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福岡県産材活用プロジェクト

参加企業
有限会社アサヒ突板工業

〒831-0005

福岡県大川市向島916-4

TEL:0944-87-1102

株式会社ウエキ産業

〒831-0042

福岡県大川市九網357-1

TEL:0944-88-3388

エイゼントレィディング株式会社

〒831-0008

福岡県大川市鐘ヶ江695

TEL:0944-88-2231

古賀清木工株式会社

〒831-0012

福岡県大川市上白垣168-1

TEL:0944-87-4624

有限会社野中木工所

〒831-0005

福岡県大川市向島1473-2

TEL:0944-88-2525

丸田木工株式会社

〒831-0041

福岡県大川市小保712-10

TEL:0944-88-1313

株式会社マーゼルン

〒840-2104

佐賀県佐賀市諸富町徳富700-2

TEL:0952-47-7711

株式会社モーニン

〒831-0006

福岡県大川市中古賀153-1

TEL:0944-86-4085

有限会社ヨコタウッドワーク

〒831-0041

福岡県大川市小保968

TEL:0944-86-3822

有限会社吉川木工

〒831-0015

福岡県大川市本木室809-3

TEL:0944-86-4597

株式会社アルファタカバ

〒831-0008

福岡県大川市鐘ヶ江63-1

TEL:0944-86-2411

株式会社ウエキ産業

〒831-0042

福岡県大川市九網357-1

TEL:0944-88-3388

株式会社河口家具製作所

〒832-0089

福岡県柳川市田脇289-1

TEL:0944-74-4661

古賀清木工株式会社

〒831-0012

福岡県大川市上白垣168-1

TEL:0944-87-4624

株式会社酒見椅子店

〒831-0025

福岡県大川市坂井740-6

TEL:0944-86-4385

株式会社園田産業

〒831-0006

福岡県大川市中古賀561-1

TEL:0944-87-3193

有限会社大栄産業

〒831-0008

福岡県大川市鐘ヶ江705-1

TEL:0944-87-5572

東洋突板工芸株式会社

〒831-0005

福岡県大川市向島960-1

TEL:0944-87-1567

株式会社丸仙工業

〒832-0088

福岡県柳川市間690-2

TEL:0944-72-2201

レグナテック株式会社

〒840-2106

佐賀県佐賀市諸富町山領266-1

TEL:0952-47-6111

有限会社アサヒ突板工業

〒831-0005

福岡県大川市向島916-4

TEL:0944-87-1102

有限会社生松工芸

〒831-0016

福岡県大川市酒見1648

TEL:0944-86-5151

丸田木工株式会社

〒831-0041

福岡県大川市小保712-10

TEL:0944-88-1313

有限会社ヨコタウッドワーク

〒831-0041

福岡県大川市小保968

TEL:0944-86-3822

■地域材開発プロジェクトSOUSEI

お問い合わせ先
一般財団法人 大川インテリア振興センター
TEL:0944-87-0035

FAX:0944-87-0056

〒831-0028 福岡県大川市郷原483-8
http://www.okawajapan.jp/
E-mail interior@po.saganet.ne.jp

ふくおか の木
と

大川の家具

福岡県内齢級別のスギ・ヒノキ人工林面積

（千ha）
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福岡県産材活用プロジェクト

ふくおか の木
と

大川の家具

2018年4月現在
利用可能な人工林
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資料
「地域森林計画書」

日本は国土面積の約３分の２を森林が占める、世界でも有数の森林
国です。森林面積の約４割は人が木を植えて育てた人工林で、現在、
戦後に造林された多くの人工林が、本格的な利用期を迎えていま
す。人工林の資源量は年々増加しているにもかかわらず、十分使われ
ていないのが現状です。
林業は、森林を管理しながら育成した樹木を伐採して、木材を生産
する営みです。
ふくおかの木を使った木工製品を利用してもらうことは、利用期を
迎えたスギ・ヒノキ林の整備が進み、地域材の利用拡大につながり
ます。
また、近年世界で問題視されている
「違法伐採材を使うリスク」
を回避することにもなります。
これは、地球環境に加え、社会貢献などにも配慮したモノやサー
ビスを積 極 的に利用する「エシカル消 費」につながる動きだと
思っています。
「エシカル消費」
については、
２０１７年５月に施行されたクリーン
ウッド法も合法的に伐採された木材の利用を促進することが示され
ており、私たちが生活するうえで消費する様々なものの背景を考え
ることが必要となっています。
近年は、環境や健康に関心があっても、木材を利用する意義につい
ての認識が希薄ではないでしょうか。
このような生活環境では、木
材・木工製品の利用拡大に繋げていくことは困難だと思います。
木材・木工製品に愛着を持つには、生活の中で、五感に訴える
（木に
触れ、感じる）体験が必要で、木材の良さを知り、木材に親しみを持
つ経験が、木材を正しく利用し、森林を守ろうとする気持ちへと繋
がります。
筑後川流域の森林の恵みを受けて発展してきた木工産地「大川」
で
は、森林に感謝し、今まで培ってきた木工技術、
デザイン力を活かし
て木工製品を製造しています。
産地「大川」
の木工製品を暮らしの中に取り入れてもらうことで、木
に触れて木の心地良さを体感し、豊かな感性と心を育むことができ
るような、
そんな快適な生活空間をご提供できればと思っています。
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地域材開発プロジェクト

時寛 180ソファー、時寛 サイドテーブル、
時寛 サイドテーブル
（キャスター）

テレビボード

【株式会社園田産業】

【丸田木工株式会社】

リビングボード
【丸田木工株式会社】

学習机 コンビデスク、
ワゴン、上棚、
シェルフ、
チェア
【有限会社ヨコタウッドワーク】

センダンフロアライト
【有限会社アサヒ突板工業】

地域材開発プロジェクト

リベルタ
【株式会社アルファタカバ】

時寛 180テーブル、時寛 140ベンチ、
時寛 チェア
【株式会社園田産業】

食器棚
【株式会社河口家具製作所】
3

センダンペンダント
【有限会社アサヒ突板工業】
4

地域材開発プロジェクト

地域材開発プロジェクト

200 ＴＶボード
【古賀清木工株式会社】

リビングテーブル
【古賀清木工株式会社】

Vigore（ビゴーレ）
50DTPセット 桁Ｌ2350
【株式会社丸仙工業】

2P ソファー、
サイドテーブル
【古賀清木工株式会社】

シェルフ
【古賀清木工株式会社】

Vigore（ビゴーレ）
95DTPセット 桁Ｌ2350
【株式会社丸仙工業】

キャビネット リユース家具
【有限会社ヨコタウッドワーク】

ハイカウンター、
ローカウンター
【有限会社大栄産業】
5

80 ダイニングテーブル
【レグナテック株式会社】

Mu（ミュー）年輪テーブル
【株式会社丸仙工業】

180 ヒノキカウンター【株式会社河口家具製作所】
ハイスツール
【レグナテック株式会社】
6

エイゼントレィディング株式会社

有限会社アサヒ突板工業
TWISTY(ツイスティー )

結 YUIシリーズ 【実用新案登録済み】

0.2㎜に薄くスライスした天然木を0.4㎜のポリプロピレンに

衣装箱

独自技術により接着した素材、
ピアラシオフィルムを使った

ヒノキ材を使用し、職人の技を活かしたアリ組構造を施すなど細部に

照明スタンド。天然木より漏れるやさしい灯りに癒されます。

までこだわりました。四方に回した一本の横ラインはデザイン性と共

［サイズ］
φ239 H1055mm

に、持ち運びの際の機能性を兼ね備えたものです。
そのままチェストに

［材 質］
スギ・ポリプロピレン

もベッドにも収納できます。
また、移動に便利なキャスター付きの収納
台に積み重ねても使えます。
［サイズ］衣装蓋 W920 D420 H20mm
衣装箱 W920 D420 H180 ／ W920 D420 H90mm
収納台 W920 D420 H81.5mm（キャスター付き）
［材 質］
ヒノキ

木星
0.2㎜に薄くスライスした天然木を0.4㎜のポリプロピレンに

チェスト・ベッド

独自技術により接着した素材、
ピアラシオフィルムを使った

チェストは前板の割りも個性豊かに、
かつ機能的にも考えられた
構成です。
ベッドはタップリ充実した収納を重視した設計です。

ペンダント照明です。
ピースの組み換えで形が変化します。

［サイズ］ハイチェスト

［サイズ］
φ440mm

W1006 D494 H1236mm

ワイドチェスト W1406 D494 H906mm

［材 質］
スギ・ポリプロピレン

シングルベッド W1004 L2085 H900 BH299mm
［材

株式会社ウエキ産業

キルト

スギの持つ、温かさ、
やさしさを五感で

ラスティックなオーク材と早生広葉樹のセンダン

室内空間の演出を、本物の素材でぜひ
お楽しみください。表面材の木目は柔ら
かさを持ちつつ、強さを感じて頂けるよ
うに一枚一枚異なる木柄を目視にて選
別し、世界に一つとないドアをご提案致
します。
［サイズ］
T35 W810 H2200mm
［材 質］
スギ

7

古賀清木工株式会社

SUGI フラットモダンドア
感じながら、深呼吸できる落ち着きある

質］
アルダー・ヒノキ

材の無垢材を使用したチェストシリーズ。
ナチュ
ラル感溢れるオーク材とセンダン材の微妙な色
の材の組み合わせがデザインの特徴です。
アート
のように空間のアクセントとなるチェストを今回
ご提案いたします。
［サイズ］
１．
リビングチェスト74
W740 D420 H965mm
2.リビングチェスト120
W1200 D420 H603mm
［材 質］
センダン・ホワイトオーク
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株式会社マーゼルン

有限会社野中木工所
ヒノキとウォールナットの

桐マルチクローゼット収納 Ｍシリーズ

システムデスク

ウォークインクローゼット・衣裳部屋にも最適。
幅は３８幅、
７５幅、
１００幅と３タイプあり

天然木の温もりをそのままに、
オイルで仕上げ

アイテム数17の中から組み合わせ自由自在。

たシステムデスク。
スペースや用途に合わせて

お好みに合った収納が実現できます。

シェルフや収納、
オプション小物などを組み合
わせて、使い勝手が良く、作業効率が上がる特

［サイズ］W2885 D520 H1719mm

別なオリジナルワークスペースを創造します。

［材 質］桐

［サイズ］
1100デスクセット W1100 D490 H1500mm
1350デスクセット W1350 D490 H1500mm
［材 質］
ヒノキ・ウォールナット

桧・桐すのこベット
ヒノキを贅沢に使用した天然木の優しい風合いのベット。
脚が６本付いているので頑丈な仕様になっています。
またすのこ部分には桐材を使用し汗や湿気が抜けやすく、
カビ予防にも最適です。
［サイズ］W2000 D1000 H400mm
［材 質］
ヒノキ・桐

丸田木工株式会社
シンプル。けれど上質。

クローゼットチェスト
「フィット」
飽きのこないスタイリッシュなデザインに、
気密性の高い伝統的な桐抽斗の特性と
婚 礼 家 具で培ってきた技 術をそのまま
生かし、
クローゼット収納チェストを開発！
(幅）40/50/60/70/80㎝
（奥行）44/55㎝
(高さ)2段/3段/4段/5段
(色)ホワイト/オーク/ウォルナット

株式会社モーニン
２段ベッド サクラ
ヒノキをふんだんに使用しています。
ＳＧマーク付

なので、安心して大人の方にも、

お使いいただけます。
シングルベッドとしても、
お使いいただけます。
うすいマットレス、畳、敷布団を敷いて、
お使いいただけます。
［サイズ］
Ｗ1056 Ｌ2110 Ｈ1545mm
（内寸 Ｗ960 Ｌ1960）
［材 質］
ヒノキ

全120アイテムをご用意しました。
また、オプションとしてクローゼット内部に棚板
を自由に可 動出来るクローゼットシェルフ
（パイプ付）全10アイテムもご用意しました。

畳ベンチ 桧（細格子）
［サイズ］80-4段チェスト(センダン)
W784 D440 H751mm
［材 質］
センダン・桐

ホテルのロビーや玄関先やリビングなどで、
ご使用になれます。和室
が無い所などに、
いかがでしょうか。和の空間に、
ぴったりな造りに
なっています。
２人掛けになっていますので、
ゆったりと座る事が出来
ます。畳は、取り外しが出来ますので、畳を陰干しする事が出来ます。
［サイズ］
Ｗ450 Ｌ1800 Ｈ420mm
［材 質］
ヒノキ・桐
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有限会社ヨコタウッドワーク

主な納品事例

Wall Shelf & Desk Orﬃce（オルフィス）
スタンドタイプはオフィスなどでのちょっとしたミーティング
などで、
シッティングタイプは、家庭内での限られたスペース
での勉強やパソコンスペースとしてお使い頂けます。必要な
時にサッと開いて不要な時は畳めるスペースを取らない折り
畳み式テーブルです。
［サイズ］
standing type
W440 D190(ＴＤ820) H1720mm
sitting type
W440 D190(ＴＤ820) H1380mm

［納品先］八女市子育て総合支援施設（八女杉を使用した
「デザインベンチ」
と
「記帳台」）
［材 質］
スギ

［材 質］
スギ

［納品先］福岡県立大川樟風高校（県産ヒノキ・スギを使用した学習机と椅子）
［材 質］
ヒノキ・スギ

有限会社吉川木工

［納品先］福岡県立図書館
（県産センダンを使用）
［材 質］
センダン

地域材家具（平成28年度）

オープンシェルフ レーン-S
段違いの棚が特徴的なシェルフ、
レーン。
この
シリーズにローサイズが追加され、特別仕様と

㈱河口家具製作所（カクザベンチ）

して杉の突板タイプ
（レーン-S）
ができました。
文庫本から大きな美術書等、様々なサイズの
本を段違いの棚を利用して収納でき、水屋の
ような変化を付けた飾り棚としても活用できま
す。奥行29cmの省スペース設計で圧迫感が
無く、置く場所を問わないオールラウンドな
オープンシェルフです。

㈱馬場木工（マツバベンチ）

［サイズ］W450 D290 H1200mm
［材 質］スギ

㈱丸仙工業（ロッカクベンチ）
11

12

地域材家具（平成27年度）

㈲カメヤ家具工芸（ミーティングディスク）

㈱丸仙工業（ベンチ）

地域材家具（平成26年度）

古賀清木工㈱
（ユニットシェルフ）

㈱丸仙工業・㈱スマートリビング
（ユニットデスク）

モリタインテリア工業㈱（受付カウンター）

㈲志岐インテリア工業
（エグゼクティブデスク・ディスプレイキャビネット）

㈱馬場木工（システム家具）

㈲志岐インテリア工業（壁面取り付けTVボード）

木彩工房
（カウンターボード・テーブル・ベンチ）

㈲カメヤ家具工芸（ジャパン）

㈱モーニン
（畳ベンチ）

七三人工房（食卓）

㈲野中木工所
（デスクセット・シェルフセット）

㈱馬場木工（プレゼンハイテーブル）

㈱丸仙工業
（集中スペースユニット）

㈱河口家具製作所（多機能TVボード）

㈲ヨコタウッドワーク
（カウンターハイチェア）

㈲貞苅産業
（SDベッド＋センター 背もたれ）

㈱河口家具製作所（受付カウンター・ソファ）

立野木材工芸㈱（ダイニングテーブル・スツール）
木彩工房（壁面棚）

㈲野中木工（デスク＆パーテーション）

㈱辻製作所（エスベンチ・記帳台）

㈱馬場木工（手助けくん）

㈱スマートリビング（桧2段ベッド・チェスト）

㈲貞苅産業（ベンチ）

㈱川野工芸
（階段チェスト・座卓兼用テーブル）

㈱たかやま
（スツール）
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桐里工房（神棚）

㈲古典木工（仏壇家具）

㈲入江木工（キューブ）

古賀清木工㈱
（ベッドフレーム・ローチェスト・AVチェスト・キャビネット）
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