必ず満足をお約束できるように、全国で44番目の
日本家具産業振興会認定企業に。

株式会社 馬場木工
性 の 高 い 家 具 調 仏 壇や自立 支 援 介 護 の
テーブルなどを提案しています。特に高齢
者や障がい者の質の高い生活を意図した
福祉家具「手助けくん」、いわゆる手摺の付
いたテーブルですがインテリア性にすぐれ、
とても福祉家具には見えません。
同社には代表の馬場末広さんや企画担当
の宮部課長など、知識と経験が豊富で、図

15 三潴本町
706

馬場木工★

西牟田小
郵便局
鷲寺
89

株式会社 馬場木工

■営業拠点 所在地／〒830-0111
福岡県久留米市三潴町西牟田2225-6
TEL0942-64-5261
FAX0942-64-5262
代表者／馬場 末広
［URL］http://babamokkou.web.fc2.com
［E-mail］babamokkou@mse.biglobe.ne.jp
創業／昭和15年
設立／昭和63年3月
資本金／ 1,000万円
従業員／ 15名
営業時間／ 8：15〜17：10
定休日／土曜・日祝日

特注家具の注文をいただいた場合、完成品

面から製造まで手掛けてしまうベテラン勢

をお見せすることができない代わりに、必ず

が揃っています。ユーザーのニーズが随時

工場に来てもらい作る現場を見ていただく

図面に反映され、現場との情報共有が図ら

など、直接コミュニケーションすることを心

れます。
こうした取り組みが今までなかった

掛けているとか。毎日のように連絡を取り合

仏壇や福祉家具を生み出しています。
「すべ

い、
まるで一緒に作るような勢いで、お客様

てのお客様に満足していただける家具作

の信頼と満足度をたかめていくそうです。

り」
こそが、同社の揺るぎないモットーなの

婚礼家具でスタートした馬場木工。
ライフス

です。

タイルの変化に対応して、
リビングボードや
キッチン収納、玄関家具など高品質の箱物
を得意としています。
最近はマンションライフにもあうインテリア

TOP VOICE

創業70余年、木製家具の製造に携わってまいりました。
お客様のニーズに応えるべく、国産家具認定業者とな
り、
お客様の立場に立った商品開発を通じて、本当にご満
足いただける家具をお届けしたいと思っています。

別注の壁面収納やＯＥＭを、完全自社製造。
家具調仏壇の製造にも30数年の実績が。 東木工 株式会社
江戸時代後期の1820年代に
初代が船大工を始めたのが東
木 工 の 起 源 で す。そ の 後、
1915（大正4）年に家具製造
業に移行し、1966（昭和41）
年に会社設立。現在は、6代目
で常務の東稔雄さんが中心と
なり、200年近い歴史を守って
筑後川

古賀家具
767

アスタラビスタ
18

208

堤町
★東木工

新茶屋

716

大川南中
前新開
大川川口小

東木工株式会社

います。
オリジ ナ ル 商 品 は、
リビ ング

716

八幡神社

768

一木

大川税務署

東町

幡保

幡保南
古賀政男記念館

所在地／〒８３１−００３５
福岡県大川市大字津６０５−１
代表者／東 三起雄
TEL０９４４-８８-１２３８ FAX０９４４-８８-１５２２
［URL］http://www.higashi-inc.com
http://www.h-heartful.jp/
［E-mail］HPのメールフォームから送信ください
創業／ 18２０年
設立／昭和４１年９月６日
資本金／２,４００万円
従業員／１５名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／土日、祝日

ボード・テレビボード・キャビネットといったリ

です」
と、東常務は話します。

ビング家具が中心。
ガラスや照明を効果的

最近は、一般住宅や店舗の壁面収納など、

に使ったスタイリッシュなデザインが目を引

別注家具の注文も少なくありません。
「東京

きます。
「天板と側板を45度にカットして組

や大阪からの依頼が多いですね。当社には

む『留め組み』が得意です。手間はかかりま

腕の確かなベテラン職人がおり、すべての

すが、意匠性と強度に優れているのが魅力

工程を一貫して自社工場でやっているので、
きめ細かな対応ができます」。そんな生産体
制も、東木工の強みです。
そして、東木工が他社に先がけて30数年前
から手がけているのが、家具調仏壇の製造
です。
「日本で家具調仏壇をつくったのはう
ちが最初ではないでしょうか」
と、胸を張る
東常務。現在では業界トップの仏壇問屋のＯ
ＥＭも数多く製造するまでになりました。な

TOP VOICE

会社の歴史が長い分、職人たちもベテランぞろいで
す。伝統の技と、長年の経験や勘を生かし、
クレームの
ない製品づくりを日々心がけています。細かなご要望
にもお応えしますので、
お気軽にご相談ください。

かには、年間1000台ほど売れるという人
気商品も。家具調仏壇専用のサイト
『ハート
フル』
を開設して以来、ネット販売も好評を
博しています。

長年 培 った華飾の技術を生かし
ミ ニ マ リ ズムを追求した家具を提案。

208

ヒラシマはNC加工工場として大川市に昭

208

大坂井
西蒲池

208

ヒラシマ★
枝光

株式会社 ヒラシマ

柳川西IC入口
365
208

蓮蒲池

ショールーム所在地／
〒832-0807
福岡県柳川市三橋町枝光6-1
代表者／平島 美奈子
TEL0944-74-1824
FAX0944-88-9105
［URL］http//www.k-hirashima.jp/
［E-mail］info@k-hirashima.jp/
創業／昭和63年
従業員／ 25名
ショールーム営業時間／
月〜金 13:00〜19:00
土日祝 10:00〜19:00

株式会社ヒラシマ

自然の素材感を大切に、
テーブルやソファ、

和63年 創 業。創 業 時 は 大 川 市 内 の 家 具

ベッドなどがシンプルなデザインで統一さ

メーカーから委託された資材のパーツ加工

れています。
また、木の表情を大切にするた

を専門に行っていました。その後は時代の

めに敢えて節のある材料を使用。職人が一

変化の波を受け、自社で家具製作を開始。

つひとつ節を埋め研磨するという手間を惜

それまでに華飾工場として培ってきた豊富

しみません。

な経験や知識、技術が家具づくりに生かさ

同社のショールーム、
ピアノイソラに足を踏

れました。
ヒラシマの家具を取り扱うのは全

み入れると、上質な家具と厳選された素敵

国の限られたインテリアショップ。
ヒラシマ

な小物たちがつくり出す心地よい空間が迎

の商品コンセプトを理解し共鳴してくれる

えてくれます。

ショップとの繋がりを大切にしています。
同社が作り出す家具のキーワードはミニマ
ル。
オークやウォールナットなどの木が持つ

TOP VOICE

どんなに高級な家具も、それ単体では心地よい空間は
生まれません。
ご自宅を新築されるお客様には、空間
提案からトータルにお任せいただけます。

椅子づくりを通して、わくわくする気持ちと
手仕事のぬくもりを伝えたい。

有限会社 平田椅子製作所
を第一に考えた、温故知新の技が私たちの
椅子作りを守っています。
平田椅子製作所では、大手インテリアショッ
プや家具店のPB(プライベートブランド)そ
して、OEM等も数多く手掛けています。
椅子で暮らしの未来を開く、それが平田椅
子製作所が求める椅子づくりです。

筑後川

19

★平田椅子製作所
444

石塚

大川橋西
●筑後川昇開橋

に座らない人はいないので
はないでしょうか。家具のな

諸富橋西

208

おそらく一日に一度も椅子

●中の島緑地公園
47
大川橋
向島

有限会社 平田椅子製作所

所在地／〒840-2104
佐賀県佐賀市諸富町大字徳富118-2
代表者／平田 尚二
TEL0952-47-6534 FAX0952-47-6549
［URL］http://www.hiratachair.co.jp/
［E-mail］info@hiratachair.co.jp
創業／昭和38年
設立／昭和62年
資本金／ 1,000万円
従業員／ 30名
営業時間／８:00〜18:00
10:00〜17:00（日曜日ショールーム営業時間）
定休日／お盆、年末年始

かでこれほど人と密着して
いるものは椅子以外にはな
いでしょう。椅子と言っても
様々です。食事をするための椅子、人を健康
にする椅子、勉強するための椅子、
テレビを
見るための椅子、会話を楽しむための椅子、
本を読むための椅子。たった一脚の椅子に
もシーンがあり、脈々と流れるストーリーが
あります。平田椅子製作所では椅子にカラ
ダを預けてくださるお客様の人生を豊かな
にするために、先達から受け継がれてきた
椅子作りの技術と哲学を注ぎ込んできまし
た。素材の力のすべてを引き出しシンプル
で美しい豊かさを育む椅子。
デザインも含めて時代のニーズに細やかな
対応ができるのは、椅子と共に生きてきた
職人だからこそ。木を見極めお客様の安全

TOP VOICE

商品の開発から、製材、加工、塗装、椅子の張り込みま
で一貫して行っているので、ただ売るだけではなく、
お客様のご希望に出来る限りお応えした家具を作り
ます。家具デザイナー、椅子のプロ、木工の職人、
イン
テリアコーディネーターが強力なタッグを組んで出
来上がった椅子。絶対に満足していただけます。

デザインの重要性にいち早く着目し、
家具の魅力にとどまらない世界観を展開。

広松木工 株式会社

福岡市の博多リバレインに大川本店と同規
模の店舗を構え、東京ではその３倍規模の
個展を毎年開催し、いずれも好評を博して
いる広松木工。家具単品の魅力にとどまら
ない広がりのある世界観が、多くのファンを
魅了しています。
30年ほど前、大川でいち早くデザイナーと
契約し、自ら小売りに乗り出した広松木工。
「よそのまねではなくオリジナリティの高い

●大川中央公園
大川東中学校
大川東中学校南

上巻東
北古賀

新茶屋

★

幡保
208

古賀政男
記念館

365

広松木工 716

田口小
兼木

西蒲池北

716

広松木工株式会社

所在地／〒831- 0024
福岡県大川市大字鬼古賀174- 1
代表者／廣松 嘉明
TEL0944-87-6456 FAX0944-87-579４
［URL］http://hiromatsuworks.petit.cc/
［E-mail］info@hiromatsu.org
創業／昭和２５年
設立／平成元年３月
資本金／１,５００万円
従業員／４０名
営業時間／８：３０〜１７：２０
定休日／土・日・祝日
●大川本店ショールーム
営業時間／平日 13:00〜18:00
土・日10:00〜18:00
定休日／火曜日定休（祝祭日は営業）

家具をつくるには、製造技術だけでなくデザ

TOP VOICE

家具には、何十年、何百年という年月をかけて大きく
なった木を使っています。
だから、端材といえども無駄

インも大事だと気付いたんです。そして、

にはしたくない。
メンテナンスやアフターケアにもとこ

ユーザーの声を聴かないことには、モノは

とんお付き合いしますので、安心してお求めの上、末

つくれないし値段も決められないと実感し、

永くご愛用ください。

他社がやっていなかった小売りに踏み切り

具、
インテリア小物、木製の玩具など、
イン

ました。問屋に卸すのが一般的な時代でし

テリアショップさながらの品揃えです。
「家

たから批判も浴びましたが、その判断は間

具は、家で使う道具。そう考えると、家具と

違っていなかったと確信しています」。広松

小物に分ける必要はないんですよね。私た

社長が当時を振り返ります。

ちは人の住まいを提案していきたいと思っ

今、広松木工のお店やカタログに並んでい

ています。
だから、家や生活シーンを知らな

るのは、家具だけではありません。照明器

いことには家 具も売 れませ ん」。そ れが、
ユーザーと真正面から向き合い続けてきた
広松社長の持論です。
「暮らしの中に溶け込めるか」。
「シンプルか
つ機能的か」。
「優しさをたたえているか」。
常に問いかけながらの家具づくり。無駄な
装飾を排除しながらも美を追求したデザイ
ンは、
ホームユースだけでなく、商業施設や
医療施設にも可能性を広げています。

受付カウンター

福岡空港の免税店の宝石店のガラスケース

別注家具製造のプロフェッショナル。
個人住宅から店舗まで、施主の思いを形に。
株式会社 ファニルカ
ファニルカは、別注家具製造を専門とする
会社です。
「会社自体は新しいですが、その
前にいた会社で別注家具を担当していまし
たから、
この道45年ほどの経験がありま
す」
と話すのは、専務の内藤栄治さん。社長
を務めるのは、娘のはる香さんです。
ファニルカには、関東・関西・九州一円から、
さまざまなオーダーが舞い込みます。個人
鐘ヶ江大橋
筑後川
47

の住宅もあれば、店舗や病院も。そのほと

三又小中学校入口

三又小・中●

んどが、
こだわりに満ちた特殊な家具や什

99

器ばかりです。たとえば、収 納・テレビ台・

中古賀

キッチン・洗面台が一体化した長さ10ｍの

ファニルカ

★
765

宮前小●

本木室

710

家具や、廊下につくり付けた書斎など、施主
の思いや設計者のアイデアがふんだんに
込められています。

本木南

このような家具を一からつくり上げていく

株式会社 ファニルカ

のは、容易なことではありません。
「念入りに

所在地／〒831-0016
福岡県大川市酒見1439-1
代表者／内藤 はる香
TEL0944-87-3835

FAX0944-87-3883
［URL］http://furniluca.com/
［E-mail］info@furniluca.com
設立／ 2011年12月
資本金／ 500万円
従業員／ 5名
営業時間／ 8：00〜17：00
定休日／日祝日、第2・4土曜

打ち合わせをし、詳細な製作図面を描き起
こし、製造の段階でも確認を繰り返し、確実
に思いを形にしていきます」
と内藤専務。何
より難しいのは「施主の思いをくみ取るこ
と」
だといいます。
一方では、全国各地や海外に店舗を構える
TOP VOICE

家具という枠を越え、内装に近い領域の仕事をしてい
ます。
どのようなご要望でもお聞かせください。豊かな
経験と確かな技術力、そして日本一の家具産地という
地の利を生かし、必ずご満足いただけるものをつくり
上げてみせます。

チェーン店の内装も数多く手がけるファニ
ルカ。営業担当者がいないのに注文が絶え
ないのは、品質や仕事ぶりに対する信頼の
表れでしょう。今後は海外での事業展開も視
野に、
ファニルカの躍進は続きます。

リビング家具を中心に、
木口にこだわった美しい家具を提供。

中木室

三百

木室小学校東

442

ジョイフル

702

365
365

大川東中 新開
大川東
中学校南
716

天満神社
★
木佐木神社

下木佐 木・川南
西蒲池北

有限会社 福山工芸

福山工芸
23

所在地／〒831-0022
福岡県大川市下木佐木688
代表者／福山 貴文
TEL0944-87-3539
FAX0944-87-1373
［URL］http://www.interiorport.jp/
［E-mail］t.fukuyama@chime.ocn.ne.jp
創業／昭和47年
設立／平成9年
資本金／ 300万円
従業員／ 12名
営業時間／ 8:00〜17:00
定休日／第2・4土曜、
日祝日

有限会社 福山工芸

地元・大川から資材を仕入れ、TVボードや

どの家具も、職人のこだわりを持って作り上

チェストなどリビングの既製家具を中心に

げる仕事ぶりに定評があります。
なかでもこ

作り続ける福山工芸。家具問屋や小売店に

だわっているのが木口の仕上げです。
「木口

卸すだけでなく、大手通販メーカーの家具

はウチの生命線です」
と福山貴文社長は話

なども手掛けています。

します。そのため福山工芸では、最後の仕上

最近では、京都のデザイン事務所とコラボ

げは必ず人が手作業で行い、細部にまで滑

レーションして、新たな家具を作り出すこと

らかで美しい仕上がりの家具になります。

も行なっています。例えば、木の温かみのあ
る表情を出したい部分には、ムク材などの
天然木を使用。そうすることで、
デザイン性
と質感の高い家具になるのです。元々、整
理箪笥などを中心に作っていたこともあり、
こうした箱もの家具も得意としているそう
です。

TOP VOICE

家具メーカーとして、商品開発にももっと積極的に取
り組んでいきたいですね。今でも作っていますが、
リビ
ングに置いてもフィットするデスクやベンチなど。他に
もロッカーやチェストなどの収納家具も現在の生活ス
タイルに合わせたデザインや機能のあるものを提供
していきたいと考えています。

TOP VOICE

ネット通販で人気の高いものは、食器棚などのキッチ
ン収納品。在庫を持って注文が入ればすぐ発送するよ
うにし、発送前に据え付けの注意点をお客様にメール
するなど丁寧な対応も人気の理由です。

既製家具から別注家具、店舗什器まで幅広く対応。
自社ホームページで通販も行っています。
有限会社 ホームファニシング ナカムラ
現社長・聡さんの祖父が創業し、長年、桐

や什器をつくり、売上や粗利など経営につ

箪笥や整理ダンスといった箱物をつくって

いての講座を受講すると、卸し一辺倒だっ

きました。跡を継ぐつもりがなかった聡さ

た販売方法を見直して、2007年から自社

んは商業高校に進学。父に家具づくりを教

ホームページで通販を始めました。

わることもなく、その技術をほぼ独学で身
につけたといいます。

385
99

★

中牟田橋北

ホームファニシング
ナカムラ

710

新堀橋南

有限会社 ホームファニシング ナカムラ

所在地／〒831-0002
福岡県大川市大字下林466-5
代表者／中村 聡
TEL0944-86-4267
FAX0944-86-4584
［URL］http://hfnakamura.web.fc2.com/
［E-mail］info@doors2007.com
創業／昭和初期
設立／平成13年４月
資本金／３００万円
従業員／ 4名
営業時間／ 8：00 〜 17：00
定休日／日曜祭日

若い頃、父たちから理屈らしい理屈もなく
「見て覚えろ」
と言われて反発した経験か

愛読書はインテリア専門誌『室内』だった

ら、工場にはNCを導入して1ミリ以下の数

といいますから、モノづくりやインテリアに

値に対応し、経験の浅い従業員でも確かな

対する関心は高かったのでしょう。跡を継

製品をつくれるよう工夫しています。

いだ後、家具店に卸す食器棚やテレビボー

ネット通 販 は キッチン 収 納 品 が 人 気。ス

ドなどの既製家具や、老人ホームや商業施

ピーディで丁寧な対応で、お客様から好評

設といった建築物件に納入する別注家具

を得ています。

