


杉材＋MOISS建材（調湿・消臭機能）

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲阿津坂商事
W280×D350×Ｈ190～380 （mm）

杉材＋MOISS シューズ BOX

調湿、消臭機能にすぐれた杉＋MOISS を使った
シューズ BOX。BOX 内は常に革靴に最適な湿
度が 50 ～ 60％に保たれており高級ブランドや
靴職人によるオーダーメイドシューズを守ります。
別注サイズオーダー可能です。

九州、小国産杉を天然乾燥・地熱低温乾燥した杉材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲阿津坂商事
1. 小：Ｗ500×Ｔ60×Ｈ420 （mm）・大：Ｗ680×Ｔ60×Ｈ400 （mm）
2.W600×T60×Ｈ600 （mm）・W345×T42×Ｈ260 （mm）
3.W629×T41×Ｈ363 （mm）
4.W630×T25×Ｈ433 （mm）
5.W629×T41×Ｈ363 （mm）
6.W410×D410×Ｈ265 （mm）

九州、小国産杉を地熱低温乾燥。スリット材にすることで木口の表面積を増やす事に成功しました。木口面は、香りや調湿、有害物質の吸着といった機能においては、非常に
画期的なものと言えます。リラックス効果がたかく、勉強部屋や寝室において、その効果を体験してください。

1. 杉小口三面パネル（小・大）／2. 杉小口二面パネル（60cm・34cm）／3. 杉小口二重スリットパネル（消臭）
4. 杉小口スリットパネル（額タイプ）／5. 杉小口スリットパネル（ウエーブタイプ）／6. 杉小口スリット（ピラミッド型）

九州産小国杉

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱ウエキ産業
Ｗ500×Ｄ200×Ｈ500 （mm）

木挽屋ねんりん仏壇

木挽屋ねんりん仏壇の樹齢は、私達の永代円満
を表現しております。年輪の言葉は、「長寿と繁
栄」です。置き型タイプで、インテリアとしても
お使い頂けます。

佐賀ヒノキ orウォールナット無垢材、
自然オイル＆ナノクリアス塗装

メーカー

サ イ ズ

素　　材

木のきもち
S：W58×Ｄ58×Ｈ44 （mm）
L：W75×Ｄ75×Ｈ92 （mm）

木の酒器（S・L）お酒を楽しむ気持ち。

縁起の良い八角形をベースに、和でも洋でも馴
染むストレートなデザインです。精緻なフォルム
と木の素材感が格式の高さと愛着を産みます。

ヒノキ無垢材／ウレタン塗装４色
（ブルー・グリーン・レッド・イエロー）

メーカー

サ イ ズ

素　　材

木のきもち
S：W320×Ｄ467×Ｈ343 （mm）
L：W345×Ｄ467×Ｈ403 （mm）

顔を洗ったり歯をみがいたり、お母さんの炊事
を手伝ったり、一緒にお菓子を作ったり、物を
高いところからとったり、自分で出来るを手伝う
台です。

子供の台（S・L）自分でやりたい気持ち。

ウォールナットor 米ヒバ無垢材、
オイル塗装

メーカー

サ イ ズ

素　　材

木のきもち
本体：W309×Ｄ74×H309 （mm）
棚板：W470×Ｄ127×Ｈ127 （mm）

格子の社 手を合わせる気持ち。

壁掛けで部屋のどこにでもお使いいただける神
棚です。腕利きの建具職人による格子の組子で
す。オプションで神具＆棚もございます。

ウォールナット無垢材オイル仕上げ
or 米ヒバ orウォールナット無垢材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

木のきもち
W309×Ｄ74×Ｈ309 （mm）

組子の時計 時を想う気持ち。

腕利きの建具職人による組子で作成された壁掛
け時計です。組子自体と影が美しく、色々なイ
ンテリアテイストに馴染むモダニズムデザインで
す。
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ホワイトオークorウォールナット
無垢材・ウレタン塗装、
ファブリック／久留米絣

メーカー

サ イ ズ

素　　材

木のきもち
W280×Ｄ280×Ｈ450 （mm）

モナカスツール　インテリアを遊ぶ気持ち。

和菓子のもなかからインスピレーションを得て、
6 種の花の形をモチーフにしたスツールです。お
部屋に花びらが舞った様な可愛らしいスツールで
す。

本体：アルダー無垢材オイル仕上げ、
作業台：アルダー無垢材オイル仕上げ＆メラミン

メーカー

サ イ ズ

素　　材

木のきもち
W550×Ｄ390×Ｈ450 （mm）

イージーワーキング／自由に学びたい気持ち。

最近では子供は学習デスクではあまり勉強せず、ダイニングテーブルで
家族に囲まれながら勉強する傾向にあります。しかし、ダイニングテー
ブルでは食事など他のシーンも共存するため、その都度の片付けや掃除
が必要となります。そうであるならば、勉強の為の作業台を作り、それを
自由に動かせるような新たな家具ができればと思い、開発しました。

ホワイトアッシュor
ウォールナット無垢材、オイル塗装

メーカー

サ イ ズ

素　　材

木のきもち
Φ280×Ｄ35 （mm）

椅子メーカーが製作する壁掛け時計です。その
為、木のボードに本革を縫い込んだようなデザ
インが可能となり、素材感溢れるモダンデザイ
ンです。

木と革の時計 時を大切にする気持ち。

総桐

メーカー

サ イ ズ

素　　材

桐里工房
W400×Ｄ410×Ｈ620 （mm）

焼桐お仏壇（白蓮）

総桐の焼桐仕上げとなっており、軽くて持ち運
べます。扉を開くと機能性を備えており、水拭
きができてお掃除も簡単です。

総桐

メーカー

サ イ ズ

素　　材

桐里工房
W107×Ｄ107×Ｈ10 （mm）

総桐の焼桐仕上げ、軽くて持ち運びが楽です。
水洗いができます。

焼桐お茶托（５枚セット）

1. 久留米絣ガラス皿 ／2. 西陣織ガラス皿 ／3. 博多織献上ガラス皿 ／4.佐賀錦ガラス皿 ／5. 金襴ガラス皿　

ガラス、（久留米絣の生地・西陣織の生地・博多織の生地・佐賀錦の生地・金襴生地）

メーカー

サ イ ズ

素　　材

坂井ガラス工房
１.Ф160・Ф240 （mm）／2.Ф160 （mm）／3.Ф160・Ф240 （mm）
4.Ф160・Ф240・240 （mm）角皿／5.Ф160・Ф240・Ф285 （mm）

透明なガラスとガラスの間に、（国の重要無形文化財に指定された久留米絣・国の伝統的工芸品指定の京
都の西陣織や博多織生地・美しい佐賀錦・金襴）の生地を挟んで、新たな息吹を吹き込んだ伝統工芸品
のお皿を生み出しました。ガラスとの融合により、絵画のように美術工芸品として飾ったり、また器としても使っ
て頂けます。

ガラス、ウォールナットの突板

メーカー

サ イ ズ

素　　材

坂井ガラス工房
Ф240 （mm）

透明なガラスとガラスの間に、天然木のウォール
ナットの突板（木材を0.2㎜～0.6㎜に薄くスライス
した板材）を挟んだお皿です。ナチュラルな美しい
木目をガラスに挟み、新たな息吹を吹き込んだ伝
統工芸品を生み出しました。絵画のように飾った
り、また器としても使えるお皿です。

ウォールナット（突板）ガラス皿

組子（杉、スプルス）、ガラス

メーカー

サ イ ズ

素　　材

坂井ガラス工房
小：W170×Ｄ150×Ｈ35 （mm）
大：W240×Ｄ120×Ｈ35 （mm）

組子ガラス器（小型・大型）

組子細工の上に透明のガラスをのせた工芸品で
す。ガラスのプレートの下に組子細工をセットする
ことで、直接お料理を盛り付けることができます。

組子（杉、スプルス）、ガラス瓶

メーカー

サ イ ズ

素　　材

坂井ガラス工房
W260×Ｄ100×Ｈ50 （mm）

組子ビンの器

ガラス瓶を溶かして作った器の下に、大川組子
（福岡県知事指定特産工芸品）を敷いたセット
の器です。繊細な組子細工が、ガラスから透け
て見える斬新でユニークな器です。

国産桧無垢材・水性塗料

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱スマートリビング
Ｗ600×Ｄ400×Ｈ1500 （mm）

ＩＫＩ 衣桁ラック

古くから日本の着物に欠かせない衣桁。その衣桁
を国産桧を使用し、現代の生活環境にもなじむデ
ザインで仕上げました。（協）福岡・大川家具工業
会主催　第26回新作デザインコンペティション内
閣総理大臣賞受賞（2016年）生産国：日本・大川
市

国産桧無垢材（本体）・水性塗料

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱スマートリビング
Ｗ500×Ｄ410×Ｈ430 （mm）

桧の香りがリラックス効果を高め、丸みのあるフォ
ルムが部屋の雰囲気を柔らかくします。玄関、リビ
ングや寝室等様々な生活環境で使用できます。
（協）福岡・大川家具工業会主催第26回新作デザ
インコンペティション内閣総理大臣賞受賞（2016
年）生産国：日本・大川市

ＩＫＩ バゲッジラック

国産桧無垢材・水性塗料

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱スマートリビング
W380×Ｄ380×Ｈ440 （mm）

シンプルで、丸いフォルムが可愛らしいスツールに仕
上がってます。スツールとしてはもちろん、ソファーの
側においてサイドテーブルとして使用したり、様々な
生活環境にて使用出来ます。（協）福岡・大川家具工
業会　第26回新作デザインコンペティション内閣
総理大臣賞受賞（2016年）生産国：日本･大川市

ＩＫＩ スツール

桧、ウォールナット、オーク無垢集成材（本体木部）

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱スマートリビング
W91×Ｄ91×Ｈ22 （mm）

1.モクレスト（桧・ウォールナット・オーク）／ 2.モクレスト（ウォールナット＆オーク コンビ・桧＆ウォールナット コンビ）

日常生活に必要な携帯の充電器に、木のぬくもりを感じれる商品です。オフィスのＰＣの傍らや、カ
フェやホテル。様々な生活空間で使用でき、インテリアとしてオシャレに使用出来ます。福岡デザイ
ンアワード金賞受賞（2018年）福岡インターナショナルギフトショー大賞受賞（2018年）（桧／水
性塗料仕上げ・ウォールナット・オーク／オイル塗装仕上げ）ＵＳＢ Type A端子（別途ACアダプ
ター必要）生産国：日本・大川市

国産杉材、人工革、水性塗料

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱髙田突板
W340×Ｄ250×Ｈ20 （mm）

カフェトレー

国産材無垢材を着色したカフェトレーです。
軽くて、おしゃれで使い心地抜群です。お盆と
して使うのも好し、コーヒーやスイーツを載せて、
そのままテーブルに置いて使っていただく事もで
きます。色は 2種類用意しています。

メーカー

サ イ ズ

天然木突板：樹種（杉、桧、桐、サクラ、シナ、
カリン、ゼブラ、ウォールナット、オーク）、人工革

素　　材

㈱髙田突板
W40×H130 （mm）

突板しおり

天然木の突板（木材を0.2㎜～0.6㎜に薄くスライスした板
材）を使用したしおりです。美しい木目、天然木の色、香りと
ともに、木のやさしい肌触りを感じる高級感あるしおりです。
中でも屋久杉のしおりは、世界遺産に登録された屋久島か
らの貴重な贈り物、大切な方へのプレゼントに最適です。

ガラス、木、久留米絣の生地

メーカー

サ イ ズ

素　　材

坂井ガラス工房
W 200×D200×H450 （mm）

ガラスとガラスの間に、久留米絣（国の重要無形文
化財）の生地を挟んで、行灯に模様を入れました。
久留米絣の藍色からこぼれる明かりが幻想、神秘
的。シックな雰囲気と鮮やかさが人の心を引きつけ
ます。

久留米絣ガラス行灯
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アルダー無垢材、エゴマ油仕上げ

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱髙田突板
W400×Ｄ170×Ｈ10 （mm）

手作りカッティングボード

1つ1つ手作りで作っています。安全、安心のエゴマ油仕
上げの無垢材カッテングプレートです。天然の木材をエ
ゴマ油で仕上げることで、ナチュラルな木本来の色、木の
やさしい肌触りも感じることのできるカッティングボード
になっています。カッティングボード、鍋敷き、木のプレー
トとして３wayで利用して頂ける便利な商品です。

天然木、ウレタン

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
Ｗ100×Ｄ100 （mm）

木のコースター

天然木突板使用のコースター。両面使用可、か
さばらず、水洗いができます。天然木の為、色、
木目、木肌、節などが異なり、同じ木目は２つ
とない、“世界に一つ” の天然木素材ならではの
オリジナルです。

天然木突板：樹種（杉、桧、桐、とど松、セン）

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱髙田突板
W100×H148 （mm）

突板ハガキ（２枚入セット）

天然木の突板 ( 木材を 0.2 ㎜～ 0.6 ㎜に薄くス
ライスした板材）を使用したハガキです。美し
い木目を持つ木材が用いられ、天然木の色、香
りとともに、木のやさしい肌触りも身近に感じて
いただける高級感のあるハガキです。大切な方
へのおたよりに最適。

アルダー無垢材、エゴマ油仕上げ

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱髙田突板
W210×D120×H10 （mm）

安全、安心のエゴマ油仕上げの無垢材コースターで
す。天然の木材をエゴマ油で仕上げて、ナチュラルな
木本来の色、やさしい肌触りも感じることのできる
コースターです。材料のアルダーは、日本のお部屋
にも良く合う温もりを感じさせてくれる素材です。 き
れいな木目で、どんなテイストにもマッチします。 

無垢コースター ５枚入セット



天然木、布、革

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
S:Ｗ120×Ｄ160×Ｈ15 （mm）
M:Ｗ120×Ｄ185×Ｈ15 （mm）

木のブックカバー　S・ Ｍサイズ

天然の木の突板（木材を 0.2 ～ 0.6 ㎜に薄くス
ライスした板材）を、折り曲げても割れず、縫
製加工が可能な天然の新素材で作ったブックカ
バーです。天然木の風合いを残したスタイリッ
シュで高級感があるアイテムに仕上げました。

天然木

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
Ｗ190×D10×Ｈ93 （mm）

ワームス　長財布　楠バール

天然の木の突板（木材を 0.2 ～ 0.6 ㎜に薄くス
ライスした板材）を、折り曲げても割れず、縫
製加工が可能な天然の新素材で作った長財布で
す。天然木とレザーのスタイリッシュで高級感が
あるアイテムに仕上げました。

天然木

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
Ｗ85×Ｄ14×Ｈ70 （mm）

ワームス　コインケース　楠バール

天然の木の突板（木材を 0.2 ～ 0.6 ㎜に薄くス
ライスした板材）を、折り曲げても割れず、縫
製加工が可能な天然の新素材で作ったコイン
ケースです。天然木とレザーのスタイリッシュで
高級感があるアイテムに仕上げました。

天然木、布、革

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
Ｗ100×Ｄ15×Ｈ75 （mm）

木の名刺入れ

天然の木の突板（木材を 0.2 ～ 0.6 ㎜に薄くス
ライスした板材）を、折り曲げても割れず、縫
製加工が可能な天然の新素材で作った名刺入れ
です。ビジネスアイテムとして、新社会人や大切
な方へのプレゼントに最適です。

天然木、ウレタン

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
直径 92 （mm）

木になるコースター

天然木突板を使用しています。両面使用出来ま
す。水洗い出来ます。かさばらないです。特注
品（家紋入り）等は、型をおこしますので、別
途型代を頂きます。

天然木、革

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
Ｗ270×Ｄ145×Ｈ410 （mm）

木織りのバッグ

天然の木の突板（木材を 0.2 ～ 0.6mm に薄く
スライスした板材）と、京都西陣織りのコラボレー
ションから生まれた新素材で作ったバッグです。
木のバッグなのに軽くて、スタイリッシュです。

天然木、布、革

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
Ｗ190×Ｄ40×Ｈ50 （mm）

天然の木の突板（木材を 0.2 ～ 0.6 ㎜に薄くス
ライスした板材）を、折り曲げても割れず、縫
製加工が可能な天然の新素材で作ったペンケー
スです。天然木の風合いを残したスタイリッシュ
で高級感があるアイテムに仕上げました。

木のペンケース

天然木

メーカー

サ イ ズ

素　　材

東洋突板工芸㈱
Ｗ110×Ｄ25×Ｈ95 （mm）

天然の木の突板（木材を 0.2 ～ 0.6 ㎜に薄くス
ライスした板材）を、折り曲げても割れず、縫
製加工が可能な天然の新素材で作った折り財布
です。天然木とレザーのスタイリッシュで高級感
があるアイテムに仕上げました。

ワームス　折り財布　楠バール

ガラス・木材・プラスチック

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲内藤額縁店
W480×Ｄ40×Ｈ650 （mm）

スポフレ　ミニ

比較的安価にユニフォームを飾ることが出来ま
す。オプションではありますが、メダルも一緒
に飾ることが出来ます。フレームは茶色、黒色、
木地色から選ぶことが出来ます。カラー台紙は
黒、白、赤、青色からお選び頂けます。

集成材・アクリル・磁石・ベニヤ

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲内藤額縁店
W920×D50×Ｈ970 （mm）

スポフレ　マグネット

簡単にユニフォームを皺なく飾ることができます。お好みで自
由にレイアウトでき、磁石で留めているため、写真なども手軽
に展示できます。（実用新案取得済み)額裏の留め具は弊社オ
リジナルで、額縁内部の取り出しがスムーズにできます。（実
用新案申請中）UVアクリルを使用で、退色を最小限に抑える
ことが可能。フレームや背景色を数種類の中から選べます。

集成材・アクリル・ベニヤ

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲内藤額縁店
W750×Ｄ75×Ｈ1060 （mm）

スポフレ　オーダー

写真、メダルなどご相談に応じながら色々なアイ
テムを飾ることができるオーダーメードです。背
景色、フレーム・ユニフォームの見せ方などにも
対応し、見栄えをよくすることが出来ます。オプ
ションで切り文字・プレートなどを取り付けが可
能です。

鉱石・樹脂・木材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲内藤額縁店
W550×Ｄ60×Ｈ550 （mm）

アローデイト

インコレストーンの主成分は鉱石と樹脂が組み合
わされたものです。細かい部分は手彫りで製作
されているのでそれぞれの作品が独自のものと
なっています。フレームは弊社で製作しているた
め、色、形などの変更可能です。インコレストー
ンを取り扱っているのは弊社だけです。

鉱石・樹脂・木材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲内藤額縁店
W780×Ｄ60×Ｈ500 （mm）

インコレストーンの主成分は鉱石と樹脂が組み合
わされたものです。細かい部分は手彫りで製作
されているのでそれぞれの作品が独自のものと
なっています。フレームは弊社で製作しているた
め、色、形などの変更可能です。インコレストー
ンを取り扱っているのは弊社だけです。

ナレイドス

杉・鉄

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
8 5 0：W850×D470×H1300 （mm）
1220：W1220×D470×H1330 （mm）

杉箱 シェルフ 850・1220

お洒落なディスプレイ+販促什器。野菜、雑貨、
ファッション小物入れとして利用できます。キャ
スター付きなので、移動可能。ミニコーナーの
演出に最適です。

ウォールナット、ブラウンオーク、
ブラックチェリー

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
ミニ：W150×D150×H160 （mm）
Ｓ：Ｗ225×Ｄ225×Ｈ380 （mm）
Ｍ：Ｗ260×Ｄ260×Ｈ330 （mm）
Ｌ：Ｗ400×Ｄ400×Ｈ440 （mm）

Green Stage

スタイリッシュな無垢材の鉢カバー。
Ｌサイズは、移動可能。

ウォールナット、ブラウンオーク

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
W360×Ｄ150×Ｈ10 （mm）

薄型カッティングボード

この薄さと軽さが使いやすい。皿以外でも、鍋
敷き、まな板としても利用できます。

パイン材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
23：Ｗ290×Ｄ330×Ｈ390 （mm）
25：Ｗ300×Ｄ350×Ｈ410 （mm）
27：Ｗ300×Ｄ390×Ｈ430 （mm）

Ｃａｐ Ｃｈａｉｒ

スタッキング出来る子供椅子
３サイズ。幼稚園で好評

ブラックチェリー

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
W370×Ｄ260×Ｈ270 （mm）

ピッキオ フォルダー

ブラックチェリーの無垢材で仕上げ、Ａ４サイズ
のファイルを収納出来る。棚板は、スライドに取
り出せるすぐれモノ。

ウォールナット、ブラウンオーク

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
W200×Ｄ240×Ｈ17 （mm）

バルーンデザインのカッティングボード。２way
仕様で、表は皿として、裏は鍋敷きとして利用
できます。縁があるので滑り落ちず、日々の料
理に利用いただけます。

バルーン　カッティングボード

ウォールナット、ブラウンオーク

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
Ｍ：Ф280×T10 （mm）
Ｌ：Ф350×T10 （mm）

ピザ皿

ピザ用カッティングボード。２way仕様で、表は
皿として、裏は鍋敷きとして利用できます。ワン
プレートとしても、日々の料理に利用いただけま
す。

ウォールナット、ブラウンオーク

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
W120×D120×T10 （mm）

タマゴ、ネコ、福梅、３種類

コースター

ウォールナット、ブラウンオーク

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
Ｗ260×Ｄ140×Ｈ80 （mm）　

ティッシュケース

スタイリッシュで味のある木製ティッシュケース

ウォールナット、ブラウンオーク

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
Ｗ170×Ｄ170×Ｈ14 （mm）

ポットマット

北欧デザイン。コースターとしても、鍋敷きとし
ても利用できます。シンプルなデザインで、イ
ンテリア小物として、立てて飾ることもできます。

ウォールナット、ブラウンオーク

メーカー

サ イ ズ

素　　材

ナカヤマ木工
Ｓ：Ｗ295×Ｄ160×Ｈ23 （mm）
Ｍ：Ｗ370×Ｄ280×Ｈ23 （mm）
Ｌ：Ｗ500×Ｄ350×Ｈ15 （mm）

トレイ

一人用。ランチョンマット用、配膳用。スタッキ
ングも出来る。スタイリッシュなお盆。



アメリカ産ウォールナット、北海道産の栓、楡、タモ材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲廣松突板
Ｗ160×Ｄ40×Ｈ185 （mm）　

組木「KABUTO（かぶと飾り）」

2015年観光庁主催おみやげグランプリでデザイン賞。
2018年第58回全国観光土産品連盟審査会で特別審査優
秀賞。丸太の仕入れ乾燥から、組み木作成まで一人の職人
が心を込めて行います。色が違う材を張り合わせることで、
表裏が色違う為にその時々の気分に応じてレイアウトが楽
しめます。書家による名入れサービスも行っております。

オーク、タモ、楡材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲廣松突板
W300×Ｄ45×Ｈ15 （mm）　

癒しの輪

手の平で転がしてください。疲れたなと思つた時
に癒しの響きを体感。赤ちゃんから大人まで癒
しのひと時をお手伝い致します。

北海道産 桂

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲廣松突板
W210×Ｄ40以上 ×Ｈ300 （mm）

組木「ガイコツ君」

40ミリ以上の厚さがありバラバラのピースの何処
を持ち上げても小さなピースが崩れません。製作
は一人の職人が全てにおいて手仕事で行います。
天然木の為、色合い、木目、生き節、等サンプルの
写真と異なります。また、全て手作りの為大きさも
若干の誤差が有ります。どうぞご了承ください。　

オーク、タモ、ウォールナット等や
その他銘木を使用。品質向上の為
予告なく樹種の変更をする事も
御座います。ご了承下さい。

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲廣松突板
Ｗ95×Ｄ95×Ｈ8 （mm）　

紅葉（本物の葉）のコースター

本物の紅葉の葉を使用したコースター。

北海道産 桂

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲廣松突板
W150×Ｄ40以上 ×Ｈ180 （mm）

組木「ハローキティ」

観光庁主催「魅力ある日本のおみやげコンテスト
2010」銅賞を受賞。地球フェスタ　WA2015におい
て特別賞を受賞。このキティの組木は、世界で唯一当
社だけが制作致しております。全てにおいて手仕事、
特に丸みと可愛さ、ユニークさが自慢。インテリアとし
てだけではなく知育玩具としても喜ばれています。

葉っぱを葉脈にしたもの

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲廣松突板
サイズは天然物なので大・中・小の
大きさで分けてます。

本物の葉（葉脈）に金メッキを施し、繊細な所
までくっきりと仕上げました。 イヤリング、ピア
スに出来ます。ヒイラギは西欧では魔除けとして、
重宝されているそうです。金具の部分が、メッキ、
無垢の2種類出来ます。

木の葉のささやき（イヤリング・ピアス）

北海道産 桂

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲廣松突板
W240×Ｄ40以上 ×Ｈ280 （mm）

40㎜以上の厚さ。一部を除く、ピースそれぞれが連結している
ので、何処を持ち上げてもバラバラになりません。丸太手配から
製作まで一人の職人が行います。全てにおいて手仕事。特に丸
みと可愛さ、ユニークさが自慢です。知育、頭の体操にも一躍。
天然木の為、色合い、木目、生き節、等サンプルの写真と異なり
ます。また全て手作りの為大きさも若干の誤差が有ります。

組木「クリスマスツリー」

天然木突板（カバ桜・杉・
ゼブラウッド）、ポリプロピレン

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲アサヒ突板工業
W450×Ｄ450×Ｈ450 （mm）

木星（カバ桜・杉・ゼブラウッド）ペンダントライト

天然木（北海道産カバ桜・九州産杉・アフリカ
産ゼブラウッド）を使った照明です。20 枚のピー
スを使い色々な形を作ることが出来ます。0.2
㎜にスライスされた極薄の天然木より漏れる
様々木目の灯りを楽しめます。

天然木突板（カバ桜・杉・
ゼブラウッド）、ポリプロピレン

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲アサヒ突板工業
W240×Ｄ240×Ｈ1055 （mm）

天然木（北海道産カバ桜・九州産杉・アフリカ
産ゼブラウッド）を使った照明です。
0.2 ㎜にスライスされた極薄の天然木より漏れ
る様々木目の灯りを楽しめます。

ＴＷＩＳＴＹ（カバ桜・杉・ゼブラウッド）フロアスタンド

本体：MDF（繊維板）、ウレタン樹脂塗装
取手：1.真鍮／2.3.4.アクリル樹脂

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱アルファタカバ
1.W375×Ｄ230×Ｈ361 （mm）
2.W375×Ｄ220×Ｈ329 （mm）
3.W375×Ｄ220×Ｈ315 （mm）
4.W375×Ｄ230×Ｈ370 （mm）

ぬいぐるみのかわいい居場所をつくりました。インスタ映え間違いナシの（ミッキー・ミニー・ドナルド・プーさん）モチーフ
のデザイン。ぬいぐるみや雑貨をかわいく飾れるベンチ型収納ボックスです。大切なぬいぐるみだからこそ特等席を。キャラ
クターファンの思いから生まれました。

日本製　
ⒸDISNEY

※人形は付属しません。人形の【ちょっこりさん】は株式会社タカラトミーアーツの商品です。

ぬいぐるみベンチ : 1.ミッキー ／2.ミニー ／3.ドナルド ／4.プーさん

栗材、ウォールナット材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

立野木材工芸㈱
テーブル:Ｗ1200～1800×Ｄ850×Ｈ710（mm）
チェア：Ｗ477×Ｄ500×Ｈ680（SH420）（mm）

ニューナットダイニングテーブル・チェア

天板、脚部ともにすべての角を落として、ずっと
触れていたくなる心地良いテーブルです。お食事、
カフェタイム、デスクワークまでオールマイティ
に活躍します。

桧材、蜜蝋オイル塗装

メーカー

サ イ ズ

素　　材

一龍木工㈲
W350×Ｄ290×Ｈ310 （mm）

３段階で使える子どもイス　『3way istool』

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130㎜や
180㎜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。

ウォールナット材orメープル材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

立野木材工芸㈱
Ｈ887×Ｄ440×Ｈ1400 （mm）

クランク　キャビネット

ディスプレイを楽しみながら、きちんと収納でき
る横スライドのキャビネットです。使い勝手に合
わせて、引出棚と格子棚は組み替え可能です。

オーク材・オーク×ウォールナット材、
ファブリック（20種より選択）

メーカー

サ イ ズ

素　　材

立野木材工芸㈱
Ｗ550×Ｄ510×Ｈ780（SH420/AH630） （mm）

ジャスミン　ダイニングチェアー　H　arm

丸く削られた木部とカラフルなシート、背もたれの組み合
わせを愉しめるシリーズ。後ろ姿がちょっと誇らしげなH
タイプアーム付は、ダイニングだけでなく、読書タイムに
も最適。やさしく落ち着いた雰囲気のオーク材と、ウォー
ルナットがアクセントの2樹種使い、お好みに合わせて。

桐、桐合板

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱マーゼルン
W415×Ｄ820×Ｈ460 （mm）

総桐ひな人形収納ケース３段　TS-3DL

桐の特性により大切な衣類を押入内の湿気から
保護します。押入にピッタリ入るサイズです。平
飾りから７段飾りまで収納できる３タイプを揃え
ました。取り出しや持ち運びに便利な取っ手金
具付き、キャスター付きで移動もラクラク。ずっ
と気になっていたひな人形の整理に最適です。

桧材、蜜蝋オイル塗装

メーカー

サ イ ズ

素　　材

一龍木工㈲
W320×Ｄ290×Ｈ320 （mm）

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。

ちょこっとスツール　『cho-cotto+』

桧材、蜜蝋オイル塗装

メーカー

サ イ ズ

素　　材

一龍木工㈲
W325×Ｄ290×Ｈ410 （mm）

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。

コンパクトブックシェルフ　『honbaco』

❶ ❷ ❸ ❹

表面材：強化シート真空貼(MDF)
垣板：桐材　底板：桐芯

メーカー

サ イ ズ

素　　材

丸田木工㈱
W900×Ｄ433×Ｈ825 （mm）

フェリス　90-4 段チェスト

チェスト≠整理タンス!?貴方の収納次第でリビングチェストｏｒ寝室
チェストにもなるモダンスタイルチェスト。メープル/オーク/ブラッ
クチェリー/ウォールナットをＭＩＸしたデザインで強化シートの特
性を上手く生かしながらも、伝統的な抽斗の作りに拘りました。サイ
ズバリエーション　90-6段/120-4段/90-4段の3サイズ。

桐、桐合板

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱マーゼルン
W910×Ｄ415×Ｈ580 （mm）

柿渋染め総桐衣裳ケース　PKR-5C

良質の桐材をふんだんに使った衣裳ケースです。
たとう紙も折らずに入るワイドサイズ。
本体表面は時が経つにつれ、味わい深い色に変
わる柿渋仕上げ。
移動に便利なキャスター付き。

桐、桐合板

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈱マーゼルン
W380×Ｄ750×Ｈ690 （mm）

桐の特性により大切な衣類を押入れ内の湿気か
ら保護します。
押入下段にピッタリ入るサイズです。　
引出しは前板が外れにくい丈夫な箱組み仕様。
スルスルと楽に開閉できるスライドレール付き。
キャスター付きで移動もらくらく。

総桐押入れ収納　ＯＳ-スリムＣ

表面材：ウォールナット無垢材
垣板：桐材　底板：桐芯

メーカー

サ イ ズ

素　　材

丸田木工㈱
W1500×Ｄ450×Ｈ373 （mm）

ペンネ　150TVボード

ホワイトオーク/ウォールナット無垢材の2素材
から選べるモダンでキュートなデザインをコンセ
プトにTVボード（脚付ロータイプ）を開発致しま
した。幅広い年齢層にお勧めいただけます。サイ
ズバリエーション　150/180/200の3サイズ。



表面材：ホワイトオーク無垢材・垣板：桐材・底板：桐芯

メーカー

サ イ ズ

素　　材

丸田木工㈱
W584×Ｄ435×Ｈ719 （mm）

アーク　60 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。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

強化紙化粧板

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲吉川木工
W395×Ｄ229×Ｈ440 （mm）　

住宅事情を考えた壁掛けコンパクト仏壇

住宅事情を考えた壁掛けコンパクト仏壇です。
部屋にさりげなくなじみ主張せず思った所に置け
ます。また置き仏壇でも使用可能。扉を閉めれ
ば僅か 23 ㎝の奥行きになり圧迫感を感じさせ
ません。

針葉樹合板　　

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲ヨコタウッドワーク
W290×Ｄ156×Ｈ1790 （mm）

ウォールシェルフ・Shelface

リビングなどで雑誌や新聞など置けたりメモや
伝言板などに使える。オフィスでの打ち合わせや
ファイル資料を置ける。エントランスで出かける
前の身だしなみやコートなどが掛けれる。ホテル
やマンションやオフィスなど省スペースで便利。

強化紙化粧板

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲吉川木工
W813×Ｄ298×Ｈ1800 （mm）　

ベール

シェルフと仏壇が一体型になった、カジュアル感
覚の仏壇シェルフです。仏間のない住空間にも、
シンプルな形状ですので違和感なく設置するこ
とができます。スライドの扉にすることで従来の
イメージを払拭し、扉を閉めてしまえば、仏壇
の存在を隠すこともできます。

ヒノキ

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲ヨコタウッドワーク
W640×Ｄ440×Ｈ420 （mm）

壁に固定してどこでも作業台がうまれる折り畳み
式テーブル。
オフィス・ショップ・ホーム・ホテルなどどこで
も使える機能性。

壁固定式折り畳みデスク　畳むんデス　mini

パイン材

メーカー

サ イ ズ

素　　材

㈲ヨコタウッドワーク
W440×Ｄ190×Ｈ1720 （mm）

スタンドタイプは、ビジネスシーンでのミーティ
ングなどでさっと広げてテーブルにシットタイプ
は、省スペースでも使えるホームユースで。メモ
代わりにさっと書けるホワイトボード付き。背面
の収納スペースはファイルやマガジンを置けま
す。

壁面折り畳みデスク　ORffice　　　

出展メーカー

　大川インテリア振興センターが
平成30年に刊行しました「大川木
工産業史」（Ｂ５判、オールカラー
240ページ）は、各層の皆様に好評
頂き、多数を販売できました。
　購入希望の方は、当センターに
お問い合わせください。（3,500円）

〈問い合わせ先〉
（一財）大川インテリア振興センター
TEL.0944-87-0035

木工産業史 好評発売中！！

㈱アルファタカバ
〒831-0008 福岡県大川市鐘ヶ江 63-1
TEL：0944-86-2411　FAX：0944-86-2410
H P：https://www.takaba.com/
e-mail：mail@takaba.com

㈱マーゼルン
〒840-2104 佐賀県佐賀市諸富町徳富 700-2
TEL：0952-47-7711　FAX：0952-47-7171
H P：http://www.mausern.com
e-mail：mausern2@alpha.ocn.ne.jp

丸田木工㈱
〒831-0041 福岡県大川市小保 712-10
TEL：0944-88-1313　FAX：0944-87-7588
H P：http://maruta-m.co.jp/
e-mail：info@maruta-m.co.jp

ナカヤマ木工
〒831-0041 福岡県大川市小保住吉 800
TEL：0944-86-4227　FAX：0944-86-4237
H P：http://nakayama.life
e-mail：info@nakayama.life

㈲廣松突板
〒831-0026 福岡県大川市大字三丸 812-2
TEL：0944-88-1700　FAX：0944-88-1701
H P：http://hiromatsu-leaf.jp/
e-mail：info@hiromatsu-leaf.jp

東洋突板工芸㈱
〒831-0005 福岡県大川市向島 960-1
TEL：0944-87-1567　FAX：0944-87-1227
H P：http://www.toyotsukiita.jp/
e-mail：info@toyotsukiita.jp

㈲内藤額縁店
〒831-0005 福岡県大川市大字向島 2156-6
TEL：0944-88-3223　FAX：0944-88-3222
H P：http://sports-display.world.coocan.jp/
e-mail：gakubuti@viola.ocn.ne.jp

㈱髙田突板
〒831-0026 福岡県大川市大字三丸 1411-1
TEL：0944-88-1661　FAX：0944-88-1665
H P：https://takada-tsukiita.com
e-mail：info@takada-tsukiita.com

立野木材工芸㈱
〒831-0005 福岡県大川市向島 726
TEL：0944-87-2140　FAX：0944-87-2138
H P：http://www.tatenomokuzai.info
e-mail：tateno.wood.art@energy.ocn.ne.jp

坂井ガラス工房
〒831-0005 福岡県大川市向島 1543
TEL：0944-86-4465
H P：http://www.marutatsukagu.com/sakai.html

㈱スマートリビング
〒831-0008 福岡県大川市鐘ケ江 227-2
TEL：0944-85-8548　FAX：0944-85-8547
H P：http://smart-living.co.jp/
e-mail：info@smart-living.co.jp

木のきもち部会 大川商工会議所　
〒831-0016 福岡県大川市大字酒見 221-6
TEL：0944-86-2171　FAX：0944-88-1144
e-mail：egashira@okawa-cci.or.jp

桐里工房
〒831-0004 福岡県大川市大字榎津 74-3
TEL：0944-86-3938　FAX：0944-88-2281
H P：http://www.kirikoubou.com/
e-mail：info@kirikoubou.com

一龍木工㈲
〒831-0015 福岡県大川市本木室 107-1
TEL：0944-86-2683　FAX：0944-86-7856
e-mail：info@moku-ichiryu.com

㈱ウエキ産業
〒831-0042 福岡県大川市九網 357-1
TEL：0944-88-3388　FAX：0944-86-5810
H P：http://uekisangyo.com/
e-mail：ueki@eco.ocn.ne.jp

㈲ヨコタウッドワーク
〒831-0041 福岡県大川市小保 968
TEL：0944-86-3822　FAX：0944-88-1755
H P：http://yokotaww.com
e-mail：yokotaww@kind.ocn.ne.jp

㈲吉川木工
〒831-0015 福岡県大川市大字本木室 809-3
TEL：0944-86-4597　FAX：0944-88-2506
e-mail：yoshikawa-f2@nifty.com

㈲アサヒ突板工業
〒831-0005 福岡県大川市向島 916-4
TEL：0944-87-1102　FAX：0944-87-1042
H P：http://www.asahitukiita.com/
e-mail：asahit@bronze.ocn.ne.jp

㈲阿津坂商事（グローアツサカ）
〒831-0004 福岡県大川市大字榎津 466
TEL：0944-87-5525　FAX：0944-87-2518
H P：http://www.atsusaka.com/
e-mail：info@atsusaka.com


