ハートフルデザイン部門 木 製 品
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ハートフルデザイン部門 木製品
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buchi シリーズ

木製品分野

酒井産業（株）

◆ 仕様：くるま：130×67×高さ88mm・ドミノ：55×40×高さ8mm・ パズル：80×80×高さ
12mm、価格：くるま：5,800円・ドミノ：4,800円・ パズル：6,800円、入手先：ネットショップ、通
販、店舗など http://kiso-sakai.sakura.ne.jp/商品案内/buchi-2

評価ポイント デザイン性に優れ、
カラーリングも洗練されている。工夫次第で遊び方
も広がる、発育発達を促すツールとしてよく練られた玩具である。

（株）スタジオ鼎
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KARAKARA

概要
テープ状にしたブナ材をコイルのよう
に巻き、押し出して成型するという、
ブ
ナコの製法ならではのデザインです。
筒状の中間部は光を透すと温かなオ
レンジレッドに包まれた木目が浮かび
上がります。スタイリッシュなデザイン
は和室・洋室どちらに置いても空間の
引き締め役となります。

◆仕様：シェードのサイズ(mm) : φ317×H212、価格：54,000円（税込）、入手先：ブナコショー
ルーム”BLESS”、
全国のインテリアショップ
http://bunaco.jp/Products/lamps/lampmain.html
評価ポイント 圧倒的な素材感と木目と光の透過の絶妙なバランスは和洋問わずに
幅広く使える。
オレンジの光は温もりを感じさせ、木材活用のもうひとつの可能性を見
せてくれる。

木製品分野

www.mamamano-studio.com

評価ポイント 見ただけで握りたくなる柔らかな曲線を持つフォルム、手触り感の良い
綺麗な仕上げは、自然な造形を想起させ、
インテリア的要素も併せ持つ。

木製品分野

197

遊 具・玩 具

森のかけら

◆価格：38,000円（税別）、入手先：自社ホームページ

評価ポイント 240種類もの国内外の樹種から好きな100種類を選ぶ木育ツールで
あり、樹種の多さや違いを楽しむ独創的なアイテム。手触り、香りの違いに五感が刺激
され、木への理解を深める。

UDI_再校_cs6.indb 66-67
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概要
正倉院に眠る日本最古のベッドである
「御床」の感性と優れた機能性を考
察。
デザイナー、家具工房とさまざまな
知恵と技術を結集し、現代の生活環
境にもフィットするベッドをつくりあげま
した。日本人が持っている四季の変化
を楽しむ生活の工夫やその変化する
美しい自然の中で培われた細やかな
感性と美意識。
それらに学び、日本の
寝具文化を育んできた歴史と日本の
木材とそれを活かした伝統的な匠の
技を融合させました。

◆価格：368,000円（税込）、入手先：アイ・ケイ・ケイ(株)、全国組子ベッド販売店より http://
www.kumikobed.com/組子ベッド/悠々/

◆ 材質：本体-北海道産カバ材（集成材）すのこ-四万十産ヒノキ、サイズ：S（シングル）101×
202.5×36cm〜、
税抜価格：98,000円〜 http://www.iozon.co.jp

評価ポイント 素材を吟味し、長く使えるものづくり姿勢が伺える。杉も最も強度がでる
黒芯を使い、香りを楽しむとともに機能面も十分に配慮している。

評価ポイント 日本の蒸し暑い気候に合わせ、床板をスノコ状にして通気性を高め、快
適な眠りを提供する。
ヒノキの効能を活かした睡眠環境の提案として有効である。

木製品分野
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（株）エトウ

概要
子どもからお年寄りまで、家族の誰も
が快適に使え、安心して寝ることがで
きる、
ワンランク上の快適な眠りを提
供するベッド、がコンセプト。素材には
１００％東濃檜材を使用し、頑丈な作
りや丁寧な研磨など隅々にまで職人
の技が行き届いたつくり。現代の居住
空間に合わせたコンパクトなサイズ設
計とデザインで、
ライフスタイルの変化
に合わせた使用が可能。

概要
『大切な子どもたちのために』をテー
マに創造されたkotoka２段ベッド。檜
の香りに含まれる成 分は、アロマ効
果・ストレス解消効果や防カビ・防ダニ
効果、
さらに抗菌性など様々な効果を
もたらし、子どもには最良の木材です。
空間性を考えた設計なので、お部屋
の圧迫感を軽減します。高さ調節が可
能なのでサイドフレーム下のスペース
を収納として使うことができます。分割
するとシングルベッドにもなります。

◆仕様：幅85〜105×長さ210×高さ28・38cm、価格：31,334〜42,762円（税抜）、入手先：
ディノスの通信販売カタログ、
オンラインショップ
http://www.dinos.co.jp/p/1323600117

◆仕様：檜無垢材（国産）、水性塗料(F★★★★)、価格：138,000円（ネット販売価格）、入手先：

評価ポイント ２台並べや高さ調整機能など、家族構成に合わせた機能的デザイン。
産地と直結した製品づくりが、地域林業や地場産業の再生につながる好例。

評価ポイント オレンジのアクセントが可愛い、
子ども用の２段ベッド。
ヒノキが持つ効能
を引き出し、
ミニ本棚、
将来は分割可能など家庭導入のアイデアが盛り込まれている。

木製品分野

照明器具
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家具通販 わくわくランド http://item.rakuten.co.jp/kaguno1/1087791/

木製品分野
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「眠れる森のSUGI」

ブナコ
（株）

概要
知的障がい者の方と一緒に働く工房
を作ろうと活動を10年前に始めまし
た。① 五つの部品から成り立ち、分解
して遊べるとともに組み木になる②道
産材を中心に7〜8種類の樹木を使用
③角など落として安全に配慮④人や
環境に優しい植物性オイルの使用⑤
木目は荒いが白い蝦夷松を心材に使
用⑥色彩だけでなく重い軽い、堅い柔
かいなど生かす。

木製品分野

kotoka

Bracket BL-B493

北の夢木工

概要
端材を捨てるのがモッタイナイという
思いと、世界中の木を見てみたいとい
う好奇心から生まれた「森のかけら」。
３５㎜角のキューブ状に加工し、植物
性オイルを塗装してあります。一切着
色はしていないので、
もともと材の持っ
ていた自然の色合いが濡れ色になっ
て現れています。日本の木１２０種、世
界の木１２０種の中から好きなモノを
１００個選んで、専用の桐箱に詰めて
お届けします。森や木の事を知ってい
ただくための入口として、
また標本とし
て、
お部屋のインテリアとして、木の好
きな方へのプレゼントとしてお求め下
さい。
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北の夢トレーラー

（株）大五木材

概要
組子ベッドは当社の特許です。
その組
子ベッドを国産の杉で作りました。
し
かも黒芯と呼ばれるものを使用。接着
剤は佐賀県産のもち米及び、鳥取産
の無農薬唐辛子、表面塗料は天然柿
渋塗料と、全て国産を使用。杉の黒芯
は、含水、油分率が高く、一般の高温
乾燥機では乾燥が遅く、杉材自体の
評価も低いと言われますが、アイ・ケ
イ・ケイ株式会社様の愛工房にて低温
乾燥させることで、
しっとりとした手触
りと、非常に豊かな香りを放出。

概要
7種類の桧製の木んぎょをたらいでま
わし、実際のポイですくって遊べる。あ
ばれることもなく、小さなお子さまも安
心して楽しめる。

評価ポイント 縁日で親しみのある金魚すくいを、
ヒノキ製の金魚に置き換えて体験
するユニークな提案。木育ワークショップと組み合わせるなど、展開の可能性を模索
したい。
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（株）イワタ、
（株）株式会社ファイングレーン、
四万十町森林組合 大正集成材工場

（株）ディノス・セシール、
（株）
アオキウッド、
（株）友和商会

◆仕様：20mm×50mm×5mm、価格：100円、入手先：お問い合わせ
http://kgwp.kanuma.org/product.html

木製品分野

ontoko

東濃檜高さ調節すのこベッドシリーズ

鹿沼のすごい木工プロジェクト

◆価格：5,000〜9,000円、入手先：飯能市観光案内所・東京おもちゃ美術館・埼玉県立近代美
術館等
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概要
ゆらぎのある立体感とやわらかな手触
り、西川材の多彩な木目と丸みのある
形が出会った、一つとして同じものが
ない個性的なおもちゃ
（赤ちゃんのガ
ラガラ）です。女性作家がデザインし、
丁寧に手磨きで仕上げたおもちゃは、
軽くてスベスベ、良い香り、
いつまでも
触っていたい感触は、赤ちゃんの五感
を刺激するだけでなく、大人の気持ち
も癒します。赤ちゃんの初めてのおも
ちゃとして、安心安全にこだわり、素材
から仕上げまで地域の力で制作して
います。
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(株)総桐箪笥和光

木んぎょ

ーmamamanoー

木製品分野

組子ベッド(杉黒芯)悠々

ブナコ
（株）

概要
彩色を施した「ふち」を特徴に、木々が
織り成す自然のハーモニーを表現して
います。成長段階で様々な影響を受け
やすい子どもたちには、特にほっとする
ような時間やモノが必要です。健全な
生育環境を整えるためにも、森から生
まれた木材を加工した「buchi」を開
発しました。

木製品分野
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照明器具

Table Lamp BL-T016

（有）加藤木材

概要
テープ状にしたブナ材をコイルのよう
に巻き、押し出して成型するという、
ブ
ナコの製法ならではのデザインです。
木の温もりを感じることの出来る癒や
しの空間を作るだけではなく、スタイ
リッシュな空間をも提供いたします。点
灯した時に浮かび上がるブラケットの
陰影と光の輪が壁ぎわの空間を引き
立たせます。取り付け方向によって、照
明の表情も変化します。

概要
私たちは人生の1/4〜1/3を自宅の
寝室で過ごし、空気を体内に取り込
み、酸素を身体の隅々まで運んで、約
２割を脳に送り込みます。杉が持つズ
バ抜けた空気浄化能力と鎮静効果、
香りの原動力である各種の抽出成分
と精油分（芳香として認識）は高樹齢
の太い杉が有効です。その活動は仮
導管を通じてより活発に行われるため、
「こぐち部」を多く露出したデザインが
有効です。

◆仕様：W120mm×D420mm×H100mm 約1.1㎏ 道産材（一部外国材）、価格：9,720円、

入手先：札幌芸術の森「畑のはる」
・東京おもちゃ美術館・美唄ふるさと納税・美唄ゆ〜りん館

◆仕様：シェードのサイズ(mm)：φ300×H125、価格：43,200円（税込）、入手先：ブナコショー
ルーム”BLESS”、
全国のインテリアショップ
http://bunaco.jp/Products/lamps/lampmain.html

◆仕様：長さ2,040㎜×幅1,004㎜×高さ650㎜（すのこ上端部250㎜）、価格：273,240円（税

評価ポイント 木製玩具としてのさまざまな工夫がある点が良いのはもちろん、知的障
がい者の社会参加、
生産活動を支援する取組として素晴らしい。

評価ポイント 木材特有の光の柔らかさ、斬新なフォルム、独自の製法で見る者の目
を引き付ける、
感じる照明とも呼べる逸品。
空間のクオリティそのものを引き上げる。

評価ポイント 杉の持つ効能を、
ベッドづくりにふんだんに反映した製品。社会課題で
ある睡眠障害の解決と杉製ベッドの開発を結びつけ、提案力がある。

込）、
入手先：http://woody.theshop.jp/items/2266984
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