
1 北海道上川郡 ミズナラ、カバ

2 新潟県糸魚川市 キハダ、クルミ、ブナ

3 宮城県栗原市 スギ

4 埼玉県秩父市 サワラ、スギ

5 富山県富山市 スギ

6 長野県塩尻市 クルミ、サクラ、カエデ

7 神奈川県横須賀市 ケヤキ、サクラ

8 静岡県静岡市 スギ、サクラ、タモ

9 岐阜県高山市他 クリ、ナラ、ヒノキ

10 東京都昭島市 ケヤキ、コナラ

12 滋賀県多賀町 スギ、ヒノキ、ケヤキ

13 奈良県東吉野村 スギ、ヒノキ

14 岡山県倉敷市 タケ

15 徳島県板野郡 ミズナラ

16 高知県四万十町他 ヒノキ

17 大分県日田市 スギ

日本全国に広がる森と匠のネットワーク



旭川市は日本でも一番家具づくりにこだわった地域です。「ものづくり

は、のびのびとした自然環境の中で行わなければならない」との思いか

ら、四季折々の大雪山が見える田園地帯に工場を構えています。北海道に

は、その広大な地域の中に様々な樹木が生育していますが、その中でも世

界的にも良質な材質で有名な「ミズナラ」を使用して、大地の息吹を感じ

るような家具づくりを行っています。

北海道旭川市

水楢/ミズナラ

匠工芸



匠工芸

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

Yamanami YC1
W610 D565 SH430 H785
ミズナラ材 オイル仕上げ

126,500円（税込み）



丈夫で⾧持ちする家をつくると地元では有名な工務店が、数年前より家具

づくりを始めました。工務店の親方と家具職人は、全国の大工や職人が集

まる「かんな」の技能選手権でも優秀な成績を収めており、この工房で生

まれる家具は、その圧倒的な職人力により裏付けされています。

使用している木材は新潟県糸魚川市の「キハダ」と「ブナ」。これらの樹

木は椎茸や漢方薬の原料にするために植えられて、その後の幹材は放置さ

れていましたが、地元の木をもっと有効活用しようとの思いから、これら

の木材を使用しています。

新潟県糸魚川市

椈/ブナ 黄肌/キハダ

匠 TAKUMI



匠TAKUMI

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

HERA CHAIR
W600 D520 SH430 H740
キハダ材 オイル仕上げ

143,000円（税込み）



宮城県鳴子地域の製材工場が、鳴子の森の杉材を使って家具をつくってい

ます。この工場では、間伐材や択伐材を、森を傷めないに馬と小型重機を

使って搬出した杉材は、家の柱や梁に、そしてテーブルや椅子などの家具

に、それでも残った端材は紙の原料のチップとして、おが屑はバイオマス

エネルギーの燃料として、全てを捨てることなく有効に使用しています。

宮城県栗原市
サスティナライフ森の家

杉/スギ



naruco サスティナライフ森の家

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

naruco 肘無しルーバータイプ
W465 D500 SH420 H730
スギ材 蜜蝋ワックス仕上げ

79,200円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

カタログでのご案内となります

naruco 肘無し板座タイプ
W465 D500 SH420 H730
スギ材 蜜蝋ワックス仕上げ

60,500円（税込み）

naruco 肘付きルーバータイプ
W500 D500 SH420 H730
スギ材 蜜蝋ワックス仕上げ

103,400円（税込み）

クリコマ肘付きルーバータイプ
W530 D565 SH420 H795
スギ材 蜜蝋ワックス仕上げ

78,100円（税込み）



フィンランド人の家具デザイナーが、母国フィンランドで家具製作の勉強

をした後、秩父山中の廃校を借りてたった一人で家具作りを行っていま

す。使用している材料は針葉樹の中ではヒノキに比べて価値が低くみられ

がちな「サワラ」と「スギ」。彼の生まれ育った埼玉県の樹木の価値を

もっと高めたいとの思いが込められています。

彼の代表的な作品「ヤライザ」は、京都路地の「犬矢来」からヒントを得

てデザインされたサワラのベンチ、日本にはない発想です。接続部には金

物は一切使用しておらず、全て木と木を組んでつくられています。

埼玉県秩父市

椹/サワラ 杉/スギ

ヨロズ国産木材



ヨロズ国産木材

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

ヤライザ
W1330 D300   H430
サワラ材 オイル仕上げ

110,000円（税込み）

送料4,000円（関東圏）



立って座る椅子「タチイス」は、考案者である代表が、自分のおじいさん

が立ったり座ったりする動作が困難なことを目の当たりにして、立ったま

ま休む休憩器具があれば楽になるのではないかと考えたことから開発され

ました。整体を勉強したり、大学教授の元を訪ねたりして、何年もの試行

錯誤の末に出来上がりました。

背もたれの部分には富山産のスギ材を使用しています。軽くて柔らかいス

ギがやさしく腰を包み込みます。

富山県富山市

杉/スギ

タチイス/tatiisu



タチイス

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

tatiisu
W400 D550  H990～1040

スギ材 スチール

60,500円（税込み）

送料別

counter desk
W904 D300  H1040
スギ材 スチール

140,800円（税込み）

送料別



木曽街道の宿場町にある工房です。「木曽五木」と呼ばれるように、この

地方は江戸時代より良質な木材の産地として有名でした。御嶽山や駒ケ岳

などに囲まれているため、風当りが少なく、雨量がおおく土壌がいい生育

環境だからです。この地で生まれた島崎藤村の「夜明け前」の舞台になっ

た地でもあります。

また、木曽は漆塗りの特産地としても有名で、工房代表の先代は有名な漆

作家でした。そして、その漆塗りの技術は現在の家具塗装にも反映されて

います。

⾧野県塩尻市

楓/カエデ 胡桃/クルミ 桜/サクラ

木曽アルテック



木曽アルテック

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

Uチェア
W590 D520  SH415 H700
カエデ材

101,200円（税込み）

クルミチェア
W540 D430 SH410 H680
オニグルミ材、サクラ材

77,000円（税込み）

シンフォニーチェア
W503 D450  SH425 H700
カエデ材

73,700円（税込み）



横須賀というと海のイメージの方が強いですが、海沿いの道路にはすぐ側

まで山が迫っており、じつは多くの面積を山林によって占められていま

す。スタジオミュージシャンやトラック運転手などの異色な経歴を持つこ

の家具職人も、サーフィンのためにこの地に工房を設けましたが、地元の

森で伐採されたケヤキ材にこだわって家具づくりを行っています。神社仏

閣にも使われる高級材であるケヤキですが、三浦半島で伐採されたケヤキ

はその中でもとても貴重な木材です。

海と森はつながっています。「波の音」と「森の声」が聞こえてきそう

な、手作りにこだわった良質な家具を感じてください。

神奈川県横須賀市

欅/ケヤキ 桜/サクラ

工房KONASO



工房KONASO

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

波のスツール
W1200 D370  H420
スギ材 スチール

55,000円（税込み）

サクラチェア
W440 D450 SH420  H730
ヤマザクラ材

99,000円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

KONASO CHAIR
サイズは特注対応
W700 D650 SH340 H690

330,000円（税込み）

カタログでのご案内となります

花台
ヤマザクラ材

52,800円（税込み）

カタログでのご案内となります



とにかくいろんなことに「こだわり」をもった家具づくりを行っている工

房です。代表は、元構造計算専門の建築家であり、その知識と経験に基づ

いた家具を自らの手でデザインしています。新しい家具構造やシステムの

開発、性能試験、特許出願など新しい可能性にも積極的に取り組んでいま

す。

また素材にもこだわり、化学製品に頼らない天然素材の心地よさを追求し

ており、特にスギの特性（軽い、柔らかい、暖かい）を生かした様々な家

具を製作しています。

静岡県静岡市

杉/スギ 檜/ヒノキ 桜/サクラ

すまうと



すまうと

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

カタログでのご案内となります

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

カタログでのご案内となります

天使の椅子（ヤマザクラ）
W500 D300 H～470

ヤマザクラ材 オイル仕上げ

55,000（税込み）

天使の椅子（スギ）
W520 D370  H～470

スギ材 無塗装

42,900円（税込み）

天使のコシカケ
スギ材 無塗装 /ステンレス

14,300円（税込み）

FUTON シングル
W940 L2035  H625
スギ材、ヒノキ材、ステンレス

209,000円（税込み）

送料別



深い緑に囲まれた飛騨高山の里山に工房を構え、1974年の創業より全て国

産広葉樹の無垢材にこだわった家具づくりを行っています。「１００年か

かって育った木は１００年使えるものに」という自然との共生を目指した

企業理念のもと、日本の森の中で木々が育つのに要した歳月と同じくら

い、永く使い続けるモノづくりに取り組んでいます。

岐阜県高山市

栗/クリ 楢/ナラ

オークヴィレッジ



オークヴィレッジ

折りたたみスツール
W400 D380 SH420 H480
座：クリ材 脚：ナラ材

オイル仕上げ

38,500円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

折りたたみデスク
W900 D450 H700
座：クリ材 脚：ナラ材

オイル仕上げ

82,500円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

折りたたみ小机
W900 D450 H330
クリ材

オイル仕上げ

51,700円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

折りたたみサイドテーブル
W300 D550 H400､500

座：クリ材 脚：ナラ材

オイル仕上げ

39,600円（税込み）

送料 2000円（関東圏）

カタログでのご案内となります



音楽家・坂本龍一氏が代表を務める森林保全団体「モアツリーズ」が設立

１０周年を記念した企画製品です。more treesの活動のキーワードである

「都市と森をつなぐ」。

デザインは、ジャスパー・モリソン氏と熊野亘氏。「このスツールは距離

感を大切にしました。無垢のヒノキを使った、暖かみのあるフレンドリー

な意匠は、適度な距離感で、人、物、そして空間を自然につないでくれる

ことでしょう」

素材には岐阜県の東濃ヒノキの無垢材を贅沢に使用し、地元の職人によっ

て手作業で作られています。東濃ヒノキは古くから神社仏閣などに使わ

れ、香も良く強度にもすぐれています。

岐阜県東白川村

檜/ヒノキ

moretrees



モアツリーズ

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

スツールシングル
W765 D330 H405
ヒノキ材 無塗装

15,180円（税込み）

スツールダブル
W765 D330 H405
ヒノキ材 無塗装

15,180円（税込み）

スツールロング
W1200 D330 H405
ヒノキ材 無塗装

20,680円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

お客様ご自身で組み立てていただく製品です。



日本を代表する家具メーカーです。「飛騨の家具」というと、地元飛騨高

山地方の森の木材を使用していると思われがちですが、じつは飛騨地方で

つくられているほとんどの家具は外国からの輸入木材でつくられていま

す。そんな中で、当店で取り扱うのは、地元岐阜県のスギ材だけでつくっ

た家具です。広葉樹に比べて強度が弱いというスギを独自の工法で圧縮加

工してデザインの幅を広げていますが、スギ特有の綺麗な木目はそのまま

残されています。

岐阜県高山市

杉/スギ

飛騨産業



飛騨産業
KISARAGI
W590 D525 SH410 H650
スギ材 オイル仕上げ

165,000円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます



滋賀県多賀町にある大工工務店から生まれた製品です。大工として代々と

伝わる技術に指物師の技が加わり、地元多賀町の木を生かし、永く愛され

る家具をつくりたいとの思いから、家具づくりは始まりました。

多賀の森に降り注ぐ雨は山が浄化し、川を下り母なる湖、滋賀湖へと流れ

ていきます。自然の循環には森の木は欠かすことができません。

森の木は先祖の手により苗木が植えられ、手厚く山で手入れされた後に時

期を迎えると、伐採され川を下っていき、そして職人により加工され家具

に形を変えていきます。

滋賀県多賀町

杉/スギ 檜/ヒノキ

ひらつか建築



ひらつか建築

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

組美木 ハイチェア
φ340 H600

ヒノキ材

52,800円（税込み）

組美木 ベンチ
W1200 D370  H420
ヒノキ/ケヤキ

93,500円（税込み）

カタログでのご案内となります



日本の国土の７割を山林が占めていますが、現在その中でも一番多いのが

杉で、北海道や沖縄を除けば全ての都道府県で杉が植林されてきました。

それぞれの地域で特色がありますが、「吉野杉」は目が細かく丈夫な木材

で有名で、古来より奈良や京都の神社仏閣などに重用されてきました。

奈良県は家具づくりはそれほど盛んではありませんでしたが、近年は他県

で修行した若者たちが、良質な吉野のスギとヒノキを使った家具づくりを

始めています。この工房の若者たちも、山の中の工房で真摯に誠実に、た

だひたすら家具づくりに励んでいます。

奈良県東吉野村

杉/スギ 檜/ヒノキ

イズル



イズル

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます
４脚よりご注文承ります。

チェア izr6
W450 D497 SH415 H742
ヒノキ材/スギ材 オイル仕上げ

101,200円（税込み）



工房がある倉敷市真備町はタケノコの特産地です。真備町の竹やぶは、通

常の竹やぶとは違い農家の方が丁寧に雑草を取り、土を起こした良質な土

壌で育てられています。この工房では、そんな地元の「孟宗竹」を使って

家具をつくっています。一昨年の洪水被害で工場は水没してしまいました

が、その後半年ほどの期間で設備を整えなおし、今では完全復活していま

す。

竹は竹刀に使用されるほどしなやかで、定規に使われるほど狂いが生じま

せん。裂いた竹材を、何層にも重ねたその表情は竹独特のものです。

岡山県倉敷市

竹/タケ

テオリ



テオリ

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

テンション
W508 D467  SH425 H730
タケ材 ウレタン/オイル

53,900円（税込み）

Rダイニングチェア
W447 D482  SH430 H753
タケ材 ウレタン/オイル

41,800円（税込み）

Fダイニングテーブル
W1800 D850  H700
タケ材 ウレタン/オイル

110,000円（税込み）

※組み立てはお客様にて行っていただきます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

アンドミラー
W450 D450  H1600
タケ材 オイル仕上げ

41,800円（税込み）



徳島県は家具の名産地で、日本六大家具産地の一つでもあります。江戸時

代に大きく発展した徳島家具は木材の国内輸出が盛んだった徳島県の文化

とともに発展し、現代では細やかで美しい伝統的な技術と近代的な新しい

技術を融合した家具も生産していることで高い人気を集めています。1959

年創業のこのメーカーも、その歴史と伝統を継承して、良質な家具づくり

を行っています。

徳島県板野郡

水楢/ミズナラ

冨士ファニチャ



冨士ファニチャ

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

KOTI アームレスチェア
W535 D515 SH435 H765
ミズナラ材 オイル仕上げ

66,000～95,7000円（税込み）

送料4,000円（関東圏）

座面の張地によりお値段が異なります



日本一の森林率高知県の高知ヒノキでつくられています。「まるい、まる

い、いい関係」をコンセプトに、家族みんなの顔が見えるようにと丸い

テーブルとそれに合わせてデザインされた椅子をつくりました。今では、

家庭だけでなく会社や公共施設からもオーダーが増えており、会社や社会

の中での、「まるい、まるい、いい関係」のための手伝いをしたいという

工房代表の思いが徐々に浸透してきました。

高知県産のヒノキは、江戸時代より良材として京都などにも出荷されてお

り、芯がきれいなピンク色でツヤがあり、香が強いのが特徴です。

高知県四万十町他

檜/ヒノキ

イータスインザルーム



イータスインザルーム

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

イータステーブル
Φ1000～1150 H650～700

ヒノキ材 オイル仕上げ

275,000円（税込み）

EINE（板座）
W430 D470 SH410 H720
ヒノキ材 オイル仕上げ

52,800円（税込み）

EINE（布座）
W430 D470 SH410 H720
ヒノキ材 オイル仕上げ

61,600円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

ビッグパズル
W575 D350 H402
ヒノキ材 無塗装

19,800円（税込み）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

張地は20種類からお選

びいただけます



日田市は福岡県と熊本県に隣接する大分県西部に位置する盆地で、清らか

な河川が集まることから「水郷（すいきょう）ひた」と呼ばれています。

その水郷を育む「森林」は、江戸時代に植林が推奨されて以来、その地の

人々に受け継がれてきました。1000メートル級の山々に囲まれた日田盆地

は、樹木の生育に適した気候と土壌により育てられた日田杉によって、こ

のメーカーの家具はつくられています。

素朴なぬくもりや木目、節といった杉材の表情をそのまま生かすその姿

は、飾らないことや自分らしくいることが大切となったこの時代に寄り

添っています。

大分県日田市

杉/スギ

asahi



asahi
１P回転ソファ
W610 D630 SH400 H710
スギ材、ビーチ材

ウレタン仕上げ

70,400円（税込み）

送料4,000円（関東圏）

フォレストヴォイス店舗でご覧いただけます

３Pソファ
W1580 D840 SH400 H700
スギ材、ビーチ材

ウレタン仕上げ

147,400円（税込み）

送料10,000円（関東圏）

カタログでのご案内となります

カタログでのご案内となります

ベンチ
W1320 D560 H400
スギ材、ビーチ材

ウレタン仕上げ

147,400円（税込み）

送料6,000円（関東圏）


