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ハーフェレジャパン
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インテルナ南條22

勝見木工21

中山家具17

福井木工所18

亀山製材所16

東海家具工業15

塩川光明堂3

手造り家具の金鱗

※案内図の（株）・（有）の表記は省略してあります。
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村松建材
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静岡商工会
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森下木工所33
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神谷家具32

遊木舎西尾14
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48 HIROYUKI IKEUCHI STUDIO
49 YU MATSUDA DESIGN
50 小泉設計室
51 ムラマツデザインスタジオ
52 Atelier R
53 sail
54 ブラウンズウッドデザイン
55 ニシダ ユウマ & マグ デザインラボ
56 静岡デザイン専門学校
57 TAKAHIDE HASHIMOTO DESIGN

58 町秋人建築設計事務所
59 チャブデザイン
60 しずおか夢デザインコンテスト

61 Naoki MAEDA CERAMIC STUDIO
62 Framin LAB.
63 建築ソケット／Produced by TOMOSU.D
64 松葉畳店
65 neoneo
66 SAITO WOOD

67 knot
68 GOOD PAPER&Co.（5/30-6/1）
    MOTOHASHI TAPE.CO.,LTD.（6/2-3）
69 mizutori（5/30-6/1）、meri design（6/2-3）
70 Floyd（5/30-6/1）、陶工房KANa（6/2-3）
71 アトリエ石川（5/30-6/1）
72 木の工房iwakagu
73 フランク
74 抗菌富士
75 KOZOU HAKO STYLE
76 MIRUI

77 kinokoto
78 足久保ティーワークス
79 KIZARA（5/30-6/1）、福田織物（6/2-3）
80 オトモシッキ
81 NIHON SWEDEN
82 駿河和染Standard
83 ZEROMISSION
84 いえきっと
85 左京
86 Indigo風design Sugawara 信ko

業　者
商談日 会 場

デザイナーズ・サテライト

デザイン＆クラフト
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多目的
トイレ

「あなたにとって
 家具ってなんですか」

シャトルバス乗り場（5/30～6/1）

駐車場



最新情報随時更新中！ http://ｗｗｗ.s-kagu.or. jp

主催／静岡県家具工業組合 主催者
事務局 

〒420-0042 静岡市葵区駒形通６丁目8-21
TEL：054-254-7201（代）　FAX：054-254-7204　E-mail:messe@s-kagu.or.jp 

後　援／静岡県・静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・一般社団法人日本家具産業振興会・静岡県中小企業団体中央会・静岡商工会議所・静岡特産工業協会・公益財団法人静岡産業振興協会

（50音順）
出展者一覧 ・ 取扱品目 

ＡＲＴＬＩＮＥ(株)
36 ☎054-201-9945

ギャッベ、キリム、絨毯、キリムチェア

(有)市川木工
6 ☎054-643-1957

家具製作及び木製品製作及び
OEM製作、各種ご相談承ります。

(株)一生紀
42 ☎054-631-7438

オリジナルブランド家具、雑貨

(有)インテリア丸萬
35 ☎054-285-5422

ドレッサー、チェスト、ナイトテーブル、
仏壇

(株)亀山製材所
16 ☎054-259-1770

平板、テーブル用材、看板用材、まな板、
輪切り材

(株)吉蔵
25 ☎054-252-5243

指物家具（和・洋家具）、李朝家具、厨子、
仏壇、卓

(有)桜木家具店
11 ☎0197-35-1171

ウルシ塗（ウレタンも可）、岩谷堂タンス全般、
店舗・住宅向け特注家具も製作

(株)塩川光明堂
3
・
A

☎054-281-7351
鏡・コレクションケース・小物家具

静岡県内外広葉樹協同組合
2 ☎054-237-3238

世界の優良広葉樹と静岡県産広葉樹を
各地から集荷、販売しています。

(有)インテルナ南條
22
・
D

☎054-278-5141
トータル家具、小物家具、店舗用什器、
ディスプレー用什器、和家具、他社PB・OEM受注

エコウッド景観協同組合
19 ☎054-276-2211

エクステリア
（ガーデンファニチャー、縁台、日よけ棚）

(有)勝見木工
21 ☎054-638-5980

テーブル、椅子、座卓、リビングボード、
仏壇

(株)神谷家具
32 ☎054-281-5161

和家具、家具の修理

(株)コスモサウンド
20 ☎090-4058-7045

ビクターがオーディオを楽器に変えた
逸品

(株)コヤナギ
7 ☎054-286-0155

駿河民芸箪笥、ドレッサー、和家具、
小物家具、家具修理

Quito
41 ☎054-254-2099

ソファ・ダイニングテーブル・チェアー・
スツール

共和成産(株)
24 ☎054-635-3331

NCルーターを使用した「なぐり加工」を
始めとする木質系建材

起立木工(株)
☎054-283-6111
国産及び海外製家具、住宅向OEM家具、
医療施設及び介助支援家具

(株)久和屋
☎054-281-0908
リビング・ダイニング家具、TVボード、
仏壇、オーダーキッチン

静岡商工会
40 ☎054-254-3605

家具、小物、雑貨、インテリア等

昭和興業(株)
B ☎054-259-5141

実験台、調理台、店舗什器他

杉本家具(株)
9 ☎054-237-0733

リビングボード、仏壇、ドレッサー、
和家具

(株)鈴木雅憲商店
31 ☎054-258-1165

ドレッサー、トータル寝室、仏壇

ＤＣＳ ｃｏｒｐ．
4 ☎054-667-3232

照明器具

(有)手造り家具の金鱗
☎054-201-2510
家具全般

(株)ビッグウッド
47 ☎089-958-7773

ビッグウッドグループへのＦＣ加盟募集

ＨＩＮＯＫＩ ＣＲＡＦＴ
45 ☎054-273-5287

学習机、ランドセルラック

福井木工所
18 ☎054-285-0493

箱物全般、無垢材家具

(有)関本家具装芸
39 ☎054-281-4741

ドレッサー・古材家具・椅子・テーブル・
テレビボード・収納家具・仏壇(OEM）

大伸木工(株)
12 ☎054-285-2563

祈りの家具

(有)谷口工芸
46 ☎054-259-6226

ドレッサー・チェスト・食堂セット等

(株)バルバーニ
29 ☎0538-23-6651

デスク、書棚、チェア、システム家具他

(株)パロン
43 ☎054-281-1166

オフィス、保育、文教、商業施設向け家具・
什器

東海家具工業(株)
15 ☎054-202-2361

日本の住宅サイズにマッチしたオリジナルデザインのヨーロピアンスタイル
リビング＆ダイニング、トータルコーディネートファニチャーシリーズ

中山家具(株)
17 ☎054-278-7190

大理石テーブル、無垢の家具の
トータルファニチャー、オーダーキッチン

法月(株) 
28 ☎054-271-2787

伝統型から家具調・小型サイズまでの
仏壇及び各種仏具

(株)ハーフェレジャパン
26 ☎045-828-3111

家具建具金物、キッチンパーツ、
電動木工工具、インテリア用品等

小泉設計室
50 ☎054-285-1617

家具と文具

sail
53 ☎090-5935-5753

地元に残る素材と技を現代の暮らしに
合わせて家具デザインをしています。

チャブデザイン
59 椅子、小物家具

静岡デザイン専門学校
56 ☎054-252-1766

デザインとファッションの力で街を
元気にするお手伝いをしています。

しずおか夢デザインコンテスト
60 ☎054-247-1160

静岡市教育長賞「キラキラ地球儀」
鍋田佳歩×静岡挽物＋駿河漆器

Atelier R
52 ☎090-3642-2590

明かりを灯す材木のオブジェクト
「a piece of lumber」　他

抗菌富士
74 ☎0547-37-4585

抗菌メッキ富士山グッズ

駿河和染 Standard
82 ☎054-252-6092

フリンジ手ぬぐい

ムラマツデザインスタジオ
51 ☎080-5107-9545

静岡の伝統工芸「しずおか挽物」を
取り入れた家具の提案。

ZEROMISSION
83 ☎054-258-5482

アクリル製品

陶工房KANa（6/2-6/3）
70 ☎090-5450-3525

陶器（花器や食器など）

Naoki MAEDA CERAMIC STUDIO
61 ☎090-7039-9789

日常が華やぐ陶器や磁器のうつわ。
透光磁器や金属光沢のある陶器

NIHON SWEDEN
81 ☎054-278-2761

革製品

neoneo
65 ☎054-288-6730

地元で採れたお茶を使用して染色を施した、
伝統技術の駿河和染の衣料雑貨

YU MATSUDA DESIGN
49 ☎090-9897-9634

テーブル・スツール・シェルフ・
コートハンガー・他

(有)アトリエ石川（5/30-6/1）
71 ☎054-277-2197

スマホから出る音源を増幅させる
木製「ウッディ―ホーン」

いえきっと
84 ☎03-3383-1380

いえきっと：一般の方がいえづくりを
シミュレーションできるキット。

meri design（6/2-6/3）
69 ☎090-1108-6025

浜松注染ぞめ手ぬぐい、遠州織物を使った
バッグ類

MOTOHASHI TAPE CO.,LTD.
68 ☎0548-32-2567

Tough Hook、拵シリーズ
（ハンモックチェア、オリジナルトート）

KOZOU HAKO STYLE
75 ☎090-7866-5796

指物技術を活かした木製雑貨

SAITO WOOD
66 ☎054-285-8182

成型合板の技術を使ったインテリア小物

左京
85 ☎054-253-4828

雑貨（アクセサリー・ブックカバー等）・人形

足久保ティーワークス
78 ☎054-296-6700

静岡茶発祥の地
足久保で育て作ったお茶　

(有)森下木工所・家具屋 校倉
33 ☎054-286-3203

テーブル、チェア、ソファ、たんす、収納棚、
ベッド、仏壇、特注家具

(株)ヤマト
23 ☎03-6912-5877

スペースヤマト（小型マッサージャー）

遊木舎西尾（株)
14 ☎054-641-1305

小物家具、ダイニングセット、ソファ、
TVボードなど

オトモシッキ
80 ☎090-9339-8767

漆器

(株)古屋家具
44 ☎054-251-4771

桐たんす、各種桐製品、和家具全般

(有)藤原木工
5 ☎054-285-1904

リビング＆ダイニングアイテム、
ベッドルームアイテム、ドレッサー

(株)プロシード
37 ☎072-653-1433

オフィスチェアー、カジュアルチェアー、
カウンターチェアー

(有)マルイケ
10 ☎054-255-0417

和家具、仏壇

ヤマカ産業(株)
38 ☎054-283-4161

民芸家具、リビング・ダイニングセット、
各種オーダー家具

(有)丸藤
34 ☎054-258-2412

鏡台、ドレッサー、チェスト、仏壇

(株)マルミヤ
8 ☎054-282-5500

オーダーメイド家具、小物

ニシダ ユウマ &
マグ デザインラボ55
☎054-270-7226
家具・生活雑貨

ブラウンズウッドデザイン
54 ☎0532-37-5362

木製家具デザイン（椅子、テーブル）。
木製椅子製作アドバイス。

町秋人建築設計事務所
58 ☎0547-54-5309

建築現場で使われる素材そのままを
組み合わせた家具をつくってみました。

(有)村松建材　
39 ☎054-259-3121

MORTEX（モールテックス）での
家具・天板・什器等の製作

Floyd（5/30-6/1）
70 ☎055-991-2030

インテリアショップ、
家具店へのギフト（贈答品）商材

松葉畳店
64 ☎054-624-9669

置き畳、イ草雑貨

knot
67 ☎054-270-7226

デザインプロダクト、生活雑貨

(有)福田織物（6/2-6/3）
79 ☎0537-72-2517

光透けるストール
BECCO（コーデュロイ製品）他

Framin LAB.
62 ☎0537-24-1011

ガラスや家具・家電に飾る貼ってはがせる
フォトフレーム

mizutori（5/30-6/1）
69 ☎054-271-6787

下駄、ひのきの室内履き

76 ☎0545-32-7427
富士山麓のお茶

MIRUI

ＳＯＵＲＩＲＥ ｂｙ
AN ISUBARI Industry．27
☎054-623-5506
SOFA、ＳＴＯＯＬ、革製品小物

デザイナーズ・
サテライト

TAKAHIDE HASHIMOTO DESIGN
57 ☎078-691-9011

備前焼の湯呑みと飯椀の他に、
酒器を数種類出展いたします。

HIROYUKI
IKEUCHI STUDIO48
☎090-4296-0325
家具・インテリアエレメント

デザイン＆クラフト

86
☎0565-68-2101(影山方）
Indigo風designをテーマに青を中心とした陶器

indigo風design
Sugawara 信ko

KIZARA（5/30-6/1）
79 ☎053-570-6539

国産木材を使用した、木製製品

GOOD PAPER＆CO.（5/30-6/1）
68 ☎054-287-8312

レーザーカット加工やオンデマンド印刷
などを施したペーパーアイテム

暮らしのなかの木の道具
フランク73
☎050-3558-2009
ちゃまて箱（茶箱）、木製のキッチングッズ

木の工房iwakagu
72 ☎054-258-3011

カッティングボード、しゃもじ、木べら、
タオル掛けなどの木製雑貨

kinokoto〔(株)アスカム〕
77 ☎0548-33-0163

静岡県産の間伐材から作られた
セラミック炭商品

63
☎090-2924-0473
建築空間に溶け込むデザインのソケット、山河のお茶

建築ソケット／
Produced by TOMOSU.D
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