子どもにやさしい、
信州生まれの木製品です

共に呼吸する、
やさしい素材
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木材は、大気中の炭素を固定するため、地球温暖化防止にも役立っており、製品になってからも
私たち人間にとって素晴らしいものを与えてくれています。木のぬくもりは感覚的に心地よく、好
奇心や興味を妨げずに長く遊ぶことができます。そして、木製品を使うことは、森の再生を手伝う
ことにも繋がり、森を元気にするのです。
プラスチック商品を無くすことは国際的にも始まっており、木製品は最先端。子どもが触れるおも
ちゃこそ、脱プラスチックをするべきでしょう。

森の再生
木は、人間に一番近い素材と呼ばれています。それは、同じように呼吸をして、成長するからです。
そして、天然木材の持つ色は、目に最も優しい色のため、集中力が育まれると言われています。木
製品が子供にも良い影響を与えることは化学的にも証明されています。そして、木製品は大切に使
えば一生モノ。子どもの歴史にもなり、想い出にもなります。自然に還る再生可能な木製品は、子
どもたちに自然の大切さ、環境を守る心を育んでくれるはずです。

○長野県産材使用製品のご相談・お問い合せはこちらへ……

認証製品は信頼のブランド

信州木材認証製品センター
事務局：長野県木材協同組合連合会
〒380-8567 長野県長野市岡田町30-16 長野県林業センタービル3F
tel.026-226-1471 fax.026-228-0580
e-mail : spla-net@coral.ocn.ne.jp
https://shinshu-kiraku.net
※表示金額は全て税抜き価格です。

※表示金額に送料は含まれておりません。

信州木材認証製品センター

木かべ（ダイヤカット）

あったかい、
やさしい、
いい香り。
遊び空間がゆたかな森になる、
信州の木製品。

付属の両面テープで直接壁に貼り付ける、簡単リ
フォームキットです。ほのかな香りとやさしい色
合いでリラックスできる木質空間を演出します。
※参考貼り面積／約 1.08㎡（60 ×６０0mm)

家 具

材質

ヒノキ、両面テープ、サンドペーパー

サイズ

（30枚入り）
１枚：110×150mm／厚さ15mm

ベンチ（Ａタイプ／背付き）
信州からまつで作ったベンチです。背もたれ付
きでとても座り心地がいいです。
からまつ材の木目を生かし、自然の植物油をベー

○ 各製品のご注文は ○○

○

スにした天然自然オイルで仕上げています。

信州木材認証製品センター
〒380-8567 長野県長野市岡田町30-16
長野県林業センタービル3F
tel.026-226-1471 fax.026-228-0580
e-mail spla-net@coral.ocn.ne.jp

内 装

材質

カラマツ

サイズ

約1500×540×高さ780mm
（幅は1200でも対応可能）

ユカハリタイル（すぎ・ひのき）

ベンチ（Ｂタイプ／背なし）

500 × 500mm の木製タイルです。裏にラバー

信州からまつで作ったベンチです。年を経るた

加工してあるので滑りにくく、簡単に剥がして

びにからまつ固有の色合い（赤褐色）を持つの

移動することができ、室内を手軽に木質化する

が特徴です。からまつ材の木目を生かし、自然

ことができます。

の植物油をベースにした天然自然オイルで仕上
げています。

材質

スギ、ヒノキ

材質

カラマツ

サイズ

約 500 × 500mm（8 枚入り）

サイズ

約1200×350×高さ360mm（幅は1500でも対応可能）

木かべ

幼児用丸テーブル・イス セット

付属の両面テープで直接壁に貼り付ける、簡単リ

幼児用テーブルとイスです。丸テーブルなので

フォームキットです。 ほのかな香りとやさしい色

赤ちゃんがぶつかっても大丈夫。木目を生かし、

合いでリラックスできる木質空間を演出します。

自然の植物油をベースにした体にもやさしい天

※参考貼り面積／約 1.08㎡（60 ×６０0mm)

然自然オイルで仕上げています。
※テーブルとイスは別売りも可能です。

材質

ヒノキ、
両面テープ、
サンドペーパー

サイズ

各種

材質

カラマツ、
ヒノキ

サイズ

テーブル：700×700×高さ330mm
イス：約 310×290×330mm×高さ500mm（座面高260mm）

テレビ台

まゆ型ベンチ（1700）

信州からまつで作ったテレビ台です。デッキや小物

座ったときのしなり具合がちょうどいいベンチで

等が入れられる棚と底面にはキャスター付きで移動

す。楔で組み立てているのでコンパクトにして運

も簡単です。からまつ材の木目を生かし、自然の植

送可能です。ウレタン塗装をしているので汚れに

物油をベースにした体にもやさしい天然自然オイル

くいです。

で仕上げています。

材質

カラマツ

材質

スギ

サイズ

約1000×360×高さ1700mm

サイズ

約 1700 × 700 ×高さ 700mm

ひのきの本棚

マシュマロベンチ

ひのきで作った本棚です。引き出しはおもちゃ箱

背もたれのないベンチです。ほどよくしなり、

にも使用出来ます。表面にはからだにもやさしい

木のぬくもりを感じられます。形も丸く可愛い

天然オイルで仕上げました。

形状です。

材質

ヒノキ

材質

スギ

サイズ

約800×260×高さ780mm

サイズ

約 1400 × 500 ×高さ 320mm

ひのきのおもちゃ箱

園児用椅子

ひのきで作ったおもちゃ箱です。 子どもたちが

上下ひっくり返すことで座面の高さが変わる椅

触っても良いように、すべて面取り加工を施しま

子です。椅子だけでなく背面はおままごとなど

した。表面にはからだにもやさしい天然オイルで

の机として遊びにも活用することができます。

仕上げました。

材質

ヒノキ

材質

スギ

サイズ

約370×235×高さ160mm

サイズ

約 330 × 240 ×高さ 330mm

絵本ラック

園児用机（高／低）

信州からまつで作った絵本ラックです。両面に

保育園などの施設にあわせたサイズの机です。

６段あり絵本やチラシ等が置けます。からまつ

カラマツを使用しているので、色が段々と変化

材の木目を生かし、自然の植物油をベースにし

する経年変化を楽しめます。

た天然自然オイルで仕上げています。

材質

カラマツ

サイズ

約336×360×高さ1700mm

材質

カラマツ

サイズ

高：約 1200 × 420 ×高さ 395mm
低：約 1200 × 420 ×高さ 310mm

スリーパーツ シリーズ

テーブル

組み上げ、組み外しが容易なこと、狭い場所でも

スギの良い香りがひろがるテーブル。

収納できること、低価格、短期間で量産可能といっ

サイズはオーダーいただきます。

た基礎をおさえながらデザインにもこだわった製

無垢の木目を活かし、塗装はしていません。

品。信州カラマツにウレタン塗装を施しているの

全ての角を面取りしているので、安心してお使いい

で使い勝手もよく、経年変化を楽しめます。

ただけます。

材質

カラマツ

材質

スギ

サイズ

テーブル：約 1800 × 700 ×高さ 450mm
ベンチ：約 1800 × 280 ×高さ 400mm

サイズ

1500 × 800 ×高さ 700mm
1800 × 800 ×高さ 700mm

open air シリーズ

座卓

組み上げ、組み外しが容易なこと、狭い場所でも

お店の小上がりや、リビングに最適な座卓です。

収納できること、低価格、短期間で量産可能といっ

サイズはオーダーいただきます。

た基礎をおさえながらデザインにもこだわった製

無垢の木目を活かし塗装はしておらず、全ての角

品。ACQ 加工を施しているので屋外で使用でき

を面取りしているので、安心してお使いいただけ

ます。木材の経年変化による退色も楽しめるよう

ます。

デザインしました。
材質

スギ

サイズ

テーブル：約 1800 × 700 ×高さ 450mm
ベンチ：約 1800 × 280 ×高さ 400mm

LAYERD WOOD BENCH 1800

材質

スギ

サイズ

1500 × 800 ×高さ 370mm
1800 × 800 ×高さ 370mm

ブロック

玩 具

感のある上質な集成材にプレーンな黒鉄のベー

6 つのパーツを組み合わせる木のおもちゃ。

スを合わせた木製ベンチです。年輪が並んだ木

木の持つ柔らかさと温もりは、子供の五感を優

口が美しく、いくつもの木が寄り添う姿は優しさ

しく育てます。

を感じさせます。素材には長野県産の木材生産量

全ての角を面取りしてあるので、安心してお使

の半分以上を占めるカラマツを使用しています。

いいただけます。

材質

カラマツ

材質

ヒノキ

サイズ

約 1800 × 500 ×高さ 400mm

サイズ

27×27×130㎜
（６本 200ｇ）

ベンチ

レーンパネル（山と家）

天然木材のベンチ。

針葉樹と広葉樹の柄が入ったオブジェがレーン

無垢の木目を活かし、塗装はしていません。

に沿ってコロコロ転がっていきます。山から木

全ての角を面取りしているので、安心してお使

を切り出して、丸太、角材、家になるストーリー

いいただけます。

です。太陽や雲のオブジェはマグネットになっ
ているので移動できます。

材質

スギ

サイズ

1500×330×高さ400mm
1800×330×高さ400mm

材質

スギ集成材、ヒノキ合板

サイズ

約 800 × 90 ×高さ 1000mm

木製大型輪なげ

すぎ間伐材ブロック積木(100ﾋﾟｰｽ)

運動能力と知力を育てる輪なげ。 方向と距離を

サイズが均一なので気持ち良く積み上げること

目測りしつつ手を使うことが目と手の協応動作

ができます。

の訓練にもなります。

ブロックを積み上げたり、平たく並べて形をつ

お友だちと一緒に点数を競ったりして遊ぶこと

くったり何度でも遊べます。軽いので崩れた時

が出来ます。

の音もやわらかい積み木です。

※色・柄は変更します。

材質

シナ合板／輪：カエデ(ﾗｯｶｰ塗装)､麻
台：ヒノキ、

材質

積木：スギ 袋：綿／ひも：アクリル

サイズ

台：約510×510×高325mm／輪：約径190mm

サイズ

積木：約30×30×30mm 袋：約255×405mm

木製輪なげ
運動能力と知力を育てる輪なげ。 方向と距離を
目測りしつつ手を使うことが目と手の協応動作
の訓練にもなります。

すぎ板積み木（500ピース）
・ひのき板積み木（500ピース）
同じサイズの板積み木を高く積んだり並べたり

材質

ヒノキ
（ラッカー塗装）
、
クロロプレン
台：ブナ、
ゴム／輪：カエデ
（ラッカー塗装）
､麻

サイズ

台：約径1450×高200mm／輪：約径150mm

天然木曽ひのきの枝輪切り（100ピース）

色々な遊び方ができます。気持ち良い音で崩れ
るので、何度も作りたくなります。見立て遊び
もできるので想像力を刺激します。

材質

スギ・ヒノキ

サイズ

約 10 ×３0 ×高さ 150mm（1 枚）

天然木曽檜の枝部分を輪切りにしました。 樹脂
がたっぷり含まれていますので、磨いたりする
と室内全体にひのきの香りが立ち込めます。

材質

ヒノキ

サイズ

約径50～120mm

大きな積み木（1000ピース）
ピースサイズが大きい積み木なので、お友と協

すぎのかるがる積木(200ﾋﾟｰｽ)

力して大きな型を作るなど、子どもの想像力の
発想を広げます。

全て同じサイズで、縦と横の比が３：１の積み
木です。
200 ピースあるので、何枚もの板やブロックを
並べて、積み重ねて大きな型を作るなど、子ど
もの想像力の発想を広げます。

材質

積木：スギ 袋：綿／紐：アクリル

サイズ

積木：約72×24×8mm 袋：約255×405mm

材質

スギ

サイズ

約10×30×150mm

遊 具

樹木の切り株

滑り台

登ったり、ぶら下がったり、まるで本物の大

赤ちゃん用の小さな滑り台です。しっかりとし

きな木の切り株で遊んでいるような遊具で

た構造ですが、大人の女性２人でも運べる重さ

す。切り株の中にひのき玉を入れてボール

です。

プールとしても遊べます。
※ひのき玉は別売りとなります。別途ご注文ください。

材質

ヒノキ合板

サイズ

本体／約 1500 × 1400 ×高 1100mm

材質

ヒノキ

サイズ

約 500 × 1180 ×高さ 400mm

ひのきボールプールセット（1000玉）ベンチタイプ

富士山のぼり

ひのき玉がたくさん入ったボールプールです。

富士山型の滑り台です。富士山のてっぺんを目

縁が広いのでベンチとして座ったり、カウンター

指してみんなで登ろう。

として見立て遊びもできます。

材質

ヒノキ、鉄

サイズ

本体／約 1150 × 1150 ×高 330mm
ひのき玉／約径 44mm（1000 玉入り）

材質

ヒノキ

サイズ

約 1190 × 1190 ×高さ 400mm

ひのきのボールプールセット（2000玉）

ネット遊び

四角の木製の木枠に 2,000 玉のひのき玉が入っ

ネットの上をバランスを取りながら移動します。

たボールプールのセットです。中でゴロゴロし

低いので安心して遊ばせることができます。

たり、足裏を刺激したりと子どもから大人まで
楽しむことができます。

材質

ヒノキ

サイズ

木枠：約1200×900×380mm
ひのき玉：約径44mm

材質

スギ

サイズ

約 1200 × 900 ×高さ 360mm

＊ガタツキ防止のため、木枠の底板はありません。
＊木枠とひのき玉は別売りも可能です。

キッズスペース新型
スギ材は質感が柔らかくてとても心地よい木材
です。 板厚が 30mm あるスギ板は優しい踏み
心地と、暖かな肌触りが特徴です。

材質

縁：ヒノキ フローリング：スギ

サイズ

2150mm角×高さ105mm

木ッズスペース

大型遊具

チーズトレイ

雑 貨

店舗用、イベント用のキッズスペースです。お

ひのきが香るシンプルなチーズトレイ。

子様が中に入ったり、上に登ったりと楽しく遊

チーズとひのきの香りが混ざる朝食は最高の贅沢。

べます。ログハウスの様に材を積んであるので、

料理をするのも楽しくなるアイテムです。

設置、解体も容易に行うことが可能です。

材質

カラマツ・スギ・ヒノキ（各樹種対応）

サイズ

約4000×3000×高さ2300mm（サイズ変更可能）

基本ロット数

ー

材質

ヒノキ

サイズ

175×240×18mm

長野市門前プラザ内

ブックマーカー
無垢の木目を活かした、しおり。

●オリジナルサイズ

使い込むほどに味が出て、自分だけのオリジナルな栞に。

約2,000ｍｍ×2,745ｍｍ×高さ1,727ｍｍ
（階段部分まで含む）
●けやき

木曽福島「御料館」

●ひのき

●すぎ

木の良い香りで本の楽しさも再発見してみてください。

基本ロット数

ー

材質

ケヤキ、
ヒノキ、
スギ、
サクラ

サイズ

30×100×2mm

●さくら

ミニマグネットバー

●オリジナルサイズ
約2,000ｍｍ×2,000ｍｍ×高さ1,900ｍｍ

小さなメモ書きやポストカードにぴったりなサ
イズで、ご家庭の冷蔵庫やオフィスのホワイト
ボード等、様々な場所でご使用いただけます。

●名入れ
【焼き印 1 カ所】金型代：30,000 円
【シルク印刷 1C】版代：15,000 円
※上記は単価以外にかかる初期費用です

●取説台紙：オリジナルデザイン（片面 1 色）で製作可能
●包装形態：OPP 袋入れ／取説台紙
●送料：1,000 円／カートン（1,000 個／カートン）
基本ロット数

500個

材質

ヒノキ、
ネオジムマグネット

サイズ

木部 約15×100×10mm

※ご注文ロットにより価格は応相談可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
※取説台紙・包装袋の費用は単価に含まれています。
※上記価格には消費税は含まれません

オリジナルピンバッジ

ヒノキスケール

可愛らしいフォルムが好評のオリジナルピン

ヒノキ間伐材を使った 16cm 定規です。子ども

バッジです。既成の動物シリーズのほか、レー

向けの配布はもちろん、目盛りがゼロスタート

ザー加工でキャラクター等様々な形状を製作い

になっているため実用的で大人にも喜ばれます。

ただけます。
●名入れ
【焼き印 1 カ所】金型代：30,000 円
【シルク印刷 1C】版代：15,000 円
【レーザー彫刻】設定費：10,000 円

●名入れ
【焼き印 1 カ所】金型代：30,000 円
【シルク印刷 1C】版代：15,000 円
※上記は単価以外にかかる初期費用です

※上記は単価以外にかかる初期費用です

基本ロット数

500個

材質

ヒノキ、
留め具、
バタフライクラッチ

サイズ

25×25mm以内、
厚さ5mm

●取説台紙：オリジナルデザイン（片面 1 色）で製作可能
●包装形態：OPP 袋入れ／取説台紙
●送料：1,000 円／カートン（2,000 個／カートン）
※ご注文ロットにより価格は応相談可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
※レーザー彫刻や名入れするデザインによって単価が変わる場合があります。
※取説台紙・包装袋の費用は単価に含まれています。
※上記価格には消費税は含まれません

●取説台紙：オリジナルデザイン（片面 1 色）で製作可能
●包装形態：OPP 袋入れ／取説台紙
●送料：1,000 円／カートン（1,000 個／カートン）
基本ロット数

500個

材質

ヒノキ

サイズ

約85×85×7.5mm

ヒノキコースター

ヒノキスマホスタンド

形はシンプルですが、木の存在感のあるアイテ

イベント等で配布するノベルティとして好評の、

ムで、デスク周りやご家庭と様々なシチュエー

国産ヒノキから生まれたスマートフォンスタン

ションで喜ばれます。

ドです。シンプルな構造で、縦置き・横置き両
方でご使用になれます。

●初期費用
【焼き印 1 カ所】金型代：30,000 円
【シルク印刷 1C】版代：15,000 円

●初期費用
【焼き印 1 カ所】金型代：30,000 円
【シルク印刷 1C】版代：15,000 円

※上記は単価以外にかかる初期費用です

●取説台紙：オリジナルデザイン（片面 1 色）で製作可能
●包装形態：OPP 袋入れ／取説台紙
●送料：1,000 円／カートン（500 個／カートン）

基本ロット数

500個

材質
サイズ

※ご注文ロットにより価格は応相談可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
※取説台紙・包装袋の費用は単価に含まれています。
※上記価格には消費税は含まれません

※上記は単価以外にかかる初期費用です

●取説台紙：オリジナルデザイン（片面 1 色）で製作可能
●包装形態：OPP 袋入れ／取説台紙
●送料：1,000 円／カートン（300 個／カートン）
基本ロット数

500個

ヒノキ

材質

ヒノキ

85×85×7.5mm

サイズ

約100×58×20mm

オリジナル卓上時計

レーザー加工機でオリジナルの形にカットでき

周年記念品やギフトに喜ばれる、組み立て式の

るマグネットです。キャラクターやモチーフな

卓上時計です。場所をとらない形状なので、オ

どを表現できる点が人気です。

フィスやご家庭、店舗等様々な場所でご使用い
ただけます。
●名入れ
【シルク印刷 1C】版代：15,000 円
※上記は単価以外にかかる初期費用です

※上記は単価以外にかかる初期費用です

●取説台紙：オリジナルデザイン（片面 1 色）で製作可能
●包装形態：OPP 袋入れ／取説台紙
●送料：1,000 円／カートン（50 個／カートン）

●取説台紙：オリジナルデザイン（片面 1 色）で製作可能
●包装形態：OPP 袋入れ／取説台紙
●送料：1,000 円／カートン（1,000 個／カートン）
500 個

材質

ヒノキ、ネオジムマグネット

サイズ

木部 約 40 × 40mm 以内 厚さ 5mm

※ご注文ロットにより価格は応相談可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
※取説台紙・包装袋の費用は単価に含まれています。
※上記価格には消費税は含まれません

オリジナルマグネット

●初期費用
焼き印 1 カ所】金型代：30,000 円
【シルク印刷 1C】版代：15,000 円
【レーザー彫刻】設定費：10,000 円

基本ロット数

※ご注文ロットにより価格は応相談可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
※取説台紙・包装袋の費用は単価に含まれています。
※上記価格には消費税は含まれません

※ご注文ロットにより価格は応相談可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
※レーザー彫刻や名入れするデザインによって単価が変わる場合があります。
※取説台紙・包装袋の費用は単価に含まれています。
※上記価格には消費税は含まれません

基本ロット数

100 個

材質

スギ、時計ムーブメント、単三電池

サイズ

90mm ×奥行き 65mm ×高さ 138mm

※ご注文ロットにより価格は応相談可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
※取説台紙・包装袋の費用は単価に含まれています。
※上記価格には消費税は含まれません
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How to play the ZURENGA.
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When you play with ZURENGA.
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JAPAN WOOD DESIGN
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Kids t ouch the wooden.
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TEL.026-226-1471
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