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　日本は、温暖多湿な気候で四季もはっきりしており、植生豊かな国土です

が、台風や落雷・地震などの自然災害が頻発する国です。このため、日本人

にとって、自然は身近にありながら畏怖の対象であり、森や巨木を神聖なも

のとして崇めるとともに、自然と共生し上手に利用する「木の文化」を育ん

できました。このため、木材は、住宅の構造材・内外装材のほか、食器や小

物などの日用品に至るまで多様に利用されています。

　また、日本の森林資源は人工林を中心に成熟期を迎えており、伐採する年

齢に達した森林が大半を占めています。成熟した人工林を伐採し再造林する

ことで、健全な森林を維持できます。このサイクルを維持するには、伐採し

た木材を有効に利用することが必要です。このため、木材需要拡大の一つと

して日本の加工技術を活かした木材製品の輸出を進めています。

　本パンフレットは、日本の伝統技術を活かした木製品や木材を異なる素材

と組み合わせた新しい木製品とその背景にある日本の文化や職人の技・想い

などを紹介しています。

　本パンフレットを通じて、日本の多様な木製品を海外の皆様にも広く知っ

ていただき、御活用いただければ幸いです。
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日本では、古代より森と共生し、森を上手に利用する「木の文化」を育んできまし

た。住宅などの建築物をはじめ、身近な日用品に木材が利用され、木の文化は生活

空間の隅々にまで行き渡っています。自然災害の多い日本では、耐久性や耐火性な

どの性能を付加した木材製品の開発が行われてきました。同時に、家具や内装は、
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Japan Wood Brand II

日本の建具技術の最高峰

組子とは、釘や接着材を使わずに木を組み合わせて様々な模様を創り出す技術です。細くひき割った木に溝や穴、

ホゾ加工を施し、調節しながら１本ずつ組付けます。非常に繊細な技術を要し、わずかなズレが全体の仕上がりに

影響してしまうため、熟練した技術が必要です。組子技術は職人たちの伝統を守る情熱により、遥か飛鳥時代から

現代まで綿々と引き継がれています。

「木を組む」工程は 0.1 ミリ寸法が違うだけでも組み付けが出来なくなる微細な世界です。また、それぞれの菱・

格子角度に合わせて面をとったり、長さを調整したりといった作業にも熟練が必要です。一切着色せず、木の持つ

本来の色を生かして色彩を表現します。木は薄くなるほどクセがでるので、良質の材料を選別できる目も必要です。

5 6

組子



光と影の空間を演出

「組子」は、日本の伝統的な木造建築の

中の「障子」、「欄間」などの建具に用

いられる伝統的な技術です。細い木材

を組み合わせて、規則正しい様々な文

様を作っていく精微な工芸で、精度の

高い熟練した技術が必要です。

最近では、伝統工芸品の他、現代のさ

まざまな商品に積極的に取り入れられ、

和風・洋風というジャンルにとらわれ

ず、家具や照明などにも見られるよう

になりました。

組子が施された照明は、あかりを灯す

と、規則正しい幾何学の文様が連なり、

光と影の美しい空間を演出します。

サッカーボール行灯

伝統技術がモダンテイストと融合し、木と光の芸術を創出

組子細工吊り灯篭

六角行灯 四面体組子照明

行燈組子行灯
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Japan Wood Brand II

照明入り組子
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日本の美しい伝統装飾

欄間とは、和室の仕切りの上部の天井と鴨居の間に設けられた開口部に施される化粧板のことで、採光・通風・装

飾の目的で施されます。透かし彫りや組格子などのデザインが施されており、日本の美しい伝統装飾のひとつとなっ

ています。江戸時代まで、武家や一部の豪商など特権階級にしかその使用が認められていませんでした。和室の構

造部材と装飾という用途以外に権威の象徴でもありました。昭和に入り和室に豪華な彫刻欄間を入れる傾向が続き、

やがて和洋折衷の空間の中にシンプルな組子欄間を取り入れる住宅が増えていきました。 

8

彫刻欄間

様々なモチーフを立体的に彫り上げる、豪

華絢爛な装飾が魅力の「彫刻欄間」。文様に

は松竹梅や富士山、日本三景など、おめで

たいモチーフが多く使われています。その

繊細で精巧なつくりから、職人のこだわり

を細部まで感じることができます。

透し彫り欄間

杉や桐などの比較的薄めの板に、日本三景

や花鳥風月などの絵を描き、その部分を切

り抜きます。板欄間とも呼ばれ、木肌と透

かしの模様が組み合わさり互いの要素を引

き立てています。職人によって変わる装飾

性は、透かし彫り欄間の魅力でもあります。

菱組子 [麻の葉 ]

正六角形を基本に、麻の葉に似ており「麻

の葉」と呼ばれています。その美しさから

建具以外にも、刺し子や手鞠、寄木細工の

モチーフとして使われます。日本では、神

聖な形とされ、魔除け、厄除けの意味を持っ

ています。かつては、赤ちゃんに麻の葉模

様の産着を着せるなどの風習がありました。

Japan Wood Brand II

天井と鴨居との間に設けられる開口部が欄間

欄　間



古来より伝わる日本の伝統的建具

10

「衝立」は、移動できる間仕切りのことです。台が付いていて、部屋を自由に仕切ることができます。「屏風」は、縦長の長方形の木の枠に紙や布を

貼ったものをつないで、角度をつけて開いて立たせて使います。その名のとおり「風を屏（ふせぐ）」ことが本来の使い方です。「間仕切戸」は、部

屋の仕切りや外部との仕切りに用いる建具で、スライドさせて、開け閉めすることのできる戸や障子などのことです。どれも装飾性、芸術性を備え

ており、組子をはじめ、絵画や彫刻などを施してあり、日本らしさを演出しています。

組子細工扉風「桜亀甲」

屏風「六地蔵」

ステンドグラスの衝立ステンドグラスの衝立組子の衝立「想い」

組子入間仕切戸 組子入間仕切戸

組子細工扉風「桜亀甲

Japan Wood Brand II

衝立・屏風・間仕切戸

I
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日本古来の侘び寂びとモダンが融合

藍染はジャパンブルーとして世界的評価も高い。2020 オリ・パラ公式エンブレ
ムにも日本の伝統色である藍色の組市松紋が採用された

11

風雅な趣と斬新なモダンが絶妙に同居

藍染杉のスピーカー 切子グラスと藍染杉のトレー 藍染杉のフローリング

空間が引き締まり、洗練された印象となる

Japan Wood Brand II

阿波・藍染杉

藍とは、タデ科の植物の中に含まれている

成分が変化して生じる藍色の色素を含む染

料のことです。これを繊維などに染めつけ

たものが藍染めです。細かな色素を水溶物

質に一度変換し、繊維に吸収させ、繊維の

中で色素を元の状態に戻すことで染色を行

なう伝統的技術です。

藍染杉は、徳島杉と藍染めのコラボレーシ

ョンにより生まれた無垢材です。杉がもつ

素朴な風合いが、藍染料と出会うことで和

風でありながらモダンな意匠となっていま

す。木目もしっかりと浮かび上がり、独特

な美しさが醸し出され、寺社仏閣の建築～

茶道といった日本古来の美的感覚に通じる

逸品です。



木の美しさを活かした意匠性の高い家具

12

木の持つ本来の美しさを活かしつつ、高い技術を施し、高い意匠性が付与されている日本の家具。近年では、特

に杉材の圧縮技術が飛躍的に向上し、斬新な家具が登場しています。

杉の柾目材の持つ直線的で凛とした美しさが際立ったテーブ

ル。柾目圧縮材を使用

笠木に天然木が使われた椅子。自然の美しさと加工技術の素

晴らしさが両立している

独特な赤味と美しい杢目が活かされた積丹唐松のテーブルと

椅子。すべて樹齢 50年以上の木材を使用してつくられる

圧縮技術を施し、家具に適した堅さを持たせながらも、本来

の杉材が持つ柔らかでやさしい雰囲気が醸し出されている

世界初の杉柾目圧縮技術が施されて、つくられた意匠性の高い家具

Japan Wood Brand II

テーブル・チェア



寧静・安らぎ・癒し

13

室内に和の癒しの空間を創出 独特な雰囲気にアレンジされた茶室

モダンでシンプルな和の空間　Cha no ma

一般的な和室

伝統的な和室

和室は、今から1200年～1300年前の奈良時代に、仏教文化のもとでつくられたといわれています。和室はさまざ

まな機能を持たせることができます。例えば、土壁を施すと、湿度が高くなると水分を吸収し、乾燥すると放出す

るので快適な生活空間を創出します。また、広い和室を取り外し可能な「ふすま」で仕切ると、小さな茶室をいく

つもつくることができます。和室は、機能面や造形面から、とても優れた部屋の様式なので、世界一快適な部屋の

造りと評されることもあります。

社会的な環境が急速に変化する中、現代に生きる私たちは心

の落ち着きを求めるようになりました。そのようなニーズに

応えるべく「寧静、安らぎ、癒し」等を、コンセプトとして

、現代風にアレンジされたコンパクト、ポータブルな和室・

茶室（茶の間）が商品化しています。マンション等の住宅内

や展示会場等に特別な和の空間を創出することができます。

多様なニーズに対応できる柔軟性の高い商品です。

Japan Wood Brand II

和室・茶室

L ML
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一坪でもてなす、和のこころ

14

心安らぐ和の空間をより多くの人に手軽に愉しんでいただきたい。そんな思いで作られたのが「ひとつぼ茶室」で

す。日本で古くから林業を営んでいる地域の生産者やデザイナーとのチームワークによって、日本の代表的な伝統

文化である　「茶の湯」を一坪空間に再現しました。

ひとつの茶室の組み立ては、大人 2人で 30分程度です。パーツユニットがモジュール化しており、コンパクトに

梱包できるので、運搬が容易です。お好きな場所に、移動、再設置ができます。

ひとつぼ茶室には、日本の優良木材のひとつ「西川材」を採用しています。西川材は建築材料として強度があり、

スギやヒノキの色合いが日本らしさを演出しています。また、侘びの精神に倣いつつ、明かり障子には、大胆に和

紙を使用し、深く、明るい和の空間をつくっています。日本文化を創出したい宿泊施設や飲食店、オフィスの福利

厚生スペースなどの設置が最適です。また、イベント会場での活用も効果的です。

ひとつぼ茶室は、簡易的に組み立てと解体ができる屋内仕様のユニット家具のような製品です。屋外での長期設置使用物ではございません。

Japan Wood Brand II

ひとつぼ茶室



天然木材が織りなす独特な絵画

15

ウッドアートは種類の異なる木をパズルのように組み合わせて

1枚の絵にしています。着色はせず、天然木の色や木目に注目

して、その独特の風合いを生かした絵画で、絵の具では表現で

きない風合いをもっています。

ひまわり畑

Japan Wood Brand II

ウッドアート

妙高山～コブシ咲く頃

季節のお花～ 9月 イワギキョウ



和洋折衷型の独特なデザイン

日本への西洋文化の流入は、明治維新に始まり、その後少しずつ普及し、戦後には、西洋スタイルがスタンダードにな

りました。身近なインテリアにもその影響は見られますが、現代の日本のインテリアは、西洋の影響を受けながらも、

昔ながらの伝統的様相も呈している「和洋折衷」スタイルになっています。

ランプシェード

うずら杢けやき衝立　漆塗 間接照明　天井用

24時間時計 インテリア建具

行灯「善光寺」

16
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和風インテリア



最新塗装技術、意匠性高く、多彩な用途

杉材を伝統の技で加工し、自然の木目を活かしながら鮮やかにカラーリングしたのが、無垢カラー焼杉ＵＲＯＣＯ

です。杉の産地は、豊かな水を支える天竜水系の天竜の森。冬目の模様がまるで天竜の鱗の様であることから、こ

の名が付きました。ＵＲＯＣＯは杉板の表面を焼いて炭化させ、耐火性と耐久性を高めた「焼杉（やきすぎ）」に、

最新の塗装技術を施したもの。さらに杉板の表面を磨くことによって、硬い冬目以外の部分が削れ、年輪の凹凸が

美しく出てきます。先人の知恵が詰まった「焼杉」を現代に活かしました。

17

ＵＲＯＣＯは、杉材ならではの加工性、柔軟性のもと、高品質で意匠性の高い製品に仕上がっています。またカラー

バリエーションが豊富であるため、木製小物から部屋の内装まで、規模を問わず、用途の可能性は無限に広がります。

ＵＲＯＣＯの原板は、樹齢が 60年～ 120 年の天竜杉の最も外側の 4枚を使用。天竜の土地柄から、樹齢が高く

太い丸太が多く手に入るため、高品質なＵＲＯＣＯの原板を採ることができます。また、色や木目の良し悪しは機

械ではなく、職人が１枚１枚原板を見極め、さらに、加工段階、塗装段階などの作業も、すべて手作業で行っています。

Japan Wood Brand II

無垢カラー焼杉



合板老舗メーカの新たなものづくり

ペーパーウッドは、色紙と木材の積層による美しい木口が特徴の合板

です。木口のストライプは塗装などの後加工では得られない独特の表

情と質感を持っています。どこでカットしても、木口にはストライプ

模様が同じように現れます。また、塗装と違って色が剥げることはなく、

切断等の加工性は従来の合板と変らず、用途も多彩です。

18

単板には白樺の間伐材などを用い、色

紙は再生紙、接着には有害物質を含ま

ない安全な接着剤を使っており、環境

と健康に配慮した製品です。さらに、

木口のストライプは優しい雰囲気を醸

し出しており、保育園や学校の壁、棚

など、多くの施設で採用されています。

ペーパーウッド

ウォールシェルフ

スツール エゾリスのパズル

トレーとペーパーウェイト

Japan Wood Brand II

ペーパーウッド



木のある豊かな暮らしの普及・発展

20

ウッドデザイン賞 「ウッドデザイン賞は、木の良さや価値を再発見させる製品や取組について、特に優れたものを評価し、表彰する顕彰制度です。これによって“木のあ

る豊かな暮らし”が普及・発展し、日々の生活や社会が彩られ、木材利用が進むことを目的としています。「木を使って地域や社会を活性化しているもの」、

「木を使って暮らしの質を高めているもの」、「木を使って人の心を豊かにし、身体を健やかにしているもの」などの観点から審査されます。

手を掛け、いたわることで色や風合いが変わり、愛情を注ぎ幾世代も受け継ぐことで、その家族だけのクルマへ変化する「コンセ
プトカー」

健康・快適に暮らすための木造民家改修活動。木質化による
健康効果を検証した。

産官学連携による街市街地の木質化「秋田プロジェクト」 名古屋大学 音楽練習共用施設。16角錘の木造天井に吸音・
遮音材をはめた

日本の木と技が創る超軽量家具。樹種による強度と粘度、柔
軟性などを活かしたハイブリッド家具

電車内の木質化「えちごトキめきリゾート雪月花」

木材の造形の美しさを引き出している椅子
「CJ シリーズ」

0.1mm単位の加工技術と伝統の遠州織物がコラボした
木製バッグ

圧縮、曲げなど本格的な木材加工技術を活かしたテーブルと
椅子「kids furniture」

おしゃれなママ、パパのライフスタイルも考え
たベビーバス

19

Japan Wood Brand II



子供に贈る木のある暮らし

日本では「木育」活動が行われています。幼児期から原体験として木に親しみ、賢く使う知恵を身につけながら、環境問

題に対する確かな理解と行動力、そして、暮らしや文化、伝統の形成に大きく貢献してきた「木の伝統」を受け継ぐ豊か

な心を育てたい。そんな想いが、「木育」という言葉に込められています。

21

まな板の上に野菜やくだものをのせて、包丁でサク！サク！ 断面も可愛
らしく、丁寧に再現。マグネット内蔵なので繰り返し遊べます。

木製鯉のぼりむいむいマグネット

卵を割ると恐竜の赤ちゃんたちが。恐竜と、たまごの、2段階楽し
める「たまご恐竜パズル」

ねずみ、うし、とら、うさぎ…など、12ひきの動物たち
をモチーフにしたパズル

天然の木の色を上手く組み合わせてつくられたウッディクリスマス

ドアメロディ・福来（フクロウ）

Japan Wood Brand II

木育玩具
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日本の木工芸界では、職人が伝統技術を受け継いでいます。家具職人、建具職人、彫刻職人などさまざまな分野が
ありますが、ここでは、日本の建具技術の最高峰といわれる組子の職人を紹介します。遥か飛鳥時代から引き継が
れてきた伝統技術職人です。

後藤　純文（ごとう　よしふみ）
ウッドクラフト・ゴトウ

祖父から 3 代目の家業を継ぎ現在 22 年
目になる。斬新なデザインを考案して、
オンリーワンを目指し伝統組子とステ
ンドグラスを合わせた建具、ランプな
どを製作。最近では、ケース付きコー
スター、ピアス、ブレスレットなど、
組子細工で出来るいろいろな小物も手
掛けている。第 48 回全国建具展示会長
野大会で内閣総理大臣賞受賞。

川口　博敬（かわぐち　ひろゆき）
川口木工所

建具職人の長男に生まれ高校卒業後、
父の元で建具の技術を修行する。組子
細工の製作を得意とし、全国建具展示
会で第 22 回、第 45 回、第 49 回と過
去 3 度内閣総理大臣賞を受賞。特に 49
回東京開催の作品は曲線のデザイン、
接合部が非常に優れた作品である。

渡辺　文彦（わたなべ　ふみひこ）
渡辺建具店

高校卒業後、父に弟子入り。天然木に
拘り、素材の持つ美しさや強度を生か
し、伝統技術で永く使用出来る建具製
作を心掛けている。組子建具、美術組子、
指物も得意とし、伝統と創造をキーワー
ドに、物創りを進めている。第 37 回全
国建具展示会滋賀大会で内閣総理大臣
賞を受賞。2007 年卓越技能者厚生労働
大臣賞受賞。2015 年黄綬褒章を受章。

生島直樹（いくしま　なおき）
(有 ) 丸生木工所

1981 年に父の経営する木工所へ就職。１㎜の材料の
種類で変化を持たせて表現する技能と能力を有してお
り繊細な模様を表現する技術が優れている。また技能
五輪、技能グランプリ競技会で競技委員を務め技能五
輪国際大会では若年選手を入賞させるなど後進の育成
指導にも尽力している。2016 年卓越技能者厚生労働
大臣賞受賞。2017 年黄綬褒章を受章。

日本の職人

当パンフレットに掲載している組子は、必ずしもこちらで紹介している職人の創った作品ではありません。

22



Japanese Woods 01

杉
Sugi

Cryptomeria japonica ■　針葉樹　■　ヒノキ科

スギは、ヒノキと並んで、日本の代表的な樹種です。日本固有の針葉樹で、用途も多く、幅広く人気があります。スギは

銘木が多く、それだけに古くから人々に親しまれてきました。スギの名の由来は「直ぐ」です。円形の幹が大地から天に

向かって、真っ直ぐに伸びることからその名が付けられました。

年輪ははっきりしており、心材と辺材の色の差は明瞭です。心材は桃色から濃赤褐色まで幅があり、保存性は中庸です。

スギの気乾比重は 0.30 ～ 0.38（平均値）～ 0.45 で、日本産の針葉樹としてはやや軽軟といえます。このことがスギ

を加工する際の大きな利点となっています。スギの木材は、特有の芳香をもっており、杉材でつくられた建造物や内装、

家具などから、それを感じることができます。

木材

建築材（柱、梁、板など全般）、天井板、磨丸太、家具、建具、器具、包装、樽、高級割箸、造船など用途の範囲の広い

木材です。近年は合板や集成材としての利用が拡大しています。高級家具、天井板など装飾用に使われる高齢の天然ス

ギは大変付加価値が高いものです。また、樹皮を剥いだ丸太を特殊な砂で磨いた「磨き丸太」は床柱、桁、内装、工芸

などに使われます。

用途

正倉院は「世界の宝庫」と呼ばれ、奈良時代に大陸各地からシルクロードを

経由して集まってきた宝物が、1300 年もの時を経た今も当時の品質のまま

残っています。宝物の鮮やかな色と形を失わず、薬や香料は今でも効能を保っ

ているといわれています。その優れた保存機能は、宝物本体の保存されてい

る「スギの唐櫃」によるものとされています。

正倉院の宝物とスギの唐櫃

特性表

スギは日本の固有種 スギの材鑑（アキタスギ）

素木唐櫃雛型 正倉院模造
写真：東京国立博物館 研究情報アーカイブズ

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.38 0.1 0.25 64 34 5.9 7.4
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Chamaecyparis obtusa ■　針葉樹　■　ヒノキ科

スギとともに日本を代表する樹種です。耐久性があり、特有の芳香があります。造林面積は、スギに次いで広く、高級材

として、幅広く使われています。日本最古の歴史書「日本書紀」には「スギとクスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、マキは

棺に使いなさい」と書かれています。ヒノキは古くから宮殿建設用として最適で最高の材であることが知られていました。

心材の色は、淡紅色で辺材はほとんど白色です。特有の芳香とともに、清浄感があり、耐朽性も高い材です。心材の耐

久性が特に高く、長期にわたって水湿に耐えます。気乾比重は 0.30 ～ 0.38（平均値）～ 0.45 です。１年間に形づくら

れる細胞の形の変化が少ないため、年輪はあまりはっきりしていません。したがって、均質で緻密な材となり、上手に

仕上げると、美しい艶のある木肌となります。

なお、「ひのき」の名のもう一つの由来は「火の木」の意味で、古代に火おこしに使われたという説もあります。火おこ

しができるほど、内部までよく乾燥できるため、材として狂いが生じにくいといわれています。

木材

優れた性質をもつため、高級材として、非常に多くの用途に使われます。ヒノ

キ普請の家というと高級な家の代名詞として使われます。仏閣や神社、宮殿建

築には欠くことが出来ません。また、建具、彫刻（仏像など）木型、曲物、桶、

蓄電池のセパレーターなどが知られています。「ヒノキ風呂」はヒノキの耐久性

を活かした使い方です。

用途

特性表

ヒノキの名は、尊く最高のものを表す「日」をとって、「日の木」
という説があります。

ヒノキの材鑑

ヒノキ風呂

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.44 0.12 0.23 74 39 7.4 8.8
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鹿児島県奄美市名瀬長浜町 13-12
TEL：0997-53-3684　FAX：0997-53-3260
WebSite　https://www.moritatategu.com

表紙｜組子壁面照明

有限会社 森田建具
新潟県上越市高土町 3-7
TEL：025-523-6760　FAX：025-523-7969
WebSite　http://k-ino.jp

組子 / 照明入り組子 /衝立・屏風・間仕切戸

猪俣美術建具店 Page 5-6  Page7
Page10

福岡県大川市大字向島 1037-1
TEL：0944-86-6328　FAX：0944-86-6328
WebSite　http://kinoshitamokugei.com

照明入り組子

木下木芸

東京都千代田区神田東松下町 42
TEL：03-3252-5340　FAX：03-3252-5330
WebSite　https://www.zenkokutategu.com/

照明入り組子 /衝立・屏風・間仕切戸 /和風インテリア

全国建具組合連合会
岐阜県高山市漆垣内町 3180
TEL：0577-32-1001　
WebSite　https://kitutuki.co.jp

テーブル・チェア

飛騨産業株式会社

愛知県稲沢市日下部松野町 1-93
TEL：0587-74-4708　FAX：0587-74-4708　

目次の背景画像、和室・茶室

株式会社ウッド・リー

徳島県徳島市津田海岸町 7-68
TEL.：088-662-5505　FAX : 088-663-4050
WebSite　http://www.dairinet.com

阿波・藍染杉

大利木材株式会社
北海道芦別市野花南町 1000 番地
TEL：0124-27-3111　FAX：0124-27-3113
WebSite　http://www.takizawaveneer.co.jp

ペーパーウッド

滝澤ベニヤ株式会社

北海道旭川市永山 14 条 3-4-10
TEL：0166-25-2288　FAX：0166-22-2101
WebSite　http://www.sasaki-kogei.com

木育玩具

株式会社ササキ工芸 

静岡県浜松市東区安間町１ 明善生家内 蔵 
TEL.：053-570-6539　FAX： 03-6740-1789 
WebSite　http://uroco.org

無垢カラー焼杉　UROCO

株式会社フォレストフィーリング 

京都市中京区河原町夷川上ル指物町 336
TEL.：075 -213 -2810　FAX： 075-213-2840
WebSite　http://www.spacemagicmon.com/en

和室・茶室 ｜Cha no ma

Space Magic Mon Co.,

新潟県妙高市西菅沼新田 433-3
TEL：0255-72-3252　FAX：0255-72-3252
WebSite　http://www.wood-art846.com

ウッドアート

アトリエやしろ
埼玉県飯能市山手町 25-21
TEL：042-972-2022　FAX：042-973-6922
WebSite　http://eco-sakamoto.co.jp

ひとつぼ茶室

株式会社サカモト

協力企業一覧　（写真提供・情報提供）
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Page 17

東京都港区新橋 2-13-6 ユニバーサルデザイン研究所
TEL.：03-6550-8360　　FAX： 03-6550-8361
WebSite　https://www.wooddesign.jp

ウッドデザイン賞

ウッドデザイン賞運営事務局
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H

Page 13

北海道旭川市宮下通１丁目 391-2
TEL：0800-800-8334
WebSite　https://muku-store.com

木育玩具

ＭＵＫＵ工房
Page21

H
高知県安芸市川北甲 1967 番地
TEL：0887-34-4500　FAX：0888-13-0167
WebSite　http://yamanokujira.jp

木育玩具

株式会社 山のくじら舎
Page21
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Japan Wood-Products Export Association

一般社団法人 日本木材輸出振興協会

Rinyu Bldg,  Kouraku,  Bunkyou-ku, Tokyo 

112-0004  Japan
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