の気になる本

高知県木製品カタログ
Wooden Produc ts in KOCHI

高知の木

（一社）高知県木材協会

兵庫

岡山

広島
山口

香川
愛媛

徳島

高知

大分

れいほく杉

やなせ杉

四万十
ヒノキ

高知県の森林率

84 %
日本
一!

高知県は森林面積が県土の約84%を占める日本一の森林県です。
いま、高知県の森林は、戦後に植林された人工林が生長し、木材と
して利用できる時期になっています。
この豊かな森林から生み出される木材を使うことによって、
「植える
→育てる→木を使う→また植える」という循環が生まれ、よく手入れ
がされた健全な森林を育てることにつながります。
健全な森林は、水源の涵養、土砂災害の防止、地球温暖化の防止な
どの公益的機能を発揮して、皆さんの安全･安心な暮らしを支えるとと
もに、木材を生産して山村で暮らす人々の生活を支えています。

65% が
植林による人工林であり、
そのほとんどが杉とヒノキです
うち

※人工林率の全国平均は 41％

杉とヒノキは高知を代表する木材です。長い日照時間や温暖
多雨な気候は、森林の生育に適し、古くは大阪城、二条城や
江戸城などの建築に御用木として献上されていた歴史があり
ます。県土全体では、標高差による垂直分布の変化により、
様々な森林が形作られています。
2

木材は、環境にやさしい再生可能な資源であり、使う人にもやさし
やなせ杉

い安全･安心な素材です。

県東部が産地の高知県の県木。色彩が豊富で独特の香りがあ
ります。樹脂分が多く、時が経つにつれて光沢が現れ、木目
も美しい。

製作した、皆様の生活の中に「やすらぎ」と「ぬくもり」をお届けする

れいほく杉

一品です。これらの木製品が皆様のご家庭やオフィス空間と豊かな森

県中央北部が産地。心材部の色が淡いピンク色。高齢の材ほ
ど特徴が顕著に見られます。また、嶺北の杉は真っ直ぐな木
が多いといわれています。

四万十ヒノキ

県西部が産地。土佐ヒノキ、高幡ヒノキとも呼ばれます。材
質は硬く、赤みが強い上に油気が多く粘り強い。吉野や木曽
と並ぶ銘柄として評価されています。

本カタログに掲載された木製品は、高知県内の事業者が心を込めて

をつなぐ架け橋となることを期待しています。
平成31年1月
高知県知事 尾﨑 正直

3

高知県木材協会の
気になる話①

メイドイン高知の木製品

高知県内木材加工業者および木製家具製作業者は、高知県
立森林技術センターによる性能評価を受けることにより、製
品の信頼性や安全性の向上に努めています。森林技術セン
ターは、森林・林業・木材産業に関して総合的に取り組む公
設の試験研究機関で、高知県産杉・ヒノキ材の乾燥性能や強
度性能の把握、床・壁構造等の構造性能、家具・建具等の強
度・耐久性能、温熱性能、音響性能など、西日本でも有数の
試験設備を有しています。高知県木材協会では、そこから得
られた貴重なデータを共有し、ユーザーに、より高品質なメ
イドイン高知の木製品をお届けできるよう、協力しています。

4

おもちゃ
子供用品

左上：原木の競り市
上：おもちゃの製作
左・左下：高知県森林技術センター
における製品の耐久性能試験。座
面に定められた負荷を 5 万回かけ、
耐久性をテスト。

世代を超えて
愛される製品を
手書きなるこっこ

W20×H40×D10mm〜
※ヒノキ

2
3
めめちゃんパネル
W110×H110×D10mm
※ヒノキ

4
おもちゃ・子供用品

キュウブ君ストラップ
W15×H15×D15mm〜
※ヒノキ

家具・インテリア

1

香りと手ざわりの良い、高知県産四
万十ヒノキの無垢材を積み木に仕上
げました。塗装はしておりませんの
で、お子さまが口に入れても安心・
安全です。家具職人の製作で寸法が
正確ですので大人の背の高さまで積
め、集中力と創造力が高まります。
キッズデザイン賞セーフティ部門受賞。

5
W40×H40×D40mm
※ヒノキ

安心して贈れる積み木セット

生活雑貨・日用品

ウッドキュウブ

なないろストラップ

上：50 ピース 下：100 ピース
※四万十ヒノキ、
無塗装

W13×H35×D3mm〜
※寄木作り

子どもたちのために、一つひとつ愛情を込め、二世代、三世
代にわたってお使いいただける、良い製品を作っていく会社
でありたいと思っています。
6

6

積み木キュウブ君

〒780-8063 高知県高知市朝倉丙 2137-2
TEL: 088-844-1891 FAX: 088-844-1844
E-MAIL: info@izutsu-ya.com
https://www.izutsu-ya.com/index.html

株式
会社

井筒屋
IZUTSUYA

7

高知のヒノキで
あたたかい木工品を

2

組み合わせ自由自在

ひのきキューブボックス
三段引き出し・二段引き出し
W350×H 350×D350mm
※ヒノキ、
無塗装、
連結型

3
おもちゃ、
本、
道具類の収納に

ひのきウッドボックス
S：W450×H180×D30mm
M：W450×H270×D30mm
※ヒノキ、
無塗装

おもちゃ・子供用品
家具・インテリア

1

4

小さなお子様に

作業場のスツール

生活雑貨・日用品

はじめての鳴子

田所さんの丸いす ひのき

75〜110×110×20mm
※ヒノキ、
無塗装

手作りにこだわり職人により一つ一つ丁寧に作られた製品
は、桧の香り・木の温もりを十分に感じていただけるよう無
塗装に仕上げた木工製品です。
桧の素材は、軽くて爽やかな香りがリラックス効果を生み、
使い込むほど味わいが出てずっと長くお使いいただけます。
上質な高知県産の桧を使用し、人にやさしい空間をご提案さ
せていただきます。
8

左：280×280×H525mm
右：280×280×H465mm
※ヒノキ、
無塗装

〒780-0928 高知県高知市越前町 2-4-5
TEL: 088-873-0821 FAX: 088-871-4700
E-MAIL: info@kidukurikobo.jp
http://www.kidukurikobo.jp

社会福祉
法
人

小高坂更生センター
KODAKASA KOSEI CENTER

9

四万十の自然と共に
生きてゆく

3

hoppe チェア
＆お絵かきテーブル

チェア：W360×H425×D348mm
テーブル：W550×H400×D400mm
※ヒノキ、
無塗装
ぷっくりしたホッペをイメージした
チェアと、天板の溝が特徴のテーブ
ル。大好きな色鉛筆やクレヨンを片
付けながら、お気に入りの場所でお
絵かきができます。

1

kodomo stool

W290×H200×D290mm
※ヒノキ

MORITO
ベンチ＆テーブル

2
おもちゃ・子供用品

otona stool

PET ボトル等の再生繊維を原料とし
た硬質フェルトとヒノキの間伐材を
利用した集成材を組み合わせた、地
球環境を考慮した、リサイクルに貢
献するプロダクトです。

ベンチ：W700×H262×D300mm
テーブル：W606×H432×D440mm
※ヒノキ、
無塗装

小さな子どもでも簡単に持ち運べる、
ヒノキならではの軽さとデザインが
魅力です。積み重ねた姿が美しいの

W430×H380×D290mm
※ヒノキ

5

家具・インテリア

四万十ヒノキの特徴は、ほんのりと桜色に染まった色合いと
爽やかな香りにあります。私たちは、この四万十ヒノキの「素
材の良さ」を 100% 活かすことを目指し、木と木の組み合わ

生活雑貨・日用品

せ方や加工、乾燥の方法を工夫しています。そして、無垢材
だけでなく原木の製材で生じた端材や市場価値のない曲がり
材、間伐材など従来なら捨てていた材同士をつなげあわせる
ことで価値のある材に再生する「集成材」を用いています。
もともとは山に捨てられていたような材から美しい集成材を
つくり、その集成材で作った家具をたくさんの人に使っても
らう。そうした取り組みを重ねていくことでヒノキの森林の
手入れをさらに進め、未来へと続く四万十川の風景をつくっ
ていきたいと考えているのです。
森林の管理から搬出までを手がける私たちは、四万十川中流
域に 56,000ha にも及ぶ広大な森林を管理しています。若者
の定住促進や自伐林家との共生もはかりながら、育林と間伐
を計画的に行うことで森の豊かさを守り、四万十川の清らか
な流れを育む使命感をもって仕事に取り組んでいます。

10

4

も特徴です。

落書きブロック

W100×65×H 50mm~
※ヒノキ、
無塗装

ヒノキのかたまりから削りだしたブ
ロックです。ペンや絵の具で好きな
色をつけて遊ぶことができます。たく
さん揃えれば街のできあがり!

〒786-0302 高知県高岡郡四万十町瀬里 57-3
TEL: 0880-27-0175 FAX: 0880-27-1032
E-MAIL: info＠hinokikagu.com
http://hinokikagu.com/item

四万十町森林組合

大正集成材工場
11

2
磁石付きで付けたりとったり
遊び方は自由

ピタコロクマ（坂つき）

（10）
（100）
×H70
×D70
W70（300）
mm
※ヒノキ、
バターミルクペイント・米ぬかオイル

動物の各パーツは磁石により
取り外し、
動かすことができます

1

Iroki Animal・木の組み木

動物：W130×H80×D40mm〜
木：W45×H55×D15mm〜
※ヒノキ、
バターミルクペイント・米ぬかオイル

3
赤ちゃんのはじめてのおもちゃに

クマのガラガラ・はがため

ガラガラ：W70×H90×D22mm
はがため：W70×H50×D9mm
※ヒノキ、
バターミルクペイント・米ぬかオイル

おもちゃ・子供用品
家具・インテリア

遊んだあとは
飾って楽しむインテリア

4
ツルツルした心地よい肌触り

生活雑貨・日用品

ヒノキのツミキ

内容：丸・三角・四角の３種を各３個、
計９個入り
サイズ：W45×H45×D30mm
※ヒノキ、
米ぬかオイル

武田玩具の木のおもちゃは、
「イラストを立体化してみたい」
という思いから生まれました。色をつけた木を『iroki』と名

付け、子どもの成長と共に、遊んだあとも飾って楽しめる、
インテリア玩具作りを目指します。
素材には、高知県の豊かな環境で育ったヒノキを使用。主に
糸鋸を使い制作しています。自然塗料を使用してるので、お
子様が舐めても安心、
。塗料の臭いも少なく、ヒノキの香りが
生かされています。

12

〒781-1105 高知県土佐市蓮池 465-3
TEL: 090-3948-5853 FAX: 088-881-0644
E-MAIL: takedagangu@gmail.com
https://takedagangu.thebase.in

武田玩具
TAKEDA GANGU

13

大好きな本といっしょに生活していく
ことができます。本立ての角は丸く
つるつるですので転んで角に当たっ
ても平気です。あかちゃんから大人
までいっしょに使ってください。日本
の木材ヒノキを使った贅沢な仕上げ、
塗料にはドイツ製のリボスオイルを
使用しました。アレルギーのお子様

2

にも安心、つるつるに磨かれて肌触
り満点です。

日本のヒノキを使って、ままごと用の
流し台が出来上がっていることに多
くの方はびっくりします。ヒノキの木
目はお部屋の雰囲気を暖かく、やさ
しい雰囲気にしてくれます。コンロは
桜の木で、つまみはケヤキの木を使っ
ています。

3

ままごとキッチン

W780×H500×D330mm
※高知県産ヒノキ・桜・ケヤキ
植物性油塗装

絵本たて

1

W600×H600×D240mm
収納冊数：10~20 冊
※高知県産ヒノキ、
亜麻仁油塗装

おもちゃ・子供用品
家具・インテリア

子供たちに
安心安全

（座面 280）
×D280mm〜
W340
対象年齢：8 ヵ月〜5 歳頃
※高知県産ヒノキ、
亜麻仁油塗装

保育園や幼稚園で要望の多い木のい
す、積み上げて収納できないかとの
要望から生まれた便利な木のいすで
す。4 台なら安定してつむことが出来
ます。ひのきで製作し、軽くて丈夫に
出来ています。塗装には，安全安心
塗料のオイル仕上げでしっとりと質
感が美しい椅子です。

4

当社はお誕生から小学校へ上がるまでの子どもたちを対象に
した、木のおもちゃと子ども家具の専門です。創業は 1983

生活雑貨・日用品

年、創業者は障がい者施設の保育士でもありました。少しで
も目を離すと、遊んでいるおもちゃを投げたり、口に入れた
り、遊んでいるにもかかわらず、常に怪我と隣り合わせにあ
る状況を変えたいと、作り始めたのが「木のおもちゃ」です。

日本の木材を使い、自社で製造しております。デザインから
製造まで一貫して行うため手間と時間はかかりますが、受け
取った方に「買ってよかった」と思っていただけるよう、日々
モノ作りに励んでいます。また、お客様や保育園・幼稚園な
どに直接販売させていただくことで、使う子どもたちや保護
者の方々からの意見を直接聞き、それらを製品づくりに活か
しており、皇室でもご愛用いただいております。
これからも未来ある子どもたち、そしてその家族のため、丁
寧なものづくりで社会貢献してまいります。
14

積み上げ椅子

赤ちゃんセット

W145×H145×D85mm（箱の大きさ）
※国産広葉樹、
亜麻仁油塗装
このセットは、すでに 30 年以上製作
しています。赤ちゃんのためのおも
ちゃとして、日本の木材を厳選し、て
いねいに磨き、ツルツルに仕上げて
完成させます。仕上げに亜麻仁油を
塗り込み、さらに磨き込んで光沢を
上げています。

〒782-0034 高知県香美市土佐山田町宝町 5-4-35
TEL: 0887-52-9773 FAX: 0887-52-9774
E-MAIL: order@wooden-toy.net
http://wooden-toy.net

株式
会社

なかよしライブラリー
NAKAYOSHI LIBRARY
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人にやさしい
環境にやさしい
作品はほとんどが杉材です。製材所で一般的に捨ててしまう
部分をメインに使うのが木星会の特徴であり、得意とすると
ころ。木は生き物で再生できる唯一の資源。扱い方には神経
を使いますが、木を理解して使っていけば、こんなに素晴ら
しい素材は他にはありません。
実際の制作に当たっては、使う人々に木の持つ素材感や温か
さなど手づくりのあじを知ってもらうために一人の職人が最
初から最後まで仕上げることを基本にしていています。

1

2

月の座卓

W900×H460×D450mm
※高知県産杉材

おもちゃ・子供用品

3

キリンの背イス

W320×H720×D300mm

（座面高：280mm）

4

※高知県産杉材

家具・インテリア
生活雑貨・日用品

葉型イス
どんぐりイス

W360×H380×D400mm
※高知県産杉材

丸座卓

W820×H320×D820mm
※高知県産杉材

〒781-3705 高知県土佐郡大川村大北川 227
TEL: 0887-84-2344 FAX: 0887-84-2261
E-MAIL: staff@mokusei.or.jp
http://www.mokusei.or.jp/index.html
16

協同
組合

木星会
MOKUSEIKAI

17

未来を創る
子供たちへ

本物の大工さんも顔負け！ 本格的な
大工道具をそろえたセット。穴あき
ブロックとクギやネジなどを使うこと
で少し複雑な形まで作れるので、大
きくなってからも楽しんでいただけま
す。
「グッド・トイ 2013」選定玩具。

2

11 種類の海の仲間たちが、木のおも
ちゃになりました。お風呂に浮かせ
て、網ですくって漁師さんごっこ。ひ
のきの香りもお楽しみいただけます。
一番人気の商品です。

3

○○○○○○

W0000×H0000×D000mm〜
※○材

ちびっこ大工道具セット
W355×H100×D200mm
※ヒノキ・ケヤキ・桜・杉

木 箱 の中に「つ み 木、歯 が ため、
カタカタ、コロコロ」という４種の
おもちゃをセット。まあるく、やさ
しく磨きあげているので、赤ちゃ
んのファーストトイにぴったり。お
誕生の贈り物として人気です。

4

ままごとセット

W240×H100×D230mm
※ヒノキ・ケヤキ・桜・杉
カヤ・草木染めフェルト

おもちゃ・子供用品

○○○○○○

W0000×H0000×D000mm〜
※○材

大人が見ていてもワクワクするよ
うな、色々な種類の食材が詰まっ
たままごとセット。包丁でサク！サ
ク！ 中にマグネットを埋め込んで
いるので、繰り返し遊んでも切れ
味が変わりません。
「魅力ある日本
のおみやげコンテスト 2011」にて
「国際森林年別特別賞」を受賞。

形の変化や音に興味がある小さな
お子さまから、成長して簡単な数
字が理解できるようになる頃まで、
長く遊んでいただけます。

家具・インテリア

1

赤ちゃんの宝石箱

おふろでちゃぷちゃぷ

W180×H150×D150mm
※ヒノキ・ケヤキ・桜

生活雑貨・日用品

W220×H50×D150mm
（無塗装）
※ヒノキ

日本一の森林率 84％を誇る高知県。その山と海のちょうど真
ん中にある安芸市という小さな田舎で工房を構え、木工玩具
を作っています。高知県産材を材料に、安心してお使いいた
だける良質な商品を女性職人達が中心となって一つ一つ丁寧
に仕上げております。
木が持つやさしさと、あたたかさが、誰かの暮らしを豊かに
することを願っています。
18

ベビーそろばん

W280×H40×D180mm
※ヒノキ・ケヤキ・桜・カヤ

〒784-0043 高知県安芸市川北甲1967 番地
TEL: 0887-34-4500 FAX: 0888-13-0167
E-MAIL: info@yamanokujira.jp
https://yamanokujira.jp

株式
会社

5
山のくじら舎
YAMANOKUJIRASHA
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高知県木材協会の
気になる話②

未来の森のために

家
具
インテリア

木造の校舎や木製の机、イスで学ぶ
こと、木のおもちゃに触れることなど、
木を身近に感じることが「木育」の第
一歩です。
右：本山町保育園
右下：土佐町小学校
下：木育イベントにて

高知県木材協会では「木育（もくいく）
」を推進しており、高
知県木材普及推進協会が所有する「木のおもちゃ」を無料で
貸し出しています。幼児期に原体験として木材と関わり、木
材の温かさや優しさを五感で体感することは、木材に親しみ
を持ち、木材をはじめ、森、樹木など様々なものに好奇心を
持つことにつながります。また、豊かな感性を育み、森林や
環境問題に対する確かな理解の基礎となり、木製品の伝統や、
木材の未来について考えるきっかけとなります。お子さまが
多く集まるイベント等でぜひご活用ください。

20

土佐材を使って
暮らしを豊かに

1

イータステーブル

1000~1200Φ×H650~700mm
※ヒノキ、
ケヤキ、
杉がお選び
いただけます

土佐の山は昔から良材の産地として有名でした。その材は江
戸城や大阪城にも使われ、豊臣秀吉に「日本一」と言われた
ほどです。現在も林業に誇りを持つ山の人たちがたくさんい
て、子孫を思いながら植林された木を心をこめて育てていま
す。イータスインザルームは、そんな土佐材を使って皆様の
暮らしを豊かにする木製品を提供したいと考えています。製
品はすべて高知県内で製作しています。
このオリジナルのまるいテーブルが誕生したのは、子どもた
ちがまだ小さかった 1993 年ごろのことです。家族 5 人の顔を

上：杉 下：ケヤキ
意匠登録 1487735 号商標登録 6047379 号
イータステーブルはセミオーダーの円テーブルです。土佐の山から木を切り出して製材し、乾燥さ
せ、熟練の家具職人がひとつひとつ丁寧に仕上げます。金属の脚は使わず全て天然木製で５人以
上均等に座れるのが特徴です。数少ない国産材の丸テーブルです。

ちゃんと平等に見られて、お料理がみんなの手に届きやすく、
会話もまわるような円形のモノがほしいと思って探してみた
のですが、なかなか見つからない。そこで建築士の夫と大工
の義父が、家族のために作ってくれたのがこのテーブルとい
うわけです。家族の原点でもあるテーブルを、イータステー
ブルとして新たにお届けするようになって、今度は企業や公
共施設などから、ホールスペースに置きたいというオーダー
をいただくようになりました。これからは会社や社会、誰か
と誰かの「まるい、まるい、いいかんけい」をつないでいく
ことができたら、このテーブルも私たちも幸せです。

2

イータスチェア
KOKAGE（コカゲ）
W620×H785×D560mm

（座面高 400mm）

オーテピア高知図書館にイータステーブル（ヒノキ）を納品しました。
木の温かみが皆様の心に伝わりますように。

※ヒノキ

おもちゃ・子供用品

ゆったりした座り心地は森の木
陰のようにリラックス気分を味
わえます。存在感がありながら
もコンパクトな造りです。ダイ
ニングでもパーソナルチェアと
しても最適です。

家具・インテリア

4

土佐とれい

3

イータスチェア
EINE（エイネ）

W280×H280×D25mm
※四万十ヒノキ、
リバーシブル仕様
自然塗料仕上げ

W430×H720×D470mm

（座面高 410mm）

※四万十ヒノキ

天然木のやさしい肌ざわりとどこにも

生活雑貨・日用品

角のない、ころんとした安らぎのフォ
ルムです。四万十ヒノキでつくりまし
た。EINE は、土佐弁で「いいね」とい
う意味。イータステーブルに合わせて
デザインしました。高知県立森林技術
センターのご協力で公共建築でも使
える強度試験に合格しています。
「土佐とれい」は、お膳の原点ともいえる折敷を、高知県
産の美しい柾目（まさめ）のヒノキを使って現代に再現し
たものです。角の止めには土佐桜が使われています。

〒780-0946 高知市上本宮町 136-2
TEL: 088-854-6363 FAX: 088-844-8627
E-MAIL: etas@enishi.or.tv
https://www.etas-intheroom.co.jp
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イータスインザルーム
ETAS IN THE ROOM
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防音ケージカバー

オリジナルで快適な
犬小屋・猫小屋

W1020×H740×D720mm
※高知県産杉

お使いのケージを囲い、簡単に防音
できる無駄吠え対策商品です。老犬
やしつけのできないペットの無駄吠
えによる騒音を軽減します。前面が
アクリル板で中がよく見え、ロスナイ
（空気清浄機）付きで換気可能。酸欠
の心配もありません。夏場は、エアコ

当工房では、高知県産の天然杉を使用し、作り方・デザイン・
快適性にこだわった、ワンランク上のペットハウスを提案し
ています。室内ハウスから屋外サークルまで、ワンちゃんネ
コちゃんが快適に過ごせるよう、最適なオリジナル製品を設
計・製作しています。おかげさまで全国各地からお問い合わ
せをいただき、多くのご家庭でご利用いただいています。家
族で組み立てを楽しめるよう、簡単なキット材にしてお届け
します。サイズオーダーも可能です。飼い主もペットも満足
できる理想のペットハウスを作りませんか。

ンを点けた室内の温度と同じになり
ます。無駄吠えが 3 分の 1（52db）程

度になります（人の声＝60 〜 65db）
。

2

1

3

猫ハウス（3〜4 匹用）

W1500×H1500×D1000mm
※高知県産杉

おもちゃ・子供用品

住宅を新築した方、アレルギーで室
内で飼えなくなり、専用ハウスで数
匹飼いたい方にお勧めです。板の厚
さは 3cm です。爪とぎにもなる登り
木が付いています。入口や通気窓に
は網がはまっていますので、建具を
開けても出られません。寝床にもな
る棚も 4 段付いています。

サークル小屋一体型

W1300×H1400~1600×D2000mm
※高知県産杉

4

ヒモで繋がず過ごせて、毛も汚れない。

家具・インテリア

ワンコランド

生活雑貨・日用品

W2200×H1200~1600×D1600mm
※高知県産杉、
屋根ポリカーボネート

小型犬から大型犬まで対応可能なハ
ウスです。外壁は、下板の上に上板

板の上ですので肘タコもでき難いです。
1 枚の屋根の下に部屋とデッキを納めて
います。不意の風雨でも部屋に逃げ込
めます。基礎は、ブロックを敷くだけで
据え付けできます。噛み難い L 型のアン
クルを取り付けています。留守番をここ
でさせても汚れないので、すぐに部屋
に入れられます。

が重なり合うヨロイタイプです。雨
が部屋内に入ることもありません。屋
根の仕上げ材は、ポリカーボネート
で仕上げています。

〒781-3521 高知県土佐郡土佐町田井 2097-2
TEL & FAX: 0887-82-2625
E-MAIL: info@inugoyak.com
https://www.inugoyak.com
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一本の木材を
継ぎ目なく曲げる

キット式で組み立て簡単

スパイラル階段
※アイテム各種あり

精密計算され完全プレカットで、
簡単な組立式。DIY での取付け

可能なスパイラル階段です。手
摺は高級無垢材の一本物。伐採
特許・長尺３次元曲げ製法は、角度が変わる部分に
継ぎ目がありません。

に対する合法性を持った、希少
な北海道産のタモ材です。

世界に類のない特許製法の階段手摺は、あらゆる角度とアー
ル形状に対応でき、
「繋ぎ目の無いアール階段用手すり」とし
て階段全体で製作施工しています。
日々、階段を使用するたびに感じる手摺の滑らかさと温かみ
は使う人の五感を刺激し、毎日が新鮮な感動と喜びに満ちた
生活の一助となります。子どもたちの心（第六感）を育む上
でも大変重要な要素となり、想像力と五感を養うことにつな
がると思います。
ロートアイアン（鍛鉄）の子柱も著名アーティストにより造
られています。邸別にでき上がるデザインと技術は、住む人
の心に感動を与えます。
弊社の技術で夢を叶えられた方々に幸せそうな笑顔で ねぎ

上下 2 連装スパイラル階段

3

らわれた時、私たちの仕事が完成します。

2

ジョイント金具不要

35φ連続丸棒手摺

※邸別プレカット
メイプルまたはホワイトアッシュ
（積層材ではありません）

手摺に接続金物がないので使いや
すく、バリアーフリーです。本物の
無垢材が持つ質感と、温かみのあ
る手摺が、ローコストでありながら
日々の感動をお届けします。

おもちゃ・子供用品

1

高知県黒潮町 上林暁文学館

継ぎ目のない手摺が魅力

4

アール階段

家具・インテリア

※邸別プレカット
スタート部からここまでは
1 本の無垢材を曲げています。

生活雑貨・日用品

お客様が最初に入る玄関で、
優雅な雰囲気を醸し出す製品
です。おもてなしの心が、住
む家のグレードを高めます。

木目を曲げた
継ぎ目のない框

湾曲玄関框

※製法特許

ケヤキ S 框と無垢板式台

〒783-0055 高知県南国市双葉台18 番地（高知県中央木材工業団地内）
TEL: 088-804-8228 FAX: 088-804-8227
E-MAIL: info@kipuro.co.jp
http://www.kipuro.co.jp/index.html
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オーク材、パール塗装

株式
会社

キプロ
KIPURO
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従来の平板椅子は体重が 1 点に集中し、座り続けると段々と
疲れが出てきます。クルミ工房が創作する椅子の特徴は、背
面と座面にある 1 つ 1 つのブロックが、重さを均等に分ける

2

肘掛いす

W580×H830×D700mm

（SH400mm）

3

※高知県産杉

ことで、長時間座っていても疲れにくい設計となっています。
そして、通気性も良いので蒸れずに快適な座り心地を実現し
ます。この独特な市松模様のデザインはクルミ工房オリジナ
ルデザインで、日本で唯一無二の椅子です。木材は、樹齢

長いす

W1210×H430×D390mm
※高知県産杉

100 歳の高知県産杉を使っています。

おもちゃ・子供用品

堅くて、
柔らかくて
むれない、
唯一無二の椅子

家具・インテリア
生活雑貨・日用品

1

4

座いす・脇息

座椅子：W430×H580×D550mm
（SH90mm）

脇息：W150×H320×D620mm
※高知県産杉

5

角いす

W330×H 410×D 330mm
※高知県産杉

ソファー

W1430×H900×D600mm

(SH400mm）

※高知県産杉

28

〒782-0054 高知県香美市土佐山田町植 936-9
TEL: 0887-52-5528 FAX: 0887-52-5538
E-MAIL: kurumikoubo@gmail.com
http://kurumikobo.com

クルミ工房
KURUMI KOBO
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1

土佐ヒノキデスク W 型

W1400×H700×D700mm
※四万十ヒノキ集成材、
ウレタン塗装

2

おもちゃ・子供用品

ほんのり桜色に染まる木肌の美しさで知られる「土佐ヒ
ノキ」
。このデスクはその風合いや手触りをいつまでも
楽しむことができる、広くて使いやすいシンプルなデザ
インのワーキングデスクです。オフィスのサイズに合わ
せて選べる 2 つの大きさをご用意。サイドワゴンと合わ
せてお使いなることで、さらに機能性が高まります。

土佐ヒノキデスクS 型

家具・インテリア

木のこころを
伝える

W1100×H700×D700mm
※四万十ヒノキ集成材、
ウレタン塗装

生活雑貨・日用品

高知県木製品工業連合協同組合（池代表理事）は、木材製品
の消費喚起によって木製品製造業及び林業の振興を図ること
を目的に、昭和 60 年に設立されたものづくり集団で、現在、
高知県産の杉、ヒノキ、広葉樹、竹等を使った家具、おもちゃ、
家庭用品等を製造する事業体 29 会員で構成されています。

この 1 年半で大幅な会員増加に努め、素材の特長やデザイン

や商品開発等を学ぶ勉強会を開催したり、消費者ニーズを把
握するため県内外や海外で開催されるイベントへ共同出展す
るなど、活動も活発化しています。さらには初めてロゴや木
育カタログを製作するなどして、A 材のさらなる地産地消・
地産外商促進と木育推進に向けて、関係機関と連携しながら
積極的に取り組んでいるところです。

30

3

板面や塗装が劣化しても、やすりがけ
や再塗装などにより新品同様の輝きを
取り戻します。

サイドワゴン

W395×H600×D602mm
※引き出し 2 段
（左）
、
（右）
3段

〒780-0801 高知県高知市小倉町 2-8（一社）
高知県木材協会内
TEL: 088-882-0298 FAX: 088-884-1697
E-MAIL: info@k-kenmoku.com
http://www.k-kenmoku.com/

高知県木製品
工業連合協同組合
31

3
4
シンプルデザイン

おはりばこ

おもちゃ・子供用品

使う人と共に
永い時を刻む家具

1

体に沿ったやさしいフォルム

優チェアー（子供用）

×D335mm
W335×H250（SH180）
※ヒノキ・桜・ナラ

5 脚まで積めます。

W270×H88×D178mm
※栗、
天然オイル仕上げ

心地よい座り心地

スタッキングスツール

W415×H420×D415mm（座面直径 300mm）
（ウルシ調）
※ヒノキ、
着色オイル

シンプルデザイン

名刺入れ

W130×H72×D13mm
※ブラックウォルナット

家具・インテリア

2

生活雑貨・日用品

お子さんと一緒に乗っても大丈夫

手作り木馬 ゆらり

W850×H540×D250mm（座面高 320mm）
※本体＝ヒノキ、手綱・クサビ＝桜・朴
32

5

（他種類あり）

無垢の木と天然塗料を使い「シンプルで上質なモノ作り」を
心がけ、永く使い続けられる木工家具・クラフトを制作。使
う人の家財として受け継がれる家具であるように、飽きのこ
ない「用の美」を追求しています。
木の製品は、時が経つと手ざわり、肌ざわりが馴染んできま
す。ついた傷でさえも味になっていくので、新品の状態が一
番いいというわけではありません。そこが木の魅力で あり、

面白いところです。100 年かけて育った木を使うなら、長く
使ってもらいたい。そのために昔から伝わるホゾ組を基本に
した丁寧な仕事をしています。
使う人と共に時間を刻みながら、暮らしの中で彩りやゆとり
を与えてくれる木のモノ。永い間、身近に置いて付き合って
頂ければ幸いです。

〒785-0207 高知県高岡郡津野町新土居1554-1
TEL & FAX: 0889-55-2755
E-MAIL: info@kokuya.net
http://www.kokuya.net/index.html

工房刻屋
KOBO KOKUYA
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オーダーメイドで楽しむ
土佐ヒノキの家具
主に土佐ヒノキでオーダーメイド製作、植物性オイル仕上
げが基本です。積極的に間伐材を使用しています。
My 箸（名入れ）やミニチュア椅子、時計など、木工クラ
フト教室の講師依頼も承っています。
箸（箸袋付）は名入れ（焼きペン）ができますので、ノベ
ルティや誕生日・還暦祝い、引き出物などに好評です。子
供サイズもあり、お食い初めのプレゼントに人気です。

手触りや香りは子供の感受性を育みます

三輪車・おもちゃ箱・木馬

三輪車：W300×H250×D280mm
おもちゃ箱：W300×H250×D280mm
木馬：W300×H250×D280mm

3

箸（袋付）

150〜210mm
※ヒノキ間伐材、
柿渋・蜜蝋仕上げ
材質・サイズオーダーできます

6

5

「福を呼ぶ」
と
贈答用に好評です

玄関ホール・リビングで
存在感ある椅子

ふくろう時計

ハイバックチェアー

W280×H300×D30mm
※ヒノキ・黒檀
オイル仕上げ

W450×H1500×D500mm

おもちゃ・子供用品

（座高 430mm）

引出しの取っ手もヒノキの枝です

家具・インテリア

1

ベンチ

W1100×H900×D500mm（座高 430mm）
※ヒノキ

※ヒノキ、
オイル仕上げ

オーダーで引出サイズも思いのまま

キャビネット

W800×H700×D400mm
※ヒノキ、オイル仕上げ

生活雑貨・日用品

丈夫な作りで世代を超えて末永く

子供椅子

W270×H500×D250mm（座高 230mm）
※ヒノキ、オイル仕上げ

2
34

4

プレゼントに
My 箸に、

7

〒789-1924 高知県幡多郡黒潮町馬荷 2826-4
TEL: 080-1997-7463
E-MAIL: polemedaka3@gmail.com
http://www.iwk.ne.jp/~heartlife/polepole.htm

昔懐かしいシンプルデザイン

スツール

W250×H500×D250mm（座高 230mm）
※ヒノキ（杉）、オイル仕上げ

8

工房ポレポレ
KOBO POLEPOLE
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あなたのための
オリジナル家具

4

3

収納ユニット

W2300×H1990×D600・300mm
※ヒノキ集成材、
オスモカラー仕上

オーダーメイドの家具製作の道を歩み始めて半世紀になりま
す。お客様からご注文をいただいた家具を納入する時は、娘
を嫁にやる思い。納得し、喜んでもらえる時が一番の幸せで
す。熟練の一級技能士が手作りにこだわり、伝統的な手法で
この世にふたつとない品物を作り続けています。お客様のご
希望通りの家具作りができれば幸いです。

キッチン収納棚

W1945×H2300×D400・600mm
※メラミン・ポリ合板

1

5

障害者福祉サービスセンター

6

壁面収納ユニット

壁面収納棚

W3120×H2460×D450・600mm
※ヒノキ・シナ合板

W4125×H890×D460mm
※メラミン・ポリ合板

おもちゃ・子供用品

ローチェスト

W1800×H600×D650mm
※ヒノキ・シナ合板

家具・インテリア

8

2

マンション個人宅

生活雑貨・日用品

TV ボード

W2500×H3000×D500mm
※メラミン・ポリ合板

流し台

W3200×H800×D 950mm
※人工大理石

7

〒781-5106 高知県高知市介良乙 3272
TEL: 088-860-0810 FAX: 088-860-0839
E-MAIL: setoaoyagi@seto-aoyagi.co.jp
http://seto-aoyagi.co.jp
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ディスプレイ台

W400×H1000×D400mm
※ヒノキ

有限
会社

セト青柳工芸
SETOAOYAGI KOGEI
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空間を和ませる
雑木の小鳥たち

3

疲れた体に癒しをくれる友だちだったり、大切な家族の一員
であったり、ずっと一緒に育ってきた故郷であったり…。木
は、思った以上に私たちの暮しの中で大きな存在だと、ふと
実感することはありませんか？
木で作る野鳥の彫刻、またはそれらを作ることをバードカー
ビング (Bird Carving) と言います。絵の具で彩色せず、焼き

4

（2 羽）
雑木バード

W300×H150×D150mm
※キンモクセイ

ごてで表面を焦がし、表情を描いています。枝や幹の形、樹
皮や木質、年輪、色、重さ、においなど、それぞれの木が持
つ特徴をそのまま感じて下さい。手のひらで触れながらじっ
くり観察してみると、きっと少しずついろいろなことが見え
てきます。そして小さな発見と感動が、あなたの日常をより
豊かで新鮮なものに変えてくれるはずです。
木が 積み重ねてきた歴史をそのまま次の世代に残せるよう

1

（4 羽）
雑木バード

5

心を込めて、一つでも多くの作品を残していきたいと思って
おります。

雑木バード

おもちゃ・子供用品

W100×H300×D100mm
※アベマキ

家具・インテリア
生活雑貨・日用品

2

W400×H150×D150mm
※クロバイ

6

（3 羽）
雑木バード

W300×H150×D150mm
※アベマキ

バードコール

7

W20×H20×D60~80mm
W50~60×H40×D40mm
※ケヤキ・ウバメガシ等

金属の部分を回すと鳥の鳴
き声のような音がします

はし置き

W50~60×H40×D40mm
※杉、
ヒサカキ

スタンディングバード
左：W240×H430×D240mm
右：W100×H300×D150mm
※左：エノキ、右：モチノキ
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〒781-5233 高知県香南市野市町大谷 613-8
TEL: 090-2783-9905 FAX: 0887-56-2758
E-MAIL: tosanohotta@yahoo.co.jp
http://www.geocities.jp/torinohotta/index.html

バードカービング堀田
BIRD CARVING HOTTA
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木のぬくもりと
やわらかさを生かす

2

3

お手軽なキャスターワゴン

ヒノキキャスターワゴン
大：W525×H720×D425mm
小：W525×H500×D325mm
※土佐ヒノキ、
天棚板はリバース可
落下防止枠あり

4

おもちゃ・子供用品

ゆったり椅子 左・右
W500×H420×D600mm

6

家具・インテリア

1

本棚・学習机・椅子セット

机：W900×H700×D450mm
椅子：W410×H420×D430mm
可動棚：W915×H1250×D300mm

5

土佐ヒノキのロッキング

大：脚長 800×SH480mm
中：脚長 800×SH370mm
小：脚長 640×SH260mm

一家の団欒に素朴な味わい

ヒノキダイニングテーブルと
椅子セット

生活雑貨・日用品

テーブル：W1300×H720×D800mm
椅子：W410×H420×D430mm
※土佐ヒノキ接ぎ合せ、
椅子座面は土佐杉

土佐の豊かな自然で育まれる森林、中でも豊富なスギ・ヒ
ノキの森林資源を無駄なく生かし、
木が本来持っている「ぬ
くもりとやわらかさ」を大切にしています。
材料は主に間伐材や、建築用材に向かない短い丸太のスギ・
ヒノキです。この中から良い部分を選んで椅子やテーブル
などの木工製品、小さいお子様用に肘付き椅子や木馬を
作っています。
なお、塗料は使用していません（未塗装）ので、日焼け・
変色することがあります。オスモクリア仕上げや柿渋塗装
も可能です。一つ一つが手作りですので、製品により寸法
規格が数センチ異なることがあります。
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土佐ヒノキの端材から

ヒノキの積み木 ひのきっこ
1 キログラム袋入り
※土佐ヒノキ、
着色なし、
40mm〜

〒781-8125 高知県高知市五台山 1090
TEL: 088-883-8908 FAX: 088-882-3380
E-MAIL: maki3791@aurora.ocn.ne.jp

一輪挿し

※カイヅカイブキ・クス・ケヤキ
水漏れしません

7

水口木工所
MINAKUCHI MOKKOSHO
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愛情のこもった
魅力ある家具作り

2
センターベッドユニット
※高知県産ヒノキ・杉

木が大好きなあなたのライフスタイルに合った家具作り。環
境に優しい木は、ひとつとして同じものがありません。例え
ば樹種や特徴、香りは同じでも木目は一つひとつ違います。
私たちは木の持ち味と確かな技術を融合させ、オーダー家具
を作り続けています。いい腕を持った職人たち（一級建築士

1

会館据付椅子

3

。信頼と実績、高品質で安心設計の国
1 名・一級技能士 5 名）
産品。伝統的な家具から新しい賑わいのある家具まで、あな
たの空間にふさわしい家具を。木のぬくもりを技術にのせて。
テーマや予算など、お気軽にお問い合わせください。

※高知県産ヒノキ・杉

学校下駄箱
※高知県産ヒノキ・杉

おもちゃ・子供用品
家具・インテリア

4

生活雑貨・日用品

下駄箱
※高知県産ヒノキ・杉

〒783-0004 高知県南国市大桶甲 317-6
TEL: 088-863-1532 FAX: 088-863-3251
E-MAIL: yamasaki-kogei@chime.ocn.ne.jp
https://www.and-more-y.com
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有限
会社

ヤマサキ工芸
YAMASAKI KOGEI
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高知県木材協会の
気になる話③

日曜市で会いましょう

生活雑貨
日 用 品

今週はどんな商品が並ぶのか、お楽しみに！

高知県産木材の普及促進を目的として、高知県木材協会は日
曜市に 1コマ分の街路市臨時出展登録をしています。家具や
木製小物の販売も行っており、多くの観光客が訪れることか
ら、高知県産木材を用いた製品をより多くの方々に知ってい
ただく機会として活用しています。また、生産者とユーザー
が直接触れ合うことができる貴重な場となっています。場所
は追手筋 1 丁目 4-13 のアークビル前、横断歩道横です。高知
県木製品工業連合協同組合のメンバーを中心に毎週内容を
入れ替えて出展しています。
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シンプルな
ヒノキ材の日用品

3

釘なしすのこ 7 枚打

W850×H39×D590mm
※国産ヒノキ

1

風呂いす

W270×H150×D200mm
※国産ヒノキ

4

かざる台

W 460×H300×D210mm
※国産ヒノキ

おもちゃ・子供用品

5

うす型まな板（寄木）
W360×H210×D15mm
※ヒノキ

家具・インテリア
生活雑貨・日用品

2

シャンプー＆石けん台
W300×H100×D130mm
※国産ヒノキ間伐材
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6
池川木材工業では林産から最終加工まで、高知県産間伐材を
使用したヒノキ商品を一貫生産しています。日本一の清流仁
淀川の上流、やっとコンビニができた町で、誇りを持ってお
客様にお届けする木製品を作っています。私たちの商品は、
ヒノキを使ったすのこや踏み台、収納ボックス、お風呂用品
など、毎日の生活に欠かせないものばかり。
「どんな人が使っ
てくれるのかね〜」
「頑張って役に立ってきいよ〜」と心から
願っています。

ワイルド BOX S
W390×H105×D265mm
※ヒノキ

〒781-1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲775-1
TEL: 0889-34-2015 FAX: 0889-34-2545
E-MAIL: emono-maido@ikemoku.co.jp
https://www.ikemoku.co.jp/index.htm

池川木材工業 有限
会社
IKEGAWA MOKUZAI KOGYO
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2

森から生まれた
新しい木のカタチ

kaku-ss

ブラック

460×390×75mm

3

postman

ブラウン

255×255×130mm

4

postman

プレーン

255×255×130mm

おもちゃ・子供用品
家具・インテリア
生活雑貨・日用品

1

460×390×70mm

私たちエコアス馬路村のポリシーは、
「明日はきっとエコロ
ジー、いつか生態系循環の永遠の森につながるように」
。
「森
を育てる」
「森を集める」
「森を加工する」
「森を販売する」
「森
に還元する」といった森の仕事に関するすべてを一貫して行
う「森の 6 次産業化」を通して、全国的に衰退する林業を元

気したいと考えています。
「monacca」は、杉の間伐材を使った世界で唯一の成形デザ
インによるバッグブランドです。オールハンドメイドで、原
木丸太の選定から、木のスライス、三次元成型、表面磨き仕
上げ、塗装、木の縫製、最終チェックに至るまで、熟練の職
人が携わっています。
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6

プレーン

ブラック

maruta

ishikoro

kaku

プレーン

5

350×420×105mm

230×240×105mm

〒781-6201 高知県安芸郡馬路村馬路1464-3
TEL: 0887-44-2535 FAX: 0887-42-1911
E-MAIL: umajimura@ecoasu.co.jp
http://ecoasu.co.jp

株式
会社

エコアス馬路村
ECOASU UMAJIMURA
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ワンアクションで開閉

ウッドテーブル KUROSON370

W990×H375mm×D550mm ※土佐ヒノキ・クルミ

2

3

屋外で使いたくなるゴミ箱

ゴミ箱・ダストスタンド
CHIRIBAKO

W450×H740×D385mm ※クルミ・ブナ

紙皿が飛ばないトレー

ソトゼン

1

W435×H240mm×D15mm
※土佐ヒノキ・クルミ

おもちゃ・子供用品

プレートにも使える

四万十ひのき まな板

家具・インテリア

自然と遊ぶ
自由に生きる

生活雑貨・日用品

当社の木製キャンプ用品ブランド「196（イチ・キュー・ロク）
」
の商品は、
「キャンプサイトに木の温かみを！」をコンセプト
に、四万十ひのきや土佐ひのきを使い、ヘビーキャンパーの
私たちが細部までこだわりデザインしました。ブランド名の
「196」は清流四万十川の距離 196km から。ものづくりを通
して、四万十川流域に広がるひのきの森が今後も守られ、豊
かなめぐみを子供たちに残していきたいと願っています。
忙しい日々の生活から離れ、仲間や家族と自然の中でゆっく
りと過ごす。10 年、20 年経ち、古くなりキズの付いた味のあ
る道具を見たとき、仲間や家族と過ごした時間を思い出す。
そんな存在になるキャンプ道具を作っていきたいと思いデザ
インしています。
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W450×H250mm×D20mm
※土佐ヒノキ・クルミ

4
マグネット内臓

ダッチオーブンスタンド

6

W200×H220×D15mm
※クルミ・ブナ

5

いつもの調味料をそのまま

スパイスボックス（ロング）
W265×H305×D140mm
※土佐ヒノキ

〒780-8008 高知県高知市潮新町 1-14
TEL: 088-854-8605 FAX: 088-854-8606
E-MAIL: info@196km.com
http://196km.com

株式
会社

オプション
OPTION
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300 年先の未来
榧の森を夢見て

2
まな板の最高峰
プロも認める使い心地

1

本榧まな板（角丸）

340×220×20mm ※榧

カットに盛り付けに

本榧カッティングボード

おもちゃ・子供用品

250×250×15mm ※榧

3

4

ナチュラルで美しい

本榧ティッシュケース

140×265×90mm ※榧

家具・インテリア

5

おもてなしに
天然木の温もり

本榧丸盆

生活雑貨・日用品

280×280×20mm~
※榧
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榧工房かやの森は、日本でただひとつの榧の専門店です。
300 年の年月をかけて一人前の成木になる榧の木。生育が困
難で日本の山からも、市場市場からも姿を消していこうとす
るこの木を、
「これから先も残したい」
「その存在と価値を守
りたい」という想いで、私たちは榧の森づくりを続けるとと
もに、木材から実にいたるまで、榧の魅力を感じていただく
ためのものづくりをしています。
山の宝石と呼ばれるほど美しい木肌、なめらかな手触り、芳
しい香りなど、榧の素晴らしさをたくさんの方々に感じてい
ただければ幸いです。

毎日使うのが楽しみに

本榧 2 段弁当箱

160×80×85mm
（木目をお選びいただけます）
※榧

〒780-0054 高知県高知市相生町 6-3（株式会社 高知前川種苗）
TEL: 088-880-5188 FAX: 088-883-5208
E-MAIL: info@kayanomori.com
https://www.kayanomori.com

榧工房 かやの森
KAYAKOBO KAYANOMORI
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純国産にこだわる
竹集成材のエキスパート

2
半月盆

W380×H22×D335mm
※竹集成材、
ウレタン樹脂塗料

3

おもちゃ・子供用品

綾部

W350×H22×D130mm
※竹集成材
ウレタン樹脂塗料

家具・インテリア

4

1

弁当箱

生活雑貨・日用品

W160×H84×D80mm
※竹集成材、
ウレタン樹脂塗料
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コスモ工房があつかう竹は全て高知県産の国産材料です。竹
を工業製品化することを目標に日々研究を重ね、実現してき
ました。
弊社は人と環境への配慮により、竹の加工において海外など
でよく行われる、漂白などの化学薬品による処理を一切行い
ません。日本でもいち早く、
『乾留・蒸気処理』を取り入れ、
従来の天然乾燥に人工乾燥を組み合わすことにより、材料の
加工にかかる時間を大幅に短縮、大量生産を実現しました。
また、長年の研究により、漂白を行わずとも虫をよせつけに
くい材を作ることに成功しています。これからも日本の里山
保全を目指し、竹の新たな可能性に挑戦していきます。

サービングボード丸
W390×H8×D300mm
※竹集成材、
ウレタン樹脂塗料

〒781-0112 高知県高知市仁井田字新築 4650
TEL & FAX: 088-847-1823
E-MAIL: k.cosumo@rice.ocn.ne.jp
http://cosumo-kobo.jp

株式
会社

コスモ工房
COSUMO KOBO
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手のひらサイズのカードケー
スに小さな麻の葉文様が密に
組み込まれ、伝統技術の風合
いを感じます。

アサイロカードケースは光に透か
すとまるでステンドグラス。組子
文様の美しさと透けたカラーの愛
らしさ。カラフルな色の変化が楽
しいカードケースです。

CARD CASE ASANOHA

W110×H70×D15mm
※右：ヒノキ 左：レッドメランティ・ホオノキ

2
3

CARD CASE ASAIRO

W110×H70×D15mm
※ヒノキ・エポキシ樹脂

1

KUMIHAKO

宿毛まちのえき 林邸

オーダーメイド商品
※ヒノキ

Photography: Satoshi Asakawa

日本古来の伝統文様と組子細工技術から誕生
した耐力壁です。通風や採光が可能で、欄間
のような和の意匠性に優れています。伝統建
築の分野では和風旅館や、中大規模木造建築
への利用、既存木造建築を意匠性や開放性を
損なわずに耐震補強するのにも活用できます。

組子耐力壁
オーダーメイド商品
※四万十ヒノキ

伝統的な組子文様が木箱の蓋に施さ
れ、中に入る商品に気品と高級感を
醸し出します。大切な方への贈り物
や、海外シーンでの利用に。日本の
伝統文化と一緒にお届けできます。

おもちゃ・子供用品

4

9 つのパーツを組み合わせるとコー
スターができる組子キットです。
複雑で細かな細工を見ながら、組
み合わせていくことで、組子の仕
組みを知ることができます。

5

家具・インテリア

伝統工芸から
新たな美の世界へ

生活雑貨・日用品

組子文様の七宝柄を施
したクロック。
ハイブリッ
ド技術を用い、
背面のメ
ロンのような網目が特徴
です。
和洋どちらの雰囲
気にも調和するジャパン
モダンな商品です。

Melon

直径 270mm
※ヒノキ・エポキシ樹脂

組子細工とは、釘を使わずに木と木を組み合わせて様々な文
様を表現する日本古来の伝統技術です。土佐組子では、その
伝統工芸を新しい素材や技術と融合させ、建築から木製品ま
で幅広く創造、提案しています。
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〒781-0304 高知県高知市春野町西分 80-1
TEL: 088-850-3080 FAX: 088-850-3082
E-MAIL: info＠tosakumiko.jp
http://tosakumiko.jp

組子キット

（仕上がり寸法）
直径 120mm
※ヒノキ

株式
会社

6
土佐組子
TOSA KUMIKO

57

すべてを活かす
「木の料理人」
として

2

家を建てる際には木の特性を活かした使いかたがあります。
昔から、床は「桜」
、外壁は「杉」など、
「木」本来の特性に
応じて活用していました。例えば「ヒノキ」は油成分が非常

3

サクラ洗濯板

に多いので水周りの製品に適しており、
「桜」はきめが細かい
ので洗濯板などいわゆる衣服を傷めずに洗濯できる。
「栗の

大：W170×H360×D15mm
中：W120×H260×D15mm
小：W60×H120×D15mm
※桜

木」は熱に強い、
「楠の木」は洋服を食べるようなヒメカツオ
ブシムシなどに対しての忌避効果を活用したものづくりに適
しています。土佐龍では、いわゆる「適材適所」で、そうし
た木の特性を活かした商品づくりをしています。
また、私たちは「四万十ヒノキ」の間伐材や端材を利用した
製品を作り続けてきました。間伐により森を健康にし、川を

きれいにし、森林が CO2 を吸収する営みを活性させ、同時に
生まれた間伐材を利用して木製品を作ることで、カーボン・
オフセット（二酸化炭素の相殺）と呼ばれるグリーン活動を
行ってきました。さらに、地元の土地材の利用や製造上の副
産物である端材、集材の再利用により、輸送や廃棄にかかる
環境負荷を減らす取り組みも行なっています。
今後もいろいろな活動を通して、木を扱う責任を商品と活動
に換えて、暮らしに役立ち、暮らしを明るく心地よくしてい

く商品開発に努めます。

おもちゃ・子供用品

四万十ヒノキを用いた土佐龍のまな
板は、油脂分が豊富で抗菌・抗カビ
効果が高く、水切れが良いため乾くの
が早く、とても長持ちします。

4

四万十ヒノキ一枚板
スタンド付き

極めまな板

W260×H240×D20mm〜
※四万十ヒノキ

1

四万十森林温泉

W100×H245×D50mm
※四万十ヒノキ

5

杉の弁当箱

W90×H180×D60mm
※杉

家具・インテリア
生活雑貨・日用品

6

くすのき
シューズキーパー
W80×H185mm〜
※楠

森のこっぱ

※椿・楠・山椒・ヒノキ・榊
桜・胡桃・栗・ケヤキ

〒785-0163 高知県須崎市浦ノ内東分 2830
TEL: 0889-49-0111 FAX: 0889-49-0049
E-MAIL: woodworker@tosaryu.com
http://www.tosaryu.com/
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株式
会社

土佐龍
TOSARYU
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木毛（もくめん）の
素晴らしさを次世代 に

3
1
天然の防虫・消臭・吸湿効果

はなもくくすのき
シューズキーパー（M）
240×55×75mm
※高知県産楠、
楠チップ

樟脳の原料である楠には、フレッシュ
な香りと、虫を寄せ付けない忌避効
果があります。靴の中に入れる事で
防虫・消臭・吸湿効果を発揮します。

枕にヒノキのリラックス効果を

（大・小）
はなもくひのきアロマシート
おもちゃ・子供用品

大：300×400×20mm
小：200×300×20mm
※高知県産ヒノキ間伐材、ヒノキチップ

家具・インテリア

2

枕に乗せてご使用ください。
ヒノキのリラックス効果を
お休み中に感じることがで
き ま す。抗 菌・殺 菌 効 果、
消臭・吸湿効果も高く、爽
やかにお使いいただけます。

4

抗菌・殺菌効果、
消臭・吸湿効果

はなもくひのきアロマサシェ

（たんす用）

150×100×20mm
※高知県産ヒノキ間伐材、ヒノキチップ

生活雑貨・日用品

日本における木毛の始まりは明治時代、天皇に献上する果
物に、緩衝材としてかんなで削った木毛を使用したことが
始まりと言われています。石油系の緩衝材が台頭し業界全
体が縮小する中、当社は昭和 36 年の創業当時から、高知
県産木材の使用にこだわり、木毛の可能性を信じ、質の高
い製品を生産し続けています。近年では木材の持つアロマ
効果や防虫効果に着目した製品も開発しています。
木毛は繊細で、人と環境に優しい素材です。この素晴らし
い素材を次の時代につないでいくことが当社の使命と考え
ています。ぜひ木毛と出会ってください。
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ヒノキの抗菌・殺菌効果、消
臭・吸湿効果で、タンスの中
の衣類をさわやかに守ります。

お気に入りのブーツを守る

はなもくくすのき
ブーツキーパー（Long）
430×110×70mm
※高知県産楠、
楠チップ

〒781-1122 高知県土佐市本村 580 番地
TEL: 088-855-0426 FAX: 088-855-1278
E-MAIL: info@toda-shoko.com
https://www.toda-shoko.com

有限
会社

戸田商行
TODA SHOKO
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丁寧に暮らす
大切に暮らす

もくレース ペン立て
W95×H117×D95mm
※杉

もくレース リモコンラック
W125×H100×D80mm
※杉

おもちゃ・子供用品

1

もくレース
コースター

2

4

5

もくレース
フォトフレーム

3

W148×H113mm
※杉

W110×H110×D5mm
※杉

家具・インテリア

木紋柄 ティッシュケース

生活雑貨・日用品

高知県の北部、四国のほぼ中央に位置する嶺北地域。吉野川
の源流であり、四国のみずがめ早明浦ダムを擁する自然豊か
な地域です。嶺北の杉は芯の部分のピンク色をした木肌の美
しさが特徴で、手触りのやわらかさとともに定評があります。
もくレース製品は嶺北杉（集成材）の美しい柾目を使用して
います。素材のままの手触りを感じてもらうため、塗装は施
しておりません。商品ごとに木目や色が異なり、同じ表情の
ものはありません。節や年輪も自然のものであることをご理
解の上、ご使用ください。やわらかい杉に繊細な図柄をレー
ザーで切り抜いております。お取り扱いには十分気をつけて
いただき、末永くお使いください。
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W260×H80×130mm
※杉

6

木紋柄 コースター

W90×H90×D5mm
※杉

〒781-3609 高知県長岡郡本山町助藤 1372 番地
TEL: 0887-76-3355 FAX: 0887-76-3365
E-MAIL: info@baum-llc.com
http://baum-llc.com

ばうむ 合同
会社
BAUM
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上質なヒノキの枕で
心も体もリラックス
私たちは、古くから人びとの生活に寄り添ってきた木と布を
研究し、木と布の自然のままの優しみと力を生かした「優し
いもの造り」をしています。
「ひのき枕」や入浴用「ひのきリー
フオイル」などの四万十ひのき製品の製造販売、古布製品の
製造販売のほか、お着物の作り直しなども承っています。
「原材料の産地が明瞭であり、信頼される製品であること」
「地球環境問題に取り組んだエコ製品であること」
「他に類を
見ないオリジナル性を持つ製品であること」
「社会的背景『高
齢化社会・健康・癒し』に即応した製品であること」をコン
セプトとし、健全な森と海の未来を考え、間伐材の有効利用
を応援しています。

清涼な香りで心安らぐ

日本の枕・総ヒノキ
500×350mm

中型サイズで扱いやすい

特注 うたたね枕

おもちゃ・子供用品

500×300mm

1

3

小ぶりな補助枕

ほっぺた枕
300×180mm

高さ調節機能ひも付き

龍馬の旅枕

400×180mm

2

4

家具・インテリア
生活雑貨・日用品

折ったり、
丸めたり

ひのきシート枕
560×380mm

5

〒780-0965 高知県高知市福井町 1027-19
TEL: 088-871-0911 FAX: 088-822-1823
E-MAIL: hinokiya@hinokiya-tosa.com
http://www.hinokiya-tosa.com
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ご家庭の常備香に

四万十ひのきオイル

15ml（左）、
8ml（右）

6
ひのき屋
HINOKIYA
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1

coaster

2

95×95×5mm

tissue case

134×264×83mm

おもちゃ・子供用品

懐かしくも新鮮な
竹の日用雑貨

3

pen holder
86×86×114mm

家具・インテリア

4

name card case
73×110×36mm

生活雑貨・日用品

懐かしい存在感は安心感を生みます。昔は当たり前だった竹
の日用雑貨。瓦屋根、ヒノキ柱と杉の板壁に包まれた家の中
で、色々なモノに化けて竹は存在していました。安価な石油
製品に世の中がシフトしていく中、森林を壊す竹林はただ厄
介者扱いされてきました。きちんと整備していけば、竹はテ
リトリーを増やしません。もう一度「竹を使おう」
。モノを大
切にする心を育てよう。私たちは製品にこのような想いを込
め、皆様の生活の一部として大切に使っていただきたいと
思っています。
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5

smart phone dock

70×85×135mm

〒781-3521 土佐郡土佐町田井 1445-3
TEL: 0887-72-9777 FAX: 0887-72-9778
E-MAIL: info@forest-tosa.jp
http://forest-tosa.jp

フォレスト
FOREST
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世界に類を見ない
純木からの削出技術
国内唯一の猟銃メーカー、ミロクグループの銃床づくりで
培った木加工技術をルーツに、自動車・家電製品といった工
業製品の意匠部品や木製品をご提供しています。
当社の木材加工の要と言えるのが、世界でも類を見ない純木
からの『削り出し』技術です。薄い板を貼り合せた突板を使
用した木製ハンドルはありますが、温度変化の少なさ、細密
な表面処理によるデザインの再現性、手触りの良さ、木目の
美しさによる高級感、さらには製造コストの面からも『削り
出し』による純木ハンドルの優れた特性には及びません。
また、ハイエンド向け消費財の意匠部に、天然木や竹積層材
をハンドル同様の削りだし工法で加工した部品を供給してい
ます。天然素材を工業製品とするための「物性安定化技術」
「切削加工技術」
「研磨・塗装技術」を有しています。
材質、塗装仕上げ、ロゴ入れなど、オーダー対応可能な当社
の高級木製ノベルティは、得意先への贈答品、創立記念やス
タッフ表彰、商業施設の什器・備品といった用途で選ばれて
います。

名刺入れ

W110×H611×D13mm
※ウォールナット・竹積層材

2
iPhone 用無電源スピーカー

W160×H68×D100mm
※ウォールナット・メイプル・竹積層材

純木ハンドル
※高知産竹積層材他

4

1

おもちゃ・子供用品

靴べら

W50×H150×D20mm
※ウォールナット・
バーズアイメイプル

家具・インテリア

5
ペーパーナイフ

生活雑貨・日用品

W250×H68×D27mm
※ウォールナット・メイプル

ネームタグ

W75×H75×D5mm
※竹積層材他

〒783-0006 高知県南国市篠原 537-1
TEL: 088-880-6713 FAX: 088-880-6711
E-MAIL: info@mirokutw.co.jp
https://www.mirokutw.com
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3

6

7

コーヒートレイ

W315×H215×D20mm
※バーズアイメイプル

株式
会社

ミロクテクノウッド
MIROKU TECHNO WOOD
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眠りの質を高める
ひのきチップ

高知県の豊かな自然の中で育まれた
ヒノキ。その良質な素材を粒状に加
工、表面積を大きくし、ヒノキ独特の
香りを長期間持続させるため、特殊
研摩加工を施しました。100％自然素
材だから、お子さまからお年寄りまで

安心してお使い頂くことができます。

1

特殊研摩加工で、頭にやさしくフィッ
トします。原料となるひのき材の選別
から加工、出荷まで、すべて自社で一
貫生産しています。

高知県産
ひのき枕（大）

W500×H350mm
※ヒノキチップ約 2.4kg

2

おもちゃ・子供用品

高知県産
ひのき枕（小）

W400×H250mm
※ヒノキチップ約 1.2kg

家具・インテリア
生活雑貨・日用品

私たち室戸木研は、高知県の豊かな自然の恵みをより多くの
方々へ届けるために誕生しました。素材となるのは豊かな自
然によって健やかに育まれた高知県産のヒノキ材のみ。一年
を通して日照、雨量とも多く、恵まれた環境の中ですくすく
と育ったヒノキを使っています。素材そのものが健康だから、
製品も、そして使う方もきっと健やかになれる。私たちはそ
う考えます。
工房は、高知県の東端、室戸岬の近くにあります。緑多い、
ちょっぴり田舎な風景の中ですべて手づくりしています。素
材集め、選別、そして加工に至るまで、すべて手作業。大量
生産はできませんが、心を込めて作っています。
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3

高知県産
ひのきチップ

※ヒノキチップ 2L・600g

〒781-6831 高知県室戸市吉良川乙1874
TEL: 0887-25-2301 FAX: 0887-25-3555
E-MAIL: info@murotomokken.com
http://murotomokken.sakura.ne.jp/index.html

室戸木研
MUROTO MOKKEN
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