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ふるさと家具 2018

OFFICE

A-STYLE

倒れない本棚

Ｖｉ
ｇｏ
ｒ
ｅビゴーレ
Ｖｉｇｏｒｅ(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。
ワンルームを上手にレイアウトするために活躍する
パーティション家具。一つのスペースにいろんな役割の
空間を作ることができます。たとえば、オフィス空間を
上手にレイアウト・ゾーニングすることで、自分だけの
快適なワーキングスペースを演出でき、活力を生み出す
オフィスを手軽にデザインできます。
Ｖｉｇｏｒｅ(ビゴーレ)は単一用途ではなく使い手の自
由な発想によって多用途な家具へと自走し、いろんなア
イデアと活力が生まれる空間作りを目指しました。

Vigoreセット
サイズ： W3000×D2350×H2100㎜
価 格： ￥708,000
材 質： 杉・桧
企業名： 株式会社丸仙工業
※テーブル・スツール・照明器具は含まれて
おりません。
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A-STYLE

A-STYLE

OFFICE

ミューテーブル
サイズ： W700×D700×H700㎜
材 質： 杉
価 格： ￥280,000
企業名： 株式会社丸仙工業

OFFICE

Vigore（ビゴーレ）950セット

Vigore（ビゴーレ）500セット

サイズ： W950×D2350×H2100㎜
材 質： 杉・桧
価 格： ￥348,000
企業名： 株式会社丸仙工業

サイズ： W500×D2350×H2100㎜
材 質： 杉・桧
価 格： ￥260,000
企業名： 株式会社丸仙工業

ミュースツール
サイズ： W330×D330×H420㎜
材 質： 杉
価 格： ￥152,000
企業名： 株式会社丸仙工業

ミューハイテーブル
サイズ： W600×D600×H990㎜
材 質： 杉
価 格： ￥224,000
企業名： 株式会社丸仙工業

８

950デスク＆棚

950棚＆パネル

50デスク＆棚

50棚＆パネル

サイズ： W950×D600×H2100㎜
材 質： 杉・桧
価 格： ￥144,000
企業名： 株式会社丸仙工業

サイズ： W950×D150×H2100㎜
材 質： 杉・桧
価 格： ￥144,000
企業名： 株式会社丸仙工業

サイズ： W500×D450×H2100㎜
材 質： 杉・桧
価 格： ￥100,000
企業名： 株式会社丸仙工業

サイズ： W500×D150×H2100㎜
材 質： 杉・桧
価 格： ￥100,000
企業名： 株式会社丸仙工業

７
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OFFICE

ふるさと家具

B-STYLE

2018 OFFICE

前面

180ヒノキカウンター
サイズ： W1800×D600×H1000㎜
材 質： ヒノキ
価 格： ￥606,400
企業名： 株式会社河口家具製作所

ハイスツール

背面

サイズ： W384×D404×H698㎜
材 質： ヒノキ・オーク
価 格： ￥79,200
企業名： レグナテック株式会社

80ダイニングテーブル
サイズ： W800×D800×H720㎜
材 質： ヒノキ・オーク
価 格： ￥193,600
企業名： レグナテック株式会社

10

家庭的な公共・オフィス空間
これからの公共空間は、
より人間性を求めて家庭のインテリアに近づけましょう。
誰だって自宅のリビングは堅苦しいと思わない。
楽しい公共空間・オフィス空間は、家より心地いい第二のクリエイティブリビング。
木の家具の手触りは、私たちの感性を豊かにします。

９

B-STYLE
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OTHER

OTHER

ハイカウンター

FURNITURE

FURNITURE

サイズ： W900×D600×H1000㎜
材 質： センダン・桧
価 格： ￥560,000
企業名： 有限会社大栄産業

トラピスツール
サイズ： W600×D500×H430㎜
材 質： センダン
価 格： ￥146,000
企業名： 株式会社酒見椅子店

リベルタ2 120

ローカウンター

サイズ： W1200×D400×H1300㎜
材 質： センダン
価 格： ￥208,000
企業名： 株式会社アルファタカバ

杉フロアライト

杉ペンダント

サイズ： W239×D239×H1055㎜
材 質： 杉
価 格： ￥64,000
企業名： 有限会社アサヒ突板工業

サイズ： W440×D440×H440㎜
材 質： 杉
価 格： ￥52,800
企業名： 有限会社アサヒ突板工業

サイズ： W900×D600×H695㎜
材 質： センダン・桧
価 格： ￥380,000
企業名： 有限会社大栄産業

キャビネット
サイズ： W1504×D494×H900㎜
材 質： 桧
企業名： 有限会社ヨコタウッドワーク

リユース家具
サイズ： W769×D954×H892㎜
材 質： 桧
企業名： 有限会社ヨコタウッドワーク

オープンボード60

オープンボード120

サイズ： 本 体／W600×D310×H1830㎜
上 置き／W600×D310×H480㎜
材 質： 本 体／プリント化粧板
引出前板／センダン無垢材
棚 板／センダンPLT
価 格： 本 体／￥100,000
上 置き／￥40,000

サイズ： 本 体／W1200×D310×H1830㎜
上置き／W1200×D310×H480㎜
材 質： 本 体／プリント化粧板
引出前板／センダン無垢材
棚 板／センダンPLT
価 格： 本 体／￥160,000
上置き／￥72,000

企業名： 有限会社生松工芸

企業名： 有限会社生松工芸
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センダンデスクマット

杉デスクマット

デスクトップ

両面突板テーブルマット

サイズ：
材 質：
価 格：
企業名：

サイズ：
材 質：
価 格：
企業名：

W1250×D750×H440㎜
桧・桧
￥120,000
株式会社丸仙工業

11

W1190×D680×H80㎜
センダン・杉
￥40,000
東洋突板工芸株式会社
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Bench

OFFICE

A-STYLE

日本の木と大川の家具

-もっとオフィスに自由度を-

大川地域材PROJECT-OFFICE-

カクザベンチ
サイズ： W2000×D450×H300㎜
材 質： 桧
企業名： 株式会社河口家具製作所

傾斜ベンチ
サイズ： W1900×D400×H500
（SH400）
㎜
材 質： 杉／杉 CLT・ウォールナット突板
企業名： 木彩工房

マツバベンチ
サイズ： マツバベンチ95
W950×D400×H400㎜
マツバベンチ190 W1900×D400×H400㎜
材 質： 杉集成材
企業名： 株式会社馬場木工

ロッカクベンチ
サイズ： ロッカクベンチ70
W700×D400×H400㎜
ロッカクベンチ130 W1300×D400×H400㎜
ロッカクベンチ190 W1900×D400×H400㎜
材 質： 杉集成材
企業名： 株式会社丸仙工業

ミーティングデスク
サイズ： φ1040×D1040×H720㎜
材 質： 杉積層芯材＋オーク突板白目仕上
企業名： 有限会社カメヤ家具工芸

14

ユニットシェルフ

パーソナルデスクユニット

サイズ： W1800×D350×H1197㎜
材 質： 杉積層芯材＋オーク突板白目仕上
企業名： 古賀清木工株式会社

サイズ： W1200×D700×H720㎜
材 質： 杉積層芯材＋オーク突板白目仕上
企業名： 株式会社丸仙工業

13
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Bench

Bench

エスベンチ
サイズ： W1200×D400×H420㎜
材 質： 桧・WN
企業名： 株式会社辻製作所

ミヤビオベンチ
サイズ： W1300×D350×H420㎜
材 質： 杉・桧・WN・オーク
企業名： 株式会社辻製作所

畳ベンチ桧・畳ベンチ楠
サイズ： 900サイズ
W900×D450×H420㎜
1800サイズ W1800×D450×H420㎜
材 質： 桧・楠
企業名： 株式会社モーニン

杉ベンチ

杉ベンチ

サイズ： W600
（600〜1200）
材 質： 杉
企業名： 株式会社馬場木工

サイズ： W1200
（600〜1200）
材 質： 杉
企業名： 株式会社馬場木工

タタミベンチ
サイズ： W1500×D450×H400㎜
材 質： センダン
企業名： 有限会社貞苅産業

杉ベンチ

杉ベンチ

サイズ： W1500
（1500〜1800）
材 質： 杉
企業名： 株式会社馬場木工

サイズ： W1800
（1500〜1800）
材 質： 杉
企業名： 株式会社馬場木工

背付畳ベンチ
（梓）
サイズ： W800×D2080×H700
（SH400）
㎜
材 質： 栴檀
（熊本産）
企業名： 有限会社貞苅産業

16
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Chair

Sofa

３Pソファ
スツール

サイズ： W1850×D750×H780㎜
材 質： ヒノキ
企業名： 株式会社河口家具製作所

サイズ： W300×D335×H240
（SH230）
㎜
材 質： 樺桜・桧・楠
企業名： 株式会社たかやま

カーポ アームチェア
サイズ： W660×D640×SH340㎜
材 質： ウォールナット
企業名： レグナテック株式会社

クローチェ 40スツール
サイズ： W404×D404×H400㎜
材 質： ウォールナット・オーク
企業名： レグナテック株式会社

前面

カウンターハイチェア
サイズ： W430×D360×H940㎜
材 質： 杉材・クヌギ突板
企業名： 有限会社ヨコタウッドワーク

システムパーテーションソファ
サイズ： W3000×D1502×H1326㎜
材 質： 桧合板・クヌギ突板
企業名： 株式会社丸仙工業

背面

18
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Counter

Desk

記帳台
サイズ： W1200×D445×H945㎜
材 質： ヒノキ突板
企業名： 株式会社辻製作所

カウンターボード
サイズ： W1600×D400×H1000㎜
材 質： 杉・ウォールナット
企業名： 木彩工房

イデアール 120デスク
サイズ： W1200×D430×H720㎜
材 質： ウォールナット・オーク
企業名： レグナテック株式会社

イデアール 150デスク

180受付カウンター

サイズ： W1500×D430×H720㎜
材 質： ウォールナット・オーク
企業名： レグナテック株式会社

サイズ： W1800×D600×H881㎜
材 質： ヒノキ
企業名： 株式会社河口家具製作所

イデアール 引出し

イデアール 戸板

イデアール 天板

サイズ： 30引出し W300×D430×H695㎜
60引出し W600×D430×H695㎜
材 質： ウォールナット・オーク
企業名： レグナテック株式会社

サイズ： 30戸板 W300×D430×H695㎜
60戸板 W600×D430×H695㎜
材 質： ウォールナット・オーク
企業名： レグナテック株式会社

サイズ： 120戸板 W1200×D430×T25㎜
150戸板 W1500×D430×T25㎜
材 質： ウォールナット・オーク
企業名： レグナテック株式会社

20

組子受付カウンター
サイズ： W1870×D900×H1000㎜
材 質： ヒノキ・杉合板クヌギ突板貼り
企業名： 有限会社生松工芸

19
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Desk

Desk

デスクセット
サイズ： 1100デスクセット W1100×D490×H1500㎜
1350デスクセット W1350×D490×H1500㎜
材 質： 桧
（一部ウォールナット）
企業名： 有限会社野中木工所

コンビデスクセット
サイズ： セットサイズW2368×D354×H705㎜
材 質： ウォールナット・ホワイトオーク
企業名： 丸田木工株式会社

デスク＆パーティション
サイズ： W2019〜2692×D490×H1500㎜
材 質： 桧・ウォールナット
企業名： 有限会社野中木工所

デスクセット
サイズ： 80デスク
W802×D445×H700㎜
W802×D445×H700㎜
80AVチェスト
120ローチェスト W1202×D445×H700㎜
材 質： ひのき無垢
企業名： 古賀清木工株式会社

デスク・シェルフ・ワゴン・学習台
サイズ： デスク
W1200×D500×H740㎜
シェルフ W500×D290×H1305㎜
W423×D443×H640㎜
ワゴン
W480×D440×H75㎜
学習台
材 質： 杉材・杉CLT・メラミン
企業名： 有限会社ヨコタウッドワーク

22

ワークデスク
サイズ： W1200×D450×H1000㎜
材 質： 杉材
企業名： 有限会社野中木工所

21
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Table

テーブル・ベンチ

Table

サイズ： テーブル W1650×D890×H690㎜
ベンチ
W1390×D460×H400㎜
材 質： 杉・ウォールナット
企業名： 木彩工房

プレゼンハイテーブル
サイズ： 杉180テーブル W1800×D600×H1004㎜
杉60丸テーブル W600×D600×H1035㎜
材 質： 杉合板・クヌギ突板貼り
企業名： 株式会社馬場木工

デスクカウンター
サイズ： W800×D690×H700㎜
材 質： ヒノキ
企業名： 株式会社馬場木工

スタッキングテーブル
ダイニングテーブル スツール

サイズ： W1100×D1100×H700㎜
材 質： ヒノキ
企業名： 株式会社馬場木工

サイズ： W1960×D840×H710㎜
材 質： ケヤキ・ウォールナット
企業名： 立野木材工芸株式会社

バタフライテーブル（片開き）

バタフライテーブル（両開き）

サイズ： W605×D720×H700㎜
材 質： 杉・檜
企業名： 桐里工房

サイズ： W1066×D720×H700㎜
材 質： 杉・檜
企業名： 桐里工房

フリーアドレスデスク
サイズ： W1980×D1000×H710㎜
材 質： 杉材
企業名： 有限会社カメヤ家具工芸

ミーティングテーブルセット
ジャパン・テーブル

サイズ： ミーティングテーブル W1800×D450×H710㎜
ミーティングチェア
W470×D520×H840㎜
材 質： 杉合板・杉CLT
企業名： 株式会社モーニン

サイズ： W1980×D900×H710㎜
材 質： 杉その他
企業名： 有限会社カメヤ家具工芸

24
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Desk/table
ふるさと家具 2017
JAPANESE WOOD
FURNITURE
Shelf

ふるさと家具 2017

Shelf

○ ２ドア

○ 3ドア

フリーキャビネット
サイズ： W800×D310×H1880㎜
材 質： ウォールナット
企業名： レグナテック株式会社

壁面棚
サイズ： W2300〜×D450×H1800㎜
材 質： 杉CLT・ウォールナット
企業名： 木彩工房

ソーロ シェルフ
サイズ： 100フリーシェルフ W965×D290×H1040㎜
120フリーシェルフ W1200×D290×H1460㎜

オフィス
（書架）

材 質： ウォールナット・オーク
企業名： レグナテック株式会社

サイズ： 書架 W450×D290×H1885㎜
書架 W770×D400×H1885㎜
材 質： 杉集成材・プリント化粧合板
企業名： 古賀清木工株式会社

26
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Shelf

Cabinet

オープンタイプボックス
キャビネットボックス
サイズ： 組立参考サイズ
（ハイタイプ） W4518×D450×H2400㎜
組立参考サイズ
（ロータイプ） W1828×D450×H750㎜
材 質： 本体／杉合板・杉突板・杉集成材
キャビネット扉／メラミン化粧板
企業名： 株式会社馬場木工

多機能TVボード
サイズ： W2500〜3100×D450×H1860㎜
材 質： タモ・ウォールナット
企業名： 株式会社河口家具製作所

ピュール キャビネット

ピュール キャビネット（抽斗２段付）

サイズ： 43キャビネット
W429×D471×H1955㎜
106キャビネット W1058×D471×H1955㎜
材 質： アルダー・メープル・ホワイトオーク・
ウォールナット・ブラックチェリー
企業名： 丸田木工株式会社

サイズ： 43キャビネット
W429×D471×H1955㎜
106キャビネット W1058×D471×H1955㎜
材 質： アルダー・メープル・ホワイトオーク・
ウォールナット・ブラックチェリー
企業名： 丸田木工株式会社

28

集中スペースユニット

1800シェルフセット

シェルフセット

サイズ： W2320×D1537×H2412㎜
材 質： 杉
企業名： 株式会社丸仙工業

サイズ： W1800×D380×H1750㎜
材 質： ヒノキ
（一部ウォールナット）
企業名： 有限会社野中木工所

サイズ： W1074×D300×H1884㎜
材 質： 杉材
企業名： 有限会社野中木工所
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Chest

Chest

80ローチェスト
サイズ： W800×D445×H700㎜
材 質： ひのき無垢
企業名： 古賀清木工株式会社

70サイドボード

130サイドボード

サイズ： W700×D410×H800㎜
材 質： ウォールナット
企業名： 岡家具工業株式会社

サイズ： W1300×D410×H800㎜
材 質： ウォールナット
企業名： 岡家具工業株式会社

スピッコ40コンソールチェスト

210サイドボード

サイズ： W432×D326×H850㎜
材 質： MIX
企業名： レグナテック株式会社

サイズ： W2100×D410×H800㎜
材 質： ウォールナット
企業名： 岡家具工業株式会社

30

書類入れチェスト

スピッコ80コンソールチェスト

スピッコ120コンソールチェスト

サイズ： W845×D440×H1010㎜
材 質： 杉
企業名： 株式会社馬場木工

サイズ： W809×D326×H850㎜
材 質： MIX
企業名： レグナテック株式会社

サイズ： W1200×D326×H850㎜
材 質： MIX
企業名： レグナテック株式会社
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ふるさと家具 2017

ふるさと家具 2017

Bed

OTHER

FURNITURE

150Sベッドフレーム
サイズ： W1014×D2055×H787㎜
材 質： ひのき無垢
企業名： 古賀清木工株式会社

ウッドパーテーション
サイズ： W420×D290×H850㎜
材 質： センダン
価 格： ￥72,000
企業名： 株式会社ウエキ産業

SDベッド山吹ヒノキ
センター背もたれ
サイズ： W2140×D1242×H750㎜
材 質： 桧
企業名： 有限会社貞苅産業

神棚置き
サイズ： W520×D170×H100㎜
材 質： 桐・ウォールナット
企業名： 桐里工房

二段ベッド
サイズ： W1050×D2050×H1500㎜
材 質： ひのき無垢
企業名： 有限会社大川ベッド工業
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ふるさと家具
《ふるさと家具2017 参加企業名》

《ふるさと家具2018 参加企業名》

株式会社 ウエキ産業
〒831-0042 福岡県大川市九網３５７-１ TEL0944-88-3388

有限会社 アサヒ突板工業
〒831-0005 福岡県大川市向島916-4

TEL0944-87-1102

有限会社 大川ベッド工業
〒831-0003 福岡県大川市諸富97-1

TEL0944-88-2185

株式会社 アルファタカバ
〒831-0008 福岡県大川市鐘ヶ江63-1

TEL0944-86-2411

岡家具工業 株式会社
〒831-0026 福岡県大川市三丸1535

TEL0944-87-1585

株式会社 ウエキ産業
〒831-0042 福岡県大川市九網３５７-１ TEL0944-88-3388

有限会社 カメヤ家具工芸
〒831-0033 福岡県大川市幡保６５

TEL0944-86-3760

株式会社 河口家具製作所
〒832-0089 福岡県柳川市田脇289-1

株式会社 河口家具製作所
〒832-0089 福岡県柳川市田脇289-1

TEL0944-74-4661

株式会社 酒見椅子店
〒831-0025 福岡県大川市坂井７４０-６ TEL0944-86-4385

木彩工房
〒831-0033 福岡県大川市幡保176

TEL0944-87-1165

有限会社 生松工芸
〒831-0016 福岡県大川市酒見1648

桐里工房
〒831-0004 福岡県大川市榎津74-3

TEL0944-86-3938

有限会社 大栄産業
〒831-0008 福岡県大川市鐘ヶ江705-1 TEL0944-87-5572

TEL0944-74-4661

TEL0944-86-5151

古賀清木工 株式会社
〒831-0012 福岡県大川市上白垣168-1 TEL0944-87-4624

東洋突板工芸 株式会社
〒831-0005 福岡県大川市向島960-1

TEL0944-87-1567

有限会社 貞苅産業
〒831-0005 福岡県大川市向島８８０-５ TEL0944-86-4515

株式会社 丸仙工業
〒832-0088 福岡県柳川市間690-2

TEL0944-72-2201

有限会社 生松工芸
〒831-0016 福岡県大川市酒見1648

有限会社 ヨコタウッドワーク
〒831-0041 福岡県大川市小保968

TEL0944-86-3822

TEL0944-86-5151

株式会社 たかやま
〒834-0123 福岡県八女郡広川町藤田1417-4 TEL0943-32-3767
立野木材工芸 株式会社
〒831-0005 福岡県大川市向島726

レグナテック 株式会社
〒840-2106 佐賀県佐賀市諸富町山領266-1 TEL0952-47-6111

TEL0944-87-2140

株式会社 辻製作所
〒831-0005 福岡県大川市向島1671-1 TEL0944-86-2938
有限会社 野中木工所
〒831-0005 福岡県大川市向島1473-2 TEL0944-88-2525
株式会社 馬場木工
〒830-0111 福岡県久留米市三潴町西牟田2225-6 TEL0942-64-5261
株式会社 丸仙工業
〒832-0088 福岡県柳川市間690-2

TEL0944-72-2201

丸田木工 株式会社
〒831-0041 福岡県大川市小保７１２-１０ TEL0944-88-1313
株式会社 モーニン
〒831-0006 福岡県大川市中古賀153-1 TEL0944-86-4085
有限会社 ヨコタウッドワーク
〒831-0041 福岡県大川市小保968

TEL0944-86-3822

レグナテック 株式会社
〒840-2106 佐賀県佐賀市諸富町山領266-1 TEL0952-47-6111
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