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木彩工房

puti仏壇［桜］

puti仏壇［胡桃］puti仏壇［楓］

puti祭壇［クロス］

ブラックチェリーの一枚板を贅沢に使った最上級のお
仏壇。天然オイルと蜜蝋ワックスで仕上げることで、木
の持つ美しさや肌触りを大切にしました。

住まいの中心に「何か崇める場所が欲しい」と言うキリ
スト教の方のご要望より生まれました。
二つの材を組み合わせモダンで美しく仕上げることで、
大切な祈りのシーンを育みます。

ウオールナット一枚板から作ったお仏壇です。木目や木
の持つ美しさをシンプルに表現した一品です。小ぶりな
サイズで暮らしの中にインテリアとして溶け込みながら
確かな高級感を感じさせます。

メープルの中でも特に美しい、チジミ杢を持つ一枚板
を贅沢に使い、蟻型追い入れ組等の木組みの技法を用
いて組み上げました。一点、一点職人の手作りで、最上
級の味わいある一品に仕上げました。

puti祭壇［クロス］

材料：ブラックチェリー

サイズ：W200×D150×H300（㎜）　重量：3kg

材料：メープル

サイズ：W200×D150×H300（㎜）　重量：3kg
材料：ウォールナット
サイズ：W200×D150×H300（㎜）　重量：3kg

材料：メープル・ブラックチェリー
サイズ：W200×D150×H300（㎜）　重量：3kg

筑後川の豊かな流れから始まった大川家具480年の歴史。

すべてが職人の手による国産品です。

筑後川によって育まれてきた大川には、様々な木工技能・文化が誕生してまいりました。

そして、家具・インテリア製品それぞれに歴史と伝統を有し、

技術を伝承して今日に至っております。

とりわけ、大川総桐箪笥、大川組子、大川彫刻、掛川織は

福岡県知事の特定工芸品に指定されております。

歴史と技能に裏打ちされ、これらの作品群は

制作者の感性によって更に磨き上げられてきました。

産地「大川」は、インテリア産業の集積地です。

家具、建具をはじめ木材、化粧合板、刃物、金物、い製品など

他に類を見ないほどの関連産業が大川の地に集積し、

それぞれが新製品開発や技能の向上に努めています。

本ギフトショーへの出展作品も様々なメーカーが

それぞれの素材が持つ特性を最大限に活かしつつ、

新たな感性と技術を駆使して製作したもので、

集積地ならではの多彩な作品群となっております。
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有限会社 古典木工桐里工房

屋久杉 小仏壇　梅華
（２枚戸、４枚戸）

総桐ミニ仏壇［MIRAI］

屋久杉を使った、小振りの仏壇。
開戸上部の欄間には梅の華を散り
ばめ、仏具のお飾りが出来るよう膳
引き（ガラス付）を付け、須弥壇に
は隠しの小箱を用意し、台は引出し
になるよう細工し、両サイドの側板
には、明かりが入るよう、格子窓を
付けています。

屋久杉 小仏壇  あかりII（戸なし）
置く場所を選ばない、コンパクトなサイ
ズのお仏壇です。開放感を出す為、左
右側板には格子窓を付けています。
屋久杉で作るお位牌は、別途ご要望に
て承っております。

屋久杉 仏壇  えん
組み立て式でどこでも手軽に祈りの場を設
けることができます。
前面の下台と、バックに使用している屏風
は、別々になります。下台全面格子は収納が
出来るように、引出にしております。
屋久杉で作る写真立て、お位牌に関しては、
別途ご要望にて承っております。

総桐の柾目と板目の一枚板で手造りされた小型・軽量のお仏壇
です。開き戸が前面に開いて、押し込むと棚板になります。
軽いので壁に掛けても使用できます。

総桐未来仏壇［KOMOREBI］

総桐小仏壇［SUBARU］

現代のライフスタイルに合わせたユニークな
モダンデザインのお仏壇。
大切な方への思いを一番に、自由で新しい
御供養をしたいと願う人々への新しい祈りの
シーンを提案します。

桐の一枚板を使用し、焼桐の技法で仕上
げました。全ての仏具が飾れる小ぶりの
総桐御仏壇です。
「故人を身近に感じ、語りたい」、そんな思
いを日々のお祈りに変えてくれます。

サイズ：W300×Ｄ280×Ｈ430(㎜） 重量：3kg

サイズ：W300×Ｄ220×Ｈ335(㎜） 重量：1kg

サイズ：W320×Ｄ300×Ｈ450(㎜）

サイズ：W230×Ｄ180×Ｈ380(㎜）

サイズ：W420×Ｄ240×Ｈ350(㎜）
サイズ：W340×Ｄ300×Ｈ450(㎜） 
重量：5kg

総桐の下台
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有限会社 貞苅産業坂井ガラス工房

煌めき（きらめき）

想い出ゆれたま  大・中　意匠登録・商標登録出願中
●ウォールナット　●アッシュ　●センダン　●ポプラ

●ウォールナット（突板）ガラス皿
　Ф110㎜  55g
●佐賀錦ガラス皿
　Ф110㎜  55g ／Ф160㎜  200g
●久留米絣ガラス皿
　Ф110㎜  55g ／Ф160㎜  200g ／Ф240㎜  450g
●金襴ガラス皿
　Ф110㎜  55g ／Ф160㎜  200g ／Ф240㎜  450g
●四立て台（ミニ型、小型）

豆皿シリーズ

久留米絣のガラス器
雑貨のディスプレイ、菓子置き、料理の器として
多様性に使って頂けます。

透明なガラスとガラスの間に、天然木や着物の生地を挟んで
新たな息吹を吹き込んだ伝統工芸品です。

故人が大切にしていた着物の生地を挟んでガラスの皿
に仕上げました。皿立ては木のスピーカーになっており、
スマートフォンを立てればやわらかな音が響きます。
ガラスで仕上げた位牌は、ＬＥＤの光で厳かに光り、心
落ち着く時を演出します。

天然木で仕上げた小さなお骨壷です。手にそっと包んで
いつも故人を偲ぶことで、手元から優しい風合いに生まれ
かわる木のたまご。ゆらゆらと揺れる姿は、大切な想い出
が語りかけてくるようです。
レーザー加工で写真や文字を表面に描くことができます。

［大］W90×Ｄ90×Ｈ120(㎜）　400g

［中］W80×Ｄ80×Ｈ110(㎜）　300g　　　

サイズ：W250×D190×H280(㎜）
重量：1.4kg

サイズ：W10×Ｄ260×Ｈ280(㎜）  重量：800ｇ　

博多織菓子器・
久留米絣菓子器
木枠に博多織、久留米
絣を挟んだ商品です。
お菓子をのせたり、立て
ればオブジェとして楽し
めます。後ろから光をあ
てれば、こぼれる光が幻
想的です。

サイズ：W225×D120×H30(㎜）  重量:450ｇ　

［ミニ］W90×D90×Ｈ60(㎜） 30g

［小型］W110×D160×H120(㎜） 130g

材料：博多織の生地、ガラス、ブラックチェリー材
　　  久留米絣の生地、ガラス、ブラックアッシュ材
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株式会社 中村敬木工株式会社 髙田突板

ぬく森-nukumori- ／木もれ灯-comorebi-

メモリアルBOX　虹（S）

天然木を使った祈りのインテリアです。灯をともすと想い
を共にしたペットのシルエットが浮かび上がります。木目
が美しく、優しい木の風合いがあり、暮らしの中心に置く
ことができます。
ペットの名前を入れたり、写真をレーザーで焼き付けた
りすることもできます。

サイズ：W210×Ｄ220×Ｈ295(㎜）
重量：4kg

材料：パイン材

メモリアルBOX　虹（M） サイズ：Ｗ320×Ｄ250×Ｈ420(㎜）　重量：5kg

メモリアルBOX　虹（L） サイズ：Ｗ440×Ｄ250×Ｈ420(㎜）　重量：7kg

小窓がついたメモリアルＢＯＸ。
カラーもカラフルに4色対応。
大切な想いと共にリビングで飾っておける
やさしくてかわいいお仏壇を提案します。

材  料：無垢材（ウォールナット／オーク）、

　　    天然木突板、LED電球

サイズ：W200×Ｄ120×Ｈ240(㎜） 重量：1kg

材  料：無垢材（ウォールナット／オーク）

　　    天然木突板、LED電球

サイズ：W130×Ｄ100×H210(㎜） 重量：800g

木もれ灯-comorebi-

ぬく森-nukumori-
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朝陽(チョウヨウ)
バックボードに12㎜のカットガラス
を取り付け、底部よりLEDライトで照
らすことによりガラスのカット部分
が光るようになっています。
御本尊、御位牌、遺影に後光が差す
イメージです。
ベース部分は無垢材を使用した価
値ある逸品です。

寄添(よりそい）
大切な思い出といつも寄り添うことができるお仏壇
です。強力マグネットを使用して、スタンドも収納も
楽々。持ち運びに便利で、置き場所を選びません。
木目の美しさや質感を大切にし、温かみを感じるオ
イル塗装で仕上げました。

東木工 株式会社ナカヤマ木工

ピッキオ フォルダー「人生会議」

材料：ブラックチェリー材or

　　  ウォールナット材orオーク材

サイズ：W420×Ｄ280×Ｈ307（㎜）

重量：5kg

材料：ウォールナット材orオーク材

サイズ：W165×Ｄ130×Ｈ185(㎜）

重量：0.5kg

材料：ブラックチェリー

サイズ：W370×Ｄ260×Ｈ270（㎜）　重量：5kg

もしもの時に必要な大切な書類。どのような医療やケアを望む
か、葬儀を希望するか。自分の意思を伝える書面は、まとめて、
きちんとしたフォルダーに残して置くことが大切です。
誰もが一目でそれとわかるように、質感のあるブラックチェリー
の無垢材で仕上げました。棚板は、スライドに取り出せるすぐ
れモノ。A4サイズのファイルを収納できます。
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コンパクトブックシェルフ
『honbaco』

３段階で使える子どもイス『3way istool』

アーク 60開戸タイプ ネッスル 60-3段

シンプルデザインで持ち運びしやすく、
コンパクトにお気に入りの本たちを収
納。ソファーやベッドの横でサイドテー
ブルにも使えます。

丸田木工 株式会社一龍木工 有限会社

材料：桧材　蜜蝋オイル塗装

サイズ： W325×Ｄ290×Ｈ410(㎜）

重量：4.2kg  

ちょこっとスツール『cho-cotto+』
こどもイスというよりも大人がちょこっと座るのにいい
かも！シンプルなデザインで大人が座っても大丈夫な
強度。持ち運びしやすく、こども達と接するのにいい高
さ。リビング・こども部屋・それに玄関などいろんな所
で大活躍！スタッキング可能で場所もとりません。
座面生地も同じ福岡で手仕事による染織を長年手が
けてあるテキスタイル長尾の可愛らしいチェック柄。

置き方を変えるだけで、こども用イスやスツール
に早変わり。３段階の高さでより幅広く使えます。
こども用イスとして座面の高さは２段階、イスを
ひっくり返すことにより、座面高が130mmや
180mmに変化！ローテーブルの高さやお子さま
の身長によって使い分けできますよ。
座面生地も同じ福岡で手仕事による染織を長年
手がけてあるテキスタイル長尾の可愛らしいチェ
ック柄。  

材料：桧材　蜜蝋オイル塗装

サイズ： W320×Ｄ290×Ｈ320(㎜）

重量：3.2kg  

材料：桧材　蜜蝋オイル塗装

サイズ：W350×Ｄ290×Ｈ310(㎜）　　

重量：3kg  

壁掛け仏壇　デコ
表面材：ホワイトオーク無垢材とウォールナット無垢材の

　　　  2素材対応

サイズ：Ｗ378×Ｄ182×Ｈ395(㎜）

表面材：
ホワイトオーク・ウォールナット無垢材の
2素材対応
天板：強化紙貼
塗装：ウレタン塗装
※スライド式膳引付 W534×D250(㎜）

表面材：
ホワイトオーク・ウォールナット無垢材の
2素材対応
天板：強化紙貼
塗装：ウレタン塗装
垣板：17㎜厚（桐材）
底板：5㎜厚（桐芯）
※スライド式膳引付 W534×D250(㎜）

ドルチェ 60-2段
表面材：
ケバンス無垢材ブラウン色・ダーク色の
2色対応
天板：ポリ化粧
塗装：ウレタン塗装
垣板：17㎜厚（桐材）
底板：5㎜厚（桐芯）
※スライド式膳引付　W534×D250(㎜）

サイズ：W584×Ｄ439×Ｈ417(㎜）サイズ：W584×Ｄ435×Ｈ568(㎜）

サイズ：W584×Ｄ435×Ｈ719(㎜）

家具調仏壇専用台
天然木ならではの温もりのある素材をそのまま引き立たせ
婚礼家具で培ってきた伝統的な桐抽斗（箱組構造）に拘った家具調仏壇専用台。

壁掛け仏壇
【シンプル】【おしゃれ】【省スペース】
仏壇らしくないデザインで、絵画やアートを飾るように
扉を閉めるとモダンなインテリアに早変わり!!
わずか18cmの奥行で、圧迫感を感じさせません。  

壁掛け仏壇　スリット
表面材：ホワイトオーク無垢材とウォールナット無垢材の

　　　  2素材対応

サイズ：Ｗ378×Ｄ182×Ｈ395(㎜）   
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掲載メーカー

大川インテリアガイドブック

www.nishiin.jp/actbk/okawa/

www.okawajapan.jp/

大川のインテリア情報を電子ブックで配信！

書籍「大川木工産業史」発刊！
好評販売中です。

大川インテリア振興センターの
ホームページ

大川木工産業の成り立ちから現代までを通史と

して編纂し、「大川木工産業史」として発刊いたし

ました。筑後川の豊かな流れから始まった大川

の木工産業480年の歴史を読んでみませんか。

ご希望の方は、当振興センターにてご購入いた

だけます。

［問合せ］(一財）大川インテリア振興センター

TEL 0944-87-0035

1冊 3,500円

（税込価格）

〒831-0033 福岡県大川市幡保176

TEL0944-87-1165  FAX0944-87-1165

［WEB］https://kisai-koubou.com

［E-mail］kisaikobo@yahoo.co.jp

木彩工房

〒831-0004 福岡県大川市大字榎津74-3

TEL0944-86-3938  FAX0944-88-2281

［WEB］http://www.kirikoubou.com/

［E-mail］info@kirikoubou.com

桐里工房

〒831-0004 福岡県大川市大字榎津73-1

TEL0944-87-1189  FAX0944-86-5815

［WEB］http://www.sashimonoya.jp/koten/profile.html

［E-mail］koten_yakusugi@extra.ocn.ne.jp

有限会社 古典木工

〒831-0005 福岡県大川市向島1543

TEL0944-86-4465

［WEB］http://www.marutatsukagu.com/sakai.html

坂井ガラス工房

〒831-0005 福岡県大川市大字向島880-5

TEL0944-86-4515 FAX0944-86-4299

［WEB］http.//www.sadakari.co.jp

［E-mail］info@sadakari.co.jp

有限会社 貞苅産業

〒831-0026 福岡県大川市大字三丸1411-1

TEL0944-88-1661 FAX0944-88-1665

［WEB］https://takada-tsukiita.com

［E-mail］info@takada-tsukiita.com

株式会社 髙田突板

〒840-2104 佐賀県佐賀市諸富町徳富725-3

TEL0952-47-3147 FAX0952-47-3770

［E-mail］naka-k-m@po.saganet.ne.jp

株式会社 中村敬木工

〒831-0041 福岡県大川市小保住吉800

TEL0944-86-4227  FAX0944-86-4237

［WEB］https://www.nakayama.life/

［E-mail］Info@nakayama.life

ナカヤマ木工

〒831-0035 福岡県大川市津605-1

TEL0944-88-1238  FAX0944-88-1522

［WEB］www.higashi-inc.com 

［E-mail］info@higashi-inc.com

東木工 株式会社

〒831-0015 福岡県大川市本木室107-1

TEL0944-86-2683 FAX0944-86-7856

［E-mail］info@moku-ichiryu.com

一龍木工 有限会社

〒831-0041 福岡県大川市大字小保712-10

TEL0944-88-1313  FAX0944-87-7588

［WEB］http://www.maruta-m.co.jp

［E-mail］info@maruta-m.co.jp

丸田木工 株式会社

大川インテリア振興センターでは様々な情報を発信しています。
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