
神奈川県

神奈川県産木材使用製品カタログ2022 初版

かながわの木を使うことが

かながわの森林を守ることにつながリます
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厚木市森林組合

林業を持続可能な循環型産業と捉え、地域森林

管理主体として、地域森林を協同の力で育て守

り、森林の持つ水資源涵養機能、地球温暖化防

止機能などの公益的な機能を高め、美しく豊か

な森を次の世代に残していくことを使命としてい

ます。

■ 森林整備事業

■ 草刈り・剪定作業

■ 製材・木材加工

■ 木工作品制作

243-0121 神奈川県厚木市七沢237
電話：046-248-0005
FAX：046-248-7705
mail：forest.237@atsugi-shinrin.jp
営業時間：午前8時00分～午後5時00分
休日：土・日曜日・祝祭日

神奈川県産の間伐材スギ・ヒノキ・ケヤキ等を用いて様々な木工品を製作しています。
また、様々な用途に応じた木材もご用意しております。

詳しくは▼
http://www.atsugi-shinrin.jp
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テーブル
￥60,000
W550×H580
使用木材：焼きケヤキ

チェアー
￥30,000
W480×D360×H560
使用木材：焼きケヤキ

丸太半割ベンチ
￥41,000
W1800×D450×H400
使用木材：スギ

角ベンチ
￥41,000
W1800×D400×H400
使用木材：スギ

丸太半割テーブル
￥24,000
W800×D600×H390
使用木材：スギ

テーブル天板
￥22,000
W1850×D600×厚さ60
使用木材：スギ（オイル塗
装）

ベンチ
￥41,000
W1800×D450×H380
使用木材：スギ（木材保護塗装）

八角スツール
￥46,000
Φ280×H400
使用木材：焼きスギ

テーブル
￥70,000
W1450×D870×H700
使用木材：ヒノキ

チェアー
￥35,000
W400×D500×H860
使用木材：ヒノキ

テーブル
￥120,000
W1800×D900×H710
使用木材：ヒノキ

チェアー
￥30,000
W450×D450×H700
使用木材：ヒノキ
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テーブル
￥44,000
W1230×D600×H600
使用木材：ケヤキ

ベンチ
￥33,000
W1200×D410×H400
使用木材：ケヤキ

チェアー
￥35,000
W410×D500×H850
使用木材：ヒノキ

ミスツール
￥1,990
W250×D250×H230
使用木材：スギ

カッティングボード
￥2,600
W160×D350×厚さ20
使用木材：イチョウ

まな板
￥800～¥2,700
W360×D210×厚さ18～
W500×D240×厚さ30
使用木材：イチョウ・ホウ

菓子器
￥4,000
W240×D240×H35
使用木材：ケヤキ

あゆコロちゃんマウスパッド
￥650
W240×D170×厚さ10
使用木材：スギ

あゆコロちゃんペンスタンド
￥35,000
W410×D500×H850
使用木材：ヒノキ

自然木版
￥600～¥1,000
長さ約200×厚さ10
使用木材：ケヤキ・スギ

バードフィーダー
￥2,600
W320×D240×H270
使用木材：スギ

自然木の飾り台
￥1,900
Φ200×H500
使用木材：ヒノキ
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スマホスタンド
￥950
W95×D150×H200
使用木材：ヒノキ

衝立
￥6,800
W750×H300×厚さ25
使用木材：ケヤキ

ナイフスタンド
￥3,500
W90×D180×H240
使用木材：イチョウ・ホウ

座卓
￥6,000
W600×D320×H300
使用木材：ヒノキ

小引き出し
￥4,800
W290×D205×H185
使用木材：スギ

文箱
￥10,000
W270×D190×H70
使用木材：スギ

額縁
￥5,500
W560×H430×厚さ24
使用木材：カヤ

ワインボトルホルダー
￥1,400
W60×H300×厚さ40
使用木材：ケヤキ・スギ

薪割り台
￥1,100
Φ210×厚さ60
使用木材：ケヤキ

小鳥の巣箱
¥1,200
W120×D160×H300
使用木材：スギ

飾り台、テーブル脚等
￥3,600～
W340×D340×H270
使用木材：スギ

しゃもじ
￥1,800
Φ210×D70×厚さ15
使用木材：ヒノキ
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木ベラ
￥1,800
W280×D90×厚さ30
使用木材：ヒノキ

キエーロベランダ用（生ご
み処理機）
￥16,200
W900×H450×H850
使用木材：スギ

キエーロ直置き用（生ご
み処理機）
￥16,200
W1100×D600×H460
使用木材：スギ

各種木材も販売しております
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神奈川県建具
協同組合

木は自然素材だから人にやさしい！
環境にやさしい！
世界に一つの自然の素材に囲まれた暮らしを
してみませんか。

■オーダーメイド建具、家具の製作

■既存建具等の修理（応相談）

252-0815 神奈川県藤沢市石川6-18-38
電話：0466-87-8655
FAX：0466-87-0971
mail：k-tategu@gamma.ocn.ne.jp
営業時間：午前9時00分～午後5時30分
休日：土・日曜日・祝祭日

組合員向け事業が主な事業ですが、一般の方からの依頼も受け付けております。
お気軽にお問合せください。

詳しくは▼
https://www.kanagawa-tategu.or.jp
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八角イス
￥15,000
W325×D325

杉彩
￥48,000
W400×D410×H720

アームベンチ
￥120,000
W1400×D550×H650

スタッキングスツール
￥20,000
W450×D260×H420

ファブリックソファー
￥150,000
W1400×D700×H800

スクエアテーブル
￥62,000
W600×D600×H680

組子テーブル
￥170,000
W1350×D800×H300

丸座ベンチ
￥60,000
W1500×D500

丸テーブル
￥120,000
W1200×D1200

ポスト
￥4,200
W300×D200×H350

組子コースター
￥500
W100×D100

卓上衝立
￥10,000
W750×2×H430
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六角テーブル
￥90,000
参考商品

筒行灯
￥300,000～
参考商品

洗面台（リフォーム）
￥200,000～
参考商品

キッチン（リフォーム）
￥400,000～
参考商品

キッチンセット（リフォーム
＋テーブル・チェア）
￥700,000～
参考商品

ベッド収納（リフォーム）
￥500,000～
参考商品

その他リフォーム・建具修理等も承っております。
お気軽にご相談ください。
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株 式 会 社
ラ ・ ル ー ス

GROWING LIKE A TREE.

自然の恩恵を余すところなく活用させてもら
い、その自然にお返しする。常に自然の近く
の企業でありたいと思っています。

■木製品の製造・販売・皮革製品の製造企画

及び販売

■キャラクター商品の販売・文房具の販売

■厨房器具の販売・輸入日用雑貨の販売

250-0861 神奈川県小田原市桑原867-6
電話：0465-38-0538
FAX：0465-38-0539
mail：info@la-luz.co.jp
営業時間：午前9時00分～午後5時00分
休日：土・日曜日・祝祭日

「木を見て森を見ず」ならぬ、「木を使って海川を顧みず」にならないよう森・川・海のつながりに
貢献できる製品を積極的に取り入れるライフスタイルを提案しています。

今後とも、間伐材ならではの魅力を、製品や空間を通して感じていただきたいと思います。
地域の場所を、地域の材で演出するということだけでなく、間伐材の魅力を他地域へも広げて
いけたらと考えています。

詳しくは▶
https://la-luz.co.jp

QR
コード
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【ひきよせ】プレート
￥2,700～
（サイズ：S・M・L・LL）

Φ120×H20～
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

【ひきよせ】ディッシュ
（サイズ：L・LL）

￥5,600～
Φ225×H60～
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

【ひきよせ】猪口
￥1,800
Φ65×H30
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

【ひきよせ】そば猪口
￥3,300
Φ90×H60
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

【ひきよせ】椀
￥4,400
Φ120×H60
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

【ひきよせ】ボウル
（サイズ：M・L・LL）

￥4,200～
Φ150×H60～
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

【ひきよせ】丼
￥5,000
Φ150×H90
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

【ひきよせ】タンブラー
￥4,600
Φ90×H90
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

食洗機対応モデル

ひきよせは、全種類食洗機
対応可商品もございます。

【食洗機対応商品の特徴】
セルロースナノファイバー塗料を下地に使用しています。
耐光性が良くなり、変色の進みを抑え経年劣化を防ぎます。
その上に対アルカリ性、硬さを強化する特殊塗料を塗ることによってさらに強度を増しております。
2層にした塗装は、食洗機にも使えるほどの耐久性、耐水性に優れたものとなっております。

また、1000回程度の食洗機使用には耐えることを確認致しました。
経年により塗装は薄くなってきますので、より長く使用して頂く為に条件付きで再塗装を承っております。
（別途料金）
【再塗装条件】あたりキズがなく、塗装が剥離していない場合

掲載商品は、神奈川県産の間伐材を使用しています。

10



スリムフレーム サービス
￥2,000
W104×D142×H18
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

スリムフレーム ポスト
￥2,200
W117×D167×H18
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

スリムフレーム キャビネ
￥2,600
W142×D193×H18
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

A4フレーム
￥3,200
W232×D319×H20
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

A3フレーム
￥4,000
W319×D442×H20
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

スリムポストカードフレーム
トリプル
￥4,900
W405×D223×H20
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

【寄せ木DON】麗（食洗機可）
￥6,000
Φ150×H90
使用木材：ヒノキ・ケヤキ
仕上げ：ヒノキ CNF＋ウレタン

ケヤキ ウレタン

【寄せ木DON】凛（食洗機可）
￥6,000
Φ150×H90
使用木材：ヒノキ・ケヤキ
仕上げ：ヒノキ CNF＋ウレタン

ケヤキ ウレタン

【寄せ木DON】豊（食洗機可）
￥6,000
Φ150×H90
使用木材：ヒノキ・ケヤキ
仕上げ：ヒノキ CNF＋ウレタン

ケヤキ ウレタン

【寄せ木DON】盛（食洗機可）
（サイズ：S・M）

￥4,800～
Φ130×H48～
使用木材：ヒノキ・ケヤキ
仕上げ：ヒノキ CNF＋ウレタン

ケヤキ ウレタン

【寄せ木DON】優（食洗機可）
（サイズ：S・M）

￥4,800～
Φ130×H48～
使用木材：ヒノキ・ケヤキ
仕上げ：ヒノキ CNF＋ウレタン

ケヤキ ウレタン

【寄せ木DON】楽（食洗機可）
（サイズ：S・M）

￥4,800～
Φ130×H48～
使用木材：ヒノキ・ケヤキ
仕上げ：ヒノキ CNF＋ウレタン

ケヤキ ウレタン

掲載商品は、神奈川県産の間伐材を使用しています。
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ヒノキクロックNT
￥6,000
W295×D40×H190
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

ピサクロック（ナンバー）

￥5,000
W100×D50×H100
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

カドマル クロック
￥12,000
W270×D270×H140
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

リブクロックミニ スクエア
￥4,500
W100×D100×H132.5
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

かまぼこつみき（カラー）
￥1,500（12枚）
￥3,000（24枚）
W35×D124（1枚あたり）
使用木材：スギ
仕上げ：天然カラーオイル

洗面器（食洗機対応）
￥40,000～
Φ300×H90
金物、取付工事別途。

使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ウレタン

かまぼこつみき（ナチュラルカラー）

￥3,000（50枚）
￥5,800（100枚）
※100枚以上も可

W35×D124（1枚あたり）
使用木材：スギ
仕上げ：無塗装

アクセサリーケースSS
￥5,000
W180×D140×H55
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

アクセサリーケースM
￥7,000
W300×D200×H55
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

アクセサリーケースL
￥9,000
W400×D300×H55
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

フォルムミラー
￥3,300
W196×D150×H10
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

ボックスミラー
￥10,000
W450×D593×H35
使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋オイル

掲載商品は、神奈川県産の間伐材を使用しています。
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キーホルダー
￥300
W55×D16×H4.5
※名入れ（レーザー）可。料金別途

使用木材：ヒノキ
仕上げ：無塗装

鉛筆
￥80
Φ8×W80
※名入れ（レーザー、ホットスタ
ンプ、シルク印刷）可。料金別途

使用木材：ヒノキ・スギ
仕上げ：無塗装

カードケース
￥1,000
W96×D82×H6
※名入れ（レーザー）可。料金別途。

使用木材：ヒノキ
仕上げ：仕上げ：無塗装

定規
￥300
W150×D55×H4
※名入れ（レーザー）可。料金別途。

使用木材：ヒノキ
仕上げ：無塗装

コースター
￥300
W85×D85×H7.5
※名入れ（レーザー）可。料金別途。

使用木材：ヒノキ・スギ等
仕上げ：無塗装

シャープペン・ボールペン
￥SP300 ￥BP350
W4.5×D160
※名入れ（レーザー）可。料金別途。

使用木材：ヒノキ
仕上げ：無塗装

ヒノキ玉
￥200
Φ51
※名入れ（レーザー）可。料金別途。

使用木材：ヒノキ
仕上げ：無塗装

ひのき湯玉 たまご型
￥1,300
湯玉サイズ：Φ30 x 37
袋サイズ：130 x 160
使用木材：ヒノキ
仕上げ：無塗装

学校勉強机用天板
￥8,000～
W600×D400×H25
※古くなった天板を交換、交換費用は
別途。

使用木材：ヒノキ
仕上げ：CNF＋ポリウレタン

掲載商品は、神奈川県産の間伐材を使用しています。

ポストカード
￥120
W100×D148
使用木材：ヒノキ・スギ

木の名刺
￥3,000～
W55×D90
使用木材：ヒノキ・スギ

木のシート
￥110～
A5/A4/A3
使用木材：ヒノキ・スギ
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モザイク壁
別途見積
※運賃・取付は別途

サイズ応相談
（サイズオーダー可能）
使用木材：ヒノキ・スギ

キッズスペース
別途見積
※運賃・取付は別途

サイズ応相談
（サイズオーダー可能） 。

使用木材：ヒノキ

掲載商品は、神奈川県産の間伐材を使用しています。

間伐材使用の建具
森林を育てる過程で生まれた間伐材が美しく温かみのある空間へと生まれ変わります。

ヒノキ・スギの間伐材の端材を使用しています。
空間を作り出す上で、色やなさが異なるのも、端材の強みの一つ。
異なる大きさ・節目・木目・色の材を仮置きし、
配置バランスを整えていくのは、職人のセンスでもあります。ラ・ルースでは、施工のご相談も承っております。

身近に木に触れられる機会を作ろうと地域の市民ホールに設置した総ヒノキ（間伐材）で仕上げたキッズスペースです。
遊び心にあふれた、ヒノキ玉のプールではお子様が中に入り、様々な工夫をこらして遊ぶことができます。
設置箇所に合わせて大きさや傾斜の変更が可能です。
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間伐材フリーリング
別途見積
※運賃・取付は別途

サイズ応相談
（サイズオーダー可能）
使用木材：ヒノキ・スギ

掲載商品は、神奈川県産の間伐材を使用しています。

節がない状態のことを『無節』といいます。
木が森で成長するまでにお手入れされてきた『節』を入れるというご要望も承ります。
ヒノキの『節』がリズムをつくり、よいアクセントになる空間を演出することができます。

ヒノキ

スギ

900×1800ｍｍの板に、フローリングを張り付けた板で持ち運びができるヒノキ材のフローリング。
２枚のフローリングの板を並べています。1800ｍｍ×1800ｍｍの広さになります。
こどもたちが靴を脱いで絵本が読めるスペースとなっています。
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堀内ウッドクラフト

堀内ウッドクラフトは、国内でも数少ないFSC認
証木製品製造者です。
環境と心にやさしい木を素材としたモノづくりを通
じて、安心で楽しい木のある暮らしを提案すると
ともに、循環型社会への貢献と森林の保全、地
球温暖化の抑制に取り組みます。

■ 木製品制作・販売

■ 認証製品のコーディネート

（建材・家具・おもちゃ・ノベルティー）

258-0017 神奈川県足柄上郡大井町西大井400-3
電話：0465-83-7735
FAX： 0465-83-7735
mail：mail@horiuchiwoodcraft.com

12年にも及びＦＳＣ認証のＣＯＣ認証を維持し、
作り続けてきました。
このノウハウの積み重ねから認証材の調達、
チェーンを繋いで加工、流通、販売まで行っています。

詳しくは▼
http://www.horiuchiwoodcraft.com
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かまぼこくるま
ひのきかたかた
￥5,000

ペンスタンド
￥1,200
W76×D76×H100

表彰楯
￥10,000
W210×D297×H15

手形・足形記念板
￥6,000

積み木
￥10,000

カード立て
￥200
W40×D40×H40

マグネット（フラット）
￥250
W36×D36×H10

マグネット
スティク-L ひのき 19×220×11 ¥1,000

スティク-S ひのき 19×110×11 ¥700

スケール

L ひのき 34×310×4 ¥1,200

S
ひのき

19×160×4 ¥600

ネームプレート ひのき 55×91×4 ¥1,200

フレーム（額縁）A4 ひのき 265×351×16 ¥4,900

お椀（摺漆、ウレタン塗装） ひのき 120×120×50 ¥3,000

36mmひのき玉 ひのき 36×36×36 ¥50

42mmひのきたまご ひのき 43×43×55 ¥100

■その他取扱い商品

※ 注意事項
・手作業で加工するため、サイズが変わることがあります。
・天然素材の為、色や木目、節が変わります。
・表彰状、ネームプレートはテキストデータでの入稿をお願いし
ています。データでの入稿が出来ない場合は、別途データ作
成料をいただく場合があります。
・受注生産のため、納期を一か月以上かかります。
また、材料の在庫によってはそれ以上かかる場合があります
ので発注時に確認をお願いします。
・発注額３万円以下の場合は、別途送料をいただきます。
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一般社団法人
さがみ湖森・モノづ

くり研究所

こども達が毎日学習する地域材の「森の机」から

自然やモノを大切にする気持ちを育んでほしい。

そんな想いからMORIMOは、地域の皆様と協働

して天板製作を中心に「モノづくり」をはじめまし

た。

■ 建材の製造・販売

■ 木製品の商品開発・制作・販売

■ 環境教育事業

258-0184 神奈川県緑区小渕1938-2-B1
電話：042-649-0422
FAX： 042-649-0222
mail：morimo-shop@econano-club.jp
営業時間：午前9時00分～午後5時00分
休日：土・日曜日・祝祭日

森から学びもりを活かして地域の木材を活用し、
安心安全で高品質な商品づくりに努めています。

詳しくは▶
https://morimo.or.jp
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天板（無垢ハギ板）
￥11.000
W600×D400×T18
使用木材：広葉樹
※樹種・寸法はご相談ください

カウンター（無垢ハギ板）
￥13.200
W400×L1.820×T25
使用木材：針葉樹
※樹種・寸法はご相談ください

スギ床（本実加工・無塗装）
W100×L1.820×T15…¥22.000 / 坪
W120×L1.820×T30… ¥27.500 / 坪

スギ壁（本実目透し加工・無塗装）
W90×L1.820×T12… ¥24.200 / 坪

ヒノキ床（本実加工・無塗装）
W100×L1.820×tT15…¥27.500 / 坪
W120×L1.820×T30…¥33.000 / 坪

ヒノキ壁（本実目透し加工・無塗装）
W90×L1.820×T12…¥ 29.700 / 坪

モザイクパネル
￥115.500 / ㎡
W1.300×L2.400×T35（最大寸法）
使用木材：広葉樹

森のテーブル
￥95.700～
W800×L1.800×H700（T25）
使用木材：スギ+アイアン脚

生木の布紐チェア（無塗装）

￥68.200
W420×D400×H710 (SH400)
使用木材：ヒノキ

森のローテーブル
￥128.700
Φ800×H350
使用木材：ヒノキ

森のスツール
￥16.500 / 針葉樹
￥22.000 / 針葉樹+レザー
￥27.500 / 広葉樹
￥33.000 / 広葉樹+レザー

Φ200×H455
使用木材：広葉樹・針葉樹

キッズチェア
￥28.600
W250×D250
H400 (SH210)
使用木材：ヒノキ

生木の布紐スツール（無塗装）

￥55.000
W360×D360×H400 
使用木材：ヒノキ
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森の積み木 500個入
￥38.500
W500×D360×H240
使用木材：スギ（無塗装）

針葉樹のパズル
￥2.200
W90×D90×H90
使用木材：スギ（無塗装）

広葉樹のパズル(オリジナル箱入)

￥3.850
W90×D90×H90
使用木材：広葉樹（天然オイル）

市松お碗
￥8.250
Φ120×H80
使用木材：スギ（ウレタンオイル）

木の名刺（両面）
1C / 100枚 /￥6.160
4C / 100枚 /￥7.150
使用木材：針葉樹

混合薪・短コロ薪
約30cm ￥1.100 / 約12kg
使用木材：広葉樹

市松蕎麦猪口
￥6.600
Φ80×H70
使用木材：スギ（ウレタンオイル）

ミウルの「森のパズル」
￥2.200
W90×D90×H90
使用木材：スギ（無塗装）

ミウルの「森の積み木」
￥3.850
W230×D120×H60
使用木材：スギ（無塗装）

MORI NO TSUMIKI（3種50個）

￥5.500
W250×D130×H70
使用木材：広葉樹（天然オイル）

MORI NO REVERSI
津久井城合戦ゲーム
￥8.580
W115×D115×H45
使用木材：広葉樹（無塗装）

森のえんぴつ (OPP袋入)

￥330（ 2B × 2本 ）18cm
鉛筆・木のしおり / 名入れ可
使用木材：針葉樹
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無垢の会

神奈川県の家具工房がエコ
ロジカルな作品づ く り を目的

に集まった会です 。

無垢の材料を大切に扱い、それぞれの生活の場
にお役に立てる家具を作ります。
一人でも多くの方に無垢の木を使った家具の魅
力をお伝えできればと思います。

■ 家具工房イデアウッドクラフト

無垢の会は神奈川県で2002年に結成されました。
個人の工房が、協力し合って材料を買ったり、
情報を共有する目的で集まりました。

■ NIWA工房■工房木歓坊 kikanbo

参加工房
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額縁（A4サイズ）

￥11,000～

アクリル・裏板・額立て付属。
マット別
サイズオーダー可
主材：ケヤキ

トレー
￥5,500～
148×210
主材：ケヤキ

時計やアクセサリーなど小物を置くトレー
です。
お店のキャッシュトレーとしても使えます。

無垢の会

家具工房 イデアウッドクラフト
樽川 満

しっかりとした技術とアイデアによって無垢な木の良さを
引き出して生活を心地よくする家具・木製品を作ります。

〒243-0427 神奈川県海老名市杉久保南5-13-7 2F
電話：090-9381-0464
Mail：mail@ideawoodcraft.com
HP：https://ideawoodcraft.com
営業日：午前9時00分～午後7時00分
休日：日曜日・祝祭日

※納期については、製品により異なります。
また、別途送料かかります。ご相談ください。

額立てで飾ることもできます
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さんかくスツール
（植物性オスモオイル仕上げ）

幅360×座面高490×三角座面一辺250

￥29,700～
使用木材：ケヤキ・クスノキ

座面が三角なカッコのいいスツールです。

無垢の会

NIWA工房
庭 勝弘

無垢材を使って、手作りで家具・建具・雑貨など
木製品を作っています。

〒243-0211 神奈川県厚木市三田3306-6
電話：046-291-2923
FAX： 046-291-2923
Mail：mokukougeiniwa@yahoo.co.jp
instagram：https://www.Instagram.com/niwakoubo/
営業日：午前9時00分～午後6時00分
休日：日曜日

※納期については、製品により異なります。
また、別途送料かかります。ご相談ください。

クスノキ材ケヤキ材

持ち運びも楽にできるので
どこでも使える重宝な一脚
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販売者：フォレストヴォイス（株） 川崎市多摩区布田4-1-101

製造者：工房KONASO 神奈川県横須賀市平作6-13-12

波のスツール

「地産地匠」をコンセプトに日本各地の森の木を使い、その地の

匠の技でつくられた純国産家具の専門店「フォレストヴォイス」

では、神奈川県横須賀市の「工房KONASO」が、地元神奈川県のケ

ヤキで製作した商品をご用意しました。
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販売者：フォレストヴォイス（株） 川崎市多摩区布田4-1-101

連絡先 080-9868-1208（担当：桃澤）

製造者：工房KONASO 神奈川県横須賀市平作6-13-12

金物を一切使っておらず、ホゾ組とク

サビだけで作っています

流れるようなケヤキ材の杢目。

曲線でつくられたフォルム。

(消費税・送料込み）

無垢のケヤキ材を使用しています。

流れるような木目はまるで波のようです。

座面高さは使い勝手によって調整い

たします。お気軽にご相談ください。

座面は全て曲線でつくられているので、

いろんな姿勢で座ることができます。

Point 1 Point 2

Point 3 Point 4

W:450 D:450 H:350～450 樹種：ケヤキ

26



● 表示情報は2022年9月現在のものです。

● 掲載商品は代表的なものであり、デザイン・仕様の違

う商品もあります。

● 予告なくデザイン• 仕様等を変更する場合があります。

● 商品写真の色、質感等は実物と異なる場合があります。

● 自然素材につき、サイズ等に多少の違いがあります。

● 掲載されている製品の寸法単位は原則mm(ミリメート

ル)です。

● このカタログは、各事業者から提供された資料

を、 かながわ木づかい推進協議会がとりまとめて構成

したものです。

本カタログの掲載商品は、各メーカーに直接、お電話・

ＦＡＸ等にてお問い合わせのうえ、ご注文・ご購入くださ

い。  

掲載価格は、参考価格です（発注個数やオプションに

よって異なる場合があります）。 

お支払い方法・お届け方法・送料などは各商品によって

異なります。 
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