
Ⅲ.家具・什器 

【什器・オフィス用・家具】 
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問合せ先

北海道建具工業協同組合連合会（製作：連合会会員）

〒063-0801　札幌市西区二十四軒１条７丁目１－２５

011-644-7638

011-644-9474

製品説明
北海道の代表的樹種であるトドマツを使用し製作したイーゼルとパネルです。木目の美しさを残すためUV塗装
仕上げとしました。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 展示用イーゼル・パネル（組立式） 参考価格 要相談（目安：36,000円）

商品仕様

（寸法・納期等）

幅:700　奥行:600　高さ:1,500
樹種：トドマツ

－

問合せ先

北海道建具工業協同組合連合会(製作：連合会会員)

〒063-0801　札幌市西区二十四軒1条7丁目1-25

011-644-7638

011-644-9474

製品説明
北海道を代表する材料であるトドマツで立看板を製作しました。木の持っている温かみややさしさが伝わってきま
す。木は使い込むほどに歳月の味が出てきます。大きさ、樹種などは要望に応じ製作可能です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 イベント告知用立看板 参考価格 要相談（目安：20,000円）

商品仕様

（寸法・納期等）

45×105×3,650㎜
樹種：トドマツ

－
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問合せ先

株式会社　北海道ポットラック

〒070-0031　旭川市1条通10丁目2070-Ⅰ　C棟

0166-26-5878

0166-85-7272

info@hpotluck.com

www.hpotluck.com

製品説明
組立、解体、運搬が容易な簡易木製屋台。防水性の天幕、脚カバーを備えているため、屋内外でのイベントで
使用可。傷や汚れに強く、水をはじくメラミン材の天板により、試食・試飲を伴う物販にも気兼ねなく使用できる。
また、天板下の格子パネルが在庫や荷物の目隠しとなり、美しい店構えを演出できる。

森林認証等 合法木材証明

製品名 組立式屋台（屋外型） 参考価格 180,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種／本体：トドマツ　天板：メラミン
サイズ／幅1,800×高さ2,005×奥行1,800（屋根最大値）
納期／約1ヵ月（台数による）　　価格／仕様によって変わります。※特注対応可

－

問合せ先

株式会社　北海道ポットラック

〒070-0031　旭川市1条通10丁目2070-Ⅰ　C棟

0166-26-5878

0166-85-7272

info@hpotluck.com

www.hpotluck.com

製品説明

通常はテーブル、ベンチとして使用し、イベント時には格子パネルをのせて屋台になる商品。そのため保管スペースが半減。安定感のあ
る鉄製の脚のため、非常時にはベッドとしても使用できる。また、杉や檜とは違うトドマツ特有の白い木肌が日本的で美しい。トドマツ屋台
が並んだ姿は整然とし、イベントの演出効果が高まる。天板は、段違い、低（H420㎜）、高（H700㎜）、無し（冷蔵ストッカー用）など要望に
応じた製作が可能。

森林認証等 合法木材証明

製品名 組立式4way屋台 参考価格 320,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種/本体：トドマツ　脚部：鉄製
サイズ/幅1,800～2,100×高2,370×奥行2,800（屋根最大値）
納期/お問い合わせください。
価格/仕様によって変わります。※特注対応可

－

マルシェイベント時の使用イメージ全体

全体 解体時には保管しやすく、運搬性の良いコンパクトなつくり

mailto:info@hpotluck.com
http://www.hpotluck.com/
mailto:info@hpotluck.com
http://www.hpotluck.com
mailto:info@hpotluck.com
http://www.hpotluck.com
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カラマツ練付ベニヤ
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問合せ先

北海道建具工業協同組合連合会(製作：連合会会員)

〒063-0801  札幌市西区二十四軒１条７丁目１－２５

011-644-7638

011-644-9474

iwai@hokkaido-tr.or.jp

製品説明
道産資源であるカラマツで制作した家具。見え掛かりは練付ベニヤ、木口には集成材を使用。両面３段仕様とし
引出しを併設することでより多くのパンフレットを展示することが出来ます。さらに側面にも収納スペースを設けて
います。

森林認証等 合法木材証明

製品名 パンフレット展示収納家具 参考価格 要相談（目安：330,000円）

パンフレット展示収納家具

商品仕様

（寸法・納期等）

幅925×奥行350/1,028×高さ1,355㎜
樹種：カラマツ

－

問合せ先

株式会社　北海道ポットラック

〒070-0031　旭川市1条通10丁目2070-Ⅰ　C棟

0166-26-5878

0166-85-7272

info@hpotluck.com

www.hpotluck.com

製品説明

組立、解体、運搬が容易な簡易木製屋台。一つ一つの部材が比較的軽量なため、女性でも簡単に組立、解体できる。ま
た、解体時には3×6（900×1800㎜）のサイズに収まり運搬が容易。明るい木肌が目を引き、屋内イベントや出張販売などで
も存在感を発揮する。天板は、低（H500㎜）、高（H700㎜）の2種類があり、物販はもちろん、お子様向けイベントにも最適で
ある。

森林認証等 合法木材証明

製品名 組立式屋台（コンパクト） 参考価格 180,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種/本体：トドマツ
サイズ/幅1,800×高1,900×奥行1,400（屋根最大値）
納期/約1ヵ月（台数による）
価格/仕様によって変わります。※特注対応可

－

全体 物販時の使用イメージ 子供向けイベントでの使用イメージ

mailto:iwai@hokkaido-tr.or.jp
mailto:info@hpotluck.com
http://www.hpotluck.com
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問合せ先

株式会社中野製作所

〒080-2463　帯広市西23条北1丁目1-19

0155-37-3066

0155-37-5812

sn1204ruff@yahoo.co.jp

http://nakanoseisakusho.com/

製品説明
基本的には、設置場所用途に合わせて製作となります。木材ならではの重厚感・質感にはお客さまからもご好評
いただいております。樹種につきましてもご要望に応じ製作可能となります。

森林認証等

製品名 什器 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）
完全受注生産のため、ご要望に応じ製作可能（樹種問わず）。 －

問合せ先

株式会社北海道ポットラック

〒070-0031　旭川市1条通10丁目2070-Ⅰ　C棟

0166-26-5878

0166-85-7272

info@hpotluck.com

www.hpotluck.com

製品説明
軽量な北海道産トドマツを利用したパンフレットラック。光が透過するデザインのため明るく軽快である。本体は建
具の技術を用い、細い材を組むことで強度を高めている。床面や背面に金具で固定することにより地震などによ
る転倒等を避け、安全に使用できる。1ユニットにつきA4パンフレット21種類収納可。

森林認証等 合法木材証明

製品名 トドマツ製軽量パンフレットラック 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種/トドマツ
サイズ/1ユニット　幅900×高1,900×奥行450mm（連結可・サイズ変更可）
納期/お問い合わせください
※この製品は現場に合わせてサイズ等設計します。

－

連結可能の軽量パンフレットラック 細い材を活用し強度を高めたつくり

図書館用書架・掲示板（ニレ集成材使用） レジカウンター（カラマツ材使用）

mailto:sn1204ruff@yahoo.co.jp
http://nakanoseisakusho.com/
mailto:info@hpotluck.com
http://www.hpotluck.com


ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

株式会社ガージーカームワークス

〒078-8232　旭川市豊岡2条5丁目3-7

0166-39-3202

0166-39-3203

works@gauzycalm.com

http://gauzycalm.com/

製品説明
北海道東京事務所納品。
特注でどのようなサイズでも製作できます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 つい立て 参考価格 80,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅1,070×高さ1,750×奥行390㎜
樹種：北海道産ナラ材

－

問合せ先

株式会社ガージーカームワークス

〒078-8232　旭川市豊岡2条5丁目3-7

0166-39-3202

0166-39-3203

works@gauzycalm.com

http://gauzycalm.com/

製品説明
北海道東京事務所納品。
特注でどのようなサイズでも製作できます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ロッカー 参考価格 170,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅600×高さ1,800×奥行445㎜
樹種：北海道産ナラ材、シナ合板

－

事務所用ロッカー 内部はシナ合板で製作

事務所用つい立て 製作者や材料の産地等紹介するプレートを

つけることができます。

mailto:works@gauzycalm.com
http://gauzycalm.com/
mailto:works@gauzycalm.com
http://gauzycalm.com/
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問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

製品説明
オフィスのデスクや、カウンターなど、お持ちの物に合わせて製作するので、乗せるだけの簡単設置。
木の暖かな表情と香りが、空間にゆとりと温もりをもたらしてくれます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ラーチトップ 参考価格 18,200円

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種：道東産カラマツ（集成材）
オーダーメイド

－

問合せ先

北海道建具工業協同組合連合会（製作：連合会会員）

〒063-0801　札幌市西区二十四軒１条７丁目１－２５

011-644-7638

011-644-9474

製品説明
北海道産カラマツ無節集成材を使用し、木目の美しさと温もりを意識し製作しました。使用箇所・用途により寸
法・形状変更は可能となります。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 事務用脇机（組立及び可動式） 参考価格 要相談（目安：25,000円）

商品仕様

（寸法・納期等）

幅：700㎜　奥行:400㎜　高さ:600㎜
樹種：北海道産カラマツ無節集成材

－

カラマツ カラマツ

設置前のオフィスデスク 上に乗せるだけで、ゆとりを感じるオフィスに変わります。

mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

製品説明
固定席　北海道産タモ材を使用。フレーム本体まで木製で製作。座面稼動部は、ダンパーなどの起立装置を使
わず、自重にて座面が起立する独自の機構を開発。
納入先：旭川市公会堂

森林認証等 合法木材証明

製品名 固定椅子 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

寸法　幅480（一席）×奥行670×高さ900㎜　721席
樹種：北海道産タモ材
価格は特注品につき、仕様により異なります。

－

問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

製品説明
上川町建設の施設に町有林で伐採された北海道産ナラ材を使い、特注デスク、特注掛け鏡、キッチン用特注天
板、　特注洗面カウンターなどの造作家具や、既製品の一部を上川町産材にて受注生産したテーブルやTV
ボードなどを納入。　地元産材を使うというコンセプトにあわせ、提案、設計、施工を行うことが可能。

森林認証等 合法木材証明

製品名 特注　造作家具 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

特注デスク、カウンター天板、TVボード、洗面カウンター他
樹種：上川町産ナラ材
価格は特注品につき仕様により異なります。

－

特注 造作デスク 特注 洗面カウンター

mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
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問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

製品説明
ドイツ人デザイナー　ミヒャエル・シュナイダー氏による機能的で無駄のないデザイン。良質な木のフレームに薄
い樹脂性の背を組み合わせた椅子は、身体をしなやかに受け止める独特の弾力で腰掛ける人を魅了します。

森林認証等 合法木材証明

製品名 TEN　ダイニング　アームチェアーUB（座張・木座) 参考価格
座張：79,000～105,000円

木座：71,000～92,500円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅570×奥行545×高さ760(780)㎜
樹種：北海道タモ　NF色　DBR色　DGY色　BL色

－

問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

製品説明
アームチェアーＲＢＢタイプは、背にポリカーボネート樹脂をあらわにして使っています。シャープなデザインとしな
るような掛け心地が特徴です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 TEN ダイニング アームチェアーRBB（座張･木座） 参考価格
座張：60,000～93,000円

木座：55,000～62,500円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅570×奥行545×高さ760(780)㎜
樹種：北海道タモ　NF色　DBR色　DGY色　BL色

－

アームチェアーUB（座張）

北海道タモNF色

アームチェアーUB（木座）

北海道タモNF色

アームチェアーRBB（木座/座張）

北海道タモDBR色

アームチェアーRBW (木座/座張）

北海道タモNF色

mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
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製品名 KAMUY LUX ダイニング　アームチェア 参考価格

商品仕様

（寸法・納期等）

ｱｰﾑﾁｪｱ：幅585×奥行535×高さ770㎜　　　ｻｲﾄﾞﾁｪｱ:幅570×奥行535×770㎜
［北海道産ナラ材］ＮＦ色、DBR色、DGY色、ＢＬ色

－

製品説明
デザイナー深澤直人氏のデザインの経験から割り出された「椅子らしい椅子」を中心とするシリーズ。全てのアイテ
ムに共通するプロポーションの完成度が特徴。

森林認証等 合法木材証明

問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

製品説明
「円(runt)」丸い座面が特徴的なロングセラー。発売40年あまりの間に、さらなる完成度を求めてリデザインを重ね
て来ました。軽快感とスタッキング機能で公共空間にも数多く採用され、カンディハウスを代表するアイテムとして
高い支持を得ています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ルントオム 参考価格
座張：42,000～61,500円

木座：40,500～49,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅555×奥行475×高さ740㎜
樹種：北海道産タモ材　ＮＦ色、DBR色、DGY色、ＴＧ色

－

ルントオムチェアー (木座/座張）

北海道タモNF色

KAMUY LUX ダイニングサイドチェア

北海道ナラNF色

KAMUY LUX ダイニングアームチェア

北海道ナラBL色

アームチェア
サイドチェア

：69,500～98,000円
: 61,500～89,000円

mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
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問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

製品説明
デザイナー深澤直人氏のデザインの経験から割り出された「椅子らしい椅子」を中心とするシリーズ。より低い位置でゆっくり
とくつろげるリビング向けの一脚。全てのアイテムに共通するプロポーションの完成度が特徴。スツールは、イージーチェアー
との組合せを考えてデザインされました。単体でも色々な場面で使える取り回しのしやすいサイズとデザインです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 KAMUY LUX リビング　イージーチェア/スツール 参考価格

商品仕様

（寸法・納期等）

リビング　イージーチェア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リビング　スツール
幅705×奥行655×高さ730㎜　　　　　　　　　　　　　　　　幅590×奥行410×高さ380
［北海道産ナラ材］ＮＦ色、DBR色、DGY色、ＢＬ色

－

問合せ先

栗山家具有限責任事業組合

〒004-0815 札幌市清田区美しが丘5条9丁目5番8号

011-300-0028

011-883-3541

info@kuriyama-furniture.com

http://www.kuriyama-furniture.com/index.html

製品説明
木の質感を出しつつ、鉛筆のデザインをモチーフにしたキッズチェアです。
保育施設、幼稚園や多種多様なキッズブースにマッチするデザインです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 キッズチェア　KFU-018-C 参考価格 20,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅340×奥行310×高さ370（座面高210）
キッズチェア　KFU-018-C　　北海道産　エルム材、カラマツ材選択可能
納期：1ヶ月程度

－

キッズチェア KFU-018-C 北海道産 エルム材、カラマツ材

KAMUY LUX リビング スツール

北海道ナラNF色

KAMUY LUX リビング イージーチェア

北海道ナラNF色

イージーチェア
スツール

：143,000～178,000円
：52,000～70,000円

mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
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問合せ先

栗山家具有限責任事業組合

〒004-0815 札幌市清田区美しが丘5条9丁目5番8号

011-300-0028

011-883-3541

info@kuriyama-furniture.com

http://www.kuriyama-furniture.com/index.html

製品説明
北海道産エルム材のナチュラルな木の質感を引き出した、細部までこだわったデザインになっております。シンプ
ルで飽きのこないデザイン性でゆったりと座れるよう設計されております。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ダイニングチェア肘有　KFO-002-AC 参考価格 42,000円

商品仕様

（寸法・納期）

幅570×奥行560×高さ770㎜（座面高430㎜）
ダイニングチェア肘有　KFO-002-AC　　北海道産　エルム材
納期：1ヶ月程度

－

問合せ先

栗山家具有限責任事業組合

〒004-0815 札幌市清田区美しが丘5条9丁目5番8号

011-300-0028

011-883-3541

info@kuriyama-furniture.com

http://www.kuriyama-furniture.com/index.html

製品説明
北海道産エルム材のナチュラルな木の質感を引き出した、細部までこだわったデザインになっております。シンプ
ルで飽きのこないデザイン性でゆったりと座れるよう設計されております。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ダイニングチェア肘無　KFO-003-AL 参考価格 37,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅550×奥行560×高さ770㎜（座面高430㎜）
ダイニングチェア肘無　KFO-003-AL　　北海道産　エルム材
納期：1ヶ月程度

－

ダイニングチェア肘有 KFO-002-AC 北海道産 エルム材

ダイニングチェア肘無 KFO-003-AL 北海道産 エルム材

mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
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問合せ先

株式会社齋藤製作所

〒049-1221　上磯郡知内町字湯ノ里76

01392-6-2321

01392-6-2469

saito-ss@sato-fac.co.jp

www.saitoss.net

製品説明
幅545とゆったりしたサイズながら奥行340とコンパクトにおさまっています。手掛けにもなるサイドのフレームで持
ち運びにも便利です。おおらかに曲がった座面とシャープな印象のあるフレームの対比が美しいデザインです。
重ねた時はもちろん、並べてもきれいな造形が特徴です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 Cu-03 STACKING STOOL 参考価格 21,800円～

商品仕様

（寸法・納期等）

幅545×奥行340×高さ550㎜、座高さ420㎜、納期：1ヶ月
表面材：欧州産ブナ又は北海道産メジロカバ
芯材：北海道産シラカバ、欧州産ブナ

－

問合せ先

株式会社齋藤製作所

〒049-1221　上磯郡知内町字湯ノ里76

01392-6-2321

01392-6-2469

saito-ss@sato-fac.co.jp

http://www.saitoss.net

製品説明
しっかりと腰まで支える広めの背は木部でも柔らかにしなることで、あたりの固さが軽減されています。
独特な表情の曲線アームはグリップしやすく手になじみます。座面はカーブ曲面の上に適度な硬さのウレタンを
置き、背との絶妙なバランスで疲れにくい姿勢を保つことが出来ます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 Cu-04 DINING CHAIR 参考価格 39,000円～（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

幅495×奥行535×高さ780㎜、座高さ410㎜ ｏｒ 450㎜、納期１ヶ月
表面材：欧州産ブナ
芯材：北海道シラカバ、欧州産ブナ

－

http://www.saitoss.net/
mailto:saito-ss@sato-fac.co.jp
http://www.saitoss.net
mailto:saito-ss@sato-fac.co.jp
http://www.saitoss.net
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滝澤ベニヤ株式会社

〒079-1396　芦別市野花南町1000番地

0124-27-3111

0124-27-3113

info@plywoodlaboratory.jp

http://www.plywoodlaboratory.jp

製品説明
ペーパーウッドを使ったプロダクトブランド「PLYWOOD laboratory」より
キッチンや仕事場で、少しのあいだ腰掛けるためのスツール。
ペーパーウッドの木口の美しさを楽しめるように設計されています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 PW stool 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

color:bluegreen / redorange
size:420×420×520㎜

－

問合せ先

株式会社匠工芸

〒071-1571　上川郡東神楽町南1番通24番地

0166-83-4400

0166-83-4600

takumi@takumikohgei.com

http://www.takumikohgei.com

製品説明 ロープによるランバーサポートが、心地良い座り心地を作ります。

森林認証等 合法木材証明

製品名 yamanami YC1（ダイニングチェア：ナラ材） 参考価格 104,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

幅640×奥行565×高さ785㎜
樹種：道産ナラ材

－

YC1 小林幹也氏デザイン ユニークなロープによる背部

bluegreen redorange

mailto:info@plywoodlaboratory.jp
http://www.plywoodlaboratory.jp/
http://www.takumikohgei.com/
mailto:info@plywoodlaboratory.jp
http://www.plywoodlaboratory.jp
mailto:takumi@takumikohgei.com
http://www.takumikohgei.com
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株式会社匠工芸

〒071-1571　上川郡東神楽町南1番通24番地

0166-83-4400

0166-83-4600

takumi@takumikohgei.com

http://www.takumikohgei.com

製品説明 大雪山連邦の曲線をイメージした「yamanami」は、座る人の体に馴染む、クラフト的な温もり。

森林認証等 合法木材証明

製品名 yamanami YC2（ダイニングチェア:ナラ材） 参考価格 80,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

幅595×奥行525×高さ715㎜
樹種：道産ナラ材

－

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

製品説明
シアターやスポーツ競技場などの観覧イスや教育用備品など、不特定多数の方が使用する、ハードな環境でも
実績の有る、カラマツ集成材を使用した家具です。
多くの方々に木の温もりを与えてくれます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ家具（オーダーメイド） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種：道東産カラマツ（集成材）
オーダーメイド

－

アイヌシアター客席（座席にカラマツ使用） 学童机、イス

YC2 小林幹也氏デザイン 腰にフィットする座り心地

http://www.takumikohgei.com/
mailto:takumi@takumikohgei.com
http://www.takumikohgei.com
mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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問合せ先

有限会社 澪工房（みおこうぼう）

〒003-0002　札幌市白石区東札幌2条4丁目8-18

011-816-6797

011-816-6786

mail@mio-kobo.com

http://www.mio-kobo.com/

製品説明
削り出したエゾヤマザクラの滑らかさを肌で感じるフレーム。いつまでも身体を預けたくなる座り心地のチェアとソ
ファ。背もたれが「豆」に似ていたのでMAMEチェアと名付けました。

森林認証等

製品名 MAMEリビングシリーズ　MAMEチェア（1P）・MAMEソファ（2P） 参考価格 124,250円～（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

【チェア（1P）】サイズ：幅  770㎜ 奥行660㎜ 高さ675㎜ 座面高350㎜
【ソファ （2P）】サイズ：幅1,550㎜ 奥行660㎜ 高さ670㎜ 座面高350㎜
木部：エゾヤマザクラ　張地：レガート（合皮）　色：ホワイト、ブラウン、ブラック

－

問合せ先

武藤工業株式会社

〒079-1102　赤平市幌岡町51番地1

0125-32-2161

0125-32-2162

mutouco@lapis.plala.or.jp

http://mutouco.com

製品説明
バッグに入れて持ち運べる組立て式の正座いすです。できるだけコンパクトにして軽くやわらかい材質の道南杉
で出来ています。使用しても目立たなく安心して座れます。日常はもちろん、お稽古事などでもたいへん重宝しま
す。

森林認証等

製品名 正座いす（組立て式） 参考価格 2,800円

商品仕様

（寸法・納期等）
幅 200㎜ 高 100㎜ 奥行 120㎜　重さ 270g   道南杉を使っています。　納期1ヶ月 －

MAMEチェア MAMEソファ

mailto:mutouco@lapis.plala.or.jp
http://mutouco.com/
mailto:mail@mio-kobo.com
http://www.mio-kobo.com/
mailto:mutouco@lapis.plala.or.jp
http://mutouco.com
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問合せ先

株式会社メーベルトーコー

〒079-8453　旭川市永山北3条6丁目4-32

0166-48-8222

0166-47-5260

nohara@mobeltoko.co.jp

http://www.mobeltoko.co.jp/

製品説明
国際家具デザインコンペティション旭川2011でゴールドリーフ賞を受賞した作品の第2作品で座がファブリック仕
様となります。座る人の背筋を真っ直ぐに保ちながら背骨を支えるのがコンセプトです。

森林認証等

製品名 half chair Op.2/ハーフ チェア オーパス2 参考価格 45,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

幅500×奥行352×高さ698㎜　(座面高471㎜)
樹種：タモ材

－

問合せ先

株式会社メーベルトーコー

〒079-8453　旭川市永山北3条6丁目4-32

0166-48-8222

0166-47-5260

nohara@mobeltoko.co.jp

http://www.mobeltoko.co.jp/

製品説明
使い勝手のいいスツールは玄関からリビングへ、キッチンから2階の寝室へと、持ち運びしやすく使い勝手のいい
大きさです。気軽にお使いいただきたいアイテムです。

森林認証等

製品名 KAKUスツール 参考価格 20,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅380×奥行240×高さ440㎜
樹種：タモ材

－

奥行は通常の椅子の半分程度。

流れるような木目はひとつずつ異なり、

二つと同じものはありません。

ちょっとした踏み台や休憩用の腰掛、玄関用と

あらゆる生活シーンに合わせてお使いいただけます。

mailto:nohara@mobeltoko.co.jp
http://www.mobeltoko.co.jp/
mailto:nohara@mobeltoko.co.jp
http://www.mobeltoko.co.jp/
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問合せ先

株式会社メーベルトーコー

〒079-8453　旭川市永山北3条6丁目4-32

0166-48-8222

0166-47-5260

nohara@mobeltoko.co.jp

http://www.mobeltoko.co.jp/

製品説明
正円を描いている滑り止めとデザインを兼ね備えた2本の溝が美しい座と、徐々に細くなっていく4本の脚。それを
斜材がしっかりと受け止めている形は、まさにスツールの理想系。一つ一つの部材が完璧な仕上がりで組み合わ
さっています。スタッキング(積み重ね)が可能。花台に使用したりも。

森林認証等

製品名 MARUスツール 参考価格 20,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅420×奥行420×高さ440㎜
樹種：タモ材

－

問合せ先

株式会社メーベルトーコー

〒079-8453　旭川市永山北3条6丁目4-32

0166-48-8222

0166-47-5260

nohara@mobeltoko.co.jp

http://www.mobeltoko.co.jp/

製品説明
想像力を育てる。北欧生まれ旭川育ちのパズル家具。
「ＰＡＬＡＰＥＬＩ(パラペリ)」は、フィンランド語で「ジグソーパズル」という意味。
さまざまな色とカタチを組み合わせて豊かな想像力を育てます。

森林認証等

製品名 PALAPELI/パラペリ 参考価格 15,000～54,000円

商品仕様

（寸法・納期等）
－

道産タモ材のはっきりとした力強い木目。

テーブル

（左から）まる、さんかく、しかく でこ、しかく ぼこ

←ベンチ

（左）ながしかく でこ

（右）ながしかく ぼこ

チェア→

（左）さんかく

（右）まる

ﾃｰﾌﾞﾙ まる

W616×D643×H442mm

ﾃｰﾌﾞﾙ さんかく

W616×D562×H442mm

ﾃｰﾌﾞﾙ しかく でこ

W650×D592×H442mm

ﾃｰﾌﾞﾙ しかく ぼこ

W650×D542×H442mm

ﾍﾞﾝﾁ ながしかくでこ

W550×D255×H266mm

ﾍﾞﾝﾁ ながしかくぼこ

W550×D255×H266mm
ﾁｪｱ さんかく

W255×D236×H266mm

ﾁｪｱ まる

W255×D265×H266mm

［樹種］

北海道産

カバ材

mailto:nohara@mobeltoko.co.jp
http://www.mobeltoko.co.jp/
mailto:nohara@mobeltoko.co.jp
http://www.mobeltoko.co.jp/
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問合せ先

株式会社山上木工

〒092-0203　網走郡津別町達美147-6

0152-76-4934

0152-76-2540

info@yamagamimokko.co.jp

http://www.yamagamimokko.co.jp

製品説明
北海道の木工家、高橋三太郎氏との協働プロジェクトブランド「ISU-WORKS」。Gシリーズは6種類で構成。スタッ
キング（重ねる）が可能で、子供でも持てるほどの軽さ（3kg程度）が大きな特徴。特に「HUG」と「MEG」は大人気
シリーズ。※森林認証対応可能。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 ISU-WORKS Gシリーズ 「MEG」「HUG｣ 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

「MEG」Size:幅462×奥行495×高さ715 座面高415～(㎜)
「HUG」Size:幅463×奥行475×高さ720 座面高415～(㎜)
樹種：北海道産ナラ　[座面]布、レザー、板座で構成

－

問合せ先

株式会社山上木工

〒092-0203　網走郡津別町達美147-6

0152-76-4934

0152-76-2540

info@yamagamimokko.co.jp

http://www.yamagamimokko.co.jp

製品説明
北海道の木工家、高橋三太郎氏との協働プロジェクトブランド「ISU-WORKS」。Aシリーズは2種類。ハイエンドク
ラスで座り心地も最高レベル。前脚や背板の絶妙なカーブ具合と座面の角度が実に美しいデザイン。腰痛の問
題を抱えた多くの人に喜ばれている椅子。※森林認証対応可能。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 ISU-WORKS Aシリーズ 「RAY」「TAC」 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

「RAY」Size:幅590×奥行570×高さ665 座面高420～ (㎜)
「TAC」Size:幅580×奥行480×高さ705 座面高420～ (㎜)
樹種：[フレーム]北海道産ナラ　[座面]北海道産クリ板座(布やレザーもあります。)

－

ISU-WORKS「RAY」 「暮らしの中の木の椅子展」にて優秀賞受賞 ISU-WORKS「TAC」 腰痛の問題を抱えた多くの人に喜ばれています

ISU-WORKS「HUG」 後ろからハグされるような座り心地ISU-WORKS「MEG」 座ったときの位置やひじ掛けの高さが絶妙

mailto:info@yamagamimokko.co.jp
http://www.yamagamimokko.co.jp
mailto:info@yamagamimokko.co.jp
http://www.yamagamimokko.co.jp
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問合せ先

株式会社山上木工

〒092-0203　網走郡津別町達美147-6

0152-76-4934

0152-76-2540

info@yamagamimokko.co.jp

http://www.yamagamimokko.co.jp

製品説明
北海道の木工家、高橋三太郎氏との協働プロジェクトブランド「ISU-WORKS」。Nシリーズは4種類で構成。背中
の角度・座面の沈みこみ具合など絶妙な椅子。座面もよりワイドでLENは日本文化の「あぐら」をかいて座ることを
想定したデザイン。※森林認証対応可能。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 ISU-WORKS Nシリーズ 「RIN｣｢LEN｣ 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

「RIN」Size:幅525×奥行510×高さ745 座面高420〜 (㎜)
「LEN」Size:幅500×奥行520×高さ755 座面高420～ (㎜)
樹種：北海道産ナラ　[座面]布、レザー、板座で構成

－

問合せ先

株式会社カンディハウス

〒079-8509　旭川市永山北2条6丁目

0166-47-9967

0166-49-2225

support@condehouse.co.jp

http://www.condehouse.co.jp

製品説明
ホームユースはもちろん、オフィスやレストランといった様々な空間にも溶け込むテーブルです。    240/210の美
しいシルエットの脚は、人数や使い方によって 取り付け位置が変えられます。
［北海道産ナラ材］ＮＦ色、DBR色、DGY色、ＢＬ色

森林認証等 合法木材証明

製品名 KAMUY LUX ダイニング　テーブル 参考価格

商品仕様

（寸法・納期等）

テーブル240×100・240×100(H) 幅2,400×奥行1,000×高さ710(740)　㎜
テーブル210×95・210×95(H)　幅2,100×奥行950×高さ710(740)　㎜
テーブル180×95・180×95(H)　幅1,800×奥行950×高さ710(740)　㎜
テーブル160×95・160×95(H)　幅1,600×奥行950×高さ710(740)　㎜

－

ISU-WORKS「RIN」 しなやかな美しいフォルムで

背中の角度・座面の沈みこみ具合など絶妙な椅子

ISU-WORKS「LEN」 日本文化の「あぐら」をかいて

座ることを想定したデザイン

テーブル240×100

北海道ナラNF色

240×100：300,000～316,000円
210×95 ：268,000～282,000円

mailto:info@yamagamimokko.co.jp
http://www.yamagamimokko.co.jp
mailto:support@condehouse.co.jp
http://www.condehouse.co.jp
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問合せ先

昭和木材株式会社

〒078-8212　旭川市2条通23丁目右1号

0166-31-4781

0166-31-4785

customer@showa-lumber.co.jp

http://www.showa-lumber.co.jp

製品説明
当社では、希少価値の高い「無垢板」を厳選して展示販売を行なっております。希少な素材だからこそじっくり長
い時間をかけて乾燥処理を行なっておりますので、安心してお使いいただけます。併設の工場にて加工や仕上
げも承っておりますので、お好みの一品を選んで、世界に一つだけの、オーダー家具をお作りいたします。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 テーブル天板 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）

厚：30～45㎜　幅：450～1,000㎜　長：900～2,000㎜　樹種：タモ・ナラ・カバ・(クルミ)
※寸法については個別対応可能です。
※納期は数量によりますが、2～3週間ほどです。

－

問合せ先

栗山家具有限責任事業組合

〒004-0815 札幌市清田区美しが丘5条9丁目5番8号

011-300-0028

011-883-3541

info@kuriyama-furniture.com

http://www.kuriyama-furniture.com/index.html

製品説明
北海道産エルム材のナチュラルな木の質感を引き出した、細部までこだわったデザインになっております。シンプ
ルで飽きのこないデザイン性で設計されております。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ダイニングテーブル　KFO-001-DT 参考価格 125,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅1,500×奥行840×高さ720
ダイニングテーブル　KFO-001-DT　　北海道産　エルム材
納期：1ヶ月程度

－

原料 施工例

ダイニングテーブル KFO-001-DT 北海道産 エルム材

mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp/
mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp
mailto:info@kuriyama-furniture.com
http://www.kuriyama-furniture.com/index.html
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問合せ先

株式会社大雪木工

〒071-1426　上川郡東川町北町4丁目13番2号

0166-82-2900

0166-82-2918

h-kagami@taisetsu-mokko.co.jp

www.taisetsu-mokko.co.jp

製品説明 北海道産ナラ材を使用し天然オイルで仕上げたF4使用の製品です

森林認証等 合法木材証明

製品名 ルオント 参考価格 50,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

3ｐソファー（幅1,830㎜　奥行820㎜　高さ770㎜）
テーブル（幅1,060㎜ 奥行530㎜ 高さ400㎜）
樹種：道産ナラ材

－

問合せ先

株式会社メーベルトーコー

〒079-8453　旭川市永山北3条6丁目4-32

0166-48-8222

0166-47-5260

nohara@mobeltoko.co.jp

http://www.mobeltoko.co.jp/

製品説明
リビングテーブルに置いてあるグラスを取ろうとしても、沈んだ身体を再び起こさなくてはなりません。座っている時
間が長いほどこの動作が増えることになり、ちょっとしたことですが億劫なもの。でもこの「soloテーブル」は高めに
設計されているため、座ったままで手が届きます。

森林認証等

製品名 solo テーブル 参考価格 90,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

幅1,100×奥行600×高さ500㎜
樹種：タモ材

－

あえて節が入った商品です 天板はナラツキ板

すっきりと伸びた4本の脚が、軽快さを演出してくれる。 道産タモ材を使用した、力強い木目の天板。

mailto:h-kagami@taisetsu-mokko.co.jp
http://www.taisetsu-mokko.co.jp
mailto:nohara@mobeltoko.co.jp
http://www.mobeltoko.co.jp/
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問合せ先

株式会社大雪木工

〒071-1426　上川郡東川町北町4丁目13番2号

0166-82-2900

0166-82-2918

h-kagami@taisetsu-mokko.co.jp

www.taisetsu-mokko.co.jp

製品説明 施設用2段ベッドで北海道産の材料指定商品、用途に合わせてオーダーを受けて生産できます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ２段ベッド・シングルベッド 参考価格 180,000円

商品仕様

（寸法・納期等）
樹種：道産タモ材 －

問合せ先

有限会社　木下建具工芸

〒090-0825　　北見市無加川町393-21

0157-61-7629

0157-61-7627

k13k@cocoa.ocn.ne.jp

製品説明
針葉樹を使用しており、ベース材（合板に透かし模様入れ）の一部に三つ組手飾り組子をアクリにて囲っていま
す。

森林認証等

製品名 衝立（組子入り） 参考価格 60,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

高さ900×幅1,000
納期　受注30日

－

mailto:k13k@cocoa.ocn.ne.jp
mailto:h-kagami@taisetsu-mokko.co.jp
http://www.taisetsu-mokko.co.jp
mailto:k13k@cocoa.ocn.ne.jp
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問合せ先

株式会社メーベルトーコー

〒079-8453　旭川市永山北3条6丁目4-32

0166-48-8222

0166-47-5260

nohara@mobeltoko.co.jp

http://www.mobeltoko.co.jp/

製品説明
国際家具デザインコンペティション旭川2005でゴールドリーフ賞を受賞した作品です。「樹木や建築物など垂直に展開するものは先端が
細く狭くなっているこれも一つの自然現象である」という事を発見しそれを「棚」に重ね合わせました。上に行くに従って棚板の厚みがだん
だん薄くなり支柱も細くなり全体の幅と奥行も若干狭くなっています。使用用途に合わせて、サイズや種類をお選び頂けます。

森林認証等

製品名 SORAHE/ソラヘ 参考価格 70,000～145,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

ソラヘ・オリジナル：幅900×奥行350×高さ1,900㎜
ソラヘ・サイドボード：幅1,200×奥行450×高さ640㎜
ソラヘ・ローテーブル：幅1,200×奥行600×高さ350㎜　　樹種：北海道産カバ材

－

問合せ先

有限会社　木下建具工芸

〒090-0825　　北見市無加川町393-21

0157-61-7629

0157-61-7627

k13k@cocoa.ocn.ne.jp

製品説明
行灯は枕元の明り取り、中絵は升目に少しの遊び心の桐模様を入れました。
右絵は和紙に窓からの光が模様を浮かせ、夜には電気の光が模様を陰として光景が生えます

森林認証等

製品名 丸みを付けた組子行灯、組子障子 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

行灯：松材、特に企画は無し、70,000円
居間天にはめ込んだ庄司：模様は桐模様、90,000円
亀甲模様の飾り組子仕様和室障子：特に企画は無し（現場合わせ施工）、40,000円×2

－

天井はめ込み障子 飾り組子使用和室障子松材の行灯

ソラヘ・オリジナル ソラヘ・サイドボード120D45 ソラヘ・ローテーブル120D60

mailto:k13k@cocoa.ocn.ne.jp
mailto:nohara@mobeltoko.co.jp
http://www.mobeltoko.co.jp/
mailto:k13k@cocoa.ocn.ne.jp

	P76 家具什器表紙
	P77
	P78
	P79
	P80
	P81
	P82
	P83
	P84
	P85修正
	P86
	P87
	P88
	P89
	P90
	P91
	P92
	P93
	P94
	P95
	P96
	P97
	P98
	P99

