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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。

一龍木工 有限会社

4

桐里工房
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すべてが職 人の手による国産品です。
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

インスタイル株式会社
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有限会社 古典木工
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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。
江頭家具店

株式会社 奥平
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株式会社 中村敬木工

丸田木工 株式会社
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Atelier kobiki（株式会社 ウエキ産業）

一龍木工 有限会社
メモリアルフレームスタンド
２色の木によるシンプルなスクエア
デザイン、
それに薄型。
置く場所を選ばず、様々なお部屋の
インテリアに溶け込みます。
材料／ウォールナット材、
メープル材
サイズ／ W255×Ｄ45×Ｈ160（㎜）
重量／ 400g

木の温もりを感じるネコ型のかわい

古代杉と名づけた貴重な杉原木を年輪の木目を活かし

らしいシルエット。

て1本まるごと基材にしました。扉には魔除けとして使わ

コンパクトサイズなので場所を選ば

れてきた栴檀を使用。木目の美しさや質感を大切にし、

ず、様々なお部屋のインテリアに溶け

温かみを感じる自然オイル塗装仕上げにしております。

込みます。

今までに無い造りで、世界で貴方だけの樹木仏壇です。
材料／ＳＧＥＣ認証材、小国杉、
センダン

材料／ウォールナット材・メープル材・
アルダー材

サイズ／Ｗ230×Ｄ230×Ｈ350（㎜）

サイズ／ W240×Ｄ190×Ｈ200（㎜）

重量／４kg

重量／ 700g

Atelier kobiki（株式会社 ウエキ産業）
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ペットメモリアルスタンド

樹木仏壇

〒832-0081 福岡県柳川市西浜武1007

一龍木工 有限会社

TEL 090-4353-2828 FAX 0944-86-5810

〒831-0015 福岡県大川市本木室107-1

[E-mail] ueki@eco.ocn.jp

TEL 0944-86-2683 FAX 0944-86-7856

[web] http://uekisangyo.com/

[E-mail] info@moku-ichiryu.com
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インスタイル株式会社

江頭家具店
お祈り敷マット

材料は40ｍｍ以上の厚板を使い、表
面を一刀彫で仕上げています。接合

机を傷つけないように、天板面に敷く畳生地で、
『経机掛

部は四方を
「留形接ぎ」
の技法で接

け』、
『経机敷』、
とも呼ばれています。
日本の伝統色に染め上

合し、釘やビスを使わず、更に強度が

げたやわらかな畳色が、室内のインテリアを落ち着いた雰囲

あります。意匠を凝らしたデザインで、

気に彩ります。汚れにも強く、防炎性に優れています。縁には

他にはない個性があります。塗装は、

渋木染した布地、裏面には柿渋染の布地を施しています。

無垢オイル仕上げです。

材料／い草100%、縁と裏面の布地は綿100%
サイズ／ Ｈ120×Ｄ240（㎜） 重量／約30g
Ｈ150×Ｄ300（㎜） 重量／約48g
Ｈ225×Ｄ320（㎜） 重量／約78g
Ｈ260×Ｄ380（㎜） 重量／約100g
Ｈ285×Ｄ440（㎜） 重量／約125g
Ｈ335×Ｄ470（㎜） 重量／約155g
Ｈ400×Ｄ570（㎜） 重量／約220g
Ｈ420×Ｄ660（㎜） 重量／約275g

メモリアルＢＯＸ
（小）

メモリアルＢＯＸ
（小）

材料／北海道産栓、
ウォールナット

材料／ブラックチェリー、
ソフトメープル

サイズ／Ｗ245×Ｄ195×Ｈ300（㎜）

サイズ／Ｗ245×Ｄ195×Ｈ300（㎜）

重量／ 4.4kg

重量／ 4.4kg

お祈り敷座布団
インテリア性が高い小座布団。
日本
の伝統色に染め上げ、
どのようなお
部屋にもしっくりなじみます。汚れに
も強く、防炎性にも優れています。縁
の布地は綿100%、草木染（渋木）
で
仕上げました。
材料／い草100%、布地綿100%、
中身ポリエステルわた
サイズ／Ｈ420×Ｄ440×Ｈ40（㎜）
重量／約600g

メモリアルＢＯＸ
（大）
材料／ウォールナット、バーズアイメープル
サイズ／Ｗ485×Ｄ195×Ｈ296（㎜）
重量／ 7.8kg

手作り い草のしめ縄飾り
（結び・リース）

ウォールナット キューブ
材料／ウォールナット
サイズ／Ｗ130×Ｄ130×Ｈ85（㎜）

熊本産の
「い草」
を使い、
お飾りもすべて国産材、手作りにこだわっていま

重量／ 800g

す。
「い草」
は稲わらと違い、
しめ縄の表面がなめらかで美しく仕上がりま

5

す。
このしめ縄は１月８日まで玄関外でお飾り頂き、
その後は室内でイン

インスタイル株式会社

テリアとしてご使用いただけます。

〒831-0041福岡県大川市小保107-1

材料／本体：い草100%、飾り：和紙・杉・水引・稲穂

江頭家具店

TEL 0944-32-9920 FAX 0944-32-9894

結 び：サイズ／Ｈ200×Ｄ380（㎜） 重量／約130g

〒831-0004 福岡県大川市榎津746-2

[E-mail] info@in-style.jp [web] http://in-style.jp

リース：サイズ／Ｈ300×Ｄ200（㎜） 重量／約150g

TEL 0944-86-3289 FAX 0944-87-6237

ウォールナット ブロック
材料／ウォールナット
サイズ／Ｗ350×Ｄ130×Ｈ85（㎜） 重量／ 2.6kg
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株式会社奥平

木彩工房
想い出BOX

ミニ仏壇

お部屋に馴染むリビング仏壇で、極力シンプルデザインにす

アルミのラインを取り入れたウォールナット無垢材のミ

る為、扉も付けず、
あえて箱のみのお仏壇です。
シンプルだか

ニ仏壇です。置いてのご使用はもちろん、壁かけにも対

らこそ、作りにこだわり、
四隅を45度ロックに組み、蟻型くさび

応可能です。扉が左右どちらでも開閉可能なので、壁

を入れる事で、作りでの高級感を表現しているので、大切な

際でご使用の際にもスムーズです。
さらに扉はマグネッ

人に手を合わせる場としても十分と言えるでしょう。

ト仕様で取外し可能で清掃性に優れます。
オイルの質

背板の組子柄部分は取り外して、
お好みに和紙を取り替える

感にウレタンの性能を持たせたオイルで表面を仕上げ

ことも出来ます。

ています。
材料／①ウォールナット/アルミニウム

想い出BOX 楓

②オーク/パドック

多目的仏壇 (壁掛け兼用)

サイズ／ W160×Ｄ90×Ｈ260（㎜）

材料／メープル

重量／ 1.1kg

サイズ／ W800×Ｄ150×Ｈ220（㎜） 重量／ 5kg

重厚な仕上げの書類収納ボックス。A４サイズが収まります。
壁にかけてディスプレイ用のボックスとしても使えます。取手に
アルミのフラットバーを使用してアクセントに。L型のフタがス
ライドオープンするデザインです。壁掛けは壁際でもスムーズ
な様に上下どちらでも取付け可能です。
オイルの質感にウレタ
ンの性能を持たせたオイルで表面を仕上げています。
材料／①ウォールナット/アルミニウム
②オーク/アルミニュウム
サイズ／①W270×Ｄ350×Ｈ82（㎜） 重量／ 1.9kg
②ｗ192×Ｄ230×Ｈ82（㎜） 重量／ 1.3kg

想い出BOX 胡桃

想い出BOX 桜

材料／ウォールナット

材料／ブラックチェリー

サイズ／ W800×Ｄ150×Ｈ220（㎜） 重量／ 5kg

サイズ／ W800×Ｄ150×Ｈ220（㎜） 重量／ 5kg

ありぐみ

蟻組仏壇

麻の葉

現代の生活にマッチする様、
よりシンプルに、
よ
り小さくしながらも、
よくある、低価格重視の商
品では無く、大切な人に手を合わせるお仏壇で
あるからこそ、小さくてもより良い品を作り上げま
した。
また、麻の葉柄の組子を前面に配し、
シン

線香立て

アルミライン位牌

ウォールナットにアルミを組み合わせた線香立て。
シンプル

シンプルな木材 アルミの位牌です。
モダンなデ

なデザインですが、灰が落ちる部分には大きめのアルミを入

ザインでリビングにおいてもなじむデザインです。

れてデザイン性と実用性を高めています。
オイルの質感にウ

オイルの質感にウレタンの性能を持たせたオイル

レタンの性能を持たせたオイルで表面を仕上げています。

で表面を仕上げています。

材料／ウォールナット/アルミニウム

材料：ウォールナット/オーク/アルミニウム

サイズ／ W50×Ｄ100×Ｈ10（㎜） 重量／ 50g

サイズ／ W60×Ｄ30×Ｈ135（㎜）

プルな中に高級感を併せ持ったデザインとなっ
ています。
作りでは、
「蟻型追い入れ組み接ぎ」
と言う技法
を用いて組みあげる事で、板の反りを押さえ合
い、一般の物とは違った強度を持ち、接着剤も
一切使っておらず人に優しい一品となってます。

材料／主材：タモ、
一部：杉・ブラックチェリー
サイズ／ W300×Ｄ220×Ｈ300（㎜）

重量／ 55g

重量／ 5kg

線香入れ
ケヤキの柔らかい雰囲気にパドックのラインを
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あしらった線香立て。
内部には線香を取りやす

株式会社 奥平

くする部材を入れて、取出す際にスムーズになっ

木彩工房

〒831-0008 福岡県大川市鐘ヶ江374-1

ています。
オイルの質感にウレタンの性能を持た

〒831-0033 福岡県大川市幡保176−23

TEL 0944-86-4055 FAX 0944-87-6217

せたオイルで表面を仕上げています。

TEL 0944-87-1165 FAX 0944−87−1165

[E-mail] hirai@okukana.jp

材料／ケヤキ/パドック

[E-mail] kisaikobo@yahoo.co.jp

[web] www.okukana.jp/

サイズ／ W180×Ｄ50×Ｈ35（㎜） 重量／ 55g

[web] kisai-koubou.com
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桐里工房

有限会社 古典木工
桐の神棚

新型ナチュラルモダン

現代の住まいに馴染むよう、
モダンなデザイ
ンに仕上げました。木の温もりが感じられ、
北欧家具ともマッチします。職人が一つ一つ
丁寧に作っていますので丈夫で長持ちしま
す。天然のオイル仕上げで安心安全です。
材料／桐・ウォールナット
サイズ／ W150×Ｄ115×Ｈ310（㎜）
重量／ 0.5kg

屋久杉 華月
（開戸）膳引付 W38
屋久杉を使った、小振りの間口の狭いチェストです。W38と横幅
が狭く、家の中に置いても場所を選びません。TEL台・仏壇用の下
台等々、多目的に使用でき、
スライド式の膳引きを小引出の下に
設け、開き戸内部は中の収納物が見えるように細工しています。
材料／屋久杉

桐の神棚

サイズ／ W380×Ｄ480×Ｈ900（㎜）

百年の杜

重量／ 10kg

現代の住まいに馴染むよう、
モダンな
デザインに仕上げました。木の温もりが
感じられ、北欧家具ともマッチします。
職人が一つ一つ丁寧に作っていますの

屋久杉 小仏壇 桜

で丈夫で長持ちします。

屋久杉を使った、
コンパクトな小振りの仏壇

天然のオイル仕上げで安心安全です。

です。
リビング・茶の間などに置け、開き戸上

材料／桐・ウォールナット

部の欄間と、開き戸内部には、桜の花を散り

サイズ／ W165×Ｄ100×Ｈ310（㎜）

ばめ、仏具のお飾りが出来るように膳引き

重量／ 0.5kg

（ガラス付）
を付け、台輪は引出しになるよう
に細工し、両サイド側板には明かりが入るよ
う、格子窓を付けています。
材料／屋久杉
サイズ／ W250×Ｄ240×Ｈ410（㎜）
重量／ 3.5kg

スマート仏壇（wabi sabi) ４点セット
総桐のシンプルなミニ仏壇の4点セットです。軽く

屋久杉 小仏壇 四季の華

て組み立ても簡単な壁面がセットになったモダン

多目的に使用できる、
どこにでも置けるコ

なIoT仏壇です。
①総桐スマートミニ仏壇

③桐のバックパネル

②総桐ウォールシェルフ

④桐の仮納骨チェスト

ンパクトな仏壇です。前面の下台とバック
に使用している屏風は別々になり、磁石
で簡単に組み立てが出来、屏風には四季

材料／桐

の花をあしらった４タイプ（梅・桜・朝顔・

サイズ／ W400 D350 Ｈ1420（㎜）

桐里工房
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重量／ 23kg

紅葉）
があり、選択することが可能です。
使い方によっては、
ペット用の仏壇として

有限会社 古典木工

も使用できます。
お位牌は別途ご要望に

〒831-0004 福岡県大川市大字榎津74-3

〒831-0004 福岡県大川市大字榎津73-1

お応えすることが出来ます。

TEL 0944-86-3938 FAX 0944-88-2281

TEL 0944-87-1189 FAX 0944-86-5815

材料／屋久杉

［E-mail］info@kirikoubou.com

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

サイズ／ W300×Ｄ220×Ｈ290（㎜）

［WEB］http://www.kirikoubou.com/

[web] http://www.sashimonoya.jp/koten/

重量／ 1kg
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株式会社 中村敬木工

丸田木工 株式会社

Pesonal memories
（パーソナル メモリーズ）

壁掛け仏壇
【シンプル】
【おしゃれ】
【省スペース】

リビングや寝室など、空間に溶け込むデ

仏壇らしくないデザインで、絵画やアートを飾るように

ザインで、置く場所を選ばない、
コンパクト

扉を閉めるとモダンなインテリアに早変わり!!

なパーソナルメモリーズ。

わずか18cmの奥行で、圧迫感を感じさせません。

扉部分は天然木パイン材に木目が透ける
塗装を施しており、
引出しには思い出の品

壁掛け仏壇 ウェーブ

物も収納できます。小窓にはアクリル板も

表面材／ホワイトオーク無垢材と

使用して明るい雰囲気を出しております。

ウォールナット無垢材の2素材対応

色はナチュラル、
ピンク、
ブラウン、
ホワイト

サイズ／Ｗ378×Ｄ182×Ｈ395（㎜）

を揃えております。
お好みの色からお選び
ください。
材料／表面材パイン材、
その他プリント紙
化粧繊維、小窓アクリル板

壁掛け仏壇 デコ

ナチュラル

表面材／ホワイトオーク無垢材と

サイズ／Ｗ320×Ｄ255×Ｈ420(㎜）

ウォールナット無垢材の2素材対応

重量／ 5kg

サイズ／Ｗ378×Ｄ182×Ｈ395（㎜）

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。

ピンク

ブラウン

ホワイト

アーク 60開戸タイプ

ネッスル 60-3段

表面材／

表面材／

表面材／

ホワイトオーク・ウォールナット無垢材の

ホワイトオーク・ウォールナット無垢材の

ケバンス無垢材ブラウン色・ダーク色の

2素材対応

2素材対応

2色対応

天板／強化紙貼

天板／強化紙貼

天板／ポリ化粧

塗装／ウレタン塗装

塗装／ウレタン塗装

塗装／ウレタン塗装

※スライド式膳引付：W534×D250（㎜）

垣板／ 17㎜厚（桐材）

垣板／ 17㎜厚（桐材）

底板／ 5㎜厚（桐芯）

底板／ 5㎜厚（桐芯）

※スライド式膳引付：W534×D250（㎜）

※スライド式膳引付：W534×D250（㎜）

サイズ／ W584×Ｄ435×Ｈ719（㎜）

株式会社 中村敬木工

〒831-0041 福岡県大川市大字小保712-10

〒840-2104 佐賀県佐賀市諸富町徳富725-3

TEL 0944-88-1313 FAX 0944-87-7588

TEL0952-47-3147 FAX0952-47-3770
［E-mail］naka-k-m@po.saganet.ne.jp
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丸田木工 株式会社

サイズ／ W584×Ｄ435×Ｈ568（㎜）

ドルチェ 60-2段

サイズ／ W584×D439×Ｈ417（㎜）

［WEB］http://www.maruta-m.co.jp
［E-mail］info@maruta-m.co.jp
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世界にも類を見ない、
日本一の家具のまち大川。

480年の歴史を誇る大川の家具。
その独特のデザイン性や機能性の他に、
大川が他の家具生産地と大きく異なる点があります。
大川には、家具や建具をつくる企業が多く存在するだけではなく、
製造に関係する製材業、合板販売業、化粧合板製造業、研磨塗装業、
ガラス工業、金具販売業、研磨業、家具専門の運送業など、
ありとあらゆる分野の事業者が市内に集まっており、
ほとんどの部品がすぐに揃います。

そしてそれぞれの事業者がしっかりとコミュニケーションを図りながら、
様々な分野の知識や経験を集約し、
それぞれ専門の視点で研鑽を高め
大川の新しい家具を育んでいるのです。
まるでまち全体がひとつの大工場のように機能しています。

福岡県大川市

国指定重要文化財 筑後川昇開橋
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