国産木材ショールームMOCTION 展示
2020

高知県 12/3 ●
前半週

木

15 ●
火

12/3‒‒ 8

高知の木で作った玩具

後半週

12/10‒‒ 15

高知にしかない木製品

展示品は終了後、
来場者プレゼント !

プレゼント抽選の詳細は
最終ページをご覧ください。

リビングデザインセンター OZONE

新宿パークタワー 5 階 501 区画 10:30〜18:30

株式
会社

〒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

山のくじら舎

YAMANOKUJIRASHA

抽選
番号

1

ままごとセット

はたらく自動車

抽選
番号

2

規格：W28×D18×H4cm
材質：ヒノキ・ケヤキ・カヤ・桜
単価：15,000 円（税抜）

内容：入れ物箱・巾着・小物 ×53
規格：W35.5×D20×H10cm
材質：ヒノキ
単価：28,000 円（税抜）

3

抽選
番号

ポットンつみ木

内容：本体・つみ木 ×12
規格：W18×D18×H13cm
材質：ヒノキ・杉
単価：12,000 円（税抜）

抽選
番号

4

内容：入れ物箱・つみき ×50
規格：W48×D6×H25.5cm
塗装：米ぬかワックス
材質：ヒノキ・杉（文字部分）
・シナ合板（底板）
単価：25,000 円（税抜）

内容：入れ物箱・飛行機・車 ×5
規格：W26×D14×H5.5cm
材質：ヒノキ
単価：12,000 円（税抜）

10

赤ちゃんの宝石箱

5

内容：袋・巾着・積み木 ×9
歯がため×2・カタカタ・コロコロ
規格：W18×D15×H15cm
材質：ヒノキ・ケヤキ・桜
単価：18,000 円（税抜）

抽選
番号

海パズル

内容：パズル台・パズル ×15
規格：W32×D34×H2.5cm
材質：ヒノキ
単価：12,000 円（税抜）

6

抽選
番号

十二支パズル

内容：パズル台・パズル ×12
規格：W32×D34×H2.5cm
材質：ヒノキ・杉
単価：12,000 円（税抜）

7

抽選
番号

おふろでちゃぷちゃぷ

内容：入れ物箱・すくいあみ・魚 ×11
規格：W22×D15×H5cm
材質：ヒノキ
単価：5,800 円（税抜）

9

抽選
番号

11

内容：入れ物箱・つみき ×56
規格：W48×D6×H25.5cm
塗装：米ぬかワックス
材質：ヒノキ・杉（文字部分）
・シナ合板（底板）
単価：25,000 円（税抜）

ころりんアニマル

抽選
番号

抽選
番号

ABC つみき

あいうえおつみき

はたらく飛行機

内容：入れ物箱・車 ×6
規格：W29×D13×H5.5cm
材質：ヒノキ
単価：12,000 円（税抜）

8

ベビーそろばん

ちびっこ大工道具

内容：入れ物箱・小物 ×26
規格：W24×D23×H10cm
材質：桜・ヒノキ・杉・カヤ・草木染めフェルト
単価：28,000 円（税抜）

抽選
番号

抽選
番号

12

規格：W12~14×D7~7.5×H9~11.5cm
材質：ヒノキ・ケヤキ
単価：各 5,000 円（税抜）

抽選番号

13-1（カメ）
13-2（アヒル）
13-3（イヌ）
13-4（ゾウ）

株式
会社

〒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

なかよしライブラリー

NAKAYOSHI LIBRARY

抽選
番号

14

抽選
番号

ころころ動物

おじゃ箱さん

内容：本体・コマ ×8・コマ収納袋
規格：W48×D10×H38cm
材質：桜・ケヤキ・トチの木
単価：12,000 円（税抜）

抽選
番号

18

ぼうとおし

内容：本体・木球 ×3
規格：W14×D13×H27cm ／木球直径 3.5cm
材質：桜・ケヤキ・トチの木
単価：8,500 円（税抜）

抽選
番号

17

あかちゃんセット
内容：つるつる木の車・ゆらゆらゆりかご人形・はがためセット
でんでんだるま・ガチャガチャ遊び・コロコロコロリ
規格：W14.5×D14.5×H8.5cm
材質：国産広葉樹（桜・カエデ・ガヤ・ホウ・ブナなど）
単価：15,000 円（税抜）

抽選
番号

21

20

動物積み木
内容：クマ・キリン・ウサギ・ネズミ・ウシ・ブタ・ヒツジ
イヌ・ネコ・リス・オオカミ・タヌキ・キツネ・ゾウ
カバ・ワニ・草・木
規格：箱＝W 14×D14×H10cm
積み木＝W 約 5×H4×D1.3cm
材質：広葉樹各種
単価：9,400 円（税抜）

19

内容：入れ物箱・食べ物 10 種
規格：W22×D13×H7.5cm
材質：国産広葉樹各種
単価：12,000 円（税抜）

抽選
番号
抽選
番号

抽選
番号

もぐもぐボックス

内容：入れ物箱・棒 ×20
規格：W 24×D14×H8cm
材質：国産広葉樹各種
単価：8,500 円（税抜）

16

みんなの木のおうち
内容：家・ベンチ
ウサギ・キリン・ヒツジ・イヌ・ネコ・リス
規格：W18×D19×H17cm
材質：国産広葉樹・桜
単価：10,000 円（税抜）

15

るんるんカー

規格：W44×D19×H34.5cm
材質：高知県産ヒノキ・国産広葉樹各種
単価：18,000 円（税抜）

株式
会社

井筒屋

IZUTSUYA

〒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

〒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

エコアス馬路村

ECOASU UMAJIMURA

抽選
番号

22

抽選
番号

25

プレゼント

対象外

ウッドキュウブ

モナッカバッグ
Roots Land（ブラウン）

50ピース・四万十ヒノキ材

規格：W46×H30×D7.5cm・約 920g
材質：杉・国産帆布・天然皮革
塗装：チタンコーティング（F☆☆☆☆等級）
単価：98,000 円（税抜）

内容：積み木 ×50・箱
規格：W36×H27.5×D6cm
材質：四万十ヒノキ
単価：16,500 円（税抜）

プレゼント

抽選
番号

対象外

23

モナッカバッグ
Leaf Indigo（ネイビー）

ウッドキュウブ

規格：W42×H30×D7.5cm・約 780g
材質：杉・国産帆布・天然皮革
塗装：チタンコーティング（F☆☆☆☆等級）
単価：88,000 円（税抜）

100ピース・四万十ヒノキ材
内容：積み木 ×100・箱
規格：W36×H27.5×D9cm
材質：四万十ヒノキ
単価：34,000 円（税抜）

武田玩具

TAKEDA GANGU

〒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

モナッカバッグ kaku プレーン

・B4 サイズ書類収納可能
・17 インチノート PC 収納可能
・ダブルファスナー開閉
・中ポケット×2

株式
会社

規格：W46×H30×D7cm・約 830g
材質：杉・国産帆布・天然皮革
塗装：ウレタンコーティング（F☆☆☆☆等級）
単価：30,000 円（税抜）

イータスインザルーム

ETAS IN THE ROOM

抽選番号

24-1（ゾウ）
24-2（ライオン）
24-3（ウマ）
24-4（カバ）
24-5（クマ）
Iroki Animal

材質：ヒノキ
塗装：バターミルクペイント
米ぬかオイル
単価：ゾウ 5,200 円（税抜）
ライオン 4,200 円（税抜）
ウマ 4,200 円（税抜）
カバ 3,800 円（税抜）
クマ 3,800 円（税抜）
木（小）600 円（税抜）
木（中）800 円（税抜）
木（大）1,200 円（税抜）

抽選番号

26-1（無地）
26-2（赤）
26-3（黄）
26-4（黒）
土佐とれい

規格：W28×D28×H2.5cm
材質：高知県産ヒノキ（角留め桜）
塗装：オスモカラー
単価：無地 4,800 円（税抜）
カラー 6,000 円（税抜）

〒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

株式
会社

〒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

コスモ工房

COSUMO KOBO

〒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

抽選
番号

31

卓上名刺入れ 亀甲花菱

抽選
番号

規格：内寸 W5.6×H2.8×D9.4cm
外寸 W7.3×H3.6×D11cm
材質：高知県産竹集成材
単価：6,000 円（税抜）

27

お弁当箱

抽選
番号

国産竹の集成ブロックを NC ルーターという
機械を使い刳り抜いたお弁当箱です。
曲げわっばのような継ぎ目がありません。

28

規格：W16.5×H0.6×D16.5cm
材質：高知県産竹集成材
単価：各 2,500 円（税抜）

規格：W39×H0.8×D30cm
材質：高知県産孟宗竹
塗装：ウレタン樹脂塗装
単価：6,800 円（税抜）

抽選番号

抽選番号

33-1（麻ノ葉）
33-2（七宝）
33-3（青海波）

抽選
番号
抽選
番号

サービングボード（角）

規格：W45×H0.8×D30cm
材質：高知県産孟宗竹
塗装：ウレタン樹脂塗装
単価：6,800 円（税抜）

29

トレイ

規格：W40×H0.8×D20cm
材質：高知県産孟宗竹
塗装：ウレタン樹脂塗装
単価：5,800 円（税抜）

32-1（青海波）
32-2（七宝）
32-3（コンビ）
鍋敷き

サービングボード（丸）

規格：W18×H8.4×D8cm
材質：高知県産孟宗竹
塗装：ウレタン樹脂塗装
単価：10,000 円（税抜）

抽選番号

34-1（青海波）
34-2（丸七宝）
34-3（角七宝壱）
34-4（麻ノ葉弐）

スマホスタンド

コースター A

材質：高知県産竹集成材
単価：各 2,200 円（税抜）

30

規格：W9.5×H0.5×D9.5cm
材質：高知県産竹集成材
単価：各 1,300 円（税抜）

抽選番号
抽選
番号

35

ペン立て

規格：W8.6×D8.6×H11.4cm
材質：高知県産竹集成材
単価：3,800 円（税抜）

36-1（夢金魚）・36-2（家守）
36-3（福招猫）・36-4（蝶花）
36-5（福兎）・36-6（浜千鳥）
36-7（とんぼ）・36-8（昇鯉）
福わもんストラップミニ
材質：高知県産竹集成材
単価：1,200 円（税抜）

株式
会社

〒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/

土佐龍

TOSARYU

有限
会社

戸田商行

TODA SHOKO

抽選
番号

〒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

38

抽選
番号
抽選番号

抽選番号

37-1（大）
37-2（小）

四万十ひのき極めまな板

四万十ひの木まな板

規格：大＝W24×H37×D3cm
小＝W18×H28×D3cm
材質：高知県産ヒノキ
単価：大 5,000 円（税抜）
小 3,000 円（税抜）

41-1（2個入）
41-2（1個入）

規格：W12×H26×D3cm
材質：高知県産ヒノキ
単価：1,800 円（税抜）

リラックスバスひのき（入浴剤）

42

リラックスキッチンヒノキ（まな板）
規格：W24×H21×D2cm
材質：高知県産ヒノキ
単価：5,200 円（税抜）

高知県産檜をもくめんに加工し、上質な
ひのきオイルを加えた香り高い天然の入浴剤。
規格：16g（1 個）・W12×H15×D5cm
材質：高知県産ヒノキ・不織布・ヒノキオイル・綿ひも
単価：2 個入り 800 円（税抜）
1 個入り 500 円（税抜）

抽選番号

45-1（ヒノキ）
45-2（ヒノキ・ラベンダー）
45-3（ヒノキ・レモングラス）
リラックスアロマヒノキ
アロマオイル

抽選
番号

43

シューズキーパー

（2 個セット）

高知県産ひのきのもくめんを、
本物の楮（もみ紙）でパッキングした
天然素材のシューズキーパー。

抽選
番号

ミニごみ箱

規格：W13.5×H18.3×D13.5cm
材質：高知県産杉
単価：3,200 円（税抜）

規格：35g（1 個）
W10×H23×D10cm
材質：高知県産ヒノキ
単価：3,600 円（税抜）

39
抽選番号

40-1（角）
40-2（柄）

昔ながらのサクラの洗濯板
規格：角 W14×H 29×D1.5cm
柄 W12×H 26×D1.5cm
材質：桜
単価：各 1,500 円（税抜）

抽選
番号

44

リラックスアロマヒノキ
ルームミスト

樹齢 120 年の高知県産ひのきの葉から
抽出した希少な和オイルを使用。

規格：10ml・Φ2.5×H6cm
成分：天然植物精油（桧・ラベンダー・レモングラス）
単価：各 1,800 円（税抜）

樹齢 120 年の高知県産ひのき葉から抽出した
蒸留水とアロマオイル（レモングラス）を使用。
規格：100ml・Φ4.4×H14.3cm
成分：天然土佐ヒノキオイル・無水エタノール
精製水
単価：1,200 円（税抜）
木毛（もくめん）とは

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。アロマ効果や防虫効果
が高く、繊細で人と環境に優しい
素材として注目されています。

展示品来場者プレゼント

エントリー番号

当選発表までこのパンフレットは
捨てずにお持ちください。

MOCTION 木製品展示（高知県 12/3 〜 12/15）
展示品来場者プレゼントについて
プレゼントの対象

期間中の展示品について、プレゼント対象の「抽選番号」のある展示品は展示終了後、
来場者の中で希望される方に、抽選によりプレゼントいたします。

プレゼントの申込

来場された方にこのパンフレットの「エントリー番号」と同じ番号の付いた投票用紙を
お渡しします。お帰りの際、希望する商品の「抽選番号」を記入し、投票箱に入れてください。
※1日あたり、おひとり様 1 枚限り。投票用紙配布期間：12/3 〜 12/14

抽選及び発表

抽選は 12 月 15 日正午から展示会場にて行います。当選番号は 12/15 午後、会場に掲示
するとともに、12/16 以降、高知県木材協会ホームページにて公開します。

プレゼントのお渡し

投票用紙裏側に住所・氏名・電話番号を記入された方は配送便にてお届けします。
発送予定日：12/16 〜（着日指定無しで順次発送）
投票用紙裏側に住所等の記入の無い方は高知県木材協会へメール・FAX・電話等で

申告してください。その際は賞品引換コードの確認が必要です。
展示品につき、現品（包装なし）でのお渡しになります。
梱包時にアルコール消毒を行います。

敗者復活抽選について

展示点数に満たない投票数の展示品が生じた場合については、余った展示品について
敗者復活抽選を行います。この抽選は全てのハズレ投票用紙からの抽選となります。

個人情報の取り扱いについて：投票用紙に記ご入いただいた個人情報は賞品の
お届け及び事務的な管理にのみ使用し、他に利用することはありません。

一般社団法人 高知県木材協会

〒781-0801 高知県高知市小倉町 2 番 8 号
TEL：088-883-6721 FAX：088-884-1697
E-MAIL：info@k-kenmoku.com
ホームページ：http://k-kenmoku.com

