～三重県産のスギやヒノキを使用した製品をご紹介します～

平成２７年９月
三重県農林水産部
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会議用テーブル
県産ヒノキの会議用テーブルです。８人～１０人用です。板脚で天板
の反り止めをしています。素朴ですが手ざわりが柔らかく温かです。
オーダーメイドですので、サイズは可能な限り変更できます。三重県
の材で三重県の職人の手によるテーブルで会議を進めていただき
たいです。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：900ミリ×2500ミリ×700ミリ
処理：オイル仕上げ

納期・価格等
納期：１か月
定価：270,000円

問い合わせ
〒510-1327 三重郡菰野町根の平79 ウッドベリー
電話：059-396-5975 FAX：059-396-5975
HP：http://woodbury.jp/

sugiスツール
座面に回転盤のついた杉のスツールです。杉材のもつ柔らかい風
あいを生かした丸みのあるデザインにしてあります。

商品仕様
樹種：スギ
寸法：高さ435ミリ×幅300ミリ×奥行300ミリ
処理：オイルフィニッシュ

納期・価格等
納期：3週間（個数が多い場合は応相談）
定価：20,000円／個

問い合わせ
〒510-0814 四日市市清水町3-30 木工房ネイバーウッド
電話：059-332-5200 FAX：059-332-5200
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テーブル・イス
杉・桧のテーブルなど

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
寸法：オーダー
処理：無塗装・ウレタン塗装

納期・価格等
※受注生産品につき納期・価格はお問い合わせ下さい。

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp

家具・什器

１

杉・桧を使ったソファー・テーブル・イス・什器など

２

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
寸法：オーダー
処理：無塗装、ウレタン塗装など

納期・価格等
1： ソファー 140,000円～ テーブル 75,000円～
2： テーブル 80,000円～ イス 38,000円～
3： 什器
※送料別途です。
※受注生産品につき納期はお問い合わせ下さい。

３

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp
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三重県産桧 テーブル・イス
ヒノキの板目がきれいに現れたテーブル（TH-T1509-Y）。脚は付け
根から下にかけてテーパーになっており、安定感がありながら、すっ
きりとした印象になっています。表面を向いている脚の角のみを丸く
落とし、優しい仕上げになっています。
イス（T+S H-C02）は、食事をしたり、くつろいだり、長く時間を過ご
すのに最適な形。背板の高さをやや低めに設計しているため、狭小
空間でも圧迫感を感じさせないのが特徴です。

写真、商品説明等

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ （イス座面‐ダイメトロール）
寸法：テーブル（TH-T1509-Y）…W1500*D900*H700
※W1800も製作可
イス（T+S H-C02A）アームレス…W460*D545*H730（SH420）
イス（T+S H-C02B）アーム…W510*D550*H730（SH420）
処理：ウレタンクリア塗装仕上げ

写真、商品説明等

納期・価格等
納期：テーブル50台の場合3ヶ月、椅子200脚の場合3ヶ月
定価：テーブル（TH-T1509-Y）・・・125,000円（税別）
イス（T+S H-C02A）アームレス・・・39,800円（税別）
イス（T+S H-C02B）アーム・・・48,000円（税別）

写真、商品説明等

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp

三重県産桧 テーブル・イス
幅広のT字の脚が目を惹くテーブル（TH-T1509-T）。着座の際に足
元がすっきりしているのが特徴です。天板にはヒノキの板目がきれ
いに現れています。 ※スチール脚での製作可
ベンチTH-B150Tはシンプルな形ながら、脚と脚の間に通した板に
より、堅牢なつくりとなっています。小さな子供と一緒に座るのにも
おすすめ。

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：テーブル（TH-T1509-T）・・・W1500*D900*H700
※W1800も製作可
イス（TH-C01）・・・W450*D520*H775（SH450）
ベンチ（TH-B150T）・・・W1500*D400*H420
処理：ウレタンクリア塗装仕上げ

納期・価格等
納期：テーブル50台の場合3ヶ月、椅子200脚の場合3ヶ月、
ベンチ100台の場合3ヶ月
定価：テーブル（TH-T1509-T）・・・135,000円（税別）
イス（TH-C01）・・・38,000円（税別）
ベンチ（TH-B150T）・・・48,000円（税別）

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp
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写真、商品説明等

三重県産杉 屋外用テーブル・イス
テラス等に設置する屋外用テーブル・イス。
木材には防腐剤加圧注入処理をして木材保護塗料で仕上げていま
す。雨水が溜まることを考慮して、テーブル天板とイス座板はスノコ
状としており全体的にスマートなデザインになっています。

商品仕様
樹種：三重県産スギ
寸法：テーブル・・・W1000*D1000*H700
イス・・・W480*D500*H800（SH430）

写真、商品説明等

処理：防腐剤加圧注入+木材保護塗料

納期・価格等
納期：テーブル50台の場合3ヶ月半、椅子200脚の場合3ヶ月半
定価：テーブル・・・120,000円（税別）
イス・・・39,800円（税別）

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp

三重県産桧 屋外用テーブル・ベンチ
ヒノキの色・木目を生かした屋外用テーブル・ベンチ。
木材には防腐剤加圧注入処理をして木材保護塗料で仕上げていま
す。重厚に見えるように板厚を45㎜としながらも、雨水が溜まること
を考慮して、テーブル天板とベンチ座板はスノコ状としています。

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：テーブル・・・W1800*D765*H700
ベンチ・・・W1800*D360*H380

写真、商品説明等

処理：防腐剤加圧注入+木材保護塗料

納期・価格等
納期：テーブル50台の場合3ヶ月半、ベンチ100台の場合3ヶ月半
定価：テーブル・・・145,000円（税別）
ベンチ・・・55,000円（税別）

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp
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三重県産桧 スツール（タイプⅠ、Ⅱ）
ヒノキの木目がきれいに現れたスツール。
着座の際に脚が邪魔にならないタイプⅠと、積み重ねができる4本
脚のタイプⅡがございます。

タイプⅠ

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：スツール（タイプⅠ）・・・W350*D350*H430
スツール（タイプⅡ）・・・W410*D410*H430
処理：自然塗料仕上げ

タイプⅡ

納期・価格等
納期：スツール（タイプⅠ、Ⅱ） 200台の場合3ヶ月
定価：スツール（タイプⅠ）・・・9,800円（税別）
スツール（タイプⅡ）・・・9,800円（税別）

写真、商品説明等

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp

肘掛付き回転椅子
木材の節や年輪を見せ、丸みを使うことにこだわって製造していま
す。安定感のある丸みをおびた脚の角度、背中にフィットするよう丸
みを持たせた背もたれ、お尻にフィットするように丸みをつけた座
面、長く座っていただいても疲れにくく、自然な肌触りの回転椅子で
す。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：510（W）×500（D）×950（H）×450（S）
処理：樹脂仕上げ

納期・価格等
納期：４脚までの場合２週間
定価：１脚 43,000円

問い合わせ
〒519-2506 多気郡大台町天ヶ瀬209 ウッドクラフトヒロタ
電話：0598-76-0767 ＦＡＸ：0598-76-0767
携帯：090-8865-9627 E-mail：craft.hirota＠docomo.ne.jp
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円形テーブル
角のない円型テーブルは人数に応じて椅子の数を増やすことがで
き、桧の生節を使用し、天板は50ｍｍあり、木の質感・重量感を生
かした作りで、回転椅子とのセットは好評をいただいています。

商品仕様
樹種：ヒノキ生節
寸法：1200（W）×700（H）
処理：樹脂仕上げ

納期・価格等
納期：３週間
定価：円形テーブル：120,000円 回転椅子1脚：26,000円

問い合わせ
〒519-2506 多気郡大台町天ヶ瀬209 ウッドクラフトヒロタ
電話：0598-76-0767 ＦＡＸ：0598-76-0767
携帯：090-8865-9627 E-mail：craft.hirota＠docomo.ne.jp

檜ベンチ
三重県産ヒノキ材で創った、べんちです！木目や節でひとつひとつ
違った味があり存在感があります。きっとお喜びいただけます。ひと
つひとつ手作りで丁寧に仕上げしました。天然木自然木を使用して
るので、同じものはありません。一点ものになりますので、商品のお
届けは、写真と異なります。

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：W120×250×H400
処理：キシラデコール白木仕上げ又は、キシラデコールウォール
ナット仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（10個までの場合）、４週間（20個までの場合）
定価：18,000円／個

問い合わせ
〒517-0214 志摩市磯部町迫間1682-5 じゅん太郎工房
電話：0599-56-0550 FAX：0599-56-0550
HP：http://www.jyuntaroukoubou.com/
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檜丸太椅子
三重県産ヒノキ材で創った、丸太椅子！木目や節でひとつひとつ
違った味があり存在感があります。きっとお喜びいただけます。ひと
つひとつ手作りで丁寧に仕上げしました。天然木自然木を使用して
るので、同じものはありません。一点ものになりますので、商品のお
届けは、写真と異なります。

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：250×250×H400
処理：キシラデコール（ビニー色）仕上げ

写真、商品説明等

納期・価格等
納期：２週間（20個までの場合）、４週間（40個までの場合）
定価：3,500円／個

問い合わせ
〒517-0214 志摩市磯部町迫間1682-5 じゅん太郎工房
電話：0599-56-0550 FAX：0599-56-0550
HP：http://www.jyuntaroukoubou.com/

テーブルセット

①円卓ＳＥＴ

ＦＳＣ認証尾鷲ヒノキで製作したテーブルセット。椅子の曲面・円卓
のカーブは削出により製作。ヒノキの持つ直線型のデザインに曲面
を採用したデザインとなっております。（東京 エコプロダクツ展にお
いて、ＦＳＣ認証コーナーの什器として製作。椅子は三重県東京事
務所でも採用されております。 デザイン：小田原健）

商品仕様

各種サイズのテーブル・椅子に対応いたします

②テーブルセット

樹種：ヒノキ
寸法：420×550×500 （ＳＨ７２０） 椅子
φ1200㎜×720㎜ テーブル
処理：オイル仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：1ケ月
定価：椅子 240,000円/SET(4脚）
テーブル 240,000円/台
※①②③ともすべて上記価格

その他、色々な加工
（レーザカット、NCルーター
あります。）

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3401 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬924−5 ｳｯﾄﾞﾒｲｸｷﾀﾑﾗ
電話：0597-36-1963 FAX：0597-36-1774
HP：http://www.e-hinokikagu.com/
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③テーブルセット

尾鷲ヒノキFSC椅子

①

ＦＳＣ認証尾鷲ヒノキで製作したテーブルセット。椅子の曲面・円卓
のカーブは削出により製作。ヒノキの持つ直線型のデザインに曲面
を採用したデザインとなっております。（東京 エコプロダクツ展にお
いて、ＦＳＣ認証コーナーの什器として製作。椅子は三重県東京事
務所でも採用されております。 デザイン：小田原健）

商品仕様

各種サイズのテーブル・椅子に対応いたします。

樹種：ヒノキ
寸法：420×550×500 （ＳＨ７２０） 椅子
処理：オイル仕上げ
その他、色々な加工
（レーザカット、NCルーター
あります。）

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

②

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：1ケ月
定価：椅子写真①②（茶色のもの）
130,000円/脚
椅子写真③ 240,000円/SET(4脚）

③

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3401 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬924−5 ｳｯﾄﾞﾒｲｸｷﾀﾑﾗ
電話：0597-36-1963 FAX：0597-36-1774
HP：http://www.e-hinokikagu.com/

ヒノキのベンチ

①間伐材ベンチ

①尾鷲ヒノキのＦＳＣ認証材を使用したベンチです。
小径木間伐材の特性を生かした商品となっております。
スポンサー表記等のプレートを記載いたします。
②尾鷲ヒノキ集成材のベンチ。屋内専用。ストック可能
な使用となっております。

商品仕様

②ベンチ屋内用

樹種：ヒノキ
寸法：①420×400×1500
②420×250×426
処理：オイル仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：２週間（10個までの場合）※屋外用の場合1ケ月
定価：①屋内仕様 35,000円/脚、屋外仕様 45,000円/脚
②72,000円（5台セット）
③簡易仕様 14,000円／屋外耐候仕様 19,000円

問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
HP:http://www.re-forest.com/owase-hinoki/index.html
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③プランターBOXカバー

尾鷲ヒノキの什器（図書閲覧等）

①カウンター

尾鷲ヒノキで図書閲覧用カウンター等を製作することができます。

商品仕様

②閲覧用テーブル

樹種：ヒノキ
寸法：①3000×1700×1050
②3700×1200×1200
③1000×400×1750
処理：ウレタン塗装

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：2ケ月
定価：①520,000 円/台
②380,000 円/台（椅子別途）
③160,000 円/台（展示ﾗｯｸ付）

③展示棚

問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
HP:http://www.re-forest.com/owase-hinoki/index.html
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案内板・表示板
杉・桧の案内看板・表示板など

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
寸法：オーダー
処理：無塗装・防腐塗装
（アルミ複合板、カッティングシート等）

納期・価格等
※受注生産品につき納期・価格はお問い合わせ下さい。

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp

看板
杉・桧を使った看板（レーザー彫り可能）

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
寸法：オーダー
処理：無塗装・アクリル塗装など

納期・価格等
※受注生産品につき納期・価格はお問い合わせ下さい。

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp
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FSC認証 尾鷲ヒノキA型看板
B2のポスターがぴったり入る大きさです。
アクリルにカッティングシートを貼れば木目を活かしたナチュラルな
看板に。
片面タイプと両面タイプがございます。

商品仕様
樹種：FSC認証 尾鷲ヒノキ
寸法：700（ｍｍ）×1100（ｍｍ）×100（ｍｍ）
処理：屋内用 AURO仕上げ
屋外用 バトン仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（10台までの場合）、４週間（10台以上の場合）
定価；35,000円/台（片面タイプ）、50,000円／台（両面タイプ）
すべて税別

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/

FSC認証 尾鷲ヒノキサインプレート
FSC認証 尾鷲ヒノキ集成材を使ったサインプレートです。
UV印刷は三重県内の障がい者授産施設が担当します。
人と森に優しいサインプレートです。

商品仕様
樹種：FSC認証 尾鷲ヒノキ
寸法：180（ｍｍ）×130（ｍｍ）×60（ｍｍ）
処理：無塗装

納期・価格等
納期：２週間（100枚までの場合）、４週間（200枚以上の場合）
定価：2,000円／枚
オリジナルデザイン印刷 承ります。

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/
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FSC認証 尾鷲ヒノキ屋台
組み立て時間は約10分。
本染めの暖簾とキャスター付き。
専用工具は不要で、コインか六角レンチがあれば組み立て可能で
す。

商品仕様
樹種：FSC認証 尾鷲ヒノキ
寸法：1500（ｍｍ）×600（ｍｍ）×2100（ｍｍ）
処理：AURO仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（5台までの場合）、４週間（10台までの場合）
定価：210,000円（税別）

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/

尾鷲ヒノキの郷 パネル
尾鷲ヒノキのＦＳＣ認証材を使用した木製パネルです。
尾鷲ヒノキの山の風景と一緒にＰＲする内容となっております。

商品仕様
納期・価格等
商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：1800×1200×2面
処理：オイル仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：２週間
定価：400,000円/Set

問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
HP：http://www.re-forest.com/owase-hinoki/index.html
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尾鷲ヒノキの展示棚及び展示台

①リーフレットスタンド

ＦＳＣ認証 尾鷲ヒノキで製作したリーフレットスタンド、パンフレット
ラック。ヒノキの無垢材、集成材で構成。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：① 500×1500×150程度
② 展示台：1200×2500×700
上部台：200×600×1500
③ 750×750×700（高さ）
処理：オイル仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

②展示台ブルセット
その他、色々な加工
（レーザカット、NCルーター
あります。）

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：1ケ月
定価： ①75,000円/台
②展示台：340,000円/台、上部台：45,000円/台
③ 70,000円/台

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3401 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬924−5 ｳｯﾄﾞﾒｲｸｷﾀﾑﾗ
電話：0597-36-1963 FAX：0597-36-1774
HP：http://www.e-hinokikagu.com/
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③テーブル

黒芯箸・利休箸シリーズ
杉の木に時々現れる黒っぽい芯材を使って作った黒芯箸。建築用
材には不向きですが水に強く耐久性があります。又、柱を製材した
端材から作った利休箸。どちらも無塗装で安心安全。軽く肌触りの
よい二種類の箸の3膳セットや箸置きとのセット、それに手作り箸袋
とのマイ箸セットは大人用と子供用にそれぞれお揃いの色違いがあ
ります。

商品仕様
黒芯箸3膳セット：杉（芯材）・長さ24㎝・無塗装・3膳
利休箸3膳セット：杉（辺材）・長さ24㎝・無塗装・3膳
黒芯箸と箸置きセット：黒芯箸24cm1膳と杉箸置き1個
黒芯箸と箸袋セット（大人用）：黒芯箸22㎝1膳と箸袋（綿100％）
黒芯箸と箸袋セット（子供用）：黒芯箸16㎝1膳と箸袋（綿100％）

納期・価格等
納期：２週間程度（100個以上の場合はご相談）
定価：黒芯箸3膳セット400円/利休箸3膳セット350円/黒芯箸と箸置
きセット400円/黒芯箸と箸袋セット（大人用）1,000円/黒芯箸と箸袋
セット（子供用）1,000円

問い合わせ
〒514-1108 津市久居射場町70-103 みえもん
電話：059-256-7189
FAX：059-255-0251
HP：http://www.miemon.jp E-mail：info@miemon.jp

杉のお箸

１

杉片口箸・利休箸など
（１膳入り、２膳入りあり）

商品仕様

２

樹種：スギ
寸法：24cm・26cm
処理：無塗装

納期・価格等
1.
2.
3.
※
※

マイ箸（箸袋付） 500円
５膳入り 200円
箸箱 2,300円
箸袋・箸箱・箸置きは受注生産です。
箸置きの価格はお問い合わせ下さい。

３

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp
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桧の割り箸
ヒノキの間伐材で作った、高級癒し系割り箸です。
自然と人に優しい製品です。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：長さ２４㎝、５０膳入り
処理：無塗装

納期・価格等
納期：１週間（１００個まで）、それ以上は相談
定価：300円（税別）

問い合わせ
〒515-1734 松阪市飯高町木梶78番地1 出口製箸所
電話0598-47-0534 ＦＡＸ：0598-47-0534

杉の柾目割り箸
柾目（まさめ）とは、まっすぐに通った木目のこと。この柾目が下から
上へまっすぐのびているお箸がきれいで上質です。でもなかなか出
逢いも技術も難しく、いつまで経っても挑戦です。
頭のところは天削げという技法で柾目がきれいによくわかります。

商品仕様
樹種：スギ（柾目・天削げ箸）
寸法：長さ２４㎝、３２膳入り
処理：無塗装

納期・価格等
納期：１０日間（１００個まで）、それ以上は相談
定価：400円（税別）

問い合わせ
〒515-1733 松阪市飯高町栃谷332 波瀬割箸生産組合
電話：0598-47-0755 ＦＡＸ：0598-47-0527
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おもてなし割り箸
杉の柾目（まさめ）の割り箸は、その目を引き出すために最低でも
３０年くらい経った木でないとその美しさは出てきません。柱材や、
もっと年の入った材料をいろんな用途に製材した時の端材を使って
います。端材を使うということは、その木を無駄にせぬようにという
想いが込められています。

商品仕様
樹種：スギ（柾目・天削げ箸）
寸法：長さ２４㎝、６膳入り、友禅和紙の箸袋付き
処理：無塗装

納期・価格等
納期：１０日間（１００個まで）、それ以上は相談
定価：200円（税別）

問い合わせ
〒515-1733 松阪市飯高町栃谷332 波瀬割箸生産組合
電話：0598-47-0755 ＦＡＸ：0598-47-0527

尾鷲わっぱ

①尾鷲わっぱ

尾鷲地域の伝統工藝である「尾鷲わっぱ」。
ヒノキの柾板を底板上板に使い、手作業による曲げ加工により桜の
皮で編み込み成形し、漆で仕上げております。

写真は本漆仕上げ
商品仕様

②尾鷲わっぱ

樹種：ヒノキ
寸法：①大φ151×67 小φ127×52
②大172×126×60 小145×105×48
③φ178×105（弐合用）
処理：本漆仕上げ又は摺漆仕上げ ※各種サイズあり

商品仕様
納期・価格等

納期は2ケ月程度ですが、受注生産のためご確認願います

本漆
①大 28,600円 小16,800円
②大 28,600円 小16,800円
③52,000円～（要相談）

摺漆
①大 14,500円 中13,000円 小12,000円
②大 14,500円 中13,000円 小12,000円
③28,600円～

写真は摺漆仕上げ
③おひつ（溜塗）

問い合わせ
〒519-3625 尾鷲市向井４９３−１５ ぬし熊
電話：0597-22-9960
HP:http://nushikuma.com/

写真は本漆仕上げ
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尾鷲わっぱ 漆塗什器

①容器（ワインクーラー、花器）

尾鷲地域の伝統工藝である「尾鷲わっぱ」。
ヒノキの柾板を底板上板に使い、手作業による曲げ加工により桜の
皮で編み込み成形し、漆で仕上げております。

商品仕様
納期・価格等
②皿

樹種：ヒノキ
寸法：①190×140×310 摺漆
②170×95×20 摺漆
③φ50×40（大） φ45×40（小） 本漆
処理：①②摺漆仕上げ、③本漆仕上げ

商品仕様
納期・価格等

納期は2ケ月程度ですが、受注生産のためご確認願います

①22,000円
②16,500円/5枚セット
③13,000円/組（大・小）

③ぐい呑

問い合わせ
〒519-3625 尾鷲市向井４９３−１５ ぬし熊
電話：0597-22-9960
HP:http://nushikuma.com/

尾鷲わっぱ 漆塗什器

①皿（盆）

尾鷲地域の伝統工藝である「尾鷲わっぱ」。
ヒノキの柾板を底板上板に使い、手作業による曲げ加工により桜の
皮で編み込み成形し、漆で仕上げております。

写真は摺漆仕上げ
商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：①418×170×20
②φ75×130、φ55×50（ぐい呑）
③φ160×65
処理：本漆仕上げ又は摺漆仕上げ ※各種サイズあります。

商品仕様
納期・価格等

納期は2ケ月程度ですが、受注生産のためご確認願います

①16,000円
②34,000円/セット
③43,000円～（要相談）

②酒器セット

写真は摺漆仕上げ
③おひつ（一人用）
③菓子器（朱塗）

問い合わせ
〒519-3625 尾鷲市向井４９３−１５ ぬし熊
電話：0597-22-9960
HP:http://nushikuma.com/

写真は本漆仕上
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尾鷲わっぱ 漆塗什器

①湯呑

尾鷲地域の伝統工藝である「尾鷲わっぱ」。
ヒノキの柾板を底板上板に使い、手作業による曲げ加工により桜の
皮で編み込み成形し、漆で仕上げております。

商品仕様
納期・価格等

②コーヒーカップ

樹種：ヒノキ
寸法：①φ65×70
②φ135×20（皿）φ65×60（カップ）
③φ190×173
処理：摺漆仕上げ

商品仕様
納期・価格等

納期は2ケ月程度ですが、受注生産のためご確認願います

①10,500円
②32,000円/客
③88,000円

③重箱（3段）

問い合わせ
〒519-3625 尾鷲市向井４９３−１５ ぬし熊
電話：0597-22-9960
HP:http://nushikuma.com/

尾鷲わっぱ 漆塗什器

①セット

尾鷲地域の伝統工藝である「尾鷲わっぱ」。
ヒノキの柾板を底板上板に使い、手作業による曲げ加工により桜の
皮で編み込み成形し、漆で仕上げております。

写真は摺漆仕上げ
商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：①各種組合せできます。
②φ195×165
③φ172×126×110
処理：本漆仕上げ又は摺漆仕上げ ※各種サイズあります。

商品仕様
納期・価格等

②わっぱ（三段重）内朱塗

写真は摺漆仕上げ

納期は2ケ月程度ですが、受注生産のためご確認願います

①要相談
②55,000円
③41,000円（本漆） 21,000円（摺漆）

③2段わっぱ

問い合わせ
〒519-3625 尾鷲市向井４９３−１５ ぬし熊
電話：0597-22-9960
HP:http://nushikuma.com/

写真は本漆仕上げ
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トイレットペーパーホルダー
あたたかく優しい手ざわりがあり、天然木ということで一つ一つ違う
美しい木目が楽しめます。 使用時にカラカラという音もせず、ペー
パー交換も簡単です。ウレタン樹脂系の塗装をすれば水にも強くな
り、そうじ、消毒も簡単にできて清潔です。焼印、焼きペンで簡単に
文字をかくこともできて、独自性も出せます。

商品仕様
樹種：県内産ヒノキ
寸法：１連 100×100×170
２連 100×100×315

納期・価格等
納期： ２週間 （100個までの場合）
定価： １連 5,000円（税別）
２連 9,000円（税別）

問い合わせ
〒510-1327 三重郡菰野町根の平79 ウッドベリー
電話：059-396-5975 FAX：059-396-5975
HP：http://woodbury.jp/

杉薄板シリーズ
杉材の製材時に多数発生する薄い端材を利用して企画した商品シ
リーズです。きちんと管理された木材の一部なので良材で、軽く肌
触りよく杉の香りがします。厚板と合せた「ハガキ立て」「写真立
て」。薄板を2枚で加工した「カードケース」は縦使い、横使いの二
種。そして柱巾の中でデザインされた「杉うちわ」は、薄くて軽く穴に
親指を入れてあおぐと杉の香りがします。

商品仕様
杉カードケース（横）：杉（辺材）・74×111×5㎜・無塗装
杉カードケース（縦）：杉（辺材）・111×74×5㎜・無塗装
杉写真立て：杉（辺材）・151×131×36㎜・無塗装
杉はがき立て：杉（辺材）・176×131×36㎜・無塗装
杉うちわ：杉（辺材）・120×280×3㎜・無塗装

納期・価格等
納期：２週間程度（100個以上の場合はご相談）
定価：杉カードケース（横・縦）800円/杉写真立て1,300円/杉はがき
立て1,500円/杉うちわ700円

問い合わせ
〒514-1108 津市久居射場町70-103 みえもん
電話：059-256-7189
FAX：059-255-0251
HP：http://www.miemon.jp E-mail：info@miemon.jp

19

杉・桧 額縁

１

杉・桧使用の写真入れ・賞状入れ・年表など

商品仕様

２

樹種：スギ、ヒノキ
寸法1： 台座付
寸法2： A3サイズ
寸法3： 1200×2300

納期・価格等
全商品受注生産
額縁1： 6,000円
額縁2： A4 7,500円
額縁3： 330,000円

３

A3 9,500円

写真、商品説明等

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp

木工小物

１

杉・桧使用の木工品

商品仕様

２

樹種：スギ、ヒノキ
処理：無塗装・自然塗料

納期・価格等
1： 壁掛け（小）750円 壁掛け（大）1,000円
2： ストラップ 700円～
3： 木工キット 1,200円～

３

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp
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バリケード・プランター

１

杉・桧を使ったバリケード・プランター（カバー）・ガーデニングキット
※ガーデニングキットは現場組立～解体が可能です。

商品仕様

２

樹種：スギ、ヒノキ
寸法：オーダー
処理：無塗装、防腐塗装など

納期・価格等
1： 20,000円～
2： 7,500円～
3： 45,000円～
※受注生産品につき納期はお問い合わせ下さい。

３

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp

三重県産杉 プランターBOX（L、H）
杉の木目と節を生かしたプランターBOX。
木材には防腐剤加圧注入処理をして木材保護塗料で仕上げていま
す。角型にすることでシンプルでスッキリとした印象になっていま
す。高さは380㎜（Lowタイプ）と580㎜（Highタイプ）がございます。

写真、商品説明等

商品仕様
樹種：三重県産スギ
寸法：プランターBOX（L）・・・W840*D380*H380
プランターBOX（H）・・・W840*D380*H580
処理：防腐剤加圧注入+木材保護塗料

納期・価格等
納期：プランターBOX（L、H）200台の場合3ヶ月半
定価：プランター（L）・・・9,800円（税別）
プランター（H）・・・10,500円（税別）

写真、商品説明等

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp
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三重県産杉 うちわ（持ち手有、無）
「扇ぐたびに広がる木の香り」「無垢材のぬくもり」は、もらった人に
癒しと喜びを与えます。
「3層構造による高い耐久性」により、長い期間広告効果を発揮しま
す。
シルク印刷、焼印、レーザー加工による名入れだけでなく、マジック
ペン・筆等で簡単に文字を書くことができますので、オリジナリティ溢
れるグッズを作ることができます。
まさに、「贈ってうれしい、もらってうれしい」アイテムといえます。

商品仕様
樹種：三重県産スギ
寸法：うちわ（持ち手有）・・・楕円幅190㎜
うちわ（持ち手無）・・・直径205㎜
処理：名入れ可能（別途料金）

納期・価格等
納期：うちわ（持ち手有、無） 5,000枚の場合3ヶ月半
定価：うちわ（持ち手有）・・・600円（税別）
うちわ（持ち手無）・・・500円（税別）
※名入れは別途料金になります。

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp

三重県産杉 クリップボード（縦、横）
杉の木目がきれいに見えて、優しい木の香りが広がります。
軽量ですので、屋外でのアンケート調査や座ったままの作業もス
ムーズに行えます。

商品仕様
樹種：三重県産スギ
寸法：クリップボード（縦型）・・・230*315（A4サイズ対応）
クリップボード（横型）・・・315*230（A4サイズ対応）
処理：名入れ可能（別途料金）

納期・価格等
納期：クリップボード（縦、横）1,000枚の場合2ヶ月半
定価：クリップボード（縦）・・・1,980円（税別）
クリップボード（横）・・・1,980円（税別）
※名入れは別途料金になります。

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp
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写真、商品説明等

三重県産杉 ネームケース（首掛け）
杉の軽いネームケース。
名刺サイズ（55×91mm）のカードを入れることができます。 首から
かけてご使用ください。
ネームケース（裏面クリップタイプ）もございます。

商品仕様
樹種：三重県産スギ
寸法：カードケース・・・81*103*6㎜
処理：名入れ可能（別途料金）

納期・価格等
納期：カードケース 500個の場合2ヶ月
定価：カードケース・・・1,200円（税別）
※名入れは別途料金になります。

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp

三重県産桧 国名席札、名札
桧の木目にレーザー文字とカラープリントを施した国名席札と名札。
国名席札は会議等で机上に置くのに最適です。
名札は気軽に身に着けられる木製品です。

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：国名席札・・・W300*D70*H60
名札・・・60*25*4
処理：カラープリント・レーザー加工

納期・価格等
納期：国名席札 10個の場合2週間
名札 100個の場合2週間
定価：国名席札・・・10,000円（税別）
名札・・・1,000円（税別）

問い合わせ
〒514-0845 松阪市伊勢寺町2750 松阪飯南森林組合
電話：0598-58-0265 FAX：0598-58-0204
担当：中林（ナカバヤシ） nakabayashi.y@mi-sinrin.or.jp
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ひのきカホン（Ｃａｊｏｎ）
ペルー発祥の箱型の打楽器「カホン」。叩くところによっていろんな
音が出ます。演奏方法はこの上に座って行います。シンプルな構造
ですが中に響き線などを装備し、ドラムのような音も出すことができ
るパーカッションです。このカホンは地元三重の尾鷲ヒノキ材を胴に
使用しています。日本初完全オリジナルひのき製のカホンです。
新商品としてねこをデザインしたカホンを発売しました。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：縦 35cm × 幅25cm × 厚23cm～
処理： 打面：アクリルニス仕上げ
胴：尾鷲産蜜蝋ワックス仕上げ

納期・価格等

ねこカホン NEW

納期：２週間（３台までの場合）、４週間（１０台までの場合）
定価：ミニサイズ：19,000円（税別）～
スタンダードサイズ：25,000円（税別）～
ミディアムサイズ：22,000円（税別）～

問い合わせ
〒519-2911 度会郡大紀町錦681-2 K's factory
電話：0598-73-3538 FAX：0598-73-3538
HP：http://www.koshikari-cajon.com/

ねこの手レバー
肉球型 サウンドホール

木べら ２種（ねこの手もかりたい）
オリジナルデザインのひのき製木べらです。ねこの手もかりたいシ
リーズ第一弾！
地元ひのきの間伐材を使い流行のねこをデザインしました。
デザインは２種：ねこ顏の取手 と ねこの尻尾の取手

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：縦 30cm × 幅7cm × 厚1cm
処理：尾鷲産蜜蝋ワックス仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（100個までの場合）、４週間（200個までの場合）
定価：2,000円（税別）／いずれも一個

問い合わせ
〒519-2911 度会郡大紀町錦681-2 K's factory
電話：0598-73-3538 FAX：0598-73-3538
HP：http://www.koshikari-cajon.com/
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ねこの手（ねこの手もかりたい）
オリジナルデザインの孫の手ならぬひのき製ねこの手です。ねこの
手もかりたいシリーズ第２弾！
地元ひのきの間伐材を使い今流行りのねこをデザインしました。市
場にはない珍しい逸品です。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：縦 40cm × 幅3.2cm × 厚1.8cm
処理：尾鷲産蜜蝋ワックス仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（100個までの場合）、４週間（200個までの場合）
定価：2,500円(税別）／個

問い合わせ
〒519-2911 度会郡大紀町錦681-2 K's factory
電話：0598-73-3538 FAX：0598-73-3538
HP：http://www.koshikari-cajon.com/

ひのきのネックレス
ひのき製オリジナルデザインのネックレス。地元ひのきの間伐材を
使い、ねことねこに関連する魚の骨をデザインしました。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：縦 5.5cm × 幅2.7cm × 厚0.8cm
処理：尾鷲産蜜蝋ワックス仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（100個までの場合）、４週間（200個までの場合）
定価：1,800円（税別）／一個

問い合わせ
〒519-2911 度会郡大紀町錦681-2 K's factory
電話：0598-73-3538 FAX：0598-73-3538
HP：http://www.koshikari-cajon.com/

25

ひのきのマグネット
ひのき製オリジナルデザインのマグネットです。地元ひのきの間伐
材を使い、ねことねこに関連する魚の骨をデザインしました。２個入
りワンペアの商品です。マグネットは高磁力のネオジウムマグネット
を使用しています。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：縦 4.0cm × 幅1.7cm × 厚0.6cm
処理：尾鷲産蜜蝋ワックス仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（100個までの場合）、４週間（200個までの場合）
定価：800円（税別）／ワンペア

問い合わせ
〒519-2911 度会郡大紀町錦681-2 K's factory
電話：0598-73-3538 FAX：0598-73-3538
HP：http://www.koshikari-cajon.com/

FSC認証 尾鷲ヒノキ トレイ
FSC認証 尾鷲ヒノキの集成材を使ったトレイです。
堅牢で上質な長角膳。
レーザーおよびUV印刷でロゴや名前を入れることが可能です。
サイズはご注文に応じます。
食品衛生法合格 ウレタン塗装

商品仕様
樹種：FSC認証 尾鷲ヒノキ
寸法：395（ｍｍ）×305（ｍｍ）×23（ｍｍ）
処理：ウレタン塗装仕上げ

写真、商品説明等

納期・価格等
納期：２週間（100個までの場合）、４週間（200個までの場合）
定価：5,000円／個 名入れ（レーザー）500円 （UV印刷）300円
すべて税別

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/
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FSC認証 はがき
FSC認証 尾鷲ヒノキのはがきです。
82円切手を貼れば全国に発送可能です。
ひのきの優しい香りとともに思いを伝えることができます。
各種ロゴ、名入れ可能。

商品仕様
樹種：FSC認証 尾鷲ヒノキ
寸法：100（ｍｍ）×148（ｍｍ）×3（ｍｍ）
処理：無塗装

納期・価格等
納期：２週間（1,000枚までの場合）、４週間（1000枚以上の場合）
定価：150円／枚

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/

名刺ケース
オールハンドメイドの名刺ケースです。
金具を全く使わない、環境に優しい製品です。

商品仕様
樹種：尾鷲ヒノキ・ケヤキ・ウォールナット
寸法：80（ｍｍ）×110（ｍｍ）×18（ｍｍ）
処理：AURO仕上げ

納期・価格等
納期：４週間（100個までの場合）
定価：6,500円／個 名入れ（レーザー）500円 （UV印刷）300円
すべて税別

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/
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尾鷲ひのき カンナ型鉛筆削り
主材に尾鷲ひのきを使用し、本物そっくりなカンナの形に仕上げた
カンナ型の鉛筆削りです。
刃物はドイツ製。
オールハンドメイド。

商品仕様
樹種：尾鷲ヒノキ・アフリカンブビンガ・ウォールナット
寸法：40（ｍｍ）×110（ｍｍ）×50（ｍｍ）
処理：AURO仕上げ

納期・価格等
納期：４週間（100個までの場合）
定価：2,500円／個 名入れ（レーザー）500円 （UV印刷）300円
すべて税別

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/

触れる絵本
描いた絵やポスター、パンフレットなどをそのまま触れる絵本に
様々な樹木を使って仕上げます。
触れる展示物で木の良さ、優しさを体感してもらえます。

商品仕様
樹種：ヒノキ・スギ・ウォールナット
寸法：A4からA1サイズまで
処理：浸透性自然塗料

納期・価格等
納期：校了から４週間
定価：20,000円（税別）から 枚数により別途見積もり

問い合わせ
〒516-0012 伊勢市通町４５－１ 株式会社貫じん堂
電話：0596-26-2088 FAX：0596-63-5000
HP：http://www.kanjindo.jp/
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檜ティッシュケース
三重県産ヒノキ材で創った、ティッシュケースです！木目や節でひと
つひとつ違った味があり存在感があります。贅沢に自宅の食卓にも
OKですし、新築お祝いなどにもピッタリ！きっとお喜びいただけま
す。ひとつひとつ手作りで丁寧に仕上げしました。天然木自然木を
使用しているので、同じものはありません。一点ものになりますの
で、商品のお届けは、写真と異なります。

写真、商品説明等

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：270×130×65（内寸）
処理：天然植物オイル仕上げまたは、アンティーク調仕上げ

写真、商品説明等

納期・価格等
納期：２週間（30個までの場合）、４週間（60個までの場合）
定価：7,000円／個

写真、商品説明等

問い合わせ
〒517-0214 志摩市磯部町迫間1682-5 じゅん太郎工房
電話：0599-56-0550 FAX：0599-56-0550
HP：http://www.jyuntaroukoubou.com/

檜一輪挿し
三重県産ヒノキ材で創った、一輪挿しです！木目や節でひとつひと
つ違った味があり存在感があります。きっとお喜びいただけます。ひ
とつひとつ手作りで丁寧に仕上げしました。天然木自然木を使用し
てるので、同じものはありません。一点ものになりますので、商品の
お届けは、写真と異なります。

写真、商品説明等

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ
寸法：W80×35×H150 サイズは、バラバラになります。
処理：天然植物オイル仕上げ、又はアンティーク調仕上げ

納期・価格等
納期：２週間（100個までの場合）、４週間（200個までの場合）
定価：800円／個

問い合わせ
〒517-0214 志摩市磯部町迫間1682-5 じゅん太郎工房
電話：0599-56-0550 FAX：0599-56-0550
HP：http://www.jyuntaroukoubou.com/
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写真、商品説明等

ひのき花

１

尾鷲ひのきを薄く削った「ひのきシート」で花を作ります。
ひのきの自然な木目により、世界に一つだけの花ができあがりま
す。
シートが１枚のもの・２枚張りのもの、コサージュ、ブーケ、アレンジ
花など、ご注文に応じていろんなものが作れます。

商品仕様

２

樹種：尾鷲ヒノキ
寸法：ご注文に応じます。（写真の商品は10～15cm程度）
処理：自然のままで無処理です。
①：花１輪、シート１枚もの、透明ケース付き
②：花１輪、シート２枚張り、箱ケース付き
③：小花を複数輪、シート２枚張り、箱ケース付き

納期・価格等
納期：①３週間 ②２ヶ月 ③２ヶ月 （いずれも100個まで）
定価：①800円 ②2,000円 ③3,000円（いずれもケース付き）

問い合わせ
〒519-3605 尾鷲市中井町7-24
電話：0597-22-0470

田原屋

へむへむ
尾鷲ひのきを薄く削った「ひのきシート」を編んで作った「たわし」で
す。
洗剤を使わなくても油汚れが落とせます。

商品仕様
樹種：尾鷲ヒノキ
寸法：10～15cm程度
処理：自然のままで無処理です。

納期・価格等
納期：３週間（100個まで）
定価：600円／個

問い合わせ
〒519-3605 尾鷲市中井町7-24
電話：0597-22-0470

田原屋
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３

ひのきのうちわ
尾鷲ひのきを薄く削った「ひのきシート」を竹の骨に張って仕上げた
「うちわ」です。
あおぐと、ほんのりとひのきの香りがします。
シートが１枚のもの・２枚張りのもの、持ち手部分の竹の形状など、
ご注文に応じて作ります。

１

商品仕様
樹種：尾鷲ヒノキ
寸法：30cm程度
処理：自然のままで無処理です。
①：シート１枚もの、持ち手部分は削り仕上げ
②：シート１枚もの、持ち手部分は竹の１本もの
③：シート２枚張り、持ち手部分は竹の１本もの

３

納期・価格等
納期：①②③とも２ヶ月（100個まで）
定価：①1,000円 ②1,500円 ③2,000円

問い合わせ
〒519-3605 尾鷲市中井町7-24
電話：0597-22-0470

田原屋

尾鷲ヒノキの雑貨

①ヒノキの茶菓子皿ＳＥＴ

尾鷲ヒノキを使用した雑貨です。（ＦＳＣ認証に対応可能）
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

商品仕様

②ヒノキのしゃもじ・木ヘラ

樹種：ヒノキ
寸法：① 100㎜×150㎜×7㎜
② 90㎜×150㎜～×15㎜
③ 120㎜×120㎜×30㎜
処理：オイル仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：２週間（100個までの場合）
定価：① 1,200 円/set
② 1,500円/set
③ 1,100円/個

③ヒノキのディスプレイ商品

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html
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尾鷲ヒノキの雑貨

①デザインワッペン

尾鷲ヒノキを使用した雑貨です。（ＦＳＣ認証に対応可能）
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

商品仕様

②ヒノキのピンバッチ・キーホルダー
（小）

樹種：ヒノキ
寸法：①：70㎜×70㎜×5㎜程度
②：20～30㎜×20～30㎜×5㎜程度
③：50㎜×30㎜×5㎜程度
処理：オイル仕上げ/白木仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：3週間（100個までの場合）
定価：① 12,000 円/set（10個）
② 3,600円/set（10個)
③ 60,000 円/set（100個)

③ヒノキのキーホルダー

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html

尾鷲ヒノキの雑貨

①コースター

尾鷲ヒノキを使用した雑貨です。（ＦＳＣ認証に対応可能）
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

商品仕様

②デザインアクセサリー

樹種：ヒノキ
寸法：①：φ90㎜×5㎜程度
②：φ90㎜×5㎜程度
③：200㎜×150㎜ の箱入
処理：オイル仕上げ/白木仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：3週間（100個までの場合）
定価：① 900円/個
② 3,000円/seｔ（2個組合せ、皮ﾋﾓ付）
③ 4,200 円/set

③箸としゃもじとヘラのセット

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html
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尾鷲ヒノキの雑貨

①名刺入

尾鷲ヒノキを使用した雑貨です。（ＦＳＣ認証に対応可能）
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

商品仕様

②バターナイフ

樹種：ヒノキ
寸法：①：70㎜×11㎜×105㎜
②：10㎜×160㎜×30㎜
③：180㎜×300㎜×18㎜
処理：オイル仕上げ/白木仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：3週間（100個までの場合）
定価：① 2,500 円/個
② 750円/個
③ 1,800 円/個

③カッティングボード

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html

尾鷲ヒノキの雑貨

①木箸

尾鷲ヒノキを使用した雑貨です。（ＦＳＣ認証に対応可能）
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

②コースター

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：①：長さ 225㎜
②：100㎜×100㎜×5㎜
③：200㎜×150㎜×9㎜
処理：オイル仕上げ/白木仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：3週間（100個までの場合）
定価：① 500円～/set
② 1,200円/set（4枚) ※箱詰等 別途費用
③ 2,800円/set

③積木

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html
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ヒノキの雑貨

①ヒノキのフォトスタンド

尾鷲ヒノキのＦＳＣ認証材を使用した雑貨です。
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

商品仕様
納期・価格等
商品仕様

②ヒノキのペーパーウェイト

樹種：ヒノキ
寸法：①130×180×20程度
②（大）40×30×220 （小）40×30×150
③340×240×5
その他、色々な加工
処理：白木仕上げ オイル仕上げ
（レーザカット、NCルーター
あります。）
納期は通常2～3週間程度ですが、
商品仕様
納期・価格等
商品仕様
受注生産のためご確認願います。
定価：① 1,800円/個
②（大）1,800円/個 (小)1,300円/個
③ 1,800円/枚

③ヒノキのバインダー

問い合わせ
〒519-3401 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬924−5 ｳｯﾄﾞﾒｲｸｷﾀﾑﾗ
電話：0597-36-1963 FAX：0597-36-1774
HP：http://www.e-hinokikagu.com/

ヒノキの雑貨

①ヒノキのカバン

尾鷲ヒノキのＦＳＣ認証材を使用した雑貨です。
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

商品仕様

その他、色々な加工
（レーザカット、NCルーター
あります。）

②ヒノキの俎板

樹種：ヒノキ
寸法：①323×457×45(A3)、290×420×45(A4)
②210×30×450
③フリーサイズ、φ約30cm（つば含む外寸）
処理：オイル仕上げ

商品仕様
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：２週間（10個までの場合）
定価：①（A3） 68,000円/個 （A4） 58,000円/個
② 3,000円/枚
③ 12,000円/個（納期：1週間（１個）、2ヶ月（30個まで））

③ヒノキひもで編んだ帽子

問い合わせ
〒519-3401 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬924−5 ｳｯﾄﾞﾒｲｸｷﾀﾑﾗ
電話：0597-36-1963 FAX：0597-36-1774
HP：http://www.e-hinokikagu.com/
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被れば森林浴気分♪

尾鷲ヒノキ名刺入れ
尾鷲ヒノキのまっすぐ目の通った完全正柾だけを贅沢に使ったオリ
ジナルデザインの名刺入れです。すべての面をカンナで仕上げてあ
りますので上質な艶と香りを放ちます。

商品仕様
樹種：尾鷲ヒノキ
寸法：１１５ｍｍ×７１ｍｍ×１４．５ｍｍ
名刺収容量（厚さ）：７ｍｍ
※樹種対応いたします、ご相談ください。

納期・価格等
納期：在庫無しの場合は、お問い合わせください。
価格：13,000円

問い合わせ
〒519-3414 北牟婁郡紀北町海山区小浦65-1 中井木工
電話：0597-32-1056 FAX：0597-32-1056
メール：chp64710@par.odn.ne.jp
Facebookページ：https://www.facebook.com/nakaimokkou/
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ヴィンテージ加工壁板
杉の羽目板に塗装した後、エイジング加工した古材風壁板です。今
までに無かった商材です。色は１８種類あり、住宅から店舗まで幅
広く使用できます。ぜひ無料サンプルをお取り寄せください。詳しく
はHPから。

写真、商品説明等

商品仕様
樹種：スギ
寸法：1970×132×11
処理：羽目板加工、古材風のヴィンテージ塗装
ブランド名：WOOD LOVER'S（ウッドラバーズ）

写真、商品説明等

納期・価格等
納期：１０日間（ハードホワイト色のみ常時在庫）
定価：19,800円／坪（ハードホワイト色）、その他の色は要相談

写真、商品説明等

問い合わせ
〒519－0111 亀山市栄町1488-185 なかの材木株式会社
電話：0595-83-1596 FAX：0595-83-1818
HP：http://wood-lovers.jp

パーテーション

１

杉・桧製の簡易間仕切りなど
※ 1.天井～床据付け（固定）タイプ
※ 2.3.床置きタイプ

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
寸法：オーダー 1：H2700 2：H1200 3：H1200
処理：無塗装・自然塗料など

２

納期・価格等
1： 45,000円～（ｍあたり）
2： 25,000円～（ｍあたり）
3： 28,000円～（ｍあたり）
※送料別途です。
※受注生産品につき納期はお問い合わせ下さい。

３

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp
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圧密フロアー
高温のローラーで木材の表面に熱圧処理を施すことで、表面硬度
が向上し、耐磨耗性に優れたスギ・ヒノキのフローリングです。熱圧
処理時に生まれる独特の凹凸は最高の踏み心地です。

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
寸法：3900×15×105（8枚/束）、1820×15×105（16枚/束）等
処理：表層圧密・オスモUV塗装
床暖房準対応（使用温度45℃以下の低温タイプのみ対応）

納期・価格等
納期：１ヶ月（スギ赤特一のみ常時在庫）
定価：31,500円/束（スギ赤特一）、その他はお問い合わせください。

問い合わせ
〒515-0088 松阪市木の郷町15番地 松阪木材株式会社
電話：0598-20-1122 FAX：0598-20-1127
HP：http://matsumoku.jp/

三重県産薄型ＣＬＴ「Hinotil」
三重県産ヒノキを使用した薄型ＣＬＴパネル「Hinotil(ヒノチル)」
良質な材を最高の精度でＣＬＴに仕上げている為、ヒノキの香りや色
艶などの無垢感を残しつつも、均一で美しいヒノキのマルチパネル
です。変形に強く、ヒノキの硬質感が良く出ており、加工時のエッジ
が美しく出ます。

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ（スギでの対応可）
寸法：24×540×2700/30×540×2700/36×540×2700
構成：ＣＬＴ（3層3プライ）

納期・価格等
納期：一ヶ月（100個までの場合）
価格：上記最大寸法で68,000円

問い合わせ
〒515-0088 松阪市木の郷町15番地 松阪木材株式会社
電話：0598-20-1122 FAX：0598-20-1127
HP：http://matsumoku.jp/
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認証材を活用したブースデザイン
各種認証材や三重県産ＣＬＴなどを活用した、展示ブースなどの企
画設計・装飾。
（取扱認証材：「三重の木」認証材、FSC認証材、SGEC認証材等）

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
参考寸法：1コマ（3000mm×3000mm）
価格：300,000円～/コマ

納期・価格等
納期：設計から制作まで写真のもの（3コマ）で２ヶ月程度

問い合わせ
〒515-0088 松阪市木の郷町15番地 松阪木材株式会社
電話：0598-20-1122 FAX：0598-20-1127
HP：http://matsumoku.jp/

木製ブラインドこかげ 熊野杉
時を経た木の美しさを味わえるブラインド。
世代を超えて、木と同じ年月だけブラインドを大切に使用していただ
けるよう、耐久性の高い木材を選びぬき製造しています。
経年により生まれるブラインドは貴方だけが味わえるものです。

商品仕様
樹種：スギ
寸法：フルオーダー
処理：蜜ロウワックス仕上げ

納期・価格等
納期：4週間（大きさによる）
定価：サイズにより見積もり
縦型、横型、天井への取り付けなど 可能

問い合わせ
〒519-3921 尾鷲市賀田町105 小川耕太郎∞百合子社
電話：0597-27-3361 FAX：0597-27-3390
HP：http://www.mitsurouwax.com/kokage/
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木製ブラインドこかげ 尾鷲桧
時を経た木の美しさを味わえるブラインド。
世代を超えて、木と同じ年月だけブラインドを大切に使用していただ
けるよう、耐久性の高い木材を選びぬき製造しています。
経年により生まれるブラインドは貴方だけが味わえるものです。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：フルオーダー
処理：蜜ロウワックス仕上げ

納期・価格等
納期：４週間～（サイズによる）
定価：サイズにより見積もり
縦型、横型、天井への取り付けなど 可能

問い合わせ
〒519-3921 尾鷲市賀田町105 小川耕太郎∞百合子社
電話：0597-27-3361 FAX：0597-27-3390
HP：http://www.mitsurouwax.com/kokage/

GRフローリング （圧密・WPC加工）
GRフローリングは、良質な三重県産ヒノキを原料にし、圧密加工技
術を用い、表層を圧縮し、さらに表層WPC加工をすることで、従来の
無垢フローリングにはない高い耐防染性・耐久性を実現しました。

商品仕様
樹種：三重県産ヒノキ 等級：無節上小
寸法：厚さ12mm、巾101mm、長さ1,818mm
入数：１８枚／ケース（1坪入り）
加工：本実糸面突付け加工
処理：表層圧密・表層ＷＰＣ加工・ウレタン塗装

納期・価格等
WPC圧密納期：4週間
設計価格：58,000円／ケース（税抜）（17,580円/㎡）
WPC納期：1週間（80坪程度）、４週間（100坪以上）
設計価格：49,800円／ケース（税抜）（15,100円/㎡）

問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655
GR内装材協会（事務局：森林組合おわせ）
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
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尾鷲ヒノキ柱の展示空間構成

①ミラノ万博 三重県ブース

尾鷲ヒノキＦＳＣ認証の柱材を利用した展示空間。
写真①は、ミラノ万博の三重県ブースで使用されました（デザイン：
オンデザイン㈱）。写真②③は、スープストックTOKYO。

商品仕様
納期・価格等
商品仕様

②シンガポール
「スープストックTOKYO」

樹種：ヒノキ
寸法：105㎜角3.6ｍ以下の柱材をカットして構成
処理：白木仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：1ケ月～
定価：650,000円/Set （2ｍ3程度の材料費）
※空間構成については、再度見積が必要となります。

③大阪阿部野
「スープストックTOKYO」

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
HP:http://www.re-forest.com/owase-hinoki/index.html

尾鷲ヒノキの空間リフォーム

BEFORE

尾鷲ヒノキで市民ホールをデコレーションしました。
床パネル、壁パネルを製作し、現地で簡易に設営。
展示等に配慮し、無節材で空間構成。

商品仕様
納期・価格等
商品仕様

AFTER

樹種：ヒノキ
寸法：30㎡の床と12㎡の壁
処理：床）圧縮加工ウレタン仕上げ 壁）カンナ掛け

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：1ケ月～
定価：800,000円（什器・カウンター等含）
※空間構成については、再度見積が必要となります。

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
HP:http://www.re-forest.com/owase-hinoki/index.html
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床パネル

尾鷲ヒノキの床、腰壁
尾鷲ヒノキを使用した床と腰壁。
無節材を中心に安らぎのある空間演出に配慮。
（写真は、老人介護施設）

商品仕様
樹種：ヒノキ
処理：現場塗ウレタン仕上げ

床）ヒノキ無地板 15㎜×105㎜×2ｍ、3m（無節上小節）
腰壁）ヒノキ無地板 12㎜×105㎜×1.2m（無節上小節）

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：御相談
定価（無塗装納材）※資材費
床：66,000 円/㎡
腰壁：60,000円/㎡

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
HP:http://www.re-forest.com/owase-hinoki/index.html

尾鷲ヒノキの床、腰壁

腰壁パネル

尾鷲ヒノキを使用した床と腰壁。
無節材を中心に、安らぎのある空間演出に配慮。又、節材は滑り止
め効果を出すため、ノコ仕上げのラフな加工としております。

商品仕様
納期・価格等
商品仕様

床パネル

①ヒノキ腰壁パネル 1m×厚9-12㎜板 L2ｍ程度
②ヒノキ床パネル 90cm角×27㎜
③ヒノキ床パネル（ラフ加工） 90㎝角×27㎜

商品仕様
納期・価格等
①ヒノキ腰壁パネル 10,000円/㎡
②ヒノキ床パネル 15,000円/㎡
③ヒノキ床パネル 10,000円/㎡

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
HP:http://www.re-forest.com/owase-hinoki/index.html
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尾鷲ヒノキのディスプレイ（リフォーム）

AFTER

ＦＳＣ認証尾鷲ヒノキで製作した三重テレビキャスターの
カウンターとバックボード類。
ヒノキの直線を基本としたデザインとなっております。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：2.5ｍ×6ｍ壁面及び1ｍ×5ｍカウンターのデコレーション
処理：オイル仕上げ

BEFORE

納期・価格等
納期：1ケ月(設計完了 含まず）
定価：2,000,000円（ﾃﾞｻﾞｲﾝ含 内1,500,000円資材加工設置）

問い合わせ
〒519-3401 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬924−5 ｳｯﾄﾞﾒｲｸｷﾀﾑﾗ
電話：0597-36-1963 FAX：0597-36-1774
HP：http://www.e-hinokikagu.com/

尾鷲ヒノキの建具、家具

① フラッシュ戸

尾鷲ヒノキのＦＳＣ認証材を使用した建具、家具です。
尾鷲ヒノキの薫り、色艶等に配慮した商品となっております。
手加工と機械加工で生産いたしております。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：（建具）2000×800×30 ※オーダーサイズ対応
（家具）2000×900×400、1200×900×400
処理：オイル仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期・価格等
商品仕様

受注生産のため、納期はご確認願います。

納期：1ケ月～
定価：①46,000円/枚 フラッシュ戸
72,000円/枚 框戸
②250,000円～ 要応談

その他、色々な加工
（レーザカット、NCルーター
あります。）

問い合わせ
〒519-3401 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬924−5 ｳｯﾄﾞﾒｲｸｷﾀﾑﾗ
電話：0597-36-1963 FAX：0597-36-1774
HP：http://www.e-hinokikagu.com/
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②家具

東屋・デッキ
杉・桧使用の東屋・ウッドデッキなど

商品仕様
樹種：スギ、ヒノキ
寸法：オーダー
処理：防腐剤注入・塗装

納期・価格等
※受注生産品につき納期・価格・寸法はお問い合わせ下さい。

問い合わせ
〒515-3133 津市白山町南家城915番地の1 中勢森林組合
電話：059-262-3020 FAX：059-262-5356
HP：http://chusei-forest.jp E-mail：chusei@ztv.ne.jp

ヒノキ丸棒材による仮設構築物

展示棚

巨大工作物～簡易構造物
小径円柱加工したヒノキ材φ5㎝を短管足場のクランプを利用して、
大きな仮設構造物を構築。様々な用途に対処可能。この工法であ
れば、大きな構築物を、現場で数日間で設置可能と考えられます。
（敷地整備等がある場合は、加算）※構造計算等が必要と考えられ
ます。

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：丸棒φ5㎝×3ｍ
処理：ペーパー仕上げ

納期・価格等

※ヒノキ丸棒材をクランプ金具で
簡単に緊結できます。カバーを
付けると手の触れる部分の安全
性とデザインアクセントを確保。
（使用した丸棒は、状態により、
再利用及び買い戻しが検討できます）
在庫製作等のスケジュールがあります。
事前に概算数量わかればご対処いたします。

納期：設計等（1ケ月程度）/材料準備及加工（1-2ケ月）/組立（10
日）
価格：丸棒φ5㎝×3ｍ材 @1,000円
※構造計算費 金具 組立加工費 運搬費 等必要

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
E-mail：mono_owase@owase.or.jp
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金沢：簡易舞台

ヒノキ丸棒材による仮設構築物
アート壁画用自立枠/景観用 フェンス等

BS朝日にて ＴＶ放送
仮設用 壁画アート用展示枠

小径円柱加工したヒノキ材φ5㎝を短管足場のクランプを利用して、
大きな仮設構造物を構築。様々な用途に対処可能。この工法であ
れば、大きな構築物を、現場で数日間で設置可能と考えられます。
（敷地整備等がある場合は、加算）

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：丸棒φ5㎝×3ｍ
処理：ペーパー仕上げ

納期・価格等

※ヒノキ丸棒材をクランプ金具で
簡単に緊結できます。カバーを
付けると手の触れる部分の安全
性とデザインアクセントを確保。
（使用した丸棒は、状態により、
再利用及び買い戻しが検討できます）

横浜港：トリエンナーレにて

在庫製作等のスケジュールがあります。
事前に概算数量わかればご対処いたします。

納期：納期：２週間（在庫商品対応分）
定価：丸棒材1,000円/3m材 ※金具・組立等 別途

進入ガード製作

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
E-mail：mono_owase@owase.or.jp

ヒノキ丸棒材による仮設構築物

全体

巨大工作物-② 舞台と客席
小径円柱加工したヒノキ材φ5㎝を短管足場のクランプを利用して、
大きな仮設構造物を構築。様々な用途に対処可能。この工法であ
れば、大きな構築物を、現場で2週間程度で設置可能と考えられま
す。（敷地整備等がある場合は、加算）※構造設計が必要となりま
す

商品仕様
樹種：ヒノキ
寸法：丸棒φ5㎝×3ｍ
処理：ペーパー仕上げ

納期・価格等

※ヒノキ丸棒材をクランプ金具で
簡単に緊結できます。カバーを
付けると手の触れる部分の安全
性とデザインアクセントを確保。
（使用した丸棒は、状態により、
再利用及び買い戻しが検討できます）

舞台部

在庫製作等のスケジュールがあります。
事前に概算数量わかればご対処いたします。

納期：設計等（1ケ月程度）
材料準備及び加工（1-2ケ月）/組立（2週間程度）
価格：丸棒φ5㎝×3ｍ材 @1,000円

問い合わせ
問い合わせ
〒519-3405 北牟婁郡紀北町海山区船津2655 森林組合おわせ
電話：0597-35-0877 FAX：0597-35-0890
E-mail：mono_owase@owase.or.jp
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客席部

尾鷲ヒノキ雑貨の製作体験

木箸

尾鷲ヒノキを使用した木箸の製作体験です。
事前に一定量を加工したものを使用し、各人に仕上げていただいて
おります。
（FSC認証に対応可能）

商品仕様

製作風景

樹種：ヒノキ
処理：オイル仕上げ/白木仕上げ

商品仕様
納期・価格等
納期：準備に約3週間程度
製作体験のファシリテーター費用 30,000円/日
キット代金 木箸 40,000円（100SET）
※デザインカット品等も対処できます。

製作風景

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html

尾鷲ヒノキ雑貨の製作体験

ワークショップ風景

尾鷲ヒノキを使用したアクセサリーの製作体験です。
色々な形にデザインカットされた木材を組み合わせて自分好みのア
クセサリーを製作できます。
（FSC認証に対応可能）

商品仕様

デザインカットしたものを組み合
わせワークショップを展開

樹種：ヒノキ
処理：オイル仕上げ/白木仕上げ

納期・価格等
納期：準備に約3週間程度 （予算に応じ対応いたします。）
製作体験のファシリテーター費用 30,000円/日
キット代金（デザインアクセサリー） 2,000円/参加人当

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html
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デザインカットしたものを組み合
わせワークショップを展開

尾鷲ヒノキ雑貨の製作体験

子供用木工体験(木のボード製作)

尾鷲ヒノキを使用した子供向け雑貨の製作体験です。

商品仕様

子供用木工体験(スプーン等製作)

樹種：ヒノキ
様々なデザインパーツを組み合わせワークショップを行います。

商品仕様
納期・価格等
納期：準備に約3週間程度 （予算に応じ対応いたします。）
製作体験のファシリテーター費用 30,000円/日
子供用 1,500円～/参加１人当り

子ども用玩具製作

問い合わせ
〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘１４−１８ えびすや
電話：0597-23-0009 FAX：0597-22-1591
HP:http：//www.ztv.ne.jp/web/yayoiebisuya/contact.html

※注意点





本カタログは三重県産木材を使用した全ての製品を掲載したものではありません。
本カタログへの掲載商品について、県が品質等を保証するものではありません。
価格等の掲載情報については、冊子作成時点のものであり、変更される可能性があります。
掲載商品へのお問い合わせについては、各ページの問い合わせ先までお願いします。

三重県産木材を使用した製品カタログ（平成２７年１２月一部改訂 ②）
【発行】三重県農林水産部 森林・林業経営課
〒514-8570 津市広明町１３番地
ＴＥＬ：059-224-2565 ＦＡＸ：059-224-2070
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