取扱い商品一覧
とやまの木せいひん研究会

No

1

商品名

【富山県】県産丸形木地時
計

内容量・サイズ等

商品詳細

富山の誇るろくろを使った庄川挽物木地と
精微な仕事をする井波彫刻という伝統工
芸の技術を使ったシンプルで飽きのこない
丸形木地時計です。柔らかい木目でやさし φ210×H30(ミリ)
い色合いを持った杉材を使用しています。
秒針は滑らかに、そして静かに回るものを
使用し、快適な時を刻み続けます。

日本一の木彫刻産地にいる井波彫刻師
が、日本の伝統模様やすっきりした幾何学
模様など規則的に繰り返される連続した
【富山県】日本伝統模様彫 美しくシンプルな模様を衝立の画面いっぱ
いに丁寧に彫り上げました。アクセントとし
2
り込み衝立（小窓付）
て小窓を設けて、さらにその小窓の向こう
に少しモノを置けるように細工するので、
その小窓を使い、小物を飾ることで、衝立
の向こうの小物や花などを愛でることがで
伝統的工芸品である井波彫刻をほどこし
【富山県】井波彫刻の技を た桐製の超軽量木製かばん。持ち手は、
3 生かしたデザインの木製手 合掌造りの屋根に使用されるカリヤス等の
草染め。表面にコッカースパニエルの顔を
提げカバン（犬）
薄彫りで表現。裏面は横姿のワンポイント
伝統的工芸品である井波彫刻をほどこし
【富山県】井波彫刻の技を た桐製の超軽量木製かばん。持ち手は、
4 生かしたデザインの木製手 合掌造りの屋根に使用されるカリヤス等の
草染め。表面にバラを薄彫りで表現。裏面
提げカバン（薔薇）
は横姿のワンポイント彫り。
富山県産のスギを使用したドッシリとした
5 【富山県】県産杉丸太いす 丸太イスです。地域材の持つ素朴で温もり
のある肌触りを感じて下さい

6 【富山県】県産柿の花器
7

Ｗ250×D140×
H340

Ｗ250×D100×
H360
φ350×Ｈ500（ミリ）

富山県産の柿材を使用したどこにもない
W70×D70×H250
（型）を自由にコーディングできる1輪挿し。

【富山県】県産欅無垢パソコ 富山県、南砺市産の欅(ケヤキ)を使用した
パソコンデスクです。大人の書斎机として W900×D590×H730
ンデスク
もおすすめです。

富山県、南砺市産の欅(ケヤキ)を使用した
和茶棚です。樹齢数百年とも言われる欅
の玉杢が扉のアクセントになっています。
格調高い空間作りにおすすめの一品で
富山県、南砺市産の欅(ケヤキ)を使用した
【富山県】県産欅飾り台（シ 六角形の飾り台です。一枚の板をつなぎ
合わせ、六角形に組み合わせました。チキ
9
ステムボックス風）
リに黒檀を埋め込みアクセントに。ガラス
の棚板を入れることも可能です。
富山県、南砺市産の欅(ケヤキ)を使用した
シェルフです。3段ある棚板は可動式なの
10 【富山県】3段シェルフ
でシーンによって使い分けも出来ます。テ
レビ台、飾り棚としておすすめです。
富山県、南砺市産の欅(ケヤキ)を使用した
シェルフです。あられ継ぎがアクセントに
11 【富山県】飾り台
なっています。天然オイル仕上げなので和
洋折衷の簡易床の間としての使用もおす
【正方形だから2人でも4人 サーモ処理した木材で制作したテーブルで
12 でも】古材調ダイニングテー す。古材調の色合いや狂いにくい特性を
持った材質はちょっと変わった風合いを醸
ブル

【富山県】県産欅無垢和茶
8
棚

13

W760×D180×
H1300(ミリ)

Ｗ730×Ｄ330×Ｈ
750
Ｗ460×Ｄ200×Ｈ
400

W900×D400×H612

W540×D230×H460
Ｗ900×Ｄ900×Ｈ
700

【富山県】県産杉雷鳥ロッキ 木のあたたかさを持った玩具は、とても良 Ｗ320×D700×
いですよ
H500
ング

ヒノキの板をそのまま切手を貼って ヒノキ
の香りとに送るはがきです。アクセントに
レーザーで模様を入れてあります
富山県産菜種油をベースとし国産蜜蝋の
【富山県】木工用みつろうク みつろうクリームは自然素材のみで製造し
15
ており、有機溶剤・合成樹脂・乳化剤・石油
リーム200ｇ×3個
系物質を使用しておりません。
富山県産菜種油をベースとし国産蜜蝋の
【富山県】木工用みつろうク みつろうクリームは自然素材のみで製造し
16
ており、有機溶剤・合成樹脂・乳化剤・石油
リーム400ｇ×3個
系物質を使用しておりません。

14 【富山県】はがき

はがきサイズ(103×
153） 5枚セット

特記事項

提供者

・単三電池を２つサー
ビスでついてきます。
・1つ1つ手作りなの
で、受注後、納品まで
約2か月ほどお待たせ
させてしまう場合もあり
ます。
・時計の表面に防カビ
等の汚れから守る為、
透明ワックスをうっすら

長谷川彫刻

・1つ1つ手作りなの
で、受注後、納品まで
約半年ほどお待たせさ
せてしまう場合もあり
ます。

長谷川彫刻

・受注生産のため、受
注後約5か月ほど、お
待たせする場合があり
ます。
・天然素材のため、木
・受注生産のため、受
注後約5か月ほど、お
待たせする場合があり
ます。
・天然素材のため、木
受注生産のため、数ヶ
月ほどお待たせする場
合があります。
受注生産のため、１ヶ
月ほどお待たせする場
合があります。
受注生産品の為、受
注後3～6ヶ月程お待
たせする場合がありま
受注生産品の為、受
注後3～6ヶ月程お待
たせする場合がありま
す。
受注生産品の為、受
注後3～6ヶ月程お待
たせする場合がありま
す。
受注生産品の為、受
注後3～6ヶ月程お待
たせする場合がありま
す。
受注生産品の為、受
注後3～6ヶ月程お待
たせする場合がありま
す。
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡

山根彫刻

山根彫刻
婦負森林組合
木材加工センター
南部建具店
和泉家具製作所
和泉家具製作所

和泉家具製作所

和泉家具製作所

和泉家具製作所
斉藤木工所
斉藤木工所
斉藤木工所

600ｇ

尾山製材

1200ｇ

尾山製材
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No

商品名

内容量・サイズ等

商品詳細

特記事項

提供者

富山県産菜種油をベースとし国産蜜蝋の

【富山県】木工用みつろうク みつろうクリームは自然素材のみで製造し
17
1800ｇ
ており、有機溶剤・合成樹脂・乳化剤・石油
リーム1800ｇ
系物質を使用しておりません。
『富山県産材ベンチコンペ』において最優
秀賞を受賞した商品。県西部の伝統産業
【富山県】シダーロール（木+ であるアルミ鋳物のフレームに杉の角材を W1800×D380×
18
１６本巻いたようなベンチです。色々な空 H380
伝統産業のベンチ）
間に合わせやすいシンプルなデザインで
す。

【富山県】レトロ＆モダン欅
19 ちゃぶ台-ミニロ－テーブル
-

20
21
22
23
24

【無垢材とアイアンがＣｏｏｌ】
アイアンベンチ
【富山県】県産杉座卓用こど
も椅子
【３歳から食育！！！】まま
ごとキッチン
【富山県】県産杉ペーパー
ホルダー1
【富山県】県産杉ペーパー
ホルダー2

25 【富山県】木製鏡餅かざり

26 【富山県】欅鋸絞大皿
27 【富山県】県産欅白木茶盆
28 【富山県】黒部杉ベッド
【富山県】黒部杉の箸（5セッ
ト）
【富山県】立山杉製家具調
30
仏壇
【富山県】天神様・伝統工芸
31
品
29

32 【富山県】御堂
33

【富山県】黒部杉一枚板の
食卓テーブル

富山県産のケヤキ材を使用し、天然の耳
付きでモダンなフォルムのちゃぶ台です。
天板の主材は欅(ケヤキ)を使用し、中央部
には紫檀材をアクセントに加えてありま
す。脚は金具を使用せずに折りたためる、
昔ながらの折りたたみ方です。ご使用にな
らない時はコンパクトに収納していただけ
ます。天然木だから一つ一つに表情があ
り、自然のあたたかみがあります。職人が
木とアイアンのベンチ。重厚なアイアンの
脚に、柔らかくソフトな木肌のスギを使用し
たベンチです。
座面の高さが違うため両面つかえます。横
にすればサイドテーブルとして使えます。
遊び道具として、食育の教材として、また
インテリアとして、色んな使い方・遊び方が
出来ます
県産材を薄くスライスしてRに曲げたデザ
インです。壁掛け・直置きどちらでも使えま
す
袋入りティッシュペーパーを入れて使用し
ます。箱がないため、ecoにつながります。
木製鏡餅は2段重ねの部分は白栃材。み
かんはケヤキ使用、木工ろくろ加工で製
作。木目が美しくオブジェとして飾られるほ
か、上段と下段も分離し、中に供え物の米
や切り餅を入れることもできる。みかんは
ヘタの部分を高岡銅器の鋳物で枝と葉を1
枚つけている。国指定の庄川挽物木地伝
統工芸士と高岡銅器の工芸士のコラボす
庄川挽物（木工ろくろ）加工により、丸く仕
上げる。表面は、製材の鋸目をそのまま残
し黒めの漆塗装。
伝統工芸庄川挽物木地製品。白木地のみ
がき仕上げの赤目の欅の深盆です。無塗
装で木目の美しさ、ぬくもり、みがく楽しさ
があり、市場には白木みがき製品はでて
黒部杉で製作した木目の美しい癒し効果
のあるベッドです。
黒部ブランドになった黒部杉で作った箸

尾山製材
座面には無節の材料
を使用しますが、その
他の部材には節のあ
る材料を使用してあり
ます。室内あるいは雨
の当たらない場所で利
用する商品です。受注
後３か月ほどお待たせ

家具工房
ライトアングル

受注生産のため、受注
後、約３ヵ月程お待た
せする場合がありま
W700×D500×H300 す。
天板厚は若干変更す
る場合があります。

寺勇木工

Ｗ1750×Ｄ320×Ｈ 受注生産により注文後
３週間
430

白山木工製作所

受注生産により注文後

W360×D345×H270 ３週間
Ｗ660×D300×
受注生産により注文後
３週間
H900
受注生産により注文後
３週間
受注生産により注文後
W250×Ｄ125×H75 ３週間

W250×Ｄ80×H80

荻一木工
白山木工製作所
荻一木工
荻一木工

Φ210×Ｈ150

送料は含まれます。
受注生産により注文後
3か月

嶋田工芸

Φ360×Ｈ25

送料は含まれます。
受注生産により注文後
3か月

嶋田工芸

Φ330×Ｈ55

送料は含まれます。
受注生産により注文後
3か月

嶋田工芸

W1050×Ｌ2050×
H535

送料込み
納期2か月ほど

長さ230×20

Ｗ350×D260×
H450
男の子が生まれたら、守り神になる学問の Ｗ450×D240×
神様
H400
一位材を用いた格木の最高級品です。新 Ｗ650×D300×
築の方に必ず用意する。
H550
Ｗ1500×Ｄ850×Ｈ
黒部杉で製作した杢目の美しいテーブル
450
立山杉で製作した小さなお仏壇です。

T-BOXは1個でも、組み合わせても使って
いただける箱型の木製家具です。サイズ
はＬとＳの2種類。魅力は「組み合わせ＆
【富山県】富山の森の恵み 使用用途 自由自在！」。複数組み合わ
Ｗ380×Ｄ280×Ｈ
34 で空間を快適に 杉収納棚 せると、収納、置台、ディスプレイ棚、間仕
380
T-BOX（ツナグ）Sサイズ1コ 切り等、使い手の暮らしを様々な形でサ
ポート！日常生活の中で富山の森の恵み
を味わってほしいという想いから“森
（Tree）と街（Town）を繋ぐ（Tsunagu）”頭文

－ 2 －

浅野ヒッタ家具工業
浅野ヒッタ家具工業

無垢材なので、木目、
質感が違う場合があり
ます

浅野ヒッタ家具工業
浅野ヒッタ家具工業
浅野ヒッタ家具工業
浅野ヒッタ家具工業

・本製品は無塗装品で エコーウッド富山株式
す。
会社

No

商品名

【富山県】富山の森の恵み
35 で空間を快適に 杉収納棚
T-BOX（ツナグ）Ｌサイズ1コ

【組み合わせ＆使用用途
自由自在！】富山の森の恵
36 みで空間を快適に 杉収納
棚 T-BOX（ツナグ）Ｌサイ
ズ3コ＋Sサイズ3コ セット

【笑顔お届けします！】富山
の森の恵み 富山県産杉材
37
を使った一輪挿し ”ぴたっ
と”フラワーベース2個セット

38

【富山県】ダイニングテーブ
ル

39

【富山県】折りたたみテーブ
ル

40

【富山県】屋外用ガーデン
テーブル （ベンチ付）

41 【富山県】学習机
42 【富山県】ダイニングチェア
43 【富山県】縄巻きスツール
44 【富山県】県産杉テーブル
45

内容量・サイズ等

商品詳細
T-BOXは1個でも、組み合わせても使って
いただける箱型の木製家具です。サイズ
はＬとＳの2種類。魅力は「組み合わせ＆
使用用途 自由自在！」。複数組み合わ
せると、収納、置台、ディスプレイ棚、間仕
切り等、使い手の暮らしを様々な形でサ
ポート！日常生活の中で富山の森の恵み
を味わってほしいという想いから“森
（Tree）と街（Town）を繋ぐ（Tsunagu）”頭文
T-BOXは1個でも、組み合わせても使って
いただける箱型の木製家具です。サイズ
はＬとＳの2種類。魅力は「組み合わせ＆
使用用途 自由自在！」。複数組み合わ
せると、収納、置台、ディスプレイ棚、間仕
切り等、使い手の暮らしを様々な形でサ
ポート！日常生活の中で富山の森の恵み
を味わってほしいという想いから“森
（Tree）と街（Town）を繋ぐ（Tsunagu）”頭文
ぴたっとくんは笑顔の妖精。いつもの空間
にちょこんと置いてあげることで、心がホッ
とするようなオアシスが生まれ、みんなを
笑顔にしてくれる一輪挿しです。素材は富
山県産の杉間伐材を使用しています。公
園で見つけた四つ葉のクローバー、お庭で
咲く小っちゃいお花等、特別なお花でなく
ても、ぴたっとくんに飾るとあら不思議！ぴ
たっとくんが嬉しくてにっこり。お花を飾っ
富山県産材を使用したダイニングテーブル
です。広い天板でゆったりと使うことができ
ます、ダイニングチェアと合わせてお使い
富山県産材を使用した折りたたみテーブ
ルです。天板が折れて下にたたむ形で、脚
が門の扉のように閉まると小さくなります。
富山県産材を使用したベンチと一体型の
ガーデンテーブルです。庭の広さ、集う人
数に合わせて長くも短くも作ることができ、
また分解してコンパクトに片付けることが
富山県産材を使用した学習机です。年齢
に合わせて、高さを調整できる机で、脚部
を分解し、天板の箱部に収めることができ
富山県産材を使用したダイニングチェアで
す。背と座板は杉材を使ったソフトなつくり
で丸く彫ってあり、体感はより柔らかく感じ
富山県産材を使用したスツールです。麻
のロープで巻いた座面は座りやすくフィット
し、軽量のため、持ち運びも簡単です。
富山県のｽｷﾞを使用したﾃｰﾌﾞﾙ｡杉の優し
い素朴な肌触りが特徴

Ｗ760×Ｄ280×Ｈ
380

Sサイズ 65 × 65
× 160 1個 SSサ
イズ 65 × 65 ×
120 1個 計2個

学校法人富山
国際職藝学園

受注生産のため、約
１ヶ月お待たせする場
合があります。

学校法人富山
国際職藝学園

受注生産のため、約

学校法人富山
国際職藝学園

W1700×D1280×
H700

W840×D460×H700 １ヶ月お待たせする場
W430×D430×H850
（SH430）
W340×D280×H417
W1200×D800×
H730

【富山県】県産杉ラウンジ
チェア（ワイド）

富山県のｽｷﾞを使用したﾜｲﾄﾞﾁｪｱ｡杉の優
しい素朴な肌触りが特徴

W1200×D600×
H700

48

【富山県】県産杉ラウンジ
チェア

富山県のｽｷﾞを使用したﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ｡杉の
優しい素朴な肌触りが特徴

W605×D610×H700

【富山県】県産杉ダイニング
チェア
【富山県】県産杉まな板
50 （カッティングボード）2枚セッ
ト

富山県のｽｷﾞを使用したﾁｪｱ｡杉の優しい
素朴な肌触りが特徴

W420×D400×H900

富山県のｽｷﾞを使用したﾎﾞｰﾄﾞ｡杉の優しい
Ｗ210×D140×H18
素朴な肌触りが特徴
富山県のｽｷﾞを使用したｽﾀﾝﾄﾞ｡杉の優しい

52

1.仕上げはオイル塗装
エコーウッド富山株式
です。2.試験管が各1
会社
本ずつ附属します。

受注生産のため、約
１ヶ月お待たせする場
合があります。
受注生産のため、約
W860×D600×H600 １ヶ月お待たせする場
合があります。

富山県のｽｷﾞを使用したﾍﾞﾝﾁ｡杉の優しい Ｗ1200×Ｄ300×Ｈ
素朴な肌触りが特徴
430

51 【富山県】県産杉ＣＤスタンド 素朴な肌触りが特徴

・本製品は無塗装品で エコーウッド富山株式
す。
会社

W1600×D750×
H720

47

49

提供者

Ｗ380×Ｄ280×Ｈ
380 3個 Ｗ760×Ｄ
280×Ｈ380 3個 計 1.本製品は無塗装で エコーウッド富山株式
す。2.附属の接続金具
会社
6個 組立寸法：Ｈ は10コ付きます。
1140×Ｄ280×Ｗ
1520

【富山県】県産杉ローテーブ 富山県のｽｷﾞを使用したﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ｡杉の優 Ｗ1100×Ｄ470×Ｈ
しい素朴な肌触りが特徴
450
ル

46 【富山県】県産杉ベンチ

特記事項

Ｗ100×D84×H185

【富山県】県産杉レターラッ 富山県のｽｷﾞを使用したﾚﾀｰﾗｯｸ｡杉の優し
W280×Ｄ120×H260
い素朴な肌触りが特徴
ク

－ 3 －

合があります。
受注生産のため、約
１ヶ月お待たせする場
合があります。
受注生産のため、約
１ヶ月お待たせする場
合があります。
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡
受注生産の為､約1か
月ほどお待たせする場
合があります｡

学校法人富山
国際職藝学園

学校法人富山
国際職藝学園
学校法人富山
国際職藝学園
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ

No
53

商品名
【富山県】県産杉ティッシュ
ボックス

54 【富山県】県産杉本棚

【富山県産】総桐一人掛け
ソファ ストレスフリー、アレ
55 ルゲンゼロの桐100％のソ
ファ。全国家具組合連合会
会長賞受賞

【富山県産】総桐オープン
ラック ストレスフリー、アレ
ルゲンゼロの桐100％の
56
オープンラック。立てても横
にしても可。裏板無し、棚板
固定。
【富山県産】総桐ローチェス
ト 湿度調整、防虫に優れ
57 ている桐100％のタンス、ア
レルゲンゼロなのでお子様
に最適。富山市長賞受賞

【富山県産】総桐ベッドS ス
トレスフリー、アレルゲンゼ
58 ロの桐100％のベッド。床板
がはずせて洗える清潔設
計。

【富山県産】総桐ベッドSD
ストレスフリー、アレルゲン
59 ゼロの桐100％のベッド。床
板がはずせて洗える清潔設
計。

【富山県産】総桐テレビボー
ド 脚は可動し、テレビの大
60
きさに対応。総桐の引出し2
ケ付。富山県知事賞受賞

【富山県産】総桐ローテーブ
ル ストレスフリー、アレル
61 ゲンゼロの桐100％の座
卓。左右の脚にのせる天板
は両面使えることができる。

内容量・サイズ等

商品詳細

特記事項

受注生産の為､約1か
富山県のｽｷﾞを使用したﾃｨｼｭﾎﾞｯｸｽ｡杉の
月ほどお待たせする場
W270×Ｄ145×H80
優しい素朴な肌触りが特徴
合があります｡
受注生産の為､約1か
富山県のｽｷﾞを使用したｼｪﾙﾌ｡杉の優しい W840×Ｄ300×
月ほどお待たせする場
素朴な肌触りが特徴
H1760
合があります｡
富山県産材の桐を使用した総桐のイスで
す。脚は桐箱なので、毛布や枕が入りま
す。座面は、ゆったり座れるよう少しだけ
後傾で、お尻があたるところは彫ってあり Ｗ710 Ｄ620 Ｈ890 受注生産品のため、受
注後、約1ヶ月ほどお
ます。背もたれは、体の動きに合わせてリ
座面 Ｗ450 ＳＨ
待たせする場合があり
クライニングします。袖の部分はフタを開
ます。
けると新聞、メガネ、ティッシュなど収納で 410
きます。フタを閉めればカップやリモコンが
置けます。生地仕上なのでキズがついて
も手軽に膨らませて、ぬれ布巾で拭けるの
富山県産の桐を使用した総桐本箱です。
裏板がないので、間仕切りとしても使えま
す。本体は立てて使っても、横にしてもＯＫ
受注生産品のため、受
です。桐はアレルゲンがゼロなので、お子
注後、約1ヶ月ほどお
W1040
D300
H700
様にも安心して使っていただけます。塗装
待たせする場合があり
をしていない生地仕上なのでキズがつい
ます。
ても手軽に膨らませることができ、ぬれ布
巾で拭けるのでお手入れ簡単です。
クローゼットルームにぴったりの総桐3段
チェストです。富山県の桐を使って昔なが
らのホゾ組みで安心、長持ちです。チェスト
受注生産品のため、受
は100％桐材なのでアレルゲンもゼロで湿
注後、約1ヶ月ほどお
度の調整にもたけています。乳幼児の肌 W900 D500 H640
待たせする場合があり
着から高級衣類まで安心して収納して頂
ます。
けます。2つ買って重ねて使用することもで
きます。生地仕上なのでキズがついても手
軽に膨らませて、ぬれ布巾で拭けるのでお
富山県産の桐を使用した総桐のシングル
ベッドです。敷き布団をお使い下さい。床
板は木のしなりと特殊な反発機能によっ
受注生産品のため、受
て、寝心地を良くしています。床板は、簡
W1020 L2040
注後、約1ヶ月ほどお
単に取り外して洗ったり、干したりできま
待たせする場合があり
す。シンプルなヘッドボードが取り付けられ H600
ます。
ます。つけなくても使えます。ベッドの脚部
分は掃除機がはいります。塗装をしない生
地仕上なので、キズがついても手軽に膨ら
ませてぬれ布巾で拭けるのでお手入れが
富山県産の桐を使用した総桐のセミダブ
ルベッドです。敷き布団をお使い下さい。
床板は木のしなりと特殊な反発機能によっ
受注生産品のため、受
て、寝心地を良くしています。床板は、簡
W1220 L2040
注後、約1ヶ月ほどお
単に取り外して洗ったり、干したりできま
待たせする場合があり
す。シンプルなヘッドボードが取り付けられ H600
ます。
ます。つけなくても使えます。ベッドの脚部
分は掃除機がはいります。塗装をしない生
地仕上なので、キズがついても手軽に膨ら
ませてぬれ布巾で拭けるのでお手入れが
富山県産の桐を使用した総桐のテレビ
ボードです。2枚の天板に両側から脚を差
し込んでいます。脚の位置はご自由に変
受注生産品のため、受
えられます。2枚の板の間には引き出しが2
注後、約1ヶ月ほどお
ケ入りディスクや小物の整理ができます。 W1500 D400 H380
待たせする場合があり
オープンスペースにはプレーヤー等が入り
ます。
ます。配線もし易くしています。パソコンデ
スクとしても使えます。生地仕上なのでキ
ズがついても手軽に膨らませてぬれた布
天板は杢目が美しい富山県産の桐です。
桐は一番軽い木です。触れて頂くと夏はサ
受注生産品のため、受
ラッとベタつかず、冬は暖かかく感じられま
注後、約1ヶ月ほどお
す。塗装をしていない生地仕上ですから、 W1200 D800 H350
待たせする場合があり
水拭きできます。お醤油やコーヒーの輪じ
ます。
みもぬれ布巾で拭いていただければ大丈
夫です。安定した2本脚に天板をのせるタ

－ 4 －

提供者
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｱ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ

(有)小野沢家具店

(有)小野沢家具店

(有)小野沢家具店

(有)小野沢家具店

(有)小野沢家具店

(有)小野沢家具店

(有)小野沢家具店

No

商品名

【富山県産】総桐デスク ス
トレスフリー、アレルゲンゼ
62
ロの桐100％のデスク。パソ
コン用にも最適。

【富山県】総桐座イス スト
レスフリー、アレルゲンゼロ
63
の桐100％の座イス。背板
が動いて背のびができる。
【無垢の良さ知ってます
64 か？？ロースタイルのカッコ
いいパソコンデスク】
【有段者監修！あなたも今
65 日から蕎麦打ち名人】蕎麦
打ち台
【富山県】五箇山杉の割り
66
箸(100本セット）
67

国産杉・木製ティッシュボッ
クス

68 国産材・ラブソファ（２Ｐ）
69

国産材・スクエアダイニング
チェア

70

国産材・スクエアダイニング
テーブル

【富山県】日本一の木彫刻
71 産地職人による 特注立体
表札

【４人がゆったり食事がとれ
72 る】古材調ダイニングテーブ
ル
73 たためる椅子 スギ

74 ｽｷﾞいすパスト

75

フォレストブリーズとやま 2
号机

76

フォレストブリーズとやま 4
号机

77

フォレストブリーズとやま 6
号机

内容量・サイズ等

商品詳細
富山県産の桐を使用した総桐のデスクで
す。天板の下にオープンスペースを左右に
設け、収納スペースとしました。天板の高
さは3段階から選んで組み立てます。床座
で使ったり、イスをセットしたり、脚をはずし
てテレビ台にしたりできます。塗装をしてい
ない生地仕上なのでキズがついても手軽
に膨らませることができ、ぬれ布巾で拭け
富山県産の桐を使用した総桐の座椅子で
す。桐の明るい生地色で和室にピッタリ合
います。あぐらをかいても、炬燵で使っても
ＯＫです。夏はサラッとベタつかず、冬は暖
かい桐なので、椅子に最適です。塗装をし
ていない生地仕上なので、キズがついても
手軽に膨らませることができ、ぬれ布巾で
拭けるのでお手入れ簡単です。
畳やフローリングに座ってパソコンを使い
たい方へ部屋を圧迫しないロータイプ。天
板は120cmと広く、可動式キーボードテー
ブル、小物引出しや、コードﾞ収納と便利。
いつでもどこでも打ち立ての蕎麦を…自宅
やイベント会場で。段位取得の競技会でも
使用できます。アジャスター付でガタツキを
解消
世界遺産・合掌造り集落のある五箇山地
区の杉材を使った漂白剤・防カビ剤を利用
してない、安全に使っていただける割り箸
国産杉でつくったティッシュボックス。杉の
香りがティッシュにほのかに移ります。大
工技法あられ組のデザインです。

特記事項

提供者

受注生産品のため、受
注後、約1ヶ月ほどお
W1000 D600 H700 待たせする場合があり
ます。

(有)小野沢家具店

受注生産品のため、受
注後、約1ヶ月ほどお
Ｗ450 Ｄ520 Ｈ480 待たせする場合があり
ます。

(有)小野沢家具店

受注生産品のため、受
注後、約2ヶ月ほどお
H400×1200×450 待たせする場合があり
ます。
受注生産品のため、受
注後、約2ヶ月ほどお
H750×1200×900 待たせする場合があり
ます
受注生産品のため、受
注後、約2週間ほどお
100本入り
待たせする場合があり
外寸140*242*88/ 受注生産品のため、受
注後、約1週間ほどお
内寸122*230*68
待たせする場合があり
330g
受注生産品のため、受
国産材でつくった和の空間にあうソファ。２ 1350*600*730/SH3
注後、約3週間ほどお
ピースある本体はセパレートできます。
70
待たせする場合があり
430*480*780/SH43 受注生産品のため、受
国産材でつくったシンプルなダイニング
注後、約2週間ほどお
チェア。和や洋の空間にあいます。
0
待たせする場合があり
国産材でつくったシンプルなダイニング
受注生産品のため、受
注後、約2週間ほどお
テーブル。和や洋の空間にあいます。脚は 1500*800*700
ノックダウン方式により取り外し可能。
待たせする場合があり
日本一の木彫刻産地にいる井波彫刻師が
一文字一文字心を込めて彫り出します。そ
名前は苗字のみとさせ
の彫り出した文字を更に面取りをし立体的
て頂きます。書体はこ
な仕上がりになっています。手仕事でしか Ｗ90×D210×H40
ちらで通常使用してい
出来ない仕様です。地板部分もやや張り 文字そのものは
る（カタログ参照）筆書
を持ったように加工することでお客様のお 6mm彫り出し
きの行書で作らせて頂
名前がより前へ上へと飛び出しているよう
きます。
に見えます。背面にカギ穴があるのでひっ
かけるだけの簡単取り付け。材料は柾目
サーモ処理した木材で制作したテーブルで
Ｗ1600×Ｄ900×Ｈ 受注生産の為､約1か
す。古材調の色合いや狂いにくい特性を
月ほどお待たせする場
合があります｡
持った材質はちょっと変わった風合いを醸 700
必要な時に必要なだけ出して使える日本
受注生産のため、受注
の座布団のような椅子です。
後、約３ヵ月程お待た
畳の部屋にも、フローリングの部屋にも使 W575×H700×D560 せする場合がありま
えて、すわり心地が良い。
す。
天板厚は若干変更す
軽くてきれいな色のひみ里山杉を使用した
受注生産のため、受注
小椅子。カーブした背もたれと
後、約6ヵ月程お待た
お尻のところでＶ字に組んだ座面ですわり W450×D510×H720 せする場合がありま
心地がよい。
す。
天板厚は若干変更す
目の不自由な生徒や車椅子の生徒でも使
受注生産のため、受注
いやすい、体にぴったりの机といすです。
700W*550D*460～ 後、約6ヵ月程お待た
富山県産のスギでつくりました。大きさは2
せする場合がありま
560Ｈ
号、4号、6号の3種類。
す。
天板厚は若干変更す
目の不自由な生徒や車椅子の生徒でも使
受注生産のため、受注
いやすい、体にぴったりの机といすです。
750W*600D*560～ 後、約6ヵ月程お待た
富山県産のスギでつくりました。大きさは2
せする場合がありま
700Ｈ
号、4号、6号の3種類。
す。
天板厚は若干変更す
目の不自由な生徒や車椅子の生徒でも使
受注生産のため、受注
いやすい、体にぴったりの机といすです。
800W*650D*620～ 後、約6ヵ月程お待た
富山県産のスギでつくりました。大きさは2
せする場合がありま
760Ｈ
号、4号、6号の3種類。
す。
天板厚は若干変更す

－ 5 －

(有)正美創作

(有)正美創作
長田組
山秀木材
山秀木材
山秀木材
山秀木材

長谷川彫刻

斉藤木工所

木のデザイン研究所

木のデザイン研究所

木のデザイン研究所

木のデザイン研究所

木のデザイン研究所

No

商品名

内容量・サイズ等

商品詳細

目の不自由な生徒や車椅子の生徒でも使
フォレストブリーズとやま 2 いやすい、体にぴったりの机といすです。 325SW*270～
富山県産のスギでつくりました。大きさは2
78
号椅子
360SD*260～360SＨ
号、4号、6号の3種類。

79

80

81

82

特記事項

提供者

受注生産のため、受注
後、約6ヵ月程お待た
せする場合がありま
木のデザイン研究所
す。
天板厚は若干変更す
目の不自由な生徒や車椅子の生徒でも使
受注生産のため、受注
いやすい、体にぴったりの机といすです。
後、約6ヵ月程お待た
フォレストブリーズとやま 4
375SW*330～
富山県産のスギでつくりました。大きさは2
せする場合がありま
木のデザイン研究所
号椅子
420SD*320～400SＨ す。
号、4号、6号の3種類。
天板厚は若干変更す
必要ポイント数に送料
目の不自由な生徒や車椅子の生徒でも使
は含まれております。
いやすい、体にぴったりの机といすです。
受注生産のため、受注
フォレストブリーズとやま 6
425SW*390～
富山県産のスギでつくりました。大きさは2
後、約6ヵ月程お待た 木のデザイン研究所
号椅子
480SD*380～46S0Ｈ
号、4号、6号の3種類。
せする場合がありま
す。
天板厚は若干変更す
【ホームパーティにも対応】 立山杉の美しい木目のテーブルでとる食
受注生産の為､約2か
事は、毎日の生活を豊かにします。脚と天 W2000×D1000×
月ほどお待たせする場
はりはら家具
圧巻の存在感 立山杉がダ 板は独立仕上げなので移動がしやすい
H700、
合があります｡
イニングテーブル
為、お掃除をし易くデザインいたしました。
天板には耳付きの杉一枚板を使用し、引
受注生産の為､約2か
県産杉無垢一枚板の高級 き戸には高級感あふれる舞良戸を用いる
ことで玄関先を華やかに演出します。杉の W910×D450×H900 月ほどお待たせする場
松田木材
下駄箱 舞良戸タイプ
合があります｡
芳しい香りがお客様を優しく出迎えます。
無垢材仕様だからこそ、何世代にも愛され
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