
有限会社 内藤額縁店

TOP VOICE
世界に2つとない貴重なお宝が集まるので、取り扱い
には細心の注意を払っています。額装のシミュレー
ションをお客様と何度もやりとりして、満足してもらえ
るものを作り上げています。おかげで多くの方にリ
ピーターになっていただいております。

大切な思い出と感動を美しく飾る。

スポーツ額装のパイオニア。

イチローや本田圭佑などさまざまなスポー

ツ選手のユニフォームをはじめ、数々のお

宝が全国各地から集まる内藤額縁店。ここ

はスポーツアイテムコレクターから絶大な

支持を得ている額縁店で、多彩なコレクショ

ンに合わせたオーダーメイドの額縁づくり

でその名を轟かせています。

元々はタンスなどの箱ものを製造しながら

額縁も取り扱っていたのですが、3代目･内

藤肇蔵さんの代より額縁専門店となりまし

た。転機が訪れたのは10数年前のこと。そ

れまで一般的な賞状額の製造を行っていま

したが、友人からの依頼でユニフォームを

収める額縁をつくることに。それをホーム

ページに載せたところ、全国から注文が殺

有限会社 内藤額縁店
所在地／〒831-0005

福岡県大川市向島2156-6
代表者／内藤 肇蔵
TEL 0944-88-3223
FAX 0944-88-3222
［URL］http://homepage2.nifty.com/naito-frame/
［E-mail］gakubuti@viola.ocn.ne.jp
創業／昭和3年（1928年）
設立／昭和3年（1928年）
資本金／1,000万円
従業員／12名
営業時／8:30～17:50
定休日／日曜･祝日、第2土曜

到するほどの大反響となりました。

ユニフォームを少し立体的にすることでシ

ルエットの美しさを引き出したり、あえてス

パイクの土を残したままにしたりするほか、

銅板のネームプレートや背景のカラーリン

グまで考慮して額装しています。「きれいな

状態でただ保管するだけでなく、鑑賞用とし

ての存在価値を高める額装を心掛けていま

す。私たちはユニフォームなどを固定する

際に、作品を傷付ける虫ピンなどは使用し

ません。アクリル工場を傘下にしたことで、

透明な留め具も思い通りものものが作れる

ようになりました」と内藤さん。

額装はユニフォームやスポーツ用品だけで

はなく、子供が初めて身に着けた服や靴、楽

器などの厚みがあるものまで何でも対応が

可能。ほかには真似できない製作技術と気

遣いで、大切なコレクションを引き立てる装

飾をしてくれます。
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有限会社 中島製作所

TOP VOICE
人の生活を便利にする道具、これが家具なのですが、
それだけではありません。 よい家具はその人の人生
を愉快にします。よい家具はその人の気持ちを和ませ
てくれます。木にこだわり、オリジナリティにこだわり、
ひたすらに頑固に。ひたすらに素直に。そんなことを想
いながら、家具を作っています。

家具や塗装技術のコンクールで数々の

栄誉を受ける大正時代から続く製作所。
中島製作所は「暮らしを楽しむ」「家具を楽

しむ」をコンセプトにオーダー家具や別注品

など、フレキシブルな家具製造を得意とし

ています。

意欲的な家具が多い中で特に特徴的なの

は船旅をモチーフとしたユニークなキャビ

ネットシリーズ"マゼラン"。染色ワイピング

着色、中間着色等々、計5回の着色で深み

を出していくアンティーク塗装により、特徴

的な表面の仕上がりとなっています。引出

しの取っ手は頑丈な旅行鞄のものを使用す

るという徹底したこだわり（品名差し付きハ

ンドルに変更可能）。コーナーには角金具が

付いています。本当に昔の船のキャビンに

いるような雰囲気が味わえそうです。

規格商品もラインナップが充実しています

が、中島製作所では規格品をそのままお届

けするのではありません。小回りのきく生

産体制を活かして材料・サイズ変更や扉違

いなどの独自のカスタマイズでお客様から

有限会社 中島製作所
所在地／〒830-0224

福岡県久留米市城島町上青木３５５-1
代表者／中島　悦治
TEL0942-62-4625
FAX0942-62-2215
［URL］http://n-seisakusho.com/
［E-mail］info@n-seisakusho.com
創業／大正14年
設立／平成6年10月
資本金／300万円
従業員／2名
営業時間／11：00～17：00
定休日／日・祝日

のご要望を受けて細やかに対応しているそ

うです。

最近ではハウスメーカーからの依頼でキッ

チン収納をあつらえたり、リノベーションに

取り組んだりしているそうです。すべての家

具に細かい工夫がなされてます。扉を開い

てその素晴らしさを実感してみてください。
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株式会社 中村敬木工

TOP VOICE
当社は多品種の家具を製作しており、展示会などでは
紹介しきれない製品がたくさんあります。ぜひ一度、
実際に当社にお越しになり製品をご確認ください。

大手家具チェーン店へ製品納入。

多品種大量生産でコストダウンを実現。

全国で店舗展開している大手家具チェーン

店をはじめ、多くの卸問屋や小売店に製品

を納入している中村敬木工。創業時は大川

で洋服タンスやロッカーなどを製作してい

ましたが、平成９年に現在地に移転。製造ラ

インを拡充してきました。

同社ではチェストやワードローブ、食器棚等

を中心に多品種大量生産でコストダウンを

図っています。大手チェーン店への納入実

績は300店舗にのぼり、工場には一日

300本以上の製品を出荷する生産能力が

あります。また、想定外の発注にも迅速に対

応できるよう倉庫には10,000本の在庫を

株式会社 中村敬木工
所在地／〒840-2104

佐賀県佐賀市諸富町725-3
代表者／中村 敬
TEL0952-47-3147
FAX0952-47-3770
創業／昭和52年
資本金／1,000万円
従業員／45名
営業時間／9：00～17：00
定休日／土日祝日

常備しています。新商品開発は主に中村常

務が担当。「雑誌を見たり雑貨店の商品を参

考にしたりと、なるべく女性目線を意識した

家具づくりを心がけています」とのこと。人

気商品の開発には、斬新なデザインはもち

ろんのこと、色やサイズ、価格などとのバラ

ンスを考える事が大切といいます。

同社はお客様のために、今後もより低価格・

高品質な商品づくりに取組んでいきます。
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ナカヤマ木工

TOP VOICE
父が50年ほど前にはじめまして、ぼくが跡を継いで
30年ほど家具づくりをやってきました。今は基本的に
フルオーダー。だから家具のサイズや木材の変更も
可能です。「ここがあともう少し長ければ…」といった
お客様の声に1cm刻みで柔軟に対応できます。
自分が思い描いた家具が最終的に理想のカタチと
なって完成したときの達成感がいいですね。ものづく
りの中に幸せがあると感じます。こうしてお客様ととも
に家族となっていく家具を作り続けています。

釘を使わずに100年使える家具を

使うほどに味のでる家具をお届けします。

「親子３代、孫の代まで使える家具を作るこ

とが基本姿勢です」。と語る中山貴裕さん。

父親である先代のもと、指物家具作りの基

礎、技術の継承にはげみ、確かな技術のも

と。1980年ごろから本格派の無垢家具、オ

イルフィニッシュ仕上げのカントリースタイ

ルの家具づくりを始めます。2007年には

一級家具製作技能士を取得。また2007年

と2010年にはグッドデザイン賞を受賞。3

年の開発期間を経て生まれたスタッキング

できる「ソデント デスク」は素材使いとデザ

インで、新しい感動を与えてくれました。

ナカヤマ木工
所在地／〒831-0041

福岡県大川市小保住吉800
代表者／中山 貴裕
TEL0944-86-4227
FAX0944-86-4237
［URL］http://nakayama.life
［E-mail］info@nkym-solid.jp
設立／昭和37年
従業員／1名
営業時間／8:00 ～ 18:00
定休日／日曜日

※予約をすれば可

多くの人々の期待が尽きないナカヤマさん

は2011年には佐賀マイスターが授与され

ます。さまざまな木材種を活かしたシリーズ

展開をしているのが特徴で、強く印象に残

るブランドを数多く提案しています。
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株式会社 ノダ工芸

TOP VOICE
販売の形式がどんどん変わっています。これからもど
のように変わっていくか想像もつきません。しかし、
「対応良くする」、「なんとかする」という精神が100年
前から受け継がれています。それに大川はとても便利
な環境です。物流は整っているし、素材は揃っている
し。良きライバルであり、良き仲間でもあります。　家
具の集積地である大川の中での結びつきを大切にし
て、顧客のためにという気持ちを満ち続けていれば、
これから100年も信頼を築けていけると思います。

住まいのあらゆる場所にある家具を

リーズナブルにお届けします。
大川で100年以上家具づくりに携わってい

る老舗企業です。ノダ工芸が製作する家具

は、小さなキャビネットからカウンター、TV

ボード、壁面家具など、シリーズ物から単品

ものまで、暮らしの中にあるほとんどの家

具を製造しています。

販路も広く、問屋、専門店、カタログ通販、

ネット通販、販売店など様々なチャネルで扱

われています。とくに関東近郊での人気が

高いそうです。

株式会社 ノダ工芸
所在地／〒830-0411
　　　　福岡県三瀦郡大木町蛭池１４１
代表者／野田 典嗣
ＴＥＬ0944-32-1617
ＦＡＸ0944-32-2778
［E-mail］noda-fa@kurume.ktarn.or.jp
創業／明治32年
営業時間／ 8:20 ～ 17:00
定休日／日・祝祭日

商品の企画提案から行っておりサンプルだ

けでも数千にのぼるそうです。小ロット多品

種に対応しており、商品によっては最低10

本からでもお願いできるようです。細かいと

ころまで研究、工夫しているので他社と比

較してもリーズナブルな家具が提供できる

ようにと努めているそうです。

100年の信頼をこれから100年の未来に

繋げるために定番商品も多いのですが、常

に新しい商品を提案し続けます。
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有限会社野中木工所

当社のこだわりは、天然木と丁寧な手仕事。他社が
敬遠するような工程でも手間を惜しまずきっちりと
仕上げます。お客様のご要望に合わせて一品から対
応します。新築やリフォームを検討中のお客様向け
の別注家具もお気軽にご相談ください。

創業当初は一本立ちの洋服箪笥の製

作からスタートした野中木工所。現在

は、独自の洗練された感性を発信す

る家具メーカーとして、テレビボード

やリビングボード、キャビネット、デス

ク、オーダーキッチンなどを幅広く企

画・製作しています。

主な取引先はインテリアショップです

が、同社のホームページからネット

ショッピングで購入する個人客も年々

増加しています。野中木工所の家具づくり

の特長は、天然木へのこだわりです。「当社

の製品には裏側や棚板にまで天然の無垢材

や突板を使用しています。その分、コストは

割高なりますが、質感が明らかに違います」

［URL］http://www.nonaka2w.co.jp
［E-mail］info@nonaka2w.co.jp
創業／昭和32年6月
設立／昭和40年3月
資本金／1000万円
従業員／24名
営業時間／8:00～17:00
定休日／日・祝日、第２・４土曜
ショールーム営業時間／平日８：００～17：00

　土日・祝日10：00～17：00
ショールーム定休日／盆・正月

洗練されたデザインと丁寧な職人の技。

天然木ならではの素材感を生かした家具づくり。

有限会社 野中木工所
所在地／〒831-0005

福岡県大川市大字向島1473-2
代表者／野中 美和子
TEL0944-88-2525
FAX0944-88-3847

TOP VOICE

と野中社長。家具の仕上がり感を左右する

“磨き”や“塗装”といった工程も社内の職人

がひとつひとつ丁寧に手作業で行い、大量

生産の家具では真似のできない仕上がりを

生み出しています。
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