ハートフルデザイン部門 木製品

ソーシャルデザイン部門 木 製 品

木製品分野
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家具

耐震木製書架

木製品分野

215

家具

端材を利用した積層型ユニットシェルフ/キノトモ

北見木工協同組合

213

その他

nekogura

（株）越前屋、塚越宮下設計

概要
快適な空間設計を追求して図書館が
二重床になったことにより、地元の企
業が地域材を活用して書棚をつくるこ
とは、
とても難しくなりました。
しかし、
北見市は産官学一体となって耐震木
製書架の開発に取り組み、北見市立
中央図書館に北海道産タモ集成材の
書架を導入することができました。
さら
に、大量伐期を迎えているトドマツを
活用して軽量化・低価格化への研究
開発を進め、合板に至るまで「道産材
こだわり仕様」に対応しています。

木製品分野

（株）クロス・クローバー・ジャパン、岩手県森林組合連合会、
（株）青木家具製
作所

概要
製 材 時の 端 材を利 用した積 層 型ユ
ニットシェルフです。柱や梁が製材され
るのは丸太の中央に集中し、四隅の
端材は質が高いにも関わらず熱源と
されるか、捨てられてしまうのが殆どで
す。廃棄されるかもしれなかった木材
を、生活を豊かにするアイテムとして蘇
らせ、地域の産業創出、地域産家具の
供給促進、木材利用の活性化を支援
しています。

木製品分野
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大型遊具

いきもののかたち遊具

（株）スタジオゲンクマガイ

概要
生活環境の変化で室内飼いの猫が増
えた事に伴い、一般的なプラスチック
製の猫トイレを部屋にむき出しに設置
しなければならない状況を解消するた
め開発された「猫トイレカバー」
という
新しい発想の商品です。南部赤松で作
られた木の本体に、着せ替え消臭タイ
プのファブリックカバーを装着して使用
します。猫トイレの目隠し、部屋にひろ
がる猫砂の飛び散り軽減、臭いストレ
スから開放されます。

概要
いきもののかたち遊具は、保育園の
子供たちの為にデザインした彫刻のよ
うな遊具です。
イヌのようで、
ネコのよ
うで、
ウシのようで、
クマのような、
どこ
かいきものを感じるおおらかなカタチ
を一本の大きな丸太から削り出しまし
た。座ったり、
くぐったり、
またがったり、
滑ったり、子供たちは動物と触れ合う
ように木と触れ合います。

◆仕様：全面背板型書架、北海道産タモ集成材使用、価格：400,000円、入手先： 北見木工協
同組合
www1.kitami-itc.or.jp/members_site/kwc/SeismicWoodenBookshelf.pdf

◆仕様：杉、価格：40,000円、入手先：株式会社越前屋
http://www.echizen.co.jp/kinotomo

◆税抜価格：28,000円、入手先：nekozukiオンラインストア
http://kurokuro.jp/fs/nekozuki/c/nekogura

◆仕様：素材：国産杉材、概寸：1,200×600×500mm、重量：約100kg、価格：応相談、入手先：
株式会社スタジオゲンクマガイ http://stgk.jp

評価ポイント 電源・ケーブル等の配線がしやすい床の仕様でも木製書棚が設置でき
るように耐震性を高め、地域材活用とともに提案した連携のデザインである。

評価ポイント 端材利用により、地域性を活かした素材で生産できる点が評価できる。
積層することで多機能なユニット家具になり、
オフィス需要にも対応できる。

評価ポイント 猫トイレの目隠し、臭い対策を兼ねたアイテムで、新規性がある。需要が
広がる分野と地域産業活性化を両立する視点が良い。

評価ポイント 無垢の木の素材感と彫刻によるアート性を兼ね備えた遊具であり、使
い手に遊び方を委ねることでクリエイティビティを高める。

木製品分野
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家具

椅子

木製品分野

（株）九州ダイト、中尾木材店

社会福祉法人 おぶすま福祉会 飯能事業所、髙村クラフト工房、tonaデザイン
事務所、
（ 株）枡徳
概要
大分県内外で、木工教室を展開して
いる中で定番の椅子ですが、背もたれ
を付けて、見た目も重視しています。
木工屋が作る木工キットですので、ホ
ゾ組加工をして丈夫な椅子に仕上げ
ています。体験で作った椅子でも一生
使えるようにしております。釘打ちだけ
で、椅子を作ると強度も弱く長持ちが
しないので、主要部分をホゾに替える
ことで見た目、強度を考慮しています。
また、背板部分に丸みを付けたりして
余り釘を使用しない様に工夫していま
す。

◆仕様：W310xD300xH450mm、価格：1500円、入手先： 会社窓口と県内外での木工教室
www.facebook.com/kyushudaito

評価ポイント 木工教室の活動を通じて、地元製材所と組み、地元で教え、
つくり、使う
という仕組みをつくっている。今後も連携の広がりを期待したい。

木製品分野
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家具

Cube Stool /キューブスツール

220

家具

組手什

組手什おかげまわし東海、
あいちの木で家をつくる会

概要
形状：断面寸法39mmx15mm、長さ
2mの平角棒材に、切り欠きを等間隔
で加工した部材です。製品は1種類の
形状です。
これを必要な長さに切り揃
えて、直交するように交互に組み合わ
せます。
この作業の連続で、自在な大
きさの棚、箱、椅子、
テーブルを組み上
げることができます。はめ合いは心地
よく、作業は容易で、幼稚園児以上、
お
年寄りまでみんなで楽しみながら組み
あげることが出来ます。

概要
自然豊かな埼玉県飯能地域にある福
祉施設だからこそできることがある。
そ
の思いから気鋭の現代家具作家とデ
ザイナーをプロジェクトチームに加え、
利用者の力を生かせる最高の物作り
を目指しました。家具のデザインだけ
でなく、
ロゴ、
リーフレット、HPなど全体
でブランドの魅力を表現しました。杉、
桧を掛け合わせた、
それぞれの木材の
特性を楽しめるキューブスツール。座
る・飾る・重ねて収納する、
と複数の機
能を持ちながらシンプルなデザインの
スツールです。

214

木製品分野
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大型遊具

木製クライミングホールド

天然木材工房kigumi

(有)山口材木店 アウマクア事業部

概要
滋賀県産材にこだわり製作した室内
用のキューブ型ひのきのドッグゲージ
です。前面の板を引出し、そのまま下
の溝に落とし込み鍵をかけることなく
ペットをゲージ内にとどめることができ
ます。
どの面から見ても中のペットの
様子を伺うことができます。木の持つ
癒し効果を最大に生かすため24㎜の
厚い板に仕上げ、木の良さを最高に味
わえる
（手触り・香り・形等）状態にし、
五感にほっこりした心の効果を働きか
ける商品になるよう心掛けています。

概要
製 材 で 出 た 端 材 でクライミング の
ホールド（ 取っ手 ）を開 発しました。
移 動 式クライミングウォールも作 成
し、各種イベント等に参加し、子供た
ちに木 の 種 類や 触 れ た 感 覚 、色 な
どで木への関 心を持たせています。
表面は木目の美しさを生かし、つか
む 部 分を粗 削りにして滑りにくくす
るなど、処理を工夫しました。触った
感覚も木の温もりがあり、手のひら、
指 先 、足 の 裏 で 木 に 触 れ な がらク
ライミングを楽しむことができます。

http://obusuma.jp

（小）45,000円（税
◆仕様：ドアをスライドさせ上部に収納・落とし込み加工でドアロック、価格：
別）、
サイズ：
（小）450×450×450mm、
入手先：店頭販売・電話注文・ネット販売
http://www.ki-gumi.com

◆仕様：15〜50cm ボルト及びビス止め、価格：1,000〜30,000円、入手先：(有)山口材木店
アウマクア事業部 0285(63)2768 http://www.aumakuamoo.com/

評価ポイント 障がいを持つ人たちの生産活動を支援している、社会性高い取組。製
品も洗練され、森や山をモチーフにしたレーザー装飾が良いアクセントになっている。

評価ポイント とかく冷たい感じになりがちなドッグゲージを木製にすることで外観も
軽くなり、
室内に置いた際のストレス軽減にもつながる。
使いやすさの機能も備えた。

評価ポイント 樹脂素材を木製にすることで木ならではの温かみ、
触感を体感できる。
こど
も園への導入実績もあり、
幼い頃から木に触れ、
使う良さに気づかせるツールでもある。

木製品分野

家具
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キシルの4本脚デスク

木製品分野

212

その他

GarigariBOARD

（株）キシル

（株）クロス・クローバー・ジャパン、岩手県森林組合連合会、
（株）青木家具製
作所
概要
「4本脚デスク」は、国産のひのき無垢
材を100％使用して作った学習机で、
弊社の人気商品。
「日本で一番にほん
の木を使う会社」をめざし、人工林に
残されている木を積極的に使って家
具作りを続けている。4本脚デスクは、
学習机市場にはなかったシンプルな
デザイン。スタッフ以外に外部の製材
所・木工職人の協力も得ながら開発
を進め、
「純国産・国内製造」のルート
を確立、現在に至る。

◆仕様：幅100cm×奥行60cm×高さ70/73cm、価格：51,000円（いずれもM サイズ）、入手
先：キシルネットストア、
キシル直営店（浜松店、
深川店、
松本店）、
協力店全国10店舗
http://www.xyl.jp/fs/xylshop/c/desk#pdcd_4leg

評価ポイント 組立加工が簡単で誰でもつくれる点が良い。形状そのものが機能性で
あるため、
樹種を問わず、仮設避難所等でも活用ができる。

評価ポイント 製材所、木工職人との連携で開発された、資源の有効利用に貢献する
製品。
シンプルで飽きないデザインは好印象。

UDI_再校_cs6.indb 70-71

その他

◆仕様：価格：ナチュラルタイプ・18,000円（税別）カラータイプ：21,000円（税別）

◆仕様：国産杉材、塗装無し、2m×39mm×15mm価格：500円/本、10,000円/20本セット、入
手先：http://store.shopping.yahoo.co.jp/nagasakamoku/
http://9de10tohkai.web.fc2.com/

71

木製品分野

ひのきのドッグゲージ

概要
日本の職人の古くからある伝統技術、
釘をつかわない「組み木の技術」を用
い使い捨てではない一生ものの猫の
爪研ぎを作りました。組み木作りを採
用する事で日本の風土や日本家屋に
も調和し爪研ぎ本体の構造も、
とても
丈夫です。蓋部分は硬くて丈夫なナ
ラ、本体には南部赤松を使用。異なる
樹種が魅せる木そのものの見た目、味
わい、暖かさ等の特長を楽しむ事が出
来ます。シンプルで飽きのこないデザ
インです。

◆仕様：南部赤松、ナラ、税抜価格：18,500円、入手先：nekozukiオンラインストア
http://kurokuro.jp/fs/nekozuki/furniture/4571397541248

評価ポイント 爪研ぎに木製の質感と重量による安定性を与え、
インテリアとして置け
るレベルにまで高めた、
ペットの室内飼育が隆盛のいま、
こうした分野での木づかいの
可能性を拓くものとして評価。
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