大川木材事業協同組合

大川木材事業協同組合

大川木材事業協同組合では
次の組合員サービス事業を行っています。
●帯鋸目立、研磨事業

所在地／〒831-0041

●大径木胴割事業

福岡県大川市大字小保 594
代表者／木村

洋明

●フォークリフト特定自主検査事業

TEL 0944-86-2187
FAX 0944-88-3096
［E-mail］okawa-mokukyo@trad.ocn.ne.jp
設立／昭和 25 年（1950 年）
出資金／ 4,828 万円
組合員／ 50 社
営業時間／ 8:00 〜 17:00

特別対談

定休日／日曜･祝日、第 2･4 土曜

木 村 洋明 × 後藤 安信

優秀な若者が育っているので、
今までにない新しいビジネスの開拓を。
れと共に私共の木材供給量も激減したので

す。都市計画の中に基幹産業をイメージさ

す。
また、製材業もいわゆる現地加工の木

せる計画があってもいいのではないかと思

材輸入が増え、一時代70基あった製材機

います。

は今は1/５に減っています。

【後藤】観光の拠点を優れた木造建築にす

組合員数も100社を超えていたのが、今は

るとか、市の木である桐を街路樹にすると

５０社になりました。

かやれることはいくらでもありますね。

【後藤】そのような状況下で、木材事業を営
む組合としての展望は？

【木村】価格や生産性では海外の工場にか
ないません。デザイン力や技術力といって

【木村】木材組合には優秀な若手が次々と

も町全体にそうしたイメージが醸成されて

育っています。
やはり若いビジネスマンが育

いなければ大川全ての家具が評価されるよ

【後藤】組合の主な活動を教えてください。

つことで業界全体が活性化します。

にはならないでしょう。

【木村】従来から行われていることですが、

特にインターネットを活用した新しい体制

木材産業は家具業界の根幹をなす基本で

帯鋸の目立て･研磨とフォークリフトの年次

づくりに積極的です。
うちの組合員しか持っ

すから、
我々はこれからも挑戦していかない

点検のほか、遊休地の賃貸などです。あと、

ていない商材を全国の同業者へ（BtoB）
、

といけません。
と同時に市も大川のイメー

（有）石橋商会

石橋

武光

831-0042

西日本には当組合にしかない機械を使っ

あるいは直接ユーザーへ（BtoC）ネット販

ジづくりにもっと積極的に取り組んでもらい

て、直径2mまでの大径木を切る胴割事業

売できるようになれば、
ビジネスチャンスも

たいと思います。

（株）
イシモク・コーポレーション

石井

泰彦

も行っています。継続的に行うことが重要だ

広がっていくと思います。

（株）井上企画

井上

（株）
ウエキ産業

植木

（株）
ウッドサークル

大川木材事業協同組合 理事長
（株式会社 富士商会代表）

木村 洋明

と思っています。
【後藤】組合のモットーは何ですか。

【後藤】
「産地大川」
としての展望や、期待す
ることはありますか？

■ 大川木材事業協同組合

会員名簿 （青字で表示されている会社をクリックすると紹介ページに移ります）

会社名

代表者名

郵便番号

所在地

（五十音順）

TEL(大川 0944)

FAX（大川 0944）

大川市九網１６０−１

87-2220

87-3226

831-0005

大川市向島１７０３

87-6688

87-6685

慶子

831-0005

大川市向島１９９８−４

87-1515

87-1518

啓能

831-0042

大川市九網３５７−１

88-3388

86-5810

江頭 新太郎

831-0041

大川市小保６１４−１４

88-1557

88-1702

ウッドディーラー ワタヤ

田中

昌之

831-0014

大川市中木室６７０－２

86-5437

86-5437

【木村】大川で最も歴史があるのが木材組

【木村】
「木工のまち大川」
といっても、
この

合です。木工産地としての木材組合として

まちにはそうした趣が全くといっていいほ

エグチ（株）

江口

昌寿

832-0089

柳川市田脇１７３

75-5100

75-5101

の役割は、家具メーカーの地位をいかに上

どありません。他の産地のように森林資源

山崎

彩

げるかがモットーです。

（株）エトウ

があるわけでもありません。
もちろん、大川

831-0008

大川市鐘ケ江２２７－２

87-5888

87-1018

(株)オチアイ

野口

東吾

840-2104

佐賀市諸富町徳富７６０－１

0952-47-6072

0952-47-6073

（株）喜多洋行

喜多

正典

831-0041

大川市小保９０９－３

86-4036

86-4164

木下産業木材販売

木下

一敏

831-0033

大川市幡保２７９－６

86-2283

86-8266

【後藤】現状はどうなっていますか。

の成り立ちが山ではなく大河によって栄え

【木村】大川の家具産業は東南アジアからの

たという家具の産地としての特異性にある

輸入家具に押されてシェアーが減少し、そ

からなのですが、やはりイメージは大切で

一般財団法人 大川インテリア振興センター
専務理事 後藤 安信

大川木材事業協同組合
■ 大川木材事業協同組合
会社名

会員名簿

（五十音順）

代表者名

郵便番号

所在地

TEL(大川 0944)

FAX（大川 0944）

江頭

弘智

831-0041

大川市小保630

87-0711

87-9466

協和産業㈱

臼井

精二

832-0005

柳川市西蒲池408-1

72-1990

72-1991

(株)キリモク

今山

善博

831-0004

大川市榎津153−1

89-9700

89-9701

（株）熊井産業

鵜川

秀樹

831-0005

大川市向島2316

88-0022

88-3833

（株）
グラーツ・ランバー

井上

義崇

830-0417

三潴郡大木町上八院1-10

88-1116

88-1117

古賀

次雄

840-2105

佐賀市諸富町諸富津146−14

0952-47-6324

0952-47-6324

（株）九州大川木材市場

古賀小割
（株）近藤材木店

近藤 真一郎

831-0016

大川市酒見112-1

87-3128

86-5864

（株）佐藤商会

佐藤

哲嗣

832-0089

柳川市田脇329-1

73-6386

72-7228

（株）佐藤木材

佐藤

元昭

840-2104

佐賀市諸富町徳富266-1

0952-47-3855

0952-47-3892

野口

省三

831-0008

大川市鐘ヶ江709-1

87-9100

86-5805

志岐材木店

志岐

隆文

831-0005

大川市向島1892

86-2248

86-2491

白垣木材（株）

岸

幹夫

831-0011

大川市下白垣156-2

88-2209

88-2210

(有)白浜産業

白浜

積

840-2104

佐賀市諸富町徳富725-1

0952-37-9937

0952-37-9959

新原木材工業（株）

新原

俊彦

831-0005

大川市向島2015-22

88-1525

88-2770

（株）
ダイショウ

大坪

政憲

840-2104

佐賀市諸富町徳富691-6

0952-34-8123

0952-34-8088

（株）太平木材工業

松本

旭生

831-0013

大川市中八院770

87-1488

87-1490

（有）高島製材所

高島

英樹

831-0041

大川市小保738-1

86-2510

87-1615

（有）高田製材所

高田

豊彦

831-0041

大川市小保802

87-6568

86-2343

竹林

隆広

831-0007

大川市道海島645−3

87-8080

87-8079

（株）立花ベニヤ商会

立花

泉

831-0006

大川市中古賀1035-21

88-1147

88-0368

（有）立野産業

立野

孝一

831-0005

大川市向島129

86-4888

86-4889

（株）土井商事

土井 彌一郎

831-0004

大川市榎津734

87-2263

86-8667

（株）中田材木店

中田

景三

831-0013

大川市中八院783

87-1788

87-2243

(株)中村製材所

中村

展章

840-2102

佐賀市諸富町為重385-1

0952-47-3100

0952-47-3742

（有）成井材木店

成井

公明

831-0016

大川市酒見116

87-2301

88-1533

乗富良太郎

832-0827

柳川市三橋町蒲船津56-5

72-6191

72-9414

（有）東材木

東

律男

830-0207

久留米市城島町城島184-5

0942-62-3308

0942-62-6862

（株）広津商会

広津

和彦

840-2102

佐賀市諸富町為重404-1

0952-47-3535

0952-47-4385

広松木材（株）

広松

修

831-0007

大川市道海島2-1

87-1246

87-6530

(株)富士商会

木村

洋明

831-0004

大川市榎津300-1

86-5121

87-2533

（有）伏見商会

伏見

誠

831-0005

大川市向島2213-2

87-3654

87-3974

(株)プロセス井口

井口

敬茂

831-0034

大川市一木87-1

87-4826

87-0460

(株)松尾樫工場

松尾

武

831-0005

大川市向島2111-1

86-2362

86-2576

（株）松林材木店

松林

慶一

831-0016

大川市酒見599-1

87-2144

86-4160

松林商会

松林

武宏

831-0043

大川市新田244-2

87-1116

87-4133

丸川木材（株）

下川

俊作

831-0026

大川市三丸443-1

88-3088

88-1568

（株）宮崎材木家具卸

宮崎

裕敏

831-0015

大川市本木室804

87-2465

86-5378

(有)モーランミゾエ

溝江

晃一

831-0013

大川市中八院119-1

86-2215

88-3749

ヤマシタ産業（株）

立花

泉

831-0006

大川市中古賀1064-4

87-4123

87-7383

(株)山王

大川営業所

竹林商事㈱

(有)乗富材木店

製材業に携わり60年以上の歴史。
市内外から特殊製材の依頼に応える。

有限会社 石橋商会

スプルースやメイプルなどの大きな原木が
積み上げられた敷地内をフォークリフトが
せわしなく動き回る石橋商会。
同社は建具材や建築材、別注家具材などの
販売のほか、委託製材を行っています。委託
製 材 は 大 川 市 周 辺 の 材 木 屋や 家 具メー
カーから依頼があり1m50cm幅まで製材
可能です。
●筑後川昇開橋

向島

若津下町
●若津港
筑後川

767

716

大川小●

208

734

明治橋

石橋商会★
八幡神社

有限会社 石橋商会

堤町

所在地／〒831-0042
福岡県大川市九網160-1
代表者／石橋 武光
TEL0944-87-2220
FAX0944-87-3226
創業／昭和25年
設立／昭和61年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 11名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日祭日、第2・4土曜日

東町

「高校に上がる前から父の手伝いをしてい

な製材技術を持つ目利き自慢の職人が、丸

たので、見よう見まねで製材技術を覚えま

太の木目を読みながら丁寧な作業を行って

した」
と語る石橋社長は50年近いキャリア

います。
「国産材にも輸入材にも、それぞれ

を誇ります。取扱う樹種は国産材、輸入材合

に優れた特長があります。貴重な資源を適

わせて常時15〜20種ほど。工場では確か

材適所に使えばもっと快適な住空間が出来
ると思います」。
木材一筋に歩んできた石橋社長のモットー
は 現場第一 。敷地内をいつでも休み無く
飛び回っています。

TOP VOICE

長年の経験により製材技術と目利きを磨いてきまし
た。様々なサイズ・数量に対応します。お気軽にお問い
合わせください。

自社試験室、ISO取得、製造履歴で確かな品質を維持。
住宅から医療、車まで居心地の良い空間をつくります。
株式会社 イシモク・コーポレー ション
「家をひっくり返しても、下に落ちてこない
ものを当社はつくっています」。同社は戦後
に製材所として創業後、木材販売業を経て、
現社長が跡を継いでから住宅機器の製造・
販売を開始。以降、冒頭の言葉通りに、
ドア
や玄関収納、壁などの住空間、医療や介護
施設の空間、
プロスポーツ選手控室のロッ
カーなどの製品、つまりは家具以外の製品
川
後
筑

向島

を幅広くつくってきました。中でも病室など

イシモク・コーポレーション
向島口

★
大川小●
郵便局●

向島中野
●大川樟風高
734

花宗大橋

442

大川市役所
●

208

の医療空間は数々のテレビドラマに使用さ
れており、誰もが一度は目にしていることで

い」
と、
どの商品も、いつ、誰が、何の作業を

しょう。

したかわかるように履歴を残しているといい

同社の特徴は、
「居心地のいい空間」
を追求

ます。
また自社に環境試験室を設け、
ドアの

し、
「我々は伝統工芸の逸品をつくっている

反りの分析、荷重試験、折戸開閉試験などを

わけでない」
と、品質保証の維持に努めてい

実 施 し て い る の も 特 徴。平 成10年 に
ISO9002を 取 得、平 成18年には 同 社グ

株式会社 イシモク・コーポレーション
所在地／〒831-0005
福岡県大川市向島1703
代表／代表取締役社長 石井 泰彦
TEL 0944-87-6688
FAX 0944-87-6685
［URL］http://www.ishimok.co.jp/
［E-mail］HPのメールフォームから
送信ください
創業／昭和23（1948）年
従業員／ 317名
（イシモク・コーポレーショングループ計）
営業時間／ 8：00 〜 17：00

ること。
「品質にバラつきがあってはいけな

ル ープ 全 部 門 でISO9001、ISO14001
を認 証 取 得し、環 境 ならびに品 質 管 理 体
制を構築して、確かな商品づくりに努めて
います。

TOP VOICE
昨今は、
自動車の車内やシアターシステム、空気清浄
機のついたクローゼット、廃木材・廃プラスチックを有
効利用したウッドデッキなど、異業種とのコラボレー
ションも増えています。

必要な加工を施した材木を提供し、
魅力あふれる家具づくりをサポート。

株式会社 井上企画

井上企画の主な業務は、材木の卸売り。北
米材や国産材を中心に、世界各国の材木を
豊 富に取り揃え、家 具・建 具・建 材 のメー
カーに提供しています。
「産地で製材して乾
燥させた製品を仕入れていますので、すぐ
に使える材木を提供できるのが当社の強
みです」
と話す井上社長。優しい笑顔と穏や
かな口調が印象的です。
材木屋に生まれ育った井上社長は、
とにか

47
●筑後川昇開橋

向島

208

若津下町

井上企画 ★
734

く木が大好き。
「木のよさを、より多くの人

明治橋

向島中野
●大川
樟風高
花宗大橋

●大川小

筑後川

716

に知ってほしい」
と願いながら仕事と向き合
う日々です。環境保護の観点から、
きちんと

材木の加工まで請け負うのも、井上企画の

管理された森林の木材しか扱わず、その貴

大きな特徴です。
「人材不足で苦労されて

重な資源を有意義に使い切ることを心がけ

いるメーカーさんにとって、少しでも力にな

ています。

株式会社 井上企画

所在地／〒831-0005
福岡県大川市大字向島1998番地4
代表者／井上 慶子
TEL0944-87-1515
FAX0944-87-1518
［URL］http://www.inouetimber.co.jp/
［E-mail］info@inouetimber.co.jp
創業／平成18年
設立／平成18年
資本金／ 2,000万円
従業員／ 2６名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／日・祝日、第2・４土曜
お盆休み、
お正月休み

れたらと思って」
と、井上社長は胸の内を語
ります。工場には多くの機械を備え、
ＮＣ加

767

工やモルダー加工など、さまざまな加工に
応じています。なかでも得意とするのが横
はぎ集成加工です。
さらに、要望があれば塗
装仕上げも行います。
一方では、雑貨店やデザイナーと共同で商
品企画や木製品の製造も手がけ、小物から
家具まで、
日々の暮らしに寄り添ったモノづ
TOP VOICE

くりにも取り組んでいます。

家具業界の皆さんに頑張ってもらいたい。元気になっ

仕事の一つひとつに、
「木の魅力を最大限

てほしい。そんな思いで、精一杯のお手伝いをさせて

に引き出せるよう、私たちにできることを一

いただいています。お客様に喜んでいただくのが一番
の幸せですから、私たちはあくまでも黒子のような存
在でありたいと思っています。

生懸命にお手伝いしたい」
という井上社長
の願いが込められています。

多彩に展開する内装木質建材で、
無垢材志向にローコストで応える。

株式会社 ウエキ産業

製材所として創業し、現在は、スギやヒノキ
などの国産材を原料にした内装木質建材を
製造・販売するウエキ産業。丸太の仕入れ
から製造までの一貫した生産体制で、多様
な製品をスピーディーに提供しています。
取扱品目は、建具・床材・天井材・壁材・階段
材・造作材・フリー板と幅広く、そのデザイ
ンも多彩で、
インテリアのトータルコーディ

筑後川

大野島

767

八幡神社

堤町

768

ウエキ産業★
アスタラビスタ
一木

公園

大川南中
前新開
大川川口小
18

ネートも可能です。
スギやヒノキなどの国産材を使った建材製
造に力を入れるようになったのは、10年ほ
ど前のこと。形式にとらわれない新しい発想
と独自の技術で、従来品とはひと味違った

突板を効果的に使って無垢材の質感を出し

新感覚の建材をインテリア業界に送り込ん

た建具は、框部材を無垢材でつくる一般的

でいます。

な製法とは違い、あえて框に横ハギの集成
材を使用。中にはめる板には、反りにくい3

株式会社 ウエキ産業

層ＣＬＴのパネルを使うなど、独自のやり方

所在地／〒831-0042
福岡県大川市大字九網357-1
代表者／植木 啓能

TEL 0944-88-3388
FAX 0944-86-5810
［URL］http://uekisangyo.com/
［E-mail］ueki@eco.ocn.ne.jp
創業／昭和28年10月
設立／昭和63年6月
資本金／ 2,000万円
従業員／ 1５名
営業時間／ 8:00〜18:00
定休日／土・日・祝

を実践しています。框のないフラットなタイ
プのドア『杉モダン』は、そのオリジナル性
の高さとスマートなスタイルが30 〜 40
代の客層に好評です。
「製材所時代の仕入れルートを生かして丸
太から仕入れているからこそ、丸太の部位
TOP VOICE

国産のスギ材は、調湿効果や、ぬくもりのある肌触り
の良さ、長年使うことによって味わい深くなる経年美
化が魅力です。家族が集まる家に木のぬくもりを取り
入れることで、いっそう幸せを感じてもらえたらうれし
いですね。

を効果的に使い分けたり、製品価格を安定
させることができます」。そう話すのは植木
常務。無垢志向の要望にローコストで応え
るウエキ産業の建材は、今後ますます需要
が高まりそうです。

特殊技術で有害物質を減らして健康な材に加工し
自己免疫力を高める家づくりに貢献しています。
株式会社 ウッドサークル

●筑後川昇開橋
向島

若津下町
716

筑後川
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大川小●
明治橋

向島中野
208

●大川
樟風高

花宗大橋

★ ウッドサークル

株式会社 ウッドサークル

所在地／〒831-0041
福岡県大川市大字小保356-2
代表者／代表取締役 江頭 新太郎
TEL0944-88-1557
FAX0944-88-1702
［URL］http://www.immwood.jp/
［E-mail］info@immwood.jp
創業／平成10年（1998年）
設立／平成10年（1998年）
資本金／ 1,000万円
従業員／ 17名
営業時間／ 8：00 〜 17：00
定休日／日曜

明治41年に設立した江藤製材所から始ま

を含浸させる技術で、国内外の大学で研究

り、平成10年に現在の会社を設立しました。

されているものです。臭いも何もなく、材を

会社のホームページには
「免疫住宅」
と大き

梱包したまま加工できるのが特徴です。全

く載っていますが、住宅メーカーでも材木店

国の工務店等から届いた材を梱包したまま

でもありません。免疫住宅を建てるための

すべて加工し、加工後にまたそのまま発送

「住宅建材の加工をする」会社です。免疫住

しています。

宅とは、そこに住む人の自己免疫力を高め

現在、工務店等を中心に加盟社数は全国に

るような住宅のこと。
日当たりや風通しなど

330社ほど。工務店主や設計士らと一緒に

を考えてよりよく設計し、良い素材を使って

設計を考え、
より健康に暮らす住宅づくりに

気密性に優れた住宅でストレスのない生活

貢献しています。

をし、
自己免疫力を高めようというのです。
現在の建材は酸性雨の影響による不健全な
ものや、防腐剤や木材保存料、塗料などの
化学物質を含むものがあり、同社は建材を
加工室に搬入してFFCテクノロジーを施し、
健康な建材に加工します。FFCテクノロジー
とは、材に含む水分に水溶性の鉄ミネラル
TOP VOICE

免疫住宅で施工されたお客様からは、バーベキュー
や犬のニオイが気にならなくなった、お子さんの喘
息がでなくなったなどの声をいただいています。

工場長

河野 竜也

木 材 卸 を中心に幅広く業務展開。
蓄 積 し た技術力を活かし家具づくりに取組む。
エグチ株式会社

765

柳川市間

208 208
769

マミーズ柳川店

エグチ★ 18
昭代第一小

702

柳川昭代郵便局
西浜武

エグチ株式会社

所在地／〒832-0089
福岡県柳川市田脇173
TEL0944-75-5100
FAX0944-75-5101
代表者／江口 昌寿
［URL］http://eguchi-g.com/
［E-mail］info@eguchi-g.com
創業／昭和59年10月
設立／平成15年3月
資本金／ 4,000万円
従業員／ 20名
営業時間／８:00〜17:30
定休日／日・祝祭日

木材販売をメインに家具や建具用資材の製

の注文も増えています。
また、新しい試みと

造・加工、加飾、
さらに介護施設向け家具の

してベッド製造のための設備を導入。大手

企画・製造、販売などを業務とするエグチ株

ベッドメーカーと提携し、
これまでにない付

式会社。取扱う資材は主に中国から桐を中

加価値の高いベッドの製作にも取組んでい

心に輸入。取引先との円滑なコミュニケー

ます。今後、同社ではさらに技術力を高め、

ションを図るため、社内では複数の中国人ス

時代のニーズに合った家具を提案していく

タッフが元気よく動きまわっています。

計画です。

「当社の強みは箱物家具のパーツ製造やガ
ラス棚の加工などです。今後は家具の企画
販売に注力していきたいですね」
と語る江
口社長。最近は賃貸マンション・アパートな
どの下駄箱等作り付け家具のパーツづくり

TOP VOICE

私たち中小企業にしか出来ないものづくりをしたいと
考えています。
さらに技術力、提案力に磨きをかけて、
木工業界全体が賑わうよう新しいことにチャレンジし
ていきます。

開発力や海外とのつながりを強みに、
魅力ある家具を、全国各地へ、世界へ。

1920（大 正9）年に製 材 業を開 業して以

道海島
鐘ヶ江大橋
筑後川

三又小中学校入口

★エトウ

47
三又小・中●

99

中古賀

株式会社 エトウ

所在地／〒831-0008
福岡県大川市大字鐘ヶ江 227-2
代表者／山崎 彩

TEL0944-87-5888
ＦＡＸ0944-87-1018
［URL］http://www.eto-web.com
［E-mail］info@eto-web.com
創業／大正9年4月
設立／昭和４９年８月
資本金／ 5,139万円
従業員／３０名
営業時間／ 8:15〜17:00
定休日／日祝日、第２・４土曜

株式会社 エトウ

モカラー）
・木製サッシ・シロアリ防除剤など

来、家具製造、
インテリア事業、建材事業、海

を扱う建材事業部では、今後、
インターネッ

外進出など、積極的に事業展開してきたエト

トでの販売も計画中です。

ウ。現在、核を成しているのは輸入事業部

関連会社に、国産高級家具を製造・販売す

で、ベッド・ソファー・ダイニングセット・チェ

る㈱スマート・リビングと、家具や雑貨のイ

ストなど、
さまざまな家具を設計・輸入し、問

ンターネット販売を手掛ける㈱スマート・ア

屋やメーカー、
インターネット販売店に卸し

イがあり、エトウグループ3社一体となって

ています。

力強い事業展開を繰り広げています。

家具を製造しているのは、ベトナムの自社
工場と、中国やマレーシアの専属工場。それ
ぞれの国のオフィスには現地社員が駐在
し、国際取引をスムーズにしています。そん
な輸入のノウハウを生かし、柳川工場で製
造している国産家具を輸出する取り組みも
始めたところです。
「開発にも力を入れており、本社だけでなく
ベトナムにも開発担当者を置き、
『もっとこ
うしたい』
『こういうものができないか』
と
いった要望に応えられる体制を整えていま
す」
と、江藤社長は意欲的です。
羊毛断熱材（ウールプレス）
・自然塗料（オス

TOP VOICE

海外展開やインターネット参入など、時代に合わせて
柔軟に業態を変化させてきたことが、厳しい家具業界
の中で生き残ることができた理由だと思っています。
創業100周年を迎える2020年に、全社員で東京オ
リンピックに行くのが夢です。

「お客様の商売繁盛のお手伝い」を合言葉に
注文から納品までのスピーディな対応を実現。
株式会社オチアイ

道海島

19

19

筑後川

鐘ヶ江大橋
47

★

オチアイ
諸富橋西

株式会社オチアイ

所在地／〒840-2104
佐賀県佐賀市諸富町大字徳富760-1
代表者／野口東吾
TEL0952-47-6072
FAX0952-47-6073
[URL]http://www.kk-ochiai.jp
[E-mail]info@kk-ochiai.jp
創業／昭和60年４月
設立／平成７年２月
資本金／ 2500万円
従業員／ 18名
営業時間／８:30〜17:30
定休日／日・祝

佐賀県や福岡県筑後地区、長崎県を中心

で簡単に在庫確認から納期期日までチェッ

に、家具や建具、内装向けの化粧板の卸売

クできるシステムを整えています。

販売を営む株式会社オチアイ。取扱商品は

また同社では端材の再利用の一環として、

化粧板から扉・建具、接着剤や住設機器など

大川市及び佐賀市内の小学校の児童に毎

多品種に及びます。

年、
メラミン合板の端材でできた下敷を寄

「当社ではお客様のご要望にスピーディに
対応するため常に多品種の在庫を取り揃え

贈し、地元木工業界への理解促進につなが
る取り組みを行っています。

ています。特にメラミン化粧板の在庫数は
西日本一と自負しています」
と語る野口社
長。豊富な品揃えで注文から納品までの迅
速な対応を実現しているだけでなく、在庫
照会システムを導入し、得意先が電話一本

TOP VOICE

当社は１枚、
２枚という少量の化粧板のご注文にもお
応えする、
きめ細かな対応を心がけています。多品種
の在庫を武器に、
お客様のお仕事がスムーズに運ぶよ
ういつでも全力でサポートいたします。
どのようなことでも、
まずはお気軽にご相談ください。

社 員 全 員が目利きの材木店。
各 方 面 から高い評価を得ています。

株式会社 喜多洋行
3カ月、長いものは1年以上かけて材木を天
日で乾燥させています。
さらに丸太の加工
は付きっきりで製材にあたるとの事。
この丸
太選びと乾燥へのこだわりが建具屋との信
頼関係を築いています。

喜多洋行は、大川近郊の建具屋さんを中心

47
●筑後川昇開橋

向島

208

若津下町
716

喜多洋行
★

に材木を提供しています。北米の針葉樹が

大川小●
734

筑後川

明治橋

向島中野
●大川
樟風高
花宗大橋

主体で、7〜8種類の木材を扱っているそう
です。
ここで扱う木材は建具用の素材として高い
を得ています。
木材は北米から商社を通じて問屋へと運ば

767

株式会社 喜多洋行

所在地／〒831-004
福岡県大川市大字小保９０９−3
代表者／喜多 正典
TEL0944-86-4036
FAX0944-86-4164
創業／昭和36年
資本金／ 2,５00万円
従業員／ 4名
営業時間／ 8：00〜17：30
定休日／土日祝日

れてきます。通常ロットになっているので良
いもの悪いものが混在しています。喜多洋
行では、写真すべてが木材の目利き。その
膨大な量の丸太から1本1本良いものだけ
を見て選び出します。その上で、短いもので
TOP VOICE

当たり前の話ですが、木材販売といってもただ材木を
納めれば良いというわけではありません。以前は家具
屋さんも建具屋さんも大量に木材を在庫として持っ
ていて、
自社の敷地で乾燥させていました。
しかし、今
は木材を在庫しているところはほとんどありません。
そうなると木材販売の業態も変わってきます。大量販
売から小ロット対応。求められる最適な素材にしての
納品。
こうした細やかな対応は目利きが揃ったっ我社
の特長といえそうです。

建築内装材を専門に取扱い
取引先は九州から山陰、四国へ広がる。
木下産業木材販売

幡保南

アスタラビスタ
大川川口小
一木

208

古賀政男記念館

兼木

郵便局
大川東IC入口

木下産業木材販売
★

18
769

765

769

柳川市間

木下産業木材販売

所在地／〒831-0034
福岡県大川市一木9４４-1
代表者／木下 一敏
TEL0944-87-8847
FAX0944-86-8266
創業／大正10年
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日曜祝日、第2・4土曜日

木下産業は大正10年に製材所として創業、

に加え、運送用トラックの荷台にも使われて

現社長は三代目にあたります。当初は建具

います。

材や家具材をメインに取扱っていましたが、

「お客様に用途を伺い、費用面を考慮しなが

約20年前に時代の変化を読み取扱う資材

ら適材適所に資材を提供しています」
と木

を建築内装材に切り替えました。

下社長。用途や希望に応じ社内で加工され

取引先は大川市以外の材木資材販売業者

た資材は、付加価値の高い製品としてお客

で、九州管内をはじめ山陰から四国にまで

様に好評です。

及びます。仕入れは外材を中心に北米のス
プルースやウォールナット、
インドネシア・マ
レーシアのメルサワやアガチスなどです。
最近は戸建住宅の増改築用資材として使わ
れる機会が多く、
サッシ枠や壁材などの用途

TOP VOICE

建築内装材を専門に取扱う大川市内では異色の資
材会社です。米材から南洋材、ロシア産材など豊富
な材種を取扱っております。お気軽にお問い合わせ
ください。

製材所として創業し100余年。
国内材専門の木材市場として賑わ う 。
株式会社 九州大川木材市場

●筑後川昇開橋

向島
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若津下町
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筑後川

若津港
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大川小●
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明治橋

向島中野
●大川
樟風高
花宗大橋

九州大川木材市場

九州大川木材市場は現社長の祖父が明治

木材市場で取扱う木材の95％はクスやス

41年に製材所を創業してから、100年を

ギ、
ケヤキなどの国産材。常時10以上の樹

越える歴史を誇ります。

種を取り揃え、その多くが建具材や店舗内

昭和28年の西日本水害で、製材用機械が

装材として使用されます。

水没し操業不能になる事態に遭遇。
この出

通常の木材市は毎月2回、そして春、秋、新

来事をきっかけに木材市場として新たなス

春の年3回は大市を開催。九州管内の製材

タートを切りました。

所や家具メーカーから入札希望者が集まり
ます。
「最近は一枚板を使った家具が人気と

株式会社 九州大川木材市場

いうこともあり、
クスやケヤキの大径木の取

所在地／〒831-0041
福岡県大川市小保630
代表者／江頭弘智
TEL0944-87-0711
FAX0944-87-9466

［E-mail］marui.mokuzai-ichiba@comet.ocn.ne.jp
創業／明治41年
設立／昭和32年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 4名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／日曜日

引が活発です」
と江頭社長。近隣の大分や
熊本などにも木材市場はありますが、人気
の高い樹種を常時取り揃えている市場は希
少なのだとか。
同社は大川市内でも唯一の国産材専門の
木材市場として、九州一円からの需要に応
えています。
TOP VOICE

家を建てる際に、その地域で育った木材を使うこ
とで地域の気候や風土に適した家づくりが出来
ます。国産材のことなら何なりとご相談ください。

大川で60年以上の歴史。
多種多様な家具資材を提供。

協和産業 株式会社大川営業所
大川営業所では家具資材の取扱
いをメインに九州一円及び沖縄
の 木 工 所や家 具メーカーに、合
板 やMDF、接 着 剤、塗 料 などを
販売しています。
「当社のなかで大川営業所は少
し特 異な存 在ですが、現 在では
大 川 市 内 の 木 工 関 連 の お客 様

208

100社 程 度と常 時 お 取 引をさ

208

大坂井
208

★

柳川西IC入口
365

西蒲池
枝光

せていただいています」と臼 井

協和産業

208

蓮蒲池

大阪に本社を置く協和産業と大川市には

所長。
ガラスや金具以外の家具資材を豊富

60年以上にも及ぶ長い歴史があり、創業

に取り揃えており、建具製作所や別注家具

からわずか二年後の昭和23年に大川出張

メーカーから最新の資材についての質問

所を開設しました。

を受けることも少なくありません。
「他社か

同 社 の 主 要 業 務は住 宅 関 連 の 合 板や新

らは無いと断られた商品でも当社で調達

建材等の販売、住宅新築工事などですが、

出来るものも多く、お客様に喜ばれていま

協和産業 株式会社 大川営業所

所在地／〒832-0005
福岡県柳川市西蒲池408-1
代表者／臼井 精二(大川営業所所長)
TEL0944-72-1990
FAX0944-72-1991
［URL］http://www.kyowa1948.co.jp
［E-mail］okawa@kyowa1948.co.jp
創業／昭和21年
設立／昭和23年
資本金／ 8,000万円
従業員／ 7名(大川営業所)
営業時間／ 8:30〜17:30
定休日／日曜祝日

す」。同社では環境活動に積極的に取組み、
い ち 早く世 界 的 な 森 林 認 証 プログラム
PEFC-CoC認証を取得。取引先が安心し
て使用できる資材流通を進めています。

TOP VOICE

当営業所では合板やMDF、塗料などの家具資材をメ
インに取扱っております。建築資材では国産材利用促
進のため国産材塗装型枠用合板の取扱を行っており
ます。
お気軽にお問い合わせください。

国 産 か ら海外までの家具資材を揃え、
お 客 様 の要望に細かく応える企画や開発も。
株式会社 キ リモク
家 具 の 製 造 販 売・卸 などを手 掛ける
SUNグループ。そのひとつとして家具
の資材販売を中心におこなっているの
が株式会社キリモク。国産の資材をは
じめ、中国やマレーシアなど海外から仕
入れたMDFや端材などを海外から輸
入し、地元大川のツキ板加工会社と提
携して、幅広く家具の資材を揃えてい
大川小●
明治橋
東町

442

ます。
ローコストな資材から質を重視し

市役所入口

た国産の資材まで豊富なラインナップ

花宗大橋
208

で、
お客様の多様なニーズに応えます。

★

キリモク

大川中央公園

堤町
768

716

新茶屋

上巻東

グループ会社に家具製造会社や家具卸
売会社があることで、家具の企画・提案
力を持ち合わせているのも同社の強み

716

幡保

株式会社 キリモク

所在地／〒831-0004
福岡県大川市榎津153-1
代表者／今山 善博
TEL0944-89-9700
FAX0944-89-9701
［URL］http://sun-gp.jp/
［E-mail］info@sun-gp.jp
創業／ 1995年3月
設立／ 1995年3月
資本金／ 2,000万円
従業員／１４名
営業時間／８：３０〜１７：３０
定休日／日祝日、第２・４土曜

です。
これまで蓄積された家具のノウハウが
あるため、
「お客様のイメージに近い資材の
企画開発、
コストを下げるた提案など、お客
様のメリットにつながる提案をします」
と野
田常務。また、家具に必要な資材をすべて
TOP VOICE

扱っているために、原価計算が明確になり、

元々は桐板の原板を中心に扱っていたので、今後は

ワンストップでオーダーが完了するというメ

国産ヒノキ材などの販売も拡大していく予定です。佐

リットもお客様にはあります。

賀や長崎の木材をローコスト化することにチャレンジ
しています。そうやって、大川の木工産業を盛り上げて

ほかにも、大手住宅メーカーからオーダーさ

いきたいです。提携の窓口はいつも開けていますの

れた家具の製造販売を行なうなど家具に関

でご相談ください。

することを幅広くカバーしています。

間もなく創業65周年の資材卸。
「かゆいところ」に手が届く会社を目指す。

株式会社 熊井産業

熊井産業は昭和28年に塗料店として創業。
現在は化粧板や化粧シート、合板などの新
建 材 の 卸 売を主 体に建 具 屋や 別 注 家 具
メーカー、工務店など150社程に資材を提
供しています。
「当社はベテランの社員が多く、取引先の情
報や商品知識についてはいつも教えても
らっている立場です」
と笑う鵜川社長は30
208

大川橋西

大川橋
●ルミエール

筑後川

●筑後川昇開橋
熊井産業★
若津下町

●若津港
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向島
向島中野

716

大川小●

花宗大橋

734

明治橋

代の若手リーダーです。

に、新しく店舗や施設の開業を検討中のお

熊井産業ではお客様の「かゆいところに」
に

客様と設計事務所や施工会社とのマッチン

手が届く会社を目指すという企業理念を掲
げ、資材の提供にとどまらず独自のサービ

グを図るというものです。
「大川は木工関連のインフラが整っている

スや情報の提供を実践しています。そのよ

ので、人と人のつながりをビジネスに生かし

うな同社独自のサービスのひとつがコー

ていきたいですね」。今後は東京や大阪など

ディネート業務。
これまで卸売業で培ったさ

を視野に入れながら業務を展開していく計

まざまなノウハウやネットワークをベース

画です。

株式会社 熊井産業

所在地／〒831-0005
福岡県大川市向島2316
代表者／鵜川 秀樹
TEL0944-88-0022
FAX0944-88-3833
［URL］http://www.kumaisangyo.co.jp
［E-mail］info@kumaisangyo.co.jp
創業／昭和28年
設立／昭和54年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 12名
営業時間／ 8：30〜17：30
定休日／日祝日、第2・４土曜日

TOP VOICE

資材の提供に限らずこれまでに築いたネットワークを
生かし、お客様のお役に立てることがあるかと思いま
す。
お気軽にご相談ください。

早く、正確な仕事で、
お客様の信用に応えていきます。

208

小杭

新村

諸富中
●
諸富警察署●

諸富橋西

★

古賀小割
石塚

19

444

家具の表面材やフラッシュになるパーティ

芯材には気を使いますね」
と3代目代表の

クルボード、MDFなどをオーダーされた大

古賀次雄さん。MDFなどの資材は、
クライ

きさにカットする小割りを主に行なっていま

アントから支給された物のため、失敗は許さ

す。
クライアントの多くは大川市内の家具

れません。

メーカーが多く、他に福岡県内の家具資材
メーカーなどになります。
「早さと正確さが求められます。特に建具の

●筑後川昇開橋

「長年の信用があるからじゃないですか」。3
代も続いている理由を古賀さんはこう話し
ます。
どんな仕事でもそうですが、お客さん
やクライアントの依頼にしっかりと応えるこ
とが長いおつきあいにつながるのです。親

古賀小割

所在地／〒840-2015
佐賀県佐賀市諸富町諸富津146-14
代表者／古賀 次雄
TEL0952-47-6324
FAX0952-47-6324
創業／昭和35年
従業員／ 4名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／第2・4土曜、
日祝日

古賀小割

の背中を見ながら育った古賀さんは、15歳
でこの道に入り、それからこの道一筋で。最
近増えている小ロット、多品種の依頼にも確
実な仕事で応えています。
こうした対応力
も長年仕事が続いている秘密です。
TOP VOICE

10年に1度くらいは仕事の転機が来ます。その時に
どう対応するか、
ですね。対応のタイミングを間違って
いたら、
ここまで長続きしなかったかもしれません。お
客さんの信用を裏切らないように仕事をすることが
大事ですよ。
これからもそうした気持ちで仕事をして
いきます。

家具メーカーと共に歩んで150年。
ベトナムから輸入する加飾部材が好評。
株式会社 近藤材木店
江戸時代後期に建材業を始めて以来、150
年の長きにわたり、大川および周辺地域の
家具・木工業界を支えてきた近藤材木店。
時代が流れ、木材が合板・ＭＤＦ・パーティク
ルボードなどに取って代わっても、常に高品
質の家具資材を提供しようとする誠実な姿
勢に揺らぎはありません。
「この商材は、大川の材木店の中でも弊社に
しかないと思いますよ」。6代目の近藤社長
が自信を見せるのは、15年ほど前から輸入

川
後
筑

向島
向島中野
大川樟風高校
●

大川小●
734

★近藤木材店 442

花宗大橋

大川市役所
●

208

を続けているベトナム産の加飾部材。種類
が豊富で、国内で加工するよりも価格が安
く、あとは組み立てるだけという状態になっ
ているので、家具メーカーから引く手あまた
の人気商品です。
一般的な合板やＭＤＦについても、倉庫内で

株式会社 近藤材木店

所在地／〒８３１−０００５
福岡県大川市大字向島１３５４−４
代表者／近藤 真一郎
TEL０９４４-８７-３１２８
FAX０９４４-８６-５８６４
［URL］http://kondou-lumber.jimdo.com/
［E-mail］kondozaimokuten＠chic.ocn.ne.jp
創業／慶応元年（１８６５年）
設立／昭和２６年８月
資本金／３,６００万円
従業員／ 22名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／日祝日、第2土曜

カットやフラッシュ加工まで行っており、中で
も小ロットのフラッシュ加工はお客さまに大
変喜ばれています。個人のお客さまも大切
にしようとする姿勢は、看板に書かれた「1
枚から用意しています」
という言葉に表れて
います。
このようにきめ細かな対応や、お客
さまを待たせない迅速な納品が、長年の揺
TOP VOICE

150年という歴史の重みに負けないよう、今後も堅
実な商売を続けていきますので、末永いお付き合い
をよろしくお願いいたします。行政機関や教育機関と

るぎない信用につながっています。
近藤社長は
「歴史が長くなればなるほど、時
代の流れに沿って変わっていく柔軟さが必

も協調しながら、
この先も大川の家具メーカーと共に

要」
と、今後は家具業界だけでなく、他分野

発展していけたらと願っています。

への進出も視野に入れる考えです。

世 界 中 に広がるネットワーク。
高 品 質 で安定した木材供給を実現。

株式会社 佐藤商会

佐藤商会では、国内はもとより中国、東南

エリアの家具メーカーや建築会社です。

アジアや北米などから木材製品を輸入・販

同社の強みは商品開発力で、
「お客様の用

売しています。

途やご希望に合わせて海外の協力工場で

取扱い製品は家具材、建設材に使われる針

二次加工、三次加工しています。それぞれ

葉樹や広葉樹などの集成材、
フローリング、

のお客様の要望にマッチする商品開発を心

合板。取引先は大川、柳川をはじめ西日本

がけています」
と佐藤社長。同社ではお客
様の希望価格やロットにも対応でき高品質
で安定した木材供給を実現しています。

765

柳川市間

208

DIY用の集成材を販売。また、木材加工時

769

に出る端材(エコリサイクル材)を使った椅
子づくりキットを販売するなど、木材のプロ

佐藤商会

マミーズ柳川店
18

昭代第一小

同 社 のホー ム ペ ージでは 一 般 客 向 けに

208

ならでは発想から生まれた製品として人気

★

を集めています。

702

柳川昭代郵便局
西浜武

株式会社 佐藤商会

所在地／〒832-0089
福岡県柳川市田脇329-1
代表者／佐藤 哲嗣
TEL0944-73-6386
FAX0944-72-7228
［URL］http//www.k-satoshokai.com/
［E-mail］info@k-satoshokai.com
創業／昭和48年
設立／平成2年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 10名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日曜祝日、第2土曜日

TOP VOICE

豊富な在庫と商品開発力で、お客様の多種多様な
ニーズに対応いたします。
また、常に現地からの情
報を集め、お客様に安定供給できる環境づくりに取
組んでいます。
お気軽にお問い合わせください。

世界中から豊富な資材を取り揃え
得意先への安定供給を実現。

株式会社 佐藤木材

筑後川

19

208

諸富橋西

佐藤木材

444
石塚

大川橋西
●筑後川昇開橋

★

●中の島緑地公園
47
大川橋
向島

株式会社 佐藤木材

所在地／〒840-2104
佐賀県佐賀市諸富町徳富 266-1
代表者／佐藤 元昭
TEL0952-47-3855
FAX0952-47-3892
［URL］http://www. satoh-lumber.co.jp
［E-mail］info@satoh-lumber.co.jp
創業／昭和44年
設立／昭和49年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 12名
営業時間／ 8:00〜17：15
定休日／日曜・祭日・毎月第2土曜日

佐藤木材では板材、集成材、
フローリングな
どを、アメリカ、カナダ、中国、東南アジア、
ヨーロッパから輸入、販売しています。取引
先は家具メーカー、建築資材店、工務店な
ど。
またDIYが趣味という一般客向けにイン
ターネットでの販売も行っています。
｢お客様のご要望が多い商品を常に安定供

TOP VOICE

お客様お一人ひとりに対するフォローを心がけており

給できるよう常時40 〜 50種類の木材を

ます。板材一枚から配達いたしますので、お気軽にお

在庫しています｣と佐藤社長。4つの倉庫に

問い合わせください。

保管された木材は、常に厳しく在庫数と品

木材の良さを知って貰い、木製品を使って

質のチェックがなされています。

貰える事業を企画していきます。一般の方

近年では資材の取扱だけにとどまらず、取

に木や木材事業に対して正しい知識を得て

引先の要望を受けて別注家具の製作や住

貰えるように、今後はホームページ等を通じ

宅部材の製作販売も協力工場と組んで行っ

て木材や森林保護についての情報も発信し

ています。今後も一人でも多くのお客様に

ていく予定です。

自分達の『眼』と『手』をつかって、確かなものだけを
お届けしています。

株式会社 山王 大川営業所
1946年に創業した山王は、現在本社を大
阪においています。大川には1982年（昭
和57年）7月に開設されます。木材は北米
産広葉樹をはじめヨーロッパ材・中国材・南
洋材・その他広葉樹全般を取り扱っていま
す。原木から製材品、最近では一部完成品
を扱うようになっても創立以来広葉樹一筋。
特に
「北米産広葉樹」の取り扱い高におい
て、
日本で有数の輸入業者で長年木材専門

道海島
鐘ヶ江大橋
筑後川

47

業者として培った経験を生かし、品質・安全

三又小中学校入口

★ 山王

三又小・中●

性を追及し、
さらにグリーン購入法に適合し
た、環境保全に配慮した材を積極的に取り
扱っているそうです。そんな山王が大切にし

99

中古賀

株式会社 山王 大川営業所

所在地／〒831-0006
福岡県大川市鐘ヶ江709−１
代表者／所長 野口 省三
TEL0944-87-9100
FAX0 0944-86-5805
［URL］http:// www.sannoj.co.jp/
［E-mail］s̲noguchi@sannoj.co.jp
設立／ 1946年11月21日
資本金／ 4,140万円
営業時間／ 8:00 〜 17:30
定休日／土・日曜日、祝祭日

TOP VOICE

大川は国内屈指の家具の産地です。良い家具を作る
ためには良い材料が必要です。山王は最高の家具づ
くりのために最良の材料を提供できるようにしていま
す。それに大川は他の家具生産地と違い、全国消費地
への物流拠点としての機能を持っています。
これを利
用して流通ルートを確立し適材適所への納入を実現
しています。家具づくりのためだけでなく、様々な分野
に広葉樹の良さを伝え低期待と考えています。

ているひとつのこだわりが、
「製材品」の状
態で輸入し、3 ヶ月以上日本の気候に馴染
ませた材のみを利用して商品を製造してい
る点です。それは海外で加工した無垢材製
品は、
日本に持ち込むと気候の変化で変形
し、品質が劣化してしまうからだそうです。そ
のために山王では、国内に約6000m3もの
大規模な在庫を常備しているとのこと。
これ
はひとえに自分達の『眼』
と
『手』
をつかって
確かなものだけをお届けし、お客様に『安
心』
と
『満足』
を約束する山王の企業姿勢の
現れなのです。

建具部材の品ぞろえは“大川一”の自信。
メーカー品のバラ売りも好評です。

志岐材木店

建具店や材木店の時代を経て、現在は建具
の部材を中心に販売している志岐材木店。
各種合板、芯材、木口テープをはじめ、破れ
にくい障子紙、割れる心配がないアクリル板
など、
「建具に必要なものは何でもある」
と
評される品ぞろえには、建具屋時代の経験
が存分に生かされています。
「商品の種類は数えきれないほどあります。
川
後
筑

若津下町

大川橋
向島

志岐材木店 ★

向島口

大川小●

同素材のサイズ違いも豊富ですから、
どん

始め、徹底した少量多品種

な注文にも応じられますよ」。志岐社長が

を貫 いてきました。
「ハウ

大川一 を自負する品ぞろえは、多くの建

スメーカーが既製品の建

向島中野

具メーカーから頼りにされる存在です。

具を使うようになって建具

●大川樟風高

今でこそ少量の注文に応じる資材屋が増え

屋への注文数が減り、
ます

734

てきましたが、志岐材木店は何十年も前か

花宗大橋

ますバラ売りが重宝され

ら他社に先がけてメーカー品のバラ売りを

るようになってきました」
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と、志岐社長は話します。

志岐材木店

所在地／〒831-0005
福岡県大川市大字向島１８９２
代表者／志岐 隆文
TEL0944-86-2248
FAX0944-86-2491
創業／ 19４０年
従業員／５名
営業時間／ 8：00〜18：00
定休日／日祝日、第2土曜

建具のほか別注家具の資材も取り扱ってお
り、九州一円はもとより中国地方からも注文
が入ります。
ときには部材の加工まで依頼さ
れることもあります。
「加工や塗装を外注で
きるところが近くにあるので、
どんな要望に
も短期間で応じられます。それが大川の強
みですね」。
TOP VOICE
家族中心にやっているアットホームな雰囲気の事務所
で、
「誠心誠意」
をモットーとしています。
どんな部材で
も、
どんなに少量でも、お気軽にご用命ください。
ご希

志岐社長は、建具メーカーにこのような提
案をしています。
「大がかりな改装をしなく
ても、建具を変えるだけで家の中は見違え

望の商品は、倉庫になければ何とかして探し出し、責任

るようによくなります。建具屋の皆さん、そ

を持ってお届けします。

んなリフォームを提案されませんか？」

木は 人 の宝。木を生かして、
よ り 良 い 循環型の社会を作りたい。

白垣木材 株式会社

日本をはじめ、
アメリカ、
カナダ、中国など世
界各地から70〜80種類の丸太を仕入れ
て、家具メーカーや建具屋などに販売して
います。そのエリアは宮崎県を除く九州各
地に及ぶという。
「木は、人に＋
（プラス）
と書
きますよね。木を販売することで、人と社会
と環境の役に立ちたい」
と岸代表取締役。
木材のプロだけでなく、一般の方にも木の
良さを知ってほしいとの思いから、
「HOLZ

三又小中学校入口
385

●三又小・中
中古賀
765

MARKT（ホルツマーケット）」名義で、イン
ターネットでの販売や一般向け店舗販売も

99

中牟田橋北

★

白垣木材

積極的に展開。
ホルツマーケットでは、一枚板などの販売に
加え、木工教室も開催。
スプーンやフォーク

710

などの小物からテーブルなどの大物まで多

新堀橋南

す。
これまで4万人

白垣木材 株式会社

所在地／〒831-0011福岡県大川市下白垣156-2
代表者／岸 幹夫
TEL0944-88-2209 FAX0944-88-2210
［URL］http://holzmarkt.co.jp/
［E-mail］holzmarkt.co.jp
創業／昭和24年 設立／昭和35年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 8名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日祝日、
ショールームは水曜
展示場・木工教室HOLZ・MARKT（ホルツ・マーケット）
〒831-0211 福岡県久留米市城島町楢津1113-7
TEL0942-62-3355 FAX0942-62-2299

彩な教室がありま
以上がこの教室に
参加し、なかには子
ども用の学習机を
製作した父兄もい
るそうです。
また高
齢者対策事業にも積極的に取り組み、定年
退職者を雇用して高齢者の技術を次の世

TOP VOICE

木の良さを伝えて、木のファンを増やしていきたい。木
は自然の中で育ち、我々に酸素を供給して、地球に戻
る。木を使って人に優しく、便利な物を生み出して木を
生かすという木の使い方の原点に戻った仕事をして、
より良い循環型の社会を作る手伝いをしたいですね。

代へと継承する橋渡しもしています。
「木は人の宝」。岸代表取締役はこう話しま
す。木を生かして、人の環境を良くするた
めに、岸さんは木の魅力をアピールし続け
ます。

熟練の技術者に支えられ、
特殊な加工をスピーディにこなす。

有限会社 白浜産業
所在地／〒840-2104

佐賀県佐賀市諸富町徳富725-1

代表者／白浜 積
TEL 0952-37-9937

有限会社白浜産業は、もともと製材所だっ

種枠材・造作材・額縁・階段部材等、棒状形

たそうです。
しかし木材の需要が落ち込む

状のありとあらゆる加工に対応することが

傾向にあるため家具や建築部材の加工へ

できるそうです。
しかし機械だけでは良い商

と業態をシフトしたそうです。供給先は家具

品は生まれません。
「うちにはベテランの職

メ ー カ ー が20 ％、工 務 店、建 築 会 社 が

人がいますから」
と白浜さんは目を細めま

80％。全国的にも有名なハウスメーカーで

す。今までやった事のない異例への挑戦、
コ

使われるハイクオリティな部材もここから

ストへの挑戦、品質と合理化への挑戦。加工

提供されているのです。

技術へのたゆまない研究心が大手企業から

ドイツ製のモルダーは成型刃を使用する事

の信頼へと結びついているのです。

により1度の木材投入で同時いくつもの高

住まいに個性が生まれるのは、白浜産業の

精度での加工が可能で、白浜産業には型が

こうした職人のこだわりのおかげかもしれま

数百種類もあるのでフローリング加工・各

せん。

FAX 0952-37-9959
設立／昭和40年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 10名

営業時間／ 8:00 〜 17:00
定休日／日祭日、第２・第４土曜日

有限会社 白浜産業

TOP VOICE

以前と異なり建築部材なども少量多品種化してきて
います。住宅のブランドによって建具もそれぞれ個性
が違うものが求められるようになっているのです。弊
社は高い技術力が評価され、特殊なものが依頼され
てきます。それでも図面が送られてきて翌日には出荷
できるように心がけています。

建築や建具の資材を豊富に取り揃えています。
丸太から仕入れて、製材・乾燥・木取りまで。
新原木材工業 株式会社
おもに建築や建具の資材を扱っている新原
木材工業。丸太から仕入れて、自社で製材、
乾燥し、要望があれば木取りまで行います。
大川に数ある材木店の中でも、製材から手
がけ、さらに木取りまでやっているところ
は、そう多くはありません。
「人材も設備も
必要ですが、
どのような要望にも応えられ
るし、急ぎの注文にも対応できます。それ
が、
うちの強みでしょうか」
と、新原社長は胸
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面、付加価値を求められるようになってきま

広い敷地に積み上げられている木材は、外

したね」。その手間を惜しまないことが、お

壁に使われるレッドシダーなどの米材や、建

客さまから頼りにされ続ける理由です。

具に使われる国 産 材を中 心に20種 類ほ
ど。建材の多様化にともない、
どのような需
要にも応えられる体制を整えています。
新原木材工業の歴史は70年を超えます。

新原木材工業 株式会社

所在地／〒831-0005
福岡県大川市向島２０１5-22
代表者／新原 俊彦
TEL0944-88-1525
FAX0944-88-2770
［E-mail］shinbata@lime.ocn.ne.jp
創業／昭和14年
設立／昭和36年1月19日
（資）新原製材所
昭和49年6月20日新原木材工業
資本金／ 1,000万円
従業員／ 4名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／日曜、祝祭日
（他 組合の規定）
第2・第4土曜日

「昔に比べると、寸法が小さくなってきた半

を張ります。

TOP VOICE

お客さまへの熱い思いを胸に、樹種・等級・厚み・長さ
などを豊富に取り揃え、
どのような要望にも応えられ
る体制を整えています。少量の注文にも応じています
ので、遠慮なくお問い合わせください。

建築資材を知り尽くすプロフェッショナルとして
全国に信頼の輪を広げています。
株式会社 ダイショウ

19

20
道海島

筑後
川

ダイショウ★

19

鐘ヶ江大橋
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株式会社 ダイショウ

所在地／〒840-2104
佐賀県佐賀市諸冨町徳富691-6
代表者／大坪 政憲
TEL0952-34-8123
FAX0952-34-8088
［URL］http://www.outlet-kenzaiya.net
［E-mail］k.daishow@bridge.ocn.ne.jp
創業／平成2年8月
設立／平成７年８月
資本金／ 1,000万円
従業員／ 17名
営業時間／ 8:00 〜 17:00
定休日／土・日・祝

株式会社ダイショウは、合板・新建材を卸し

在庫を持ちたがらない企業が多い中で、同

販売する会社として平成2年に開業。公共

社のこの誠意ある姿勢は多くのお客様から

の建物を始め、一般住宅用資材などいろい

厚い信頼を寄せられているそうです。

ろな建築物の内装資材を地元の業者の方

同社グループには、有孔加工工場やアウト

と連携して販売する仕事をされています。

レット資材の販売店があり、
グループとして

同社のポリシーは
「必要な商品を、必要な時

の活動も大変盛んです。

に」。
というものの特殊な資材はなかなか手

最近では業態も大きく広がり住宅の内装資

に入らないもの。
しかし同社では
「お客様の

材、床、壁、天井に使う資材やドア、
システム

要求にできるだけ応える」
という目的で4m

キッチン、照 明 器 具 そ の 他 様々な商 品を

の長尺合板を始め多種多様種の商品を揃

ネットを通じて販売。信頼の輪を全国へと広

え、在庫しています。
カット設備も整ってお

げています。

り、現場対応もできるそうです。

ツキ板加工のお客様や木材加工の皆様と
「大川で加工した商品を市場へ！」
との想い
でこれからも頑張っていきたいそうです。
TOP VOICE

お客様にとって便利なものを提供することが同社の
役目と思っています。
「最近、我々はサービス業だと思
い始めました」。
ホームセンターに行けば安価な資材
が手に入りますが、車を持たない人は抱えて帰ること
ができず、安価だから売れるとは限りません。お客様
の話に耳を傾け、
これからもお客様の希望に添う商
品、
サービスを提供していくつもりです。

TOP VOICE

長年にわたり木の加工に携わり、大量生産品にはな
い製品づくりをしております。それぞれの特性や生
かし方を熟知していると自負しています。木材その
もののことでも、加工に関することでも、お気軽にご
相談ください。

建築内装材を取扱う木製加工工場。
曲げ加工や飾り加工などに高い技術が生きる。
株式会社 太平木材工業

創業70年にも及ぶ歴史ある製材所として、

大川温泉
中八院
702

広門神社
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★太平木材工業
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大木中

ルミエール
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西
鉄
大
牟
田
線

中木室

くるるん前
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株式会社 太平木材工業

所在地／〒830-0013
福岡県大川市中八院770
代表者／松本 旭生
TEL0944-87-1488
FAX0944-87-1490
［E-mail］taihei50@abeam.onc.ne.jp
創業・設立／昭和20年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 10名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／土日・祝日

ゼネコンや工務店に各種建築材を供給して
きた太平木材工業。
かつては大阪万博のパ
ビリオンづくりにも携わった実績がありま
す。同社が得意とするのは、飾り加工や曲げ
木に代表される特殊な加工技術。

「お客様の要望にお応えするために、
さまざ
まな加工技術を試行錯誤してきました」
と松
本社長。優雅で美しいラインを作り出せる
曲げ木には、熟練の技と経験が求められま
す。太平木材工業では希望に応じ、製品ひと
つから受注。木材の選択や塗装のオーダー
にも応えながら、ひとつひとつ丁寧に仕上
げています。

針葉樹に強い製材所として
建具材、建築内装材をメインに取扱う。

●筑後川昇開橋

高島製材所は昭和9年に建具屋として創業

向島
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有限会社 高島製材所

所在地／〒831-0041
福岡県大川市小保738-1
代表者／高島 英樹
TEL0944-86-2510
FAX0944-87-1615
創業／昭和9年
設立／昭和30年
資本金／ 500万円
従業員／ 6名
営業時間／ 7:40〜16:20
定休日／日祭日、第2・4土曜日

し、昭和20年代に製材所として再スタート

有限会社 高島製材所

ヒバや米杉、米松など常時10種ほどです。
「良質な原木を見極めるには目利きが必要

しました。

です。樹種は同じでも、同じものは二つとな

同社では主に建具材、建築内装材を取扱

い商品だから面白いですね」。

い、佐賀や長崎、熊本など大川市外の建具

長年培ってきた経験と知識により厳選され

屋や内装業者に製品を納入しています。
ま

た原木は、ベテランの職人の手により製材

た製材機械を保有し、県外の材木商からの

され、天然乾燥で建具や内装材に適した含

委託製材も請負っています。

水率になるまで乾燥させます。

「当社は北米産の針葉樹を主に取扱ってい
ます。仕入れは大阪や名古屋の材木商や商
社から。国産材は奈良や各地の木材市場か
らです」
と語る高島社長。取扱う針葉樹は米

TOP VOICE

当社では主に北米産の針葉樹を取扱っております。当
社に在庫がない場合でも同業者間のネットワークによ
り提供可能です。
お気軽にご相談ください。

確かな目利きと木質への飽くなきこだわり。
圧倒的な木材取扱い数を誇る。

有限会社 高田製材所

木材取扱い樹種数世界一 の製材所として
知られる高田製材所。取扱う樹種は230種
類にも及び、全国の家具メーカーや工務店
などからのオーダーに応えています。
同社の豊富な在庫数と多彩な品揃えを支え
る の は、創 業
60余 年 という
長い歴史のな
かで培ってきた

47
●筑後川昇開橋

208

若津下町

高田製材所
★

木に対する幅広

向島
716

大川小●

734

筑後川

明治橋

い知識と確かな

向島中野

目利きです。
「原

●大川
樟風高
花宗大橋

木を見ればその
木の状態の７〜
８割は分かりま

767

す。虫喰いの穴や腐食、割れなどをひとつひ

有限会社 高田製材所

所在地／〒831-00４１
福岡県大川市大字小保802
代表者／高田 豊彦
TEL0944-87-6568
FAX0944-86-2343
［URL］http://mokuzaikan.com
［E-mail］info@mokuzaikan.com
創業／昭和2５年５月
設立／昭和３５年６月
資本金／ 1,200万円
従業員／１５名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日・祝・第2土曜日他

とつ吟味しながら判断していきます」
と高田
社長。
敷地内にある木彩館には、世界各国の銘木
230種類の木材サンプルを始め家具や建
具、突板などを展示。業者や一般客が気軽に
世界の木材と出会える展示場として開放し
ています。
また、
自社での製材に加え乾燥に
TOP VOICE

もこだわり九州初となる低温木材乾燥機を

当社の強みは、確かな目利きときめ細やかな対応力

導入。低温乾燥機では35〜45度という天

です。製材は自社工場で行いますので、お客様の細か

然乾燥に近い状態での乾燥が可能なため、

なオーダーに応えることが可能です。圧倒的な在庫量
と豊富な品揃えで、お客様のニーズに合った高品質の
木材をお届けします。

木質にこだわる顧客により良質な木材を提
供しています。

化粧紙からスタートして40年に及ぶ実績。
社名よりも認知度の高い自社ブランド“木肌美人”。
竹林商事 株式会社
竹林商事株式会社は化
粧紙の卸元であり、家具
資材の販売、建築資材や
建具資材の製造・販売を
主要業務としています。
「当社のオリジナルブラ
ンド 木肌美人 は、私ど
もの社名よりも九州一
円に名前が浸透してい

20
211
簡易郵便局●

●道海島小

ます。

19

は竹林商事と名乗るよ

取引先への電話などで
道海島

★

竹林商事
筑後川

19

竹林商事 株式会社

47

所在地／〒831-0007
福岡県大川市道海島645-3
代表者／竹林 隆広
TEL0944-87-8080
FAX0944-87-8079
創業・設立／昭和45年
資本金／３,000万円
従業員／２４名
営業時間／８:30〜17:30
定休日／日、祝、第1・２・4土曜

り、木肌美人ですといった方が話が早いの

本社近くにある神埼市の千代田工場では、

ですよ」
と竹林社長。人気のトレンディオー

窓枠の加工やシート貼りを行う設備を備え

クをはじめ、豊富なシリーズを展開する木肌

自社製品を仕上げています。

美人はマンションや戸建住宅のドアパネル
などに使用されています。
竹林社長はもともと大手建材商社出身。
「23歳のときに独立し化粧紙でスタートし
ましたが、時代のニーズに合わせて取り扱う
ものも変化してきました」

TOP VOICE
当社が誇るのは機動力の良さです。自社２工場体制
で、
お客様にご注文を頂いてから極力短期間での納品
を心がけています。対応力の良さにびっくりされるお
客様も多いのですが、それを可能にする環境が整って
いるのがまさに大川なのです。

社長自ら現地へ行って確かな品を仕入れ
ベニヤの製造・販売から内装まで手がけています。
株式会社 立花ベニヤ商会
イメージがあるのではないか。その思いか
ら
「植林から加工までのプロセスを見てお
きたい」
と、社長自らインドネシアの森林ま
で足を運び、現地スタッフから
「ここまで来
たのは日本で2人目だ」
と驚かれたといいま
す。現地では木の品種改良が進んで成長サ
イクルの早まったものもあり、計画的に植林
と伐採が行われているそうです。信念を持
国内の商社やマレーシア、
インドネシア、中

ち、自分の目で確かめた品だからこそ、同社

三又小・中●

国、ベトナムの現地メーカーから木材を仕

は自信を持って販売できるのです。

中古賀

入れて家具・建具・建築用資材に加工、それ

今後、関西への販売を増やし、設計士や内

を地元・大川や関西以西の木工所等に卸し

装業者と手を組んでさまざまな提案をして

鐘ヶ江大橋
筑後川

99

★

立花ベニヤ商会
208

●中の島緑地公園
47

大川橋

株式会社 立花ベニヤ商会

所在地／〒831-0006
福岡県大川市大字中古賀1035-21
（大川家具工業団地）
代表者／立花 泉
TEL0944-88-1147
FAX0944-88-0368
[URL]http://www.tachibana-beniya.jp
［E-mail］HPのメールフォームから送信ください
創業／ 1963（昭和38）年
設立／昭和46年11月
資本金／ 3,000万円
従業員／ 20名
営業時間／ 8：00 〜 17：00
定休日／第2・4土曜、
日曜祭日、年末年始

ている会社です。社名の通り、ベニヤを中

いきたいといいます。卸業者の枠にとらわ

心にプリント化粧板の「ファウントシリーズ」

れない行動が期待されています。

などを手がけ、現在は注文された資材のみ
を届けるだけでなく、大手冠婚葬祭場の設
備や某銀行の内装デザインといった内装
のトータルコーディネートも行っています。
ベニヤ合板には、海外の森林を根こそぎ伐
採して日本へ輸入しているというマイナス

TOP VOICE

わが社は、創業当初より地元大川に根付いた地道な企
業活動を継続しております。今後も社会のニーズを的
確に判断し、社会から、お客様から、選んでいただける
存在になれるよう、
日々努力してまいります。

家族4人で仲むつまじく、製材から加工まで。
今後は、家具メーカーとの共同企画も。
有限会社 立野産業
広い敷地に大きな丸太がごろごろと積み上
げられ、その奥では丸太を製材する音とヒ
ノキのいい香りが…。
ここ立野産業では、家
具材や建材の製材と販売を中心に事業展
開しています。
「自社で製材機をもっている
ので、
どんな厚みにも対応できるのが一番
の強みですね」。そう話すのは、仕入れと製
材をこなす社長の立野孝一さんと、営業を
担当する弟の大彦さんです。お二人のお母
川
筑後
向島

208

47
厳島神社
●
向島中野

さんと立野社長の奥さんも力を合わせ、家

★立野産業
●宮前小

●大川公園
●大川中
●大川樟風高

442

花宗大橋

入道橋

族4人で家業を切り盛りしています。
「自宅
がすぐ隣ですから、曜日や時間を問わず素
早く対応できるのも、当社の強みですよ」。
取り扱う木材は、かつては米材や南洋材な

材も増えてきました。
「スギやヒノキ以外に

どの輸入材がメインでしたが、最近は国産

も、
シイやクスなど、要望があれば何でも用
意できますよ。同じ木材でも色味や硬さの

有限会社 立野産業

所在地／〒831-0005
福岡県大川市向島129
代表者／立野 孝一
TEL0944-86-4888
FAX0944-86-4889
［E-mail］tatenosangyou@jupiter.ocn.ne.jp
設立／昭和４３年
資本金／５００万円
従業員／３名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／日曜日

違いがありますから、産地を指定される方
もいらっしゃいます」。
立野産業では、木製品の加工も請け負って
います。
「ＮＣ加 工、モ ルダ ー 加 工、貼り加
工、要望があれば塗装も。近隣にいくらでも
外注できる業者がいますから。
まさに大川
の地の利ですね」。家具や建具をつくってほ
TOP VOICE

しいという依頼があれば、横のつながりを

木に関することなら何でもお問い合わせください。
ど

駆使して要望に応えます。今後は、家具メー

んな木でも、
どんな厚みでも、
ご希望どおりに製材しま

カーと連携して国産材の家具や大川ならで

す。
また、
「立野産業に頼めば、加工もできるし、家具も
つくってくれる」
という期待にも応えられるよう、製品
づくりにも力を入れていきます。

はの製品を開発するなど、新たな展開も期
待できそうです。

美しい国産材、家具類購入の
ご相談、ご提案は当社にて
お引き受け致します。

株式会社 土井商事
土井商事は、諸富町をはじめ大川市周辺の

土井商事と㈱DOINGは長年にわたり築い

家具メーカーに資材を供給し100年以上

てきた地元での幅広いネットワークを活か

の歴史を誇ります。
また、保有する施設は現

し、大川家具の製品や匠の技を都心部にプ

在、倉庫業として大手物流倉庫の諸富地区

ロデュー ス。地 方と東 京 を 結 ぶコ ー ディ

の物流拠点として機能しています。

ネーターとして、多様なニーズ・ご相談に応

同社は近年、明治の頃からの家具資材の取

えています。

扱い事業を分社化した㈱DOINGへ移行し
筑後川

47

㈱DOINGは、商業施設や公共施設、教育

向島

208

734

て新規事業の展開を図っています。

大川小●
明治橋

★

施設などの別注家具やコントラクト家具の
向島中野

企画・見積りをはじめ、専門性の高い内装工

土井商事

事にも対応しています。設計事務所や工務

大川市役所
●
花宗大橋

株式会社 土井商事／㈱DOING
所在地／〒831-0004
福岡県大川市榎津734
代表者／土井 彌一郎
TEL 0944-87-2263
FAX0944-86-8667
創業／明治35年7月
資本金／ 2,000万円
従業員／ 6名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／土・日曜日、祝日

店からの依頼を受け、既に都内の大学のコ
ントラクト家具やホテルの建具、内装工事
等、数多くの実績を残しています。

TOP VOICE

大川の匠の技を駆使して、国産材を使った家具や木
製品を全国に広げていきたい。そのような思いで別
会社を立ち上げました。地元と全国をつなぎビジネス
マッチングのお手伝いをします。お気軽にお問い合わ
せください。

10年前に材木業から倉庫業へ業種転換。
大川の材木の在庫管理から配送まで担っています。
株式会社 中田材木店
経費を従業員らの給料に上乗せ
すれば、働き手が増えるかもしれ
ません。
その夢に向かって歩き出した中
田 社 長は同 業ら15社と手を結
び、総 床 面 積1800坪に材 木を
並べ、在庫管理と配送を一手に
引き受けています。新しいスタイ
社名の通り、創業以来100年に渡って材木

大川温泉
中八院
702

くるるん前

442

中田材木店
広門神社

ジョイフル

442

ルミエール
八丁牟田駅

23

株式会社 中田材木店

西
鉄
大
牟
田
線

中木室

★

大木中

所在地／〒831-0013
福岡県大川市大字中八院783
代表者／中田 景三
TEL0944-87-1788
FAX0944-87-2243
［E-mail］logistics@kub.biglobe.ne.jp
創業／明治35（1902）年
従業員／ 6名
営業時間／ 8：00 〜 18：00

業を続けてきましたが、約10年前に業種転

ルがうまくいっているのは、信頼の賜物。
「信用信頼を築いてくれた先代、先々代に

換し、今は空いた敷地や工場を活かして倉

感謝している」
と、社長は話します。

庫業を主に行っています。

今後は、配送システムの効率化を図りたい

4代目の中田社長が思いきって方向転換し

のだとか。例えば各社がそれぞれに持つト

たのは、
もともとやりたい仕事だったからで

ラックを集約すればもっと経費削減でき、各

す。
というのも、材木業は仕入れた材を置く

社は効率の良い経営ができるのではない

広い敷地と製材するための工場、配送する

か、
と考えています。同社は、大川の木工産

トラックなどを要します。
しかし仕事に波が

業を新しい観点で支えていくつもりです。

あり、閑散期には手の空いた運転手が「今
日は掃除を3回した」
という始末。配送業者
に材木運搬の委託を試みましたが、材木の
運搬は特殊のため、家具の運搬の多い大川
の配送業者は首を縦に振りません。
かねがね効率化を考えていた中田社長は、
アウトソーシングを思いつきます。仲間の材
木業者の在庫管理と配送を一手に引き受
けることにしたのです。同社がそれらを担え
ば、他の材木業者は倉庫やトラックを持た
ずに済み、経費削減できます。その浮いた

TOP VOICE

事業の効率化で、自社だけでなく大川の木工産業全
体をより良いものにしていきたいと考えています。

「手に入らない」は禁句。経験とネットワークで
さまざまな要望に対応。

716

向島

大川小●
明治橋

向島中野
●大川樟風高
花宗大橋

成井材木店
大川税務署

★

東町

市役所入口
大川
市役所
208
大川中央公園

716

堤町

新茶屋

有限会社 成井材木店

上巻東

所在地／〒831-0016
福岡県大川市大字酒見116
代表／成井 公明
TEL0944-87-2301
FAX0944-88-1533
創業／明治25（1892）年
設立／昭和60（198５）年
資本金／５００万円
従業員／ 3名
営業時間／ 8：00 〜 17：00
定休日／日祝日

有限会社 成井材木店

「今、福岡から戻ってきたところよ」。朝10

小ロットどころか1枚の注文にも対応してい

時、ひと仕事を終えて満足げな表情を見せ

ます。
「『在 庫がない』
と言 いたくないから

る成井社長。早朝5時に大川を出て福岡の

ね」。
「できない」
というのは屈辱とでもいう

港へ。商社から木材を荷受けし、
自ら大川ま

ような雰囲気。
これまでの経験とネットワー

で運ぶといいます。商社任せにしないのは、

クを駆使し、お客様の注文に応えるのが、同

自分の目で木材をチェックしたいから。卸し

社の信条です。
もし、在庫がなければ同業者

先は材木屋や別注家具、船の内装を手がけ

から融通することも。
「それが横のつながり

る企業が多く、社長の目を信じて一任してい

のある大川の強みですよ」
と社長は締めく

るところも少なくありません。そこで、その

くってくれました。

信頼に応えるため、自ら足を運んで妥協す
ることなく仕入れているのです。
社長は4代目。近年、製材は外注しているも
のの、米材から南洋材まで扱う種類は多く、

TOP VOICE

仕事を終え、同業の若手と飲みに行くこともあるとい
う社長。
「年下から刺激を受けるからね」。大川の良き
兄貴分でもあります。

小国産の杉材をはじめ、希少性の高い
国産の高級木材も揃います。

有限会社 乗富材木店

●柳川市立二ツ河小
二ツ河小学校南
●デオデオ

正行

773

西鉄柳川駅東
443

柳川駅
田線
大牟
天神
西鉄
772

乗富材木店
★

●三橋図書館
●市役所三橋庁舎

蒲船津

三橋庁舎前 島田天満宮前
●ユニクロ
●ゆめモール
三橋中●

有限会社 乗富材木店

所在地／〒832-0827
福岡県柳川市三橋町蒲船津56-5
代表者／乗富 良太郎

TEL0944-72-6191
FAX0944-72-9414
［URL］www.noritomi.jp
［E-mail］info@noritomi.jp
創業／昭和30年（1955年）
設立／昭和30年（1955年）
資本金／ 500万円
従業員／ 6名
営業時間／ 8：00 〜 17：00
定休日／日祭日、隔週土曜日

乗富材木店は国内産の木材へのこだわりが

おかげで、希少な木材が優先的に入ってく

高いのが特長です。特に小国産の杉材を専

ることがあるとのこと。杉材でも良い部分を

門に取り扱っています。小国杉は、強度に優

取り扱うことができるのです。

れ艶と粘りがあり、人肌に近いぬくもりが感

他にも、地元の工務店や大工さんたちに住

じられる人気の木材です。

宅用の建材、内装用の仕上げ材、外壁用の

倉庫には、木材の博物館のように美しい材

竹財など、様々な健在を提供しています。
ま

が豊かな香りを放ちながら並んでいます。

た、マツグイやマツ板などの土木資材など

北海道や長野の松、肌目が緻密で堅く表面

様々な建築現場に合わせた材料が用意で

が美しい水目桜など、
なかなか手に入りにく

きるのが特長です。

い木材や高級住宅で好まれる材料が揃って
います。希少な木材が揃うのは、先代から築
き上げた信頼のネットワークのおかげだそ
うです。取引先との関係を大切にしてきた

TOP VOICE

杉はフローリング材として良く使用されますが、他の部分にも使いやすい
素材です。私たちでは小国杉をもっとふんだんに使った住空間を提案して
いきたいと考えています。時とともに美しいあめ色に変化する杉材は長く
使うほどに良さを実感していただけます。
小さくはありますが、杉材を使ったリフォーム例をご用意しておりますので、
杉材を使った住空間の美しさを実感していただければとおもいます。

社内に加工機械を導入し
取引先の要望にきめ細かく応える。

小杭
48
●諸富南小
444

新村

208

小杭南

★

為重

444

広津商会

石塚

株式会社 広津商会

●筑後川昇開橋
筑後川

あかつき保育園●

諸富橋西

所在地／〒84０-210２
佐賀県佐賀市諸富町大字為重 404-1
代表者／広津 和彦
TEL0952-47-3535
FAX0952-47-4385
創業／昭和47年
資本金／ 1,100万円
従業員／ 40名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日曜・祭日、第2・4土曜日

株式会社 広津商会

広津商会では、家具用資材の合板やMDF、

の短縮化が可能になり、品質管理もきちん

パーティクルボード、各種化粧合板などを

と出来ますので、お客様にも喜んでいただ

幅広く取扱っています。主要取引先は地元

いています」
と広津社長。ラミネーターは

の諸富町をはじめ大川市周辺の家具メー

35mもの巨大な機械で、工場では効率的

カーです。合 板は主にインドネシアから、

にプリント貼りが行われています。

MDFは日本国内やニュージーランドなど

また、同社は創業当初から和ダンスの衣装

から仕入れています。

盆を製造していた歴史があり、現在も製造

倉庫には、様々な種類の資材在庫が整然と

部門では桐タンスの製造を行っています。

並んでいます。同社の特長は、ギャングリッ
パーやラミネーターといった加工機械を導
入し小割りやプリント貼りまでも社内加工
している点です。
「自社加工することで納期

TOP VOICE

お客様のご要望に応じてカットやプリント貼りも自社
で行っております。品質、価格、サービス等、すべてに
おいてお客様にご満足いただけることを目指してお
ります。

家 具 市 場に捕われずに市場原理に従って
あ ら ゆ る 材料を揃えていく。

広松木材 株式会社

広松木材は大川を中心に家具
向けの資材を供給している会
社です。
しかし、近年家具市場の縮小に
伴 い 建 具、木 箱、建 築、梱 包 材
など用途や市場のニーズに応
じ、様々な材料を供給できるよ
うに業態を広げています。
●芙蓉中

また、合理的な物流システムに

20

よって木材を最大限に活かすこ

広松木材

★

道海島小●

19

筑後
川

211

20

211

とで、顧客が求める価格、品質、
ロット、納期

に地球環境を考え、国際的競争力のある良

を実現します。

質かつコストパフォーマンスに優れた木材

さらに、大切な森林資源を扱う企業として常

の供給に努めていきたいと考えています。

道海島

広松木材 株式会社

所在地／〒831-0007
福岡県大川市大字道海島2-1
代表者／廣松 修
TEL0944-87-1246
FAX0944-87-6530
創業／昭和29年
営業時間／ 8:15〜17:00
定休日／日曜祭日、隔週土曜日

TOP VOICE

福永氏が市長のときに海外視察にいきました。
かなり
早い時期から海外の家具市場を見てきましたから、輸
入家具のすごさはよくわかっていました。それにライ
フスタイルの変化も。婚礼家具やタンスなどは大幅に
減少していく事を早くから予想していました。大川以
外をいかに開拓できるか、他と競合しなくて良い独自
性を出せるかということを常に考えています。

家具資材・鋼材・機械工具の3部門体制で、
木材と鉄材の組み合わせもＯＫ。

株式会社 富士商会

家具資材・鋼材・機械工具の3部門体制で事
業を営んでいる富士商会。
どの部門も高品
質な最新の製品を取りそろえ、独自の品質
管理・配送システムを構築することで、お客
さまの要望にスピーディーに応えられる体
制を整えています。
家具資材部では、多様化する消費者の要望
に応えるため、高品質の合板・プリント・ポリ
向島中野 208
明治橋

442
●大川市役所

東町

富士商会★

●国際医療福祉大学大学院
上巻

堤町
新茶屋

株式会社 富士商会

●大川
中央公園

上巻東

所在地／〒831-0004
福岡県大川市榎津300の1
代表者／木村 洋明
TEL0944-86-5121
FAX0944-87-2533
［URL］http://www.fujishoukai.jp/
［E-mail］fujish@viola.ocn.ne.jp
創業／昭和29年3月
資本金／５,000万円
従業員／ 34名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／隔週休2日・その他

TOP VOICE

化粧板・突板などを製造し、家具業界に提供

「富士商会に言えば、すぐに持って来てくれる」
と言っ

しています。鋼材部では、仕入れメーカーや

てもらえる迅速な対応が、わが社の誇りです。木材と

お客さまとの関係を密にし、電話1本で必要
な鋼材を指定の場所へ確実に納入。機械工

鉄材の両方を扱っている強みを生かし、他社には真似
のできないような製品を開発していきますので、
これ
からの富士商会にご期待ください。

具部では、設計段階からプラン参画し、お客
さまの要望に応える最適な商品を提案・提

防止のための鉄を入れるといった、木材と

供しています。

鉄材を組み合わせた資材の考案・製造も得

このような3部体制をとっているからこそ多

意としています。家具メーカーに限らず、建

面的なアプローチも可能で、一枚板の裏や

設会社や鉄工所などとの取引も多く、
トラッ

フラッシュ用パーティクルボードの中に反り

クの床板に使う合板などの注文にも応じて
います。
大川税務署から優良申告法人
の表敬を受ける堅実な経営で、
取引先からの厚い信頼を得て
いる富士商会。創立から60年
を経て、
より付加価値の高い商
品を開発しようと意気込んでい
ます。近い将来、大川市内に新
築移転し、本社と2カ所の倉庫
を集約する計画です。

在庫が豊富で、かつ迅速に
大川ならではの対応を致します。

有限会社 伏見商会
で行なっています。
もともと突板の販売にしても新建材の仕入
れ販売にしても大川市内では後発だったの
で、営業エリアが市外、県外が中心だったそ
うです。現在も市外のお客様が多いのです
が、市外のお客様から重宝されている理由
としては「大川に会社があるからです」
と社
長はおっしゃいます。
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伏見商会
●
筑後川昇開橋

大川橋

★

向島
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若津下町
筑後川
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大川小●
明治橋 716

向島中野
●大川樟風高
花宗大橋

767

先代が突き板屋さんから独立。最初は突き

伏見商会の強みはメーカーの代理店として

板の販売を行なっていたそうですが、徐々

豊富なストックがあるという点の他、
メラミ

に新建材の仕入れ販売へと業態が変化して

ン1枚、
ポリ板1枚から自社便で届けるとい

いったそうです。

うフットワークの良さにあります。
また、刃物

今は国内トップメーカー「アイカ工業」の代

の研磨を引き受けてきたりすることもある

理 店 として 化 粧 板、不 燃 化 粧 板、カウン

そうです。
このサービスを支えているのが

ター・メラミン扉、住宅向け部材、建築向け

家具産業の集積地「大川」。刃物の研磨はも

部材、接着などを取り扱い自社便で配送ま

ちろん、
メーカーでは取り扱っていない大川

有限会社 伏見商会

所在地／〒831-0005
福岡県大川市向島2213-2
代表者／伏見 誠
TEL0944-87-3654
FAX0944-87-3974
［E-mail］fushimishoukai@world.ocn.ne.jp
創立／昭和56年
設立／ 2015年10月
資本金／ 500万円
従業員／ 16名
営業時間／ 8：30〜17：30
定休日／日祝、第2土曜

独特の部材までありとあらゆるものが揃っ
ているからです。資材販売の枠を超えて、市
外の事業者が望む細やかなサービスを実現
する企業へと進化し続けています。

TOP VOICE

弊社の持ち味は、大川のネットワークと従業員のフット
ワークです。資材の販売を基幹としながら自社の物流
を生かして大川でしかできないサービスがスムーズに
動けばいいなぁと思っています。

ものづくりの魂を受け継ぎ
メイド・イン大川を世界へ広げる。

768

716

上巻東

新茶屋

716

北古賀

幡保

幡保南

プロセス井口
★

古賀政男記念館

716

製材所としてスタートし、半世紀以上の歴史

丁寧に仕上げていきます。
「ものづくりの確

をもつプロセス井口。現在では建具や家具

かな技術を持つ大川を、
もっと全国にアピー

などの資材加工販売に加え、
リフォーム事

ルしていきたいのです」
と井口社長。同社は

田口小

業、
インターネット販売事業、別注家具製作

東京事務所を置き、高い技術力を都市圏で

兼木

など幅広い事業を展開しています。

も発揮しています。都営住宅の管理を任さ

208

大川東IC入口

株式会社 プロセス井口

株式会社 プロセス井口

18

208
福岡県大川市一木87-1
大坂井

所在地／〒831-0034
代表者／井口 敬茂
柳川市間
TEL0944-87-4826 FAX0944-87-0460
［URL］http://p-iguchi.co.jp/
［E-mail］pro.iguchi@coast.ocn.ne.jp
創業／昭和35年 設立／平成15年
資本金／ 1,000万円 従業員／ 22名
営業時間／ 8:00〜18:00 定休日／日曜祝日

別 注 家 具を製 作 するの は 関 連 会 社 の ㈱

れ下駄箱や吊り戸棚などを納入するほか、
ホ

TRADES。住宅やオフィスなどの造作家具

テルや大学のコントラクト家具を製作。都内

をはじめ、
マンションのモデルハウス家具、
店

の結婚式場、
八芳園のために製作した6角レ

舗家具や什器などを、職人たちの手により

ンチ1本で組立可能な茶室「MUJYOAN」
は、
大きな話題となりました。
また、香港に家具卸の会社を設立し地元家
具店で販売を開始するなど、
メイド・イン大
川の魅力をアジアに広げています。

関連会社／株式会社TRADES
TOP VOICE

大川の歴史あるものづくり精神を受け継ぎ、高い技術
を全国に広めたいと奔走しております。新しいことに
も創意・工夫でチャレンジします。何でもお気軽にお
問い合わせください。

樫材を扱う全国有数の専門店。
寺社の重要文化財などを陰で支えています。
株 式会社 松尾樫 工場
く、
どちらかというと裏方の存在。実際には
京都・清水寺の大舞台や奈良・興福寺の仏
座の土台など、重要文化財を支える大きな
役目を担い、近年では、豪華寝台列車「なな
つ星」で寿司をふるまう
「 山なか」の寿司カ
ウンターやネタケースなどを担当。目立た
ないながらしっかりした仕事ぶりは業界で
高い評判を得ています。
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●大川樟風高
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(株)松尾樫工場

数ある木の中でも随一の硬さを持つカシ。

社長は同世代で結成した「大川維新の会」

水に強く、摩耗しにくいため、昔から船縁や

の代表を務め、それぞれの技を結集させた

櫓、舵などの船材として、
また住宅の敷居や

作品を発表。2015年2月に東京で行われ

鴨居、
カンナの台、木刀などに利用されてき

た「大 川 匠 の 世 界コレクション」での 空 間

ました。同社は5代前から船の櫓や木釘、敷

デザインは大きな評判を呼びました。

居などをつくってきた樫専門の会社です。
専門工場は大川でここだけ、全国を見回し
ても少ないため、全国から注文が入ります。
樫は部材をつなぐ木釘に使われることも多

所在地／〒831-0005
大川市向島2111-1

代表者／松尾 武
TEL0944-86-2362
FAX0944-86-2576
［URL］http://kashifactory.com/
［E-mail］kashifactory@song.ocn.ne.jp
創業／ 1934（昭和9）年
設立／昭和55年（1980年）7月
従業員／ 2名
営業時間／ 8：00 〜 17：00
定休日／日曜・祭日

TOP VOICE

「ハイテク機器が進化しても、私たち
の仕事は人の目と人の手が頼り。自
分たちの技術を大切にしながら、独
りよがりにならず、ニーズにあう商品
をつくっていきたい」と語る社 長。
これまでのイメージを変えるような商
品づくりにもチャレンジしています。

建築資材、建具資材を中心に取扱。祖父の代から続く
信頼のお付き合いを大切に。

●大川公園

大川樟風高
●
花宗大橋

●大川中

大正橋

宮内

★

市役所入口

入道橋

442

入道橋東

松林材木店

大川市役所

208

大川中央公園

株式会社 松林材木店

765

南郷原

松林材木店は、90年に及ぶ歴史を持つ材

の変化とともに建築資材、建具資材が取扱

木商。創業当初は大川市内の家具メーカー

製品の中心になりました。取扱樹種は熊本

に家具用資材を納入していましたが、時代

や吉野産の杉、店舗の内装材などによく使
われるスプルースなどを中心に常時15〜

株式会社 松林材木店

所在地／〒831-0016
福岡県大川市大字酒見599-1
代表者／松林 慶一
TEL0944-87-2144
FAX0944-86-4160
［E-mail］matsubayashi@xc4.so-net.ne.jp
創業／昭和元年
設立／昭和26年４月５日
資本金／ 2,５００万円
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日祝日、隔週土曜日

20種類在庫しています。取引先も個人で営
む工務店や建築会社、建具店など、100社
以上にのぼります。
「祖父の代からお付き合
いさせて頂いている得意先も多く、私のこ
とを子どもの頃から知っているというお客
様によく声をかけられます」
と松林社長。長
いお付き合いのお客様が多く、一枚、一本か
らの注文を大切にしています。多くの資材が
TOP VOICE

当社では建築用資材、建具用資材はすべて当社で取
り揃えることが可能です。工務店や大工の方からのご

保管されている倉庫では在庫管理を徹底。
天日乾燥を終え出番を待つ材木のなかに

質問やご注文に迅速に対応いたします。何なりとお気

は、先々代の社長の時代に仕入れた貴重な

軽にご相談ください。

屋久杉などが大切に保管されています。

材木以外に取り扱う商材も多数。
昔ながらの“御用聞き”スタイルが奏功。

松林商会

㈱松林材木店から父の宏美さんが、平
成6年に分社化、創業したのが松林商
会です。その後平成18年に武宏さん
が後を継ぎ運営しています。
以前は木工所にベニヤや合板などの
販売をしていましたが、現在は取引先
の9割ほどが建具店へと変わってきて
います。
エリアは大川をはじめ熊本･大
アスタラビスタ

分･長崎･山口にまで広がり、表面材か

幡保南

大川川口小

筑後川

一木
768
767
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松林商会
★

769

柳川市間

765

769

ら小物類まで建具店が必要とする商材一式

の地の利を活かし、幅広く揃えられる商材

を販売。マスキングテープのような消耗品

を各地に運んでいます」
と松林さん。ベニヤ

まで取り扱っています。

や合板の販売だけでなく、刃物の研磨、塗

「家具の一大産地として栄えた大川にはさ

料、障子紙、網戸なども注文があれば、大川

まざまなメーカーがあるため、
どんなもので

で商品を探して販売を行っています。注文

も仕入れることができます。弊社では大川

を受けた商品は自分たちで一軒ずつ配達ま
で行い、訪れた地域で新たな注文を取って
くる昔ながらの 御用聞き スタイルです。

松林商会

所在地／〒831-0043
福岡県大川市新田244-2
代表者／松林 武宏
TEL0944-87-1116
FAX0944-87-4133
創業／平成6年（1994年）
設立／平成6年（1994年）
資本金／ 1,300万円
従業員／ 7名
営業時間／ 8:00 〜 17:00
定休日／第2土曜、第4土曜半日

昔は刃物の研磨一本でも専門店が各地域
を巡回していましたたが、今は産業が衰退し
て回れなくなっているそうです。
「そんな状
況だからこそ、定期的に巡回している弊社
に各地域から依頼があります。取引先から
の紹介などもあり、販売エリアも随分と広
がりました」。都心部はさまざまな業種の販
TOP VOICE

売店があるため、松林商会では都心部から

手元にあるものだけを売るのではなく、お客様に言わ

離れたエリアを中心に商材をトータルで扱

れたものを探して売る行動力こそが弊社の強みです。

えるような営業を展開。
この 便利屋 のよう

弊社に頼めば材木はもちろん、
「何でも揃う」
「すぐに
見つかる」
と言ってもらえるようにスピーディーな対
応を心掛けています。

な立ち回りが功を奏して、年々県外での売
上高が上昇しています。

木材の輸入から加工まで手掛ける材木店。
仕上がりのよさとスピード感に定評。

丸川木材 株式会社

丸川木材の主力商品は、引き出し用材です。
かつては輸入した丸太の製材が主な業務で
したが、現地挽きの乾燥材を輸入するのが
主流になった現在は、原板にさまざまな加工
を施し、箱もの専門の家具メーカーに納め
ています。木材だけでなく、
ＭＤＦやパーティ
クルボードなどの 加 工 も 手 掛 け、多 様 な
ニーズに応えています。
一時期は毎月のように木材産地まで買い付

●大川中央公園
上巻東
716

新茶屋

古賀政男
記念館

田口小

TOP VOICE

問題のある製品は一切工場から出しません。万一ク

大川東中学校
大川東中学校南

アはほとんど行きました。あと、中国やロシ

365

アも。そのころ足を使って探し出した材料

なことはできませんが、お客さまの信頼に応えられる

が、いま役に立って

よう、
これからも地道にコツコツと努力を積み重ねて

北古賀

幡保
208

けに行っていたという下川社長。
「東南アジ

★丸川木材

兼木

西蒲池北

716

丸川木材 株式会社

所在地／〒831-0026
福岡県大川市大字三丸４４３−１
代表者／下川 俊作
TEL0944-88-3088
FAX0944-88-1568
創業／昭和40年12月
設立／昭和50年12月1日
資本金／ 1,000万円
従業員／ 10名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／日祝日 他、第２・第４土曜日

います」。10年ほど

レームが発生したら、
ただ取り替えるだけでなく、
どう
いうふうに悪かったのかを徹底的に検証します。派手

いきます。

前にい ち 早く仕 入

柔軟な姿勢で仕事と向き合っています。

れ始めた白や黒 の

倉庫兼工場では、片側に資材が山積みされ、

ラッピング材も、そ

もう片 側で加 工 作 業が行われています。

の ひとつ。
「時 代 の

シート貼り加工を施した原板を、再割り、縁

流れに合わせて、仕

貼りし、長さカットしてダボ打ちまで。材木屋

入 れるも のを変 え

としては異例ともいえる加工技術を持って

て い か な い と」と、

います。
コンピュータ制御のダボ打ち機械
や、糸面のけば立ちを処理する特注の研磨
機など、他社に先駆けて新しい機械を導入
したことで、仕上がりのよさに定評がある丸
川木材の製品。
「よそには真似のできないよ
うなスピード感も当社の強みです。効率の
悪い少量多品種にも、納期を守って対応し
ています」
と、下川社長は自信を見せます。

問合せから納品までスピード対応。
お客様のコスト削減に貢献。

株式会社 宮崎材木家具卸

365

宮崎材木家具卸

710

★

新堀橋南

木室コミセン北
442

本木南
三百

入道橋
入道橋東

木室小
木室小学校東

株式会社 宮崎材木家具卸

所在地／〒831-0015
福岡県大川市大字本木室802-1
代表者／宮崎 裕敏
TEL0944-87-2465
FAX0944-86-5378
［E-mail］miyazaki̲zaimoku@image.ocn.ne.jp
設立／昭和48年
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日曜祝日、第２土曜日

宮崎木材家具卸は昭和48年に法人化、現

材を仕入れ、南は沖縄から関東一円にまで

社長は三代目に当たります。

広がる家具メーカーや工務店に販売して

創業当初は婚礼家具を主に取扱い、北九

います。

州や長崎にも店舗を構えていました。時代

同社の特色は、豊富な品揃えによる問合せ

の変遷とともに家具販売から家具や建具、

から納品までのスピーディな対応です。
「ス

建築資材の加工・販売に業務をシフトして

ピード対応による製造工期の短縮で、お客

きました。インドネシアやマレーシアから資

様のコスト削減に少しでも貢献したいので
す」
と宮崎社長。仕入れ先との密な情報交
換を行い、常に在庫状況を把握。お客様に
は、需給バランスに基づいたより安価な代
替材の提案も積極的に行っています。
資材の安定供給を目指し、為替変動に左右
されづらい商品の開発や徹底した検品によ
る在庫管理にも力を入れています。

TOP VOICE

お客様の商売繁盛こそが当社の喜びであり、
成長につながると確信しています。みなさまに
必要とされる企業であり続けるために、お客様
とともに懸命に努力してまいります。

部材加工専門に特化した技術力。
NCは最大4m×1.5mまで一回加工で可能。
有限会社 モーランミゾエ

モーランミゾエは、小割加工、NC加工及び
中牟田橋北
365

新堀橋南

モーランミゾエ
★
大川温泉

710

木室コミセン北

有限会社 モーランミゾエ

442

所在地／〒831-0013
福岡県大川市中八院119-1
代表者／溝江 晃一
TEL0944-86-2215
FAX0944-86-3749
［E-mail］mohran@gaea.ocn.ne.jp
創業・設立／昭和51年
資本金／ 993万円
従業員／ 7名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／日曜祝日、第2・4土曜日

たとおりに複雑で精密な加工を施すには、

モルダー加工などを専門に行っています。

職人の高度な技術や経験に加え木材に対

先代社長が小割加工専門の木工所として創

する深い知識が必要です。溝江社長自身も

業後、NCルーターなどの工作機械を徐々

NCルーターを扱う職人として失敗を繰り

に導入しながらさまざまな加工技術の腕を

返しながら、お客様に求められる 小ロット＆

磨いてきました。

最短納期 を可能にしてきたといいます。今

取扱う製品は別注家具の天板や店舗家具、

後も同社では職人の技術をさらにスキル

什器などで、ほとんどが大川市内の別注家

アップし、お客様から寄せられるさまざまな

具メーカーや工房からの注文です。
「出来る

要望に応えていきます。

ものはすべてお受けするというスタンスで
やっています。
ここまでやって来られたの
は、お客様から成長させていただいた部分
が大きいですね」
と語る溝江社長。思い描い

TOP VOICE

ものづくりのまち大川の横のつながりを大切にしなが
ら、お客様に喜ばれるものを作り続けていきたいと考
えております。部材加工が必要な際には、お気軽にご
相談ください。

大川市内を中心に各地へ
家具用資材・建築用資材をスピーディーに提供。
ヤマシタ産業株式会社
大川家具工業団地（協）の一角に本社事務
所・倉庫を構え、大川市内を中心に周辺地
域・その他地区の約１００社以上へ家具用
資材・建築用資材を卸しています。
当初は自社で仕入れて加工部門も行ってい
ましたが、現在はベニヤ合板、セキソ合板、
ＭＤＦ、パーティクルボードなどを商社から
仕入れて、取引先へ販売しています。
鐘ヶ江大橋
筑後川

99

三又小・中●
中古賀

★ヤマシタ産業
208

●中の島緑地公園
47

大川橋

ヤマシタ産業株式会社

所在地／〒831-0006
大川市大字中古賀1064-4
代表者／立花 泉
TEL0944-87-4123
FAX0944-87-7383
［E-mail］kusu8303@po.fukuokanet.ne.jp
創業・設立／平成29年4月
資本金／１,000万円
従業員／１6名
営業時間／８：００〜１７：００
定休日／日祝日・第2,4土曜

また、お客様のご要望に応じて外注加工し
たり、
カット後に納入するなどの対応をして

きるだけ対応するように努めています。

います。取扱商品の種類やサイズは増えて

今後も営業・倉庫・配送・事務の各担当など

いるものの、広めの倉庫に需要の多い商品

社員一丸となって、お客様のご要望に応え

を中心に保管して、資材の急な注文にもで

ていきたいと考えています。

