
 京都市中京区寺町通二条下る妙満寺前町４５８  

                 二葉工業株式会社内 

                電話（０７５）２１１－４６４６ 

京都府家具組合連合会 



京都の家具屋さん 

 京都府家具組合連合会は数百年続く老舗企業等で構成さ

れており、長い年月をかけて蓄積してきた家具の製造技術

や交流ネットワーク、家具の材料の目利きに関する技術を活

かし、京都との伝統工芸の技術を用いた家具や京都産の材

料を使用した家具、老舗の家具屋として目利きした認定家

具まで、幅広い京都ならではの家具を取り揃えています。 

 また、現代の住環境にマッチしたインテリア製品や時代を

先取りした家具などお客様の様々なニーズにお応えし、豊か

な暮らしをご提案いたします。 

 ここでは、京都府家具組合連合会に集う家具・インテリア製

品店及び家具などの材料・資材等を扱う事業所などをご紹介

いたします。 

京都府家具組合連合会 
 



              組合員名簿       会長 (株)二葉工業  井尻 多津男       

ＮＯ 事業所名 代表者 所在地 電話 

1  （株）浅野屋 浅野 正佳 京都市伏見区東大手町773 621-2626 

2   井口木工所 井口 彰夫 
京都市中京区押小路通堺町
西入竹屋町152 

231-4953 

3  （有）上野製作所 上野 高男 
京都市下京区富小路五条下る
本塩竈町547 

341-7121 

4  （株）家具の吉村 吉村 安広 宇治市小倉町神楽田26-2 0774-22-2331 

5  （株）川上 川上 泰司 
京都市中京区夷川通間之町
東入夷町557 

222-1055 

6  （有）河長 吉田 輝男 
京都市下京区松原通堺町西
入杉屋町275-1 

351-6089 

7 (株)京タンス店 猪坂 政夫 京都市西京区畑ヶ田179 392-4111 

8  （株）小山 小山 俊樹 向日市寺戸町東田中瀬11-2 933-8811 

9    志村洋家具製作所 志村 俊彦 京都市南上鳥羽南苗代町1-3 692-2531 

10  （株）末永 末永 武弘 
京都市右京区常盤下田町20グ
ランパレス・もと庄屋２０２号 

861-0505 

11 
 （株）大彌リビング 京都営業
所 

能口 仁宏 京都市南区吉祥院池ノ内町28 681-3566 

12   タカギデザイン工芸（株） 高木  秀 
京都市中京区夷川通御幸町
東入松本町576-3 

231-4650 

13   タカラ家具（株） 西  基樹 
京都市中京区夷川通高倉東
入天守町757 

231-1246 

14  （有）谷口洋家具製作所 谷口 邦夫 久世郡久御山町野村東ノ口8 631-0739 

15 (株)築柴 築紫 宗晴 向日市森本町野田1-1 921-2000 

16   柘産業（株） 柘 誠二 
京都市伏見区深草西浦町4-
33 

641-2287 

17  （有）寺ノ内吉川タンス 吉川 哲雄 
京都市上京区堀川通上立売
上る竹屋町584 

451-1452 

18  （株）トナミ 砺波 康夫 
京都市下京区七条大宮西入
花畑町80 

361-6261 

19  （有）中塚商店 中塚 晴之 京都市伏見区東大手町770-2 601-1536 

20   ヒラタ家具（株） 平田  等 
京都市下京区松原通大宮西
入上長福寺町217-1 

841-0935 

21   藤長家具工芸 藤本  進 
京都市下京区綾小路通西洞
院西入芦刈山町138-1 

351-2914 

22   二葉工業（株） 井尻多津男 京都市中京区寺町通二条下る 231-0953 

23 
 （株）プレーベル YARN＆
SOIL 

村田 昌和 
京都市中京区夷川通富小路
西入鍛冶屋町366-1 

231-3151 

24  （株）宮崎 宮崎 真里子 
京都市中京区夷川通堺町西
入百足屋町152 

231-6337 

25   宮崎木材工業（株） 宮崎 真里子 
京都市中京区夷川通堺町西
入る絹屋町129 

222-8112 

26  （有）水本木工 水本 喬之 
京都市右京区嵯峨野西ノ藤町
4-2 

871-3455 



株式会社 浅野屋 
代表者 浅野 雄祐 

 
 

 伏見大手筋商店街で家具、インテリア小物の販売を行ってから
数十年以上、お客様の「High Quality Life」のために、世界中から
家具・インテリア小物を取り揃えております。 

 良質のオーク・ウォールナット・チェリー・メープルなどの無垢材を
使用した家具と見ているだけで心が和むインテリア小物など、ぜひ
お店にお立ち寄りいただき、ご自分の目でお確かめください。 

 当店は、家具、インテリア小物とも、単なる道具ではなくお買い求
めいただいたお客様の気持ちが豊かになるをモットーに、これから
もお客様の「自分流インテリア」を見つけるお手伝いをいたします。  

〒612-8053  
京都市伏見区東大手町７７３ 
TEL（075）621-2626  FAX（075）621-
2688 
URL      https://www.asanoya-net.jp/ 
E-Mail   asanoya@otesuji.jp  



井口木工所 
代表者 井口 彰夫 

 
 

 先々代は木製の箱を造っていたが、戦後間もないころから家具
を製造しており、現在では主に建築業者からのオーダーを受け、
新築の家用に職人の手作り食器棚、テーブル、応接セットなどのオ
リジナル家具の製造を行っています。 

 注文主の部屋と作る家具がマッチしてこそ作った家具が生きると
いうことをモットーに、木の魅力を最大限に引き出した商品を提供
することが使命であると考えています。 

 特に、木と木をさし合わせて組み上げる「指物」の技術を駆使し
て作り上げる木製品は内外から高い評価いただいており、これから
は本物の木を使った家具の良さが見直されるのではないかと思い
ます。 

〒604-0823 
京都市中京区押小路通堺町西入152 
TEL（075）２３１-4953  FAX（075）231-5133 
E-Mail   akiboss-mck@hop.ocn.ne.jp  



 元々は京都市下京区下寺町で天保年間に創業した古い店で、現
在の場所に店を構えておかげさまで５０年が経過し、一般家具と内装
品（カーテン、カーペット等）をご提供しています。 

 また、カリモクパートナーとして、熟練の職人が選び抜いた素材を
使った本物の木の家具を揃えた「カリモク家具の大津市ショールー
ム」にも参加し、皆様に使いやすさや素材、手作りにこだわった家具な
ど、これからも長く使えて質の良いものをお届けしてまいります。 

株式会社  家具の吉村 
 代表者 吉村 安広 

 

 
〒611-0042 
京都府宇治市小倉町神楽田26-2 （近鉄小倉駅前） 
ＴＥＬ（0774）22-2331 FAX（0774）23-3591     
  



  

株式会社 川上 
 代表者 川上 泰司  

 
 〒604-0805 

京都市中京区夷川通間之町東入 
ＴＥＬ（075）222-1055 FAX(075) 
256-3397  
URL      https://www.kagude.com/ 
E-Mail   yasuji0723@kk-kawakami.co.jp 
 

 家具の街夷川で1883年創業以来、「ひとつ上の暮らしの満足を」お届けするこ
とをコンセプトに、多くのお客様に本物の家具と出会って頂くことを願い、使えば
使うほど愛着がわき、永く使っていただける「本物の家具」をお届けしてまいりま
した。 
 

 宇治市大久保では、「家具を変えれば暮らしが変わります」というコンセプトの
もと、気楽に、気軽に、気ままにご来店いただき、お気に入りの家具、インテリア
商品などをお安く賢くお買い求めいただけるよう京都で最大級の家具のアウト
レットショップを展開しています。 
 

 夷川本店で本物の家具に触れていただき、宇治店ではちょっとしたお部屋の
雰囲気を変えるための家具・インテリア商品などを気軽にお求めいただければと
スタッフ一同お待ちいたしております。 



有限会社 河 長 
代表者 吉田 高朗 

 
 

 １７５１年創業で現在１２代目を数えます。 

創業当初から明治初期にかけては、主に荒物や

鉄物を取り扱っていましたが、１９００年代前半に

なって箪笥や仏具の装飾用金具を主に扱い、現

在は建築金物、陳列金物、和金物等、幅広く取

り扱う金物総合卸商として家具製造者をはじめ

として、ホテル、マンション、飲食店、美容室など

様々な業種の方々のご要望にお応えしています。 

 これからもその実用性とともに、飾りの意匠とし

ての美しさを兼ね備えた金物の良さを多くの

人々に知っていただければと思っています。 

 

 

 

〒600-8078 京都市下京区松原通堺町西入
杉屋町275-1 
TEL（075）351-6089  FAX（075）351-2099 
URL        http://chobey.com/ 
E-Mail     shop@gokoh1751.shop-pro.jp  



〒601-8316 

京都市南区吉祥院池ノ内町２８ 

ＴＥＬ （075）681-3566 

ＦＡＸ （075）681-2215 

URL  http://daiya.com/ 

E-Mail noguchi@scale.jp 

株式会社 大彌リビング 

京都営業所 
 代表者 能口 仁宏  

 
 

北欧家具をはじめ国内外の一流メー
カーの家具及び室内調度品の卸販
売を行っています。  
 

また、併せてトータルインテリアの設
計施工も行っています。 

※スタイリングラボは大彌リビングのオリジナ
ルブランドです。 



〒615-8004 

京都市西京区桂畑ヶ田町179 

ＴＥＬ （075）392-4111  

ＦＡＸ （075）392-4124 

URL  http://www.kyotansu.co.jp/ 

E-Mail kikaku@kyotansu.co.jp 

株式会社 京タンス店 
代表者 猪坂 政夫 

  

 
 

   私たち、京タンスは、 
①もっとインテリアにこだわってほしい。 

②入りやすく、居心地の良い店内、お客様がご希望の住まいをイメージ
しやすい売り場づくり 

③なんでも気軽に相談して頂けるお客様に愛される親しみのあるイン
テリアショップを目指す 

をモットーに安心・安全を求めた家具をリーズナブルな価格でご提供い
たします。 

 また、高齢者の方々への自立及び介護を支援して、社会生活の質の
維持・向上のためのお手伝いをしたいとの思いから、永い間ご愛顧い
ただいているお客様に対し、福祉用具事業部「京タンスケアサービス」
部門も立ち上げています。 



 創業から５３年目で、店舗、住宅の建築・設計・施工からアウトテリア、
インテリアの設計、さらにオリジナル家具の設計・製作販売を手がけ
ております。 

 特に、古材の再利用注目し、熟練した職人の手により加工した古材
の建材を使用した建材をご提供しています。 

 長年建築を支え続けた上質の内地材が持つ耐久性と木そのものが
持つ独特の美しさと魅力について、新材とは違う古いものの本当の良
さを若い人たちをはじめとした多くの人たちに知っていただければ幸
いです。 

 

タカギデザイン工芸 株式会社 
          代表者 高木 秀 

 
 〒604-0982 

京都市中京区夷川御幸町角松本町57６ 
TEL（075）231-4650  FAX（075）221-
8760 
URL   http://takagi-design.com 
E-Mail  shu@takagi-design.com 
 

京都市下京区松原通大宮西入上長福寺町217-1


有限会社 谷口洋家具製作所 
代表者 谷口 邦夫 

 
 

 かっては主に婚礼家具を製作して京都の家具店に卸していた
り学校の机、棚などの備品の製作やメンテナンス等も行っていま
した。 

 現在は、一般用の家具の製作のかたわら、全国の有名店から
の注文を受け、店舗用の什器、設備などを製作しています。 

 また、商社を通じて、観光列車（近鉄「しまかぜ」やJR東日本）
の机や椅子なども制作しています。 

 これからも、従来からの自社での一貫生産を貫き、ご依頼主の
信頼にお応えしてまいります。 

 

 

〒613-0023 京都府久世郡久御山町野
村東ノ口町8 
TEL（075）631-0739  
FAX（075）631-4018 



〒617-0003 
京都府向日市森本町野田1-1 
ＴＥＬ （075）921-2000  
ＦＡＸ （075）921-6000 
URL https://www.tukusi-net.com/ 

株式会社 築柴 
代表者 築柴 宗晴 

  

 
 

 明治１７年京都市上京区で建具商として創業以来、長年培った
「匠の技」をベースに、造作工事や木製品の製造、建築式工事ま
で、時代を超えた普遍的な価値と時代の要請に基づく新しい価値
との融合を図りながら「お客様の満足の実現」を目指してまいりま
す。 
■建築内装工事 
 神社仏閣・官公庁・ホテル・商業施設・オフィスビル・一般 住宅 等 
■特殊合板の製造・施工 
 難燃・準不燃・不燃練付化粧合板 等 
■特注インテリア家具類の製造・施工 
■高級建具の製造・施工 
■一式建築工事 
■その他トータルインテリアの設計・施工 

ホール 

寺院 

学校 
 

ホール 

https://www.tukusi-net.com/


 創業以来60年あまり、京都伏見の地に根ざし、機能性に優れたインテリア
製品の製造・卸販売業務を展開し、お客様との信頼関係を大切に営業して
まいりました。 

 現在、ダイニングテーブルの透明保護マット（テーブルマット）をはじめとし
て、テーブルの脚に傷防止として付けるフェルト、地震対策商品など皆様の
生活のお役に立てるオリジナル製品の開発、製造・販売を積極的に行って
おります。 

 また家具店様のご要望に応じ、ドレッサーカバー、たんすゆたん、家具の補
修用品や店舗に掲げる幟・旗、家具を運搬する際の傷防止としてお使い頂
ける運送用布団など各種商材を幅広く取り扱っております。 

 今後は、さらなるサービスの向上を目指し、多様化するニーズにお応えで
きる企業になりたいとの思いから、一般のお客様へもお求めやすいものを提
供するべくネット販売にて皆様方のご要望に応えられるインテリア製品を提
供してまいります。 

〒612-0029 
京都市伏見区深草西浦町4-33 
TEL（075）641-2287 FAX（075）641-2337 
URL    http://www.tsugesangyo.co.jp/  
E-Mail   info@tsugesangyo.co.jp  

 

 

代表者 柘 誠二 

柘 産業 株式会社 

京都市下京区松原通大宮西入上長福寺町217-1


 大正６年創業以来、木製家具をはじめ、建具の製作や修復、内装リ
フォーム、京都市の図書室の椅子、テーブルの整備などを行ってきま
した。 

その後、およそ90年の時を経て、良いものを長く使う心を引き継ぎ、
国産無垢材を使用した家具専門店「木輪舎」（京都市認定）に
生まれ変わりました。 

 まるで、森のなかにいるかのような、安らぎと開放感を与えてくれ、
より一層木のぬくもりが感じられる天然・無垢材を使用した家具で、皆
さまの豊かな生活づくりをお手伝いできればと考えています。 

有限会社 寺ノ内 吉川タンス   
代表者 吉川 哲雄 

 
 〒602-0067 

京都市上京区堀川通上立売上ル竹屋町584 
TEL（075）451-1452  FAX（075）451-1453 
URL       http://www.kirinya.com/ 
E-Mail    info@kirinya.com 



 京都で生まれ京都の人々に育まれ創業百年を越え、おかげさまで

京都最大級の売り場面積を誇る家具店となりました。 

 これまで、家具をはじめとして各種インテリアなど、皆様の暮らしを

より豊かに彩る商品をご提供してまいりました。 

 これからもさらに、お客様のご要望にお応えできるようオリジナル家
具、オーダー家具をはじめ、特にご高齢の方々の暮らしがより楽にな

るような家具を取りそろえ、皆様方のライフスタイルに対応したインテ

リアコーディネートをご提案してまいります。 

 

株式会社 トナミ家具 
   代表者 礪波 康夫 

 
 

〒600-8831 
京都市下京区七条大宮西入花畑町80 
TEL（075）361-6261 FAX（075）361-1073 
URL    http://www.tonami-kagu.com/ 
E-Mail  tonami@viola.ocn.ne.jp 
  



有限会社 中塚商店 
代表者 中塚 晴之 

 
 

 伏見大手筋商店街で、家具小売店として家具の販売を行っていま
す。 

 江戸末期にこの地で家具類のほかに家庭で使う日用品などを扱っ
たのが始まりで、以来一環してご家庭でお使いになる家具類のみの
小売店として今日に至っています。 

 時代とともに、住まいの形が変わり、それにつれて生活様式も変
わってゆく中で、当店は単なる道具としての家具ではなく、見てよし、
触ってよしのいつまでも変わらない木の温もりを感じていただけるよう
な家具をお届けし、お客様により豊かに日常生活を送っていただけ
ればと考えています。  

〒612-8053 京都市伏見区東大手町770 
TEL（075）601-1536  FAX（075）611-8279 
E-Mail     nakatsuka@otesuji.jp  



 以来８０年間、家具店として、お客様の安らぎのある生活を応援す
る総合インテリアをご提案してまいりました。 

 特に、「マエストロコレクション」と呼ばれている約１世紀前のヨーロツ
パの巨匠がデザインした当時のデザイン仕様のままの椅子の直輸入
しています。 

また、剣道具製造業であった新居猛氏がデザインした独特の座り心
地を持つ「新居チェアー」と呼ばれる純国産の椅子を販売しています。 

 これからもこれらのコレクションの中から、埋もれているものを探し出
して商品化し、これまで世に出ていなかった独特の味わいをもつ家具
をご提供して参りたいと考えています。           

 

 

ヒラタ家具 株式会社    
代表者 平田 等 

 
 

〒600-8376 
京都市下京区松原通大宮西入上長福寺町217 
TEL（075）841-0935 FAX（075）811-6271 
URL https://www.facebook.com/hiratakagu 
E-Mail  hirata@furniture-direct.co.jp  

京都市下京区松原通大宮西入上長福寺町217-1


  

二葉工業 株式会社 

 代表者 井尻 多津男 
 
 

〒604-0932 
京都市中京区寺町通二条下る 
TEL（075）211-4646 FAX（075）211-4640 
URL       https://www.futabakagu.com/ 

  当社は積層曲木で有名なフィンランドのアルテック社を日本で初め
て紹介してから４０年以上にわたり著名なデザイナーの家具や、日本
ではまだ知られていない北欧ブランドの家具を中心に、自社オリジナ
ル家具や、国産の良質家具をご案内いたしております。 
 
    北欧の椅子専門やテーブル専門などの独自のアイテムを極めた専
門工房から生み出される高価な家具は、飽きのこないシンプルで完成
度の高いデザインと、長年の使用に耐える耐久性を誇り、代々に渡っ
て愛用していただける経済的な家具です。 
 
 幾代にもわたって使い続けられるいい家具は「人を育てる」と言われ、
本物の家具からは、洗練された感性とぬくもりが伝わってきます。私た
ちはそんな「愛家具」を心をこめてお届けし、ゆたかな住まい造りのご
提案をいたしますとともに、永くご愛用頂くために家具全般のメンテナ
ンスなどアフターケアにも万全の体制を整えております。 

https://www.futabakagu.com/


〒604-0964 

京都市中京区夷川通富小路西入鍛冶屋町366-1 

ＴＥＬ   （075）231-3151 

ＦＡＸ    (075) 231-3151  

URL   http://www.yarnandsoil.jp 

E-Mail   info@yarnandsoil.jp  

株式会社 プレーベル  
代表者 村田 昌和 

 

京都夷川のインテリアの店です。 

ラグ、カーペット、クッション、布小物や陶磁器など、糸と土に
まつわる人々の暮らしに沿った物を提案します。 



  

株式会社  宮崎 
 代表者 宮﨑 真里子  

 
 

〒604-0805 
京都市中京区夷川通堺町西入百足屋町152 
ＴＥＬ（075）231-6337  FAX（075）231-1230  
URL      https://www.miyazakikagu.com/ 
E-Mail   kyouto-ebisugawa@miyazakikagu.com 

 創業1856年（安政三年）以来１６３年、家具と向き合い、伝統を受
け継ぎ、芸術の香りただよう家具の数々を生活の中に息づかせて
参りました。 
 

 宮崎家具がご提供する桐タンスや畳椅子を始めとした和家具は、
京指物の伝統技術を用い、職人が手作りで製造しています。 

 また、日本全国から厳選し、インテリアへのこだわりにとことんお
応えできるセレクト商品もご提供しております。 
 

 長くお付き合いいただける家具であるのはもちろんのこと、コー
ディネーターがお客様のご要望をお聞きし、ご満足いただけるご提
案をいたします。 



宮崎木材工業 株式会社 

 代表者 宮﨑 真里子  

 
 〒604-0804 

京都市中京区夷川通堺町西入る絹屋町129番地 
宮崎平安堂ビル4階 
ＴＥＬ（075）222-8112  FAX（075）222-8113  
URL      http://www.miyazaki-mokuzai.com 

 1856年（安政３年）初代が御所出入りの指物師のもとで長年修業を
積んだのち、京指物の技術を生かして最高級の家具を作り続けました。
その後、1938年、船舶の内装を手がけたのを機に建築内装業へと進
出しました。 
 
 昭和の新宮殿豊明殿の造作と調度品の納入が飛躍的に技術革新を
もたらし、その後も木の質感を残したまま防火性能に優れた不燃化粧
材、難燃化粧材、木質防火ドアをはじめ最新の建築内装材の開発に
積極的に取り組んでまいりました。 
 
 これからも人、技術、組織、製品、施設など全てが一流になることを
目指し、京都の伝統的な指物の技術を継承しながら、最先端の技術も
取り入れ、木材の持つ美しさ、あたたかさが満ちた空間をおとどけして
まいります。 



 株式会社 小山      （小山 俊樹） 

 有限会社 水本木工   （代表者 水本 喬） 

 藤長家具工芸       （代表者 藤本 進） 

 タカラ家具 株式会社   （代表者 西 基樹） 

 株式会社 末永      （代表者 末永 武弘） 

 有限会社 上野製作所 （代表者 上野 高夫） 

 志村洋家具製作所    （代表者 志村 俊彦）  

次の店舗、事業所の方々にも組合の運営等にご協力を
いただいております。 



認定京都家具 

 組合では、京都の持つ伝統と文化に相相応しく、消費者の皆様

に安心して永くお使いいただける家具を「京都家具」として認定し

ました。 

 京都府家具組合連合会は、数百年続く老舗企業等で構成されて

おり、長い年月をかけて蓄積して家具の製造技術や交流ネットワー

ク、家具や材料の目利きに関する技術を以下し、京都の伝統工芸

の技術を用いた家具や、京都産の材料を使用した家具、老舗の家

具屋として目利きした家具まで、幅広い京都ならではの家具を取り

揃えて「京都家具」として認定しました。 

 組合では、これまで１２点の家具を「京都家具」として認定しており、

認定家具取扱店舗で認定シールを目印にお求めいただけます。 

                            



認定京都家具 

「畳椅子」 

 京町屋の格子を表現したもので、金釘や金物、ネジ等
は一切使用しない伝統的な京指物の技術で作られたも
のです。 

株式会社 宮崎 
 
〒604-0805 
京都市中京区夷川通堺町西入百足屋町152 
ＴＥＬ（075）231-6337  FAX（075）231-1230  
URL：https://www.miyazakikagu.com/ 
E-Mail：info@miyazakikagu.com  
 



認定京都家具 

「ＭＩＮＯ」シ リーズ家具 

 国産の胡桃材を使用し、張地は倉敷帆布を使用し、
飛騨高山の職人により作られたもので、塗装は京都産
の天王柿の柿渋が使用され、京町屋にもマッチした家
具類です。 

株式会社 川上 
 
〒604-0805 
京都市中京区夷川通間之町東入 
ＴＥＬ（075）222-1055  FAX  
URL：https://www.kagude.com/ 
E-Mail：info@miyazakikagu.com  
 



認定京都家具 

「柏木工 ＣＩＶＩＬシリーズ」 

      株式会社 小山 
 
〒617-0002 
京都府向日市寺戸町東田中瀬１１－２  
ＴＥＬ（075）933-8811  FAX（075） 933-8188 

 原材料を除き、飛騨高山で作られたもので、環境への
配慮、１０年保証、など家具の専門家が推奨するもので、
デザイン的にもシンプルでウオールナット材とオーク材の
コンビネーションが美しく、座り心地がよい家具類です。 



認定京都家具 

「ザ・ファースト」 

株式会社 家具の吉村 
 
〒611-0042 
京都府宇治市小倉町神楽田26-2 
（0774）22-2331 FAX（0774）  

  

 新素材である３Ｄネットの採用とバネによるネット取り付け
により、体を実現した未来の椅子のあり方を示す椅子を
包み込むようなリラックス感のある座り心地が特長です。 



認定京都家具 

「「ＧＯＬＤ ＳＭＩＴＨ ＷＩＮＤＯＳＯＲ アームチェア」 

   株式会社 トナミ家具 
 
〒600-8831 
京都市下京区七条大宮西入花畑町80 
TEL（075）361-6261 FAX（075）361-1073 
URL：http://www.tonami-kagu.com/ 
E-Mail：  
 

    

背もたれが縦格子になっており、これが京町屋の縦格
子とイメージがマッチしており、住空間に合わせた色合
いと材料を選ぶことができます。 



認定京都家具 

「二月堂食道机」 

    

   ヒラタ家具 株式会社 
 
〒600-8376 
京都市下京区松原通大宮西入上長福寺町217 
TEL（075）841-0935 FAX（075）811-6271 
URL： 
E-Mail：hirata@furniture-direct.co.jp 

 東大寺二月堂の名称に因んだ漆仕上げの机で、横に
つなげての長机や、井型に並べての多人数での使用な
ど多用途に使用できる机です。 



認定京都家具 

「小椅子」 

    

  二葉工業 株式会社 
 
〒604-0932 
京都市中京区寺町通二条下る 
TEL（075）211-4646 FAX（075）211-4640 
URL：https://www.futabakagu.com/about 
E-Mail：hirata@furniture-direct.co.jp 

  

１本脚の子椅子として注目されており、木部の材料は
ナラ、チーク材などの広葉樹で作られたもので、張地
はそれぞれの好みで対応しています。 



認定京都家具 

「脇卓子」 

    

    井口木工所 
 
〒604-0823 
京都市中京区押小路通堺町西入152 
TEL（075）２３１-4953 FAX（075）231-5133 
URL： 
E-Mail：akiboss-mck@hop.ocn.ne.jp  

  

材料はサ京都の夏の行事である「大文字送り火」をデザ
インしたものです。 
 



認定京都家具 

「脇卓子」 

    

     井口木工所 
 
〒604-0823 
京都市中京区押小路通堺町西入152 
TEL（075）２３１-4953 FAX（075）231-5133 
URL： 
E-Mail：akiboss-mck@hop.ocn.ne.jp  

  

畳の部屋にマッチするような和風のデザインとしてお
り、材料はサクラ及び天然の杉です。 



認定京都家具 

「姿見」 

    

     井口木工所 
 
〒604-0823 
京都市中京区押小路通堺町西入152 
TEL（075）２３１-4953 FAX（075）231-5133 
URL： 
E-Mail：akiboss-mck@hop.ocn.ne.jp  

  

裾の部分に鴨川の水の流れをイメージしてスカシを施
しており。材料はケヤキです。 



認定京都家具 

「ミニチェストシリーズ」 

 楠を原材としたもので、その香りの良さと防虫・防腐効
果、そして「七色の木肌を持つ木」と言われるほど様々
な表情を見せます。 

        株式会社 川上 
 
〒604-0805 
京都市中京区夷川通間之町東入 
ＴＥＬ（075）222-1055  FAX  
URL：https://www.kagude.com/ 
E-Mail：info@miyazakikagu.com  
 



組合員場所図（１） 
 



組合員場所図（２） 



組合員位置図（３） 



組合員位置図（４） 



組合員位置図（５） 



組合員位置図（６） 



組合員位置図（７） 


