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富山県 農林水産部 森林政策課
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7　TEL：076-444-3388

《ご注文方法》

● サイズの単位は［mm］です。
● 表示情報は2021年8月現在のものです。
　 予告なくデザイン•仕様等を変更する場合があります。

● 商品写真の色、質感等は実物と異なる場合があります。
● 自然素材につき、サイズ等に多少の違いがあります。

本カタログの掲載商品は、上記メーカーに直接、お電話・ＦＡＸにてご注文・お問い合わせのうえ、ご購入ください。
掲載価格（税込み10％）は、商品各1個の参考価格です（発注個数によって異なる場合があります）。
お支払い方法・お届け方法・送料などは各商品によって異なります。

《とやまの木製品カタログ》事業者一覧

クリプトメリア ジャポニカ
〒 939-8006
富山市山室 247-5
TEL：076-482-6508　090-4124-4884 
FAX：076-482-6509

鳥倉建具店
〒933-0322
高岡市樋詰165
TEL：0766-31-1177 FAX：0766-31-1177

寺勇商事（株）
〒939-0256
射水市広上980-2
TEL：0766-52-6111 FAX：0766-52-5588

富山県西部森林組合  もりもりハウス
〒939-1431
砺波市頼成175
TEL:0763-37-0008　FAX:0763-37-0013

とやま木象嵌工芸会
〒930-0121
富山市呉羽町3918-32
TEL：076-434-0150 090-2123-3233
FAX：076-434-0150

谷口信夫工房
〒932-0224
南砺市藤橋91
TEL：0763-82-1871 FAX：0763-82-1871

ケンシン工業（株）
〒935-0104
氷見市堀田3212-5
TEL：0766-91-0157 FAX：0766-91-3563

（株）工房ヤマセン辻佛檀　　　　　　
〒937-0054
魚津市金浦町4-10
TEL：0765-22-2094 FAX：0765-22-2405

小柴建具店　　　　　　
〒934-0021
射水市堀岡（越ノ潟）108-12
TEL：0766-82-5515 FAX：0766-82-5866

Turtle Valley Toys
（タートルバリートイズ）
〒930-1459
富山市亀谷615-12
TEL：090-6810-6665

北丸木工所
〒930-0802
富山市下新北町10-5
TEL：090-9441-0230 FAX：076-441-0905

（有）江川製作所
〒932-0218
南砺市坪野367
TEL：0763-82-3218 FAX：0763-82-6375

エコーウッド富山（株）
〒932-0128
小矢部市戸久9031-2
TEL：0766-61-4988 FAX：0766-61-4987

浅野ヒッタ家具工業（株）
〒938-0004
黒部市飯沢807-1
TEL：0765-56-8157 FAX：0765-56-8288

和泉家具製作所
〒939-1626
南砺市法林寺618
TEL：0763-52-1812 FAX：0763-52-1665

（有）小野沢家具店
〒939-8132
富山市月岡町4-98
TEL：076-429-0228 FAX：076-429-3000

（株）河島建具
〒939-1324
砺波市荒高屋511-2
TEL：0763-32-0105 FAX：0763-33-7105

木彫り西村
〒932-0234
南砺市井波八日町3116-1
TEL：0763-82-6502

（株）岸田
〒935-0051
氷見市十二町万尾前247-1
TEL：0766-91-0093 FAX：0766-91-0091

藤島木材工芸
〒934-0057
射水市坂東24
TEL：0766-84-8248 FAX：0766-84-8248

新川森林組合  木材加工場
〒937－0814
魚津市石垣2-1
TEL：0765-23-4711 FAX：0765-23-4710

美術木箱うらた
〒939-1272
高岡市下麻生4521-3
TEL：0766-36-2253 FAX：0766-36-2253

氷見市海浜植物園
〒935-0031
氷見市柳田3583
TEL：0766-91-0100 FAX：0766-91-4567

（株）元尾商店
〒930-0916
富山市向新庄町6-4-11
TEL：076-451-8657 FAX：076-451-8658

（有）正美創作
〒937-0012
魚津市東尾崎3428-1
TEL：0765-55-4206 FAX：0765-55-4903

（株）松田木材
〒930-0378
上市町放士ヶ瀬1001
TEL：076-464-1431 FAX：076-464-1432

丸井木材工業所／ma-ru印
〒932-0231
南砺市山見450
TEL：0763-82-1543 FAX：0763-82-6526

（株）長田組
〒939-1912
南砺市大島104
TEL：0763-66-2416 FAX：0763-66-2262

中塩銘木
〒939-8204
富山市根塚町4-8-7
TEL：076-421-7344 FAX：076-421-7344

IKARI木工舎
〒935-0276
氷見市坪池12-2
TEL：0766-31-4456（応対は18時以降）
FAX：0766-31-4456



W
oo
dw
or
k 
&
 C
ra
fts
 o
f T
oy
am
a

井波彫刻の大きな作品の木取りの際に出る木片
で作った、木の香りが楽しめる笛。木独特のやさ
しい音色が特徴です。連続テレビ小説『半分、青
い。』に登場し、話題になりました。

02

1,100円
サイズ：W20×D10×H60
樹種：スギ、クス等

木の香笛
谷口信夫工房

安全や無事を願う気持ちを込めて、国産ヒノキ材
で作ったお守り型のホイッスル。２つの異なる高さ
の音が同時に鳴ることで、雑音の多い環境でも音
が届きます。軽くて温かみのある木製の笛はいつ
でも携帯できます。

01

2,200円
サイズ：W30×D52×H7
樹種：ヒノキ

福呼ぶ笛  お守り福笑
（有）小野沢家具店

03
井波彫刻の職人が手彫したストラップ。「おわら風
の盆」の踊りのシルエットを表現したり、南砺市に
残る天神さま信仰をかわいいゆるキャラにアレン
ジしたりしています。

ストラップ
木彫り西村

おわら風の盆　1,650円（1個）
サイズ：（女おどり）W22×D5×H48
　　　 （男おどり）W30×D5×H48
樹種：サクラ
富山の天神さま　1,650円
サイズ：W30×D5×H40
樹種：カバ

いろんな動物をモチーフに作られた、木のやさし
さと風合いを感じられるブローチ。服はもちろん、
帽子やバッグにつけてもかわいらしい。

05
ブローチ
ma-ru印

リス（顔）・リス・クマ　各1,600円 
※動物により異なる 1,000円～3,600円
サイズ：《リス（顔）》W43×D27×H10
　　　 《リス》W35×D26×H10
　　　 《クマ》W46×D35×H14
樹種：ブナ、ケヤキ、イチョウ、サクラ、ホオノキ等

しずく型ややま型のシンプルなフォルムで、杢目が
活かされたペンダントは、デイリー使いにもおす
すめ。シンプルな丸さがかわいいケヤキのブロー
チは、着こなしのアクセントに。塗装は、ペンダン
トがみつろう仕上げ、ブローチが拭き漆仕上げ。

06
とやまの銘木ペンダント
ケヤキのブローチ
和泉家具製作所

ペンダント　2,500円
サイズ：（しずく型）25φ×H30  （やま型）25φ×H30 
※個体差あり
樹種：ケヤキ、エンジュ、サクラ等
ブローチ　（L）3,850円
　　　　　（S）3,300円
サイズ：（Ｌ）45φ　（Ｓ）35φ
樹種：ケヤキ

持ち手部分に薫り高いひみ里山杉を使用した手
のひらサイズの櫛。手触りが良く、軽く手にフィット
する形状に仕上げています。櫛の歯にはステンレス
素材を使い、静電気が起きにくい滑らかで心地よ
い櫛通りです。

07
つるかめ印のビューティーコーム
ケンシン工業（株）

3,630円
サイズ：W120×D65×H7
付属品：ポーチ
樹種：スギ

健康祈願を込めた組子細工の文様「胡麻殻」が
２つ入っています。リラックス効果や消臭、調湿効
果のあるヒノキを使用しているので、お風呂に入
れても楽しめます。また、お部屋や収納棚の消臭
効果も期待できます。

08
富山組子aroma「健康」
（株）河島建具

550円
サイズ：（胡麻殻）W34×D30×H12  （袋）W67×D85
樹種：ヒノキ

中にマグネットが入っており、メモやポストカードを
挟んで飾って置くことができます。もちろんそのまま
飾っても、冷蔵庫にくっつけてもかわいい。ヒノキの
香りも楽しめます。

09
かわゆきものたちメモホルダー
ma-ru印

柴犬・ハリネズミ　各4,600円
サイズ：《柴犬》W26×D62×H46
　　　 《ハリネズミ》W25×D50×H38
樹種：ヒノキ

表面には合掌集落やこきりこといった富山県の風
景を絵柄にし、裏面には焼印で絵柄の説明をして
います。
※イベントのロゴ等、独自の絵柄や文字をご希望
の場合は、別途金型代金が必要です。

04
キーホルダー
（有）江川製作所

330円（1個）
サイズ：Ｗ60×Ｄ3.2×H24
樹種：ケヤキ、ヒノキ、キリ、カバ

《付属品：ポーチ》
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南砺市内で育ったスギ材を利用した鉛筆です。
木材の自然な手触りを感じることができます。
※希望に応じてオリジナルの文字を入れることも可能。

10
五箇山鉛筆・とやま鉛筆
（株）長田組

100円（2本） ※文字入れ代別途
サイズ：L180　樹種：スギ

様々な色の木材を加工して嵌め込み、富山らしい
風景や絵柄を表現。とやま木象嵌は、明治40年に
故中島杢堂が日本の木象嵌考案者の白川洗石に
弟子入りし、技術を持ち帰ったのが始まり。現在
は富山県の伝統工芸品に指定されています。

17
木象嵌パネル
とやま木象嵌工芸会

3,850円
サイズ：Ｗ190×Ｄ20×Ｈ240　
樹種：スギ、ニガキ、ミズキ、シナ、カエデ、サクラ、セン、マユミ等

日本古来の和建具の技術を伝承した建具職人が作
りあげた新感覚の木工芸品。砺波市のチューリップ
を、「ご縁、深いつながりへの想い」を込めて組子に
表現した逸品です。

18
砺波チューリップ組子「輝」
（株）河島建具

11,000円
サイズ：W218xD33xH142
樹種：スギ

銘木ケヤキ材を用い、富山の豊かな自然を象徴す
る立山連峰の稜線をデザインしました。手作りの
ぬくもりと木の感触を楽しめます。みつろう塗装
で、使うほどに味わいが増す一品。

11
銘木物差
寺勇商事（株）

2,700円
サイズ：W160×D30×H4
樹種：ケヤキ

富山県産スギ材で作った卓上万年カレンダー。
ウォールナット材の上辺には立山連峰をかたど
り、ふるさと富山のなじみ深い風景を手に取れる
ようにしています。

16
ウッドカレンダー（立山連峰）
（有）小野沢家具店

2,970円
サイズ：W140×D28×H100
樹種：スギ等

南砺市産イチョウ材を使用した名札。社名、氏名
等はレーザー彫刻します。また、別途料金にて、カ
ラープリントやイラストのレーザー彫刻等、様々な
ご要望にお応えします

13
木製名札
（株）長田組

1,375円 ※レーザー加工費込
サイズ：Ｗ90×D3×H65　付属品：ストラップ
樹種：イチョウ

スギの美しい柾目で作った掛け時計。 電波式で
スイープタイプ。シンプルなので和室、洋室どちら
にもおすすめです。

15
文字のない丸時計
（株）元尾商店

12,000円
サイズ：300φ
樹種：スギ　

文字やマークを単色で着色した「墨入れタイプ」
と素材感のある「素地タイプ」もあります。また、
オリジナルデザインの名札作成も対応可能です。

12
名札
新川森林組合  木材加工場

墨入タイプ 1,650円
素地タイプ 1,100円 
サイズ：W80×H60×t6
樹種：ヒノキ
※ストラップは付属しておりません。

富山県産スギのペン立てです。木の風合いを生か
すため、あえて無塗装で仕上げています。形状は、
ストレート、テーパーの2種類。

14
ペン立て（ストレート、テーパー）
（有）正美創作

1,100円（1個）
サイズ：φ68×H100
樹種：スギ

《ストレート》 《テーパー》

《素地タイプ》

《墨入タイプ》
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手の形の鍵掛け。指先に鍵を引っ掛ければ、もう家
の中で鍵を見失うこともありません。磁石のくっつ
く場所なら、どこでも使用できます。

23
富山の杉 かぎ掛け
（株）元尾商店

1,650円
サイズ：
Ｗ126×Ｄ55×H100
樹種：スギ

自然木を生かして作られた一輪挿し。小さいなが
らも、木の質感や温もりが伝わってくる逸品なの
で、インテリアのアクセントにも最適です。

27
一輪挿し
藤島木材工芸

1,980円
サイズ：（本体）Ｗ60×Ｄ40×Ｈ95
　　　（試験管）外径φ15×H84
付属品：ガラス試験管　樹種：スギ、ケヤキ、トチ等

置き場所を選ばない小さな一輪挿し。野の草花で
も一輪挿すだけで、思わず笑みがこぼれる癒しの
空間に。木の温もりをさりげなく生活に取り入れ
てみては。塗装はみつろうで仕上げています。

24
とやまの銘木一輪挿し
和泉家具製作所

770円
サイズ：（本体）Ｗ40×Ｄ40×H40 （試験管）外径φ10×H73
付属品：ガラス試験管
樹種：ケヤキ、エンジュ、サクラ、クワ、クリ等

飾る花や部屋の雰囲気に合わせて、木の積み方を
変えられる一輪挿しの製作キット。とやまプレミア
ムウッドから5つの樹種が入っており、木によって
色や木目、質感の違いを感じられます。パーツをサ
ンドペーパーで磨き、仕上げに木工用みつろうを
塗布して出来上がり。

26
自分の手で仕上げる一輪挿し
(株)松田木材

2,500円
サイズ：（本体）Ｗ80×Ｄ65×Ｈ100（Ｈ20×5つ）
          （試験管）外径φ15×Ｈ150
付属品：ガラス試験管、サンドペーパー、木工用みつろう
樹種 ：ケヤキ、トチ、サクラ、ホウ、イチイ、クリから５つ

木の杢目を活かしたシンプルでナチュラルなフォト
フレーム。お気に入りの写真やカードを飾りたく
なります。塗装はみつろう仕上げ。

19
とやまの銘木フォトフレーム
和泉家具製作所

3,850円
サイズ：W140×Ｄ20×H170
付属品：透明アクリル板
樹種：ケヤキ、エンジュ、サクラ、クワ、クリ等

2枚の板で構成され、1枚を差し込むことで自立し
ます。簡単に分解できて、軽量なので持ち運びにも
便利です。電源コードを通す溝があるので、机の上
もスッキリします。

21
スマホスタンド
新川森林組合  木材加工場

770円
サイズ：W80×D70×H135×t6
樹種：スギ

富山県産材で作ったカードスタンド。シンプルなデ
ザインで、立山連峰の稜線を表しています。デスク
周りにも置きやすい実用的でシンプルなスタンドで
す。

20
立山連峰のカードスタンド
（有）小野沢家具店

1,500円
サイズ：Ｗ120×D25×H32
樹種：スギ

簡潔で無駄のないデザインが人気｡ 四角のスタ
ンドは用途を限定しない汎用性ある商品。脚部を
本体にはめ込めば、スッキリと本棚に収納できま
す。形は三角と四角の2種類で、共に色はクリアー
とブラウンの２色。

22
スタンド
クリプトメリア ジャポニカ

スタンド（三角）  1,760円
サイズ：W100×D84×H185
樹種：スギ
スタンド（四角）  5,280円
サイズ：Ｗ145×Ｄ25×H250
樹種：スギ

ぴたっとくんは笑顔の妖精。花を飾ると、いつもの
空間に心がホッとするようなオアシスが生まれ、
みんなを笑顔にしてくれる一輪挿しです。素材に
は富山県産のスギの間伐材を使用しています。

25
ぴたっと
エコーウッド富山（株）

2,750円
（ochibi）

サイズ：
[noppo]（本体）Ｗ65×Ｄ65×H200（試験管）外径φ30×H120
　[chu]（本体）Ｗ65×Ｄ65×H160（試験管）外径φ30×H120
[ochibi]（本体）Ｗ65×Ｄ65×H120（試験管）外径φ35×H60
樹種：スギ　

3,080円
（chu）

3,630円
（noppo）

《noppo》

《chu》
《ochibi》

《四角/ブラウン》

《三角/クリアー》
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そら豆の形をしたカスタネット。柔らかな曲線は
一つひとつ手で作られています。材料に使われた
木の色合いや木目の違いによる個性を楽しんで。

30
そら豆カスタネット（大）
IKARI木工舎

1,284円
サイズ：Ｗ45×Ｄ60×Ｈ30
樹種：クルミ、ケヤキ、サクラ、タモ、ブナ

かつて氷見ではタコ漁が行われ、タコの子供も大
切にしていました。そんなタコと子ダコをモチーフ
にしたカスタネット。カスタネットの表と裏で８本
の足を持ち、中には子ダコが入っています。柔らか
な手触りと音色を楽しんで。

31
八本足のタコこだこ
梅川正美（取扱店：氷見市海浜植物園）

1,500円
サイズ：Ｗ76×Ｄ62×Ｈ24
樹種：サクラ

転がしたり振ったりすると、中央にある木が、周り
の木に当たってカタカタと心地のよい音がします。
中央の木には5種類の異なる材料を使っており、
見た目にも楽しめます。

32
カタカタカタ
IKARI木工舎

1,284円
サイズ：φ56×H73
樹種：クルミ、ナラ、サクラ等

温かみがあって丈夫な県産の立山スギを使った
木のおままごとセット。 塗装には国産のミルク
ペイントと自然ワックスを使用しています。小さな
お子さまが口に入れても安心な塗料で、はじめて
のおままごとにもおすすめ。

33
料理3点セット（木の玩具）
Turtle Valley Toys

4,700円
サイズ：（まな板）Ｗ115×Ｄ200×Ｈ20
　　　 （包丁長さ）Ｄ210
樹種：スギ

スクリーン部分が黒板になっており、チョークで自
由にお絵かきができるスマートフォン型トイ。何度
も描いて消せるので楽しみ方は無限大。赤ちゃん
が小さいうちは月齢や日付、名前を書いて、一緒
に月齢フォトを撮るのもおすすめ。

34
tPhone（木の玩具）
Turtle Valley Toys

700円
サイズ：Ｗ60×Ｄ120×Ｈ10
樹種：スギ

ブリをモチーフにした積み木のように積んだり並
べたりして遊べるおもちゃ。台の上にのせて動か
すと、魚が泳いでいるような動きを楽しめます。家
族で会話をしながら遊んでみて。

35
おさかな家族
梅川正美（取扱店：氷見市海浜植物園）

2,000円
サイズ：（おさかな）Ｗ80～120×Ｄ15×Ｈ33～50
　　　 （台）Ｗ120～160×Ｄ36～48×Ｈ16
樹種：スギ

富山県の里山の木で作られた積み木。無塗装な
ので木の感触がそのまま伝わり、お子様にも安全
です。やさしいぬくもりが伝わってきます。

36
Ｓａ－ｔｏｙａｍａの積み木
富山県西部森林組合  もりもりハウス

5,500円
サイズ：Ｗ190×Ｄ150×Ｈ50
樹種：スギ、コナラ、サクラ、ホオノキ、クルミ、ブナ、クリ
※内容の組み合わせは多少の変更があります。

積み木よりも薄い木の板を、いろんな形に積み上
げて遊びます。積み方次第でピラミッドのように
三角にしたり、球体にしたりもできるので、想像力
を高めると共に集中力も養える、海外でも人気の
おもちゃ。シンプルだからこそ楽しめます。

28
Building Planks（カプラ）　　　　　　　　
Turtle Valley Toys

2,500円（100枚）
サイズ：Ｗ24×Ｄ120×Ｈ8
付属品：収納バッグ（200枚以上の購入にて）
樹種：スギ

子供から大人まで楽しめる組子キット。ペン立
てや、携帯置きなどが作れます。建具職人の技で
組みながら新たに創造する喜びを感じられま
す。また、スギの作用で心も身体もリフレッシュで
きます。

29
健康組子キット　　　　　　　　
（株）河島建具

1,540円
サイズ：H120×W25×D10（20枚入り）
樹種：スギ



W
oo
dw
or
k 
&
 C
ra
fts
 o
f T
oy
am
a

と
や
ま
の
木
製
品
カ
タ
ロ
グ

大
会
・
イ
ベ
ン
ト
用
記
念
品
や
お
土
産
物
に
最
適
な

木材の有効活用を目指し、間伐材や製材過程で
出た端材で作った木のボール。木のやわらかい香
りと触れるとスベスベとした肌触りの良さ。おも
ちゃとしてだけでなく、お風呂に入れて香りを楽し
んだり、顔のマッサージに使ったりと、使い方はさ
まざま。

37
ウッドボール
（株）岸田

100～500円（１個）
サイズ：φ約30～60×約40～85 ※個体差あり
樹種：スギ、ヒノキ、アテ、アカマツ、ケヤキ、サクラ等
※カゴは付属しておりません。

歯固めは、歯が生え始めるころの赤ちゃんが使
うおもちゃ。モチーフにした鳥の姿が愛らしい。
赤ちゃんが噛んだり、舐めたりして口に入れても
大丈夫なように、天然の木の表面をみつろうで
仕上げています。

38
歯固め
IKARI木工舎

935円
サイズ：Ｗ78×Ｄ52×Ｈ13
樹種：クルミ、サクラ、タモ

小さめサイズで、コーヒーのドリップポットや急須
を置くのにもぴったり。厚みもしっかりとあり、内部
を中空に加工しているので、反りにくく丈夫な鍋敷
きです。

43
富山の杉 鍋敷き
（株）元尾商店

1,100円（1個）
サイズ：Ｗ105×Ｄ105×H24
樹種：スギ

井波ランマの材料と技法を使い、「雪」「月」「花」の
文字をデザインしました。長く使用するほど、味わ
い深くなります。

44
鍋敷（雪月花）
中塩銘木

8,500円
サイズ：φ150×H10
樹種：スギ、クス

湿気を吸ってくれる木とお米の相性の良さと、木
の香りで、いつもより少し贅沢なおにぎり作りが
楽しめます。ごはんと好みの具を入れ、蓋を押すだ
けで簡単にきれいな四角いおにぎりができます。
全形海苔一枚で無駄なく包めるサイズです。

45
おにぎらずの型
(株)松田木材

3,000円（1個）
サイズ：（内寸）W80×D80×H48
　　　 （外寸）W105×D105×H48
　　　 （押し蓋）W76×D76×H10
樹種：スギ、ヒバ

南砺市産ケヤキを使用したコースター。
天然素材の風合いを感じることができます。
※レーザー加工にてマーク、文字等入れられます。

42
木製コースター
（株）長田組

500円
※レーザー加工費別途
サイズ：φ100×H6
樹種：ケヤキ

木に切り込みを入れ、釘などを使わず手作業で組
み合わせて模様を描く組子の技で作られたコース
ター。大正時代から100年以上営んできた建具
屋の技術を生かしています。天然木の豊かな香り
も楽しんで。

39
組子コースター
小柴建具店

800円（１枚）
サイズ：《ひし形》Ｗ110×Ｄ115×Ｈ8
　　　 《正方形》Ｗ86×Ｄ86×Ｈ8
樹種：ヒノキ

スギ間伐材を利用した木の温もりあふれるコース
ター。セット販売もしているので、各種景品や記念
品に最適です。
※レーザー加工にてマーク、文字等入れられます。

41
コースター
新川森林組合  木材加工場

300円（1枚） 
セット売り価格　1,500円（5枚）
※レーザー加工費込
サイズ：（角型）W100×D10×H8 （丸型）φ100×H8
樹種：スギ

《コースター》

《菓子皿①》

《菓子皿②》

《菓子皿③》

《ヒバ》

《スギ》

40
富山県伝統工芸品として指定されている「富山木象
嵌」の技で作られた菓子皿とコースター。木材の持つ
色味を生かし、山ぶどうや南天、チューリップをデザイ
ンしています。

菓子皿・コースター
北丸木工所

菓子皿　①1,870円
　　　　②2,750円
　　　　③3,300円
コースター　990円（1枚）
サイズ：（菓子皿）Ｗ180×Ｄ110×H6.5
          （コースター）Ｗ135×Ｄ85×H6.5
樹種：セン、カエデ、ケヤキ、イチイ、トチ、タモ等
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富山県産のキリと色鮮やかなレジンを組み合わ
せたミニトレーとコースター。見た目も美しく記憶
に残る贈り物としてもオススメです。

52
桐×レジン ミニトレー、コースター
美術木箱うらた

ミニトレー　2,750円
サイズ：W196×D105×H7
樹種：キリ
コースター　1,650円
サイズ：W90×D90×H7
樹種：キリ

木の魅力を感じながら、お家でカフェ気分が楽し
めるトレイを自分で仕上げる製作キット。トレイを
サンドペーパーで磨くことで、木の手触りや香りを
堪能できます。仕上げに木工用みつろうを塗布し
てできあがり。一輪挿しや香炉、小物を置いても
引き立ちます。

46
自分の手で仕上げるカフェトレイ
(株)松田木材

2,000 円
サイズ：W215×D120×H10
付属品：サンドペーパー、木工用みつろう
樹種 ：ケヤキ、トチ、サクラ、クリ

ブナのパン皿はウレタン塗装がしてあるので、お手
入れも簡単で気軽に使えます。ケヤキのパン皿は、
焼いたパンの蒸気を吸ってくれるので水滴がつき
にくく、焼きたてをおいしくいただけます。無塗装の
白木は、使い込むほどに木の味わいが出てきます。

48
パン皿
丸井木材工業所

ブナ（ウレタン塗装） 2,530円
サイズ：W180×D180×H13
樹種：ブナ
ケヤキ（白木） 3,080円
サイズ：W180×D180×H13
樹種：ケヤキ

井波彫刻で仏像等を作る際に出た端材で作った
マドラー。木材の種類や木目によって１本１本が
異なる表情を見せています。

54
顔のあるマドラー
谷口信夫工房

2,750円（2本組）
サイズ：W11×Ｄ150×Ｈ5 ※個体差あり
樹種：ミズナラ、スギ

黒部川上流より伐採したクロベを無塗装で仕上
げました。自然素材そのままの優しさと美しさが
生きています。「黒部ブランド」認定商品です。

53
くろべのお箸
浅野ヒッタ家具工業（株）

（大）500円
（小）450円
サイズ：（大）L230 （小）L200
樹種：クロベ（ネズコ）

丸みを帯びた形がかわいい、一つひとつ手彫りで
作られた小さなお皿。置いているだけでも存在感
のある豆皿でテーブルを彩ってくれます。

49
手彫り豆皿
藤島木材工芸

1,650円
サイズ：Ｗ75×Ｄ60×Ｈ15
樹種：ケヤキ    

鍋敷きやクッキングボード､トレーとして使って、そ
のままテーブルにセットすることもできるボード｡
木目が楽しめる商品です｡

47
クッキングボード　
クリプトメリア ジャポニカ

レギュラー　1,430円
ロング　1,760円
サイズ：（レギュラー）W210×D140×H18
　　　 （ロング）W300×D140×H18
樹種：スギ

《クリアー/ロング》

《ブラウン/レギュラー》

銘々皿や茶托としてだけでなく、小物飾り台など
としても使うことができます。仕上げには天然植
物油を使用しています。樹種ごとにセットでのご
購入がおすすめです。

50
銘々皿・茶托
鳥倉建具店

銘々皿・茶托とも 1,200円（1枚）
サイズ：（銘々皿）W170×D90×Ｈ20
　　　（茶托）W87×D87×Ｈ20
樹種：スギ、ケヤキ等

《銘々皿》

《茶托》

室町時代から続く魚津漆器と、キリ材を活かす
「浮造り」技術を融合させた逸品。新しい技術の
本色漆を使用し、不易流行な品に仕上げました。
蜃気楼のように見る角度で皿の表情が異なりま
す。 色はピンク、青、緑、紫、オレンジの５色。

51
蜃気楼銘々皿
(株)工房ヤマセン辻佛壇

1,980円（1枚）
サイズ：W120×Ｄ150×Ｈ12
樹種：キリ

《ブナ》

《ケヤキ》

《ミニトレー》

《コースター》
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