
家具の流行色は大川から、そう呼ばれるように

同業の技術集約型集団を形成して参ります。

特別インタビュー

阿津坂 芳徳

協同組合大川塗料センターは、各会員間

の相互の連携を高め、強い信念と結束を

もとに運営されております。 各組合員の

自主的な販売活動を促進し、その経営地

位の向上を目的とし、各種の共同事業を

行っております。

所在地／〒831-0006

福岡県大川市大字中古賀 1125

代表者／阿津坂 芳徳

TEL 0944-88-0010

協同組合大川塗料センターは、扱いがデ

リケートである塗料を安全に管理するた

めに共同の倉庫を造った事から始まりま

した。個々の会社でそれほど機能が整っ

た大規模な倉庫を持つ事は以前では考

えられなかった事です。それぞれの会社

が自分たちの商品を並べ、調色したりし

ているわけですから、ただ集まったという

よりも技術交流の側面も少なくありませ

んでした。現在では、自社で倉庫を持つ会

社も多くなりましたが、情報交換の場とし

て組合は大いに役に立っています。組合

に加入していない方も他業種の方もセン

ターに集まり様々な交流の輪を広げてい

ます。

技術開発と応用技術の推進地球資源の

有限性を配慮しつつ安全で快適な社会

環境を持続させるため、塗装技術の開発

と応用研究が業界の基軸として重視さ

れ、同業の技術集約型集団を形成する基

本としています。

こういう集まりがつくれたのは、ひとえに

大川が家具の集積地であり、塗料を専門

とする技術集団が育つ地盤があったから
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に他なりません。

我々の業界を取り巻く状況は、大手製造

メーカーなどの主要顧客が生産工場を海

外にシフトされ、貿易赤字が続いており、

国内の塗料需要は減少傾向で、非常に厳

しいものであり、この傾向は続くと思われ

ます。しかし、他の地域の塗料会社と異な

り大川は木工の塗料が専門です。木工専

門の塗料や技術者が組合をつくって存在

しているのはここ大川だけではないで

しょうか。これは他の地域と異なる、私た

ち協同組合大川塗料センターだけの特

徴だと思っています。この強みを活かし

て、もっともっと日本全国に販路を広げて

いけるのではないかと考えています。

塗装には「保護」と「装飾」という大きな役

割があります。私たちは家具の魅力を高

めるためにどこにもない新しい色、質感を

生み出す努力をしています。家具の流行

色は大川からそう呼ばれるように組合員

相互努力して参ります。
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有限会社 阿津坂商事

TOP VOICE
｢こういうものできませんか？｣｢こんなことで困ってい
ます｣。そのような、お客さまからのご相談がきっかけ
取り扱うようになった製品ばかりです。これからも身体
や環境に優しい製品で安全･安心な家づくりのお手伝
いをしていきたいですね。

ドイツ製の自然健康塗料をはじめ、

身体や環境に優しいアイデア商品が満載。

身体や環境に優しい商品を数多く取り扱う

阿津坂商事。グローアツサカというショップ

名でインターネット販売も行っています。

同社の主力商品は、ドイツ・リボス社の自然

健康塗料です。植物成分および蜂蜜ワック

スと無毒無害の顔料成分で構成されている

ので、木材が呼吸する上で有害ガスを発生

させません。「この商品を取り扱っているの

は、大川では当社だけですから、地元をはじ

め九州一円から注文が入ります」と阿津坂

社長。このほか、ホルムアルデヒドなどの有

害物質を封じ込めて外に出さないアメリカ・

ＡＦＭ社のセーフコート塗料も取り扱ってい

ます。

有限会社 阿津坂商事（グローアツサカ）
所在地／〒831-000４

福岡県大川市大字榎津466
代表者／阿津坂 芳徳
TEL0944-87-5525
FAX0944-87-2518
［URL］http://www.atsusaka.com/
［E-mail］info@atsusaka.com
創業／昭和20年
設立／昭和４４年９月１日
資本金／６００万円
従業員／６名
営業時間／8：00～17：00
定休日／日・祝、第2・4土曜

今、開発に力を入れているのが、国産杉材に

スリット加工やＶ溝加工を施して木口面を露

出させた『杉木口スリット材』を使った製品。

「空気浄化、湿度調整、集中力＆リラックス、

免疫力アップなどの効果があるので、いろ

いろな家具ができないかと思案中です」と、

阿津坂社長は意欲を見せます。洗濯物の部

屋干しに便利な『カクレンボックス』は試作

品も完成し、製品化に向けて前進中です。

食器棚のオープン部分の上面によく使われ

るモイス素材も取扱商品のひとつで、モイ

ス素材でつくった『快適サラサラマット』の

製造･販売が好調です。

その他、ナノテクノロジーが生んだ液体ガラ

ス塗料『ナノクリアス』、無公害木材保護保

持剤『ウッドロングエコ』、夏涼しく冬暖かい

羊毛断熱材『サーモウール』、ホルムアルデ

ヒドや悪臭を吸着･分解する『竹炭シート』な

ど、身体や環境に優しい製品を数多く取り

扱っています。
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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。

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

代の若手リーダーです。

熊井産業ではお客様の「かゆいところに」に

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

スや情報の提供を実践しています。そのよ

うな同社独自のサービスのひとつがコー

ディネート業務。これまで卸売業で培ったさ

まざまなノウハウやネットワークをベース

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

に、新しく店舗や施設の開業を検討中のお

客様と設計事務所や施工会社とのマッチン

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

ので、人と人のつながりをビジネスに生かし

ていきたいですね」。今後は東京や大阪など

を視野に入れながら業務を展開していく計

画です。
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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。



TOP VOICE
ムク材の家具は使えば使うほど木が持っている味わい
深さや風合いが出てきます。それを生かすためにデザ
インはあえてシンプルにしています。インテリアショッ
プなどプロに限らず、一般の方のご相談にも応じます。
ご興味のある方は、ペイント工房のホームページをご
覧になってください。

有限会社 信栄商会
所在地／〒840-0854

佐賀県佐賀市八戸1-6-50
代表者／田内 康紀
TEL0952-23-2252
FAX0952-23-2253
［URL］http://www.paint-koubou.jp/
［E-mail］info@paint-koubou.jp
創業／昭和39年
創立／昭和54年
資本金／2000万円
従業員／5名
営業時間／8:30～17:30
定休日／日祝日
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佐賀市に本社と大川市の支店で展開してい

る信栄商会。家具や木製品の製造販売か

ら、家具資材や塗料を主に提供しています。

特に人気なのはフィンランド産のマツや北

米産のウォールナットやオークのムク材を

使ったオリジナルの別注家具。「家具のパー

ツ工場と連係していますから、短納期と低価

格を実現できています。また大量注文にも

対応できます」と代表取締役の田内さん。デ

ザインも田内さんが手掛け、今ではインテ

リアショップや家具店だけでなく、一般ユー

ザーにも販売しています。最近流行りのダ

メージ加工などにも対応しているそうです。

「ウチの特徴は柔軟性ですね。人との付き合

いを大事にして、お客様のニーズやこういう

物が欲しいという思いに応えたいと思いま

す」。家具メーカーではなく、資材メーカーと

して顔も持つ同社だから、ユーザーにとって

使い勝手のいい別注家具を早く、手ごろな

価格で提供できるのです。「ペイント工房」の

ショップ名でインターネット販売も積極的に

行なわれています。

有限会社 信栄商会

部屋の広さ、用途に合わせてオーダーできる
無垢材セミオーダー家具を展開中。
豊富な樹種を取り揃え、ご希望に応じて木材をカットし

加工や塗装などDIYのお手伝いをします。

プロ、一般問わず、ご要望に応じた別注家具も承ります。




