
子どもの普段使いを想定しながら、傷や色の変化も成長の証とする、愛
着ある家具づくりの提案である。片づけの習慣づけという発想も面白い。

概要

評価ポイント

◆仕様：福井県産杉材　無塗装品、価格：78,000円（税別・送料込）　
http://www.nikkikagu.com/
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おもちゃの家
マエダ木工、中西木材（株）

子供が遊びながらお片づけができるお
もちゃ箱。屋根におもちゃを滑らせると
スーっとすべっておもちゃ箱の中へ。お
片付け完了。引き出しを入れ替えて別
のおもちゃを片付けます。材料は福井
県産の杉材のみを使用しています。や
わらかい「杉の木」だから毎日遊んだ
りすることで、きずがついたり色がつい
たり。子供の成長を記しながら、家具
も成長していきます。年月が経った頃、
愛着のある自分だけのおもちゃ箱に
なっています。こどもの成長、家具に記
しましょう、これが「日記家具」にこめ
た想いです。

木製品分野   家具

ヒノキの繊細さの中に節目もうまく取り込んだバランスが、和空間以外
にも溶け込むデザインを生んだ。香りを残す塗装も感覚に訴え効果的である。

概要

評価ポイント

◆仕様：W1,400×H680×D370、価格：315,000円（税別）、入手先：現状では株式会社溝川
から直接購入　www.kikoe-kagu.jp
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KIKOE ヒザシ ローボード C 桧
（株）溝川、綾 利洋（o-lab代表）

節目も長所として積極的に取り入れら
れた、多種多様な杢目が斜めに並ん
だ鏡板は一点一点オリジナルの表情
を持ちます。鏡板はプッシュ式の扉・抽
斗であるため、日々の使用を通して桧
無垢材の肌触りを手のひらや指先で
体感して頂け、開けた際には桧独特の
芳香を楽しんで頂くことができます。自
然な汚れや、肌色からやがて飴色へと
変わる色味の移り変わりも、暮らしの
記憶が刻まれた経年変化として楽しん
で頂きたい家具です。

木製品分野   家具

杉の浮づくりと無垢の肌触りが優しく、自然な雰囲気を醸し出してい
る。和に縛られない多様なレイアウトができそうである。

概要

評価ポイント

◆仕様：W1,485×H1,000×D370 、価格：376,000円（税別）、入手先：現状では株式会社溝
川から直接購入　www.kikoe-kagu.jp
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KIKOE ヒザシ サイドボード 杉 浮造り
（株）溝川、綾 利洋 （o‐lab代表）

節目や赤身白身の混在部分も長所と
して積極的に取り入れられた、多種多
様な杢目が斜めに並んだ鏡板は一点
一点オリジナルの表情を持ちます。触
覚にも訴えかける浮造り仕上げの鏡
板はプッシュ式扉であるため、柔らかく
暖かい杉無垢材の肌触りを手のひら
や指先で体感して頂けます。自然な汚
れや杉特有の柔らかさによる僅かな
凹み、色味の移り変わりも、暮らしの記
憶が刻まれた経年変化として楽しんで
頂きたい家具です。

木製品分野   家具

桐のイメージをより身近にするアイテムとしてとても良い。高齢化社会を
睨み、柔らかく軽い特徴がうまく取り込まれている。

概要

評価ポイント

◆仕様：W600×D520*H680×SH410(yukata-Armchair)、価格：44,500〜129,600円（税
込）、入手先：木工房大噴火ショールーム「gallery cave」　
http://www.daifunka.com/
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yukata-chair
木工房　大噴火

和の座法をとりいれた、「桐」の椅子
「yukata-chair」。長年の研究の成果
である座面形状と背もたれが、着物の
帯のように骨盤をサポートし、高齢に
よって筋肉量が落ちても無理なく座る
ことのできる、体にやさしい椅子に仕
上がりました。桐の吸い付くような感触
とリラックス効果を味わっていただき
たいです。日本の風土にあう、日本の
材を使用した「ｙｕｋａｔａ-ｃｈａｉｒ」。全部
で4種類ご用意いたしました。

木製品分野   家具

組み合わせによる自由度と簡単に持ち運びができる機能性はイベント、
催事などフレキシブルな要件に応えるアイテムである。

概要

評価ポイント

◆仕様：W1,200×D450×H420、価格：88,500円、入手先：やまなし水源地ブランド推進協議
会
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Banco
やまなし水源地ブランド推進協議会、品川区商店街連合会、（株）HUG

BANCO（バンコ）は手軽な組立式ベ
ンチです。脚パーツに座面を差し込み、
クランプを回転させて固定します。道
具を使わず、手だけで簡単に組み立て
ることができます。また、スタッキングが
可能なので、在庫しておく際のスペー
スを軽減できます。杉の間伐材の幅は
ぎ材を使っています。塗装には国産の
天然油性自然塗料を使っており、屋外
での耐候性を持っています。シンプル
なデザインによって、木の心地いい素
材感を引き出しています。

木製品分野   家具

国産ウィンザーチェアにこだわり手間をかけて作り上げている。ウィン
ザーチェアをヒノキ材でつくる取組は、デザインと技術、流通をつなぐ国産材利用モデ
ルとなりうる可能性を持つ。

概要

評価ポイント

◆仕様：木製（ヒノキ）、価格：28,000〜320,000円（税抜）、入手先：株式会社ようびまでお問合
せの上受注　http://youbi.me/ec/
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ヒノキウィンザーシリーズ
（株）ようび

作りたかったのは軽くて真っ白な日本
の椅子。それも身近な森の木で。17 
世紀後半の英国に生まれたウィンザー
チェアは、農民やロクロ職人が必要最
少量の地元の木材を用いて組立てる
椅子だった。民衆の暮らしに寄り添っ
たその椅子は、世界中に広まったシン
プルで丈夫な家具。日本の木が西欧
に源流をもつ、「檜のウィンザー」に大
変身したらどうだろう。この椅子が愛さ
れて、身近な森をきれいに整えてくれ
る引き金になればいい。

木製品分野   家具

ディフューザーの本体に間伐材を使い動物の意匠性を加えたことで、イ
ンテリア的要素が高まった。アロマ吸収の様子が目で見てわかる点も新しい。

概要

評価ポイント

◆仕様：国産杉間伐・天然精油、価格：3,000円(税抜）、入手先：三越・伊勢丹・髙島屋・センプレ
デザイン・ミッドセンチュリーモダン他 www.aronatura.com
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animal aroma
Aronatura

国産の杉間伐を使用した木の香りが
するアロマディフューザー、アニマルア
ロマは、木目に沿って天然100%精油
のブレンドオイルが吸収され芳香しま
す。精油ならではの自然で奥深い香り
を楽しんでいただけます。そして、木製
の柔らかいイメージとリアルでシンプ
ルな動物のモチーフが様々なインテリ
アにとけ込みます。

木製品分野   雑貨・日用品

ディフューザー本体がオーナメントとしてデザインされており、装飾やア
ウトドアでの活用が広がった。アロマ吸収後、長時間香りが持続する点も使いやすい。

概要

評価ポイント

◆仕様：国産杉間伐・天然精油・ゴールドチェーン、価格：3,000円(税抜）、入手先：三越・伊勢
丹・髙島屋・センプレデザイン・ミッドセンチュリーモダン他　www.aronatura.com
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ornament aroma
Aronatura

国産の杉間伐を使用した木の香りが
するアロマディフューザー、オーナメン
トアロマは、木目に沿って天然100%
精油のブレンドオイルが吸収され芳香
します。精油ならではの自然で奥深い
香りを楽しんでいただけます。木製の
柔らかいイメージと繊細なデザインで
クリスマスのオーナメントとして部屋や
ツリーに彩りを与えます。

木製品分野   雑貨・日用品

一本の木から削り取られたミニチュアの家型オブジェで、素朴な味わい
の良さでインテリアに溶け込みやすい。

概要

評価ポイント

◆価格：1,620円（税込）、入手先：ネットショップ　http://3016.jp/kagumoku/shop_cate.
cgi?up_shca=102#list
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木の家
家具工房モク　木の家具ギャラリー

山形県産の端材を活用して製作され
た、家型の木製オブジェ。独特の光沢
があるクルミ、木肌が柔らかいクリ、時
間と共に味わいが増すシオジ、はっき
りとした木目が美しいケヤキの４種類
の樹種でつくられており、樹種ごとに
異なるデザインとなっています。お部屋
のインテリアとしてだけでなく、引っ越
しや新築祝いのプチギフトとしても喜
ばれそうなアイテムです。 

木製品分野   雑貨・日用品

加工が難しく流通ではあまり見ない、りんごの木を利用した。木工技術
で使い勝手を高め、ICカード対応という点も現代の使い方にマッチしている。

概要

評価ポイント
◆仕様：W12×D8×H10cm、価格：8,640円、入手先：kotabi、自社オンラインショップサイト
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りんごの木の名刺入れ
（有）木村木品製作所

りんごの木の特徴でもあるしっとりし
た質感は手に持つ小物に適している
と思った。丸みを帯びた形にすること
で特にそれが感じられるようにした。中
に同じりんごの木で板ばねの細工を施
し、いれた名刺が落ちてこない細工を
した。スイカ・パスモ等のカードも感知
できる木の薄さにした。経年変化でり
んごの木は使い込むほどに深みのあ
る表情を出す。欧米の銘木にも引けを
とらないものと木工に長年携わるもの
として感じている。

木製品分野   雑貨・日用品

シャクトリムシのような動きとヒノキの香りをテーマにした、これまでと
違った木の楽しさを提供する独創的な製品。デザインに込めたメッセージが良い。

概要

評価ポイント

◆仕様：ヒノキ　高40mm×巾40mm×長250mm、価格：1,200円、入手先：直販（電話または
HPへお問い合わせ）　http://www.shinwa-m.com/
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ヒノキムシ’15
親和木材工業（株）

硬いヒノキがまるでムシのようにうねる
「ヒノキムシ」ですが、一番の魅力は香
りです。切口からあふれ出す瑞 し々い
香りは癒しを与えてくれます。とても繊
細で、乱暴に扱うとすぐに死んでしま
いますし、香りも徐々に弱くなります。ま
るで小さな虫のような「儚さ」は、森林
やそこで営む全ての命にも係っていま
す。日本の森が壊れないように、壊さ
ないよう大切に、やさしくしよう、という
メッセージが「ヒノキムシ」には込めら
れています。

木製品分野   雑貨・日用品

かわいい外観に加え、匂いと音で国産材を感じさせる、感性に訴える新
しいアプローチが素晴らしい。小さな森の世界を再現した。

概要

評価ポイント
◆価格：60,000円（税抜）、入手先：正プラス（株）
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結馨・森の家　ディフューザー
正プラス（株）、オークヴィレッジ（株）、レストランNARISAWA（成澤由浩）、
ナイス（株）、銀座三越

結馨・森の家ディフューザーLimited 
Versionは、日本の森と香りを身近に
感じて、国産材を有効活用するために
作りました。 国産材の良さを視覚、感
触と香りで実感でき、「国産材で家を
建てたい」と思うインセンティブになり
ます。材とミニ盆栽は、ヒノキです。家
の模型の煙突部分のスティックから森
の香りが楽しめます。家を設置するプ
レートには、触れた物を共振しそれ自
体をスピーカーにする振動素子があ
り、インターネットにつなげば森に設置
されたマイクから森のライブ音源を配
信します。

木製品分野   雑貨・日用品
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