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PHILOSOPHY
板蔵ファクトリーとは

人と森の豊かな未来を創る
木は地球に与えられた究極の素材であり、
長い地球の歴史とともに自然の中で育まれ、
きれいな空気を作り出し、
世界中の生態系を支えています。
建築物や家具に形を変えた時も炭素固定をして環境改善に働き、新たな木が育つことで生き物のライフサイクルをつないでいくことを可能にする
素材なのです。
そのような地球の恵みともいえる木を扱う材木屋としてヤマガタヤ産業株式会社が 1918 年に創業し、
木造建築の発展に貢献してきました。
そしてその 100 年後、
2018 年にヤマガタヤ産業株式会社の子会社として、
木製家具工場
「板蔵ファクトリー株式会社」
が誕生しました。
私たちは木工を極め、
技術を継承し、
世界を木質化していく
「木に触れる機会を創り出す木工工場」
を目指しています。
「つくる、
つなぐ、
つむぐ」
ことで人と森の豊かな未来を創る会社でありたいと思っています。

板蔵ファクトリー株式会社

PHILOSOPHY
板蔵ファクトリーとは

2

つくる

代表取締役

つなぐ

つむぐ

お客様がイメージしたものを職人の技術で形にする。

家具を通じて、誰かの思いを誰かにつなぐ。

親から子へ、先代から代々へなど、ストーリーや歴

木肌感や温かみなど、木の良さを最大限に生かす

ウェルネス（心と体の健康）や安全性に配慮した素

史をつむぐ。

ようにつくる。

材を選ぶことで、長く使う家具として人から人へ

サステナブル（持続可能）な木質資源を使い、良い

信頼感や安心感をつなぐ。

地球環境・森林環境を次の世代へつむぐ。
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板蔵ファクトリーのものづくり

板蔵ファクトリーの木への想い

板蔵ファクトリーは、一人ひとりの思いを形にして叶えるオーダーのものづくりや、

板蔵ファクトリーのものづくりを支える基盤は「木」。

材木屋のルーツを活かした木の素材そのものを追求したものづくりを得意としています。

木の知識はもちろん、木への想いを人一倍強く持ち、チームワークで対応します。

01.

02.

オーダー製造

OEM 製造

一点モノの製造

オリジナル商品の企画製造

材料や家具の知識を活かして企画から設計・素材選定・製造・

木質や SDGｓに関するストーリー作り等のコンセプト企画か

施工まで行うことで、お客者様の思いを実現します。

ら、商品企画、試作品の開発・ＱＣ工程表の整理、実際の製造ま

木の目利き

海外からも調達

サステナブルな資材

家具や内装用材については、材料となる木の選定から

日本だけでなく海外の原木を調達しているため、お客

私たちは木の素材ルートを持つため、持続可能で資源

目利きが必要です。私たちは原木・木材製造・家具加

様の要望に合わせた商品を、リーズナブルに製造でき

循環が可能な地球にやさしい商品の提案を行ってい

工においてそれぞれの目利きを有しているので、最適

るのです。

ます。そのため SDGｓに貢献できる家具作りを実現で
きるのです。

な素材選定が可能なのです。

で一貫して行います。

MANUFACTURING

03.

04.

オリジナル家具製造

特殊木材、木材加工

板蔵ファクトリーのものづくり

板蔵ファクトリー PBの製造

原木・一枚板・突板・特殊木材製品

板蔵ファクトリーのプライベートブランド
（ITAKURA COLLECTION）

板蔵ファクトリーは材料となる原木の仕入れから行っていま

を製造しています。選定した素材を基にしたライブエッジや

す。特殊な物件に対しても、原木を製材・加工する素材オー

木肌感溢れる杢目が特徴です。

ダーが可能です。
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板蔵ファクトリーの木への想い

FEELINGS FOR TREES

FEELINGS FOR TREES

MANUFACTURING
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IF PROMISES

IF PROMISES

板蔵ファクトリーの強み

板蔵ファクトリーが約束する「 IFクオリティ」

板蔵ファクトリーが得意としていて、お客様に好評を頂いていることをご紹介します。

板蔵ファクトリーの製品は、一点一点違うものづくりが多いですが、

板蔵ファクトリーが約束する「

FEATURES

共通してお約束しているクオリティがあります。

健康クオリティ

02.

環境クオリティ

03.

クオリティ」
IF

01.

素材クオリティ

健康への良さ

森や環境への良さ

素材の良さ

無垢の木を扱う技術と職人

健康に優しい家具を製造するため、木質と自然塗料を

持続可能な木材資源である国産材・県産材の活用を

原木からの調達能力など、材木屋ならではの強みを最

メラミン・ポリシート・突板での製造はもちろんのこと、無垢木材や特殊木材・

多く使用する製造方法を考えます。空気の質を家具・

進め、資源の有効活用を考えています。家具を使用す

大限に活かします。木の目利きがお客様に合わせた素

指定の木材を使った製造が得意です。

内装建材・インテリアから改善します。

ることで森へ還元できる仕組みを考えて家具の企画

材を選び、木の質感を堪能していただけるように仕上

や製造を行っています。

げます。

家具製造歴数十年の職人が、
「できない加工はない」という熱意で特殊案件に対
しても創意工夫をし、日々取組んでいます。

原木製材から乾燥・加工・塗装まで一貫した機械設備
約 2000 坪の敷地にある工場には、素材のカットから乾燥・各種木材加工・塗
装室・乾燥室までの首尾一貫した機械設備をそろえています。
塗装設備・塗装専門職人の完備により、ワンストップのものづくり体制を整え
ています。

建築の知識と家具の知識とを兼ね備えた企画力
私たちは一点モノのオーダー製造を続けてきた経験と実績が強みです。

04.

技術クオリティ

05.

アフタークオリティ

お客様の OEM 製造等の案件に対して、コンセプト・ストーリー作りから最適な
素材選び・加工コストの検討等を行う体制を整えています。

手仕事の良さ

末長いお付き合いの良さ

職人が常にチームワークで加工の工夫を行い、技術を

時が経つほど味わいがある無垢や天然木の家具を製造

磨いています。熟練した技術を活かし、大量生産とは

しているため、メンテナンス・アフターフォロー・補修

異なるディテールに仕上げます。

などお客様と末長いお付き合いを真摯に行います。

FEATURES

納品・家具施工工事にも駆け巡る現場力
家具製造のあとに、施工工事をして現場に納めることが私たちの責任です。

板蔵ファクトリーの強み

作り手自身も施工現場へ行くことが多いため、現場での使いやすさや動線まで
を考えて、次の製造にフィードバックします。
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ITAKURA
板蔵ブランド

ITAKURA
板蔵ブランド
無垢一枚板は樹齢が高く幅が広い木からしか調達できないため、大変稀少とされています。
私たちは、独特な木の風合いや自然が作り出した美しさを持つ一枚板を、常時 150 種類 6,000 枚超在庫しています。
厳選された一枚を職人の技で仕上げてご提供する、それが一枚板ブランド『板蔵』です。

LIVE EDGED WOOD
板蔵ファクトリーの一枚板

日本一の銘木市場

究極の加工技術

岐阜銘木協同組合（略称 岐阜銘協）はケヤキやトチなどの上杢

技術を持った職人が、時間をかけて一枚一枚手作業で加工・

素材や銘木バイヤーが集まる市場として実績を誇っています。

塗装を施しています。無垢一枚板という素材美と、職人の情熱

板蔵では、選りすぐりの銘木を調達することができ、それらを

と熟練の技とがそろって初めて、世界に一枚だけの究極の逸

適切に保管・乾燥するための設備やスタッフもそろっており

品に仕上がるのです。

ます。

独自の管理技術

フルオーダー加工

ひとつひとつ品質が違い、環境によって商品の状態が変化す

豊富な在庫の中からお気に入りの一枚を見つけて、その板の

る無垢一枚板は管理が非常に難しい商品です。私たちは、乾燥

加工オーダーができます。お部屋の図面に合わせて製作する

方法や管理方法の良し悪しによって発生する反り・狂いなど

ことができます。

木の性質を熟知しており、繊細な商品の管理に関しても自信
があります。
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原木から仕上げまで

どこからでもリモートで一枚板を検討できます

私たちは原木の状態で調達し、製材・加工・仕上げまでの全ての工程を自社工場で一貫して行っています。

150 種を超える個性豊かな樹種ラインナップ。

原木の状態からプロの目で選定をすることで、最高の銘木を取り揃えることができます。

色味・杢目・堅さ・その木の言われなど、きっとあなたに合う板が見つかります。

一枚板検索

SEARCH SYSTEM

SEARCH SYSTEM

BUSINESS FLOW
丁寧に仕上げた高品質のクオリティをお約束し、お客様にお届けいたします。

01. 検索

01.

02.

原木

板在庫検索システム

イズの製材機を使い分けています。

トによって、お客様の希望に沿う無垢一枚板を製作す

乾燥工程では、樹種により 2 ～10 年かけて乾燥度

ることができます。

03. ご来店

04. 打合せ

05. 完成・納品

製材・乾燥

原木 から 角材や板などを作るため、必要に応じて２つのサ

国内だけでなく世界から原木を調達することができるルー

02. お問い合わせ

テーブル製作シュミレーション

合いを管理しています。

自社工場で

樹種

板の状態

サイズ

価格

大きさ

幅

すべて対応

BUSINESS FLOW

04.

03.

仕上げ

加工

原木から仕上げまで

オーソドックスなオイル仕上げやウレタン塗装から、伝統技法

削り加工やサンダー加工において、職人が目と手で確かめなが

を用いた藍染めやピアノ塗装といった様々な仕上げをご用意

ら繊細な表面に仕上げていきます。必要な加工に応じて機械を

しています。レジンなど使った穴埋めなど、お客様のご要望に

使い分け、お客様にとって最善な方法で仕上げていきます。

板

脚

塗装

樹種・サイズ・価格など様々な条件で絞り込んで 6,000 枚の在庫から検索するこ

ご希望の一枚板を塗装して脚をセットにした時のお見積りを作成することができます。

とができます。そのまま購入することや、実物をみて検討頂くことも可能です。

簡単にシミュレーションすることができ、
そのまま問い合わせることができます。

ITAKURA テーブル製作シュミレーション

ITAKURA 在庫検索システム

沿った仕上げを行います。

板蔵

在庫検索システム

検索

板蔵 シュミレーション

URL:http://sys.itakura-order.jp/order/

URL:http://sys.itakura-order.jp/agency/
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CONCEPT
素材の頂点

CONCEPT
素材の頂点
ITAKURA COLLECTION とは、板蔵ファクトリーがノウハウを結集して作り出した家具シリーズのプライベートブランドです。
全モデルで素材・カラーともにオーダーが可能です。
一からデザインを起こすフルオーダーよりも手軽で、既製品の家具よりも自由にカスタマイズできます。
セミオーダーでありながら自然素材そのままの味わいを贅沢に使った家具、それが ITAKURA COLLECTION です。

ITAKURA COLLECTION

CONCEPT-01

CONCEPT-02

CONCEPT-03

究極の素材

究極のデザイン

技術の結集

一枚板のライブエッジや無垢の大理石の煌めきなど、

木の家具を知り尽くしたデザイナーが、世界中のデザイ

熟練職人のチームにより製造され、
手触りやディテール

自然素材そのものの美しさが際立つ、他にはない究極

ントレンドを基に素材と技術を融合し、新たな価値観を

までのこだわりが定評を得ています。
製造することで伝

の素材をそろえています。

デザインしています。

統的な技術の継承と匠の育成に努めていきます。

板蔵ファクトリーの家具
CONCEPT-04

CONCEPT-05

CONCEPT-06

唯一無二

家族とともに

サステナブル

ひとつとして同じ表情を持たない無垢木材や無垢石材か

家具は家族とともにエイジングして深みを増していき

大学との共同研究や、
木材資源のサプライチェーンづく

ら創り出されているため、オンリーワンの家具や空間に

ます。
家族の楽しみをアップデートするアイディアが詰

りなどサステナブルな取組みを続けており、
森や地球へ

仕上がります。

まっています。

の貢献と人の健康促進を両立する家具作りを考えてい
ます。

ITAKURA COLLECTION デザイナー
1967 年横浜生まれ。建築設計事務所勤務を経て、株式
会社ゼロファーストデザインにてインテリア関連企業
のデザインコンサルティング、商品開発、プロモーショ

木を超える、木の家具

ン企画を行う。

銘木や石材等の究極の無垢素材と、熟練の匠による技術とを結集した家具を作りました。

リジナルプロダクトのデザインを多く手掛ける。

板蔵ファクトリーではショールームプランニングとオ

素材を頂点まで引き上げた ITAKURA COLLECTION をお楽しみください。
株式会社ゼロファーストデザイン
チーフデザイナー
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COSTOMIZE

デザイン・素材・カラーそれぞれお好きなものを選ぶだけで、世界に一つだけのラグジュアリーな家具に仕上がります。
さらにデザインやサイズ変更をしてフルオーダーで仕上げることも可能です。

無垢・突板部分
チーク

ブラックウォールナット

ブラックチェリー

オーク

メープル

ミャンマー産、耐久性や艶、美しさで

北米産、世界三大銘木で深いブラ

北米産、美しく飴色にエイジング

北米産・ロシア産、
世界中の家具で

欧州産、白く明るい色でどんなイ

木の宝石と言われるプレミアムな銘木

ウンの色合い

していく

よく使われる中間色

ンテリアにもマッチ

ヒノキ

スギ

クリ

ナラ

ブナ

岐阜県産、白木と艶が美しい、日本

岐阜県産、日本伝統建築に多用さ

岐阜県産、はっきりとした木目で

岐阜県産、高い強度を持ち、肌触り

岐阜県産、帯状の模様があり、ほん

の誇る銘木

れており、赤身が美しい

黄みよりの明るい色合い

の良さと優しい杢目が特徴

のり赤みのある白褐色

一枚板ライブエッジ部分
150 以上の樹種からお好きな一枚が選べます。

家具の作り方

HOW TO MAKE

WEBサイト

ITAKURA COLLECTION の家具は、あなたのお好きなものを3 ステップで選ぶだけでセミオーダー家具が完成する仕組みです。
石板部分

GRADE

01. 商品を選ぶ

02. 素材を選ぶ

できあがり！

03. カラーを選ぶ

Z

これまで日本では見ることのできなかった

GRADE

ラグジュアリーでアートのような究極のコレクション。

S

二度と会うことができない奇跡のような石をご提案します。

ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ

ｺﾙﾃｯﾁｬ

ｴﾚｶﾞﾝﾄﾌﾞﾗｳﾝ

ｽﾍﾟｸﾄﾛﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

ﾛｲｽﾌﾞﾙｰ

ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝｶｼﾐｰﾙ

ｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸ

ﾄｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ

ﾁﾀﾆｳﾑ

ｾｺｲｱﾌﾞﾗｳﾝ

ｺｽﾓｽA

ﾌﾞﾗｯｸｱｲｽ

ｱｽﾞｰﾙｲﾝﾍﾟﾘｱｰﾚ

ｱﾏｿﾞﾆｰﾃﾄｯﾌﾟ

ｸｱﾙﾁｰﾃｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾏﾝ

ﾚｲﾝﾌｫﾚｽﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾋﾞｱﾝｺｶﾗｰﾗ

ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾊﾟｰﾙ

ﾌﾞﾙｰﾊﾟｰﾙ

ﾗﾌﾞﾗﾄﾞｰﾙｱﾝﾃｨｰｸ

LINEUP
MODEL

S

素材の頂点ともいえる究極の素材を
使用した、シリーズ最高位のモデル。

MODEL

M

・Superior（上質）
・Solid
（無垢のまま）

無垢の木肌感溢れる手触りで仕上げ

MODEL

C

た、シリーズ上位モデル。
・Magniﬁcent（豪華）
・Muku（素材感）

カラーオーダーでイメージ可能な、

A

石のプロが世界中から集めたものを厳選。

GRADE

天然石にこだわっています。

B

最高品質の天然石英 ( クォーツ ) を主成分とし、
耐久性に優れています。高級人造大理石です。

使いやすさが魅力のモデル。
・Convenient（使いやすさ）
・Color（彩り）

キッチン

カップボード

洗面台

TV ボード

クローゼット

ベッド

Model : S

●

●

●

●

●

●

Model : M

●

coming soon

●

●

●

●

Model : C

●

●

●

●

coming soon

●
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GRADE

ｶﾚﾄﾞﾆｱ

ﾗﾌﾞﾗﾄﾞｰﾙﾌﾞﾗｯｸ

ｻﾓｱSC

ｻﾌｨｱﾌﾞﾗｳﾝ

ｼﾙﾊﾞｰﾌﾞﾛﾝｽﾞ

ﾍﾞﾙｼﾞｬﾝﾌﾞﾙｰ

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞｸﾞﾚｰ

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾎﾜｲﾄ

ｾﾝﾀﾞｰ

ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ

ｸﾞﾘｽﾍﾟﾙﾗ

ﾘﾗｼﾞｭﾗｲｽ

ﾎﾞﾃﾁｰﾉ

ｽﾀｰｹﾞｰﾄ

ﾎﾞﾃﾁｰﾉｸﾗｼｯｸ

ﾋﾞｱﾝｺﾍﾞﾅｰﾄ

ﾅｸｿｽ

ｶﾗｰﾗ

ｻﾃｨﾏｯﾄ

その他

・ステンレス

・プレミアムメラミン：9 種（P.19）

15

・カラーメラミン：24 種（P.19）

ITAKURA COLLECTION

自由にカスタマイズ

KITCHEN

MODEL

キッチン

キッチン

KITCHEN

S

無垢の一枚板と一枚石を贅沢に使ったキッチンの最高
峰モデル。

ITAKURA COLLECTION のキッチンは、本物の素材感あふれた質感とデザインが一味違います。
空間を華やかにする存在感が魅力です。

悠久の歴史を持つ木材資源と、宇宙の煌めきのような石
の輝きを堪能できるモデルです。

CHOICE
天板：石材（ 40 種類 ）
リビング側扉：一枚板
キッチン側扉：突板 / メラミン（ 32種類以上 ）

一枚板をキッチンに

家具工場ならではの作りこみ

異素材ミックス

一枚板のライブエッジをそのままの形で扉に再現。
四角

無垢木材の目利きによって選定された素材と、熟練職人

石材などとのコラボレーションは、地元の素材企業と

いキッチンに動きが出て、まるでアートのような作品に

の手仕事によって仕上げられたディテールは、
「本物」
の

の連携により実現。地方創生にも貢献する取組みです。

仕上がります。
あなたのお好きな一枚で製作可能です。

分かる大人のためのキッチンです。

SPECIFICATION

写真の仕様

伝統家屋などに使われる稀少銘木、黒柿を大胆に前扉にアレ
ンジ。天板は自然が造り出した幾何学模様が特徴的な御影石
パタゴニアでつくりました。
材質

天板：グレード Z

御影石パタゴニア

リビング側扉：一枚板黒柿
キッチン側扉：プレミアムレザー調メラミン
サイズ

W2500 X D900 X H850

SUSTA I N A BLE PO I N T
持続可能性に配慮した素材を使用します。天然素材のため
素材の劣化が少なく長く美しくお使い頂けます。

16
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M

キッチン

キッチン

MODEL

KITCHEN

KITCHEN

まわりを無垢の天然木で囲い、四方どこから見ても本物素材で仕上げた、

CHOICE

家具のようなキッチン。

天板：石材（ 40種類 ）/ ステンレス

インテリアにあたたかみを纏うだけでなく、空気中に木の香りがあふれるモデルです。

三方パネル：無垢 / 突板

MATERIAL COLOR

キッチン側扉：突板 / メラミン（ 32種類以上 ）

カラー例

専門のカラーサンプル帳から色や質感をお選びいただけます。オーダー製作の醍醐味をお楽しみください。
カラーメラミン（ 一例 ）

プレミアムメラミン（ 一例 ）

SPECIFICATION

写真の仕様

柔らかなピンクがかった白木のヒノキに、マットブラックの
天板が空間を引き締めます。
色合いと美しさに定評のある岐阜県産材のヒノキ無地板を使
い、スタイリッシュに仕上げました。
材質

天板：グレードＢ
クオーツストーンスパークリングブラック
三方パネル：岐阜県産

無垢ヒノキ無地

キッチン側扉：ヒノキ突板
サイズ

Ｗ2550×Ｄ800×Ｈ850

SUSTA I N A BL E P O I N T
トレーサビリティの明らかな木材を使用します。
空気環境の改善をリラックスさせる効果があるので、すべ
ての人の体や心の健康に貢献します。

MODEL

C

前面に無垢素材をふんだんに使った、インテリアになるキッチン。

CHOICE

それぞれの家族にピッタリのカラーオーダーができるモデルです。

天板：石材（ 40種類 ）/ ステンレス
三方パネル：無垢 / 突板
キッチン側扉：突板 / メラミン（ 32種類以上 ）

SPECIFICATION

FULL ORDER

フルオーダー事例

私たちはフルオーダー対応の家具工場なので、
デザイン・サイズ・素材変更のご要望に対応可能です。

写真の仕様

素材オーダー

キッチンの顔となる前パネルには、岐阜県産材のスギの中でも

国産材製品を製造している事務所内オリ

赤身と白太のミックスされた柾目部分をこだわって使い、天板

ジナルキッチンです。

はソリッドな質感のステンレスで仕上げました。

お客様が販売されている商品をカウン

カラーはアイアンやスチールのインテリアにも合うオリーブグ

ターとして使い、社員が集まるキッチン

リーンを選択。
材質

天板：ステンレス

一枚板を L 字に折ったダイニングテーブルと

リビング側パネル：岐阜県産 無垢スギ
（源平柄）

キッチンとが融合した特注モデルです。

キッチン側扉：無垢トリミング

前面には継ぎ目のない一枚物の石目柄タイル

無垢とタイルの組み合わせ

を使い、リビングの中心となるインテリア

日本と世界の木材を使って自然派住宅と

キッチンになりました。

家具を展開しているお客様のオリジナル

カラーメラミン
（オリーブグリーン）
サイズ

になりました。

石目＋テーブル付き

Ｗ2550×Ｄ800×Ｈ850

キッチンです。

SUSTA I N A BL E P O I N T

SUSTA I N A BL E POI N T

ガラスタイルやモザイクタイルと無垢を
合わせ、インテリアの主役になるキッチ

天板、
前面タイルパネルともにメンテナンスフリーのため長くご使用いただけます。

ンができました。

国産材、地域材など持続可能性に配慮した素材を使用します。
空気環境の改善にも働きます。
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CUPBOARD

カップボード

カップボード

CUPBOARD

キッチンが主役のインテリアには、キッチンと合わせたデザインのカップボードが必須。
収納性・機能性とスタイリッシュなデザインの両方を兼ね備えているのが特徴です。

MODEL

S

CHOICE

無垢の一枚板と一枚石を贅沢に使ったキッチンの最高峰モデル。
悠久の歴史を持つ木材資源と、宇宙の煌めきのような石の輝きを堪能できるモデルです。

扉：一枚板
天板：石材（ 40種類 ）
収納扉：突板 / メラミン（ 32種類以上 ）

SPECIFICATION
材質（上台）

MODEL

C

CHOICE

無垢素材をふんだんに使った、インテリアになるカップボード。
キッチンともカラー合わせで遊べる、
それぞれの家族にピッタリのカラーオーダーができるモデルです。

天板：石材（ 40種類 ）/ ステンレス
収納扉：無垢 / 突板 / メラミン（ 32種類以上 ）

写真の仕様

SPECIFICATION

スライド扉：一枚板ポプラ瘤杢、

写真の仕様

プレミアムレザー調メラミン
材質（下台）

天板：グレード Z 御影石ブラックアイス
縦扉：一枚板ポプラ瘤杢

材質（上台）

スライド扉：無垢トリミングカラーメラミン

材質（下台）

天板：グレード B クオーツストーンナクソス
収納扉：岐阜県産

収納扉：一枚板ポプラ瘤杢、

サイズ

無垢ナラ、

無垢トリミングメラミン

プレミアムレザー調メラミン
サイズ

Ｗ3000×Ｄ500×Ｈ2000

SUSTA I N A BL E P O I N T

Ｗ3000×Ｄ500×Ｈ2000

SUSTA I N A BLE PO I N T

持続可能性に配慮した素材を使用します。天然素材なので

国産材、
地域材など持続可能性に配慮した素材を使用します。

素材の劣化が少なく長く美しくお使い頂けます。

空気環境の改善にも働きます。

一枚板の扉

一枚石のカウンター

扉にもライブエッジ

選べる木 材 × 天板 × カラー

職人のこだわり

シンプルなデザイン

ライブエッジ付きの銘木一枚 板をそのまま扉に縦 使

地球が造り出す神秘的で複雑な模様を持つ石を、その

機械ではできない複雑な形状にも対応可能です。職人

バリエーションは無限大です。

設計の工夫によりレールを見せないデザインにして

使いやすさや機能性に優れ、空間になじむシンプルで

いし、カップボードをアートのような家具にしました。

ままカウンターにしました。人工的には表現できない

の手仕事が光るディテールで、唯一無二の存在感を示

あなたの家族だけの雰囲気が表現できるのが、オー

います。家具工場ならではの細部にまでこだわった作

ミニマルなデザインです。

悠久の自然とともに生きてきた一枚板がリビングに

プレミアムな美しさを感じられます。

します。

ダー家具の魅力です。

りです。

高級感を与えます。
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CHOICE

天板は石材・突板などからお選びいただけます。

天板：石材
（40種類）/ 突板 / メラミン
（32種類以上）
扉：一枚板 / 無垢

テレビボード

M

テレビボード

扉全面にライブエッジ付きの一枚板を使用した、木肌感溢れるモデル。

ITAKURA COLLECTION のテレビボードは、無垢の素材感にあふれた質感とデザインが一味違います。
キッチンやカップボードとも合わせたデザインが可能で、リラックスできるひとときをアップグレードします。

SPECIFICATION
材質

写真の仕様

天板：グレード B

クオーツストーンナクソス

扉：一枚板ブラックチェリー
本体：メラミン
サイズ

MODEL

S

MATERIAL COLOR

一枚板をテレビ背面に置き、脚部には素材感溢れる石材を組合わせた、

CHOICE

デザイナー渾身の最高位モデル。

材質：一枚板 / 石材（40 種類）

Ｗ2400×D400×H350

SUSTA I N A BLE PO I N T

カラーバリエーション

丸太からテーブル用材を切り出した後の一枚板を活用し
ています。木を使い切る木材利用を考えたモデルです。

テレビボード・パーティション・机・収納にもなるアイディアが光る商品です。

SPECIFICATION
材質

岐阜県産

サイズ

写真の仕様

無垢ナラ

本体：メラミン

一枚板や無垢材の扉

異素材ミックス

シンプルなデザイン

Ｗ1800×D800×H1500（50～55 インチ対応）

ライブエッジ付きの銘木一枚板や無垢材をそのまま

木材と石材などの異素材ミックスが、他にはないこだわ

どんなインテリアにもぴったり合う、
シンプルでミニマ

扉に使い、触るたびに木肌感を感じる仕上げに。悠久

りを演出します。
石材の天板はメンテナンスフリーなの

ルなデザインです。
耐久性や機能性にも優れています。

の自然とともに生きてきた一枚板や無垢材がリビン

で、
使いやすさも抜群です。

SUSTA I N A BL E P O I N T

グに高級感を与えます。

丸太からテーブル用材を切り出した後の一枚板を活用し
ています。木を使い切る木材利用を考えたモデルです。

MODEL

C

FULL ORDER

扉は温かみのある無垢材を使用。

CHOICE

天板は石材・突板などからお選びいただけます。

天板：石材
（40種類）/ 突板 / メラミン
（32種類以上）
扉：無垢

フルオーダー事例
杢目を活かしたデザイン
カーリーメープルの縮杢を天板としています。
シンプルで素材を体感できるように仕上げました。

SPECIFICATION
材質

写真の仕様

扉：岐阜県産

無垢ナラ

本体：メラミン

SPECIFICATION
材質

天板：一枚板

サイズ

写真の仕様
メープル

W1800×D400×H350

SUSTA I N A BLE PO I N T

脚：木製
サイズ

持続可能性に配慮した素材を使用します。

W2400×D500×H440

空気環境の改善にも働きます。
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TV BOARD

TV BOARD

MODEL

23

WASHBASIN

WASHBASIN

洗面台

洗面台

ITAKURA COLLECTION の洗面台は、空間に合わせたサイズオーダーが可能です。
キッチンやカップボードなどとデザインをそろえたインテリアコーディネートができます。

MODEL

S

自然の造形パターンが魅力の一枚石を大胆にカウンターに使った洗面台。

CHOICE

毎日のメイクアップやボディケアなどの時間も楽しくなる、

天板：石材（ 40種類 ）/ ステンレス

ラグジュアリーな最高峰モデルです。

三方パネル：無垢 / 突板

MODEL

キッチン側扉：突板 / メラミン（ 32 種類以上 ）

SPECIFICATION
材質

サイズ

CHOICE

カラーで遊ぶ、インテリアコーディネートを楽しむことができるモデルです。

天板：石材（ 40種類 ）/ 無垢 / メラミン
（ 32種類以上 ）
扉：無垢 / 突板 / メラミン
（ 32種類以上 ）

写真の仕様

天板：グレード Z 特注
扉：岐阜県産

C

無垢素材をふんだんに使った、インテリアになる洗面台。

大理石スカイジェイド

無垢ヒノキ（茶色塗装）

W2300×D750×H770（天板まで）

SUSTA I N A BL E P O I N T
天然の木や石を使用しているため、メンテナンスフリーで
長く使用することが可能です。

SPECIFICATION
MODEL

M

四方どこから見ても本物素材で仕上げた、家具のような洗面台。

CHOICE

インテリアにあたたかみを纏うだけでなく、空気中に木の香りがあふれるモデルです。

天板：石材
（ 40種類 ）/ 突板 / メラミン
（ 32種類以上 ）

材質

天板：岐阜県産
扉：岐阜県産

SPECIFICATION

写真の仕様

材質

無垢ナラ
無垢ナラ、メラミン

サイズ

天板：グレート B 特注
扉：岐阜県産

ミラー：無垢ナラ

扉：無垢 / 突板 / メラミン
（ 32種類以上 ）

写真の仕様

ミラー：岐阜県産
サイズ

W1500×D550×H800

クォーツストーングレーサヴォイ

無垢ナラ、メラミン
無垢ナラ、メラミン

W900×D550×H800（天板まで）

SUSTA I N A BL E POI N T
トレーサビリティの明らかな木材を使用します。空気環境の改善やリラックスさせる効果があるので、全ての人の体や心の健康に貢献します。

SPECIFICATION
材質

写真の仕様

天板：プレミアムメラミン
扉：岐阜県産

無垢スギ

ミラー：岐阜県産
サイズ

無垢スギ

W900×D550×H800（天板まで）

SUSTA I N A BL E P O I N T
トレーサビリティの明らかな木材を使用します。
空気環境の改善や人間をリラックスさせる効果があるの
で、全ての人の体や心の健康に貢献します。
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BED

BED

クローゼット

ベット

CLOSET

ベッド

私たちは大学との研究により、無垢の木は眠りに良い影響を与えることを検証してきました。

ITAKURA COLLECTION のクローゼットは、空間に合わせサイズオーダーで作ることができます。

ITAKURA COLLECTION のベッドは、眠りの質を高めるために、マットレスで隠れてしまう部分にも無垢の木をふんだんに使っています。

MODEL

S

一枚板を大胆にも二つに割り、扉に仕上げた収納。内部も無垢で作られ、

MODEL

S

空間にインパクトを与える、職人魂が感じられる逸品です。

FULL ORDER

ライブエッジの素材感が光る一枚板をヘッドボードにしたモデル。

MODEL

C

寝室にも、唯一無二の存在感を与えます。

CHOICE

ヘッドボード：一枚板

無垢ヒノキをすのこ状に組んだ、ヘッドボードなしのシンプル
なモデル。どんなインテリアも邪魔しません。

フルオーダー事例

CHOICE
扉：一枚板

ヒノキ収納

収納部：無垢 / 突板

岐阜県産材のヒノキを支柱にし、紫の天然石をつまみとした

メラミン
（32種類以上）

コート掛けです。
偏光アクリルで囲っているため、見る角度
によって色が変わり、
目に留まるポップな存在感を発揮。

SPECIFICATION
材質

扉：一枚板ケヤキ

モダンな空間にも合う収納ができました。

写真の仕様
本体：無垢ケヤキ

サイズ

SUSTA I N A BL E P O I N T

W750×D600×H2800（１台 ）

無垢と真鍮の素材感と、カラーメラミンを組合わせた彩りが楽しいウォークインク

CHOICE

ローゼットシステムです。

棚板：無垢 / メラミン
（ 32種類以上 ）

店舗のディスプレイのように美しく洋服やアイテムを飾ります。

CLOSET

SPECIFICATION

クローゼット

材質

棚板：無垢ウォールナット、カラーメラミン
支柱：真鍮

サイズ

26

W3000×D450×H1800

ケヤキ

サイズ

材質

W1200×Ｄ2000×H250

本体：岐阜県産

写真の仕様

無垢ヒノキ

サイズ

W1030ｘD2000ｘH380

SUSTA I N A BL E POI N T

SUSTA I N A BLE PO I N T

丸太からテーブル用材を切り出した後の一枚板を活用しています。木を使い切る

トレーサビリティの明らかな木材を使用します。空気環境の改善やリラックスさ

木材利用を考えたモデルです。

せる効果があるので、全ての人の体や心の健康に貢献します。

MODEL

M

ぐっすり眠りたいあなたに。

CHOICE

森林浴をしているような空気の爽快感、森の香りを感じるモデルです。

棚板：無垢

SPECIFICATION
写真の仕様

SPECIFICATION

写真の仕様

ヘッドボード：一枚板

る効果があり、
すべての人の体や心の健康に貢献します。

オール無垢での家具なので空気環境も改善し使う人の健康に配慮します。

M

材質

木材を使用することで、
空気環境の改善やリラックスさせ

SUSTA I N A BLE P OI N T

MODEL

SPECIFICATION

材質

本体：岐阜県産

SPECIFICATION

写真の仕様
無垢ヒノキ

サイズ

材質

W1500ｘD2100ｘH770
（150）

本体：岐阜県産

写真の仕様

無垢ナラ

SUSTA I N A BL E POI N T
トレーサビリティの明らかな木材を使用します。空気環境の改善やリラックスさせる効果があるので、全ての人の体や心の健康に貢献します。
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サイズ

W1700ｘD2050ｘH800（250）

いたり工夫してあなただけの作品を仕上げてください。

国産材や、トレーサビリティの明らかな岐阜県産材を活用
し、地方創生に貢献します。

※ 塗料は含まれておりません。商品写真の色は塗装後のイメージです

3 段シェルフ

SPECIFICATION

どんな用途でも使いやすい大きさの
シェルフです。
カントリーテイストの優しい空間を演
出します。

スタンドデスク

DIY

写真の仕様

材質

無垢スギ

サイズ

W1200ｘD450ｘH1040

内容

組み立て材、ビス

無垢タモ

SPECIFICATION

木の香りにつつまれて作業ができるス

木を楽しむ

SUSTA I N A BLE PO I N T

タンディングデスクです。

写真の仕様

材質

無垢スギ

サイズ

W700ｘD400ｘH1000

内容

組み立て材、ビス

無垢タモ

木工の楽しさに触れて、もっと木の家具を好きになってほしい。
私たちは、様々な角度から木の魅力を伝えていきます。

2 段シェルフ

SPECIFICATION

ナチュラルな杢目とシンプルなフォル
ムが、可愛らしくお部屋になじみます。

木 it

写真の仕様

材質

無垢スギ

サイズ

W1200ｘD450ｘH660

内容

組み立て材、ビス

無垢タモ

「DIY に挑戦したいけど、何から始めていいかわからない」
「本格的な道具はないけど、自分で
家具を作ってみたい」
「子どもと一緒に木工をしたい」そんな思いを持つ方のために、
【木 it】

デスク

は誕生しました。
入門編として気軽に始められ、初心者でも高品質な仕上がり。1 日で完成するので、作った家

SPECIFICATION

落ち着いたデザインが漂うデスクです。

具をすぐ使うことができます。

ラウンドスツール

SPECIFICATION

材質

無垢スギ

サイズ

W990ｘD700ｘH700

内容

組み立て材、ビス

無垢タモ

写真の仕様

材質

無垢スギ

ラウンドスツール

組み立て前サイズ

MATERIAL COLOR

完成品サイズ
耐荷重量

W900×H450×T24mm

座面：直径 300mm/ 高さ：450mm

カラー例

SUSTA I N A BLE PO I N T

木 it シリーズは、お好みのペイントで仕上げる楽しさが魅力です。

100kg

セット内容
ラウンドテーブル

写真の仕様

木 it 板、ビス ( 予備付き )

組み立て前サイズ
完成品サイズ
セット内容

W900×H900×T24mm

天板：直径 450mm/ 高さ：625mm
木 it 板、ビス ( 予備付き )

ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ

ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ

ﾌﾞﾗﾝｼｭｶﾞｰ

ﾆｭｰｽﾍﾟｰﾊﾟｰ

ﾌﾞﾙｯｸﾘﾝﾌｧｸﾄﾘｰ

ｱﾎﾞｶﾄﾞﾃﾞｨｯﾌﾟ

ﾐｼｼｯﾋﾟﾘﾊﾞｰ

森林を持続可能な環境にし、守る取り組みになるよう、素
材は国産材を活用しています。
安全性の高い接着剤や塗料などを使用し、健康に配慮して
います。
家族で製作体験をすることで木育にもつながる商
品開発をしています。

ｴｯｸﾞﾀﾙﾄ
ラウンドスツール

ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰｼﾞｭ

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｼﾞｬﾑ

ﾎｯﾄﾁｮｺﾚｰﾄ

ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀ-

ｶﾝﾄﾘｰﾛｰﾄﾞ

※ 工具はセット内容に含まれておりません

ラウンドテーブル
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ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

木を楽しむ

カットされた素材を DIY で組み立てて作る家具です。ステッカーを張ったり、絵を描

DIY

木 itⅡ

木製デスクの木肌感を感じながら仕事ができることで、リラックス効果が感じられます。
デスクの形、樹種によるカラー、デスクユニットの組み合わせをカスタマイズして楽しめます。

オフィス家具

オフィス家具

Wteel

Wteel

Wteelデスク
WEBでカスタマイズ
シミュレーション公開中！

CHOICE

Wood
（木）
×Steel（鋼）
＝Wteel
（ウチール）
。
Wteel シリーズは、従来のスチール

テーブル（ 2 タイプ ×5 樹種 ）

のオフィス家具に国産無垢材の柔らかさと温かさをプラスし、まるでウチにい

デスクユニット（ 3 タイプ ×5色 ）

るような
（ウチイル＝ウチール）
リラックスして働く環境を生み出す家具です。

CHECK

SPECIFICATION

両袖デスク

片袖デスク

CUSTOMIZED DESK UNIT

デスクの仕様

材質

杉
（無地）
、
杉
（節）
、
ウォールナット、
オーク、
メルクシ

サイズ

W1200×D500×H700

塗装

ウレタン艶消し塗装

専用デスクユニット

SPECIFICATION
材質

デスクユニットの仕様

スチール
（木台輪の素材はデスクと同じ素材になります）

サイズ

台輪付き：W400×D500×H680
キャスター付き：W400×D500×H662

塗装

Wteelシェルフ

キャスター付き

木台輪

粉体塗装

スチール台輪

いつものワークスペースにさりげない木質化を。
木材とスチールを組み合わせることにより、スタイリッ

DESKTOP CABINET

シュな空間の中でも常に木の温もりを感じられます。

SPECIFICATION

卓上キャビネット

CHOICE
シェルフ形状（ 2タイプ ）
キャビネット（ 16 種類 ）

SPECIFICATION

スチール角パイプ

5 段サイズ

W900×D400×H2058

材質

スチール

サイズ

W280×D380×H325

塗装

粉体塗装

MATERIAL COLOR

シェルフの仕様

材質

卓上キャビネットの仕様

カラー一覧

Wteelシリーズのスチール部・木部は
それぞれ 5 色から選べます。

追加パーツ：W875×D400×H2058
2列連結時：W1775×D400×H2058
3 段サイズ

５段シェルフ

３段シェルフ（追加パーツ付）

W900×D400×H1248

ｸﾛ

ｸﾞﾘｰﾝ

ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｶｰｷ

ｸﾘｱ

杉：無地

杉：節

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｵｰｸ

ﾊﾟｲﾝ

追加パーツ：W875×D400×H1248
2列連結時：W1775×D400×H1248
塗装

粉体塗装

附属品

アジャスター付き

CUSTOMIZED CABINET

専用キャビネット

用途に合わせて BOX や棚板をチョイス。
自分好みのシェルフが作れます。

SPECIFICATION

木 × 鋼の会社の共同開発商品

キャビネットの仕様

材質

スチール / 木製材質：杉

サイズ

W848×D400×H380

塗装

粉体塗装 / 木製塗装：ウレタン艶消し

附属品

ビス

三島精器株式会社

Wteel シリーズは、木のものづくり工場「板蔵ファクトリー株式会社」と、鋼のものづくり
扉付きキャビネット
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オープンキャビネット

木製オープンキャビネット

工場「三島精器株式会社」が働き方改革や SDGｓへの貢献のために共同開発したオフィス
家具シリーズです。
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ORDER DOOR オーダドア

ORDER DOOR

オーダードア

玄関ドア、
室内ドアをオーダー製作してみませんか。
一枚板のライブエッジを活かしたドアや好きなデザイン・カラーでつくる木製ドアなどが人気です。

一枚板ドア
一枚板「スギ」を使用。共木を使用することで、スギの真っす
ぐな杢目を強調しています。
取手にアイアンを使用し、異素材と組み合わせることにより、
スタイリッシュな雰囲気を演出します。

CHOICE
扉：一枚板

SPECIFICATION

CUSTOM-MADE

写真の仕様

材質

一枚板スギ / 取手：アイアン

サイズ

H1950×W650-700×T40

SUSTA I N A BLE PO I N T

各種オーダーメイド

丸太からテーブル用材を切り出した後の一枚板を活用し
ています。木を使い切る木材利用を考えたモデルです。

ドア
住宅・非住宅の室内ドア・玄関ドアのオーダー製作を承り
ます。無垢・突板・メラミンなど、豊富な素材やカラーの中
からデザイン・質感を選ぶことができます。

CHOICE
扉材：無垢 / 突板 / メラミン（ 32 種類以上 ）
ハンドル：アイアン

SPECIFICATION

写真の仕様

材質

岐阜県産

サイズ

H1980×W700×T30

無垢スギ / ハンドル：アイアン

SUSTA I N A BLE PO I N T
持続可能性に配慮した素材を使用します。空気環境の改善
にも働きます。
※ 表面材・サイズは変更可能です。
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TABLE LEGS

オーダーテーブル

TABLE LEGS

ORDER TABLE

テーブル脚

天板を引き立たせるテーブル脚。

木と異素材との組み合わせデザインも可能です。

テーブル脚に木製・アイアン・アクリルなどの素材を豊富に取り揃え、
カラーオーダーもできます。

テーブル脚

無垢材をつないだ接ぎ板・突板・レジン仕上げなど、さまざまなオーダーテーブルが可能です。

天板と同じ素材で作るフルオーダー対応も可能です。

木 + 石のオーダーテーブル
一枚板を折りたたんだようなデザイン。
中央の隙間はケーブルなども収納でき、オフィス使用も可能
なデザインになっています。

SPECIFICATION

写真の仕様

材質

天板：一枚板（タブ）/ 大理石 / 脚：アクリル

サイズ

Ｌ2400ｘW1100ｘH700

アクリル脚

アイアン脚

アイアン脚

透明感にあふれ、まるで浮いているような演出が可能

耐久性があり、重厚感のあるデザインで、天板や空間

シャープさを持ち、スタイリッシュな空間を演出します。

です。

をモダンに演出します。

SUSTA I N A BL E P O I N T
反りがある木や石材の端材を活用してデザインした、未利
用資源を有効活用したモデルです。

FULL ORDER

ﾌﾞﾗｯｸ

ｸﾘｱ

ﾌﾞﾗｳﾝ

ｵﾘｰﾌﾞ

フルオーダー事例

岐阜県産材オフィステーブル
日本を代表する針葉樹、スギの真っ直ぐな杢目（柾目）がスタ
イリッシュで印象的なオフィステーブルです。スギならでは
の赤身と白太の自然な色違いがデザインになっています。

ORDER TABLE

SPECIFICATION

輪切りテーブル用に製作した木製脚です。

写真の仕様

材質

天板・脚：県産材スギ柾目

サイズ

Ｌ2800×W1100×H700

パーツの隙間から LED の光が溢れ、足元から雰囲気のある
テーブルに仕上がります。
素材・形状・カラーを選択して製

積層材

作することが可能です。

オーダーテーブル

SUSTA I N A BL E P O I N T
トレーサビリティの明らかな岐阜県産材を使用。
構造材として使用できない部分を活用しています。
木を使い切る木材利用を考えたモデルです。
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丸太輪切りテーブルのオーダー脚

ｸﾞﾚｰ

SUSTA I N A BLE PO I N T

ﾎﾜｲﾄ

面全体でテーブルの重心をうまく支えるデザインにし、
木製で製作しました。

木製脚
自社工場で製造するため様々な加工を行うことができます。
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オーダーフローリング

ORDER SOFA

ORDER SOFA

ORDER FLOORING

オーダーソファ

家族が集まる場所。

唯一無二のデザインを形にします。

その空間が特別なものになるように、素材からこだわったソファを体感してください。

オーダーソファ

木と石の無垢素材をミックスして、オリジナルの形状に仕上げています。

形状が異なる 4 種類のピースの組み合わせでレイアウトを楽
しむカスタマイズソファです。
すべて手作業で行っており、職人のこだわりを感じる仕上が
りになっています。

CHOICE
木枠：無垢
張地：ファブリック

木と石のヘリンボーン

木の六角パネル

木と石の意匠フローリング

無垢フローリングのフレンチヘリンボーンに合わせて、

裏にすべり止めを施した置くだけで安定する簡単施

木と石の異素材をミックスしたパーケットフローリ

大理石を加工したデザインフローリングです。

工のため、インテリアイメージをすぐに変えることが

ングです。

SPECIFICATION

できます。
コンクリート造の非住宅等にもお使いいただけます。

SPECIFICATION
材質

写真の仕様

SPECIFICATION

無垢フローリング（ウォールナット）

材質

岐阜県産

大理石（モカクリーム）

サイズ

600 角

写真の仕様
無垢

スギ

SPECIFICATION
材質

写真の仕様

材質

木枠：ウォールナット / 張地：布地

サイズ

W2400ｘD1700ｘH730（350）

写真の仕様

無垢フローリング（オーク、ウォールナット）
大理石（スイスホワイトファイン・エンペラ
ドールダーク）

SPECIFICATION

写真の仕様

材質

木枠：岐阜県産

サイズ

W1650ｘD850ｘH730（350）

ヒノキ / 張地：布地

SUSTA I N A BLE PO I N T
トレーサビリティの明らかな木材を使用します。空気環境
の改善やリラックスさせる効果があるので、全ての人の体
や心の健康に貢献します。

ORDER FLOORING
オーダーフローリング
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こだわりの木枠

選べる布地

インテリアに合うデザイン

無垢感あふれる木の風合いをそのままに、シンプル仕上

思い出を刻む大事な布地。
お気に入りのものを選択して

空間のイメージに合わせて、ソファの大きさ、レイアウ

げにこだわりました。

ください。

トを自由自在にデザインすることが可能です。
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SPECIFICATION

チップタイプ
木粉の目が粗く、触った時に木質感をより一層
感じることができます。
表面の凹凸が間接照明
ヒノキ無垢・チップ

ヒノキ白・チップ

材質

木の塗り壁 Mokkun

内容量

1kg

樹種

ヒノキ / スギ

施工方法

コテ塗

カラー

無垢・白

タイプ

チップ（木粉粒度約 1mm）

」
Mokkun

にも映え、温かみを感じられる空間になります。

写真の仕様

木の塗り壁「

木の塗り壁

カラー

Mokkun

MATERIAL COLOR

※白の場合は、別途「白色粉」が付属します

パウダータイプ

パウダー（木粉粒度約 100μ）

木粉の目がとても細かく、さらさらとした手

標準使用量

1 袋あたり 3 ～ 5ｍ2 施工可能
（1.5mm 厚で施工の場合）

触りとなります。コテ塗りで表情を出しやす
いので、様々なバリエーションが楽しめます。

Mokkun

ヒノキ無垢・パウダー

ヒノキ白・パウダー

施工場所

内装用（浴室以外）

木は見た目、感触、香りにおいて、他の材料にない人の感覚機能を刺激する優れた生物材料であります。特に香りは他の感覚と異
なり、人工では創り得ない天然成分であります。私の研究室では、木材精油香気成分の吸入が、ヒトや動物の生理機能および心理

森の空気には気持ちを落ち着け、
心を癒すすばらしい効果があります。

機能改善に効果がある事を明らかにし、特に香気性の高いヒノキ科木材香気成分が、抗肥満・抗ストレス・抗不安さらにはアル

森林浴を家やオフィスの中で体験できるように開発された、100％自然素材の木の塗り壁です。

ツハイマー型認知症改善への効果を示すデータを構築しています。また「木の塗り壁 Mokkun」から香る成分が、同様の効果を

原材料には端材などの国産未利用資源を有効活用しており、
自然環境にも配慮しています。

示すことを共同研究実験で確かめています。
岐阜大学応用生物科学部
応用生命科学課程

光永 徹 先生

教授

天然物利用化学研究室

木の塗り壁 Mokkun は建築内装用の塗り壁材です。ヒノキの産地、岐阜東濃地方の桧の端材などを使用し、
国産木材の持続可能な資源循環に寄与するサステナブルな製品です。

Clean Air

Mokkun 5つの機能

クリーン・エア

消臭・抗菌のために開発された植物エキスです。

POINT

塗り壁や布など、吸水性のある素材に吹きかけるだけで消臭抗菌効果が約１週間から１ヶ月持続します。マス
クや衣類の抗菌にも、また車の中、タバコのにおい、トイレ、生ごみ、汚物、ペットの糞尿などの消臭除菌にも最

01.

健康

木の香りがもたらす「リラックス効果」

02.

03.

調湿

蚊よけ

常に快適な湿度に保つ「調湿・吸放湿性能」

蚊を寄せ付けない理想の部屋「忌避性能」

吸湿・放湿性能に優れ、室内の快適な環境を保ちます。

Mokkun（ヒノキ）には蚊が寄り付かない効果がありま

木の香りは、ストレスを軽減させて心を落ち着かせま

湿度が高い時は水分を吸収し、湿度が低い時は放出す

す。素材の力だけで蚊がよってこないので快適に過ご

す。主成分が木である Mokkun は、湿気を吸うことで

る働きがあります。冬場の結露防止や湿気の多い室内

すことができます。夏の夜の蚊に悩まされず、ぐっす

「記憶障害抑制効果」

木の芳香を放つ特徴があります。その香りを嗅ぐこと

にも最適です。
Mokkun

湿度

ビニルクロス

湿度

54％

実験開始時

消臭

木の持つ消臭性能に加え、消臭効果のある自然素材を
配合し、タバコやペットの気になるニオイを吸着・脱
臭します。生活臭の元となる、アンモニアのニオイも
素早く消臭するのでトイレにも最適です。

ガス濃度（ppm）

急速消臭でクリーンな空気に「消臭性能」

05.

時間経過とニオイ軽減の関係

抗菌

公衆トイレの２倍以上

10
8

Mokkun（チップ）

10分で
半減

6

Mokkun（パウダー）
空試験

Mokkun は大変吸湿性に優れており、菌が繁殖しにくい

2

２時間でほぼゼロに

という性質があります。
そのため安心で安全な生活空間

5

10

30

60

経過時間
（分）
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布・室内空間用
ヒノキ、スギ、ヒバ、モミ、モウソウチク抽出物

抽出方法

亜臨界抽出

内容量

100ｍL

使用回数

約 660 回

120

300

600

フィトンエキス

Mokkunパーティション

Clean Air と同じく葉から抽出した 100％

Mokkun をパネルに塗った木質パーティ

植物由来の抗菌消臭エキスです。こちらは

ションです。パネルの枚数や形によってさ

水で希釈して加湿器に入れたり、手指の消

まざまなレイアウトに対応できます。サイ

毒用にスプレー液としてもお使いいただく

ズはパネルをお好みで組み合わせて、変更

ことができます。

することができます。
※写真は、
パーティションに無垢一枚板のテー

Mokkun の健康空間「抗菌性能」

4

0

用途
成分

92％

２０分後

12

写真の仕様

湿度

67％

湿度

54％

04.

SPECIFICATION

りと眠ることができます。

で記憶障害が改善することも最近の研究で明らかに
なっています。

適です。インフルエンザウィルスを不活化させることも実証されています。

ブル天板を組み合わせた仕様となっています。

SPECIFICATION

SPECIFICATION

写真の仕様

を作る事にも有効です。
実証実験により、黄色ブドウ球菌

成分

ヒノキ、スギ、ヒバ、モミ、モウソウチク抽出物

が 24 時間後にほぼ死滅するというデータが出ています。

内容量

100ｍL

希釈目安

抽出方法

亜臨界抽出

除菌：10～30 倍 消臭：30～50 倍 加湿器：300 倍
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写真の仕様

材質

無垢ヒノキ、木の塗り壁Mokkun

サイズ

W460×H1500×T35（パネル 1 枚 ）

CUSTOM MADE

CUSTOM MADE

06. 祭桶

フルオーダー事例

葬儀場で使用する棺のカバーを製作し
ました。メラミン化粧版仕上げ。

フルオーダー事例

表情が異なる木材を使用した板蔵ファクトリーオリジナル商品です。
木と楽しんで暮らすように、毎日が楽しく、特別な気分になれるものを集めました。

07. 和室キット 畳
01. ケヤキの洗面台
ケヤキを使った洗面台です。
目出ししたマットな濃いグレーの塗装で純和風のイ

畳アーティストとのコラボによる、デ

08. 壁ディスプレイシステム

ザインアート畳です。ヒノキの部分に

トチを使って壁の収納システムを作りました。

お茶を置いて複数名が寛げる仕様に

板を分割してその間に専用レールを設置してあります。

なっています。

メージがあるケヤキが大変身しました。

02. 本棚

09. ナラ洗面台

10. オリジナル畳

表情の美しいナラ柾目材で作ったカウンター付洗面台です。ドライヤーなどのコードが極力見

畳アーティストとのコラボレーションが実現しました。
畳がぴった

えないように収納できるところ等、木の美しさだけでなく機能性にもこだわりました。

りと入るようにスギで作った枠を畳の色に合わせて塗装しました。

本の読み聞かせ教室の空間間仕切り兼ディスプレイ
本棚です。
本棚そのものがインテリアになる仕様です。

11. 無垢材キッチン
洗練されたデザインの天然木家具・住宅ブランド
「CHARDONNAY」（シャルドネ）様のオリジナル
キッチンです。天然木・突板・モザイクタイル・ペ
イント塗装など多彩な素材感の組合せが他にはな
いキッチンに仕上がりました。

12. クローゼット
03. アートパネル

04. 玄関

05. 企業エントランス

オークとウォールナット無垢材で作ったウォーク

個性的な杢目と色鮮やかな石の模様を合体させ

天然木の自然な模様が美しい玄関ドア。

オフィスエントランスの造作家具です。

でインテリアの一部になります。

たアートパネルです。

素材の美しさだけでなく、機能性も高い

名栗加工されたパイン材を使用して木の素材を立体的に見せています。

絵画のようにご鑑賞ください。

木製ドアを製作しました。

40

インクローゼット。隠す収納ではなく、魅せる収納

41

一枚板事例

一枚板において 150 樹種・6000 枚以上もの業界最大級の在庫数を保有しております。
木の特徴を知り尽くした匠たちが、木と暮らすアイディアを提案します。

02. ダイニングルーム
ダイニングテーブルはタモの藍染。クローゼットはスギの藍染です。
同じ藍染でも、樹種や杢目によって塗装の雰囲気が変わってきます。伝統工芸「藍染」で上品な空間づくりができます。

使用樹種：ゼブラ・アサメラ（ウレタン塗装）

使用樹種：モンキーポッド（ウレタン塗装）

03. 会議室 テーブル

04. 串揚げ専門店 カウンター

5ｍ以上ある大きなモンキーポッドから２枚の天板を製作。

メインカウンターはアサメラ、サブカウンターはゼブラウッドの 2 つのカウンター。

一枚の板からとったので統一感があります。塗装はウレタン７分

この組合せがなんともいえない良い味を出してます。

ツヤで、しっかり光沢を出しつつピカピカしすぎない仕上がりに。

使用樹種：ケヤキ（ウレタン塗装）

使用樹種：トチ（ウレタン塗装）
使用樹種：ケヤキ（ピアノ塗装）

01. 天ぷら専門店 カウンター

05. 居酒屋 看板・カウンター・テーブル

大阪の「ぼん次」様の L 字カウンターです。

店舗のテーブル・カウンター・看板に全てケヤキの一枚板を使いました。空間の統一感もあり、

職人の技術で二枚の板の耳を綺麗に合うように仕上げました。

看板の魚の形をしているケヤキも、目を引きます。

杢目のきれいなケヤキに、ダークグリーンのグラデーションを付

主役のお料理を引き立てる素晴らしいカウンターとなりました。
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06. ダイニングテーブル（ピアノ塗装）
け、その上にピアノ塗装をしてあります。
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LIVE EDGED WOOD CASE 一枚板事例

LIVE EDGED WOOD CASE

使用樹種：タモ（藍染仕上げ）

一枚板事例

08. 鉄板焼屋（シンガポール） カウンター
シンガポールの店舗にスギの L 字カウンターとテーブルを納品。
使用樹種：スギ（エクストラハード塗装）

シンガポールの気候に合わせて、ウレタン塗装の５倍の強度を持
つエクストラハード塗装を施しました。

使用樹種：ケヤキ
（ウレタン塗装）

使用樹種：ブビンガ（ウレタン塗装）

使用樹種：トチ（ウレタン塗装）

09. 料理店（台湾） 扉

10. 創作料理店 テーブル

11. 学会 オブジェ

台湾の料理店に一枚板を使用したドアを納品。

ブビンガの高級感ある赤色と杢目がとっても美しいです。

サイズもしっかりあり、全面杢の良いトチを東京にあ

ケヤキの杢目と形、見かけたら思わず入りたくなるよ

ステーキやしゃぶしゃぶに使われるテーブルと、玄関の

る日本書道教育学会様に置き物として納品しました。

うななんとも迫力あるドアです。

式台に使いました。

使用樹種：ブビンガ（ウレタン塗装）
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07. コンサートホール ピアノ台

12. カーショップ カウンター

ブビンガの 4ｍ×1ｍを 2 枚引きステージとして使った珍しい施工例です。

2 枚のカーブしたトチを重ねてかっこよく魅せた

岐阜にある「半兵衛ガーデン」様の個人コンサートホールです。ブビンガの持つ重量

テーブル。本来の木質感が楽しめる絹肌塗装で仕上

感で、圧倒的な迫力のステージとなりました。

げました。

使用樹種：トチ（ウレタン塗装）
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LIVE EDGED WOOD CASE 一枚板事例

LIVE EDGED WOOD CASE

COMPANY

会社情報

会社情報

COMPANY

板蔵ファクトリーは無垢素材や天然素材のものづくりを進めてきた家具工場です。
材木屋を親会社に持ち、木材流通や建築事情に詳しい工場として国産・県産の木材を
使用するなど、日本の森の改善のためにできる素材選びやＳＤＧｓの観点に適うもの
づくりを進めています。

ご注文の流れ

ORDER FLOW

01

02

03

04

05

06

お問い合わせ

プランニング

お見積り

オーダーご依頼

製造

納品

WEBフォーム、お電話等で

ご希望を伺い、素材を選

お 見 積 り を 提示します。

納期、仕様をご確認の上

熟練の職人が手仕事であ

納品、取付工事を行いま

ご要望をお伝えください

定し企画します。

予 算 内 に お さまるよう

発注ください。

なただけの逸品を仕上げ

す。丁寧にお届けします。

（手書きの図面でも可）
。

な提案をします。

ます。

関連会社

AFFILIATED COMPANY

会

社

名

板蔵ファクトリー株式会社

所

在

地

〒501-0224 岐阜県瑞穂市稲里88-1

電 話 番 号

058-322-2511

FAX 番号

058-322-2512

M

itakura_factory@ymg-s.co.jp

a

i

l

代表取締役

吉田 香央里

事 業 内 容

オーダー家具製造
キッチン・什器・フローリング・木製ドア製造
一枚板加工販売

関連会社

設計・取付工事
全国納品可能、輸出入実績あり

江間忠ウッドベース株式会社

原木・木材・建築資材・流通

木材プレカット

U

R

L

営 業 時 間

https://itakura-factory.com/
9：00 ～ 17：00

子会社

ジブンハウスマテリアル株式会社

板蔵ファクトリー株式会社

旭商事株式会社

木材・建築資材・全国物流

家具製作・設計施工

無垢フローリング・製造卸

ショールームの見学は事前予約制となっておりますので、
まずはお電話・予約フォームにてお気軽にご連絡ください。

※営業日については HP上の営業カレンダーをご確認ください。
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CHECK

ショールームの予約はこちらから
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〒501-0224

岐阜県瑞穂市稲里 88-1

T E L：058-322-2511

FAX：058-322-2512

板蔵ファクトリー

URL:https://itakura-factory.com/

検索
WEB サイト

