
森のおくりもの

森林は「緑のダム」とも言われ、雨水を蓄積しゆっ
くりと川に流す機能があります。
森が荒れてしまうとこの効果が薄れ洪水や土砂崩れ
などの原因になります。
秩父産木材を使って森を守り、育ててみませんか？

（公共施設・オフィス用家具備品／生活用品カタログ）

掲載内容は2021年12月1日時点のものです。最新情報は秩父地域地場産業振興センターへお問い合わせください。

掲載商品のお問い合わせ先
森のおくりものHP https://chichibu-mokuzai.jp/
一般財団法人秩父地域地場産業振興センター
住所：〒368-0046 埼玉県秩父市宮側町1番7号
電話番号：0494-25-0088
FAX番号：0494-22-3384
E-Mail：chichibu@jiba.or.jp

https://chichibu-mokuzai.jp/
mailto:chichibu@jiba.or.jp


家具
公共施設からご家庭での使用まで
木の温もりを感じられる家具類

特注家具
学校の理科室や昇降口の下駄箱などに木材を活用
しました。
ご希望に沿った商品を製作致します。
サイズ／使用材／価格：別途相談
(株)寺尾工げい

木が香る車いす対応展示ケース
車椅子を利用されている方がより近くで展
示作品をご覧いただける展示ケース。
鍵を取り付けない代わりに正面のガラス枠
を上下の溝にしっかりとはめ込むことで展
示品を守ります。
サイズ：別途相談
使用材：ヒノキ
価格：650,000円～
(有)荒木社寺設計
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国産柩
秩父産サワラ材等を使用した100％日本製の国産柩。
燃焼実験により燃焼速度・燃え残りの検証を行いました。
価格：別途相談 金子製材(株)

サワラは柔らかく建築には適さない材
と考えられていました。
新たな用途として、ウッドエンド（最
期に旅立つ棺も日本の木で）に取り組
んでいます。

藍染木のテーブル
木を藍で染める独自の技法。
木の町であると同時に繊維の街でもある秩父の特
色を兼ねそろえたテーブルです。
サイズ／使用材／価格：別途相談 工房関野木材

応接テーブル
自然の風合いを活かしました。
サイズ／使用材：別途相談
価格：91,000円～ 坂本銘木店

一点もののため画像は
参考程度とご理解くだ
さい。

KENYO折りたたみテーブル・椅子
サイズ：(テーブル) W1000×D620×H740mm

折りたたみ時 W1000×D200×H940mm
(椅子) W400×D520×H700mm
折りたたみ時 W480×D130×H850mm

使用材：杉
価格：テーブル39,000円／椅子19,500円

KENYO折りたたみベンチ
折りたたみ収納出来るため車での移動やアウトドア
やイベントなどに最適です。
椅子・ベンチは長時間座っても苦にならないよう背
もたれに適切な角度をつけました。
サイズ：W900×D520×H700mm
折りたたみ時 W970×D130×H850mm
使用材：杉 価格：26,000円 ヨロズ国産木材

アドベンチ
金属に木材を通して簡単に組み立て出来るベンチです。
災害時にも活用いただけます。座板木材は規格製品の角材なの
で安価で交換が可能です。
サイズ：2mと3ｍあり
使用材：ヒノキ
価格：2m127,400円／3m136,500円 (株)ウッディーコイケ
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一枚板ベンチ
重厚感のある一枚板を使用しました。
サイズ：W800～1800×D250～300×H400mm
使用材：ケヤキ・杉・ヒノキ 別途相談
価格：15,600円～
新井木工所

インテリア置台
花瓶敷きや置物の台など用途は様々です。
自然の木目が楽しめます。
サイズ／使用材：別途相談
価格：2,600円～ 坂本銘木店
１点もののため画像は参考程度とご理解ください。

台車のデッキー
ネジと車輪以外ほぼ国産杉で製作した
折りたたみ式の台車。
サイズ：W750×D450×H830mm
収納時：W800×D450×H110mm
使用材：杉
価格：9,100円 えとき工舎

台車カバー
既存の台車の荷物部分にはめてご
使用ください。
サイズ：既存の台車に合わせて製
作します。
使用材：ヒノキ
価格：6,500円
えとき工舎

冷やし箱
耐水性に優れたサワラを使用した天然
クーラーボックス。
北欧建築の技術を活かし断熱材の代わ
りに木くずを板で挟みました。
氷を入れてご使用ください。
サイズ：W600×D345×H400mm
使用材：サワラ
価格：39,000円 ヨロズ国産木材

アンティーク調折りたたみ式テーブル
秩父産の杉材を利用しています。軽くて持ち運びに便利
です。
流行りの女子キャンプ・ソロキャンプにも最適です。
サイズ：W600×D400×H270mm、厚み15mm

脚を折りたたんだ状態の高さ70mm
使用材：杉
価格：12,870円
新井木工所

３

荒川流木の椅子・MiMi
脚と耳MiMiを荒川の流木で創りました。座ってよし。目にも楽し。
サイズ：W480×D540×H900（400）mm
使用材：座面ケヤキ材、背もたれヒバ材どちらもカンナ目を施しまし
た。オスモオイル仕上げ
価格：77,000円 木工房ナガリ家



看板・案内板・説明版等の板
文字はレーザー彫刻やカッティングシートを使用しま
す。
サイズ：別途相談 使用材：ケヤキ・杉・ヒノキ
価格：2,600円～ 新井木工所

乗り物の吊り輪
秩父の自然をモチーフにバスや電車の吊り輪を製作しま
した。
デザインは葉っぱ、きのこ、鳥、円の4種類です。
つり革は付属しませんのでご注意ください。
サイズ：(葉っぱ) W160×D120×H12mm

(きのこ) W100×D160×H12mm
(鳥) W150×D120×H12mm
(円) W直径120mm

使用材：ケヤキ
価格：各1,300円 えとき工舎

時計colore～YAWARAGI
サイズ：W250×D44×H250mm
使用材：ヒノキ、アルミ
価格：19,800円(4ﾎｰﾙ）21,780円(12ﾎｰﾙ）

NKサービス(株)

時計colore～URARAKA
サイズ：W250×D30×H250mm
使用材：ヒノキ、アルミ
価格：18,700円 NKサービス(株)

秩父産の心安らぐヒノキの香りと気品ある質感に癒しを与える色を施した立体感のあるインテリア時計

お木ラック
簡単お手軽！折りたたみ持ち運べるチラシラック。
A4サイズのチラシを6種類展示可能です。
斜めにしている面を倒すと5段ラックとして雑貨等を置
くことが出来ます。
サイズ：W590×D340×H1480mm
使用材：杉
価格：19,500円 えとき工舎

花籠
花を生けると落ち着いた雰囲気を醸し出します。
使用材：くるみ樹皮
価格：2000円～
ちちぶ吉田くるみの会

インテリア雑貨
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4ホール

12ホール

時計colore～KOMOREBI
サイズ：W250×D44×H250mm
使用材：ヒノキ、アルミ
価格：19,800円(4ﾎｰﾙ）21,780円(12ﾎｰﾙ）

NKサービス(株)



裏紙メモパッド
裏紙などお好きな用紙をパンチ
ングしてつづれます。
A5サイズ：W130×D175厚さ12mm
A6サイズ：W180×D225厚さ12mm
使用材：杉 他
価格：A5･1,320円／A6･1,040円
えとき工舎

オフィス文具・備品
オフィスを始め、日常使い出来る商品
です。まずは身近なものをひとつ、木
製品に変えてみませんか？

メモバインダー
押さえと本体に磁石がついているので用
紙を傷つけずに挟むことが出来ます。
サイズ：W180×D130厚さ20mm
使用材：栗 ホオノキ
価格：1,300円 (公社)埼玉県農林公社

ウッドプレート
マウスパッドや鍋敷きなど使い道は様々。
サイズ：W170×D170厚さ18mm
使用材：ヒノキ、ホオノキ
価格：1,300円
(公社)埼玉県農林公社

タブレットスタンド
木製のタブレットスタンドは軽く持
ち運びも便利です。
サイズ：W150×D110×H22mm
使用材：杉、ヒノキ
価格：2,150円
(株)寺尾工げい

スマホスタンド
オフィスに自然の温もりを。
手軽に持ち歩いていただけるスマホ
スタンドです。
サイズ：W33×D90×H22mm
使用材：杉、ヒノキ
価格：1,450円 (株)寺尾工げい

しずくちゃんカードスタンド
売上げの一部を秩父の山のトラスト
運動に寄付しています。
使用材：ヒノキ、ケヤキ
価格：2,600円 木工房ナガリ家

ホオノキの辺材の
心材はくすんだ緑
色をしています。

天然木ハンコ入れ＆ペン入れ
飽きのこない自然の形を活かして製
作しています。インテリアとしても
楽しんでいただけます。
サイズ：W40×D45×H70mm
使用材：ヒノキ
＊１点物の手作り品の為画像･サイ
ズ･使用材は参考程度とお考えくださ
い。
価格：1,100円 坂本銘木店

ティッシュケース
表面に丸目をつけ、口からティッ
シュを引っ張り出します。
可愛い表情のティッシュケースです。
ティッシュは底板に設置します。
サイズ：W280×D140×H90mm
使用材：杉
価格：2,210円
(公社)埼玉県農林公社
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写真立てつき時計
サイズ：W260×D40×H170mm
使用材：ヒノキ 価格：3,250円

記念品に最適！名入れ可能商品

写真立て
サイズ：W170×D10×H130mm
使用材：ヒノキ 価格：1,040円

ティッシュケース
サイズ：W260×D40×H170mm
使用材：ヒノキ
価格：1,950円

ペンケース
サイズ:W120×D65×H35mm
使用材:ヒノキ
価格：1,950円

募金箱･ご意見箱
サイズ：W260×D40×H170mm
使用材：ヒノキ
価格：7,800円

木製印鑑入れ
サイズ：W135×D80×H35mm
使用材：ヒノキ 価格：1,950円
（福)幸仁会川本園

木製室名札（吊り下げタイプ）
片面・両面どちらも印刷可能です。
チェーンフックは付属しておりません
ので別途ご用意ください。
サイズ：W500×D15×H170mm
使用材：ヒノキ
価格：(片面)5,200円／(両面)6,500円

木製卓上席札
レーザー焼付で印字も可能です。
サイズ：W210×D38×H75mm
使用材：ヒノキ
価格：3,250円～
（福)幸仁会川本園

レーザー焼付で印字します。

木製名札(大)・(小)
レーザー焼付で印字も可能です。
サイズ:(大)80×35×５mm

(小)55×30×5mm
使用材：ヒノキ
価格：(大)910円／(小)520円
（福)幸仁会川本園

木製名札用板
名刺を貼ってお使いいただけます。
イベントや講習会等にもご活用ください。
サイズ：W110×D75 厚さ6mm
使用材：ケヤキ・杉・ヒノキ
価格：260円～ 新井木工所

WoodMag(スティック型）
板に取り付けた磁石で席札等を挟むこ
とが出来ます。
会議などの席札立て等に便利です。
サイズ：W200×D20×H20mm
使用材：ヒノキ
価格：1,040円
(公社)埼玉県農林公社

WoodMag(キャラメル型）
鉄製品に使用し軽いメモを止めること
が出来ます。
サイズ：W35×D35×H12mm
使用材：ヒノキ
価格：780円 (公社)埼玉県農林公社

１つから
注文出来
ますので
お気軽に
ご相談く
ださい

６



藍染木の盃
木の街であると同時に繊維の街でもある秩父。二つの特色
を併せ持った一品です。 価格：2,340円～ 工房関野木材

食器
かつては養蚕の盛んな繊維の街。
現在は日本酒・ウイスキー・ワイン・ビール・焼酎、５種類のお酒を
醸造蒸留している酒どころ。
そして埼玉県にある森林のうち約６割が秩父の森林という秩父地域の
特色を活かした商品です。

秩父酒器
秩父地域でワインを醸造している兎田ワイナリー監修
のもと製作しました。
使用材：杉・ヒノキ
グラス単体（金・銀・合金各種）
サイズ：グラス直径70mm高さ80mm

台座直径80mm高さ25mm
木箱W215×D150×H90mm

価格：金･合金6,370円／銀5,700円
グラス３個セット（金・銀・合金）
サイズ：グラス直径60mm高さ70mm

台座W190×D70×H25mm
木箱W280×D205×H90mm

価格：14,170円
グラス5個セット（銀箔3種・金箔2種）
サイズ：グラス直径60mm高さ70mm

台座W315×D70×H25mm
木箱W390×D280×H90mm

価格：21,970円 (株)秩父ファーマーズファクトリー

ワインボトルラック
持ち手のあるデザインのワインボトルラックは紙袋代わ
りにワインを入れて持ち帰ることが出来ます。
側面の凹凸を合わせてボトルラックをお好みの形に組み
合わせてご使用いただけます。
サイズ：W113×D113×H340mm 使用材：ヒノキ
価格：10,000円
(株)秩父ファーマーズファクトリー

藍染木の皿
ウッドデザイン賞2015受賞『藍する楓』
価格：2,300円～13,000円位 工房関野木材

プレート
食べ物を掬いやすいよう
角は深く彫り下げています。
サイズ：W320×D180mm

厚み35mm
使用材：杉
価格：6,500円
新井木工所
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メスティン用プレート
キャンプ等で使われる万能
調理器具メスティン１合用
のプレート。まな板やお皿
として。
サイズ：W145×D75mm

厚み10mm
使用材：秩父産材
価格：1,150円
新井木工所



木製プレート
自然の形を利用した一枚板のプレート。
サイズ：W250～300×D200mm厚さ10mm
使用材：トチ 価格：2,860円 新井木工所

しずくちゃんコースター
売上の一部を秩父の山のトラスト運動にカンパしてい
ます。
サイズ：W110×D80mm 使用材：ヒノキ、ケヤキ
価格：1,950円 木工房ナガリ家

スプーン
スプーンの先端は口に食べ物を運
びやすい形になっています。高齢
者へのプレゼントにもお勧めです。
サイズ：長さ185mm、

お皿の部分35×50mm
使用材：トチ
価格：2,000円
ツグミ工芸舎

コースター
オイル塗装により仕上げています。
サイズ：W90×D90mm厚さ9mm
使用材：ヒノキ 価格：1,150円 (株)寺尾工げい

サワラのまな板
木目の綺麗なサワラを使用したまな板です。
サワラは耐水性に優れています。
サイズ：W350×D250mm厚さ30mm
使用材：サワラ
価格：5,200円 ヨロズ国産木材

桧無垢まな板
／桧無垢ミニまな板
秩父産ヒノキの一枚板から制作
しました。黒くなりにくく持ち
の良いまな板です。
サイズ：様々、別途相談
使用材：ヒノキ
価格：(桧無垢)3,250円

(ミニ)1,300円～
(有)小林製材所

カッティングボード
まな板よりも小ぶりで軽いのでア
ウトドアや行事でのご使用に最適
です。
サイズ：様々、別途相談
使用材：広葉樹中心
価格：別途相談 新井木工所

カッティングボード
器としてもお使いいただけます。
サイズ：様々、応相談
使用材：トチ・クルミ・ホオノキ・楓・
桜など
価格：1,950円～3,900円 工房関野木材

深海魚鍋敷き・カッティングボード
杉材の木目・節目を活かしたコミカルな深海魚
サイズ：W330×D180mm厚さ20mm
使用材：杉
価格：3,250円 木工房ナガリ家
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蓋つきガラス鉢
キッチンやリビングで活躍するこ
と請け合いです。
サイズ：直径10cm、高さ10cm
使用材：ケヤキ、キハダ、イチイ
価格：4,950円 木工房ナガリ家



飛沫感染防止用パーテーション
組立は簡単なので常設の他、イベントなどでもご活用ください。
サイズ：別途相談
使用材：ヒノキ
価格：別途相談 (株)寺尾工げい

新型コロナウイルス感染症対策グッズ
杉やヒノキには抗菌・消臭作用があるとされています。

マスクケース
ヒノキの良い香りが漂います。
サイズ：W180×D80mm

厚さ5mm
使用材：ヒノキ
価格：1,150円
えとき工舎

マスクケース（不織布マスクタイプ）
サイズ：W150×D80mm
使用材：杉 価格：3,250円 (株)寺尾工げい

マスクケース（立体マスクタイプ）
サイズ：W150×D80mm
使用材：杉 価格：3,900円 (株)寺尾工げい

杉と革を組み合わせたマスクケース。天然木の持つ調湿機能はウ
イルスを抑制する効果があり、また、杉の持つ香り成分には抗菌
機能とリラックス作用があります。

桧マスクケース（立体マスクタイプ）
サイズ：W160×D125mm厚さ15mm
使用材：ヒノキ 価格：3,080円 NKサービス(株)

ポテくまくん ふっかちゃん 渋沢栄一

桧マスクケース（不織布マスクタイプ）
サイズ：W205×D80mm厚さ15mm使用材：ヒノキ
価格：3,080円 NKサービス(株)

ヒノキの持つ天然成分でマスクをしっかり消臭、抗菌、有害物質の除去を行います。

吊り輪のつり輪
バスや電車の吊り輪にかけて
お使いください。
サイズ：W80×D110mm

厚さ12mm
使用材：ケンポナシ
価格：1,150円
えとき工舎

ポチ木
エレベーター等のボタンを押す
非接触型のキーホルダー
(上)W40×D30厚さ12mm
使用材：ヒノキ
(下)W100×D40厚さ12mm
使用材：ケンポナシ
価格：(上)1,150円(下)650円
えとき工舎
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ペンダント
サイズ：別途相談
使用材：クルミ樹皮・銘仙 価格：1,700円～ ちちぶ吉田くるみの会

アクセサリー

イヤリング・ピアス
サイズ：別途相談
使用材：クルミ樹皮・銘仙
価格：1,500円～

ブローチ
サイズ：別途相談
使用材：クルミ樹皮・銘仙
価格：1,300円～

バレッタ
サイズ：別途相談
使用材：クルミ樹皮
価格：1,760円～

ピンバッジ
サイズ：別途相談
使用材：クルミ樹皮
価格：1,690円～

しずくちゃんペンダント・ブローチ
売上の一部を秩父の山のトラスト運動にカンパし
ています。
サイズ：W45×D60mm
使用材：ヒノキ、ケヤキ、カエデ等
価格：3,250円 木工房ナガリ家アクセサリーキット

木製アクセサリーを自分で作るキットです。

薔薇のブローチのキット
彫刻刀彫りで削り、後ろにピンをつけるブローチの
キットです。
お好みのオイルを塗り仕上げてください。
＊彫刻刀の扱いには充分にお気をつけください。
サイズ：W70×D60mm厚さ6mm
使用材：杉・神代杉・黒柿
価格：650円 工房関野木材

イヤリング・ピアスのキット
紙やすりで角を削り、金具を取り付けるキットです。
お好みで塗料・オイルを塗り仕上げてください。
サイズ：W8×D50mm厚さ5mm
使用材：黒柿・トチ
価格：1,040円
工房関野木材
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お金トレイ
金銭の受け渡しに使用するトレイは藍染木、手彫り、お札の取りやすいデザインなど種類豊富です。
サイズ／使用材：別途相談 価格：3,250円～ 工房関野木材

その他

秩父の木のうちわ
秩父産ヒノキのうちわに秩父銘仙に使用される型で色をつけました。
サイズ：W210×D200厚さ2mm
使用材：ヒノキ
価格：(銘仙柄)1,300円

(銘仙)2,340円 彩機織

桧板・杉板・天然乾燥材
テーブルやベンチなどに加工してお
使いいただけます。
サイズ：別途相談
使用材：杉・ヒノキ
価格：3,900円～
(有)小林製材所

薪
薪ストーブ、ピザ窯、
バーベキューの焚き付け
に最適な小割の杉、ヒノキ
の薪です。
価格：(薪)330円～

(ミニ)520円～
(有)小林製材所

少量必要なら
ミニサイズが
おすすめ

蠅叩き
使用材：シェロ
価格：650円 やまびこ企画

湯掻き棒
使用材：矢竹・ヒノキ
価格：780円 やまびこ企画
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