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地
域
の
森
の
木
を
使
う

地域の森と林業を守る

家具プロジェクト



福岡県大川市は 480 年の歴史をもつ家具の町ですが、

森がありません。

古くより杉の産地であった日田市から筑後川を用いて

杉を運搬していました。その杉材を使った造船業が盛

んになり、その船に乗せる船箪笥づくりが大川家具産

業の発祥と言われています。

大川が家具の街として現在に至るのは、全ては地域の

森の木の恩恵を十分に受けたおかげです。

一方、戦後に植林された杉、ヒノキなどその多くが今、

伐期を迎えています。山を健全な状態に保つために、

この国産の木を適正に使い、循環させることが不可欠

です。

大川が未来の地域の森のためにできることは、地域の

森の木を活用し家具を作り続けることで持続可能な

森の循環サイクルに繋げ、森を整える家具づくりを目

指します。 大川市立桐薫中学校 → p.7
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地域の森の木を家具材として使い
持続可能な森林を循環させます

「ふるさと家具」は地域の森林の木を家具産地大川で家具にしてお

届けする地域の森活性化プロジェクトです。各地から産出された木

材で、製材から加工、家具の製造、納品までワンストップでご提供

いたします。木材を適正に利用し、生きた森にすることで、山林

の災害予防を目指しながら、地域の様々な空間を豊かにする家具

をお届けします。

地域の森の木を使い、
地域で使ってもらう家具を作る

地域の森の木を伐採 地域の施設や学校などで使う

大川で家具に加工する

福岡県那珂川市は市の面積に対して森林率が 73% を占める自然豊かな町

です。そんな那珂川市の森の木を利用し、人が集まる場をつくる屋台カー

ト「WATAI」を大川で製作、納入しました。那珂川市が参加しているさ

まざまなイベントなどで活用いただいています。

那珂川市のように、森林を持つ自治体には地域の森の木を使って家具を

製作いたします。森林を持たない自治体には近隣自治体の森の木を使用

します。

ふるさと家具の事例
ー福岡県那珂川市ー

博多南駅前ビル　NAKAICHI 2F PARK FROOR
家具製作／手作り家具日本の匠（株）

那珂川市の森林

那珂川市で
使う

大川市で
家具を作る

那珂川市の
木を伐採
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ふるさと家具 製作実績
これまでふるさと家具プロジェクトで製作した家具をご紹介します。

春日市 昇町保育所
約 140 人の園児を受け入れる保育所で使用するテーブルや本棚、道具箱、紙芝居デスクなどを、福岡県那珂川市の木を使い
製作しました。明るい保育所の雰囲気を保てるよう、木材はセンダンと杉、ヒノキを使用しています。

家具製作／（株）アルファタカバ／古賀清木工（株）／手作り家具工房日本の匠（株）／（株）酒見椅子店
撮影／（有）緑㎝スタジオ

Past Project

大川市立桐
とうくん

薫中学校
木がつくり出す柔らかい空気感の実現を目指した学校。見た目だけでなく、実際に木に触れる瞬間の暖かさと、木と共に成
長する体験を提供しました。ヒノキの集成材を贅沢に使用した生徒用下足箱が学生たちを出迎えます。

ディレクション・デザイン／金子 哲大・森岡 陽介　家具製作／（有）岡インテリア工業 ・（株）インテック・（株）馬場木工・福山木工（株）・エイゼントレィ
ディング（株）・古賀清木工（株）・東木工（株）・（株）酒見椅子店　撮影／山口 正人
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Past Project

春日市須玖保育所
０歳～ 5 歳児が在籍している保育園のプレイホールで子供たちが遊べる大型積み木と、木製のままごとキッチンを福岡の
センダンと杉、ヒノキの木を使い製作しました。楽しく木に触れる環境が子供たちの豊かな感性を育てます。

家具製作／（株）丸仙工業・手作り家具工房日本の匠（株）

大川市子育て支援総合施設モッカランド
2021 年 10 月にオープンした子育て支援とサービスを提供する「モッカランド」内の家具を大川家具メーカー各社が製作し
ました。プレイルーム、カフェスペース、キッチン、学習室など、親子で大川家具に触れて楽しめる空間となっています。

家具製作／（株）酒見椅子店・（株）丸仙工業・（株）アルファタカバ・福山木工（株）
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カンファレンステーブル
家具製作／（株）丸仙工業

福岡県庁 食堂テーブル、椅子
家具製作／モリタインテリア工業（株）

Past Project

福岡市 やおや植木商店（ガーデンズ千早店） 店舗什器　
デザイン・設計／ KUBO DESIGN STUDIO　家具製作／（株）丸仙工業

豊前市 求菩提キャンプ場
製作／（株）丸仙工業
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Event

Outdoor space
イベント・屋外スペース
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Event ／ Outdoor space

WATAI CART YATAI type
展開時サイズ／ W1,800×D2,033×H2,006mm
本体サイズ／ W1,800×D750×H800mm
材質／杉
手作り家具工房日本の匠（株）　

普段使われていない遊休スペースに屋台やテーブル、ベンチがあるだけで、その空間
が一変し、人が集まる「場」が生まれます。移動・保管時はテントフレームを取り外し、
本体内へ格納でき、軽バンにも積載可能です。ご要望に応じてテント素材などカスタ
マイズが可能です。

WATAI CART TABLE type
展開時サイズ／ W1,800×D2,033×H2,006mm
本体サイズ／ W1,800×D750×H800mm
ベンチサイズ／ W1,700×D350×H400mm
材質／杉
手作り家具工房日本の匠（株）

収納時 収納時

ツケタス家具

街の広場や公園、浜辺でも、移動してそこに置くだけで自分だけのワーク
スペースが生まれる家具。地域の公園や広場、店舗、公共施設などに既存
の空間や場所を活かしてモノに家具を「ツケタス」ことで新たな場が生ま
れます。

ツケタスアズマヤ
東屋をモチーフにした組み立て式のテーブル & チェア
ユニットです。追加部材を組み合わせることで、連結
や組み換えが可能。イベント用の小型店舗としても使
用できます。

サイズ／ W1,880×D1,645×H2,250mm
材質／ヒノキ
木彩工房
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ツケタスデスクベンチ
サイズ／ W600×D923×H1,012mm
材質／杉

（株）東馬

ツケタスデスクベンチルーフ
本体取付け時／ W1,000×D1,200×H2,000mm
材質／杉

（株）東馬

ツケタスデスク
サイズ／ W600×D400×H700mm
材質／ヒノキ

（有）貞苅椅子製作所

Event ／ Outdoor space

ツケタスデスクベンチ
キャリーケースのように持ち運びができるデスクとベンチが一体となった家具。
広場や公園などに置くだけで自分だけのデスクスペースが生まれます。

軽飲食店タイプ（看板・ステップ付き）
サイズ／ W1,906×D1,410×H1,835mm
材質／杉
手作り家具工房日本の匠（株）

物販タイプ（陳列棚・ボックス付き）
サイズ／ W1,906×D1,410×H1,835mm
材質／ヒノキ
福山木工（株）

椅子
サイズ／ W295×D295×H430mm
材質／スギ

（株）アルファタカバ

テーブル
サイズ／ W900×D900×H720mm
材質／スギ

（株）アルファタカバ

手洗いカート
イベント会場や公園など、いろんな場所に持ち運びができ、
手洗いができる手洗いカート。

サイズ／ W860×D800×H2,000mm
材質／ヒノキ

（株）アルファタカバ・（株）丸仙工業

ツケタス軽トラ
キッチンカーなどよりも低コストで軽トラに取り
付けるだけで、小商いが実現できる組み立て式の
移動店舗です。飲食、八百屋、本屋、雑貨などカ
スタムベースの組み立てキットを提案いたします。
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Publ ic faci l i ty

Commercia l  faci l i ty
公共施設・商業施設
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SUI
「錐（すい）」は高さや長さを変えて使う柱と梯子型び道具です。

柱／ W700×D606×H2,000mm
梯子／ W2,000×D420×H60mm
材質／ヒノキ・杉合板

（株）酒見椅子店

DAI
「台（だい）」は乗ったり載せたり
重ねて使う箱型の道具です。

S サイズ／ W440×D400×H420mm
M サイズ／ W660×D400×H420mm
L サイズ／ W1,100×D400×H420mm
材質／杉
古賀清木工（株）

S サイズ M サイズ L サイズ

トラピスツール
サイズ／ W600×D500×H430mm
材質／センダン・センダン突板合板
株式会社酒見椅子店

Publ ic ／ Commercia l  faci l i ty

システムパーテーションソファ
暖かみのある国産木材のパーテーションによって、
利用シーンに合わせた使い方ができるソファです。
オフィス空間や公共施設でも利用できるようなデスク
などオプション機能を備え、組合せて設置するだけ
で様々な用途に構成できる空間をご提案いたします。

左イメージ図参考寸法／
W3,000×D1,502×H1,326mm
材質／センダン

（株）丸仙工業

ロッカクベンチ
組み合わせ次第でいくつもの展開ができるベンチ。
温かみのある空間で人と人をつなぐ家具を。

ロッカクベンチ 70 ／ W700×D400×H400㎜
ロッカクベンチ 130 ／ W1,300×D400×H400㎜
ロッカクベンチ 190 ／ W1,900×D400×H400㎜
材質／杉

（株）丸仙工業
ロッカクベンチ 70×3 個
組合せ例

ロッカクベンチ 130×2 個
ロッカクベンチ 190×1 個
組合せ例

サイズ／W1,800×D1,200×H2,100mm
材質／センダン
モリタインテリア工業（株）

WITH TREE

多用途で使える木製ブースです。木目にはリ
ラックス効果があります。ミーティングや
WEB 会議用のブースとして、またベビーカー
のまま入室いただける授乳室としてご利用
いただけます。オプションアイテムを追加す
ることで用途がさらに広がります。
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Off ice

Workspace
オフィス・ワークスペース
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Vigore

Vigor（ビゴーレ）は杉材のフレームを基
本構造とし、パネルや棚の組合せで、使
い手がパーツを自由に組み合わせて本棚
や空間を思いのまま作れるシステムパー
ティション家具です。全体を囲ってしま
うのではなく、『カギカッコ』のような開
放感のあるレイアウトをお楽しみいただ
けます。

組み合わせ例
W3,000×D2,350×H2,100mm
材質／杉

（株）丸仙工業

950 セット
W950×D2,350×H2,100mm
材質／杉

500 セット
W500×D2,350×H2,100mm
材質／杉

950 デスク & 棚
W950×D600×H2,100mm
材質／杉

950 棚 & パネル
W950×D150×H2,100mm
材質／杉

50 デスク & 棚
W500×D450×H2,100mm
材質／杉

50 棚 & パネル
W500×D150×H2,100mm
材質／杉

Off ice ／ Workspace

hoc

hoc とは、ラテン語の ad hoc（特定の目的のための）から、「ad（～のための）」を外した言葉です。
特定の目的のたけだけではない自由度を、使う人や環境、使い方によって選び組合わせることの
できる家具シリーズ。木製のオフィス家具によって cafe のような home のような新しい自由度
を持った新しい場所が生まれます。

hoc ミーティングデスク
サイズ／φ 1,040×H720mm 
材質／ナラ・杉積層合板
有限会社カメヤ家具工 

hoc ユニットシェルフ
サイズ／ W1,800×D350×H1,197mm
材質／ナラ・杉積層合板
古賀清木工株式会社 

hoc パーソナルデスクユニット
サイズ／ W1,200×D700×H720mm
材質／ナラ・杉積層合板
株式会社丸仙工業 
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掛け固定式折り畳みデスク  畳むんデス　mini 
サイズ／ W640×D120（440）×H420mm
材質／ヒノキ

（有）ヨコタウッドワーク

折り畳み収納デスク 畳むんデスアルファ
サイズ／ W800×D185×H920mm
材質／ヒノキ

（有）ヨコタウッドワーク

壁固定式収納 シェルフェイス　
サイズ／W290×D160×H1,790mm
材質／杉合板

（有）ヨコタウッドワーク

壁固定式シェルフ付き 折り畳みデスク　
オルフィス　　
サイズ／ W440×D190（天板 840）×H1,720（天
板 1,065）mm
材質／杉合板

（有）ヨコタウッドワーク

収納時

収納時

Off ice ／ Workspace

ピュール キャビネット
43 キャビネット／ W429×D471×H1,955mm
106 キャビネット／ W1,058×D471×H1,955mm
材質／センダン
丸田木工（株）

ピュール キャビネット（抽斗 2 段付）
43 キャビネット／ W429×D471×H1,955mm
106 キャビネット／ W1,058×D471×H1,955mm
材質／センダン
丸田木工（株）

サイズ／ W960×D940×H2,040mm
材質／センダン

（株）丸仙工業 

オフィス 書架 
オフィス 書架（W450）／ W450×D290×H1,885mm
オフィス 書架（W770）／ W770×D400×H1,885mm
材質／杉
古賀清木工（株）

テーブル・ベンチ
テーブル／ W1,850×D990×H690mm
ベンチ／ W1,390×D460×H400mm
材質／杉
木彩工房 

森のキューブ
オフィスに個室空間を作るミニマムブースの家
具。室内にはコンセントや照明が備えられており、
WEB ミーティングやフォーンブース、集中スペー
スとして活用いただけます。
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Preschool
保育園・幼稚園
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TETLA table

いろんな形がつくれる TETLA table（テ
トラテーブル）。組み合わせしだいで六
角形などいろんな多角形が形作れます。

さまざまな国産材でご用意しています。

cerchio table

イ タ リ ア 語 で 円 を 意 味 す る cerchio
（チェルキオ）。サークル形状から、い
ろんな円弧を描く組み合わせが可能な
楽しいテーブルです。さまざまな国産
木材でご用意しております。

cerchio table
チェルキオテーブル H ／
W520×D375×H450mm
チェルキオテーブル S ／
W520×D375×H350mm
材質／ヒノキ、杉、センダン、桐、
ユリノキ、セン

（株）丸仙工業

TETLA table
テトラテーブル H ／
W1,040×D450×H450mm
テトラテーブル S ／
W1,040×D450×H350mm
材質／ヒノキ、杉、センダン、桐、
ユリノキ、セン

（株）丸仙工業

キッズチェア（しかく型）
キッズチェア しかく型 H ／
W300×D300×H250mm
キッズチェア しかく型 S ／
W300×D300×H200mm
材質／ヒノキ、杉、センダン

（株）丸仙工業

キッズチェア（まる型）
キッズチェア まる型 H ／
W300×D300×H250mm
キッズチェア まる型 S ／
W300×D300×H200mm
材質／ヒノキ、杉、センダン

（株）丸仙工業

Preschool

大型積み木

中に入れる大きな積み木。子どもの想像力と創造力を育む大型遊具です。
すべてのサイズの積み木が 1 個あたり 3㎏以下です。

積み木 A
W1,200×D300×H150mm

積み木 B
W600×D300×H150mm

積み木 C
W600×D300×H300mm

積み木 D
W300×D300×H300mm

積み木 E
W300×D300×H150mm

積み木 E
W300×D300×H300mm

積み木 G
W1,200×D300×H18mm

材質／ヒノキ　
（株）丸仙工業
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ままごとキッチン
サイズ／ W710×D300×H450mm
材質／杉
手作り家具工房日本の匠（株）

紙芝居収納棚
収納棚／ W700×D450×H800mm
椅子／ W310×D270×H320mm
材質／杉
古賀清木工（株）

道具棚
サイズ／ W650×D450×H900mm
材質／杉

（株）アルファタカバ

ギター
サイズ／ W560×D193×H30mm
材質／杉

（株）東馬

木琴
サイズ／ W640×D200×H60mm
材質／杉

（株）東馬

kuruma
サイズ／ W400×D250×H300mm
材質／ヒノキ突板合板
手作り家具工房日本の匠（株）

奏でるカホン
サイズ／ W300×D295×H420mm
材質／センダン

（有）カメヤ家具工芸

音楽する打楽器シリーズ

誰でも純粋に「音楽を楽しむ」ことをテーマに叩いて音を出す器。
「叩く」という単純な行為の中で、形状や方法を変えることでた
くさんのバリエーションを生み出すことができる。敢えて音階を
作らないことで誰でも参加可能で、素材そのものの奥深さを提案
します。

Preschool

整理棚
整理棚 D430（背板あり）／ W910×D430×H650mm
整理棚 D300（背板あり）／ W900×D300×H620mm
整理棚 D430（オープン）／ W910×D430×H650mm
整理棚 D300（オープン）／ W900×D300×H620mm
材質／杉
古賀清木工（株）

衝立
衝立 1 枠（スタンド付き）／
W600×D20×H600mm
衝立 3 連枠（スタンド付き）／
W1,800×D20×H600mm
材質／杉
手作り家具工房日本の匠（株）

折りたたみ角テーブル
折りたたみ角テーブル H33 ／ W600×D600×H330mm
折りたたみ角テーブル H30 ／ W600×D600×H300mm
材質／ヒノキ

（株）酒見椅子店

生徒用木製椅子
5 号／ W350×D445×H760（SH420）mm
5.5 号／ W350×D445×H800（SH440）mm
6 号／ W350×D445×H 840（SH460）mm
材質／杉

（有）ヨコタウッドワーク

生徒用木製机
5 号／ W650×D450×H700mm
5.5 号／ W650×D450×H730mm
6 号／ W650×D450×H760mm
材質／杉

（有）ヨコタウッドワーク

整理棚 D430（背板あり） 整理棚 D300（背板あり）

整理棚 D430（オープン） 整理棚 D300（オープン）

衝立 3 連枠
（スタンド付き )

衝立 3 連枠使用例衝立 1 枠
（スタンド付き)

3WAY チェア
サイズ／ W335×D330×H300mm
材質／ヒノキ

（株）アルファタカバ
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お気軽にご相談ください

地域の森の木の活用をご検討の方へ

協同組合　福岡・大川家具工業会地域材開発部会では、庁舎、学校、図書館、オフィス、
商業施設などの早生広葉樹センダン材をはじめ、地域の森の木を使った家具製作およ
び共同開発のご相談を承ります。
地域の森の木の選定から購入、製材、加工、家具の製造、納品までワンストップでご提供い
たします。また、ご指定の地域の森の木を利用した家具製作も可能です。

ふるさと家具のオーダー方法は３通り

・空間に合わせた家具をフルオーダーする

・本カタログに掲載されている家具をオーダーする
　※商品により受注納期が異なります。詳細は別紙の商品リストにてご確認ください。

・本カタログに掲載されている家具のサイズ、仕上げなどを変更してオーダーする
　※商品によりサイズ変更できないものがあります。詳細は別紙の商品リストにてご確認ください。

産 出 各地の森林から
産出された木材を大川へ

製 材 各地から集まった木材を
熟練の職人が家具に適した材料へ

デ ザイン 庁舎、学校など空間に合わせた
最適なデザインを提案します

製 作 世界有数の生産力を誇る
大川の家具メーカーが製作します

物 流 大川の強みである物流で
家具をお届けします

協同組合　福岡・大川家具工業会地域材開発部会

これまでの取り組み

2007

2012

2016

2017

2018

2020

2010

地域材活用家具の開発をスタート。

工業会会員企業 18 社が参加し、
九州の木をテーマに商品開発を実施。
初めてセンダンを家具材として活用する。

地域材を活用した公共施設などで使用で
きる木製ベンチのプロジェクトを実施。

センダンを積極的に活用した「SOUSEI」
プロジェクトスタート。
ウッドデザイン賞受賞。

センダンの植樹活動スタート。
センダンだけでなく地域の杉やヒノキを利
活用することが森林の課題解決につなが
るとして「ふるさと家具」プロジェクトをス
タート。

「SOUSEI」プロジェクトから「SENDAN」
ブランドが本格的にスタート。

工業会会員企業 21 社が参加し、福岡県
八女産の杉、ヒノキを使用した商品開発
をスタート。

2007年　地域材活用家具の開発をスタート

2012年　初めてセンダン家具を発表

2016年　地域材を活用したベンチプロジェクト

2017年　ウッドデザイン賞受賞

2018年　第一回センダン植樹活動




