
Ⅴ.その他 

【楽器・その他の木製品】 
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問合せ先

有限会社アトリエリブラ

〒078-1653　上川郡愛別町字愛山325-1

01658-3-4036

http://decora43.com

製品説明
Decora43オリジナルベースカホン。ベース打面（ロゴ面）にon/offスナッピー機構。
背面は、高音・低音の2打面構造、キャスター付き。

森林認証等

製品名 Decora43　ベースカホン 参考価格 64,800円

商品仕様

（寸法・納期）

＜幅×奥行き×高さ＞約580（箱550）×305×500㎜　 　打面：表裏共特注国産TSバー
チ4㎜（ブラシ用エンボス塗装）　　ボディ：エコシラ、シナ合板、下穴構造

－

問合せ先

有限会社アトリエリブラ

〒078-1653　上川郡愛別町字愛山325-1

01658-3-4036

http://decora43.com

商品仕様

（寸法・納期等）

サイズ＜幅×奥行き×高さ＞約300×300×468㎜
打面:特注道産STEバーチ3㎜（ブラシ用エンボス塗装）
ボディ:特注道産TEバーチ3㎜(特殊加工)、ペーパーウッド・エコシラ・シナ共芯・シナ合板

－

製品説明
ペーパーウッドやエコシラ合板など、道産高級合板をメインに使用した逸品。座って右手側面も打面になってい
るスペシャルタイプ。

森林認証等

製品名 Decora43　道産スペシャルカホン　 参考価格 54,000円

http://decora43.com/
http://decora43.com/
http://decora43.com
http://decora43.com
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製品名 アーチトップギター 参考価格 500,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種：カラマツ
全長：110㎝　幅：43㎝　厚み：13㎝
納期：2017年3月時点　5年待ちの状態

－

製品説明
林業家の佐藤聡氏と一緒に山に入り、数あるカラマツ林の中から選定しギターに使用。
ギターの表板の他、横板・後板にも全面的にカラマツを使用しました。艶のある美しい音色が特徴です。
節が多くあるカラマツの特徴を取り入れ、あえて節あり材を選択しております。

森林認証等 合法木材証明

問合せ先

Odashima Guitars

〒028-0502　岩手県遠野市青笹町中沢11-72

080-1868-1554

odashima-guitars@w4.dion.ne.jp

odashima-guitars.com

製品名 アーチトップギター 参考価格 500,000円～

商品仕様

（寸法・納期）

樹種：赤エゾ松、イタヤカエデ
全長：110㎝　幅：43㎝　厚み：13㎝
納期：2017年3月時点　5年待ちの状態

－

製品説明
下川町の厳しい寒さが育てた下川町産の良質な赤エゾ松とイタヤカエデを使用。
北海道産材でしか出せない美しい音色が特徴のギター。

森林認証等 合法木材証明

問合せ先

Odashima Guitars

〒028-0502　岩手県遠野市青笹町中沢11-72

080-1868-1554

odashima-guitars@w4.dion.ne.jp

odashima-guitars.com

製材されたカラマツ 製品

製材された赤エゾ松製材されたイタヤカエデ
製品

mailto:odashima-guitars@w4.dion.ne.jp
mailto:odashima-guitars@w4.dion.ne.jp
mailto:odashima-guitars@w4.dion.ne.jp
mailto:odashima-guitars@w4.dion.ne.jp
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製品名 フラットトップギター 参考価格 350,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種：赤エゾ松
全長：110㎝　幅：43㎝　厚み：13㎝
納期：2017年3月時点　5年待ちの状態

－

製品説明
表板、横板、裏板だけではなく、ネックの部分にも北海道下川町産の良質な赤エゾ松を使用して作りました。
輸入材では出せない甘く美しい音色が特徴的です。

森林認証等 合法木材証明

問合せ先

Odashima Guitars

〒028-0502　岩手県遠野市青笹町中沢11-72

080-1868-1554

odashima-guitars@w4.dion.ne.jp

odashima-guitars.com

問合せ先

北見木材株式会社

〒099-0207　紋別郡遠軽町丸瀬布元町41番地

0158-47-2336

0158-47-2156

kouhou@kitamimokuzai.co.jp

http://www.kitamimokuzai.co.jp/index.htm

製品説明
弊社ではピアノ部材を生産しており、日本で生産されるピアノ総数の2/3に弊社の響板が使われています。かつ
ては道産木材のみで生産していましたが、現在は一部輸入材も活用しています。また、道や地元の遠軽町と連
携して「ピアノの森」設置に関する協定を締結し、将来のピアノ部材となる道産木材の育成にも取組んでいます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 楽器用部品（鍵盤、響板、アクション、支柱等） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

アップライトピアノからグランドピアノまでの各種ピアノの部材（鍵盤、響板、アクション、支柱等）
樹種：道産アカエゾマツ、スプルース（輸入）等針葉樹、イタヤカエデ、メジロカバ等広葉樹 －

ピアノ ピアノの森ピアノ響板

製材された赤エゾ松 製品

mailto:odashima-guitars@w4.dion.ne.jp
mailto:odashima-guitars@w4.dion.ne.jp
mailto:kouhou@kitamimokuzai.co.jp
http://www.kitamimokuzai.co.jp/index.htm
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問合せ先

株式会社クワイアン

〒066-0023　千歳市寿1丁目13-4

0123-25-6529

0123-25-6531

info@quiam.com

http://ezos-ukulele.quiam.com

製品説明
北海道の木材を中心に厳選した希少な材を使用した最高級モデルです。
職人の手により一点ずつ生産するため数は限られます。

森林認証等

製品名 Ezo's Ukulele Custom（エゾズウクレレカスタム） 参考価格 オープン価格

商品仕様

（寸法・納期）

ソプラノ　H550×W160×D70
コンサート　H610×W195× D85
ボディ・ネック：北海道産アカエゾマツ　指板：北海道産タモ

－

問合せ先

株式会社クワイアン

〒066-0023　千歳市寿1丁目13-4

0123-25-6529

0123-25-6531

info@quiam.com

http://ezos-ukulele.quiam.com

製品説明
エゾマツで作られたウクレレは優しく柔らかい、暖かな音色が特徴です。
雪のように白くて軽いこのウクレレは、まさに北国の楽器そのものです。
また、優れた音量も特長の一つです。

森林認証等

製品名 Ezo's Ukulele（エゾズウクレレ） 参考価格 92,000円（税別）〜

商品仕様

（寸法・納期等）

ソプラノ　H540×W170×D70　￥92,000＋税
コンサート　H620×W195×D80　￥11,000＋税
ボディ・ネック：北海道産アカエゾマツ　指板：北海道産エンジュ

－

ソプラノ コンサート

ソプラノ コンサート

mailto:info@quiam.com
http://ezos-ukulele.quiam.com
mailto:info@quiam.com
http://ezos-ukulele.quiam.com
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問合せ先

Shikagawa Musical Instruments

〒061-1375　恵庭市南島松596

080-3265-9023

info@shikagawa-mi.com

www.shikagawa-mi.com

製品説明 鮭箱を利用したウクレレです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 Shakelele®　Standerd 参考価格 221,000円～

商品仕様

（寸法・納期等）
600㎜×200㎜×60㎜　オーダー品の為、都度見積り。納期5ヶ月～ －

問合せ先

工房ホリタ

〒091-0032　北見市留辺蘂町豊金68-19

0157-42-3857

0157-42-3834

https://www.facebook.com/woodhorita/

製品説明
センの木でできたカスタネットです。
センの中でも堅い材を上部分に、柔らかい材を下部分に使用することで、より良い音が出るように工夫していま
す。

森林認証等

製品名 カスタネット 参考価格 1,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

縦65㎜　横65㎜　厚さ55㎜
樹種：セン

－

センの木でできたカスタネット

mailto:nfo@shikagawa-mi.com
http://www.shikagawa-mi.com/
mailto:info@shikagawa-mi.com
http://www.shikagawa-mi.com
https://www.facebook.com/woodhorita/


ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

英円楽器［ひでまるがっき］

〒072-0014　美唄市東3条南4丁目3-16

0126-66-6866

0126-66-6866

hidemaru@hear.to

http://www.hidemarugakki.com/index.html

製品説明
本体表の響板は樹齢250年の天然乾燥アカエゾマツ、その他の木部はすべてエゾイタヤ。
ライアは現代の竪琴と呼ばれています、多弦ライアは、半音階クロマチックで構成されている楽器。
楽器本体、ケース、レンチ、弦を固定するボールエンド等、細部まで作家手づくりによる作品です。

森林認証等

製品名 多弦ライア 参考価格 250,000～370,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

“SAKURA”35弦ソプラノライア：高さ55㎝×横幅36㎝、重さ2.0kg前後、
“KANATA”39弦アルトライア：高さ62㎝×横幅43㎝、重さ3.0kg前後、
完全受注生産、納期目安は３ヶ月〜５ヶ月位

－

問合せ先

Shikagawa Musical Instruments

〒061-1375　恵庭市南島松596

080-3265-9023

info@shikagawa-mi.com

www.shikagawa-mi.com

製品説明 鮭箱を利用したカホンです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 Shake cajon 参考価格 120,000円～

商品仕様

（寸法・納期）
300㎜×400㎜×500㎜　オーダー品の為、都度見積り。納期3ヶ月～ －

KANATASAKURA

専用のケースも

調律道具レンチも

お手製オリジナル

mailto:nfo@shikagawa-mi.com
http://www.shikagawa-mi.com/
mailto:hidemaru@hear.to
http://www.hidemarugakki.com/index.html
mailto:info@shikagawa-mi.com
http://www.shikagawa-mi.com
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問合せ先

英円楽器［ひでまるがっき］

〒072-0014　美唄市東3条南4丁目3-16

0126-66-6866

0126-66-6866

hidemaru@hear.to

http://www.hidemarugakki.com/index.html

製品説明
本体木部は駒も含めすべてエゾイタヤ。
「カーヴィングライア」は一枚板からの彫り出し、ペンタトニックライアは音楽療法でも使われてます。
専用のフェルトケースも道産羊毛を使ってゴシゴシ手づくりしています。

森林認証等

製品名 カーヴィングライア 参考価格 30,000〜50,000円

商品仕様

（寸法・納期）

“KOKORO”７弦ペンタトニックライア：高さ28㎝×横幅16㎝、重さ480g前後、
“KOKOCHI”７弦ペンタトニックライア：高さ33㎝×横幅19㎝、重さ740g前後、
“COZUE”13弦ダイアトニックライア：高さ45㎝×横幅20㎝、重さ750g前後、納期目安は２ヶ月程

－

問合せ先

英円楽器［ひでまるがっき］

〒072-0014　美唄市東3条南4丁目3-16

0126-66-6866

0126-66-6866

hidemaru@hear.to

http://www.hidemarugakki.com/index.html

製品説明
本体表の響板は樹齢250年の天然乾燥アカエゾマツ、その他の木部はすべてエゾイタヤ。
オリジナルのコンセプトによる「ちいさなライア」は、ダイアトニックで構成されている楽器作品。
専用のフェルトケースも道産羊毛を使ってゴシゴシ手づくりしています。

森林認証等

製品名 ちいさなライア 参考価格 42,000〜90,000円

商品仕様

（寸法・納期）

“URARA９”９弦ライア：高さ28㎝×横幅16㎝、重さ540g前後、
“NODOKA”13弦ライア：高さ33㎝×横幅19㎝、重さ660g前後、
“NODOKA alto”13弦ライア：高さ45㎝×横幅20㎝、重さ1,150g前後、納期目安は２ヶ月程

－

NODOKAURARA9 NODOKA alto 専用フェルトケース（別売）

KOKOCHIKOKORO COZUE 専用フェルトケース（別売）

mailto:hidemaru@hear.to
http://www.hidemarugakki.com/index.html
mailto:hidemaru@hear.to
http://www.hidemarugakki.com/index.html
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問合せ先

田家木材株式会社

〒085-0831　釧路市住吉2丁目13-28

0154-41-7411

0154-42-8519

otoiawase@taie.jp

http://www.taie.jp

製品説明 魚箱として魚を入れたり、倉庫や物置などに小物入れや道具入れとしても使用できます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 魚箱 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）
W510×H86×D360　納期は数量にもよりますが２～３週間程度です。 －

問合せ先

田家木材株式会社

〒085-0831　釧路市住吉2丁目13-28

0154-41-7411

0154-42-8519

otoiawase@taie.jp

http://www.taie.jp

製品説明 トドマツで作成した野菜や食料品、名産品などを置ける箱です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 野菜箱 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）

W450×H90×D350　サイズ要相談
納期は数量にもよりますが２～３週間程度です。

－

http://www.taie.jp/
http://www.taie.jp/
mailto:otoiawase@taie.jp
http://www.taie.jp
mailto:otoiawase@taie.jp
http://www.taie.jp
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問合せ先

株式会社山上木工

〒092-0203 網走郡津別町達美147-6

0152-76-4934

0152-76-2540

info@yamagamimokko.co.jp

http://www.yamagamimokko.co.jp

製品説明
新千歳空港4Fグルメタウンに設置されているシロクマの巨大モニュメント。巨大且つ複雑なデザインは、設備しているあらゆるどんな複雑
な加工も可能とする大型同時5軸NC工作機械を使用。また中を空洞にして軽量化にも努めている。下地材にシナ材を使用。まさに機械
力と職人力の結晶。ニーズに応じてどんな形にも製作が可能。※森林認証対応可能

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 特注　巨大モニュメント 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

Size:約3,000㎜×約3,000㎜×約2,000㎜
樹種：北海道産シナ材（下地材）

－

問合せ先

滝澤ベニヤ株式会社

〒079-1396　芦別市野花南町1000番地

0124-27-3111

0124-27-3113

info@takizawaveneer.co.jp

http://www.takizawaveneer.co.jp

製品説明
色のついた紙と木材の積層による美しい木口が特徴です。木口のストライプは塗装など後加工では得られない
独特の表情と質感を持っています。また塗装と違って色が剥げることもありません。

森林認証等 合法木材証明

製品名 Paper-Wood（ペーパーウッド） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：seriesⅠ～Ⅴ　30/30/24/17/10㎜　各3色
幅：910㎜
長：1,820㎜

－

Ｐａｐｅｒ-Ｗｏｏｄ Paper-Wood seriesⅢ（厚24mm)と使用例

新千歳空港4Fグルメタウン内に設置 仕上げ中

mailto:info@yamagamimokko.co.jp
http://www.yamagamimokko.co.jp
mailto:info@takizawaveneer.co.jp
http://www.takizawaveneer.co.jp
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問合せ先

株式会社山上木工

〒092-0203 網走郡津別町達美147-6

0152-76-4934

0152-76-2540

info@yamagamimokko.co.jp

http://www.yamagamimokko.co.jp

製品説明
北海道産トドマツ合板材を利用した木製車椅子。強度や軽量化に優れ、仕様によっては金属レスも選択可能。
販路は主に介護施設や病院、そして金属レス仕様は高度医療設備MRIを有する病院、金属探知機が必要な空
港等。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ製車椅子 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

幅625mm×奥行1,000mm×高さ900mm
材料：北海道産トドマツ

－

例：北海道産トドマツ木製車椅子（金属レス仕様も選択可能）

mailto:info@yamagamimokko.co.jp
http://www.yamagamimokko.co.jp
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本製品リストに関する問合せ先

水産林務部林務局林業木材課利用推進グループ

ＴＥＬ：011-204-5492 ＦＡＸ：011-232-1294

北海道木材産業協同組合連合会

ＴＥＬ：011-251-0683 ＦＡＸ：011-251-0684
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