換ができます。

家具・什器／ベンチ

3Dデザイン家具　HADOW6
使用木材 針葉樹合板（多摩産）
サイズ（mm） W1,800 × H520 × D1,150
ロット数 １～

価格（税別） ￥488,000
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3Dデザイン家具　
デスク＆チェアー
　戦闘機やスポーツカーのコックピットのように、身体を包み
込むような形状が特徴で、“ワークブース”や“e-スポーツ”で
利用すれば集中力が高まります。デスクの底にキャスターが５
個付いていて、デスクを前後させて乗り込みます。形状も含め、
実用新案を取得した商品です。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

HADOW Cockpit
使用木材 針葉樹合板（多摩産）

サイズ（mm）
Desk：W890 × H1,020 × L1,000 
Chair：W850 × H910 × L1,000

ロット数 １セット～

価格（税別） ￥746,000

建具職人が作る椅子
　縦にスッと伸びる背もたれの縦格子に、脚を構成しているのは４本の木材を四角
形に組み立てるカマチ組。日本建築の組手をモチーフに、美しく見える形状を探求
しました。背もたれの緩やかなカーブと、１脚ずつ職人によって丁寧に成形された
座面の曲面が、やさしく身体を包み込みます。

家具・什器／チェア

KADOU CHAIR
使用木材 ヒノキ無垢集成材（国産）
サイズ（mm） W417 × H792 × D455 × SH418
ロット数 ２～

価格（税別） ￥57,000
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建具職人が作るバタフライテーブル
　日本の伝統的建築の組手をモチーフにデザインされたバタフ
ライテーブル。ほんの少しの力でスムーズに天板を広げられる
よう設計されています。国産の革で作られている脚カバー（オプ
ション）と国産ヒノキで作られたテーブルは、時の経過ととも
に色合いが深くなり、使う人とともに成長する自然の素材です。

家具・什器／テーブル

KADOU バタフライテーブル
使用木材 ヒノキ無垢集成材（国産）
サイズ（mm） W1,200 / 2,000 × H700 × D800
ロット数 １～

価格（税別） ￥295,000

　屋外イベントに持ち運びOK！
　女性２人でも組み立て簡単！
　約30分でイベント屋台をオープン！
　テントは防炎防汚加工（クリップコードフック付き）で、
脚付カウンターを大２枚・小２枚と置き棚が２枚付いてい
ます。“ひとつぼ屋台”をたくさん並べれば、自然と人が集
まり、会話もはずみます。

　ひとつぼシリーズで、扉の形状を変えられる商品です。
　完全に閉鎖された空間や、障子にして採光を多くしたり、
子どもの遊び場として中が見えるようにしたり、お客様の
要望により変えられます。

ひとつぼシリーズ
ひとつぼ屋台

ひとつぼシリーズ
ひとつぼキャビン

家具・什器／ユニット・イベントブース

ひとつぼ屋台
使用木材 スギ・針葉樹合板（国産）
サイズ（mm） W1,800 × H2,700 × D1,800
ロット数 １～

価格（税別） ￥465,000
※三角屋根＆床付き。

家具・什器／ユニット・イベントブース

ひとつぼキャビン
使用木材 ヒノキ・スギ・針葉樹合板（国産）
サイズ（mm） W1,800 × H2,800 × D1,800
ロット数 １～

価格（税別） ￥650,000 ～
※屋根＆床付き。
※扉形状：全面スギ／格子／障子／窓付きなど。
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　一坪でもてなす、和の心をテーマに開発した商品で
す。京都大学大学院工学研究科の田路准教授に監修を依頼
し、侘びの精神を倣いつつ、深く明るい空間を実現しまし
た。屋根・建具は防炎加工の和紙張りです。大切なゲスト
をお迎えするエントランスやロビーに、一坪・一服のおも
てなしはいかがですか。

　国産スギに囲まれた場所で仕事をすれば、適度な湿度
と木の香りでストレスなく効率が高まります。テーブル
とコンセントが設置されているので、ノートPCを持ち込
めば快適な職場が完成します。

ひとつぼシリーズ
ひとつぼ茶室

ひとつぼシリーズ
ひとつぼブース

家具・什器／ユニット・イベントブース

ひとつぼ茶室
使用木材 ヒノキ・スギ・針葉樹合板（国産）
サイズ（mm） W1,800 × H2,800 × D1,800
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,395,000
※床：畳、屋根：和紙張り、踏石：スギ角材。

家具・什器／ユニット・イベントブース

ひとつぼブース
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W1,800 × H2,800 × D1,800
ロット数 １～

価格（税別） ￥385,000
※三角屋根：オプション、床：無し。

https://eco-sakamoto.co.jp/
株式会社サカモト

▲本社ショールーム

▲代表取締役の坂本勉さん

株式会社サカモトは、昭和36年、緑豊かな埼玉県飯能市に木製建具製造業として
創業しました。今でもオーダーメイドの建具が売り上げの約７割を占めますが、家具や
テーブルなど、建具以外の依頼も増えてきています。また、最近では新型コロナウイ
ルスの影響もあり、建具を組み合わせた「間仕切りブース」の依頼も多くなっています。
会社のビジョンは“夢あるモノづくり＝Dream Maker”で、時代の要請に応え、さ
らに人々の生活に彩

いろどり

を与えられるような製品作りを心がけています。

3つの柱で事業展開
当社は、①オーダー製品、②オリジナル製品、③SDGs/CSRの３つの柱で事業を

展開しています。
従来までは、オーダー製品が売り上げの100％を占めていた当社ですが、４年ほど

前からオリジナル製品の開発も始めました。話題を集めた「ひとつぼ」シリーズを
はじめ、天然木材を極薄にカットした壁紙シート「ウッドピール」「環境性能eco」
シリーズ、地元の森で育ったヒノキを用いた職人技が光る家具「KADOU」、斬新な
3D家具の「HADOW」シリーズなどがあります。オリジナル製品の開発には、時間
もコストもかかりましたが、常にチャレンジを続けるという姿勢を示すことで、オー
ダー製品の新規顧客獲得にもつながっています。

SDGsに関しては、社内で４つのゴールを設定し、それぞれに具体的な活動計画を
作成しました。例を挙げると、「12　つくる責任 つかう責任」に関する活動計画とし
て、①リサイクル可能な製品の開発→②廃棄品を無料回収する制度の策定→③回収し
た商品の再利用を実施しています。

地産地消を目指して多摩産材を活用し、木材の可能性を広げる
当社ではこれまで、主に地元・埼玉県の地域材である西川材を使ったオリジナル製

品を製造・販売していました。しかし、当社のビジネスの７割以上は東京都内です。
そこで、「地産地消」を目的に、マーケットに合わせた材料（＝多摩産材）を使用し
ようという軌道修正を行いました。
当社のような小規模な木工所の場合、職人の手加工の占める割合の高さから、商品

のコストがどうしても高くなりがちです。このことに対しては、①機械化を進めて
生産性を高め、コストを下げる、②価格競争の必要がないような他にはない（できな
い）商品をつくる、の２つのアプローチで取り組んでいます。
当社の強みは、60年以上積み上げてきた建具製造の知識や技能だけではなく、３
Ｄ画像データの作成や高性能NC機による加工ができ、それもすべて自社で完結でき
ることです。
木製品でさえあれば、どんなものでもご希望の製品を作ることが可能です。ぜひ、

ご相談下さい。

他にはまねのできないオリジナル商品で
木材の新たな可能性を探り、生活に彩

いろどり

を

〒357-0031	 	
埼玉県飯能市山手町25-21	 	
TEL	 042-972-2022	
FAX	 042-973-6922	
MAIL	 knock-knock@eco-sakamoto.co.jp

多
摩
産
材



178 179

made in Tokyoの家具
　東京の多摩地域で育ったヒノキを活用し、テーブル、ソ
ファ、アームチェアなど、８つの家具をデザインしました。
生活のなかで身近に置いて、長く使って頂けるようなアイ
テムばかりです。ホームユースだけでなく、公共施設やオ
フィス空間にもおすすめです。

▲構造部は多摩産材のヒノキ、
天板には天然由来の素材リノリウムを使用。

有限会社シーズ（Oxygen）
東京都

家具・什器／テーブル

Table
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W1,600 × H720 × D825
ロット数 １～

価格（税別） ￥190,000 ▲構造部は多摩産材のヒノキ、座面は日本製のファブリックを使用。

家具・什器／チェア

Arm Chair
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W543 × H770 × D545
ロット数 ２～

価格（税別） ￥123,000
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家具・什器／ソファ

Sofa
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W1,540 × H750 × D825
ロット数 １～

価格（税別） ￥400,000

家具・什器／テーブル

Side Table
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W480 × H450 × D230 
ロット数 ２～

価格（税別） ￥50,000
▲構造部は多摩産材のヒノキを使用。

▲構造部は多摩産材のヒノキ、座面は日本製のファブリックを使用。

家具・什器／キャビネット・収納家具

Shelf （high）
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W740 × H1,485 × D300
ロット数 ２～

価格（税別） ￥180,000

家具・什器／キャビネット・収納家具

Shelf （low）
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W1,440 × H445 × D300
ロット数 ２～

価格（税別） ￥140,000

▲構造部は多摩産材のヒノキ、
天板には天然由来の素材リノリウムを使用。

▲構造部は多摩産材のヒノキ、
天板には天然由来の素材リノリウムを使用。
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家具・什器／インテリア用品

Mirror （stand）
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W450 × H1,440 × D35 
ロット数 ２～

価格（税別） ￥55,000

家具・什器／インテリア用品

Mirror （wall）
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W580 × H800 × D120
ロット数 ２～

価格（税別） ￥60,000

MODESTE（販売店）	 	
〒192-0063	 	
東京都八王子市元横山町3-5-4-101	
TEL	 042-686-0758	 	
MAIL	 mail@modeste.info

本社
〒193-0813	 	
東京都八王子市四谷町841-8	 	
TEL	 042-620-5578	
FAX	 042-620-5578	
MAIL	 y-seeds@nifty.com

http://www.oxygen-furniture.com/
有限会社シーズ（Oxygen）

▲代表の望月成一さん

　多摩の森林の置かれた状況を知り、その問題にデザインから貢献しようと立ち上げ
られたOxygenは、多摩産材のヒノキやスギをほぼ100％の商品に使用したデザイン
家具のブランドです。単に木から生み出される「酸素」という意味だけでなく、プロ
ダクトそのもののみならず、そこから生まれる空気感までもデザインしたい-そん
な想いがOxygenの名には込められています。

多摩産材に異素材を組み合わせることの利点
Oxygenの家具の特徴のひとつが、多摩産材と異素材とのコラボレーション。スギ
やヒノキといった針葉樹は、強度の面で家具にはあまり向いていないとされてきまし
た。Oxygenでは、多摩産材のヒノキにリノリウムやファブリックといった異素材を
組み合わせることで、ヒノキの色味や木目、節の美しさを際立たせつつ、強度面の弱
点をカバー。しかも、デザイン的にも優れた家具を生み出しました。
多摩産材を前面に出した家具には、デザイン的な視点から見ると、今ひとつという

ものが多いと感じていました。そこで当社は、うまく異素材を取り入れることで、木
目を出しすぎず、洗練されたデザインの多摩産材家具、出しゃばらず、どんな場所に
も順応する、シンプルかつスタイリッシュな家具作りを目指しています。

デザインの力で多摩産材の価値を上げる
多摩地域のスギやヒノキの針葉樹林には、50年近く放置に近い状況にあったところ
もあるそうです。しかし、森を守り、次代に伝えていくためには、今この森を活用し
てつないでいかなくてはなりません。多摩産材も、あまり手をかけてもらえずに育っ
てしまうと、扱いづらい素材になってしまいます。森林を今使うためには、数十年前
からの人の手の積み重ねが必要なのです。そんなところからも、今生きている私たち
が、「未来を見据えて何をするべきか？」ということを考えなくてはならないのだと
思います。正直、便利な材料とは言い難い面もある多摩産材ですが、それをデザイン
の力でどれだけ魅力的に見せられるか、というのが当社のやるべきことだと考えてい
ます。

小回りの利く対応で空間そのものをプロデュース
　受注生産の商品が多いOxygenですが、ショールーム兼カフェ・ギャラリー
「MODESTE」を訪れ、その場で気に入って購入する個人の方も少なくありません。
主役はあくまで使う人。お客様に快適にお使い頂くために、座面の高さや手すりの

位置なども細かにカスタマイズ対応しています。また、Oxygenにはインテリア、プ
ロダクト、グラフィックのデザインができるメンバーが揃っていますので、空間を丸
ごとお任せ頂くことも可能です。大手にはできない小回りの利くきめ細やかな対応で、
お客様のご要望をご満足頂ける形に致します。

地元に根差し、多摩産材に新たな価値を
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ヒノキのベビーチェア（0～1歳）
背板を曲線にすることで、よりやさしい雰囲気に仕上げました。
高いひじかけで、乳児をしっかりとホールドします。

株式会社シーズ製品計画
コッファ保育用品

東京都

家具・什器／保育・学童家具

ヒノキのベビーチェア［１歳児用］
品　番 MIT-210
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W276 × H335（SH170）× D280
ロット数 １～

価格（税別） ￥19,800
※０歳児用もあります。お問い合わせ下さい。

　多摩産材のヒノキを使って、東京の職人が一つ一つ仕上
げました。足が十字にクロスしている特徴的なデザインの
椅子です。

　多摩産材のヒノキを材料にした、シンプルな丸いスツー
ルです。仕上げに蜜蝋を使用しています。

　多摩産材のヒノキを材料にしたテーブルです。折りたた
みができるので、収納スペースをとりません。

ヒノキのクロスチェア（2～5歳）

ヒノキのクロススツール（2～5歳）

ヒノキの折りたたみテーブル
（2～5歳）

家具・什器／保育・学童家具

ヒノキのクロスチェア［３歳児用］
品　番 MIT-130
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W300 × H380（SH230）× D330
ロット数 １～

価格（税別） ￥21,800
※２、４、５歳児用もあります。お問い合わせ下さい。

家具・什器／保育・学童家具

ヒノキのクロススツール［５歳児用］
品　番 MIT-250
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W360 × H300 × D360
ロット数 １～

価格（税別） ￥14,800
※２、３、４歳児用もあります。お問い合わせ下さい。

家具・什器／保育・学童家具

ヒノキの折りたたみテーブル［４歳児用］
品　番 MIT-340
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W600 × H480 × D1,200
ロット数 １～

価格（税別） ￥79,800
※２、３、５歳児用もあります。お問い合わせ下さい。
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　多摩産材のヒノキを材料にしたテーブルです。１台での
使用はもちろん、２台組み合わせると六角形のテーブルに
なります。

　多摩産材のヒノキを材料にした豆の形をしたテーブルです。食事のときに
は、保育士がへこみの部分に座り、子どもを援助することができます。

ヒノキの台形テーブル（3～5歳）

ヒノキのビーンズテーブル

家具・什器／保育・学童家具

ヒノキの台形テーブル［４歳児用］
品　番 MIT-940
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W1,260 × H480 × D550
ロット数 １～

価格（税別） ￥89,800
※３、５歳児用もあります。お問い合わせ下さい。

家具・什器／保育・学童家具

ヒノキのビーンズテーブル
品　番 MIT-770
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W900 × H300 × D660
ロット数 １～

価格（税別） ￥92,800
※受注生産品。

〒151-0066	 	
東京都渋谷区西原2-2-3	 	
TEL	 03-5478-7118	
FAX	 03-5478-7119	
MAIL	 info@cspp.co.jp

https://www.cofa.jp/
株式会社シーズ製品計画

▲デザイナーの岡直樹さん

平成７年にオフィスや商業施設の空間プロデュース会社としてスタートし、次第
に保育施設向けの家具や備品の企画、販売に特化していった株式会社シーズ製品計
画。子どもたちが楽しみながら成長できる、新しい保育環境を実現するための製品開
発を行っています。当社の展開する保育用品のブランド「C

コッ

oF
ファ

a」には、平成25年か
ら「メイドイン東京シリーズ」と銘打って、多摩産材のヒノキやスギを使った椅子、
テーブルが加わりました。

子どもたちのために現場の声を活かした製品
「CoFa」は、フランス語のCopain（友だち）とFabrique（つくるところ）を組み
合わせた造語です。子どもたちが日々を過ごす場所をより楽しく快適なものにするべ
く、保育施設からの要望に対し、様々な提案を行っています。
そんなCoFaブランドの製品は、保育現場に携わる先生の声から生まれます。月齢
により体格の差が大きい乳児でも姿勢よく座れるように、座面の高さが変えられ、足
置きやクッションで微調整できる乳児用椅子を作ったり、１歳児がロッカーに入って
遊んでいるのをヒントにした「プチかまくら」を商品化したり。こうした当社の姿勢
に賛同し、製品開発に協力頂ける保育施設も年々増えてきています。
製品一つ一つにストーリーがあり、現場ならではのアイデアが盛り込まれています。

保育の専門家と、私たち家具の専門家との相乗効果による製品作りが強みです。

多摩産材の「本物の木が持つ素材の力」が保育現場で好評
当社が提案する多摩産材の椅子やテーブルは、特に保育の現場で働く職員から喜ば

れています。
子どもたちには本物に触れさせてあげたいと考える保育士さんがたくさんいます。

いかにも工業製品という雰囲気の椅子よりも、職人の手作業で作られ、使い込んでい
るうちに風合いの経年変化も楽しめる、そんな本物の木の持つ質感、素材の力に魅力
を感じて下さっているようです。

子どもたちのためのトータルな環境提案
当社では、環境への配慮から、小さな遊びのコーナーまで、子どもたちのための「環

境」をトータルに考えています。保育環境の提案の際に、すべての家具を新しくするので
はなく、これまで使っていた既存の家具を有効利用した案を検討するのもその一例です。
また当社のコーナー家具は、ままごとや製作遊び、パズルなど、友だちと一緒に何かに取
り組むなかで、他人と関わる力が育まれる「動的環境」をつくるために活用されています。
子どもたちが過ごす環境をより良くするためには、既製品の家具をただ並べるだけ

ではなく、実際の保育スペースで、どのような保育を目指したいのか、現場の先生の
意見を伺いながら一緒につくり上げることが重要だと考えています。

木の温もりが感じられる保育用品

▲プチかまくら
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株式会社スプリームハウス建築工房
川口・工務店

東京都

伝統文化財の修復から、一般建築物の新築工事やリノ
ベーション、家具製作まで、建築に関するあらゆること
を通じ、社会に貢献している会社です。現在は建築物だ
けでなく、“まちのリノベーション”までも手掛けてい
ます。

本来であれば使い難い不整形の大判板材を半分に切断し、不整形断面同士を
向かい合わせ、全体を樹脂で整形。すると、キラキラと輝く多摩川が中央を流
れる大きなテーブルへと姿を変えます。利用シーンが限定される不整形な多摩
産材を、そのカタチを活かしながら、利用しやすい大テーブルへと昇華させた
デザインです。

建築を通じ人々を幸せにする会社

一度見たら忘れられない
インパクトのある大テーブルTAMA RIVER TABLE

家具・什器／テーブル

TAMA RIVER TABLE
使用木材 針葉樹合板（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） ￥100,000 ～（応相談）

天板に異なる樹種の多摩産材を用いて、美しい模様を描いた
テーブルとチェアのセットです。一枚板としては活用が難しいよ
うな材料も、余すことなく活用・流通させるためのデザインが、
この寄せ木加工というカタチ。繊細さと安定感を表現したスチー
ル脚部との組み合わせは、地元アーティストとのコラボレーショ
ンによる多摩地域の魅力の結晶です。

オーダーメイドの
寄せ木テーブル・チェアセット

家具・什器／テーブル・チェア

寄せ木テーブル・チェア
使用木材 針葉樹合板（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） ￥100,000 ～（応相談）
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家具・什器／テーブル

オリジナルオーダーテーブル
使用木材 針葉樹合板（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） ￥100,000 ～

モノづくりに情熱を持つ地元・多摩のクリエイター、アーティ
スト、職人とのコラボレーションによるオリジナルのオーダー家
具や建具も製作しています。こちらの多角テーブルは、向かい合
う人と自然と視線がずれるデザイン。たくさんの資料を広げても
余裕のある大きさで、使い勝手も抜群です。

オリジナルオーダー家具・建具

〒103-0014	 	
東京都中央区日本橋蛎殻町1-24-4	2F	
Social	Business	LabⅡ	 	
TEL	 03-6661-9198	
FAX	 042-519-1236	
MAIL	 info@supremehouse.jp

http://supremehouse.jp/
株式会社スプリームハウス建築工房 川口・工務店

▲代表取締役の川口展満さん

東京都中央区と東京都昭島市に拠点を持つ株式会社スプリームハウス建築工房 川
口・工務店は、平成26年に創業しました。注文住宅・リフォーム、家具製作、エリア
リノベーションの３つの事業を柱に、次々と新たな取り組みにチャレンジしています。

３つの事業会社で人々を幸せにしていきたい
当社では、既存の「モノやコト」を新しい価値や発想に転換していこうと考えてい

ます。「人と人との点をつなぎ、線で紡いでいく、笑顔をつくる建築」。建築を通じて、
人びとを幸せにすることが私たちの夢です。雑貨や家具といった小さなものから小さ
な建築、大きな建築、町づくりの領域である“エリアリノベーション”まで、さらに
ソフトからハードまで、幅広くリノベーションと定義し、社会への貢献を目指してい
ます。
　そのため、アイデア・ヒラメキを新たな形にする家具製作ブランド「東京サムライ
工務店」と、多摩エリアの遊休不動産を活用した「まちのエリアリノベーション」に
取り組む「くじら家守舎」も立ち上げました。
情熱のあるクリエイターとコラボレーションして新しい家具を生み出したり、地域

内の人材協働を促し、新規事業支援や地域の自然環境を活かした農業事業とその支援
などを行ったりしています。

地元の魅力を組み合わせたデザイン家具
当社の家具製作ブランド「東京サムライ工務店」では、新しい技術・マテリアルを

活かし、多摩産材を活用することにもこだわったオリジナルのオーダー家具を製作し
ています。
なかでも特徴的なのが、不整形な多摩産材を集めて樹脂成型した大テーブル

「TAMA RIVER TABLE」です。これまでにない斬新で魅力的なデザインのみなら
ず、地元・多摩の山林が育んだ多摩産材を活かした、多摩地域の産業振興までも見据
えた製品として話題を集めました。
当社ではこれからも、多摩地域を拠点に活躍するアーティストやデザイナーと協働

し、これまでにない魅力的な木製家具を製作していきます。
お客様のこだわりに合わせたご提案を第一にと考え、リノベーションや店舗デザイ

ンなどの商業施設から、住宅の新築やリフォームなどの各種設計・施工まで、幅広く
行っています。また、セルフリノベーションのサポート、オーダーメイド家具などの
コーディネートもお手伝いしております。まずはお気軽にご相談下さい。

多摩産材の魅力を活かしたデザイン家具
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天然木の質感と傷への強さを両立した、
土足対応のWPCフローリング
　木材の空隙部に樹脂を注入し、硬化させるWPC（WoodPlasticCombination）
加工により、耐久性を改善した複合フローリングです。
　天然木の持つ自然な美しさや風合いを活かしながら、同時に優れた耐摩耗性・耐
傷性・耐汚染性を実現しました。
　多摩産材のスギを活用しながら、土足対応のフローリングとしても使用できるた
め、様々な用途の施設で内装木質化に貢献致します。

大建工業株式会社
大阪府

▲東京都公文書館

▲東京都公文書館

▲東京都公文書館
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▲日野市立東宮下地区センター

▲都庁第一本庁舎 45階南展望デッキ

▲都庁第一本庁舎 45階南展望デッキ

▲都庁第一本庁舎 45階南展望デッキ◀日野市立東宮下地区センター

多
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建材／内装材

コミュニケーションタフDW〈多摩産スギ化粧〉
品　番 YK95-DWTNS-TM（直張工法用） YK95-DWNS-TM（直張工法用） YK95-DWKNS-TM（捨張工法用）
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W96 × L905 × T13.5 W96 × L905 × T15 W94 × L909 × T12
ロット数 応相談 応相談 応相談

価格（税別） 16,160/㎡ 17,150/㎡ 16,160/㎡
※参考価格のため、詳細はご相談下さい。

▲日野市立カワセミハウス

▲タリーズコーヒー都庁店

▲日野市立カワセミハウス
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　不燃性に優れた鉱物繊維（ロックウール）と火山性ガラス質堆積物（シラス）を主原料と
する「ダイライト」を基材にした「グラビオ」。
　不燃性能を確保しながら、天然木ならではの豊かな風合いと質感を持った不燃壁材やルー
バーなどをご提供しています。ルーバーは幅や高さの自由度が高い点も特長です。

「グラビオ」は不燃性能を確保しながら、
天然木ならではの美しい空間を演出します

建材／内装材

グラビオUS　地域材対応
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W910 × L2,420 × T ６
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

建材／内装材

グラビオルーバーUS　地域材対応
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W30 ～ 150 × H30 ～ 150 × L2,420
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

東京事務所	 	
〒101-8950	 	
東京都千代田区外神田3-12-8	
住友不動産秋葉原ビル
TEL	 03-6271-7873	
FAX	 03-5296-4060
	

本社大阪事務所	 	
〒530-8210	 	
大阪府大阪市北区中之島3-2-4		
中之島フェスティバルタワー・ウエスト	 	
TEL	 06-6205-7014	
FAX	 06-6205-7068	
MAIL	 market-development@daiken.co.jp

https://www.daiken.jp/
大建工業株式会社

▲市場開発部東部開発課　
課長の農野昇一さん

　大建工業グループは、創業以来、常に社会課題やニーズに応えるため、技術革新を
重ね、暮らしに役立つ製品を開発・製造・販売してきた、総合建築資材メーカーです。

持続可能な木質資源活用の追求
　大建工業は、木材を貴重な資源として有効活用し、社会に貢献することを目指し
創業しました。創業以来、木材の弱点を克服して良さを引き出す技術や、木材を余
すことなく使い尽くす技術を磨き、様々な機能を付与した素材、建材を開発してき
ました。
　木質資源のマテリアル利用によるCO2固定の機能にも着目し、製材の端材や、従
来は燃やされていた建築解体木材を有効活用した素材（MDF、インシュレーション
ボード）を製造しています。
　さらに、木質繊維の用途展開として、LVLを製造する際に発生する端材を解繊処
理し、植物の生育促進効果のあるフルボ酸を添加した土壌改良材「DWファイバー」、
その加工技術を応用した木質培地「グロウアース」を開発し、土木・造園分野、農
業・園芸資材分野にも進出しております。

木材硬化技術で国産木材の活用シーンを拡大
　国産木材や多摩産材の多くを占めるスギやヒノキは、軟らかい材質であるため、床
材として使用するには耐久性が低いことが課題でしたが、木材組織に樹脂を注入・充
填して硬化させる、大建独自のWPC技術により、国産天然木を表面化粧材に用いた、
優れた表面硬度を持つ床材の提供が可能になりました。
　このWPC技術を活用し、多摩産材を表面化粧材に用いたフローリングは、東京都
において多数の施設に採用されております（都庁第一本庁舎展望デッキ、東京都公文
書館等）。

カーボンニュートラルに貢献する３つの視点
　木材は再生可能な資源であることから、森林を適切に管理し、利用し続けるサイク
ルをつくりあげることにより、持続可能な社会の実現やカーボンニュートラルに貢献
することができます。①適切に管理された木材の活用、②森林を守るための木材の活
用、③余すことのない木材の活用、この３つの視点で持続可能な木質資源の活用を追
求していくことで、今後も社会的・経済的な価値を創出し続けていきます。

限りある資源の有効活用を通じて
サスティナブルな社会の実現に貢献する
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本物の木の温もりを不燃材料として実現
国産木材ならではの存在感はそのままに、
天然の節や赤白柄を活かした内装用パネル
　表面に0.2mmにスライスした国産の銘木を使用した、内装用パ
ネルです。日本の木ならではの素材感・存在感のある意匠を実現し
ました。
　下地×サイズ×塗装色×ツヤ等、特注製作できる点が多いので、幅
広い意匠ニーズに対応できます。
　不燃仕様にすれば、高層ビルやホテル、大型商業施設等、内装制
限のある建築物の場合でも、安心してお使い頂けます。

大和ツキ板産業株式会社
広島県
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▲①多摩産杉 ▲②屋久島地杉 ▲③カラ松 ▲④サクラ

建材／内装材

ダイワ和材パネル
タイプ ①多摩産杉 ②屋久島地杉 ③カラ松 ④サクラ
使用木材 スギ（多摩産） スギ（国産） カラマツ（国産） サクラ（国産）

サイズ（mm）
W150 × L2,400 × T3 
W150 × L2,400 × T6 

その他、W900 × L2,400 以内の各種サイズに１枚から特注可能
ロット数 １枚～ １枚～ １枚～ １枚～

価格（税別） ￥12,000/㎡ ￥12,000/㎡ ￥12,000/㎡ ￥14,000/㎡
※配送費、取付工事費は別途。

Wood Variation　　　　　　

〒720-0004	 	
広島県福山市御幸町中津原1790-1	 	
TEL	 084-955-1877	
FAX	 084-955-2019	
MAIL	 maruyama@daiwa-tsukiita.co.jp	

https://www.daiwa-tsukiita.co.jp/
大和ツキ板産業株式会社

▲代表取締役の三好美寛さん

昭和42年創業の大和ツキ板産業株式会社は、主に婚礼タンスで知られる「府中家
具」ブランドを製造する業者向けの材料を作っていました。その後、建築内装にツキ
板化粧板が普及しはじめたことで、昭和60年ごろから内装用建材の製造に専念する
ようになりました。
現在当社は、天然木化粧合板・不燃材・造作材・各種塗装品などの製造・販売を

行っています。自社工場による一貫生産体制で、月産最大20,000㎡の生産能力を有
し、国内の著名な建築物やホテルの内装などに多くの納入実績があります。

ツキ板の貼りから加工、塗装まで
内装用化粧板を手がける当社ですが、顧客からの要望に応えて、造作材の製造も開

始。また、「塗装もしてほしい」との要望に応えるかたちで、平成10年には塗装部門
も設立。自社塗装工場を備えたことで、ツキ板の貼りから加工、塗装までを一貫して
行える自社製造ラインが整いました。
造作材や塗装を始めた当初は経験が乏しく、クレームや手直しが続きました。納期

に間に合わせるために夜通し作業し、納めては手直しに行く日々。夜中まで明かりが
灯っていたため、ご近所から「不夜城」などと揶揄されることもありました。
当社が現在持つ生産管理システムや効率的かつ高品質なモノづくり体制の陰には、

苦労を重ねながら技術と経験を蓄積してきた歴史があるのです。

SDGsや森林保護などへの取り組み
平成29年、違法伐採を阻止するため、合法伐採木材の流通及び利用促進に関する

法律（通称「クリーンウッド法」）が施行されました。当社も令和２年、このクリー
ンウッド法の第二種木材関連事業者として登録されました。
合法木材を適切に利用し、「つくる責任 つかう責任」を意識した、持続可能な消費

と生産のパターンを確保するための製品づくりに努めております。

多摩産材などの国産木材に関する今後の取り組み
近年、国産木材の利用が促されていますが、国産木材には、木目のなかにある節や

赤白部分が「欠点」として捉えられ、内装化粧材としては使いづらいという問題が
あります。しかし当社では、この節・赤白部分をあえて「自然が織りなすデザイン」
として活かす製品づくりに努めております。天然素材ならではの表情を楽しんで頂け
る商品づくりこそが、国産木材の利用促進につながると信じております。人と同じく、
１つとして同じものが存在しない天然木。これをただ使うだけではなく「楽しむ」こ
とが、われわれ木材事業者に課されたミッションだと考えています。
当社では、今後もさらに国産木材のラインナップを増やし、国産木材の利用促進に

貢献していきたいと思います。

広島県で天然木化粧板を作り続けて50余年
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内装用細木繊維化粧板「レノウッド」
自由な設計とデザインを実現します
　レノウッドは、高品位のヒノキを使用した長繊維木毛と、高
品質のポルトランドセメントがプレスされた内装用パネルです。
木毛柄の優れたデザイン性に加え、高い吸音性・調湿性・消臭
性・耐火性・耐久性などの機能を兼ね備えています。色やサイ
ズともに柔軟性があるため、公共施設や店舗、学校や保育施設、
一般住宅にも幅広く利用されています。

竹村工業株式会社
長野県

　レノウッドに使用している木質材料は、多摩産材をはじめとする国内各
地のヒノキ間伐材のみ。防腐剤や防蟻剤の混入の可能性のある建築廃材は
使用しておりません。
　また、結合剤はセメントのみで接着剤も不使用です。これにより、揮発
性有機化合物に対する安全性も確保しました。レノウッドはホルムアルデ
ヒド規制対象外の建材です。

　レノウッドに使用されている塗料はAEP（アクリルエマルジョンペイン
ト）です。空気環境に配慮して、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の
安全な塗料を使用しています。
　標準色以外の色をご希望の場合は日塗工の色番にてご相談下さい。なお、
黒や茶などの暗色の場合、色ムラが目立ちやすくなることをあらかじめご
了承下さい。

材料は、ヒノキ・水・セメントのみ
環境にやさしく人にも安全なレノウッド

安全な塗料による4種の標準色に加え、
オリジナルカラーにも応相談

Color Variation　　　　　　

▲ヒノキウッドウール

▲ポルトランドセメント（ホワイト／グレー）

▲ナチュラル ▲クリーム ▲白 ▲ライトグレー
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建材／内装材・外装材

レノウッド（標準色）
品　番 LWW1-14A LWW1-14B LWW1-14C LWW1-14D
使用木材 ヒノキ（国産・多摩産） ヒノキ（国産・多摩産） ヒノキ（国産・多摩産） ヒノキ（国産・多摩産）
サイズ（mm） W300 × L300 × T14 W450 × L450 × T14 W300 × L600 × T14 W450 × L600 × T14
ロット数 応相談 応相談 応相談 応相談

価格（税別） ￥640 ￥1,180 ￥1,140 ￥1,500

品　番 LWW1-18A LWW1-18B LWW1-18C LWW1-18D
使用木材 ヒノキ（国産・多摩産） ヒノキ（国産・多摩産） ヒノキ（国産・多摩産） ヒノキ（国産・多摩産）
サイズ（mm） W300 × L300 × T18 W450 × L450 × T18 W300 × L600 × T18 W450 × L600 × T18
ロット数 応相談 応相談 応相談 応相談

価格（税別） ￥680 ￥1,270 ￥1,200 ￥1,620
※上記のサイズは一例です。その他の規格についてはお問い合わせ下さい。
※配送費は別途。

〒399-3301	 	
長野県下伊那郡松川町上片桐4604	 	
TEL	 0265-36-6111	
FAX	 0265-36-6555	
MAIL	 info@takemura.co.jp	

https://www.takemura.co.jp/
竹村工業株式会社

▲代表取締役社長の鹿養広司さん

　昭和15年に竹村木毛製造工場として創業し、昭和45年に今の竹村工業株式会社に
改組しました。現在は建材事業部、cm事業部、建設事業部、アグリ事業部の４つの
事業部門にて、事業展開しています。
木毛には、国産のヒノキ間伐材を使用しています。間伐材の有効利用により、国内

林業の発展やCO2の削減に貢献。さらに、当社工場の屋根及び地上に設置した太陽光
発電所で作り出したクリーンエネルギーを利用することで、製造時におけるCO2の排
出削減に努めています。全社を挙げて「環境最優先」の意識を強くもち、日々事業に
あたっております。

４つの事業部で様々に環境へアプローチ
当社は４つの事業部を置き、様々な角度から環境について考えています。木毛セメ

ント板の製造、加工、販売を行う建材事業部は、タケムラ建材総合研究所とともに当
社のメイン事業を担っています。最近では、内装材「レノウッド」を開発しました。

cm事業部では、太陽光発電所の運営のほか、化学物質を極力排除した高耐久賃貸
マンションの運営・管理、国産木材のヒノキ木毛を使用した枕や畳などのウッドウー
ル製品の開発・販売を行っています。このcm事業部を支える建設事業部では、自社
製品に関連した施工、施工指導、工事の請負などを担います。
また、当社の最も新しい事業部であるアグリ事業部では、長野県下伊那地域の主要

産業の一つである農業を行っています。地元の耕作放棄地・遊休農地を復活・再生し、
地域の気候と豊かな自然を活かしたブドウ栽培、アカシア蜂蜜の生産販売に取り組み、
さらに収穫した作物は、従業員の福利厚生や近隣の児童養護施設寄贈・支援を必要と
するご家庭にも使われています。

環境に貢献する多機能素材「レノウッド」
木毛セメント板は、ヒノキ間伐材、水、セメントのみを原材料とした建築材料で、

環境にも人にもやさしく、吸音性、耐火性、調湿、防腐、消臭など、様々な機能を持
つ優れた素材です。その木毛セメント板を内装材専用として開発したレノウッドは、
保育園・学校・大学図書館、国立競技場などでご採用頂きました。今後も安心安全で
快適な空間提供をお手伝いします。
　今後は東京都の建設物件においても、多摩産の間伐材を使用した製品を増やしてい
きたいと考えております。様々なシーンで活用できる高機能内装材であるレノウッド
を、ぜひご検討下さい。

「環境最優先」をモットーに
建築から農業まで幅広く手掛ける
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木育プロジェクト“キトコト60”
　我々あきがわ木工連は、あきる野市養沢地区にある築200年の古
民家を拠点とした木育活動「キトコト60」を行っています。山や森
のなかを散策したり、生き物とふれあったり、林業体験や木工体験
などができる機会をご提供しています。
　どんな場所で木が生まれ育ち、どんな匂いで、どんな手触りなの
か、木のある暮らしとはどんなものなのか、山や川という環境がな
ければ伝えられないことを、東京に暮らす子どもたちをはじめ、多
くの人々と共有していきたいと思います。

一般社団法人多摩産材活用
あきがわ木工連

東京都

　保育園・幼稚園向けのスタッキングできる子ども椅子です。
座面の高さはオーダーにより工場で調整致します。標準型チェ
アと、カラーで年齢を分けた、まるスツールをご用意しました。
オリジナルデザインも承っております。

スタッキング可能な子ども用の椅子

家具・什器／保育・学童家具

子ども用椅子
品　名 ①標準型チェア ②まるスツール
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 ５～ 10 ～

価格（税別） ￥16,500（参考価格） ￥16,500（参考価格）
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

▲①標準型チェア▲①標準型チェア　スタッキングイメージ

▲②まるスツール　スタッキングイメージ

▲②まるスツール
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　保育園・幼稚園向けのおもちゃ棚、絵本棚です。移動させる
際に便利なキャスター式や、可動棚なども製作しています。

　保育園・幼稚園向けの、タオルや巾着袋などを掛けるハ
ンガーです。折り畳むことができるので、使い勝手も抜群
です。

おもちゃ棚・絵本棚

タオル掛けハンガー

家具・什器／保育・学童家具

タオル掛けハンガー
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

▲①おもちゃ棚 ▲②絵本棚

家具・什器／保育・学童家具

収納棚
品　名 ①おもちゃ棚 ②絵本棚
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 ３～ ３～

価格（税別） 応相談 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

　広い空間を仕切る扉がついた、保育園・幼稚園向けの収
納棚です。棚と柵、扉で構成できます。

　組み立て式の棚です。相欠きの板とクサビで組み立てま
す。展示棚にもなるので、保育園・幼稚園などでも重宝し
ます。

間仕切り扉つき収納棚

組み立て式相欠き棚

家具・什器／保育・学童家具

間仕切り扉つき収納棚
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １セット～

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

家具・什器／保育・学童家具

組み立て式相欠き棚
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。
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　折れ脚機構のついたテーブルです。移動に便利なハンド
ル付きで、高さやサイズはご希望に合わせます。箱椅子と
合わせれば、保育園・幼稚園などで重宝します。

　オリジナルの木製建具もデザインから施工まで承ります。

折れ脚テーブル

木製建具

家具・什器／保育・学童家具

折れ脚テーブル
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 ５～

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

▲①引き違い扉 ▲②四連間仕切り扉

家具・什器／住宅設備

木製建具
品　名 ①引き違い扉 ②四連間仕切り扉
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産） ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

　室名札や案内板などもデザイン・製作しています。

屋内用の木製遊具もデザインから製作します。

サイン・案内板

木製遊具

家具・什器／サイン・看板

サイン・案内板
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

玩具・遊具

木製遊具
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。
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　作り付けの壁面収納やロッカーなど、デザインから製作、
施工まで承ります。

　オフィス向けの事務デスク、応接テーブルと椅子なども
製作致します。

作り付け収納

オフィス向けデスク・テーブル・椅子

家具・什器／オーダー家具

作り付け収納
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

家具・什器／オーダー家具

オフィス向けデスク・テーブル・椅子
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １セット～

価格（税別） 応相談
※当社はご要望に合わせてフルオーダーで承っております。お気軽にご相談下さい。

〒190-0171	 	
東京都あきる野市養沢849	 	
TEL	 042-519-9343	
FAX	 042-519-9344	
MAIL	 info@mokkouren.com

https://mokkouren.com/
一般社団法人多摩産材活用あきがわ木工連

▲代表理事の佐藤眞富さん

「東京の木を東京で使うこと、それは東京の環境を整えること」
平成21年に結成された一般社団法人多摩産材活用あきがわ木工連は、あきる野市で

この地域の木を使って事業を営んでいた、３つの事業所が力を合わせて発足しました。
戦後の植林から半世紀ほどが経ち、多摩地域には、利用するのに十分な太さに生長

したスギやヒノキ、サワラが多くあります。それらの木が利用されずに埋もれている
状況を憂い、多摩産材の普及・啓発に努める職人集団です。

多摩の木、地域の技術へのこだわり
あきがわ木工連では、「東京の暮らしのなかに、東京の木を身近に感じられるよう

に」という想いを大切に、多摩産材による木工製品を手がけています。
多摩の木にこだわり、地域の技術にこだわってつくり、山と街、職人とユーザー、

物とストーリーをつなぎ、東京で暮らす人に良いものを末永く使ってもらえることを
願って創造活動をしております。
そんな私たちは、あきる野市の養沢地区にある古民家を拠点として、山から見た東

京の暮らしをデザインし、地元で製造した木工製品を納めています。
養沢地区の地名の由来となっているのは、ここを流れる養沢川。この川をくだって

いくと、秋川を経て多摩川へとつながります。川上から川下へ、昔は材木が江戸の街
まで流通していました。これと同じように、私たちあきがわ木工連は、多摩産材のス
ギやヒノキを東京の街にお届けしています。

木育活動「キトコト60」
私たちが力を入れている事業のひとつに、子どもたちへ向けた木育活動があります。
私たちの商品をお求め下さるお客様には保育園や幼稚園の方が多く、子どもたちや

その保護者の方々、保育士さんたちと触れ合う機会があります。お客様の様子を見て
おりますと、子どもたちは木の家具や玩具に触れるだけで、無垢の木の温かさや触
感、匂いなど……五感でその価値を感じてくれます。今、「木育」ということが盛んに
言われていますが、子どもたちにとっては“そこに木があるだけ”で十分なのではない
でしょうか。
むしろ大人の方が子どもたちから学ぶことが多いと考え、毎月「キトコト60」と

いう親子木育活動を開催するようになりました。
子どもたちを山に放ち、大人たちはそれを見守ります。春は山菜を探し、夏は川で

魚を釣って食べ、秋はお弁当を持って山に登り、冬には餅つきをします。そこには常
にスギやヒノキの山があります。そんななかで、子どもたちはすぐにヒノキとスギの
区別がつくようになります。その様子を見ていると、大人たちにも何か感じることが
きっとあるのではないでしょうか。

東京でつくる、つなぐ、つかう
多摩産材の利用拡大を目指して……
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帝国器材株式会社
東京都

未来を担う子どもたちのために、
日本の木で学校をつくる
木の物語が、学びの場を豊かにします
　子どもたちは、１日の約1/3にあたる時間を学校で過ごし
ます。そのような場だからこそ、心地よい場にしたい。そん
な想いから、私たちは学校を木でつくることのお手伝いをし
ています。学校の内装木質化は、設計提案から施工まで、す
べて帝国器材にお任せ下さい。
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家具・什器／空間コーディネート

学校内装木質化
使用木材 スギ・ヒノキ等（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

明るさと木のぬくもりを、体育館に
ガラスの破損を防ぎ、災害時の避難所としても
心地よい空間にします
　体育館は災害時の避難所となるケースが多く、近年は窓ガラスを設けた明
るい体育館が求められます。防球格子戸は、日本の木のしなやかさを活かし、
窓ガラスへの人やボールの衝突・窓下への転落を防ぎます。

家具・什器／その他

防球格子戸
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
最大サイズ DW1,500 × DH3,000

（これ以上のサイズは応相談）
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※多摩産材ほか地域対応については応相談。
※取付下地や工程等、事前協議事項がありますので、必ず事前にお問い合わせ下さい。
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　昭和12年、東京都足立区に本社工場を構え、これまで積み
重ねてきた木工技術。そして平成５年から試行錯誤を重ねた木
材乾燥技術。社内の営業・設計チームと綿密な打ち合わせをし
ながら、流れ作業ではつくり出せない、職人の手仕事による本
物の品質をお届けします。

施設用途・空間デザインに合わせた
フルオーダーの家具づくり
スチールなど異素材の特注対応も可能です

家具・什器／オーダー家具

施設別オーダーメイド家具
使用木材 スギ・ヒノキ等（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
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　長い間、その地域の人々と育ってきた樹木。サクラやイチョウ、クスノキやケヤキ
など、建築の計画によって伐採しなければならないときがあります。その樹木を、目
に見える形、手で触れる形で残せないか―。そんな想いで始まったプロジェクトです。

思い出の記念樹や街路樹、取り壊される建物の古材が、
家具やアートパネルに生まれ変わります

その他

既存樹活用プロジェクト
使用木材 既存樹木により応相談（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

〒123-0872	 	
東京都足立区江北2-4-27	 	
TEL	 03-3890-2194	
FAX	 03-3856-1925	
MAIL	 info2@teikokukizai.co.jp

https://teikokukizai.co.jp/
帝国器材株式会社

▲福島県にある木材乾燥炉

▲抜け節の埋木処理

▲取締役副社長の大原 仁さん

帝国器材株式会社は、昭和12年に創業しました。戦時中に製造していたのは弾薬
を運ぶ木箱です。当時のモットーは、「頑丈で壊れない箱をつくる」でした。これが
学校用の家具づくりにつながっていきます。戦後、当社は人口増加とともに進んだ学
校の整備の波に乗り、学校用家具メーカーとして時代の変化に合わせた家具を製造し
ていました。現在では、その事業範囲を広げ、学校を含む公共施設で使われる家具や
建具、そして壁や天井の仕上げまでを幅広く手掛けています。

乾燥技術の研究から始めた、国産木材への挑戦
平成５年、地球環境に配慮した製品づくりを目指した当社は、日本の針葉樹で家具

をつくろうと、木材乾燥技術の研究に着手しました。今でこそ国産針葉樹でつくられ
た家具も多く見かけますが、当時は取り組んでいるメーカーも少なく、参考にできる
情報や技術も極めて少ない状況でした。
家具用材としての乾燥は、柱などの建築用材よりもしっかり乾燥させる必要がある

と同時に、美しい仕上がりが求められます。木材乾燥の専門家に協力を仰ぎ、試作
検証を重ねて徐々にノウハウを構築していきました。時代が令和となった今でも、木
材乾燥を自社で行うことができる家具メーカーは少なく、工程管理や木材調達の面で、
当社の大きな強みとなっています。
 
手間をかけることで木を無駄なく使う
スギ、ヒノキ、マツなどの国産木材活用に取り組み始めた当初は、職人からもクライ

アントからも敬遠されました。当時は、節がなく見た目にもムラが少ない木材を使うこ
とが一般的だったのです。それに対し、国産木材は節が多く、木目や色味にも統一感が
ない印象でした。もちろん国産木材でも、厳選すれば均一なものは見つけられます。し
かし、当時も今も、活用することを求められるのは小径木や節の多い木材です。
当社は、せっかく森から伐ってきた木を無駄なく使い、付加価値の高い内装分野で

活用できるように市場を広げることが大切だと考えました。そして、手間はかかりま
すが、節の一つ一つにパテ処理や埋木処理を施し、試行錯誤を繰り返し、ようやく問
題なく使って頂ける品質のものがつくれるようになりました。
 
美しい東京の風景を、未来に届ける
東京都足立区に工場を構えるメーカーとして、創業当時から、国産木材のなかでも

特に東京の木 多摩産材を多く使用しています。
　多摩地域には、本来なら伐採して活用できるほど生長している木がたくさんあり、
まだ手入れがされていない森林も多くあります。木を使うということは環境破壊では
なく、森林に手を入れる契機をつくり、環境を守るために大切なこと。地元の木であ
る多摩産材を活用し、美しい東京の風景を未来に届けたいと思っています。

木と暮らす、豊かな社会を目指して
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すっきりとした軽快な印象のテーブルと
繊細かつ斬新なフレームのアームチェア
　川上元美氏によるデザインのテーブルとチェア。テーブルはワイド1600と
円形の２タイプを展開。天板と脚部にテーパーを設けた、すっきりとした軽
快な印象に仕上げました。チェアはまるで杖（STICK）のような繊細かつ斬
新なフレームが特長です。
　軟質針葉樹を圧密して成形合板に応用する技術「RollPressWood」を活
用したスギ圧密材を使用したプロダクトで、スギの木目の個性的かつ豊かな
表情を楽しめます。

株式会社天童木工
山形県

家具・什器／テーブル

テーブル
タイプ ①ワイド1600 ②丸テーブル
品　番 F-2739SG-NT F-2740SG-NT
使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W1,600 × H700 × D800 Φ 1,000 × H700
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥150,000 ￥135,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。
※脚部は分解輸送。

　ワイド1600のテーブルは、４人でもゆったりとした食事を楽しめる大きさ。円形の
テーブルは視覚的に穏やかな印象を与えます。また、座っている人の視線が中心に集ま
りやすく、コミュニケーションが生まれやすい空間を演出します。

　部分的に厚みを変える高度な成形技術「不等厚成形」をフレームに用いることで、軽快
な印象とたしかな強度を両立しました。また、張地のある座面や背もたれは成形合板に
よって身体に合わせたカーブを描き、快適な座り心地を実現しています。

▲①ワイド1600

▲③張地なし ▲④張地あり

▲②丸テーブル

家具・什器／チェア

アームチェア「STICK」
タイプ ③張地なし ④張地あり
品　番 F-3250SG-NT F-3251SG-NT
使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W559 × H755・SH430・AH658 × D514 W559 × H755・SH446・AH658 × D514
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥79,000 ￥84,000 ～
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。
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　棚はモノを置く機能だけではなく、構造体にもなっています。そんな棚
を支持する成形合板の脚部が特徴的なテーブル。四角と円形の２タイプを
展開。チェアは、背と座、そしてフレームだけという必要最低限の部材で
構成されたミニマルデザインに仕上げました。
　軟質針葉樹を圧密して成形合板に応用する技術「RollPressWood」を活
用したプロダクト。これにより、これまでスギ材では不可能だった軽快な
形状を実現しました。

棚を支持する脚部が特徴的なテーブルと
ミニマルデザインのチェア

家具・什器／テーブル

テーブル
タイプ ①四角テーブル ②丸テーブル
品　番 F-2737SG-NT/F-2737SG-AG F-2738SG-NT/F-2738SG-AG
使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W1,500 × H700 × D850 Φ 900 × H700
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥232,000 ￥205,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。
※脚部は分解輸送。

家具・什器／チェア

チェア「bambi」
品　番 F-3249SG-NT/F-3249SG-AG
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W474 × H790・SH430 × D465
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥58,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

　２タイプともに、スギの持つ本来の色合いが楽しめるナ
チュラル色と、シックな空間に合わせたコーディネートに一
役買うAG色の２色をラインナップ。
　四角形のテーブルは４人、円形のテーブルは２人での使用
に適したサイズ。スギ材の豊かな表情がなごやかなダイニン
グ空間を創出します。

　前から見れば愛嬌が、後から見ればシャープさが際立つ
フォルム。見る方向によって表情を変える飽きさせないデ
ザインです。軽やかでシンプルな形状で、カフェスペース
等脚数が多く並ぶ空間にも馴染みます。
　スギの持つ本来の色合いが楽しめるナチュラル色と、シッ
クな空間に合わせたコーディネートに一役買うAG色の２
色をラインナップ。

▲①四角テーブル

▲②丸テーブル
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　リビングや応接室で使いやすいアイテム。センターテーブルは、棚
を支持するコマ入れ成形の脚部が特徴的。変化をつけたラインが空間
に軽快な印象を与えます。チェアは、スギ材の個性豊かな表情をたっ
ぷりと見せる背板は３次元的な曲面になっています。なだらかな曲線
が身体を心地よく支えます。座のあたりで絞られたアームのラインは
意匠的な特徴だけではなく、座った際のゆとりを生み出しています。
　テーブル、チェアともに、スギの持つ本来の色合いが楽しめるナ
チュラル色と、シックな空間に合わせたコーディネートに一役買う
BW色の２色をラインナップ。軟質針葉樹を圧密して成形合板に応用
する技術「RollPressWood」を活用したプロダクトです。

コマ入れ成形の脚部が特徴的なテーブルと
軽快な印象が特徴的なイージーチェア

家具・什器／テーブル

ローテーブル
品　番 F-2742SG-NT/F-2742SG-BW
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W1,200 × H450 × D600
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥210,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。
※脚部は分解輸送。

家具・什器／チェア

イージーチェア
品　番 F-3254SG-NT/F-3254SG-BW
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W594 × H713・SH389・AH600 × D621
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥162,000~
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

家具・什器／インテリア用品

コートハンガー「Albero」
品　番 F-4107SG-NT
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W446 × H1,798 × D450
ロット数 １～

価格（税別） ￥186,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

家具・什器／インテリア用品

コートハンガー「Ten.」
品　番 F-4115SG-NT/F-4115SG-BW
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W494 × H1,750 × D494
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥155,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

　「トレーを内包する」ことと、「コートをかける」こと。２
つの事象によって変化したかのようなユニークな曲線が特
徴です。小物置きとして機能するトレーは、同時に構造的
な安定感を高めています。天童木工の独自技術「RollPress
Wood」によって、国産のスギ材を用いて作られています。
木目の美しさが際立つアイテムです。
　スギの持つ本来の色合いが楽しめるナチュラル色と、シッ
クな空間に合わせたコーディネートに一役買うBW色の２
色をラインナップ。

　山形・東京・ロサンゼルスを拠点に各国のデザインコン
サルタントを務め、多くの名車デザインを手がけてきた工
業デザイナー・奥山清行（KENOKUYAMA）によるデザイ
ン。日本の技術や伝統を活かした同氏のデザインプロジェ
クトと天童木工のコラボレーションによって生まれました。
　ロングコートやストールをかけることができる十分な
高さがあり、使い勝手にも優れています。玄関からリビ
ングルーム、オフィスまで様々なシーンでお使い頂ける
人気のアイテム。国産のスギ材ならではのぬくもりが活
きています。

成形合板の特徴を活かし、
有機的なフォルムを実現

オブジェのような佇まいで
空間を優雅に演出

多
摩
産
材



236 237

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

キャビネット
タイプ ①ロッカー付きキャビネット ②キャビネット
品　番 F-8080SG-NT/F-8080SG-CH F-8081SG-NT/F-8081SG-CH
使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W3,000 × H2,000 × D450 W2,100 × H730 × D500
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥1,700,000 ￥720,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。
※脚部は分解輸送。

　厳選されたスギ材が配され、より高級感のある印象に仕上げたオフィス家具。天童木工の独自
技術「RollPressWood」を用いて作られており、国産のスギ材の美しさが際立つアイテムです。
　デザインの黎明からこれまで数々の空間を手がけてきた、剣持デザイン研究所が手がけました。

　キャビネットはディテールのこ
だわりなど職人技が光り、壁面収
納として上級室を彩ります。
　ロッカー付きキャビネットの
ロッカー内には、スライド式のハ
ンガーパイプやネクタイかけが取
り付けられており、衣類の収納に
も困りません。

国産スギ圧密材を用いた
執務室向けオフィス家具

▲①ロッカー付きキャビネット

▲②キャビネット

　国産スギ圧密材の大らかな木目が特徴の執務デスク。デ
スクの甲板の厚みは60mmとし、腰板に装飾として“鏡板”
を配することで、よりボリュームのあるデザインに仕上げ
ています。

　機能性に優れ、上品で落ち着きのある風格を備えた上級
執務室に相応しいワーキングチェア。仕上げと素材にこだ
わっており、上質な空間を演出します。ロッキング機能や
上下昇降など、使い手の姿勢や体格にフィットする機能が
備わっています。

　国産スギ圧密材を用いた収納ワゴン。執務デスク[F-
6841]とセットで使用することで、執務空間の用途が広が
ります。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

執務デスク
品　番 F-6841SG-NT/F-6841SG-CH
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W2,050 × H720 × D2,050
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,560,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

ワーキングチェア
品　番 F-7316SG-NT/F-7316SG-CH
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W736 × H1,229・SH460・AH660 × D737
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥300,000 ～
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。
※ ロッキング機能や上下昇降があるため、サイズ詳細はH1,272～1,202、SH503～

433、AH703～633となります。
※背もたれの低いタイプもございます。

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

ワゴン
品　番 F-6842SG-NT/F-6842SG-CH
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W450 × H610 × D590
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥268,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。
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　厳選されたスギ材が配され、より高級感のある印象に仕上げています。天童木工の独自技術
「RollPressWood」を用いて作られており、国産のスギ材の美しさが際立つアイテムです。ディ
テールのこだわりなど職人技が光ります。
　デザインの黎明からこれまで数々の空間を手がけてきた、剣持デザイン研究所が手がけました。
　テーブルは、センターテーブルと使い勝手のよいサイドテーブルの２タイプを展開。

国産スギ圧密材を用いた
応接室向け家具

▲②サイドテーブル▲①センターテーブル

家具・什器／テーブル

テーブル
タイプ ①センターテーブル ②サイドテーブル
品　番 F-6843SG-NT/F-6843SG-CH F-6844SG-NT/F-6844SG-CH
使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W1,600 × H450 × D800 W650 × H450 × D650
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥283,000 ￥198,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

　応接室向けのチェアは、１人掛けのイージーチェアと３人掛けソファの２タイ
プ。やや固めに作られたクッションは、しっかりと身体を支えます。長時間座っ
ていても疲れにくいのが特長です。

　快適な座り心地をもたらすと同時に軽快な印象を与える
チェア。
　天童木工の独自技術「RollPressWood」によってデザ
イン性の高いスギの家具を実現しました。国産のスギ材の
木目の美しさが際立ちます。
　スギの持つ本来の色合いが楽しめるナチュラル色と、シッ
クな空間に合わせたコーディネートに一役買うBW色の２
色をラインナップ。

家具・什器／チェア

イージーチェア
品　番 F-3256SG-NT/F-3256SG-BW
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W770 × H740・SH405・AH570 × D740
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥215,000 ～
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

家具・什器／チェア

イージーチェア
品　番 ③ F-7318SG-NT/F-7318SG-CH
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W860 × H840・SH398・AH585 × D813
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥288,000 ～
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

家具・什器／ソファ

ソファ
品　番 ④ F-7319SG-NT/F-7319SG-CH
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W2,020×H840・SH398・AH585×D813
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥592,000 ～
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

サイドの特徴的なラインが、
活動的な印象を持たせた
イージーチェア

▲③イージーチェア

▲④ソファ
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　脚部には上品に輝くミラー仕上げのスチール素材を採用
しました。大きく、ゆるやかにカーブする背もたれには、天
童木工の独自技術「RollPressWood」を使用。国産のス
ギ材の木目の美しさが際立っています。
　スギの持つ本来の色合いが楽しめるナチュラル色と、格
調高い空間に用いられることが多いチェリー色の２色をラ
インナップ。

　１人分のスペースが分かりやすいため、適度な距離感が
自然と保たれ、快適な空間を演出します。また、波型の
フォルムは、複数台並べて使った時にもその魅力が発揮さ
れます。
　スギ材ならではの豊かな表情が、ロビーや待合室などの
空間に和やかな印象をもたらします。

現代的な印象を備えた
軽快感のあるイージーチェア

成形合板による波型の曲線が
特徴的なベンチ

家具・什器／チェア

イージーチェア
品　番 F-3257SG-NT/F-3257SG-CH
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W700 × H851・SH400 × D809
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥243,000 ～
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

家具・什器／ベンチ

ベンチ
品　番 F-5662SG-NT
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W2,000 × H430・SH380 × D500
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥208,000
※多摩産材を用いることも可能です。価格等は別途ご相談下さい。

東京支店	 	
〒105-0013	 	
東京都港区浜松町1-19-2	 	
TEL	 03-3432-0402	
FAX	 03-5402-6469	
MAIL	 info@tendo-mokko.co.jp

〒994-8601	 	
山形県天童市乱川1-3-10	 	
TEL	 023-654-9005	
FAX	 023-653-3454	
MAIL	 info@tendo-mokko.co.jp

https://www.tendo-mokko.co.jp/
株式会社天童木工

▲取締役社長の加藤昌宏さん

古くから将棋の駒をはじめとする木工業で知られる山形県天童市。この地で昭和15年
に創業した株式会社天童木工は、戦後間もない昭和22年に当時の工場長の慧眼でいち
早く高周波発振装置を導入。主力商品である成形合板家具の製造販売に着手しました。
令和２年に創業80周年を迎え、『天童木工とジャパニーズモダン』を記念出版。早く
から実用性だけでなく、デザインも重視したものづくりを行ってきました。

大量生産に向き、強度も高い成形合板家具
主力商品である成形合板家具の特長は、同じ形を大量に作れて、通常の木材よりも

強度が高いこと。そのため、官公庁や企業からの注文が多くなっています。自治体の
首長室や重役室の家具、議会の議場家具などに多くの実績があり、特に議場は、当社
の製品がおそらく全国の50％前後のシェアを占めるのではないでしょうか。

独自技術のRoll Press Woodで国産木材に命を吹き込む
そんな当社が平成26年に生み出し「久しぶりの成形合板のイノベーションのひと
つ」といえるのがRoll Press Wood（以下RPW）です。これによって、これまで国
内で埋もれていたスギやヒノキといった国産木材が、丈夫で美しい家具として利用で
きるようになりました。軽くやわらかい針葉樹では従来不可能だった細い脚や曲線デ
ザインなどの家具が作れるようになったことに加え、スギ材の美しい色味もそのまま
味わえるRPWは、観光列車の内装などにも使われ、「地元の材料で作りたい」とい
う声にも応える製品となっています。

素直な美しい木目が特長の多摩産材のスギ
生育した場所の条件によって状態が大きく異なるスギ。多摩産材のスギには、他に

はない魅力があり、それは木目の良さであり、安定した気候がとても素直な木目を
つくるのだと思います。しかも当社のRPW技術では、木のいいとこどりが可能です。
多摩産材のスギの木目の美しさをさらに映えさせることができます。

木の新たな可能性を探る
高い防水性、防蟻性をもち、屋外で使っても腐らず劣化しにくい仕様への変更も可

能な当社のRPW。その技術によって、屋外向けの家具や燃えにくい家具なども実現
が可能になりました。
　さらに、当社のRPWならではの大きなメリットもあります。RPWでは製造過程
で同時に乾燥まで行うので、リードタイムが非常に短いのです。社有林から丸太で伐
り出し、数か月後に家具として納品という対応も可能です。まずはご相談下さい。

国産木材の新たな可能性を広げるRPW
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タイプ 釘打用（PWFFH-0T スギ 60） 釘打用（PWFF-0T スギ 60） 釘打用（PWFF-0TW スギ 60）
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W90 × L900 × T15 W90 × L1,820 × T15 W75 × L900 × T15
ロット数 1.62㎡（20 枚）～ 1.64㎡（10 枚）～ 1.62㎡（24 枚）～

価格（税別） ￥38,100/ ケース ￥38,600/ ケース ￥45,600/ ケース
※各都道府県産材に対応可能（別途見積り）。
※3ケース以下でのご注文の場合は配送費別途。
※「PWDF-0TWスギ60」と「PWFF-0TWスギ60」は床暖房対応。

県産材対応スギ圧縮フローリング
「プレスウッド」
　やわらかくキズがつきやすいという国産木材（スギ・ヒノキ等）
の欠点を解消するため、木材の圧縮硬化加工技術の開発に着手し、
「プレスウッド」を製品化致しました。
　加熱・圧縮・形状固定化技術により木材の復元性を抑え、強度・
形状など高付加価値を持った新素材「プレスウッド」に生まれ変わ
ります。

天龍木材株式会社
静岡県

建材／内装材

プレスウッド
タイプ 直貼用（PWDF-0T スギ 60） 直貼用（PWDF-0TW スギ 60）
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W90 × L900 × T15 W75 × L900 × T15
ロット数 1.62㎡（20 枚）～ 1.62㎡（24 枚）～

価格（税別） ￥43,500/ ケース ￥50,200/ ケース

天然木のストライプが今ある空間をやさしく引き締めます。
ベースパネルには和テイストの５色を用意、イメージに合わせたお好きな
色をお選び頂けます。

和モダン木質内装パネル

建材／内装材

粋彩ストライプパネル
品　番 SULPS-28 □□
使用木材 スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W280 × L1,800 × T15
ロット数 1.01㎡（２枚）～

価格（税別） ￥14,700/ ケース
※品番の□□にはご希望のベースパネルの色を記入して下さい。
※3ケース以下でのご注文の場合は配送費別途。

▲あさぎいろ（LB） ▲おりべ（DG） ▲かちいろ（NB） ▲すみいろ（EB） ▲ひはだいろ（MA）

Color Variation　　　　　　
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　50mm・40mm・30mm・20mmの厚さの異なるスギの芯
持ち角材を大胆に配置しました。スギの芯持ち材の持つ、自
然味あふれる素朴な表情と風合いが、屋内に居ながら森林浴
の気分を演出してくれます。
　ベースパネルには、シナ合板の他に、５色のパネルを用意。
イメージに合わせてお好きな色をお選び頂けます。

県産材対応木質内装パネル
「バンピーキューブ」

建材／内装材

バンピーキューブ
品　番 BUCSE-408T □□
使用木材 スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W810 × L410 × T55.5
ロット数 1.6㎡（５枚）～

価格（税別） ￥59,400/ ケース
※品番の□□にはご希望のベースパネルの色を記入して下さい。
※各都道県産材に対応可能（別途見積り）。

▲あさぎいろ（LB） ▲おりべ（DG） ▲かちいろ（NB） ▲すみいろ（EB） ▲ひはだいろ（MA）

Color Variation　　　　　　

〒438-0207	 	
静岡県磐田市宮本350	 	
TEL	 0538-66-1125	
FAX	 0538-66-4973	
MAIL	 お問い合わせの際は、ホームページ
	 「お問い合わせ」よりご連絡下さい。

https://www.tenryu.co.jp/
天龍木材株式会社

▲天竜工場　塗装ライン

▲天竜工場

▲プレスウッド

▲代表取締役社長の溝口正行さん

明治40年に創業した天龍木材株式会社は、当初は天竜川流域で主にヒノキとスギ
の植林と伐採、搬出から出荷、販売を行っていました。その後、国内の木材需要の増
加に応えるかたちで国内外から木材を仕入れ、販売をしてきました。また、ただ木材
を販売するだけではなく、建材部門やプレカット部門も立ち上げ、クライアントの多
様な木材需要に応え、成長を続けてきた会社です。

広く木の文化の創造に寄与したい
『緑を創り、育て、活かす。そして守る。』が天龍木材株式会社の社訓です。当社
の創業に貢献した金原明善は、木材の販売を単なる商売とは考えず、社会貢献、産
業創出ととらえ、特に天竜川の氾濫を防ぐための治山事業や環境保全に取り組んで
きました。
この想いを受け継いできた当社は、単なる木材の供給者ではなく、広く木の文化の

創造に寄与していくことを考えています。その実現のため、原木・木材製品輸入販売
から、各種建材製造販売、プレカット、山林経営まで、幅広く手掛けています。
当社の社有林は、現在はそこからの木材搬出・販売はありませんが、山林課の社員に

よって適切な管理を行っており、将来的に良質な木材を提供することを目指しています。

『天龍エコプロジェクト』
　森林は、二酸化炭素の吸収のほか、生活に必要な水源（地下水）を豊かにする機能、
土砂災害の防止、木材・キノコ・山菜といった林産資源の供給、森林浴等のリフレッ
シュの場の提供など、私たちにとって欠かせない役割を果たしています。
当社では『天龍エコプロジェクト』として、育林や国産木材の有効利用など、大切

な資源であり、かけがえのない財産である森林を次世代に引き継いでいくべく、様々
な取り組みを行っています。その一環として、多摩産材をはじめとする各地域産材を
活用した内装材を提案しています。

時代の流れに合わせた木材製品の開発も
当社では、新型コロナウイルスの流行を受けて、抗ウイルス塗装を施したフローリ

ングを開発しました。このように、時代の流れに合わせた新商品の開発・ご提案を、
今後も実施してまいりたいと考えております。
長年、建築分野で社会に貢献し、快適な住環境の提案をしてきた当社。長い歴史の

なかで培ってきた木材に関するノウハウがあり、安心感が違います。特に、当社の建
材事業の主力製品である床材では、材料の調達から加工、子会社による施工まで一貫
したサービスの提供が可能です。
木材に関するクライアント様のご要望に、精一杯対応させて頂きます。是非お声が

け下さい。

木材の力で快適な住環境を提案
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無垢の温かみある内装材
　住宅や公共施設の内装材として、本実加工板やアイジャクリ加工
板、甲丸加工板など、様々な形状の製品を取り扱っております。

東京都森林組合
東京都

建材／内装材

加工版　①本実加工板
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W120 × L3,950 × T12 W145 × L3,950 × T12
ロット数 １坪～ １坪～

価格（税別） スギ　：￥15,800 ～ 50,000/ 坪
ヒノキ：￥21,500 ～ 74,000/ 坪

スギ　：￥15,800 ～ 50,000/ 坪
ヒノキ：￥21,500 ～ 74,000/ 坪

※寸法は調整可能。
※節の有無で価格が異なります。

▲①本実加工板 ▲②甲丸加工板

建材／内装材

加工版　②甲丸加工板
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W90 × L3,950 × T25 W126 × L3,950 × T30
ロット数 １坪～ １坪～

価格（税別） ￥1,860/ 枚 ￥3,200/ 枚
※スギ、節有のみ。

　無垢板のやさしい木目に、彫刻文字や印刷を重ねた視認
性の良いサインボードです。旅館やホテルなどの室名札、各
種看板などの製造を承っております。

　透過性の高いアクリルと温かみのある木製フレームの組
み合わせ。下部の板のR加工は、お客様との対応に「遮断」
のイメージを与えることなく接することと、おもてなしの
サインをお届けするためのものです。

木目の美しいサインボード

やわらかな光と無垢板の香りただよう
パーテーション

オフィスやお店で活躍する
飛沫防止パネル

家具・什器／サイン・看板

サインボード
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談

家具・什器／パーテーション

Eメイクパーテーション
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W600 × H1,400 W800 × H1,600
ロット数 １パネル～ １パネル～

価格（税別） ￥50,000 ～ / パネル ￥62,000 ～ / パネル

家具・什器／衛生・防災用品

Eメイクパーテーション 飛沫防止パネルタイプ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W900 × H700 × D300 など
ロット数 １基～

価格（税別） ￥30,000 ～ / 基
※サイズは相談可。

　無垢板とアクリル板を交互に配置することで、圧迫感がなく採光
も取り入れられるパーテーション。アクリル板を透明２枚重ねにす
ることで、きれいな和紙や季節の飾り物を挟んでお使い頂けます。
連結金物により、複数枚のパネルを固定したり、角度をつけて固定
したりすることも可能です。
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　１ピース１ピースが、子どもの手につかみやすい大きさ
の楽しいパズルです。木に触れて考えるとき、子どもの集
中力も上がっているかもしれません。

　違う形の積み木で遊ぶのも楽しいですが、同じピースのみ
の積み木でいろいろな形を作っていくのも楽しいです。三
角、四角、六角、丸などの積み木をご用意しています。

　積み上げるときに背面板部分が噛み合うようになってお
り、崩れにくくなっています。散らかりがちな小物や雑誌
を収納すれば、お部屋もスッキリ片付きます。

やさしい木のぬくもりを感じるパズル

木のやさしさとぬくもりを感じながら
積み木で作る世界は無限大

組立式の便利な収納ボックス

玩具・遊具

パズル
使用木材 スギ（多摩産）

サイズ（mm）
約 W300 × L300 × T25 

（ピース：約 W50 × L50 × T15）
ロット数 １～

価格（税別） 応相談
※カラー印刷タイプ、レーザー印字タイプがあります。

玩具・遊具

つみき
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W25 × L40 × D25（六角柱）
ロット数 応相談（10 程度～）

価格（税別） ￥800 ～
※いろいろな形の組み合わせが可能です。
※無垢のまま、自然系オイル塗布など。

家具・什器／キャビネット・収納家具

木製収納ボックス
タイプ S M L
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W360 × H360 × D283 W360 × H360 × D375 W360 × H360 × D420
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥2,500 ～ ￥2,500 ～ ￥2,500 ～

日用品／バラエティ雑貨

マグネット式名札立て
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） L210 × H20 × D20 等（２個１組）
ロット数 10 組～

価格（税別） ￥2,100 ～ / 組
※サイズ、デザイン等応相談。

家具・什器／サイン・看板

卓上サイン
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W300 × H70 × D60 等
ロット数 １～

価格（税別） 応相談
※サイズは相談可。

▲お名前の札を作ったら、後は挟むだけです。

タブレット・スマホ・本など、お好きなものを立て
てご使用下さい。

背面部分の印字によって、賞状・誕生日祝い・卒業
記念など、使い方は様々。名刺サイズとIDカードサイズがあります。

日用品／インテリア雑貨

フォトスタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W127×H120×T30
ロット数 10～
価格（税別） ￥4,500～

日用品／バラエティ雑貨

カードケース　名刺サイズ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W105×H80×T8
ロット数 １～
価格（税別） ￥2,300～

カードケース　IDカードサイズ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W99×H78×T8
ロット数 １～
価格（税別） ￥2,300～

日用品／バラエティ雑貨

マルチイーゼル
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W85×H120×D77
ロット数 １～
価格（税別） ￥600～

※サイズは相談可。
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〒190-0214	 	
東京都西多摩郡檜原村本宿5593-2	 	
TEL	 042-598-0065	
FAX	 042-598-0220	
MAIL	 hinohara_kakou@tokyo-sinrin.com

檜原加工所

　東京都の面積の約40%を占めているのは森です。これを伝えると、「え？　
東京に森なんてあるの？」と驚かれることもしばしばですが、東京都の多摩
地域には約５万3,000haもの森が広がっています。
　手を入れないと荒れてしまうこの広大な東京の森を整備し、守っている
人々がいます。そんな山林のプロが集う団体が「東京都森林組合」です。当
組合は、約2,600人の組合員で構成されています。東京都には明治時代から
各地域に森林組合があり、山林の所有者たちが力を合わせて山や森を守って
きました。平成14年に６つあった森林組合が合併して、現在の東京都森林
組合が設立されました。
　その後、平成29年に、東京都にあったもうひとつの三宅村森林組合が解
散。東京都森林組合連合会の事業を東京都森林組合が包括継承し、現在に

至っています。

多摩の山林とともにあった日本
多摩地域の山林の歴史を紐解いていくと、日本の近現代史と重なります。
明治、大正時代には、山から伐り出されたこの地域の木材はいかだに組まれ、
多摩川や秋川を使って大田区の六郷まで運ばれていました。関東大震災の復
興にも多摩産の木材は活躍したといいます。
戦前までは広葉樹の自然林が広がっていた多摩地域ですが、第２次大戦中
に国からの要請を受け、木材の供出が行われました。戦争が終わると、豊か
だった山々は裸になっていました。その後、国策によって生長の早いスギや
ヒノキが植林されたのです。その作業には、戦地から復員してきた人々が従
事したといわれています。

1960年代半ば、昭和40年代ごろまでは、建築現場の足場に使われる足場
丸太が大量に取り引きされていましたが、単管パイプの登場による需要低下
に加えて、昭和55年をピークに国産木材の価格が低迷を始め、林業にとっ
ては厳しい時代を迎えます。
こうした時代の流れに翻弄されながらも、戦後の荒れた山林を守り、森林
の多面的機能を維持管理し、地域とともに多摩産材を育ててきたのが東京都
森林組合です。
都民が飲む水や空気は、いわば東京の森や山の恵み。普段は森林の恩恵を
受けて暮らしていることに気づきません。森や山の大切な役割を皆さんに伝
えることが、当組合の仕事のひとつだと考えています。
森林の大切さ、森の循環の重要さなどについて情報発信をするのも私たち
の責務です。当組合では地域のイベントや、都心で行われる展示会や行事に

先祖から受け継いだ東京の森
かけがえのないこの森を守り、伝え、活かしていく

本所	 	
〒190-0182	 	
東京都西多摩郡日の出町平井2759
TEL	 042-588-7963	
FAX	 042-597-5263	
MAIL	 info@tokyo-sinrin.com	

http://tokyo-sinrin.com/
東京都森林組合

▲組合長の木村康雄さん

参加し、東京の木に触れ、親しんでもらい、木の良さに気づいてもらえるよ
うな活動を行っています。

森の循環を守る
　山林での作業は危険と隣り合わせです。急斜面での作業など、一瞬の気の
緩みが命に関わることさえあります。
作業に携わっている組合員の年齢は22歳から75歳まで。幅広い年代の作
業員がいます。映画を観て森林の仕事に憧れて入った若者もおり、若手も少
しずつ増えています。
　自然のなかでの作業は、ときに過酷を極めます。多摩地域の冬場の気温は
都心に比べて５℃低く、標高が高くなる山場では、平地よりさらに５℃は低
くなるといいます。厳しい寒さのなかで行われる枝打ち作業では、座って休
むと凍えるほど。夏場に行う下草刈りでは、朝４時には山に入り、お昼まで
には作業を終えないと熱中症の危険があります。
現在、多摩地域の山林には伐採すべき時期を迎えた樹齢50～60年の木が
多くなっています。早急にこれらを伐り、若木を植えて、森の木を循環さ
せていかないといけません。山の仕事に携わる人には50～60歳代が多いの
ですが、技術を受け継ぎ伝えていくためには、若い世代をはじめ、幅広い年
齢層の作業員が必要です。山の仕事は気象条件も厳しく、３Ｋ（キツイ・
キタナイ・キケン）の作業ですが、直接的に地球環境を守ることに貢献で
きるやりがいと価値のある役割を担えます。若手にこの仕事の魅力も伝え
ていきたいと思っています。
　最近では、山林の仕事も時代とともに変化し、ドローンを使った資材や苗
木の運搬などが行われるようになりました。ドローンの操作の資格を取るな
ど、若手の活躍も見られるようになってきています。

自然に調和した多摩産材を使った木製品も
　都市部における木質化が求められるなか、多摩産材のスギやヒノキを使っ
た木製品が好評です。多摩産材の製品を選ぶことは、多摩の森と自然環境
を守ることに直結します。
当組合では、オーダーメードの受注生産による建築資材・什器・日用品の

ほか、外構材などにも多摩産材を多く活用しています。多摩地区の森林を整
備し、守り、情報を発信し、多くの方に多摩産材の魅力を知って頂く取り組
みを続けていきます。
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無垢無塗装の一枚板で仕上げる
木製ブラインド「こかげ」
　優良国産木材認証取得（SGEC認証）の智頭杉をはじめ、熊野ヒ
ノキや多摩産材といった、国内では唯一の国産スギ、国産ヒノキを
使用したブラインドを製造。縦型と横型をご用意しております。

東京ブラインド工業株式会社
東京都

▲草津音楽ホール

◀某リゾートマンション

▲某個人邸　天窓

▲秋葉原UDX ▲某個人邸

多
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▲某医療センター

▲某医療センター

▲某店舗

▲某個人邸

多
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家具・什器／その他

木製ブラインド「こかげ」
品　名 バーチカルウッド 90（縦型） ベネチアウッド 50（横型）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W140 ～ 4,000 × H ～ 2,600

（最大製作寸法：～ 12㎡）
W450 ～ 2,000 × H300 ～ 3,000

（最大製作寸法：4㎡）
ロット数 １～ １～

価格（税別） 応相談 応相談

　反り狂いの防止、見た目の美しさ等の理由から、スラット
の材料は80～100年物の国産スギ材から厳選した、無節・二
方柾の高級柱材にも使用される柾目部分だけを使用していま
す。また、ヒノキ材は100年物から厳選した柾目部分だけを
使用しています。

　木製ブラインドはコード類の消耗品を交換して頂ければ、
長いもので100年以上の使用が可能です（一般的なブライン
ドの寿命は約６年）。リメイクメンテナンスサービスも行っ
ております。より長く使用して頂き、SDGsにも最適です。

都市圏の10階以上の高層ビル・マンションにおいては、初
期延焼を防ぐ「防炎性」が必須です。国産木材で初めて、よ
り安全性と快適性を求めて商品化しました。

「こかげ」の特徴①　　　　　　　　　　　　　

無垢一枚板のスラットを使用　

「こかげ」の特徴②　　　　　　　　　　　　　

メンテナンスをすれば、
100年以上使用可能

「こかげ」の特徴③　　　　　　　　　　　　　

多摩産材バーチカルウッド90は、
防災認定製品の製作が
可能となりました

Wood Variation　　　　　　

▲スギ ▲ヒノキ

〒108-0072	 	
東京都港区白金3-9-15	 	
TEL	 03-3443-7771	
FAX	 03-3443-7775	
MAIL	 info@tokyo-blinds.co.jp

https://www.tokyo-blinds.co.jp/
東京ブラインド工業株式会社

▲代表取締役社長の櫻井武志さん

東京ブラインド工業株式会社は、昭和24年創業のブラインド・間仕切りのメーカー
です。国産のスギやヒノキの無垢材を使った木製ブラインドや、世界でも類を見ない
吸音ブラインド・吸音パネル製品といったオンリーワンの「吸音製品」も独自開発し、
販売を行っています。

多摩産材をはじめとする国産木材にこだわった「木製ブラインド」
当社の木製ブラインドは、すべて国産木材を使用したもの。多摩産のスギ、ヒノキ

をはじめ、鳥取の智
ち

頭
づ

杉
すぎ

、熊野のヒノキを使用しています。さらに、木目の美しさを
そのまま活かすべく、これらの無垢材を安心安全な自然塗料で仕上げました。
木材は、居住空間の快適性を高めます。住宅や施設での利用に適しているとともに、

香りなどによるリラックス効果やストレスの緩和など、心理・情緒・健康面での効果
も期待できます。また、地域の木材を使うことは、その地域の森林の伐採を促し、森
林の循環につながり、輸送時に発生する二酸化炭素が少ないことから、地球温暖化の
抑制にも貢献できます。国産木材、特に多摩産材を使用した木製ブラインドのシェア
を、今後も広げていきたいと考えております。

世界で唯一の「吸音製品」
当社では、多摩産材を使用したこだわりの木製ブラインドで「快適な光空間」を提

案し続けてきました。そんななか挑戦した新たな取り組みが、室内に響く反響音を軽
減させ、「快適な音空間」を実現する「吸音製品」です。
吸音製品を室内の適所に設置することで、室内の音環境をより快適にすることが

できます。音の測定・分析を自社スタッフで行い、吸音製品の設置前と設置後の室
内音響シミュレーションも行っております。お客様に、より快適な音環境をご提案
致します。
壁に貼るタイプの「吸音壁貼パネル」、衝立や間仕切りとしても使用できる「吸音

ローパーティション」など、吸音製品のラインナップも様々です。なかでも、最近
は「吸音デスクトップパネル」が人気です。デスクに簡単に設置できるので、コロナ
禍におけるリモートワークやWeb会議に使用され、音環境の改善や感染防止に一役
買っています。

価格ではなく質の良さを追求
木製ブラインドに関しては、国産の無垢材、人にやさしい自然塗料など、細部まで

こだわっております。そのため、お値段は高めになってしまいますが、それ以上の価
値を感じて頂ける、本当に質の良い製品です。吸音製品に関しては、反響音を軽減さ
せる「吸音ブラインド」にも、多くの納入実績があります。
当社のこだわりを、ぜひ体感してみて下さい。

国産木材・多摩産材にこだわった
木製ブラインドと、独自の吸音製品

多
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木の香りとぬくもりにあふれた
“こだまのこや”は、
森から生まれた秘密基地
組み立て解体できる木組みの秘密基地です。大人の保育士
の方２名で、20分ほどあれば組み立てることができます。保
育士の目線の高さで子どもたちの見守りができるため、安心
して屋内空間での利用が可能です。

株式会社東京・森と市庭  
東京都

玩具・遊具

こだまのこや
タイプ 900 サイズ 1,200 サイズ 1,800 サイズ
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産） ヒノキ・スギ（多摩産） ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） W900 × H900 × D900 W1,200 × H1,200 × D1,200 W1,800 × H1,200 × D1,800　
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥250,000 ￥300,000 ￥350,000

　感性を活かして、子どもたちが大好きなアスレチックや
お城、基地などを作ることができます。凹凸を板につけて
いるので、次から次へと子どもたちの発想が形になってい
きます。

　奥多摩の家具職人が魂を込めて作った木馬です。このよ
うな大きな木馬に乗ったことはありますか？　小さな子ど
もなら３人乗っても大丈夫。
　空を駆け上がるような乗り心地に子どもたちは大興奮、大
人は感動必至です。

子どもたちが自分で
積み上げることができる、
大きな積み木です

森を駆け抜ける体験ができます

玩具・遊具

ヒノキの木馬
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W1,300 × H800 × D500
ロット数 １～

価格（税別） ￥500,000

玩具・遊具

森の城壁
タイプ 900 サイズ 1,800 サイズ
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産） ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） W145 × L900 × T50 W145 × L1,800 × T50
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥3,500 ￥5,000

多
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　ストレートな一本道だけでなく、楕円や半円、傾斜やジグザグといった、いろ
いろな平均台をご用意しました。単体で遊ぶのはもちろんのこと、組み合わせ
を工夫して様々な道を作れば、いつも新鮮な気持ちで楽しむことができますよ！

組み合わせは自由自在、
屋内で体験できる大冒険！

▲①セット

▲②ストレート
▲③半円（写真は２台を組み合わせたもの）

玩具・遊具

ワクワク平均台シリーズ
タイプ ①セット ②ストレート ③半円 ④楕円
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm） 組み合わせにより変動
W150 × H100 × D890

（脚巾 300）
W320 × H200 × D890

（脚巾 200）
W890 × H200 × D500

（脚巾 150）
ロット数 １セット～ １～ １～ １～

価格（税別） ¥250,000 ¥23,400 ¥31,700 ¥35,000

▲④楕円

▲⑤ジグザグ

▲⑥傾斜ストレート（ロープ付き）

▲⑦傾斜ストレート（滑り止め付き）

タイプ ⑤ジグザグ ⑥傾斜ストレート（ロープ付き） ⑦傾斜ストレート（滑り止め付き）
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm）
W150 × H100 × D890 

（脚巾 300）
W150 × H100・200 × D890

（脚巾 300）
W150 × H100・200 × D890

（脚巾 300）
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ¥31,700 ¥30,000 ¥28,400
※①セット内容は、ストレート４つ、半円２つ、楕円１つ、ジグザグ１つ、傾斜ストレート（ロープ付き）１つ、傾斜ストレート（滑り止め付き）１つとなります。
※⑥ロープの色は選べません。
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　多摩産材ヒノキで作られたキャットハウスです。猫の気
持ちが分かる木工職人が丁寧に作り上げました。木の質感
のおかげで、お部屋のどこに置いても丁度良い存在感です。

　奥多摩の山で採れたヒノキの枝をバードコールにしま
した。枝の穴にボルトをねじ込んで回すと、まるで小鳥
のさえずりのような音がします。回し方によって音が変
わります。

木が心地良いのは猫も一緒です

バードコールを持って、
外に出かけよう

家具・什器／その他

森のキャットハウス
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W500 × H300 × D435
ロット数 １～

価格（税別） ￥39,800

日用品／アウトドア用品

バードコール
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）
サイズ（mm） Φ 30 ～ 40 ×Ｈ 70
ロット数 １～

価格（税別） ￥800
※ひもは別になります。ご相談下さい。

　持ち運びに便利な布袋付きで、子どもから大人まで使え
るサイズです。自然観察はもちろんのこと、老眼鏡代わり
にもなるすぐれもの。

自然観察には、
木製のむしめがねが似合います

日用品／バラエティ雑貨

森のむしめがね
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W70 × H10 × L110（レンズサイズ 50）
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,500

　暗くて怖いトンネルのイメージはここにはありません。つ
い入りたくなるトンネルです。

木のぬくもりあふれるキッチンで
本格的な“ままごと”を
作った料理はマルシェで大人気です！

ずっと中に居たくなる、
そんなトンネルです

玩具・遊具

森のキッチン&マルシェ
使用木材 ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm）
キッチン：W1,200 × H900 × D400 
マルシェ：W1,000 × H1,000 × D400

ロット数 １～

価格（税別） ￥394,500
※キッチンとマルシェを連結して使うこともできます。

玩具・遊具

森のおやまのトンネル
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W915 × H700 × L1,500
ロット数 １～

価格（税別） ￥790,000

　毎日やっても飽きないのが“ごっご遊び”。そのなかでも
“ままごと”は不動の人気です。日常の遊びのなかで木に触
れる機会があると、いつの間にか木が身近な存在になって
います。
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丸太の両側を平行に挽いたベンチです。丸太をそのまま置くよ
りも、しっかりと地面や床に置くことができます。

素材を活かした、ワイルドなベンチです

家具・什器／保育・学童家具

森の収納ワゴン
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W450 × H650 × D480
ロット数 １～

価格（税別） ￥142,000

家具・什器／スツール

切り株いす
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） Φ200×H250
ロット数 １～
価格（税別） ￥5,000

日用品／表彰記念品

森のメダル
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） Φ80×T5
ロット数 １～
価格（税別） ￥364

家具・什器／キャビネット・収納家具

森の棚
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W760×H1,200×D530
ロット数 １～
価格（税別） ￥100,000

家具・什器／ベンチ

森の太鼓ベンチ
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm）
Φ 200（高さ 130/ 座面幅 150）×

L500
Φ 200（高さ 130/ 座面幅 150）×

L1,000
Φ 200（高さ 130/ 座面幅 150）×

L1,500
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥9,000 ￥17,000 ￥24,000

子どもも大人も使い勝手の良い収納ワゴンです。１
台あると部屋の雰囲気がぐっと良くなります。

木のぬくもりを感じられる、
収納ワゴンです

六本木オフィス	 	
〒106-0032	 	
東京都港区六本木7-3-13
トラスティ六本木ビル５階	 	
TEL	 03-6432-9718	
FAX	 03-6432-9771	

奥多摩本社	 	
〒198-0212	 	
東京都西多摩郡奥多摩町氷川1075	
TEL	 0428-74-9307	
FAX	 0428-74-9308	
MAIL	 info@mori2ichiba.tokyo.jp

https://mori2ichiba.tokyo.jp/
株式会社東京・森と市庭  

▲製材所

▲社有林

▲屋外遊具

▲生産管理部長の牛島一成さん

株式会社東京・森と市
いち

庭
ば

は平成25年、奥多摩地区の山主と、都市の暮らしに奥多
摩の木を届けたいと考える企業の縁から生まれました。多摩の木に新しい価値を生み
出そうと、「森とあそび 木とくらす」を合言葉に、子どもたちやファミリー層に向け
て、多摩産材を有効活用した木育商品・木育体験を提供しています。

多摩産材の香り高い遊具や木のおもちゃが保育現場で好評
当社の製品の９割を占めるのが保育施設向けの遊具や木のおもちゃ。なかでも「こ

だまのこや」シリーズや木馬、屋外遊具などが好評です。
無機質なプラスティックではなく、さわって匂いを感じることのできる木のおも

ちゃや遊具は、子どもたちの五感を豊かにしてくれると考えています。そして、日
頃から子どもたちと接する保育士さんたちも、そういったものを求めて下さってい
ます。

コロナ禍だからこそ生まれた奥多摩モクリンピック
当社が実施して話題となったのが、木と森を使った遊びと学びの祭典「奥多摩モ

クリンピック」。これは、もともとコロナ禍の影響で修学旅行の訪問先が日光から青
梅・奥多摩に変更になった青梅市の小学６年生のために企画されたものでした。８
チームに分かれた６年生児童が、丸太転がし、丸太の早切り競争、年輪を見ての木の
年齢当てクイズ、みんなで木を倒すなどの種目を通じて、楽しく遊びながら木に触れ
て学びました。
これをきっかけに、当社では個人向けの山遊びや伐採体験などのプランも提供を開

始することになりました。

多摩産材の「欠点」も、見方を変えれば大きな魅力になる
多摩地域には、残念ながら手入れの行き届いていない山も少なくありません。
しかし当社では、曲がっていたり、節が多かったりと、建材としては嫌がられそう

な木材でも、子どもたちの前ではそれが豊かな個性となり、魅力的に輝くと考えてお
ります。
例えば、切り出したばかりの木と乾いた木を比べると、驚くほど重さが違います。

こんなところからも、木の保水能力を知るきっかけを体感できますし、また、大きく
曲がった木や年輪を見ている子どもたちに「なぜ曲がったんだろう？」「この木は何
歳かな？」などと声をかければ、森や木に興味を持つきっかけを作ることができます。
木に触れる機会を提供することで、子どもたちには五感を磨き、センスオブワン

ダー（自然の持つ神秘さや不思議さに目を見はる感性）を育んでほしいと思います。
そんな子どもたちなら、大人が抱えている社会問題をきっと解決してくれると信じて
います。

子どもたちの五感を多摩産材で育む

※森のメダルはレーザー加工も承ります。別途ご相談
下さい。

※掲載商品は自然素材ですので、色味の違いや環境の変化による収縮や膨張、反り、割れ、日焼けによる変色等が発
生する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

多
摩
産
材



266 267

木材をシート加工で不燃材料とした
内装用木質建材「アルファティンバー」
　内外テクノスと大林組が開発した「アルファティンバー」は、基材
となる針葉樹に特殊なアルミニウム箔複合シートを貼るだけで、不
燃木材（大臣認定番号NM-5117-1）として使用できます。
　加えて、シートの上に家具などで人気が高い広葉樹の天然木シー
ト（ツキ板）を重ねられるため、材料の表面を自由に選択すること
ができます。
　従来の不燃木材は針葉樹のみでしたが、アルファティンバーは天
然木シートを表面に重ねたうえで表面保護と汚れ防止の塗装をして
仕上げるため、広葉樹も採用できます。

▲アルファティンバーの断面構成

針葉樹（スギ）

※こちらは一例です。上記の４種類以外も対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

広葉樹（ウォールナット、タモ、ホワイトアッシュ、モアビ）

株式会社内外テクノス
東京都

Wood Variation　　　　　　
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建材／内装材

アルファティンバー
使用木材 スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） T18 ～ 300
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

東京支店（本社）	 	
〒162-0845	 	
東京都新宿区市谷本村町1-1	住友市ヶ谷ビル	 	
TEL	 03-5261-3410（代表）	
FAX	 03-5261-3411
MAIL	 hprequest-syouji@naigai-technos.co.jp	
（※令和４年５月末頃、千代田区に移転予定）

https://www.naigai-technos.co.jp/
株式会社内外テクノス

▲代表取締役社長の矢納正人さん

明治28年に大林組の製材工場として創業した株式会社内外テクノスは、昭和６年
に内外木材工藝株式会社として大阪市に設立し、令和３年に90周年を迎えました。
そんな当社が東京出張所を開設したのは、終戦の翌年の昭和21年。昭和39年には、

今の埼玉県ふじみ野市に新東京工場（本社工場）が完成し、高品質で安全な製品をよ
りスピーディに顧客に届けられるようになりました。

国産木材の使用率を高めるカギは不燃木材
国産木材を有効活用しようという機運が高まるなか、政府も令和７年までに国産木

材の利用を国内の50％にまで高めようという目標を掲げています。そして、このた
めに不可欠なのが木材の不燃化技術です。しかし、従来の不燃木材にはコストがかか
る、薬剤の染み出しによる白華が起こるなどの問題点がありました。
当社ではまず、木材の表面に塗膜を施す内装用白華抑制塗料「ウッドエフロバリ

ア」を大林組と共同開発しました。木材の美観を保つことと、防火性能を両立させた
この製品は、高輪ゲートウェイ駅や大月のバイオマス発電所、横浜駅西口の再開発な
どで使われました。

環境にもやさしい全く新しい不燃木材「アルファティンバー」
さらに令和３年４月には、全く新しい不燃木材「アルファティンバー」を発表した

ました。同製品は薬剤を全く使わない不燃木材のため、木が重くなる、リサイクルで
きない、酸性の薬剤によって周囲がさびやすくなる、といった従来の不燃木材が抱え
ていたデメリットをすべて解消しています。もちろん白華の心配もありません。
多摩産材をはじめとする国産スギ材の基材をアルミニウム箔で覆い、表面にツキ板

を用いて塗装する製法の「アルファティンバー」は、表面のツキ板の素材に制限はな
いため、意匠性にも非常に優れた不燃木材となります。表面の塗装をはがせば簡単に
木材としてのリサイクルが可能で、さらに製造時に必要なエネルギーも低く抑えられ、
環境にも非常にやさしい不燃木材です。耐用年数も、内装材ならノーメンテナンスで
も50年以上と長く、多くの問い合わせが寄せられています。

国産木材、多摩産材をより広く使うために
多摩産材の魅力は、「割と太い木、樹齢が長い木」が多いこと。目がつんでいて、良

い材が取れることです。東京都内を中心に「多摩産材で作って下さい」というリクエ
ストもあり、当社では喜んで対応させて頂いております。「アルファティンバー」の
表面のツキ板に、美しい多摩産材のスギを使うことももちろん可能です。

全く新しい不燃木材「アルファティンバー」
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表層圧密テクノロジーG
ギ ュ ッ ド

ywood®は、
針葉樹の表面をギューッと圧密
無限の可能性がある、無垢の新素材
　Gywood®フリー板は、スギでありながら、広葉樹と同様の表面硬
度をもち、今までの無垢材であれば狂いやすかった「薄型・幅広」
の板材が可能になった商品です。
　Gywood®のフリー板は長さが2間以上（約3.65ｍ以上）、幅が
250mm前後、300mm前後、400mm前後と幅広で、厚みは25mm、
30mmといった薄型が可能な「無垢の一枚板」です。家具や造作化
粧材、木製遊具など、様々な用途にご活用頂いております。
多摩産材の特注対応については、別途お見積もりとなりますので、
ご相談下さい。

ナイス株式会社
神奈川県

建材／内装材

Gywood®フリー板
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W240 ～ 250 × L3,900 × T30 W280 ～ 300 × L3,900 × T25 W280 ～ 300 × L3,900 × T30
ロット数 １枚～ １枚～ １枚～

価格（税別） ￥52,650/ 枚 ￥64,350/ 枚 ￥70,200/ 枚

Gywood®加工で
やわらかいスギの表面を圧密し、
表面を硬く傷つきにくい等の特長を付与した
機能性フローリング
　圧密しているのは表面のみで、内部は圧密されていません。スギ本来
のクッション性が残っており、衝撃吸収性があり、お年寄りや小さい
お子様向けの施設にもおすすめです。寸法安定性も高く、無垢フロー
リングではなかなか実現できなかった165mmの幅広仕様で、高級感
があります。

建材／内装材

Gywood®フローリング
使用木材 スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W165 × L1,820 × T15
ロット数 ５枚入 / ケース～

価格（税別） 応相談

使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W280 ～ 300 × L1,900 × T25 W280 ～ 300 × L1,900 × T30 W380 ～ 400 × L1,900 × T30
ロット数 １枚～ １枚～ １枚～

価格（税別） ￥28,500/ 枚 ￥30,780/ 枚 ￥54,720/ 枚
※多摩産材の特注対応については、別途お見積もりとなりますので、ご相談下さい。
※別途配送費を頂戴致します。
※幅や厚みは製品によって多少前後がございます。特に厚みは無垢の幅広材のため、バラつきがあります。また、天然木のため、細かい割れや反りが入る場合がございます。
※木目や節、色合いは一枚一枚異なり、指定はできません。ご了承下さい。
※本製品は二次加工を前提とした半製品です。最終仕上げのための削り代を見込んで下さい。
※規格寸法以外の剥ぎ加工も承ります。
※価格は令和４年３月時点のものです。
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Gywood®の美しさと温かさ、そして強さを活かした、
インテリア性と機能性を兼ね備えたハイグレードな階段
　光と風を通す、高いデザイン性を生み出す木製桁階段の踏み板を、表層圧密材Gywood®

にしました。シンプルなデザインのなかに存在感を醸し出す力強いデザイン。木製ならで
はのぬくもりややさしさがあり、桁と踏み板とのカラーコーディネートも楽しめます。

建材／内装材

Gywood® TWO BEAM　二本桁デザイン階段
使用木材 スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

子どもたちが学校にいる間、一番長く触れているものは
学校机です。だからこそ、木のぬくもりを感じられる無垢
材を使ってほしいと考えています。
　しかし、表面がやわらかい無垢の天板は傷が付きやす
いという一面があります。私たちは、Gywood®という表
層圧密技術を活用し、表面を硬くすることで、無垢の意
匠性、質感を維持しつつ、耐傷性を向上させることに成
功しました。

　既存の会議用机に合わせて、Gywood®の天板を製
作致します。天板を交換するだけで、オフィスの木質
化に一役買います。
　既存のビスの位置に合わせて天板に鬼目ナットを取
り付けますので、ドライバー１本で簡単に取り付ける
ことができます。
　お気軽にお問い合わせ下さい。

Gywood®を使った学習机

Gywood®でオフィスの会議用机の木質リノベーション

家具・什器／保育・学童家具

Gywood®学童机天板（ウレタンつや消し塗装）
使用木材 スギ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W650 × H520 ～ 760 × D450

（JIS ２～６号対応）
ロット数 30 枚～

価格（税別） 応相談

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

Gywood®会議用机天板（ウレタンつや消し塗装）
使用木材 スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲天板のみ交換した例

▲天板と幕板を交換した例
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建材／内装材

ヒノキ無節フローリング
使用木材 ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W108 × L3,950 × T15
ロット数 ８枚入 / ケース～

価格（税別） ￥32,000/ ケース
※別途配送費を頂戴致します。
※塗装は特注対応致します。
※価格は令和４年３月時点のものです。

古くから日本人に親しまれてきたヒノキ
寺社建築をはじめ、
建具や家具にも使用されてきました
特有の芳香にはリラックス効果等、様々な効能があります
　全国各地の厳選されたヒノキ材を、リーズナブルな価格でご提供しています。独自の製品基準
で、木取りから、乾燥、加工までしっかりと管理し、確かな品質でお届けします。
　オリジナルの実形状は割れにくく、実を入れやすいのに外れにくい、釘が打ちやすいなどの施
工の良さと、斜め実で木材の乾燥によって収縮しても目立ちにくいといった特長があります。

　これまでになかった、ヒノキの香りを放つしっくい。ヒノ
キの香りが持つ効能と世界的に注目されている「森林浴」
の効果に着目しました。
　使用しているのは、国内でも最上級のヒノキオイルや石灰
石をはじめとする、安全・安心な国産自然素材のみ。長い
時間を過ごす空間は素材にもこだわりたいという方や、健
康志向の方におすすめです。

地球環境にやさしく、持続可能な資源である木材は、二
酸化炭素の固定に貢献する素材です。木材が持つ特長をそ
のまま受け継いでおり、吸放湿性能や蓄熱性能に優れ、壁
体内及び室内の温湿度変化を緩やかにすることで、快適な
室内空気環境を実現し、壁体内結露を防ぐことができます。

ヒノキ・しっくい・珪藻土の特性を
最大化し、誕生した全く新しい建材
「ヒノキのしっくい」

ウッドファイバー™は、
日本で唯一国産木材から作られた、
こだわりの多機能木質繊維断熱材です

建材／内装材

ヒノキのしっくい
使用木材 ヒノキ（国産）

ロット数
ヒノキのしっくい：20㎏ / 箱（施工面積目安約 10㎡）～ 
下地材：20㎏ / 箱（施工面積目安約 16㎡）～

価格（税別） ヒノキのしっくい：￥25,000/ 箱 
下地材：　　　　　￥11,200/ 箱

※別途配送費を頂戴致します。
※価格は令和４年３月時点のものです。

建材／内装材
ウッドファイバー™（密度55㎏/㎥） 
JIS A 9521 インシュレーションファイバー断熱材
品　番 WF-L55-100-390-B WF-L55-100-430-B WF-L55-100-350-B
使用木材 トドマツ・カラマツ（国産） トドマツ・カラマツ（国産） トドマツ・カラマツ（国産）
サイズ（mm） W390 × L1,240 × T100 W430 × L1,240 × T100 W350 × L1,240 × T100
ロット数 ３枚 / 梱包～ ３枚 / 梱包～ ３枚 / 梱包～

価格（税別） ￥4,000/㎡ ￥4,000/㎡ ￥4,000/㎡
※別途配送費を頂戴致します。
※厚さ50mm、90mm、120mmは受注生産品。
※価格は令和４年３月時点のものです。
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建材／構造材

国産材プレミアムパッケージ（構造材）
使用木材 スギ・ヒノキ・カラマツ（国産）等
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※相模原国産材アッセンブルセンターにて、実物をご確認頂けます。

日本の森林と地球を守る、
持続可能な国産構造材パッケージ
　お客様のご要望に合わせて、①無垢材仕様、②構造用集成材仕様、③無垢材+構造用集成
材仕様の３種類からご提案致します。
　国産木材針葉樹のスギ、ヒノキ、カラマツを中心に構成していますが、構造計算上必要性
がある場合を想定し、一部の横架材については、輸入材も選択肢の一つとしております。
　また、お客様のご要望に応じて、基本パッケージをベースとして、部材別に等級等をカス
タマイズし、個別で対応いたします。

〒230-8571	 	
神奈川県横浜市鶴見区中央4-33-1　
ナイスビル5階
TEL	 045-503-3583	
FAX	 045-503-1647	
MAIL	 kokusanzai@nice.co.jp	

https://www.nice.co.jp/
ナイス株式会社

▲見せる倉庫での提案活動

▲ObiRED®・Gywood®をはじめとした
大径材活用

▲首都圏木材営業部長・木材開発部長の
青木良篤さん

昭和25年に木材市場の運営会社として設立されたナイス株式会社は、いわば「木
材の総合商社」です。当社は、木材の流通から資材調達、木造建設、リフォームの相
談まで、木に関するあらゆる事業に取り組んできました。
現在も「健康」「環境」「耐震」の３つをキーワードに、「木」と「建築」のスペシャ

リストとして、持続可能な社会の実現を目指した様々な事業を推進。社有林の保全・
育成、木の価値を高める新製品開発などを通じて、日本の木質化の推進、持続可能な
社会の実現を目指しています。

多産地連携システムで多摩産材を含む国産木材の活用を推進
ウッドショックを機に、国産木材への注目が高まりました。しかし、国産木材の更

なる活用に向けては、安定した供給が重要です。そこで当社は、多産地連携システム
を構築。全国から木材を調達してストックし、必要な顧客に届けることを可能にしま
した。この強みを活かした「国産材プレミアムパッケージ」では、骨組みから断熱材、
内外装材まで、すべて国産木材による木造住宅を実現。日本の森林と地球を守り、さ
らに快適な空間で住む人が健康になれる住まいで、木の本質的な価値を高め、脱プラ
スチック・木質化を推進するウッドチェンジを目指しています。平成30年には、他
社に先がけて「JAS構造材活用拡大宣言」を行いました。

木の可能性を広げる特殊加工処理材「O
オ ビ レ ッ ド

biRED®」と「G
ギ ュ ッ ド

ywood®」
そんな当社の取り組みを支える独自の製品が「ObiRED®」と「Gywood®」です。

　 「ObiRED®」は、江戸時代からのスギの産地・宮崎県飫肥地区を中心に生育する
飫
お

肥
び

杉
すぎ

に着目して誕生しました。30cm以上に育った大径木の赤身部分だけを使った
高機能のスギ材で、軽くてやわらかく耐久性にも優れています。
　また「Gywood®」は、スギ材の表面部分だけを圧縮した究極の無垢材。表層圧密技
術により、広葉樹（ハードウッド）と多摩産材をはじめとする針葉樹（ソフトウッド）
の両方の長所を備えています。機能面では硬さ、軽さ、ぬくもり、低反発、加工性の
高さ、高い形状安定性、ノンケミカルの無垢材という７つの特長を持っています。さ
らに美しい木目で、薄型のデザインも可能であり、良好な塗装性などを備えています。

素材としての木の可能性を最大限に
スギの大径木など、使いづらい径の材は、これまで用途が少なく、伐ったまま捨て

置かれたり、バイオマスチップにされたりしていました。しかし、当社の技術やノウ
ハウは、それらの国産木材の救世主となりえます。
国産木材の価値を高め、需要を創造し、製材所や山にも還元できるように、木の付

加価値を生み出していきます。単に「木を使う」ではなく「質を高めた使い方」を提
案します。

木材の総合商社として、
ニーズに合わせた活用をご提案
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多摩産材スギを芯材として活用した
「内装パネル工法」
「内装パネル工法」は、住宅等の間仕切壁等を内装部品のパネル
として、あらかじめ工場で製作し、それを現場ではめ込み組み立て
るという、いわゆる工業化工法です。内装パネル工法に使用される
間仕切壁、表装壁パネル、押入棚、押入床などの各種パネルの芯材
には、多摩産材のスギを使用することが可能です。また、内装パネ
ル工法においては、安定した強度と品質を確保しつつ、在来工法で
は使用が難しかった短材も活用できます。

日本住宅パネル工業協同組合　
東京都

建材／内装材

内装パネル工法
使用木材 スギ（多摩産）

サイズ（mm） W900 × H2,550 × T50 等
※案件毎にサイズ対応致します。

ロット数 １枚～（１戸あたり約 20 ～ 30 枚必要）

価格（税別） 応相談
※ 内装パネル工法は、工場製作のため、製作材数がまとまることでコストダウンを図れ

る工法です。ご採用検討の際は、一度お問い合わせ下さい。
※壁仕上げは、一般的にビニールクロス仕上げ（別途）になります。

多摩産材を活用した木製手すり「武
む さ し

蔵」
木製手すりに多摩産材のスギ集成材を採用しているため、スギ特有のやさしく温か
い手触りとなっています。
　また、直径35mmとすることにより、お年寄りにはもちろん、お子様にも握りやす
い製品となっており、洗面所やトイレ、玄関など、ちょっとしたサポートが必要な場
面で動作を補助します。

▲Ｉ型 ▲Ｉ型

▲L型▲L型

▲パネル工法が採用された住宅

▲パネル建込の様子

▲パネル内部の様子

家具・什器／住宅設備

武
む さ し

蔵
タイプ I 型 I 型 I 型 L 型
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）

サイズ（mm） L300 ×Φ 35 L600 ×Φ 35 L900 ×Φ 35
L600（水平）× 700（鉛直）

×Φ 35
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥7,300 ￥7,800 ￥8,300 ￥20,000 ～
※クリアー仕上げ。

多
摩
産
材



280 281

「台形集成材」は、小径木の間伐材を活用している集成材です。
製造過程で原木を台形に切断したものを組み合わせて製作するこ
とから、台形集成材と呼ばれています。
　森林を正しく管理育成するうえで欠かせない、間伐作業で発生
する利用価値の少ない間伐材を台形集成材に加工し、新たな木
材として建築内装材・家具材などに有効活用することで、SDGs
（持続可能な開発目標）の実現に貢献できます。

多摩産材ヒノキの集成材を使った家具
「台形集成材家具」

家具・什器／オーダー家具

台形集成材使用家具
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※無塗装またはクリアー仕上げ。
※板厚20mm。

床面に塗布された酸化チタンの光触媒作用により、消臭や、
アレルギーのもととなるVOCの分解、インフルエンザウイル
ス、ノロウイルスなどのウイルスや細菌の除去機能を備えた
床材です。
また、塗装の表面硬度はJISの引っかき硬度（鉛筆法）試験
による６H（現行の基準では最も高い水準）であり、車いすや
キャスターの使用にも凹みや傷がつきにくくなっています。本
製品はヒノキの間伐材を有効活用した台形集成材を使用して
おり、森林資源の有効活用に資する環境にやさしい商品です。

抗菌・抗ウイルス
国産木材フローリング
「エアー・ウォッシュフローリング」

建材／内装材

エアー・ウォッシュ ひのき台形集成材フローリング
タイプ PAW-1（直貼り用） PAW-2（根太貼り用） PAW-3（根太貼り用）
使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W108 × L900 × T15 W150 × L1,950 × T12 W150 × L1,950 × T15
ロット数 30 坪～ 30 坪～ 30 坪～

価格（税別） ￥63,500（34 枚） ￥56,500（12 枚） ￥63,200（12 枚）
※塗装はクリアー仕上げ。 

▲幼保施設に採用された家具
▲無垢材使用

▲台形集成材使用

▲幼保施設に採用された下足入れ

◀運動施設に採用された
　ロッカー

多
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NMウッドは、確かな品質と安全性を備えた国土交通省認定の
不燃木材です。防火性能が定められている商業施設、集会施設、
病院や大規模な壁や天井の他にも、学校の教室や廊下の区画にも
そのまま使用することができるため、木の良さを活かした空間の
演出が可能です。
　また、NMウッドスギ集成は、結露・白華が発生しにくいとい
う特長があります。さらに、カラーバリエーション12色の塗装
付きの認定品により、塗装の際の建築主事の確認の省略と、現場
での塗装作業の負担軽減を実現しました。

多摩産材を使用した不燃木材「ＮＭウッド」

建材／内装材

ＮＭウッド（集成材羽目板・格子材ＮＭ -1716）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm）
羽目板：W110 × L2,000・4,000 × T12
格子材：W40・60・90 × L2,000・3,000・4,000 × T30

ロット数 羽目板：８枚・格子材：４本

価格（税別） 応相談

〒113-0021	 	
東京都文京区本駒込6-15-7	六義園ビル	 	
TEL	 03-3947-7614	
FAX	 03-3947-7617	

http://www.panekyo.or.jp/
日本住宅パネル工業協同組合　

▲当組合作成地場産材カタログ

▲東日本大震災　
パネ協の復興支援の記録

▲理事長の瀬良智機さん

日本住宅パネル工業協同組合（以下、パネ協）は、建築部品・部材のメーカー32
社を組合員とする、全国地区の協同組合です。
パネ協は、内装のプロフェッショナル集団として、公共住宅から民間マンション、

学校、福祉施設、ホテルなど、様々な建築物の内装に関して、内装部材・部品の開
発・供給から、内装工事の企画・提案、設計・施工・アフターメンテナンスに至るま
での幅広い業務を通じて、「快適・健康・安全な居住空間の性能と品質の向上に貢献
すること」を目指しています。
その工事の対象は、床・壁・天井・建具から、収納家具・キッチン・洗面化粧台等

の住設機器にまでわたっております。

内装パネル工法と災害復興支援
昭和37年の設立以来、組合員企業があらかじめ工場で製造した間仕切壁パネルなど

の内装部品・部材を現場で組み立てるパネル工法によって、現場施工の大幅な省力化
や工期の短縮、安定した品質の確保を進め、多くの公共住宅で採用されています。　
また、この内装パネル工法を活用して、迅速な対応が求められる阪神・淡路大震災、

東日本大震災、熊本地震などの災害公営住宅や令和元年東日本台風水害の公営住宅復
旧工事の現場において、早期の復興に貢献することができました。

多摩産材を活用し地域振興と脱炭素に貢献
パネ協では、公共住宅などの内装パネルの芯材、壁・床・天井の下地材・仕上げ材

に、多摩産材をはじめとする、全国の地場産材を活用しています。
また、小中学校や、福祉施設、庁舎など、様々な用途の建築物の内外装や家具、建

具、外構にも、地場産材を積極的に活用し、地場産業の振興と脱炭素社会の実現に貢
献したいと考えています。

内装のトータルシステムとしての部材・部品の供給
　さらに、システム収納ユニットや内装用不燃木材、木製手すりなどに加え、抗菌・
抗ウイルス効果のある木材製品や在宅ワークスペースのための家具など、Withコロ
ナの新しい日常に対応するための部材・部品の開発・提供に取り組んでまいります。

快適・健康・安全な居住空間を内装から実現

▲スギ集成格子材（天井）

▲スギ集成羽目板（天井）

▲スギ集成羽目板（壁）　塗装品使用

多
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木の温もりを知る日本人のために生まれた
ハイブリットファサード
　木の持つやわらかな温もりと、アルミの持つ強靭な耐久性。その２
つを大型開口部にマッチするように融合したハイブリットファサー
ドが、アルタスウッドスクリーンです。
　耐久性に優れ、断熱材と木のダブル断熱システムを組み込んだ大
型スクリーンとして好評を得ています。

株式会社ニュースト
長野県

　従来の木製建具は、雨や紫外線で木材の部分が劣化するな
ど、耐候性に問題がありましたが、アルタスウッドシリーズ
は、室外側にアルミ材を用いることで、高い耐候性を実現し
ました。

木材の断熱効果と内部に組み込んだ断熱材との相乗効果で
断熱性を発揮します。

木製建具の弱点を克服！

ダブル断熱システムによる高い断熱性

家具・什器／住宅設備

アルタスウッドスクリーン 
タイプ 見付 60 タイプ 見付 80 タイプ
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W ～ 1,500 × H ～ 6,000 × D（耐風圧強度による） W ～ 2,400 × H ～ 10,000 × D（耐風圧強度による）
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談
※サイズは耐風圧強度により制限がございます。
※価格につきましては、株式会社ニューストに直接お問い合わせ下さい。
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　アルタスウッドウィンドウは、内側に天然木を、外部にアルミ
材を使用することにより、天候や気温の変化に耐えながら、常
に室内には変化の少ない居心地の良い空間を提供します。

自然の光と風を感じられる
ハイブリットウィンドウ

家具・什器／住宅設備

アルタスウッドウィンドウ

品　名
シーベ 100

（木・アルミ複合枠）
スクールシーベ 100

（アルミ断熱枠）
ヘーベシーベ 150

（木・アルミ複合枠 / アルミ断熱枠）
使用木材 ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W1,500 ～ 2,600 ×

H500 ～ 2,300
W1,500 ～ 2,400 ×

H500 ～ 2,300
W1,500 ～ 2,600 ×

H900 ～ 2,300
ロット数 応相談 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談 応相談
※開閉形式：引違い、引分け等がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

　木のやさしい風合いとアルミの強靭さを兼ね備え、快適で
スムーズな開閉や、長期間の使用に耐える高い耐久性を実現
しました。
　風通しも良く、採光・遮光に優れているので、体育館・武
道場などといった施設で運動に適した快適な空間をつくるこ
とができます。

木のやさしさとアルミの強さを備えた
新しい防球格子建具

家具・什器／その他

木・アルミ複合防球格子建具（ボールガード）
使用木材 ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） DW1,500 × H2,700（最大製作寸法）
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※開閉形式：引違い、引分け、引込み、FIX等がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
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　スリムで大きな開口を実現した断熱窓です。日本家屋独特
な縁側を現代になじませ、光と風が感じられる空間を演出し
ます。

開放することで
自然の変化を感じられる窓

家具・什器／住宅設備

ワイドネスウィンドウ
タイプ 引違い窓 多重引き窓
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W1,500 ～ 3,600 ×

H500 ～ 2,700
W4,500 ～ 10,800 ×

H500 ～ 2,700
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談
※要求耐風圧によって、サッシ寸法に制限がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

東京支店
〒125-0062	 	
東京都葛飾区青戸8-3-5	 	
MK東京ビル2階	 	
TEL	 03-5650-1771	
FAX	 03-3690-1213

本社
〒387-0006	 	
長野県千曲市粟佐1603	 	
TEL	 026-261-3870	
FAX	 026-261-3865	
MAIL	 info@newxt.co.jp

http://www.newxt.co.jp/
株式会社ニュースト

▲内部は温かみのある多摩産材

▲外部は耐候性のあるアルミ

▲代表取締役の三好直樹さん

昭和43年に長野県で創業し、約40年前からドイツ製の断熱窓などを取り扱ってい
た株式会社ニューストは、「木」と「アルミ」を組み合わせた複合断熱窓やカーテン
ウォールの製造・販売・施工からメンテナンスまでを行うメーカーです。長野県の
厳しい気候風土のなか、「断熱サッシで人々の生活を快適にしたい」という想いから、
耐候性と木の温かみを合わせ持つ製品を提案しています。

NEWとNEXT
当社が社名を今の「ニュースト（NEWXT）」というNEWとNEXTの造語に変
更したのは平成２年のこと。環境提案企業としてチャレンジする姿勢をより明確に
すべく、 「NEW」    … 新たなビジョンへの先見性
 「NEXT」  … 次世代への絶えざる創造性　　　という想いを込めました。
　そんな当社が平成７年に生み出したのが、高い耐候性と操作性を兼ね備えた、室内側
に天然木材、室外側にアルミ材を組み合わせた「アルタスウッド」シリーズです。当
初は室内側の木は輸入材がほとんどでしたが、次第に国産木材や地場産木材の要望が
高まり、それらに応えてきました。アルタスウッドシリーズは、木の意匠性のみなら
ず、地産地消の実現とともに木の持つ断熱性や木の炭素貯蔵効果を最大限に活かした
製品で、SDGsやカーボンニュートラルにも大きく貢献することができます。

初めての多摩産材
当社が初めてアルタスウッドに多摩産材を使用したのは平成15年。東京都で初めて

「木材利用型」としてエコスクールのパイロットモデル事業として認定された武蔵野
市立大野田小学校でした。木材の利用がフローリングや壁などの内装にとどまってい
た当時、窓のような開口部に木材を使用するのは画期的でした。その当時は「多摩産
材」という名称は一般的ではなく、「東京都産材」と呼んでいたそうです。
その後、平成26年に東京都立川合同庁舎のエントランスホールに採用されて以降
は、多くの物件に多摩産材を利用したアルタスウッドが使われるようになりました。

避難所としての体育館を快適にする「ボールガード」
避難所としての役割も重要な体育館。夏の熱中症対策や昨今では新型コロナウイル

ス感染症対策として、換気も重要視されるようになり、窓の多い体育館は一般的になっ
てきました。当社では、それらの窓のガラスを守り、換気を行いながらもボールが外
へ出ていかない防球格子戸「ボールガード」を多摩産材で製作しました。軽くて強度
のあるアルミ形材の格子を用いることで、強度と操作性に優れた製品になっています。
当社では、お客様の「木でこんなことができないだろうか？」というご要望にお応

えすべく、新しい技術を駆使し、「今までになかった！」を創造するメーカーであり
たいと考えております。

様々なかたちで開口部における木材利用を提案

多
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育林から伐採、製材まで
愛情込めて扱う多摩の建材
　檜原村で製材業を営む野村材木店が手がける建材は、材になる木
の１本１本が、先代からの思いを受け継ぎ、心を込めてこの地で育
まれてきたもの。
　新築からリフォームまで、東京の気候に合った多摩産材での在来
工法の家づくりをお手伝い致します。

野村材木店
東京都

建材／構造材・内装材

建材
使用木材 針葉樹（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
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日用品／バラエティ雑貨

ノベルティグッズ
品　名 ①タブレットスタンド ②リース ③カードホルダー
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W280 × H185 × D60 W300 × H250 W70 × H100 × D13
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

　多摩産のスギやヒノキの美しい木目を活かしたカトラ
リー。手作りのため、一つ一つの大きさや形が少しずつ異
なる点も魅力です。食卓に木のぬくもりを取り入れてみま
せんか。

　間伐材や端材が持つ可能性は無限大。アイデア次第で素
敵な雑貨に生まれ変わります。持続可能な多摩産材の森づ
くりにも貢献できる、価値あるノベルティグッズをお作り
致します。

間伐材や端材を無駄なく
利用した食器類

世界にひとつだけの
ノベルティグッズ

日用品／キッチン用品・食器類

カップ・スプーン
品　名 カップ スプーン
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 １～ １～

価格（税別） 応相談 応相談

▲②リース

▲①タブレットスタンド

▲③カードホルダー

〒190-0214　　	 	
東京都西多摩郡檜原村本宿749		
TEL	 042-598-0139	
FAX	 042-598-0147	
MAIL	 aa1nomura@gmail.com

野村材木店

▲２代目代表の野村栄一さん

檜原村の山主のひとりでもあり、伐採から製材、住宅建築やリフォームまでを一貫
して請け負っている野村材木店。正確で丁寧な仕事をモットーに、関東の気候と風土
に合った多摩産材を使った在来工法で、新築からリフォームまでを行っています。さ
らに、７～８年前から間伐材や端材を利用した木製品づくりにも取り組み始めました。

間伐した木まで無駄なく有効活用することが良い循環を生み出す
私が子どもの頃、この地域の家の多くは林業など山の仕事で生計を立てていました。

私も先代や近所の大人たちが懸命に山仕事に汗を流す姿を見て育ちました。
あるとき、100本以上のヒノキを間伐してそのまま埋めてほしいという依頼を受け
ました。せっかくの木を無駄にしてしまうのは忍びないと、依頼者に頼み込んで引き
取ると、それは美しい木目のヒノキでした。先代やご先祖様が一生懸命育ててきた森
の木を、そんなふうに粗末に扱うわけにはいかない。何とかこれを活用して、商品化
できないかと考えたのです。
間伐は森の木の育ちを良くし、地球環境も改善します。間伐した木を製材し、商品

化して世に出すことができれば、森を元気にするために次の間伐をする資金も生まれ
ます。さらに、捨てるはずの木を引き取って薪にしたり、この地域の生態系について
研究し、モミの植林に取り組んだりもしています。

多摩産材・檜原村の木には限りない可能性がある
　野村材木店で間伐材に新たな命を吹き込んだ木製品は、茶椀やコップ、タブレット
スタンド、ネームプレート、カード立てなど。小さな端材は携帯ストラップに、削り
取ってできた薄い木は集めてリースにと、無駄なく使うことを心がけています。
手作業で作っているので器などはどれも少しずつ形が違います。また、木目も同じ

ものはひとつもありません。オンリーワンの木目、世のなかに１個しかない商品だと
いうことに価値を感じる方に使って頂きたいです。檜原村のスギやヒノキを活用した
木製品のことを考え始めると、どんどんアイデアが湧いてきます。野村材木店の商品
には、国産木材のノベルティにこだわるFRONTIER JAPAN株式会社などからの引
き合いも。また、ヒノキのブラインドなど、実際に檜原村の村役場で使用されている
ものもあります。
日本に木の資源がたくさんあるのに海外から輸入したり、環境に負荷をかける石油

製品を大量生産して次々と捨てたり、という風潮を変えたいと思っています。木はい
ろいろな形で世の中に貢献できる素晴らしい素材です。建築材にならなくても、他に
もたくさん木を活かす方法があります。捨てられるはずだった木を無駄なく使うこと
で、無限の可能性が生まれます。一つ一つに温かみがある木の良さを伝えていきたい
と思っています。

先祖が大切に育み残してくれた檜原の木々
1本1本を無駄なく活用することは社会貢献にもつながる

多
摩
産
材



294 295

不等厚成形合板による美しいスギの曲木イス

スギの温もりが子どもを包み込む
「子供イス」

　イスとして使用するのはもちろん、オブジェとして飾ることもできるダイニングチェア。成形
合板による曲げ加工を施し、やわらかいスギにも関わらず、強度のあるイスを製作しました。
　負荷がかかる脚は太く、上部に向かって少しずつ薄くなる「不等厚成形合板」という技法を
使っています。曲線と直線を用い、まるで天然スギがすっと立っている姿を彷彿とさせるダイニ
ングチェアです。

　軽くて温かみのあるスギの木。背もたれの曲木が子ども
をやさしく包み込む、手触りの良い「子供イス」です。小
さな子どもでも簡単に持ち運ぶことができます。

八王子現代家具工芸学校
東京都

家具・什器／保育・学童家具

子供イス
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W370 × H340 × D300
ロット数 １～

価格（税別） ￥38,000

家具・什器／チェア

ダイニングチェア
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W420 × H960 × D510
ロット数 １～

価格（税別） ￥140,000

　イスとして使用するのはもちろん、オブジェとして飾る
こともできる三角スツールと四角スツールです。
　座面のスギ柾目の木目と脚の年輪・柾目の木目がつなが
り、空間に癒しと美しさを与えてくれるでしょう。
　リビングや玄関などあらゆる場所にお使い頂けます。

スギ柾目のきれいな
三角スツールと四角スツール

家具・什器／スツール

スギの三角スツール
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W370 × H320 × D320
ロット数 １～

価格（税別） ￥38,000

家具・什器／スツール

スギの四角スツール
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W300 × H320 × D300
ロット数 １～

価格（税別） ￥43,000
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　成形合板による曲木の背もたれと後ろ脚、３枚の板の組
み合わせからなるおにぎり型の座面、緩やかな３本の曲木
の組み合わせのヌキ材。
　すべてがシンプルかつ美しい曲線でアウトラインを作り
出し、そのなかにスギの柾目による直線のラインによる三
本脚の三角形の「小イス」です。
　後ろからの立ち姿も美しく、どんな場所にもお使い頂け
ます。

　三角形の３つの角がひらりと曲がり、その大きく曲がっ
た先端を美しく持てるようデザインされた銘々皿です。
　造形美と機能美、スギの柾目の木目美が融合された小皿。
　並べるときれいな円形になり、まるでふんわりと花が開
いたような美しい形をお楽しみ頂けます。

どんなシーンにも合う
三本脚の「小イス」

緩やかなカーブとスギの柾目の
三角形の小皿

家具・什器／チェア

スギの小イス
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W450 × H700 × D455
ロット数 １～

価格（税別） ¥100,000

日用品／キッチン用品・食器類

スギの銘々皿
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W130 × H70 × D175
ロット数 １セット（10 枚入）～

価格（税別） ¥35,000/ セット

　木の生命を感じる年輪。その一つ一つを示す木の木口の
線を貼り合わせて組み合わせ、新たな木目の年輪パターン
を作り出すことで製作されたコースターです。
　思わず手に取り見とれてしまうほどの美しさで、いつも
の食卓をより華やかに演出してくれます。

連なるスギとヒノキの年輪が美しい
コースター

日用品／キッチン用品・食器類

年輪コースター
タイプ ①スギ ②ヒノキ
使用木材 スギ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W80 × L80 × T12 W80 × L80 × T12
ロット数 １セット（４個入）～ １セット（４個入）～

価格（税別） ¥4,000/ セット ¥6,000/ セット

▲①スギ ▲①スギ

▲②ヒノキ▲②ヒノキ

◀②ヒノキ

▲②ヒノキ

◀①スギ

多
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　多摩産材のスギ・ヒノキ以外にも、多摩地域で伐採され
た広葉樹（八王子のウメ・クワ・カエデ・トチ・サクラ、
日野のケヤキ・クリ、稲城のナシの木など）を製材加工し
て、バターナイフやお箸・アイススプーンなどを作るワー
クショップを行っております。
　それぞれの木の木目や色などを選び、手道具で切って・
削って・磨いてと、自分用のカトラリーを作ります。子ど
もから大人まで真剣に楽しめる体験です。

多摩の木での
もの作りワークショップ

その他

ワークショップ
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）等
ロット数 １日～

価格（税別） 応相談

〒192-0012	 	
東京都八王子市左入町787　
村内ファニチャーアクセス内	西側ハウス	
TEL	 090-4243-0506	
MAIL	 info@gendaikagu.com	

https://www.gendaikagu.com/
八王子現代家具工芸学校

▲スギ柾目の家具

▲代表のデザイナー・メーカーの
伊藤洋平さん

平成22年に設立した八王子現代家具工芸学校は、木製家具や木工品のデザインか
ら製作までを学べる学校です。英国で本場の木製家具づくりを学んだ伊藤代表が「家
具のまち八王子」を目指そうと、地元で家具・インテリア専門店を展開する株式会社
村内ファニチャーアクセスの後援を受けて立ち上げました。なお、学校法人ではあり
ません。
当校では、刃物の研ぎ方などの基礎から、鉋

かんな

や鑿
のみ

といった手道具の仕込みと使い方、
本格的な大型木工機械を使っての家具づくりまで、幅広い内容を学ぶことができます。

自分の頭で考え、自分の手で作り上げる
当校には、10代から80代まで、プロを目指す人から趣味として楽しむ人まで、年
代も目標も様々な人がいます。伝統的な技術と新しい加工方法の両方で、木目と形を
活かしたものづくりを学んでいます。
木材には、針葉樹・広葉樹、国産木材・輸入材、板目・柾目・年輪・様々な杢、色

味……と、たくさんの選択肢があります。その選択肢と自分の頭のなかの形（デザイ
ン）を組み合わせ、手道具や小型・大型機械を使って製作します。見てもきれい、空
間に置いてもきれい、使ってもきれいな家具を作っていくのです。

道具や設備を活用し、一般にも木を活かすための考えや技術を伝える
当校の近隣には森や山があります。林業や製材業もある多摩地域でできることとし

て、「木」での地産地消を目指し、多摩産材を使用した家具や木工品を製作していま
す。また、多摩産材の端材などを利用したワークショップなども実施しています。
木の良さと大切さ、ものづくりの楽しさや大変さなどを、ワークショップを通して

体験して頂き、小さなお子様から大人まで、幅広い方に「木や木工の魅力」をお伝え
したいと思っています。

多摩産材のスギの魅力に着目した家具
一般的に間伐材のイメージが強く、家具材にはあまり向かない、「安くて節の多い

木」と認識されているスギ。しかし、東京の山には節のないきれいな木目のスギの木
もあり、特に無節の柾目のスギはとてもきれいな木材です。
当校では、なるべく無節の柾目の木を使用し、柾目を活かしたデザインで、形も木

目もきれいな家具を製作しています。強度も十分に考えられ、スギの長所である軽く
てぬくもりのある質感も加わり、オールスギ材でスギの良さが十分に出ている家具に
なっています。建物の空間内で、使われていないときにはオブジェのような存在感を
示し、使うときには軽さと温かみが感じられます。
木を理解している作り手と、作り手の気持ちを理解してくれる製材所との、良い関

係があるからこそ、良い木で良い家具を作ることができるのです。

多摩の良い木で良い家具を
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建材／構造材

構造材（土台・大引・柱・桁・梁・母屋など）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

1本1本性格の異なる良質な木を、
熟練した職人の目で見極めて木取りをしています
　建物の骨組みとなる構造材は、その言葉の通り、建物の「土台」や「柱」と
なるとても大事な材です。荷重がかかる部材なので、材そのものの質がダイレ
クトに建物の質や強度につながります。
　人が十人十色であるように、無垢の木もその特徴が１本ずつすべて異なりま
す。私たちは木の育った環境や、伐採後の状況を考えながら木取りをし、製材
をしていきます。プレカットも対応可能ですので、ご相談下さい。

有限会社浜中材木店
東京都

　野物材（羽柄材）は構造材や造作材を補う部材、もしくは下地と
なる材料です。野縁・胴縁・垂木・間柱・筋交・野地板・ラス下地
板など、種類は多岐にわたります。見える部材ではありませんが、
下地となる材の良し悪しで作業工程や仕上がりがだいぶ変わってき
ます。だからこそ、出処がはっきりとしている国産木材の利用をお
すすめします。

野物材（羽柄材）は縁の下の力持ち
建物にはなくてはならない存在です

建材／構造材

野物材（野縁・胴縁・垂木・間柱・筋交・野地板・ラス下地板など）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
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　敷居・鴨居・枠材などの造作材は、目に付く箇所に使われる部材です。赤身（芯
材）、白太（辺材）、源平（赤白）など、使う材の色味や質によって異なった表情が
出ます。また、柾目と板目といった木取りの方法によっても表情が変わってくるの
が無垢材の魅力です。お客様のご要望に合わせてご用意させて頂きます。

「見せる」化粧部材、造作材

建材／内装材

造作材
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

　無垢の木の温もりを直に感じることができる、フローリング。スギは
温かみがあり、やさしい肌触りを感じられます。ヒノキはキズがつきに
くく、独特な香りに癒されるでしょう。経年変化により味わいが増して
くるのも、無垢材の魅力です。
　節の有無でも大きく印象が変わってきます。昔から節がないほうがよ
いものとされていますが、最近では節があるほうが自然でよいと、一等
材を好む方も多くいらっしゃいます。

無垢のフローリングは
素足で歩いたときの心地よさが違います

建材／内装材

床板・天井板・壁板（本実加工、相ジャクリ加工など）
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W120・150 ×Ｌ2,000 ～ 4,000 ×Ｔ12・15・30
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※サイズは一例です。上記寸法以外でもご相談下さい。
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　一般的にテーブルやカウンター、収納家具などの家具・什器材には広葉樹が使われるこ
とが多く、針葉樹は家具材としてのイメージがあまりないかもしれません。ですが、スギ
やヒノキで作った家具は、何ともやさしい表情を見せます。
　また、私たちは保育園や幼稚園、公園の遊具材なども納めています。子どもたちが無垢
の木のよさを体感できるモノづくりをお手伝い致します。家具や遊具の作製も行っており
ますのでご相談下さい。

テーブル材やカウンター材をはじめ、
家具や遊具まで、様々な材を提供しています

建材／内装材

家具・什器材・遊具材など
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
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　磨き丸太、丸柱、丸桁などは、１本１本手間暇をかけて皮を
むき、磨き上げていきます。独特な風合いと艶があり、見る人
の目を引き付けます。
　和風の建物はもちろん、洋風や和モダンな雰囲気にもよく合
います。

丸太が1本あるだけで、
空間全体の雰囲気を変えてしまうほどの
存在感があります

建材／構造材・内装材

磨き丸太、化粧丸柱、化粧丸桁、絞り丸太など
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

〒190-0181	 	
東京都西多摩郡日の出町大久野854-3	
TEL	 042-597-0722	
FAX	 042-597-5102	
MAIL	 info@hamanaka-zaimokuten.jp

http://hamanaka-zaimokuten.jp/
有限会社浜中材木店

▲社長の浜中英治さん（右）
専務の浜中康一さん（左）

代々の家業として、多摩の地で製材を行ってきた有限会社浜中材木店。古くから森
林を守り、杣人の技を継承してきました。
山で育った「樹」を住宅などに使う「木」に変えるのには、本来は熟練の技と目が

必要です。当社では、これまでの技術や経験を活かして、住む人・使う人の目線に
立った快適で心地の良い無垢材と家づくり、環境にやさしいものづくり、再生可能な
資源である木材の有効活用に、日々取り組んでいます。

山づくりから家づくりまで　地元・多摩の「木の一生」と向き合う
木は生きもの。人間と同じように一本一本性格が違うので、それを見極め、その樹

に合った木取りをしていく必要があります。実際に丸太を見ながら木材を挽いている
製材所は、無垢の木材のことをよく知っています。
樹を見極め、愛情を込めて製材し、時間をかけて乾燥・熟成。その後、再び製材を

してでき上がった無垢の木材。それらを使って建てられた木の家からは、日本の四季
の良さ、木の持つ独特の味わいやぬくもりを感じることができます。
当社ではまた、関連会社である有限会社東京ペレットの日の出オフィスとして、木

質ペレットの販売も行っています。木質ペレットは、環境負荷が少なく、再生可能な
クリーンエネルギー。これを燃料とするペレットストーブには、ゆらぐ炎、かすかな
木の香りなど、他の暖房器具にはない温もりがあり、日本でも普及が進んでいます。

製材所だからこそ可能な、本当に心地良い多摩産材の家
自然志向が高まるにつれて、「自然素材の家」「木の家」などの言葉もおなじみに

なってきました。しかし、強引な塗装で人間の都合に合わせた木の建材でつくった家
と、本当の木の家とは全く違うものなのです。当社では、そんな本当の木の家が生み
出す心地良さを五感で味わえるモデルハウスも用意しています。
無垢の国産木材を使用し、大工さんが手刻みした木組みの家では、無垢の木は柱や

梁になっても生き続け、季節や気候に合わせて呼吸をします。きちんと製材・施工が
行われていれば、木の家は月日が経つにつれてむしろ強度を増します。床や天井の色
合いも変化してツヤが出てきます。何より木が持つ味わいや温もりには、言葉では言
い表せない心地良さ・安らぎがあるのです。
　
杣人の技と心を活かし、未来へとつなぐ
杣人の技と心、経験を大切に継承し、山の仕事を行っている当社。次代にバトンを

つなぐべく、本物の木に触れられるイベントなども開催してきました。
木の仕事は、自分ひとりだけで成り立つものではありません。１本の木にも、何十

年も前に植えた人、育てるために枝打ちや草刈りをしてきた人など、沢山の人が関
わっています。それを思うなら、決していい加減な仕事はできないのです。

杣
そ ま う ど

人の心で、山の仕事から木の家づくりまで
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多摩産材を使用した
リアカー屋台
　昭和レトロ感を算出するリアカー屋台です。飲食店や物販などにアレンジ
ができ、原動機付自転車での牽引も可能です。完全オーダー制と量産改良型
をご用意し、価格に応じて対応していける商品となっております。

美光印刷株式会社
東京都

その他

多摩産材リアカー屋台
品　番 TAMA-R001
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W1,000 × H1,500 × D2,000
ロット数 １～

価格（税別） ￥700,000 ～
※仕様はオーダー対応となります。

　持ち手がついたお皿（TAMA-K001）は、ピザやラザニアなどの提供皿
に便利です。シンプルな丸皿（TAMA-K002）は、１枚の木を薄くカッ
トし、つなぎ合わせて作っています。軽さと丈夫さを併せ持つ商品です。

インスタ映え間違いなし！
普段使いに最適な木のお皿です

日用品／キッチン用品・食器類

ウッドプレート
品　番 TAMA-K001 TAMA-K002
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産） スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥5,000 ～ ￥3,000 ～
※サイズや大きさはアレンジできます。
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　木の香りを感じることのできるデザイン性となっており、
喫茶店などのワンポイントに最適です。職人が一つ一つ、丁
寧に仕上げています。コーヒーを淹れるのが楽しくなる商
品です。

木目がとても美しい木べらです。お客様の好みのサイズ
にお作りすることができます。お料理好きな人にはたまら
ない、こだわりの一品です。

美しい木目の流れを活かして作った
コーヒードリッパー

普段の料理に
こだわりの道具を

日用品／キッチン用品・食器類

コーヒードリッパー
品　番 TAMA-K003
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） ￥4,000 ～
※個数による割引あり。スギ・ヒノキから選択して下さい。

日用品／キッチン用品・食器類

木べら
品　番 TAMA-K004
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,000 ～

▲手作業で木を曲げています。

　子どもが安心して座れる、丈夫な木の椅子です。子ども
の成長とともにアレンジも可能です。

　「楽しく遊べて、学びを」というコンセプトのもと、職
人が丁寧に心を込めて作りました。プレゼントにもぴった
りです。

　子どもの頃、車を走らせた思い出はありませんか。単純
な作りですが、熱中する商品となっております。飽きずに
ずっと楽しく遊べるはずです。

家庭でも木のぬくもりを

子どもの木育に最適な積み木

子どもが大好きなカタカタおもちゃ

家具・什器／保育・学童家具

ジュニアチェア
品　番 TAMA-J001
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × H100 × D300
ロット数 １～

価格（税別） ￥10,000 ～
※仕様はオーダー対応となります。

玩具・遊具

ジュニア積み木
品　番 TAMA-J002
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） ￥20,000 ～
※個数によって、金額は変動致します。

玩具・遊具

カタカタ
品　番 TAMA-J003
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） ￥25,000 ～
※サイズオーダー可能です。
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　普段使いやホテルなどに最適です。市販されている紙
ボックスのティッシュがそのまま入ります。和室や洋室な
ど、場所を選ばずに設置できます。

　薄い木板を真空のなかで張り合わせ曲げていく、積層加
工という技術で作ったリングとバングル。金属アレルギー
の方にも安心です。

　時間が経つにつれて風合いを増すウッドカラビナです。衣
服やカバンにつけるだけでアクセントになります。

和を感じさせるティッシュボックス

肌ざわりの良い木のアクセサリー

便利でおしゃれな
ファッション用カラビナ

日用品／バラエティ雑貨

ティッシュボックス
品　番 TAMA-K004
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × H130 × D260
ロット数 １～

価格（税別） ￥8,000 ～
※個数による割引あり。スギ・ヒノキから選択して下さい。

日用品／ファッション小物

カラビナ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W24 × H45
ロット数 １～

価格（税別） ￥3,000 ～

日用品／アクセサリー

リング・バングル
品　目 ①リング ②バングル
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談 応相談
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥2,000 ～ ￥3,000 ～

◀①リング

▶②バングル

〒198-0024	 	
東京都青梅市新町9-2183-5	 	
TEL	 0428-30-5433	
FAX	 0428-31-2680	
MAIL	 bikoh306@css-office.com

https://bikoh.tokyo/
美光印刷株式会社

▲商標登録

▲試作のロングボード

▲代表取締役の加羽澤光輝さん

平成10年創業の美光印刷株式会社は、企画・宣伝・広告・制作から印刷・加工まで
幅広く手掛ける印刷会社です。紙媒体にとどまらず、店舗内外装のデザイン、WEB
制作、プリザーブドフラワーアレンジメントなどにも意欲的に取り組んできました。
そんな当社は、令和元年から多摩産材を用いた木材加工・木工品の製作販売にも乗り
出しました。

東京の木 多摩産材を「使うためにはどうすれば良いか？」を考えた
当社が木工事業に乗り出したきっかけは、加羽澤 綾専務取締役が、青梅青年会議
所の理事長を引き受けたことです。理事長の仕事を通じて、多摩の山で貴重な資源で
ある木材が埋もれているという地域課題に気づき、多摩産材を有効活用していかなけ
ればならないと考えるようになりました。当社には、アクリルキーホルダー製造のた
めに導入したレーザー彫刻機やUVプリンタがあります。まずはこれで木材に加工を
施すことで多摩産材を活用。そして、多摩産材を使った当社のオリジナル商品をはじ
め、様々な印刷物や販促品、OEM商品などが誕生しました。

多摩産材で面白いことを
ところが、当社の木工事業に最初に舞い込んだ依頼は、小物ではなく屋台のオー

ダーでした。昭和レトロな屋台を何台も作り、地域資源を活かしたイベントをやろ
う！―しかし、盛り上がったその計画は、試作機が完成した矢先、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で頓挫してしまいます。それでも、仲間たちとともに「楽しい
ことを木材でやりたいよね！」と、様々なアイデアを出し合い、次々と試しています。
なかには失敗してしまったものもありますが、現在も多摩産材でスケートボードの練
習に使うロングボードを開発しようと企画中です。
当社にはいろいろなところから一風変わった依頼や相談が舞い込んできます。それ

をkitokitoさん、森と市
いち

庭
ば

さんなど、多摩産材に関わる他の元気な業者とも協力し合
いながら、多摩産材の森と、この地域を元気にする、面白いことを実現していきたい
と考えています。

町おこし × 多摩産材 × 印刷 で文化をつくっていきたい
そんな当社の強みは、本業の印刷というバックボーンです。企画やアイデアを即座

に宣伝できる形に持っていくのはお手のものなのです。
印刷業の枠にとらわれず、かつ、印刷や動画・WEB制作などができることを強み
にしています。やりたいのは、これまでになかった新しいチャレンジです。当社は基
本、ノーとは言いません。うまくいくか自信はないけれど試してみたいアイデアがあ
る方、何か新しいことにチャレンジしたい方、そんな人と一緒に、楽しみながら町お
こし、地域おこしに挑戦していきたいです。

多摩の木材で、楽しいことをやっていきたい！ 
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組継加工を用いた応接セット
　圧縮した多摩産スギ材をふんだんに使用し、組継加工を用いた応接セットシリーズです。
　テーブルの天板にはメラミン合板を使用。ソファは、１人掛けと２人掛けの２タイプ。後
部まで木部が回り込んだ特徴的なデザインのため、バックビューからも木の温かみを感じ
ることができます。
　お届けまで３～４か月のお時間を頂きます。ご注文後、納期をご連絡致します。

飛驒産業株式会社
岐阜県

家具・什器／テーブル

テーブル
品　番 PU101TM
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W1,200 × H335 × D600
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥130,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／ソファ

ソファ
品　名 ①１人掛け ②２人掛け

品　番 PU101A PU101W
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W860 × H690・SH360・AH480 × D785 W1,720 × H690・SH360・AH480 × D785
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥210,000 ￥325,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

▲①１人掛け ▲②２人掛け

　デザインは直線を基本にしながら、スギの持つやわらかな表情を活かした家具シリーズです。
　ソファは、カバーリング仕様なので気軽にお手入れができます。
　テーブルは４人で使用するのに扱いやすいサイズ。チェアは直線的でありながらも、丸みを帯
びたフォルムが特徴です。アーム付きとアームなしの２タイプ展開しています。

スギの持つやわらかな表情を活かした
家具シリーズ「crypto」

家具・什器／ソファ

cryptoシリーズ　ソファ
品　番 KC102SO
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W1,830 × H680・SH355・AH500 × D835
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥310,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／テーブル・チェア

cryptoシリーズ
品　名 ③テーブル ④チェア ⑤アームチェア

品　番 KC346WP KC202 KC202A
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）

サイズ（mm）
W1,850 × H700 × D850 

（天板：T28）
W500 × H710・SH405 × D500

W500 × H710・SH405・
AH635 × D500

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥200,000 ￥60,000 ￥65,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

▲③テーブル ▲④チェア ▲⑤アームチェア
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　アームチェアは、平成26年にグッドデザイン金賞を受賞しました。
座面は座繰り加工を施し、座り心地をよくしています。
　テーブルの天板は、柾目の木目の美しさが際立ちます。ダブルクッ
ション仕様のLDアームチェアは、底付き感がなく、身体をやさしく
包み込みます。

世界初のスギ圧縮柾目材を用いた
デザインの家具シリーズ「KISARAGI」

家具・什器／テーブル・チェア

KISARAGIシリーズ
品　名 ①テーブル ②アームチェア（板座） ③アームチェア（張り座） ④ LD アームチェア
品　番 KJ365WP KJ201A KJ200A KJ260A
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）

サイズ（mm）
W1,800×H650×D900 

（天板：T30）
W590×H780・SH410・

AH650×D525
W590×H780・SH410・

AH650×D525
W605×H785・SH375・

AH565×D630
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥340,000 ￥155,000 ￥135,000 ￥155,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

▲④LDアームチェア

◀①テーブル

▲③アームチェア（張り座）▲②アームチェア（板座）

　スギ材の魅力を活かしたテーブルとチェア。
　チェアは、アーム付きとアームなしの２タイプ展開。また、そ
れぞれ板座と張り座がございます。

飛驒産業の強みを活かし開発した
家具シリーズ「Contract Collection」

家具・什器／テーブル・チェア

Contract Collectionシリーズ
品　名 ⑤テーブル ⑥チェア（板座） ⑦アームチェア（張り座）

品　番 PU326J PU271J PU270AJ
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm）
W1,800 × H720 × D900 

（天板：T28）
W520 × H770・SH430 × D495

W520 × H770・SH445・
AH675 × D495

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥260,000 ￥63,000 ￥68,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

▲⑤テーブル

▲⑦アームチェア（張り座）▲⑥チェア（板座）
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　スギ・ヒノキの枝を笠木部分に用いたチェア、ソファ、ベンチ。
特徴的なラインや、幹を凝縮したような木目の美しさなど、枝な
らではの魅力を存分に活かしています。
　ソファは、カバーリング仕様なので気軽にお手入れができます。
左右で奥行きの異なるラウンド型の座面形状は、家族の様々な体
格差を受けとめます。

木の「枝」を笠木部分に用いた
チェアシリーズ「kinoe」

家具・什器／チェア

kinoeシリーズ
品　名 ①チェア ②チェア ③ソファ ④ベンチ
品　番 EK245 EK223 EK101A EK661

使用木材
スギ枝・ヒノキ枝・クリ・

ブナ（国産）
スギ枝・ヒノキ枝・クリ・

ブナ（国産）
スギ枝・ヒノキ枝・クリ・

ブナ（国産）
スギ枝・ヒノキ枝・クリ・

ブナ（国産）

サイズ（mm）
W410×H640～660・

SH425×D320
W410×H850～870・

SH420×D500
W775×H990・SH380・

AH560×D775
W1,050×H810～830・

SH420×D465
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥47,000 ￥53,000 ￥155,000 ￥84,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

▲①チェア ▲②チェア

▲③ソファ ▲④ベンチ

イタリア人工業デザイナー、エンツォ・マーリ氏がデザインしまし
た。背やアームの仕様が異なる２タイプございます。
　ミラーは、コートなどをかけられるようにハンガーが一体化し、便
利にお使い頂けます。
　青色の棚板がアクセントのシェルフは、高さがありながらも、すっ
きりとしたデザインに仕上げました。

日本の伝統を基礎に置いた
家具シリーズ「HIDA」

家具・什器／チェア

HIDA チェア
品　名 ⑤チェア（Po） ⑥アームチェア（Tevere）

品　番 EM202 EM205A
使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W405 × H805・SH430 × D475 W555 × H790・SH425・AH665 × D500
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥60,000 ￥75,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／インテリア用品

HIDA ミラー（Vertana）
品　番 EM601
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W900 × H1,700 × D190
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥190,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／キャビネット・収納家具

HIDA シェルフ（Panaro）
品　番 EM590
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W900 × H2,000 × D400
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥200,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

▲⑤チェア（Po） ▲⑥アームチェア（Tevere）
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　「小さな木材」を製材・接着して１つの大きな塊にし、３Dデータと最
新の５軸NCルーターを駆使して削り出す、という独自のアプローチを
採用した家具シリーズ。これまでの角材・板材では難しかった、体全体
を包み込むような３次元形状を実現しています。

森とのつながりや一体感を感じる
家具シリーズ「SHINRA-森羅 -」

家具・什器／テーブル・チェア・スツール

SHINRA-森羅 -シリーズ
品　名 ①ラウンジテーブル ②ラウンジチェア ③スツール

品　番 AM101TJ AM101AJ AM601J
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm） W800 × H400 × D800
W650 × H725・SH300・

AH560 × D745
W325 × H400 × D325

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥170,000 ￥400,000 ￥90,000
※その他国産木材利用の価格についてはご相談下さい。

▲①ラウンジテーブル ▲②ラウンジチェア ▲③スツール

　自然に磨かれた岩石の触感を、日本のスギ材を用いて異
なる視点からイメージしたチェア。身体に添うように作ら
れた曲線的なラインが特長です。

　３次元圧縮技術によりお尻のラインを成形しており、座っ
て痛くならないフィット感のある座り心地になっています。
最大５脚までスタッキングできます。

　組み上げた部材を南京鉋やヤスリでひたすら削り落とし
て形作るスツールです。その削り跡が造形の妙を生み、ス
ギ材独特のやさしい表情や美しさを際立たせています。

岩石からインスピレーションを受けて
製作したチェア

国産スギをスチール脚と組み合わせた
軽快なデザインのチェア

積層されたスギ材を削り落として
形作るスツール

家具・什器／チェア

gifoi チェア
品　番 AG201J
使用木材 スギ（国産）・ブナ
サイズ（mm） W415 × H820・SH435 × D480
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥64,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／チェア

suginari スタッキングチェア
品　番 KC250
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W495 × H715・SH415 × D480
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥55,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／スツール

wavok スツール
品　番 SJ660
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W390 × H400・SH390 × D390
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥80,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。
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　ContractCollectionシリーズのフロアパネル。正方形
のタイプのほか、R型もございます。付属のマジックテー
プで連結可能です。

　上段は絵本を正面向きに並べて飾ることができ、下段は
立てて収納できます。十分な収納力をもち、使い勝手のよ
いデザインです。

　フォルムは見た目のやさしさだけでなく、持ち上げる時
や、立ち上がる時に自然に手がなじむ形状です。小さなお
子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。

スギの温かな風合いを活かした
フロアパネル

お気に入りの絵本を飾れる絵本棚

中和室でも気軽に使用できる
フロアチェア

家具・什器／インテリア用品

SUGI FREE FLOOR
品　番 FL700
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W500 × D500 × T11
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥8,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／保育・学童家具

kids furniture 絵本棚
品　番 KF580J
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W800 × H750 × D300
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥94,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

家具・什器／チェア

杉座 フロアチェア
品　番 ZS250AJ
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W520 × H310・SH135 × D360
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥42,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

　人間工学の観点から設計し、お子様の年齢に合わせた豊富
なサイズバリエーションを展開しています。
　テーブルは、移動が楽にできる片側キャスター付き。チェ
アは乳児用と幼児用の２タイプ。０～１歳児用は安心のアー
ムチェア。１～５歳児用は、持ち運びやすい手掛け付きです。
　テーブルは最大３台まで、チェアはそれぞれ最大４脚まで
スタッキングできます。

無垢材を使用した温かい手触りの
“子どものための家具”

家具・什器／保育・学童家具

kids furnitureシリーズ
品　名 ①キッズスタッキングテーブル

②キッズスタッキングチェア
（0 ～ 1 歳児用）

③キッズスタッキングチェア
（1 ～ 5 歳児用）

品　番 KF154TJ KF200J ４歳児用：KF224J
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm）
W1,270 × H450 × D600 

（天板：T20）
W280 × H310・SH165・

AH265 × D290
4 歳児用：W325 × H465・SH260
 × D315

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥103,000 ￥29,000 ￥33,000 ～
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。
※テーブルは0～5歳の6型展開、1～5歳児用のキッズチェアは各年齢の5型展開です。サイズなど、詳しくはお問い合わせ下さい。

▲①キッズスタッキングテーブル ▲②キッズスタッキングチェア
（0～1歳児用）

▲③キッズスタッキングチェア
（1～5歳児用）
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　ジャングルジム・すべり台・ボルダリング・探検スペー
スを組み合わせた複合遊具。登ったりすべったり、掴んだ
り隠れたり……。木のよさを肌で感じながら様々な遊びを
楽しむことができます。

　遊びが異なる４つのユニットからなる遊具。４つすべて
連結させると、正方形に囲まれたひみつ基地が完成します。
並びは自由に替えることができ、パーテーションとしても
お使い頂けます。

木のぬくもりを感じながら遊べる
複合遊具

楽しい仕掛けのあるユニット遊具で
遊びが広がります

玩具・遊具

探検ダイスキ/kitokito
品　番 kitojim
使用木材 スギ・ヒノキ（三重県産）
サイズ（mm） W3,195 × H1,550 × D1,590
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,400,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

玩具・遊具

森のひみつ基地/kitokito
品　番 kitounit
使用木材 スギ・ヒノキ（三重県産）
サイズ（mm） 1 ユニット：W600 × H600 × D250
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥210,000
※多摩産木材利用の価格についてはご相談下さい。

HIDA東京神谷町店	 	
〒105-0001	 	
東京都虎ノ門4-3-13	
ヒューリック神谷町ビル1F	 	
TEL	 03-5425-6661	
FAX	 03-5425-0066

本社	 	
〒506-8686	 	
岐阜県高山市漆垣内町3180　	
TEL	 0577-32-1001	
FAX	 0577-34-9185	
MAIL	 contract@hidasangyo.com

https://hidasangyo.com/
飛驒産業株式会社

▲代表取締役社長の岡田明子さん

飛驒産業株式会社の創業は大正９年。当時、飛騨高山には手つかずのブナの原生林
がありました。それまで薪や下駄の歯のような用途しかないとされていたブナですが、
粘りがあって硬く、家具に適しています。ドイツ生まれの曲木技術でこのブナ材を家
具として生まれ変わらせたのが、当社のスタートでした。
それから100年余り。当社の現代の事業は、林業や製材業、家具などの製造販売
のみにとどまりません。「匠の心と技をもって飛騨を木工の聖地とする」志を掲げて、
「人を想う」「技を磨く」「森と歩む」「時を継ぐ」の４つの価値観を大切に、様々なこ
とに挑戦しつつ、創業101年目からの歩みを続けていきます。

飛騨家具の伝統を今につなぐ
飛騨地域の家具づくりの歴史は古く、『万葉集』の頃の文献にも「飛騨の匠」とい

う言葉を見出せるほど。その地で伝統をつなぐ当社の101年前から変わらぬ主力商品
は、椅子などに代表される天然の木材をメインに使用した「脚もの家具」です。
また、日本全国の針葉樹林の価値に着目し、国産木材の地産地消に取り組んでいま

す。当社の「きつつき森の研究所」が開発した独自の加熱圧縮加工技術により、従
来は家具に向いていなかった針葉樹でも「脚もの家具」など様々な家具がつくれる
ようになりました。平成26年には、「飛騨の匠」の伝統の心と技術を次代に継承すべ
く「飛騨職人学舎」を開校。全国から集まった若者が２年間の共同生活を行いながら、
家具づくりの技術と匠の心を磨いています。

多摩産材など地域の木材を活用した地産地消の家具
当社の加熱圧縮技術は、多摩産材をはじめとした国産木材の価値も高めました。従

来、スギ、ヒノキなどの針葉樹は、木目の美しさやまっすぐに伸びるなどの美点を持
つ半面、やわらかく家具には向きませんでした。しかし、この技術によって針葉樹の
可能性、つくれるもののデザイン性が飛躍的に向上しました。当社のレギュラー商品　　
「多摩産材の応接セット」も、この技術によって生まれた逸品です。
今後も多摩産材はもちろんのこと、全国各地の地域の木材を活用し、様々な家具を

お届けしていきます。

木の全体を無駄なく活用
１本の木のうち、家具などに使われるのは木全体の30％程度に過ぎず、残りの枝

葉などは山林に打ち捨てられてきました。当社の「きつつき森の研究所」では、こう
した枝や葉まで無駄なく使うための研究にも取り組んでいます。その成果が、家具製
作時の端材を用いたバイオマスボイラー、小物、アロマオイルなど。多摩産材のアロ
マオイルも開発できそうです。様々なやり方で「東京の木」「地元の木」を活かして
いくことを目指しています。

飛騨の匠の伝統技術×新技術で
国産木材、多摩産材の価値を高める
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▲飯能商工会議所

無垢の1枚板に最も近い集成材、
無垢材の性能や質感にこだわった製品
　木材の色味含め、丁寧な選別を行い製作しています。長さ方向は無
垢材を使用し、巾方向のみ「ハギ加工」にて集成しています。造作家
具・建具・カウンター材・階段材など、幅広い場所へご使用頂けます。
木目も板目・柾目と選べ、雰囲気に合わせて使い分けできます。

株式会社フォレスト西川
埼玉県

▲スギ

▲角川武蔵野ミュージアム

◀角川武蔵野ミュージアム

▲ヒノキ

建材／内装材

杉・桧　巾ハギ材
タイプ パネル ボード
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産・国産）
サイズ（mm） W900 × L1,950 × T12・20・25・30 W300 ～ 900 × L2,950・3,950 × T20 ～ 40
ロット数 １～ １～

価格（税別） 要問合せ 要問合せ
※ボードは特注寸法製作可能。
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　国土交通省の認可を受けた協力工場で、地場産材から各地産材を扱い、
無垢材の良さを残しつつ、不燃材としての性能も維持しています。特注
対応も可能で、幅広い現場へご使用頂けます。

国産のスギ・ヒノキ無垢材を加工した
不燃・準不燃木材

建材／内装材

不燃・準不燃木材
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・埼玉県産・国産）
サイズ（mm） T12 ～ 50（詳細応相談）
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲スギ（羽目板無塗装） ▲ヒノキ（羽目板無塗装）

▲宮城県　食と森の保育園美里（認可保育園）
　設計・監理：一級建築士事務所 アーバンスケープ
　施工・管理：株式会社建築工房零

家具・什器／チェア

ベンチ・チェア
品　目 ベンチ チェア
使用木材 スギ（多摩産・埼玉県産・国産） スギ（多摩産・埼玉県産・国産）
サイズ（mm） W1,300 × H360・600 × D560 W550 × H640・SH400 × D470
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥150,000 ￥50,000 ～
※配送費別途。
※その他チェアー要問合せ。

　職人が１から製作するオリジナルベンチとチェア。毎
日使うものだからこそ、軽くて丈夫、デザイン性にも
優れ、長時間座っていても疲れにくい包み込むような
設計。「スギ」本来のやわらかさや手触りを感じられる、
最高の一脚です。

スギで作る本格ベンチとチェア

多
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　組み合わせ自由で、省スペースでもいろいろ使える
便利なデスクセット。肌触りも良く、環境にやさしい
国産のスギ材を使った家具です。

省スペースで使いまわせる
シンプルなデスクセット
Easy Woodシリーズ

家具・什器／保育・学童家具

Easy Woodシリーズ
品　目 机 椅子
使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） 図面あり（要問合せ） 図面あり（要問合せ）
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥13,000 ～ ￥13,000 ～
※配送費別途。
※図面や価格表あり。詳しくはお問い合わせ下さい。

木から作った糸を使って縫い上げた、
肌触りの良い布製の絵本ラックです。

デッキやバルコニー周り
で便利にお使い頂け、お
子様の靴もこれ一台で
スマートに持ち運ぶこと
ができます。

手洗い周りから保育室
のどこへでも、使いたい
場所へ、いつでも簡単に
移動できます。

　木のぬくもりは、私たちの生活にやすらぎと潤いを与えてくれます。「おかもちシリーズ」
は、片手でひょいっと持ち上げて、必要な場所へと簡単に運ぶことができる便利な収納家具で
す。子どもたちが使うものだから、安心安全で温かみのある国産木材を使って製作しています。

保育のなかに木のぬくもりを
おかもちシリーズ

家具・什器／保育・学童家具

おかもちシリーズ
品　名 ①いつでもどこでも絵本楽っく ②くつはこぼっくす ③紙タオル on ゴミ箱楽っく
使用木材 スギ・ヒノキ（国産） スギ・ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）

サイズ（mm） H700 × W400 × D400　

乳幼児用：W400 × H700 × D200　　　　　　　　　　　　　　　　
 （ 内 寸  ：W172 × H100 × D179）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 幼 児 用 ：W450 × H850 × D250
 （ 内 寸  ：W197 × H130 × D229）

乳幼児用：W400 × H650 × D400 
 幼 児 用 ：W400 × H700 × D400

ロット数 １～ １～ １～

価格（税別）  ス ギ  ：￥50,000　
ヒノキ：￥54,000

乳幼児用：￥30,000 
 幼 児 用 ：￥42,000

乳幼児用：￥50,000 
 幼 児 用  ：￥50,000

※配送費別途。
※受注生産品のため、詳細はお問い合わせ下さい。

▲①いつでもどこでも絵本楽っく

▲②くつはこぼっくす ▲③紙タオルonゴミ箱楽っく

多
摩
産
材



332 333

　大きな部屋を間仕切れる保育園・幼稚園向けの収納家具です。収納としてはもちろんの
こと、おままごと用キッチンもラインナップしており、遊べる収納としても大活躍。国産
スギ無垢材の温かみのある商品で、柵や引戸の組み合わせで容易に出入りできます。

保育のなかに木のぬくもりを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
間仕切り家具シリーズ「木の無垢ま間」　　

家具・什器／保育・学童家具

間仕切り家具シリーズ「木の無垢ま間」
使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） 要問合せ
ロット数 １～

価格（税別） ￥26,000~/ 箱
※配送費別途。
※受注生産品のため、詳細はお問い合わせ下さい。
※組み合わせ自由・各箱での販売可能です。

本社プレカット工場	 	
〒357-0046	 	
埼玉県飯能市芦苅場708-1　	 	
埼玉県飯能市阿須523-1	阿須工場（お問い合わせはこちら）	 	
TEL	 042-974-4510	
FAX	 042-974-4514
MAIL	 info@forest-nishikawa.com	

http://www.forest-nishikawa.com/
株式会社フォレスト西川

株式会社フォレスト西川は、この地域で木材業を営んでいた４社と西川地区の広域
森林組合が手を携えて、平成７年に協同組合フォレスト西川として創業したのが始ま
りです。
当社の主要な商品であり、社名にもなっている「西川」。その西川材の名の由来は、

江戸時代までさかのぼることができます。
当時、荒川の上流、入間川や高麗川などから木をいかだに組んで下り、江戸まで運

んでいました。そこからやがて「西の川からくる良い木材」として、この地域の材は
「西川材」と呼ばれるようになりました。そんな西川材は、言わば伝統的な「江戸前
の木材」なのです。

西川材や多摩産材など、地元の木材を使うことが豊かな生活につながる
　地域の良質な木材を使うことにこだわる当社ですが、西川材と同様に、多摩産材の
品質も高く評価しています。木材の強さを測るヤング係数で見ても、西川材や多摩産
材は非常に優れています（全国平均がスギ材でおよそ70Ｅなのに対し、西川材・多
摩産材のスギは80Ｅ～90Ｅ）。強度が高いということは、木材の弱点であるたわみな
どが生じにくいということ。地域の良質な木材を使うことにより、地域の気候特性に
合った、耐久性の高い建造物が作れるのです。
地元で育った木材は地元の気候に合い、長持ちします。また、地元の樹木を適切に

伐採し、育てるというサイクルで、自然環境の循環と浄化が行われます。さらに、輸
送の際のCO2の排出量も減らすことができます。このことで、私たちの暮らしもより
豊かなものになるでしょう。

「一軒丸ごと木材を使う家をつくる」
当社のコンセプトは、「一軒丸ごと木材を使う家をつくる」。プロの目でしっかりと

吟味した木材を、文字通り適材適所に用いることで、末永く木の良さを感じてもらえ
るような生活を提供したいと考えています。実際、当社では外構から内装、家具や建
具まで、すべてのシーンに使える木材のバリエーションを取り揃えています。

子どもたちへの「木育」にも力を入れたい
創業以来、地元の木材の乾燥、加工、プレカットや住宅の建設に力を注いできた当

社ですが、これからは次代を担う子どもたちへの「木育」にも力を入れたいと考えて
います。木造園舎などの提案はもちろんのこと、幼稚園や保育園への木製品の販売や
レンタル事業も行っています。また、公共施設へ向けても、家具や遊具、エクステリ
アの提案をしていきたいと思っています。
幼い頃から地元の木にふれて育つ子どもたちが大人になった頃、その地元の木を育

む森もまた、豊かなものになっていることでしょう。

気候に合った木材の地産地消で生活を豊かに
長いスパンで山の資源を育み活かしていく

▲代表取締役の原昌彦さん

▲営業部の原政人さん
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一つ一つ手作業で丁寧に磨いています
つるつるで気持ちいい“にぎり車”

木のぬくもりを感じられる積み木 お風呂に浮かべても遊べる積み木

　ヒノキのさわやかな香りがする赤ちゃん用玩具です。つるつるにな
るまで磨いた持ち手は、赤ちゃんの手にもやさしく、にぎると木のぬ
くもりが感じられます。無塗装なので、赤ちゃんがなめても安心です。

　積み木の角は一つ一つ磨いているので、安心してお
使い頂けます。外箱にお名前を入れることができます。

　お風呂に入れるとプカプカと浮かび、ヒノキのよい
香りが楽しめる積み木です。くじらをはじめ、様々な
形のものをご用意しました。

▲①うさぎ

▲②くじら ▲③かめ ▲④くるま

社会福祉法人蕗の会
障害福祉サービス事業所 ひのき工房

東京都

玩具・遊具

多摩産材の積み木セット
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W40 × H40 × D20 ～
ロット数 １セット～

価格（税別） ￥2,000

玩具・遊具

積み木＆お風呂セット
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W40 × H40 × D20 ～
ロット数 １セット～

価格（税別） ￥728

玩具・遊具

にぎり車
タイプ ①うさぎ ②くじら ③かめ ④くるま
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W126 × H90 × D67 W148 × H102 × D67 W140 × H83 × D67 W130 × H106 × D67
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥1,091 ￥1,091 ￥1,091 ￥1,091

▲⑤ぞう

▲⑧らいおん

▲⑥りす

▲⑨ぱんだ

▲⑦ぶた

▲⑩ジンベイザメ ▲⑪うさぎ

　手に持って振ると、カタカタいう木の音が耳に心地よい玩具です。
口に入れても安全なので、赤ちゃんにもピッタリ。

音の出る木製の玩具“カタカタ”

品　名 ⑨ぱんだ ⑩ジンベイザメ ⑪うさぎ
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W74 × H175 × D62 W74 × H175 × D62 W74 × H175 × D62
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥1,091 ￥1,091 ￥1,091

玩具・遊具

カタカタ
品　名 ⑤ぞう ⑥りす ⑦ぶた ⑧らいおん
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W74 × H175 × D62 W74 × H175 × D62 W74 × H175 × D62 W74 × H175 × D62
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥1,091 ￥1,091 ￥1,091 ￥1,091
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　くじらとひよこは、ひもを引くと羽の部分がカタカ
タと動き、カルガモの親子は、マグネットで連結させ
て遊ぶことができます。かわいい動物たちと一緒にお
散歩しましょう。

　無塗装・無着色の天然木なので、歯のはえはじめの赤ちゃ
んにも“はがため”としてご使用頂けます。

歩き始めの子どもにおすすめ！
歩くのが楽しくなる“お散歩シリーズ”

天然木で作られた、
安心・安全なかわいい動物の“にぎにぎ”

▲①カルガモ親子

▲②くじら

▲⑥ひつじ ▲⑦ぞう ▲⑧ことり

▲⑤くま

▲③ひよこ ▲④ダックス

玩具・遊具

お散歩シリーズ
品　名 ①カルガモ親子 ②くじら ③ひよこ ④ダックス
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W440 × H140 × D75 W155 × H127 × D83 W115 × H106 × D83 W170 × H97 × D72
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ¥2,182 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,319

玩具・遊具

にぎにぎ
品　名 ⑤くま ⑥ひつじ ⑦ぞう ⑧ことり
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W110 × H15 × D67 W110 × H15 × D67 W110 × H15 × D67 W110 × H15 × D67
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000

たくさんの動物たちが大集合のカスタネットは人気ナンバーワンの商品です。
木のやわらかい音、かわいい表情にひかれるお子様が多く、イベントでは「ど
の子がいいかな？」と両手に持って悩む姿も。全部で20種類ほどあります。

かわいい動物のカスタネット
自然の木の温もりを感じられる玩具です

▲⑨うさぎ ▲⑩ねこ ▲⑪いぬ

▲⑬かば▲⑫らいおん

品　名 ⑫らいおん ⑬かば
使用木材 ケヤキ（国産） ケヤキ（国産）
サイズ（mm） W60 × H23 × D68 W60 × H23 × D68
ロット数 １～ １～

価格（税別） ¥637 ¥637

玩具・遊具

カスタネット
品　名 ⑨うさぎ ⑩ねこ ⑪いぬ
使用木材 ケヤキ（国産） ケヤキ（国産） ケヤキ（国産）
サイズ（mm） W60 × H23 × D68 W60 × H23 × D68 W60 × H23 × D68
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ¥637 ¥637 ¥637
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▲⑩ヤマノイモ▲⑥カエデ ▲⑦ヤブデマリ ▲⑧ノブドウ ▲⑨ボダイジュ

カラビナキーリング
品　名 ⑥カエデ ⑦ヤブデマリ ⑧ノブドウ ⑨ボダイジュ ⑩ヤマノイモ
使用木材 ケヤキ（国産） ケヤキ（国産） ケヤキ（国産） ケヤキ（国産） ケヤキ（国産）
サイズ（mm） W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ¥528 ¥528 ¥528 ¥528 ¥528

個性豊かな形をした５種類のリーフをキーホルダーにしました。付属の
リングにカギなどを装着するだけでなく、衣服やカバンにつけてもおしゃ
れなアイテムです。カラビナタイプもご用意しました。ちょっとしたプレ
ゼントにもおすすめです。

かわいいリーフをモチーフにしたキーホルダー
オーダーメイドも受付中！

日用品／ファッション小物

リーフキーホルダー
品　名 ①カエデ ②ヤブデマリ ③ノブドウ ④ボダイジュ ⑤ヤマノイモ
使用木材 ケヤキ（国産） ケヤキ（国産） ケヤキ（国産） ケヤキ（国産） ケヤキ（国産）
サイズ（mm） W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5 W45×H95×D5.5
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ¥528 ¥528 ¥528 ¥528 ¥528

▲①カエデ ▲②ヤブデマリ ▲③ノブドウ ▲④ボダイジュ ▲⑤ヤマノイモ

　Ａ4サイズまでの書類を立てることができるので、パソ
コン作業のときにもおすすめ。コンパクトなところも好評
です。お料理の場面でも活躍します。

デスクワークに最適な
シンプルアイテム

日用品／バラエティ雑貨

コンパクトスタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W55 × H45 × D65
ロット数 1 ～

価格（税別） ¥909

日用品／インテリア雑貨

キースタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W140×H270×D150
ロット数 1～
価格（税別） ￥1,182

日用品／インテリア雑貨

ペーパースタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W170×H330×D170
ロット数 1～
価格（税別） ￥1,319

日用品／インテリア雑貨

一輪挿し　ことり
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W125×H170×D35
ロット数 1～
価格（税別） ￥1,500

くるくる回るキースタンド。5つ
のフックに引っかけて収納できるの
で、カギの紛失を防げます。

キッチンペーパーやトイレットペー
パーにお使い頂けます（大型サイズ
のキッチンペーパーにも対応）。

かわいいことりの置物が付いた一
輪挿し（ガラス管付き）です。

多
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　コンパクトなものから普段使いできるものまで、様々
な大きさやデザインを取り揃えております。お好みの
オイルでのお手入れをおすすめしております。

コースターとしてだけでなく、お菓子やアクセサリーの小物など
の受け皿としてもご使用頂けます。米油などでメンテナンスして頂
くと、長くご使用できます。

触り心地のよいフライ返しで、フライパンの表面にや
さしいヒノキ材を使用しています。

包丁にやさしいシンプルな
“カッティングボード”

ティータイムを彩る
素敵なコースター

炒める、ひっくり返す、まぜる
軽くてとても使いやすい

日用品／キッチン用品・食器類

カッティングボード
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W120 × H20 × D210 ～
ロット数 1 ～

価格（税別） ¥909 ～

日用品／キッチン用品・食器類

フライ返し
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W85 × H10 × D300
ロット数 １～

価格（税別） ¥1,000

日用品／キッチン用品・食器類

コースター
品　名 ①ビスケット ②サクラ ③三種の寄せ木
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W90 × H6 × D90 W100 × H6 × D100 W90 × H6 × D90
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ¥273 ¥319 ¥409
※ご希望によりオイルコーティングできます。

▲①ビスケット ▲②サクラ ▲③三種の寄せ木

〒193-0826	 	
東京都八王子市元八王子町2-1839-2	
TEL	 042-667-2158	
FAX	 042-667-2168	
MAIL	 hinoki2158@yahoo.co.jp

https://www.hinokikobo.com/

社会福祉法人蕗の会　
障害福祉サービス事業所 ひのき工房

▲注文依頼商品例

▲商品イメージ

▲理事長の岩澤六夫さん

多摩産材を使ったおもちゃや日用品を製作するひのき工房は、社会福祉法人蕗の会
が運営する障害福祉サービス事業所です。
平成２年にリサイクルや花の販売を行う作業所としてスタートした「ふきのとう」

が、雨の日にもできる作業として平成６年から始めたのが木工製品の製作。当時から
檜原村の多摩産材を使用し、身体に障害のある利用者が協力し合いながら、日々手作
りの木工品を生み出しています。

地元・多摩産の材料で良質な手作り木工品を
ひのき工房では、赤ちゃんにやさしい木のおもちゃから大人でも満足できる小物や

日用品まで、多摩産材を使った様々な木工品を数多く製作しています。でき上がった
製品はひのき工房で販売しているほか、八王子市役所や地元の観光地の売店や道の駅、
百貨店などでも委託販売を行っており、多摩産材ならではの自然のやさしさと手作り
のあたたかさで売れ行きも好調です。

素材の良さと丁寧な作業で、手に取ったお客様を笑顔に
　ひのき工房では、多摩産材の素材本来の良さを大切に、作り方にもとことんこだ
わっています。例えば、子ども用のおもちゃの彩色に用いるのは安全性の高い水性絵
具で、接着剤はFDA（米国食品局）に認可された商品。仕上げにもニスなどは一切
使用せず、やすりで根気よく磨き上げています。なめらかな仕上がりの木のおもちゃ
は「木育」に最適。子どもに安全・安心というだけでなく、木の香りと自然の風合い
で、大人も癒されそうです。
一方で、ヤニや反りといった自然の木ならではの特徴に難を感じるお客様も多く

います。そういったご意見が寄せられた際は、木の性質などについて丁寧に説明し
つつ、交換などにも対応しています。

地元・多摩の木とともに、住み慣れた地域で心豊かに生きていく
ひのき工房の製品は、一つ一つが身体に障害のある利用者による手作りです。利用

者一人一人が、自分たちの仕事にプライドをもち、作った製品を手にした人に笑顔に
なってもらえるようなものづくりをしようという想いで、日々作業にあたっています。
最近は八王子市から注文を受け、コロナ対策の遮蔽板を製作・納品したり、マスク

のひもで耳が痛くならない木製のマスク補助具を発売したりと、新しいことにも挑戦
しています。
　海外の安い大量生産品ではなく、地域に住む人が地元・多摩の木を使って一つ一つ
手作りしたひのき工房の木工品。これからの時代、その価値を高めることに努めてい
きたいと思っています。

多摩産材の良さを活かした手作りの木工品

多
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多摩産スギを芯材にした土足用フローリング
グリーンボード
　当社は、地産地消に力を入れているJAS認定フローリング工場です。多摩産スギ
（特注で多摩産ヒノキ）を芯材にしたフローリングを製造しています。材質がやわ
らかいスギの表面を厚さ３mmの硬い広葉樹単板でカバーし、土足もOKというの
が特長です。令和２年には小金井市立あかね学童保育所、都立東大和療育センター、
令和３年には中央区立桜川複合施設と大田区新蒲田一丁目複合施設に納入しました。

藤島林産株式会社
秋田県

建材／内装材

グリーンボード
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W75 × L450・600・909 × T15
ロット数 １ケース（1.64㎡入）～

価格（税別） ￥15,300 ～ 16,300/㎡
※表面の樹種（ブナ・ナラ・カバ）によって価格が変動します。

東北6県産出の広葉樹を使用した
無垢フローリング
　東北地方を奥州と呼ぶことから、商品名を「無垢フローリング奥州材」
としました。JAS認定品の土足用フローリングです。奥州クリなら床暖
房用もあります。クリ以外にも、奥州ヤマザクラ、奥州ナラ、奥州ケヤ
キがあります。

▲住宅フローリング 奥州クリ

▲住宅フローリング 奥州クリ

多
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▲住宅フローリング 奥州ヤマザクラ

▲住宅フローリング 奥州ナラ

建材／内装材

無垢フローリング奥州材
タイプ 乱尺タイプ（直張り・下地板釘留め） 六尺ユニタイプ（下地板釘留め）
使用木材 クリ・ヤマザクラ・ナラ・ケヤキ（奥州材） クリ・ヤマザクラ・ナラ・ケヤキ（奥州材）
サイズ（mm） W75 × L450・600・750・900 × T15　　　　　　　　　　　 W75 × L1,818 × T15
ロット数 １ケース（1.62㎡入）～　　　　　　　　　　　　　　　　 １ケース（1.64㎡入）～

価格（税別） ￥16,000 ～ 20,300/㎡ ￥17,000 ～ 19,800/㎡
※樹種や仕様（乱尺・ユニ・下地板釘留め・直張り・床暖房用）によって価格が変動します。

▲レストランフローリング 奥州ナラ

▲奥州クリ
（床暖房用あり）

▲奥州ヤマザクラ ▲奥州ナラ ▲奥州ケヤキ

Wood Variation　　　　　　

多
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　主産地は秋田県・岩手県・青森県です。広い幅の無垢フローリングは、
反りやすいという問題があります。当社は河合楽器ピアノ工場に納品す
る板に行っている楽器材の乾燥方法でフローリング材を乾燥しています。
水分が均一で反りにくい製品になっています。

国産広葉樹の無垢広幅フローリング
フロアーリベルテ無垢ワイド（国産木材）

建材／内装材

フロアーリベルテ無垢ワイド・下地板釘留め用（国産木材）
タイプ 乱尺タイプ 六尺ユニタイプ
使用木材 クリ・ヤマザクラ・ナラ・ケヤキ（国産） クリ・ヤマザクラ・ナラ・ケヤキ（国産）
サイズ（mm） W90・100 × L450・600・750・900 × T15　　　　　　　　　　　W90・100 × L1,818 × T15
ロット数 １ケース（1.62㎡入）～　　　　　　　　　　　　　　　　 １ケース（1.64㎡入）～　

価格（税別） ￥16,500 ～ 19,800/㎡ ￥17,500 ～ 20,800/㎡
※樹種や仕様（乱尺・ユニ）によって価格が変動します。

▲住宅フローリング 奥州ナラ

▲国産クリ ▲国産ヤマザクラ ▲国産ナラ ▲国産ケヤキ

Wood Variation　　　　　　

本社工場	 	
〒018-3301	 	
秋田県北秋田市綴子字田中下モ31	 	
TEL	 0186-62-0390	
FAX	 0186-62-0392	
MAIL	 info@fujishima-1.com	

東京営業所	 	
〒135-0016	 	
東京都江東区東陽5-1-13	 	
TEL	 03-3649-8441	
FAX	 03-3649-8445	
MAIL	 rinsan@mpd.biglobe.ne.jp	

http://www.fujishima-1.com/
藤島林産株式会社

▲多摩スギ芯材フローリングと
工場責任者・常務のの藤島さん

昭和40年設立の藤島林産株式会社は、JAS認定（JPIC-FL21〈フローリング〉）を
受けた秋田県のフローリング製造工場です。創業以来56年、住宅用、公共施設や商
業施設向けのフローリングを製造し、全国に出荷しています。

地域の木を使ったフローリングを
SDGsの流れを受け、「地域材を使用したフローリングを」という要望が増えてき
ています。そんななか、当社でも、東北６県の広葉樹を使った「無垢フローリング奥
州材」や、多摩産材を使った「フロアーリベルテ無垢ワイド（国産木材）」など、地
域の木材を使ったフローリングの製造に力を入れています。

多摩産材を使った土足可能なフローリング
東京都でも、多摩産のスギを使用したフローリングが求められます。公共施設や商

業施設などでは、靴でその上を歩ける土足用フローリングが必要です。しかし、一般
的なスギのフローリングは表面がやわらかく、細いヒールの靴などには耐えられません。
そこで当社では、この問題を克服するために、スギの板を広葉樹の板でガードする

という方式を採用しました。土足用フローリングの表面は、ナラ、カバ、ブナなどの
硬い木でできています。ナラ、カバ、ブナを厚さ３mmの板にし、スギの板に接着し
ました。芯材にスギの板を用い、表面には硬い広葉樹を施したフローリングは、土足
がＯＫな上に、スギの断熱性・衝撃吸収性も活かせる画期的な製品となりました。こ
うして当社の自慢の「グリーンボード」が誕生したのです。

楽器に使われる高い技術で実現した「グリーンボード」
スギは他の樹種に比べて、芯材と辺材の水分差が非常に大きく、乾燥が難しい樹で

す。さらに、ナラ、カバ、ブナは比重がスギの倍もあります。こういった異なる性
質を持つ板を接着する場合、製品が反る危険性が高くなります。そこで、スギの乾燥
に楽器材の乾燥方法を応用しました。当社のフローリング工場は、河合楽器製作所ピ
アノ工場に楽器材を供給している藤島木材工業株式会社の製材工場と隣接しています。
ここの乾燥工場でスギを乾燥することで、高い精度で均一に乾燥させたスギ板を確保
でき、寸法の安定性が高い製品の製造が可能になりました。
当社がグリーンボードの出荷を開始したのは平成16年。まずは地元の秋田杉を使

用したグリーンボードでした。徐々に各県産のスギを使ったグリーンボードを追加し
ていき、平成22年からは、多摩地区の製材工場との協力によって、都内や首都圏へ
向けた多摩スギのグリーンボードも出荷を開始しました。令和３年７月までに、延べ
35物件、累計8,040㎡もの多摩スギグリーンボードが出荷されています。
これからも信頼される品質の「多摩スギグリーンボード」を製造していきます。ご

期待下さい。

多摩スギを芯材にした画期的な土足用フローリング
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多摩産材・国産木材を用いた家具什器
納品設置までワンストップで対応可能
都立病院へ納品した多摩産材（スギ）の
家具・什器の一例をご紹介
　天板材には圧縮加工を掛け、強度を確保。既存の円型カウ
ンターに合わせて、新規の荷置き棚やパーティションを製作。
現場では既存什器との調整を行いながら設置しました。
　内装業者としての経験と実績、家具製作・納品のノウハウ
を活かし、お客様に合わせたご提案をさせて頂きます。

株式会社藤田建装
東京都

多
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家具・什器／オーダー家具

家具・什器
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 個別お見積り

〒111-0035	 	
東京都台東区西浅草1-7-4	 	
TEL	 03-3841-6286	
FAX	 03-3841-6495	
MAIL	 cazari@fujitakenso.co.jp

https://fujitakenso.jp/
株式会社藤田建装

▲自社工場（草加）

▲代表取締役の藤田一之さん

大正13年、浅草の地でショーケースを製作する会社として創業した藤田建装は、主
に店舗の内装を手掛ける会社として発展してきました。創業以来「お客様に喜んで頂
ける仕事をしよう」「社員が喜んで働ける環境を作っていこう」を企業理念に、様々
なチャレンジを続けてきた当社。現在は、創業以来の店舗内装施工を事業基盤としつ
つ、家具に特化した部門を設け、ホテルや病院などへも家具の提案から製作、納品ま
でをワンストップで請け負い、好評を得ています。

創業100年で新たなチャレンジ
当社の家具事業の強みは、店舗内装の設計・施工会社の一部門としてスタートした

ことによる、多岐にわたる確かな実績です。飲食店や物販店はもちろん、ホテル、保
育園、病院、施設などに家具を納入し続け、チェーン展開をしているクライアントの
指定家具業者にもなっています。
そんな当社の家具部門が、創業から約100年のこのタイミングで新たに立ち上げた
のが、家具の自社ブランド“c

か

az
ざ

ar
り

i”です。創業当時に原点回帰する「オーダーメイド
家具」で、Ｂ toＢ中心の販路から、Ｂ toＣへの展開も視野に入れた、EC販売という
新たな販路を開拓していきます。こだわりを持ってモノづくりに向き合い、家具商品
を製作販売していきたいです。

自社ブランドの立ち上げを機に多摩産材の活用にも力を入れたい
当社では、“cazari”立ち上げに合わせて、国産木材を使った新たな取り組みも検討
しています。まだ計画段階ではありますが、多摩産材を使ったオーダーメイド家具の
製作や、地元・浅草の協力業者とのタイアップ商品などの企画が進行中です。
自社工場も活用し、国産木材の温かみや木目の美しさを活かした商品開発を行い、

モノづくりへのこだわりを体現していきたいです。ショールームも計画中で、そちら
では家具そのものだけでなく、多摩産材（国産木材）のアピールもできるのではない
かと思っています。

お客様のQCDに合わせた柔軟な提案を
「お客様に喜んで頂ける仕事」を大切にする当社の提案はQCDを重視。国産木材
を希望するクライアントにも、コスト面や圧縮加工等による納期の問題を伝え、要望
に応じて産地を使い分けた提案をしています。納期が確保でき、仕上がりを重視する
場合に、国産木材・多摩産材を活用しています。
当社は、創業から約100年の歴史のなかで育んできたモノづくりに対するマインド、

培ってきたノウハウを活かして、「世のなかを幸せにする空間を創出し続ける」よう
取り組んでまいります。

世のなかを幸せにする空間の創出

▲本館１F打ち合わせスペース
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国産木材を素材のままの形で作った「そのままの家具」
KINOWAシリーズ
複雑な工程を減らすことで素材そのものの魅力を活かし、リーズナブルな価格を実現
したシンプルなデザインの家具シリーズです。角材の背割にLEDを入れただけの照明
機器。Ｌアングルのフレームに天板を落とし込んだだけのテーブル。これ以上ないくら
い削ぎ落したデザインは、どんな空間にも溶け込みます。

▲株式会社Agoop様

▲株式会社Agoop様

株式会社文祥堂
東京都

▲株式会社Agoop様

▲株式会社artLarge様

　ソフトバンクの子会社として、平成21
年に設立されたベンチャー企業・株式会
社Agoop様のオフィスで、KINOWAを
ご採用頂きました。
　総務の方だけでなく、多様なワーカー
の声を反映したオフィスで、スチールに
は白の塗装をしています。

　ブランディングやデザインを手がける株式会
社artLarge様の増員に伴うオフィス拡大の際に、
KINOWAのシリーズをご採用頂きました。

納入事例①
株式会社Agoop様

納入事例②
株式会社artLarge様
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　背割を模したスリットのなかに、LEDテープライトを埋
め込んだ、国産のスギ材を使用した照明器具です。LED部
分の他は角材のため、どこにでもネジや釘を打つことがで
きます。天井から吊るしたり、壁に打ち付けたり、自由な
発想でお使い下さい。本体とアダプタのみのシンプルな商
品です。スイッチや吊り具はお客様にてご用意下さい。

　ヒノキ幅ハギ材に柿渋塗装を施し、Lアングルスチール
で構成された脚部に天板を乗せ、天板裏からビスで固定し
ただけのシンプルなテーブルです。天板には撥水効果のあ
るセラミック塗装も塗布しています。

国産スギ材の照明器具

国産ヒノキ材のテーブル

家具・什器／インテリア用品

KINOWA BEAM
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W1,820 × H75 × D75 W910 × H75 × D75 W455 × H75 × D75
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥33,000 ￥22,000 ￥16,000

家具・什器／テーブル

KINOWA TABLE
使用木材 ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W1,800 × H720 × D900 W1,500 × H720 × D750 W1,200 × H720 × D600
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥78,000 ￥70,000 ￥62,000
※多摩産材の価格については、別途ご相談下さい。サイズオーダーも対応できます。

▲1,800×900

▲1,200×600 家具・什器／キャビネット・収納家具

KINOWA SHELF
タイプ ３段 ４段 ５段 ６段
使用木材 ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W900×H730×D400 W900×H1,080×D400 W900×H1,430×D400 W900×H1,780×D400
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥70,000 ￥80,000 ￥95,000 ￥109,000
※多摩産材の価格については、別途ご相談下さい。サイズオーダーも対応できます。

　ヒノキ幅ハギ材に柿渋塗装を施し、Lアングルスチール
で構成された脚部に天板を乗せ、天板裏からビスで固定し
ただけのシンプルなカウンターテーブルです。天板には撥
水効果のあるセラミック塗装も塗布しています。

　ヒノキ幅ハギ材に柿渋塗装を施し、Lアングルスチール
で構成されたフレームの棚受けに棚板を乗せただけのシン
プルなシェルフです。

国産ヒノキ材のカウンターテーブル

国産ヒノキ材のシェルフ

家具・什器／テーブル

KINOWA COUNTER TABLE
使用木材 ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W1,500 × H1,085 × D450
ロット数 １～

価格（税別） ￥78,000
※多摩産材の価格については、別途ご相談下さい。サイズオーダーも対応できます。
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　柿渋塗装を施したヒノキ幅ハギのベニヤ板と、Lアング
ルスチールでのフレームで構成された可動式のパーティ
ションです。標準品は両面ヒノキでご用意しておりますが、
オプションで片面をホワイトボードにすることもできます。
ミーティングテーブルの周りに配置すると便利です。

　ヒノキ幅ハギ材に柿渋塗装を施し、Lアングルスチールで構成された脚部に天板を
乗せ、天板裏からビスで固定しただけのシンプルなスツールと電話台です。天板には
撥水効果のあるセラミック塗装も塗布しています。

国産ヒノキ材のパーティション

国産ヒノキ材のスツール・電話台

家具・什器／スツール

KINOWA STOOL・HIGH STOOL
品　名 ① KINOWA STOOL ② KINOWA HIGH STOOL
使用木材 ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W300 × H423 × D300 W300 × H720 × D300
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥18,000 ￥21,000
※多摩産材の価格については、別途ご相談下さい。サイズオーダーも対応できます。

▲①KINOWA STOOL ▲②KINOWA HIGH STOOL

▲ホワイトボード無し（左）、ホワイトボード有り（右）

家具・什器／キャビネット・収納家具

KINOWA TELEPHON STAND
使用木材 ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W400 × H905 × D400
ロット数 １～

価格（税別） ￥34,000
※ 多摩産材の価格については、別途ご相談下さい。サイズオーダー

も対応できます。

家具・什器／パーテーション

KINOWA PARTITION
タイプ ホワイトボード無し ホワイトボード有り
使用木材 ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W800 × H1,600 × D600 W800 × H1,600 × D600
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥80,000 ￥100,000
※多摩産材の価格については、別途ご相談下さい。サイズオーダーも対応できます。

〒104-0061	 	
東京都中央区銀座3-4-12	 	
TEL	 03-3566-3591（代表）	
FAX	 03-3566-3525	
MAIL	 https://www.bunshodo.co.jp/contact/

https://www.bunshodo.co.jp/
株式会社文祥堂

東京・銀座に本社ビルを構える株式会社文祥堂は、大正元年創業で、令和３年に
110期を迎える100年企業です。
印刷業からスタートした当社は、時代に合わせて扱う商品を変えつつも、一貫し

て空間づくりに携わってきました。現在は空間構築のプロとして、主にオフィスづ
くりをメインに、オフィス家具、OA機器、移動式書庫（移動棚）などの選定や販
売、ITCインフラまでワークスペースの一貫したコンサルティングサービスを行っ
ています。

創業100周年を機に
そんな当社が国産木材を扱うようになったのは、平成24年、100周年を迎えた際の

周年記念事業がきっかけでした。社史を紐解くなかで、創業者がかつて植林をしてい
たことが分かり、当初は記念イベントとして植林をすることを検討していました。そ
の準備の過程で日本の森林事情を知り、国産木材の活用が求められていると知ったこ
とが転機となりました。
それまでも「エコロジー＆ソリューションフェア」を開催するなど、環境を意識し

た取り組みに積極的だった当社。空間をつくる仕事をしている会社として、オフィス
での木材の活用を提案できるのではないかと考えました。

国産木材との関わり
　こうして生まれたのが日本の間伐材を使った家具シリーズ「KINOWA」です。日
本には木製家具の伝統があり、素晴らしい腕を持った職人さんが大勢います。
そこで当社では、あえて木材とスチールを合わせただけの、素材をそのままの形で

使ったシンプルな家具づくりを目指しました。「KINOWA」は、素材をそのままの
形で使ったシンプルな家具であること、オープンソースファニチャーであることが特
徴の家具シリーズです。　

https://www.bunshodo.co.jp/kinowa/

多摩産材との関わり
当社ではまた、未来を担う子どもたちにも国産木材の家具を使ってもらいたいと考

え、保育園や幼稚園へも多摩産材の家具を納入しています。また、納品の際に、子ど
もたちや子どもに関わる大人たちにも、日本の木を使うことの意義を少しでも知って
もらいたいと考え、絵本を制作しました。
こうして誕生したのが、木育絵本『バウムくんとゆめのもり』（非売品。お問い合

わせは当社マーケティング課へ）です。家具の納品の際に絵本の読み聞かせの会を一
緒に開催し、日本の森に関して理解を深めてもらおうという取り組みも行っています。

https://www.bunshodo.co.jp/csr/baum/

“ 老舗のベンチャー企業 ”が開発した国産木材家具

▲KINOWA

▲木育絵本
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天然銘木木質パネル
ホクサン化粧合板
　ツキ板をMDFやラワンなどの木質下地に貼り合わせたパ
ネルタイプ。加工性・施工性に優れ、幅広い用途に対応。住
居などの壁面、建具、家具、什器向けの内装材です。

北三株式会社
東京都

建材／内装材

ホクサン化粧合板
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W910 × H1,810、W910 × H2,430 等
ロット数 １枚～

価格（税別） 要問合せ

Wood Variation　　　　　　

▲多摩産スギ板RM ▲多摩産スギ柾RM ▲多摩産スギ柾ブロック ▲多摩産ヒノキ柾ブロック

天然銘木不燃対応パネル
バンシャット
　ツキ板をパネルタイプの基材に貼り合わせた不燃
対応品。基材は６mmと９mmを選ぶことができ
ます。要望に応じて、木口にもツキ板貼り可能です。
木目のやさしさを活かしながら、目地を入れた端正
な仕上がりの空間に。

建材／内装材

バンシャット
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W910 × H2,430、
W910 × H2,730、
W910 × H3,030 等

ロット数 １枚～

価格（税別） 要問合せ

Wood Variation　　　　　　

▲多摩産スギ板RM ▲多摩産スギ柾RM

▲多摩産スギ柾ブロック ▲多摩産ヒノキ柾ブロック

多
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天然銘木不燃シート
サンフット
　ツキ板を特殊ベース基材に貼り合わせた総厚0.35mmの
シートタイプ「サンフット」は、優れた防火性能や曲面性能
を発揮。曲面加工だけなく、巻き込み加工にも対応するため、
鋼製建具やルーバーに施工することもできます。ホテルや商
業施設、オフィス、学校などの公共施設はもちろん、鉄道車
両や船舶内装などにも幅広く販売実績があり、多様な活用が
見込めます。

建材／内装材

サンフット
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）

サイズ（mm）
W910 × H2,430、W910 × H2,730、

W910 × H3,030
ロット数 １枚～

価格（税別） 要問合せ

Wood Variation　　　　　　

▲多摩産スギ板RM ▲多摩産スギ柾RM

▲多摩産スギ柾ブロック ▲多摩産ヒノキ柾ブロック

天然銘木ツキ板タイルフローリング
シータイル
　ツキ板にPVCタイルの持つ様々な機能をプラスした床材。本物
の素材が放つ高級感と風合いがあります。耐久性があり、重歩行
にも対応可能。厚さ3mmの薄さのため、上張り施工をしても他
の箇所に干渉しづらく、リフォームにも最適です。

建材／内装材

シータイル
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W152.4 × H914.4 × T3
ロット数 １ケース（24 枚入）～

価格（税別） 要問合せ

多
摩
産
材



362 363

透光性パネル・シート
グレイズドウッド
　天然木とガラスや透明樹脂を複合した、透光性に優れ
た内装用素材。アクリルシートタイプは曲面加工も対応。
特にスギは、後ろから光を透かすと木目の陰影がやさし
く浮かび上がり、心地よい空間が広がります。

建材／内装材

グレイズドウッド
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W900 × L1,800 等
ロット数 １枚～

価格（税別） 要問合せ

点灯あり点灯なし

Wood Variation　　　　　　

▲多摩産スギ板RM ▲多摩産スギ柾RM

▲多摩産スギ柾ブロック ▲多摩産ヒノキ柾ブロック

〒136-0082	 	
東京都江東区新木場1-7-6	 	
TEL	 03-3521-2111	
FAX	 03-3521-6644	
MAIL	 hox-contact@hoxan.co.jp

https://www.hoxan.co.jp/
北三株式会社

▲国産木材を使ったやスペース

▲国産木材を使ったショールーム
（サスティナブルコーナー）

▲代表取締役社長の尾山信一さん

北海道に渡り、下駄職人をしていた創業者の尾山金松は、冬山で伐採後に残されて
いたタモの切り株を手斧で削ったところ、美しい木目が現れたので、これを薄く切削
して、下駄に貼り付けて販売しました。これが大評判になったのを機に、大正13年、
ツキ板業の北三商会を創業したのが北三株式会社の始まりです。
以来、当社は創業者の育んだ「木を生かす」という精神を受け継ぎつつ、世界中の

銘木を用いたツキ板と、その周辺製品の製造・加工・販売に従事し、間もなく創業
100年を迎えます。「これからの人間社会に木の文化を残したい」を合言葉に、省資
源で環境対応性に優れたツキ板を世に送り出すリーディング・カンパニーです。

環境に配慮して外材から国産木材へ
世界各地の150種以上の木でツキ板を製造している当社。熱帯など日本とは異なる

気候で育った巨木には、赤、白、黄など様々な色味や美しい年輪の模様など、バリ
エーションを楽しめるものが多くあります。当社がツキ板に利用するのは、FSC認
証材や合法木材で、適切な管理下で生産された木材を製品化しています。世界的に熱
帯林の伐採や輸入による地球環境への負荷が問題視されるようになり、外材産出国が
丸太の輸出を抑制するようになってきたなか、当社では10年ほど前から多摩産材を
はじめとした、国産木材の使用にも乗り出しました。
　国産のスギやヒノキといった針葉樹には小径のものが多かったのですが、多摩産材
には50年生以上のやや太い木がありました。木を使うことが環境にも良いというこ
とが世間で知られ始めてきた時期でもあり、木材担当者が多摩産材の話を持ってきて
すぐに、多摩産材のツキ板「東京の木」を発表しました。

ショールームにも多摩産材コーナーが
環境の面でも地産地消の面でも、東京の木である多摩産材を東京で使うことは推奨

されるべきことです。運搬コストを抑えられるのはもちろん、商業施設など大規模な
建築物が多い東京都で内装に多摩産材を使用すれば、地域の資源をまとまった量で活
用できます。内装材になった多摩産材が多くの人の目にふれることは、多摩地域の林
業の振興にもつながります。
当社のショールームの一角にも、東京の木 多摩産材を広めるべく、全長３ｍを超
える多摩産材のツキ板などを設置した多摩産材コーナーがあり、環境を意識した当社
のものづくりや多摩産材の魅力を伝えています。
当社では多摩産材のパンフレットを作成し、建築家やデザイナーを訪問する際に配

布しています。ツキ板自体が木を無駄なく使えるエコな使い方である上に、塩ビに木
目模様をプリントした化学製品よりもずっと環境にやさしいのです。それが地元の多
摩産材なら、より一層、人にも自然にもやさしいものになります。木の魅力や木から
得られる安らぎを、多くの人に知って頂きたいと思います。

多摩産材のツキ板のリーディング・カンパニー
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木のホワイトボード「きえすぎくん」は、
東京・多摩の森の木を活用しています！
　書いて消せる木のホワイトボード「きえすぎくん」は、製材され
たスギの白い部分を選別し、同じような木目のものを集めて幅ハギ
したパネルです。手間をかけることで木の美しさや温かさ、やさし
さといった見た目の美しさも大切にした、楽しめる製品です。SDGs
にも貢献できます。

▶①ウッドスタンド中型

▲④スチールスタンド中型

▲⑤縦型タイプ ▲⑥スタンドタイプ

▲②ウッドスタンド大型 ▲③スチールスタンド中型

▲⑦壁掛けタイプ

細田木材工業株式会社
東京都

家具・什器／ディスプレイ・店舗什器

きえすぎくんウッドスタンド
タイプ ①中型片面（HK-06-02） 中型両面（HK-06-03） ②大型片面（HK-06-04） 大型両面（HK-06-05）
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）

サイズ（mm）
W890 × L1,200 ×

T15/35
W890 × L1,200 ×

T15/35
W890 × L1,800 ×

T15/35
W890 × L1,800 ×

T15/35
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥156,000 ￥228,000 ￥190,000 ￥296,000
※ノックダウン方式。
※パネルのみをヒートンなどの器具仕様で壁掛けにもできます。

きえすぎくん縦型タイプ
タイプ ⑤片面（HK-06-14） 両面（HK-06-15）
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W900 × L600 × T15/35 W900 × L600 × T15/35
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥120,000 ￥210,000
※受注生産。

きえすぎくんスタンドタイプ
タイプ ⑥ HK-06-12 HK-06-13
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W300 × L450 × T15 W300 × L300 × T15
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥11,000 ￥7,000
※受注生産。

きえすぎくんスチールスタンド
タイプ ③中型（HK-06-16） 大型（HK-06-17） ④ HK-06-01
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W890 × L1,200 × T15/35 W890 × L1,800 × T15/35 W900 × L600 × T15/35
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥124,000 ￥146,000 ￥97,000
※パネルの大きさに対応。
※HK-06-01　ノックダウン方式。
※HK-06-01　パネルのみをヒートンなどの器具仕様で壁掛けにもできます。

きえすぎくん壁掛けタイプ
タイプ HK-06-08 HK-06-09 ⑦ HK-06-10 HK-06-11
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W600 × L900 × T15 W450 × L600 × T15 W300 × L450 × T15 W300 × L300 × T15
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥38,000 ￥18,000 ￥10,000 ￥6,000
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　節が多いため、建築材として不向きなスギ製材品を、タ
イルサイズにすることで有効活用しようと開発した商品
です。特別なストッパーを取り付けることで、接着剤な
しでも簡単に取り付けができます。取り外しも可能なた
め、繰り返し使えて、SDGsにも貢献できます。

「スクエアウッズTAMA」は、
取り外し可能な
多摩産の木製タイルです

建材／内装材

スクエアウッズTAMA
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × L100 × T12 W100 × L100 × T17 W150 × L150 × T15 W150 × L150 × T20
ロット数 100 100 100 100

価格（税別） ￥200/ 枚 ￥220/ 枚 ￥300/ 枚 ￥340/ 枚
※ストッパー（ポリプロピレン製）は税別¥150 /１個。

特徴
①低吸湿性－溶脱・白華を抑制
②低吸湿性－半屋外や軒天井の使用も可
③厚み12mmの塗装品は、エフネンノン白華のみ
④集成材にすることで、大きな断面にも対応
⑤中性の薬剤のため、取り扱いが簡易
⑥一般的な不燃木材に比べて価格が高い

業界No.1の性能で白華現象を抑制
低吸湿性不燃木材「エフネンノン白華」

建材／構造材・内装材

エフネンノン白華
タイプ 不燃木材（NM-1050） 準不燃木材（QM-0370）
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） T12 ～ 110　 T12 ～ 110
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥1,500,000/㎥（無塗装）※お問い合わせ下さい。 ￥1,300,000/㎥（無塗装）※お問い合わせ下さい。
※スギ・ヒノキの認定です。
※集成材も対応できます。
※材料支給の委託含浸も請け負っていますので、お問い合わせ下さい。
※不燃木材専用HP　https://woody-art-hunen.jp.
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商品の特徴
①通常の室内環境に適する
②薬剤は酸性

細田木材工業株式会社の特徴
①都内で唯一の不燃木材製造メーカー
②自社での含浸・乾燥・加工・塗装まで一貫製造
③自動品質管理装置による全量検査

多くの案件で採用されている、
ポピュラーな不燃木材「セーフティ不燃」

建材／内装材

セーフティ不燃
タイプ 不燃木材（NM-1707） 不燃木材（NM-1520）
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） T12 ～ 50（無塗装） T18 ～ 300（塗装）
ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥1,000,000/㎥　※お問い合わせ下さい。 ￥1,000,000/㎥　※お問い合わせ下さい。
※ヒノキ不燃、スギ準不燃、ヒノキ準不燃も対応できます。塗装も可能です。
※材料支給の委託含浸も請け負っていますので、お問い合わせ下さい。
※不燃木材専用HP　https://woody-art-hunen.jp.

〒136-0082	 	
東京都江東区新木場2-5-3	 	
TEL	 03-3521-8701	 	
MAIL	 toiawase@woody-art-hosoda.co.jp

http://www.woody-art-hosoda.co.jp/		
細田木材工業株式会社

▲代表取締役社長の細田悌治さん

昭和６年創業の細田木材工業株式会社は、多摩産材を利用した利便性の高い商品と
高機能化木材とで注目を集めています。当社は木材の製造・加工と屋内外の施工の両
方を行える数少ない会社です。品質の高い仕事にこだわり、木材のプロフェッショナル
として、木材のことならどんな難しいご依頼や特殊な仕事にもチャレンジしていきます。

多摩産材を使用した「スクエアウッズ T
多　摩

AMA」と「きえすぎくん」
当社では、２つの大ヒット商品に多摩産材を活用し、森林の整備や環境の整備にも

貢献しています。それが、「スクエアウッズTAMA」と「きえすぎくん」です。
平成25年に開発された「スクエアウッズ TAMA」は、主に多摩産材の間伐材を利

用してつくられたシンプルな正方形の木製パネルです。見た目が大変美しいだけでな
く、取り外しや変更が容易で施工効率が良いというタイルの機能性を併せもち、オ
フィスやレストランなどで多く取り入れられています。
また、平成29年には、デザイナーとコラボして、多摩産材を使用した、書いて消
せる木製ボード「きえすぎくん」を開発しました。ホワイトボード用マーカーや水性
クレヨンで書いてきれいに消すことのできるこの商品は、平成30年にグッドデザイ
ン賞、ウッドデザイン賞、間伐材推進中央協議会会長賞を受賞しています。

高機能化木材にも挑戦！　不燃木材とアセチル化木材「アコヤ」
当社では、「木材の付加価値を高めることで社会に貢献していきたい」と、高機能

化木材にも力を入れています。
一般的な木材の不燃処理加工は、薬剤を減圧・加圧法、温冷浴法、浸漬法などで注

入するもので、湿度が高かったり雨にぬれたりすると薬剤の溶脱や白華が生じる場合
がありました。しかし、当社の不燃木材「エフネン65S」は、この薬剤の溶脱、白華
を極限まで抑えることに成功。当社の低吸湿性不燃木材は、多摩産材・不燃木材のカ
テゴリーで性能面・業界NO.１の評価を受けています。
また、アセチル化木材「アコヤ」は、環境にも人体にもやさしく、「屋外で使用す

るのには最も優れた製品で、木材の４つの弱点「腐る」「狂う」「色が変わる」「燃え
る」のうち「燃える」以外を克服しました。

木材を社会の役に立てる
「木材を社会の役に立てる」という企業理念のもと、つねに新しいことへ挑戦を続
けている当社は、東京で多摩産材の不燃木材製品の製造を行っている唯一のメーカー
でもあります。
東京で伐採した木を東京の工場で加工し、東京で使用してもらうことは、地産地消

やSDGsそのものです。性能NO.１＝不燃木材＝細田木材で、ぜひ皆様のお役に立
たせて下さい。

多摩産材の不燃木材製品を東京で作る唯一のメーカー
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ミライス株式会社
東京都

天然ヒノキに和柄の透かし彫りを施した
スタイリッシュなスタンドライト
　円筒形の照明部をヒノキの透かし彫りで囲み、内部空間が垣間見
える立体構造になっています。縦長のシルエットに伝統文様が浮か
び上がる、和モダン照明の決定版です。冠婚葬祭の演出や新築祝な
どの贈答品としてもご好評を頂いております。

▲日本灯 煌（KIRA） シリーズ　青海波、毘沙門亀甲、七宝花角、麻の葉、竜胆（左から）

家具・什器／インテリア用品

日本灯 煌（KIRA） シリーズ・５種
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W130 × H600 × D130
ロット数 １～

価格（税別） ￥41,818
※サイズや価格は５種とも共通。

▲麻の葉

▲煌（KIRA） シリーズ、輝（TERU） シリーズ共通　上部のデザイン　
青海波、毘沙門亀甲、七宝花角、麻の葉、竜胆（左から）

▲日本灯 輝（TERU） シリーズ　青海波、毘沙門亀甲、七宝花角、麻の葉、竜胆（左から）

　シンプルなフォルムなので、和室洋室を問わず、格調高い空
間からオフィスやカジュアルなインテリアまで、幅広いテイス
トの室内空間に調和します。
　玄関やリビングのサイドボード、飾り棚などのインテリア照
明としてはもちろん、ショップのカウンターやショーウインド
ウのディスプレイなどにも最適です。

　東京都「檜原村」産のヒノキを使用しています。
日本では最高品質の建材として寺社建築などに昔か
ら使用されてきたヒノキ。その美しい輝きと芳香を
お楽しみ下さい。

さり気なく洗練された
和の情緒を演出します

家具・什器／インテリア用品

日本灯 輝（TERU） シリーズ・５種
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W130 × H300 × D130
ロット数 １～

価格（税別） ￥30,909
※サイズや価格は５種とも共通。
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　調光スイッチで光量が無段階で調節できますので、寝室の
常夜灯としても最適です。玄関やリビングのサイドボード、
飾り棚などのインテリア照明としてはもちろん、ショップ
のカウンターやショーウインドウのディスプレイなどにも、
和の情緒を演出します。海外の方へのプレゼントにも大変
ご好評です。

　かつて武蔵の国府のあった府中、そのシンボル「大國魂
神社」「馬場大門のケヤキ並木」「馬」をモチーフにデザイ
ンされたユニークなLED照明です。ライトアップされて今
にも静かに歩き出しそうな馬と、透かし彫りからの爽やか
な木漏れ日、まほろばの武蔵野の情景に思いを馳せながら、
ヒノキの香りとともにお楽しみ下さい。

五重の塔をモチーフにデザインした
ユニークなLED照明

多摩の自然と歴史をモチーフにした
ユニークなLED照明

家具・什器／インテリア用品

五重の灯
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W130 × H400 × D130
ロット数 １～

価格（税別） ￥41,818

家具・什器／インテリア用品

武蔵野
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W130 × H400 × D130
ロット数 １～

価格（税別） ￥32,727

　オプションのスタンドを付ければ、置き時計としても使用が可能です。ヒノ
キは日本灯と同様に檜原村産のヒノキ無垢材を使用しています。
　美しい日本の伝統文様から代表的な５種（青海波、毘沙門亀甲、七宝花角、
麻の葉、竜胆）を厳選しました。「日本灯煌（KIRA）シリーズ」に同じ柄が
ございますので、併せてインテリアコーディネイトをお楽しみ頂けます。

　東京都「檜原村」産のヒノキを使用し
ています。日本では最高品質の建材とし
て寺社建築などに昔から使用されてきた
ヒノキ。その美しい輝きと芳香をお楽し
み下さい。

ヒノキに繊細な透し彫りを施した
上品でシンプルな掛け時計

日用品／時計

日本時計　
品　名 ①刻（KOKU） ②巡（JUN） ③華（HANA）
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W300 × H300 × D30 W300 × H300 × D30 W300 × H300 × D30
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥10,909 ￥10,909 ￥10,909

▲①刻（KOKU） ▲②巡（JUN）

▲③華（HANA）
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　お茶、お酒、ビールやウイスキーに、素敵な時間のお供としてご使
用下さい。透し彫りなので、冷たいグラスを置いてもコースターごと
持ち上がるハプニングは起こりません。複数のデザインをご用意致し
ました。貴方の感性に合った文様がきっと見つかるでしょう。東京多
摩産材のヒノキで製作しております。

かわいい和モダン雑貨でおもてなし
和柄の透し彫りコースター

日用品／キッチン用品・食器類

多摩のヒノキのコースターシリーズ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W92 × H92 × D6
ロット数 １～

価格（税別） ￥727

　それぞれに謂れのある14種の文様を用意しております。
　家庭円満（青海波）、健康祈願（麻の葉）、商売繁盛（井筒割菱）、良縁祈願（七
宝花角）、恋愛成就（矢絣）、合格祈願（蜻蛉）、開運厄除（籠目）、子孫繁栄（翁格
子）、無病息災（竜胆）、不老長寿（胡麻）、豊作祈願（桜）、必勝祈願（毘沙門亀
甲）、立身出世（鱗）、世界平和（折り鶴）。
　贈答品やインバウンド向け商材として人気の商品です。

伝統の文様に込められた想い
ヒノキの薄い突板から作ったしおり

日用品／ステーショナリー

ヒノキの縁起文様しおり
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W24 × H113
ロット数 １～

価格（税別） ￥727
※パッケージには文様の縁起や由来の説明が記載されています。
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　それぞれに謂れのある14種の文様を用意しております。
　家庭円満（青海波）、健康祈願（麻の葉）、商売繁盛（井筒割菱）、良縁
祈願（七宝花角）、恋愛成就（矢絣）、合格祈願（蜻蛉）、開運厄除（籠
目）、子孫繁栄（翁格子）、無病息災（竜胆）、不老長寿（胡麻）、豊作祈
願（桜）、必勝祈願（毘沙門亀甲）、立身出世（鱗）、世界平和（折り鶴）。
　贈答品やインバウンド向け商材として人気の商品です。

縁起ものに秘められた想い
ヒノキで作った根付

日用品／バラエティ雑貨

ヒノキの縁起もの根付
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W30 × H120 × D7.5
ロット数 １～

価格（税別） ￥727
※パッケージには文様の縁起や由来の説明が記載されています。

　ヒノキで作ったオブジェにヒノキのアロマを浸透させる新しいタイプのアロマ
ディフューザーです。オブジェは、翔鶴、蝶、蓮、蜻蛉、折り鶴の5種類ご用意
しました。玄関先やお部屋の置物として、また海外への贈り物として好評です。

アロマ香るヒノキのアート

日用品／アロマ・リラックス

シューズリーフ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 約 W44 × H120 × D6
ロット数 １～

価格（税別） ￥727
※シューズリーフは当社が保有し、または使用権を有する商標、または登録商標です。

日用品／インテリア雑貨

ヒノキのアロマオブジェ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） 約 W100 × H135 × D80
ロット数 １～

価格（税別） ￥5,272

　ヒノキの間伐材を用いた環境にやさしい消臭対策を。脱
いだ後の靴に入れるだけで、ヒノキのフィトンチッドが悪
臭の元になる雑菌の繁殖を抑えます。化学合成物質やアル
コールは一切使用しておりません。100％天然素材なので
安心してご使用頂けます。

天然のヒノキで靴の消臭対策
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　ハイセンスなデザインのエコプロダクツで、夏のデスク
ワークやお化粧などを涼しく快適に過ごしましょう。50
度・70度・90度と、本体を傾けて風向の角度を20度ずつ
調整可能。風量も３段階に調整できます。ベアリングファ
ンにより1,500rpmの高速回転ながら、超静音を実現しま
した。

　ヒノキに家紋や漢字を彫刻し、裏側に強力なネオジム磁
石を取り付けたマグネットです。

ヒノキのそよ風
USB接続の超静音卓上ファン

家紋や漢字のマグネット

日用品／その他

扇風木
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W135 × H150 × D100
ロット数 １～

価格（税別） ￥8,000

日用品／バラエティ雑貨

ヒノキのマグネット
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W45 × H45 × D6
ロット数 １～

価格（税別） ￥727

▲背面

こだま堂武蔵野工房	 	
〒207-0013	 	
東京都東大和市向原4-8-34	 	
TEL	 090-7815-2698	 	
MAIL	 info@mirice.co.jp

本社	 	
〒183-0032	 	
東京都府中市本宿町3-15-35	 	
TEL	 090-7815-2698	 	
MAIL	 info@mirice.co.jp

http://www.mirice.co.jp/
ミライス株式会社

▲神田明神文化交流館edocco店様より
依頼の衝立

▲こだま堂のヒノキ製品

▲代表取締役社長の片桐勝利さん

夢や希望を叶えるモノづくりを通して、未来の暮らしをより豊かにしていきます。
ミライス株式会社は、「形あるものは何でも作ろう！」を目標に、平成25年に設立
されました。当初は３ＤプリンターやCADといったデジタル工作機械による「デジ
タルファブリケーション」技術を活用したモノづくりの会社でした。
パソコン上で自由にデジタルデータを作成し、工作機械にデータを送り、自動で加

工を行うので、基本的に金型は必要なく、製品製作も短期間で済み、多品種少量生産
が可能となっています。

多摩産材のヒノキとの出会い
近年、プラスチック等の石油由来の商品の環境への悪影響が世界的に懸念され、天

然素材の商品への関心が高まっています。そんななか、当社でも、天然素材を使った
商品の可能性の模索が始まりました。そして、香りも木目も感触も温かい、多摩産材
のヒノキとの出会いがあったのです。
この多摩産材のヒノキを使った商品を作ることを決意した当社は、平成30年にレー
ザー加工機を導入。多摩のヒノキを使った木工製品のブランド「こだま堂」を立ち上
げ、これまでに蓄積してきたデジタル技術を駆使しながら、商品の開発と販売を始め
ました。

デジタル手法ながらアナログ色の濃い製品
当社の「こだま堂」ブランドに用いるのは、100％檜原村産のヒノキです。多摩の

森林の間伐材を使用し、伝統的な感性に最新の技術をプラスして、現代のライフスタ
イルに合致した、メイド・イン・トーキョーの木製品を提供しています。
ヒノキは天然の素材なので、それぞれに個性があります。加工も計算通りにはいき

ません。ヒノキを丸太から製材した季節や、レーザー加工をする際の気温や湿度に
よっても変化します。そのためその都度、使用する材に応じて、機械のパラメーター
を変更しています。デジタル手法でありながらも、機械を扱う人の感覚が大切だとい
うことを実感しています。
こうしてできあがった商品は、心地よいヒノキの香り、一つ一つ異なる木目の美し

さなどを持つ、世界にひとつだけの特別な商品となります。

多品種少量生産で小ロットに対応します
また、当社では、「お店独自の商品や調度品を作りたい」「イベント用にノベルティー

グッズを作りたい」などといったご要望にも対応しています。
これまでも、お客様から様々なご要望を頂き、オリジナル商品はもちろん、オー

ダーメイドによる製作も行ってまいりました。基本的にロットは１個からでも承りま
す。どうぞお気軽にご相談下さい。

デジタルの時代に温かみのある商品を創造します

▲代表取締役社長の片桐勝利さん

多
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多摩産材にこだわった
木工芸品と注文家具のお店
自然豊かな檜原村で、実用性と温かなデザイン性を兼ね備えた木工
芸品の数々を手掛けています。主に使用しているのは、多摩産のヒ
ノキやスギなど。店内には木目を活かした日用品や雑貨、子ども用
のおもちゃなどがずらりと並び、目移りしてしまいます。また、世
界にひとつだけのオーダーメイド家具にも対応しています。

木工房・茶房 もりのうた
東京都
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日用品／アロマ・リラックス

にぎにぎ卵
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） Φ 43 × H60
ロット数 １～

価格（税別） ￥600

日用品／バラエティ雑貨

はとのドアストッパー
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W180 × H105 × D37
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,000

手のひらにすっぽりとおさまる、木でできた卵。表面は
なめらかで、ずっとさわっていたくなる気持ち良さです。
清々しいヒノキの香りには、心を落ち着かせる効果があり
ます。身近に置いて、仕事や勉強で疲れたとき、気分転換
したいときなど、ちょっと手に取ってみて下さい。香りを
嗅いだり、にぎにぎしたりするだけでも、きっとリラック
スできますよ。

もりのうたには、鳥をモチーフにした商品がたくさん。は
との形のドアストッパーは、換気に気を使うようになった昨
今、ご自宅やお店などにあると便利なアイテムです。ドア
の下からひょっこり顔を出しているような愛らしさで、使
い込むほどに味が出てくるのも魅力です。ドアストッパー
としてだけでなく、置物として好きな場所に飾っても。

ずっとさわっていたくなる
木から生まれた卵です

かわいい鳥が
お客さんをお出迎え

半円型をした左右の羽を打ち合わせると、カチカチとい
う耳に心地よい木の音が。自立させることができるので、
飾っておくだけでもかわいいです。

どこに置いたか分からなくなりがちなメガネ。使わない
ときは小鳥に預かってもらいましょう。父の日や敬老の日
などのプレゼントにおすすめです。

シンプルなのに美しい、まるでオブジェのようなくつべ
ら。すっと伸びた長い尾羽が印象的です。小鳥が足元のお
しゃれを応援します。

鳥の形のカスタネット
お子様のプレゼントにおすすめ

ここが定位置！
便利なメガネスタンド

小鳥の尾羽がくつべらに
インテリアとしてもおしゃれ

玩具・遊具

カスタネット
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W80 × H85 × D80
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,419

日用品／バラエティ雑貨

小鳥のメガネスタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W190 × H110 × D65
ロット数 １～

価格（税別） ￥5,000

日用品／バラエティ雑貨

小鳥のくつべら
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W280 × H160 × D70
ロット数 １～

価格（税別） ￥4,000

多
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楊枝を食卓に出すとき、買ってきた容器のままでは何だ
か味気ないですよね。そんなときは木製の楊枝入れがおす
すめです。ちょうどよいサイズで、食卓も温かい雰囲気に。
綿棒も収納できます。

朝はパン派という人におすすめ。木製なので軽くて持ち
やすく、お子様にも使いやすい便利なバターナイフとジャ
ムスプーンです。食卓にあるとまるでカフェのよう。

表面は緩やかなカーブを描いており、細かい線で葉脈を
表現しています。食卓をさりげなく、豊かな雰囲気に致し
ます。

食卓にちょこんと置ける
楊枝入れ

毎日の朝食に使える
バターナイフとジャムスプーン

家族みんなで使いたい
葉っぱの形の箸置き

日用品／キッチン用品・食器類

小鳥の楊枝入れ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × H60 × D35
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,328

日用品／キッチン用品・食器類

ひのき木葉箸置き
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W19 × D58 × T17
ロット数 １膳～

価格（税別） ￥500

日用品／キッチン用品・食器類

バターナイフ・ジャムスプーン
品　名 バターナイフ ジャムスプーン
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W27 × L170 × T6 W30 × L150 × T6
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥500 ￥500

収納はもちろんのこと、ホームパーティーなどで飾れば
目を引きます。おしゃれなラベルのワインや日本酒などの
ボトルを立てれば、素敵なインテリアにも。

コンパクトサイズの鍋敷き。お鍋だけでなく、ティーポッ
トやスキレットなどにも使えます。ふくろう、ねこ、いぬ
などの６種類があります。

ヒノキの表面を焼いて、木目の美しさを強調したコース
ターです。ふくろう、ねこ、いぬなどの６種類があります。

ワイン好きな方へのプレゼントに
シンプルなワインスタンド

お料理やティータイムが
楽しくなる鍋敷き

お茶の時間に
ヒノキのコースター

日用品／キッチン用品・食器類

ワインスタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W230 × H65 × D45
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,100

日用品／キッチン用品・食器類

鍋敷き
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W140 ～ 195 × D130 ～ 155 × T17
ロット数 １～

価格（税別） ￥800

日用品／キッチン用品・食器類

コースター
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W85 ～ 125 × D80 ～ 100 × T8
ロット数 １～

価格（税別） ￥400

多
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溝の部分にスマホを立てるだけのシンプル設計。コンパ
クトサイズなので場所も取りません。着信に気づきやすく、
動画視聴などの際にとても便利です。

よく使うペンやお気に入りのペンを立てて収納できるペ
ンスタンド。メモやカードなども一緒に立てることができ
ます。２つ穴タイプと４つ穴タイプがあります。

バス、ワゴン、オープンカー、クーペ。車輪部分が駆動す
るため、走らせて遊ぶことができる車のおもちゃです。口
に入れても安全なオイルで仕上げました。車のなかには人
形が乗っています。

ちょっとしたプレゼントに！
スマホスタンド

メモや手紙も挟めるすぐれもの
便利なペンスタンド

小さなお子様やお孫さんへ
走る車のおもちゃ

日用品／バラエティ雑貨

スマホスタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W80 × D80 × T20
ロット数 １～

価格（税別） ￥500

玩具・遊具

車のおもちゃ
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W120 × H40 ～ 65 × D70
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,000 ～ 2,200

日用品／バラエティ雑貨

ペン＆メモスタンド
タイプ M サイズ L サイズ
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W60 × H60 × D44 W118 × H60 × D44
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥800 ￥1,200

〒190-0223	 	
東京都西多摩郡檜原村1215	 	
TEL	 042-598-6230	
FAX	 042-598-6230	
MAIL	 m-oz@mwb.biglobe.ne.jp

http://www5b.biglobe.ne.jp/forest-p/
木工房・茶房 もりのうた

▲オーナーの小澤昌雄さん

JR武蔵五日市駅から車で約30分、「下川乗」のバス停近くに、「木工房・茶房 もり
のうた」のログハウスが建っています。このログハウス、実は自らキットを購入し、
平成13年におよそ４か月かけて組み立てたものです。さらに、平成15年には檜原村
産のヒノキとスギで増築しました。
ここで、手作りの木工品とオーダー家具の製作販売を行い、妻が喫茶店を営んでい

ます。やさしい手触りの木工品をじっくり選びながら、美味しいコーヒーや紅茶、軽
食を味わえるとあって、檜原村の人気スポットになっています。

夫婦二人三脚の工房とカフェ
私の前職は、「木工房 森のささやき」の中島さんと同じ自動車メーカー。在職中に
会ったことはありませんでしたが、偶然の出会いから意気投合して半年間、中島さん
の下で修行しました。木工機械の扱いなどを習得し、木工の勉強もかねたログハウス
の組み立てを経て、平成13年10月、「もりのうた」をオープンさせたのです。
木工品の店を持つという構想はあったものの、それだけでやっていくのはややリス

キーだと感じていたので、妻が私の夢に乗るかたちで喫茶店を始めてくれてありがた
かったです。木にこだわりのあるお客様はもちろん、カフェ目当てでいらしたお客様
も、日用品の小物をお求め下さっています。

多摩産材のヒノキにこだわった「何でも屋」のオーダー家具
製作する家具は、置く場所や大きさはもちろん、引き出しの数やミリ単位の寸法ま

で、１からヒアリングを行って、お客様と一緒につくり上げていく完全オーダーメイ
ドです。大きなものでは本棚やリビングテーブル、小さなものだと椅子やアタッシュ
ケースと、様々なものを手がけてきました。変わったところでは飲食店の座卓を椅子
に直すという依頼もありました。私は何でも屋なので、家具のオーダーの際は、まず
はご相談下さい。
　地場産材である多摩産材を活用することにこだわり、特にヒノキの木目の美しさを
活かし、木目がつながるような家具を得意としています。

生活のなかにすんなりと木が入っていけるようなものづくりを
店内の木工品には、鳥をモチーフにしたものが目立ちますが、これは野鳥写真の撮

影という私の趣味に関係します。そして、小物には端材を用いるなど、無駄なく木を
活かすことも心がけています。「家庭のなかに木製品をたくさん広めていきたい」と
いう想いから、スマホスタンド、楊枝入れ、カップなど、気軽に使えそうな日用品を
数多く製作。スプーンひとつとっても、木のものにはぬくもりがあるのです。
お客様のご要望からもアイデアを取り入れつつ、木の良さが伝わるようなものづく

りを、今後も続けていきたいと思います。

多摩産材のヒノキにこだわった木工品とオーダー家具

多
摩
産
材



388 389

多摩産材の魅力をもっと伝えたい
ぬくもりあふれる木工品のお店
檜原村にある緑色のレトロなお店。そこには、多摩産材を
こよなく愛する店主が作った、たくさんの木工品があなたを
待っています。店内は木の香りに満ち、便利な生活雑貨やユ
ニークなアイデア商品などが勢ぞろい。自然の賜物である多
摩産材の魅力をもっと伝えたい、もっと身近に感じてもらい
たい……。そんな思いを込めて作っています。

木工房 森のささやき
東京都

多
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日用品／インテリア雑貨

オリジナルキャンドル
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） Φ 80 × H75
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,182

暗さを忘れた現代の子どもたちへ。人間が根源的に持っ
ている火への恐れや美しさを思い起こしてほしいと願い作
りました。
　無香料・無着色、天然素材であるソイワックスを使用して
いるので、小さなお子様やペットにも安心です。芯の部分
には多摩産材のヒノキを使用し、燃焼時間が長いのも特長。
ご自宅でのリラックスタイムに、特別なキャンプの夜に、
森の精霊がささやいているような炎を灯してみませんか？
ひとつずつラッピングして販売していますので、お土産
にも最適です。

　元郵便局舎を利用したお店で買えるハガキは、何と木で
できています。お店のモチーフであるフクロウや赤いハー
トがとってもキュート。観光客にも人気のアイテムです。
　縦書き用や横書き用をはじめ、種類は多彩。電熱ペンを
使ったウッドバーニングで文字やイラストを描くのも楽し
いですよ。切手を貼れば、実際に投函することもできます。
　ひとつとして同じもの（木目）はありませんので、じっ
くり手に取って、お気に入りの１枚を選んで下さい。

ゆれる炎はまるで精霊のささやき
多摩産材を使ったキャンドル

観光客に大人気
ぜひ旅の思い出に

日用品／インテリア雑貨

フォトフレーム
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W210 × H160
ロット数 １～

価格（税別） ￥1,819

　もりのささやきの店内の壁には、たくさんのフォトフレー
ムが飾られています。小さなものから大きなもの、楕円窓
のものなど、サイズもデザインも多種多様です。
シンプルなデザインばかりなので、どんな空間にもなじみ
ます。楽しかった思い出や大切な思い出を、ぜひこのフォ
トフレームのなかにおさめて下さい。
写真だけでなく、お気に入りのポストカードや絵などを
入れて飾るのも良いですね。

特別な1枚を飾る
フォトフレーム

日用品／インテリア雑貨

一輪挿し
使用木材 ヒノキ・サクラ・クリ（多摩産）
サイズ（mm） H100 ～ 110
ロット数 １～

価格（税別） ￥728

　側面はあえて磨かず、ヒノキそのものの姿を残した一輪
挿し。シンプルなのに不思議と目を引くアイテムです。
なかには試験管が入っていますので、お好きな草花を飾っ
て下さい。和室と洋室、どちらにもなじみます。机や窓辺
にいくつか並べて置くのも素敵ですね。
さりげない小さな四季を暮らしに取り入れてみませんか。
生花だけでなく、ドライフラワーを飾っても。

素材をそのまま活かした
シンプルな一輪挿し

▲①標準 ▲②切り抜き・着色あり

日用品／ステーショナリー

木製ハガキ
タイプ ①標準 ②切り抜き・着色あり
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × H145 × T5 W100 × H145 × T5
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥137 ￥410
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家具・什器／バラエティ雑貨

赤えんぴつシリーズ
タイプ ①ストラップ ②画鋲
使用木材 サクラ・シラカバ（多摩産） サクラ・シラカバ（多摩産）
サイズ（mm） H50 ～ 70 H15 ～ 20
ロット数 １～ １セット（3 本入）～

価格（税別） ￥455 ￥455

木の枝で作った赤えんぴつ？　いいえ、壁やコ
ルクボードに紙を留めるときに便利な画鋲と、鍵
やかばんなどに付けられるストラップです。

サフォーク種という、頭と足が黒い羊をイメー
ジした置物です。大中小の３種類。サイズ違いで
並べたら、まるで親子のように見えます。

赤えんぴつみたいな
アイデアグッズ

見ているだけで癒される
もこもこの羊さん

日用品／インテリア雑貨

羊さんのオブジェ
タイプ 大 中 小
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W170 × H110 W120 × H80 W90 × H60
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥1,819 ￥1,455 ￥1,091

まるで童話に出てくるような天使と馬の置物。天
使は無塗装なので、自由に着色したり、顔を描いた
りできます。馬は青・黄・白の３色から選べます。

並べて飾りたくなる
かわいい天使と馬

家具・什器／インテリア雑貨

天使と馬の置物
タイプ ③馬 ④天使
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W110 × H110 × T25 ～ 30 W175 × H85 × T15
ロット数 １～ １～

価格（税別） ￥910 ￥910

その他

木の笛
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） L600
ロット数 １～

価格（税別） ￥16,364

　アメリカの先住民によって伝えられた木製の縦笛。構造
はリコーダーに似ているため、そこまで難しい楽器ではあ
りません。メンテナンスも自分で簡単にできます。

木の笛で奏でる音色は特別なもの
新しい趣味に始めてみませんか？

日用品／キッチン用品・食器類

プレートスタンド
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × H210
ロット数 １～

価格（税別） ￥2,273

ティーカップとソーサーをまとめて収納できます。美し
いデザインのものなら「魅せる」収納で使わないときでも
素敵なインテリアになります。

お気に入りのティーセットを
この一台に

日用品／インテリア雑貨

温度計
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W35 ～ 40 × H90 ～ 110
ロット数 １～

価格（税別） ￥728

コンパクトサイズで、自立するのもうれしい温度計。表
面の手ざわりはとてもなめらかです。実用性がありながら、
サイドテーブルなどに飾ればインテリアにも。

インテリアにもなる
おしゃれな温度計

▼②画鋲

▲①ストラップ

◀③馬

▲④天使
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　子どもたちには小さな頃から木のぬくもりに触れて遊んでもらいたい。そんな思いから、
見ているだけでも楽しいカラフルなパズルと積み木を作りました。
木箱に入った積み木は、ロシアの教育学者ニキーチン氏が考案したもの。知育遊びに最適
で、多くの幼児教室などでも使われています。様々な遊び方があるため、２歳くらいの子ど
もから大人まで、親子で一緒に楽しむことができますよ。プレゼントにもおすすめです。

①円型パズル
６ピースを合わせて円を作るパズ
ルです。すべてのピースがぴたっと
見事にはまったとき、きっと子ども
たちは笑顔になりますよ。赤・白・
青・水色・黄色・緑の６色で、イン
テリアとして部屋に飾っても目を引
きます。

②みんなの積木　
色と形の異なる７個の積み木。木
箱のなかには、それらを組み合わせ
て作った立方体が入っています。並
べたり、重ねたり、組み合わせたり、
試行錯誤しながらいろいろな形を作
ることで、子どもたちの創造力が刺
激されます。

③模様づくり　
木箱のなかには小さな立方体がた
くさん入っていて、どの積み木も六面
が４色で塗り分けられています。並べ
方を工夫することによって、動物・
植物・乗り物など、様々な模様づく
りを楽しむことができます。16個入
りと32個入りのものがあります。

小さな子どもから大人まで楽しめる
知育遊びにおすすめのパズルと積み木

〒190-0214	 	
東京都西多摩郡檜原村5555	 	
TEL	 042-598-1110

木工房 森のささやき

▲オーナーの中島 保さん

檜原村の名勝、払
ほっ

沢
さわ

の滝に向かう遊歩道の途中に、檜原村郵便局舎だった建物を移
築した「木工房 森のささやき」がたたずんでいます。ここを営む以前は大手自動車
メーカーに勤めていました。転機が訪れたのは昭和54年。転勤先の羽村工場で知り
合った同僚の縁で檜原村を訪れた際、豊かな自然の恵みに心ひかれ、「ここで生活し
たい！」と檜原村に拠点をもち、週末を過ごすようになりました。やがて少年サッ
カーチームのコーチをするなど、檜原村の人々との縁が深まり、「第２の人生は檜原
の木を使ってものづくりをしたい」と考えるようになります。そして平成５年、会社
の「セカンドライフ休暇制度」を利用して長野県の専門学校で木工技術を学び、平成
７年４月に退職してこの店を始めました。

多摩産材にこだわった手作りの木工品が人気
当工房で扱う木製品は、檜原村産のスギやヒノキを利用して作ったいずれも１点もの

の品々。ハガキや一輪挿し、カトラリーなどが、払沢の滝を訪れる観光客に人気です。
また、檜原村が新生児誕生時のお祝い品として村民に贈るフォトフレームの製作も請
け負っています。近い将来、レーザーカッターを入手して、オリジナルのカッティング
彫刻で、より多摩産材の付加価値を高められるような作品づくりを目指しています。
多くの人に、まずは多摩産材に触れてもらい、そして多摩産材の良さを知ってもら

いたいですね。閑散期となる早春には、木工品のアイデアを探しに北欧やドイツを訪
れることもあります。
　そんななかで感じるのは、学校などでももっと木を使って、木の良さを子どもたち
に伝えていかなければならないということ。それから、若い人には外に出ていろい
ろなものを見てきてもらいたいということです。日本国内の他の地域でも、外国でも。
そうして見聞を広めることで、改めて自分のすぐそばにある多摩産材の良さにも気づ
けるのではないでしょうか。

多摩産材の良さを広め、檜原村を盛り上げていきたい
工房運営のほか、これからの多摩産材を支えていく若い人々とも積極的に交流し、

檜原村の地域振興に尽力しています。多摩産材を活用して広めていくために、林業の
研究グループとの交流、多摩産材の樹種を増やす（広葉樹を植えていく）運動、子ど
もたちに木に触れさせる機会をつくるなど、若い人たちとも一緒になっていろいろな
ことに取り組んでいます。
そのうち「木のことなら檜原村に行ってみよう！」とみんなが思うようになるとい

いですね。ここにいると、緑の音、川のせせらぎ、風の音が聞こえてきます。それら
は都会で暮らしていると感じることのできない音や風や光です。それが「森のささや
き」の店名の由来。かけがえのないこの森から、木の良さや地域の魅力などを発信し
ていきたいと考えています。

多摩産材を育む檜原村の森
豊かな自然に魅せられて始めた木工房

玩具・遊具

知育パズル・積み木
タイプ ①円型パズル ②みんなの積木 ③模様づくり（１段） 模様づくり（２段）
使用木材 ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産） ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm） Φ 155 × T20
箱：W105 × H70 ×

D100
箱：W135 × H40 ×

D135
箱：W135 × H70 ×

D135
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥1,637 ￥3,637 ￥3,637 ￥6,364
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多摩産材で作った
スギの割り箸（元禄箸）
　多摩地区で育ったスギの住宅建材の端材を使った割り箸になります。知的障害
を持たれた方たちが、日中活動として製造しています。製造工程で薬品処理は一
切行っておりませんので、エコで安全な割り箸です。スギの木の香りがする割り
箸を、ぜひ体験して下さい。

社会福祉法人山の子会
障害者支援施設 山の子の家

東京都

日用品／キッチン用品・食器類

割り箸
タイプ ① 10 膳入り ② 100 膳入り
使用木材 スギ（多摩産） スギ（多摩産）
サイズ（mm） W140 × H215 W180 × H230 × D50
ロット数 1 セット～ 1 セット～

価格（税別） ￥182/ セット ￥364/ セット
※「10膳入り」の箸袋には様々な柄がございますが、お選び頂くことはできません。ご了承下さい。
※配送費は別途になります。

▲①10膳入り ▲②100膳入り

社会福祉法人山の子会　
障害者支援施設 山の子の家
https://yamanokokai.com/

〒190-0181	 	
東京都西多摩郡日の出町大久野8025-11	
TEL	 042-597-7300	
FAX	 042-597-5131	
MAIL	 yamanokonoie@nifty.com

▲作業室B

▲作業室A

▲管理者の森田嘉和さん

社会福祉法人山の子会「山の子の家」の始まりは、昭和63年、東京都武蔵野市に住
む知的障害者の家族５人が「将来、親が亡くなった後も障害のある子が生活できる場
がほしい」と集まったことでした。自分たちで出資し、施設用地を探すところからの
スタートを経て、平成９年、東京都西多摩郡日の出町に開設した入居型の障害者福祉
施設です。現在、「山の子の家」では、利用者が一人一人の適性に応じた仕事として
「手工芸班」「割り箸班」「ひだまり班」「農園芸班」「リサイクル班」に分かれて、週
５日間の作業を行っています。

職員と14人の利用者による手作りの割り箸
「山の子の家」に割り箸班ができたのは、平成22年のことです。同じ日の出町の浜
中材木店から多摩産材の住宅建材の端材を仕入れられることとなり、割り箸作りがス
タートしました。仕入れた端材は、まず職員の手で乾燥を施され、21cmの長さに切
り揃えられます。それを割り箸班のメンバーが14mmの厚みに揃え、機械に入れて形
を整え、検品。さらに職員も検品を重ねたものを100本ごとにまとめて、大学生協な
どに卸しています。
　男性11人、女性３人の利用者が週に５日間（新型コロナウイルス感染拡大の影響
で現在は週に３日間程度）、この作業にあたり、年間で多いときには40万膳、コロナ
禍以降は約10万膳の多摩産材の割り箸を作っています。

多摩産材の白さとさわやかなスギの香りが特長
多摩産材のスギ100％の「山の子の家」の割り箸は、さわやかなスギの香りがその

まま残っています。「木の香りが感じられてうれしい」という声も多く寄せられてい
ます。また、多摩産材のスギの割り箸は、他地域の国産スギのものより白く美しい色
味も特長です。
やわらかなスギは、もともとは箸にはあまり向いていない木材です。そのため、「山

の子の家」の割り箸は、やわらかさをカバーするのと、使い勝手の良さとのギリギリ
のところを追求し、一般の割り箸よりも少しだけ太い仕様になっています。

究極にエコな多摩産材の割り箸
外国産の割り箸は、その製造過程で薬剤による消毒処理がなされているため、それ

を仮に土の上に捨ててしまうと、土に還るどころか、土壌の微生物を殺してしまいます。
しかし、「山の子の家」の割り箸は、地元・多摩の自然の木で作り、消毒も熱処理の
みで充分なため、捨てたとしても、そこの土壌の栄養になります。もともとの材料が端
材ということもあり、環境への負荷が限りなくゼロに近い、究極のエコ割り箸なのです。
今後は個包装の割り箸も増やしていく予定です。環境に良い多摩産材の割り箸を、

ぜひご検討下さい。

多摩産材の端材で作る究極のエコ割り箸

多
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安全で快適な生活に、天然木のぬくもりを
　BbWoodJapanが提供する不燃・準不燃木材は、無垢材に不燃の薬剤
を含浸することにより、不燃材料として国土交通大臣認定されたもので
す。これにより、内装制限のある空間にも、無垢材で空間構成すること
が可能になりました。国内最薄の厚12mm（準不燃は６mm）は、業界
最薄で、コスト的にも有効です。

▲採用事例  地下鉄自由通路天井

株式会社 Bb Wood Japan
東京都

◀採用事例 研修施設

▲採用事例 オフィスエレベーターホール

多
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品　番 桧 -JL 9006 桧 -JM 9006 桧 -JS 9006
使用木材 ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W90 × L3,900 × T6（上小無節） W90 × L2,900 × T6（上小無節） W90 × L1,900 × T6（上小無節）
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥5,300 ￥4,000 ￥2,600

品　番 桧 -FHL 11012 桧 -FHM 11012 桧 -FHS 11012
使用木材 ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W110×L3,900×T12（上小無節） W110×L2,900×T12（上小無節） W110×L1,900×T12（上小無節）
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥9,500 ￥6,500 ￥4,500

品　番 杉 -FL 10030 杉 -FM 10030 杉 -FS 10030
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W100×L3,900×T30（上小無節） W100×L2,900×T30（上小無節） W100×L1,900×T30（上小無節）
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥13,000 ￥9,500 ￥6,400

建材／内装材

FP WOOD 不燃
品　番 杉 -FHL 11012 杉 -FHM 11012 杉 -FHS 11012
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W110×L3,900×T12（上小無節） W110×L2,600×T12（上小無節） W110×L1,900×T12（上小無節）
ロット数 １～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥7,000 ￥5,000 ￥3,400

建材／内装材

FP WOOD 準不燃
品　番 杉 -JL 9006 杉 -JM 9006 杉 -JS 9006
使用木材 スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W90 × L3,900 × T6（上小無節） W90 × L2,900 × T6（上小無節） W90 × L1,900 × T6（上小無節）
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥4,000 ￥3,000 ￥2,000

※不燃・準不燃とも特注サイズも対応可能です。
※上記以外の規格サイズの価格はこちらを参照願います。

〒180-0004	 	
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1-908	 	
TEL	 0422-27-6172	
FAX	 0422-27-6173	
MAIL	 bwj@bbwoodjapan.com

https://bbwoodjapan.com/
株式会社Bb Wood Japan

▲代表取締役の内田 建さん

平成15年設立の株式会社 B
ビー

b
ビー
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apanは、高品質で安全な不燃木材・準不燃
木材の提供を通じて、安全で快適な住空間の創出を目指しています。
当社は製造拠点である静岡工場で、主に多摩産、静岡県産のスギ、ヒノキを使用し

た不燃系木材を製造しています。これらの製品を供給することで、これまで建築基準
法上、使用できなかった部位にも木材の使用が可能となり、木材の需要拡大につなげ
ることができます。
国産の木材を建築に取り入れることは、人が住まう環境を快適にするだけでなく、

社会への貢献にもつながります。当社は以下に挙げるようなアプローチで、安全で快
適な生活の実現と社会貢献を行っています。

計画森林を使用することによる環境保全
計画的に管理された森林を保つため、一定量を計画的に消費するということは、災

害対策にも大きく貢献します。計画森林で伐採することにより、土砂崩れなどが発生
しにくい森林となり、環境保全になります。また、適切に手入れされた元気な森林は、
CO2を酸素に変えて、きれいな空気を循環してくれます。
他の多くの建材とは異なり、木は、製材され、加工されてもその特性を保ち続けま

す。木の主な特性のひとつとして、空間の湿度調整が知られています。しかし、木を
生活空間に取り入れることによるプラスの効果はそれだけではありません。緊張緩和、
作業能率アップ、ストレス抑制、疲労回復、リラックス効果、触感の安らぎ効果、ゆ
らぎ感覚、木視効果、音響効果、防虫効果などがあるとされています。

ウッドマイレージの観点からも国産木材を推奨
木材の輸送量に輸送距離を乗じた環境負荷を「ウッドマイレージ」といいます。住

宅用資材の輸送に費やされるエネルギーに関するこの指標が示す通り、運搬時のCO2

の排出は、外国産木材を運搬するよりも国内移動のみの国産木材のほうが圧倒的に少
ないのです。多摩産材をはじめとした国産木材を使うことで、同じ家を欧州材で建築
するよりも14倍も環境負荷を低くすることができます。国産木材で家を建てること
で、CO2排出の緩和、削減に貢献することができるのです。

木質空間は次世代へのメッセージ
世界最古の木造建築である法隆寺などの存在が示す通り、歴史的な観点からも、木

でできた建築物が長持ちで丈夫なことは立証されています。
地球の財産である木を適切に使用し、木と丁寧に向き合い、付き合うことは、次世

代へ引き継がれる大切なメッセージのひとつになると考えています。当社は、次世代
へ向けて、日々、改良、改善、新企画などにチャレンジし続けます。

国産木材の需要拡大に向けて

▲工場作業の様子

▲工場作業の様子

多
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FRONTIER JAPAN株式会社
東京都

　毎日のオフィスワークや勉強時に机の上にスマホを立た
せておくことで、サイレントモードでも着信やメッセージ
にすぐに気が付くことができます。横にも使えるので、動
画を見る際にも便利です。場所をとらないコンパクトな作
りのため、キッチンでレシピを見る際にも重宝します。

　腕時計をスッキリとかけられる、多摩産スギ材を活用し
た時計スタンドです。スマートフォンスタンドとしてもお
使い頂けます。組み立て式なので、コンパクトに収納でき
るのも魅力です。

迷ったらコレ！　不動の人気商品
シンプルな形が使いやすい、多摩産
ヒノキのスマートフォンスタンド

腕時計もスマホもかけられる！
多摩産スギ材を活用した
時計スタンド

日用品／バラエティ雑貨

ヒノキスマホスタンド
品　番 JB305
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × H20 × D58
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥230
※オリジナル名入れ可能。

日用品／バラエティ雑貨

時計＆スマホスタンド　
品　番 JB222
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W70 × H110 × D80
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥400
※オリジナル名入れ可能。

電池・電源いらずのエコなスピーカー

多摩産ヒノキの粒が入ったアイピロー

ヒノキを活用したアロマブロック

日用品／バラエティ雑貨

木製スピーカー　
品　番 JB479
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W180 × H70 × D42
ロット数 100 ～

価格（税別） ￥1,420
※オリジナル名入れ可能。

日用品／アロマ・リラックス

ヒノキのホットアイピロー
品　番 JB346
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W185 × H20 × D90
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥850
※オリジナル名入れ可能。

日用品／アロマ・リラックス

ヒノキアロマブロック
品　番 JB014
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W60 × H90 × D30
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥380
※オリジナル名入れ可能。

ケーブルの接続や機械の設置が必要なく、持ち運びもカン
タン。機械を使用していないのでノイズの心配がなく、気
軽に音楽を楽しめます。スマホスタンドの機能で、楽にビ
デオ通話を行うこともできます。

電子レンジで温めるとヒノキの香りが引き立ち、じんわ
りとやさしい温かさとヒノキの粒の適度な重さが、疲れた
目元をリラックスさせてくれます。コットンの専用カバー
付きで、繰り返しご使用頂けます。

　ヒノキは「優れた木材」であると同時に、抗菌・消臭のほ
か、精神安定や沈静効果があります。そのまま浴槽に入れて
「ひのき風呂」をお楽しみ頂けるほか、タンスや靴箱などに
入れて、防虫・消臭グッズとしてもお使い頂けます。
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ヒノキから生まれたマスクケース

木目の美しさ際立つ杉コースター

環境に配慮した木製卓上カレンダー

日用品／バラエティ雑貨

ヒノキのマスクケース　
品　番 JB466
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W180 × H6 × D60
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥570
※オリジナル名入れ可能。

日用品／キッチン用品・食器類

杉コースター　
品　番 JB204
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W85 × H7.5 × D85
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥210
※オリジナル名入れ可能。

日用品／インテリア雑貨

卓上カレンダー　
品　番 JB252
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W180 × H125 × D38
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥500
※オリジナル名入れ可能。

　ヒノキの香りが心地よい、おしゃれで衛生的なマスクケー
スです。マスクをつけることがあたりまえになった今、他
にはないマスクケースは魅力的です。ノベルティや記念品
で配布されたら、きっと喜んでもらえます。

　ノベルティで不動の人気を誇るコースターを国産スギで
作りました。シンプルな形だからこそ、木の良さが伝わる
アイテムです。毎日のオフィスワークの休憩時や、おうち
でのリラックスティータイムを彩ってくれます。

多摩産スギ材の間伐材を土台にして、スリットに紙を
セットするシンプルな形のノベルティカレンダーです。場
所もとらず、オフィスやご自宅で年間通してご利用頂けま
す。SDGsの取り組みにも配慮したエコ製品です。

ヒノキを使ったカッティングボード

ヒノキから生まれたパスタメジャー

強い磁力のヒノキマグネットバー

日用品／キッチン用品・食器類

カッティングボード（シャープ）
品　番 JB437
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W245 × H25 × D115
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥700
※オリジナル名入れ可能。

日用品／キッチン用品・食器類

パスタメジャー
品　番 JB335
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W45 × H71 × T5
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥220
※オリジナル名入れ可能。

日用品／バラエティ雑貨

ミニマグネットバー
品　番 JB213
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W100 × D15 × T10
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥200
※オリジナル名入れ可能。

　ヒノキには包丁やナイフの摩耗を防ぐ柔軟性があります。
水にも強く、適度な軽さで、高い抗菌作用もあるため、調
理道具としては最適な素材です。コンパクトなサイズなの
で、パンやフルーツ用などに重宝します。

　１人分（100g）、もしくは２人分（200g）の穴にパスタ
を通して、人数分の量を量ることができます。パスタを袋
に入れたまま、簡単に量れる優れものです。レーザー加工
でオリジナルの形状が可能です。

　使用しているのはネオジム磁石。とても小さいですが、
使うと非常に強い磁力を実感できます。木の温かみがあり、
ご家庭からオフィスなど、様々なシーンで喜ばれるグッズ
です。コンパクトですっきりしたデザインも人気です。
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ヒノキ間伐材から作られた鉛筆

便利なルーペ付きしおり（ブックマーク）

クリップ式のカードスタンド

日用品／ステーショナリー

ヒノキえんぴつ
品　番 JB029
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） Φ８× L178
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥150
※オリジナル名入れ可能。

日用品／バラエティ雑貨

しおりルーペ
品　番 JB402
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W45 × H100 × T1
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥280
※オリジナル名入れ可能。

日用品／バラエティ雑貨

クリップ付きカードスタンド
品　番 JB395
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W27 ～ 54 × H110 × D27
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥280
※オリジナル名入れ可能。

　創立記念や周年記念をはじめ、学校の卒業記念品、春のス
タートグッズとして、子ども向けにも人気のグッズです。木
の温かみある鉛筆は、手にやさしく描き心地もスムーズです。
オリジナルパッケージ（取説台紙）も製作できます。

　展示会やセミナーイベント等で手軽に配布できるノベル
ティとして大変人気です。印刷面積が大きいので、工夫次
第でオリジナリティの高いノベルティに仕上がります。オ
リジナルパッケージ（取説台紙）も製作できます。

　オフィスでメモを挟んだり、ショップの店頭などでポスト
カードやポップ等を挟んだりしてご使用下さい。名入れのサ
イズに合わせて、土台の大きさを２サイズご用意しています。
オリジナルパッケージ（取説台紙）も製作できます。

スギで作られたマウスパッド

シンプルな眼鏡スタンド

天然木を使った組立て式の花瓶

日用品／バラエティ雑貨

木製マウスパッド
品　番 JB422
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W ～ 150 × H200 × T3.8
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥320
※オリジナル名入れ可能。

日用品／バラエティ雑貨

眼鏡スタンド
品　番 JB271
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W30 × H70 × D30
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥270
※オリジナル名入れ可能。

日用品／インテリア雑貨

組立てプチカビン
品　番 JB336
使用木材 スギ（多摩産）
サイズ（mm） W80 × H103 × D80（使用時）
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥330
※オリジナル名入れ可能。

　使い込むほどに味わいが出てきます。心地よい木の香り
と美しい木目から、天然木の温もりを感じられます。光
学式のマウスでもご使用頂けます。オリジナル形状も可
能です。

　眼鏡をインテリアオブジェとしてディスプレイできるシン
プルな眼鏡スタンドです。ご家庭のリビングや寝室で、ま
た店舗でのディスプレイなどにもご使用頂けます。オリジ
ナルパッケージ（取説台紙）も製作できます。

　スギと試験管を組み合わせた、かさばらない組立て式の
小さな木製花瓶です。天然木なので、ナチュラルな印象で、
デスク周りのインテリアとして活躍します。木目と花・草
とのコラボレーションが美しい花瓶です。
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積み上げて遊ぶバランスゲーム

ヒノキを使ったヘアゴム

ヒノキを活用したソープディッシュ

玩具・遊具

バランスゲーム
品　番 JB385
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W115 × H180 × T10（パッケ―ジサイズ）
ロット数 100 ～

価格（税別） ￥1,080
※オリジナル名入れ可能。

日用品／アクセサリー

ヘアゴム
品　番 JB200
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W40 × H40 × T5
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥230
※オリジナル名入れ可能。

日用品／バラエティ雑貨

すのこソープディッシュ
品　番 JB350
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） W110 × D75 × T18
ロット数 500 ～

価格（税別） ￥620
※オリジナル名入れ可能。

　何通りもパターンがあるので飽きずに遊べます。知育玩具
としても有用で、木の香り・温もりを感じながら、子どもと
大人が一緒に楽しめます。オリジナルのモチーフでピースを
加工でき、取説台紙もオリジナルのデザインで製作できます。

アパレル関係のノベルティとして好評のヘアゴムです。ヘ
アアクセサリーとしてはもちろんのこと、お菓子の袋をと
めたり、手首につけたりしてご使用頂けます。オリジナル
パッケージ（取説台紙）も製作できます。

　水はけのよいスノコ型です。天然ヒノキのやさしい香りと
風合いをお楽しみ頂けます。ヒノキは抗菌・殺菌効果に優れ
ていますが、使用状況によりカビが発生する場合があります。
カビが生えた場合は、紙やすり等で削って下さい。

〒135-0004	 	
東京都江東区森下3-12-5	 	
TEL	 03-5669-0990	
FAX	 03-5669-0991	
MAIL	 info@frontierjapan.co.jp

http://www.frontierjapan.co.jp/
FRONTIER JAPAN株式会社

▲ショールーム

▲製品イメージ

▲代表取締役の額賀泰尾さん

森を「届けて」、未来を「創る」。この言葉を掲げるFRONTIER JAPAN株式会社
は、木材に特化したノベルティ会社です。社名には、言葉のままの「開拓者精神」の
ほか、「日本に眠る“よいもの”を探し出し、国内はもとより海外にも広めたい」とい
う思いが込められています。
多摩産材をはじめとした国産の間伐材を活用し、当社が企画から製造・販売まで手

掛けるノベルティグッズは大人気で、ANAやDoCoMo、佐川急便といった有名企業
からの引合いも多数。「単純なノベルティにはない付加価値のある製品」が魅力です。

国内の林業活性化につながるノベルティ
当社の木製品には、外来材は一切使用していません。国内の間伐材、多摩産材をは

じめとする地域材によるノベルティだけを扱っています。というのも、国産木材の活
用が、国内の林業や地域産業の活性化につながるからです。
ノベルティとして魅力的に生まれ変わった、多摩産材をはじめとする国産木材が、

企業様のブランドイメージを向上させ、手に取った人には温もりを届けます。
当社のノベルティを使えば、それだけで企業は健康な森づくりに貢献でき、さらに、

多くの人の手元に届くノベルティだからこそ、国産木材を活用することの大切さを多
くの人に広く伝えることができます。

暮らしのなかにより多くの木材製品を
国産木材活用のパイオニアともいえる当社。「木づかい運動」の応援、間伐材マー

クの認定など、社会貢献活動にも力を入れています。さらに「企業の森」から生まれ
る木材を活用した製品など、話題性のある製品も。
常にチャレンジ精神を持って先駆的なビジネスモデルを創出し、木材業界全体の活

性化に貢献していきたいです。それにともない、今まで木材が使用されていなかった
シーンや業界へも木製品を波及させ、より多くの木製品が暮らしのなかにあふれる社
会をつくっていきたいと考えています。

多摩産材をはじめとした国産木材を活用して、日本の未来をつくる
木という資源は、使えば使うほど森が豊かになり、林業や地域が元気になっていき

ます。さらに、木材商品をつくり続けることは、歴史ある伝統的な加工技術を守るこ
とにつながり、商品のセット作業などを障害者施設や被災地で行えば、彼らを社会的
に支援することにもつながります。
国土の75％を森林が占めるにも関わらず、国産の木材をうまく活用できていない

日本。当社はそんな日本に国産木材の新たな使い方を提案し、森と都市をつなぎ、新
しい未来を開拓することに挑戦しています。

多摩産材を使ったノベルティで
日本の未来をつくる

多
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i
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Oシリーズ『nuku森』と『美
み

癒
ゆ

樹
き

』
マグネットで貼れるから、大工工事なしで
簡単に無垢の木の壁にできるのが魅力です
　「簡単に自分で壁をデコる」というコンセプトで生まれた『i-DECO』。
マグネットを基材にし、表面に無垢のスギやヒノキをあしらったタイ
プが誕生しました。スチールパーティションのような、もともとマグ
ネット製品を貼ることができる素材にはもちろん、マグネットシート
を下地に貼ることで、お好きな壁面に設置することが可能です。
※マグネット壁パネルは特許出願中。

　『美癒樹』は、スギ材の表面に独自のスリッ
ト加工（特許番号4759550号）を施した「杉
木口スリット材」を採用。スギの持つ力を最
大限に発揮するために、木口面を多く露出さ
せることで、空気の浄化、湿度調整、リラッ
クス効果など嬉しい機能を備えた壁材です。

▲nuku森 バスルーム
バスルームもマグネットが貼れる壁面であれば簡単に設置
でき、ヒノキ風呂のような空間に。

▲①nuku森　杉 ▲②nuku森　桧 ▲③i-DECO   美癒樹

▲施工後

▲nuku森　施工前
オフィスのスチールパーティションにnuku森（杉）を貼っ
た施工事例です。見た目の温かさはもちろん、室内に入った
ときの木の香りに癒やされます。

一般社団法人 kitokito 
東京都

Variation　　　　　　

建材／内装材

i
アイ

-D
デ

EC
コ

Oシリーズ
タイプ ① nuku 森　杉 ② nuku 森　桧 ③ i-DECO   美癒樹
使用木材 スギ（多摩産・国産） ヒノキ（多摩産・国産） スギ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W300 × H300 × T12 W300 × H300 × T12 W300 × H300 × T12
ロット数 11 枚～ 11 枚～ 11 枚～

価格（税別） ￥39,600 ～ /㎡ ￥39,600 ～ /㎡ ￥39,600/㎡（材工）
※①②木部パーツ、60mm角、75mm角、100mm角があります。
※①②樹種、木部パーツサイズによって価格が異なります。
※③多摩産材の場合は10％UPとなります。

▲観光案内所

▲市役所おくやみコーナー

▲市役所総合受付

▲図書館

　使う方々の要望や施設の空間に合わせて、オーダーメイドで作製致
します。カウンター、パーティション、テーブル、イス、パンフレッ
トスタンド、飛沫防止スクリーン、室名サインなど、木質化に関する
ことなら何でもお気軽にご相談下さい。

公共施設などの什器もご要望を伺いながら、
それぞれの場所に合った製品をお作りします

家具・什器／オーダー家具

公共施設等の什器
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
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　園舎や、生活行動に合わせたご希望の家具や空間作りのお手伝いを
致します。イメージからどのような物が最適か、お話を伺って納得の
いく製品をお作り致します。テーブル、イス、ロッカー、棚などはも
ちろん、サインや遊具など、木で欲しいものがあれば、何でもご相談
下さい。

保育園・幼稚園等の什器は、細やかな寸法、
使い勝手はもちろん、安全設計が重要です
丈夫で、子どもにやさしい家具をお作りします

家具・什器／空間コーディネート

保育園・幼稚園等の木質化
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲室内遊具

▲道具入れ棚

▲ヌックベンチ

▲テーブル＆イス

▲お着替えロッカー

▲室名札

▲園のロゴサイン

▲木シート貼り施工

　２か所の溝が特徴的な柱形のピース。積んで遊ぶ、溝同
士を組むに加え、相手が溝でない場所にかむことができる
のもKUMINOの特徴。簡単な遊び方から、考えて作る醍
醐味を味わって頂きたい、あらゆる世代の方々に楽しんで
頂ける積み木です。多摩産材のスギとヒノキ、両方楽しめ
ます。

　ズレンガは、レンガのようなスギのピースとヒノキの丸
いポッチの２ピースを組み合わせて、上下左右前後といろ
いろな面で連結できます。お部屋のような空間や扉も作れ
るのが最大の魅力です。子どもなら一度は作ってみたいブ
ロックのお家を、多摩産材のスギとヒノキで体験できます。

きぐみのつみき『KUMINO』
つむ・くむ・かむ・のばす・とめる
ひとつの形なのに遊び方は無限大

大きな木のブロック『ズレンガ』
大きな動物やお家も作れちゃう
みんなでワイワイ作れる楽しみ

玩具・遊具

とうきょうの木 × ズレンガ
使用木材 本体：スギ（多摩産）・ポッチ：ヒノキ（多摩産）

サイズ（mm）
ズレンガ（ブロック）：W170 × H85 × D40
 ポ ッ チ （ 連 結 棒 ）：Φ 33 × L33

ロット数 １セット（ズレンガ 600 個、ポッチ 1,200 個）～

価格（税別） ￥730,000
※１ケース50P入り（プラスチックケースのサイズはW530×H280×D360）。

玩具・遊具

KUMINO
タイプ 通常 保育園用
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産） スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） W30 × H30 × D180　　　　　　　　　　　　　　W30 × H30 × D180　　　　　　　　　　　　　　
ロット数 １セット（14 本） 24 セット（336 本）

価格（税別） ￥12,000（14 本 / セット）　 ￥288,000
※保育園用は大型ケース入り。
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ひとつの寸法（oneピース）のヒノキ材をヒノキの木箱
に詰めた積み木。ヒノキの香りを感じながら積んだり、形
を作ったりして遊べます。木箱にはキャスターが付き、積
み重ねもできて、収納にも便利です。

　定番のものから、ちょっと変わったものまで何でもご相
談を。お客様のご希望に沿った、世界で一つだけの特別な
木製小物やノベルティグッズを製作致します。多摩産材の
他に、その他地域材にも対応しています。

とにかく積んで遊ぶならこれ！
子どもたちが一度は遊ぶ積み木です

小物製品や、
ノベルティグッズなどにも対応！

玩具・遊具

oneピースブロック（桧木箱入り）
使用木材 ヒノキ（多摩産）
サイズ（mm） １P：W150 × H10 × D30　
ロット数 １セット（400 本）

価格（税別） ￥71,500
※ヒノキの木箱入り（キャスター付き・積み重ね可）。

日用品／バラエティ雑貨

木製小物・ノベルティグッズ等
使用木材 スギ・ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲ノベルティグッズ

▲万年カレンダー

◀コースター

▲パズル

〒193-0801	 	
東京都八王子市川口町1758-3	 	
TEL	 080-8845-9448	
FAX	 042-633-4743	
MAIL	 kitokito@cocoa.plala.or.jp

https://kitokito-tokyo.jimdofree.com/
一般社団法人kitokito 

▲鉢カバー

▲特殊記念品

▲代表理事の野口省子さん

東京の森林で育った「多摩産材」を使用することは、東京の森林の整備につながり、
空気や水などの環境面でも東京都民に恩恵をもたらすことができます。20余年の木
材加工、木材利用のキャリアを持って「もっとお客様に寄り添い、お気軽にご相談頂
ける窓口になりたい」と平成29年に創業し、５年目を迎えて法人化したのが、一般
社団法人kitokitoです。木に関するご相談なら、どんな内容でもお話を伺い、形にす
る努力を惜しみません。木製品を作ってほしいお客様のご希望と、作り手の職人さん
の想いや技術とをすり合わせ、また木材の特徴なども踏まえて、無理なくお互いに納
得できる木工製品をお届けします。

多摩産材への想い
私自身、東京で育ったので、やはり多摩産材を使って頂きたいという想いがありま

す。ただ、多摩産材だけに固執してしまって、そのために実現できないことがあって
は意味がありません。０か100かではなく、日本全国の木材や、異素材とのコラボも
含めて多摩産材利用が進んでくれれば、とてもうれしいことだと思っています。
東京以外の様々な地域の企業、あるいは一見木材とは関係のなさそうな異業種とも

コラボし、知恵やノウハウを出し合う─ kitokitoでは、そんな柔軟な姿勢で、日本
の循環資源である木材が活用されるための提案を行っています。

生き物である木材─その特徴もお伝えしていきたい
kitokitoでは、木材という素材の特性を知らせていくことも使命としています。
多くのお客様は「木製品は温かみがあって好き」とおっしゃいます。ですが、木に

はメリットだけではなく、自然素材であるがゆえのデメリットもあるのです。製品
になってからも木は呼吸を続けているため、内装材に使えば湿度調整をしてくれるな
どの素晴らしい機能があります。その半面、どうしても呼吸による微妙な伸縮が発生
します。また、小さなお子様が木材にぶつかるなどしても、鋼材などと比較するとケ
ガにはつながりにくいです。ですが、代わりに木のほうに凹みや傷ができます。この
ように、メリットだけではない木材の特徴をきちんとお伝えして、その上で選んで、
使って頂くことが大切だと考えています。

皆様のご相談窓口として
これまでもkitokitoには、「他では相談に乗ってもらえませんでした」というお客

様に多くお越し頂いております。
とにかく、木材製品に関することなら何でもお話を伺います。一緒に考え、今まで

の経験と豊富な人脈で、お客様の思いを形にできるように努力致します。
小物製品やノベルティグッズなどにも対応。「わくわく」できる木製品を一緒に作

りたいお客様を、kitokitoが応援します。

森林や街が元気になって、使う人も作る人も
みんなが「わくわく」する製品をご提案

多
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地域素材 × 職人の技 × 体験
　私たちTreetoGreenは、国産の木を使った特注
家具を製作しています。
　デザインを決定頂ければ、素材や仕上げなどの詳
細設定はこちらで提案させて頂き、全国各地の素材
と職人の手仕事、ニーズに柔軟に対応する技術を掛
け合わせて、お客様のご希望に沿った価値のある製
品を作るお手伝いを致します。
　また、製作を通じて、利用者の方々に体験活動も
お届けすることができます。

株式会社 Tree to Green
東京都

　自然の風合いを活かしたいとい
うご要望に従い、天板は樹齢100
年のナラを使用致しました。風
合いを活かすため、また、末長く
お使い頂けるように、手入れのし
やすいオイル塗装に致しました。
木の大きな存在感を感じて頂け
ます。

　こちらの棚は、クライアント様より“粗野”とい
うイメージで製作してほしいというご要望を頂きま
した。過剰な加工は施さず、シンプルなデザインに
して、角柱やカウンターの天板は帯鋸仕上げにして
います。

クライアントのご希望に寄り添い、
地域材の特徴を活かした会議用テーブル

テーマは“粗野”

家具・什器／オーダー家具

テーブル
使用木材 ナラ（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談

家具・什器／オーダー家具

棚
使用木材 スギ（多摩産・国産）・クリ（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談
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　大手ディベロッパーのレジデンスのエントランスに納品。
地元とのつながりを大事にしたいという要望を受けて、地
元産のヒノキを使い、交互に積層することで強度を担保し
ながら、その見た目を意匠的に仕上げています。

　高級レジデンスのエントランスに納品。地元産のケヤキ
を丸々一本、贅沢に使ったベンチです。木の質感を活かす
シンプルなデザインですが、ベンチの裏は職人の手による、
なぐり加工が施されています。

集成材の断面を活かした
高級感あるベンチ

一本の丸太から作り上げた
なぐり加工ベンチ

家具・什器／ベンチ

ベンチ
使用木材 ヒノキ（多摩産・国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談

家具・什器／ベンチ

なぐり加工ベンチ
使用木材 ケヤキ（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談

　遊具類はもちろん、床と腰壁にも多摩産材のヒノキとスギ
をふんだんに使用した、木質空間です。子どもたちに、木
の香りやぬくもりを体感しながら、思いっ切り遊んでもら
いたいと願いを込めてつくりました。

　保育園の施工事例です。雨の日など園内でも遊べるよう
に、すべり台ややぐらをホールに配置し、どんぐりの木を
モチーフにしたボルダリングパネルをシンボルアートとし
て設置致しました。
　つかまるためのどんぐりはそれぞれ高さが異なり、子ど
もたちの工夫して登る心を養います。

木のぬくもりのなかで
思い切り遊ぶ

どんぐりの木に見立てた
ボルダリング遊具

家具・什器／空間コーディネート

子ども向け木質空間（民間施設）
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産）、ナラなどの広葉樹（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

玩具・遊具

ボルダリング遊具
使用木材 クリ・ヤマザクラ・ナラなどの広葉樹（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談

多
摩
産
材



420 421

　日常生活から木に触れてほしいと
いう幼稚園の願いを形にして、図書
室を国産木材を使った木質空間に改
修しました。
　床・壁はもちろん、棚・オリジナ
ルデザインの紙芝居台などを作り上
げました。

　幼児用シンクは既製品の選択肢が
少なく、デザインに幅を持たせるこ
とができません。そのため、陶器部
分は既製品を利用しつつ、下台を特
注で製作し、この保育園オリジナル
のシンクを作り上げました。

木のぬくもりあふれる図書室

既製品と柔軟に組み合わせた幼児用シンク

家具・什器／空間コーディネート

子ども向け木質空間（幼稚園）
使用木材 ヒノキ・スギ（多摩産・国産）、タモ・シラカバ（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

家具・什器／オーダー家具

幼児用シンク
使用木材 カバ・トドマツ（国産）
サイズ（mm） 応相談
ロット数 １～

価格（税別） 応相談

〒151-0064	 	
東京都渋谷区上原1-30-2	 	
TEL	 03-6447-4770	 	
MAIL	 info@treetogreen.com	

https://treetogreen.com/
株式会社Tree to Green

▲地域づくりの一環で行った
ワークショップ

▲令和３年７月に開業した施設
（設計デザイン・製作）

▲取締役の小瀬木隆典さん

平成25年設立の株式会社Tree to Greenは、日本の木を使ったものづくりを通じて、
より良い環境や文化をつくろうとしているベンチャー企業です。
世界の森林が減少するなか、日本の木が十分に活用されておらず、価値も上がって

いないという状況に危機感を抱いたコンサルタントの青野裕介（現・代表取締役）と、
長野県木曽郡の小瀬木木工所の３代目で、木の文化の衰退を憂いていた小瀬木隆典
（現・取締役）の想いがつながり、日本の森林課題の解決をめざして設立されました。

Tree to Greenの事業
当社では、木に関するあらゆる事業を一気通貫で行っています。
内装事業では、木曽のヒノキや多摩産材など、日本の木を使った空間づくりをして

います。オフィス・住宅・キッズ・保育園の空間・家具・遊具のデザインから施工ま
で、中古住宅のリノベーションなど、「木を活かす」ことにこだわっています。
商品事業としては、国産木材を活用した商品の企画デザイン・製造・販売などを

行っています。
さらに、木や森林のことをより知ってもらい、原体験を通じて「生きる力」を育め

るよう、「木育推進委員」が、木を利用した体験活動やワークショップなどのイベン
トの企画・運営を実施しています。

「木の体験」をお届けします
当社が他の事業者と少し違うのは、木に関するソフトとハードの両方を提供できる

というところです。単にハードとして木製品を納めるだけにとどまらず、納品前に
木の背景を知り、実際に体験して頂けるようなソフト面のご提供をセットで行うこと
ができるのです。このことで、より日本の森林に対する理解を深めて頂くことができ、
SDGsにも直結した活動につなげていくことができます。

年に100回以上の豊富なワークショップを開催
　当社では、木のおもちゃ遊び体験といった気軽なものから、ノコギリやカンナを
使って木製品を作る本格的なものまで、対象年齢も難易度も幅広い様々な体験を提供
してきました。
さらに、家具などを納品する際に、その一部を、実際に使用する人や地域の人に組

み立ててもらうというイベントも開催。地域のコミュニティづくりにも活用できると
大好評です。
当社では、幅広い年代の皆様にご参加頂けるワークショップを、年に100回以上、
様々な場所で実施しております。そのほかに、企業様や幼・保育園に所属する方々に
向けた、大人向けの研修なども行っており、実際にご自身の手を動かしながら、和や
かな雰囲気で環境問題について学んで頂くことができます。

自然環境と日本の木の文化を守りたい

多
摩
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森づくりによる森林整備の促進

名称：森林整備サポート認定制度

対象：都内に森林を所有し、森林整備を希望
する森林所有者等

森づくり活動の実施、または協賛を希
望する企業や団体など

特徴：企業等が実施・協賛した下刈り、除伐、
間伐による二酸化炭素吸収量を東京
都が認定

0.1haから申請が可能

木材利用による森林整備の促進

名称：多摩産材製品による二酸化炭素固定
量認証制度

対象：多摩産材を利用して製造された製品の
製造業者

認証された多摩産材製品を購入した
企業や個人等

特徴：多摩産材製品の二酸化炭素固定量を、
東京都が図面認証

認証された多摩産材製品を購入（二酸
化炭素換算で500kg以上）した企業等
を、東京都が購入認証

とうきょう森づくり貢献認証制度

　「とうきょう森づくり貢献認証制度」とは、森づくり活動や多摩産材の利用による二酸化炭
素の吸収量・固定量を数値化して、東京都が評価認証するものです。東京都では以下の３つの
制度から、森林整備活動に関心のある企業や都民等の方々を認証しています。
　認証された企業や個人の方々には、①東京都から貢献認
証書の授与、②認証マークを広報媒体等に使用可能、③都
が関連するホームページ等で企業や個人の活動内容などを
紹介、等のメリットがあります。
※認証マークの使用については、別途申請が必要となります。

木材利用による森林整備の促進

名称：建築物等による二酸化炭素固定量認
証制度

対象：多摩産材を利用して新築・改修した建
築物等の建築主等及び住宅生産事業
者等

特徴：多摩産材を用いた建築物等の建築主
等には、二酸化炭素固定量を東京都が
認証

多摩産材を用いた建築物等の住宅生
産事業者等には、東京の森づくりへの
貢献を東京都が認証

東京都が認定した二酸化炭素固定量の例

東急池上線戸越銀座駅ホーム上家

東京おもちゃ美術館 赤ちゃん木育ひろば

73.42t-CO2

2.73t-CO2
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第3章　国産木材

北
海
道
・
東
北
地
方

　日本は「木の国」と呼ばれています。天然資源の少ない島国で、森林面積の割合が国
土の67％もあります。全国を見渡すと、国内のほとんどの地域に森林が広がり、そこに
は主伐期を迎えて使われるべき木々がたくさんあるのです。
　ここでは、国産木材を使用した木材製品を生産している全国各地の事業者、ならびに
取り扱いのある木材製品を紹介します。国産木材を扱う際の情報としてご活用下さい。

・�本冊子掲載情報は発行時点のものです。�ご覧になった時点で販売が終了している場合や、価格・仕様等情報が
変更になっている場合がありますので、詳細については各ページに記載のある連絡先へお問い合わせ下さい。
・�本カタログに掲載している製品について、東京都が推奨するものではありません。

全
国
各
地
の
国
産
木
材
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恋問工場
〒088-0562	 	
北海道白糠郡白糠町恋問6-1-7
TEL	 01547-5-2136	
FAX	 01547-5-2138	
MAIL	 koitoi@sattsuru.com	

東京営業所	 	
〒335-0034	 	
埼玉県戸田市笹目7-10-3	 	
TEL	 048-424-0036	
FAX	 048-424-0040	
MAIL	 tokyo@sattsuru.com	

http://www.sattsuru.com/
札鶴ベニヤ株式会社

建材／内装材

ファンシー（天然杢化粧合板）
使用木材 セン・ナラ・タモ・シナ・カラマツ（国産）等

サイズ（mm） W1,220 以下× L2,430 以下× T2.7 ～ 15
ロット数 1 枚～

価格（税別） ￥3,600 ～ /㎡
※170㎡未満の場合コストアップ。特殊サイズやルーバー、有孔などの特殊加工も対応可能。
※原木あるいは単板があれば国内外産すべての樹種対応。
※受注生産のため、詳しくはお問い合わせ下さい。

　北海道は冷涼な気候で木材の保存に適しています。木材は冬季に山林より
造材され、降りてきます。適切な保管を行わなければ、変色や割れを起こし、
使用できなくなってしまいます。それには気温と冷たい水が大きな役割を果
たします。
　札鶴ベニヤの突板合板は、木材の特性を活かした最適な環境でつくられて
います。

多彩な樹種よりスタイルに合った樹で
新しい空間日常を創り出す

　昭和23年創業時の単板工場の時から天然杢にこだわりを持っ
ており、それは、単板工場から合板工場へ、アメリカ向け輸出、そ
して国内向けの白糠工場の新設、恋問工場建設による突板貼化粧
合板への進出を通じて札鶴ベニヤの基礎として今に伝えています。
　また、創業以来『高度な技術と信用第一』をモットーに、“原木か
ら、剥き出し、加工し、最終製品を作り上げる”一貫工場にこだわ
りを持っています。コストも含めた効率化の波のなか、現代日本
で木材加工の一貫生産を行う会社は、減少の一途をたどっていま

す。しかし、一貫生産でなければ作れない製品があります。一貫生
産でなければ応えられないお客様のニーズがあります。お客様の
ご要望に沿ったオーダーメイド生産も含め、これからも札鶴ベニ
ヤはものづくりの意味を追求しつづける存在でいたいと考え『木
材を通したライフスタイルの提案』を行っていきます。

札鶴ベニヤ株式会社
北海道

建材／内装材

Ｓライト（天然木化粧不燃内装材）
使用木材 セン・ナラ・タモ・シナ・カラマツ（国産）等

サイズ（mm） W1,220 以下× L2,430 以下× T6 ～ 9
ロット数 1 枚～

価格（税別） ￥8,700 ～ /㎡
※170㎡未満の場合コストアップ。特殊サイズやルーバー、有孔などの特殊加工も対応可能。
※原木あるいは単板があれば国内外産すべての樹種対応。
※受注生産のため、詳しくはお問い合わせ下さい。

　無機質素材を基材として使用した天然木不燃内装材です。
表面に天然杢の突板を使用することで、不燃性能を保持し
たまま、温かみのある空間を演出します。耐水性、耐湿性
に優れており、天然木ならではの調湿機能は、木と無機質
材料の組み合わせによるテクノロジーの成果といえます。
<特徴>
不燃、安全、調湿、耐水・耐湿性、防蟻・防虫・防腐力、
加工・施工性

人と自然にやさしい木を超えた
天然木化粧不燃内装材
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十勝工場	 	
〒089-0611	 	
北海道中川郡幕別町新町68
TEL	 0155-54-2131
FAX	 0155-54-3019

東京営業所
〒130-0014
東京都墨田区亀沢4-11-12	
青柳ビル2F
TEL　03-6658-8351
FAX　03-6658-8352

https://www.nittax.co.jp/
株式会社ニッタクス

建材／内装材

NTプライカラマツ
使用木材 カラマツ（北海道産）

サイズ（mm） W915 ～ 1,225 × L1,825 ～ 2,435 × T5 ～ 30
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

― 時代のニーズに応えるものづくり ―
　ニッタクスは大正８年、日本で初めての“合板” 工場をスタート。
樹木を薄く挽いて重ね合わせて作る、自然にやさしい合板作りに
取り組んできました。
　また昭和27年には水に強く美しい“コムプライト® ” の製造を
開始。今では国内シェア７割を誇る主力製品となり、建設資材か
ら、箸や椅子などの身近なものにまで幅広く使われています。

― 木材の新しい可能性は無限 ―
　合板もコムプライトも、木材にはいわゆる決まった形がありま
せん。
　お客様のニーズに合わせ、色や形、強度などすべてオリジナル
で提案しています。
　木材加工の技術を磨いて、およそ100年―。
私たちは、これからも木材の新しい可能性を探求しつづけます。

株式会社ニッタクス
北海道

　北海道産のカラマツを積層した針葉樹合板です。カラマツ特有の
赤みを帯びた色合いと、力強い木目が美しく、意匠性に優れています。
一般的なカラマツ合板は粗く、構造材などに用いられますが、ニッ
タクスではグレードの高い単板のみを厳選して使用。穴や抜け節が
ない表面は平滑で肌触りがよく、プライ数を増やすことで安定した
品質の合板を提供しています。表情豊かな木目が活かせる、内装や
家具への使用をお勧め致します。

厳選された力強く美しい国産カラマツ合板

～  木 材 産 業 の パ イ オ ニ ア 、ニ ッ タ ク ス  ～
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〒049-2306	 	
北海道茅部郡森町字姫川11-13	
TEL	 01374-2-5057	
FAX	 01374-2-2397	
MAIL	 info@mori-haruki.co.jp	

https://mori-haruki.co.jp/
株式会社ハルキ

　道南杉は、とてもやわらかい素材です。そのため傷が
付きやすいですが、クッション効果があって足への負担
が少なく、転んでも怪我をしづらいなどの利点がありま
す。また、熱伝導率が低いため、触れたときにあたたか
みを感じ、冬でもヒヤッとすることがありません。
　道南スギには独特の香りがあることも特徴の一つで
す。この香りにはリラックス効果があり、リビングや
寝室など、ゆっくり過ごす場所での使用が最適です。

道南杉 ハル壁シリーズ
木内装パネル・フローリング

▲木内装パネル使用

▲フローリング使用

▲①木内装パネル ▲②フローリング

建材／内装材

道南杉 ハル壁シリーズ
品　名 ①木内装パネル ②フローリング
品　番 SH-36STN SF-36100

使用木材 スギ（北海道産） スギ（北海道産）
サイズ（mm） W98 × L3,650 × T12 W100 × L3,650 × T15

ロット数 10 枚 10 枚

価格（税別） ￥7,000/㎡（設計単価） ￥8,450/ 本（設計単価）

　当社は創業60年の木材総合メーカーです。HOKKAIDO 
WOODを活用し、製材・集成材・プレカット加工、すべてを一貫生
産しています。特に地元にある道南スギ・トドマツを活用した建
築用材（柱・梁・内外装材）の生産・販売に力を入れています。また
最近では、家具やノベルティの開発や販売にも力を入れています。

　日本の最北部に生育する道南杉を使用したオリジナル
製品。古来から日本の建築に多く使われてきたスギ材の
中でも日本の最北部に生育する道南杉のみを使用して作
られたのが「道南杉ハル壁」です。

道南杉ハル壁
弾力性、断熱性に優れ、
芳香豊かな道南杉を使用

株式会社ハルキ
北海道

▲道南杉ハル壁シリーズ外装材使用例
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〒037-0404	 	
青森県五所川原市磯松唐皮31	 	
TEL	 0173-62-3425	
FAX	 0173-62-3571	
MAIL	 kimurasangyou@jtss-net.jp

http://kimurasangyou.main.jp/
木村産業有限会社

板と板を繋ぐ「さね」が間に見える羽目板は、
腰板など壁材として利用されています。縁甲板
は突付けと呼ばれる「さね」が隠れておりフ
ローリングなど床材として利用されています。

幅広い用途にご利用頂けるフリー板を生産しています。
必要な寸法に応じて加工致しますのでお問い合わせ下さい。

構造用集成材は、青森ヒバの適性を活かす一番の用途の
土台として主に使われています。管柱等の生産も可能です。
（平成26年低ホルムアルデヒド構造用集成材JAS認定工

場取得）

建材／構造材

青森ヒバ　構造用集成材
使用木材 ヒバ（青森県産）

サイズ（mm） W90 ～ 120 × L4,000 × T90 ～ 120　
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

建材／内装材

青森ヒバ　造作用集成材
使用木材 ヒバ（青森県産）

サイズ（mm） W500 × L4,200 × T20・25・30・40
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

建材／内装材

青森ヒバ　羽目板・縁甲板
使用木材 ヒバ（青森県産）

サイズ（mm） W90 ～ 100 × L910 ～ 1,820 × T10 ～ 15
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

　当社は津軽半島の北西端に昭和45年創業以来、一貫して青森
ヒバ専門の製材工場として営業しております。建築材のほか、芳
香蒸留水や精油も扱い、青森ヒバの良さや様々な魅力を伝えてい
ます。
　今後も「安心・安全・高品質」をモットーに、よりお客様にご納得
頂き、ご満足頂けるよう努めてまいります。

青森県

木村産業有限会社

　日本三大美林の一つである青森ヒバはヒノキ科アスナロ属の針葉樹で和名をヒ
ノキアスナロといい、日本固有の樹種として、約80パーセントが青森県内に蓄積
されています。天然木として樹齢200年を超すものが多く、現在でも1,300万立方
メートルもの資源量を誇っています。
　ほとんどが国有林であり、また成長率１パーセントの天然更新であるため将来的
にも毎年10万立法メートルの天然青森ヒバの供給が約束されています。青森ヒバ
は湿気に強く、腐りにくい性質をもち、シロアリに非常に強い優れた建築材です。
　青森ヒバは、雪深い北辺の地でのみ命の花を咲かせ、北国人の一徹心に育まれ、
100年、200年とやさしさと強さを蓄えているのです。

やさしさ、懐かしさ、安らぎ、
そして信頼が「青森ヒバ」建築にはあります
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▲両開きドレープキップ窓

▲両開きドレープキップ窓

▲両開きドレープキップ窓

▲両開きドレープキップ窓

※その他仕様・サイズ・塗装色など応相談。
※EB防火認定取得。片開き＆両開き（内開き／外開き）バルコニードアは、防火認定番号待ち（令和３年12月時点）。

品　目 ④ FIX
⑤引き⼾・ヘーベシーベ 
片引き⼾／引き違い⼾

⑥片開き＆両開き（内開き／外開き）
バルコニードア

使用木材 スギ（青森県産）等 スギ（青森県産）等 スギ（青森県産）等
サイズ（mm） W320 ～ 1,850 × H320 ～ 2,390 W1,450 ～× H900 ～ 2,700 W470 ～ 1,256 × H1,697 ～ 2,390

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

品　目 ①片開きドーレーキップ（内開き・内倒し） ②両開きドーレーキップ（内開き・内倒し） ③内倒し・キップ
使用木材 スギ（青森県産）等 スギ（青森県産）等 スギ（青森県産）等

サイズ（mm） W470 ～ 1,240 × H565 ～ 2,390 W837 ～ 1,695 × H565 ～ 2,390 W640 ～ 1,700 × H380 ～ 850
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

MADOBA
家具・什器／住宅設備

　“窓が変われば暮らしが変わる”青森県産スギでつくった「木製窓」

　繊維組織の隙間に空気を含む木材は断熱性能に優れた素材です。熱
伝導率を比較すると、木材はアルミの約1,200分の１。つまり木製窓は、
断熱性能が高く、結露も発生しにくいのです。
　EB防火認定取得。準防火地域でもクリアガラスのまま設置可能です。

青森県産　スギ無垢材使用
木製窓「MADOBA」

青森県

▲ブラウン

▲ホワイトステイン

▲ダークウォルナット

▲ホワイト

▲ウォルナット

▲グレイ

▲マホガニー

▲グリーン

▲クリア

株式会社日本の窓

▲片開きドレープキップ窓＋FIX窓

Color Variation　　　　　　
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本社/十和田工場	 	
〒034-0105	 	
青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢68-10		
TEL	 0176-58-6070		
FAX	 0176-58-6080	
MAIL	 contact@madoba.jp	

用賀ショールーム	 	
〒158-0097	 	
東京都世田谷区用賀4-10-1	 	
世田谷ビジネススクエアタワー23F
（株式会社東京組	用賀ショールーム内）	
TEL	 03-5491-8222	

株式会社日本の窓
https://madoba.jp/

▲バルコニードア

▲②内部ドア

▲バルコニードア

▲玄関ドア・参考図面

PORTA
品　目 ①玄関ドア ②内部ドア

使用木材 スギ（青森県産）等 スギ（青森県産）等
サイズ（mm） FW846 ～ 1,240 × H1,877 ～ 2,477 W600 ～ 900 × H1,800 ～ 2,200

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） 応相談 応相談
※その他仕様・サイズ・塗装色など応相談。
※防火認定番号待ち（令和3年12月時点）。

家具・什器／住宅設備

　「青森県産材でつくった窓」MADOBA（マドバ）＝MADO（窓）
のBASIC（基本）となれるように。青森県産のスギの無垢材をメ
インに、国産（MADE IN JAPAN）にこだわった木製窓・ドアの工
場です。日本の“山を元気にしたい” “森を元気にしたい”そして、
人々の“暮らしを豊かにしたい”という思いから、平成29年４月
に創業しました。
　現在、日本における木製窓普及率はわずか「0.2％」。国産木材の
木製窓が各地域で増え、一般化されていけば山や森が元気になり、

再生可能な資源である木は、計画的に管理していけば、自然災害
対策にもなりうる。さらに、CO2の削減、住宅の断熱性の向上にも
つながり、地球環境だけではなく、生活環境も変えられます。「窓
が変われば、暮らしが変わる」一つ一つ 思いを込めて製作してい
ます。

サイズバリエーション×デザインバリエーション
欧州のデザイン性と美しい青森県産材で製作したドア。
イタリア語で「ドア」=「ポルタ」
それが日本の窓がつくる『PORTA』ドアです。

青森県産材　スギ無垢材使用
玄関ドア・内部ドア「PORTA」

▲内部ドア・参考図面

▲①玄関ドア

▲②内部ドア

▲内部ドア 1/2ガラス
　タイプ・参考図面

▲内部ドア 飾り格子
　（オプション）・参考図面
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事務局　三八地方森林組合	 	
〒039-1528	 	
青森県三戸郡五戸町大字浅水字陣場92-2	
TEL	 0178-67-2003	
FAX	 0178-61-8639	
MAIL	 info@soma-mori.jp	

製品問合せ窓口（東京連絡所）
一般社団法人kitokito	 	
〒193-0814	 	
東京都八王子市泉町1993	 	
TEL	 080-8845-9448（kitokito	野口省子）	
FAX	 042-633-4743	
MAIL	 kitokito@cocoa.plala.or.jp	

http://soma-mori.jp/
SOMA青い森

　こぶりのシックなライティングビューローです。
ホテルルーム、寝室、SOHO や書斎に便利なユ
ニットです。可動式になっているため、採光に合
わせて室内での場所を変えることもできます。

　可動式になっているので、環境に合わせて手軽
に食事の場所を変えることができます。食器やカ
トラリー、調味料、キッチン家電など必要なもの
が手の届く範囲に集約できるので
便利です。

色と形以上の魅力が惹きつける
ここだけの特別な空間

◀⑤ダイニング▶④スタディ

　いろいろな広葉樹のモザイク、木目を活かして彩色した
アカマツ、香りと抗菌性に優れたヒバなど、壁面のアクセ
ントとしてお使い頂けるパネルです。

家具・什器／ユニット・イベントブース

ファニシングユニットシリーズ
品　名 ④スタディ ⑤ダイニング

使用木材 アカマツ・リンゴ（青森県産）等 アカマツ・リンゴ（青森県産）等
サイズ（mm） W1,350 × H1,500 × D660 W1,800 × H1,850 × D950

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥1,080,000 ￥1,270,000
※配送費・設置費別途。
※オーダーメイドで承ります（価格応相談）。

家具・什器／インテリア用品

アクセントウォール
使用木材 アカマツ・ヒバ（青森県産）等

サイズ（mm） W1,200 × H450 × D50
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥107,800
※配送費・設置費別途。

　SOMA青い森は、家具やインテリア製品の商品開発を通じ、国
産木材を有効に活用することで、森林の保護と林業再生を目的と
して活動しているプロジェクトです。メンバーは、青森県内の林
業・木材関係者が中心となって製品開発・製作を担う「SOMA青い
森メンバー」と、開発した製品の販売を担う「サポートメンバー」
で構成されます。

＜SOMA青い森メンバー＞
八戸市森林組合（八戸市）、三八地方森林組合（五戸町）、上北森林組合（七戸
町）、三八地域県産材で家を建てる会（八戸市）、有限会社赤穂工務店（八戸市）、
風間ファクトリー（八戸市）、有限会社木村木品製作所（弘前市）、地方独立行政
法人青森県産業技術センター林業研究所（平内町）、NPO法人フォレストリン
ク（東京都港区）
＜サポートメンバー＞
アーバンシステム株式会社（東京都練馬区）、細田木材工業株式会社（東京都
江東区）、株式会社FEM（東京都港区）、kitokito（東京都八王子市）、株式会社
COMEデザインラボ（東京都世田谷区）

　「壁を作らないリノベーション」をコンセプトに、空間を自
由にカスタマイズするユニットです。目線をさえぎる程度の高
さで空間を仕切り、収納スペースが付いたユニットは、キュー
ビック、ベッド、ストレージ、スタディー、ダイニングの５種
類があり、住居のほかに店舗やオフィスなどでお使い頂けます。

　隠れ家、子どもの勉強部屋、茶
室、寝室など多目的に使える小
間です。2 畳大のサイズはリビ
ングなどに設置することでニッ
チなコーナーが作れます。

　カプセル型のベッドルーム。大
きな扉の開閉で個室ベッドにも
オープンなソファとしても利用で
きます。床下に寝具や着替えなど
を収納できる引出し付きです。

　観音収納扉を開くことで中
身が一望できる、トランクケー
ス型の収納家具。扉を閉じる
とコンパクトな箱となり場所
を取りません。寝室や玄関な
どに最適です。

壁をなくして、こころをつなぐ、
心地よい暮らし

SOMA 青い森
青森県

◀①キュービック

▲②ベッド

▶③ストレージ

家具・什器／ユニット・イベントブース

ファニシングユニットシリーズ
品　名 ①キュービック ②ベッド ③ストレージ

使用木材 スギ・アカマツ（青森県産）等 アカマツ（青森県産）等 スギ（青森県産）等
サイズ（mm） W1,970×H1,965×D1,820 W2,200×H1,900×D1,600 W1,550～3,100×H1,800×D500～750

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥1,180,000 ￥1,480,000 ￥1,080,000
※配送費・設置費別途。
※オーダーメイドで承ります（価格応相談）。
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〒028-5402	 	
岩手県岩手郡葛巻町葛巻12-24-6	 	
TEL	 0195-66-2941	
FAX	 0195-66-2948	
MAIL	 takagin@snow.ocn.ne.jp

http://www.tews-takagin.com/
有限会社高吟製材所

　木だけが持つ私たちの暮らしに役立つ優れた「調湿」「断熱」「蓄熱」などの機
能は、厚い材料のほうが、より十分発揮してくれます。
　巾広タイプは施工が早く、手間を省くことができます。厚さはそのままに、施
工場所の面積などに合わせやすいユーティリティ性を確保した巾が半分のタイプ
もございます。

木の力を発揮する厚みのある床材です

▲あかまつ ▲あかまつ（無節）

▲からまつ ▲スギ

建材／内装材

TF3
サーティ

0シリーズ　
品　名 TF30-30 TF30-15

使用木材 アカマツ・カラマツ・スギ（国産） アカマツ・カラマツ・スギ（国産）
サイズ（mm） W300 × L1,800 ～ 6,000 × T30 W150 × L1,800 ～ 6,000 × T30

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談

　昭和21年に製材業として創業し、昭和58年に木質建材の製造、
そして昭和63年には構造用集成材の製造を開始しました。「安全
で安心できる」建設資材であることを基本コンセプトとし、地域
材を扱っています。一般住宅のみならず、学校や店舗、工場や体育
館、駅舎など、納入事例は多岐にわたります。
　当社の経営理念は「地域材と共に生きる」です。天の恵みか私ど
もの周辺にはアカマツ、カラマツ、その他の木材資源が多くあり
ます。これら資源を多くの人々に利用してもらうために自らの研

鑚を重ね、技術を磨き、知識を深め、人格を高めていきたいと願っ
ています。その意味で私どもは地域の木材資源に活かされている
と感謝しております。

有限会社高吟製材所
岩手県

　シャープな直線加工によるデザイン性ある壁材・天井材
です。凹凸による表面積拡大で実現する調湿力の飛躍的な
向上、光や音を乱反射することによるやさしい空間の実現
など、優れた機能を発揮します。

　厚みをおさえた壁材や天井材です。軽くて施工の応用範
囲も広く、集成材ならではの狂いの無さ、丈夫さも併せ持
ちます。木の機能はそのままに、リーズナブルな材料とし
て人気です。

木の温かみと表面の凹凸加工が
様々な表情の変化を作り出します

薄くて軽く、
丈夫で扱いやすい優れもの

建材／内装材

G
ギ ン

IN W
ウ ッ ド

OOD
使用木材 アカマツ・カラマツ（国産）

サイズ（mm） W80 × L1,800 ～ 6,000 × T18
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※ 標準以外の働き巾については、特注となります。また、樹種は上記以外のスギ、広葉樹

についても特注で加工致します。ご相談下さい。

建材／内装材

W
ウ ッ デ ィ

OODY P
パ ネ ル

ANEL
使用木材 アカマツ・カラマツ（国産）

サイズ（mm）
W100・120・150 ×

L1,800 ～ 6,000 × T12・15・18
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲あかまつ

▲あかまつ

▲あかまつ（無節）

▲あかまつ（無節）

▲からまつ

▲からまつ
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〒020-0601	 	
岩手県滝沢市後268-56	 	
TEL	 019-688-4643	
FAX	 019-688-4644	
MAIL	 jimubu1@niwamokuzai.co.jp

有限会社二和木材

　O様邸の玄関上框カラマツは6.5ｍ。
施主様の希望によりお祖父様の思い出
の山から伐り出して加工したものです。

▲O様邸

▲O様邸

▲K工房

▲K工房

▲Y様邸

　立木の伐採から丸太の生産、製材、人工乾燥、そして伐採跡地の
造林まで一貫した生産システムにより使いやすい、岩手県産材の
供給に務めております。当社は木を植え育てる大変さを知ってい
るからこそ、木の良さを活かし無駄にしない製品を作ります。同
じ寸法の物を量産している製材工場ではなく、一般建築や公共物
件の主に骨組みになる針葉樹製品を物件ごとに履歴の分かる原材
料から、できるだけ木にやさしく人工乾燥して製造出荷致してお
ります。

有限会社二和木材
岩手県

1.造林
　山に木を植えたい、手入れをしたいとき、地拵・植付・下刈・除伐・
枝打などの作業を申し受けます。
2.素材生産
　山の木を伐採・造材・搬出し、丸太として活かします。お手持ちの
立木を活用したいとき、どうぞお声をおかけ下さい。高性能林業機械
を活用した低コスト作業で、立木代金の増加や、ご負担のない間伐を
目指します。
3.製材
　一般建築用（構造用、下地用、造作用他）、集成材用ラミナ、羽目板、
フローリング、土木用（サンギ、矢板、杭他）等、各種受注生産致し
ますので、何でもご相談下さい。
　取り扱いの90％が、岩手県産のカラマツ、アカマツ、スギ等で、よ
り高品質かつ変色や嫌なにおいの少ない人工乾燥材の生産にも取り組
んでおります。木の良さをどうぞ身近にご活用下さい。
4.チップ製造
　製材できない低質な丸太も切削し、製紙用、燃料用等、最後まで活
用致します。また、オガクズ等も無駄なく販売致します。

造林から製品、チップ製造までの
一貫システム

当社製材で一軒まるまる
建築することができます
　ご注文によりアカマツ化粧梁・カラマツフローリング、
スギ・羽目板等を製造致しております。

建材／構造材・内装材

梁、フローリング、羽目板等
使用木材 カラマツ・アカマツ・スギ（国産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※施工例写真提供：長澤紗織設計室様

▲素材生産

▲チップ製造
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〒986-0402	 	
宮城県登米市津山町横山字細屋26-1	 	
TEL	 0225-69-2341	
FAX	 0225-69-2171	
MAIL	 mhouse@moku2.biz

https://moku2.biz/
津山木工芸品事業協同組合

　A4サイズのスギ矢羽のバインダーです。軽いので持ち運
びも便利。縦型、横型２種類のものがあります。

　素材は津山スギ、重量は全体で1.8kg。13種類、計40
ピースのつみきが車付き収納箱に２段に入っています。　
　お子様にやさしい天然白木仕上げ！　塗料は一切使って
おりませんので口に入れても安心です。箱にひもとタイヤ
が付いているのでコロコロと引いて遊べます。

　オシャレなだ円の形がいろいろな用途に役立ちます。ふ
ちが浅めのつくりになっていますので、たくさん乗せて運
んだり、お皿のように使ったりすることもできます。

日用品／キッチン用品・食器類

だ円トレー・大
品　番 Ｗ-932

使用木材 スギ（宮城県産）
サイズ（mm） W365 × L265 × T20

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,000
※卸販売は行っておりません。

玩具・遊具

もくもくくんつみき
品　番 Ｉ-707　

使用木材 スギ（宮城県産）
サイズ（mm） W260 × L220 × T140

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥8,800
※卸販売は行っておりません。

日用品／ステーショナリー

木のバインダー
品　番 Ｔ-2507　

使用木材 スギ（宮城県産）
サイズ（mm） W220 × L330 × T5

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,000
※卸販売は行っておりません。

　当組合は宮城県登米市津山町にて、クラフトショップもくもく
ハウスを運営しています。宮城県登米市も舞台の一つとなった令
和3年放送NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』効果で全国から
注目されています。
　昭和57年に開発したスギ矢羽（やばね）集成材は、スギの間伐材
利用から始まりました。丸太から製材、乾燥、集成まで手間をかけ
てつくった矢羽模様は美しく、反りや狂いのない材料として様々
な木工品を製作しています。文具、玩具、うつわや食卓小物、家具

など種類も豊富で、特に木のバインダー、木のうちわ、お弁当箱な
ど人気です。矢羽模様の美しいクラフト品は様々な生活シーンで
活躍するアイテムです。

宮城県

津山木工芸品事業協同組合

　軽くて丈夫で使い勝手の良いサイズ。どんなうつわを乗せても
美しく額絵のように際立ち、お運び盆として、そのままお膳と
して、おにぎりやお寿司を乗せ、お皿にしてもお使い頂けます。
３タイプの異なるカラー塗装（ブラウン、オレンジ、ナチュラ
ル）がセットになっています。日々の暮らしに重宝なBONを
ご愛用願います。

「BON」たかが盆　されどBON

日用品／キッチン用品・食器類

BON
品　番 Ｔ-2783

使用木材 スギ（宮城県産）
サイズ（mm） W230 × L230 × T20（1 枚のサイズ）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥8,500
※卸販売は行っておりません。

▲ナチュラル

▲オレンジ ▲ブラウン

北
海
道
・
東
北
地
方



447446446 447446

日用品／キッチン用品・食器類

吉祥文様コースター
使用木材 南三陸杉

サイズ（mm） W85 × H85 × D5
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,300 ～ / 枚
※ 木材の性質上、湿度等の環境により、伸び縮みや反り等の変形が生じる場合があります。

また、へこみや傷もつきやすいのでご理解下さい。

日用品／インテリア雑貨

一輪挿し（フラワーベース）
使用木材 南三陸杉

サイズ（mm） W62 × H65 × D24
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,000
※ 木材の性質上、湿度等の環境により、伸び縮みや反り等の変形が生じる場合があります。

また、へこみや傷もつきやすいのでご理解下さい。

日用品／バラエティ雑貨

木製スマホスタンドスピーカー 
使用木材 南三陸杉

サイズ（mm） W109 × H30 ×Ｄ 110
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,000
※14mm厚までのスマートフォンが使用可能。
※ 木材の性質上、湿度等の環境により、伸び縮みや反り等の変形が生じる場合があります。

また、へこみや傷もつきやすいのでご理解下さい。

　南三陸杉を素材に、一つ一つ手作業で丁寧に製作してお
ります。天然の木材は水分を含むと反りやすいため、反り
防止のため両端を組木で補強しており、末永くご愛用頂け
ます。
　縁起の良い日本古来の文様でお祝いのプレゼントとして
も喜ばれております。

　南三陸杉の木目を活かした一輪挿しです。躍動感あふれ
る猫をモチーフにしたシンプルなデザインに。
　オフィスの机回りや、ご自宅のリビング、玄関先のイン
テリアとして、様々な場所でご利用頂けます。

　内部構造により音を増幅させて、より大きく感じさせる、
電源のいらないスピーカーです。横置きの際は充電コード
を差したまま使用できます。
　自宅や職場、オンライン会議や動画視聴、キャンプや
バーベキューなど屋内外様々な場面でご活用頂けます。

南三陸森林管理協議会
宮城県

　仙台藩祖、伊達政宗公の時代より良材として知られる「南三陸杉」は、時にヒノ
キと間違われることもある独特な赤味が特徴です。
　南三陸は山と海が豊かで水の循環が一つの行政区内で完結する町。森林が育んだ
豊かな土壌の養分は、やがて川や里を伝って海へ届きます。当会は協議会として
FSC認証を取得しているグループの強みを活かし、持続可能な社会における林業の
あり方と向き合い、世界に誇る町や森林、そして「南三陸杉」を守っています。

　日本建築によく見られる千本格子と桜亀甲をモチーフにした透かしをレーザー加
工機で切り抜いています。スギのやわらかな木肌と夜間の常夜灯や足元灯として千
本格子から放射状にのびる光をお楽しみ下さい。木への興味のきっかけとしても。

「南三陸杉」のブランド力向上をめざして

南三陸杉を贅沢に使用
やわらかな明かりをお届け致します

家具・什器／インテリア用品

フロアランタンキット（桜亀甲）
使用木材 南三陸杉

サイズ（mm） W108 × H255 × D108
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥6,000
※ 木材の性質上、湿度等の環境により、伸び縮みや反り等の変形が生じる場合があります。

また、へこみや傷もつきやすいのでご理解下さい。
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株式会社佐久
〒986-0729	 	
宮城県本吉郡南三陸町志津川字天王前205-12	
TEL	 0226-46-2037（株式会社佐久内）	
FAX	 0226-46-2037	
MAIL	 taiichisakyu@gmail.com

一般社団法人南三陸YES工房	 	
〒986-0782	 	
宮城県本吉郡南三陸町入谷中の町227
TEL	 0226-46-5153

南三陸森林管理協議会

　スギの葉、ヒノキの葉をモチーフにしたアクセサリーです。
　金属製品と比べると驚くほど軽い着け心地で、身に着けてい
ることを忘れてしまいそうなくらいです。意外と知られていな
い木の葉や実の形、ちょっとした会話のツールになるかもしれ
ません。

身に着けるものもサステナブル
着け心地軽やかな木製の装いに

日用品／アクセサリー

木の葉のピアス
使用木材 南三陸杉

サイズ（mm） W22 × H11 × D18
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,400
※スギとヒノキの２種類があります。
※イヤリング付け替え対応可。
※ 木材の性質上、湿度等の環境により伸び縮みや反り等の変形が生じる場合があります。

また、へこみや傷もつきやすいのでご理解下さい。

◀木の葉のピアス　スギ

▶木の葉のピアス　ヒノキ

　南三陸森林管理協議会は、東日本大震災の大きな被害を受けた
南三陸町の持続可能な森林管理を目指して町内の林業経営者を
はじめ、複数の事業者で平成27年に結成された団体です。同年に
は、宮城県で初めてとなるFSC認証を取得しました。
　持続可能な町づくりを掲げる南三陸町の復興に相応しい林業を
目指して、森林管理に取り組んでいます。
　掲載商品は、別途配送費がかかります。

　天然の南三陸杉の葉とクロモジの枝から抽出した香りを
ブレンドしたルームスプレーです。空間に向けて使用する
と山のやさしい香りがします。
　なかなか出かけられないとき、気分転換したいとき、ま
たリラックスシーンの読書、ヨガ、眠る前などにご使用頂
いております。

　南三陸杉の美しい木目を活かした扇子です。
　夏に涼を得るために、また冬場はお好きなフレグランス
をつけてあおいで気分転換、お部屋に飾ってデフューザー
代わりにご使用頂けます。

海を抱く山から、
癒しの香りの贈り物
ひと吹きで山林浴

美人杉と名高い
南三陸杉の木目を持ち歩く

日用品／アロマ・リラックス

リフレッシュエアミスト
使用木材 南三陸杉、クロモジ（南三陸産）

サイズ（mm） W30 × H105 × D30
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,500
※本品は空間に向けて使用するルームスプレーです。お肌へはご使用頂けません。
※家具、壁紙、布へは色移りします。
※開封後は１年を目安にご使用下さい。

日用品／ファッション小物

mokume扇子
使用木材 南三陸杉

サイズ（mm）
収納時：W30 × H275 × D16 
使用時：W410 × H275 × D30

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,273
※写真はイメージです。木目や色合いは一本一本異なります。
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県産材の温かさを感じて
思い思いの時間を過ごす

“はなびら”が集まって彩りが醸成

木陰の様な心地よい
コミュニケーションの場に

　自由な向き、自由な姿勢、自由な視線での利用ができる
多目的なステージ型ファニチャー。人々が思い思いの時間
を過ごせる「階段ベンチ」は、時に出会いの場も提供して
くれます。

　「はなびらべんち」ひとつが花弁一枚分、おとな一人分。
子どもや大人はもちろん、車いすやベビーカーも寄り合い
ます。

　CLTのマテリアルとしての表情とグリーンが与えるイメー
ジが掛け合わさり、場に潤いと温かみを演出します。

家具・什器／ベンチ

階段ベンチ
使用木材 スギ（宮城県産）

サイズ（mm） W6,500 × H840 × D2,500
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

家具・什器／ベンチ

はなびらべんち
使用木材 スギ（宮城県産）

サイズ（mm） W739 × H368 ～ 458 × D471
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※ サイズは１個あたりの大きさです。複数組み合わせると写真のようにお使い頂けます。

家具・什器／ベンチ

ムービンググリーンベンチ
使用木材 スギ（宮城県産）

サイズ（mm） W2,000 × H720 × D2,000
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

宮城県

宮城県 CLT等普及推進協議会

CLTは高強度な特性をもち、
コンクリートより軽く、施工も簡易

地域活性化に貢献する
“こけし”モチーフ

温かい会話が生まれる
“こたつ”が持つ原風景を表現

　 CLT <Cross Laminated Timber> や LVL <Laminated 
Veneer Lumber> 等の新しい技術でつくられた積層材は、現
在多くの注目を浴びており、我が国の建築に新しい風を吹き込
むと共に、豊富な森林資源の有効活用及び利用拡大と地球環境
への貢献に大きな期待が寄せられています。
　当協議会は、宮城県産材の利用拡大と CLT 等利用の建物建
設を推進し、建物の新たな可能性を追求し、新工法等の研究開
発、そしてCLT等の普及・広報活動を進めて参ります。

　東北の伝統工芸を象徴する「こけし」をモチーフとして
モダンデザインを表現し、多目的ファニチャーとして昇華。

「こけしスツール」が様々な場に散りばめられることで、街
や地域の賑わいを演出してくれてます。

　山の形をモチーフにした様々な形状により、車椅子や
ベビーカー帯同のままでコミュニケーションの場を創出
します。

家具・什器／スツール

こけしスツール
使用木材 スギ（宮城県産）

サイズ（mm） W400 × H420 × D400
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

家具・什器／その他

こたつファニチャー
使用木材 スギ（宮城県産）

サイズ（mm） W2,600 × H860 × D2,600
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
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〒980-0011	 	
宮城県仙台市青葉区上杉2-4-46	
宮城県森林組合連合会内	 	
TEL	 022-225-5991	
FAX	 022-225-5994	
MAIL	 jimukyoku01@miyagi-clt.com

http://miyagi-clt.com/
宮城県CLT等普及推進協議会

適度な個室感で
様々な利用シーンを展開

ホスピタリティと利便性を体現

　ちょっとしたお化粧直しやパソコンのメールチェック、駅
ナカでのダイニングタイムなど、豊かな発想で自由に使え
ます。お洒落なお店の軒先を思わせる暖

の

簾
れん

を掛けることに
より、プライバシーを保ちながら、駅周辺の独特な環境な
らではの多目的スペースを実現します。

　上下左右自由な組み合わせが可
能。全面CLTに囲まれた温もりと
親近感のある環境でリラックスタ
イムを。

家具・什器／その他

カプセルベッドユニット
使用木材 スギ（宮城県産）

サイズ（mm） W2,300 × H1,460 × D1,500
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

家具・什器／ユニット・イベントブース

ワーキングブース・待合いブース
品　名 ⑤ワーキングブース 1 ⑥ワーキングブース 2 ⑦ロッジブース ⑧こわぁきんぐ屋 ⑨たまご待合ブース

使用木材 スギ（宮城県産） スギ（宮城県産） スギ（宮城県産） スギ（宮城県産） スギ（宮城県産）

サイズ（mm）
W1,500～1,800×
H2,280×D900～

1,050

W1,297×H2,280×
D1,297

W1,313×H2,726×
D1,240

W3,060～4,860×
H2,200×D980

W2,927×H2,400×
D2,927

ロット数 応相談 応相談 応相談 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談 応相談 応相談 応相談
 

▲⑤ワーキングブース1

▲⑦ロッジブース ▲⑧こわぁきんぐ屋 ▲⑨たまご待合ブース

▲⑥ワーキングブース2

　近年では大規模な文化施設や体育館及び木材をふんだんに使用
した新しいデザインの図書館などが建設され、木造建築の可能性
が一層広がっています。
　木造建築に利用される木材は、森林が吸収した二酸化炭素を炭
素として固定し、地球温暖化対策の一翼を担います。また、木材は
森林の伐採後、再び植林することで再生産可能な資源でもありま
す。折しも宮城県内のスギをはじめとする人工林は、今や過去最
大の利用時期を迎えており、これらの豊富な資源を背景に、より

多くの県産材の利用を進め、地球温暖化対策の推進や地域産業の
活性化を図る必要があります。
　このような中、国の成長戦略にも位置づけられているCLTや県
内で製造されているLVL等は、新たな建築資材として、特に非住
宅分野の木材需要拡大に大きく寄与することが期待されています。
木造建築に関わる産業の連携を促進し、宮城県産のCLTや木材の
普及と地域産業の活性化及び成長産業化などを目的として、当協
議会を設立致しました。

展開のし易さとお求め易さを
兼ね備えたシリーズ家具

ベッドを離れずに
仕事もティータイムも味わえる

　CLT本来の風合いと味わいを活かしたシンプルかつ普遍的なデザイ
ン。場所を選ばず永く愛される魅力を、CLTのイメージとともに人々
に伝えるファニチャーラインアップ。

　のんびり過ごす中、ヘッドボードに収納されたテーブル
や引き出される足元スツールにおいて多様なシーンを創出
します。

家具・什器／ベンチ

オリジナルテイストシリーズ
品　名 ①テーブル＆ベンチセット ②プランターベンチ 1 ③プランターベンチ 2 ④プランターベンチ 3

使用木材 スギ（宮城県産） スギ（宮城県産） スギ（宮城県産） スギ（宮城県産）

サイズ（mm）

テーブル：
W1,200×H690×D800 
ベンチ：
W1,200×H390×D400

W2,100×H800×
D2,100

W2,000×H800×
D2,000

プランター：
W700×H600～800×D606 
ベンチ：
W700×H400×D606

ロット数 応相談 応相談 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談 応相談 応相談
※プランターベンチ３のサイズは、１個あたりの大きさです。複数組み合わせると写真のようにお使い頂けます。 

家具・什器／その他

らくらくヘッドボード
使用木材 スギ（宮城県産）

サイズ（mm） W2,020 × H1,300 × D2,215
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲②プランターベンチ1 ▲③プランターベンチ2 ▲④プランターベンチ3

▲①テーブル＆ベンチセット
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表面は市松にし、
外枠框部は炉縁形状に材組み

※納期並びに配送費については、委細検討。

曲木技法のテーブル
品　名 YUZAWA #.1902 dining table beech

使用木材 ブナ（秋田県産）
サイズ（mm）  W2,000 × H720 × D800

ロット数 1 ～

価格（税別） 個別見積り

家具・什器／テーブル

※納期並びに配送費については、委細検討。

曲木技法の椅子

品　名

 ④  YUZAWA #.1810A（leather） betwood 　　　
chair beech　座面張地：本革

⑤  YUZAWA #.1810A（fabric） betwood 
chair beech　座面張地：裂地

使用木材 ブナ（秋田県産）
サイズ（mm） W570 × H730・SH460 × D460

ロット数 1 ～

価格（税別） ④￥101,000　⑤￥94,700

家具・什器／チェア

※納期並びに配送費については、委細検討。

肘なし椅子

品　名

⑧  ODATE #.1904  A. （leather） 
armless chair  Akita-Sugi

⑨  ODATE #.1904 B. （fabric） 　
armless chair  Akita-Sugi

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） W450 × H800・SH430 × D500

ロット数 1 ～

価格（税別） ⑧￥134,000　⑨￥122,000

家具・什器／チェア

※納期並びに配送費については、委細検討。

天板吊り下げ可能の短い肘の椅子

品　名

⑥   ODATE #.1809 A. hang chair Akita-Sugi（microfiber）
　 座面張地：東レ ･ ウルトラスエード
⑦  ODATE #.1809 B. hang chairAkita-Sugi（fabric）
　 座面張地：シンコール・ラムース同等裂地

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） W540 × H810・SH420 × D540

ロット数 1 ～

価格（税別） ⑥￥168,600　⑦￥156,800

家具・什器／チェア

家具・什器／テーブル

角形テーブル
品　名 ODATE #.1801 L. dining table Akita-Sugi

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） W1,960 × D900 × H730

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥440,000
※納期並びに配送費については、委細検討。
※W1,600のタイプもございます（税別￥402,800）。

▲⑦ODATE #.1809 B. ▲⑥ODATE #.1809 A. 

　秋田杉は、日本の三大美林の一つ。秋田県家具工業
会では、その秋田杉材や同県産のブナ材を活用する家
具開発を行っています。それらのアイテムを “AKITA 
COLLECTION” と称し、平成29、30、31年の各１月、
３回にわたりイタリア・ミラノで開催される “HOMI 
MILANO”において展示発表を行いました。
　国際的に著名な喜多俊之氏によるコンテンポラリーなデ
ザインと、秋田県家具工業会のメンバーによる練度の高い
技術、伝統継承された技術をもって生まれた製品です。

　天板・座面に秋田杉材の色や木目の特性を活用。あらか
じめ、部材サイズも意匠的検討を加えた幅接ぎ材を活用し、
印象的なデザインに仕上げました。

AKITA  COLLECTION

一般住宅、レストラン等においても
極めて印象的なデザインに

秋田県
協同組合秋田県家具工業会
AKITA COLLECTION OFFICE

▲①OGA #.1901 round table Akita-sugi

▲①OGA #.1901 round table Akita-sugi　
②OGA #.1806high chair Akita-sugi 

▲②OGA #.1806 
high chair Akita-sugi

▲③OGA #.1807
 low chair Akita-sugi

※納期並びに配送費については、委細検討。

品　名
①  OGA #.1901 
　 round table Akita-sugi

② OGA #.1806 
　 high chair Akita-sugi

③ OGA #.1807 
　 low chair Akita-sugi

使用木材 スギ（秋田県産） スギ（秋田県産） スギ（秋田県産）
サイズ（mm） Φ 1,200 × H720 W320 × H1,200・SH430 × D530 W300 × H880・SH430 × D470

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥405,000 ￥94,000 ￥71,000

円形テーブル・椅子
家具・什器／テーブル・チェア
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▲⑤NOSHIRO #.1814（左）、⑥NOSHIRO #.1815（右）

抽斗前板は一枚物でまとめ、一体感を構成する塊のようなキャビネットに

〒010-1601	 	
秋田県秋田市向浜1-4-10	（有限会社萩原製作所内）	
TEL	 　018-862-4862	
FAX	 　018-863-3741	
MAIL	 　mv7y-hgwr@asahi-net.or.jp

格子組（lattice）と網代組（wave）のデザイン、
赤身・白太が選択できる４種のタイプ

テレビ置き棚・抽斗５ハイ配列タイプ
品　名 NIKAHO #.1813 TV cabinet 5D Akita-sugi

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） W1,500 × H450 × D400

ロット数 1 ～

価格（税別） ¥827,000
※納期並びに配送費については、委細検討。

家具・什器／キャビネット・収納家具

スクリーン

品　名
⑤ NOSHIRO #.1814 partition lattice Akita-sugi
⑥ NOSHIRO #.1815 partition wave Akita-sugi  

使用木材 スギ（秋田県産）

サイズ（mm）
⑤ W760 × H1,600 × D60
⑥ W760 × H1,600 × D60

ロット数 1 ～

価格（税別） ⑤ ¥228,400　　⑥ ¥186,000
※納期並びに配送費については、委細検討。

家具・什器／パーテーション

家具・什器／キャビネット・収納家具

テレビ置き棚・抽斗２ハイ配列タイプ
品　名 NIKAHO #.1903 TV cabinet 2D Akita-sugi 

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） W1,700 × H450 × D400

ロット数 1 ～

価格（税別） ¥530,000
※納期並びに配送費については、委細検討。

協同組合秋田県家具工業会
AKITA COLLECTION OFFICE

テレビ置き棚・抽斗３ハイ配列タイプ
品　名 NIKAHO #.1812 TV cabinet 3D Akita-sugi

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） W1,700 × H450 × D400

ロット数 1 ～

価格（税別） ¥687,000
※納期並びに配送費については、委細検討。

家具・什器／キャビネット・収納家具

＜秋田県家具工業会＞
　木製家具製造に携わる個人、法人事業者の同業団体です。江戸後
期、明治初期より継承する事業者もあり、その蓄積された技術は伝
統的家具からコンテンポラリーな製品まで対応します。
　創作は提案から企画、製造法にはCAD・CAM対応で合理化を図
り、高度な加工水準を求められる製品にも果敢に挑みます。大型物
件の製品供給から公的研究機関、大学等との製品・技術開発の連携
実績ともなり、新規の展開に積極的に挑戦しております。

＜AKITA COLLECTIONのストーリー＞
　喜多俊之氏と共に開発するコンテンポラリーな家具。それは、秋
田杉の優美な特性となる赤色濃淡のある「赤味（芯材）」、白い樹皮側
の「白太（辺材）」、そして年輪の表出する素材を活用します。
　家具には不利点となる秋田杉のやわらかい特性を承技法等でカ
バーし、和家具・洋家具の枠を超えた新しい家具となりました。
　そうしてミラノのＨＯＭＩでの発表は、イタリアの著名なデザイ
ン誌や経済紙を飾る評価を得る成果となりました。

古典芸能の鼓の形状を模した
テーブルとスツール

上下・表裏・大小の区別なく
組み合わせられる収納ボックス

テーブル・スツール

品　名
① OMAGARI #.1804 round table Akita-sugi
② OMAGARI #.1805 stool Akita-sugi        

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） ①Φ 450 × H680　　②Φ 280 × H460

ロット数 1 ～

価格（税別） ① ¥93,600　　② ¥71,000
※納期並びに配送費については、委細検討。

家具・什器／テーブル・スツール

▲①OMAGARI #.1804（左）、②OMAGARI #.1805（右）

▲③YOKOTE #.1817（左）、④YOKOTE #.1816（右）

スギ巾接ぎ収納ボックス

品　名
③ YOKOTE #.1817 strage box S. Akita-sugi
④ YOKOTE #.1816 strage box L. Akita-sugi

使用木材 スギ（秋田県産）
サイズ（mm） ③ W400 × H400 × D400　④ W400 × H800 × D400

ロット数 1 ～

価格（税別） ③ ¥65,600　　④ ¥93,600
※納期並びに配送費については、委細検討。

家具・什器／キャビネット・収納家具

家具・什器／スツール

スギ材積層スツール
品　名 MORITAKE #.1811 stool. Akita-sugi

使用木材 スギ（秋田県産） 
サイズ（mm） W285 × H460 × D285

ロット数 1 ～

価格（税別） ¥68,200
※納期並びに配送費については、委細検討。

家具・什器／チェア

チェア
品　名 AIKAWA #.1808 stacking chair Akita-sugi ,beech

使用木材 スギ（秋田県産）、ブナ（国産）
サイズ（mm） W500 × H800・SH420 × D560

ロット数 1 ～

価格（税別） ¥110,000
※納期並びに配送費については、委細検討。
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〒018-1734	 	
秋田県南秋田郡五城目町
大川大川字ウツフケ141-1	 	
TEL	 018-875-2151	
FAX	 018-875-5458	
MAIL	 hello@timberam.co.jp	

https://timberam.co.jp/
ティンバラム株式会社

建材／構造材

湾曲集成材
使用木材 スギ・カラマツ（秋田県産・岩手県産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※対応可能かどうか、まずはご相談下さい。

　主に非住宅の木造建築物に使われる構造用集成材です。
　独創的なデザインも、私たちが木でカタチにします。

意匠性の高い構造物や木の表情を活かした
空間づくりに活躍する、アーチ材

▲飯能駅（埼玉県）

▲ほたてんぼうだい（岩手県）

▲大館樹海ドーム内部（秋田県）

▲寒河江市マザーズ支援拠点（山形県）

　私たちは、ティンバラム。今、ここにないカタチを作り出す集成
材カンパニーです。
　ティンバラムでは、木造建築に必要となるすべての工程を行う
ことができます。構造設計、集成材の製造、プレカット加工、施工
までを一気通貫で行える「ウッドストラクチャーシステム」を構
築しております。
　アーチ材、大断面集成材をはじめ、あらゆる種類の集成材を、大
量から小口まで必要な規模で製造することができます。木材の加

工に関しては、複雑なプレカットが可能な最新マシンを取り揃え、
どんなニーズにも応えていきます。
　国産木材のスギ、ヒノキ、カラマツをはじめ、ベイマツなど国内
外の幅広い樹種を取り扱い、JAS認証工場が誇る質の高い集成材
を供給しています。スギとカラマツを組み合わせ、合理的かつ高
強度な純国産ハイブリッド集成材も開発しました。地域材での集
成材作りにも、積極的に取り組んでいます。

ティンバラム株式会社
秋田県

　主に柱として使われる、構造用集成材です。
　確かな強度性能、高い寸法精度を誇ります。

　主に梁として使われる、構造用集成材です。
　お客様のニーズに合わせ、様々な寸法・強度を用意して
おります。

　主に非住宅の木造建築物に使われる構造用集成材です。
　特殊な断面や７mを超える長尺にも対応しております。

建材／構造材

パワーウッド
使用木材 スギ・カラマツ・ヒノキ（秋田県産・岩手県産）等

サイズ（mm）
W105 × L2,980 × T105、 
W105 × L2,850 × T105　等

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※様々な寸法に対応しております。ご相談下さい。

建材／構造材

パワービーム
使用木材 カラマツ（秋田県産、岩手県産）等

サイズ（mm） W120 ～ 450 × L3,000 ～ 6,000 × T105 等
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※様々な寸法に対応しております。ご相談下さい。

建材／構造材

大断面集成材
使用木材 スギ・カラマツ（秋田県産・岩手県産）等

サイズ（mm） W600 × L12,000 × T600 等
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※様々な寸法に対応しております。ご相談下さい。
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〒990-2474	 	
山形県山形市沼木578-6	 	
TEL	 　023-643-8201	
FAX	 　023-645-5994	
MAIL	 　aita-zaimoku@bz03.plala.or.jp	

https://aita-zaimoku.jp/
有限会社アイタ材木店

こだわりデザインのコースター。マグカップやスープ
カップなど、大小様々なカップを置くことができます。別
途レーザーで名入れも可能です。

　にぎりやすいように持ち手は枝のデザインに仕上げまし
た。大きめの受け皿でスープを飲むのにぴったりです。

　木育用教材になるスプーンと箸は、子どもがサンドペー
ペーで仕上げることができるように加工しています。

日用品／キッチン用品・食器類

コースター
タイプ ⑧さくらんぼ ⑨ぶどう

使用木材 サクラ（山形県産） ホオノキ（山形県産）
サイズ（mm） W145×L105×T10 W145×L105×T10

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥3,800 ￥3,200

日用品／キッチン用品・食器類

スープ用スプーン
タイプ ⑩山桜 ⑪朴の木

使用木材 ヤマザクラ（山形県産） ホオノキ（山形県産）
サイズ（mm） W50 × L180 W50 × L180

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥2,500 ￥2,500

日用品／キッチン用品・食器類

木育用教材食具シリーズ
タイプ ⑫スプーン ⑬箸

使用木材 シナ・ブナ（山形県産）等 ブナ（山形県産）
サイズ（mm） W17×L170×T12 W10×L240×T10

ロット数 10 100（50 膳）

価格（税別） ￥1,200 ～ / 本 ￥150/ 膳
※スプーンの価格は樹種によって異なります。

▲⑧さくらんぼ ▲⑨ぶどう

▲⑩山桜

▲⑪朴の木

▲⑫スプーン　シナ

▲⑫スプーン　ブナ

▲⑬箸

建材／内装材

床フローリング
タイプ ①栗 ②ナラ ③桜 ④シナ ⑤鬼胡桃

使用木材 クリ（山形県産） ナラ（山形県産） サクラ（山形県産） シナ（山形県産） オニグルミ（山形県産）

サイズ（mm）
W75・90・105×

L600～1,800
W75・90・105×

L600～1,800
W75・90・105×

L600～1,800
W75・90・105×

L600～1,800
W75・90・105×

L600～1,800
ロット数 1㎡ 1㎡ 1㎡ 1㎡ 1㎡

価格（税別） ￥12,500/㎡ ￥17,000/㎡ ￥14,500/㎡ ￥15,000/㎡ ￥16,200/㎡

　山形の森と人の暮らしをつなぐ材木店です。アイタ材木店は山
形盆地にある小さな材木店です。「健康家族は木の住まいから」と
いう概念のもとに、山形の無垢の地域材を中心とした住宅や家具
の資材を提供致します。風土と共に育った材木を利用することで、
皆様の快適な暮らしと、環境にやさしい循環型社会へとつなぐ材
木店でありたいと考えております。

山形県

有限会社アイタ材木店

それぞれに個性があり、あたたかみのある広葉
樹５種のフローリング材です。お好きな樹種をお
選び頂けます。

受注生産を基本に、お客様のオーダーに対応し
ております。また、小数量の受注も可能ですので
お気軽にご相談下さい。

山形県特産のさくらんぼとぶどうをデザインしたプレー
ト。木皿としてはもちろん、裏面はカッティングボードと
してもお使い頂けます。また、別途レーザーで名入れも可
能です。

こだわりの
山形県産広葉樹フローリング

カフェやレストランのメニュー皿に

日用品／キッチン用品・食器類

カフェプレート（木皿）
タイプ ⑥さくらんぼ ⑦ぶどう

使用木材 ヤマザクラ（山形県産） ホオノキ（山形県産）
サイズ（mm） W250 × L150 × T10 W250 × L150 × T10

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥4,800 ￥4,200

▲①栗 ▲②ナラ

▲③桜 ▲④シナ ▲⑤鬼胡桃

▲⑥さくらんぼ ▲⑦ぶどう
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　コンパクトでありながら座面は大きく面を取っており、と
ても良い座り心地のスツール。花台やサイドテーブルとし
てもお使い頂けます。

　本体＋ビーカー＋ピンが入っており、①壁に掛ける、②
タテに置く、③ヨコに置くの３wayでお使い頂けます。季
節の草花を飾り、その空間を楽しんで下さい。

　２タイプのサイズがあるシンプルなフォトフレーム。P
はポストカードやはがきサイズ、LはL版の写真を飾るこ
とができます。タテにもヨコにもお使い頂けます。

森の切りかぶをイメージしたこしかけ

７種の材から選べる３wayの一輪挿し

６種の材から選べるフォトフレーム

家具・什器／スツール

日本の木のこしかけ「Stump」
使用木材 ブナ・ヤマザクラ（山形県産）

サイズ（mm）
L：Φ 270 × H370 
H：Φ 270 × H430

ロット数 1 ～

価格（税別） L ：￥10,000 
H：￥11,000

※オイル仕上げ。
※サイズは高さ違いの2タイプ、材はブナとヤマザクラの2タイプがあります。

日用品／インテリア雑貨

日本の木の「KAKI 花器」
使用木材

エンジュ・ヤマザクラ・ブナ・イタヤカエデ・
クリ・クルミ・ケヤキ（山形県産）

サイズ（mm） W37 × H120 × D37
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,300

日用品／インテリア雑貨

日本の木の「フォトフレーム」

使用木材
ヤマザクラ・ブナ・イタヤカエデ・クリ・

クルミ・ケヤキ（山形県産）

サイズ（mm）
P：W175 × H125 × T15 
L：W155 × H115 × T15

ロット数 1 ～

価格（税別） P：￥2,300 
L：￥2,000

山形県

有限会社ワンツー

　脚の長さ次第でダイニングテーブルとしてもローテーブルとして
も使うことができる脚付きテーブルと、左右に大きな引き出しがつ
いたリビングテーブル。
　リビングテーブルはキャスター（ストッパー付き）が付いている
ので女性の方でも一人で楽々移動が可能です。
　それぞれお客様の要望を伺い、サイズやデザイン、予算などのご
提案をさせて頂き製作することも可能です。

国産のクルミ無垢材でつくるテーブル

家具・什器／テーブル

日本の木のテーブルシリーズ
品　目 ①ダイニングテーブル ②ローテーブル ③リビングテーブル

使用木材 クルミ（山形県産） クルミ（山形県産） クルミ・ブナ（山形県産）
サイズ（mm） W1,500 × H700 × D800 W1,500 × H370 × D800 W800 × H370 × D800

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥125,000 ～ ￥115,000 ～ ￥148,500 ～
※オイル仕上げ。
※受注生産のため、納品まで約30～45日となります。
※刻印も可能です（無料）。

▲①ダイニングテーブル ▲②ローテーブル

▲③リビングテーブル
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　マグカップや湯のみを置いて、洋風・和風問わずお使い
頂けます。お菓子やスイーツ等おつまみを乗せたり、指輪
やイヤリングなどの身装具を乗せるプレートとしても便利
です。
　シンプルなデザインですが、裏面を斜めにカット加工し
て持ちやすいよう工夫しています。

　落としても割れにくく、洋風・和風問わず、お菓子やス
イーツ等おつまみを乗せるのに最適なプレート（木皿）で
す。お子様のおやつにサンドイッチやおむすびを乗せても
楽しいです。
　シンプルなデザインですが、裏面を斜めにカット加工し
て持ちやすいよう工夫しています。

６種の材から選べる
シンプルなコースター

６種の材から選べる木皿

〒999-4604	 	
山形県最上郡舟形町堀内189-2		
TEL	 0233-35-2112	
FAX	 0233-35-2116	
MAIL	 info@one2.jp

https://one2.jp/
有限会社ワンツー

日用品／キッチン用品・食器類

日本の木の「コースター」四角・丸

使用木材
ヤマザクラ・ブナ・イタヤカエデ・
クリ・クルミ・ケヤキ（山形県産）

サイズ（mm） W90 × D90 × T10
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,000
※角と丸の２タイプあります。

日用品／キッチン用品・食器類

日本の木の「プレート」木皿・長四角

使用木材
ヤマザクラ・ブナ・イタヤカエデ・
クリ・クルミ・ケヤキ（山形県産）

サイズ（mm） W230 × D90 × T10
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,773

　平成 4 年設立以来、家具・オーダーキッチン・木製品の企画、設
計、製作、施工管理を行っています。また、日本の木（地域資源）を
使ってダイニングテーブルから箸や箸置きまで材料を無駄なく料
理（デザイン）しています。
　山形県の母なる川「最上川」のほとりにあるアトリエ「One2」
でお客様とイメージや機能性について材料を見ながら話をし、そ
こから物語、デザインが始まります。量産品がまだなかった頃に
は、暮らしの道具や洋服など「おあつらえ」で作っており、それか

らオーダーメイドという言葉に変化していきました。
　オーダーメイドといっても、その考えはとても簡単でシンプル
です。暮らしの中でお客様の要望に応えていきたい。機能性やデ
ザイン、色彩などお客様に合わせてデザインして作る。そして、毎
日幸せな気分で長く使って頂く……。当たり前だけど、とても大
切なことを心に留めています。私たちはお客様のイメージをお聞
きして、それをかたちにし、長く使って頂ける製品を提供してい
きたいと思っています。　

　立方体などの14ピースからなり、重さは約215ｇ。一つ
一つ丁寧に手づくりして無塗装で仕上げています。商品名
は赤ちゃんの笑顔をイメージし、「母と子が笑顔になるよう
に」という願いを込めました。
　麻の巾着袋付きで無地・チェック柄（桃色/水色）の３
種類からお選び頂けます。

　一つ一つ丁寧に手作りした箸と箸置き。箸置きにはアル
ファベットで材種を刻印しています。仕上げに使うエゴマ
油は、青魚に多く含まれる栄養で、認知症予防や痔、アレ
ルギーなどにも効果的です。
　箸・箸置きのセットは贈り物にもぴったり。箸置きセッ
トは、７種の材から５種をランダムでセットにしています。

手のひらに収まる
小さな積み木セット

７種の材でつくる箸・箸置き

日用品／キッチン用品・食器類

日本の木の「箸・箸置き」
品　名 日本の木の箸セット 日本の木の箸置きセット

使用木材
エンジュ・ヤマザクラ・ブナ・イタヤカ
エデ・クリ・クルミ・ケヤキ（山形県産）

エンジュ・ヤマザクラ・ブナ・イタヤカ
エデ・クリ・クルミ・ケヤキ（山形県産）

サイズ（mm）
箸サイズ大：W8.5 × L230 
箸サイズ小：W8.5 × L200

W50 × H8.5 × D8.5

ロット数 1 セット～ 1 セット～

価格（税別） 箸サイズ大：￥1,720 
箸サイズ小：￥1,480 ￥1,137

玩具・遊具

日本の木の積み木「ekubo エクボ」
使用木材 ブナ（山形県産）

サイズ（mm）
ピース：W25 × H25 × D25 等 

（全 5 種、計 14 ピース）
ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥3,546
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　羽柄材は、垂木・間柱・野縁に用います。樹種
は主にスギ・ヒノキです。

　造作材は、廻り縁・鴨居・敷居などに使用されます。 主
な材はスギ、ヒノキです。造作材は天然乾燥しています。

本社
〒979-0142	 	
福島県いわき市勿来町酒井北境1
TEL	 0246-65-7775	
FAX	 0246-65-7776	
MAIL	 arakawazaimoku@xqj.biglobe.ne.jp

道作工場	 	
〒979-0141	 	
福島県いわき市勿来町窪田道作33-1
TEL	 0246-65-0770	
FAX	 0246-65-1500	
MAIL	 arakawa.dousaku@royal.ocn.ne.jp

https://www.arakawa-timber.com/
株式会社荒川材木店

間柱

鴨居 敷居

野縁
品　番 ①特等 KDP　② 1 等 1KDP

使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）
① W120（105）× L3,000 ～ 6,000 × T30
② W90 ～ 150 × L3,000 ～ 6,000 × T45 ～ 60

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

品　番 役4面～
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W120（105）× L3,000 ～ 4,000 × T45
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

品　番 役4面～
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W120（105）× L3,000 ～ 4,000 × T45
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

品　番 ①特等 KDP　②特等 KDP
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）
① W40 × L4,000（3,000）× T30
② W40 × L4,000（3,000）× T36

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

垂木
品　番 ①特等 KDP　②特等 KDP　③特等 KDP　④特等 KDP

使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）

① W45 ～ 120 × L3,000 ～ 6,000 × T45 ～ 60　　　
② W150 ～ 240 × L3,000 ～ 6,000 × T45 ～ 90
③ W105 × L4,000（3,000）× T450
④ W120 × L4,000（3,000）× T450

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

建材／構造材・内装材

廻り縁（台輪）
品　番 役4面～

使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W55 × L3,650 ～ 4,000 × T45

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

建材／内装材

造作材

羽柄材

　株式会社荒川材木店は昭和５年の創業以来、いわき市勿来地区
の企業として90年以上にわたり木材の製材・加工に携わって参
りました。良質な丸太を生産し、建築用材等の製材品を供給する
ことで、地元の木を活用した住まいづくりのお手伝いをしてきま
した。また、ただ木材を切り出すだけではなく、地域の山づくりに
も努めてきました。
　平成23年３月に発生した東日本大震災において、工場施設の損
壊や放射能の影響により厳しい状況に追い込まれた時期もありま

したが、現在ではほぼ通常の営業に戻っています。
　木材の利用を促進することは、森林の有する国土の保全や水源
かん養等の多面的機能の発揮、地球温暖化の防止などにつながる
ものと確信しております。
　当社では、これからも地球の資源である「いわきの木材」を積極
的に活用し、地域経済の活性化と循環型社会の形成に貢献したい
と考えております。

桁・梁
品　番 特等 KDP

使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）
W150・450×L3,000～12,000×T105～150
W150・390×L3,000～12,000×T180～300

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

建材／構造材

構造材

　木造住宅用の部材として、地元工務店様、地元建設会社様、一般
の方々への構造材・羽柄材等を多数販売しております。
　 新築時にはプレカット加工も含めて一括納入しております。また、
リフォーム全盛を迎えている現在、工務店様において日々予測しな
かった材料が現場にて必要になるケースが多々あります。当社で
はリフォーム工事の際の突然の物要りにも対応できるよう、柱・土
台・大引・垂木・根太・梁・桁・野地・間柱筋交・破風板・野縁・
胴縁・合板各種等多岐にわたり大量在庫しております。

　大径構造材は、桁・梁・柱・
土台に用います。樹種はスギを
主に、ヒノキ、マツです。

環境にやさしく、品質性に優れた
「国産無垢」の建材を豊富にラインナップ

株式会社荒川材木店
福島県

土台柱
品　番 ①等級 KDP　②特 1KDP

使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm）
①W120（105）×L3,000～4,000×T120（105）
②W150～180××L3,000～6,000×T150～180

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

品　番 ① KDP　② KDP1 等
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）
①W120（105）×L3,000～8,000×T120（105）
②W150～240×L3,000～9,000×T150～240

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲施工例：荒川材木店 道作工場事務所
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本社	 	
〒135-0016	 	
東京都江東区東陽5-30-13
東京原木会館	 	
TEL	 03-5857-5225	
FAX	 03-5857-5224

塙工場		
〒963-5407	 	
福島県東白川郡塙町
大字西河内字鶴巻田10	 	
TEL	 0247-43-0272	
FAX	 0247-43-0080

http://www.kyowamokuzai.co.jp/
協和木材株式会社

中断面集成材（厚板集成材）を梁や柱として利用す
るのではなく、壁として利用する方法、ティンバー
ウォールシステム（TWS）を採用しています。

写真は鉄骨造利用例です。
設計監理：株式会社アトリエ秀／allee de 神宮前（テナントビル）

▲外観

▲３Fテナント（スケルトン時）

▲２F美容室「Terrace AOYAMA」

　協和木材株式会社は『持続可能な森林経営』を信念に未来の郷
里の発展、更には東北そして日本の快適な環境作りのお手伝いを
しています。
　私たちの生活に欠かせない山林を守っていくため私たちは生産
から販売まで直接携わり、地域材の大量供給・加工システムを形
成しています。植林から加工、販売までを一貫して行う国産木材
製材大手メーカーは、業界でもごく限られた数社のみです。
　昭和48年の会社設立から山林に係る事業を行っており、国産木

材製材最大級の工場、国産木材最大規模メーカーとしてこれから
もより一層、これからの日本の郷里を創造し、未来への希望を築
くお手伝いをしたいと考えております。
　また、平成27年の国連サミットで採択されたSDGsにも積極的
に取り組んでおります。木材は循環できる「持続可能な」数少ない
資源の一つです。木材を供給するだけでなく、水資源の確保、更に
二酸化炭素を吸収・貯蔵することで地球温暖化を抑制し、海の資
源保護の役割も果たしています。

協和木材株式会社
福島県

　規格ユニットの厚みのある集成板を使って壁面の木創化。厚みのある
木材を使うことで、燃えしろ設計による準耐火性能や断熱性能の向上が
図れます。鉄骨造やRC造で壁面を容易に木創化でき、今までにない空
間演出を実現します。

オーガニックマテリアル、
木製厚板集成板壁カーテンウォール

建材／内装材

内外装非耐力壁材（カーテンウォール）
品　名 W.ALC®

使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）

W450 × L3,000 × T105
W450 × L4,000 × T105
W450 × L3,000 × T120
W450 × L4,000 × T120

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※材料、プレカット、仕上げ塗装、取付け施工、配送費別途相談。
※福島県産材、国産木材、多摩産材ご利用の場合はご指定下さい。

▲RC造利用例　設計監理：株式会社アトリエ秀／フジミビル広島府中（複合ビル）

▲ファサード

北
海
道
・
東
北
地
方



471470470 471470

〒967-0026	 	
福島県南会津郡南会津町針生字小坂40-1	
TEL	 0241-64-2221	
FAX	 0241-64-2223	
MAIL	 info@haganuma.co.jp

https://www.haganuma.co.jp/
株式会社芳賀沼製作

　間仕切り用・ハーフログタイプなら、
リフォームやDIYも自在に。
　厚みは45、55、60、105mmを用意
し、様々な長さや幅のパネル製作が可能。

間仕切り壁やパーテーションとしても
採用頂けます。

既存の木造建築はもちろん、鉄骨造や
鉄筋コンクリート造の建物のリフォーム
にも活用できます。

また、ハーフログタイプでもパネルに
厚みがあり自立するため下地材が不要で、
DIY感覚のリフォームにも最適です。

建材／構造材・内装材

パネルログ
タイプ パネルログ 間仕切り用・ハーフログタイプ

使用木材 スギ・ヒノキ（福島県産）等 スギ・ヒノキ（福島県産）等
サイズ（mm） W805 × L2,715 × T105 W805 × L2,715 × T45・55・60・105

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談

▲パネルログの施工風景

▲壁と天井：スギのパネルログ表し仕上げ

▲RC造の住宅におけるリフォーム施工例

　昭和29年創業以来、福島県南会津町にて地域木材を活かしたオ
リジナルの建築構法の開発・普及に取り組んでいます。
　東日本大震災時にはログハウスタイプの木造仮設住宅（グッド
デザイン金賞2012受賞）約600戸を手掛け、この時の経験をも
とに縦ログ構法を開発。近年、さらに山林資源の価値を高めるた
め、縦ログ構法を進化させた「パネルログ構法」を新たに開発し
ました。
　専用の加工機械による工場でのパネル生産によって、高品質な

パネルログを効率的に製造し、現場作業の工期を大幅に短縮しま
した。そのため、従来よりもリーズナブルな無垢の木造建築の提
供を可能としています。
　「山の価値を高める」という、４代前より木に携わる、私たちの
想いの原点。それは、この「パネルログ構法」を通じて、地域にお
ける持続可能な循環型システムを構築し、かけがえのない大切
な資源である木材の有効活用と、日本の林業の活性化を願うも
のです。

福島県

株式会社芳賀沼製作

　国産のスギやヒノキなどの角材を、縦に並べてパネル化した無垢パネル
材「パネルログ」。耐力や60分準耐火などの国土交通大臣認定を複数取得
しているため、構造材としての使用のほか、内装材として、壁や床、天井、
建具等に使用することができます。
　パネルログ表し仕上げとすることで、木の香りやぬくもりある空間づく
りにも役立ちます。また、専用ビスによるパネル化で揮発性接着剤を使用
しないことからシックハウスの心配がありません。
　再生可能な木材を活用することは、SDGsの目標達成に寄与し、世界の
目指すカーボンニュートラルな社会の実現に貢献しています。

国産無垢材でつくる、木のかたまりの建築
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第3章　国産木材
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　効果的な情報発信
◯「多摩産材利用拡大フェア」をはじめとする
イベントのほか、情報発信拠点MOCTION
など、都市部の施設においても継続的な
PRを行うことで、より多くの施主や設計
者等が多摩産材の製品に触れ、利用の意
義を知る機会を提供します。

◯多摩産材情報センターにおいて、多摩産材
の製品や取り扱い業者に関する情報を集
約し、発信していきます。

◯都市部において、多摩産材をはじめとする
国産木材のＰＲを強化するとともに、木育
を体験できる施設の整備を進めます。

◯多摩産材の利用が東京の森林の公益的機
能を高め、喫緊の課題である地球温暖化
対策にも貢献することについて、都民の理
解を深めていきます。

公共施設における利用促進
◯都有施設等において率先的に多摩産材を
利用するとともに、木材利用の拡大に向け　
た機運の醸成に取り組んでいきます。

◯区市町村の関連施設における多摩産材利
用に対する支援の拡充を検討します。

民間施設における利用促進
◯不特定多数が利用する商業施設等におけ
る木材利用を支援することで、多摩産材
を利用することの利点や意義について、都
民の理解を深めるとともに、非住宅分野に
おける木材需要の拡大につなげます。

◯社会の変化に着目し、新たな視点から製
品の開発や販路開拓を支援することで、
多様な多摩産材需要の拡大を図る取り組
みについて検討します｡

多摩産材認証制度と利用促進

　東京都では、木材生産の収益性を高め、持続可能な森林循環と林業の経営力強化につなげ
るため、多摩産材の利用を拡大する施策を行っています。多摩産材のブランドイメージや、多
摩産材を利用することの意義を都民に広めるとともに、住宅や公共施設など、様々な用途に
おいて多摩産材の利用を促進しています。
　多摩産材認証制度とは、多摩地域で生育し、適正に管理された森林から生産された木材で
あることを証明する制度です。森林所有者、素材生産業者、製材業者等で構成される多摩産材
認証協議会が制度を運用しています。
　認証材には、製材所からの出荷時に証明書類とシールが添付されます。

473472
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〒310-0826	 	
茨城県水戸市渋井町50	 	
TEL	 029-221-3111	
FAX	 029-221-3393	
MAIL	 kato@ibamoku.co.jp	

『かがや木』　杉
　保温性があり、やわらかい
足触りも魅力。木目はまっす
ぐで、辺材は白色、心材は淡
紅色から赤褐色です。

茨城県産材推進協議会

〒310-0826	 	
茨城県水戸市渋井町50	 	
TEL	 029-221-3111	
FAX	 029-221-3393	
MAIL	 kato@ibamoku.co.jp	

品　目 ⑨本実目透／特等 ⑩本実／特等 ⑪本実／特等 ⑫本実／上小・無節
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm） W4,000 × L105 × T12 W4,000 × L108 × T15 W4,000 × L135 × T30 W4,000 × L108 × T15
ロット数 8 8 3 8

価格（税別） ￥11,000/3,360㎡ ￥15,000/3,456㎡ ￥10,000/1,620㎡ ￥17,500/3,456㎡

杉　加工板製材品（無塗装）　浮造り

品　目 ⑤本実目透／特等 ⑥本実／特等 ⑦本実／特等 ⑧本実／上小・無節
使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm） W4,000 × L105 × T12 W4,000 × L108 × T15 W4,000 × L135 × T30 W4,000 × L108 × T15
ロット数 8 8 3 8

価格（税別） ￥8,500/3,360㎡ ￥12,500/3,456㎡ ￥8,500/1,620㎡ ￥16,000/3,456㎡

杉　加工板製材品（無塗装）
建材／内装材

▲⑤本実目透／特等

▲⑨本実目透／特等

▲⑥⑦本実／特等

▲⑩⑪本実／特等

▲⑧本実／上小・無節

▲⑫本実／上小・無節

いばらき県産材内装無垢材『かがや木』

『かがや木』　檜

　栃木県・茨城県・福島県の県境に八
や

溝
みぞ

山
さん

があり、この八溝山系
で伐採された材木「八溝材」を原料にしている内装材です。「素
材がよく狂いにくい」「木目が美しい」「赤みの色が美しい」「曲
げに強い」という優れた特徴があります。
　『かがや木』は茨城県産材推進協議会の各製材所により統一さ
れた形状、品質のブランド名称です。

　特有の芳香や光沢があり、水にも強く、耐久性があります。

　茨城県産材推進協議会とは、品質の確かな茨城県産材の、安定
した供給体制の整備及び市場開拓を目的として、平成26年４月に
茨城県内の製材業者の皆様により、設立された協議会です。
　当協議会メンバーは品質の確かな製品づくりを行っています。
公共物件等へは、協議会メンバーが統一された高品質な製品を、
梁・桁・柱の構造用材から、装飾性の高い内装材まで納材していま
す。また、２か月に一度の会議、素材業者（森林組合）との意見交換
会、県内外を問わず、製材工場への見学会などを実施し、さらによ

りよい品質の製品を安定供給できるよう取り組んでいます。
　いばらき県産材無垢内装材「かがや木」は、茨城県産材推進協議
会の各製材所により統一された形状、品質の名称です。

茨城県産材推進協議会
茨城県

品　目 ①本実目透／特等 ②本実／特等 ③本実／特等 ④本実／上小・無節
使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W4,000 × L105 × T12 W4,000 × L108 × T15 W4,000 × L135 × T30 W4,000 × L108 × T15
ロット数 8 8 3 8

価格（税別） ￥14,000/3,360㎡ ￥15,500/3,456㎡ ￥12,500/1,800㎡ ￥31,000/3,456㎡

桧　加工板製材品（無塗装）
建材／内装材

▲①本実目透／特等

▲④本実／上小・無節

▲②③本実／特等
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http://www.tochimou.jp/
株式会社栃毛木材工業

〒328-0212
栃木県鹿沼市下永野777
TEL	 0289-84-0036	
FAX	 0289-84-0731	
MAIL	 info@tochimou.jp

家具・什器／ユニット・イベントブース

イージーヒュッテ
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W3,640 × D2,730（9.94㎡）
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥600,000
※発注を受けてからの製作となります。 

100％国産ヒノキ使用！
イベント販売ブースや物置部屋に
　ヒュッテとは、ヨーロッパ発祥の簡易宿泊施設と普通の住居
との中間的な施設のことです。日本では、山小屋とも呼ばれて
います。イージーヒュッテは、大人２人で組み立てることも可
能です。主にイベントブース使用、物置部屋としての活用を期
待して製作致しました。また、今後は緊急仮設住宅としての利
用も考えております。

　栃木県を拠点に、林業・製材・建築・チップ製造と木材をトータル
プランニングし、国産木材の需要拡大に努めている会社です。林
業では栃木県・群馬県・茨城県の社有林約1,600haから良質な木
材を生産しており、環境に配慮しながら森林をつくり、木材を有
効活用しています。
　自社有林から収穫した丸太を自社製材工場にて加工し自社建築
まで提供し、山からお客様までノンストップで木材が流通するた
め、低コスト・高品質・スピーディーでの提供が可能です。

株式会社栃毛木材工業
栃木県
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玩具・遊具

MIK Kidsシリーズ
品　名 ② hinoki tsumiki MUKU ③ hinoki tsumiki TAMENTAI ④ hinoki tsumiki katakororin

使用木材 ヒノキ・スギ（栃木県産） ヒノキ（栃木県産） ヒノキ（栃木県産）

サイズ（mm）
W263 × H53 × D232 

（29 ピース＋輪投げ 1 個入）
W203 × H58 × D178 

（9 ピース＋輪投げ 1 個入）
W203 × H58 × D178 

（6 ピース＋輪投げ 1 個入）
ロット数 10 10 10

価格（税別） ￥7,500 ￥7,500 ￥6,800
※各サイズは収納箱のサイズです。

栃木県産のヒノキ間伐材をふんだんに使用
環境にやさしいおもちゃです

栃木県産のヒノキ材で
木目、節を活かして作っています

　 木のぬくもりを五感を通して体感してもらい、木への愛
着や親近感を学んで頂けます。“MUKU” は大きめのつみき、
“TAMENTAI”は飾ってもかわいい多面体つみき、“katakororin”
は音が楽しめるおもちゃのセットです。

木製品ならではの温かなぬくもりと肌触りを持つ製品で
す。下足入れは格子扉付き、ロッカーは下段引き出し付き
で機能性も大切にしています。

家具・什器／保育・学童家具

環境家具
品　名 ⑤下足入れ　　⑥ロッカー

使用木材 ヒノキ（栃木県産）
サイズ（mm） 要相談

ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※オーダー品のため、サイズ・価格等お問い合わせ下さい。

▲⑤下足入れ

▶⑥ロッカー

▲②hinoki tsumiki MUKU

▲①靴脱ぎサークル

▲③hinoki tsumiki TAMENTAI ▲④hinoki tsumiki katakororin

栃木県

星野工業株式会社

栃木県はヒノキの北限　緻密な木目の良質なヒノキが産出されます

栃木県内の小・中学校の多くで
利用されています

　栃木県産のヒノキ間伐材を使用した
ボールプールです。ヒノキは油分が強
く、抗菌性に優れた素材として有名で
す。組み立て式なので公共施設や幼稚
園・保育園、各種イベント会場など簡
単に設置できます。ご家庭用のサイズ
もご用意しております。

　栃木県産のヒノキ材を使った丈夫で機能的な学習机と椅
子のセット。シンプルで飽きのこないデザインも魅了です。

家具・什器／保育・学童家具

木製学習机・椅子セット
使用木材 ヒノキ（栃木県産）

サイズ（mm） 1 ～６号（JIS 規格対応品）
ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥42,000/ セット
※受注生産のため納期はお問い合わせ下さい。

玩具・遊具

ひのきボールプール
品　目 本体 ①靴脱ぎサークル ヒノキ玉

使用木材 ヒノキ（栃木県産） ヒノキ（栃木県産） ヒノキ（栃木県産）
サイズ（mm） Φ 1,820 × 450 Φ 2,240 × 40 Φ 40

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 セット（6,000 個入）～

価格（税別） ￥500,000 ¥100,000 ¥402,000/ セット
※すべて参考上代、サイズによって価格は変わります。
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手軽に木の温かみある
室内空間をつくれます

祈りや想いが込められた
伝統文様を施しました

　モダンな柄から伝統的な組子柄まで様々なデザインを
彫り上げた木製の壁面材です。手軽に室内空間へ木の温
かみを取り入れてみませんか。
　下表のサイズは最大加工サイズです。オーダーとなり、
材質変更も可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

▲AJIRO（アジロ）

▲ASANOHA（麻の葉）

▲花丸・猪目・花挟間（上から） ▲籠目・桜・市松（上から）

▲WAVE（ウェーブ）

▲GOMAGARA（胡麻柄）

▲DAIYA（ダイヤ） ▲HILLS（ヒルズ）

▲NAMIMEN-ASANOHA（波面麻の葉）

建材／内装材

エコウッドデザインウォール
使用木材 ヒノキ（栃木県産）

サイズ（mm） W ～ 960 × L ～ 2,450 × T ～ 60
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※オーダー品のため、サイズ・価格等お問い合わせ下さい。

家具・什器／インテリア用品

パネル　日本の文様（レーザー加工）
使用木材 ヒノキ（栃木県産）

サイズ（mm） W900 × H450 × T5
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥48,000/1 パネル
※規格品だけでなく特注サイズにも対応します。

　伝統的な縁起の良い和柄をレーザーで切り抜いたパ
ネルです。組み合わせ自由でオリジナルのパーテー
ションに仕上げることも可能です。

https://hoshino-kogyo.co.jp/
星野工業株式会社

〒322-0072	 	
栃木県鹿沼市玉田町692-8	 	
TEL	 0289-65-5131	
FAX	 0289-62-7081	
MAIL	 info@hoshino-kogyo.co.jp

　昭和20年、桶作りを生業に創業して以来長年にわたり、家庭に
寄り添う木製品を一筋に作り続けてきました。
　現在では、キッチン、バス用品を中心にインテリア、学習机や椅
子、幼稚園の家具、建具、遊具に至るまで、様々な木製品の製造、販
売をしています。
　安心安全、環境にやさしい栃木県産のヒノキやスギを主な材料
として、常に現代のライフスタイルの変化に合わせた新しいもの
づくりを追い求めています。最新の精密加工機の導入により今ま

でできなかった加工ができるようになっても、最終仕上げには木
を古くから知り尽くした職人技が必要です。素材を活かしながら
新しい製品作りに挑戦できるのも古くから木という素材を使い続
けてきたからこそなのです。培ってきた技術と伝統を活かしなが
ら、時代に合った製品をご提供します。

◀①温泉気分　ビール4点セット

◀③NewKANUMA　湯桶

　温泉気分が味わえるビール・お酒セットです。ウレタン
クリア塗装をしているので、水の染み込みがなくお手入れ
は楽チンです。

　一切の無駄を省き、シンプルなデザインに仕上げること
で木目の美しさがひときわ際立つ大人の逸品シリーズ。一
見単純な作りに見えますが、実は計算されつくした形です。

日用品／その他

温泉気分　ビール・お酒セット

品　名
①温泉気分

ビール 4 点セット
②温泉気分

お酒 5 点セット

使用木材
　桶　：モミ（国産）
その他：ヒノキ（栃木県産）

　桶　：モミ（国産）
その他：ヒノキ（栃木県産）

サイズ（mm） Φ 210 × H100 Φ 210 × H100
ロット数 5 5

価格（税別） ￥10,000 ￥11,000

日用品／その他

NewKANUMAシリーズ
品　名

③ NewKANUMA
湯桶

④ NewKANUMA
バススツール

使用木材 スギ（栃木県産） スギ（栃木県産）
サイズ（mm） Φ 220 × H125 W350 × H200 × D170

ロット数 5 5

価格（税別） ￥14,000 ￥4,000

▶②温泉気分　お酒5点セット

▶④NewKANUMA
バススツール

日用品／キッチン用品・食器類

MIK酒器4点セット
使用木材 ヒノキ・スギ（栃木県産）

サイズ（mm）
片口：W90×H70×D80 
ぐいのみ：Φ50×H40 
プレート：W210×D120×T12

ロット数 5
価格（税別） ￥11,000

日用品／キッチン用品・食器類

小さなまな板
使用木材 ヒノキ（栃木県産）

サイズ（mm） W250×D200×T18
ロット数 10

価格（税別） ￥1,500
※写真はイメージです。

日用品／キッチン用品・食器類

縁起模様のコースター
使用木材 ヒノキ（栃木県産）

サイズ（mm） W78×H6×D90
W90×H6×D90

ロット数 50
価格（税別） ￥500
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建材／内装材

ヤギサワ準不燃
品　番 YJFSH12-108 YJFSH15-108

使用木材 スギ（栃木県日光市産） スギ（栃木県日光市産）
サイズ（mm） W108 × L2,000 × T12 W108 × L3,650 × T12

ロット数 1 枚～ 1 枚～

価格（税別） ￥18,100/㎡ ￥22,630/㎡
※配送費別途。
※サンダー仕上げ、L4,000mm、T15mmも可能です。

様々な規格や寸法に対応可能な不燃木材
自社で製材しているため納品がスピーディー！
　当社の不燃・準不燃木材は、厚さ12mm～の対応が可能です。
　コーンカロリーメータ（世界基準の燃焼試験機械）による燃焼試験を行う
ことで、高い品質の製品を提供することができ、不燃材に特有の「白華」が
発生しにくいよう、乾燥工程の工夫及び白華防止剤を塗布しています。
　お客様の支給材に対して不燃・準不燃処理することも可能です。

https://yagisawa-nikko.jp/
株式会社ヤギサワ

〒321-1264	 	
栃木県日光市瀬尾252	 	
TEL	 0288-21-0005	
FAX	 0288-21-0137	
MAIL	 yagisawa@yagisawa-nikko.jp

建材／内装材

ヤギサワ不燃
品　番 ① YFSH12-108 YFSH15-108 ② M-120 M-105

使用木材 スギ（栃木県日光市産） スギ（栃木県日光市産） スギ（栃木県日光市産） スギ（栃木県日光市産）
サイズ（mm） W108 × L3,650 × T12 W108 × L3,650 × T15 W120 × L3,000 × T30 W105 × L3,000 × T30

ロット数 1 枚～ 1 枚～ 1 丁～ 1 丁～

価格（税別） ￥24,220/㎡ ￥29,120/㎡ ￥18,100/ 丁 ￥15,920/ 丁
※配送費別途。
※サンダー仕上げ、L2,000～4,000mm、その他寸法も可能です。

▲②不燃（M-120）

▲①不燃（YFSH12-108）
スギ材に特殊加工を施し、
今までにない風合いを実現
　「杉光WAVES」は見ても触っても楽しめる、独特の波打つ模様と
味わい深い質感を持つ当社独自の商品です。
　加工の過程で生まれる木目を強調するような凹凸模様は古木のよう
な味わい深い風合いを醸し出し、室内のアクセント部材として使用す
ることで、高いオリジナリティを実現します。

　当社は昭和２年に、初代が大工を営みながら製材業を設立しま
した。木材の製材・加工・販売を主力業務としており、日光市産の
木材を中心に製材・販売を行ってきました。現在は、一般の製材業
はもとより不燃・準不燃木材や熱処理木材、硬質加工木材など、お
客様のニーズに応じた製品を製造・販売しております。
　平成29年にCoC森林認証を取得し、認証材の製品を提供する
ことも可能となりました。また、令和２年には自動クロスカット
ソー「OptiCutS50」、最新鋭モルダー「Powermat700」を導入し、

お客様から求められた細やかなニーズにも柔軟に対応し、高品質
の製品をスピーディーに提供できるよう努めております。

株式会社ヤギサワ
栃木県

建材／内装材

圧縮木材 杉光WAVES
品　番 P-1

使用木材 スギ（栃木県日光市産）
サイズ（mm） W105 × L1,820 × T12

ロット数 1 丁～

価格（税別） ￥13,400/㎡
※配送費別途。
※T12～24mm、L1,820～3,650mmの寸法も可能です。
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https://gunmori.or.jp/
群馬県森林組合連合会

〒379-2153	 	
群馬県前橋市上大島町182-20	 	
TEL	 027-261-0615	
FAX	 027-261-0697	
MAIL	 rengou@gunmori.or.jp

渋川県産材センター	 	
〒377-0204	 	
群馬県渋川市白井1236-4	 	
TEL	 0279-22-5000	
FAX	 027-922-5001	
MAIL	 shibukawacenter@an.wakwak.com

家具・什器／ディスプレイ・店舗什器

パンフレット棚
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm） W1,100 × H1,495 × D450
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥150,000
※配送費別途。

店舗・事務所のパンフレット収納に
　ヒノキ材を使用しているので室内が明るく見えます。引
き扉のスペースには補充用のパンフレットを入れておくな
ど、便利にお使い頂けます。

家具・什器／ベンチ

４角イス
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm） W500×H400×D500
ロット数 4～

価格（税別） ￥43,500
※配送費別途。

家具・什器／キャビネット・収納家具

ワゴンテーブル
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm） W700×H700×D400
ロット数 1～

価格（税別） ￥180,000
※配送費別途。

家具・什器／テーブル

テーブル
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm） W1,800×H700×D600
ロット数 1～

価格（税別） ￥120,000
※配送費・設置費別途。

家具・什器／チェア

スチールチェア
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm） W480×H800・SH420×D500
ロット数 5～

価格（税別） ￥30,000
※配送費別途。

家具・什器／ベンチ

ベンチ
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm） W1,800×H400×D450
ロット数 1～

価格（税別） ￥45,000
※配送費別途。

家具・什器／ベンチ

トラスベンチ
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm） W1,800×H400×D400
ロット数 5～

価格（税別） ￥50,000
※配送費・設置費別途。

　群馬県森林組合連合会は群馬県内の15の森林組合を会員とし
て組織されている法人です。会員である森林組合の指導、監督の
ほか、会員が行う事業に必要な物資の供給、会員が生産した丸太
の共同販売などを事業としています。
　具体的には森林組合の指導・役職員の研修、林業資材・苗木の販
売、丸太の共同販売、製材品・土木用材の販売、家具・遊具の製作
施工、治山施設・林道の調査設計などの業務があります。

群馬県森林組合連合会
群馬県

家具・什器／その他

演台・花台セット
使用木材 ヒノキ（群馬県産）

サイズ（mm）
演台：W1,800 × H900 × D820 
花台：W600 × H900 × D600

ロット数 1 セット（演台 1 台・花台 2 台）～

価格（税別） ￥770,000
※配送費・設置費別途。

オーダー可能な演題と花台のセット

角の丸みがやさしい椅子・テーブル

　幼稚園や保育所、学校等で使う演台や花台。シンプルな
がらステージに映えるデザインです。

　幼稚園や保育所で使う園児用の椅子とテーブル。子ども
が使いやすい寸法に合わせて製作しています。寸法変更も
可能です。

家具・什器／保育・学童家具

園児用椅子・テーブル
品　目 ①椅子 ②テーブル

使用木材 ヒノキ（群馬県産） ヒノキ（群馬県産）
サイズ（mm） W300 × H510・SH280 × D300 W1,100 × H520 × D450

ロット数 10 ～ 5 ～

価格（税別） ￥13,000 ￥21,600
※配送費別途。
 

▲①椅子 ▲②テーブル
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http://www.subaru-kagu.jp/
針葉樹家具創造の会 昴

〒370-3606	 	
群馬県北群馬郡吉岡町上野田1967-1	 	
TEL	 050-3588-8259　　	
FAX	 050-3588-8259　	
MAIL	 	subaru2021nakanojyo@gmail.com

家具・什器／チェア

モーネシリーズ　カフェチェア R・L
使用木材 スギ・カラマツ（群馬県産）

サイズ（mm） W740 × H710 × D530
ロット数 1 ～

価格（税別） 杉：￥77,000 / 唐松：￥83,000
※オイルフィニッシュ。

家具・什器／チェア

スタッキングチェア
使用木材 スギ・カラマツ（群馬県産）

サイズ（mm） W440 × H420 × D260
ロット数 1 セット（3 脚）～

価格（税別） 杉：￥29,000 / 唐松：￥31,000
※オイルフィッシュ。
※＋¥12,000（税別）で座網みのタイプもございます。

m
モ ー ネ

åneシリーズの独立型。軽くて使いやすいチェアです。
肘掛けが右と左のタイプがあります。

　場所をとらず、集会所、保育園に最適です。

家具・什器／ベンチ

サスティナブル２シート
使用木材 スギ（群馬県産）

サイズ（mm） W1,350×H680×D520
ロット数 1～

価格（税別） ￥83,000
※オイルフィッシュ。
※半屋外タイプもあります。

家具・什器／テーブル

六角テーブル
使用木材 スギ・カラマツ（群馬県産）

サイズ（mm） 幼児用：W600×H390×D520 
大人用：W600×H510×D520

ロット数 1～

価格（税別）
杉　：￥53,000　
唐松：￥53,000

※オイルフィニッシュ。

家具・什器／保育・学童家具

スマイルチェア 幼児用
使用木材 スギ・カラマツ（群馬県産）

サイズ（mm） W340×H430×D300
ロット数 1～

価格（税別）
杉　：￥35,000
唐松：￥35,000

※オイルフィニッシュ。ローチングチェア。

広い肘掛けに
コーヒーカップや本を乗せて一休み

軽くて座りやすく
片付けやすい

小田原 健プロデュース
スギとカラマツの集成材で作られた
ユニークなデザインチェア

流れる曲線に包まれたゆったりした椅子、m
モ ー ネ

åneシリーズ。
S型は適当な距離感を持って座れる今までにないカタチ。E型はお店の前や待合

所、テラスなどで並んでくつろぐことができます。

　針葉樹家具創造の会 昴は、夜空にあるプレアデス星団の六連
星・昴（すばる）のように群馬北部・中之条に異業種６団体が集い、
良質な針葉樹で魅力的な家具を創作しています。
活動の目標は
１. 針葉樹（主にカラマツ、スギ）でやわらかく温かい、人にやさし

いデザインのインテリア製品（主に家具）を作ること。
２. 家具作りに使う針葉樹は利根川水系の山にあり、山の針葉樹を

適期伐採し、広葉樹を守り増やし、利根川水系を守る緑のダム

（SDGs15,2-森林の持続可能な管理）を山に作ること。
３. わたくしたちはわたくしたちの作る製品が人や環境にとって

安全なものであり、製品を通して消費者に山からのメッセージ
としてSDGsの理念が伝わることを望んでいます。

針葉樹家具創造の会 昴
群馬県

家具・什器／ベンチ

モーネシリーズ　2シートチェア
品　名 ① S 型２シート ② E 型２シート

使用木材 スギ・カラマツ（群馬県産） スギ・カラマツ（群馬県産）
サイズ（mm） W1,360 × H710 × D560 W1,380 × H710 × D500

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） 杉　：￥112,000
唐松：￥120,000

杉　：￥112,000
唐松：￥120,000

※オイルフィニッシュ。半屋外タイプもあります。

◀①S型２シート

▶②E型２シート
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家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

obusuma Studyシリーズ
品　名 ③ Cube Shelf ④ Cube Box ⑤ Cube Table

使用木材 ヒノキ（西川材） ヒノキ（西川材） ヒノキ（西川材）

サイズ（mm） W780 × H1,450 × D350
Rectangle：W345 × H148 × D280 

Square：W173 × H173 × D280
W1,200 × H700 × D600

ロット数 1 ～ 1 セット（2 個）～ 1 ～

価格（税別） ￥146,000 Rectangle：￥7,500 
Square　  ：￥5,000 ￥70,000

▲③Cube Shelf・Box.Cube Shelf ▲④Cube Box ▲⑤Cube Table

▲⑥Cube Chair

　やわらかくあたたかい雰囲気を醸し出すデザインになっています。
テーブルは単品で学習机としても使用できますし、横にワゴンを並
べれば広いスペースが確保できるので事務仕事用としても使用でき
ます（テーブルとワゴンは面合わせになっています）。シェルフは縦
置きと横置き、どちらも可能です。チェアは360度、どの角度から
見ても美しいデザインになっています。

明るくて軽い！！　オフィスの一角に配置
すればポップな空間に

品　名 ⑥ Cube Chair
⑦ Box.Cube Wagon（上段） 
　 Cube Wagon（下段）

使用木材 ヒノキ（西川材） ヒノキ（西川材）

サイズ（mm） W372 × H596・SH418 × D373
Box.Cube Wagon（上段）：W600 × H325 × D300 
Cube Wagon（下段）：W600 × H380 × D300

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥28,000 Box.Cube Wagon： ￥30,000 
Cube Wagon： ￥32,000

※配送費別途。　
※Box.Cube Shelfは単品販売不可。Cube Shelfを購入時のみ可。
※ Cube Boxはカラー展開あり。
　Rectangle：パープル×グリーン、グリーン×イエロー（ペールカラー）。Square：パープル×ホワイト、パープル×イエロー、グリーン×ホワイト（ペールカラー）

◀⑦ Cube Wagon（下段）

▲⑦Box.Cube Wagon（上段） 

椅子として、花台として、棚として、
使い方様々
　スタッキング仕様なので、スペースに合わせて重ね方をお楽しみ頂き、お
客様がいらした時は椅子としてご使用下さい。
　側面にレーザー加工を、内側にカラーを施した「レーザー装飾&カラータ
イプ」と、素材の美しさを活かした「ナチュラルタイプ」がございます。

レーザー加工は、針葉樹をイメージした三角形が並んだ模様の「森」と動
きのある三角形の模様の「風」の２パターンを展開しています。

社会福祉法人おぶすま福祉会 
飯能事業所

埼玉県

家具・什器／スツール

Cube Stool
タイプ ①ナチュラルタイプ ②レーザー装飾 & カラータイプ

使用木材 ヒノキ（西川材） ヒノキ（西川材）
サイズ（mm） W322 × H421 × D296 W322 × H421 × D296

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥18,000 ￥21,000
※配送費別途。
※カラー：イエロー、グリーン、パープル（ペールカラー）

▲①ナチュラルタイプ

▲②レーザー装飾&カラータイプ
▲スタッキング例
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日用品／キッチン用品・食器類

マグカップソーサー
使用木材 ヒノキ（西川材）

サイズ（mm） Φ 88 × H18
ロット数 1（5 枚 1 組）～

価格（税別） ￥2,500
※配送費別途。　
※塗膜が食品衛生法に適合の塗料を使用。食洗器使用不可。

日用品／バラエティ雑貨

爪磨き
使用木材 ヒノキ（西川材）

サイズ（mm） W20 × L178 × T6
ロット数 1 ～

価格（税別） 1本：￥400 / 3本セット：￥1,000
※配送費別途。

http://obusuma.jp/

社会福祉法人おぶすま福祉会 
飯能事業所
〒357-0013	 	
埼玉県飯能市芦苅場570-1	 	
TEL	 042-973-9879	
FAX	 042-973-9830	
MAIL	 obusuma@hanno.jp

日用品／キッチン用品・食器類

カッティングボード
使用木材 ヒノキ（西川材）

サイズ（mm） W120 × L300 × T15
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,500
※配送費別途。
※食洗器使用不可。

　カット用だけではなく、うつわ感覚で楽しめるデザイン
になっています。塗膜が食品衛生法に適合の塗料を使用し
ていますので、安全にご使用頂けます。

自然の木とのマッチングを楽しんで

厚めのデザインが可愛いソーサー

爪を切った後、ラクラクお手入れ

　丸みを帯びたデザインになっており、テーブル全体をや
さしい雰囲気で包みます。中心に丸棒を入れて重ねられる
ので、テーブル上にそのまま収納できます。

　軽くて持ちやすくした材に紙やすりを貼りました。面を
大きくとってありますので、爪を切った後、どなたでも簡
単に整えることができます。

　当所は障がいのある方々に、作業を通して生活支援や作業支援
を行う施設です。西川材を使用し、家具から周辺小物までを製作
しています。元家具職人の職員が細部にまでこだわった技術指導
を行っていますので、確かな仕上がりとなっています。
　障がいのある方が物作りを行うということにマイナスのイメー
ジを抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、≪障がい≫を別の視
点から見て頂くと、そのイメージが変わることと思います。一点
集中の磨きのプロも、小さな傷も見逃さない検品のプロも、障害

者手帳を持っている方々です。丁寧に磨き上げて仕上げた製品の
一つ一つはどれもこだわりの自信作です。
※ ブランド家具として立ち上げた[obusuma家具]の一つである
「Cube Stool」はウッドデザイン賞2015を頂きました。

※ 令和２年度厚生労働省委託事業である「障害者就労における林
業・水産業と福祉との連携におけるガイドブック」にモデル事
業として掲載されました。

※「令和３年度彩の国森林・林業表彰」を受賞しました。

スマートフォンをスタンドに立てて音楽を流すと、音が
大きくなる、電源不要のスピーカーです。音量が大きくな
るだけでなく、木を通して音がやわらかくなり、心地よく
お楽しみ頂けます。コードを通すことができる仕様になっ
ており、音楽を流しながら充電することも可能です。

スピーカーがスマートフォン本体の下部にある機種に対
応しています。

シンプルなデザインながら、木のあたたかみを感じられ
るよう枠の表面を丸く加工し、やさしい印象を持たせまし
た。ハガキサイズを飾ることができ、スタンドになる丸棒
を挿しかえることで縦にも横にもお使い頂けます。

枠のつなぎ部分には「かんざし」を入れており、一つ一
つ丁寧に仕上げています。

デジタルからアナログに
変化する音楽をお楽しみ下さい

縦置き、横置きの両方に対応
写真が引き立つシンプルなデザイン

日用品／インテリア雑貨

西川材スマートフォンスタンド
使用木材 ヒノキ（西川材）

サイズ（mm） W120 × L150 × T43
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥4,000
※配送費別途。

日用品／インテリア雑貨

西川材フレーム
使用木材 ヒノキ（西川材）

サイズ（mm） W135 × L184 × T20
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,800
※配送費別途。

▶背面

▶背面
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　４段のパンフレットスタンドは空間を活かしたシンプルな
デザインで軽量に、５段のカタログスタンドはすっきりとし
た見やすいデザインに仕上げました。

https://casys.ever.jp/koujinkai/kawamotoen/
社会福祉法人幸仁会 障害福祉サービス事業所 川本園

〒369-1105	 	
埼玉県深谷市本田7080-8	 	
TEL	 048-583-5908	
FAX	 048-583-7277	
MAIL	 kwmt@poppy.ocn.ne.jp

　木のやわらかさ、温もりを感じる丸座タイプのこども椅
子です。スペースを取らず、重ねて収納できます。側面に
ロゴやイラストなど印刷、レーザー刻印が可能です（価格
応相談）。

家具・什器／保育・学童家具

こども椅子
使用木材 ヒノキ（埼玉県産）

サイズ（mm） Φ 315 × H300　
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥7,000
※上記単価は1脚当たりです。写真奥のテーブルは付属しておりません。

　直径43mm以上に加工された不揃いの「もくたま」を使
用した木育プール。遊びながら木のぬくもりを感じること
ができます。「もくたま」は別途追加購入も可能です。

玩具・遊具

もくたまプール
使用木材 ヒノキ（埼玉県産）

サイズ（mm）
  木  枠  ：W1,800 × H300 × D1,800 
もくたま：Φ 43 ～

ロット数 1 セット（木枠・もくたま 3,000 個）～

価格（税別） ￥210,000 ～
※ 写真はイメージでもくたまを6,000個程度使用しております。

家具・什器／ディスプレイ・店舗什器

パンフレット・カタログスタンド
品　番 ①パンフレットスタンド 4 段 ②カタログスタンド 5 段

使用木材 ヒノキ（埼玉県産） ヒノキ（埼玉県産）等

サイズ（mm）
W580 × H1,160

× D270
W650 × H1,450

× D70・300
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥25,000 ～ ￥25,000 ～
※サイズ変更できます。価格応相談。▲①パンフレットスタンド4段 ▲②カタログスタンド5段

オリジナルの置き時計は記念品にぴったり
文字盤、背面への名入れ・ロゴ

マーク入れができます（レーザー
刻印・カラー印刷）。

　当園は、障害を持った方たちが社会的にも経済的にも自立ができ
るよう働く場として活動しています。右写真・管理棟の建物に使わ
れている木材は、すべて川本園で作りました。
　製材機～NCルーター、レーザー加工機まで一貫した機械設備に
より丸太から商品になるまで障害者の方がすべて行い、間伐材の有
効利用にも役立ち、環境に配慮した製品を製作しています。その製
品評価は高く、お客様のニーズに合わせてサイズ変更、名入れ（レー
ザー刻印やカラー印刷）も可能でオリジナル商品にも対応します。

社会福祉法人幸仁会 
障害福祉サービス事業所 川本園

埼玉県

日用品／時計	 	

置き時計　大・小
使用木材 ヒノキ（埼玉県産） ヒノキ（埼玉県産）

サイズ（mm） 大　W180 × H180 × D45 小　W125 × H125 × D45
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥2,800 ￥1,500
※大幅な文字盤変更は価格応相談。

日用品／バラエティ雑貨

ティッシュケース
使用木材 ヒノキ（埼玉県産）

サイズ（mm） W270×H80×D145
ロット数 1～

価格（税別） ￥1,500
※広範囲な名入れ・ロゴ入れは価格応相談。

日用品／バラエティ雑貨

ストラップ
使用木材 ヒノキ（埼玉県産）

サイズ（mm） W20×H60×D5
ロット数 1～

価格（税別）
片面印刷 ￥100
両面印刷 ￥140

※根付紐は全12色からお選び頂けます。

家具・什器／サイン・看板

看板
使用木材 ヒノキ（埼玉県産）

サイズ（mm） 応相談
ロット数 1～

価格（税別） 応相談
※ 室名札サイズから大型看板まで応相談。看板の施工

取付工事はお受けしておりません。

▲大（左）、小（中央・右） 関
東
地
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お持ち込み材の製材ができます
　お客様が持ち込んだ丸太を製材し、板材や角材等、ご注文のサイズに製材
できます（木材製材の委託加工）。
　主に埼玉県内、東京都23区内よりお持ち込み頂いております。

https://kobayasiseizai.jimdofree.com/
有限会社小林製材所

〒369-1802	 	
埼玉県秩父市荒川上田野996-1		
TEL	 0494-54-1012	
FAX	 0494-54-2127	
MAIL	 barbie.pink.beach@gmail.com	

建材／構造材・内装材

丸太等の建築用材
使用木材 スギ・ヒノキ・ケヤキ（埼玉県産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※樹種の堅さにもよりますのでお問い合わせ下さい。

ご注文に応じたサイズで
木材の製材ができます
　当社では、主にスギ、ヒノキの丸太を山林や市場より買い付けてお
ります。注文に応じたサイズで建築用材、土木用材の製材を致します。

山の神様のお祭り日に生まれ家の仕事は材木屋
製材機の木挽き音と木の香りの中での日々
製材工場の前を通る人に「木のいい香りがするね」と
声をかけてもらう喜び

「これからもずっと製材の音を響かせていきたい」
そんな想いで製材している埼玉県秩父市にある
有限会社小林製材所です

有限会社小林製材所
埼玉県

建材／構造材・内装材

建築用材
使用木材 スギ・ヒノキ（埼玉県産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※時価相場により、価格はご相談下さい。
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　天然木の色や柄などは一つ一つ表情が違い、化学
製品の内装材とは違った自然素材特有の豊かな特徴
があります。こうした天然木の特徴をそのまま活か
した製品も多数取り扱っています。

株式会社ティ・エス・シー
http://www.syusei-tsc.com/

〒292-0838	 	
千葉県木更津市潮浜2-1-53	 	
TEL	 0438-37-0206	
FAX	 0438-37-2349	
MAIL	 info@syuseii-tsc.com

建材／内装材

国産集成材
使用木材 スギ・ヒノキ・カラマツ積層材（国産）

サイズ（mm） 最大：W1,200 × L6,000 × T120
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※サイズによっては製作不可の場合もあります。ご相談下さい。
※ 施工例画像は外材を使用しています。国産木材での受注も承りますのでお問い合わせ

下さい。

整することができます。そして溝の掘り込みや細かい加工を、NC
ルーターという機械で自由自在に行います。
　当社は、木の温もりを通して、お客さんとコミュニケートする
ことを目指し、これからも更なる活用を研究し、新製品の開発に
取り組んでいきたいと考えております。

　当社は造作用集成材の製造・加工・塗装を一貫して行っている千
葉県唯一のメーカーです。製造するものは住宅の内装材、階段カ
ウンター枠材など。また、公共施設、学校、保育園といった非住宅
の大型案件まで幅広く行っています。
　近年は国産木材の見直しが進んでいく中で地域産材の見直しが
進んでおり、私どもはいち早く低温乾燥機を導入し、国産木材の
利用に取り組んでいます。工場では、フィンガージョインターで
長さを作り、ランニングソーという機械では、長さをカットし、調

千葉県

株式会社ティ・エス・シー

　『地産池消』がうたわれている中で、木材もそれぞれの地域
における地元産の材料の消費が求められています。株式会社
ティ・エス・シーでは東京都多摩・千葉県・神奈川県・埼玉県・
茨城県・長野県等、各都県の県産材を利用したカウンター・階
段・枠材など、室内装飾用として地元産の材料を活用した製品
を巾広く製作しております。

国産木材を使うことは、
国内の森林整備・保全につながり、
CO2削減にも大きな威力を発揮します

関
東
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地中に森をつくろう！！
地盤の強化と地球温暖化抑制を
同時に実現

軟弱地盤に構造物を建設する際の支持力強化のた
めの工法です。地盤と丸太の支持力を組み合わせた複
合地盤として支持力を発揮するため、低コストで地盤
の強化が図れます。地下水位以深では、丸太は半永久
的に健全性を保ち、丸太に固定した炭素を地中に長期
間貯蔵できます。地盤の強化と温室効果ガス削減を同
時に実現するSDGs 時代にふさわしい持続可能な工法
です。

https://mokuchiken.com/
木材活用地盤対策研究会

〒270-0222	 	
千葉県野田市木間ケ瀬5472　
飛島建設株式会社技術研究所内		
TEL	 080-8422-1528	
MAIL	 office@mokuchiken.com

▲LP-SoC施工の様子

その他

LP-SoC工法　丸太打設軟弱地盤対策＆カーボンストック工法　
使用木材 スギ・ヒノキ・カラマツ（国産）等

サイズ（mm） 末口 140 ～ 180 × L1,000 ～ 8,000
ロット数 一つの地盤改良工事から

価格（税別） 応相談
※日本建築センター評定取得。

地中に森をつくろう！！
液状化対策と地球温暖化抑制を同時に実現
　間伐材などの丸太を地下水位の浅い緩い砂地盤に打設し、地盤を
密実にする液状化対策工法で、地球温暖化の抑制も同時に実現する、
持続可能な成長にかかせない工法です。国土強靭化への貢献に加え、
丸太に固定された炭素を地中に長期間貯蔵すること、材料が省エネ
ルギーであることから温室効果ガス削減に大きく貢献します。

　本格的な利用期を迎えた日本の森林資源を有効活用するには、
新たな木材需要の創出が必要です。建設事業、特に土木分野では、
かつて使っていた木材が現在ではほとんど使われなくなりました。
土木分野で設計法や施工法を現代版に改良し、新たな木材需要を
創出することが木材利用の拡大につながります。
　日本には沖積平野や埋立地などの軟弱地盤が国土面積の10%
程度存在しますが、そこに人口の約半分、資産の3/4が集中してい
ます。軟弱地盤は地下水位が浅く、地盤が軟らかいことが特徴で

す。地盤が粘性土の場合は常時における建築物の沈下や傾斜、地
盤が砂質土の場合は地震時における液状化発生が課題となります。
樹木は大気から光合成によりCO2を吸収し、炭素を固定します。
丸太を酸素がない地下水以深に、軟弱地盤対策として打設するこ
とで、腐朽や蟻害は生じず、半永久的に炭素を地中に貯蔵します。
丸太で「地中に森をつくる」ことで国土を強靭化し、温室効果ガス
を積極的に削減できるのです。私たちはこの理念と工法の普及に
努めています。

木材活用地盤対策研究会
千葉県

▲LP-LiC施工の様子

その他

LP-LiC工法　丸太打設液状化対策＆カーボンストック工法
使用木材 スギ・ヒノキ・カラマツ（国産）等

サイズ（mm） 末口 140 ～ 180 × L1,000 ～ 8,000
ロット数 一つの液状化対策工事から

価格（税別） 応相談
※先端建設技術センター技術審査証明、日本建築総合試験所建築技術審査証明を取得、国土交通省NETIS登録（KT-190054-A）。
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地域材を活用した安心設計の耐震扉！
建屋が歪んでも扉が開く
「あんしんドア」

可動ルーバー機能
地域材で木製可動ルーバーを
活用しましょう！

株式会社山二建具
https://www.yamanidoor.co.jp/

〒270-2224	 	
千葉県松戸市大橋160-4	 	
TEL	 047-391-6111	
FAX	 047-391-3983	
MAIL	 shop@yamanidoor.co.jp

家具・什器／住宅設備

耐震型パネルタイプ ユニット・ドア
品　番 Y-003

使用木材 スギ（千葉県産等）
サイズ（mm） W800 × H2,100 × D120 × T38（DT38）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥380,000 ～
※無塗装品。サイズ及び意匠は自由設計の対応も可能です。

家具・什器／住宅設備

木製可動ルーバー建具
品　番 Y-004（扉のみ）

使用木材 スギ（千葉県産等）
サイズ（mm） W600 × H2,100 × DT38

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥180,000 ～
※無塗装品。サイズ及び意匠は自由設計の対応も可能です。

　災害時、建物に大きなゆがみが生じてドアが開かないこ
とで逃げ遅れる被害を最小限に抑えたい。また、地盤沈下
や建物の構造上の問題による経年変化での開閉障害をなく
したい。何度も議論や試行錯誤を繰り返し、建物やドア枠
が変形しても開閉自在な「あんしんドア」の完成、販売に
至りました。

　地域材を活用した木製可動ルーバーは、オフィスや住宅・
部屋の間仕切りや内窓の遮光建具として、デザインと機能
性のある画期的な商品です。地域材を活用するうえで機能
面も考慮した商品選びは設計することも楽しくなる唯一の
商品です。

　当社は、昭和45年、松戸市に開業しました。
　木製建具製造業、エントランスドアの専門メーカーとして現在
に至ります。伝統工法の社寺建築から現代建築までを幅広く行い
ます。また、今まで培ってきた伝統技法を駆使し、新たな地域資源
活用を掲げ、地域連携の取り組みから地域ブランド木材を活用し
た、より良い製品づくりを通じ、地域資源の商品展開を行ってお
ります。

千葉県

株式会社山二建具

　玄関扉にも、地域材を活用したデザ
インを活かせます。地域材の広葉樹や
針葉樹を活用したエントランスドアに
ついては今まで探していたが見つから
なかった！　との声を聞き、当社のフ
ルオーダーで培った製品づくりの製造
工程の技で地域材ブランドの商品化と
なりました。

　室内扉も地域材に。本来の建具工法の框建具のデザイ
ンを施した、パネルドア・ガラスドア・硝子スリットデ
ザイン等、扉の自由な設計が可能ですのでデザインも纏
まります。

ありそうで無かった、本当は探していた！
地域材の木製建具

お部屋に合わせてデザインも自由に

家具・什器／住宅設備

縦型パネルタイプ ユニット・ドア
品　番 Y-001

使用木材 サンブスギ（千葉県産等）
サイズ（mm） W800 × H2,100 × D120 × T30（DT40）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥450,000 ～
※無塗装品。サイズ及び意匠は自由設計の対応も可能です。

家具・什器／住宅設備

４枚パネル ユニット・ドア
品　番 Y-002

使用木材 サンブスギ（千葉県産等）
サイズ（mm） W800 × H2,100 × D115 × T25（DT38）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥300,000 ～
※無塗装品。サイズ及び意匠は自由設計の対応も可能です。
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家具・什器／ベンチ家具・什器／ベンチ家具・什器／ベンチ

日用品／その他 家具・什器／スツール 家具・什器／スツール

日用品／その他日用品／時計家具・什器／キャビネット・収納家具

八角椅子小椅子プランター木枠

バードフィーダー木の時計小引出し

長椅子 半割り丸太長椅子 背もたれ長椅子

使用木材 ケヤキ（神奈川県産）等
サイズ（mm） W300×H380×D400

ロット数 １～
価格（税別） ¥20,000 

使用木材 スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） W600×H500×D360

ロット数 １～
価格（税別） ¥3,500 

使用木材 ケヤキ（神奈川県産）
サイズ（mm） W1,200×H400×D450

ロット数 １～
価格（税別） ¥45,000 

使用木材 ケヤキ（神奈川県産）等
サイズ（mm） 応相談

ロット数 １～
価格（税別） ¥5,300 

使用木材 スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） W420×H220×D250

ロット数 １～
価格（税別） ¥3,200 

使用木材 スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） W1,330×H400×D420

ロット数 １～
価格（税別） ¥16,000 

使用木材 スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） W290×H320×D270

ロット数 １～
価格（税別） ¥3,600 

使用木材 スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） Φ300×H400

ロット数 １～
価格（税別） ¥3,500 

使用木材 スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） W1,800×H760×D550

ロット数 １～
価格（税別） ¥70,000 

http://www.atsugi-shinrin.jp/
厚木市森林組合

〒243-0121	 	
神奈川県厚木市七沢237	 	
TEL	 046-248-0005	
FAX	 046-248-7705	
MAIL	 forest.237@atsugi-shinrin.jp ▲事業拠点と木木館（木工品・製材品の直売所）

▲「木木館工房」木工品販売コーナー

木工技師が製作する手触りの良い木工品
　当組合では、神奈川県産の間伐材（スギ・ヒノキ）の他、イチョウや
ケヤキ等を用いて様々な木工品を製作しています。ご希望のサイズ・
型の木工品の製作も承りますので、ご相談下さい。

　厚木市森林組合は林業を持続可能な循環型産業と捉え、地域の
森林管理主体として森林を育て守り、森林の持つ水資源涵養機能、
地球温暖化防止機能などの公益的な機能を高め、美しく豊かな森
を次の世代に残していくことを使命としています。また、直営の
製材工場と木工品製作工房を併せ持ち、原木の特性を活かした製
材品･木工品の製造直売を行っております。　

家具・什器／テーブル

文机
使用木材 スギ（神奈川県産）

サイズ（mm） W600×H300×D320
ロット数 １～

価格（税別） ¥7,000 

家具・什器／キャビネット・収納家具

電話台
使用木材 スギ（神奈川県産）

サイズ（mm） W440×H850×D350
ロット数 １～

価格（税別） ¥30,000 

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

机
使用木材 スギ（神奈川県産）

サイズ（mm） W845×H730×D415
ロット数 １～

価格（税別） ¥44,000 

厚木市森林組合
神奈川県

　使い込むほどに愛着がもてるシンプルなデザイン。生
き節など素材そのものを活かした風合いです。

使用木材 ヒノキ（神奈川県産）

サイズ（mm）
テーブル：W1,800 × H710 × D900 
チェア　：    W450 × H750 × D450

ロット数 １～

価格（税別） テーブル： ￥110,000
チェア　：   ￥27,000

テーブル・チェア
家具・什器／テーブル・チェア
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自然の風合いを残して
木の表情をまるごとデザインに
　バタ材（樹皮付きの木材）や丸太をそのまま利用するデ
ザインなどをご提案しています。
　「THE TOKYO TOILETプロジェクト」では、隈研吾氏
によるデザインで渋谷の鍋島松濤公園のトイレの内装材に
利用されました。

家具・什器／空間コーディネート

バタ材・端材・丸太の利活用コーディネート

使用木材
ケヤキ・サクラ・コナラ・イチョウ

（さがみはら津久井産）等
サイズ（mm） 応相談

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲バタ材

▲バタ材の有効活用

▲間伐材の有効活用

▲端材 ▲丸太

新しい領域で間伐材などの木材の活用を提案し、機能性
やデザイン性の高い木のある豊かな暮らしづくりをお手伝
い致します。

　ワーケーション実証実験のため、公共
施設の内装・家具のアップサイクルを行
い、ウッドデザイン賞2021（ライフス
タイルデザイン部門）を受賞致しました。

木に包まれる
ほっと安らぐ空間づくりのご提案

家具・什器／空間コーディネート

空間の木質化コーディネート
使用木材 スギ・ヒノキ（さがみはら津久井産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲森のイノベーションラボFUJINO（森ラボ）

▲日本GLP ALFALINK保育室スターチャイルド

神奈川県
一般社団法人 
さがみ湖 森・モノづくり研究所 / MORIMO

　子どもたちが毎日勉強する学習机。その机に地域の木材を使うことで、自然や
モノを大切にする気持ちを育んでほしい。そんな想いから、MORIMOは地域の
皆様との協働で、天板の製作を中心に「モノづくり」を始めました。天板設置の
際には、子どもたちに森林環境教育も行っています。

「森の机事業」
地域の広葉樹を小学校の学習机天板に

端材から生まれた
モザイクパネル
　「森の机天板」を製作する工程でどうしても出る端材。こ
れをどうにか活用できないかと開発したのが、この「モザ
イクパネル」です。色調が様々な広葉樹の端材を組み合わ
せ、ショップカウンターや壁材としてご使用頂いています。

建材／内装材

端材を活用したモザイクパネル

使用木材
ケヤキ・サクラ・コナラ・ミズキ

（さがみはら津久井産）等
サイズ（mm） 応相談

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

▲LEAD STYLE×横浜トヨペット（アリオ橋本店）

▲緑区の小学校の子どもたち
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森のおもちゃシリーズ（スギ）
品　名 ③ミウルの森の積み木 ④ミウルの森のパズル

使用木材 スギ（さがみはら津久井産） スギ（さがみはら津久井産）

サイズ（mm）
収納箱：W120 × H60 × D230 

（3 種 50 ピース入）
W90 × H90 × D90

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥3,500 ￥2,000
※ロゴなどのレーザー加工も承ります。

玩具・遊具

森のおもちゃシリーズ（広葉樹）
品　名 ① MORI NO TSUMIKI ② MORI NO PAZZLE

使用木材 ケヤキ（さがみはら津久井産）等 ケヤキ（さがみはら津久井産）等

サイズ（mm）
収納箱：W120 × H60 × D230 

（3 種 50 ピース入）
W90 × H90 × D90

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥5,000 ￥3,500

家具・什器／チェア・スツール

生木の布紐シリーズ
品　名 ⑤生木の布紐スツール ⑥生木の布紐チェア

使用木材 ヒノキ（さがみはら津久井産） ヒノキ（さがみはら津久井産）
サイズ（mm） W350 × H400 × D350 W370 × H750・SH400 × D400

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥26,000 ￥39,000

家具・什器／スツール

森のスツール
タイプ ⑦スギ×無塗装 ⑧広葉樹×レザー

使用木材 スギ（さがみはら津久井産） ケヤキ（さがみはら津久井産）等
サイズ（mm） Φ 200 × H455 Φ 200 × H455

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥15,000 ￥30,000

日用品／ステーショナリー

木が香るステーショナリー
品　名 ⑨森の名刺 ⑩森のえんぴつと木製しおりセット

使用木材 ヒノキ（さがみはら津久井産） スギ・ヒノキ（さがみはら津久井産）

サイズ（mm）
W91 × D55

（一般的な名刺サイズ）
えんぴつ：Φ 8 × L177 
 し お り ：W30 × L190

ロット数 1 セット（100 枚）～ 10 セット（えんぴつ 2 本 + しおり 1 枚）～

価格（税別） ￥5,000/ セット ￥300/ セット
※ 名刺としおりは片面・両面、モノクロ・カラー印刷に対応致します。それにより、名刺は価格が異なりますので詳し

くはお問い合わせ下さい。

小径木の間伐材活用

コンパクトでスタイリッシュなスツール

間伐材をいつも手元に

一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり研究所 / MORIMO
https://morimo.or.jp/

相模湖事務所
〒252-0171	 	
神奈川県相模原市緑区与瀬269		
TEL	 042-649-0422	
FAX	 042-649-0222	
MAIL	 info@morimo.or.jp

藤野MORIMO木工所
〒252-0184
神奈川県相模原市緑区小渕1938-2-B1

　市場に出回りにくい小径木を利用し、すべて手加工でつくりあげる一点も
の。座面は座り心地のいい紐編みで、とても軽く持ち運びしやすい椅子です。

　お洒落なインテリアとしても映えるデザイン。素朴なスギの風合いか、モ
ダンなレザー座面か、どうぞじっくりご検討下さい。

　間伐材を有効活用した製品です。名刺は中央に和紙を挟んでいるため、と
ても丈夫。えんぴつや木製しおりには印字やロゴ入れもできます。

◀⑤生木の
　布紐スツール

▲⑨森の名刺

▲⑦スギ×無塗装

▲⑧広葉樹×レザー

▶⑥生木の布紐チェア

▶⑩森のえんぴつと
木製しおりセット

　当社は相模湖の水質保全から森の涵養に目を向け、森づくりの
ためのモノづくりをしたいと設立致しました。「森の恵み」を次世
代につなぐために、さがみはら津久井産材を中心に間伐材を活用
した製品づくりを行っています。
　取り扱い商品はおもちゃ、雑貨、壁材、床材、オーダーメイド家
具など多岐にわたります。また、今まで活用しきれていなかった
端材・バタ材を利用し、木のある豊かな生活環境を提案すること
で木材のサプライチェーンづくりを進めています。

間伐材で「森のおもちゃ」をつくりました

木に触れ 歴史に触れられるボードゲーム

　市域の約６割が森林の相模原市。自生する樹種はもちろん、街で伐採さ
れた街路樹なども活用して、子どもたちが楽しく遊べるおもちゃをつくり
ました。
　ケヤキ、サクラ、コナラ、クヌギ、ミズキなどの机天板に使う広葉樹の端
材を活用した広葉樹タイプと、無塗装で仕上げたスギタイプがあります。ス
ギは軽くて温かみのある風合いとやわらかい触り心地が特長です。

　戦国時代の中でも名高い山岳戦「三増峠の戦い」。地元の歴史に
思いを馳せながら、駒を兵に見立て陣地を取り合う、合戦さなが
らの頭脳戦が繰り広げられるボードゲームです。

玩具・遊具

津久井城 合戦ゲーム～三増峠の戦い～
使用木材 ケヤキ（さがみはら津久井産）等

サイズ（mm） W115 × H45 × D115
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥7,800

◀①MORI NO 
　TSUMIKI
　（広葉樹）

▶②MORI NO PAZZLE
（広葉樹）

▶④ミウルの森のパズル
（スギ）

◀③ミウルの森の
　　積み木（スギ）
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転がしたり、握ったり、振ったり、
いろいろな遊び方ができます

握って音を楽しむ、
小田原産ヒノキのおもちゃ

小田原ならでは！ 
かまぼこモチーフのくるまのおもちゃ

　おもちゃの中におもりが仕込んであるので、転がすと不
規則な面白い動きをします。また、中には鈴が入っている
ので振って音を出して遊ぶこともできます。０～３歳頃ま
で遊べるおもちゃです。

　小田原市の誕生祝い品で贈呈されているおもちゃです。
タイヤがついているので、転がして１～３歳頃まで遊ぶこ
とができます。本体がかまぼこの断面の形をしている、小
田原らしいおもちゃです。無塗装で仕上げています。

玩具・遊具

ころころ
使用木材 ナラ・サクラ・カバ（国産）等

サイズ（mm） Φ 50 × T45
ロット数 10 ～

価格（税別） ￥2,000

玩具・遊具

ひのきかたかた
使用木材 ヒノキ・ケヤキ（神奈川県小田原産）

サイズ（mm） W70 × H110 × D80
ロット数 10 ～

価格（税別） ￥2,500

玩具・遊具

かまぼこくるま
使用木材 ヒノキ・ケヤキ（神奈川県小田原産）

サイズ（mm） W90 × H100 × D40
ロット数 10 ～

価格（税別） ￥2,500

　小田原市の誕生祝い品で贈呈されているおもちゃです。
小田原産ヒノキを使用しており、シャフトは小田原産ケヤ
キです。振るとかたかたと音がするので、物が握れるよう
になると０～２歳頃まで遊ぶことができます。無塗装で仕
上げています。

神奈川県

堀内ウッドクラフト

　木製遊具の定番、木の玉・タマゴプールに入れる木の
玉・タマゴパーツを製造しています。専用機での加工を行
うため、一部平面の部分があります。ご了承下さい。
　材料支給での賃加工も行います。受注生産となります
ので、納期、支給材の条件、見積りなどはお問い合わせ
下さい。

　「けん玉で世界をつなぐ」を理念としている、一般社団
法人グローバルけん玉ネットワーク代表理事 窪田 保氏に
監修して頂き製作に至りました。
　小田原箱根地方は小木工産地を形成しており、昭和年代
には国内けん玉製造シェアの多くは小田原が占めていまし
た。最近ではほぼ製造していませんでしたが、堀内ウッド
クラフトが窪田氏の協力を得て小田原でけん玉「山河」を
開発致しました。

小田原でけん玉を再び！
数少ない国産製造のけん玉「山河」

木製遊具の定番
「木玉プール」のパーツを
ご希望の木材・サイズでお作りします

玩具・遊具

木の玉・タマゴ
使用木材 ヒノキ・ナラ・サクラ・カバ・セン・ホウ（国産）等

サイズ（mm）
タマゴ：Φ 42 × H53 
   玉    ：Φ 35・41・44・47・53

ロット数 3,000 ～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

けん玉「山河」
使用木材 ナラ・サクラ・カバ・サクラ（国産）

サイズ（mm）
 玉 径 ：Φ 60   剣 長 ：160    皿 幅 ：70
大皿径：43　  小皿径：39　  中皿径：35

ロット数 10 ～

価格（税別） ￥3,000
※付属品：替え糸・ビーズ
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日用品／バラエティ雑貨

木製記念品・ノベルティ
品　名 ③ペンスタンド ④マグネット　フラット

使用木材 ヒノキ（静岡県産） ヒノキ（静岡県産）
サイズ（mm） W76 × H100 × D76 Φ 40 × T10　

ロット数 10 1,000

価格（税別） ￥1,200 ￥150

オリジナルのサイン、作成します

シンプルで日常使いしやすい雑貨を
レーザー名入れでオリジナル商品に仕上げます

堀内ウッドクラフト
http://www.horiuchiwoodcraft.com/

〒258-0017	 	
神奈川県足柄上郡大井町西大井400-3
TEL	 0465-83-7735	
FAX	 0465-83-7735	
MAIL	 mail@horiuchiwoodcraft.com

家具・什器／サイン・看板

レーザー彫刻・UV印刷のオリジナルサイン
使用木材 スギ・ヒノキ（神奈川県産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） ￥380,000 ～

　表彰用楯やサインを作成致します。レーザー彫刻（モノ
クロ）またはUV印刷機（カラー）での印字となります。
　ご要望があれば3Dでの立体も作成可能です。写真は小田
原市内の小学校です。
　受注生産となり、支給材での加工も可能です。詳しくは
お問い合わせ下さい。

　ペンスタンドは側面に、マグネットは表面にレーザーで名入れがで
き、支給材での加工も可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。無塗
装で仕上げています。

◀③ペンスタンド ◀④マグネット　フラット

日用品／バラエティ雑貨

寄木細工の名刺入れ
品　名 ①寄木名刺入れ箱 ②寄木名刺入れ

使用木材 コブシ（北海道産）、サクラ（岩手県産） コブシ（北海道産）、サクラ（岩手県産）
サイズ（mm） 外寸：W110 × H40 × D75 W75 × L110 × T15

ロット数 5 5

価格（税別） ￥4,960 ￥5,500

　堀内ウッドクラフトは、国内でも数少ないFSC認証木製品製造
の第一人者です。12年にも及びCoC認証を維持し木製品を作り
続けてきました。この12年間のノウハウで、製材品から建材、家
具、おもちゃ、ノベルティーまで多彩な認証製品のコーディネー
トを行います。また、オリジナルブランドのけん玉「山河」、プリ
パレーションツール「ぷれぱらウッド」の製造も行っています。
　小さい木工屋ですが、木製品製造を通じて世界の森林保全と小
児医療に貢献します。

　白い部分はコブシの木、茶色の部分はサクラの木を使用
しています。塗装はオイル塗装となります。
　「寄木名刺入れ」の蓋部分はヘアゴムで開け閉めをする
仕組みで、切れてしまった場合はお手持ちのゴムを通して
長くお使い頂けます。

　ワークショップなどで使える国産広葉樹や国産FSC認証
材を使用したウッドビーズを製造しています。
　材料支給での加工も可能ですので、支給材の条件や見積
りなど気軽にお問い合わせ下さい。受注生産となり、最低
発注数量はビーズの大きさにもより、異なります。

ワークショップにおすすめ！
まんまるのウッドビーズです

寄木細工の技法を使った、
FSC®認証材使用の名刺入れです

日用品／その他

国産広葉樹を使用したウッドビーズ

使用木材
ケヤキ・ナラ・ホウ・サクラ・
セン・オニクルミ（国産）等

サイズ（mm） Φ 17・20・24・27・30
ロット数 要問合せ

価格（税別） 要問合せ

▲①寄木名刺入れ箱

▶②寄木名刺入れ
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家具・什器／サイン・看板

木の看板
使用木材 ヒノキ・スギ（神奈川県産） 

サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※受注生産制。詳しくはご相談下さい。
※配送費・設置費別途。
※看板の材質や設置箇所により仕上げに使用する塗料が異なります。

　間伐材を使用したヒノキやスギの一枚板にレーザー刻印
（彫刻後の色入れも可）やフルカラー対応のUVプリント、
材を組み合わせたモザイク壁と多彩な表現での製作が可能
です。また、写真のような金属プレートのカットも、当社
で作製することができます。
　これから末永く続くお店の看板として、こちらの木の看
板はいかがでしょうか。木材の風合いと一緒に時を刻んで
頂けたらと思います。

　ヒノキ・スギの間伐材の端材を活用したモザイク壁で
す。空間を作り出すうえで、色や長さが異なるのも端材
の強みの一つ。異なる大きさ・節目・木目・色の材を仮
置きし、配置バランスを整えていくのは、職人のセンス
でもあります。
　ラ・ルースでは施工のご相談も承っております。

木の風合いを活かした
看板はいかがですか

森林を育てる過程で生まれた
間伐材が美しく温かみある空間へと
生まれ変わります

建材／内装材

モザイク壁
品　番 203933

使用木材 ヒノキ・スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） 応相談

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥30,000 ～ /㎡
※価格は壁面によって異なります。
※配送費・出張費・基礎工事費別途。

神奈川県

株式会社ラ・ルース

お子様が自由に木と触れ合える空間を
目指した、間伐材の“キッズスペース”です
　身近に木に触れられる機会をつくろうと総ヒノキ（間伐材）で仕上
げたキッズスペースです。遊び心にあふれた、ヒノキ玉のプールでは
中に入り、様々な工夫をこらして遊ぶことができます。また、ボー
ルを乗せてコロコロ遊べるレール付き。
　設置箇所に合わせて大きさや傾斜の変更も可能です。

玩具・遊具

キッズスペース
使用木材 ヒノキ（神奈川県産）

サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,000,000 ～
※受注生産制。詳しくはご相談下さい。
※配送費・設置費別途。
※ヒノキ玉・かまぼこ板は別途見積り。レーザーで刻印することも可能です。

▲ ヒノキ玉プールのレール

▲  「根
ね

太
だ

」も間伐材を使用

▲ レーザー刻印

▲ 金属プレートカット▲ UVプリント
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https://la-luz.co.jp/
株式会社ラ・ルース

〒250-0861	 	
神奈川県小田原市桑原867-6	
小田原木工団地内	 	
TEL	 0465-38-0538	
FAX	 0465-38-0539	
MAIL	 info@la-luz.co.jp

　箱根・小田原の森の間伐材を使用しています。無塗装ゆえに個体差があり
ますが、本物の木の手触りを感じられます。
　レーザー刻印可能です。ご相談下さい。

家具・什器／住宅設備

水洗トレイ
品　番 131020

使用木材 ヒノキ（神奈川県産）
サイズ（mm） Φ 300 × H91

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥40,000 ～
※場所に合わせたサイズのオーダーも承っております。
※仕上げにウレタン+CNF塗料を使用しております。ツヤ有り/無しを指定できます。

家具・什器／保育・学童家具

天板（勉強机）
品　番 202311

使用木材 ヒノキ・スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） 応相談

ロット数 応相談

価格（税別） ￥6,000
※机の脚の変更も可能です。ご相談下さい。

　職人が木地挽きにより無垢の木で丁寧に作り上げる手洗
器は、丸みやエッジの異なる３種類の形状からお選び頂け
ます。ご家庭に限らず、レストランや商業施設などにも設
置が可能です。

既存の学習机の交換用板。一枚板ではなく、木地挽きの技
術を使った天板です。木の風合いを存分に感じられ、ほのか
に香りが漂い、手触りの良さも楽しんで頂けます。

日用品／ステーショナリー

間伐材筆記用具
品　名 鉛筆 ヒノキシャープペン ヒノキボールペン
品　番 109054 109050 109051

使用木材 ヒノキ（神奈川県産） ヒノキ（神奈川県産） ヒノキ（神奈川県産）
サイズ（mm） W8 × H177 W4.5 × H160 W4.5 × H158

ロット数 100 10 10

価格（税別） ￥80 ￥300 ￥350
※鉛筆の芯はBになります（数量により変更可能）。

▲鉛筆、ヒノキシャープペン、ヒノキボールペン
（上から）

　株式会社ラ・ルースは挽き物・箱根寄木細工・木象嵌・指物など多
様な木工技術が発展してきた小田原に木工場を構え、原木を購入・
加工し、内装から小物まで木の持つ多彩な表現を活かしたデザイ
ンで、気持ち良い暮らしを作っています。
　轆轤の技術と差物が自社工場内で可能なため、間伐材を含め
様々な商品開発をしております。宜しければ当社サイトに今まで
手がけた商品例や一覧がありますので、カタログやブログ等をご
覧頂けると幸いです。

　森からの恵みと先達からの技術、海のある街として自分たちが
過ごすフィールド環境のために会社として何ができるかを考え、
環境整備と保全活動に取り組んでおります。
　海があり、山があることで街は成り立ちます。
　自然と良いつながりを保てるよう株式会社ラ・ルースはこれら
の賜物をさらに発展させ、気持ち良い未来へとつながるよう弛ま
ぬ企業努力を続けていきます。

日用品／キッチン用品・食器類

ひきよせ2段ボウルM WP
タイプ ①ヒノキ ②ウォールナット
品　番 130207 130222

使用木材 ヒノキ（神奈川県産） オニグルミ（国産）
サイズ（mm） Φ 150 × H60 Φ 150 × H60

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥5,100 ￥6,800
※ 仕上げにウレタンを使用しております。ヒノキは+CNF塗料。食洗機使用可の商品に

なります。

日用品／キッチン用品・食器類

寄せ木DON　凛
タイプ ③素色ヒノキ ④狐色ケヤキ
品　番 132208 132217

使用木材 ヒノキ（神奈川県産） ケヤキ（国産）
サイズ（mm） Φ 150 × H90 Φ 150 × H90

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥6,000 ￥6,000
※ 仕上げにウレタンを使用しております。ヒノキは+CNF塗料。再塗装可能。食洗機使

用可の商品になります。

玩具・遊具

かまぼこつみき
タイプ マルチカラー 12 枚
品　番 108980

使用木材 スギ（神奈川県産）
サイズ（mm） パーツ：W35 × H124 × D10

ロット数 3 ～

価格（税別） ￥1,500
※仕上げに天然カラーオイルを使用しております。

木地挽きと呼ばれる技法で職人の手により、一つ一つ丁
寧に作っています。シンプルな形と素材を存分に味わえる
木の器は日々の食卓に豊かさを引き寄せます。

間伐材で作られた「寄せ木 DON」は伝統技術と自然由
来の塗料により食洗機対応という利点を併せ持った地産地
消・サステナブルの精神がぎゅっと詰め込まれた器です。

　小田原の森のスギで作ったかまぼこ板を使用したシンプル
なつみきです。軽くてやわらかいスギは肌触りがやさしく、角
を丸く仕上げていますので安心して遊ぶことができます。

DIC548

▲①ヒノキ

▲②ウォールナット

▲③素色ヒノキ

▲④狐色ケヤキ
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第3章　国産木材

中
部
地
方

MOCTION

　東京都は、多摩産材をはじめとする国産木材の魅力を様々な視点から伝える拠点として、令
和２年12月にMOCTION（モクション）を開設しました。
　全国各地と連携し東京都が運営するMOCTIONでは、各地域の特徴を活かした企画展を開催
しています。国産木材にまつわる多彩なテーマでセミナーや講演も行われます。
　常設スペースには「東京の木�多摩産材」を活かしたコンセプト家具や内装を展示していま
す。木の香りに包まれた空間で人と情報の交流が深まり、都市やオフィスの木質化につなが
る新たな可能性が生まれます。

MOCTION入口 多摩産材のオフィス空間

高知県の出展 栃木県の出展 群馬県の出展

国産木材の魅力発信拠点 MOCTION
木質化オフィスのコンセプト展示や､企画展･
セミナーも充実。
無料のコワーキングスペースとしても利用で
きます。　※イベント開催時を除く

〒163-1062
東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー　
　	リビンクデザインセンター　OZONE	5F
TEL：03-6258-0082
開館時問：10：30～18：30
休館日:水曜日（祝日除く）・夏期・年末年始
管理委託先:
公益財団法人東京都農林水産振興財団

MOCTION公式WEBサイト
MOCTIONの某本情報や､ニュース履歴･
活動アーカイブなど､見逃してしまった情
報はこちらでいつでもチェック！
「みんなのMOCTION」では、全国で行われ
ている国産木材によるオフィスや都市の木
質化の活動を紹介しています。

MOCTION公式LINE
いつでもどこでも、国産木材に関する
最新情報を逃さずキャッチ！

517516
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▲W1,800タイプ

「きちんと座る」「ソファの上で寛
ぐ」「広々と寝る」の 3 つの姿勢で使
用することがコンセプト。大人が余
裕で横になることができる広さを確
保しながら、コンパクトな奥行きを
実現させました。

しっかりとした収納力を持ちなが
ら脚高でフラットなデザインのため、
箱物家具特有の重たい雰囲気を感じ
させません。雑貨などを飾るカウン
ターとしてはもちろん、ダイニング
用のテレビボードとしてもお使い頂
ける高さです。

家具・什器／ソファ

Patina, Sofa
タイプ 3P 2P

使用木材 クリ（北東北産） クリ（北東北産）
サイズ（mm） W2,000 × H810・SH400 × D880 W1,700 × H810・SH400 × D880

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥430,000 ～ ￥400,000 ～
※張地グレードにより、価格が異なります。

家具・什器／キャビネット・収納家具

Patina, Sideboard
使用木材 クリ（北東北産） クリ（北東北産） クリ（北東北産）

サイズ（mm） W910 × H827 × D420 W1,355 × H827 × D420 W1,800 × H827 × D420
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥258,000 ￥310,000 ￥362,000

▲2Pタイプ

家具・什器／テーブル

Patina, Round table
使用木材

本体：クリ（北東北産） 
地板：スノービーチ（新潟県産ブナ）

本体：クリ（北東北産） 
地板：スノービーチ（新潟県産ブナ）

本体：クリ（北東北産） 
地板：スノービーチ（新潟県産ブナ）

サイズ（mm） Φ 1,000 × H715 Φ 1,100 × H715 Φ 1,200 × H715
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥210,000 ￥220,000 ￥230,000

　Patina,とは英語で「侘び・寂び」に近しい言葉。
　私たちはこの単語に、これからの暮らし方を重ねたい。

　用の美をデザインの軸とし、素材が醸す空気感や、年月をか
けて変わってゆく様も味わっていく、日本人的美意識をイメー
ジしたPatina,シリーズ。
　北東北産栗材と真鍮の組み合わせは、空間に安らぎと芸術的
な雰囲気を与え、気取らないホームスタイルを演出することが
できます。

螺旋状に配列された脚部が印象
的なラウンドテーブルと、笠木部分
を低めに設定した座り心地にこだ
わったチェア。テーブルの脚部は中
心に寄っており、どこからでも座る
ことができる機能性が魅力的です。

Patina, 〈パティーナ〉

新潟県

株式会社朝倉家具

▲Patina, Round table　Φ1,200タイプ▲Arc Chair

▲Patina, Round table　Φ1,200タイプ

家具・什器／チェア

Arc Chair
使用木材 クリ（北東北産）

サイズ（mm） W500 × H718・SH440 × D533
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥76,000 ～
※張地グレードにより、価格が異なります。
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〒950-1456	 	
新潟県新潟市南区茨曽根2574	 	
TEL	 025-375-5111	
FAX	 025-375-5377	
MAIL	 asakurashop@asakurakagu.co.jp

株式会社朝倉家具
https://asakurakagu.co.jp/

ASAKURAの生活雑貨

◀①600ml

１シート（60cm幅）を組み合わせて好きなサイズで連
結・分解できる、天然木のモジュールソファ。六角レンチ
１本で簡単に作業ができ、分解すると女性でも持ち運べる
大きさになります。家族構成の変化等に合わせて都度快適
なリビング構成が可能です。お引越しが多い方やマンショ
ン住まいの方にもおすすめです。

家具・什器／ソファ

Sara Module Sofa
使用木材 スノービーチ（新潟県産ブナ）

サイズ（mm） W600 × H797・SH390 × D815
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥104,000 ～
※張地グレードにより、価格が異なります。

　素材が持つ魅力を引き出し
　伝統工芸士の熟練の技が細部に光る
　暮らしにしっくりとなじむASAKURAの生活雑貨

日用品／キッチン用品・食器類

三ツ星弁当箱
タイプ ① 600ml 750ml

使用木材 秋田杉 秋田杉
サイズ（mm） W188 × H66 × D109 W200 × H66 × D122

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥7,200 ￥8,100

日用品／キッチン用品・食器類

KIRI Co�ee Canister
タイプ 100g・木地 ② 100g・焙煎 ③ 200g・木地 200g・焙煎

使用木材 越後桐 越後桐 越後桐 越後桐
サイズ（mm） W100 × H150 × D70 W100 × H150 × D70 W110 × H204 × D80 W110 × H204 × D80

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥10,000 ￥12,000 ￥12,000 ￥14,000

▲②100g・焙煎（左）、③200g・木地（右）

　当社は昭和25年に総桐たんすの製造元として創業致しました。
先代から受け継いだ伝統の技を大切にしながらも、固定観念にと
らわれず現代の生活様式に対応した創造性あふれるモノづくりに
取り組んでいます。また【自然との共生】を企業ミッションとして
掲げ、新潟県内で利用されなくなった旧薪炭林のブナを有効活用
し、地域の活性化に役立てる事業「スノービーチプロジェクト」の
活動や、ウッドマイレージの観点から、日本の木材の新たな可能性
を模索し、家具・雑貨の企画・製造を行っております。

　“Sara”は古代語で「本質」の意。
　“さらっ”とした「すべやかで心地よい様子」と重
ね、本質的に心地よいことを考えることがコンセプト。
　スノービーチは新潟の豪雪地帯で育ち、透明感のあ
る白い木肌と、きめ細かい肌触りが魅力です。

Sara シリーズは、ずっと触れていたくなるような
穏やかで心地よいディテールで、スノービーチを存分
に感じるデザインとなっております。
※ 新潟県産ブナ材「スノービーチ」の有効活用を目的として活動す

る「スノービーチプロジェクト」は、ウッドデザイン賞2015を受
賞しました。

キズや節も本物の証。素材を味わうテレビボードで
す。扉にはスノービーチの節や偽心材※を使用し、さ
ながら自然が生み出したアートのような躍動感あふれ
る表情を楽しむことができます。

全体の滑らかなデザインと風合いのギャップが融合
し、何物にも形容しがたい雰囲気を醸し出します。
※カミキリムシや腐朽菌によって変異した材

Sara 〈サラ〉

家具・什器／テーブル

Sara Dining table
使用木材 スノービーチ（新潟県産ブナ） スノービーチ（新潟県産ブナ） スノービーチ（新潟県産ブナ）

サイズ（mm） W1,400 × H720 × D800 W1,600 × H720 × D850 W1,800 × H720 × D850
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥200,000 ￥210,000 ￥220,000
※表示価格はオイルフィニッシュの場合の金額です。

家具・什器／キャビネット・収納家具

Sara TV board
使用木材 スノービーチ（新潟県産ブナ） スノービーチ（新潟県産ブナ） スノービーチ（新潟県産ブナ）

サイズ（mm） W1,500 × H412 × D412 W1,800 × H412 × D412 W2,000 × H412 × D412
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥220,000 ￥238,000 ￥250,000

▲W1,800タイプ

▲W2,000タイプ
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〒959-4611	 	
新潟県東蒲原郡阿賀町中ノ沢597	
TEL	 0254-99-3226	
FAX	 0254-99-3226	
MAIL	 oyamanomori@kinogakkou.jp

https://www.kinogakkou.jp/
NPO法人お山の森の木の学校

　juhiシリーズ－樹皮を活かした木の小物－
　森の中で樹木を見たときに、最初に目に入るのが樹皮。な
かでも、ブナの樹皮は様々な地衣類に覆われて独特の模様
を描きます。その樹皮を活かして自然木から一つ一つ切り
出して作っています。

レーザー加工機で切断した５枚の薄い板を組んで作製し
たペン立てです。安定感を出すために四方転びのように組
みました。中央にあるブナリーフの装飾、学名が高級感を
醸し出します。ブナの質感を伝えるため、オイル塗装で仕
上げました。

日用品／インテリア雑貨

スノービーチ一輪挿し　樹皮付き　
使用木材 ブナ（新潟県産）

サイズ（mm） 径木：Φ 60 ～ 90
ロット数 応相談

価格（税別） ￥2,000
※レーザー刻印可（価格応相談）。

日用品／バラエティ雑貨

スノービーチペン立て
使用木材 ブナ（新潟県産）

サイズ（mm） Φ 74 × H90
ロット数 応相談

価格（税別） ￥1,800
※レーザー刻印可（価格応相談）。

日用品／バラエティ雑貨

カードスタンド　組み立てタイプ
使用木材 ブナ（新潟県産）

サイズ（mm） W62×H45×D71
ロット数 応相談

価格（税別） ￥1,000
※レーザー刻印可（価格応相談）。

日用品／バラエティ雑貨

スノービーチストラップ
使用木材 ブナ（新潟県産）

サイズ（mm） W25×L25×T32
ロット数 応相談

価格（税別） ￥600
※レーザー刻印可（価格応相談）。

日用品／バラエティ雑貨

スノービーチマグネット　二枚一組
使用木材 ブナ（新潟県産）

サイズ（mm） W85×H7×D45
ロット数 応相談

価格（税別） ￥1,000
※レーザー刻印可（価格応相談）。

新潟県

NPO法人お山の森の木の学校

　「木に触れて欲しい」「そのままの木材に触れあってもらいたい」
　木の質感や香りを大事にする製品づくり
　森に入って木を見る。
　その時の感動を木製品をとおして伝えたい。
　そんなコンセプトでの製品づくりや体験教室を行っています。

　NPO法人お山の森の木の学校は平成16年設立。新潟県阿賀町
に居を構え、中ノ沢森林科学館を拠点に木に関わる様々な活動を
行っています。森林・木工体験と木製品製作販売を２本の柱に新
潟県産材を中心に国産木材の普及と地域産材を利用した山村地
域の経済活動再生ー多様性のある森林の保続的管理のための地域
経済システムの樹立を目的に事業展開を図っています。基本的な
木工機械とレーザー加工機を備えた木工設備、加えて技術的ノウ
ハウを駆使した木工品には定評があります。

素直な白肌の材はもちろん、虫食いの穿孔部分
に半透明の樹枝を埋め込んだものや赤っぽい偽心
材をそのまま活かしたものなど、雪国のブナの表
情をそのまま活かした作品です。

質感を活かしたいという思いと汚れ防止を両立
させるため、撥水セラミック塗装で仕上げました。

　当社では新潟県産ブナ材を使った製品作りに取り組んでいま
す。ブナ材を使うことによって健全なブナ林の更新を目指し、
雪国の山村経済の樹立に貢献します。

スノービーチ（雪国のブナ）を使った木製品はブナ特有の白
肌の作品だけではなく、ダメージ材と呼ばれるカミキリムシの
食痕や心材部に見られる偽心材などをもれなく使用して、少し
ワイルド感を出した自然な雰囲気の作品に仕上げています。

雪国のブナ“スノービーチ”で
製作しています

日用品／キッチン用品・食器類

スノービーチコースタートレイ
タイプ ①正方形型 ②長方形型

使用木材 ブナ（新潟県産） ブナ（新潟県産）
サイズ（mm） W120 × D120 × T11 W200 × D120 × T17

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥2,000 ￥4,000
※レーザー刻印可（価格応相談）。

▲①正方形型

◀②長方形型
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〒956-0025	 	
新潟県新潟市秋葉区古田3-12-34	
TEL	 090-1201-5892	
MAIL	 toys-nakamura@ab.wakwak.com	

https://www.nakamuracoubou.com/
ナカムラ工房

　赤ちゃんの小さな手にも持ちやすく、握りやすいサイズ
のグリップカーです。しっくりと手に馴染む丸いフォルム。
床の上で走らせる時もしっかりと安定感があります。ご使
用頂くうちに少しずつ色が変化しキズもつき、それが愛着
となります。はじめてのおもちゃとして、ぜひたくさん遊
んで頂きたいと思います。

　タイヤが付いたまあるいかたちのクルマ 。縦に横にころ
んころん転がり、ゆらゆら揺れます。興味をもち始めたら
赤ちゃんはきっと手をのばしてくれます。表面はツルツル
しており、触っているだけでも和みます。

　赤ちゃんはまず、積んであるものを「崩す」ということ
を楽しみます。「おとなが積んで赤ちゃんが崩す」という
ことを繰り返し楽しんでみて下さい。そうしているうちに

「積む」ということもできるようになっていきます。商品は
可愛い巾着に入っています。

玩具・遊具

グリップカー【ギュット】
使用木材 ブナ（新潟県産）等

サイズ（mm） W100 × H65 × D60
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,000

玩具・遊具

ころんころん（スギ・ヒノキ）
使用木材 スギ（新潟県産）、ヒノキ（国産）等

サイズ（mm） W80 × H50 × D55
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,200
※スギバージョンとヒノキバージョンの２種類をご用意しています。

玩具・遊具

はじめてのつみき
使用木材 ブナ（新潟県産）等

サイズ（mm）
ピース：Φ 35 × H35、W35 × H35 × D35
プレート：W70 × H8 × D105

ロット数 1 セット（ピース各３個、プレート１枚）～

価格（税別） ￥2,700

▲左：スギ、右：ヒノキ

新潟県

ナカムラ工房

れた一角ではありますが商品を直接ご覧頂くこともできます。ま
たナカムラ工房ホームページでも詳しくご紹介しています。ナカ
ムラ工房の木のおもちゃが、子どもたちのお気に入りになってく
れたら嬉しいです。
　掲載商品の価格は令和４年１月時点のものです。改定される場
合がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。

　平成22年、「楽しいおもちゃをつくりたい」をテーマに、木のお
もちゃ工房を立ち上げました。かつて５年間保育士として勤務し、
その時の子どもたちとの思い出は今でも製品作りに活かされて
います。商品はラトル（ガラガラ）やくるま、積み木などベビー向
けのおもちゃを中心に製作しています。数年前より新潟県産ブナ

「スノービーチ」を使用し、「楽しい」の中に含まれる、発見・驚き・
満足感・嬉しさ・達成感を感じるきっかけになるようなおもちゃ作
りを心がけ、一つ一つ丁寧に仕上げています。作業場のごく限ら

　振るとカチカチと音がするベビー用ラトル（ガラガラ）です。
「音」というのは赤ちゃんにとってとても興味のあるもの。振っ
て見せながら「おさかなだよ～」などと声をかけて差し出すと、
小さい手をスッと伸ばしてくれるでしょう。
　「○○らと～」というのは新潟弁で「○○だってさ」みたい
なニュアンス。その「らと」と「ラトル」がこのネーミングの
由来です。

　おにぎりとエッグトーストをモチーフにしたベビー用のラトル
（ガラガラ）です。ひと口かじった形を表現しています。嚙んで
よし、なめてよしでなんでもカミカミする時期に活躍します。中
にあずきが入っており、振るとシャカシャカ音がします。カミ
カミ時期を過ぎたらままごと遊びでも活躍します。

振ってカチカチ
やさしい表情がなんとも可愛いガラガラ

噛んでよし、なめてよし
おままごとにも

玩具・遊具

おにぎり・エッグトーストのラトル
タイプ ①おにぎりのラトル ②エッグトーストのラトル

使用木材 ブナ（新潟県産）等 ブナ（新潟県産）、ケヤキ（国産）等
サイズ（mm） W60 × H60 × D25 W60 × H60 × D27

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥2,300 ￥2,600

玩具・遊具

おさかな・ラト
使用木材 ブナ・サクラ（新潟県産）等

サイズ（mm） W80 × H60 × D13
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,800

◀①おにぎりのラトル

▲②エッグトーストのラトル
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〒934-0038	 	
富山県射水市津幡江653	 	
TEL	 0766-84-9199	
FAX	 0766-84-9137	
MAIL	 araimeiboku@amkk.jp	

http://www.amkk.jp/
あらい銘木工業株式会社

玩具・遊具

滑り台付ジャングルジム
使用木材 ヒノキ（福井県産）

サイズ（mm） W1,110 × H780 × D760
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥42,500

富山県

あらい銘木工業株式会社

　創業50年、住宅建材を中心に木製遊具等いろいろな物に挑戦し
作ってきました。木材加工や製材等、枠にとらわれずいち早くNC
ルーターを導入し、技術を駆使していろいろな不可能と思われる
形を作って、今日の様々なお客様の要望に応えてきました。これ
からも挑戦し続ける会社です。

　素材はヒノキの無垢材。ヒノキは、やわらかくて軽く、強度・耐久性が
高い優良材です。消臭・防ダニ・抗菌性の高い成分が含まれ、樹脂分には
化学物質を分解する作用もあります。
　光沢のある木肌は、肌触りはなめらかでやさしい感触なので小さいお子
様にも安心です。高級感のある素材なので、贈り物におすすめです。

新築祝い・出産祝い・初孫への贈り物に
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オリジナル看板作製します
　富山県産材の羽目板を利用した看板。屋内向けで印刷部分以外は無
塗装です。
　地図やメニュー表、写真やロゴマークなどをインクジェットプリン
ターで印刷、組立まで行い完成品で出荷致します。

紙の原料として使われている木材は、古来より木々と深く関わり合
いのある日本人に馴染みのある素材で、自然・エコ・アンティーク等
のビジュアルイメージとしても最適なマテリアルです。
※写真はイメージです。

http://senyoukakou.com/
泉洋化工株式会社

〒932-8505	 	
富山県小矢部市松永38-1	 	
TEL	 0766-67-1158	
FAX	 0766-68-1596	
MAIL	 eigyou1@kagu-souai.com

家具・什器／サイン・看板

オリジナル看板
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W1,195 × H905 × T30
ロット数 応相談

価格（税別） ￥89,800
※受注生産となります。

あなただけのオリジナルパーテーション
作製します
　富山県産材のスギを利用したパーテーション。屋内向けで印刷部分以外
は無塗装です。
　インクジェットプリント加工をすることでレーザー彫刻ではできなかっ
た「木材、空間」に彩りを添えることができます。会社、団体のロゴマー
ク、写真などをインクジェットプリンターでダイレクトに印刷、あなただ
けのオリジナルパーテーションが作製可能です。

色の濃さも調整できるため、よく見る看板のような塗りつぶしではなく
木目の風合いを活かした新しい表現も可能です。
※写真はイメージです。

　富山県小矢部市で家具を作って約50年。キッチンボード、カップ
ボード、シューズボックス、本棚など、暮らしを豊かにできるよう
願いを込めてモノづくりをしています。最近では大型インクジェッ
トプリンター『ドリームパレット』を導入し、木材の新しい利用方
法を提案しています。木材の持つやさしい素材感にデザインの要
素を取り入れ、鮮やかな発色で生活空間を彩ります。オンデマンド
でいるときにいる分だけ、１枚からでもスピーディに製作可能。マ
テリアル＆デザインにこだわったオリジナル建材を実現します。

泉洋化工株式会社
富山県

家具・什器／パーテーション

オリジナルパーテーション
使用木材 スギ（富山県産）

サイズ（mm） W1,000 × H1,000 × D350（脚部分パネル：T30）
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥99,800
※受注生産となります。 
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　当製品は、ルーレットを回して止まったゴールのテーマにつ
いて考えるなど、学校教育の場やイベント等でご活用頂けます。
　「ルーレットを回す」というアクティビティがあることで、子
どもから大人まで楽しみながらSDGsへの理解を深めることが
できます。

http://www.nagatagumi.com/
株式会社長田組

〒939-1912	 	
富山県南砺市大島104	 	
TEL	 0763-66-2416	
FAX	 0763-66-2262	
MAIL	 nagatagumi@p2352.nsk.ne.jp

玩具・遊具

SDGsルーレット
使用木材 スギ（富山県産）

サイズ（mm） W500 × H650 × D330
ロット数 1 ～

価格（税別） ¥70,000

楽しく学ぶSDGs
　富山県南砺市産の木材を活用したルーレット型の遊具。SDGs
で定めれた17のゴールがあり、誰でも楽しく学び、持続可能な
社会の実現について考えることができます。

木材は建築用材を製材した際に出る端材を有効利用してい
ます。

　当社は、お客様の期待・ニーズに対応した建築活動を行い、社会
に貢献し、皆様が満足される品質の建設物を施工するという思い
を軸に責任ある企業活動を継続することを目指して日々邁進して
おります。
　自然と共に暮らして行く中で、少しでも皆様の安心安全、快適
な暮らし、持続可能な社会の実現に尽くせるよう、土木工事、建築
工事、地元産材にこだわった家造り、木製品の製造を行っており
ます。小物製品や表札、名札や看板などの受注製造も致します。

株式会社長田組
富山県
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品　名 ④桜 ⑤スギ ⑥ひのき
使用木材 サクラ（国産） スギ（国産） ヒノキ（国産）

サイズ（mm） 上記参照 上記参照 上記参照
ロット数 1 枚～ 1 枚～ 1 枚～

価格（税別） 大：￥15,000
小： ￥3,000

大：￥15,000
小： ￥3,000

大：￥15,000
小： ￥3,000

※シートの厚さは約0.15mmですが、木の種類によって若干異なります。

　 森シリーズは天然木（含、間伐材）からつくられたサステナブル
商品です。 地球環境に配慮した環境に負荷の少ない素材の当商品は、
ほのかな木の香りがします。  
　全自動洗濯機で数回の洗濯脱水に耐え、約10㎏のものを入れるこ
とができます。

　絶妙な透け感が、あまり人に見られたくない情報もやわ
らかく隠してくれます。社名・大学名・ロゴなどを印刷し
てOEM商品としておすすめ。サステナブル商品として好
イメージとなります。

ミシンで縫える木で製作した商品、
森シリーズです　

抗菌効果のある
ヒノキを使ったマスクケースです

天然素材のファイルケースが新鮮！

　マスクをつけると、ほんのりと移った木の香りがリラッ
クスさせてくれます。右ポケットには新品の、左のフラッ
プには使用中のマスクを入れられます。

▲⑦トートバッグL ▲⑧トートバッグS

▲⑧トートバッグS

日用品／バラエティ雑貨

森のマスクケース
品　番 TK009

使用木材 ヒノキ（石川県産）
サイズ（mm） W125 × L215（開いた状態の幅：250）

ロット数 5 ～

価格（税別） ￥3,000

日用品／ステーショナリー

森のファイルケース
品　番 TK004

使用木材 ヒノキ（石川県産）
サイズ（mm） W227 × L317（A4 サイズ）

ロット数 5 ～

価格（税別） ￥2,000

石川県

株式会社谷口

　「縫える木」は、0.12～0.15mmにスライスした木材を、特殊加
工した新素材です。木の質感や香りがあるのに、布のようにやわら
かく、ミシンで加工できるのが特徴です。

木を布のように加工できる
地球にやさしい夢の素材です

▲①黒柿

▲④桜

▲②栃杢

▲⑤スギ

▲③たも杢

▲⑥ひのき

その他

縫える木シート
品　名 ①黒柿 ②栃杢 ③たも杢

使用木材 クロガキ（国産） トチ（国産） タモ（国産）
サイズ（mm） 上記参照 上記参照 上記参照

ロット数 1 枚～ 1 枚～ 1 枚～

価格（税別） 大：￥30,000
小： ￥6,000

大：￥25,000
小： ￥4,500

大：￥25,000
小： ￥4,500

900㎜

1800㎜ 300㎜

大大 小小
シシーートトササイイズズ （（約約））

大 900×1800 ㎜
小 900× 300 ㎜900㎜

縫縫ええるる木木ののシシーートトササイイズズ（（大大・・小小 22種種））

日用品／ファッション小物

森のバッグ
品　名 ⑦トートバッグ L　TK150 ⑧トートバッグ S 舟形　TK152

使用木材 ヒノキ（石川県産） ヒノキ（石川県産）

サイズ（mm）
W300 ～ 320 × H370 × D80 
（持ち手を含めた総高さ：500）

W200 × H200 × D10 
（持ち手を含めた総高さ：320）

ロット数 5 ～ 5 ～

価格（税別） ￥7,000 ￥5,000
※トートバッグLの重さは約100g、トートバッグSの重さは約75gです。
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　美しさと生命力を持つ天然木と牛革を縫い合わせたシンプルなデ
ザイン。「持っていて気持ちが自由になれるバッグ」をコンセプトに
デザイナー横山真紀がプロデュース。
　ファイルやPCが入る自立型トートと、普段使いにも着物にも合
うクラッチバッグ。それぞれ黒柿、たも杢、桜の３タイプを展開し
ています。

自然の木の持つ美しいカーブを
バッグで表現

〒920-0027	 	
石川県金沢市駅西新町2-19-17		
TEL	 076-223-5451	
FAX	 076-224-1735	
MAIL	 keyaki@keyaki-taniguchi.co.jp

穴水工場	 	
〒927-0027	 	
石川県鳳珠郡穴水町川島よの61	
TEL	 0768-52-1255	
FAX	 0768-52-1256

https://www.keyaki-taniguchi.co.jp/		
株式会社谷口

▲⑤トートバッグ 黒柿 ▲⑥クラッチバッグ 黒柿▲⑤トートバッグ たも杢 ▲⑥クラッチバッグ たも杢▲⑤トートバッグ 桜 ▲⑥クラッチバッグ 桜

日用品／バラエティ雑貨

iPhoneケース
使用木材 クロガキ・タモ・トチ（国産）

サイズ（mm） 機種のサイズに対応
ロット数 1～

価格（税別） ￥10,000
※ 黒柿、たも杢、栃杢がございます。機種や牛革の色

をお選び頂けます。

日用品／ステーショナリー

ブックカバー
使用木材 クロガキ・タモ（国産）

サイズ（mm） 文庫本サイズに対応
ロット数 1～

価格（税別） ￥3,000
※黒柿、たも杢がございます。

日用品／表彰記念品

木の表彰状
使用木材 ヒノキ（石川県産）

サイズ（mm） W435×H310
ロット数 1～

価格（税別） ￥4,300
※ 価格は印刷を含んだ価格です。地元産の木を使用し

て製作することも可能です（別途見積り）。

歳月を経て開発された「縫える木」は、木でありながら折りたため
るほどにやわらかく、それでいて強度もあります。数回の洗濯に
も耐えうる耐久性も備えています。そしてなによりも、唯一無二
の木目の美しさと木の香りを持っています。誰もが驚くこの新素
材は、木による新しい表現の扉を開きました。
　掲載商品の価格は令和４年３月時点のものです。改定される場
合がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。

　昭和22年創業の木製品製造業会社。碁笥の製造において全国
シェア60％超えを誇ります。しかし、時代の変容とともに時代の
ニーズに合った木製品は何かを模索。約10年をかけて「縫える木

（縫製可能な木製シート）」を開発し、服飾・生活雑貨などに展開し
て国産木材の利活用に意欲的に取り組んでいます。
　縫える木開発のきっかけを与えてくれたのは、照明器具の傘用
に削った薄い木でした。灯りが透けるほど薄くスライスされた木
に、新たな可能性を感じたのです。試行錯誤を繰り返し、10年の

　木なのにやわらかい、そんな誰もが驚くバッグは、丈夫でしな
やかな作り。触れば木のぬくもりが伝わってきます。優美で個性
的な風合いは、黒柿の木の自然素材の木目ならではのものです。
　丸い持ち手が可愛いくり手型ハンドバッグと、サイズ・価格・
使いやすさで支持されるカジュアルバッグ。どちらも裏地はレー
ヨンで、内部にはファスナーポケットが１か所、オープンポケッ
トが２か所あります。

　個性豊かな長財布は、持つ人の品格やオリジナリティーを表します。
「木」は年数とともに色が付き艶が増してきます。経年の変化もお楽
しみ頂けます。
　紙幣入れが２か所、小銭入れ（ファスナー開閉）、カード入れが12
か所、オープンポケットが２か所あります。

薄くスライスした木と本革（牛）を
組み合わせた世界初のバッグ・長財布

同じ模様がない、世界で一つの逸品

日用品／ファッション小物

W/BOIS（ワールドボイス）　長財布
品　名 ③黒柿 ④栃杢

使用木材 クロガキ（国産） トチ（国産）
サイズ（mm） W190 × H90 × D25 W190 × H90 × D25

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥16,000 ￥16,000
※重さは約100gです。

日用品／ファッション小物

W/BOIS（ワールドボイス）　バッグ
品　名 ①くり手型ハンドバッグ 黒柿 ②カジュアルバッグ 黒柿

使用木材 クロガキ（国産） クロガキ（国産）

サイズ（mm）
W305 × H160 × D70 

（持ち手を含めた総高さ：270）
W300 × H135 × D140 

（持ち手を含めた総高さ：350）
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥50,000 ￥38,000
※くり手型ハンドバッグの重さは約420ｇ、カジュアルバッグの重さは約480ｇです。
※革の色はオーダーで選ぶことができます。詳しくはホームページをご覧下さい。

◀①くり手型
　　ハンドバッグ

◀③黒柿

▶④栃杢

◀③黒柿

▲②カジュアルバッグ

日用品／ファッション小物

loopbaan（ループバーン）　バッグ
品　名 ⑤トートバッグ　黒柿、たも杢、桜 ⑥クラッチバッグ

使用木材 クロガキ・タモ・サクラ（国産） クロガキ・タモ・サクラ（国産）

サイズ（mm）
W330 × H290 × D120 

（持ち手を含めた総高さ：500）
W250 × H200 × D100

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥48,000 ￥28,000
※トートバッグの重さは約490g、クラッチバッグの重さは約230gです。
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〒928-0024	 	
石川県輪島市山岸町い部10	 	
TEL	 0768-22-1324	
FAX	 0768-22-5972	
MAIL	 hugesimokuzai@mist.ocn.ne.jp

http://www.55wajima.com/hugesimokuzai/
鳳至木材株式会社

　材質は木理が通直で肌目はやや粗く、淡紅色をした心
材は造作材や建具材などに好んで用いられます。主体は
柱など構造用材として多く用いられ、建築の要となって
います。小径材はログハウスなどの建築資材のほか、上
木の支柱など使用は広範囲にわたっています。

建材／内装材

羽目板・フローリング
使用木材 能登ヒバ

サイズ（mm）
W105 × L4,000 × T12、
W120 × L4,000 × T15 など応相談

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※運賃別途。

石川県

鳳至木材株式会社

　昭和21年に創業し、能登ヒバ・能登スギを製材しています。
　神社仏閣・大型公共物件・地元一般住宅建築用材の生産（製材及
び乾燥・加工・販売）を行っています。主製品の能登ヒバは、シロア
リの食害や腐朽に強く、耐久性に富んでおり、古くから金沢や能
登地方の社寺仏閣建築用材としての引き合いが強い、地域に根付
いた経営を行ってきました。能登ヒバの羽目板・フローリングも
生産しており、住宅用材として人気が高く、丸太はすべて県産材
を使用するJAS製品認定製材工場です。

　能登ヒバは耐水湿に優れており、柱・土台・床・壁材等、建材と
して優れた建築材料です。
　能登ヒバから抽出される精油（含有率２％）はヒノキチオール等の
抗菌性成分を非常に多く含んでおり、アレルギーや喘息の原因とな
るダニ類やカビ類の増殖を防ぐことでも知られています。また、快
い香りは情緒面での安定感を持たせる効果もあります。

リビングで森林浴！！
子ども部屋や脱衣所にも
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〒920-2125	 	
石川県白山市鶴来今町タ181
TEL	 076-272-0038	
FAX	 076-273-2151	
MAIL	 info@machihachi.com

https://www.machihachikagu.com/
株式会社町八家具

　楢材無垢を使用した作りで、住宅や家具・インテリアに
調和するモダンな神棚です。コンパクトで場所を選びませ
ん。上部を取り外し前面のスリット部分にお札が入ります。

　桐材を使用したウォーキングクローゼット用のオープン
BOXです。ハンドバッグや帽子、衣類をたたんで見せる収
納にも使えます。

据え置き、壁掛けどちらでも
使用できます

取っ手金具を使用しない
クリ取っ手でシンプルなデザイン

チェストと組み合わせて
使用することも可能です

家具・什器／キャビネット・収納家具

ポローニャチェスト
使用木材 キリ（国産）

サイズ（mm） W850 × H650 × D450
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥87,300

家具・什器／キャビネット・収納家具

ポローニャBOX
使用木材 キリ（国産）

サイズ（mm） W850 × H650 × D450
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥49,800

その他

モダン神棚
使用木材 ナラ（国産）

サイズ（mm） W270 × H350 × D150
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥24,500

　桐たんすの技法を活かしたウォーキングクローゼット用
の３段チェストです。桐材を使用しているため、防虫・防
湿効果が期待できます。

石川県

株式会社町八家具

から桐ベッド、まな板まで桐製品のことなら何なりとお申し付け
下さい。
　現在は天然一枚板を使用したテーブルや無垢材の家具、住宅に
合うようにモダンな神棚などオリジナル家具の製作も行っており
ます。地産材の活用にも力を入れ、スギ材を使用したKIDSチェ
アーや壁面収納のシェルフや幼児教育・木育用に積み木などを製
作しております。

　石川県白山市鶴来地区は加賀平野扇状地の要の位置にあたり
自然に恵まれた土地で、会津地方と並び日本有数の桐材産地とし
て知られております。
　当社は大正期創業以来、厳選した上質の桐材と確かな職人技で、
精魂込めて桐たんすを仕上げてまいりました。その変わらぬクオ
リティは、頑なに貫いてきたものづくりの姿勢として確かな信頼
を築いております。桐たんすの製作、洗い直し（桐たんすの修理）、
ウォーキングクローゼットに最適な収納「桐チェスト、桐BOX」

　スギ材の温かみのある手触りと香りを楽しんで頂けるよ
う無塗装で仕上げております。積み木で柔軟性、創造性を
養い、木に触れ自然に親しみ豊かな感性を育てて下さい。

あたたかい手触りを活かした、お子様に安全
な丸みを帯びたやさしい形のスタッキングチェ
アです。どのようなイメージの空間にも合わせ
やすいシンプルなデザインです。０歳から５歳
児まで年齢に合わせたサイズを展開しています。

地元産木材を使用
木育のお役に立ちます

お子様が安心して生活できる
空間を演出します

什器・家具／保育・学童家具

KIDSチェアー（３歳児用）
使用木材 スギ（国産）等

サイズ（mm） W305 × H445・SH240 × D270
ロット数 応相談

価格（税別） ￥32,000

玩具・遊具

SUGI積み木（57ピース）
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W375 × H145 × D333
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
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〒917-0025	 	
福井県小浜市木崎32-10-8	 	
TSUJIDOHAUS	 	
TEL	 0770-64-5715	
FAX	 0770-64-5716	
MAIL	 pr@styleofjapan.net

http://www.soj-inc.jp/
スタイル･オブ･ジャパン株式会社

日用品／キッチン用品・食器類

OEDO
使用木材 スギ（福井県産）

サイズ（mm）
W60 × H255 × D15

（箸の長さ：230）
ロット数 100 膳

価格（税別） ￥1,200

▲OEDO -BLUE- ▲OEDO -BLUE-

▲OEDO -GREEN-▲OEDO -GREEN-

福井県

スタイル・オブ・ジャパン株式会社

ンド【STYLE OF JAPAN DINING】は、世界一の国際見本市アン
ビエンテ2019のデザイントレンドツアー投票で 1 位を獲得した
実績を持つ。素材の開発からデザイン造形の実現に強みを持つ当
社は、協業する著名ドイツ人デザイナーとともにドイツ・フラン
スでの販路開拓を展開中。
　“地球上でもっとも環境にやさしい箸ブランド”を標榜し、国
内外のデザイナーと地元産地の一職人が創りだす箸を、世界の
HASHIに進化させてゆく。

　400年の歴史を持つ若狭塗箸を現代的なデザイン視点と新技術
とで融合し、SGEC/PEFC認証を受けた福井の里山資源を活用し
ながら、SDGsに合致する環境配慮型で持続可能な箸づくりに取
り組むスタイル・オブ・ジャパン。
　地域資源事業計画の承認を得て、手作業・分業制の産地にあっ
て輸入資源に頼らず、100年後の産地を見すえ、産地内で一気通
貫するサプライチェーンの新構築を目指した企業活動を行う。
　自然と共存共栄する和食文化の象徴として生み出された新ブラ

　史上最高に軽い若狭塗箸。
　【OEDO】は、森を育てる箸ブランドです。
　塗箸の木材としては日本で初めてSGEC/PEFC認証の福井ス
ギを採用。国産の良質なスギを使用することで、CO2排出量削
減への貢献や、身近な里山環境の改善、そして地球の未来につ
ながります。
　食器洗浄機対応で、環境にやさしい “PURE JAPAN MADE”
の伝統工芸品です。

“ ８g ” この軽さが世界を変える
CO2を減らす箸【OEDO】
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〒910-0303	 	
福井県坂井市丸岡町猪爪5-114		
TEL	 0776-67-1135	
FAX	 0776-68-0610	
MAIL	 info@cellfunen.co.jp

株式会社セルフネン

　不燃木材の木工屑（木粉）を原材料として再利用した塗り壁材ですの
で、不燃性が高く、サスティナブルな塗り壁です。消臭性が高く、室内
を快適に保ちます。バインダーにはでんぷんのりを使用し、やわらかな
風合いです。
　12色の豊富なカラーバリエーションで和風にも洋風にもお使い頂け
ます。
　塗布が比較的簡単で、一般の方でもお使い頂けます。コテ跡や塗りム
ラも独特の風合いを生みます。

木のぬくもりと香りの不燃塗り壁材

▲WA00 枯草色

▲WB01 ホワイトブルー

▲WA15 麹塵

▲WB02 ホワイトグリーン

▲WA18 萱草色

▲WB03 ホワイトピーチ

▲WA23 若苗色

▲WB04 ホワイトグレー

▲WA25 朱色

▲WB05 アイボリー

▲WA52 利休鼠

▲WB06 ホワイトイエロー

建材／内装材

セルフネン木ぬり壁
使用木材 スギ（福井県産等）

サイズ（mm） 2 坪用
ロット数 1 缶～

価格（税別） ￥12,800 ～

福井県

株式会社セルフネン

よう、日々、不燃化技術の進歩に邁進しております。
　不燃木材製造の他にも、一般的な製材、木工、木材乾燥、木材の
防腐防蟻処理など設備も備え、あらゆる場所で木材が広く活用で
きるような製品作りを行っております。
　製品には主に福井県産材を使用する他、各地産材や各地産の和
紙の不燃化や、各地産材の防腐防蟻処理や乾燥請負など各地産の
植物資源素材の需要拡大にも貢献しております。

　社名である「セルフネン」は「セルロース+不燃」の意の造語で
す。その名の通り、当社では植物資源の不燃化商品の製造販売と
不燃化技術の研究開発を主に行っております。植物資源は再生可
能な資源であり、その植物資源を100%活かすために不燃化する
ことで、活用の幅を広げ、付加価値を高めたいと考えております。
植物資源の不燃化商品として代表的な不燃木材の他、和紙や天然
繊維などの植物資源を原材料とする素材の不燃化も行っておりま
す。また、社会のあらゆる不燃化に対するニーズにお応えできる

　不燃木材は人の生命や安全に関わる材料です。原材料である天然木
はムラがあるため、厳しい全品検査を行い、当社基準を満たしたもの
のみを出荷しております。
<セルフネン不燃木材　4つの特長>

●安全性
・通常燃焼せず自己消火する
・避難上有害な煙、ガスが出ない
・シックハウスの原因とならない
●機能性
・防腐・防蟻・防カビ効果がある
・強度の向上
●持続可能性
・節の少ない国産間伐材を使用
●デザイン性
・自然の木目、風合い、香りはそのまま
・加工、塗装のバリエーションが多彩

安全性、機能性、持続可能性、デザイン性を
兼ね備えた不燃木材

建材／内装材

セルフネン不燃木材
品　番 不燃 準不燃

使用木材 スギ・ヒノキ（福井県産等） スギ（福井県産等）
サイズ（mm） W110 × L1,800 × T15 等 W110 × L1,800・2,000・3,000 × T12

ロット数 1 枚～ 1 枚～

価格（税別） ￥5,700 ～ ￥5,600 ～

▲立体加工さざ波（削り出し） ▲立体加工しだれ柳（プレス）

▲無塗装　ヒノキ

▲ウレタン塗装　クリア、鉛白、黄金色、枯草色、漆黒、焦茶（左から）

▲ウォルナット洗い出し、ウッドランドブラウン古材、クールグレー洗い出し、
クリア古材、チーク荒材、ホワイト荒材（左から）

▲無塗装　スギ

▲立体加工スプーン（削り出し） ▲立体加工なぐり（プレス）
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猫が運動できる機能はもちろん、寝床、トイ
レ、フードエリアの要素も取り入れたこだわり
のデザインです。

▲ちぐら

▲猫ホイール

▲穴ぐら

▲透明ボウル

▲ごはん棚＆器

▲ステップ

家具・什器／その他

猫御殿
使用木材 スギ（福井県産）

サイズ（mm） W2,200 × H1,800 × D600
ロット数 １～

価格（税別） ¥900,000
※配送費・設置費別途。

　福井県産材スギ集成材と当社の木工家具職人の技を活かした木製
キャットタワー。猫の習性を理解し、狭い住居の中で猫が快適に暮ら
せる環境と運動不足解消にもつながります。スギの香りで猫もリラッ
クスできる相乗効果もあり、コロナ禍で猫を迎え入れたばかりの飼い
主も、自宅を改装せず愛猫の空間を確保できる商品です。

インテリア家具としても最適な猫タワー
『猫御殿』

福井県

株式会社古崎
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本社・工場		
〒910-0843	 	
福井県福井市西開発4-611
TEL	 0776-53-0311	
FAX	 0776-53-1866	
MAIL	 hashiguchi@furusaki.com	

東京支店
〒165-0024	 	
東京都中野区松が丘1-32-11	
TEL	 03-5942-8137	
FAX	 03-5942-8138	

株式会社古崎
http//www.furusaki.com/

　「木造のキャンピングトレーラー」ウッドデッキの屋上
テラス、茶室のような内装、着脱式の木製スピーカー、壁
に収納できるテレワーク用テーブル、オリジナルロゴエン
ブレム、木製ホイール、福井県産スギ材をふんだんに使っ
たコンパクトトレーラー。

アウトドアーブームや
リモートワークに最適な
ワンオフトレーラー

その他

W
ウ ッ ド

ood V
ビ ー ク ル

ehicle
使用木材 スギ（福井県産）

サイズ（mm） W2,800 × H2,000 × D1,500
ロット数 １～

価格（税別） ¥4,500,000
※配送費・設置費別途。

▲茶室のような車内空間

▲本社・工場

▲後部収納（着脱式木製スピーカー付き）

▲屋上はウッドデッキテラス

　私たち古崎は日本の中心地点に位置するここ福井県より、東京
をはじめとする全国各地に店舗・オフィスづくりを提供していま
す。当社の強みは、物件探しから設計・デザイン・自社工場での造
作・自社専用ブースでの塗装・専属ドライバーによる配送・自社ス
タッフによる現場での施工と、店舗、オフィスづくりの川上から
川下までの全行程をすべて自社スタッフで一貫してプロデュース
できること。店舗・オフィスづくり・内装工事はぜひ、私たち古崎
の団結力におまかせ下さいませ。

　一つとして同じ表情の木目がない、樹の個性を大切にしたバックロー
ドホーンスピーカー。良質な福井県産スギ材を使い、福井県の自社工場
ですべての加工を行っており、あらゆるカスタマイズや、ご要望、設
置取付やスピーカーに合わせた空間の企画・設計・施工までトータル
でお任せ下さい。

樹の個性を楽しむ
バックロードホーンスピーカー

家具・什器／インテリア用品

MOKUDIO
使用木材 スギ（福井県産）

サイズ（mm） W210 × H915 × D350
ロット数 １セット（2 本）～

価格（税別） ¥320,000  ～ ¥460,000
※配送費・設置費別途。

▲R-JAPANESE CEDAR

▲AUDIO RACK JAPANESE CEDAR（中央） ▲AUDIO RACK CHERRY BIRCH（中央）

▲S-JAPANESE CEDAR ▲S-JAPANESE 
　CHERRY BIRCH

▲R-JAPANESE 
　CHERRY BIRCH
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▲白

▲黒

▲緑▲オレンジ ▲青

スギの間伐材を８枚使用し、当社オリジナルの金属に貫通させて組
み立てる特許工法を採用しています。縦にも横にも自由に連結でき、L
字配列も可能です。

デッキ支柱に恐竜が抱きついていて、上面のフレームには恐竜の足
跡を浮き上がらせたアルミ鋳物のデザイン。デッキ板材には「一歩は
み出した足跡」を焼き印し、「枠に収まらないはみ出し者」の恐竜デッ
キとしました。

https://marvelwood.jp/
株式会社マーベルコーポレーション

福井本社　	 	
〒910-0825	 	
福井県福井市原目町4-30	 	
TEL	 0776-53-7715	
FAX	 0776-63-5485	
MAIL	 ozawa@marvelwood.jp	

東京事務所	 	
〒183-0045	 	
東京都府中市美好町3-39-8	リブリ・マーベル203	
TEL	 042-310-9681	
FAX	 042-310-9682	
MAIL	 shang@marvelwood.jp	

家具・什器／ベンチ

ダイナソーウッドテーブル
使用木材 スギ・ヒノキ（福井県産）

サイズ（mm） W1,000 × H400 × D800
ロット数 3

価格（税別） スギ：￥135,000 / ヒノキ：￥155,000
※配送費別途。

Color Variation　　　　　　

　連結器具の色は黒、白、オレンジ、緑、青の全５色。

▲重金属を使わず防腐処理木材を製造

「恐竜王国ふくい」から世界へ向けて！
　「恐竜王国ふくい」の企業として、恐竜型のアルミ鋳物に、国
産木材のスギ板を貫通させるオリジナル特許工法で組み立てた、
世界で唯一のダイナソーウッドベンチ・テーブルを製作しまし
た。恐竜フォルムのアルミ鋳物から、スギ板材は簡単に取り外
し交換できるので、半永久的に使用できる一生ものの製品です。

　福井県は恐竜の化石が多数発掘されたことから「恐竜王
国」と呼ばれています。福井発、フレームを恐竜モチーフ
にしたウッドベンチは、横から見ると可愛さ満点です。

　当社は平成23年創業のオリジナルブランド「マーベルウッド」
の製造会社です。マーベルウッドは木材中に炭素を長期間貯蔵す
るため、カーボンニュートラルな社会構築に貢献します。海外有
名デザイナーとタイアップし、「ネオ・クラシカル・ジャパン」をコ
ンセプトに、国産木材の色目や風合い、質感、香りを活かした日本
独特の製品づくりに特化したブランドです。
　また、もう一つの製品コンセプトとして、「恐竜王国福井」をイ
メージした「ダイナソー」シリーズも取り揃えています。特許技術

を駆使した「ダイナソーベンチ」「ダイナソーテーブル」など、アル
ミ鋳物に国産板材を貫通させた独特のデザイン・組立法を取り入
れた、他にない唯一無二の木製品づくりを展開しています。

株式会社マーベルコーポレーション
福井県

家具・什器／ベンチ	 	

ダイナソーウッドベンチ  
使用木材 スギ・ヒノキ（福井県産）

サイズ（mm） W1,200 × H700 × D600 
ロット数 3

価格（税別）  ス ギ ：  ￥95,000
ヒノキ：￥110,000

※配送費別途。
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　お客様のイメージに合わせたオリジナル家具を製作する
ため、新築家屋の内装に合う色合いや配置を検討しやすく
するため、絵コンテと図面を併用し、実際の家具のイメー
ジを捉えやすい工夫をしています。

イラストイメージから打ち合わせ
お客様と一緒に作り上げる壁面収納

家具・什器／オーダー家具

オリジナル壁面収納家具
使用木材 スギ（山梨県産 FSC 認証材）

サイズ（mm）

クローゼット：　W800 × H1,850 × D450 
　テレビ台　： W3,200 × H1,850 × D425 
　洗面収納　： W1,200 × H1,850 × D450 
冷 蔵 庫 収 納 ： 　W900 × H1,850 × D450

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,700,000
※打ち合わせ費・配送費等諸費用別途。
※＆CRAFTS様共同製作品。サイズや価格、写真は一例です。

本社	 	
〒400-0058	 	
山梨県甲府市宮原町608-1	
TEL	 055-241-1111	
FAX	 055-241-1220	
MAIL	 sg@sannichi-p.co.jp

東京支社	 	
〒151-0053	 	
東京都渋谷区代々木2-10-8　
ケイアイ新宿ビル	 	
TEL	 03-3374-6241	 	
MAIL	 sg@sannichi-p.co.jp

https://www.sannichi-p.co.jp/
株式会社サンニチ印刷

家具・什器／テーブル

オリジナル受付カウンター
使用木材 スギ（山梨県産FSC認証材）

サイズ（mm） W3,000×H4,050×D5,100 
ロット数 1～

価格（税別） ￥450,000
※打ち合わせ費・配送費等諸費用別途。
※ ＆CRAFTS様共同製作品。サイズや価格、写真は一

例です。

家具・什器／テーブル

オリジナルヘリボーンテーブル
使用木材 スギ（山梨県産FSC認証材）

サイズ（mm） W1,200×H780×D3,000 
（天板：T60）

ロット数 1～
価格（税別） ￥900,000

※打ち合わせ費・配送費等諸費用別途。
※ ＆CRAFTS様共同製作品。サイズや価格、写真は一

例です。

家具・什器／スツール

オリジナル丸椅子
使用木材 スギ（山梨県産FSC認証材）

サイズ（mm） Φ360×H400
ロット数 1～

価格（税別） ￥60,000
※打ち合わせ費・配送費等諸費用別途。
※ ＆CRAFTS様共同製作品。サイズや価格、写真は一

例です。

山梨県

株式会社サンニチ印刷

装化粧材、玩具など、幅広い製品作りに取り組み、東京都や埼玉県
においても製品作りに携わりました。
　今後も地域産材の利用や木育活動との連携を進め、鋼材やコン
クリートといった資材も取り入れた、より使いやすい木製品の提
案を進めていきます。

　当社は、新聞や放送、ラジオなど、総合メディアグループである
サンニチYBSグループの中で、木材製品のオリジナルデザイン開
発や製作設置を請負っております。
　木材分野のFSC-CoC認証の取得を契機として、山梨県産FSC
認証材を使用した「地産地消」を事業の旗印として、遊具や東屋、
ウッドデッキなどの製品開発を進めております。
　地域産材の利用を進めるため、地元の製材所や木工加工所とと
もに「やまなしの木利用促進ネットワーク」を立ち上げ、家具や内

　韮崎市子育て支援センターの室内遊具としてオリジナル
設計を行いました。スペースに合わせて滑り台や伝声管を
配置。デッキからは窓の外に広がる市街地と富士山が一望
できます。

ウッドデザイン賞2017（コミュニケーション分野）におきまし
て、山梨県産材・山梨県産FSC認証材を用いた木材製品作りに対
し、ビジネスモデルとして入賞34を含む受賞歴があります。

オリジナル設計の室内用複合遊具

玩具・遊具

大型オリジナル遊具
使用木材 スギ（山梨県産 FSC 認証材）

サイズ（mm） W4,900 × H2,500 × D6,000
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,800,000
※遊具安全基準JPFA2014適合。

　既存の壁面やパーティション、受付カウンターを山梨県
産FSC認証材で完全リニューアル。
　既存家具を活かしたカバー工法などを取り入れ、コスト
ダウンも図っています。

事務スペースを
FSC認証材でリニューアル

家具・什器／オーダー家具

事務スペースリニューアル
使用木材 スギ（山梨県産 FSC 認証材）

サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,800,000
※打ち合わせ費・配送費等諸費用別途。
※＆CRAFTS様共同製作品。サイズや価格、写真は一例です。
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〒405-0005	 	
山梨県山梨市小原東248-1	 	
TEL	 0553-39-9781	
FAX	 0553-39-9782	
MAIL	 info@s-hp.co.jp

https://andcrafts.s-hp.co.jp/

＆CRAFTS
（株式会社シェア・ハピネス）

　ヒノキとケヤキを組み合わせた八角箸。ヒノキは古来より
“永遠の命の象徴”として大切にされていた過去があります。
　ご自宅用だけではなく贈答用としてもおすすめです。

　昔ながらのちゃぶ台を現代風にアレンジしました。家族で
テーブルを囲んで食事をしたり、お子様が遊んだり、テー
ブルの周りを走り回ったり、あの頃の懐かしく温かい風景
をもう一度。

樹樹は針葉樹・広葉樹それぞれの
特性を活かして異なる樹種を
組み合わせました

家族で食卓を囲む
昭和の風景を再現した、
モダンちゃぶ台

日用品／キッチン用品・食器類

樹樹　八角箸2膳セット
使用木材 ヒノキ・ケヤキ（山梨県産 FSC® 認証材）

サイズ（mm） 箸：L230
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥7,000

家具・什器／テーブル

きっちゃぶ
使用木材 ヒノキ（山梨県産 FSC® 認証材）

サイズ（mm） W600 × H350 × D600
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥77,500

山梨県

＆CRAFTS（株式会社シェア・ハピネス）

　＆CRAFTS（アンドクラフト）は平成30年、山梨県産FSC®認証
木材を使用した サスティナブルブランドとして誕生しました。 当
時使用していた素材の90％は製材工場で出た規格外のもの。 こ
れらはひとつの世界だけで定められたルールや基準で不適合と判
断され、 人間が様々な理由で最後まで手を加えることをやめてし
まっただけ。 ならば素材を生かす世界を変えてみては？　誰かが
ダメだと言った木目も、他とは違うと断られた色も、 きっとぜん
ぶ良さに変わるはず。 もっと自由に、 もっとサスティナブルに。

　かわいい、かわいい、スタッキングチェアがで
きました。やさしい色味のブルーとピンク。お子
様がちょこんと座った姿にきゅんとします。お
片付けがしやすいようにスタッキング仕様に。
塗装：アクリル塗装/クリア塗装

　天板とボルトをブラックで統一し、カッコよさを追求。
ボルトはプラスドライバーでも作業可能な形状を採用しま
した。
付属品：本体セット/ボルト４個/木ダボ６個/サンドペー
パー１枚

白くて温かいヒノキでできた
かわいい小さなイス

ドライバーとボンドがあれば
すぐに作れるふみ台キット

家具・什器／チェア

キッズスタッキングチェア
使用木材 ヒノキ（山梨県産 FSC® 認証材）

サイズ（mm） W340 × H480・SH270 × D330
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥16,000

日用品／その他

ふみ台キット
使用木材 スギ（山梨県産 FSC® 認証材）

サイズ（mm） W350 × H200 × D250
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥6,500
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http://suigenchi-brand.com/
やまなし水源地ブランド推進協議会

〒400-0016	 	
山梨県甲府市武田1-2-5	3階	 	
TEL	 055-267-5951	
FAX	 055-267-5951	
MAIL	 tanaka@oisca.org

玩具・遊具

コロコロ遊び
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W70×H290×D300
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

鳥のガラガラ
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W50×H130×D60
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

でんぐりパンダ
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） Φ約103
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

ヒノキぽっくり
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W85×H70×D85
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

鳥と卵のバランス遊び
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W50×H125×D190
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

ひっぱるペンギン
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W78×H175×D220
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ
※他にニワトリもあります。

玩具・遊具

コトコトコダマ
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W770×H600×D180
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

いないいないガラガラ
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W52×H52×D110
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

玩具・遊具

木ダック
使用木材 ヒノキ（山梨県産）

サイズ（mm） W280×H460×D700
ロット数 1～

価格（税別） 要問合せ

八百万の人の依り代
―Humiski（フミスキ）―
　存在感ある脚のフォルムが、八百万の神々の依り代である森を彷
彿させる、「踏み鋤」という農具がモチーフのスタッキングチェア＆
テーブルシリーズ。華美な装飾をしないシンプルなデザインが、様々
な空間を上質に彩ります。

　崩壊する人工林の整備促進、間伐材の利活用・手法の確立、地
域の担い手を含む林業の復活、森林資源を活用した多次産業の開
発・振興、企業や都市住民を含む外部への情報発信。これは全国の
山間地が抱える共通の課題です。
　富士の裾野に位置し東京都をはじめとする都市の「水源地」と
しての機能を担う、山梨県早川町・丹波山村も類に違わず課題を
抱えていました。そこで、課題解決と地域振興の信念のもと、２町
村を中心に、産・管・民が集い、平成24年５月「やまなし水源地ブ

ランド推進協議会」が発足しました。
　地場の素材を活かすための企画力、デザイン力、販売力など、参
画メンバーがお互いの持つ力を出し合い、魅力ある商品等を開発・
発信することにより、地域を活性化し、緑豊かな水源地を守って
いく。やまなし水源地ブランド推進協議会は富士の裾野から全国
に向け、新たな木材利用の可能性を発信していきます。

やまなし水源地ブランド推進協議会
山梨県

家具・什器／テーブル・チェア

Humiski（フミスキ）
品　名 ①スタッキングチェア ②ティーテーブル
品　番 LFM-11-CC TFM-07C7-CC

使用木材 スギ・ヒノキ（山梨県産等） スギ・ヒノキ（山梨県産等）
サイズ（mm） W600 × H700・SH450 × D500 Φ 700 × H500

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） 要問合せ 要問合せ
※仕上：高温圧縮処理加工、ポリウレタン塗装。 ▲②ティーテーブル▲①スタッキングチェア
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木が持つやさしさ、香り、温かみを感じる
信州のKiHiN（木品）
　信州で育つ木は、寒暖差が大きく厳しい山間の地でゆっくりと時間をかけながら成
長します。
　豊かな自然が育むその木には、木材としての耐久性と木が持つ美しさが際立ちます。
　信州で育つ木の価値を広く伝え、より多くの場面で木に触れ・木を使い・木のある
暮らしを実現していくことで、持続可能な森と社会のつながりをめざしています。
　長野県産のカラマツ・アカマツ・スギ・ヒノキを材料にした柱・梁桁、壁板、フ
ローリングなど、乾燥・寸法・品質等厳しい基準をクリアした製品です。

https://shinshu-kiraku.net/
信州木材認証製品センター

〒380-8567	 	
長野県長野市大字中御所字岡田30-16	
TEL	 026-226-1471	
FAX	 026-228-0580	
MAIL	 spla-net@coral.ocn.ne.jp

建材／構造材

柱、梁桁等
使用木材 カラマツ・アカマツ・スギ・ヒノキ（長野県産）

サイズ（mm）
W105 ～ 120 × H180 ～ 360 ×
L3,000 ～ 6,000（サイズ各種対応）

ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

建材／内装材

壁板、フローリング等
使用木材 カラマツ・アカマツ・スギ・ヒノキ（長野県産）

サイズ（mm）
W105 ～ 120 × L ～ 4,000 × T12 

サイズ各種対応
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

無垢材に近い見た目と質感を持った、
新しい梁桁材
　複数の部材を組み合わせ接着し、無垢材に近い見た目と質感を
持った新しい梁桁材。
　建築基準法第37条に基づく国土交通大臣の認定を取得した、品
質・性能に優れた製品です。

　　信州木材認証製品センターは、信州の木材を広く一般の方々
や工務店・建築士の方々に理解して頂き、利用して頂くために、信
州の木材に関する情報提供をしています。
　また、信州の木材を品質の確かな製品として供給できるよう、認
証制度により認証活動を行っております。
　私たちは、長野県と協力・連携して信州の木材の家づくり、暮ら
しの小物などを、お届けしている団体です。

信州木材認証製品センター
長野県

建材／構造材

信州型接着重ね梁
使用木材 カラマツ・アカマツ・スギ・ヒノキ（長野県産）

サイズ（mm） W105 ～ 150 × H240 ～ 450 × L6,000 以下
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

製品種類

■ 製品外観

角材を上下に
接着

Ａタイプ

■ 樹種／◦カラマツ

材幅 材せい 材長
105～150 240 6,000以下

105～150 300 6,000以下

105～150 360 6,000以下

105～150 450 6,000以下

■ 製品寸法（mm）

■ 製品外観

Cタイプ
中心に心去りの
厚板を合わせて
接着し、さらに
その上下に厚板を接着

材幅 材せい 材長
105～150 300 6,000以下
105～150 330 6,000以下
105～150 360 6,000以下
105～150 390 6,000以下
105～150 420 6,000以下
105～150 450 6,000以下

■ 樹種／◦カラマツ◦スギ
■ 製品寸法（mm）

■ 製品外観

Bタイプ
角材の上下に
厚板を接着

■ 樹種／◦カラマツ◦アカマツ◦ヒノキ◦スギ

材幅 材せい 材長
105～150 300 6,000以下

105～150 330 6,000以下

105～150 360 6,000以下

105～150 390 6,000以下

■ 製品寸法（mm）
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〒500-8356	 	
岐阜市六条江東2-5-6	
ぎふ森林文化センター2階	 	
TEL	 058-275-4892	
FAX	 058-275-4899	
MAIL	 g-ninsho@g-moriren.or.jp

http://www.g-ninsho.com/
ぎふ性能表示材認証センター

　岐阜県のスギ生産量は全国第17位（令和２年木材統計）。「長良杉」
はスギ資源が岐阜県を流れる鵜飼いで有名な長良川流域に多いこと、ま
た、長くて良いスギというイメージからその名がつきました。
　建材に適した材で構造材（梁桁）や内装材（床板、羽目板）として、
また外装材としても幅広く活用されています。

あたたかみある表情豊かな長
な が

良
ら

杉
す ぎ

建材／構造材・内装材

長良杉 認証材
使用木材 長良杉

サイズ（mm）
柱、梁桁：W105 ～× L3,000 ～× T105 ～ 
羽目板　：W75 × L1,800 ～× T9 ～ 
床板　　：W75 × T15 ～

ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

岐阜県

ぎふ性能表示材認証センター

　ぎふ性能表示材認証センター認定工場では、岐阜県が提案する
寸法規格の標準化（寸法規格化）に協力しており、岐阜県産材で一
般的に使用されている梁桁材の断面寸法について調査を行い、生
産・発注時の規格を提案しています。規格木材を中心に利用して
頂くことによって、供給側もストックしやすくなり、安定した供
給につながっています。

　当センターは全国的に乾燥材や性能表示材への要求が高まるな
か、岐阜県においても林業・木材産業及び住宅産業にたずさわる
事業者が協力することとなり、平成22年6月に設立されました。
　岐阜県森林組合連合会及び岐阜県木材協同組合連合会の緊密
な連携のもと、岐阜県産材の性能表示に取り組むことが、今後の
業界全体の発展につながるものと考えています。私たちは県産材
のブランド力の向上と県産材の需要拡大を目指し、性能を表示し
た岐阜県産材の安定供給に取り組んでいます。

確かな性能の認証材提供を

年輪幅が均整で
木目が美しい東

と う

濃
の う

桧
ひのき

　ぎふ性能表示材とは、岐阜証明材（合法的に伐採
された岐阜県材）をJASに準じ岐阜県が定めた含水
率、ヤング係数、寸法などの測定・表示基準をクリ
アした製品です。

　岐阜県には全国第２位のヒノキ資源量があります。ブラ
ンド木材として全国的に知られている「東濃桧」は淡いピ
ンク色の材でツヤがよく、香りがよい特長があります。ま
た、ねばりもあります。
　岐阜県産ヒノキは木曽桧、東濃桧として、名古屋城本丸
御殿、伊勢神宮や法隆寺な
ど社寺の建築材料としても
使われています。構造材

（柱、土台、梁桁）や内装
材（床板、羽目板）として
活用頂けます。

建材／構造材・内装材

東濃桧 認証材
使用木材 東濃桧

サイズ（mm）
柱、梁桁：W105 ～× L3,000 ～× T105 ～ 
羽目板　：W75 × L1,800 ～× T9 ～ 
床板　　：W75 × T15 ～

ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
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〒509-2505	 	
岐阜県下呂市萩原町古関248-2		
TEL	 0576-52-4460	
FAX	 0576-52-3956	
MAIL	 info@hida-f.co.jp

天然乾燥の「東濃ひのき」をサイコロ状にカットし、特
殊な研磨加工を施すことで、香り高く肌触りの良いチップ
に仕上げました。ヒノキの香りに含まれる消臭・防虫・抗
菌・リラックスなどの天然効果を活かすことで、様々な商
品の素材に活用できます。

日用品／アロマ・リラックス

ひのきチップ
使用木材 東濃ひのき

サイズ（mm） チップ 1 個あたり約 7mm の立方体
ロット数 1L

価格（税別） 応相談
※ケース販売（50L）も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

日用品／アロマ・リラックス

ひのきチップのサシェ（オイル付）
使用木材 東濃ひのき

サイズ（mm） W80 × H90 × D30
ロット数 10

価格（税別） ￥1,240（小売価格）
※ロゴ変更、大量発注も承ります。

日用品／アロマ・リラックス

ひのきチップのアイピロー（オイル付）
使用木材 東濃ひのき

サイズ（mm） W120 × H230 × D30
ロット数 5

価格（税別） ￥2,400（小売価格）
※カラーはピンク×グレー、グレー×ブラック、ブラック×ブラウンの3色あります。

飛騨フォレスト株式会社
https://hida-f.co.jp/

「ひのきチップ」が100ml入ったサシェ。ほのかにヒノキ
が香るので、リフレッシュグッズ、クローゼットの虫よけ、
消臭グッズなど様々な用途で使えます。「東濃ひのき」から
抽出した「ひのきオイル」も付属していますので、セット
でお使い下さい。

「ひのきチップ」を使用したアイピロー（ひのきオイル付
き）。電子レンジで温めることでヒノキの水分が蒸気となり、
目に当てると血行促進・リフレッシュ・むくみの解消など
が期待できます。勉強やデスクワークでの癒し、美容や安
眠を気遣うプレゼントにも最適です。

岐阜県

飛騨フォレスト株式会社

る新たな事業を立ち上げました。現在では、スギ・ヒバ・高野槇・姫
子松などの香りに特長のある樹木のチップも製造しています。国
産樹木の魅力をもっと多くの方に知ってもらいたいという思いで
日々の営業活動を行っております。

　当社は平成７年、飛騨の山々で産出されるヒノキの間伐材を有
効利用した「ひのき畳」の製造販売を目的として創業した会社で
す。現在のメイン事業は「畳ベッド」や「小上がり」など、畳と木工
を組み合わせたオーダー家具の製造販売です。その納入実績は日
本全国で3,000台を超えました。
　令和元年に長年にわたって蓄積したヒノキの加工技術を応用し
て、ヒノキの「香り」や「天然効果」に着目した「ひのきチップ」を
開発し、そのチップを素材とする「ひのき枕」や雑貨を製造販売す

　「東濃ひのき」のチップを８L使用した枕です。ヒノキの香りの
リラックス成分で安眠ができるほか、天然の消臭・防カビ・防ダ
ニ効果によって衛生的にお使い頂けます。また消臭効果によって
加齢臭の要因となる首元や頭のニオイも抑えます。
　チップを増減することでお好みの高さに調整することも可能で
す。ひのき枕で「快適快眠」をご実感下さい。

　岐阜県産「長良杉」のチップを使用した枕もございま
す。スギのチップは白太と赤身が混在しているので見た
目も華やかです。抗菌や防虫効果によって衛生的にもお
使い頂けます。
　スギの香りはヒノキと比較してやわらかいのが特徴で、
安眠が期待できます。森の中にいるような、深呼吸をし
たくなるスギの香りをお楽しみ下さい。

お布団の中で、ふっと感じるヒノキの香り
ヒノキが好きな方にはたまらない枕です

日用品／アロマ・リラックス

ひのき枕・杉枕
品　名 ①ひのき枕 ②杉枕

使用木材 東濃ひのき 長良杉
サイズ（mm） W260 × H70 × L450 W260 × H70 × L450

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥9,800（小売価格） ￥11,000（小売価格）
※「ひのき枕」の重さは約2.3kg、「杉枕」の重さは約2kgです。

▲①ひのき枕

▲②杉枕
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　静岡県産材スギ・ヒノキを使用しておりますので、手触りがよくほ
のかにいい香りが漂います。一つ一つ手作りで特別感があり、セット
で揃えるとよりセンスよく落ち着いた印象がでます。
　環境にもエコなソフトティッシュボックスは、とても頑丈なつくり
になっています。使い続けて感じる木の経年変化もひとつの楽しみに
なります。すべて木質由来製品なので、最終処理にも困りません。

〒436-0048	 	
静岡県掛川市細田300	 	
TEL	 0537-23-0131	
FAX	 0537-23-0133	
MAIL	 allstuff300@cy.tnc.ne.jp

http://www.allstuff.co.jp/
オールスタッフ株式会社

　独自の新技術により天然木を厚さ0.23～0.3mmに加工
した壁に貼る突板。スギやヒノキの間伐材を使用し、丸太
から挽く製材会社ならではの木材選別でご要望を聞き製作
にかかります。SDGsを意識した建物やリノベーションに
ご使用頂けるよう、FSC認証材や地域材にも柔軟に対応可
能です。

特殊な技術は必要なし！
施工が簡単な
不燃認定突板シートです

インテリアに馴染む、
本物の「木」が貼ってある小物シリーズです

その他

ウッドメイク
使用木材 スギ・ヒノキ（静岡県産）

サイズ（mm） W630 × L2,430、W910 × L2,430 等
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※受注生産品のため、納期２～３か月頂いております。

日用品／その他

木晴ら紙 -木でできたシート小物 -
品　名 ソフトティッシュ BOX、マグネット BOX 等

使用木材 スギ・ヒノキ（静岡県産）

サイズ（mm）
ソフトティッシュ BOX：W210 × H50 × D110
 マグネット BOX（M） ：W140 × H75 × D25

ロット数 応相談

価格（税別） ￥1,000 ～ 5,000
※各種地域材への対応も可能です。
※商品は一例です。シートサンプルあり（有料）。価格は発注数量により変動します。

静岡県

オールスタッフ株式会社

加工からプレカット加工に進化し、構造材のKD（人口乾燥）およ
びEW（集成）化が進んで輸入材が増加したためだと考えられます。
こうしたなか、当社は平成18年に地元掛川産材はじめ静岡県産
材、従来の米材も挽けるお客様のニーズに応える製材工場に一新
しました。
　これからも業界の発展、社会の発展に寄与すべく、報徳の精神
を忘れず、従業員一丸となって努力を重ねて参る所存です。今後
ともオールスタッフ株式会社をよろしくお願い申し上げます。

　オールスタッフ株式会社は、昭和38年3月30日に桜木森林組合
より独立し、桜木製材株式会社として出発しました。その翌年、外
材合理化工場を目指して社名をオールスタッフ株式会社に変更。
設立後まもなく、当時としては県内屈指の注文挽製材工場を建設
し、住宅産業に微力ながら貢献してまいりました。
　戦後復興期の昭和20年代の製材工場は約34,000工場と言
われていましたが、昭和38年には25,295工場、平成24年には
5,927工場にまで減少しています。これは大工さんによる手刻み

　当社の圧密フローリングは、国産木材の大径木化が進む中、節が少な
い部分を使用し森林の循環を推進しています。幅広にすることで高級
感がでて差別化しやすく、意匠性が高くなり機能性に優れます。FSC-
CoC認証を取得している当社で製造販売することで付加価値を付ける
ことができ、SDGsの関わりが高くなりオーナー様へもご満足頂けます。

高い意匠性で施工時間を短縮します

建材／内装材

スギ圧密幅広フローリング
品　名 幅広圧密厚貼フローリング（複合タイプ） 圧密厚貼フローリング（複合タイプ）

使用木材 スギ（静岡県産） スギ（静岡県産）
サイズ（mm） W150 ～ 300 × L1,800 × T15 W90 × L1,800 × T15

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥200,000/㎡ ￥200,000/㎡
※配送費・設置費別途。
※各種地域材への対応も可能です。

▲クリア塗装 ▲着色

Wood Variation　　　　　　
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〒422-8056	 	
静岡県静岡市駿河区津島町7-16		
TEL	 054-285-2563	
FAX	 054-285-2548	
MAIL	 daishin@crocus.ocn.ne.jp

https://kagutoinori.com/
大伸木工株式会社

　丁寧に仕上げられた上部は、御位牌や手
元供養品を収めるためのステージになって
います。シンプルでコンパクトな本体は現
代の住空間に無理なく溶け込み、丸みをお
びた本体は、やさしい印象をあたえます。

▲①スクエア（ナチュラル）

▲②ワイド（ナチュラル）

▲①スクエア（ホワイト）

▲②ワイド（ホワイト）

▲①スクエア（ブラウン）

◀①スクエア（ブラウン）

▲②ワイド（ブラウン）

その他

想いの引出し
タイプ ①スクエア ②ワイド

使用木材 富士ひのき 富士ひのき
サイズ（mm） W250 × H200 × D200 W350 × H120 × D200

ロット数 12 12

価格（税別） ￥45,000 ￥45,000

静岡県

大伸木工株式会社

重視した「祈りの家具」を提案しています。当社のブランド「家具
といのり」シリーズは手元供養と言われる現代の住宅にマッチし
た、コンパクトサイズのまったく新しい祈りの家具になります。ア
イテムは光の厨子、音叉のおりん、祈りのあかり、結びの小壺、花
といのり、そして今回ご紹介する＜想いの引出し＞です。想いの
引出しの材料は日本が誇る富士山の山麓に樹勢する国産ヒノキを
使用しています。霊峰富士のエネルギーを感じながら、ヒノキ材
の醸し出す香をお楽しみ下さい。

　当社は家具産地で知られる静岡において、初代町塚万蔵が明治
3年に創業し150年の歴史を紡いでまいりました。創業当初は指
物の家具を作り上げて、海外に販売していたようですが、戦後静
岡が鏡台の開発に成功し一大産地になることにより、当社も専門
メーカーとして発展してまいりました。近年生活様式ががらりと
変わり、女性がドレッサーの代わりに洗面化粧台でお化粧するよ
うになり、それに伴い家具調仏壇の製造に参入しました。
　平成29年に家具といのり研究所を立ち上げ、よりデザイン性を

　故人の思い出を大事にしまっておく。そっと取り出して想いに耽る。
もちろん、生前からご自身の大事なものを入れる小箱としてお使い頂
き、愛着のあるその小箱を家族の手によって祈りの場としてお使い頂
くことも。
　富士山の麓で育てられた「 富士ひのき」を材料とし、静岡の老舗家
具メーカーの職人の手によって丁寧に製作されました。総ヒノキ造り
のため、引き出しを開けるとヒノキのとても良い香りがします。

お部屋や故人の印象に合わせて選べる、
小さい引き出しが可愛らしい「スクエア」と
横長で使い勝手の良い「ワイド」

▲①スクエア（ホワイト）

◀①スクエア（ホワイト）

▶①スクエア（ブラウン）
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〒421-0222	 	
静岡県静岡市葵区桂山712-4	玉川きこり社内
TEL	 054-292-2730	
FAX	 054-292-2770	
MAIL	 yokikagu@gmail.com

https://yokikagu.jp/
ヨキカグ実行委員会

▲木材への印刷も可能です

　商業施設やオフィスなどのキッズスペースに、木製の遊具や玩具を
ご提案致します。
　空間のコンセプトに合わせたアイデアやデザインのご提案はもち
ろん、意匠デザイン案を元に構造を考え図面作成から承ることも可
能です。

キッズスペースの遊具や玩具を地域材で 
木のぬくもりが子どもの感性を育みます

玩具・遊具

木製の知育玩具・遊具
品　番 ぐるぐるウッドデッキ 杉のドット絵磁石

使用木材 ヒノキ（静岡県オクシズ産） スギ（静岡県オクシズ産）
サイズ（mm） W3,600 × H330 × D3,600 W40 × L40 × T10

ロット数 1 ～ 100 ～

価格（税別） 応相談 応相談
※ぐるぐるウッドデッキ：設置まで請け賜います。
※杉のドット絵磁石：価格はロットによって応相談。

静岡県

ヨキカグ

ティに確かな自信があります。川上から川下まで、各分野のプロ
フェッショナルが顔の見えるつながりで仕事をするからこそ、妥
協のない仕事が紡がれているのです。
　ヨキカグでは、手入れの行き届いた静岡の素晴らしい針葉樹の
活用に留まらず、貴重な広葉樹が集まる仕組みにも取り組みはじ
めています。産地としては衰退しつつある静岡家具ですが、こう
した新たな取り組みを通じて、身近な木と関わるすべての人が幸
せになる未来を目指していきたいと思います。

　ヨキカグは、静岡の木で家具を作るプロジェクトです。林業家、
製材所、家具職人、デザイナー、ディレクター、大学の家具研究者
などが集まり、「身近な木を活かしたい」という想いで令和 2 年秋
に挑戦をスタートしました。　
　プロジェクトはまだ始まったばかりですが、早くもいくつかの
納品実績が生まれています。◎空のしおり-3776-（富士山静岡空
港内店舗）の什器や、◎匠宿キッズスペースの遊具・玩具など、静
岡の木を使い、静岡の職人たちが作り上げた作品はどれもクオリ

　大学の研究室に無垢の木で作ったミーティングテーブルを作りたい。
そんなオーダーにヨキカグは、板選びからスタート。板の形状を元に、
仕上がりのデザインやアイデアなどを研究室の皆さんと一緒に考える
ところから取り組みました。
　通常は欠点とされてしまう木の曲がりも、学生と家具職人のアイデ
アで弱点を活かしたデザインが誕生しました！

身近な木をもっと活かしたい！
板から選んだ山桜のミーティングテーブル

家具・什器／テーブル

山桜のミーティングテーブル
使用木材 ヤマザクラ（静岡県産）

サイズ（mm） W1,600 × H700 × D1,000
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※木の板選びは必須ではありません。
※中央の隙間は、板の形状によりすべて異なります。
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　集成材を１本より、完全オー
ダー対応にて製造しています。
規格外の断面、大断面構造用集
成材や湾曲集成材などの製造を
得意とします。

　在宅勤務、子どもの勉強、趣味などのために、半独立し
たスペースつくることができる１畳程度の小ユニット。材料
は軽いスギを使い、DIY で簡単に組み立て・解体できます。

　銘木 欅（けやき）無垢材を使用した木質感溢れる飛沫飛
散防止パネル用の台座。高さ調節が可能で、お持ちのアク
リルパネルをはめ込むだけで使用できます。

https://www.katagiri-meimoku.net/
片桐銘木工業株式会社

〒496-0915	 	
愛知県愛西市本部田町宮ノ切239-1	 	
TEL	 0567-32-0800	
FAX	 0567-32-0835	
MAIL	 info@katagiri-meimoku.net

建材／構造材

JAS集成材・JAS湾曲集成材
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W450 ～ 1,750 × L1,000 ～ 10,000 × T120 ～ 220
ロット数 1 本～

価格（税別） 応相談
※対応樹種、サイズ、納期はお問い合わせ下さい。

家具・什器／ユニット・イベントブース

SOHO BOX
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W1,370 × H1,600 × L1,060
ロット数 1 台～

価格（税別） ¥350,000
※設置費別途。

家具・什器／衛生・防災用品

銘木　飛散防止パーテーション脚
使用木材 ケヤキ・スギ・ヒノキ（国産）等

サイズ（mm） W220 × H220 × D70
ロット数 1 台～

価格（税別） ¥15,000/ 台
※使用するアクリルパネルは3mm厚以上を推奨。

▲カラー：ナチュラル

▲ダーク ▲ミディアム ▲ナチュラル ▲無塗装

リブの直線美とスギの温かさが
他にはない陰影を作り出す
　国産のスギ無垢板を削り出しリブ形状に仕上げました。
スギのおおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現で
きない深みのある質感が特徴です。無垢の雰囲気を損な
わずにリブ形状加工し、木目を活かした塗装仕様で安ら
ぎの空間を演出します。

彫りの深い立体感と柾目の突板が伸びやかで優美な印
象を与えます。

　当社は昭和25年に名古屋で創業し、良い木を広めたいという創業
者の想いから木曽桧や、銘木・床の間部材の販売・加工事業を始めま
した。住宅需要が高まる中、銘木・床の間部材にも低コスト化が必要
と考え、昭和32年には「化粧貼り集成材」を研究開発し、集成材の量
産を開始しました。現在では、突板貼り造作材の製造だけでなく、構
造用集成材の製造、熟練の技術が必要な突板の製造など幅広く事業
を行っています。
　当社の強みは原木の調達、突板加工、接着や加工、仕上げ塗装まで一

貫で行える体制をとっており、和風・洋風問わず造作部材のプロフェッ
ショナルとしてお客様のご要望にお応えできることです。構造用集成
材事業では愛知県内唯一の大断面集成材工場として、地域産材を使用
した製品づくりで地域のお客様に選ばれています。また各種プレカッ
ト加工や処理（防腐・不燃）木材の接着実績もございます。
　企業理念「環境にやさしく木の文化を提案する」を実現するため、木
を素材として利用するだけではなく、その良さを引き出すための仕
事を目指しています。

片桐銘木工業株式会社
愛知県

Color Variation　　　　　　

建材／内装材

リブ天井 突板仕様
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）等

サイズ（mm） W294 × L1,820・2,730 × T30
ロット数 1 枚～

価格（税別） ¥45,900/㎡
※価格は設計価格。特注樹種、特注塗装、特注長さ対応可。

建材／内装材

リブ天井LiteⅡ
品　目 節ありグレード プレミアムグレード

使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） L3,900 × D96 × T21　 L3,900 × D96 × T21　

ロット数 1 ケース（10 枚入）～ 1 ケース（10 枚入）～

価格（税別） ¥15,600/㎡ ¥21,600/㎡
※価格は設計価格。
※「節ありグレード」は源平、生節、補修跡、埋め木あり。「プレミアムグレード」は源平、小節、補修跡あり。 
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〒441-2317	 	
愛知県北設楽郡設楽町小松字横吹32	 	
TEL	 0536-62-0112	
FAX	 0536-62-1336	
MAIL	 shitara-kumiai@e-mail.jp

設楽森林組合

　ご希望の文章やロゴマーク、鳳凰、印影などをレーザー彫刻加工
し、木製の賞状や感謝状、認定証を作製します。厳選されたヒノキ
材を柾目方向に集成し、高級感を漂わせる板にレーザ彫刻・UV プリ
ントをほどこすことで紙にはない、木ならではの温もりを感じて頂
けます。　
　A3・A4サイズ程度のヒノキ集成材はウレタンクリア塗装品であり、
表面仕上げに UV プリンターで透明グロス模様をほどこします。
　カラー写真の取り込み表示も可能です（別途料金）。　

ヒノキ板にレーザー彫刻で
加工をほどこすオリジナル商品

日用品／表彰記念品

木製の賞状・感謝状・認定証
タイプ A3 サイズ A4 サイズ

使用木材 ヒノキ（愛知県産） ヒノキ（愛知県産）
サイズ（mm） W420 × H300 × T15 W300 × H210 × T16

ロット数 1 ～ 2 ～

価格（税別） ￥10,500 ￥5,500
※配送費別途。
※付属品として箱・木製スタンドが付きます。

愛知県

設楽森林組合

木材加工（円柱加工製品、レーザー加工製品、UVプリント加工製
品等）、山林の境界確認の調査事業などを行っています。また、愛
知県産材認証機構より「あいち認証材」（愛知県内で産出された木
材またはそれを加工した製材品であることが認証された木材・木
製品）を扱う認定事業者として認定を受け、町内はもとより県内
での公共建築物等での木材需要拡大に努めています。　

　愛知県の北東部の三河山間地域の中央部設楽町を事業区域と
しています。設楽町は森林面積24,846ha（国有林5,634ha、民有
林19,212ha）でスギ・ヒノキ等の人工林率81％を占め、そのうち
48％が60年生以上の成熟した森林となっています。
　平成26年４月１日設楽町内 2 組合が合併して設楽森林組合を
設立。「意欲と能力のある林業事業体」として国土保全や水源の涵
養、生物多様性の保全など、様々な役割を持つ森林を守り育ててい
く山のプロ集団として、組合員の山を中心に森林整備、木材生産、

　名刺サイズの名札台紙を使用可能です。特殊クリップにより直接胸ポケッ
トへのクリップ留めのほか、首掛けストラップにも対応しています。レー
ザー彫刻により社章・ロゴ等加工可能です。
　ヒノキ材を使っていますので、やわらかい木目の模様は商品ごとに違い
高級感を楽しめます。使い込むうちに木ならではの独特の風合いが出てく
るのも、また味わい深いところです。

一味違う雰囲気を出せる木製の名札ケース

日用品／バラエティ雑貨

木製名札ケース
使用木材 ヒノキ（愛知県産）

サイズ（mm） W100 × H70 × T9
ロット数 5 ～

価格（税別） ￥1,600
※配送費別途。

中
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日用品／アウトドア用品

日々 legラック120
品　番 HL-A

使用木材 スギ・ヒノキ（愛知県産）

サイズ（mm）
天板：Ｗ 1,200 ×Ｄ 300 ×Ｔ 20
日々 leg（脚）：Ｗ 380 ×Ｈ 410 ×Ｄ 40

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥16,000
※通常品は無塗装です。配送費別途。W90タイプもあります。

日用品／アウトドア用品

日々 legテーブル120
品　番 HT-A

使用木材 スギ・ヒノキ（愛知県産）

サイズ（mm）
天板：Ｗ 1,200 ×Ｄ 300 ×Ｔ 20
日々 leg（脚）：Ｗ 680 ×Ｈ 410 ×Ｄ 40

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥17,000
※通常品は無塗装です。配送費別途。W90タイプもあります。

　組立はこの「日」の字のようなカタチの “ 日々 leg” に板を差
し込むだけ。おうちでもキャンプでもお使い頂けます。
　スギ・ヒノキで作られているのでとても軽く、女性でも簡単
に組立てられます。また、天板や日々leg（脚）をまとめて持ち
運べるロープも付いています。

　ローテーブルとして使えます。軽くて外に持ち出しやすい
ので、車に積んでアウトドアレジャーにおすすめです。ご
自宅でも、ちゃぶ台のように使いたい時に使って、すぐに
しまえる万能性の高いアイテムです。

　簡単にTVボードや飾り棚として使える２段ラック。室
内だけではなくキャンプやお花見、運動会などアウトドア
でも重宝します。２段の棚にお弁当やキャンプギアを並べ
れば、木の雰囲気が素敵な空間を演出してくれます。

天板を “ 日々 leg ” に通すだけ！
「日々」のいろいろなシーンで便利に活躍

家具・什器／スツール

柾スツール
品　番 QS-S

使用木材 スギ（愛知県産）
サイズ（mm） W400 × H430 × D350

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥22,000
※通常品は無塗装です。配送費別途。
※色や木目は個体により異なります。

株式会社杉生
愛知県

　伸びるような木目が特徴の、スギの柾目を使ったスツール。
白太と赤身のコントラストが生み出す自然のデザインに、他に
同じものは２つとありません。板の接合部を“留め接ぎ”（45
度の切断面での接合）することで、木目が流れるように見せ
ています。
　活用が進まないスギの大径木をどう活かすか、私たちが出
した一つの答えからなる製品です。

スギの木目が生み出す自然のデザイン

中
部
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家具・什器／スツール

ミニマルスツール
品　番 MS-S

使用木材 ヒノキ（愛知県産）
サイズ（mm） Φ 300 × H300

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥12,000
※通常品は無塗装です。配送費別途。

家具・什器／テーブル

わいわいテーブル80
品　番 XT-80

使用木材 スギ（愛知県産）
サイズ（mm） W800 × H470 × D800

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥9,000
※通常品は無塗装です。配送費別途。

http://sugishou.com/
株式会社杉生

〒441-1301	 	
愛知県新城市矢部土取10-2	 	
TEL	 0536-24-1530	
FAX	 0536-24-1531	
MAIL	 mail@sugishou.com

建材／内装材

柾ボード
品　番 MY-18

使用木材 スギ（愛知県産）
サイズ（mm） W1,800 × D800 × T33

ロット数 応相談

価格（税別） ￥34,000
※サイズオーダー承ります。配送費別途。

　スギの柾目だけを使ったテーブル用天板。スギ特有の白
太と赤身の色の違いをそのままデザインとして活かしてい
ます。明瞭な色合いと真っすぐに通った木目が、これまで
のスギ材とは違った印象を感じさせてくれています。

　クロスさせた脚に天板を乗せる組み立て式のテーブル。天
板と足が木ダボで留まるようになっているので、しっかり安
定感のある簡易テーブルとなります。

　丸みを帯びたぽってりとした形がかわいい、子ども用の
スツール。座面から脚まで丸みをつけているので、小さな
お子様でも気兼ねなく使えます。

日用品／アウトドア用品

detachTable -デタッチテーブル -
品　番 ① DT-L ② DT-H

使用木材 スギ（愛知県産） スギ（愛知県産）
サイズ（mm） W400 × H150 × D300 W400 × H300 × D300

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥5,000 ￥6,000
※通常品は無塗装です。配送費別途。

　当社は、製材品の販売だけではなく製品としての提案と供給
がなにより重要だと考えた、新城地域の製材所数社が出資して
平成11年に設立されました。
　地域材の活用の場を拡げるため、工務店や設計事務所向けの建
築用材だけではなく、奥三河産スギ・ヒノキでの家具や建具の製作、
個人向けのDIY材料の販売やオリジナル木製品の開発など、製材
業のノウハウを活かした柔軟な事業展開をしています。
　一般のお客様に工場での加工や山での立木の伐採の様子を見て

もらう「山の見学会」での山と街を繋げる取り組みや、スギ大径木
の需要が無くなってきている中、幅広板や柾目に特化した商品開
発で大径材の活用に繋げる取り組みなど、山が抱える課題にも挑
戦しています。
　掲載商品の価格は令和４年３月時点のものです。改定される場
合がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。

　すべて無垢のスギ材、脚の脱着ができるアウトドア用ミニテーブル。
天板に空けた丸穴に “丸ほぞ”加工した脚を回し入れると、スギ材同士
の摩擦が程よく効いて締めこまれます。使っていくうちに丸ほぞが緩く
なってきても、脚に通したパラコードをしっかり張れば、“四方転び”
の脚を引っ張り合い抜けることはありません。

detachable 取り外し可能× tableテーブル
『detachTable』

▲①DT-L（左）、②DT-H（右）
中
部
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第3章　国産木材
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多摩産材情報センター

　多摩産材情報センターとは、多摩産材利用拡大と多摩地域の林業・木材産業の活性化を図る
ことを目的に多摩産材の利用者と供給者とのマッチングを行う窓口です。
　多摩産材の製品や調達方法について、多摩産材の取り扱い業者から収集した情報をもとに
ご相談内容に応じた情報を提供します。
　相談方法は、窓口への来訪のほか、メール、電話にて対応します。なお、相談は無料です。

多摩産材情報センター
Tamasanzai lnformation Center

〒198-0036
東京都青梅市河辺町6-4-1
　　　　青梅合同庁舎１階
TEL：0428-20-1181　
FAX：0428-25-0028
E-mail：tamasanzai-info＠tdfaff.com
月～金曜日　9時～17時
（土日祝日及び年末年始は除く）

http://tamasanzai.tokyo/

多摩産材に関する広報・PR業務
　多摩産材の広報・PRのために、毎年「多摩産材利用拡大
フェア」を開催しています。
　多摩産材利用拡大フェアでは、製材業者のほか、建築用
材・家具・什器・木工品等のメーカー等、多摩産材を取り扱
う多くの企業や団体が参加し、多摩産材を使いたい方々と
の交流が行われています。

577576
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〒519-3405	 	
三重県北牟婁郡紀北町船津2655	 	
TEL	 0597-35-0877	
FAX	 0597-35-0890	
MAIL	 mono_owase@owase.or.jp

http://www.owase.or.jp/home/
森林組合おわせ

家具・什器／チェア

尾鷲ヒノキベンチ
品　番 ⑤ PU235 ⑥ PU236

使用木材 尾鷲ヒノキ 尾鷲ヒノキ
サイズ（mm） W1,200 × H755・SH425 × D510 W1,200 × H755・SH415 × D510

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥90,000 ～ ￥108,000
※板座・張座、塗装などの仕様によって一部価格が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。

家具・什器／チェア

尾鷲ヒノキチェア
品　番 ① PU230 ② PU230A ③ PU231 ④ PU231A

使用木材 尾鷲ヒノキ 尾鷲ヒノキ 尾鷲ヒノキ 尾鷲ヒノキ

サイズ（mm）
W500 × H755・SH425

× D495
W500 × H755・SH425
× D495（肘高さ：635）

W500 × H755・SH415
× D495

W530 × H755・SH415
× D495（肘高さ：635）

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥70,000 ～ ￥79,000 ～ ￥80,000 ￥89,000
※板座・張座、塗装などの仕様によって一部価格が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。

▲⑤PU235 ▲⑥PU236

▲②PU230A▲①PU230 ▲③PU231 ▲④PU231A

三重県

森林組合おわせ

　FSC認証材と日本農業遺産に認定された『尾鷲ヒノキ』を中
心に商品の提供を行っております。
　『尾鷲ヒノキ』とは、三重県南部に位置する尾鷲市と紀北町の
ヒノキ林から産出される木材。「尾鷲ヒノキ林業」として日本農
業遺産に認定されたブランド材です。日本有数の多雨地域であ
り、急峻な地形かつ痩せた土壌という厳しい自然条件の中、長い
年月をかけて育った『尾鷲ヒノキ』は、年輪が緻密で、油分が多
く光沢があり、耐久性にも優れているという特長があります。

　脚下は樌がある構造で安
全にも配慮しています。背・
座の強度・耐久性試験、肘の
垂直荷重試験の区分４をク
リアしており、強度は広葉樹
の家具と遜色ありません。

　平成12年に国際認証のFSCを国内初取得、平成30年に農水省が創
設した「日本農業遺産」にも認定された尾鷲ヒノキを利用し、チェア
とベンチを製作しました。
　伊勢神宮の鳥居や大鷲が翼を広げた姿をイメージし、デザインして
います。肘あり・肘なし、板座・張座、ナチュラル色・ダーク色塗装
などシーンに合わせて適切なアイテムをお選び頂けます。

三重県のブランド材『尾鷲ヒノキ』の家具

Color Variation　　　　　　

▲NY2 ▲AC
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ミッドセンチュリーの
部屋創り

お気に入りのカラーを
取り入れた部屋創り

WOOD	LOVER'S事業部	 	
〒519-0111	 	
三重県亀山市栄町1488-185	 	
TEL	 0595-83-1596	
FAX	 0595-83-1818	
MAIL	 office@wood-lovers.jp	

https://wood-lovers.jp/
なかの材木株式会社

　1950年代のアメリカをイメージしたミッド
センチュリーカラーです。アンティーク家具と
の相性が良い２種類の色を用意しました。写
真はミッドブラウンを使用しています。

　ヴィンテージ加工ウッドパネルは、26カ
ラーと無塗装５種類のラインナップがありま
す。お気に入りの色がきっと見つかります。

◀④ハードブラウン

▲ミッドチェリー ▲③ミッドブラウン

建材／内装材

ヴィンテージ加工ウッドパネル
タイプ ホワイトカラー ホワイトカラー ミッドセンチュリーカラー OTHER カラー
カラー ①ナチュラルホワイト N-W ②ソフトホワイト S-W2 ③ミッドブラウン M-BR ④ハードブラウン H-BR

使用木材 スギ（三重県産） スギ（三重県産） スギ（三重県産） スギ（三重県産）
サイズ（mm） W132 × L1,970 × T11 W86 × L1,970 × T11 W103 × L1,970 × T11 W132 × L1,970 × T11

ロット数
1 ケース～

（12 枚入 /3.12㎡）
1 ケース～

（17 枚入 /2.88㎡）
1 ケース～

（15 枚入 /3.1㎡）
1 ケース～

（12 枚入 /3.12㎡）

価格（税別） ￥26,400 ￥27,600 ￥27,600 ￥27,600
※カラー展開等のラインナップは一例です。また、令和４年３月時点のもので変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

三重県

なかの材木株式会社

使用できるウッドパネルです。本物の木を部屋の一部分に張るこ
とでアクセントとなり、部屋にメリハリが生まれます。部屋の壁
や天井に施工がしやすいようサネ加工が施されています。個人の
方でもお買い求めできますが、施工は専門家（大工・工務店）に依
頼されることをお勧めします。この商品に使用している羽目板は、
三重県産のスギを使用し、地元三重県の林業活性化にも取り組ん
でいます。

　三重県亀山市にある、昭和５年創業の材木屋です。新建材やシ
ステムキッチン、システムバスといった住宅資材も総合販売をし
ています。近年は、お洒落な家・オンリーワンの商品ということを
意識しWOOD LOVER'S（ウッドラバーズ）というブランドを創
り、ヴィンテージ風（古材調）に加工したウッドパネル（羽目板）の
製作・販売をしています。住む人の多様性に応えられるようにカ
ラーバリエーションを豊富に取り揃え、１枚１枚手作業で製作し
ています。羽目板に塗装をし、程よく剥がす作業をした壁・天井に

三重県のスギの木に塗装とエイジング加工を施し、古材調にしたウッ
ドパネルです。多様なカラーバリエーションの中からお好きな色をお
選び頂けます。サネ加工が施してあるので天井、壁材として施工しや
すい商品です。

　今人気のカリフォルニア風の部屋を作るの
にピッタリな商品です。多様なカラーバリエー
ションの中からお好きな色をお選び頂けます。

　うっすら木目が見えるホワイトのパネルは
家具との相性も良く、シンプルな仕上がりに
なっており人気の商品です。通常パネルより
幅が狭く、大人かっこいい壁に仕上がります。

ヴィンテージウッドパネルで部屋創り

カリフォルニアスタイルの
部屋創り

シンプルな部屋創り

◀①ナチュラルホワイト

◀②ソフトホワイト
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本社	 	
〒515-0088	 	
三重県松阪市木の郷町21	 	
TEL	 0598-20-2323	
FAX	 0598-20-1082	

ウッドピア21事業部		
〒515-0088	 	
三重県松阪市木の郷町15	 	
TEL	 0598-20-1122	
FAX	 0598-20-1127	

http://matsumoku.jp/
松阪木材株式会社

表層に圧密加工とWPC加工を処理し、ウレタン塗装で仕上げたGRフローリング
は、長くキズのつきにくい美しいフローリングを無垢材で実現しています。介護施
設や児童施設など多数の利用者が想定させるフローリングにもおすすめです。
※ WPC加工とは、ウッドプラスチックコンビネーションの略で、木材組織にプラス

チック樹脂を注入・充填し硬化させる加工技術です。

強く美しくWPC加工処理ムクフローリング

◀③スギGRフローリング

▶④ヒノキGRフローリング

建材／内装材

GRフローリング
品　目 ③スギ GR フローリング ④ヒノキ GR フローリング

使用木材 スギ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W1,818 × H101 × D12 W1,818 × H101 × D12

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥49,800/ ケース（18 枚入） ￥58,000/ ケース（18 枚入）

三重県

松阪木材株式会社

　日本初の国産木材コンビナート「ウッドピア松阪」において市
売部門と小売・卸部門を持つ、昭和23年創業の歴史ある木材流通
事業者です。

　圧密加工とは高温のローラーで木材の表面に圧力を加え表層部分を
硬くする加工です。木目に沿って生まれた凹凸は足裏に心地よさをも
たらしています。床暖房にも対応しているので冬場でも直接無垢材の
ぬくもりを感じることができます。

表層圧密加工によって
キズの目立たないムクフローリング

建材／内装材

スギ圧密フローリング
品　目 赤特一 源平無節

使用木材 スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W1,820 × H105 × D15 W1,820 × H105 × D15

ロット数 1 ケース（16 枚入）～ 1 ケース（16 枚入）～

価格（税別） ￥32,500/ ケース ￥40,600/ ケース
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本社	 	
〒526-0822	 	
滋賀県長浜市鳥羽上町783-１
TEL	 0749-62-2419	
FAX	 0749-62-1099	
MAIL	 kigumi-info@iris.eonet.ne.jp	

天然木材工房Kigumi（SHOP）	 	
〒526-0059	 	
滋賀県長浜市元浜町14-22	 	
TEL	 0749-50-3097	
MAIL	 kigumi-info@iris.eonet.ne.jp

https://www.zurenga.com/
株式会社浅尾

　すべり台、はしご、ボルダリングの壁×２、ブランコ×
２、ネット、登り棒がセットになったキューブ型のヒノキ
の遊具です。

　丸、三角、四角から選べるこどもイス。「椿オイルで安
心・安全」「加工にこだわりとにかく丈夫」「お花屋小物を
置いてディスプレとして使ってもOK」が選ばれるポイン
トです。

　葉っぱと枝が測定の道具に！？　国産ヒノキの身長計で
す。すくすく育つ子どもの成長を見守りたい。そんな願い
を込めて……。

玩具・遊具

キューブ型複合遊具
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W2,800 × H1,000 × D1,000
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,200,000 
※サイズはすべり台の先までを含む最長幅です。

家具・什器／保育・学童家具

ひのきのこどもイス
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W210 × H210 × D210
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥6,000

家具・什器／インテリア用品

ひのきの身長計 ～はかっと木～
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W100（葉っぱ・枝装着時 600）× H1,700 × D15
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥20,000

滋賀県

株式会社浅尾

もたちだけで、実際に入ることができる木のお家が組み立てられ
ると評判になり、保育・教育業界及び、林業業界から高い評価を得
ています。ウッドデザイン賞2020において奨励賞、第24回木材
活用コンクールにおいて第４部門賞を受賞しました。
　近年、スギの活用方法が問題視されています。当社は建材以外
の別のアプローチとして、スギの柔軟性、軽さ、肌触り、木目の美
しさに注目し、玩具として世界市場に挑戦するべく、準備を進め
ています。

　当社は、木製品における雑貨、遊具・玩具など、オリジナル商品
の開発、製造を行い、長浜市旧市街にある観光スポット「黒壁スク
エア」内の店舗にて販売活動を行っています。衰退の一途を辿る
日本の林業業界において、少しでも木に関わることを望む人たち
の力になれればという思いで運営しています。
　特にスギを使った商品の開発には力を入れており、間伐材はも
ちろん、伐採時期を過ぎてしまったスギも有効に活用できる、天
然木製ブロック「ズレンガ」を商品化しました。ズレンガは、子ど

　子どもたちがスマートフォンより夢中になれるおもちゃを！　そんな思い
から生まれたズレンガは、２種類のパーツからなるレンガ台の大きさのブ
ロックで、表面に空いた穴にポッチを挿入することで、すべての面が連結
可能になり、想像したものを大きく組立てることができます。ズレンガ遊び
はブロック遊びの教育効果に加え、リーダー育成・運動遊びの効果も得ら
れ、保育・教育業界はもちろん、町おこしイベントなどでも大人気です！

等身大の動物、ロボット、家まで作れる
天然木製ブロックズレンガ

玩具・遊具

天然木製ブロック「ズレンガ」
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm）
ズレンガ（ブロック）：W170 × H85 × D40 
ポッチ（連結棒）　　：Φ 33 × L33

ロット数 1 セット（ズレンガ 600 個、ポッチ 1,200 個）～

価格（税別） ￥600,000
※各地域材によるズレンガの製造も請け負います。
※ イベント等にご活用頂けるよう１セット２泊３日税別￥33,000（配送費別途）でレン

タルも行っております。

▲使用ピース約600個 ▲使用ピース約200個

◀ズレンガ収納箱
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幼少期の記憶は残りませんが、体で感じる感性は大人
になっても残っています。木と思いきり楽しんでほしい、
そのような想いから、木育を目的に「くむんだー」を平
成23年に発表しました。それ以来、全国に27か所に活
動団体ができ、イベント等で活用しています。

その後、一過性で終わらせないために、すべり台を
組み合わせて「るんだー」をシリーズとして開発。就
学前の子どもを対象にスケールの変更と、あるき床を
少し加えました。このアイデアで１歳児も、遊びに参
加できるようになりました。

子どもはもちろん、
保育者にも好評の大型室内遊具

玩具・遊具

るんだーシリーズ
品　番 ①くむんだー ②あるき床 ③すべるんだー

使用木材 スギ（滋賀県びわ湖材） ヒノキ（滋賀県びわ湖材） ヒノキ（滋賀県びわ湖材）

サイズ（mm） 要問合せ W478 × L478 × T18
大：W380 × L2,750 × T145
小：W380 × L1,200 × T145

ロット数 要問合せ 1 セット（10 枚入）～ 各 1 台～

価格（税別） ￥402,500 ￥75,000/ セット
大：￥199,500
小：￥172,500

品　番 ④木のたまご ⑤くね枠 ⑥のぼるんだー
使用木材 ヒノキ（滋賀県びわ湖材） スギ（滋賀県びわ湖材） ヒノキ（滋賀県びわ湖材）

サイズ（mm） 約Φ 43 × H55 W755 × H180 × D35 W380 × L1,200 × T145
ロット数 1 セット（3,000 個入）～ 1 セット（11 枚入）～ 1 ～

価格（税別） ￥600,000 ￥63,250 ￥172,500
※写真にあるくむんだーの組み方やシリーズの組み合わせは参考です。詳しくはお問い合わせ下さい。
※受注生産のため、納期は約２か月。配送費別途。
※価格は令和４年４月時点。

①① ②②
④④

⑤⑤

⑥⑥

③③

滋賀県
東近江市あらゆる場面で木を使う
推進協議会

すべて地域のスギ材でつくった展示パネル。赤・ピンク・白と、
自然の色合いがとてもきれいです。

当製品は製作者の、とある疑問から誕生しました。地域の文化
祭で作品を展示していて、既成のパネルに作品を際立てる要素が
なく、なぜこのようなパネルを使用するのか、ずっと疑問に思っ
ていたのです。そんな中、工務店で建具製作時、200年生のスギが
2 割しか取れない歩留まりで、端材が多く残りました。でも、それ
らは十分活用できるのです。そんな時に思いついたのが、展示パ
ネルへの応用でした。

どのような作品もより魅力的に展示でき、たいへん好評を頂い
ています。

絵画・書・写真・生け花・盆栽・陶芸など
すべてにマッチする展示パネル

家具・什器／ディスプレイ・店舗什器

キミセル（木ミセル）
使用木材 スギ（滋賀県永願寺産）

サイズ（mm） W1,200 × H1,800 × D400
ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥230,000
※組み合わせ、棚付き、サイズなどオーダーメイド可能です（価格応相談）。
※セット内容は、格子パネル1台、左右サイド足各1点、展示テーブル1点です。
※受注生産のため、納期は約２か月。配送費別途。

▲展示イメージ
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人は生きている間に様々な病気やケガに見舞われます。
それは樹も同じです。入り皮・目廻り・腐れ・変色など、
材としては使いづらい木が出てきます。それでも人よりも
遥かに長い時間、そんな病気やケガを内に秘めて凛と立ち
続けている樹を想い、この厨子は生まれました。そんな想
いが皆様の祈りのかたちに寄り添います。

　滋賀県東近江市の奥永源寺は木工旋盤（ロクロ）木地師
発祥の地。そこで習った技術でボールペンを製作しました。
　東近江市産のケヤキ、サクラ、モミジから１本１本、丁
寧にロクロで削り出して作っています。天然の木から削り
出しますので、同じ模様のものは 2 つとありません。仕上
げには蜜蝋を使っており、やさしい手触りで、長くお使い
頂けます。

大切な人を祈る小さな厨子

木地師発祥の地の
技術を活かした逸品

その他

厨子～祈りの葉
使用木材 ナラ（滋賀県産びわ湖材）

サイズ（mm） W200 × H315 × D205
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥55,000 ～
※オーダーメイド可能。思い入れのある木材での製作も承ります（価格応相談）。

日用品／ステーショナリー

地域産広葉樹ボールペン
使用木材 ケヤキ・サクラ・モミジ（滋賀県東近江市産）

サイズ（mm） Φ 12 × L130
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,000
※ケース付。
※回すと芯が出るタイプです。替え芯は三菱鉛筆の「SK-8」をお使い頂けます。
※提供：伝兵衛

〒527-0172	 	
滋賀県東近江市鯰江町1443	薪遊庭内
TEL	 090-7963-9318（担当：土田）	
FAX	 0748-27-1036	
MAIL	 kiwotsukau.p@gmail.com

https://www.facebook.com/
groups/645242656008020/

東近江市あらゆる場面で木を使う推進協議会

▲左から2本ずつケヤキ、サクラ、モミジ

の会員や、地域の方に利用頂けるよう、川上から川下までの木材の
流れる仕組みづくりに取り組みながら、東近江市から全国に様々
な木製品、木育サービスなどの情報を発信しています。

　私たちの協議会は、琵琶湖から鈴鹿山脈までの自然豊かな東近
江市を中心とする地域の森林・林業関係者が集まり、木のある暮
らしを提案するとともに、日常生活や事業活動のあらゆる場面で
木が使われるような活動を展開し、地域の資源や資金が地域で循
環する仕組みを構築することを目的とし、令和元年５月に発足致
しました。
　東近江市の山の施業で出た間伐材を利活用し、針葉樹だけでは
なく、小径、多品種が特徴の広葉樹も製材し、当協議会の木工作家

　全３ケース、全27種の動物のパズル。それぞれどうぶつ
と外枠、台枠の３枚で構成されており、すべてバラバラに
したり、どうぶつと外枠を外したり、台枠を合わせたりし
て遊びます。

　天然木のよさを感じながら、積んだり並べたり中抜きし
たりして遊びます。針葉樹と広葉樹のタイプがあります。

9種類の広葉樹を使用したパズル

創造が広がる枠型のつみき

子どもから高齢者まで楽しめる

玩具・遊具

どうぶつピタッ
使用木材 ホオ・ヤマザクラ・クリ（滋賀県東近江市産）等

サイズ（mm） ピース：W80 × L80 × T15
ロット数 １ケース（9 ピース入）～

価格（税別） ￥15,000

玩具・遊具

わくわくつみき50

使用木材
針葉樹タイプ：スギ・ヒノキ（滋賀県東近江市産）等 
広葉樹タイプ： ヤマザクラ・ホオ・クリ・キハダ
 　　 （滋賀県東近江市産）等

サイズ（mm） しかくつみき：W50 × H50 × D50
ロット数 １ケース（35 ピース入）～

価格（税別） ￥12,500
※しかくつみきの枠の厚さは10mmです。
※さんかくつみきはスギでできています。

玩具・遊具

ころころめいろ
使用木材 スギ（滋賀県東近江市産）

サイズ（mm）
パーツ：W75 × H25 × D75 

（5 種類のパーツ 36 個で構成）
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥20,000
※広葉樹タイプもございます（税別￥25,000）。また、溝の色はオーダーできます。

　木に触れて匂いを感じながら迷路をつなぎ、木球を転が
します。五感を通してつくる・できる楽しさを味わえます。
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▲①スツール

〒522-0341	 	
滋賀県犬上郡多賀町多賀1835-1	
TEL	 0749-48-7575	
FAX	 0749-48-7576	
MAIL	 made.in.japan@hiratsuka-k.jp	

HIJ株式会社	 	
〒522-0341	 	
滋賀県犬上郡多賀町多賀1835-10	
TEL	 0749-20-8184	
FAX	 0749-20-6967	
MAIL	 info@hij-corp.jp	

https://hiratsuka-k.jp/
株式会社ひらつか建築.

　スマートフォンから流れる音を豊かに広げる木製スピーカー「お
とばこ」。様々な分野のデザイナーやアーティストとコラボレーショ
ンした作品が「おとばこ+」です。

家具・什器／テーブル・チェア・スチール

組美木シリーズ
品　名 ①スツール（3KS） 杉 ②ローテーブル（3KLT）杉 ③センターテーブル オーバル 桧 ④ベンチ（4KB）桧

使用木材 スギ（滋賀県産） スギ（滋賀県産） ヒノキ（滋賀県産） ヒノキ（滋賀県産）
サイズ（mm） Φ 280 × H420 Φ 450 × H450 W1,200 × H450 × D600 W1,200 × H420 × D370

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥28,000 ￥34,200 ￥105,000 ￥76,500
※①桧材の場合は税別￥30,000、②桧材の場合は税別￥38,000、③※桧＋欅材の場合は税別￥120,000、④※桧＋欅材の場合は税別￥85,000。

家具・什器／インテリア用品

おとばこ+
シリーズ おとばこ+ Washi panel おとばこ+ Fabric panel
使用木材 ヒノキ（滋賀県産） ヒノキ（滋賀県産）

サイズ（mm） W700 × H400 W700 × H400
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥42,120 ￥43,200
※画像の他にも柄は様々あります。

▲②ローテーブル

▲紺藍の瀧

▲赤いマーガレット

▲朱色の雲

▲③センターテーブル オーバル ▲④ベンチ

　様々な樹種のパーツを、金物を使用することなく組み合わせる
ことで強靭さとしなやかさに加え、寄木細工のような精巧で緻密
な美しさを併せ持ちます。軽さや温かみある感触が幅広い層に受
け入れられています。

多様性のあるアートの融合

金物を使用することなく
パーツを組み合わせた「組美木」

滋賀県

株式会社ひらつか建築 .

ため、オリジナル家具「組美木」、木製スピーカー「おとばこ」、その
他生活雑貨などの開発をしました。また、タイニーハウス「WOW」
など滋賀県産材を使った大型の商品も開発。販売を担うグループ
会社・HIJ株式会社も設立し、地域木材のより一層の利用を活性化
させる取り組みも行っております。

　「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」とう
たわれ、全国的に知られる多賀大社。その東側すぐの場所に株式
会社ひらつか建築があります。昭和33年の創立から60年以上に
わたり、地元滋賀県多賀町の豊かな森林を使い、伝統的な和風木
造建築から現代の省エネ施行に則した高気密高断熱住宅を扱う地
域密着型の工務店です。多賀町は町面積の85%が森林で良質な
スギ、ヒノキが豊富ですが、安価な外材に押されて多賀町の林業
も衰退しつつあります。少しでも地元産木材の利用を促進させる

自宅の庭などに設置できるテレワーク時代にぴったりなタイ
ニーハウス（小さな家）です。オフィスや、サロン、小店舗、
グランピング施設など使い方は無限大。あなただけのお気に入
りスペースが生まれます。

駐車場程度のスペースがあれば設置可能です。内装、床など
のカスタマイズも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

ハイエンドなタイニーハウス「WOW」

その他

WOW Long
使用木材 スギ（滋賀県産）

サイズ（mm） W2,480 × H2,520 × L6,080
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,500,000
※サイズは他にShortとMidlleがあります。

近
畿
地
方



593592592 593592

木肌と杢目の
両方の美しさを持ちます

無垢でプレミアムな木肌にガラスを合
わせ、空間をやわらかくセパレート

北山杉独特のやわらかな雰囲気が
感じられます

　主に腰板として開発された商品ですが、公共施設や店舗、
住宅などに幅広く使用されています。

　北山丸太にスリットを入れて、ガラスをはめ込むので部
屋の形状に合わせて自由に角度を変えて配置することがで
きます。木とガラスという異素材を調和させることでモダ
ンスタイルを作ることができます。

　伝統的な和紙の産地、京都の黒谷で和紙職人により北山
杉の皮を漉き込んで作った逸品です。丈夫で長持ちするの
が特徴で、襖や天井、壁紙としても使えます。

▲白（透過イメージ） ▲茶（透過イメージ）

建材／内装材

腰板「洛北」
使用木材 北山杉

サイズ（mm） W100 × H910 × D20・30
ロット数 10 ～

価格（税別） ￥2,500

建材／内装材

パーティション「木洩れ陽」
使用木材 北山杉

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※オーダーメイド品。

建材／内装材

インテリア和紙（白）（茶）
使用木材 北山杉

サイズ（mm） W900 × H600
ロット数 2 ～

価格（税別） ￥2,000

京都府

京都北山丸太生産協同組合

北山丸太は京都市北部の北山に生育する北山杉の丸太。皮をはが
して幹の表面を磨き、丸太のまま利用することから磨き丸太とも呼
ばれ、室町時代より茶室などの建築に使用されたのが始まりです。
磨丸太、人造絞り丸太、天然出絞丸太、面皮柱、タルキなどがあり、
とりわけ材質が緻密で木肌が滑らかで光沢があり、干割れが生じに
くいなどの特色があります。

その優美な特質は、和風建築にはもちろん現代建築にもよく調和
し、その優雅な風趣は人と自然を近づけ、自然感を室内空間にもた
らしてくれます。
「北山丸太」は「北山杉」とともに地域団体商標を取得し、更な

る品質向上を図り、ブランド化を進めております。

　北山杉の木肌表面を組み合わせ
た壁用パネルです。
　趣ある風合いを活かした表情豊
かな空間に仕上げます。木肌の表
情により４種類ございます。

伝統技法を継承し、
良質の北山丸太をご提供します

北山杉ならではの
表情豊かな壁材です

▲①桟入り出絞パネル

▲③磨丸太パネル

▲②斜め出絞パネル

▲④面皮パネル
建材／内装材

装飾壁材
品　名 ①桟入り出絞パネル ②斜め出絞パネル ③磨丸太パネル ④面皮パネル

使用木材 北山杉 北山杉 北山杉 北山杉
サイズ（mm） W450 × H450 × D30 W450 × H450 × D30 W600 × H900 × D30 W600 × H900 × D30

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥24,000 ￥20,400 ￥20,400 ￥20,400
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〒601-0125	 	
京都府京都市北区中川川登74	 	
TEL	 075-406-2955	
FAX	 075-406-2823	
MAIL	 info@kyotokitayamamaruta.com	

http://www.kyotokitayamamaruta.com/
京都北山丸太生産協同組合

家具・什器／ディスプレイ・店舗什器

北山杉の雑誌・新聞架
品　名 ④雑誌架 ⑤新聞架

使用木材 北山杉 北山杉
サイズ（mm） W1,000 × H1,130 × D400 W683 × H950 × D400

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥280,000 ￥150,000

日用品／ステーショナリー

三菱鉛筆「故郷の木持ち」シリーズ
品　名 北山杉ボールペン 北山杉シャープペン

使用木材 北山杉 北山杉
サイズ（mm） 軸径 10.9 × H132.2 × T13.7 軸径 10.9 × H134.6 × T13.7

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥2,408 ￥2,408
※三菱鉛筆が地域限定で展開する「故郷の木持ち」シリーズの商品です。三菱鉛筆の替え芯がご利用頂けます。

▲④雑誌架 ▲⑤新聞架

杢目を活かした
シンプルなラックです

美しい木目と色味が引き立つ
シンプルで端正な筆記具

　お店やオフィス空間に、格式高い木のぬくも
りを届けたい。そんな思いから、今、北山杉が
様々な形でインテリアに取り入れられています。
　雑誌架はパンフレット架にも使用でき、下
部には開き戸の収納スペースが設けてありま
す。新聞架の前面の足は天然出絞の木肌が見え、
すっきりとした印象に仕上げました。

選び抜いた北山杉を「特殊圧密加工」と呼ばれる工法を用
いてその風合を凝縮し、『北山杉』のレーザー彫刻を施した
当組合オリジナル商品です。

北山杉特有の木目の美しさと質感、筆記具として質の高さ
が融合したおすすめの逸品です。

　約600年前からつくり始めたと言われる京都府の木、北山杉。お
よそ30～40年間、職人の手作業で手塩にかけて育てられます。そ
れは一見自然の木とは思えないほどの、丹念に作りこんだ作品と
思わせるような秩序を漂わせるきれいなスギです。桂離宮や修学
院離宮など日本の代表的な建築にも使用されています。
　当組合は、生産加工を行う組合員がこの北山杉の表皮をむき、
木肌を丁寧に磨きあげた「北山丸太」を住宅や店舗のインテリア
や内装材とし、製品紹介や販売を行っています。

北山杉をくり抜き、
丸みを活かした照明です

町屋文化が残る、
京都ならではの床几

　北山杉をくり抜いてつくったランプです。
やわらかな表情の灯りは安らぎの空間を提
供します。
　「ゆらぎ」と「燦」は素面にスリットを
入れ、「暖」は木の葉をモチーフとした切
り抜きを入れました。京友禅の織地を合わ
せており、温かくやわらかな灯りはリラッ
クスタイムに最適です。
　和風空間はもちろんモダンな空間にも調
和し、どのようなシーンにも寄り添うデザ
インです。

　北山杉の丸みを残してありますので落ち
着いた雰囲気があり、意外と洋室にもなじ
みます。材質がスギなので軽くて扱いやす
いです。

家具・什器／インテリア用品

照明「京のこもれ灯」
タイプ ①ゆらぎ ②燦 ③暖

使用木材 北山杉 北山杉 北山杉
サイズ（mm） W140 × H290 × D140 W140 × H290 × D140 W140 × H300 × D140

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥20,370 ￥21,300 ￥16,670

家具・什器／ベンチ

床几
使用木材 北山杉

サイズ（mm） W1,350 × H425 × D415
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥45,000

▲①ゆらぎ ▲②燦 ▲③暖
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今日はみんなで？　1人で？

お部屋すっきりコンパクト収納可！

気の向くままにおえかきどーぞ！！

テーブルを組み合わせることにより、いろいろな形で使
用できます。みんなの顔を見ながら話したり作業したりす
るときは、お花型の組み合わせに。横につなぐと互い違い
に座ることができ、集中して作業ができます。

キャスター付で楽に移動ができるテーブル。折り畳んで
コンパクトに収納できるので、保育室を広く使うことがで
きます。大きくなれば、子ども自身もテーブルのお片付け
のお手伝いができます。

パーテーションのように設置することで両側から絵が描け
るので、お友だちと一緒に楽しめます。乳児さんも、立っ
てシール貼りをして遊べます。イベント時には、ポスター
を貼るなど、看板としても利用できます。

家具・什器／保育・学童家具

お花型テーブル
品　番 YTE-T001

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W1,400 × H700 × D655

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥78,000
※オイル塗装仕上げ。

家具・什器／保育・学童家具

子どもテーブル天板跳ね上げ式
品　番 YTE-E003

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W1,200 × H400 × D450

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥91,000
※天板はウレタン塗装、その他はオイル塗装仕上げ。
※キャスター付。

玩具・遊具

おえかきぼーど（大）
品　番 YBH-H005 ①

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W1,100 × H982 × D650

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥94,000
※オイル塗装仕上げ。
※用紙は模造紙（四六判）サイズ、サイズ違い有。

京都府

一般社団法人京都府木材組合連合会

　キッズハウスを保育室に設置された保育園では、子ど
もたちが小さな机と座布団を持ち込んで、落ち着いた空
間の中で、ゆったりとした気持ちで絵本を読んだり、あ
るときは、お店屋さんごっこのお店として、壁面に自分
たちで作った看板やメニュー表を貼って、お店に大変身
させて遊ばれています。子どもたちのアイディア次第で、
いろいろな使い方ができます。

＜使用例写真について＞
ページ下段のウッドキッチンと子どもベンチがキッズ

ハウスの中にすっぽりと収まります。お部屋の中に子ど
もたちの特別な空間が広がります。

『自由に自遊』
落ち着いた空間を作り出すことも、
遊びの演出もできる、キッズハウス

玩具・遊具

キッズハウス
品　番 YYU-E004

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W1,500 × H1,900 × D1,600

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥325,000
※オイル塗装仕上げ、着色部は水性絵具。

▲キッズハウス内（使用例）

玩具・遊具

ウッドキッチン
品　番 YYU-E006

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W830×H1,135×D335

ロット数 1～
価格（税別） ￥182,000

※オイル塗装仕上げ、着色部は水性絵具。
※扉にアクリル板使用。

家具・什器／保育・学童家具

スタッキング子ども椅子
（4・5歳児用）

品　番 YCH-E001①
使用木材 ヒノキ（京都府産）

サイズ（mm） W280×H350・SH260×D250
ロット数 1～

価格（税別） ￥19,000

家具・什器／保育・学童家具

子どもベンチ
品　番 YBE-E001

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W1,000×H400・SH200×D330

ロット数 1～
価格（税別） ￥32,000

※オイル塗装仕上げ。
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〒604-8417	 	
京都府京都市中京区西ノ京内畑町41-3	
TEL	 075-802-2991	
FAX	 075-811-2593	
MAIL	 info@kyomokuren.or.jp

http://www.kyomokuren.or.jp/
一般社団法人京都府木材組合連合会

京都らしさを感じて頂ける、和風のパーテーションです。圧迫
感なく空間を区切ることができます。お部屋の雰囲気に合わせて
お選び下さい。

アクリル板仕上げで、案内文書やパンフレット・チラシ等の全
面を見せることができます。A4サイズのカタログが16種類入れら
れる大容量なので、注目度抜群です。

家具・什器／ディスプレイ・店舗什器

ディスプレイカタログスタンド
品　番 KSY-E002

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W975 × H1,445 × D460

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥116,000
※オイル塗装仕上げ。
※キャスター付、アクリル板使用。

家具・什器／チェア

椅子（肘掛付）
品　番 KCH-T002

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W610×H685・SH380×D480

ロット数 1～
価格（税別） ￥90,000

※オイル塗装仕上げ。

家具・什器／保育・学童家具

下駄箱（扉式）
品　番 KGE-H001

使用木材 ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W910×H1,200×D400

ロット数 1～
価格（税別） ￥192,000

※オイル塗装仕上げ。

家具・什器／テーブル

ガラス天板応接テーブル
品　番 KTE-H007

使用木材 ヒノキ（京都府産）

サイズ（mm） W1,500×H450×D600 
（ガラス天板：W680×D380）

ロット数 1～
価格（税別） ￥143,000

※天板はプロテクト塗装、その他はオイル塗装仕上げ。
※引き出しトレイにディスプレイ可。

▲①パーテーション

▶②衝立パネル～縦格子～

　当会は、木材産業や木材需要開拓の事業、木材の検査業務及び
京都府産木材認証制度の業務を通して、住宅や公共建築物、中高
層建築物等の非住宅に至るまで、木材を使って頂くための情報提
供活動に取り組むほか、「京都の木で建築物を建てたい」などの要
望にも対応するコーディネート業務も行っております。
<掲載商品について>
　地域材を使用して製作しているため、原木価格により商品価格
が変動することがあります。また配送費・設置費は別途必要です。

　京都産木材には「京都木材規格（KTS）」という独自の品質性能
規格を設けており、木製家具や遊具はその適合品を使用して製作
しています。
　環境にやさしい資源である木材の利用を進め、子どもから大人
まで、いつでも木に触れられる環境を整えたい。木を身近に使う
ことを通じて、健やかな体、豊かな心を保ち育んでほしい。そんな
私たちの想いを込めた「安心・信頼の京都府産木材でつくった家
具・遊具」を、皆様へお届けします。

丸太の自然な雰囲気を楽しめます。設置された保育園か
らは、「無機質なお部屋も、ログ調ということで置くだけで
温かみがでました。子どもたちが本を取り出しやすく、重
宝しています」との声を頂いています。

いろいろなサイズがあり、様々な用途に使えます。入れ
子式に収納できて置き場所に困らず、さっと取り出せるの
で、保育園では踏み台にしたり、子ども用の机・椅子とし
ておえかきやおままごとに使ったりと大活躍です。

家具・什器／保育・学童家具

ログ調多目的棚
品　番 YRK-U001

使用木材 スギ（京都府産）
サイズ（mm） W800 × H1,700 × D350

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥72,000
※オイル塗装仕上げ。
※棚無し、棚位置違い有。

家具・什器／その他

コの字型入れ子ラック
品　番 YBH-U002

使用木材 スギ（京都府産）
サイズ（mm） 収納時：W540 × H350 × D320

ロット数 1 組（5 連）～

価格（税別） ￥20,000
※オイル塗装仕上げ。

玩具・遊具

リアルブロック
品　番 YTY-T003

使用木材 ヒノキ（京都府産）

サイズ（mm） ブロック：W150×L90×T90 
              W300×L90×T45等

ロット数 1～
価格（税別） ￥128,000

※無塗装。
※ブロック5種類計90個、キャスター付収納台座付属。

玩具・遊具

バランスボード10個セット（小）
品　番 YTY-U001

使用木材 スギ（京都府産）
サイズ（mm） W400×H50×D200

ロット数 1～
価格（税別） ￥40,000

※オイル塗装仕上げ。
※ 同サイズのバランスボードが10個入ったセットです。

写真のように、それぞれ木目や節は異なります。

家具・什器／保育・学童家具

ごみ箱カバー
品　番 KWD-H003

使用木材 ヒノキ（京都府産）

サイズ（mm） W290×H540×D290 
（内寸：W250×H300×D244）

ロット数 1～
価格（税別） ￥20,000

※オイル塗装仕上げ。

家具・什器／パーテーション

パーテーション
品　名 ①パーテーション ②衝立パネル～縦格子～
品　番 KBH-H003 KBH-T002

使用木材 スギ（京都府産） ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） W1,250×H1,450×D370 W700×H1,545×D450

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥156,000 ￥110,000
※オイル塗装仕上げ。
※衝立パネル～縦格子～は脚部取り外し可、デザイン違い有。
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　産官学連携で製作した、ちょっと腰掛けるベンチ。北山
丸太の魅力と実用性を兼ね備え周囲になじむデザインです。

北山丸太のあたたかみあるベンチ

家具・什器／ベンチ	 	

北山丸太ベンチ「ヒトトキ」ツインバー
使用木材 京都府産北山磨き丸太

サイズ（mm） W1,100 ～ 1,150 × H880 × D880
ロット数 1 ～

価格（税別） ¥95,000
※受注生産のため納品まで２か月余り掛かります。

〒601-0260	 	
京都府京都市右京区京北細野町瀧ノ向6-2
TEL	 075-852-0490	
FAX	 075-852-1053	
MAIL	 info@keihoku-meikyou.jp	

http://keihoku-meikyou.jp/
京北銘木生産協同組合

車体は北山磨き丸太、タイヤはヒノキ、車軸は京竹で作
りました。無塗装で仕上げていますので、安全にお使い頂
けます。

　高さが60cm と45cm の２種類あります。無塗装で仕上
げていますので、安全にお使い頂けます。

木のぬくもりが伝わる車のおもちゃ

京都のヒノキで作った
オリジナルのミニキッチン

玩具・遊具

車のおもちゃ
使用木材 北山杉、京竹、ヒノキ（京都府産）

サイズ（mm） W70 ×Ｈ 65 × D120
ロット数 5 ～

価格（税別） ￥850

玩具・遊具

京都産ヒノキのキッチン台
タイプ 高さ 60cm 高さ 45cm

使用木材 ヒノキ（京都府産） ヒノキ（京都府産）
サイズ（mm） Ｗ350×Ｈ600×D600 Ｗ350×Ｈ450×D600

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥60,000 ￥55,000

京都府

京北銘木生産協同組合

　京都府の木である「北山杉」から加工した北山丸太は、「千利休」
の茶の湯文化で確立された茶室や数寄屋建築に欠かせない建築材
料です。その北山丸太の製造販売（各組合員が製造）を事業（市売
り・小売り）の核とし、北山丸太を活かした遊具や什器の製造販売、
また木を伐る技術を活かした特殊伐採も行っています。

北山天然出絞丸太をスライスして40％の圧縮をかけた材
を接ぎ合わせた圧縮合板です。カウンターやテーブルに最
適で圧倒的な存在感があります。

　北山天然出絞丸太は、木肌に自然にコブ状・波状の凹凸（絞り）ができたも
の。種類や地質、日当たり等により様々な表情が見られ、主に床柱として使用
されています。

杢目を活かした北山杉の圧縮合板

京都北山産の貴重な丸太

建材／内装材

北山天然出絞丸太圧密合板（40％圧縮）
使用木材 北山天然出絞丸太

サイズ（mm） W500 ～ 1,000 × L2,800 × T30
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥110,000 ～ 200,000
※受注生産のため納品まで2か月余り掛かります。

６台組み合わせると６角形（外径3,160mm）になり、３
台で正三角形と様々な組み合わせができます。

北山天然出絞丸太圧密合板台形テーブル

家具・什器／テーブル

6角形テーブル
使用木材 北山天然出絞丸太

サイズ（mm）
Ｗ 685 ×Ｈ 710 × D1575・790 

天板：T30、外径：3,160
ロット数 1 セット（6 台）～

価格（税別） ￥780,000
※受注生産のため納品まで2か月余り掛かります。
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〒566-0053	 	
大阪府摂津市鳥飼野々1-27-24	木下らんま店内	
TEL	 072-646-8470	
FAX	 072-646-8470	
MAIL	 osakaranma@onyx.ocn.ne.jp

https://osaka-ranma.com/
大阪欄間工芸協同組合

　年中青く勢いがあり、飽きがこない「老
松」図柄の透かし。古木の中にあって、い
かに元気な姿を出せるかが重要です。
　「丸形四君子」は室内の静けさや、落ち
着きを保つのに最適な欄間。桐板の柾目
をいかに活かすかを考えて透かしており
ます。
　スギ板で製作することも可能です。

筬は随分古くから城や寺などで使用されており、現
在も使用されています。欄間が一般の家で使われるよ
うになると、筬も低く木がらも小さくなり、縦・横の
板を巻いたものが使われるようになりました。

筬を塗玉縁に入れるには特別な技術が必要になりま
す。職人の技が光るこの欄間は、シンプルで飽きがこ
ない製品です。

　書院に設置する欄間。また、タペストリーとしても使
用することがあります。香玉（形）の中に彫刻をして
おり、空気の入れ替えをするために裏の障子（組子）
は開閉できます。

書院はもともと講学を学ぶ場所で文学の書物を置く
ところでしたが、現在は置物を置くなど室内の一部と
して使用されています。

その他

透かし彫り彫刻欄間
品　目 ③老松 ④丸形四君子

使用木材 キリ（国産） キリ（国産）
サイズ（mm） L1,800 × H360 × T6 L1,800 × H360 × T6

ロット数 1 組（2 枚）または 1 枚 1 組（2 枚）または 1 枚

価格（税別） ￥800,000 ～ ￥650,000 ～
※価格は参考価格です。材料の種類・板の厚み・枠の種類等により変動します。

▲③老松

▲④丸形四君子

その他

桐巻筬欄間
使用木材 スギ・キリ（国産）

サイズ（mm） L1,800 × H360 × T6・9
ロット数 1 組（2 枚）または 1 枚

価格（税別） ￥850,000 ～
※価格は参考価格です。材料の種類・板の厚み・枠の種類等により変動します。

その他

書院欄間彫刻　老松
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） L1,800 × H390 × T24
ロット数 1 枚

価格（税別） ￥650,000 ～
※価格は参考価格です。材料の種類・板の厚み・枠の種類等により変動します。

大阪府

大阪欄間工芸協同組合

を使用しています。
昭和50年２月　設立
昭和50年９月　通商産業大臣指定（現・経済産業大臣）
昭和60年７月　大阪府知事指定（大阪の伝統工芸品）
平成18年７月　商標登録
平成18年11月　地域団体商標登録

　「大阪欄間」は経済産業省指定伝統的工芸品です。当組合は欄
間製造事業者のみが所属し、主に共同受注事業・展示会事業・体
験指導事業等を行っています。各省庁・大阪府・大阪市の他、施
主様からご依頼を受け、欄間をはじめ社寺彫刻・木製看板・記念
品や贈答品・お土産品などを製作。また、イベントや催事にて
ワークショップ（体験）指導を行い、訴求に努めています。
　欄間に使用する原材料は主に、スギ・ヒノキ・キリ・ケヤキなど
の国産木材。その他、木製看板や小物などには、様々な国産木材

　欄間は彫刻板の厚さによって彫り方が変わり、使用する道具
の数も変わってきます。彫刻板は10mmぐらいから彫刻でき、
写真は厚さ30mmの板に彫刻しています。彫刻板が厚い時には、
200～300本もの道具を使います。

「梅に鶯」は春を知らせ、夢や希望を与えてくれる欄間です。
早春に葉より先に咲く梅と、春鳥・春告鳥・花見鳥など、いろ
いろないわれがある鶯を合わせました。
　「遠山」は山だけのシンプルな風景。思い出深い故郷の山々な
ど、いつまでも心に残る風景を欄間にしました。写真をご提供
頂ければ彫刻可能です。

木彫彫刻の腕のみせ所「彫刻欄間」

その他

彫刻欄間
品　目 ①梅に鶯 ②遠山

使用木材 スギ（国産） キリ・スギ（国産）
サイズ（mm） L1,800 × H360 × T30 L1,800 × H360 × T20

ロット数 1 組（2 枚）または 1 枚 1 組（2 枚）または 1 枚

価格（税別） ￥2,200,000 ～ ￥800,000 ～
※価格は参考価格です。材料の種類・板の厚み・枠の種類等により変動します。

▲②遠山

▲①梅に鶯
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本社・本社工場	 	
〒5969-0011	 	
大阪府岸和田市木材町18-1	
TEL	 072-437-2929	
FAX	 072-436-2853	
MAIL	 mitsuhisa@morian.co.jp

東京支社	 	
〒106-0031	 	
東京都港区西麻布2-9-14　
K＆T-T西麻布3F	
TEL	 03-6450-5569	
FAX	 03-6450-5564	
MAIL	 kikuchi@morian.co.jp	

http://www.morian.co.jp/
株式会社モリアン

建材／内装材

SUGINOKA（杉の香）シリーズ
品　名 ⑤ストライプ ⑥ステップ ⑦ジャケッド ⑧パネリング

使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W150 × L1,950 × T13 W150 × L1,950 × T13 W150 × L1,950 × T13 W150 × L1,950 × T13

ロット数 1 箱（2.34㎡）～ 1 箱（2.34㎡）～ 1 箱（2.34㎡）～ 1 箱（2.34㎡）～

価格（税別） ￥16,000/㎡ ￥16,000/㎡ ￥16,000/㎡ ￥14,800/㎡
※「ストライプ」「ステップ」「パネリング」は、それぞれ幅100mmのサイズもございます。

　国産スギの有効活用と快適な住空間の創出を同時に叶え
る内装壁パネルです。低温乾燥方式によってスギの精油の
残存率を向上させ、芳香効果を発揮します。

　熟練工の手による「超カンナ」仕上げ。丁寧に薄皮１枚
を削られたスギは、太陽の光を浴びて、時に鮮やかに、時
にやさしく光を放つ美しい「照り」が表れます。

美しい木目とスギの香りで
癒し空間を演出します

職人の手で、
すがすがしく艶のあるスギに

建材／内装材

香る艶杉 PANEL
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W150 × L2,500 × T13
ロット数 1 セット（９枚入／ 3.38㎡）～

価格（税別） ￥14,800/㎡
※ 上記は一例です。サイズや価格は等級、表面仕上げ等により異なります。詳しくはお

問い合わせ下さい。

▲⑤ストライプ ▲⑥ステップ ▲⑦ジャケッド ▲⑧パネリング

大阪府

株式会社モリアン

うことで安価で仕入れることができました。それらの材料を使用
し、低温で乾燥する技術を利用してスギの油成分をそのまま残す

「香る艶杉」の開発から始まり、不燃木材の製造や格子材に表面加
工を施した内装部材など、国産木材を使いながら和風なイメージ
を払拭していく商品を次々に販売していくようになりました。
　今後はスギに樹脂を含浸させて硬さを持たせたフローリングを
開発し、販売していく予定です。

　株式会社モリアンは60期を迎えました。元々は南洋材ラワンの
製材品の販売が創業のきっかけとなり始まった会社ですが、その
後、集成材の製造と製造業に転換していきました。当時扱う樹種
は内装材に造作材として使用されることがほとんどで、広葉樹が
メインでした。しかも和室の部材ではなかったので、その広葉樹
もほぼ輸入の外材だったのです。
　そんな中、京都の工場が丸太の市場に近いこともあり、国産木
材の商品づくりを始めました。北山杉などの高級素材を丸太とい

　お部屋や空間の仕切りとしての役割を担いながら、向こ
う側が見通せる解放感と安心感あふれる落ち着いた空間づ
くりを演出します。
　素材には、木目の美しさと爽やかさ、リラクゼーション
を誘う香高い国産無垢の杉タイプのほか、火事から大切な
住まいを守る防火、防炎に優れた不燃木材のタイプもござ
います。

解放感と安心感を併せ持つ、
モダン杉ルーバーです

建材／内装材

komoreby　コモレビ
品　目 ① LUCAS ② NOAH ③ OLIVER ④ AIDEN

使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W360 × L1,500 × T40 W360 × L1,500 × T40 W360 × L1,500 × T40 W360 × L1,500 × T40

ロット数 1 セット～ 1 セット～ 1 セット～ 1 セット～

価格（税別） ￥29,200 ￥29,200 ￥29,200 ￥29,200
※それぞれ幅3,000mmのサイズもございます。

▲①LUCAS ▲②NOAH ▲③OLIVER ▲④AIDEN
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〒650-0012	 	
兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-18	
TEL	 078-381-5425	
FAX	 078-381-5435	
MAIL	 hyogomori@hyogomori.jp

http://www.hyogomori.jp/
兵庫県森林組合連合会

　ヒノキの無垢材を用いた木目の美しいお猪口です。表面
には脂止めとオイルフィニッシュを施しております。別途
料金で底面や側面へのレーザー加工が可能です。

　ヒノキの無垢材を使用した時計です。背面にフック穴が
あるので置き時計としても掛け時計としてもご使用頂けま
す。“小”サイズもあります。

日用品／キッチン用品・食器類

ひのきの盃
品　番 K-008

使用木材 ヒノキ（兵庫県産）
サイズ（mm） Φ 50 × H50

ロット数 50

価格（税別） ￥1,700 ～
※別途オーダーメイドのデザインも承っております。

日用品／時計

ひのきの時計（大）
品　番 K-020

使用木材 ヒノキ（兵庫県産）
サイズ（mm） W125 × H170 × D65

ロット数 1 ～　　

価格（税別） ￥4,000 ～
※別途オーダーメイドのデザインも承っております。

日用品／ステーショナリー

ひのきのボールペン
品　番 K-009

使用木材 ヒノキ（兵庫県産）
サイズ（mm） Φ10×H130

ロット数 50
価格（税別） ￥2,100～

※別途オーダーメイドのデザインも承っております。

家具・什器／サイン・看板

回転式クリップ名札
品　番 K-002

使用木材 ヒノキ（兵庫県産）
サイズ（mm） W70×H35×D5

ロット数 1～
価格（税別） ￥800～

※別途オーダーメイドのデザインも承っております。

日用品／バラエティ雑貨

ひのきのペン立て
品　番 K-003

使用木材 ヒノキ（兵庫県産）
サイズ（mm） W160×H45×D55

ロット数 200
価格（税別） ￥2,000～

※別途オーダーメイドのデザインも承っております。

兵庫県

兵庫県森林組合連合会

を販売したり森林の整備や測量、調査などを行う森林整備部門等
があります。その中でも販売部門では、兵庫県産材スギ・ヒノキを
使用した屋内外商品やノベルティ商品など幅広い製品を取り扱っ
ております。詳しくは当連合会のHP内にある「木製品カタログ」
をご覧下さい。

　兵庫県森林組合連合会は、兵庫県下17の森林組合様と５万人
以上の組合員様に支えられている連合会です。森林組合は森林組
合法に基づいて設立された協同組合で、その目的は、森林所有者
である組合員が協同して経済的、社会的地位の向上並びに森林の
保続培養及び森林生産力の増進を図ることです。
　当連合会の主な事業内容は森林組合の指導・監査を行う指導部
門、会員が生産した木材を販売する販売部門、会員が生産した素
材（丸太）をチップに加工する加工部門、そして会員が必要な物資

　兵庫県産ヒノキをフルに使用した案内板です。各階ごと
の課名パネルは自由に取り外しが可能なので、部署や部屋
が移動してもすぐに付け替えることができます。それぞれ
のパネルはすべてレーザー加工よって印字しております。
建物の入口等に設置して頂くことで来訪者の目を引きやす
く、分かりやすいデザインとなっております。

　兵庫県産スギを使用した木製演台です。県知事用に製作
した写真のものは、兵庫県の旧五国（摂津、但馬、淡路、
播磨、丹波）を表現するために演台前面から五角形が張り
出したデザインとなっています。なお、前面中央部には赤
みを帯びた心材を、その両側には辺材を用いることで木材
そのものの自然の色合いを活かしました。

部署が移動してもOK！
パネルを自由に変えられる案内板です

木の温もりを活かした木製演台
オーダーに合わせて製作致します

家具・什器／その他

木製演台
使用木材 スギ（兵庫県産）

サイズ（mm） W1,120 × H1,000 × D570
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,000,000 ～
※配送費・設置費別途。

家具・什器／サイン・看板

サインＡ
品　番 S-001

使用木材 ヒノキ（兵庫県産）
サイズ（mm） W1,080 × H1,167 × D48

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,500,000 ～
※配送費・設置費別途。
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▲杉板目

▲杉柾目幅ハギ

▲杉板目幅ハギ節有り

▲杉板目幅ハギ節無し

▲杉柾目幅ハギ節無し

▲桧板目幅ハギ節有り

▲桧板目幅ハギ節無し

▲桧柾目幅ハギ節無し

▲桧板目

▲桧柾目幅ハギ

本社工場	 	
〒671-4131	 	
兵庫県宍粟市一宮町安積字丸山217-20	 	
TEL	 0790-72-8811	
FAX	 0790-72-8812	
MAIL	 jp-lumber@hyogomokuzaicenter.or.jp

山崎工場	 	
〒671-2527	 	
兵庫県宍粟市山崎町岸田字高瀬10-2	 	
TEL	 0790-65-9995	
FAX	 0790-65-9996	
MAIL	 yamasaki@hyogomokuzaicenter.or.jp

http://www.hyogo-mokuzai.com/
協同組合兵庫木材センター

無垢のままの羽目板・フローリングはもちろんのこと、
防腐処理、不燃処理、高温熱処理等に適したグレードの生
産も可能です。

樹種はスギとヒノキ。実加工は本実と目透かし。端部に
ついても実加工（エンドマッチ）可能です。

　テーブルやカウンターの天板、カーテンボックスなど、大
きなサイズが必要な場合、無垢材では限界があります。そ
のような時はこの幅ハギ板をご使用下さい。縦継ぎをせず、
１本物のみで幅ハギをしていますので、目切れが起きず非
常に美しい仕上がりとなっています。
　樹種はスギとヒノキ。柾目、板目、節あり、節なしがあ
り、サイズも幅広く対応可能です。

防腐処理、不燃処理、
高温熱処理対応可能

1本物のみを使用
無垢本来のよさを損なわない
美しい仕上がり

建材／内装材

幅ハギ材
使用木材 スギ・ヒノキ（兵庫県産等）

サイズ（mm） W ～ 1,240 × L ～ 6,000 × T18 ～ 40
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※スギのみ、厚さ45mmまで対応可。

建材／内装材

羽目板・フローリング
使用木材 スギ・ヒノキ（兵庫県産等）

サイズ（mm） W90 ～ 180 × L ～ 6,000 × T12 ～ 30
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

兵庫県

協同組合兵庫木材センター

いて最も付加価値を見出せる方法で生産することにより、山への
還元を実現しております。

　兵庫木材センターは、森林王国と言われる宍粟市を拠点に、品
質・価格・供給力でお客様のニーズにお応えしております。
　全自動製造ラインから半自動ライン、全手動製造機まで幅広い
種類の設備を保有することで、大量生産型でありながら、特注寸
法の受注が可能です。また、大量生産の強みを活かし、従来から
対応が難しかった横架材、化粧内装材の大量受注ができるように
なっております。
　このように単に大量生産をするだけでなく、木材それぞれにお

　当センターは、原木生産から、製品製造、供給までを一貫体制で取り組
んでいます。１か所の搬出現場から生産される原木は、長さ・太さ・曲
り・品質は様々。森林全体での収益を高めるために、樹皮や木屑は燃料に、
チップはパルプにするなど、すべての原木を活用し、無駄を出さないしく
みを構築しています。

　柱・土台・梁・桁・母屋・束などに使用する構造材や、
間柱・筋交・垂木・根太に使用する下地材を幅広く取り
扱っています。
　構造材はJASの目視等級区分のみならず、強度保証され
た機械等級区分についても幅広いサイズのラインナップ
を取り揃えています。強度指定や含水率指定も可能です。
　下地材は寸法の特注対応はもちろん、折れの原因とな
る「節」の量のご指定も可能です。

すべての原木を無駄なく活用

様々なオーダーにお応えします

▲①構造用製材

▲②下地材

建材／構造材

構造材・下地材
品　目 ① JAS 目視等級区分 / 機械等級区分 構造用製材 ②下地材

使用木材 スギ・ヒノキ（兵庫県産等） スギ・ヒノキ（兵庫県産等）
サイズ（mm） W90 ～ 150 × L3,000 ～ 6,000 × T90 ～ 390 W30 ～ 240 × L3,000 ～ 4,000 × T30 ～ 45

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談
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タイプ ヒノキ　厚板 ヒノキ　小幅 ヒノキ　強化塗装
使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W108 × L3,900 × T30 W78 × L1,900 × T15 W108 × L1,820 × T15
ロット数 4 5 16

価格（税別） ￥5,000/ 枚 ￥1,200/ 枚 ￥33,000/ 束
※紹介している商品サイズ・価格は一例です。等級によって異なるほか、受注生産品もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

　木材は、適度な弾力性があります。これは細胞が作る空
気のためで、足の負担も少なくなります。また、吸収性が
高く素足でもサラッと歩けます。

　木材には部屋を湿りすぎず乾きすぎない、体に快適な調
湿作用があります。部屋の湿度が高くなると湿気を吸い、
低くなると放出してくれます。

心地よい香りと
肌触りを感じられる床材です

壁や腰板など、
幅広く活用できる壁材です

建材／内装材

フローリング
タイプ スギ ヒノキ スギ　厚板

使用木材 スギ（国産） ヒノキ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W150 × L4,000 × T15 W108 × L3,900 × T15 W150 × L4,000 × T30

ロット数 6 4 1 ～

価格（税別） ￥2,300/ 枚 ￥2,700/ 枚 ￥5,000/ 枚

建材／内装材

壁板
品　名 ログウォール よろい坂 羽目板 羽目板

使用木材 スギ・ヒノキ（国産） スギ（国産） ヒノキ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W106 × L3,900 × T30 W145 × L3,900 × T20 W78 × L1,900 × T12 W90 × L1,900 × T12

ロット数 3 1 ～ 10 10

価格（税別） ￥3,600/ 枚 ￥4,000/ 枚 ￥800/ 枚 ￥650/ 枚
※紹介している商品サイズ・価格は一例です。等級によって異なるほか、受注生産品もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

兵庫県

株式会社木栄

　当社の構造材は、日本固有種であるスギ・ヒノキを活用して
います。スギは比較的安価でやわらかな芳香、調湿性能の高さ
などの特徴があり根強い人気があります。ヒノキは水に強く、
防腐・防虫性に長けています。耐久性もあり、社寺仏閣に使用
される程の木材です。

JAS認定による安全・安心な木材です

建材／構造材

モクエイ構造材
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm）
W90 ～ 450 ×

L3,000・4,000・6,000 ×
T90 ～ 150

ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
※JAS機械等級認定工場（JLIRA-B・43・18）。
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〒669-3821	 	
兵庫県丹波市青垣町桧倉323-3		
TEL	 0795-87-5217	
FAX	 0795-87-5446	
MAIL	 info@mokuei.co.jp

https://www.mokuei.co.jp/
株式会社木栄

　連結させたり、ベッドにしたりしてプライバシーに
配慮した避難所での生活空間を確保します。通常時は
オフィス間仕切りや本棚、木育迷路として使うことが
でき、災害時には分解すればよいので備蓄スペースの
問題も解決できます。

家具・什器／衛生・防災用品

災害用ログモジュール
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W150 × L180 ～ 2,180 × T30
ロット数 10

価格（税別） ￥400 ～ 2,200/ 本

えています。地元の山林の管理から、製材、加工、建築設計、施工、
管理、土地分譲までを一貫して行い、木の持つやさしさと温もり
の詰まった資材と家をお届けしております。
※表示価格には、配送費・工事費は含まれておりません。

　当社は、スギ・ヒノキを主とした製材所です。一般住宅用から社
寺建築用まで、下地材、造作材、羽柄材、構造材など、幅広い製品
を取り扱っております。もちろん、スギ・ヒノキ以外の樹種も対応
可能です。
　また、公共工事にて施工及び納材実績も多数ございますので、ぜ
ひご相談下さい。指定地域産材にも対応可能です。
　多くの人々に自然のすばらしさを味わって頂きたい。自然を破
壊するのではなく、山を守り、自然と共存することを私どもは考

　避難所環境の向上を目的とした組み立て式木製間仕切り
です。現在、避難所の多くはダンボールや布等の簡易な間
仕切りがほとんどでプライバシーはおろか、安心して眠る
ことさえ難しい状況にあります。
　災害用ログモジュールは組み方次第で自由に空間を構成
でき、端部にログ加工を施しているため頑丈で、もたれて
休むことができます。また、木の香りや肌触りが、被災者
の精神を落ち着かせる効果も期待できます。
　長さの異なる部材を組み合わせて直感的に組み立て可能
なシンプル構造。工具は必要ありません。

直感的に組み立てられる！
シンプルな木製パーテーション
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桜の繊細で美しい形を立体的に表現したデザインは、食
卓に華やぎを添えてくれます。また、吉野杉の風合いは温
もりあるやさしい雰囲気を演出してくれます。

一つの木のブロックを、ろくろでくり抜いて作っていま
す。重さを全く感じさせない軽さが人気の商品。木目の美
しさが、ごはんをより一層美味しくします。

木目を寄せ木のように貼り合わせた杉柾波デザイン。リ
バーシブルでお使い頂けます。両サイドの立ち上がりは、箸
置きとして使えます。また、持ち運びの際にも持ちやすく
なっています。

愛らしい形が心を和ませる
吉野の桜をイメージしたシリーズ

重さを感じさせない
手馴染みのよい持ち心地

いつもの食卓をちょっと贅沢に

日用品／キッチン用品・食器類

茶碗
品　番 YKS1607-29

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） Φ 125 × H72

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥7,000

日用品／キッチン用品・食器類

ランチョンボード（杉柾波）
品　番 YKS1607-27

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） W400 × L300

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥6,800
※名入れ加工が可能です。

日用品／キッチン用品・食器類

吉野桜をイメージしたミニプレート・箸置き
品　名 ①桜ぷれいと（ミニプレート） ②吉野小桜（箸置き）
品　番 YKS1607-33S YKS1607-19S

使用木材 吉野杉 吉野杉
サイズ（mm） 1 枚：W110 × L70 1 個：W23 × L55

ロット数 1 セット（5 枚入）～ 1 セット（5 個入）～

価格（税別） ￥4,500 ￥3,800
※名入れ加工が可能です。

▲①桜ぷれいとイメージ

▲①桜ぷれいと

▲②吉野小桜イメージ

▲②吉野小桜

奈良県

一般社団法人吉野かわかみ社中

　500年の歴史を誇る日本最古の造林地、奈良県川上村から、暮らしを
豊かにする木の雑貨をお届けします。

　吉野杉の赤身と白太が混ざり合った源平柾目のピースを
積層し、幾重もの加工を加えて作り出された、吉野かわか
み社中オリジナルの『杉柾波』デザインです。くぼみ部分
には、飲み物を、フラットな面には、洋菓子や和菓子・軽
食などを配置するだけで、カフェ気分をお楽しみ頂ける１
枚です。

　吉野杉を贅沢にくり抜いて作られています。曲線が滑ら
かな、そら豆型のお弁当箱は、くびれ部分が手に馴染んで
持ちやすく、毎日のお弁当を楽しませてくれる逸品です。

『暮らしに吉野杉を』

波模様の中に、吉野杉ならではの
細かく美しい木目が際立つ

奈良県川上村の木器作家が
木工用ろくろを使って作る逸品

日用品／キッチン用品・食器類

杉波カフェトレイ
品　番 YKS1703-13

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） W240 × L135 × T15

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,800
※名入れ加工が可能です。

日用品／キッチン用品・食器類

吉野杉お弁当箱（400ml）
品　番 YKS1704-1

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） W200 × H55 × D100

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥9,800
※550mlのタイプもございます（税別￥11,000）。
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本社
〒639-3553	 	
奈良県吉野郡川上村大字迫1335-9
TEL	 0746-52-9555	
FAX	 0746-52-9556	
MAIL	 info@yoshinoringyo.jp	

橿原オフィス	 	
〒634-0005	 	
奈良県橿原市北八木町1-5-9
和田ビル3階	 	
TEL	 0744-21-0500	
FAX	 0744-21-0502	
MAIL	 info@yoshinoringyo.jp	

https://yoshinoringyo.jp/
一般社団法人吉野かわかみ社中

紙のような天然木のシート。極薄な
がらも天然木の魅力を存分にお楽しみ
頂けます。吉野杉特有の心地よい肌触
りを感じながら、折り紙や工作を楽し
んでみませんか。

　木のぬくもりとともに、ゆったりと
した読書時間をお過ごし頂けます。木
の手触りがよく、長時間の読書にもお
すすめ。

日用品／ステーショナリー

吉野杉の折り紙（5枚入り）
品　番 YKS1711-1

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） W150 × L150

ロット数 1 セット（5 枚入）～

価格（税別） ￥850

日用品／ステーショナリー

吉野杉のブックカバー
品　番 YKS1711-5

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） W322 × L164（文庫本用）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,300

日用品／ステーショナリー

吉野杉のご朱印帳・ケース
品　名 ご朱印帳（杉柾波） ご朱印帳ケース
品　番 YKS1805-1 YKS2107-2

使用木材 吉野杉 吉野杉
サイズ（mm） W124×L184×T20 W140×L205×T25

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥3,300 ￥2,900

　矢羽根柄のような貼り合わせのデザインのご朱印帳。セッ
トでお使い頂けるケースは吉野杉から生まれた帆布で作っ
ています。丈夫さと手触りの良さはもちろん、袋状になっ
ているので使い勝手も抜群です。

発につながる事業を積極的に展開。販売マーケティング事業では、
従来の住宅部材に限らず、人々の暮らしに馴染みやすい木製雑貨
をはじめ、公共・商業施設でも使用可能な、不燃認定を取得した内
装建材を展開するなど、時代に合わせた製品の開発を行い、製造・
販売と販路の開拓に取り組んでいます。
　森林率95％で水田が１枚もない源流の村で木製品をつくり、持
続的な林業活動や森林環境の保全、グリーン社会の実現への貢献、
地元での仕事づくりなど地域の活性化を進めています。

　当法人は、平成27年に奈良県川上村と村内の林業関係団体が
一つとなって設立されました。日本最古の造林地である奈良県川
上村で、500年続いた吉野林業の歴史と技術を次の500年につな
ぐため、森林マネジメント事業と販売マーケティング事業の二大
事業をもとに、「吉野林業」の再生に取り組んでいます。
　森林マネジメント事業では、森林の境界や所有者の意向の確認、
育成状況の調査等と、再造林等による森林資源（吉野材）の育成、
林業人材の育成支援や林内路網等の基盤整備、森林施業技術の開

　奈良県川上村産の高樹齢の吉野杉を使って作られた木製シート。
極限まで薄くすることで、折り曲げが可能な特性を活かした扇子
です。扇ぐと、涼しさとともに、ほのかに香る吉野杉の香りに癒
されます。
　正装時はもちろん普段使いもでき、使い方は和洋シーンを選び
ません。また、シンプルなデザインで男女問わずお使い頂けます
ので贈り物にもぴったりです。

　樹齢200年を超える吉野杉を使って作られた超極薄の熨
斗袋。お祝いの席でも話題になること間違いなし。写真の
ピンクの他、熨斗袋・青（YKS1711-3）と祝儀袋・ゴール
ド（YKS1711-4）もございます。

心を込めた贈り物に、
ぬくもりのある手触りを

吉野杉特有のやさしい色合い、
木のぬくもりとともにお祝いの気持ちを

日用品／ステーショナリー

吉野杉の熨斗袋（ピンク）
品　番 YKS1711-2

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） W103 × L185

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,600

日用品／ファッション小物

吉野杉の扇子
品　番 YKS1805-2

使用木材 吉野杉
サイズ（mm） 閉じた状態：L220 × T27

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥4,800
※名入れ加工が可能です。
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〒639-3114	 	
奈良県吉野郡吉野町大字丹治11
TEL	 0746-32-2119	
FAX	 0746-32-8738	
MAIL	 info@yoshino-wing.jp

https://yoshinowing.com/

吉野製材工業協同組合
（吉野ウィング事業部）

　芯持ちは主に構造材に使用しま
す。吉野材は年輪が細かく、真っ直
ぐな木材になるため、強度に優れて
います。

吉野材は見た目の美しさはもちろ
んですが、耐久性にも優れています。

　主に机やカウンターの天板に使用
します。仕上げると光沢感が出て、
吉野材ならではの高級感を演出して
くれます。

建材／構造材

柱
品　番 YW-P

使用木材 吉野桧・吉野杉

サイズ（mm）
W105 × L3,000・4,000 × T105 
W120 × L3,000・4,000 × T120

ロット数 1 本～

価格（税別） 応相談

建材／構造材

梁・桁
品　番 YW-R

使用木材 吉野桧・吉野杉
サイズ（mm） W150・180・240・300 × L3,000・4,000 × T120

ロット数 1 本～

価格（税別） 応相談

建材／内装材

カウンター材
品　番 YW-K

使用木材 吉野桧・吉野杉
サイズ（mm） 応相談

ロット数 1 本～

価格（税別） 応相談

　吉野川の中流にかつてあった木材集積地を中心に様々な製材
所がある吉野のまちは、現在でも日本有数の木のプロが集結し
ています。吉野ウィング事業部では、「吉野の木材を使いたいが、
情報が得られない」というお客様の声にお応えできるよう、共同
受注調整、木の相談窓口、WEBやカタログ上での価格を含めた
情報発信、そして木のまち吉野に集結する製品の均一化を図っ
ています。“必要な時に、必要な所へ、必要な分だけ木材をお届
けする”をモットーに、吉野材の拠点として機能しています。

吉野で育まれた木を、加工・製材、
発送手配までオール吉野でお届け致します
　吉野材の最大の特徴は、芯が円芯にあり曲がりが少なく、年輪幅が
細かく均一であること、そして、色つやが良く光沢にとんでいるとこ
ろです。年輪幅が細かく均一であるということは、そのまま強度が高
いということにもつながります。
　このような良材が作られるには、恵まれた気候や土壌と山守が丁寧
に木を育てる技術を開発し継承してきた努力の結果です。

　吉野杉・桧は節が少なく、年輪が
細かく、板目・柾目共に美しく仕
上がるため、化粧面に適しています。
やさしい赤身の色が、お部屋の印象
をやさしい空間に演出してくれます。

　芯去りは主に造作材に使用しま
す。芯から外れるため、無節の商品
が多く取れます。

吉野製材工業協同組合（吉野ウィング事業部）

奈良県

建材／内装材

羽目板
品　番 YW-H

使用木材 吉野桧・吉野杉（源平）・吉野杉（杉赤）
サイズ（mm） W105・110×L2,000・3,000・4,000× T10・12・15

ロット数 1 坪～

価格（税別） 応相談

建材／内装材

造作材
品　番 YW-Z

使用木材 吉野桧・吉野杉

サイズ（mm）
W105・120・150・180・240 ×

L2,000・3,000・4,000 × T30・36・45・60
ロット数 1 本～

価格（税別） 応相談

近
畿
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方



621620620 621620

希少なスギの柾目材を贅沢に使用し、板に厚みを持たせた真っ
直ぐで重厚感のあるデザインが特徴的なシリーズのリビングセッ
トです。

ソーホースをアレンジしたデザインの、一枚板天板の脚
用家具です。天板サイズによりオーダーが可能です。

スギの柾目材を贅沢に使い、
重厚感たっぷり

オーダー可能な
一枚板天板用のテーブルレッグ

▲⑥SOFA（3SEA/KO-14）

▲⑥SOFA（3SEA/KO-14）背面

◀⑦LOW TABLE（KO-15）

家具・什器／ソファ

STRIPEシリーズ
品　名 ⑥ SOFA（3SEA/KO-14）

使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W1,900 × H760・SH370 × D760

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥445,455
※張地の色はお選び頂けます。

家具・什器／テーブル

STRIPEシリーズ
品　名 ⑦ LOW TABLE（KO-15）

使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W1,800 × H360 × D600

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥156,364

奈良県

KIRIDAS 十津川木工家具協議会

直線的でシンプルなデザインがどんなインテリアにも馴染
みやすく、軽量ながら無垢材の良さを感じられるGRIDシリー
ズ。国産ヒノキを使用し、チェア、ベンチは座面にラタンを
使用しています。

軽量ながら無垢材の良さが感じられる
シリーズ

家具・什器／テーブル・チェア

GRID DINING
品　名 ① TABLE（KO-01） ② CHAIR（KO-02 R） ③ BENCH（KO-03 R）

使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W1,800 × H700 × D900 W440 × H765・SH430 × D460 W1,500 × H430・SH430 × D380

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥190,909 ￥40,909 ￥75,455
 

▲①TABLE（KO-01） ▲②CHAIR（KO-02 R）

▲④1SEAT（KO-06） ▲⑤2SEAT（KO-07）

▲③BENCH（KO-03 R）

家具・什器／ソファ

GRID SOFA
タイプ ④ 1SEAT（KO-06） ⑤ 2SEAT（KO-07）

使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W620 × H800・SH360 × D790 W1,270 × H800・SH360 × D790

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥195,455 ￥277,273
※GRID SOFAの張地の色はお選び頂けます。

家具・什器／テーブル

UMA TABLE LEG
品　番 KO-11

使用木材 ヒノキ（国産）
サイズ（mm） 天板（別売）のサイズによる

ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥93,636
※天板は別売りです。

近
畿
地
方



623622622 623622

〒637-1214	 	
奈良県吉野郡十津川村大字山崎278	
TEL	 0746-67-0123	
FAX	 0746-67-0124	
MAIL	 kiridas_totsukawa@kcn.jp

https://kiridas.jp/
KIRIDAS 十津川木工家具協議会

しっかりとしたフレームの側面にラタンを使用したチェ
ア。静かに包まれるようなデザインに厚いクッションが
特徴です。

シンプルなファブリックとヒノキを使用したチェア。２
つの曲線が合わさるような背もたれが特徴的なデザイン
です。

正方形にクロスのデザインが美しい、ヒノキとガラスが
爽やかな印象のローテーブル。

家具・什器／チェア

GRID RECEPTION CHAIR
品　番 KO-10

使用木材 ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W700 × H760・SH370 × D730

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥200,000
※張地の色はお選び頂けます。

家具・什器／チェア

ARC DINING CHAIR
品　番 KO-12

使用木材 ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W520 × H740・SH430 × D510

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥61,818
※張地の色はお選び頂けます。

家具・什器／テーブル

GRID LOW TABLE
品　番 KO-08

使用木材 ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W800 × H360 × D800

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥101,818

　当協議会では国産のスギ・ヒノキを使った家具や木工品の
企画・製造・販売を行っています。オリジナルブランドとして

「KIRIDAS ORIGINAL」、家具デザイナーの岩倉榮利氏監修による
「TOTSUKAWA LIVING」の２つのブランドを展開する他、オー
ダーメイドでの製作も承っております。「KIRIDAS（キリダス）」と
いう名前は、山から木を伐って運び出すことを意味する「伐り出
す」という言葉に由来し、「山への畏敬の念、感謝の思い」、そして

「山で働く人々への感謝の気持ち」が込められています。

収納用ロープがそのままデザインのアクセントになる組
み立て式家具です。組立てと分解が簡単にでき、分解時は
軽量かつコンパクト。持ち運びが簡単なのでイベントにも
最適です。

シンプルなデザインに、ヒノキとガラスがクリアな印象
のTVボード。厚めのヒノキを使いしっかりとした設計で
無垢材の良さが感じられます。棚は可動式で棚板が２枚付
属します。

軽量コンパクトで持ち運びが簡単
ロープを使った組立式家具です

▲①STOOL（KO-13）▲①STOOL（KO-13）　収納状態

▲②LOW TABLE（KO-16） 収納状態

▲②LOW TABLE（KO-16）

家具・什器／テーブル・スツール

ROPE UPシリーズ
品　名 ① STOOL（KO-13） ② LOW TABLE（KO-16）

使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W290 × H420 × D290（組立時） W750 × H380 × D750（組立時）

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥16,364 ￥31,818

家具・什器／キャビネット・収納家具

GRID LOW BOARD
品　番 KO-09

使用木材 ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W1,500 × H450 × D400

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥146,364

近
畿
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方



625624624 625624

〒646-0005	 	
和歌山県田辺市秋津町1595-81		 	
TEL	 0739-26-7586	
FAX	 0739-26-7586	
MAIL	 h-kashimoto@kyf.biglobe.ne.jp

木の工房 樫

　背もたれの棒（サクラ）以外はすべてスギで作ってあります。や
わらかさを感じさせる木目と温かい手触り。スギの特徴を活かした、
軽く扱いやすい椅子です。四方に開いた脚の形（四方ころび）は安
定しており、部材の充分な乾燥と割りクサビを打つことで、接合部
の強度を保つように工夫しています。

軽く、座り心地の良いダイニングチェア

家具・什器／チェア

杉スピンドルチェア
使用木材 スギ（和歌山県産）、サクラ（国産）

サイズ（mm） W400 × H800・SH420 × D460
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥35,000
※受注生産となります。

和歌山県

木の工房 樫

　個人経営のため大きな仕事はできませんが、ヒノキも含めた
国産木材の魅力を提示できれば……と日々努力を重ねておりま
す。

　和歌山県のちょうど真ん中あたり、田辺市にある工房にてこ
つこつと無垢の家具を作っています。
　製作はオーダー中心で、使用する材料は用途により多岐にわ
たりますが、近年は特に紀州材のスギにこだわり、その良さを活
かすべく試行錯誤をしております。スギは視覚的にも触感もや
わらかいイメージの木です。軽いという特性と合わせて加工方
法を工夫すれば、扱いやすく見た目もきれいな家具ができると
思っています。

　木口（こぐち…木を輪切りにしたときにあらわれる面）が見えるよ
うに寄せ木をしています。
　スギは、心材と呼ばれる木の中心部分の色に個体差があり、一つ一
つのピースの貼り方によっても様々な表情が楽しめます。また、大変
軽いのもスギの特徴で、玄関先やソファサイドでのテーブルとしても
ご使用頂けます。

座面に特徴があり、サイドテーブルにも最適

家具・什器／スツール

KOGUCHIスツール
使用木材 スギ（和歌山県産）

サイズ（mm） W295 × H430 × D295
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥20,000

近
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627626626 627626

〒646-1413	 	
和歌山県田辺市中辺路町北郡27-1	
TEL	 0739-64-1596	
FAX	 0739-64-1597	
MAIL	 nakahechi-mokuzai@mb.aikis.or.jp

http://nakahechi-mokuzai.jp/
田辺市中辺路木材加工場

　ヒノキ台形集成材で製作したフリー板です。建築内装用
造作材、家具用部材としてご利用頂けます。東京都多摩産
材ヒノキをはじめ産地ご指定可能です。

　ヒノキ台形集成材で製作したフローリング材です。東京
都多摩産材ヒノキをはじめ産地ご指定可能です。

ヒノキ台形集成材で製作した羽目板です。東京都多摩産
材ヒノキをはじめ産地ご指定可能です。突き付け、目透し
加工できます。

建材／内装材

フリー板
使用木材 ヒノキ（和歌山県産）等

サイズ（mm） W310 ～ 910 × L1,820 ～ 4,000 × T6 ～ 200
ロット数 1 枚～

価格（税別） ￥250,000 ～ /㎡
※サイズは当工場規格サイズ表による。

建材／内装材

フローリング材
使用木材 ヒノキ（和歌山県産）等

サイズ（mm） W90 ～ 150 × L1,820 ～ 4,000 × T12 ～ 18
ロット数 1 枚～

価格（税別） ￥5,500/㎡
※EM加工は長さ2,000mmまで。

建材／内装材

羽目板
使用木材 ヒノキ（和歌山県産）等

サイズ（mm） W90 ～ 150 × L1,820 ～ 4,000 × T12 ～ 18
ロット数 1 枚～

価格（税別） ￥5,500/㎡

和歌山県

田辺市中辺路木材加工場

▲台形集成材イメージ

▲棚 ▲パズルマット

▲学習机セット▲応接セット

　紀伊半島の中央部に位置する田辺市。この立地によって「田辺
市中辺路木材加工場」という名称がついているかというとそれだ
けではありません。設立は昭和61年11月１日で、実は全国的にも
珍しい地方自治体が管理運営、維持する田辺市役所直営の工場で
す。田辺市は紀伊半島有数の林業地でもあります。当工場では森
林を正しく管理、育成するうえで欠かせない間伐作業で発生する、
利用価値の少ない間伐材を台形集成材に加工し、新たな銘木とし
て建築内装材や家具用部などに蘇らせます。

　間伐材は径が細く建築材としては使いにくいため、間伐
が行われなかったり、間伐されても利用されず山に切り捨
てにされたりすることがありました。
　台形集成材では、間伐材を小切って使用することで、太
さの異なる間伐材や根曲り材を有効に活用します。

間伐材を台形集成材に有効活用

近
畿
地
方



629628628 629628

（代・Re-barrack）
〒646-0028	 	
和歌山県田辺市高雄1-20-33
TEL	 0739-22-6100	
MAIL	 bokumoku2018@gmail.com	

https://www.bokumoku.org/
BokuMoku

　ハシゴシェルフは、リビングや寝室などで、飾り棚や、
間仕切りとして使えるほか、持ち運びが容易なので、展示
会の際のディスプレイ台としても使えます。アイアンのフ
レームにあかね材集成材の棚板を乗せてお使い下さい。

　あかね材を使用した行燈のワークショップキットです。
あかね材のフレームと、釘、紙、LEDライト、組立説明書
がセットとなっています。釘を打ったり、やすりで磨いた
り、おえかきをしたり。お子様でも作ることができます。

使い方いろいろ「ハシゴシェルフ」

作ることで山を思い、
山を守る「行燈キット」

家具・什器／キャビネット・収納家具

ハシゴシェルフ
使用木材 ヒノキ（和歌山県産あかね材）

サイズ（mm） W1,400 × H1,410 × D210
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥30,000

日用品／その他

あかね材行燈ワークショップキット
使用木材 ヒノキ（和歌山県産あかね材）

サイズ（mm） W110 × H150 × D110
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,000

和歌山県

BokuMoku

増加。それらは活用されないまま燃やされるか安く買い叩かれて
しまい、ますます山から人が離れるという悪循環に。そこで私た
ちは山を取り巻く課題解決に取り組み、あかね材をユニークな発
想でデザインしものづくりや啓蒙活動をしています。売上の一部
はどんぐりの苗に還元。持続可能な取り組みに挑戦しています。
＜ 6 人のプロジェクトメンバーが所属する事業所＞
有限会社榎本家具店、山收木材、株式会社中川、岩見木工、竹林建
築空間設計室、ColoGraphical

　BokuMokuとは、「素朴な木」という意味から名付けました。あ
りのままの素材の良さを活かした地域のものづくり、秘められた
魅力に光をあて、伝え広めることをコンセプトとして活動するプ
ロジェクトです。Forest Good2018 間伐・間伐材利用コンクー
ルにおいては、特別賞を受賞しました。
　私たちが活動する熊野では林業従事者の減少により、山が荒廃
し貴重な地域資源である「紀州材」に影響が出てきています。「ス
ギノアカネトラカミキリ」により食害にあった木材「あかね材」が

　フレームに紀州ヒノキの虫食い材（あかね材）をふんだ
んに使用したオリジナルソファ。畳を傷めないよう摺り足
にしたり、座面高さをやや低めに設定したり。畳の和の空
間にも合うように設計しました。
　あかね材同様、帆布素材のクッションは経年変化を味わ
うことができます。ソファに座って、ヒノキの香りと共に
癒されて下さい。

　紀州ヒノキのあかね材をフレームに使用したBokuMoku
オリジナルのチェアです。座面、背もたれには国産ヒノキ
の成形合板を使用しています。
　長時間座っても疲れない、座面、背もたれの角度に。節
や虫食い痕などある場合がございますが、木の個性として
捉え、敢えてそのまま使用しています。

癒しと寛ぎのソファ

BokuMoku　スタンダードチェア

家具・什器／ソファ

あかね材ソファ
品　番 BS-01

使用木材 ヒノキ（和歌山県産あかね材）
サイズ（mm） W1,760 × H730・SH370 × D850

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥350,000

家具・什器／チェア

あかね材チェア
品　番 BC-03

使用木材 ヒノキ（和歌山県産あかね材）等
サイズ（mm） W420 × H730・SH420 × D520

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥50,000

近
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第3章　国産木材

中
国
・
四
国
地
方

多摩産材の利用事例

　多摩産材が実際に使用されている施設の一例を紹介します。もしかしたら、あなたの身の
まわりにも、多摩産材が使われている施設があるかも知れません。

セレオ八王子 CELEO FOREST DININGPark Community KIBACO（木場公園）

GREEN SPRINGS（立川市）京王あそびの森 HUGHUG〈ハグハグ〉

社会福祉法人尚徳福祉会とちょう保育園日野市立カワセミハウス

小田急電鉄小田原線参宮橋駅神田明神文化交流館 EDOCCO

631630

中
国
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四
国
地
方



633632632 633632

〒689-5665	 	
鳥取県日野郡日南町下石見1829-103	
TEL	 0859-83-6123	
FAX	 0859-83-6100	
MAIL	 info@orochi-lvl.com

https://www.orochi-lvl.com/
株式会社オロチ

建材／構造材

オロチ・スギ／ヒノキLVL
品　目 構造材 造作材

使用木材 スギ・ヒノキ（国産） スギ・ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W45 ～ 450 × L2,700 ～ 9,000 × T45 ～ 150 W25 ～ 420 × L2,700 ～ 4,000 × T27 ～ 75

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談
※表の範囲外のサイズは応相談。

▲鳥取県内道の駅

▲N社工場▲一般住宅

　木の持つ力を引き出し、ヒトと地球にやさしい製品を生産して
います。
　独自に開発されたLVL製造装置によって、加工が難しい国産ス
ギ材を品質・寸法の安定した製品として加工。間伐材や小径木な
ど、地元地域の丸太を原材料とすることで、森林整備の促進にも
役立っています。また、工程で必要な熱源には製造過程で発生す
る木屑などを利用した、地域環境にもやさしい製品です。

　加工が難しいとされてきた国産スギ・ヒノキ材にこだわり、
古くから日本人に親しまれてきたスギやヒノキの持つ癒し効果
や自然の力と、LVL ならではの性質・強さを融合させた製品
です。
　高温多湿になる日本の気候で長持ちする家を建てるため、湿
度を一定に保つ乾燥レベルの高い国産木材LVLを提供します。

強く、やさしいオロチのLVL

株式会社オロチ
鳥取県

▲Ｍ社社員寮

中
国
・
四
国
地
方



635634634 635634

〒683-0351	 	
鳥取県西伯郡南部町法勝寺70	 	
TEL	 0859-39-6888	
FAX	 0859-39-6885	
MAIL	 clt36@tottoriclt.co.jp	

https://www.tottoriclt.co.jp/
株式会社鳥取CLT

　12mmのスギを直交させることで強度を高め伸縮、変形
を抑えることができる３層直交構造。

床・屋根の性能評定、壁の構造認定を取得しており、Ｊパ
ネルをあらわしながら構造づかいが可能です。長辺にサネ
加工あり。

　間仕切り壁やカウンターなど長尺にも対応ができるよう
になった造作専用のＪパネル。家具等に使いやすいように
サネ加工は無し。

片面化粧と両面化粧の２タイプになります。
※構造用途には使用できません。

構造材がそのまま無垢木材の仕上げに
AQ認証
国産木材3層クロスラミナパネル

最大1,250×4,000mmまで製作可能
テーブルや棚、その他なんでも
使える便利なサイズ

建材／構造材・内装材

Ｊパネル　構造用
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）
W910 × L1,820 × T36
W1,000 × L2,000 × T36

ロット数 1 枚～

価格（税別） ￥9,800 ～ 21,800/ 枚
※一部受注生産品。

建材／内装材

Ｊパネル　造作用
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W910 ～ 1,250 × L1,820 ～ 4,000 × T36
ロット数 応相談

価格（税別） ￥13,800 ～ 54,800/ 枚
※受注生産品。

　鳥取CLTでは各種認定・認証を取得し、確かな品質と高い性能
に自信を持って製品を生産しています。無垢材の良さを伸ばし、不
具合を改善した他には類をみない製品として、今後もよりよいも
のづくりに貢献していきます。
　定番の製品だけでなく多様なご要望に合わせた対応にも取り組
んでいますので、皆様のご意見・ご要望もお聞かせ下さい。デザイ
ン・性能・品質・耐震・防火など、今後も様々な分野でより一層の努
力をしてまいります。

一人でも多くの方に
木の心地よさを感じて頂けるように。
製品の安心感と使いやすさを知って頂けるように。
そして、元気な山とともに生きていけるように。

　JAS規格の中で最も薄い36mmのCLTです。
　木造軸組工法と組み合わせることで床・屋根・壁に使
用可能。許容応力度計算（詳細計算法）に対応していま
す。また、サイズを活かして壁に貼り付けたり、造作使
いをしたり、用途はいろいろです。

CLTパネル工法にも対応する90mm。
　S 造・RC 造に比べて非常に軽量な構造体になります。
切ったり削ったり、オブジェ製作にもちょうどよいサイ
ズです。

人の手で持ち運べる
国内最軽量CLT
36mmの JAS規格直交集成板

30mm×3層タイプの
ベーシックなスギCLT

株式会社鳥取ＣＬＴ
鳥取県

建材／構造材・内装材

CLT36
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W910 ～ 1,250 × L1,820 ～ 4,000 × T36
ロット数 応相談

価格（税別） ￥13,800 ～ 59,400/ 枚
※CLT JAS規格製品　表面グレード選択可能／サイズカット可能　受注生産品。

建材／構造材

CLT90
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W910 ～ 1,250 × L4,000 × T90
ロット数 応相談

価格（税別） ￥75,400 ～ 103,500/ 枚
※CLT JAS規格製品　サイズカット可能　受注生産品。

中
国
・
四
国
地
方



637636636 637636

〒684-0075	 	
鳥取県境港市西工業団地100	 	
TEL	 0859-47-0303　営業直通	0859-46-0771	
FAX	 0859-47-0313　営業直通	0859-46-0772	
MAIL	 nss@nisshin.gr.jp

https://www.nisshin.gr.jp/
株式会社日新

　「ネダノン」は、根太を必要としない床構造用合板とし
て開発されました。床に12mmの構造用合板を張ると、製
材板と火打ちばりで構成した床より強度が高くなりますが、

「ネダノン」を使用すると、施工が容易になるだけでなく、
地震に対する水平構面としての性能が約1.5倍にアップ、た
わみが減少、床鳴りが発生しにくくなる、耐火性能がアッ
プするなど、強度性能が期待できます。

　「ハヤワザ」は、幅がせまく、持ち運びしやすいのが特
徴です。高所で傾斜のある場所での作業性が高く、安全性
も抜群です。
　強度・ヤング係数は平均11.8GpaとJAS最低基準値の約
３倍！　ホルムアルデヒド放散量は平均0.1mg/1で、JAS F
☆☆☆☆基準値の1/2以下。屋根裏の空気環境は安心です。　
単板の乾燥工程管理、調湿工程管理により、ねじれ・反り
の原因となる収縮による寸法の狂いが起こりません。

工期を大幅に短縮
根太を必要としない床構造用合板

持ち運びしやすい
屋根下地のスグレモノ！

建材／構造材

針葉樹構造用合板（ネダノン）
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）等

サイズ（mm） W910 ～ 1,000 × L1,820 ～ 2,000 × T9 ～ 30
ロット数 要問合せ

価格（税別） 要問合せ

建材／構造材

針葉樹構造用合板（ハヤワザ）
使用木材 スギ（国産）等

サイズ（mm） W600 × L2,275・2,440 × T12
ロット数 要問合せ

価格（税別） 要問合せ

　日本は緑あふれる豊かな自然に恵まれた美しい国です。四季
折々に美しい表情を見せてくれる山や、清らかな川は、人々の暮
らしを支え、人々は自然に対して畏敬の念を抱き、木を愛し、育て
てきました。日新グループは人と木を結んで70有余年。貴重な木
材資源を活用し、木の温もりを未来に伝えていくことが私たちの
責務だと考えています。
　「和」の精神をモットーに、木を愛する世界中の人々と手を取り合い、木
材資源の再生産・有効活用と木の文化の継承に努めます。

ISO 9001/14001
SGEC/PEFC FM認証 〔認定番号：JAFTA-021〕
SGEC/PEFC CoC認証 〔認定番号：CU-PEFC-816818〕
　　　　　　　　　　 〔認定番号：JAFTA-W082-1〕
FSC®CoC認証 〔ライセンス番号：FSC-C109961〕
　　　　　　　 〔認証番号：CU-COC-816818〕
クリーンウッド法・第二種登録 木材関連事業者登録
　　　　　　　　 〔登録番号：JPIC-CLW-Ⅱ-219号〕

　針葉樹構造用合板の主用途は床と屋根と壁です。受注
生産で厚さ、幅、長さで豊富な種類を提供します。
　2,430mm以上の長尺合板の主用途は壁です。１枚の
合板で天井まで施工できるため、施工スピードと強度の
アップを実現します。
●アルカリフェノール樹脂使用
●JAS F☆☆☆☆
●特類・2級 C－D

　幅広いサイズに対応可能な針葉樹造作用合板。小割・半
割も可能ですので、各ハウスメーカー様の住宅部材として
数多く採用されています。
●主用途：天井野縁、胴縁、その他

針葉樹合板の特徴を活かした寸法安定性、
物質特性に優れた製品です

幅広いサイズ対応により
用途の可能性が広がります

株式会社日新
鳥取県

建材／構造材

針葉樹造作用合板
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）等

サイズ（mm） W910 ～ 1,235 × L2,430 ～ 3,030 × T9 ～ 45
ロット数 要問合せ

価格（税別） 要問合せ

建材／構造材

針葉樹構造用合板
品　番 ①針葉樹構造用合板 ②針葉樹構造用長尺合板

使用木材 スギ・ヒノキ（国産）等 スギ・ヒノキ（国産）等
サイズ（mm） W910 ～ 1,000 × L1,820 ～ 2,000 × T9 ～ 30 W910 ～ 1,220 × L2,430 ～ 3,030 × T9 ～ 12

ロット数 要問合せ 要問合せ

価格（税別） 要問合せ 要問合せ

▲②針葉樹構造用長尺合板▲①針葉樹構造用合板
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▲Mパネル　イメージ

▲Mパネル

▲和紙パネル

▲STC縦格子

▲折戸

▲SPO ▲SKI縦格子 ▲SMD格子 ▲縦パネル

　住宅や高級店舗では高気密高断熱をはじめ、室内全循環
型の空調システムが採用され、室内建具は日本の伝統的な
襖や障子のような仕切り機能が重要になっています。この
扉は、格子を狭いピッチで配置することで、間仕切り機能
を持たせつつ、空気や音や光を遮断するのではなく、「気
配」を感じることのできる新しい概念の建具を提案します。

　「新きざみシリーズ」は、“ 新日本文化の『住まい』と
『暮らし』に溶け込む”をテーマに、日本の木と日本のデザ
イン、日本の技を融合し、作りあげました。国産スギの赤
味白味の自然な面白さとやわらかな表情、モダンな縦のス
リットラインが新日本らしさを醸し出し、洗練された空間
を演出します。

日本の「木と意匠と技術」の粋を
結集した扉

スギのやわらかな手触りと
縦ラインの美

家具・什器／住宅設備

漣
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W816 × H1,978 × D36 等
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥277,000 ～
※受注生産品。価格は令和４年１月時点。

家具・什器／住宅設備

新きざみシリーズ
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W816 × H1,978 × D36 等
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥95,900 ～
※受注生産品。価格は令和４年１月時点。

　国産木材と細やかな技術によって組み上げられたやさしく和モダ
ンな佇まいは、私たち日本人が慣れ親しむデザインを継承しながら
深化し、いつまでも飽きが来ることはないでしょう。アルミ玄関戸に
はない温かみのある質感と職人技が作り出す最高品質が玄関ホール
を上質に演出します。年月とともに重厚感を纏いながら美しく変化し、
百年後まで家族の歴史を刻みながら見守ってくれることでしょう。

百年の歴史を刻む
“世界に一つだけ”の玄関扉

株式会社イマガワ
岡山県

▲①漣 Ren HG ▲②斜 Tome HG ▲③透 Slit HG

▲④縦 WLine HG

▲④縦 WLine HG　イメージ

▲④縦 WLine HG　イメージ▲⑤縦 SLine SG ▲⑥縦 SLine SG IG
ブラック

家具・什器／住宅設備

一迎シリーズ
品　名 ①漣 Ren HG ②斜 Tome HG ③透 Slit HG

使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W978 × H2,269 × D60 W978 × H2,269 × D48 W978 × H2,269 × D48

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥1,419,900 ￥932,600 ￥873,500

品　名 ④縦 WLine HG ⑤縦 SLine SG ⑥縦 SLine SG IG ブラック
使用木材 ヒノキ（国産） スギ（国産） スギ（国産）

サイズ（mm） W978 × H2,269 × D48 W978 × H2,269 × D48 W978 × H2,269 × D48
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥767,600 ￥770,600 ￥770,600
※受注生産品。価格は令和４年１月時点。
※価格には扉枠も含まれています。
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〒708-1126	 	
岡山県津山市押入895	 	
TEL	 0868-26-5666	
FAX	 0868-26-5788	
MAIL	 info@k-imagawa.co.jp	

https://k-imagawa.co.jp/
株式会社イマガワ

　耐久性と高質感を持つ国産ヒノキ材の巾広でシンプルな柾目と
自然豊かな表情を持つ板目を組み合わせた造形。トメ組み四方框
に繊細なスリットを施した絶妙なデザイン。バリエーションも充
実させ、室内空間を華やかに演出します。

巾広な四方框が織り成す気品の高まり

▲パネル　イメージ

▲HO縦格子

▲全ガラス

▲FU縦格子

▲パネル

▲四方窓付パネル

▲上下窓付パネル

▲腰付ガラス

▲折戸

家具・什器／住宅設備

華音シリーズ
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W816 × H1,978 × D36 等
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥123,700 ～
※受注生産品。価格は令和４年１月時点。

　昭和24年６月岡山県北“美作”の地、津山で創業。
　創業当初はオーダー家具・建具の製造を行いながら、徹底して
高品質商品を作り上げる技術を磨きました。作品は市庁舎をはじ
め学校、病院、ホテル、一般住宅など広範囲にわたって納められて
います。昭和63年からは住宅の建具、中でも東南アジア産広葉樹
の無垢ドアの生産を行いました。そこでは無垢材の水分量管理や
色とクセの見極めを習得し、自然素材の奥深さと面白さを体得し
ました。熱帯雨林の減少が地球温暖化に悪影響を及ぼすと言われ

始めた平成10年からは習得した技術をベースに国産木材（スギ・
ヒノキ）無垢建具生産に特化して今日に至ります。
　“反りを科学し、滑らかに動き続ける日本の新無垢扉” をコンセ
プトに「“厳選した国産木材”と“繊細な意匠”と“確かな技術”」で
百年耐久の建具を生産しています。日本の住まいのために自然と
人にやさしい国産木材でつくりあげた【室内建具、玄関扉、造作材、
家具扉など】多岐にわたった商品をお届けしています。

　「杉のきこりⅡシリーズ」は『侘び・寂び』をテーマに、国産
スギ材の自然な表情と日本人が長年使っても飽きのこないデザイ
ンと日本の繊細な技術を組み合わせました。その「自然さ」「香
り」「落ち着き」は思わず触りたくなるような“ホッ”とするよう
住空間を作り上げます。

国産スギ材の持つ豊かな表情を活かした扉

▲KTC横格子　イメージ

▲素格子

▲横格子ガラス

▲マス格子ガラス

▲KTC横格子

▲縦三本格子

▲パネル

▲縦長格子ガラス

▲折戸

家具・什器／住宅設備

杉のきこりⅡシリーズ
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W816 × H1,978 × D36 等
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥88,700 ～
※受注生産品。価格は令和４年１月時点。
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玩具・遊具

ハピハピ積み木
品　名 ①桧（WH-1） ②欅（WH-2） ③ラビット（WH-3） ④トラック（WH-4） ⑤ダンプカー（WH-5）

使用木材 ヒノキ（岡山県産） ケヤキ（岡山県産）
サクラ・ヒノキ等

（岡山県産）
サクラ・ヒノキ等

（岡山県産）
サクラ・ヒノキ等

（岡山県産）
サイズ（mm） W450×H45×D230 W450×H45×D230 W290×H290×D170 W280×H170×D150 W300×H190×D160

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥8,000 ￥8,000 ￥8,000 ￥7,000 ￥9,800
※レーザー名入れ無料。配送費別途（税別￥1,000）。

〒704-8193	 	
岡山県岡山市東区金岡西町55-2		
TEL	 086-943-7111	
FAX	 086-942-2215	
MAIL	 yoneda@woodyyoneda.jp

https://www.woodyyoneda.jp/
株式会社ウッディヨネダ

　岡山県産の様々な木材で作った積み木です。木のぬくも
りを感じながらお子様に楽しく遊んで頂けます。木の端材
から積み木にふさわしい木片を切り出して作っているので
環境にもやさしい積み木です。

　収納箱と積み木43ピースのセット。神社やお
寺にも使われているヒノキ、ケヤキを積み木に
しました。
　自然の木に小さい頃から触れると情操教育に
も良いとされています。名入れも無料なので、
出産祝い、誕生日祝いにぜひ。

　トラックとダンプカー、それぞれ積み木23ピースの
セット。車輪は動きますので積み木や他のおもちゃな
どを乗せて楽しむこともできます。ダンプカーは本物
さながら荷台も動きます。

　うさぎの収納箱と積み木36ピー
スのセット。持ち運びもラクラク。
うさぎの収納箱にほかのおもちゃ
を入れて楽しむこともできます。

木工職人が手造りで丁寧に
1ピースずつ磨いて造りこんでいます

▲①桧（WH-1）

▲②欅（WH-2）

▲③ラビット（WH-3） ▲⑤ダンプカー（WH-5）▲④トラック（WH-4）

　木が大好きな人が集まって材木屋をやっているのがウッディヨ
ネダです。岡山の地で創業して115年目になります。木材にこだ
わって国産木材のスギ、ヒノキ等の化粧材を豊富に取り揃えてい
ます。お客様より、大工さんの仕事効率化、現地でゴミを出さな
い、音を出さないとのご要望により木材加工をウッディヨネダ工
場内で行うように致しました。社内にモルダー加工機、サンダー
など各種木工加工機を配置しています。木材加工は熟練した職人
が手加工を含めて丁寧に仕上げています。

　製材や加工の段階で出る端材もチップ材にまわしたり、手づ
くり木工加工品の作製に活用しています。手作り木材作品のハ
ピハピ積み木シリーズは、ヒノキ、ケヤキなど無垢材の積み木で
す。積み木の入れ物もトラック型、ダンプカー型、うさぎの手提
げ型など種類も豊富で大変好評です。最近レーザー加工機も導
入したので、名入れ等も無料で行っています。ネットショップも
やっているので、一度ウッディヨネダのホームページをのぞい
てみて下さい。

　岡山県産のヒノキで無垢材の天板。ウッディヨネダで製
材、加工まで熟練の職人が心を込めて作ります。
　住宅のテーブル、カウンターなどに利用され、幅600～
1,000mmくらいまでの天板がよく使われています。ヒノ
キの香りも良いです。

神棚用の御要望も多いです。幅300～500mmほどでご
希望のサイズで作成可能です。

貴重な国産ヒノキの天板を
テーブルやカウンターに

スギ、ヒノキなど60種の木材を
手に取って体感できます

株式会社ウッディヨネダ
岡山県

建材／内装材

桧の無垢天板
使用木材 ヒノキ（岡山県産）

サイズ（mm） W20 ～ 1,000 × L100 ～ 3,000 × T10 ～ 55
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談
※幅が100mm以上のものは幅ハギ材になります。
※配送費別途。

その他

木材図鑑　60種
使用木材 スギ・ヒノキ・サクラ・ケヤキ・クリ（国産）等

サイズ（mm）
W1,480 × D37 × H370（台座：D250） 

見本の板：W40 × L120 × T20
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥50,000
※20種、30種の商品もございます。
※配送費別途。

　木材60種を手に取って見ることができる木材図鑑です。
主に住宅、神社仏閣、建具、家具によく使用される木材を
選びました。

インテリアにも使用できるおしゃれな木材図鑑。クライ
アントとの相談もスムーズに進みます。
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〒708-0883	 	
岡山県津山市一方221-9	 	
TEL	 0868-23-5638	
FAX	 0868-23-5601	
MAIL	 keyaki@po.harenet.ne.jp

https://www.t-meiboku.jp/
株式会社津山銘木

　ウッドキャンドルとは、別名スウェーデントーチとも呼ば
れ、光や暖を取るために使用します。丸太に切り目を入れ
て作るシンプルな構造ながら、とても燃焼効率が良く、火
力も抜群です。
　着火は切り込みに着火剤（木くず）を入れてライターな
どで火をつけるだけ。光や暖を取るのはもちろん、コンロ
代わりにして調理に使うこともできます。環境にも配慮し
ておりますので、安心してご使用頂けます。

　当社ではお客様に材からお選び頂き、すべて熟練の職人
が作るオーダーメイドで世界にたった一つのダイニング
テーブルをお作り致します。
　一枚板を使ったダイニングテーブルは存在感抜群です。
特に、高級感のあるケヤキを使ったダイニングテーブルは、
国内のみならず、海外でも人気の高いテーブルになってお
ります。

初めてでも簡単に着火
いろいろな使い方ができます

全国でも屈指の在庫量
あらゆるニーズにお応え致します

日用品／アウトドア用品

ウッドキャンドル
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm） Φ 18 × H40
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,600
※商品には着火剤となる木くずが付属しています。

家具・什器／テーブル

ケヤキダイニングテーブル
使用木材 ケヤキ（国産）

サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥350,000 ～

　当社は岡山県津山市にて銘木製造販売業を営み、原木の仕入
れ・製材・乾燥・製作を一貫して行っています。国産木材にこだわ
り、熟練の職人が世界に一つだけの家具をオーダーメイドでお作
りします。材の種類も豊富に揃えており、ご希望の材をお選び頂
けます。
　一般家庭や飲食店へ向けた一枚板のテーブル・カウンターのほ
か、社寺・仏閣等の建築材も多種多様なものがございます。また、
近年では海外のお客様からもご注文を頂いております。

　イチョウのまな板は古くから日本人に親しまれ、抗菌性・耐久性に優れ、包丁
の刃当たりも良く、刃こぼれしないのが特徴です。木のまな板ならではの温もり
を感じることができ、引っ越し祝いや新築祝いにも大変喜ばれています。

フック穴と焼き印の有無はご要望によりお選び頂けます。焼き印は「津山銘木」
と「T-KRAFT」の２種類ございます。

ぬくもりを感じる木のある暮らし

株式会社津山銘木
岡山県

日用品／キッチン用品・食器類

いちょうまな板
タイプ ①四角 四角 ②四角 四角 ③丸

使用木材 イチョウ（国産） イチョウ（国産） イチョウ（国産） イチョウ（国産） イチョウ（国産）
サイズ（mm） W200×L350×T25 W200×L400×T25 W300×L350×T25 W300×L450×T25 Φ 350 × T25

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥3,000 ￥4,000 ￥4,000 ￥5,000 ￥4,500
 

▲①四角（上）、②四角（右下）、③丸（左下）
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　積んだり、見立て遊びや樹種の重さや香りの違いを楽しん
だり、五感を使って楽しめます。５種の国産木材を使用し、
無塗装仕上。パーテーション仕様なので軽く、省スペース。
1 枚ずつ増やして大きさは変更できます。

　従来のキッズスペースと同じように棚やブックパネルな
どの入れ替えが可能なので、設置後の組み替えやサイズ変
更が可能です。
　こころんプールやままごと食材などのおもちゃ付き。

　赤ちゃんコーナーにピッタリのウッドマット。無塗装に
こだわり、ヒノキ本来の香りと肌触りが特徴です。いつも
の暮らしの中に森の恵みと、癒しの空間を提供します。
　付属のゴムハンマーとドライバーだけでカンタンに組み
立てられます。

玩具・遊具

こころんプール ® 650
使用木材 ヒノキ・ネズミサシ・ヤマザクラ（国産）等

サイズ（mm） Φ 950 × H220（５フレーム）
ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥380,000
※メンテナンスオプションあり。
※サイズ展開（2,000個、3,500個セット）あり。
※玉のみ販売や樹種・地域材のセミオーダー可能。
※ウッドデザイン賞2018、キッズデザイン賞2019受賞。

玩具・遊具

キッズスペース　ひなたぼっこの庭

使用木材
 本  体  ：ヒノキ（広島県産・島根県産） 
おもちゃ：ヒノキ・ネズミサシ・ヤマザクラ（国産）等

サイズ（mm） W2,400 × H415 × D1,800
ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥1,500,000
※メンテナンスオプションあり。
※W1,800のタイプもございます。

家具・什器／保育・学童家具

組み立て式ウッドマット　もりのらぐ ®

使用木材 ヒノキ（広島県産・島根県産）
サイズ（mm） W1,780 × H30 × L1,780（2 畳タイプ）

ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥290,000
※メンテナンスオプションあり。
※ウッドデザイン賞2017、キッズデザイン賞2019受賞。
※CFP宣言認定製品　特許取得。
※4サイズ展開あり。サイズオーダーも可能です。

　SDGsが叫ばれる以前の平成25年より、ライフサイクル
アセスメントを意識し、低環境負荷で持続性のある製品を
企画・製造販売しています。ほとんどすべての商品に、ご
購入後のメンテナンスプログラムや不要になった後回収し、
新しいおもちゃに生まれ変わる仕組みを導入しています。
　本来の木という素材を、幅広い世代の方に五感を使って
樹種ごとの色や重さ、香りなどの違いを感じてもらいたい
という想いから、なるべく自然乾燥した木材、無塗装をメ
インとしています。塗装する場合も、食品衛生法をクリア
した国産自然塗料を使用しています。
　独自の選定基準をクリアした品質の木材「ひなたぼっ
こ ®」を使用し、代表一場の技術士（林産）の知識を活か
した、環境に配慮した製品づくり、未利用やあまり活用さ
れていない里山材の利活用や乾燥方法の研究、内装木質化
や木育プログラムの効果などエビデンスの蓄積を同時に
行っています。

　「おもちゃを安全に使いたい」「香りや手触りを持
続させたい」というお声から、メンテナンスの心配
をしないで木育おもちゃを使ってもらうためにサブ
スクの取り組みを行っています。
　１か月単位でご利用月数は自由に設定可能で毎月
メンテナンスが付くプランもあります。おもちゃの
ラインナップも随時追加されますので詳しくはお問
い合わせ下さい。

<こころんプール® 400の場合＞
●￥18,000（税別）／月
● 配送費は往復￥10,000（税別）。ただし、離島

は除きます。
● 使用後は、かならず研磨メンテナンスを行いま

すので、木の香りも戻ります。
● 継続使用の場合も最長１年で研磨メンテナンス

のために、新しいものに交換致します。

Follow for forest
手と木のぬくもりを通して
こころに森を育てます

木育おもちゃの
サブスクリプション始めました

有限会社一場木工所
広島県
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〒729-6332	 	
広島県三次市上志和地町195-1		
TEL	 0824-68-2318	
FAX	 0824-67-3069	
MAIL	 info@hinata.life

https://hinata.life/
有限会社一場木工所

　ヒノキで作った山型食パンのかたちのドミノ。「本物み
たい！」と驚かれることも多く、とてもリアルでかわいく
仕上がっています。同シリーズにはパン de ドミノ（サン
ド）もあり、遊びがぐんと広がります。
　食品衛生法に合格した国産塗料を使用し、木の肌触りや
香りと木の音を楽しめます。おもちゃとして、また、アロ
マディッシュ、インテリアとして、男女を問わず海外でも
大変人気です。

　広島の木で作ったおべんとう型の木製おもちゃ。食品衛
生法に合格した国産塗料を一部にのみ使用し、誕生日のプ
レゼントやインテリアとしても人気です。日本のお弁当文
化も伝わるように、水引のデザインのゴムバンドとわっぱ
に詰めました。

SDGsの観点から、海外の評価も非常に高い商品です。

まるで本物！
ヒノキの香りと音を楽しんで

木育食育にぴったり！
木の香りややさしさが詰まった
森のおべんとう

玩具・遊具

パンdeドミノ ®

使用木材 ヒノキ（鳥取県産）
サイズ（mm） 袋：W60 × H110 × D55（1 袋 3 枚入）

ロット数 １ケース（24 袋入）～

価格（税別） ￥1,500/ 袋
※ウッドデザイン賞2019、おもてなしセレクション2021受賞。
※香りを長く楽しんで頂くために紙やすりを同封しています。

玩具・遊具

森のおべんとう ®

使用木材 ヒノキ・スギ・ホオノキ（広島県産）、アカマツ（国産）
サイズ（mm） Φ 142 × H52

ロット数 1 ケース（12 個入）～

価格（税別） ￥5,000/ 個
※おもてなしセレクション2021受賞。
※環境負荷を考慮し、緩衝材にはヒノキやスギのカンナリボンを使用しています。

　一場木工所は全国的に珍しい女性だけの会社です。木育おも
ちゃは福祉作業所様にご協力頂きながら、一つずつ心を込めて手
作業で作っています。製品に使用する木材はCO2排出に配慮し、
近距離の地域材、里山材を使用し、なるべく自然に乾燥した材を
使用しています。おもちゃとして日本で初めて環境ラベル認定を
受け、製品すべてがメンテナンスすることを前提に設計していま
す。持続可能な社会の実現のために寄与できる製品を製作販売し
ています。

　また、代表の一場は【森林部門/林産】有識者として「木材加工」
「木質化・木質空間」「森林環境贈与税」「木育」「商品化」「地域材・未
利用樹種の活用」のアドバイザー業務・コンサルタント業務、コー
ディネート業務など承ります。
　広島大学大学院木村彰孝准教授との連携し、「R2.R3内装木質
化等効果実証事業」「こころんプールを使った木育パッケージのた
め木育プログラム」を学会発表するなど、エビデンスの取得に務
めており、木育普及委員会代表でもあります。

　地域材や里山材で作ったお店屋さんごっこセット。ひとつずつ
心を込めて手作業で作っており、木の肌触りや香り、やさしさを
詰め込んだおもちゃです。
　マルシェ型ラックには、30種類の食材やトレー、カゴ、包丁、
まな板など295個のパーツがついていて、５人以上で遊べます。本
物みたいなのに軽くて安心して遊ばせられると保育園で大変人気
で「大人も子どもも癒される」とお声を頂いています。
　「ままごと食材だけ欲しい！」の声にお応えして、ひなたぼっ
こマルシェの食材のみのセット販売もございます。今あるままご
とキッチンなどに楽しさとかわいさをプラスします。

「軽くてかわいい」と保育施設で大人気！
木の食材が並んだマルシェセット

玩具・遊具

ひなたぼっこマルシェシリーズ
品　名 ひなたぼっこマルシェ ひなたぼっこマルシェ食材セット

使用木材
ヒノキ・スギ・ネズミサシ・ホオノキ・ヤマザクラ・

キハダ・ソヨゴ・カイヅカイブキ（国産）
ヒノキ・スギ・ネズミサシ・ホオノキ・ヤマザクラ・

キハダ・ソヨゴ・カイヅカイブキ（国産）

サイズ（mm） W1,060 × H413 × D520
木箱：W190 × H60 × D300 

（1 セット 10 箱）
ロット数 1 セット～ 1 セット～

価格（税別） ￥600,000 ￥280,000
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〒726-0004	 	
広島県府中市府川町57-1	 	
TEL	 0847-46-3211	
FAX	 0847-46-3140	
MAIL	 eigyo@doikagu.co.jp

https://www.doikagu.co.jp/
土井木工株式会社

家具・什器／保育・学童家具

KABU CHAIR 
使用木材

座面：ヒノキ・スギ（広島県庄原産） 
脚部：タモ（北海道産）

サイズ（mm） W295 × H380 × D287
ロット数 4

価格（税別） ￥28,000
※ KABU CHAIRと同シリーズKABU BABY CHAIRは、それぞれ年齢に合わせたサ

イズ展開あり。
※ 同シリーズのKABU TABLEはリノリウムのカラー展開・年齢に合わせたサイズ展開あり。

　子どもが手をふれ、傷をつけ、年輪を数えながら、愛着を持って
使ってほしいとスギのやわらかさを活かす切り株を座面に採用。座
面の表面には木材の年輪が現れ、子どもたちが一目で自然の材料を
使用していることを判断でき、また年輪の数を数えたり、肌で触れ
合い、香りを嗅ぐことで、木材の成長から人間の成長を感じること
ができます。

座ることの原風景を切り株を
用いて再現した子どものための椅子

▼KABU TABLE

▲KABU BABY CHAIR

▲KABU BABY CHAIR

▲KABU CHAIR

▲KABU CHAIR

　広島県府中市にて昭和24年創業。地域産業資源である「府中家
具」の技術を継承し、木のぬくもりを大切にした上質な家具を製
造。平成30年より広島県産ヒノキ材を活用した製品開発に着手。
素材に、そして人にやさしい無垢材家具を作り続けている。

土井木工株式会社
広島県

家具・什器／チェア

MASHILO
使用木材 ヒノキ（広島県庄原産）

サイズ（mm） W915 × H780 × D673
ロット数 2

価格（税別） ￥136,000

　森の循環を促すことを目的に背から肘、座面から脚に至るまですべて広島県（庄原市）ヒノキ
材のみで構成されたチェア。針葉樹の軽さを活かし豊かなボリューム感で座る人を包み込みます。
　飲食、読書やPC・タブレットの利用など、私たちの生活の中で身近に感じられる存在を目指
しています。

人とヒノキの森を繋ぐ
循環利用を目指すブランド「MASHILO」

R

O F F I C E

P U B L I C

H O M E  /  H O T E L
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本社	 	
〒738-0224	 	
広島県廿日市市栗栖508	
TEL	 0829-72-0222	
FAX	 0829-72-1637

https://www.nakamotozourin.co.jp/
中本造林株式会社

　スギは日本国内でも多くの地域で生育している木です。産地により様々な
特徴があることから、地名のついたブランド杉も数多く存在します。
　やわらかく、収縮も起きやすいスギ材が持つ特性を最大限活かすため、乾
燥に最もこだわり生産したのが「杉本実加工」です。

●無塗装
　スギの持つやさしい質感が最大限感じることのできる商品です。
●UＶ表面強化塗装
　 鉛筆硬度８Hの硬度を持ち、スギ材の欠点とされる傷のつきやすさを抑え

た塗装です。
●自然塗装
　スギの質感を活かし、無塗装の汚れを解消した商品です。

中本造林の杉本実加工はスギの特性を活かし、
抜群の調湿性と断熱効果を兼ね備えた床材です

建材／内装材

杉本実加工　埋木サンダー仕上
品　名 無塗装　UY5521-USE-A ② UV 表面強化塗装　UY5521-USE-B 自然塗装　UY5521-USE-S

使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W135 × L3,950 × T15 W135 × L3,950 × T15 W135 × L3,950 × T15

ロット数 1 束（6 枚入）～ 1 束（6 枚入）～ 1 束（6 枚入）～

価格（税別） ￥25,000/ 束（設計価格） ￥31,200/ 束（設計価格） ￥31,200/ 束（設計価格）
※上小無節商品については別途お問い合わせ下さい。 

▲②UV表面強化塗装　UY5521-USE-B

近畿営業所	 	
〒520-3106	 	
滋賀県湖南市石部中央2-5-47
TEL	 0748-77-8055	
FAX	 0748-77-8056

　広島県吉和村（現廿日市市）でスギの穂苗を植え始めて約60年。
当社は苗木の生産から植林、育林、伐採、搬出、製材、加工、販売ま
で、すべてを自社で一貫して行う「住宅用内外装自然素材」メー
カーです。令和２年には主力商品の焼杉において「木質外壁材」と
しては業界初のエコリーフ並びにCFPを取得致しました。今後と
も環境に配慮し、国際的な指針などに目を向けた製品づくりを心
掛け、地域材を含む国産木材の活用及び拡販に積極的に取り組ん
でまいります。

　ヒノキは、日本古来からの歴史ある建築物に使用されてきた由緒ある木です。
ヒノキに含まれる成分が、腐朽菌の繁殖を抑えたり虫を寄せ付けにくくする
などの効果があるとされています。また、ヒノキの香りにはリラックス効果
があることも近年話題となっています。

●無塗装
　 特徴である香りを妨げることなく、ありのままの状態を感じることができ

る商品です。
●UV表面強化塗装
　鉛筆硬度８Hの硬度を持ち、ヒノキ材の表面を固く仕上げた塗装です。

中本造林の桧フローリングは
美しい木肌と特有の芳香を活かした
高級感あふれる仕上がりの床材です

中本造林株式会社
広島県

建材／内装材

桧フローリング　特一等
品　番 無塗装　FR9003-A ① N 塗装　FR9003-N-B

使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W108 × L3,930 × T15 W108 × L3,930 × T15

ロット数 1 束（8 枚入）～ 1 束（8 枚入）～

価格（税別） ￥37,500/ 束（設計価格） ￥41,000/ 束（設計価格）
※上小無節商品については別途お問い合わせ下さい。 

▲①N塗装　FR9003-N-B
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〒759-4402	 	
山口県長門市日置中10758-131
TEL	 0837-37-5001	
FAX	 0837-37-2155	
MAIL	 info@sinlatech.com

https://www.sinlatech.com/
株式会社シンラテック

　キッチンや書斎など存在感のあるカウンターを無垢の素
材（幅はぎ材）で製作します。長さや奥行、材の厚さ、樹
種等すべてオーダーメイドにて対応致します。サイズ以外
にも、コーナー部のR加工、木口面の舟底加工、欠ぎやく
り抜き等あらゆる加工にも対応できますので、ご希望の加
工をお申しつけ下さい。
　また、板の反りを心配される場合、裏側に反り防止の金
具を取り付けた反り防止加工を施すことも可能です。

　室内の天井や壁、外部の外壁や軒裏など幅広い用途で使
用できる壁板材です。
　本実目透かしを基本としておりますが、フローリングの
ように目透かしなしの突詰めタイプも製作可能です。表面
仕上げや塗装についてはフローリングと同様です。
　下記基本サイズ以外にもご要望に応じた樹種、サイズ、
形状での製作も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

地松の貼り合わせのカウンターが
とても好評です

無垢材の持つ特性、
反りや収縮をおさえ安定した商品を
ご提供します

建材／内装材

カウンター、棚板、その他ハギ板

使用木材
スギ・ヒノキ・シイ・タブ（山口県産）、

マツ（島根県産）等
サイズ（mm） 最大 1,100mm まで対応可能

ロット数 1 枚～

価格（税別） 要問合せ
※様々な樹種に対応可能です。まずはお問い合わせ下さい。

建材／内装材

羽目板
使用木材 スギ・ヒノキ・シイ・タブ（山口県産）、マツ（島根県産）等

サイズ（mm） W100 × L1,950 × T10（10 枚入 / 坪）
ロット数 0.5 坪

価格（税別） 要問合せ
※賃加工対応可能です。

　当社は木材の加工を主として林業から施工まで、木に関わる総
合企業です。地元に多く自生している良質な広葉樹（シイノキ等）
をブランド化するために、主に広葉樹林業、広葉樹の加工を行っ
ています。これまでは紙などの原料になる木材チップや形を問わ
ない薪くらいしか用途がありませんでしたが、当社にて研究開発
を行い、建築資材としての価値を生み出しました。
　シイの木の特長は大きく２つあります。ひとつ目は、シイが堅
い木のため「傷つきにくいこと」。２つ目は、色が白く、木目が薄

いため、和風洋風問わず「どんなスタイルにも合いやすいこと」で
す。シイの木は住宅だけでなく、JR西日本の豪華寝台列車「トワ
イライトエクスプレス瑞風」の客室のドアや山口市のスターバッ
クスコーヒーなどにも使用され、認知度が上がってきています。
　社名の「シンラテック」とは、「森羅万象」と「技術の力（テクノ
ロジー）」を掛け合わせた言葉です。人々が生きていくうえでなく
てはならない大切な森林を守るために、技術力を磨き、優れた製
品を作ることが当社の使命であると考えています。

　木材を自然の力でじっくり天然乾燥させ、仕上げに中温
帯での人工乾燥でしっかり乾燥させます（JAS基準に準ず
る、含水率10％以下）。時間をかけ、じっくり乾燥するこ
とで、木材本来の自然の色合いや風合いを活かすよう工夫
しております。

山口県で豊富な椎
し い

の木や
山陰地区の地松など地域材を
使用したフローリング

家族に安心・安全な建物を提供する
お客様にとって天然木の提供は
欠かせないものに

株式会社シンラテック
山口県

建材／内装材

フローリング
使用木材 スギ・ヒノキ・シイ・タブ（山口県産）、マツ（島根県産）等

サイズ（mm） W101 × L1,920 × T15（16 枚入 / 坪）
ロット数 0.5 坪

価格（税別） 要問合せ
※ サンダー仕上げ、浮造り加工、名栗加工、鋸引き加工等対応可能です。お客様が材料を

持ち込んでの「賃加工」も致します。

建材／内装材

無垢造作材、枠材、その他加工材

使用木材
スギ・ヒノキ・シイ・タブノキ・クスノキ（山口県産）、

マツ（島根県産）等
サイズ（mm） 最大 6 ｍまで対応可能

ロット数 1 本～

価格（税別） 要問合せ
※様々な加工に対応可能です。まずはお問い合わせ下さい。

　窓枠、建具枠、笠木、手摺、巾木、玄関框などなど造作
材のあらゆる部材をすべてオーダーメイドで製作致します。
大小様々な機械や刃物を取り揃えておりますので複雑な形
状も安定した精度で製作可能です。

▲スギ

▲シイ

▲ヒノキ

▲地マツ

▲手すり
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〒770-8001	 	
徳島県徳島市津田海岸町3-41
TEL	 088-662-2875	
FAX	 088-662-2889	
MAIL	 info@tada-kk.co.jp

	https://www.tada-kk.co.jp/
多田工業株式会社

　節を表面に配置する、自社独自の加工技術で国産スギの
良さを活かした集成材。日本では昔から、柱、天井等、建
築材、内装材、生活用具（樽など）等々と幅広く使われて
いる素材です。

　古くから建築材料として使われるスギは、日本の風土に
合った素材。赤身（芯材）、白太（辺材）と色の差のある材
が混ざり合い、飽きのこない風合いがあります。

　特有の芳香には安らぎがあり、日本家屋に最適。国産ヒ
ノキの良さを保ちつつ、自社独自の加工技術を組み合わせ
て、板目（節）を表面に配置した集成材を実現しました。

建材／内装材

杉節　カウンター
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W450 × L3,000 × T45
ロット数 受注生産

価格（税別） ￥110,400
※表は参考サイズ・価格です。Ｒ加工や面取り加工等により価格は変わります。

建材／内装材

杉無節　階段セット
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm）

部材拾い出し条件（施工例写真とは異なります） 
蹴上 210、踏面 210、柱角 105、柱芯々 910

段板厚 30、鼻出 30、上切り 14 段 
BOX 直階段 無塗装品

ロット数 受注生産

価格（税別） ￥207,450
※表は参考サイズ・価格です。階段形状や各寸法等により価格は変わります。

建材／内装材

桧節　階段セット
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm）

部材拾い出し条件（施工例写真とは異なります） 
蹴上、210、踏面 210、柱角 105、柱芯々 910

段板厚 30、鼻出 30、上切り 14 段 
BOX 直階段 無塗装品

ロット数 受注生産

価格（税別） ￥216,450
※表は参考サイズ・価格です。階段形状や各寸法等により価格は変わります。

　多田工業株式会社は昭和56年に設立し、主として北米、北欧、
東南アジア産の木材を加工し、天然木の良さを活かして、居住性、
ファッション性豊かな、住宅造りに必要なインテリア建材を開発・
製造し、全国に販売しているインテリア建材メーカーです。
　天然自然の「木」の素晴らしい特徴を活かし、快適で心地よい製
品作りを心がけ、クオリティの高さを向上させつつ、今求められ
ている安心安全なアイテムにも力を注いでいます。

多田工業株式会社
徳島県

　木の年輪を浮き立たせた「木
き

波
なみ

」は、表面を浮き彫りにして古木を思
わせる色を施した趣のあるアンティーク仕上げの商品です。表面の凸凹
はそこを歩く人の足の裏を適度に刺激し、健康志向の方にも人気です。
　薬理的効能として抗菌・保温効果があるといわれている藍染。その
染料である藍を用いた「藍」は、日本人にとってなじみやすく、和の
趣をかもし出しています。

住む人、使う人の快適さを考え、
安心・安全・健康を重視したオリジナル商品

建材／内装材

オリジナル内装材
品　名 ①木波 ②藍

使用木材 スギ（国産）等 スギ（国産）等
サイズ（mm） 応相談 応相談

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談
※写真は外材を使用しています。国産スギ材（節あり）で製作可能です。

▲①木波のブラウンレッド、ブラウン、ブラック
②藍（上から）

▲②藍　使用例

◀①木波　使用例

中
国
・
四
国
地
方



659658658 659658

〒770-0868	 	
徳島県徳島市福島1-3-42	 	
TEL	 088-652-6323	
FAX	 088-655-1109	
MAIL	 tominagajoiner@me.pikara.ne.jp

http://t-joiner.com/
富永ジョイナー有限会社

自分のこだわりででき上がった木製品が身近にあることで
仕事やプライベートを充実させるきっかけになります。木
製品の魅力は癒し。人が木に寄り添うことを休むというよ
うに、木製品を通して心の余裕を増やすお手伝いをします。

国産木材を用いた北欧家具。日本の針葉樹特有の木目の
おとなしさと、しなやかさを活かした置き家具です。北欧
家具のコッテリを、材料を変えることでアッサリに。日本
の建築シーンに合うようにアレンジしました。

日用品／その他

遊山箱 渭水の月
使用木材 ヒノキ・スギ（徳島県産）

サイズ（mm） W130 × H175 × D140
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥50,000
※配送費別途。

家具・什器／キャビネット・収納家具

収納棚
使用木材 スギ・ヒノキ・サクラ（国産）等

サイズ（mm） W1,500 × H700 × D450
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥187,000
※配送費別途。
※写真は外材を使用していますが、国産木材での受注も承ります。

家具・什器／キャビネット・収納家具

収納シェルフ
使用木材 スギ・ヒノキ・サクラ（国産）等

サイズ（mm） W2,400 × H2,000 × D650
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥400,000
※配送費別途。別途取付工事有（要相談）。
※写真は外材を使用していますが、国産木材での受注も承ります。

　徳島に古くから伝わる「遊山箱」。３段重ねになった重箱
で、花見や節句などで子どもが弁当箱として使っていたそ
うです。自然美をモチーフに、新たなかたちとして阿波指
物の伝統技術を駆使して仕上げた逸品です。

　当社は創業明治28年、徳島県の阿波指物集団です。
　釘などを使わずに木を組んでつくる家具や建具、その技法「指
物」。伝統を重んじ、基本を重んじる。その技術と今の感性を物創
りに活かす。受け継がれた技術を現代のアートシーンやデザイン
にマッチさせて、伝統技術をモダンに表現する阿波指物。
　当社は、その阿波指物のみならず、オーダーの建具・家具小物製
作・ウェブデザイン・映像制作・グラフィックデザインも手掛けます。
CSR活動の一環として、公立高校や私立小学校、職業訓練校にお

いて、主に「木育」をもとにした授業の講師も務めています。さら
に、徳島県が推奨するドイツとの国際技術交流にも参画し、現地に
赴いて技術文化の違いを精査し、徳島県に還元する活動も行って
います。自社で製作した商品を国内のみならず、海外（イギリス・
台湾）へ輸出し、新しい市場開拓にも取り組んでいます。
　当社で製作した数々の商品が多くの方々に認められ、全国建具
フェアという大会において２大会連続で受賞を果たし、「阿波の
名工」にも名を連ねています。

富永ジョイナー有限会社
徳島県

　心の表現や自然の水の流れ、風などの自然描写を、強くて上品なヒノ
キを材料とし、曲げ重ねて使い、ヒノキの持つやさしさ、美しさ、よ
り品格のある力強さを引き出しました。
　自分を見つめる、自分を見るという動向の中でより豊かで、気持ち
よく見守られる場所を作るということをコンセプトに作り上げました。
　クールジャパンアワード2019、【一般部門】アウトバウンドカテゴ
リー受賞作品です。

伝統的な技術を確かに注ぎ込み、
異素材でやわらかさと堅さを表現した
新しい指物

家具・什器／インテリア用品

mist mirror シリーズ
品　名

① T1 ミストミラー
　曲げ組子「波」

② T2 ミストミラー
　曲げ組子「風」

③ T3 ミストミラー
　曲げ組子「輪達」

④ T4 ミストミラー
　曲げ組子「四方転」

使用木材 ヒノキ（徳島県産） ヒノキ（徳島県産） ヒノキ（徳島県産） ヒノキ（徳島県産）
サイズ（mm） Φ 600 × T70 Φ 600 × T70 Φ 600 × T70 Φ 600 × T70

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥200,000 ￥230,000 ￥220,000 ￥250,000
※配送費別途。

▲①T1 ミストミラー　曲げ組子「波」

▲②T2 ミストミラー　曲げ組子「風」 ▲③T3 ミストミラー　曲げ組子「輪達」 ▲④T4 ミストミラー　曲げ組子「四方転」
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品　名 ④ムロ脚付ローテーブル ⑤ローテーブル ⑥センターテーブル
使用木材 スギ（徳島県産） セン（国産） イヌマキ（高知県産）

サイズ（mm） W1,800 × H450 × D880 W1,500 × H350 × D850 W1,200 × H580 × D450
ロット数 １～ １～ １～

価格（税別） ￥180,000 ～ ￥200,000 ～ ￥100,000 ～

〒770-8001	 	
徳島県徳島市津田海岸町4-27
TEL	 088-624-7718	
FAX	 088-624-7832	
MAIL	 meibock10@gmail.com

http://www.meibock.jp/
株式会社メイボックジャパン

　長年にわたり、当社で十分に乾燥させた国産木材の一枚
板を管理し、設計から施工までオーダーで家具をお作りし
ます。

納材後には、材の選定、打ち合わせ風景、加工工程、納
材までの流れをフォトストーリー動画にして施主様へプレ
ゼントしており、大変好評を頂いております。

オーダー寸法で家具製作、承ります

家具・什器／テーブル・チェア

オーダー家具
品　名 ①食卓テーブル５点セット ②食卓テーブル４点セット ③カウンター

使用木材 タモ（国産） ヒノキ（国産）、スギ（徳島県産） スギ（徳島県産）
サイズ（mm） テーブル：W1,500 × H700 × D700 テーブル：W2,000 × H680 × D780 W780 × L4,000 × T60

ロット数 １セット～ １セット～ １枚～

価格（税別） ￥450,000/ セット ￥400,000/ セット ￥200,000 ～ / 枚

▲②食卓テーブル４点セット

▲①食卓テーブル５点セット

▲④ムロ脚付ローテーブル

▲③カウンター

▲⑤ローテーブル ▲⑥センターテーブル

　当社は、昭和27年創業の株式会社徳島中央木材市場の子会社
として平成26年に設立。床柱や天井板などの和室の内装材に特化
し、四国内で多くの商品を供給してまいりました。
　平成28年には現住所へ移転し、四国内では唯一の大型展示場を
併設しています。国産木材中心のテーブル板、長尺カウンター材
を多数揃え、熟練の職人とノウハウを持った社員でオンリーワン
の商品を住宅や店舗に向けて販売しています。

　当社は、伝統的な日本文化を継承しつつ、新しい個性豊か
な「和の暮らし」を発信しています。ぜひ、銘木をモダン和
室にも使ってみませんか？
　板材の樹種や産地による固有の差、「色」「杢」の組み合わせ
次第で多種多様な雰囲気を楽しむことができる天井板や、床
の間の中を際立たせる床柱などを幅広く取り扱っております。

あらゆるオーダーに対応し、美しく、個性豊かな空間づく
りをサポート致します。

モダン和室の空間づくりに

一枚板を使って製作します

株式会社メイボックジャパン
徳島県

家具・什器／サイン・看板

銘木ネームプレート
使用木材 ヒノキ（徳島県産）

サイズ（mm） W700 × H400 × D400 等
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥30,000 ～

　一枚板を使った銘木の看板板にレーザー印字を施します。
オーダー寸法で製作致しますので詳しくはお問い合わせ下
さい。

建材／内装材

天井板・床柱
品　名 格子天井 杉丸太、杉変木

使用木材 スギ・ヒノキ（国産） 北山杉・吉野杉・神山杉
サイズ（mm） W2,700 × L2,700 等 Φ 90 ～× L3,000 ～

ロット数 応相談 １本～

価格（税別） ￥250,000 ～ ￥50,000~
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〒761-1706	 	
香川県高松市香川町川東上2608-2	
TEL	 087-879-6517	
FAX	 087-879-6517	
MAIL	 woodkawanishi@gmail.com

https://kawanishimokkou.com/
有限会社川西木工所

枝分かれ部分を胡桃の実とともにレジンを流し、景色の
一つとして取り入れました。座面によって印象が大きく変
わる創作性のある品物なので、座面の板から選んで頂くこ
とも可能です。

　産出量が少なく、節や割れが入りやすい胡桃材ですが、こ
ちらの商品は割れや節が極めて少ない希少な１枚です。ク
ルミのやさしい表情を存分に楽しんで頂けます。

　徳島県産ケヤキの一枚板ダイニングテーブル。日本で一
番親しみのある樹種。モダンにアップデートされた自信あ
る１枚です。

自然感満載の割れ部分にレジンを流し、実用性と個性を
プラスしました。

家具・什器／チェア

クルミ　ソファベンチ
品　番 BE-008

使用木材 オニグルミ（国産）
サイズ（mm） W1,900 × SH400 × D570 ～ 865

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥276,700

家具・什器／テーブル

クルミ　ブックマッチ
品　番 TE-136

使用木材 オニグルミ（国産）
サイズ（mm） W2,060 × D960 ～ 1,100（天厚 41）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥380,640

家具・什器／テーブル

ケヤキ　ダイニングテーブル
品　番 TE-036

使用木材 ケヤキ（徳島県産）
サイズ（mm） W1,880 × D760 ～ 1,020（天厚 50）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥421,300

　香川県で製造・卸をしている木工所です。一般のお客様にもお
買い求め頂けるよう、工場横で家具店も運営しております。
　香川県産材も取り入れた国産木材を中心に丸太を仕入れ、乾
燥・製作までを一貫して自社で行っております。主に一枚板に注
力して製品作りをしており、実用的で個性的かつ自然感のある
一枚板を多く取り揃えております。また、オリジナルのダイニン
グチェアや収納家具など、室内置き家具全般を無垢材にこだわり、
オーダー製作も承っています。

有限会社川西木工所
香川県

　木肌のやわらかいヒノキを毎日触れるダイニングテーブル
に。木の温かみを感じながら、経年変化を楽しんで下さい。

　当社オリジナルデザイン。背もたれのクッションが独特
の快適な座り心地を実現します。
※JIS規格耐久検査 合格品

　細いスポークによるやわらかい背のしなりが、座り心地
を豊かにする一脚です。
※JIS規格耐久検査 合格品

家具・什器／テーブル

ひのき　2枚接ぎ
品　番 TE-005

使用木材 ヒノキ（香川県産）
サイズ（mm） W1,700 × D900 ～ 930（天厚 45）

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥189,300

家具・什器／チェア

ダイニングチェア（本革・肘なし）
品　番 CH-029-e

使用木材 オニグルミ（国産）
サイズ（mm） W460 × SH400 × D500

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥42,910

家具・什器／チェア

スポークチェア
品　番 CH-027-a

使用木材 オニグルミ（国産）
サイズ（mm） W470 × SH400 × D470

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥40,100
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　地元・香川県の山林から出るヒノキの間伐材を使って作る、肩肘張
らないカジュアルな家具。節を活かし、表情豊かな仕上がりに。深み
のある色合いや木質感を出すため、機械ではなく手研摩にこだわって
います。ヒノキならではの素朴さと温かみ、そのおおらかさが日常使
いにぴったりです。

　ヒノキの特徴でもある節を
活かして表情豊かな天板にし、
アイアン脚を合わせたテー
ブル。素材の表情を引き出す、
シンプルながら職人の感性が
光る１台です。
　ベンチは布張りと比べてお
手入れがしやすいのも嬉しい
ポイント。座面がフラットな
ので、ちょっとした台として
も使えます。

テレビボードとしてはもちろんですが、構造がシンプル
なので使い方はそれに留まりません。ベンチとして人が座
るのもOKなので、たとえば壁際に置いて収納 兼 腰掛け、
なんて使い方も。 脚の高さは12cmあり、お掃除ロボット
も通ることができます。

ヒノキの豊かな表情が引き立つ！
存在感のあるアイアン脚と
ヒノキの組み合わせ

無骨でありながら
木の温かみも感じられるローボード

家具・什器／キャビネット・収納家具

T-BONE LOW BOARD
使用木材 ヒノキ（香川県産）

サイズ（mm） W1,200～1,800×H450×D370
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥81,000 ～
※サイズオーダー可 / 受注生産 納期4週間。

家具・什器／テーブル・チェア

T-BONE シリーズ
品　名 ① T-BONE TABLE ② T-BONE BENCH

使用木材 ヒノキ（香川県産） ヒノキ（香川県産）
サイズ（mm） W900 ～ 1,800 × H350 ～ 740 × D700 ～ 900 W1,200 ～ 1,400 × H438 × D320

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥52,000 ～ ￥49,000 ～
※サイズオーダー可 / 受注生産 納期4週間。

▲①T-BONE TABLE

▲②T-BONE BENCH

軽さと座り心地を両立
張地えらびも楽しい一脚

イメージは工場の床！
自由な発想で使いたいテーブル 

日美株式会社
香川県

家具・什器／チェア

STANS CHAIR
使用木材 ヒノキ（香川県産）

サイズ（mm） W380 × H750・SH430 × D448
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥30,000
※張地バリエーションあり / 受注生産 納期2週間。

家具・什器／テーブル

TANK TABLE
使用木材 ヒノキ（香川県産）

サイズ（mm） W900～1,800×H350～740×D700～900
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥72,000 ～
※サイズオーダー可 / 受注生産 納期4週間。

　イメージはアメリカの縫製工場の使い古したペンキの板
床。普通は組み合わせることのない異なる塗料を塗り重ね、
剥がし、独特の風合いに仕上げました。表面をコーティン
グするウレタン塗料はあえて使用していないので、使って
いくうちに傷がついたり塗装が剥がれて下の色が見えるこ
ともありますが、そんな変化も楽しみながら、自由気まま
に使いたいテーブルです。

　一般的にはナチュラルなイメージの強いヒノキを、あえ
てヴィンテージな雰囲気に仕上げたチェア。木の表情や質
感を感じる仕上がりを追求しました。座と背は曲げ加工に
より当たりよく軽量に。小ぶりで使い勝手のよいサイズ感
です。片手で難なく持ち上げられる軽さなので、普段の出
し入れがラクなのはもちろん、掃除のときもスムーズ。張
地はウォッシュ加工を施した国産帆布、または扱いがラク
で環境にやさしいフェイクレザーから選べます。
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〒761-8031	 	
香川県高松市郷東町379-1	 	
TEL	 087-882-7705	
FAX	 087-882-7650	
MAIL	 info@nichibi-ww.com

https://nichibi-ww.com/
日美株式会社

　節を活かした表情豊かな天板のテーブルと、その軽さにまず驚く、ヒノキ
だからこそ実現できる椅子。そして、Xの脚が目をひくベンチ。シリーズと
してはもちろん、それぞれでもお使い頂けます。
　チェアの重さはわずか3.2kg。５kgを切れば軽いと言われる椅子の世界で
はかなり軽く感じます。普段の出し入れがラクなのはもちろん、片手で難な
く持ち上げられるので、掃除のときもスムーズ。すべて木でできていますが、
背もたれや座面はカーブを描き、快適に腰掛けられるよう設計されています。

家具・什器／テーブル・チェア

GATEMOUTHシリーズ
品　名 ① GATEMOUTH TABLE ② GATEMOUTH CHAIR ③ GATEMOUTH BENCH

使用木材 ヒノキ（香川県産） ヒノキ（香川県産） ヒノキ（香川県産）

サイズ（mm）
W900 ～ 1,800 ×

H350 ～ 740 × D700 ～ 900
W400 × H720・SH430 × D470 W1,150 × H430 × D330

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥53,000 ～ ￥29,000 ￥36,000
※①GATEMOUTH TABLEと③GATEMOUTH BENCHはサイズオーダー可 / 受注生産 納期4週間。

▲①GATEMOUTH TABLE ▲②GATEMOUTH CHAIR ▲③GATEMOUTH BENCH

　大正12年創業、香川県高松市にある自社工場での一貫生産を
特徴とする家具製造メーカー。企画開発・木工・塗装・鉄工・縫製・組
立出荷をすべて社内で行い、一つ屋根の下で職人が互いに切磋琢
磨しています。近年はヒノキを中心にスギ、小豆島オリーブなどの
香川県産材も積極的に活用、素材に職人の感性と技を加え、プロ
ダクトを通して県産・国産木材の可能性と魅力を発信しています。
　また、「工場をもっと開かれた場所にしたい」という想いから、工
場内の倉庫をリノベーションしたカフェも運営しています。

　香川県の家具工場として、「地元のヒノキ材を使って家具を作りた
い」というところからスタートした「GATEMOUTH」シリーズ。既
存のヒノキのイメージを覆す「ヴィンテージなヒノキ」をコンセプト
に、1930～50sアメリカのカントリーブルース＆ウェスタンをベー
スにデザインしました。
　深みのある色合いや木質感を出すため、機械ではなく手研摩にこだ
わって製作しています。

　既存のコタツのイメージを覆す、ヴィンテージなコタツテーブル。冬はコタ
ツとして、それ以外の季節はローテーブルとして通年お使い頂けます。
　コタツに無垢材を使うのは実は難易度が高いのですが、長年コタツを作り続
けてきた日美のノウハウがそれを可能に。ヒーターは遠赤外線効果の高いカー
ボンヒーターを搭載、身体を芯まで暖めてくれます。

香川の職人が香川の木でつくる
100% MADE IN 讃岐の家具

家具・什器／テーブル

GATEMOUTH KOTATSU TABLE
使用木材 ヒノキ（香川県産）

サイズ（mm） W1,200 × H380 × D700
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥78,000
※受注生産 納期4週間。
※500Wカーボンヒーター搭載。

◀併設しているカフェ
　「ROUGH＆TOUGH 
　　　 COFFEE STAND」
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〒799-3111	 	
愛媛県伊予市下吾川1867-1	 	
TEL	 089-916-6514	
FAX	 089-916-6514	
MAIL	 info@akatoshiro.com

http://akatoshiro.com/
家具屋アカトシロ

　３つの四角錐台と１本の試験管。
　一輪挿しとして飾ったり、小物を置く台座にしたり、
玄関やお手洗いなどの小さなスペースで和やかな空間
づくりを楽しめます。

小さな空間で『日本の四季』を
お楽しみ下さい

日用品／インテリア雑貨

ニッポンノシキ ®シリーズ
品　名 ①ニッポンノシキ ® ②ニッポンノシキ ®　ミドリ ③ニッポンノシキ ®　アオ

使用木材 ヤマザクラ・クルミ・クリ（国産）等 ヒノキ・スギ（愛媛県産） ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm）

木製パーツ： W80 × D80 × T18 
 W60 × D60 × T18 
 W40 × D40 × T18　 
試験管：H90

木製パーツ： W80 × D80 × T18 
 W60 × D60 × T18 
 W40 × D40 × T18　 
試験管：H90

木製パーツ： W80 × D80 × T18 
 W60 × D60 × T18 
 W40 × D40 × T18
試験管：H90

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥3,500 ￥3,300 ￥3,700
※ニッポンノシキ®は「オイル仕上げ」、ニッポンノシキ®　ミドリは「無塗装うづくり仕上げ」、ニッポンノシキ®　アオは「インディゴ染め＆オイル仕上げ」です。
意匠登録：第1536481号／商標登録：第5786896号

▲②ニッポンノシキ®　ミドリ
　 愛媛県産ヒノキ材、スギ材で製作。「うづ

くり」「無塗装」仕上げにしております。
それぞれの木目・香りをお楽しみ頂けま
す。

▲ ①ニッポンノシキ®
　 サイズの異なった3つのパーツの組み合わせを

変えて、お好みの一輪挿しのカタチに。

◀③ニッポンノシキ®　アオ
　 愛媛県産ヒノキ材をインディゴ染めしました。広

島県のデニム生地メーカー、カイハラ株式会社の
染織技術で施した瀬戸内コラボ商品です。

　愛媛県伊予市、瀬戸内の穏やかな気候のなか、一人で製作から
販売を行う小さな家具屋です。無垢材を使い、オリジナル家具・小
物や、オーダー家具の製作販売を行っています。
　「家具」は家の中で使う道具です。その道具自体が主張し過ぎず、
日々の暮らしに寄り添い、気が付いたら毎日使っている。そんな
道具作りを目指しながら、みんなにやさしいものづくりをしてい
ます。

　座る・足置き・うつぶせ・肘置き・まくら、大きく
「５つの機能」がある低座椅子。座面には、普段使いや
お気に入りのフェイスタオルを「１枚かける」ことが
でき、その日の気分やタオルが汚れた時など、簡単に
着せ替えできます。

椅子生地だけに限らず、デニムや着物、各産地の生
地で座面を張り、コラボ商品の製作も可能です。

ゴイチと同じく、座面にフェイスタオルをカバーできるス
ツール。玄関先・洗面所などで使用したり、突然のお客様
への補助的な椅子としてご使用頂けます。

みんなにやさしい、ちょうどいい
家族みんなで使える座椅子

家具屋アカトシロ
愛媛県

家具・什器／チェア

ゴイチ ®

使用木材 クリ、ヒノキ（愛媛県産）
サイズ（mm） W410 × H130 × D230

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥20,500 ～
※座面の張地によって価格が変わります。
意匠登録：第1588629号／実用新案登録：第3209258号／商標登録：第6293570号

家具・什器／スツール

ゴイチ ®　スツール
使用木材 クリ、ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） W410 × H420 × D300
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥38,500 ～
※座面の張地によって価格が変わります。
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〒799-2662	 	
愛媛県松山市太山寺町1225-1	
TEL	 089-979-0753	
FAX	 089-979-5853	
MAIL	 info@daiichigouban.com

https://d1gh.com/
株式会社大一合板商事

　木口を見せるベニヤ。テーブル天板や棚板などにおすすめです。木口
貼りの必要がないので手間が省けるうえ、断面もきれいなのでそのまま
使用できます。メラミンをベニヤで挟んで層になっているので強度が高
く丈夫なところも魅力の一つです。

耐久性とデザイン性を兼ね備えた
オリジナルベニヤです

建材／内装材

アーキベニヤ レイヤード（ARCHI VENEER LAYERED）
使用木材 タモ・シナ（国産）等

サイズ（mm） W900 × L1,800 × T24 等
ロット数 1 枚～

価格（税別） 応相談

　当社は愛媛県松山市にある昭和48年創業の建築内装資材の卸・
製造・販売・施工を行う会社です。自社生産のオリジナル製品から
メーカー品まで、建築資材全般をはじめとした幅広い商品を取り
扱い、愛媛県内はもとより四国４県を中心に木工所、建具店、工務
店など多くのお客様とお取引をしております。
　自社工場では突板製造を中心に、最新の機械を多数導入して、
各種内装材の製造を行っております。お客様のニーズに合わせて、
特注加工などにも少ロットから対応しております。

　また、自社で設計から施工まで内装工事、リフォーム工事など
各種工事も行っており、若手職人集団である「伊予匠ノ会」と共に
店舗工事や古民家改装なども手掛けております。
　さらには、所有不動産を活用し、当社の得意先である木工所な
どの「まち工場」が持つ伝統、歴史と技術の継承を支援することを
目的に「まちこうば不動産」としてファクトリーシェアリング事
業も展開しております。

　同じ樹種でもロットが違うと柄や色の変化が見られますが、そ
れら１枚１枚の個性が突板の魅力です。敬遠されがちなフシや
歪みなどを使った、自然な風合いの寄せ木のような貼り方をす
ることによって、より自然に、そして変化に富んだ柄になって
います。

天然のまま、
あえて柄を揃えない突板に

株式会社大一合板商事
愛媛県

建材／内装材

突板 ネイチャーシリーズ（NATURE  VENEER）
使用木材 媛ひのき、スギ・タモ・ナラ（国産）等

サイズ（mm） W900 × L1,800 × T2.5 等
ロット数 1 枚～

価格（税別） 応相談
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〒791-8001	 	
愛媛県松山市平田町455	 	
TEL	 089-979-2238	
FAX	 089-979-2239	
MAIL	 info@morinokakera.jp

http://morinokakera.jp/
株式会社大五木材

　いろいろな木を見てみたい、触れてみたいという好奇心
と、端材を捨てるのがモッタイナイという思いから生まれ
た木材標本「森のかけら」、日本の木100バージョン。全国
の産地から集めた木材を35mm角のキューブに加工して植
物性オイルで塗装しています。
　200種以上の中から好きな木を100種選んで専用の桐箱
に詰めます。オールカラーのガイドブック付き。

　端材をランダムに組み合わせた、愛媛県産広葉樹のみで
作った用途自在な積層フリーボードです。20数種の広葉
樹を使用し、１枚１枚表情が異なります。
　愛媛の森には多種多様な木が育っています。しかし材の
供給安定性に欠く広葉樹はほとんど利用されていません。
そこで半端なサイズでも小さく加工して繋ぎ合わせれば装
飾性も高くてオリジナリティのある商品になるのでは、と
いう思いで生まれました。

わずか35mmのキューブには
森の時間が刻み込まれているのです

「違う」ってオモシロイ
広葉樹の個性から生まれた「小さな森」

その他

森のかけら・日本100
使用木材 青森ヒバ、クスノキ・トチ・ミズナラ（国産）等

サイズ（mm）
キューブ：W35xH35xD35 
桐箱外寸：W390 × H52 × D390

ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥50,000
※写真はイメージです。樹種数の変更に伴い、内容や価格を改定する場合があります。
　詳しくはお問い合わせ下さい。
※「森のかけら」は株式会社大五木材が平成19年に登録商標しています。

建材／内装材

HIMEZAIKU BOARD（ヒメザイクボード）
使用木材 ヤマザクラ・ホルトノキ・モミジバフウ（愛媛県産）等

サイズ（mm） W500 × L2,000 × T30
ロット数 1 枚～

価格（税別） ￥38,000
※端材使用の商品につき、在庫状況はご確認下さい。受注生産品。

　愛媛県松山市の材木屋です。規模は小さいですが、世界中の木
を見てみたい、触れてみたいという壮大な野望を持って、国内外の
いろいろな木を広く集めています。それらの端材から「森のかけ
ら」や「モザイクボード」などのオリジナル商品を製作。「誕生木」
や「木言葉」など木の持つ世界観や民間伝承などにも着目し、木の
モノ売りから木のモノガタリ売りができる材木屋になりたいと
思っています。周辺の家具職人と連携して様々な木を使った家具
の製造・販売も行っています。

　日本人は太古の昔より暮らしの中に木を上手に取り入れてきました。
適材適所に木を使い分けながらも木に畏敬の念を抱き信仰の対象とし
たり、山を彩る花で季節のうつろいを感じたりなど、密接な関係性を
築いてきました。
　季節に根づいて伝統的な行事や風習などと木の物語性を絡めて、12
か月のそれぞれの誕生木を設定しました。誕生木、木言葉などをレー
ザー彫りした誕生木ストラップで身近な「森」を味わって下さい。

自分の生まれ月の木を身近なところで感じよう
―12の樹の物語・誕

た ん

生
じょう

木
も く

・Birrh tree―

株式会社大五木材
愛媛県

日用品／バラエティ雑貨

誕生木ストラップ
使用木材 全国の産地から集めた国産木材 12 種（右記参照）

サイズ（mm） プレート：W35 × L60 × T5
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥500
※ 「誕生木」は株式会社Laboと株式会社大五木材の共同製作によるもので、株式会社

Laboが平成25年に商標登録しています。

▲併設しているショップ「木のもの屋・森羅」

＜誕生木一覧＞
１月 マツ ７月 トチ
２月 クルミ ８月 ケヤキ
３月 ヒノキ ９月 ホオ
４月 ヤマザクラ 10月 クリ
５月 スギ 11月 イチョウ
６月 クスノキ 12月 モミ

▲誕生木ストラップ　表

▲誕生木ストラップ　裏
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基本のパネルは４種類。子ども
たちに馴染みのある「まる」「さん
かく」「しかく」で構成し、カット
部分はすべて角丸に仕上げていま
す。木のあたたかさが伝わるよう
肌触りにこだわっています。

お好みの組み合わせでご購入頂
けます。１枚から販売しておりま
すが、１組（４枚）セットがお買
い得です。

日本古来の従来軸組工法「蟻継ぎ」を参考に、独自開
発の継手を採用。あえて 1 mm程度の隙間を設け、組
み立てやすさと頑丈な高い強度を実現しました。

〒790-0915	 	
愛媛県松山市松末2-8-2	 	
TEL	 080-2971-3782	
MAIL	 makino@mogana.bz

合同会社もがな

玩具・遊具

M
も っ か ん

OKKAN
使用木材 ヒノキ・スギ等 CLT 材（愛媛県産）

サイズ（mm）
 パネル 1 枚 ： W1,200 × L1,200 × T90 
組み合わせ時： W1,200 × H1,200 × D1,200

ロット数 1 組（パネル 4 枚）～

価格（税別） ￥360,000
※白木仕上げ。
※パネルを単品でご購入頂く場合、１枚税別￥95,000となります。

　「あったらいいな」をかたちに、木製品の企画・デザイン・製造を
行っています。オリジナル商品の開発のお手伝いも致しますので
お気軽にお問い合わせ下さい。
　 多 機 能 遊 具『MOKKAN』は JID ア ワ ー ド 2019 に お い て、
NEXTAGE部門賞を受賞しました。『MOKKAN』での遊びが、子
どもたちの木に対する興味を育み、身近にある森林の大切さを知
るきっかけになってくれることを願っています。

　90mm厚の国産木材CLTパネルを独自の仕口で組み立てるノックダウン
式の遊具です。くぐる・のぼる・おりるの多様なアクティビティで遊びが
広がります。内と外でごっこ遊びのステージにも。大人２～３人で簡単に
組み立てできます。

90mm厚の国産CLT材でつくった多機能遊具

合同会社もがな
愛媛県
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〒791-8062	 	
愛媛県松山市住吉1-5-15
TEL	 089-950-4799	
FAX	 089-950-4799	
MAIL	 mokuseikatu@gmail.com

https://mokuseikatu.theshop.jp/
合同会社木生活

家具・什器／パーテーション

GRAIN WALL
使用木材 スギ・ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） １面：W900 × H1,800 × T24
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥15,000
※金具等は別途料金とさせて頂きます。

　愛媛県産のヒノキを突板加工し、編み上げて面材を作り、パー
テーションにしました。枠材はスギです。軽量で持ち運びに優
れ、緊急時などにも活用できます。

愛媛県産材の木製パーテーション

～木を使うことは、森林を守ること～
　愛媛県はその面積の約７割が森林ですが、海外からの木材輸入
が増加して住まいや家具に木が使われなくなり、森の健康なサイ
クルは失われ、林業や木工業などにも大きな影響を及ぼしていま
す。こうした中、「いま木を使う時」を迎えている愛媛県では、愛
媛県ブランド材「媛ひのき」「媛すぎ」の利用を推進した商品開発
を積極的に行い、森林を守りながら人と自然の調和を目指す「木
生活」の実現を図ります。

　愛媛県産のスギやヒノキを突板加工し、特殊な加工を施
して、折り曲げることのできるシートを製作、縫製して
ブックカバーにしました。とてもやさしい手触りです。表
紙デザインにはレーザーで切り抜かれた「切り株」「木」

「鳥」の３種類を用意しています。

　愛媛県産のスギやヒノキを突板加工し、特殊な加工を
施して、折り曲げることのできるシートを製作、国産の
鹿皮と縫製してスマホカバーにしました。スライド機構
によりカメラ撮影にも対応。カードホルダーも備えてい
ます。

やさしい手触りの
木のブックカバー

愛媛県産材でつくる
木のスマホカバー

合同会社木生活
愛媛県

日用品／ステーショナリー

森のブックカバー
使用木材 スギ・ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm）
使用時：W115 × D160（文庫本用）
展開時：W310 × D160

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,000

日用品／バラエティ雑貨

森のスマホカバー
使用木材 スギ・ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） 展開時：W185 × D165
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥15,000
※ スマートフォンのサイズが縦155mm・横75mm以内、背面のカメラ位置が上部から

40mm以内の機種に対応しています。

中
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〒791-3201	 	
愛媛県伊予市中山町佐礼谷1-213-1	 	
TEL	 089-968-0363	
FAX	 089-968-0364	
MAIL	 info@mokuyusya.com	

https://www.mokuyusya.com/
株式会社木遊舎

家具・什器／保育・学童家具

ごっこパーテーション
品　目 ①基本パーテーション ②ゲート ③コマ落とし ④ホワイトボード

使用木材 ヒノキ（愛媛県産） ヒノキ（愛媛県産） ヒノキ（愛媛県産） ヒノキ（愛媛県産）
サイズ（mm） W700 × H618 × D60 W840 × H618 × D60 W700 × H600 × D60 W700 × H600 × D60

ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥23,000 ￥34,500 ￥33,350 ￥31,050

品　目 ⑤収納 BOX（棚可動式） ⑥面展示絵本棚 ⑦おままごとキッチン ⑧お店屋さん
使用木材 ヒノキ（愛媛県産） ヒノキ（愛媛県産） ヒノキ（愛媛県産） ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） W700 × H618 × D300 W700 × H618 × D300 W700 × H618 × D300 W700 × H618 × D300
ロット数 １～ １～ １～ １～

価格（税別） ￥36,800 ￥46,000 ￥40,250 ￥37,950
※受注生産となります。支柱を除き、オイル仕上げも承ります（料金別途）。
※ 基本パーテーション・ゲート・コマ落とし・ホワイトボードは左右に支柱をつけた状態のサイズです。組み合わせの順番や設置の仕方によりサイズは異なります。詳しくはお問

い合わせ下さい。

▲①基本パーテーション

▲⑤収納BOX（棚可動式）

▲②ゲート

▲⑥面展示絵本棚

▲③コマ落とし

▲⑦おままごとキッチン

▲④ホワイトボード

▲⑧お店屋さん

　愛媛県伊予市中山町に工房を構える木遊舎のおもちゃは、安全
であること、遊びがひろがること、遊びの環境だけでなく日本の
森林環境にも貢献できること、関わった人みんなが笑顔になるこ
とがコンセプトです。
　子どもたちの穏やかな成長を願い、子育てをする大人の視点で
健全な環境づくりができるよう、製品の企画・デザインから材料
選び、製造から販売管理まで、自社ですべて行っています。

　ゲートや棚など、お好みの組み合わせでごっこ遊びも楽しめるパーテー
ション。取り付け・取り外しもラクにでき、いつでも簡単にパーツを組
み替えることができます。
　８点のパーツのうち、基本パーテーション・ゲート・コマ落とし・ホワ
イトボードは別途支柱が必要です（１点税別￥4,600）。支柱の台座は円タ
イプ・1/2（半円）タイプ・1/4タイプがあり、部屋の角や壁際にも設置
できるほか、組み合わせの仕様に合わせてお選び頂けます。収納BOX・
面展示絵本棚・おままごとキッチン・お店屋さんは自立するので、単体
でお使い頂くことも可能です。

株式会社木遊舎
愛媛県

どこでも手軽に間仕切り！
ごっこ遊びにも使えるパーテーション

中
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〒791-2115	 	
愛媛県伊予郡砥部町三角289-1	
TEL	 089-997-7759	
FAX	 089-907-0788	
MAIL	 info@linkwooddesign.com

https://linkwooddesign.com/
株式会社LINK WOOD DESIGN

　無塗装の100年ヒノキのコースター。無塗装のため、ヒ
ノキ本来の香りが楽しめます。お部屋のインテリアに、天
然の癒しの香りをどうぞ。天然木のため、一つ一つ年輪の
表情が異なります。

日用品／キッチン用品・食器類

MUKU媛ひのき弁当箱年輪
使用木材 媛ひのき

サイズ（mm）
S サイズ：W140 × H55 × D90 
M サイズ：W180 × H55 × D90 
L サイズ：W210 × H55 × D90

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥4,800 ～ 7,000
※食器洗い機や食器乾燥機、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はお控え下さい。
※下代￥20,000以下の場合は配送費別途必要。

日用品／インテリア雑貨

100年ひのきのコースター
使用木材 ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） Φ 90 × T10
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥800
※下代￥20,000以下の場合は配送費別途必要。

　きめ細かい肌目と光沢、美しい年輪の文様が上質なヒノ
キの特徴。贅沢に県産ブランド材「媛ひのき」1本からく
り抜き、四隅に丸みがあり洗いやすい形に仕上げました。

　県産樹齢100年のヒノキを使用して木地師が一つ一つロ
クロで削りだします。年輪の幅が細かく、その長い年月を
重ねた美しい木目は同じものは二つとなく様々な表情を見
せてくれます。

▲Mサイズ

　“お客様が誰かに誇れる「もの」「空間」を創る。”をコンセプト
に商品企画、商品開発、製造、販売。またはコンセプト企画から、
設計、施工、ブランディングまで一貫した取り組みをさせて頂い
ています。プロダクトと空間デザインを通じて、お客様の生活・
ご商売により「心を動かす」を付加させるサービスを提供してい
きます。

株式会社 LINK WOOD DESIGN
愛媛県

　住居やオフィスの雰囲気にあった、木目や経年変化を楽
しむ家具をデザイン・製作。ソファや椅子、テーブル、棚
など「ほしい」を形に致します。

　香川県の眼鏡メーカーとコラボ。フレームフロント部分
に愛媛県産ヒノキを使用し、身につけられる木製品として
開発しました。プライウッド工法により通常の木製品より
高強度に仕上げています。

　全18種類ある天然木から、ロクロ職人が一つ一つ手削りで製
作。使いこんでいくうちに表情が変わっていきます。女性の手で
も持ちやすいフォルムに仕上げています。ヒノキ製の木箱付き。

家具・什器／オーダー家具

オーダー家具
使用木材 スギ・ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） 応相談
ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

日用品／ファッション小物

木製眼鏡
使用木材 ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） W140 × T20（折りたたみ時）
ロット数 4

価格（税別） ￥30,000 ～ 36,000
※眼鏡ケース付き。

日用品／ステーショナリー

銘木ボールペン
使用木材 スギ・ヒノキ（愛媛県産）等

サイズ（mm） Φ 11.2 × L130
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,700
※別売りのリフィル税別￥100交換可能。
※下代￥20,000以下の場合は配送費別途必要。

日用品/キッチン用品・食器類

100年ひのきのおちょこ
使用木材 ヒノキ（愛媛県産）

サイズ（mm） Φ 60 × T50、Φ 46 × T66
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥4,200
※食器洗い機や食器乾燥機、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はお控え下さい。
※食品衛生法に適応した安全なウレタン塗装で仕上げ。
※下代￥20,000以下の場合は配送費別途必要。
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〒781-0801	 	
高知県高知市小倉町2-8	 	
TEL	 088-882-0298	
FAX	 088-884-1697	
MAIL	 info@k-kenmoku.com	

http://www.k-kenmoku.com/mokukouren.html/
高知県木製品工業連合協同組合

玩具・遊具

Iroki Animal・木の組み木
使用木材 ヒノキ（高知県産）

サイズ（mm）
動物：W130 × H80 × D40 等 
木　：W45 × H55 × D15

ロット数 5

価格（税別） 動物：￥3,800 ～ / 木：￥600
※対象年齢は3歳から。 武田玩具
※価格は令和４年３月時点。詳しくはお問い合わせ下さい。

　江戸時代より伝わる「小紋柄」を高知県産竹集成材に
レーザー加工で施した和物の逸品。自然オイル塗装仕上げ
により、威風堂々とした風格の和モダンアイテムです。
　Made in TOSA, made in JAPAN にこだわった小さな工
房がお届けする新しい日本のかたち。

　「イラストを立体化してみたい」という思いから生まれ
た木のおもちゃ。色をつけた木に『iroki』と名づけ、子ど
もの成長とともに、遊んだあとも飾って楽しめるインテリ
ア玩具づくりを目指します。
　動物の各パーツは磁石により取り外し、動かすことがで
きます。また、自然塗料を使用しているので、安心してお
使い頂けます。

あっ、そうだ
もう一度竹を使おう！
New Japanese Tradition !

遊んだあとは、
飾って楽しむインテリア

日用品／キッチン用品・食器類

コースターＡシリーズ
使用木材 タケ（高知県産）

サイズ（mm） W95 × H5 × D95 等
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,300
フォレスト

　当協同組合は、高知県内で木製品などを製造する事業者の団体
です。皆様に木の良さを知って頂き、暮らしの中に木を取り入れ
てもらうために、各種イベントにおける展示PRや市町村などへ
の木材利用の促進、勉強会の開催などの活動をしています。
　会員36社（令和４年１月末時点）では、木育遊具やキッチンなど
の生活用品、机や書架などの什器類、クラフト製品、建築材や外構
遊具、竹製品など多様な木製品等の製造・販売を行っており、組合
は地方自治体などへの共同販売を行っています。

　高知県は、長い日照時間や温暖多湿な気候により森林の生育に
適しており、古くは大阪城や江戸城などの建築に御用木として献
上されていた歴史があります。また、現在森林率84％と日本一と
なっているみどり豊かな森林からは、建築や木製品、紙や燃料用
の原材料まで木材が幅広く利用されています。
　私たちはユーザーの皆様に木材の利用を通じて、豊かな生活づ
くりのお手伝いを致します。加えてSDGsの推進や中山間の地域
づくりなどにも貢献していきたいと思っています。

高知県木製品工業連合協同組合
高知県

家具・什器／テーブル・チェア

イータステーブルセット
使用木材 ヒノキ（高知県産）

サイズ（mm）
テーブル：Φ 1,000 ～ 1,150 × H650 ～ 720 
椅　　子：W430 × H720・SH410 × D470

ロット数 1 セット（テーブル 1 台、椅子 4 脚）～

価格（税別） ￥442,000
（テーブル：￥250,000 / 椅子 1 脚￥48,000）

※納期2か月。 株式会社イータスインザルーム

日用品／アロマ・リラックス

はなもくヒノキアロマシート
使用木材 ヒノキ（高知県産）

サイズ（mm）
大：W400 × H20 × D300 
小：W300 × H20 × D200

ロット数 要問合せ

価格（税別） 大：￥2,000 / 小：1,600
※ヒノキ・クスノキの商品もございます。 有限会社戸田商行

　テーブルは家具職人がセミオーダー製作により、広さや高さが
選べます。独自のデザインで膝が当たりにくいため、マンショ
ン等狭い場所でも多人数がストレスなく座れます。椅子はどこ
にも角がないやさしいデザインながら強度試験に合格している
優れもの。フラットな座面が良い姿勢を保ちます。

　明治時代、天皇に献上する果物に使用したことが始まり
といわれ、食品や様々な商品の緩衝材として親しまれてき
た「木毛」。現在では、持続可能で人と環境にやさしい素
材として注目されています。この商品はヒノキの木毛を使
用しており、枕とカバーの間に差し込んでお使い頂けます。
消臭・吸湿効果が期待され、リラックス効果を感じながら
爽やかにお使い頂けます。

釘金物を使わず、
伝統工法で仕上げた独自のデザイン

木
も く

毛
め ん

の素晴らしさを次世代
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〒781-0304	 	
高知県高知市春野町西分80-1	 	
TEL	 088-850-3080	
FAX	 088-850-3082	
MAIL	 info@tosakumiko.jp

https://tosakumiko.jp/
株式会社土佐組子

　縦に、横に自由自在。好きに並べて楽しめるウッドタイ
ル「ヘキサ」。ヒノキやスギを使用した木のタイルです。
　一枚一枚が異なる木目の木のタイルを組み合わせて、自
由に創作する木の世界。やさしい木肌模様と木の香りにつ
つまれて、自分だけの落ち着く空間づくりが愉しめます。
　木のタイルで始めるWATASHI流の木育時間をぜひ。

思い思いに並べて
WATASHI流を楽しむ

建材／内装材

W
ウ ッ ド

OOD T
タ イ ル

ILE H
ヘ キ サ

EXA
使用木材 ヒノキ・スギ（高知県産）

サイズ（mm）
ヒノキ　　　：W100 × H116 × D6・9・12 
スギうづくり：W100 × H116 × D7.5・10.5

ロット数 1 セット（10 枚入）～

価格（税別） ￥3,000 ～ 4,000
※セット内容は、ヒノキ10枚もしくはスギ10枚となっています。

▲スギ

▲ヒノキ

　組子細工は、細くひき割った木に溝・穴・ホゾ加工を行い、釘を
まったく使用せずに細かなパーツを組み合わせることにより美し
い幾何学文様を表現する、日本の伝統的な木工技術です。木の持
つ色や風合いといった表情とともに、光と影のコンストラストの
美しさを感じることができます。
　当社は平成28年に設立しました。長い日本の歴史の中で培わ
れてきた組子細工技術の継承に努めるとともに、次世代に向けた
メッセージ性、優れた技術、技法、思想を持って、現代のライフス

タイルをリードする新しい商品開発を行っています。
　装飾品や工芸品として利用されてきた組子細工の新たな分野
での活用、最先端技術や素材との融合など、伝統的技法及び文化
を、洗練された技術とデザイン・構造美で表現し、新たな木材イノ
ベーションを目指しています。

　「組子」は日本の伝統的な木工技術。約1400年前の飛鳥時代にルーツをもち、
木造建築の「欄間」や「障子」に用いられ、歴史とともにその技術が受け継が
れてきました。
　この日本伝統の和文化を継承しつつ、現代建築に不可欠な地震に耐える強度、
採光や通風に優れ、見た目にも美しい組子耐力壁は、現代社会の空間に新たな
文化価値を与えてくれます。

和の意匠を有し、　
かつモダンで美しい耐力壁

株式会社土佐組子
高知県

建材／構造材

組子耐力壁
使用木材 四万十ヒノキ

サイズ（mm）
   W880 × H2,380・2,880・3,380 × D105 
W1,380 × H2,380・2,880・3,380 × D105 
W1,880 × H2,380・2,880・3,380 × D105

ロット数 応相談

価格（税別） ￥300,000 ～
※上記サイズは一例です。サイズにより、価格が変動致します。
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　脱衣所や浴室に最適な半丸状のスノコ板。スノコなのにどこが
ドライ？？　その秘密は ｢板｣ にあります。
　半丸状の板なので水切れ抜群！　いつもスノコ板は「乾きやす
い＝ドライ」で快適です。また、半丸状の板は足裏を心地よく刺
激します。“こんなスノコ初めて”と好評です！

　国産ヒノキ間伐材100％使用！　木目がやさしい、ヒノキ香る
木製便利台です。
　耐荷重は150kgとしっかりしているので、いろいろなものが乗
せられます。小物を乗せたり、植物を置いたり、ちょっとした踏
み台としても使えます。

水切れ抜群、快適ドライなスノコです

何でも、どこにでも
使い方はあなた次第

▲①60cm

▲③のる子ゾウ ▲④のるゾウ

▲②6枚板

日用品／その他

桧ドライスノコ
タイプ ① 60cm ② 6 枚板

使用木材 ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W600 × H33 × D315 W850 × H33 × D475

ロット数 12 6

価格（税別） ￥2,000 ￥3,000
※「40cm」「7枚板」のタイプもございます。 池川木材工業有限会社

日用品／その他

木製便利台　何でものるゾウ
タイプ ③のる子ゾウ ④のるゾウ

使用木材 ヒノキ（高知県産） ヒノキ（高知県産）
サイズ（mm） W390 × H120 × D270 W520 × H230 × D270

ロット数 6 4

価格（税別） ￥4,000 ￥4,500
 池川木材工業有限会社

　『森林率日本一』を誇る高知県のスギ・ヒノキを県内有数の製材
所で人工乾燥、強度や含水率などの品質管理を行い『家づくり』
に適した製品を出荷しております。
　構造材や羽柄材、内装材まで家一棟分の製品から、ロット製品
の出荷までニーズに応じた出荷が可能ですので、お気軽にご相談
下さい。

統一した規格の乾燥材を
安定的に供給できます

協同組合ドライウッド土佐会
高知県

建材／構造材

構造材・造作材・羽柄材
使用木材 スギ・ヒノキ（高知県産）

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談
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〒781-0801	 	
高知県高知市小倉町2-8	 	
TEL	 088-883-8810	
FAX	 088-884-1697	
MAIL	 info@dwtosa.jp

http://dwtosa.jp/
協同組合ドライウッド土佐会

　春・夏・秋・冬・クリスマスと、季節
ごとに展開するモチーフは、その季節に
生まれた人へのプレセントにも最適です。

無垢ならではのやさしい木の香りと手触りの良さを残し
た名刺は、ビジネスシーンで印象づけがよく好評です。
※ 自然素材のため、ケース内すべての木目を同一に揃えることはできませ

ん。ご了承下さい。

　ダイナミックさと繊細さを持ち合わせた魚梁瀬杉独特の
木目が、特殊圧密加工処理によって一層味わい深い印象に。 

日用品／インテリア雑貨

木のオーナメント
使用木材 ヒノキ（高知県産）

サイズ（mm） W161 × H228 × D63
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥3,000
※半円の土台にオリジナルメッセージと日付を 株式会社エコアス馬路村
　刻印することができます。
　名入れの場合は税別￥3,910となります。
※専用ボックス入り。

日用品／ステーショナリー

木の名刺（スギ・台紙のみ）
使用木材 スギ（高知県産）

サイズ（mm） W91 × L55（一般的な名刺サイズ）
ロット数 1 セット（100 枚入）～

価格（税別） ￥4,500
※印刷も承っております（片面黒1色税別￥4,000～）。 株式会社エコアス馬路村

日用品／ステーショナリー

魚梁瀬杉　ボールペン・シャープペンセット
使用木材 スギ（高知県産）

サイズ（mm）
ボールペン　：軸径 10.9 × H132.2 
シャープペン：軸径 10.9 × H134.6

ロット数 1 ～

価格（税別） ￥6,000
株式会社エコアス馬路村※ 三菱鉛筆が地域限定で展開する「故郷の木持ち」シリーズ

の商品です。三菱鉛筆の替え芯がご利用頂けます（ボール
ペン：0.7mm、シャープペン：0.5mm）。

※専用ボックス入り。
※ 名入れ可能。名入れの場合は税別￥7,819となります。

　『森林率日本一』を誇る高知県のスギ・ヒノキを人工乾燥する
ことにより、用途に応じた含水率・プレカット加工に適した製品
の出荷と管理を行っている協同組合です。組合員すべてがJAS
認定工場であり、国際認証（FSC）や国内認証（SGEC）を取得し
て、持続可能な森林経営と木材生産を両立することを心掛けて
おります。特に内部割れの発生や材色変化を抑えることのでき
る『減圧式乾燥機』による製品は人気が高く、木造建築用構造材
として全国へ出荷しています。

　また、工務店様・設計士様が森林資源が製品になる過程を見学す
る『土佐材見学ツアー』や、施主様と一緒に伐採現場で行う『伐採
祈願祭』などを通じて、高知の木と人、山と街をつなぐ活動を行っ
ています。

　森から生まれた新しい木のカタチmonaccaは、持つ人
のライフスタイルに寄り添います。
　原木丸太の選定から始まり、木の縫製から最終チェック
に至る全工程に熟練の職人が携わり、オールハンドメイド
で仕上げています。
　取り外し可能のショルダーストラップで２wayに使える

「Roots」は180度フルオープンのマチが特長で B4サイズ
の書類が収納可能。トートバッグの「Leaf」は A4サイズ
の書類収納が可能です。

　香りの良い無塗装とテーブルを華やかにするカラー（ブ
ルー、レッド、イエロー、ブラウン）があります。壁に吊
るしてインテリアとしてもお楽しみ頂けます。

スギの間伐材を使った
世界で唯一の成形デザインによる
バッグブランドです

食卓に彩りをそえる、
ヒノキ一枚板の鍋敷きです

日用品／キッチン用品・食器類

鍋敷き
使用木材 ヒノキ（高知県産）

サイズ（mm） W170 × H170 × T9
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥1,200
※カラーは自然派塗料を使用しており、  株式会社エコアス馬路村
　食卓で安心して使用できます。 

日用品／ファッション小物

monacca bag
タイプ ① Roots Natural ② Leaf Indigo

使用木材 スギ（高知県産） スギ（高知県産）

サイズ（mm）
W460 × H300 × D75 

（ハンドル含む高さ：390mm）
W420 × H300 × D75 

（ハンドル含む高さ：570mm）
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥98,000 ￥88,000
※「Roots」の重量は約920g（ショルダーストラップを含む）、「Leaf」の重量は約780gです。 株式会社エコアス馬路村
※不織布巾着袋、専用ボックス入り。カラー展開等、詳しくはお問い合わせ下さい。 

▲①Roots Natural （プレーン）

▲②Leaf Indigo （ネイビー）
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第3章　国産木材

九
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子どもたちへの木育の推進

◯多摩地域での森林体験や木工教室など、保
育園や団体等が行う木育活動を支援します。

◯木質空間がもたらす効果・効能は、幼少期の
子どもの健やかな成長に貢献すると考えられ
ることから、子どもが利用する施設において、
内装や外構等の木質化を支援します。

◯国内の森林・林業に関する学習は、主に小学
校の社会科で取り扱われることから、学校に
対して、講師となる専門家を派遣するとともに
教材の提供等を行うことで、木育学習に協力
します。

大人たちへの木育の推進

◯子どもたちへの木育を広めるには、日常的に
子どもに接する周りの大人の理解が不可欠
であることから､木育が､子どもの健やかな成
長につながることについて､教員や保護者に
ＰＲします。

◯教員や保護者が、多摩地域の森林・林業の
現場を訪れる機会を提供することで、森林・
林業の現状について、大人たちの理解促進
を図ります。

木育に対する東京都の取り組み

　木育とは、子どもから大人までを対象に、木材や木製品との触れ合いを通じて、木材への親
しみや木の文化への理解を深め、材料としての木材の良さや、その利用の意義を学んでもら
うための活動です。次代を担う子どもたちに木材や森林に親しむ心を育み、子どもたちの心
身の健やかな成長にも貢献する木育活動の更なる推進が求められています。
　東京都では、子どもたちが利用する施設において国産木材の利用を促進し、森林を守り育て
ていくことの大切さや、森林整備を担う林業の存在について、幅広い世代の理解を深めてい
きます。また、東京の森づくりについて学んだり、木に触れてその良さを体感することで、「森
林の循環」について正しく理解してもらい、多摩産材を選択・利用する意識を醸成するための
WEBサイト「東京の木・森の仕事」を開設・運営しています。

https://mokuiku.metro.tokyo.lg.jp/

多摩地域の森林見学バスツアー

東京都木育サイト「東京の木・森のしごと」東京の森林や林業について紹介するホームページ
です。小学生でも楽しく学べる分かりやすい内容で、
保護者、教員の方向けの資料も提供しています。

691690
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W
ワ タ イ

ATAI C
カ ー ト

ART
タイプ ①屋台タイプ ②テーブルタイプ

使用木材 ヒノキ（福岡県那珂川市産）、スギ（福岡県八女市産） ヒノキ（福岡県那珂川市産）、スギ（福岡県八女市産）

サイズ（mm）
　展開時：W1,880 × H2,006 × D2,033 
　格納時：W1,800 × H800 × D750

展開時：W1,880 × H2,006 × D2,033
格納時：W1,800 × H720 × D800
ベンチ：W1,700 × H400 × D350

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ¥660,000 ¥715,000
手作り家具工房日本の匠株式会社

家具・什器／ユニット・イベントブース

▲①屋台タイプ

▲③カフェタイプ

ツケタス軽トラ
タイプ ③カフェタイプ ④ショップタイプ

使用木材 ヒノキ（福岡県那珂川市産）、スギ（福岡県八女市産） ヒノキ（福岡県那珂川市産）、スギ（福岡県八女市産）
サイズ（mm） W1,906 × H1,835 × D1,410 W1,906 × H1,835 × D1,410

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ¥1,800,000 ¥2,000,000 
※組み立てた状態での移動はできません。
※サイズ、価格に軽トラは含みません。

家具・什器／ユニット・イベントブース

③手作り家具工房日本の匠株式会社
④福山木工株式会社

　そこにあるだけでちょっとワクワクする、賑やかな雰囲気に
なる。そんな魅力が屋台にはある。屋台やテーブル、ベンチ
があるだけで、その空間が一変し、人が集まる「場」が生ま
れます。アイデア次第でいろいろなカスタマイズも可能です。

　公園や広場、店舗、公共施設などに家具を付け足し、新たな
「場」を生み出して地域の活性化を目指す “ ツケタスシリーズ ”。

動くものにも家具を、と考えたのが小さくて小回りも利く
軽トラック。移動販売車として注目されるフードトラックや
キッチンカーなどよりも低コストで、軽トラに取り付けるだ

けで小商いが実現できる組み立て式の移動
店舗です。飲食物だけでなく、八百屋、本
屋、雑貨など様々な業態に合わせてカスタ
マイズできる、カスタムベースの組み立て
キットになっています。    

森から生まれる木材を活用した
街に賑わいをつくりだす“屋台”

既存の空間や場所に家具をツケタス

◀②テーブルタイプ

◀④ショップタイプ

　「ふるさと家具」は、地域の森林の木を
家具産地大川で家具や内装備品に加工し
てお届けする「地域の森活性化プロジェ
クト」です。各地域から産出された材を
大川で製材・集成、製品への加工から運
送・納品までワンストップでご提供。木
を適正に活用し、生きた森にすることで、
森林の防災、里山の再生を目指しながら、
地域の様々な空間を豊かにする製品を作
ります。家具産地大川でこれまで一般的
な家具にはほとんど使われてこなかった
スギやヒノキを、地域の公民館や保育園
などの書架やテーブル、子どもたちの遊
具などに加工してお届けします。　

　那珂川市は背振連山の麓の豊かな自然を有したまちで
す。市の面積（7,500ha）の約７割を山林が占め、戦後に
植林されたスギ、ヒノキが育てられています。特にヒノ
キは先人たちより下草狩り・間伐などが手塩にかけ丁寧
に行われてきたため、品質に優れ、高い評価を得ていま
す。脊振山系のさらさらした真砂土で育ち、内陸にある
ため海風の影響を受けにくく木に瑕がつきにくく、まっ
すぐに生育し、芯に近づくほどピンク色がかった発色が
出るのが特徴です。

　八女杉は福岡県八女市一円から産出され、その土壌は腐
食層に富み、地味豊かな褐色森林土となっています。肥
沃な土地と豊富な降雨量に恵まれて育つ八女杉は木目が
美しく、年輪が詰まって赤身が多く「美林の八女杉」と
言われています。また「品種の八女杉」と言われるよう
に多くの品種があり、その種類は数十種類にも及びます。

地域の森と林業を守る、家具プロジェクト

福岡県那珂川市産ヒノキ

福岡県八女市産スギ

協同組合福岡・大川家具工業会　
地域材開発部会「ふるさと家具」プロジェクト

福岡県
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▶⑤urashima

▲④momo

▲⑧pre-cajon（カホン）

▲⑥mockin（木琴）

長く使うことのできる形状で
発想やシーンによって遊びが広がる

誰でも純粋に「音楽を楽しむ」
叩いて音を出す楽器シリーズ

　お伽噺に出てくるモチーフを取り入れつつ、テーマを
主張しすぎないシンプルな形の遊具です。

桃太郎の大きな桃をイメージした「momo」は、中に
入ってゆらゆら揺れて遊ぶことができます。２種類のジョ
イントパーツを組み合わせており、組み合わせを変える
とパーテーションや机、イスなどを作ることもできます。
　浦島太郎に出てくる亀をイメージした「urashima」は、
木の塊から削り出して作りました。しがみついて揺れた
り、回ったりして遊びます。木の塊が持つ重量感と、そ
の存在感から、安心感を持ったデザインとなりました。

「叩く」という単純な行為も、形状や方法を変えること
でたくさんのバリエーションを生み出すことができます。
敢えて音階を作らないことでだれでも参加することがで
き、素材そのものの奥深さを感じることができます。

http://furusatokagu.jp/

協同組合福岡・大川家具工業会　地域材開発部会
「ふるさと家具」プロジェクト
〒831-0016	 	
福岡県大川市酒見221-3	大川産業会館	 	
TEL	 0944-87-2038	
FAX	 0944-88-2004	
MAIL	 shuhei@okawa.or.jp	

⑥⑦株式会社東馬　⑧有限会社カメヤ家具工芸

品　名 ⑥ mockin（木琴） ⑦ air-guitar（ギター） ⑧ pre-cajon（カホン）

使用木材 スギ（福岡県八女市産） スギ（福岡県八女市産）
ヒノキ（福岡県那珂川市産）

スギ（福岡県八女市産）
サイズ（mm） W640 × H60 × D200 W560 × H30 × D193 W300 × H420 × D300

ロット数 10 10 6

価格（税別） ￥25,000 ￥22,500 ￥100,000 

打楽器シリーズ
玩具・遊具

お伽噺の遊具シリーズ
品　名 ④ momo ⑤ urashima

使用木材 ヒノキ（福岡県那珂川市産） スギ（福岡県八女市産）

サイズ（mm） W1,500 × H1,130 × D600 W700 × H400 × D700
ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥675,000 ￥330,000 
④株式会社丸仙工業　⑤株式会社酒見椅子店

玩具・遊具

▲⑦air-guitar（ギター）

▲②ツケタスデスクベンチ▲①ツケタスデスク ▲③ツケタスアズマヤ

脚立のように折りたたみ、持ち運びができるデスク。さらに、キャス
ターを付けて引いて動かせる仕様にしたデスク一体型ベンチ。東屋をモ
チーフにした「ツケタスアズマヤ」は、組み立て式のテーブル＆チェア
ユニットです。追加部材を組み合わせることで、横方向への連結や組み
替えが可能となり、イベント用の小型店舗としても使用できます。

　当会は、組合員数129社で構成する福岡県内の家具製造業者で組織する協
同組合です。大川家具の歴史は約480年にも及びます。九州一の大河「筑後川」
の河口に位置し、上流の日田で切り出されたスギをいかだに組み、運ばれてき
た材で船を作った船大工の技術を活かして作られた指物（家具）が始まりとさ
れ、全国屈指の家具の大生産地となりました。現在では、家具製造業者のみな
らず建具や内装関連の事業者、木材や金物などの関連資材業者から製品を全
国への輸送する運送事業者までが揃う、ワンストップの体制を備えた「木工万
能産地」へと変貌しています。

品　名 ①ツケタスデスク ②ツケタスデスクベンチ ③ツケタスアズマヤ

使用木材 ヒノキ（福岡県那珂川市産） スギ（福岡県八女市産） ヒノキ（福岡県那珂川市産）
スギ（福岡県八女市産）

サイズ（mm） W600 × H700 × D400
展開時：W600 × H1,012 × D923
格納時：W600 × H1,012 × D450

W1,880 × H1,835 × D1,645 

ロット数 10 20 1 ～

価格（税別） ￥140,000 ￥200,000 要問合せ
　　①有限会社貞苅椅子製作所　②株式会社東馬　③木彩工房

ツケタス家具シリーズ
家具・什器／ユニット・イベントブース

kuruma
使用木材 ヒノキ突板曲げ合板（国産）

サイズ（mm） W400 × H300 × D250
ロット数 6

価格（税別） ￥125,000 
手作り家具工房日本の匠株式会社

玩具・遊具

＜ふるさと家具製作参加事業所＞
有限会社カメヤ家具工芸 0944-86-3760
木彩工房 0944-87-1165
株式会社酒見椅子店 0944-86-4385
有限会社貞苅椅子製作所 0944-86-7775
手作り家具工房日本の匠株式会社 0944-87-7355
株式会社東馬 0952-44-5888
福山木工株式会社 0944-88-0880
株式会社丸仙工業 0944-72-2201

地域木材の活用と大川の技術を結集
ツケタス家具でふるさとを活性化

スケートボード用のタイヤを採用
可愛らしいフォルムの乗用玩具
　子どもが乗って遊べるおもちゃ。シンプルな形状に落とし
込むことで、壊れにくく、子どもが大きくなった後でもイン
テリアとして子どもから大人まで使えるアイテムです。
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ナチュラルモダンなカラーリングでシンプルながら個性的なソファ。テーブルとして
も使用できるスツール。ちょっとした仕事用や子どもたちの勉強用としても活用できる
リビング用コンパクトデスク。

白い壁や無垢フローリングなどを使用した、明るく開放的なインテリアに最適なコー
ディネートプランです。

センダンリビングコーディネートプランA

W
ワ タ イ

ATAI C
カ ー ト

ART
タイプ ①屋台タイプ ②テーブルタイプ

使用木材
ヒノキ（福岡県那珂川市産）

スギ（福岡県八女市産）

サイズ
　展開時：W1,880 × H2,006 × D2,033 
　格納時：W1,800 × H800 × D750

展開時：W1,880 × H2,006 × D2,033
格納時：W1,800 × H720 × D800
ベンチ：W1,700 × H400 × D350

最低ロット数

価格（税別） ¥660,000 ¥715,000

家具・什器／その他

使用木材 センダン（福岡県産）
サイズ（mm） W1,500×H763×D440

ロット数 10
価格（税別） ¥225,000

家具・什器／キャビネット・収納家具

②150-3リビングチェスト

※オイルクリア塗装 古賀清木工株式会社

使用木材 センダン（福岡県産）
サイズ（mm） W1,974×H371×D439

ロット数 1～
価格（税別） ¥88,000

家具・什器／キャビネット・収納家具

①Rido 200テレビボード

丸田木工株式会社※オイルクリア塗装

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

⑥ニューコンパクトデスクセンダン
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W1,200×H720×D400
ロット数 10

価格（税別） ¥137,500
古賀清木工株式会社※オイルクリア塗装

※右袖用、左袖用あり

家具・什器／ソファ

⑤Funadai（sofa&couch）
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm）

ソファ：W1,600×H780・ 
          SH420×D880
カウチ：W1,060×H750・ 
          SH420×D1,570

ロット数 1～
価格（税別） ¥909,000

株式会社酒見椅子店

株式会社酒見椅子店

※オイルクリア塗装
※右袖用、左袖用あり

家具・什器／インテリア用品

③ricca large mirror
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W600×L1,600×T45
ロット数 1～

価格（税別） ¥170,000
株式会社酒見椅子店※オイルクリア塗装

　　　　

家具・什器／チェア

⑦Rick Armless
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W465×H755・SH450×
D535

ロット数 1～
価格（税別） ¥130,000 

※オイルクリア塗装 有限会社貞苅椅子製作所

家具・什器／テーブル

④Rikuun テーブル
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W600×H450×D500
ロット数 1～

価格（税別） ¥420,000
※オイルクリア塗装

①①

②②

③③

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

④④

　植樹してから15～20年ほどで胸高径40cm程度まで成長するセ
ンダン。これはスギやヒノキの約1/3の速さで、林業の活性化に
もつながるものと考えます。当部会では平成29年度からセンダン
の植樹を始め、「うえる」「つくる」「つなげる」という持続可能な
サイクルの構築を目指しています。センダンという材は、比重が
0.58程度と、家具材として使うには適した硬さで、その木目はケ
ヤキに似ていて、古くはケヤキの代用品としても使われていたこ
とがある材です。自然木は四方に枝を張るため、なかなか材とし
て利用することが難しかったのですが、近年、「芽かき」という作
業を施すことで、直材に仕立てることができる技術が確立し、数
年後には人工林からの供給も始まってくる見込みです。また、20
年で成木になるセンダンのCO2固定量は60年で成木になるスギと
比べ約６倍にもなるという試算もあるほどで、温暖化防止の観点
からも有用な樹です。

「センダン」は国産の早生広葉樹

協同組合福岡・大川家具工業会
地域材開発部会「SENDAN」プロジェクト

福岡県

▲福岡市内の小学校校庭のセンダン

▲センダンの持続可能なサイクルイメージ

▲熊本県の試験林
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http://okawa-sendan.jp/

協同組合福岡・大川家具工業会　地域材開発部会
「SENDAN」プロジェクト
〒831-0016	 	
福岡県大川市酒見221-3	大川産業会館	 	
TEL	 0944-87-2038	
FAX	 0944-88-2004	
MAIL	 shuhei@okawa.or.jp	

本来キッチンやダイニングを想定してデザインされた家具も、カラーリングなど
をアレンジするとシックなホームオフィスとしてコーディネート可能です。

奥行の広いテーブルはデスクとしても使い勝手がよく、前面扉の壁面収納は収納
力抜群。ホームオフィス用として十分機能します。

センダンオフィスプラン

▲ビアンコ120 ▲NISHIKI ▲DAN

家具・什器／チェア

NISHIKI
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W532×H1,001×D606
ロット数 1～

価格（税別） ¥100,000 
モリタインテリア工業株式会社※オイルクリア塗装

家具・什器／テーブル

DAN
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W1,800×H700×D900
ロット数 1～

価格（税別） ¥375,000 
モリタインテリア工業株式会社※オイルクリア塗装

ロゴガイドライン

2020.11
KUBO DESIGN STUDIO

ナチュラルでシンプルなカラーリングに、黒いダークトーンを入れることによっ
て、シックで落ち着いた印象をつくるコーディネートプランです。

センダン材は黒などのダークトーンとも相性が良く、ワイルドで個性的な木目が
より引き立ちます。

センダンリビングコーディネートプランB

家具・什器／チェア

④bolo lounge cheir
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W560×H750・SH370×D680
ロット数 1～

価格（税別） ¥132,000 
※オイルクリア塗装 株式会社酒見椅子店

家具・什器／テーブル

③センダン リビングテーブル
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W1,050×H380×D550
ロット数 10

価格（税別） ¥63,000 
株式会社東馬※オイルクリア塗装

家具・什器／ソファ

⑤bolo sofa
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W1,800×H800・SH370×D900
ロット数 1～

価格（税別） ¥495,000 
株式会社酒見椅子店※オイルクリア塗装

　当会は、組合員数129社で構成する福岡県内の家具製造業者で組織する協
同組合です。大川家具の歴史は約480年にも及びます。九州一の大河「筑後川」
の河口に位置し、上流の日田で切り出されたスギをいかだに組み、運ばれてき
た材で船を作った船大工の技術を活かして作られた指物（家具）が始まりとさ
れ、全国屈指の家具の大生産地となりました。現在では、家具製造業者のみな
らず建具や内装関連の事業者、木材や金物などの関連資材業者から製品を全
国への輸送する運送事業者までが揃う、ワンストップの体制を備えた「木工万
能産地」へと変貌しています。

＜SENDAN製作参加事業所＞
古賀清木工株式会社 0944-87-4624
株式会社酒見椅子店 0944-86-4385
有限会社貞苅椅子製作所 0944-86-7775
手作り家具工房日本の匠株式会社 0944-87-7355
株式会社東馬 0952-44-5888
丸田木工株式会社 0944-88-1313
モリタインテリア工業株式会社 0944-33-0123

②②①①
④④

⑤⑤

③③

株式会社東馬※オイルクリア塗装

①センダン 40チェスト
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W400×H720×D400
ロット数 10

価格（税別） ¥50,000 

家具・什器／キャビネット・収納家具

株式会社東馬※オイルクリア塗装

②センダン 180ローボード
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W1,050×H380×D550
ロット数 10

価格（税別） ¥113,000 

家具・什器／キャビネット・収納家具

ビアンコ120
使用木材 センダン（福岡県産）

サイズ（mm） W1,200×H2,100×D475
ロット数 1～

価格（税別） ¥550,000 
※オイルクリア塗装 手作り家具工房日本の匠株式会社

家具・什器／キャビネット・収納家具
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家具・什器／テーブル・チェア

KOMAシリーズ
品　名 ⑭ Tatami Chair〔High〕 ⑮ Tatami Desk

使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）
サイズ（mm） W520 × H460・SH155 × D545 W800 × H440 × D400

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥35,000 ￥56,000
※各種、張地のバリエーションがございます。 有限会社平田椅子製作所
※納期は受注より35～50日後となります。

家具・什器／テーブル・チェア

ヴァーチュシリーズ
品　名 ⑦ 150 ローテーブル ⑧フロアチェア ⑨アームチェア

使用木材 スギ（佐賀県産） スギ（佐賀県産） スギ（佐賀県産）
サイズ（mm） W1,500 × H455 × D800 W580 × H582・SH200 × D568 W600 × H582・SH200 × D568

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥200,000 ￥58,000 ￥58,000
※アームチェアの肘置きの高さは390mmです。 レグナテック株式会社
※ローテーブルは220サイズもございます。また、それぞれスギ材のほかにヒノキ材仕様もございます。価格はお問い合わせ下さい。

家具・什器／テーブル・チェア

POSAシリーズ
品　名 ⑩ POSA〔Low:M〕 ⑪ POSA〔High:M〕 ⑫ POSA Ottoman〔M〕 ⑬ POSA Side Table〔M〕

使用木材 ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産） ヒノキ（国産）

サイズ（mm）
W645 × H800・
SH410 × D590

W645 × H1,110・
SH410 × D680

W450 × H400 × D450 W600 × H660 × D400

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥135,000 ￥140,000 ￥35,000 ￥56,000
※各種、張地のバリエーションがございます。 有限会社平田椅子製作所
※納期は受注より35～50日後となります。

▲⑩POSA〔Low:M〕

▲⑧フロアチェア

▼⑦150 ローテーブル

▲⑨アームチェア

佐賀県産の木材をふんだんに使った、ロースタイ
ルのテーブル・チェアシリーズ。日本人が古来より
好んできた床生活にデザインを取り入れました。

『POSA（ポーザ）』は、人間工学に基づ
いて座り心地を科学した、人にやさしい
椅子です。計算し尽くされた設計と職人
の技、細やかな心遣いが合わさって誕生
しました。

国産木材をふんだんに使った
ロースタイルのシリーズ

人にやさしい椅子▶⑪POSA 〔High:M〕

▼⑬POSA Side Table〔M〕

◀⑫POSA Ottoman〔M〕

▲⑮Tatami Desk

▼⑭Tatami Chair〔High〕

品　名 ④オフィスデスク ダブル ⑤ 180 バックレスベンチ + テーブル ⑥ 70 モバイルドロワー ベンチ
使用木材 ヒノキ（佐賀県産） ヒノキ（佐賀県産） ヒノキ（佐賀県産）

サイズ（mm） W1,800 ×Ｈ 720 ×Ｄ 1,200 W1,800 × H450 × D625 W702 × H468 × D407
ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥350,000 ￥225,000 ￥90,000
※各種、様々なサイズ・タイプがございます。 レグナテック株式会社

家具・什器／ワークスペース・オフィス家具

ROOTシリーズ
品　名 ①シェルフ 2 段＋カート D44 ②キャビネット 3 段 D44 ③コートスタンド

使用木材 ヒノキ（佐賀県産） ヒノキ（佐賀県産） ヒノキ（佐賀県産）
サイズ（mm） W915 ×Ｈ 1,035 × D440 W915 × H1,035 × D440 Φ 500 × H1,800

ロット数 1 ～ 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥147,000 ￥164,000 ￥118,000

諸富家具振興協同組合

▲佐賀県太良町のヒノキ

▲⑤180バックレスベンチ+テーブル
▲⑥70モバイルドロワー ベンチ

働き方は近年さらに多様化し、「いかに効率よく働くか」ではなく
「いかに心地よく働くか」にシフトしつつあります。

心地よく働くための環境を整えるには、昔から私たちの生活の一
部でもあり、どこか落ち着かせるチカラのある「日本の木」が必要
だと考えました。

ROOTで使用している木材は、長い年月をかけて人の手で大切に
育てられ、守られてきた佐賀県太良町のヒノキです。

人と森がつながるオフィス家具

佐賀県

ROOTシリーズの
案内はこちらから

②②

④④

①①

③③
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〒840-2102
佐賀県佐賀市諸富町為重529-5
TEL	0952-47-5097
FAX	0952-47-5659
MAIL	kumiai@morodomikagu.or.jp

http://morodomikagu.or.jp/
諸富家具振興協同組合

日用品／キッチン用品・食器類

ファーストスプーン
使用木材 カバ（北海道産）

サイズ（mm） W18 × L24 × T9
ロット数 20

価格（税別） ￥3,250
※米ぬかを使った100％自然塗料仕上げ。 株式会社飛鳥工房
※器とのセット商品もございます（税別￥8,000~）。

　木のやさしさや温かみを感じるデザインで、すべすべの肌
触り。離乳初期用と中期用が１本になっており、机に置いて
も両側が浮く設計で衛生的です。

特別な日には、特別な記念品を

機能性と実用性を追求しました

日用品／表彰記念品

木のトロフィー
タイプ ①タイプ A ②タイプ B

使用木材 ヒノキ（佐賀県産） ヒノキ（佐賀県産）
サイズ（mm） W65 × H210 × D75 Φ 90 × H180

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥15,000 ￥22,000
※ 上記含め5つのタイプがございます。 諸富家具振興協同組合
※掲載商品の価格は令和4年3月時点のものです。

日用品／キッチン用品・食器類

ハンドクラフトスプーンキット
使用木材 ヒノキ（佐賀県産）

サイズ（mm） W43×L185×T12
ロット数 50

価格（税別） ￥2,000
株式会社飛鳥工房

日用品／キッチン用品・食器類

ぐい呑み
使用木材 ヒノキ（佐賀県産）

サイズ（mm） Φ45×H50
ロット数 30

価格（税別） ￥2,500
株式会社飛鳥工房

日用品／ステーショナリー

御朱印帳
使用木材 ヒノキ（佐賀県産）

サイズ（mm） W120×L180×T20
ロット数 10

価格（税別） ￥3,500
※オリジナル御朱印帳の製作 株式会社飛鳥工房
　も承ります（50冊～）。 

　良質な佐賀県太良町のヒノキと、諸富家具の高い加工技
術が出会い、美しいヒノキトロフィーが生まれました。

▲①タイプA ▲②タイプB

　諸富家具は、筑後川をはさみ隣接する大川家具とともに発展してき
た家具産地です。インテリアとして機能性の高い商品、特化した技術
とオリジナリティでユニークな椅子やテーブルのほか、公共施設の
什器、インテリアの企画開発から製造・施工まで行っています。オー
ダーメイドのプレート・時計などにレーザーでの刻印やモダンで洗練
された木製ステーショナリーを全国にブランド展開するなど、個性
あふれる企業群で産地を形成しています。

■佐賀県指定　伝統的地場産品
　伝統産品の重要性を認識し、産業としての発展を支援するため、佐
賀県内の伝統的な工芸品や食品を対象に県独自の指定制度により「佐
賀県指定伝統的地場産品」として指定されています。

　諸富家具・建具は、伝統的な工芸品として、平成５年10月19日に佐
賀県より地場産品の一つとして指定を受けています。
　今もなお、伝統的な技術、技法を引き継ぎ、製作されています。

家具・什器／テーブル

矢絣SIDE TABLE "＋Tray"
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W340 × H470 × D340
ロット数 2

価格（税別） ￥60,000
有限会社ミマツ工芸

家具・什器／インテリア用品

矢絣 WALL MIRROR
使用木材 スギ（国産）、MDF

サイズ（mm） W360 × H360 × D129
ロット数 2

価格（税別） ￥30,000
有限会社ミマツ工芸

日用品／時計

一木寄美 NENRIN CLOCK.175
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W175 × H175 × D40
ロット数 2

価格（税別） ￥30,600
※裏側のプレート面には、100文字までの 有限会社ミマツ工芸
　オリジナルメッセージを刻印可能。

　木柄色を厳選したシンプルなテーブルに、華やかな矢絣
文様のトレイが印象的なデザイン。サイドテーブルとして
はもちろん、植物を飾ってお部屋のアクセントにも。

　華やかな矢絣文様に縁起の良い八角形、フレームレスで
シンプルな造形と壁から浮いているかのような陰影が、美
しく余韻のある空間をつくります。

　極限までシンプルで潔いデザインは、和洋問わず様々な空
間に溶け込み、いつもの景色をより洗練されたものに変えて
くれます。壁掛け時計としてもお使い頂けます。

暮らしの所作を楽しむ

空間に生まれる余白を楽しむ

美しく繊細な存在感を放つ矢絣文様
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〒854-0066	 	
長崎県諫早市久山町2014-73	 	
TEL	 0957-25-2277	
FAX	 0957-25-2288

https://www.kosima.jp/
株式会社小島工作所

玩具・遊具

タングラムパズル
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） 収納箱：W250 × L250 × H27
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥4,000
※全７ピース。組み立て見本書付き。

玩具・遊具

ツリーパズル
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） 収納箱：W250 × L250 × H27
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥5,000
※全22ピース。組み立て見本書付き。

　様々な形を作って遊ぶシルエットパズルです。
　付属する見本書のお手本以外にも、いろんなカタチを作っ
てみて下さい。

同じ大きさ・サイズでツートンカラーになっており、色
の反転もできます。お部屋のインテリアとしたり、タング
ラムパズルとして遊んだりすることができます。

知育玩具に最適な７片のタングラム

大人も楽しめる北欧調なデザイン

玩具・遊具

ジェンガ
使用木材 ヒノキ・サクラ（国産）等

サイズ（mm） 収納時：W101×H281.5×D103
ロット数 1～

価格（税別） ￥8,000

日用品／バラエティ雑貨

ひのきのCUBE
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W40×H40×D40
ロット数 1セット（6個入）～

価格（税別） ￥1,200
※背面にマグネット付き。

日用品／ステーショナリー

木製しおり（5枚セット）
使用木材 ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W25×L90～125等
ロット数 1セット（5枚入）～

価格（税別） ￥300
※色や長さはランダムです。指定はできません。

長崎県

株式会社小島工作所

　小島工作所は、長崎県諫早市にある無垢材を使用したハイブ
リット商品を創る家具屋です。お客様への窓口から作図や製作と
いった一連の流れをすべて社内で一貫して行います。そのため、お
客様の想いやご要望をダイレクトに表現した家具を手がけてまい
りました。また、半世紀以上の間、木工所としてひたすら木材と向
き合い、数多くのお仕事を任せて頂いた実績や経験と、豊富な切
削機械やNC機械により、奇抜な造形や、幅広いご要望に応える体
制ができております。数多くの実績を元に、お客様の声と当社の

こだわりを詰め込んだ家具をご用意しております。
　セミオーダーやフルオーダーも承っておりますので、こんな家
具が欲しいという、お客様のイメージをお聞かせ下さい。自社設
計により、リーズナブルに、高いクォリティで製品をお届け致し
ます。
　掲載商品の価格は令和4年3月時点のものです。

玩具・遊具

オリジナルキッズコーナー
使用木材 ヒノキ・シナ（国産）

サイズ（mm） 応相談

ロット数 1 ～

価格（税別） 応相談

玩具・遊具

つみき
使用木材 ヒノキ・シナ（国産）

サイズ（mm） 収納箱：W250 × L250 × H62
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥10,000
※全24ピース。

　キッズコーナーに合わせて、セミオーダーで大型遊具を
製作しております。滑り台や、ステップ、テーブルなど組
み合わせは自由です。
　スペースの広さに関わらず、デザイン・製作・納品（組
み立て）させて頂きますので、まずはお問い合わせ下さい。

　お子様、お孫様の知育玩具として、プレゼントにもおす
すめです。
　１セットで十分遊べるように、サイズ、形も様々ご用
意しています。お片付けをするときもパズル感覚で楽し
めます。

店舗などの施設用にヒノキ香る
屋内遊具、製作致します

無塗装だから赤ちゃんも安心！
スタッキングできる箱入りつみき
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　端材をDIYマテリアル（素材）として販売したり、キャ
ンプに使用する薪、折りたたみ可能な棚、インテリア雑貨
など、加工で出る端材に合わせて商品を製作したりしてい
ます。詳しくはお問い合わせ下さい。

　工期の短縮、建築現場の資材置き場や作業スペースの縮
小、大工の技量によらない均質な加工など、多くのメリッ
トがあるプレカット。当社では、様々な設備導入と技術者
の丁寧な仕事で仕上げ、いろいろなパーツ加工や特殊工法
含め大断面等にも対応しております。

プレカット端材で新たな森を創る

高精度かつ高品質の商品を
提供します

その他

端材でつくる木材商品
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

プレカット事業部	 	
〒854-0031	 	
長崎県諫早市小野島町2223-1	 	
TEL	 0957-24-3011	
FAX	 0957-24-3012	
MAIL	 s.takashima@amwood.co.jp

https://amwood.co.jp/
タカシマホールディングス株式会社

建材／構造材

オーダープレカット
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）等

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 応相談

長崎県

タカシマホールディングス株式会社

　高島グループは木材販売を核として住宅資材を70年にわたり
長崎県下を中心に木材を供給する地域密着型の企業です。顧客第
一主義の理念のもと、『信頼』 『感謝』 『誠実』 『ワンチーム』をモッ
トーに経営を進めています。社員は家族！！　家族の幸せを喜ぶ
ことができる企業、社員が安心して働くことができる企業を目指
しています。

ーグループ会社―
＜ タカシマホールディングス株式会社＞木材の販売・プレカット

加工（年間生産約30,000坪）・端材の後利用（再生可能な木材と
森を創るプロジェクト）工事部門（建て方・サイデイング施工・
サッシ工事・他）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜株式会社髙島木材流通センター＞木材・建材・住宅設備の販売
＜長建木材供給株式会社＞木材・建材・住宅設備の販売
＜髙島住宅株式会社＞賃貸アパート経営

　高島グループのプレカット工場では、年間約30,000坪の住宅に使
用する木材を加工しています。その加工において出てくる端材を利用
して商品を製作し、売り上げの一部で植林を行い、その木々をやがて
材として使用する、循環型の「再生可能な木材と森を創るプロジェク
ト」を立ち上げました。
　地元企業と商品開発に取り組んだり、木育推進をめざす学校等には
端材を提供し、さらに行政と連携して苗木を植樹する木育活動に取り
組んだりと、未来の子どもたちのために世代を超えて森を循環させる
事業を構築しています。

この取り組みが評価され、当プロジェクトはウッドデザイン賞2021
（ソーシャルデザイン部門コミュニケーション分野）を受賞しました。

人の心に木を植える
循環と木育活動
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〒856-0806	 	
長崎県大村市富の原1-1610-1	
TEL	 0957-55-4861	
FAX	 0957-55-4037	
MAIL	 nonak-mk@octp-net.ne.jp	

https://nonaka-mokko.com/
有限会社野中木工所

　腰掛け風の組み合わせデザイン。横並びにしてソファに
するほか、分離させて様々なスペースにも配置可能な４脚
の椅子です。
　幅広い年代に受け入れて頂けるよう、和洋どちらも馴染
む近代的な仕上がりに致しました。

家具・什器／テーブル・チェア

待合いテーブル椅子４脚セット
使用木材 ヒノキ（長崎県産）

サイズ（mm）
テーブル：Φ 900 × H700 
  椅　子  ：W555 × H785・SH500 × D410

ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥235,000
※受注生産につき、サイズや塗装の要望等、対応可能です。
※製作期間：打ち合わせ込みで2か月。

家具・什器／ベンチ

長椅子
使用木材 ヒノキ（長崎県産）

サイズ（mm） W660 × H450・SH460 × D560
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥130,000
※受注生産につき、サイズや塗装の要望等、対応可能です。
※製作期間：打ち合わせ込みで2か月。

家具・什器／ベンチ

ソファ４脚セット
使用木材 スギ（長崎県産）

サイズ（mm） W350 × H430・SH460 × D580
ロット数 1 セット～

価格（税別） ￥210,000
※受注生産につき、サイズや塗装の要望等、対応可能です。
※製作期間：打ち合わせ込みで2か月。

　県産材利用周知、および普及を促すため一目で木のぬく
もりが分かるようなデザインコンセプトで製作致しました。
大巾板の使用ではなく、小巾板の組み合わせでコストの縮
減を考慮しています。

　県産材プラス長崎らしさがデザインコンセプト！　レザー
部分の色分けにより、和華蘭文化を表現し、ベース部分の
アーチは古くからの異国の架け橋、そして、アジアへの架
け橋となるべく新長崎県庁を表現致しました。

長崎県

有限会社野中木工所

　木製の特注家具の製造をメインに、設計、素材加工、塗装、仕上
げ、取り付けまでの一貫した生産で、一般家庭から大規模公共施
設まで、幅広いお客様に対応致します。当社は「人と違う家具・オ
リジナリティ溢れる建具を造りたい！」という願いに応えます。既
製品ではなかなか難しい形やサイズの家具・建具もお任せ下さい。
大好きなもの、こだわりのものに囲まれて生活したいという夢を
叶えるお手伝いを致します。
　この度、「長崎県産材を使った商品を開発し、販売する」「木材に

触れ合うきっかけを提供する」というコンセプトのもと、身近な
木製楽器などの木のやさしさに触れる小物などの商品化を進めて
まいりました。木製の楽器（楽木）や小物をとおしての楽しい木育
や、木に触れ合う場の提供するほか、県産材を使用した住宅建築
やリフォームなど行っていきます。
　上記掲載の「ながさ木ハートカスタネット」は、令和２年度、日
本商工会議所青年部主催の第18回ビジネスプランコンテストに
おいて準グランプリを受賞しました。

　このカスタネットには長崎県産のヒノキ材が使用され、長崎県・野
中木工所・長崎の子どもたち・鈴木楽器製作所の４者協力のもと、製
造・販売されております。表面の仕上げは、長崎県内の特別支援学校
の生徒の皆さんにご協力頂きました。
　手のひらを合わせたようなハートの形をしたカスタネット。そのや
さしい音色とリズムを楽しみながら、ぜひ森林に思いを馳せてみて下
さい。

木々のぬくもりを感じられる
オリジナルのカスタネット

玩具・遊具

ながさ木ハートのカスタネット
タイプ S サイズ M サイズ

使用木材 ヒノキ（長崎県産） ヒノキ（長崎県産）
サイズ（mm） W62 × L64.5 × T12 W81 × L84 × T12

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥1,200 ￥1,500
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小国町森林組合	 	
〒869-2501	 	
熊本県阿蘇郡小国町宮原1802-1
TEL	 0967-46-2411	
FAX	 0967-46-5474	
MAIL	 kikaku@ogunisugi.com	

くまもと県産森林認証材供給協議会	
〒861-8041	 	
熊本県熊本市東区戸島2-3-35	
熊本県森林組合連合会内
TEL	 096-285-8688	
FAX	 096-285-8651	

https://ogunisugi.com/
小国町森林組合（くまもと県産森林認証材供給協議会）

▶地熱乾燥施設

　原木市場を運営するノウハウを活かして高品質な丸太を
厳選、節の少ない美しい板を加工したSGEC認証合板です。
　小国杉が持つリッチな艶とゆらいだ美しい木目は、天井
材や壁材などの見せる内装として好評頂いており、家具や
什器、クリエイター作品の材料としても選ばれています。

　国内でも希少な「地熱乾燥技術」によって乾燥した無垢
の建材です。50～60度の中温乾燥のため、木材に負荷を
与えず、本来持っている色ツヤや成分が保たれた状態で出
荷可能。従来の乾燥機のように化石燃料を使用しないため、
CO2の排出量を大きく抑えられ、サステナブルな材料とし
て評価されています。

阿蘇小国杉のみを
100%用いて作り上げた
目にも美しい構造用合板【Layer】

温泉地の地熱蒸気で
木材を乾燥させた
持続可能でローカーボンな建材

建材／構造材

小国杉100%合板　Layer
使用木材 小国杉 ®

サイズ（mm）
W910 × L1,820 × T12 
W910 × L1,820 × T24

ロット数 応相談

価格（税別） 要問合せ
※化粧用は直販のみとなります。

建材／内装材

地熱乾燥材 ®

使用木材 小国杉 ®

サイズ（mm） 応相談
ロット数 応相談

価格（税別） 要問合せ

　阿蘇小国杉の森を守り育てる、小国町森林組合です。九州の中
央、阿蘇山の裾野に位置する小さな森の国、熊本県小国町。淡い桃
色が美しく、目の詰まった良質な木材がとれる森林が広がる、江
戸時代からの林業地です。
　森林認証SGECを早期に取得し、地域の製材所や加工所と連
携することで、森林管理から建材流通までの明確なトレーサビリ
ティを可能としています。大学や試験場などの研究機関と木材が
持つ性能や効能を調査し、信頼できるデータを蓄積。また、SDGs

の概念が広がる以前より、カーボン・ニュートラルな素材を届け
るシステムを整備。地熱を活用した木材の乾燥技術を開発導入す
るなど、環境にも人にもより良い循環を生み出す製品をお届けし
ます。

九州が誇るブランド杉「小国杉 ®」を産出する、熊本
県小国町。標高400mを超える山間高冷地のため、九州
でありながら冬にはマイナス10℃の厳しい寒さが訪れ
ます。この寒暖の差があるからこそ、木目の詰まった比
重の高い丈夫な木が育つ、恵まれた地域として知られて
います。

昭和61年には国内初となる地域材強度試験を実施し、
建築設計基準を超える優れた数値を記録。その裏付けさ
れた強度や材質の良さ、木肌の美しさから、国の施設や
ドームなどの大規模建築物にも多く採用されています。

　阿蘇の森に育つ小国杉の枝葉を集め、森のアロマラボでじっ
くり丁寧に抽出した精油です。一般的なスギ精油とは一味違っ
た柑橘系の甘酸っぱい香りが特徴で、ウッディで爽やかな森の
香りを併せ持ちます。
　国立の九州大学と研究を行い、小国杉精油からはリラックス
効果、抗菌効果が期待されることが明らかになっています。

付属している枝はディフューザーとしてお使い頂けます。伐
採後の森に残されていた枝に焼き印を施しました。

国立博物館にも採用された
九州屈指のブランド木材

阿蘇小国の森が香る
森づくりから生まれた100%天然精油

小国町森林組合（くまもと県産森林認証材供給協議会）

熊本県

日用品／アロマ・リラックス

小国の森のエッセンシャルオイル
使用木材 小国杉 ®

サイズ（mm） 3ml ～
ロット数 応相談

価格（税別） ￥1,650 ～
※卸販売、バルク販売、ノベルティ製造対応致します。
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〒861-2234	 	
熊本県上益城郡益城町古閑98-2		
TEL	 096-286-7958	
FAX	 096-286-8275	
MAIL	 k.d-yuragi@air.ocn.ne.jp

http://kumamoto-kitada.jp/
有限会社北田加工所

建材／内装材

ｅデザイン　Xシリーズ
品　番 ① YC-9101 ② UC-9101W ③ NW-9101 ④ KC-9101

使用木材 スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産） スギ（国産）
サイズ（mm） W100 × L1,920 × T9 W100 × L1,920 × T9 W100 × L1,920 × T9 W100 × L1,920 × T9

ロット数 1 ケース（9 枚入）～ 1 ケース（9 枚入）～ 1 ケース（9 枚入）～ 1 ケース（9 枚入）～

価格（税別） ￥25,000/ ケース ￥25,000/ ケース ￥25,000/ ケース ￥25,000/ ケース

▲①YC-9101イメージ

▲①YC-9101

▲②UC-9101W

▲③NW-9101

▲④KC-9101

▲②UC-9101Wイメージ

▲③NW-9101イメージ ▲④KC-9101イメージ

　木目が持つ唯一無二の独自性と温かさ。単なる「板」として加工
するのではなく、自然が育んだこの模様を最大限に活かす加工を
施し、現代社会における多様に富んだニーズに、独創性溢れる加
工技術でお応えしてまいります。建築造作加工・フローリング等
の本実加工・表面デザイン加工を材料支給でも対応致しておりま
す。また、新製品の製作に取り組み、斬新で個性的な商品をご提供
しております。

　自然が産んだ唯一無二のデザイン“木目”に新たな息吹を吹き込んだ
デザイン内装材です。日本特有の四季の中で育ったスギの無垢だから
こそ感じるぬくもり、光と影からなるデザイン、デザインからなる木
目のゆらぎ。空間づくりの新たな可能性を提案します。1ケースで約
1.73㎡になり、天井・壁にご利用頂けます。
　掲載写真以外にも多様なデザインがあります。各種デザインとの併用
が可能で、自由に組み合わせることでデザインの幅が広がります。ま
た、オリジナルデザイン製作、着色も可能です。気軽にお問い合わせ
下さい。

Evolving design
～杉無垢デザイン内装材～

有限会社北田加工所
熊本県

建材／内装材

ｅデザイン　Sシリーズ
品　番 AW-9102

使用木材 スギ（国産）
サイズ（mm） W100 × L1,920 × T9

ロット数 1 ケース（9 枚入）～

価格（税別） ￥21,000/ ケース
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本社	
〒860-0813	 	
熊本県熊本市中央区琴平2-4-10
TEL	 096-366-1261	
FAX	 096-366-1555

中央木材工業所	 	
〒861-4402	 	
熊本県下益城郡美里町堅志田280
TEL	 0964-46-2272	
FAX	 0964-46-3892

http://www.tanaka-lumber.co.jp/
株式会社田中材木店 中央木材工業所

　カリン色、ウォールナット色の他、お客様のご要望に応
じてあらゆる色調を確かな技術で作り上げます。
　世界でたった一つのこだわりの居住空間を創造します。

　伝統技術を再現した「木挽き彫り」「手鉋彫」「槍鉋彫」、
最高級手織布を表現した「芭蕉布彫」、新しい浮造りとし
て「数寄屋彫」の５種類の紋様でこだわりの空間を創造致
します。

無限の色調を確かな技術で
こだわりの空間を創造致します

伝統の匠の技を現代に甦らせた
5種類の紋様が
高級感を引き立たせます

建材／内装材

オーダーメイドカラーシリーズ
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm）
W145 × L1,920 × T30 

W105 × L1,920 × T12・15　等
ロット数 １～

価格（税別） ￥29,000 ～ 65,000/ 坪
※等級は生節、上小節、無節。サイズは様々に対応可。

建材／内装材

伝承彫りシリーズ
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm）
W145 × L1,920 × T30 

W105 × L1,920 × T12・15　等
ロット数 １～

価格（税別） ￥59,000 ～ 95,000/ 坪
※いずれも着色の場合。他クリア塗装、無塗装も対応可。

Color Variation　　　　　　

▲カリン使用イメージ

▲木挽き

▲芭蕉布

▲手鉋

▲数寄屋

▲槍鉋

▲ウォールナット使用イメージ

　明治38年に材木商として設立し、およそ116年。熊本県内で建
築、建設業のトータルサプライヤーとして地域経済に貢献してお
ります。
　中央木材工業所は国産木材のヒノキ、スギの無垢材に特化した
県内でも数少ない内装材製造メーカーです。厳選された素材から
経験豊富な職人により作られた製品と、顧客ニーズにきめ細やか
に対応する機動力は県内だけでなく、多くのお客様から高い評価
を頂いております。

　「レトロ」「アンティーク」「古民家」「囲炉裏端」等をコ
ンセプトとする空間創りにお勧めします。一枚一枚熟練の
職人が丹精込めて塗り上げております。

　熊本のゆるキャラ「くまモン」をレーザー加工で忠実に
再現致しました。こども園や児童施設、待合室、子ども部
屋のワンポイントとして。

時を重ねた古木の風合いを
匠の技で現代風に染め上げました

いつもそばに
くまモンが見守ってくれています

株式会社田中材木店 中央木材工業所
熊本県

建材／内装材

壁板　くまモンバージョン
使用木材 スギ（国産）

サイズ（mm） W105 × L910 × T12
ロット数 １セット（3 枚入）～

価格（税別） ￥8,000
※図柄4種、無塗装品。
©熊本県くまモン＃K32777

建材／内装材

染匠　黒柿調
使用木材 スギ・ヒノキ（国産）

サイズ（mm） W90・105 × L1,920 × T9・15
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥27,000 ～ 54,000/ 坪
※入数16枚、19枚（1坪換算）、無節、生節（埋木処理あり）。
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〒877-0073	 	
大分県日田市日ノ隈町311	
TEL	 0973-22-5001	
FAX	 0973-22-0676	
MAIL	 info@hitasugi.com

http://www.hitasugi.com/
有限会社カネサダ横尾木工所

その他		

ハイブリット集成パネル　虹彩杉
使用木材 日田杉

サイズ（mm） W50 ～ 900 × H1,800 × D5 ～ 30
ロット数 1 枚～

価格（税別） 応相談

　加工性も良く様々な製品に使用で
き、家具・建具などの大型製品から下
駄やコースターなどの小物まで対応で
きます。

▲日田下駄　　　　　　

▲コースター

▲階段天板　　　　　　 ▲ピクトサイン　　　　　　

大分県

有限会社カネサダ横尾木工所

　日田杉を使用した２m内装健材（壁・天井羽目板、フローリング）
とスギ柾目・板目集成パネルを製造販売している会社です。原木
の仕入れ・製材・乾燥・加工・販売までを一貫して自社工場生産をし
ており厳しい検品により品質の高い製品を製造しています。また
特徴としまして燻煙熱処理という煙でスギ材を燻す独自の乾燥技
術によりスギ特有の反り・曲がりや収縮が軽減され、施工後の不
良も起きにくい製品に仕上がっています。そして１束１枚から宅
配便で全国へお届けします。

　日田杉とアクリルを組み合わせたこの製品は、スギ本来のやわら
かさや温かみ、癒しを体感しながらアクリル部分からやさしい光も
感じられるデザイン性の高い素材になっています。

カラーは、クリア・ピンク・オレンジ・ブルー・グリーンの５色
展開です。

日田杉とアクリルを組み合わせた
ハイブリット集成パネル  

▲内装建具

▲児童施設　内装建具 ▲内装建具
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▲センターテーブル（左）、サイドテーブル（右）

〒877-0016	 	
大分県日田市三本松2-3-1
TEL	 0973-23-6069	
FAX	 0973-23-6069	
MAIL	 kagu@hitakagu.com

http://hitakagu.com/
協同組合日田家具工業会

　スギの弱点である傷付きやすいテーブルトップに塗装を
施したテーブル。その塗装を削ることで現れる柄と木目を
楽しめるタイプもあります。手仕事で作られた竹籠が供え
られたサイドテーブルと組み合わせることもできます。

家具・什器／ソファ

SUSUGI  sofa
使用木材 日田杉

サイズ（mm） W1,740 × H830・SH420 × D900
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥285,000
デザイン：hi-count　製作：べストリビング株式会社/株式会社新象

家具・什器／スツール

SUSUGI stool
使用木材 日田杉

サイズ（mm） W450 × D450 × H320
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥25,000
デザイン：hi-count　製作：ヤハタ木工有限会社

　 地 域 資 源 の 活 用 と 地 域 性 を デ ザ イ ン に 取 り 込 ん だ
SUSUGIシリーズ。背と座の表面に羽毛を使用したふくよ
かで贅沢な座り心地のソファ。温かみを感じるスギフレー
ムは、やさしさを与えてくれると同時にスギの香りも感じ
られます。

　座面の色や柄を自由に選ぶことができる日田杉のスツー
ル。日田の自然を表現する和紋柄を施しました。スタッキ
ング式なので場所を取らずに収納可能。キッチンやリビン
グ、ダイニング、玄関などいろいろな場所で活躍します。

家具・什器／テーブル

SUSUGI table
品　名 センターテーブル サイドテーブル

使用木材 日田杉 日田杉、タケ（国産）
サイズ（mm） W900×H420×D900 W450×H320×D450

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥108,500 ￥58,500
デザイン：hi-count　製作：ヤハタ木工有限会社

大分県

協同組合日田家具工業会

　昭和29年日田木工業協同組合として設立されました。以来、日
本経済が幾たびかの変動の中で昭和40年以降の高度経済成長を
背景として到来した住宅ブーム、生活様式高度化などにより、生
産の増強と高品質化、高級化に努力し日田市経済の重要な産業と
してその地位を確立しました。
　昭和42年には組織を日田家具工業会と改称し、現在では、全国
有数の家具産地として 「応接セット」「リビングセット」「ダイニン
グセット」を中心に、製造販売を行っています。

　日田杉を扱う確かな技術により、シンプルなフォルムが実現できた
テーブルセット。針葉樹であるため、見た目よりも軽くて移動も簡単
です。
　テーブルは木製ストッパーを脱着することで４分割に組み合わせる
ことができます。ロータイプなのでお部屋を広く演出し、落ち着いた
和のライフスタイルを楽しめます。

スギの可能性を感じるこれからの椅子×
暮らしを自由に変化できる組み合わせテーブル

家具・什器／テーブル・チェア

Ctypeシリーズ
品　名 ① Ctype table ② Ctype chair

使用木材 日田杉 日田杉
サイズ（mm） W550 × H490 × D550 W745 × H480・SH245 × D580

ロット数 1 ～ 1 ～

価格（税別） ￥70,000 ￥108,000
 デザイン：村澤一晃　製作：日東木工株式会社

▲①Ctype table ▲①Ctype table ▲②Ctype chair
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　お正月に飾る鏡餅を樹齢100年超えの国産ヒノキ・ツ
ガで製作しました。
　ヒノキは爽やかな香りと色味によって存在感のある鏡
餅になりました。栂は艶と独特に現れる木目の美しさが
楽しめます。
　それぞれ土台は樹齢100年超えのスギ材、トップの橙に
は、特に希少な部位スギの赤身の部分を使用しています。
デザイン・製作：宮崎県宮崎市 障害福祉サービス事業所 向陽園　

目の細かい年輪が一つ一つ美しい
鏡餅セット

思わず触りたくなるような
手のひらサイズのアロマウッド

その他

かがみ餅セット
タイプ ④かがみ餅 - 檜 ⑤かがみ餅 - 栂

使用木材 ヒノキ・スギ（九州産） ツガ（九州産）

サイズ（mm）
餅：Φ 78 × T30・Φ 108 × T30 
橙：H35 
台座：W180 × H120 × D25

餅：Φ 78 × T30・Φ 108 × T30 
橙：H35 
台座：W180 × H120 × D25

ロット数 3 3

価格（税別） ￥6,000 ￥6,000
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。

▲⑤かがみ餅-栂

▲④かがみ餅-檜

▶⑦檜

◀⑥杉

▲⑥杉イメージ

　手削りならではの滑らかな表面が心地よく手になじみ
ます。樹齢100年超えならではの目の細かい年輪の模様
と無垢材ならではの滑らかな肌触りと温もりを実感して
下さい。
　お椀のようなカーブの底がロッキングチェアーのよう
にコロコロ揺れます。表面の窪みの部分にアロマエッセ
ンシャルオイルを垂らしてお楽しみ下さい。アクセサリー
置きとしてもおすすめです。
デザイン・製作：大分県由布市 木屋かみの 神野氏

　ヒノキの爽やかな香りと、樹齢100年超えのヒノキの美しい年輪
を活かした新しいスタイルの神棚です。家内安全、商売繁盛のシン
ボルとして、インテリアに馴染む神棚を飾ってみませんか？　新築
のお祝い、店舗開店のお祝いなどにおすすめです。
デザイン：大分県由布院 木屋かみの 神野達也氏

マンションやアパート、洋室や店舗など、
場所を選ばずシンプルに置けるモダン神棚

株式会社グロースリング
宮崎県

その他

モダン神棚　祈りシリーズ
タイプ ①丸タイプ ②角タイプ（壁掛け） ③鳥居タイプ

使用木材 ヒノキ（九州産） ヒノキ（九州産） ヒノキ（九州産）

サイズ（mm） W125 × H330 × D50 W120 × H330 × D33
本体：W248 × H380 × D52
花瓶：Φ 42 × H140

ロット数 6 6 6 セット

価格（税別） ￥25,000 ￥20,000 ￥35,000
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。

▲①丸タイプ（壁掛け） ▲②角タイプ（壁掛け） ▲③鳥居タイプ

日用品／アロマ・リラックス

アロマウッド　木の香 -KONOKA-
タイプ ⑥杉 ⑦檜

使用木材 スギ（九州産） ヒノキ（九州産）
サイズ（mm） Φ 77 ～ 90 × H55 Φ 77 ～ 90 × H55

ロット数 6 6

価格（税別） ￥5,000 ￥9,000
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。
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百年木材事業部
〒883-0062	 	
宮崎県日向市大字日知屋16128-1
TEL	 0982-52-7935	
FAX	 0982-52-7982	
MAIL	 100nenmokuzai@growthring.co.jp

https://growthring.co.jp/
株式会社グロースリング

　お食い初めの儀式が終わっても、離乳食から普段使いま
で、永く使える、木製のお食い初めセットです。軽くて丈
夫、熱いものを入れても手が熱くなりにくく安心してお使
い頂けます。　

　永く安心して使える、温かみのある木のおもちゃ。床と
接する部分が広く、胴の部分は跨ぎやすい幅にしています。
デザイン・製作：大分県由布市 木屋かみの 神野氏

　強度が強く、狂いの少ないスギの柾目挽き材のみを使用
し、座面の中央部分はお尻にフィットするよう、緩やかに
カーブしています。
デザイン：大分県由布市 木屋かみの 神野氏

日用品／キッチン用品・食器類

ヒノキのお食い初めセット
使用木材 ヒノキ（九州産）

サイズ（mm） プレート：W360 × H250
ロット数 6

価格（税別） ￥25,000
※各食器のサイズについてはお問い合わせ下さい。
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。

玩具・遊具

木馬
使用木材 スギ・ヒノキ（九州産）

サイズ（mm） W720 × H580・SH300 × D305
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥150,000
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。

家具・什器／スツール

杉の柾目の家具シリーズ『丸スツール』
使用木材 スギ（九州産）

サイズ（mm） Φ 320 × H423（座面：T48）
ロット数 6

価格（税別） ￥38,000
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。

　宮崎県日向市で創業62年を迎える製材所です。私たちは『100
年育てた木材を100年使う』をコンセプトに物づくりをしていま
す。樹齢100年以上の国産木材だけを厳選して仕入れ、共感して
くださるデザイナーさん・作家さんとタッグを組み、インテリア
グッズや食器を製作しています。

<私たちのこだわり>
①樹齢100年以上の木材だけを仕入れます
②国産の木材だけを仕入れます
③環境にやさしい木材乾燥を実施します
　この３項目にこだわり、最良の物づくりを目指しています。百
年木材ならではの、年輪の美しさ、風合いを感じて頂き、新しい日
本の銘木文化をぜひ体感して下さい。

日用品／キッチン用品・食器類

カッティングボード
タイプ ①ヒノキ ②栗

使用木材 ヒノキ（九州産） クリ（九州産）
サイズ（mm） W184 × H350 × D18 W184 × H350 × D18

ロット数 10 10

価格（税別） ￥7,000 ￥10,000
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。

　新鮮なお野菜やお肉もしっかりした厚みのボードで安定してカッ
トできます。傾いた時には、縁周りの溝が肉汁などの水分をキャッ
チ。周りに溢れることを防ぎます。広いカッティング面と持ちやす
いハンドル部分で少々重みのある食材もたっぷり載せて運べます。
　カットしてそのままテーブルに出しても良し、軽めの食事用プレー
トとしても良し。キャンプやBBQなど、アウトドアシーンにもおす
すめです。

　しっかりとした厚みのある底で、安定したデザイン。万
が一落としても割れにくく、お子様にも安心してお使い頂
けます。永く安心して使えるよう、『木固めエース』で仕上
げています。

　抗菌・消臭効果のあるヒノキはキッチ
ンで大活躍。ヒノキの爽やかな香りを楽
しみながらお料理してみませんか？　
デザイン：宮崎県国富町 木屋工房 濱砂氏
製作：障害福祉サービス事業所 向陽園

　栗の木は水気に強いため、昔
から、お風呂や台所などの部
材に使われてきました。
デザイン・製作：宮崎県国富町　
　　　　　　　    木屋工房 濱砂氏

マルチに活躍するカッティングボード

三角形の持ち手部分は栗の木を使用

◀①ヒノキ

▶①ヒノキ　使用イメージ

◀②栗

日用品／キッチン用品・食器類

まーるさんかくマグカップ
使用木材 ヒノキ（九州産）、クリ（国産）

サイズ（mm） Φ 80 × H75
ロット数 3

価格（税別） ￥7,500
※受注から納品まで１か月ほどお時間を頂戴することがございます。
※配送費別途。
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〒887-0111	 	
宮崎県日南市大字伊比井173-1		
TEL	 0987-29-1234	
FAX	 0987-29-1434	
MAIL	 info@taka-moku.co.jp

http://www.taka-moku.co.jp/
株式会社高嶺木材

建材／内装材

杉フローリング
品　番 FS121

使用木材 飫肥杉
サイズ（mm） W105 × L1,920 × T15

ロット数 1 ケース（8 枚入）～

価格（税別） ￥8,900/ ケース
※ 無塗装品、節有（パテ処理有）、赤勝、人工乾燥材、本実（四方）。別製品に塗装品有、上小

～無節有。

建材／内装材

杉羽目板
品　番 PS201-J

使用木材 飫肥杉
サイズ（mm） W120 × L3,970 × T11.5

ロット数 1 ケース（7 枚入）～

価格（税別） ￥27,800/ ケース
※  無塗装品、上小～無節（パテ処理有）、源平、人工乾燥材、本実メスカシ（二方）。別製品

に塗装品有、節有。

　スギは、適度なやわらかさで歩きやすく、疲れにくいなど
の特長があり、フローリングに適した材質です。また、木
目が美しく飫肥杉の特徴である赤身が落ち着いた仕上がり
になると思います。

羽目板のサイズ、縦張り、横張り等は、お客様の好みや、
部屋の目的によってお選び頂けます。

無節～上小は、飫肥杉特有の色と木目が、室内を自然に
また上品な空間してくれると思います。

120mm 幅は、横張りによく使われます。90mm 幅は、
縦張りによく使われます。

木のぬくもり、香りを自然のままに

室内を木の香りで包んだ空間

　宮崎県はスギの生産量日本一を誇ります。その良質な原木であ
る主に飫肥杉（おびすぎ）を仕入れ、本社（日南市）、高原工場、都城
工場の３工場体制で製材、加工生産をしております。原木の調達
から生産、品質管理、出荷までを一貫して行い、住宅メーカーや工
務店等の施工業者へ住宅の構造材、プレカット材も販売。平成29
年に『宮崎県成長期待企業』、平成30年に『地域未来牽引企業』に
認定されました。製品開発と環境保全に取り組み、人と自然との
共存を大切に優良材料（木材製品）を造り続けていきます。

　原料をフローリング加工し、表面に高速ブラッシングを
かけ、年輪の木目が凹凸に浮き出た足ざわりが良いフロー
リングです。素足で歩くと足の裏のツボを刺激する健康フ
ローリングとしてもおすすめ。木材の質感やスギの香りが
心地よく感じられます。

 　ノンタルキとは、厚さ30mmのフローリングです。一
般的なフローリングと比較して厚みがあるため、スギが持
つやわらかさで足への負担を吸収してくれます。

はだしで過ごしたくなる
フローリングです

体にやさしく、
無垢材の存在感を充分に発揮します

株式会社高嶺木材
宮崎県

建材／内装材

浮造り加工フローリング
品　番 FSU121

使用木材 飫肥杉
サイズ（mm） W105 × L1,920 × T15

ロット数 1 ケース（8 枚入）～

価格（税別） ￥11,200/ ケース
※無塗装品、節有（パテ処理有）、赤勝、人工乾燥材、本実（四方）。

建材／内装材

ノン垂木・床用
品　番 FS201-J

使用木材 飫肥杉
サイズ（mm） W140 × L4,000 × T30

ロット数 1 ケース（３枚入）～

価格（税別） ￥19,500/ ケース
※無塗装品、上小～無節（パテ処理有）、源平、人工乾燥材。
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〒889-3215	 	
宮崎県日南市南郷町榎原甲2091	 	
TEL	 0987-68-1038	
FAX	 0987-68-1080	
MAIL	 info＠woodenergy.or.jp

吉田産業株式会社、
ウッドエナジー協同組合

　間柱としてお使い頂ける飫肥杉の集成材用ラ
ミナもございます。様々なサイズに対応してお
りますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

http://www.woodenergy.or.jp/

宮崎県
吉田産業株式会社、
ウッドエナジー協同組合

　当社は宮崎・日南の地にありながらも、 各地域の先人たちが育ん
できた「林業」を常に尊重し、山の恵みに感謝します。 そして「木」
を余すことなく「価値ある商品」へ転換して提案し、 かつ森林資
源の循環型社会の創造を使命とします。
　「木材を考える」をコーポレートメッセージに定め、木材という、
人間に必要不可欠な資源を更に価値あるものに、 身近なものとし
て世の中に送り続ける使命感と責任を持って果たしていきます。
我々はこれからも挑戦し続けます。

　当社、当組合はJAS認定工場であり、その製品群はJAS基準に基
づき製造、試験を行い、JAS製品として格付け出荷しております。
　主力製品の「構造用集成材」は、主に荷重のかかる箇所に使用さ
れる部材であるため、その製造工程や材料に関しては、特に厳密な
管理体制を構築しています。
　また、定期的に日本合板検査会でのホルムアルデヒド放散量試験
も行っており、あらゆる面で安心して建築、住宅資材にご使用頂け
るものと自負しております。

県産材の飫肥杉を100％利用して
 【飫肥杉ブランド化】への架け橋を
担います

建材／構造材

構造用集成材
品　番 ①杉集成材 ②桧集成材 ③杉・桧異樹種集成材

使用木材 飫肥杉 ヒノキ（宮崎県産） 飫肥杉、ヒノキ（宮崎県産）

サイズ（mm）
W105 ～ 180 × L3,000 ～
12,000 × T105 ～ 1,200

W105 ～ 180 × L3,000 ～
12,000 × T105 ～ 1,200

W105 ～ 180 × L3,000 ～
12,000 × T105 ～ 1,200

ロット数 応相談 応相談 応相談

価格（税別） 応相談 応相談 応相談

▲①杉集成材

▲②桧集成材

▲③杉・桧異樹種集成材
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　鹿児島生まれ、鹿児島育ちのスギを使い、家庭用学習机
と椅子を作りました。学習机と銘打っていますが、大人に
なっても使いやすいように工夫しています。

パソコンや電化製品を使う機会が多くなるので、本体裏
にコンセント三口を付けており、本立ては左右どちらでも
設置できます。また、椅子は工具不要の専用金具で高さ調
整が可能です。

　教室で使う机と椅子を、鹿児島県産のスギで作りました。
小学一年生の子どもでも、持ち上げて移動できるように、
できるだけ軽く作っています。専用の工具を使うことなく
高さの調整ができるので、先生の負担が増えることもあり
ません。

教室の中で木のぬくもりを感じながら学習してもらうこ
とができます。

大人になっても使える
シンプルなデザイン

教室でも木のぬくもりを

家具・什器／保育・学童家具

学童机椅子
使用木材 スギ（鹿児島県産）

サイズ（mm）
  机 ：W650 × H580 ～ 760 × D450 
椅子：W369 × H658 ～ 735 × D461

ロット数 100 セット

価格（税別） ￥30,000

有限会社道免家具店
http://www.doumenkaguten.com/

〒891-0115	 	
鹿児島県鹿児島市東開町13-22	
TEL	 099-269-5201	
FAX	 099-267-9775	
MAIL	 info@doumenkaguten.com

家具・什器／保育・学童家具

もぜすぎ
使用木材 スギ（鹿児島県産）

サイズ（mm）
 　 机 ：W1,100 × H730 × D700 

椅子：W490 × H745 × D540
ロット数 10 セット

価格（税別） ￥100,000

　昭和28年創業、鹿児島にある木製特注家具製造業者です。鹿児
島の会社ですが、全国各地に製品を送り出しており、主に官公庁
や公共施設などに納める議場家具、特注机、カウンターなどを製
造しています。
　近年増えてきているのが、地産材利用家具です。全国各地で
育った木材を使って家具を作り、それぞれの地元に納入します。戦
後長い年月を経て、十分に育った山を守るための間伐・除伐にも
寄与していると考えています。

　当社では、各地より製材品を取り寄せて家具用に人工乾燥を施
し、設計・製作時には金属部品の準備、塗装までも自社で一貫して
行います。強化塗装も対応可能です。自治体庁舎建築の際のカウ
ンターや、オフィス家具の天板など、使う人が直接木のぬくもり
を感じられる製品を作っています。
　自社製品「もぜすぎ」や「学童机椅子」は鹿児島産のスギを使っ
ており、様々なお客様に愛用頂いています。中小企業ですが、建築
に付随する1,000席以上の家具生産も承ります。

「こうだったら良いのに」「こうあって欲しい」という想いを、研鑽
を重ねた知見と技術で手から手へ、想いに真摯に向き合ったものづく
りの姿勢を持って皆様の元へ家具をお届けします。

＜経営理念＞
私たちは家具製造を通じて快適な生活文化・空間を創造します。

想いを、カタチに

有限会社道免家具店
鹿児島県

● 我が社に携わるすべての方々
と感動と充実した人生を共有
し、物心共に豊かになります。

● 知識と技術を学び、活用して
難関な課題にも挑戦しお客様
の要望に応えます。

● 長くご愛用戴ける商品を提供
することで、自然保護に貢献
します。
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〒907-0023	 	
沖縄県石垣市字石垣1838	 	
TEL	 0980-83-3028	
FAX	 0980-83-3457	
MAIL	 higashi@isis.ocn.ne.jp	

https://www.uezato-wood-work.com/
有限会社うえざと木工

日用品／アクセサリー

ブレスレット
使用木材 タイワンオガタマノキ・クロガネモチ（沖縄県産）

サイズ（mm） W250 × L8 × T8
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥8,000

玩具・遊具

むりぶし鉄砲
使用木材 琉球松、テリハボク（沖縄県産）

サイズ（mm） W260 × L365 × T25
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥2,000

　かつて八重山の婦人たちの間で流行したチダマ（数珠玉）
は、私たちの身近にある植物の実や貝殻で作られた自然素材
のもの。連なった実をイネや粟の実りに連想させ、五穀豊
穣の願いが込められていました。多くの実をつけ、私たち
の生活に欠かせなかった貴重な八重山の木々を集めて作っ
たブレスレットです。

　株式会社ライブエンタープライズとのコラボ商品。組み
立ては簡単すぎず、難しすぎない構造で達成感を味わえま
す。「八重山の昔話を知るきっかけになれば」との想いか
ら、むりぶし（昴のこと）を謡った「むりぶしユンタ」と

「七星ユングトゥ」という八重山の民謡を元にしたデザイン。
６連射できるゴム鉄砲です。

玩具・遊具

カスタネットキット
使用木材 琉球松、テリハボク（沖縄県産）

サイズ（mm） W75×L90×T25
ロット数 1～

価格（税別） ￥1,200

その他

命名板
使用木材 琉球松、テリハボク（沖縄県産）

サイズ（mm） W210×L297×T20
ロット数 1～

価格（税別） ￥19,000

日用品／インテリア雑貨

カーラヤー
使用木材 テリハボク（沖縄県産）

サイズ（mm） W137×L195×T51
ロット数 1～

価格（税別） ￥9,000

沖縄県

有限会社うえざと木工

　私たちの工房は、市街地を見下ろす小高い丘の上にあります。
ここは、石垣島天文台のある前勢岳（まえせだけ）の麓にあたり、
晴れた日には八重山の離島まで見える、とても気持ちのいい場所
です。
　工房では、島の木をふんだんに使った製品づくりのほか、主に
オーダーメイドで作り付けの家具や建具を製作しています。機械
加工と手加工の両方を用いて、それぞれの良いところを活かしな
がらモノづくりをしています。

　工房で働くのは、熟練の職人からデザイナーまで多様な人材が
そろったクリエイター集団。石垣島出身者だけでなく、各地から
様々な経験をした優秀なスタッフが集まっています。でも、石垣島
を愛する心は皆同じ。私たちは石垣島に根差したこの工房で、「伝
統を大切にしながら、現代の生活に寄り添うモノづくり」「とびき
りの遊び心を忘れないモノづくり」「親から子まで長く使えるモノ
づくり」をしていきたいと思っています。

　子どもが小さな時には診察券や保険証を入れて、子ども
が大きくなったら定期券や名刺を入れて。時代を越えて親
から子へと受け継がれることを願って作ったカードケース
です。
　カバーは２種類。一つは石垣島のミンサー織物と石垣牛
革を使ったカバー。もう一つは石垣島ではおなじみの「オ
オゴマダラ」「島バナナ」「AKAGAWARA」をモチーフに
した布と裏側に石垣牛革を使用したカバーです。

　クルバチとは八重山方言で枕のこと。沖縄の暮らしに欠
かせない花ブロックをモチーフに、箸枕（箸置き）を作り
ました。適度に日差しを遮り風通しを良くしてくれる花ブ
ロックは沖縄の人々に広く愛されています。

八重山の魅力が詰め込まれた
カードケース

KATARIGIオリジナル商品の中でも
人気ナンバーワン

日用品／バラエティ雑貨

カードケース
使用木材 琉球松、タブ（沖縄県産）

サイズ（mm） W65 × L105 × T25
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥8,300

日用品／キッチン用品・食器類

ハナクルバチ
使用木材 センダン・チリハボク（沖縄県産）

サイズ（mm） W28 × L58 × T15
ロット数 1 ～

価格（税別） ￥800
九
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〒901-1101	 	
沖縄県島尻郡南風原町字大名95-1	 	
TEL	 098-888-0676	
FAX	 098-888-0268	
MAIL	 okinawamoriren@yahoo.co.jp

沖縄県森林組合連合会

12個のコマと円形闘場のボードのセット。コマはボー
ドの周囲に収納することができます。円形闘場には琉球松、
コマにはクスノキ、センダン、イヌマキ等を使用。コマの
材質及びサイズについてはご相談に応じます。

玩具・遊具

ままごとキッチン
使用木材 琉球松

サイズ（mm） W820 × H700 × D300
ロット数 応相談

価格（税別） ￥184,000
※配送費別途。注文後の生産となります。

玩具・遊具

紐なしコマ
使用木材 琉球松、クスノキ・センダン・イヌマキ（沖縄県産）等

サイズ（mm） Φ 335 × H35
ロット数 応相談

価格（税別） ￥40,000
※配送費別途。

玩具・遊具

ぼう通し
使用木材 琉球松、センダン（沖縄県産）

サイズ（mm） W300 × H105 × D180
ロット数 応相談

価格（税別） ￥30,000
※配送費別途。

　琉球松を使用した重厚感のあるままごとキッチン。右下
扉には、くりぬき模様のほか、レーザーによる絵入れ等も
できます。

木のあたたかさを感じられる知育玩具。箱型になってい
るので、棒を穴に通すだけでなく、自然と棒をつまんで取
るという操作が必要になり、集中力も養われます。本体に
琉球松、ぼう通し部分にはセンダンを使用しています。知
育玩具は当会がこれから力を入れていきたい分野です。

家具・什器／保育・学童家具

沖縄県産材学童机・椅子
品　名 ①机（固定式） ②椅子（可動式）

使用木材 琉球松 琉球松

サイズ（mm）

5 号：W650 × H700 × D450 
4 号：W650 × H640 × D450 
3 号：W650 × H580 × D450 
2 号：W650 × H520 × D450

W360 × SH300 ～ 420 × D360

ロット数 応相談 応相談

価格（税別） ￥39,000 ￥21,000
※配送費別途。学童机・椅子のセット売りのみ注文後の生産となります（納期要相談）。 

沖縄県

沖縄県森林組合連合会

　昭和55年２月森林組合法により設立された協同組合です。
　主な事業は、指導事業、森林整備事業、森林病害虫防除事業、販
売事業、購買事業があり今回の商品掲載については、販売事業が
担当しています。
　販売事業では、沖縄県産材のイタジイ及び九州産スギ材を使用
した土木工事用支柱材等の販売及び、沖縄県産材の琉球松等製
材・加工品の販売並びに苗木等を販売しています。当連合会は、原
木の製材・乾燥作業を組合員が行うため、様々な材料を確保でき

ることが強みです。
　おきなわの樹木は、乾燥後の割れ・曲がり等が落ち着くまでに
時間（数年）を要すものもあり、事前にお客様と材料についての打
ち合わせの時間を頂けたら、ご要望の商品を作成することが可能
です。
　掲載商品については、沖縄県内木工作家の皆様と連携して製作
に取り組んでいます。

◀①机（固定式）

　琉球松は沖縄の樹木の中では、曲がり捻り等が少ないためよく木
工製品の材料として利用されます。
　この学童机は、小学生用の２号から５号サイズまでで、一部組み
立て式の設計となっています。側板を取り替えることにより、高さ
を変えることも可能です。
　琉球松が、松くい虫の被害により生産量が減少してきていること
をふまえ、今後は他樹木とのコラボ製品も検討しています。

　子どもたちに人気の商品。大人数
で木のたまごに触れる様子は、とても
癒やしになります。

おきなわの県木「琉球松」を使用した
学童机・椅子

玩具・遊具

木のたまご・プール
使用木材 琉球松

サイズ（mm）
プール：W1,000 × H200 × D30（6 枚で 6 角形） 
木のたまご：Φ 45 ～ 60 × H55 ～ 65

ロット数 1 セット（プール 1 台、木のたまご 1,500 個）～

価格（税別） ￥1,030,000
※配送費別途。注文後の生産となります。

▶②椅子（可動式）
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製 索品 引

建 材

構造材等

株式会社ウッディーコイケ 96.97.98.99

有限会社沖倉製材所 114

株式会社キーテック 127

越井木材工業株式会社 161.162.164

ナイス株式会社 276

有限会社浜中材木店 300.301

木村産業有限会社 433

ティンバラム株式会社 458.459

株式会社荒川材木店 466

信州木材認証製品センター 556.557

片桐銘木工業株式会社 569

協同組合兵庫木材センター 608

株式会社木栄 610

吉野製材工業協同組合
（吉野ウィング事業部） 619

株式会社オロチ 633

株式会社鳥取 CLT 634

株式会社日新 636.637

株式会社土佐組子 684

協同組合ドライウッド土佐会 686

タカシマホールディングス株式会社 707

小国町森林組合
（くまもと県産森林認証材供給協議会） 711

吉田産業株式会社、
ウッドエナジー協同組合 726

内装材等

株式会社ウッディーコイケ
100.101
102.104

有限会社沖倉製材所 115

株式会社キーテック 131.134

木村木材工業株式会社 140.141.142

越井木材工業株式会社 159.163

株式会社小林三之助商店 167

大建工業株式会社 197.198

大和ツキ板産業株式会社 202

天龍木材株式会社 242.243.244

東京都森林組合 246

株式会社内外テクノス 268

ナイス株式会社
270.271.272

274.275

日本住宅パネル工業協同組合 278.281.282

有限会社浜中材木店 302.303.305

株式会社フォレスト西川 327.328

藤島林産株式会社 342.345.346

北三株式会社
358.359.360

361.362

細田木材工業株式会社 366.368

株式会社 Bb Wood Japan 400

一般社団法人 kitokito 410

札鶴ベニヤ株式会社 426.427

株式会社ニッタクス 429

株式会社ハルキ 431

木村産業有限会社 433

有限会社高吟製材所 440.441

有限会社アイタ材木店 460

株式会社荒川材木店 467

協和木材株式会社 468

茨城県産材推進協議会 474.475

星野工業株式会社 481

株式会社ヤギサワ 482.483

株式会社ティ・エス・シー 497

一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり
研究所 / MORIMO

504

株式会社ラ・ルース 513

鳳至木材株式会社 537

株式会社セルフネン 542.543

信州木材認証製品センター 557

オールスタッフ株式会社 562

片桐銘木工業株式会社 568

株式会社杉生 575

なかの材木株式会社 581

松阪木材株式会社 582.583

京都北山丸太生産協同組合 592.593

京北銘木生産協同組合 600

株式会社モリアン 604.605

協同組合兵庫木材センター 609

株式会社木栄 611

吉野製材工業協同組合
（吉野ウィング事業部） 618.619

田辺市中辺路木材加工場 627

株式会社鳥取 CLT 635

株式会社ウッディヨネダ 642

中本造林株式会社 652.653

株式会社シンラテック 654.655

多田工業株式会社 656.657

株式会社メイボックジャパン 660

株式会社大一合板商事 670.671

株式会社大五木材 673

株式会社土佐組子 685

小国町森林組合
（くまもと県産森林認証材供給協議会） 711

有限会社北田加工所 712.713

株式会社田中材木店 中央木材工業所 714.715

株式会社高嶺木材 724.725
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家 具 ・ 什 器

テーブル

株式会社イトーキ 78.80.83.84.86

株式会社内田洋行 91.93

コクヨ株式会社 153

株式会社サカモト 174

有限会社シーズ（Oxygen） 178.180

株式会社スプリームハウス建築工房 
川口・工務店 188.189.190

株式会社天童木工
231.233
234.238

飛驒産業株式会社
314.315.316

317.320

株式会社文祥堂 354.355

協同組合秋田県家具工業会
AKITA COLLECTION OFFICE

454.455.456

有限会社ワンツー 462

群馬県森林組合連合会 485

針葉樹家具創作の会 昴 487

厚木市森林組合 502

株式会社朝倉家具 518.520

株式会社サンニチ印刷 551

＆CRAFTS（株式会社シェア・ハピネス） 553

やまなし水源地ブランド推進協議会 554

ヨキカグ 566

構造材等・内装材等

秋川木材協同組合 67

野村材木店 291

有限会社浜中材木店 306

有限会社二和木材 442

株式会社荒川材木店 467

細田木材工業株式会社 367

株式会社芳賀沼製作 471

有限会社小林製材所 494.495

ぎふ性能表示材認証センター 558.559

株式会社鳥取 CLT 634.635

内装材等・外装材等

江間忠木材株式会社 112

竹村工業株式会社 212

外装材等

越井木材工業株式会社 158.160

株式会社杉生 575

株式会社ひらつか建築 . 591

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　 599

京北銘木生産協同組合 600

KIRIDAS 十津川木工家具協議会
620.621
622.623

株式会社津山銘木 645

株式会社メイボックジャパン 661

有限会社川西木工所 662.663

日美株式会社
664.665
666.667

高知県木製品工業連合協同組合 682

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「SENDAN」プロジェクト 697.698.699

諸富家具振興協同組合 701.702

有限会社野中木工所 709

協同組合日田家具工業会 718.719

チェア

株式会社イトーキ 78.83

有限会社沖倉製材所 116

株式会社サカモト 173

有限会社シーズ（Oxygen） 179

株式会社スプリームハウス建築工房 
川口・工務店 189

株式会社天童木工
231.233.234

239.240

八王子現代家具工芸学校 294.296

飛驒産業株式会社
315.316.317.318
319.320.321.322

株式会社フォレスト西川 329

協同組合秋田県家具工業会
AKITA COLLECTION OFFICE

454.455.456

群馬県森林組合連合会 485

針葉樹家具創作の会 昴 487

厚木市森林組合 502

一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり
研究所 / MORIMO

507

株式会社朝倉家具 518

＆CRAFTS（株式会社シェア・ハピネス） 552

やまなし水源地ブランド推進協議会 554

森林組合おわせ 579

株式会社ひらつか建築 . 591

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　 599

KIRIDAS 十津川木工家具協議会 620.623

木の工房 樫 625

BokuMoku 628

土井木工株式会社 650

株式会社メイボックジャパン 661

有限会社川西木工所 662.623

日美株式会社 664.665.667

家具屋アカトシロ 668

高知県木製品工業連合協同組合 682

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「SENDAN」プロジェクト 697.698.699
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株式会社グロースリング 723

ソファ

株式会社イトーキ 83

有限会社シーズ（Oxygen） 180

株式会社天童木工 239

飛驒産業株式会社 314.315

株式会社朝倉家具 519.521

KIRIDAS 十津川木工家具協議会 620.621

BokuMoku 628

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「SENDAN」プロジェクト 697.698

協同組合日田家具工業会 719

キャビネット・収納家具

株式会社イトーキ 83

有限会社シーズ（Oxygen） 181

東京都森林組合 248

株式会社東京・森と市庭 264

飛驒産業株式会社 319

株式会社文祥堂 355.356

協同組合秋田県家具工業会
AKITA COLLECTION OFFICE

456.457

群馬県森林組合連合会 485

厚木市森林組合 502.503

諸富家具振興協同組合 701

有限会社野中木工所 709

協同組合日田家具工業会 718

スツール

株式会社イトーキ 84.86

株式会社東京・森と市庭 264

八王子現代家具工芸学校 295

飛驒産業株式会社 320.321

株式会社文祥堂 356

宮城県 CLT等普及推進協議会 450

協同組合秋田県家具工業会
AKITA COLLECTION OFFICE

456

有限会社ワンツー 463

社会福祉法人おぶすま福祉会
飯能事業所 488

厚木市森林組合 503

一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり
研究所 / MORIMO

507

株式会社サンニチ印刷 551

株式会社杉生 572.575

株式会社ひらつか建築 . 591

KIRIDAS 十津川木工家具協議会 622

木の工房 樫 624

家具屋アカトシロ 668

協同組合日田家具工業会 719

株式会社朝倉家具 519.520

株式会社町八家具 539

KIRIDAS 十津川木工家具協議会 622

BokuMoku 629

富永ジョイナー有限会社 659

日美株式会社 665

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「SENDAN」プロジェクト 697.698.699

インテリア用品

有限会社シーズ（Oxygen） 182

株式会社天童木工 235

飛驒産業株式会社 319.322

株式会社文祥堂 354

ミライス株式会社 370.371.372

SOMA青い森 439

南三陸森林管理協議会 446

星野工業株式会社 481

株式会社古崎 546

株式会社浅尾 585

株式会社ひらつか建築 . 591

京都北山丸太生産協同組合 594

富永ジョイナー有限会社 658

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「SENDAN」プロジェクト 697

諸富家具振興協同組合 702

ワークスペース・オフィス家具

株式会社イトーキ 77

株式会社内田洋行 89.90.91.92

コクヨ株式会社
151.152.154

155.156

株式会社サカモト 172

株式会社天童木工 236.237

ナイス株式会社 273

社会福祉法人おぶすま福祉会
飯能事業所 489

厚木市森林組合 502

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「SENDAN」プロジェクト 697

諸富家具振興協同組合 700

保育・学童家具

株式会社シーズ製品計画 184.185.186

一般社団法人多摩産材活用
あきがわ木工連

215.216
217.218

株式会社東京・森と市庭 264

ナイス株式会社 273

八王子現代家具工芸学校 294

美光印刷株式会社 311

飛驒産業株式会社 322.323

株式会社フォレスト西川 330.331.332
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ディスプレイ・店舗什器

細田木材工業株式会社 365

群馬県森林組合連合会 485

社会福祉法人幸仁会
障害福祉サービス事業所 川本園 493

東近江市あらゆる場面で木を使う
推進協議会 586

京都北山丸太生産協同組合 595

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　 599

サイン・看板

一般社団法人多摩産材活用
あきがわ木工連 219

東京都森林組合 247.249

社会福祉法人幸仁会 
障害福祉サービス事業所 川本園 492

堀内ウッドクラフト 511

株式会社ラ・ルース 513

泉洋化工株式会社 529

兵庫県森林組合連合会 606.607

株式会社メイボックジャパン 660

住宅設備

クネット西東京
（株式会社中村工業クネット事業部） 144.148

一般社団法人多摩産材活用
あきがわ木工連 218

日本住宅パネル工業協同組合 279

株式会社ニュースト 285.286.288

星野工業株式会社 478.479

群馬県森林組合連合会 484

針葉樹家具創作の会 昴 487

社会福祉法人幸仁会 
障害福祉サービス事業所 川本園 493

株式会社ラ・ルース 515

株式会社町八家具 538

株式会社浅尾 585

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　
596.597
598.599

有限会社一場木工所 647

土井木工株式会社 651

株式会社木遊舎 679

有限会社道免家具店 729

沖縄県森林組合連合会 732

ユニット・イベントブース

株式会社イトーキ 81.82

株式会社内田洋行 94

株式会社サカモト 175.176

SOMA青い森 438.439

宮城県 CLT等普及推進協議会 453

株式会社栃毛木材工業 477

片桐銘木工業株式会社 569

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「ふるさと家具」プロジェクト 693.694

株式会社日本の窓 435.437

株式会社山二建具 500.501

株式会社ラ・ルース 515

株式会社イマガワ
638.639
640.641

パーテーション

株式会社イトーキ 79

東京都森林組合 247

株式会社文祥堂 356

協同組合秋田県家具工業会
AKITA COLLECTION OFFICE

457

泉洋化工株式会社 528

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　 599

合同会社木生活 677

衛生・防災用品

秋川木材協同組合 68

株式会社小林三之助商店 166

東京都森林組合 247

片桐銘木工業株式会社 569

株式会社木栄 613

ベンチ

株式会社イトーキ 80.82.85

株式会社サカモト 170.171

株式会社天童木工 240

株式会社東京・森と市庭 264

株式会社 Tree to Green 418

宮城県 CLT等普及推進協議会 451.452

群馬県森林組合連合会 485

針葉樹家具創作の会 昴 486.487

厚木市森林組合 503

株式会社マーベルコーポレーション 548.549

京都北山丸太生産協同組合 594

京北銘木生産協同組合 601

有限会社野中木工所 709

空間コーディネート

帝国器材株式会社 224

一般社団法人 kitokito 412

株式会社 Tree to Green 419.420

一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり
研究所 /MORIMO

505

オーダー家具

一般社団法人多摩産材活用
あきがわ木工連 220

帝国器材株式会社 227

日本住宅パネル工業協同組合　 280
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日 用 品

キッチン用品・食器類

秋川木材協同組合 68.69

有限会社沖倉製材所 118

株式会社木具定商店 136

野村材木店 292

八王子現代家具工芸学校 296.297

美光印刷株式会社 309.310

社会福祉法人蕗の会
障害福祉サービス事業所 ひのき工房 340

ミライス株式会社 374

木工房・茶房 もりのうた 384.385

木工房 森のささやき 393

社会福祉法人山の子の会 
障害者支援施設 山の子の家 396

FRONTIER JAPAN株式会社 404.405

津山木工芸品事業協同組合 444.445

南三陸森林管理協議会 447

有限会社アイタ材木店 460.461

有限会社ワンツー 464.465

星野工業株式会社 480

社会福祉法人おぶすま福祉会
飯能事業所 491

株式会社ラ・ルース 514

株式会社藤田建装 350

一般社団法人 kitokito 411

株式会社 Tree to Green 417.420

株式会社サンニチ印刷 550.551

株式会社 LINK WOOD DESIGN 680

その他

株式会社イトーキ 80

帝国器材株式会社 225

東京ブラインド工業株式会社 256

株式会社東京・森と市庭 262

株式会社ニュースト 287

宮城県 CLT等普及推進協議会 450.452.453

群馬県森林組合連合会 484

株式会社古崎 545

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　 598

兵庫県森林組合連合会 606

株式会社朝倉家具 521

NPO法人お山の森の木の学校 522

スタイル・オブ・ジャパン株式会社 541

＆CRAFTS（株式会社シェア・ハピネス） 553

兵庫県森林組合連合会 607

一般社団法人吉野かわかみ社中 614.615

株式会社津山銘木 644

株式会社 LINK WOOD DESIGN 681

高知県木製品工業連合協同組合 683

協同組合ドライウッド土佐会 688

諸富家具振興協同組合 703

株式会社グロースリング 722.723

有限会社うえざと木工 730

インテリア雑貨

株式会社ウッドボックス
ひのはらファクトリー 107

有限会社沖倉製材所 117.118

株式会社木具定商店 138

東京都森林組合 249

社会福祉法人蕗の会
障害福祉サービス事業所 ひのき工房 339

ミライス株式会社 377

木工房 森のささやき
390.391
392.393

FRONTIER JAPAN株式会社 404.407

南三陸森林管理協議会 447

有限会社ワンツー 463

社会福祉法人おぶすま福祉会
飯能事業所 490

NPO法人お山の森の木の学校 523

家具屋アカトシロ 669

株式会社 LINK WOOD DESIGN 681

協同組合ドライウッド土佐会 689

有限会社うえざと木工 731

バラエティ雑貨

秋川木材協同組合 69

株式会社ウッドボックス
ひのはらファクトリー 106

東京都森林組合 249

株式会社東京・森と市庭 262

野村材木店 292

美光印刷株式会社 312

社会福祉法人蕗の会
障害福祉サービス事業所 ひのき工房 339

ミライス株式会社 376.378

木工房・茶房 もりのうた 382.383.386

木工房 森のささやき 392

FRONTIER JAPAN株式会社
402.403.404.405

406.407.408

一般社団法人 kitokito 414

南三陸森林管理協議会 447
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社会福祉法人おぶすま福祉会
飯能事業所 491

社会福祉法人幸仁会 
障害福祉サービス事業所 川本園 492

堀内ウッドクラフト 510.511

NPO法人お山の森の木の学校 523

株式会社谷口 533.535

設楽森林組合 570

兵庫県森林組合連合会 607

株式会社大五木材 672

合同会社木生活 676

株式会社小島工作所 705

有限会社うえざと木工 730

ステーショナリー

ミライス株式会社 375

木工房 森のささやき 390

FRONTIER JAPAN株式会社 406

津山木工芸品事業協同組合 445

一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり
研究所 / MORIMO

507

株式会社ラ・ルース 515

株式会社谷口 533.535

東近江市あらゆる場面で木を使う
推進協議会 589

京都北山丸太生産協同組合 595

兵庫県森林組合連合会 607

一般社団法人吉野かわかみ社中 616.617

合同会社木生活 676

株式会社 LINK WOOD DESIGN 680

協同組合ドライウッド土佐会 689

諸富家具振興協同組合 703

株式会社小島工作所 705

時計

ミライス株式会社 373

社会福祉法人幸仁会 
障害福祉サービス事業所 川本園 492

厚木市森林組合 503

兵庫県森林組合連合会 607

諸富家具振興協同組合 702

アクセサリー

美光印刷株式会社 312

FRONTIER JAPAN株式会社 408

南三陸森林管理協議会 449

有限会社うえざと木工 731

ファッション小物

有限会社沖倉製材所 117

美光印刷株式会社 312

表彰記念品

株式会社東京・森と市庭 264

株式会社谷口 535

設楽森林組合 571

諸富家具振興協同組合 703

その他

有限会社沖倉製材所 116

ミライス株式会社 378

星野工業株式会社 480

厚木市森林組合 503

堀内ウッドクラフト 510

＆CRAFTS（株式会社シェア・ハピネス） 552

オールスタッフ株式会社 563

BokuMoku 629

富永ジョイナー有限会社 659

協同組合ドライウッド土佐会 687

社会福祉法人蕗の会
障害福祉サービス事業所 ひのき工房 338

南三陸森林管理協議会 448

株式会社谷口 533.534.535

一般社団法人吉野かわかみ社中 616

株式会社 LINK WOOD DESIGN 680

協同組合ドライウッド土佐会 688

アロマ・リラックス用品

株式会社ウッドボックス
ひのはらファクトリー 106.107.108

有限会社沖倉製材所 116

ミライス株式会社 377

木工房・茶房 もりのうた 382

FRONTIER JAPAN株式会社 403

南三陸森林管理協議会 448

飛騨フォレスト株式会社 560.561

高知県木製品工業連合協同組合 682

小国町森林組合
（くまもと県産森林認証材供給協議会） 710

株式会社グロースリング 721

アウトドア用品

株式会社東京・森と市庭 262

株式会社杉生 573.574

株式会社津山銘木 645
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玩 具 ・ 遊 具

有限会社沖倉製材所 117

株式会社小林三之助商店 168

一般社団法人多摩産材活用あきがわ木工連 219

東京都森林組合 248

株式会社東京・森と市庭
258.259
261.263

美光印刷株式会社 311

飛驒産業株式会社 324

社会福祉法人蕗の会
障害福祉サービス事業所 ひのき工房

334.335
336.337

木工房・茶房 もりのうた 383.386

木工房 森のささやき 394

FRONTIER JAPAN株式会社 408

一般社団法人 kitokito 413.414

株式会社 Tree to Green 419

津山木工芸品事業協同組合 445

有限会社ワンツー 464

星野工業株式会社 478.479

社会福祉法人幸仁会 
障害福祉サービス事業所 川本園 493

一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり
研究所 /MORIMO

506

堀内ウッドクラフト 508.509

株式会社ラ・ルース 512.514

ナカムラ工房 524.525

あらい銘木工業株式会社 527

株式会社長田組 531

株式会社町八家具 538

株式会社サンニチ印刷 550

やまなし水源地ブランド推進協議会 555

ヨキカグ 567

株式会社浅尾 584.585

東近江市あらゆる場面で木を使う
推進協議会 587.588

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　596.597.598

京北銘木生産協同組合 601

株式会社ウッディヨネダ 643

有限会社一場木工所 647.648.649

合同会社もがな 675

高知県木製品工業連合協同組合 683

協同組合福岡・大川家具工業会地域材
開発部会「ふるさと家具」プロジェクト 694.695

株式会社小島工作所 704.705

有限会社野中木工所 708

株式会社グロースリング 723

有限会社うえざと木工 731

沖縄県森林組合連合会 732.733

本カタログは、掲載している製品について東京都が推奨するものではありません。

そ の 他

基礎工事材 株式会社アラ井 72.73.74

基礎工事材 株式会社ウッディーコイケ 102

仏具 有限会社沖倉製材所 115

ピラティス器具 奥多摩ピラティス 121.122.123.124

江戸折箱 株式会社木具定商店 137

既存樹活用プロジェクト 帝国器材株式会社 228

ワークショップ 八王子現代家具工芸学校 298

リアカー屋台 美光印刷株式会社 308

楽器 木工房 森のささやき 393

地盤改良工法 木材活用地盤対策研究会 498.499

木のシート 株式会社谷口 532

神棚 株式会社町八家具 539

トレーラー 株式会社古崎 547

突板シート オールスタッフ株式会社 563

仏具 大伸木工株式会社 565

仏具 東近江市あらゆる場面で木を使う推進協議会 589

タイニーハウス 株式会社ひらつか建築 . 590

欄間 大阪欄間工芸協同組合 602.603

木材見本 株式会社ウッディヨネダ 642

木材見本 株式会社大五木材 673

端材活用プロジェクト タカシマホールディングス株式会社 707

ハイブリット集成パネル 有限会社カネサダ横尾木工所 717

神棚、季節飾り 株式会社グロースリング 720.721

命名板 有限会社うえざと木工 731
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企 索業 引

あ 有限会社アイタ材木店 460

秋川木材協同組合 66

協同組合秋田県家具工業会 
AKITA COLLECTION OFFICE

454

株式会社浅尾 584

株式会社朝倉家具 518

厚木市森林組合 502

株式会社アラ井 72

あらい銘木工業株式会社 526

株式会社荒川材木店 466

有限会社一場木工所 646

株式会社イトーキ 76

茨城県産材推進協議会 474

株式会社イマガワ 638

有限会社うえざと木工 730

株式会社内田洋行 88

株式会社ウッディーコイケ 96

株式会社ウッディヨネダ 642

株式会社ウッドボックス 
ひのはらファクトリー 106

江間忠木材株式会社 110

大阪欄間工芸協同組合 602

オールスタッフ株式会社 562

有限会社沖倉製材所 114

沖縄県森林組合連合会 732

奥多摩ピラティス 120

小国町森林組合
（くまもと県産森林認証材供給協議会） 710

社会福祉法人おぶすま福祉会 
飯能事業所 488

NPO法人お山の森の木の学校 522

株式会社オロチ 632

森林組合おわせ 578

か 家具屋アカトシロ 668

片桐銘木工業株式会社 568

有限会社カネサダ横尾木工所 716

有限会社川西木工所 662

株式会社キーテック 126

株式会社木具定商店 136

有限会社北田加工所 712

木の工房 樫 624

ぎふ性能表示材認証センター 558

木村産業有限会社　 432

木村木材工業株式会社 140

京都北山丸太生産協同組合 592

一般社団法人京都府木材組合連合会　　　　　596

協和木材株式会社 468

クネット西東京
（株式会社中村工業クネット事業部） 144

株式会社グロースリング 720

群馬県森林組合連合会 484

「株式会社」 「有限会社」等は含まず、50音に並べています。

京北銘木生産協同組合 600

社会福祉法人幸仁会 
障害福祉サービス事業所 川本園 492

高知県木製品工業連合協同組合 682

コクヨ株式会社 150

越井木材工業株式会社 158

株式会社小島工作所 704

株式会社小林三之助商店 166

有限会社小林製材所 494

さ 一般社団法人さがみ湖 森・モノづくり
研究所 /MORIMO

504

株式会社サカモト 170

札鶴ベニヤ株式会社 426

株式会社サンニチ印刷 550

有限会社シーズ（Oxygen） 178

株式会社シーズ製品計画 184

株式会社シェア・ハピネス 
（＆CRAFTS） 552

設楽森林組合 570

信州木材認証製品センター 556

針葉樹家具創造の会 昴 486

株式会社シンラテック 654

株式会社杉生 572

スタイル・オブ・ジャパン株式会社 540

株式会社スプリームハウス建築工房 
川口・工務店 188

株式会社セルフネン 542

泉洋化工株式会社 528

た 株式会社大一合板商事 670

大建工業株式会社 192

株式会社大五木材 672

大伸木工株式会社 564

大和ツキ板産業株式会社 200

有限会社高吟製材所 440

タカシマホールディングス株式会社 706

株式会社高嶺木材 724

竹村工業株式会社 204

多田工業株式会社 656

株式会社田中材木店 中央木材工業所 714

田辺市中辺路木材加工場 626

株式会社谷口 532

一般社団法人
多摩産材活用あきがわ木工連 214

株式会社津山銘木 644

津山木工芸品事業協同組合 444

株式会社ティ・エス・シー 496

帝国器材株式会社 222

ティンバラム株式会社 458

株式会社天童木工 230

天龍木材株式会社 242

土井木工株式会社 650



750 751

東京都森林組合 246

東京ブラインド工業株式会社 252

株式会社東京・森と市庭 258

有限会社道免家具店 728

株式会社土佐組子 684

株式会社栃毛木材工業 476

株式会社鳥取CLT 634

富永ジョイナー有限会社 658

協同組合ドライウッド土佐会 686

な 株式会社内外テクノス 266

ナイス株式会社 270

株式会社長田組 530

なかの材木株式会社 580

ナカムラ工房 524

中本造林株式会社 652

日美株式会社 664

株式会社日新 636

株式会社ニッタクス 428

日本住宅パネル工業協同組合　 278

株式会社日本の窓 434

株式会社ニュースト 284

有限会社二和木材 442

有限会社野中木工所 708

野村材木店 290

は 株式会社芳賀沼製作 470

八王子現代家具工芸学校 294

有限会社浜中材木店 300

株式会社ハルキ 430

東近江市あらゆる場面で木を使う
推進協議会 586

美光印刷株式会社 308

協同組合日田家具工業会 718

飛驒産業株式会社 314

飛騨フォレスト株式会社 560

兵庫県森林組合連合会 606

協同組合兵庫木材センター 608

株式会社ひらつか建築 . 590

株式会社フォレスト西川 326

社会福祉法人蕗の会
障害福祉サービス事業所 ひのき工房 334

協同組合福岡・大川家具工業会
地域材開発部会 
「ふるさと家具」プロジェクト
「SENDAN」プロジェクト

692
696

鳳至木材株式会社 536

藤島林産株式会社 342

株式会社藤田建装 348

株式会社古崎 544

株式会社文祥堂 352

北三株式会社 358

星野工業株式会社 478

細田木材工業株式会社 364

堀内ウッドクラフト 508

ま 株式会社マーベルコーポレーション 548

株式会社町八家具 538

松阪木材株式会社 582

南三陸森林管理協議会 446

宮城県CLT等普及推進協議会 450

ミライス株式会社 370

株式会社メイボックジャパン 660

合同会社もがな 674

株式会社木栄 610

木材活用地盤対策研究会 498

合同会社木生活 676

株式会社木遊舎 678

木工房・茶房 もりのうた 380

木工房 森のささやき 388

株式会社モリアン 604

諸富家具振興協同組合 700

や 株式会社ヤギサワ 482

やまなし水源地ブランド推進協議会 554

株式会社山二建具 500

社会福祉法人山の子会 
障害者支援施設 山の子の家 396

ヨキカグ実行委員会 566

吉田産業株式会社、
ウッドエナジー協同組合 726

一般社団法人吉野かわかみ社中 614

吉野製材工業協同組合 618

ら 株式会社ラ・ルース 512

わ 有限会社ワンツー 462

B 株式会社Bb Wood Japan 398

BokuMoku 628

F FRONTIER JAPAN株式会社 402

K KIRIDAS 十津川木工家具協議会 620

一般社団法人kitokito 410

L 株式会社LINK WOOD DESIGN 680

S SOMA青い森 438

T 株式会社Tree to Green 416

「株式会社」 「有限会社」等は含まず、50音に並べています。
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