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ぬくもりで、世 界を変えよう。

私たちは、本物だけを届けたい。

たどり着いた答えは、一枚板。

偉大な大地が育んだ樹木が数百年～数千年の時を経て、

一枚の板となり、世界にふたつとない家具となる。

職人の情熱をまとった一枚板のテーブルは、

家族が集う憩いの場所を心地いい空気で満たしてくれる。

自然のあたたかな風合いが団らんのひと時を包み込み、

会話を弾ませ、心の距離をそっと近づける。

暮らしの真ん中で、人の心と心をつないでいく。

それ が「ATELIER MOKUBA」の想いです。
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製材した板の乾燥風景。
乾燥期間は2年から、長いもので10年。
ここでは時間も職人です。
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世界にひとつしかない一枚板だからこそ、
こだわりを持って一枚一枚丁寧に仕上げる。
アトリエ木馬は品質へのこだわりも世界一を目指します。
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自社工場を持っているアトリエ木馬は
一枚板テーブルに限らず、様々な製作を行います。
豊富な樹種と設備の整った工場がある、
アトリエ木馬だからできることです。
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PRODUCT　STORY

開 発 背 景

丸太で入荷する原木の中には穴が空いたもの、杢目が良くても細いもの、

割れが多く入っているものが多くあり、

すべてが綺麗でダイニングテーブルの幅が取れる一枚板にはなりません。

私たちは、それも「木の個性」と捉え、この個性を活かす方法を考えました。

樹脂＋木の融合で、木の個性を上手く活かせるのではないか？

木を大切にするアトリエ MOKUBA スタッフの想いから、新しい挑戦が始まりました。

異素材との融合は、それぞれの素材の特性も有り難しく、何度も壁にぶつかりながら

数年間の試行錯誤の末ようやく製品にすることが叶いました。

もちろん全てが手作業です。

一点一点の制作に時間も手間もかかりますが、どこにも出来ないクオリティで、

新しい価値を届けていきます。
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レジンテーブルには特徴的な形をしたもの
大きな穴が有るものなど一枚板テーブルとしては
使いにくい材を中心に選んでいます。
そのような材には自然のものだからこそ生まれる「木の面白さ」が有り、
レジンテーブルに使用するには最適な材になります。
木取り（サイズカットする位置などを決め、完成品をイメージする作業）は、
その魅力を最大限に活かすための重要な工程です。
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割れやくもりのない綺麗な透明度を作り上げる為に
流し作業は非常に重要で、最も難しい工程です。
気温などをもとに配合の割合や流し込む量を調整し、
誰にもまねの出来ない高いクオリティを生み出します。



樹脂の部分の高い透明度、木の部分の滑らかな触り心地を作り出す最後の工程です。
職人の手によって時間をかけ何段階もペーパーの粗さを変え丁寧に研磨していきます。
通常の一枚板の倍以上の時間をかけることで樹脂部分の透明度は非常に高くなり、
神秘的な美しさが生まれます。
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透き通った氷の中に閉じ込めたかのような樹脂のテーブル。
一枚板の迫力と透明感のある繊細な樹脂の融合が、
アートのような存在感を放ちます。
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BUBINGA　ブビンガ
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JINDAIKUSU　神代クス



TOCHI　トチ

WILLOW　ウィロー
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AMERICANA AVOCADO AZURE CARIBBEAN

CORAL DOLPHIN EMERALD ESPRESSO

MANGO PARROT PEARL PINEAPPLE

ROYAL PURPLE SANDBAR SEA FOAM WHALE

※完全オーダーメイド製品になります。（直営店舗展示分は除く）
※納期　約３カ月程になります。
※製品の特性上気泡が入る場合がございます。予めご了承ください。
※厚みや幅によってカラーイメージと実際の仕上がりが多少異なる場合がございます。
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HP レジンページ

RESIN　レジンテーブル

※レジンテーブルはサイズ・仕様に合わせお見積りを作成致します。

※納期は仕様決定後、3 カ月ほどを予定しております。
　（工場の状況により前後する場合がございますので予めご了承下さい。）
※また特性上小さな泡が入る場合がございますので予めご了承下さい。

■塗装に関して
レジン製品に関して、レジン部分の透明度の有る仕上げの場合は
原則オイル塗装になります。
※樹脂部分は磨きになります。
　ウレタン塗装の場合は樹脂部分にも塗装を施すため、
　レジン部分の透明度は失われますので予めご了承ください。

※基本的に原木からのご提案になります。

※通常一枚板仕上げのものをレジン加工に変更する場合、
　塗装を一度落とすところからの加工になります。
　その為、通常のレジンテーブルよりも価格・制作時間が必要になります。
　価格はレジンの体積をもとに算出します。

※直射日光が当たる場所での使用は避けるようにしてください。
　長期的な変化ではありますが、変色・割れの可能性があります。

一部付けたし

穴・欠け埋め

2 枚つなぎ

ORDER
オーダーの流れ
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大自然からの着想を得て。
自然から生まれた木のダイナミックな表情を活かし
日常の中に新しい価値を生み出します。



リバー　ダイニングテーブル
サイズ ： W1800×D900×T50　H700
参考販売価格 ： ￥650,000＋tax(脚込み価格)
樹種 ： ポプラコブ
材質 ： スチール(脚)
※樹種・サイズオーダー可能(仕様により価格が異なります。)
※脚は固定になります。

リバー　センターテーブル
サイズ ： W1200×D700×T45　H350
参考販売価格 ： ￥270,000＋tax(脚込み価格)
樹種 ： ポプラコブ
材質 ： ステンレス(脚)
※樹種・サイズオーダー可能(仕様により価格が異なります。)
※脚は固定になります。

木の形状に沿って透明フロート硝子をはめ込んだテーブル。
川が流れているような涼しげな印象を与えます。

River | 　リバー
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有機的な曲線の硝子は、大川の硝子職人が一枚一枚手作りしています。
機械では出来ない複雑に入り組んだ形状も表現します。
仕上がった硝子の形に合わせて、丁寧に天板を掘り出していきます。
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入り組んだ耳の形状が特徴的なポプラ瘤。
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まるで一枚板を折り曲げたかのような
ダイナミックさが特徴のテーブル。
継ぎ目の杢目の繋がりに職人の技術が活かされています。

Fold | 　フォールド

フォールド
サイズ ： W2200×D920-950×H700
参考販売価格 ： ￥1,100,000＋tax(天板のみ価格)
　　　　　　　 \137,500＋tax(アクリル脚 片脚)
樹種 ： パドック
※樹種・サイズオーダー可能(仕様により価格が異なります。)
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※オーダーページ　P59





特殊加工は一級技能士の資格を持った職人が、
木の形状を見極めながら行っています。
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「留め型隠し蟻組継ぎ」
ビスや釘を使わずに無垢板同士を組む伝統的な技術です。
杢目が繋がったように数ミリの隙間もなくぴったりと接合できるのはまさに職人技。
機械の力だけではない大川の職人技を感じてみて下さい。



センターテーブルとコンソールの両方で使用可能。
コンパクトなので場所を取らず、ちょっとしたスペースにもぴったりです。

コンソール時

Linea | 　リネア

リネア
サイズ ： W860×D800×H295
参考販売価格 ： ￥190,000＋tax
材質 ： ウォールナット
※樹種・サイズオーダー可能(仕様により価格が異なります。)
※フレームサイズ ： W600×D650×H250
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※オーダーページ　P59
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自然が作り出す形状は
複雑で有り、神秘的でもあります。
人工的には作り出せない美しい形状を
可能な限り残しています。



渓谷のような一枚板の耳が特徴的なキャニオンセンターテーブル。
無垢の力強さとスチールのシャープさが融合し空間に存在感を放ちます。

Canyon | 　キャニオン

キャニオン
サイズ ： W1500×D700×H350
参考販売価格 ： ￥250,000＋tax
樹種 ： タブ
材質 ： ガラス(天板) / スチール(脚)
※樹種・サイズオーダー可能(仕様により価格が異なります。)
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２枚ハギの中心にステンレスラインを入れたダイニングテーブル。
シンプルで上品なデザインが落ち着いた雰囲気の空間にもぴったりです。

Susline | 　サスライン

サスライン
サイズ ： W1800×D850×H700
参考販売価格 ： ￥270,000＋tax(天板のみ価格)
　　　　　　　 ￥270,000＋tax(アクリル脚)
樹種 ： ウェンジ
材質 ： ステンレス(天板)
※樹種・サイズオーダー可能(仕様により価格が異なります。)
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パドック（W1800×D400×H700）

ウォールナット（W1600×D400×H700）

迫力の有る一枚板の前板とステンレス・アクリルとの融合がモダンで
クールな印象のサイドボード。細部に職人の技が光ります。
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リバー サイドボード
サイズ ： W1600×D420×H700
参考販売価格 ： ￥390,000＋tax
樹種 ： ゼブラ
※樹種・サイズオーダー可能(仕様により価格が異なります。)

River sideboard | 　リバー サイドボード

※オーダーページ　P61
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RIVER　DINING　TABLE　リバーダイニングテーブル

別注対応可能（～ W2200）　
　※価格はサイズ・樹種により異なります。

■ 脚　・リバーダイニング用スチール脚　￥105,000+tax

・リバーダイニング用ステンレス脚（別注仕様） \170,000+tax

RIVER　LIVING　TABLE　リバーリビングテーブル

■ 脚　リバーダイニング用ステンレス脚    \83,000+tax

　

耳が内側になりますので、D850 の場合、片側天板サイズ 250-300 程度が必要になります。

脚は天板と固定になります。

D850

W1800

ガラス幅　約 250 ～ 300ｍｍ程度

D300

D300

D700

W1200

600

50

15
20

15

55 50 390 50 55

600

30
0

400

5

ス チール脚

直径12ｍｍ

316.23

別注対応可能　（～ W1500）
　※価格はサイズ・樹種により異なります。

耳が内側になりますので、D700 の場合、片側天板サイズ 250-300 程度が必要になります。
脚は天板と固定になります。

700

65
0

500

650

25 25
100 100 100

12
0

25 100 100 250 100 100 25

D250

D250

ガラス幅　約 250 ～ 300ｍｍ程度

Idea order | 　イデア オーダー
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FOLD　DINING　TABLE　フォールドダイニングテーブル

LINEA　CENTERTABLE/CONSOLE　リネアセンターテーブル / コンソール

■リネアコンソール / リビングテーブルフレーム 
　W650×D650×H250 /　W800×D800×H250

80
0

800

800

25
0

1050～1100

脚　Ｗ250天板　Ｗ650

65
0

65
0

組継ぎ加工の加工寸法
W100ｍｍ程度必要になります。

脚　天板　

1,800

70
0

組継ぎ加工の加工寸法
W100ｍｍ程度必要になります。

天板：W1800ｍｍ　高さ 700ｍｍの場合

原木サイズ：W2550 ～必要

※アフリカ材 / ウォールナットのみ作成可能
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SUS LINE　サスラインダイニングテーブル

1,800

85
0

55

■サイズ
　W1800/W1500ｍｍ
　２枚ハギ

ORDER
オーダーの流れ

CANYON　キャニオンリビングテーブル

■キャニオン　スチールフレーム
　W1300×D650×H350    
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SIDE　BOARD　サイドボード
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25 400
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15.5 350 15.5
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20
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23

80
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4

23

1 20 370 20 370

1,600

38 370 20 370 20 1

376 50 748 50 376

　※W1800：W1600 の棚幅各＋50

　W1800×D425×H800　（扉・脚込み）

　外面：タモ突板　内面：プリント ( 木目 )

　W1600×D425×H800　（扉・脚込み）

■サイズ

　※仕様変更する場合がございますので予めご了承ください。



Product | 　製品
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家族が自然と集まる場所。

そんな空間に一枚板テーブルを。

アトリエ木馬が心を込めて作り上げる製品の数々をご紹介。

「MOKUBA」に作れないものはない。

誇りを胸に、これからもアトリエ木馬は挑み続けます。

PRODUCT
製品



Dining | 　ダイニング

TABLE
テーブル

ATELIER MOKUBA　64_65



家族のぬくもりの中心。

みんなの笑顔が集まる場所に。

「天板 ・ 脚 ・ 椅子」お好みの組み合わせで、

世界にひとつ、世界でいちばんのテーブルへ。



①ウォールナット
サイズ ： W1800×D760-860×T57
参考販売価格 ： \550,000＋tax
塗装 ： ウレタン塗装

②椅子：KAMUI（カムイ）
サイズ ： W536×D490×H740  SH425
販売価格 ： \113,000＋tax
材質 ： ウォールナット
座面 ： 板座
塗装 ： ウレタン塗装
※詳細ページ　P108,109

①

②
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④オリジナルペンダントライトⅡ
サイズ ： （Mサイズ）W270×D270×T50
　　　   （Lサイズ）W300×D300×T50
販売価格 ： （Mサイズ）\29,500＋tax
　　　      （Lサイズ）\32,500＋tax
樹種 ： ウォールナット
塗装 ： オイル塗装
※詳細ページ　P144,145

③脚：コンビスチール脚 BK
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \50,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
※詳細ページ　P87

③

④

④

①

②



①パープルハート
サイズ ： W1950×D845-915×T59
参考販売価格 ： \480,000＋tax
塗装 ： ウレタン塗装

②脚：グロス ステンレス脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \180,000＋tax
材質 ： ステンレス
塗装 ： 無し
※詳細ページ　P91

③椅子：pp701
サイズ ： W630×D460×H700  SH430
販売価格 ： \199,000＋tax
材質 ： オーク
座面 ： ソフトレザー BK色
塗装 ： ソープフィニッシュ
※詳細ページ　P122,123

①

②

③
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①クス
サイズ ： W1800×D900-970×T50
参考販売価格 ： \330,000＋tax
塗装 ： ウレタン塗装

②脚：鉄脚パイプ BK
サイズ ： W650×D320×H650
販売価格 ： \130,000＋tax
材質 ： 鉄
塗装 ： クリア塗装
※詳細ページ　P93

③椅子：pp68
サイズ ： W580×D470×H720  SH420
販売価格 ： （オーク）\149,000＋tax
          　 （アッシュ）\152,000＋tax
材質 ： （左）オーク /（右）アッシュ
座面 ： ペーパーコードNA色
塗装 ： ソープフィニッシュ
※詳細ページ　P121

①

②

③



① SUSLINE　ウォールナット
サイズ ： W1800×D805-970×T45
参考販売価格 ： \240,000＋tax
塗装 ： ウレタン塗装

② 脚：コンビスチール脚 BK
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \50,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
※詳細ページ　P87

③ 椅子：DCカリーナⅡ
（Aタイプ：背割れあり / Bタイプ：背割れなし）
サイズ ： W430×D605×H1005  SH435
販売価格 ： \27,000 tax
材質 ： ニレ
座面 ： 合皮
塗装 ： ウレタン塗装
※詳細ページ　P106

①

②

③
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① サペリ 2枚ハギ
サイズ ： W1800 × D920-970 × T46
参考販売価格 ： \200,000 ＋ tax
塗装 ： ウレタン塗装

② 脚：ブイスチール脚 BK
サイズ ： W565×D300×H650
販売価格 ： \50,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
※詳細ページ　P88

③ 椅子：DCモカⅡ
サイズ ： W500×D568×H686  SH420
販売価格 ： \28,000＋tax
材質 ： ビーチ（ウォールナット色）
座面 ： PVC
塗装 ： ウレタン塗装
※詳細ページ　P104,105

①

②

③



ORDER TABLE | 　オーダーテーブル

ORDER TABLE
オーダーテーブル
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アトリエ木馬は豊富な樹種が強みです。

様々な銘木を世界中から集めています。

より多くのお客様に無垢材の良さをお届けしたい。

そんな気持ちからオーダーテーブルの仕組みを作りました。

7つの項目を選ぶだけで、素敵なテーブルが完成します。



四角形（Square）
樹種 ： サペリ
サイズ ： W1800 × D850
ハギ枚数 ： 2枚
塗装 ： ウレタン塗装
脚 ： ブイスチール脚

円形（Round）
樹種 ： パープル ハート
サイズ ： φ1000
ハギ枚数 ： 4枚
塗装 ： ウレタン塗装
脚 ： サークル脚

六角形（Hexagon）
樹種 ： ウォールナット
サイズ ： W1150 × D1000
ハギ枚数 ： 3枚
塗装 ： ウレタン塗装
脚 ： テトラ脚
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オーダーの流れ　7Step

■ Step1　形を選ぶ
　まずはベースとなる形を選びます。 3種類の中からお選びください。

　〇四角形（Square）　/　〇円形（Round）　/　〇六角形（Hexagon）

■ Step2　樹種を選ぶ
　8種類の中からお好みの樹種をお選びください。

　〇ランクA　ウォールナット　/　ブビンガ

　〇ランクB　サペリ　/　パープルハート　/　ゼブラウッド　/　ウェンジ

　〇ランクC　ボセ　/　クス

■ Step3　サイズを選ぶ
　ご希望のサイズをお選びください。

　〇四角形（Square）　W1500 × D800　/　W1800 × D900　/　W2000 × D900

　〇円形（Round）　φ1000　/　φ1100　/　φ1200

　〇六角形（Hexagon）　W1000 × D850　/　W1150 × D1000　/　W1300 × D1150

　※厚みは50±2mmが標準となります。ミミ付きの場合はサイズが前後いたしますのでご了承ください。

■ Step4　 ハギ枚数を選ぶ
　〇四角形（Square）　2枚ハギ　/　4～6枚ハギ

　〇円形（Round）　2枚ハギ　/　4～6枚ハギ      

　〇六角形（Hexagon）　3枚ハギ      

　※4～6枚ハギの場合、ハギ枚数のご指定はお受けできません。     

■Step5　塗装を選ぶ       
　ウレタン塗装　/　オイル塗装　/　オリオ塗装      
      
■Step6　脚を選ぶ       
　用途に合わせて、固定や置き脚、素材やデザインも豊富に取り揃えています。 

　※脚は一部商品を除きサイズオーダーが可能です。 詳しくはお問い合わせください。    

      
■Step7　オプションを選ぶ       
　エッジの加工や反り止め等より細かなご要望をお聞き致します。      
      
■最終仕様と価格をご確認頂き、オーダー頂けれ ば 製作を開始致します。   
   

　※1　納期は標準で60日となります。受注生産の為、オーダー後のキャンセルはお受けできません。

　※2　木目やキャラクターマークは一点一点異なります。ご指定はできません。      

　※記載が無い樹種やサイズ、仕様に関して製作をご希望の場合は、お気軽にお問合せ下さい。

　※固定側（標準では木裏側）には表に比べ割れや白太が入る場合がございます。

　              

     



四角（Square）

■基本サイズ
　W1500×D800×T50
　W1800×D900×T50　　※ミミ付きの為、D寸法（奥行き）は前後いたします。
　W2000×D900×T50　　※厚みは50±2mmが標準になります。

置脚

※脚一覧ページ(P84~)の商品よりお選びいただけます。

■樹種
　ランクA　ウォールナット/ブビンガ
　ランクB　サペリ/パープルハート/ゼブラウッド/ウェンジ
　ランクC　ボセ/クス

■塗装
　ウレタン塗装/オイル塗装/オリオ塗装

■脚（固定脚/置脚）

　※木裏側に脚の取り付け穴が標準で加工されています。
　※天板の厚み＋脚の高さがテーブルの高さになります。

トラン　H650　￥35,000 ＋ tax ニッポネアA　H680　￥24,000 ＋ tax

固定脚

■オプション
　・木裏使い ミミの向きを標準と逆にします。 ＋\5,000
　・脚穴位置変更 脚穴の位置を指定場所に変更します。 ＋\5,000
　・脚穴加工無し 脚穴加工を行いません。 追加料金なし
　・反り止め加工 反り止め加工を行います。 ＋\10,000～\15,000
　※その他、ご要望がありましたらお問い合わせください。

■固定脚の標準脚間

脚名 天板サイズ 脚間
トラン W1500 1240
 W1800 1540
 W2000 1740

ニッポネアA W1500 1220
 W1800 1520
 W2000 1720

※脚間の変更は＋5,000にて対応可能です。オプションにて脚穴の位置をご指定ください。
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■価格表（天板のみ）

ランクA　（ウォールナット / ブビンガ）

サイズ 700mmまで 701mm～800mmまで 801mm～900mmまで 901mm～1000mmまで

1500mm

1700mm

1800mm

1600mm

1900mm

2000mm

2100mm

2200mm

2300mm

2400mm

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥220,000

￥230,000

￥250,000

￥280,000

￥320,000

￥380,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥220,000

￥230,000

￥240,000

￥260,000

￥290,000

￥330,000

￥390,000

￥210,000

￥220,000

￥230,000

￥240,000

￥260,000

￥250,000

￥280,000

￥310,000

￥350,000

￥410,000

￥270,000

￥280,000

￥290,000

￥300,000

￥260,000

￥250,000

￥320,000

￥350,000

￥390,000

￥450,000

2枚ハギ

サイズ 700mmまで 701mm～800mmまで 801mm～900mmまで 901mm～1000mmまで

1500mm

1700mm

1800mm

1600mm

1900mm

2000mm

2100mm

2200mm

2300mm

2400mm

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥230,000

￥260,000

￥300,000

￥360,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥220,000

￥240,000

￥270,000

￥310,000

￥370,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥220,000

￥240,000

￥230,000

￥260,000

￥290,000

￥330,000

￥390,000

￥250,000

￥260,000

￥270,000

￥280,000

￥240,000

￥230,000

￥300,000

￥330,000

￥370,000

￥430,000

4枚～6枚ハギ　　　※ハギ枚数はご指定いただけません。



サイズ 700mmまで 701mm～800mmまで 801mm～900mmまで 901mm～1000mmまで

1500mm

1700mm

1800mm

1600mm

1900mm

2000mm

2100mm

2200mm

2300mm

2400mm

￥140,000

￥150,000

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥210,000

￥230,000

￥260,000

￥300,000

￥150,000

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥220,000

￥240,000

￥270,000

￥310,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥220,000

￥210,000

￥240,000

￥260,000

￥290,000

￥330,000

￥210,000

￥220,000

￥230,000

￥240,000

￥200,000

￥190,000

￥260,000

￥280,000

￥310,000

￥350,000

4枚～6枚ハギ　　　※ハギ枚数はご指定いただけません。

サイズ 700mmまで 701mm～800mmまで 801mm～900mmまで 901mm～1000mmまで

1500mm

1700mm

1800mm

1600mm

1900mm

2000mm

2100mm

2200mm

2300mm

2400mm

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥230,000

￥260,000

￥300,000

￥350,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥220,000

￥240,000

￥270,000

￥310,000

￥360,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥220,000

￥240,000

￥230,000

￥260,000

￥290,000

￥330,000

￥380,000

￥240,000

￥250,000

￥260,000

￥270,000

￥230,000

￥220,000

￥290,000

￥320,000

￥360,000

￥410,000

2枚ハギ

ランクB　（サペリ / パープルハート / ゼブラウッド / ウェンジ）
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サイズ 700mmまで 701mm～800mmまで 801mm～900mmまで 901mm～1000mmまで

1500mm

1700mm

1800mm

1600mm

1900mm

2000mm

2100mm

2200mm

2300mm

2400mm

￥140,000

￥150,000

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥210,000

￥230,000

￥260,000

￥300,000

￥150,000

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥220,000

￥240,000

￥270,000

￥310,000

￥170,000

￥180,000

￥190,000

￥200,000

￥220,000

￥210,000

￥240,000

￥260,000

￥290,000

￥330,000

￥210,000

￥220,000

￥230,000

￥240,000

￥200,000

￥190,000

￥260,000

￥280,000

￥310,000

￥350,000

2枚ハギ

サイズ 700mmまで 701mm～800mmまで 801mm～900mmまで 901mm～1000mmまで

1500mm

1700mm

1800mm

1600mm

1900mm

2000mm

2100mm

2200mm

2300mm

2400mm

￥120,000

￥130,000

￥140,000

￥150,000

￥160,000

￥170,000

￥190,000

￥210,000

￥230,000

￥250,000

￥130,000

￥140,000

￥150,000

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥200,000

￥220,000

￥240,000

￥260,000

￥150,000

￥160,000

￥170,000

￥180,000

￥200,000

￥190,000

￥220,000

￥240,000

￥260,000

￥280,000

￥190,000

￥200,000

￥210,000

￥220,000

￥180,000

￥170,000

￥240,000

￥260,000

￥280,000

￥300,000

4枚～6枚ハギ　　　※ハギ枚数はご指定いただけません。

ランクC　（ボセ / クス）



テトラ脚　H650　￥55,000＋tax オルト脚　H650　￥65,000＋tax サークル脚　H650　￥100,000＋tax

Ｗサイズ

Ｄ
サ

イ
ズ

サイズイメージ図

円形（Round）＆六角形（Hexagon）

■基本サイズ（円形）
　直径1000×T50
　直径1100×T50
　直径1200×T50　　※厚みは50±mm2mmが標準になります。

■樹種
　ランクA　ウォールナット/ブビンガ
　ランクB　サペリ/パープルハート/ゼブラウッド/ウェンジ
　ランクC　ボセ/クス

■塗装
　ウレタン塗装/オイル塗装/オリオ塗装

■脚（固定脚）

　※円形・六角形の天板には標準仕様でオルト脚・テトラ脚の脚穴加工が施されています。
　　サークル脚は受注生産になりますので、ご注文に合わせて脚穴加工を行います。
　※オルト脚・テトラ脚・サークル脚にはスペースフィットは同梱されていません。

■オプション
　・木裏使い ミミの向きを標準と逆にします。 ＋\5,000
　・脚穴加工無し 脚穴加工を行いません。 追加料金なし
　・反り止め加工 反り止め加工を行います。 ＋\10,000～\15,000
　※その他、ご要望がありましたらお問い合わせください。

■基本サイズ（六角形）
　W1000×D850×T50
　W1150×D1000×T50　　※ミミの形状によってサイズが前後いたします。
　W1300×D1150×T50　　※厚みは50±mm2mmが標準になります。
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■価格表（天板のみ）

円形（Round）

2枚ハギ

サイズ φ1000mmまで φ1001mm～φ1100mmまで φ1101mm～φ1200mmまで φ1201mm～φ1300mmまで

ランクA ￥280,000

￥260,000

￥240,000

￥300,000

￥280,000

￥260,000

￥320,000

￥300,000

￥280,000 ￥320,000

￥340,000

￥360,000

ランクB

ランクC

4枚～6枚ハギ　　　※ハギ枚数はご指定いただけません。

サイズ

￥180,000

￥160,000

￥140,000

￥200,000

￥180,000

￥160,000

￥220,000

￥200,000

￥180,000 ￥200,000

￥220,000

￥240,000ランクA

ランクB

ランクC

φ1000mmまで φ1001mm～φ1100mmまで φ1101mm～φ1200mmまで φ1201mm～φ1300mmまで

六角形（Hexagon）

3枚ハギ

サイズ

￥220,000

￥200,000

￥180,000

￥260,000

￥240,000

￥220,000

￥280,000

￥260,000

￥240,000

ランクA

ランクB

ランクC

W1000mmまで W1001mm～1150mmまで W1151mm～1300mmまで

※表示価格は税抜き価格になります。
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・ラミネート＝積層
　・エッジの頭文字の Eが重なっている

・木のエッジとエッジが、寸分の狂いも無く折り合わさっている
・エッジをシャープに強調したデザイン

『ロゴの意味』

EDGE の重なり 立体物 積層



ラミエッジⅢ ウォールナット ライブ
サイズ ： W1550×D800×T40
　    　 W1850×D900×T40
　    　 W2000×D900×T40
    　　 W2150×D900×T40
販売価格 ： （W1550）\165,000＋tax
　　　 　　（W1850）￥185,000＋tax
　　　 　　（W2000）￥210,000＋tax
　　 　　　（W2150）￥235,000 tax
材質 ： ウォールナット
塗装 ： オリオ塗装

ラミエッジⅢ ホワイトオーク ライブ
サイズ ： W1550×D800×T40
　    　 W1850×D900×T40
　    　 W2000×D900×T40
　    　 W2150×D900×T40
販売価格 ： （W1550）\160,000＋tax
　　 　　　（W1850）￥180,000＋tax
　　 　　　（W2000）￥205,000＋tax
　　　 　　（W2150）￥230,000＋tax
材質 ： オーク
塗装 ： オリオ塗装

ラミエッジ専用 メンテナンスキット
販売価格 ： （ウォールナット用）\5,500＋tax
　　　　 　（オーク用）￥5,500＋tax
塗装 ： オリオ塗装
梱包物 ： オイル主剤（60g）/オイル硬化剤（60g）
　　　 　100cc容器/紙ウエス/木棒
　　 　　ビニール手袋/研磨紙（#240/#400）
　　 　　取扱説明書



LEG | 　脚

TABLE LEG
テーブル脚
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素材・形を変えるだけで一枚板の印象はガラリと変わります。

「アクリル ・ 鉄 ・ 木」　空間に合わせてお好みの脚をお選びください。

脚によっては「ダイニングテーブル」と「ローテーブル」を使い分けいただけます。

一枚板を世界にひとつのテーブルにする重要な商品です。
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アトリエ木馬では脚の種類によって「ダイニングテーブル」と「ローテーブル」で使用が可能です。

通常は椅子を合わせてダイニングテーブル、来客があるときはローテーブルにして大人数で使えるように。

生活の様々な場面に合わせて2パターンの使い分けができます。

ダイニングテーブル

ローテーブル



アクリル脚
サイズ ： W550×D230×H650
販売価格 ： \275,000＋tax
材質 ： アクリル
塗装 ： 無し
カラー ： 透明
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

コンビ スチール脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \50,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/ホワイト
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※ローテーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ホワイト



ブイ

エル

ブイ スチール脚
サイズ ： W565×D300×H650
　　　 （デスク・カウンター時）W400×D400×H650
販売価格 ： \50,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/ホワイト
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※ローテーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ホワイト

エル スチール脚
サイズ ： W450×D290×H650
販売価格 ： \40,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/ホワイト
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能
※天板との固定必要

ブラック ホワイト
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ケージ スチール脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \70,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/ホワイト
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ホワイト

トラぺ スチール脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \55,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/レッド
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※ローテーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

レッドブラック



MD スチール脚 Ⅱ
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \35,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※ローテーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注不可

クラディ スチール脚 Ⅲ
サイズ ： W630×D330×H650
販売価格 ： \27,000＋tax
材質 ： スチールパイプ
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能
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アプロ ステンレス脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \80,000＋tax
材質 ： ステンレス
カラー ： 鏡面仕上げ
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※ローテーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

グロス ステンレス脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \180,000＋tax
材質 ： ステンレス
カラー ： 鏡面仕上げ
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能



YP 兼用脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \30,000＋tax
材質 ： イエローポプラ無垢
塗装 ： ウレタン塗装
カラー ： ブラック
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※ローテーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

兼用脚 Ⅱ
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： （ブラック/ナチュラル ）\70,000＋tax
　　　　　 （ウォールナット）\90,000＋tax
材質 ： （ブラック/ナチュラル）アッシュ材
　　 　（ウォールナット）ウォールナット材
塗装 ： ウレタン塗装
カラー ： ブラック/ナチュラル/ウォールナット
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※ローテーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ナチュラル ウォールナット
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ラシーヌ ダイニング用脚
サイズ ： W670×D365×H650
販売価格 ： (ブラック)\250,000＋tax
　　　　　 (ウォールナット)\280,000＋tax
材質 ： （ブラック）アッシュ
      　（ウォールナット）ウォールナット材
塗装 ： ウレタン塗装
カラー ： ブラック/ウォールナット
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※サイズ別注不可

ブラック ウォールナット

鉄脚パイプ
サイズ ： W650×D320×H650
販売価格 ： \130,000＋tax
材質 ： 鉄
塗装 ： クリア塗装
カラー ： ブラック/ホワイト/シルバー
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ホワイト シルバー



L型鉄脚
サイズ ： W400×D400×H650
販売価格 ： \75,000＋tax
材質 ： 鉄無垢
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※ダイニング時の高さ650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

T型鉄脚
サイズ ： W600×D300×H650
販売価格 ： \75,000＋tax
材質 ： 鉄無垢
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/ホワイト
※ダイニング時の高さ 650mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ホワイト
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MD CT スチール脚
サイズ ： W400×D160×H300
販売価格 ： \20,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※テーブル時の高さ300mm＋天板の厚み
※サイズ別注不可

CT コンビ スチール脚
サイズ ： W480×D240×H350
販売価格 ： \40,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/ホワイト
※テーブル時の高さ 350mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ホワイト



T型脚 Ⅱ
サイズ ： W400×D150×H300
　　　 W550×D150×H300
販売価格 ： （W400 ブラック）\34,000＋tax
　　　　 　（W400 ウォールナット）\40,000＋tax
　　　 　　（W550 ブラック）\37,000＋tax
　　　 　　（W550 ウォールナット）\43,000＋tax
材質 ： （ブラック）天然木
  　 　（ウォールナット）ウォールナット材
塗装 ： （ブラック）クリア塗装
  　 　（ウォールナット）オリオ塗装
カラー ： ブラック/ウォールナット
※テーブル時の高さ 300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ウォールナット

T型鉄脚 パイプ
サイズ ： W500×D160×H300
販売価格 ： \54,000＋tax
材質 ： 鉄
塗装 ： クリア塗装
カラー ： ブラック/ホワイト/シルバー
※テーブル時の高さ300mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

ブラック ホワイト シルバー
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円形用脚 テトラ
サイズ ： W910×D910×H650
販売価格 ： \55,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※テーブル時の高さ 650mm＋天板の厚み
※サイズ別注不可
※天板との固定必要

円形用脚 オルト
サイズ ： W1020×D1020×H650
販売価格 ： \65,000＋tax
材質 ： ビーチ無垢材
塗装 ： ウレタン塗装
カラー ： ブラック
※テーブル時の高さ650mm＋天板の厚み
※サイズ別注不可
※天板との固定必要



ベンチ用脚 コンビ
サイズ ： W320×D240×H370
販売価格 ： \40,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック/ホワイト
※ベンチ時の高さ 370mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能
※天板との固定必要

円形 サークル脚
サイズ ： W700×D700×H650
販売価格 ： \100,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※テーブル時の高さ 650mm＋天板の厚み
※サイズ別注不可
※天板との固定必要
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ブラック ホワイト



クラディ ベンチ用脚 Ⅱ
サイズ ： W320×D240×H370
販売価格 ： \22,500＋tax
材質 ： スチールパイプ
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※ベンチ時の高さ370mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能
※天板との固定必要

ベンチ用 口型鉄脚 13mm角棒
サイズ ： W65×D300×H370
販売価格 ： （～W1600）\35,000＋tax（脚2本）
　　　 　　（W1601～）￥63,000＋tax（脚3本）
※天板サイズによって必要な脚の本数が異なります。
材質 ： 鉄
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※ベンチ時の高さ370mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能
※天板との固定必要



クラディ TV用脚
サイズ ： W400×D350×H350
販売価格 ： \24,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※TVボード時の高さ 350mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能

板座ベンチ用脚
サイズ ： W330×D130×H370
販売価格 ： （ブラック）\30,000＋tax
　　　 　　（ウォールナット）\35,000＋tax
材質 ： （ブラック）天然木
　　　 （ウォールナット）ウォールナット材
塗装 ： （ブラック）ウレタン塗装
　　　 （ウォールナット）オリオ塗装
カラー ： ブラック/ウォールナット
※ベンチ時の高さ 370mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能
※天板との固定必要

ブラック ウォールナット
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TV用脚 エルカ
サイズ ： W400×D400×H350
販売価格 ： \40,000＋tax
材質 ： スチール
塗装 ： 粉体塗装
カラー ： ブラック
※TVボード時の高さ350mm＋天板の厚み
※サイズ別注可能



CHAIR
椅子

Chair | 　椅子
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家族が集まるダイニング。

その特別な空間に最適なデザインと座り心地を。

一枚板に負けないフォルム、ずっと座っていたくなる心地良さ。

両方を兼ね備えた椅子をご紹介。

様々なバリエーションからお選びいただけます。



DC モカⅡ
サイズ ： W500×D567×H686  SH420
販売価格 ： （ビーチ材ウォールナット色）\28,000＋tax
　　　　　 （オーク）￥39,000＋tax
　　　　　 （ウォールナット）￥44,000＋tax
材質 ： ビーチ/オーク/ウォールナット
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： PVC

ビーチ
（ウォールナット色） ウォールナットオーク
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DC カリーナⅡ
サイズ ： W430×D605×H1005　SH435
販売価格 ： Aタイプ（インクBK）\27,000＋tax
　　　　　　　　 （チェスナットBR）￥27,000＋tax
　　   　   Bタイプ（インクBK）￥27,000＋tax
　　　　　　　 　（チェスナットBR）￥27,000＋tax
材質 ： ニレ
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 合皮

Aタイプ（背割れ有り）
インクBK

Aタイプ（背割れ有り）
チェスナットBR

Bタイプ（背割れ無し）
インクBK

Bタイプ（背割れ無し）
チェスナットBR
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肘付き WN 肘付き オーク肘無し WN 肘無し オーク

DC クロウ
サイズ ： （肘付き）W575×D575×H1000　SH430
　    　 （肘無し）W510×D575×H1000　SH430
販売価格 ： 肘付き（ウォールナット）\75,000＋tax
　　　　　　　   （オーク）￥67,000＋tax
      　　　肘無し（ウォールナット）￥59,000＋tax
　　　　　　 　  （オーク）￥55,000＋tax
材質 ： ウォールナット/オーク
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 布（定番4色）

オリーブスカイ ネイビー ココア



KAMUI （カムイ）
サイズ ： （板座）W536×D490×H740　SH425
　    　 （張座）W536×D510×H740　SH430
販売価格 ： \78,000～￥133,750＋tax
材質 ： （板座）ウォールナット/オーク/チェリー
      　（張座）ウォールナット/オーク
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 板座・張座

板座

張座

ウォールナット オーク チェリー

ウォールナット オーク
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■ 販売価格　詳細

　【板座】　　ウォールナット ： ￥113,000 ＋ tax
　　　　　　オーク ： ￥112,500 ＋ tax
　　　　　　チェリー ： ￥133,750 ＋ tax

　【張座】　　　　　　　　　　 生地 #05-　　　 生地 #20-　　　 生地 #40-　　   生地 #60-　　   生地 #80-　　　生地 #L1-

　　　　　　ウォールナット ： ￥83,000 ＋ tax　￥84,000 ＋ tax　￥85,000 ＋ tax　￥86,500 ＋ tax　￥88,500 ＋ tax　￥90,000 ＋ tax
　   　　   　　 オーク 　 ： ￥78,000 ＋ tax　￥79,000 ＋ tax　￥80,000 ＋ tax　￥81,500 ＋ tax　￥83,500 ＋ tax　￥85,000 ＋ tax

ポリエステル　100%
ポリエステル　64%
アクリル　36%

ポリエステル　69%
ポリプロピレン　31% ポリエステル　100%

ポリエステル　100%

ポリエステル　80%
アクリル　20%

ポリエステル　52%
アクリル　32%
コットン　16%

ポリエステル　100%

牛革

ポリプロピレン　100%オリーブ スカイ ネイビー ココア

051 052 053 054

コーラル グラス コバルト スモーク

401 402 403 404
ウェルド オークル チタン ナイト

405 406 407 408

LGY BK GN OR GY

411 412409 410 413

ガーネット ラズリ サンド マグパイ

602 604601 603

ストロベリー マリン アイボリー チャコール

201 202 203 204
トマト カナリー プルシアン パール グーズ

209207 208205 206

グリーン ライトブラウン ピンク ライトグレー

606 608605 607

革ブラック 革ベージュ

L12L11

#05-

#20-

#40-

#60-

#80-

#L1-

ダークグレー ダークブルー パープルライトグレー

802 804801 803
フレイム ライラック ミッドナイト アッシュ チョコ ノアール

806 808805 807 810809



和坐 （ワザ）
サイズ ： （肘付き）W560×D550×H850　SH425
   　 　 （肘無し）W515×D550×H850　SH425
販売価格 ： ウォールナット （肘付き）\95,000＋tax
                             （肘無し）￥79,500＋tax
　　　　　オーク （肘付き）\92,300＋tax
　　　　　　　　（肘無し）\77,100＋tax
　　　　　チェリー（肘付き）\103,100＋tax
　　　　　　　　 （肘無し）\86,300＋tax
材質 ： ウォールナット/オーク/チェリー
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 板座
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ウォールナット　肘無し オーク　肘無し チェリー　肘無し

ウォールナット　肘付き オーク　肘付き チェリー　肘付き



シオン
サイズ ： W610×D590×H880　SH420
販売価格 ： ￥230,000＋tax
材質 ： ウォールナット
塗装 ： オイル塗装
座面 ： 革



アネロ （回転式チェア）
サイズ ： W550×D455×H739　SH420
販売価格 ： （ウォールナット）￥113,000＋tax
　　 　　　（オーク）￥112,500＋tax
　　 　　　（チェリー）￥133,750＋tax
　　 　　　（ケヤキ）￥155,000＋tax
材質 ： ウォールナット/オーク/チェリー/ケヤキ
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 板座

ウォールナット オーク チェリー ケヤキ
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グリフ
サイズ ： W520×D568×H785　SH445
販売価格 ： ￥35,000＋tax
材質 ： ウォールナット
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 合皮



ヴォルト
サイズ ： W489×D588×H883　SH420
販売価格 ： （肘付き）￥35,000＋tax
　　　　　（肘無し）￥34,000＋tax
材質 ： ウォールナット
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 合皮

ヴォルト　肘付き ヴォルト　肘無し
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クレール
サイズ ： （ハイバック）W448×D560×H915　SH420
　　　 （アーム）W568×D547×H800　SH420　AH620
　　　 （サイド）W510×D560×H760　SH420
販売価格 ： （ハイバック）￥155,000＋tax
　　　　　（アーム）￥134,000＋tax
　　　　　（サイド）￥110,000＋tax
材質 ： ウォールナット
塗装 ： オイル塗装
座面 ： 革

クレール　アームチェア クレール　サイドチェアクレール　ハイバックチェア



スリット
サイズ ： （肘付き）W515×D530×H770　SH440
　　　　（肘無し）W455×D530×H770　SH440
販売価格 ：下記価格表に記載 
材質 ： オーク/ウォールナット/チェリー/メープル
塗装 ： オイル塗装
座面 ： 革/板座/布ウォールナット　肘付き チェリー　肘無し

オーク チェリーウォールナット

肘付

肘無

￥44,000 ＋tax￥41,000 ＋tax ￥44,000 ＋tax

￥35,000 ＋tax ￥39,400 ＋tax￥39,400 ＋tax

張座

メープル

￥44,000 ＋tax

￥39,400 ＋tax

オーク チェリーウォールナット

肘付

肘無

￥49,000 ＋tax￥44,800 ＋tax ￥49,000 ＋tax

￥39,000 ＋tax ￥44,000 ＋tax￥44,000 ＋tax

板座

メープル

￥49,000 ＋tax

￥44,000 ＋tax

※張地のランクによって価格が変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
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スウィング
サイズ ： W640×D590×H780　SH430
販売価格 ：（ウォールナット）\101,700＋tax
　　　　　（オーク）\96,200＋tax 
材質 ： ウォールナット/オーク
塗装 ： オイル塗装
座面 ： 革/布



F1

オーク

ウォールナット

￥104,000 ＋tax ￥115,000 ＋tax￥110,000 ＋tax

￥113,000 ＋tax ￥119,000 ＋tax ￥124,000 ＋tax

YC1
F2 F3 L1 L2

￥107,000 ＋tax

￥116,000 ＋tax

￥110,000 ＋tax

￥119,000 ＋tax

F1

オーク

ウォールナット

￥80,000 ＋tax ￥91,000 ＋tax￥86,000 ＋tax

￥85,000 ＋tax ￥91,000 ＋tax ￥96,000 ＋tax

YC2
F2 F3 L1 L2

￥83,000 ＋tax

￥88,000 ＋tax

￥86,000 ＋tax

￥91,000 ＋tax
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yamanami YC2
サイズ ： W595×D525×H715　SH430
販売価格 ： 左記価格表に記載
材質 ： ウォールナット/オーク
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 革/布

yamanami YC1
サイズ ： W640×D565×H785　SH430
販売価格 ： 左記価格表に記載
材質 ： ウォールナット/オーク
塗装 ： ウレタン塗装
座面 ： 革/布

ファブリック

F2

F3

L1

L2

F1

Rimix 2 Recheck

Diamond

N.C.

Charme

Vesper

Hika-AC

Syuro

Steelcut Trio3

Skye

Savanna

レザー
New soft

Sensuous

ピンク ライトブラウン ベージュ

イエロー ネイビー ブラウン

イエロー オレンジ ライトブルー ライトグレー ブラック

ブラウン ベージュ ミックスベージュ

グリーン ライトブラウン

ブルーグレー ピンクグレー レッド

ブルー グリーン ブラウン レッド

ライトブルー グレーベージュ ダークブルー

ライトグレー グレー ネイビーダークグレー

ベージュ ダークグリーン ブラック

ブラック

ブラック

ブラウン ワイン ナチュラル アイボリー

ダークブラウン ブラウン アイボリーキャメル



pp58
サイズ ： W580×D480×H720　SH420
販売価格 ： 下記価格表に記載
材質 ： オーク/アッシュ/ビーチ
塗装 ： ソープ/オイル/クリアラッカー
座面 ： 革

STANDARD FABRIC / C.O.F.
SEMI - ANILINE LEATHER

Soap treated Clear bio oi l  / White bio oi l Clear lacquer

Oak

Ash

Beech

￥159,000 ＋tax ￥206,000 ＋tax￥184,000 ＋tax

￥162,000 ＋tax ￥187,000 ＋tax ￥209,000 ＋tax

￥145,000 ＋tax ￥175,000 ＋tax ￥197,000 ＋tax

STANDARD LEATHER

Soap treated Clear bio oi l  / White bio oi l Clear lacquer

Oak

Ash

Beech

￥184,000 ＋tax ￥229,000 ＋tax￥207,000 ＋tax

￥187,000 ＋tax ￥210,000 ＋tax ￥232,000 ＋tax

￥175,000 ＋tax ￥198,000 ＋tax ￥220,000 ＋tax
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pp68
サイズ ： W580×D470×H720　SH420
販売価格 ： 下記価格表に記載
材質 ： オーク/アッシュ/ビーチ
塗装 ： ソープ/オイル/クリアラッカー
座面 ： ペーパーコード

BRACK PAPERCORD

Soap treated Clear bio oi l  / White bio oi l Clear lacquer

Oak

Ash

Beech

￥161,000 ＋tax ￥207,000 ＋tax￥184,000 ＋tax

￥164,000 ＋tax ￥187,000 ＋tax ￥209,000 ＋tax

￥153,000 ＋tax ￥175,000 ＋tax ￥198,000 ＋tax

Soap treated Clear bio oi l  / White bio oi l Clear lacquer

Oak

Ash

Beech

￥149,000 ＋tax ￥195,000 ＋tax￥172,000 ＋tax

￥152,000 ＋tax ￥174,000 ＋tax ￥198,000 ＋tax

￥129,000 ＋tax ￥163,000 ＋tax ￥187,000 ＋tax

NATURAL PAPERCORD



pp701
サイズ ： W630×D460×H700　SH430
販売価格 ： 下記価格表に記載
材質 ： オーク/メープル/アッシュ/
　　　チェリー/ウォールナット
塗装 ： ソープ/オイル/クリアラッカー
座面 ： 革

STANDARD FABRIC / C.O.F.
SEMI - ANILINE LEATHER

Soap treated White bio oi l Clear lacquer

Oak/Maple

Ash

Cherry

￥199,000 ＋tax ￥235,000 ＋tax￥210,000 ＋tax

￥206,000 ＋tax ￥217,000 ＋tax ￥242,000 ＋tax

－ ￥235,000 ＋tax ￥260,000 ＋tax

Clear bio oi l

￥210,000 ＋tax

￥217,000 ＋tax

Walnut － ￥260,000 ＋tax ￥286,000 ＋tax

－

－

STANDARD LEATHER

Soap treated Clear lacquer

Ash

￥220,000 ＋tax ￥256,000 ＋tax￥231,000 ＋tax

￥227,000 ＋tax ￥238,000 ＋tax ￥263,000 ＋tax

￥256,000 ＋tax ￥281,000 ＋tax

Oak/Maple

White bio oi lClear bio oi l

￥231,000 ＋tax

￥238,000 ＋tax

Walnut － ￥281,000 ＋tax ￥306,000 ＋tax－

Cherry － －
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Bench | ベンチ
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ストラ ベンチ
サイズ ： W1300×D580×H725　SH430　SD460
　　 　 W1500×D580×H725　SH430　SD460
　　　  W1700×D580×H725　SH430　SD460
販売価格 ： （W1300）\105,000＋tax
　　　　　 （W1500）￥115,000＋tax
　　　　 　（W1700）￥125,000＋tax
材質 ： （背）ウォールナット/（フレーム）スチール
塗装 ： （背）オイル塗装/（フレーム）粉体塗装
座面 ： 張地（5色対応）

座面対応色：ファブリック 4 色対応（ポリエステル 100%）　合皮 1 色

   ライトシルバー　　　 　　ブルー　　　　    ダークシルバー　　　    パープル　　　　      合皮 BK
      （T-4306）　　　　　　（T-4308）　　　　     （T-4307）　　　　     （T-4309）



コロナド ベンチ
サイズ ： W1200×D328×H420
　 　　 W1350×D328×H420
　 　　 W1500×D328×H420
販売価格 ： （W1200）\105,000＋tax
　　　 　　（W1350）￥115,000＋tax
　　 　　　（W1500）￥125,000＋tax
材質 ： （座）ウォールナット/（脚）スチール
塗装 ： （座）オイル塗装/（脚）粉体塗装
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シカクスツールⅡ
サイズ ： W410×D410×H420
販売価格 ： \25,000＋tax
材質 ： ウォールナット/スチール
塗装 ： （ウォールナット）オイル塗装
　　 　（スチール）粉体塗装

MUKU スツール
サイズ ： （スクエア）W300×D340×H430
　 　　 （サークル）W400×D330×H450
販売価格 ： \37,000＋tax
材質 ： ウォールナット
塗装 ： オイル塗装

Stool | 　スツール



SFIDA (スフィーダ)
サイズ ： (1P)W670×D880×H820 SH400
　　　　(2P)W1270×D880×H820 SH400
　　　　(3P)W1870×D880×H820 SH400
　　　　(オットマン)W670×D500×H400 SH400
販売価格 ：右記価格表に記載
材質 ：ウォールナット/レッドオーク
座面 ： 革/布
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Sofa | 　ソファ



MAランク ジェイモード

アクリル 61%
麻 26%
ポリエステル 13%

MBランク マーキュリー

ポリエステル 93.5%
ナイロン 6.5%

ダイアナ

天然皮革

MCランク インフェルノ

ポリエステル 100%

MDランク バトン

ポリエステル 100%

コースト

ポリエステル 83%
アクリル 12%
綿 3%
ウール 2%

シャーム

ポリエステル 100%

MAランク MCランク MDランク

1P

2P

3P

￥370,000 ＋tax ￥328,000 ＋tax￥365,000 ＋tax

￥540,000 ＋tax ￥530,000 ＋tax ￥460,000 ＋tax

￥700,000 ＋tax ￥595,000 ＋tax

MBランク

￥335,000 ＋tax

￥475,000 ＋tax

オットマン ￥128,000 ＋tax ￥123,000 ＋tax

￥715,000 ＋tax

￥136,000 ＋tax

￥615,000 ＋tax

￥125,000 ＋tax

ウォールナット

2P

￥340,000 ＋tax ￥300,000 ＋tax￥335,000 ＋tax

￥500,000 ＋tax ￥495,000 ＋tax ￥423,000 ＋tax

￥650,000 ＋tax ￥550,000 ＋tax

1P ￥310,000 ＋tax

￥440,000 ＋tax

オットマン ￥118,000 ＋tax ￥112,000 ＋tax

3P

レッドオーク

MAランク MCランク MDランクMBランク

￥670,000 ＋tax

￥125,000 ＋tax

￥570,000 ＋tax

￥115,000 ＋tax

(T-7260)
JYM-MA

(No.35)
MCG-MB

(No.45)
MCB-MB

(D-13)
D13-MB

(T-7380)
IFG-MC

(T-7381)
IFB-MC

(ライトグレー)
LGR-MD

(イエローグリーン)
YG-MD

(チャコールグレー)
CGR-MD

(カーキ)
COK-MD

(ピーコック)
COP-MD

(No.15)
SHO-MD

(No.55)
SHP-MD

(No.85)
SHB-MD



エンゲージ ソファ
サイズ ： W2000×D960×H810-890
販売価格 ： \600,000＋tax
材質 ： （背/座）ウォールナット
　　　 （脚）スチール
塗装 ： （背/座）オイル塗装
　　　 （脚）粉体塗装
※高さは使用する一枚板によって変動いたしCます。
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ハトラ ソファ
サイズ ： W2000×D820×H700
販売価格 ： \350,000＋tax
材質 ： （背/座）ウォールナット
　　　 （脚）スチール
塗装 ： （背/座）オイル塗装
　　　 （脚）粉体塗装



Side board | 　サイドボード
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サイドボード CRAFT
サイズ ： W1600×D424×（台輪）H700
   　 （スチール脚/ステンレス脚）H800
　　 　 W1800×D424×（台輪）H700
　    （スチール脚/ステンレス脚）H800
販売価格 ： 下記価格表に記載
材質 ： （本体）タモ突板/（前板）無垢材
カラー ： （本体）ブラック

※製作樹種により価格が上記と異なる場合がございます。
　詳しくは担当までお問い合わせください。

前板 ： 山桜
脚 ： 台輪

前板 ： ウォールナット
脚 ： ステンレス

スチール脚 BK

180

￥369,000 ＋tax ￥384,000 ＋tax

￥402,000 ＋tax ￥419,000 ＋tax

160

ステンレス台輪

￥417,000 ＋tax

￥450,000 ＋tax

価格表



Tv board | 　テレビボード

TVボード CRAFT
サイズ ： W1800×D425×H355
材質 ： (本体)タモ突板　(前板)一枚板ウォールナット

ATELIER MOKUBA　134_135





ベッド（シングルサイズ × 2台）
サイズ ： （シングル1台）W2000 × D1000 × H200
　　  　（ヘッド部分一枚板）W1000 × D940
材質 ： ウォールナット
塗装 ： オイル塗装
※サイズ・樹種・仕様 別注可能。

Bed | 　ベッド
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ベッド（ダブルサイズ ）
サイズ ： W2250 × D1800 × H200
　　　  （ヘッド部分一枚板）W2000 × D940
材質 ： ウォールナット
塗装 ： オイル塗装
※サイズ・樹種・仕様 別注可能。



Buddhist altar | 　仏壇
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ICHIMOKU (仏壇)
サイズ ： W400×D300×H500
材質 ： ウォールナット / (扉)チェリー ブックマッチ



GENERAL GOODS
雑貨
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一点一点表情が違う一枚板の活用材を使用した

木のぬくもりが感じられるこだわりの木馬オリジナル無垢雑貨です。

毎日が楽しく、特別な気分になれるアイテムを集めました。



使わないときは折りたたむことで邪魔にならず、
オブジェとして木目を楽しむことができます。

きれいな木目のウッドテーブルに置けば、
インテリアもいつもより輝きます。

低い位置に取り付ければデスクとしても使えます。
ノートパソコンを置くのにちょうど良いサイズです。
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ORI WOOD TABLE (オリ ウッドテーブル)
サイズ ： W500×D350×T25
販売価格 ： ￥27,000＋tax（棚受けステー1セット込み）
　　　　　（天板のみ）\20,000＋tax
材質 ： ウォールナット/ブビンガ/チェリー/クス（片ミミ付き）
塗装 ： オイル塗装（ウレタン塗装＋5,000＋tax）
納期 ： 在庫がない場合1ヵ月
※棚受けステー　カラー：ブラック

※ステー耐荷重 40kg

※ステーセット内容（W300）

　（棚受け金具2本/木ねじ(壁面取り付け用)12本/木ねじ(天板取り付け用)6本）

※取り付け加工は致しませんのでご了承ください。

※折りたたみの際に手などを挟まないよう、お気を付けください。
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PENDANT LIGHTⅡ (木馬 オリジナルペンダントライト)
サイズ ： （Mサイズ）W270×D270×H100
　　　　（Lサイズ）W300×D300×H100
販売価格 ： （Mサイズ）￥29,500＋tax
　　　　　 （Lサイズ）\32,500＋tax
材質 ： ウォールナット/チェリー/クス
塗装 ： オイル塗装
納期 ： 受注生産（約1ヵ月半～2か月）
※その他樹種は別途見積もりになります。お問い合わせください。

※形状は上記写真の傘タイプのみになります。

※コードの色はブラック、形状がストレート(ねじれていないもの)になります。

920 820

M サイズ：270
L サイズ：300



CUTTING BOARD (カッティングボード)
サイズ ： （大）W350×D200×T20　（小）W270×D230×T20
販売価格 ： （大）￥7,500＋tax　（小）\7,000＋tax
材質 ： 無垢材
塗装 ： 亜麻仁油仕上げ
※樹種の組み合わせ等はお選びいただけません。

COSTER (寄木コースター)
サイズ ： W90×D90×T10
販売価格 ： ￥1,200＋tax
材質 ： 無垢材
※樹種の組み合わせ等はお選びいただけません。

※販売価格は1枚での価格になります。
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COSTER (組子コースター)
サイズ ： W100×D100×T5
販売価格 ： ￥2,000＋tax
材質 ： 無垢材
※販売価格は1枚での価格になります。

WINE STAND (ワインスタンド)
サイズ ： W295×D50-70×T23
販売価格 ： ￥3,500＋tax
材質 ： 無垢材



WALNUT
ウォールナット

PLATE (銘木皿)
サイズ ： (大)W300×D300　(中)W250×D250　(小)W200×D200
販売価格 ： (大)￥18,600＋tax　(中)￥23,000＋tax　(小)￥25,000＋tax
材質 ： 無垢材
納期 ： 約1ヵ月～2ヵ月
※受注生産になります。

※手作りの為サイズは前後する場合がございます。
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BUSINESS CARD HOLDER (銘木名刺入れ)
サイズ ： W152×D117×H24
販売価格 ： ￥15,000＋tax
材質 ： 無垢材

CLARO WALNUT
クラロ ウォールナット

JINDAI KUSU
神代クス

EUROPIAN WALNUT
ヨーロピアン ウォールナット

BIG LEAF MAPLE
ビッグリーフメープル

OLIVE
オリーブ

TEAK
チーク

KAEDE
カエデ

MIZUME
ミズメ

JINDAI KEYAKI
神代ケヤキ

YAKUSUGI
屋久杉



wood tile
ウッドタイル

400 ㎜

50mm

9mm

7mm

5mm

※１㎡あたり￥20,000+tax
※納期約２か月
※無塗装になります
※５・7・9mmの組み合わせになります。

ウォールナット

クス

ブビンガ
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LASER CRAFT
レーザー　　クラフト



DOOR PLATE | 　表札
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数百年を経た大木から生まれたアトリエ木馬の銘木一枚板で、

あなただけのオーダーメイド表札をお作り致します。

木の持つ素材の風合いをそのままに

レーザー彫刻による焼き色の自然な色味で

個性的な木の表情と質感・杢目が引き立つよう

シンプルな仕上げにこだわった世界にひとつの表札です。



■正方形：￥9,000+tax

■長方形：￥8,500+tax

■円　形：￥12,000+tax

正方形 W150×D150×T25

TYPE１
150

1501 SUZUKI

1 小塚ゴシックpr6N

正方形 W150×D150×T25

TYPE2
150

150

2 SUZUKI

1 HG正楷書体-PRO

１ 鈴木

2 小塚ゴシックpr6N
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正方形・長方形の6タイプのデザインの中から
お選びいただけます。



⇒ ⇒ ⇒

正方形 W150×D150×T25

TYPE3
150

150

2
SUZUKI

1 HG正楷書体-PRO

１

2 ＭＳ 明朝

鈴
木

長方形 W180×D80×T40

TYPE4
180

80
2
SUZUKI

１

鈴木

1 HG正楷書体-PRO

2 ＭＳ Ｐ明朝



長方形 W180×D80×T40

TYPE5
180

801 SUZUKI

1 小塚ゴシック Pr6N

長方形 W180×D80×T40

TYPE6
180

80

１

1 HG正楷書体-PRO

鈴
木
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円形 W150×D150×T25

TYPE7
150

150

1
Suzuki

1 Andalusia

円形 W150×D150×T25

TYPE8
150

150

1

SUZUKI

鈴
木

2

1 HGS教科書体

2 小塚ゴシックpr6N



円形 W150×D150×T25

TYPE9
150

1501

SUZUKI2

1 HGS教科書体

2 Trajan Pro

鈴木

円形 W150×D150×T25

TYPE10
150

1501 Suzuki
2 1-1-1

1 Orator Std
2 小塚ゴシック Pr6N
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正方形(二世帯対応) W150×D150×T25

TYPE12
150

150

1 HGS教科書体

2 HGS教科書体

2 SUZUK I

１

2YAMADA

１

鈴
木

山
田

正方形(二世帯対応) W150×D150×T25

TYPE11
150

150

1 HG正楷書体-PRO

2 Trajan Pro

2 SUZUKI

１鈴木

2 YAMADA

１山田



正方形(二世帯対応) W150×D150×T25

TYPE13
150

150

1 Orator Std

SUZUKI

１
YAMADA

１
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漢字書体6パターン・英字書体6パターンの中からお選びください。

文字の色は素材の良さ、木目が際立つレーザー彫刻での
自然な焼き色になります。

〇漢字書体

〇英字書体 ※英字書体は大文字になります(筆記体文字以外)

※フォントはイメージになります。



チェリー /TYPE2/Andalusia
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ブビンガ ( アクリル 2 層板：シルバー )/TYPE2/Trajan pro



ヨーロピアンウォールナット ( 特注 )/TYPE2/HG 正楷書 PRO

トチ /TYPE2/HG 正楷書 PRO ブビンガ /TYPE4/HG 正楷書 PRO

ブビンガ /TYPE6/HG 正楷書 PRO チェリー /TYPE1/ 小塚ゴシック Pr6N
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ウォールナット ( アクリル 2 層板：シルバー )/TYPE1/Andalusia

クス /TYPE7/Andalusia トチ ( 二世帯用 )/TYPE11/HG 正楷書 PRO

ブビンガ ( 二世帯用 )/TYPE12/HG 正楷書 PRO ボセ /TYPE10/Consolas



世界三大銘木のひとつで
古くから高級家具や工芸材として使用されています。
木は年数を経るごとに色が濃くなっていくのが普通ですが、
ウォールナットは使い込むうちにグレーがかった落ち着いた色味に変化します。
数百年生きてきた大木は、釘や鎖等を巻き込んで成長したものもあり、
製材の際、それらが木から出てくることもあります。

チェリーは北米に多く生えている広葉樹で、アメリカやカナダの東部を
中心に、広い地域にわたって生えている樹木です。
チェリー材の特徴は、すべすべとした肌触りです。
また、使用するうちに色が飴色に変わっていくので、高級感が増していきます。
水に強く耐久性も優れているのでテーブルや、フローリング材として使用されます。

ブビンガは樹高が10m~20m程になるどっしりとした大径木になる木で、
材質的には硬くてかなり重いといった特徴を持っています。
伐採した当初はピンク色に近い赤色をしていますが、時間の経過とともに
暗色の縞を持った、深い色調に表面の色が変化していきます。
高い耐摩耗性や強度を持ち、外観的にも色彩的にも美しい材です。
近年ではワシントン条約により輸出が禁止されている為、
今後目にすることが少なくなっていくであろう貴重な樹種です。

ねじれながら成長するため、木理が乱れることがあり、
その結果、美しい杢が現れることがあります。
特に、縮み杢(リップルマーク)と呼ばれる杢は川の流れのように
緩やかで印象的です。
材面も光沢があり、手触りも良好で、見る角度によって表情が変わる
幻想的で素敵な木です。

クスノキは大きいものだと樹高が30mにも達する樹種で、
中には樹齢が千年を超えるものもあり、古くから信仰の対象として神社仏閣に植林されてきました。
クスノキは軟らかくて加工しやすく、磨くと光沢が出るという良い特徴を持っています。
また、樟脳を含むため、虫を寄せ付けないという特徴も持ち、
家具材としてよく使用されています。

ボセ(アフリカンチェリー)は、中央アフリカに生息するセンダン科の
広葉樹です。ホンジュラスマホガニーの代用材にされることがあります。
色合いが桜に似ていることからアフリカンチェリーと呼ばれています。
耐久性がよく、光沢が美しい木で、家具材やボート用材、
床材などさまざまな用途で使用される木です。

ウォールナット

チェリー

ブビンガ

トチ

クス

ボセ

※樹種により、一部白太が入る場合がございます。
※材の木目は選べませんので予めご了承ください。
(念のため確認メールに使用木の写真を添付させていただきます。)
※上記樹種以外をご希望の方はお問い合わせください。

個性豊かな6種類の銘木の中からお選び頂けます。
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無垢と異素材の融合がモダンな雰囲気になります。
特殊なアクリルなので金属のように
錆びる心配がありません。

※2層板のサイズはW120×D120×T1.5になります。
※木地に貼り合わせる仕様になります。
※こちらは正方形のタイプのみになります。

より一層一枚板の魅力を引き立てる
ミミ付き材での仕上げです。

※オーダーを頂いてから材を選定いたしますので
　少々お時間を頂く場合がございます。
※ミミの風合いは研磨によって多少異なる場合がございます。

一際目立つ立体感のある仕上げ。
文字を彫り込んで、その上から樹種違いの
切り文字をはめ込んでいます。

※ゴシックMSのみ　　※フォントサイズ130pt以上になります。
※ウォールナット → 文字：白系の材
　クス/トチ → 文字：ウォールナット　になります。
　その他樹種をご希望の方は備考にご記入ください。

■ 選べる5カラー

ゴールド
文字：黒

シル バー
文字：黒

ホワイト
文字：黒

ブラック
文字：白

アンティークゴールド
文字：黒

■ 新素材、2層板を採用
2層板とは、異なる2色が重なり合って
できた特殊なプラスチックプレートです。
レーザーで彫刻することにより2層板の色が現れます。
UV対応なので野外で使用しても色が落ちることはありません。

自分だけのオリジナルに

https://shop.mokuba.co.jp/

表札は「アトリエ木馬 公式オンラインショップ」からご購入いただけます。



Other | 　その他

アトリエ木馬では、
表札の他にレーザー加工でのオリジナル看板等の
製作オーダーもお受けいたします。

ウェルカムボード

メニュー表 名前入りコースター

製作したい作品のアイデア、イメージをご相談ください。
スタッフが条件に合わせて、お見積もりいたします。
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看板

■木製看板

各木材W1200×D600(範囲外は要相談)

デザイン通りに、文字・イメージ(絵)・写真などを木板にレーザー彫刻いたします。
※材料の特徴や掘りの深さにより、彫刻の品質が変わります。

■レーザーカット

各種木材、その他材料(厚みは要相談)

デザイン通りのイメージ・図形などをレーザーで切り抜きます。
※材によって切り抜ける厚みが異なる場合がございます。

◎加工対象：彫刻・カット・マーキング(木材/合板/アクリル/革/集成材/MDF)

※木材カットの場合は切り口が黒(茶色)になります。

※基本的にはデータ支給での製作になります。(il lustrator / PDF形式)

※データの作成が必要な場合はご相談ください。



Cases | 　納品事例

C ASES
納品事例
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素敵な家庭に迎えられた一枚板。

ぬくもりの中心として、時にはぬくもりの引き立て役に。

思い出を刻みながら生活を共に過ごしていきます。

新しく家族の仲間に加わった一枚板たち。

一枚板のある素敵な空間をご紹介します。



樹種：ウォールナット
サイズ：W2000×D870

脚：コンビスチール脚 BK

樹種：ブビンガ
サイズ：W2200×D910

脚：コンビスチール脚 BK

樹種：ベリ
サイズ：W2100×D950-1000×T55

脚：ブイスチール脚 BK
椅子：yamanami YC2

樹種：モンキーポッド
サイズ：W1800×D950

脚：T型鉄脚 BK

樹種：ゼブラ
サイズ：W2000×D860-900×T58

脚：コンビスチール脚 BK

樹種：メープル
サイズ：W2300

脚：コンビスチール脚 BK
椅子：和坐/yamanami YC2

Dining | 　ダイニング
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樹種：モアビ
サイズ：W2000×D760-930×T67

脚：MDスチール脚 BK

樹種：クス
サイズ：W1500×D710-910×T58

脚：T型鉄脚 19mm BK

樹種：トチ
サイズ：W1700-2150×D680-1120

脚：兼用脚 NA
椅子：PP58

樹種：ボセ
サイズ：W1750×D1000

脚：コンビスチール脚 WH

樹種：ブビンガ
サイズ：W1500×D680-690×T52

脚：T型鉄脚 BK

樹種：ウォールナット
サイズ：（ダイニング）W2350×D750-1000

（ベンチ）W2000×D400
脚：（ダイニング）コンビスチール脚 BK

（ベンチ）ベンチ用コンビスチール脚 BK



樹種：ウェンジ
サイズ：W1300×D430-480×T60

脚：座卓用T型脚 BK

樹種：ブビンガ
サイズ：W1900×D810-1070

脚：T型脚 BK（別注）

樹種：屋久杉
サイズ：W1830×D1220×T90

脚：アクリル脚（別注）

樹種：トチ
サイズ：W1350×D630-830×T60

脚：T型鉄脚パイプ BK

樹種：ゼブラ
サイズ：（リビング）W1130×D860-900×T58

（テレビボード）W1800×D350-380×T58
脚：（リビング）T型脚 BK

樹種：ウォールナット
サイズ：W1300×D460-470×T60

脚：MD CTスチール脚 BK

Living | 　リビング

ATELIER MOKUBA　174_175



樹種：アサメラ
サイズ：（天板）W2000×D340-420×T53

（棚板）W2000×D260-280×T52
脚：16mm鉄棒 テレビボード用脚 WH（別注）

樹種：パープルハート
サイズ：W1500×D360
椅子：エルカ TV用脚

Tv board | 　テレビボード



テレビボード/リビングテーブル
樹種：ウォールナット

サイズ：（テレビボード）W4615×D460
（リビング）W1400×D800

脚：（リビング）T型鉄脚パイプ BK

書斎デスク
樹種：ウォールナット

サイズ：W2200×D800-1000
椅子：クレールアームチェア

Special | 　スペシャル
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シューケース
樹種：ウォールナット

サイズ：W2250×D420-430

シューケース
樹種：ブビンガ

サイズ：W3400×D500×T60



L型ベンチ
樹種：ウォールナット

サイズ：4400×4400（L型）

自動ドア
樹種：ブビンガ

サイズ：W2850×D1070×T70

Special | 　スペシャル
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洗面台
樹種：ウォールナット

サイズ：W2000×D420

洗面台
樹種：山桜

サイズ：W1815×D600×T60



自動ドア
樹種：ビッグリーフメープル

サイズ：W2685×D744×T60（×2枚）

Hotel | 　宿泊施設
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フロント カウンター
樹種：ビッグリーフメープル

サイズ：（天板）W3000-3510×D500×T60
（腰板全面）W3510×D800×T60
（腰板側面）W500×D800×T60



テーブル
樹種 ： クス（半丸太）

サイズ ： W4100
椅子 ： クレールATELIER MOKUBA　182_183





Restaurant ＆ Bar | 　飲食店
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カウンターテーブル
樹種 ： ポプラ（リバーテーブル）

サイズ ： W1000 × D600
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バーカウンター
樹種 ： ブビンガ

サイズ ： W6730（W3365×2枚） × D650 × T45
W2394 × D600 × T45
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バー カウンター
樹種 ： ブビンガ

サイズ ： W5200 × D800 × T90
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バー カウンター
樹種 ： サペリ ・ ゼブラ ・ トチ ・ モンキーポッド ・ ブビンガ

サイズ ： W9000 × D800 × T50（W1800 × 5枚）
木馬コースター



Office | 　オフィス
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エントランス テーブル
樹種 ： ウォールナット

サイズ ： W5000



[ 関家具 工房木馬　旧事務所 ]　受付 ・ パーテーション
樹種 ： ウォールナット

[ 関家具 工房木馬　旧事務所 ]　会議テーブル
樹種 ： ウォールナット（ブックマッチ）
サイズ ： W3300 × D1100 × T63
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[ 関家具 工房木馬　旧事務所（休憩所） ]　テーブル ・ スツール
樹種 ： ウォールナット（輪切りハギ合わせ）

サイズ ： W3200 × D1200 × T70

[ 関家具 工房木馬　旧事務所（休憩所） ]　テーブル ・ スツール
樹種 ： ボセ

サイズ ： W3500 × D1000-1030 × T55



Media | 　メディア

Art cooperation
美術協力
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アトリエ木馬の一枚板はドラマや映画など、

多数の作品に出演してきました。

時には家族の食卓の中心に、

時には迫力のあるシーンの一部に。

場面に合わせて様々な空間を演じています。



会議テーブル
樹種 ： マカバ

サイズ ： W3500 × D1000-1030 × T55
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カウンターテーブル
樹種 ： ケヤキ

サイズ ： W2800 × D420 × T50
W2200 × D420 × T50



カウンターテーブル
樹種 ： ブビンガ

サイズ ： W2800 × D420 × T55
W2000 × D420 × T55ATELIER MOKUBA　200_201



リビングテーブル
樹種 ： ウォールナット

サイズ ： W2200 × D900 × T50
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ダイニングテーブル
樹種 ： ウォールナット

サイズ ： W2000 × D920-960 × T50

ダイニングテーブル
樹種 ： ゼブラ

サイズ ： W2000 × D950 × T55



Material | 　樹種

TREE SPECIES
樹種
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アトリエ木馬、最大の特徴。

樹種の豊富さはどこにも負けません。

「木目・色・形」様々なものを世界中から大川に。

あなたのお気に入りを見つけてください。



ブラックウォールナット
世界三大銘木のひとつで、昔から高級家具や
工芸材として使用されています。年数と共に
グレー掛かった落ち着いた色味に変化します。

産地 ： 米国、カナダ東部

ウェンジ
唐木三大銘木のひとつである鉄刀木に表情が
似ていることから、その代用として使用されてい
ます。淡色の細かい線が規則的に配列してい
るのが特徴です。耐久性にも優れています。

産地 ： ザイール、カメルーン、ガボン

楠（クス）
樟脳の香りが特徴的で、葉が防虫剤や鎮痛剤
に使われることから、「薬の木」が語源であると
いう説もあります。玉杢や葡萄杢などの美しい
木目が現れることもあります。

産地 ： 本州中部～九州、中国、インドシナ半島

欅（ケヤキ）
日本の広葉樹で一番の良材であり、古くから
幅広く使用されています。玉杢、泡杢、笹杢な
ど、美しい模様が現れることがあり、装飾的にも
評価が高いです。

産地 ： 日本、朝鮮半島

サペリマホガニー
世界三大銘木のひとつであるマホガニーに表
情が似ていることから、その代用としてしようさ
れます。規則正しく配列したリボン杢というまっ
すぐに伸びた杢が現れます。

産地 ： 西アフリカ、中央アフリカ、ガーナ、ナイジェリア

パープルハート
染めたような発色の良い紫色が特徴です。
珍しさ、高級感漂う美しさから人気があり、
使い込むほど落ち着いた色味に変化します。

産地 ： 西アフリカ、中央アフリカ、ガーナ、ナイジェリア

栃ノ木（トチノキ）
ねじれながら成長するため、木理がみだれる
ことがあり、その結果美しい杢が現れることが
あります。特に縮み杢と呼ばれる杢は光沢もあり
幻想的な表情をしています。

産地 ： 九州以北

ゼブラ
名前の由来は文字通り、ゼブラ(シマウマ)から
きています。縦の縞模様が特徴で、材面が美しい
ためインテリア用材としても人気があります。

産地 ： アフリカ大陸の熱帯雨林

ブビンガ
雨の少ない地域で生育するため密度が高く
非常に重硬です。色彩的にも独特な美しさを
持っており、和室、洋室問わずマッチし、
想像以上のシーンを演出してくれます。

産地 ： アフリカ赤道地帯

真樺（マカバ）
肌目が緻密で光沢があり、上品な風合いをして
いるため、「樺の女王」と呼ばれています。
均一的な材面をしており、平らな面を保持できる
ので床材などにもよく見られます。

産地 ： 本州中以北、南千島

ナラ
硬さ、強度がともに高いため、主に家具材や内装
材など幅広い用途に使用されています。
虎斑（とらふ）と呼ばれる美しい杢目が現れること
もあります。

産地 ： 日本

ヨーロピアンウォールナット
名前の通りヨーロッパ産のウォールナットです。
主に高級家具や内装材としてヨーロッパでは中世
から使用されてきました。通常のウォールナットと比
べ、灰褐色で濃淡がはっきりしています。

産地 ： ヨーロッパ全域
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パドック
材面の鮮やかな赤色が特徴。装飾的にも優れて
いるので、楽器材としてしようされることも。時間
の経過とともに、紅色や小豆色に変化し、だんだ
んと落ち着いて色に変化します。

産地 ： ナイジェリア、カメルーン、ザイール等

ボセ［アフリカンチェリー］
材面に光沢があります。別名「アフリカンチェ
リー」とも呼ばれ、ブラックチェリー同様、使い込
むほどに高級感のある飴色に変化します。

産地 ： 西アフリカ～ナイジェリア南部

ポプラ瘤杢（ポプラコブモク）
木が成長する過程で何らかの異変が起こり、
樹幹や根株部に膨れた部分ができたものを瘤
と呼んでいます。変化に富んだ杢が面白く、
装飾的にも評価が高いです。

産地 ： アメリカ東部

ベリ
鮮やかな縞模様が特徴で、お部屋をスタイリッ
シュに演出してくれます。また、耐朽性にも優れ
ているので長く使っても不具合が出にくいです。

産地 ： 西アフリカ

水目桜（ミズメザクラ）
材面のきらきらした光沢がとても美しく、表情
豊かで、柔らかな印象を持たせる木です。別名

「梓」とも呼ばれ、古くはこの木から弓を作った
とされています。

産地 ： 日本

花梨（カリン）
色調、光沢ともに美しく、華やかな印象を与えてく
れます。一般的には赤みがかっていますが、産地
によって、黄色みや赤みの強いものがあります。

産地 ： ミャンマー、タイ北部、カンボジア、ベトナム

ブラックチェリー
日本のさくらんぼの木より黒みの強い実をつけ
る木です。淡い薄桃色の材面は、使っていくう
ちに飴色に変化していくので経年変化を楽しむ
ことができます。

産地 ： アメリカ東部

シカモア
乳白色の光沢が美しく、ヨーロッパでは大変貴
重な材とされており、別名「ヨーロピアンメープル」
とも呼ばれています。縮み杢が現れるものもあり、
装飾的にも優れています。

産地 ： ヨーロッパ中部、西アフリカ

屋久杉（ヤクスギ）
屋久島では、樹齢千年以上のものを屋久杉、
それ以下を小杉、地杉と区別しています。
年輪幅が狭く、目が詰まっているのが特徴で、
その一枚に長い歴史を感じます。

産地 ： 日本

モンキーポッド
心材と辺材のコントラストがはっきりしており、
存在感があります。どんなテイストにも合わ
せやすいです。アンバーウッドという木を
中南米にもってきたことで広まった木です。

産地 ： メキシコ、中米、南米北部

タモ
日本の広葉樹の中では最も一般的に使用されて
きた木です。縮み杢が現れることもあります。硬く、
反発力があることから家具だけでなく、野球のバ
ット等スポーツ用品に使用されることも多いです。

産地 ： 日本

楓（カエデ）
葉の形がカエルの手に似ていることからその名が
付きました。国産の材をカエデ、カナダやアメリカの
北米産の材をメープルと呼び分けています。

産地 ： 日本

その他100種類以上の木を取り扱っています。



Factory | 　工場

Factory
工場
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アトリエ木馬のこだわり。

木馬が目指すぬくもりを形にする。

一枚一枚丁寧に仕上げた一枚板が、

たくさんの人に愛されるよう、

私たちは世界でいちばんの工場を目指します。



丸太の買い付けから仕上げまで
全工程を自社管理。

買い付け

北米、南米、アフリカなど銘木の情報が入ると、世界各国にバイヤーが足を運び、
しっかりと厳選して丸太を買い付けます。
木目がきれいかどうか、色味はどうか、実際に切ることはできませんので
しっかりと見極める経験と感覚が必要になります。

製材

製材機に乗せ回転させながら、年輪や木材の状態を確認します。
どの位置でカットすれば木目がきれいになるか、テーブルとして使いやすいサイズになるか。
全体の挽き方を考え、鋸を入れる最適な角度を見極めます。

乾燥

製材した板は、含水量(板が含む水分の量)を計算しながら、2年～10年自然乾燥させます。
ある程度水分が落ちたら、さらに人工乾燥窯で含水量を調節します。
しっかりと乾燥を行うことで、後々の割れや反りが起こりにくくなります。

木取り

十分に乾燥した板は広げられ、一枚一枚木取りを行います。
サイズや塗装、節や穴の処理の仕方など、仕上がりまでの加工方法を決める
重要な作業です。
この作業で決めた指示の通りに加工が進んでいきます。
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加工・研磨

調整

乾燥工程で反った板を高周波プレス機で熱を加えながら、
木に負担がかからないようにゆっくりと柔らかくして平らにします。
中の水分を均一にすることで反りや割れの軽減にもつながります。

削りだし

何回も機械に通して板の表面を削り、平らにします。
アトリエ木馬の機械は長さ12mまで加工でき、大自然のスケールを損ないません。

切り出し

木取りの作業で決められた製品サイズに板をカットします。
両端を平行に切り出すには熟練の技術が必要で、
この工程の良し悪しで製品の品質が決まります。

一枚板は、節やヒビなどにも深い味わいがあるため、
できるだけ自然のままの魅力を活かせるように仕上げます。
職人が一枚ずつそれぞれの板に合った最適な方法で加工しています。



塗装

管理

完成した一枚板は厳しくチェックされ、合格した製品のみ倉庫で管理されます。
仕上がり品は1000枚以上在庫しており、板が並んでいる様子は圧巻です。
一旦倉庫で保管したのち、全国のお客様・ギャラリー・家具店様のもとへ運ばれます。

塗装にはウレタン塗装とオイル塗装があります。
丁寧に美しく最後の塗装を仕上げると、世界にひとつの一枚板の完成です。
塗装と研磨を繰り返すことであたたかい木の触り心地を残しています。

設備の整った工場を持つアトリエ木馬は、一枚板に限らず様々な製作が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
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一枚板へのこだわり。　MOKUBAだからできること。

木に含まれる水分量の最終調節を行います。
「反り」や「割れ」の可能性をできる限り軽減します。
熱を加え、ゆっくりとプレスすることで木の繊維を柔らかくし板を平らにします。
「自然乾燥」「人工窯乾燥」「高周波プレス機」の3段階の乾燥により、
全体の水分量がほぼ均一になり安心してお使いいただける一枚板になります。

高周波プレス機



Meintenance | 　メンテナンス

木の個性に関して
木には私たちと同じように個性があります。
樹種や産地、樹齢はもちろん、同じ丸太から製材した一枚板でも同じものはひとつとしてありません。
同じ名前の木でも色の明るいもの、暗いもの、節があるもの、傷があるものなど様々です。
それは木が長い年月を過ごしてきた証であり、木が持つ個性です。
だからこそ一枚板は 「世界にひとつ」 になるのです。

ATELIER MOKUBAでは、木の個性を大事にし、できる限り自然の姿のままで加工を行っています。
一枚板には人がデザインしたものではなく、自然が長い時間をかけたからこそ生まれる、魅力があります。

経年変化もその魅力のひとつです。
私たちと同じように一枚板も時間と共に成長します。
木の色味が次第に濃くなっていったり薄くなっていったり、種類によって様々な変化があります。
あなたの一枚板にしかない、それぞれの変化を楽しんでお使いください。

木は水分を含んでいます。
木の中の水分（含水率）は木が呼吸することにより変化します。
木材の収縮は木の水分の変化でもあります。

私たちが取り扱う木材は自然乾燥と人工窯乾燥、高周波プレス機の3度の乾燥を行い、含水率をコントロールしています。
木材の乾燥には最大限の注意を払っていますが、ご使用いただく環境・気候により、小さな割れや反りが発生する場合があります。
天然木がゆえに生じた若干の変化（小さなヒビ、節の小割れ、軽度の反り補修部分の細かなズレ）が出る場合がございますので、予めご了承ください。

木の収縮に伴う割れ・反りに関して
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一枚板・無垢天板の塗装に関して

※ATELIER MOKUBAでは、ウレタン塗装とオイル塗装を行っています。
　仕上げにはフォースター（F☆☆☆☆）の塗料を使用しています。

【オイル塗装】

木の表面に塗装膜を作らず、オイルを木に染み込ませる仕上げです。
木の風合いやしっとりとした質感を感じることができます。
半面、ウレタン塗装に比べると傷や汚れに対してデリケートな仕上げです。
定期的なメンテナンスが必要ですが、お客様ご自身でのメンテナンスが可能なうえ、
使い込むほどに愛着がわき、あなた好みの一枚板へと変化していきます。

メンテナンスは植物に水を上げるように、定期的にオイルを塗ってください。
最初の1年は半年に1回程度、2年目以降は1年に1回が目安になります。
定期的なメンテナンスにより、品質を保つだけでなく風合いも増していきます。

オイル塗装の場合は、オスモオイル（ノーマルクリア）を使用しています。
お手入れの際は基本は同じ塗料を使用してください。
乾いた後はお子様が舐めても問題ありません。
食用油はカビの原因にもなりますので使用しないでください。

【ウレタン塗装】

ウレタン樹脂の塗装膜を木の表面に作る仕上げです。
樹脂の膜で全体をコーティングすることで、水や汚れから板を保護します。
ATELIER MOKUBAでは3種類の塗料を表裏それぞれに薄く重ね塗りすることで、
木の質感を残しつつ、高い耐久性と美しい仕上がりを実現しています。
また、塗料にはUVカットの効果もあるため、紫外線による変色も起きにくくなっています。

通常のメンテナンスでは乾拭きや固く絞った水拭きを行ってください。
メンテナンスフリーで使用されたいお客様向けの塗装になります。
落ちにくい汚れがついてしまった場合は、食器用洗剤を薄めて軽くこすってください。
その際、シンナーは使用しないでください。塗装が剥げる恐れがあります。
塗装膜が剥がれたり、割れてしまった場合の再塗装には、専門の設備が必要になります。
再塗装が必要な場合はお問い合わせください。

ATELIER MOKUBAではオイル塗装・ウレタン塗装のどちらでもサイズ調整や再塗装・別注加工を行っています。
新築、お引越し、お子様の一人立ち、ご結婚などの人生の節目におすすめしています。

・高周波プレス機での反りやねれを治すことが可能。
・オイルからウレタン、またはウレタンからオイルに塗装変更が可能。
・間取りや使用用途に合わせてサイズ調整やベンチ製作などの加工が可能。
  ※板の状態により完全に修復できない場合がございます。　　※再加工の際に板を削りますので、厚みが少し薄くなります。

アフターメンテナンス（再塗装・別注加工）

■加工費
　再塗装（長さ1500mm未満、奥行き1200mm未満） \40,000
　再塗装（長さ1500mm～2000mm未満、奥行き1200mm未満） \60,000
　再塗装（長さ2000mm～2500mm未満、奥行き1200mm未満） \80,000
　高周波プレス（反り。ねれの矯正） \40,000＋再塗装費
　長さカット（1か所につき） \10,000＋再塗装費　※価格は税抜きになります。

　
※長さが2500mm以上の物や奥行きが1200mm以上のものに関しては、お問い合わせください。
　（TEL. 0944-78-1843 / 受付時間. 9:00~18:00）
※送料が別途かかります。
※大きな割れや打ち傷、反り等があった場合はお客様に確認を取りながら加工の方法を決めていきます。
　詳しくはお問い合わせください。
※加工の内容により、天板のサイズ（主に厚み）、木目、色味等が変化する場合がございます。予めご了承ください。
※他社製品については別途見積もりが必要です。

補修前

補修後



SPECIAL ORDER
特 注
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アイデアをかたちに。

他社では困難な加工でも、特殊な材でも

ご相談ください。

アトリエ木馬なら出来る「こと」。

特注家具のご紹介です。



Living table | 　リビングテーブル

KARAPANAUBA (カラパナウバ)
サイズ ： W900×D850-900×H350
材質 ： カラパナウバ / ガラス T10mm
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KEYAKI (ケヤキ)
サイズ ： W800×D800×H350
材質 ： ケヤキ / 牛革
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YAKUSUGI (屋久杉)
サイズ ： W650-700×D550-650×H350
材質 ： 屋久杉 / ステンレス / ガラス T10mm

ATELIER MOKUBA　222_223





YAKUSUGI (屋久杉)
サイズ ： W700-750×D550-650×H350
材質 ： 屋久杉 / ガラス T8mm
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WALNUT (ウォールナット)
サイズ ： W500-530×D850-900×H350
材質 ： ウォールナット
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KURO (屋久杉)
サイズ ： W1000×D1000-1100×H350
材質 ： 屋久杉(ブラック塗装)
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Side table | 　サイドテーブル

ZEBRA WOOD (ゼブラ)
サイズ ： W690×D550-600×H350
材質 ： ゼブラ / 牛革
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YAKUSUGI (屋久杉)
サイズ ： W250-350×D500×H350
材質 ： 屋久杉
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YAKUSUGI (屋久杉)
サイズ ： W1800×D900×T55
材質 ： 屋久杉 / レジン

Resin low table | 　レジンローテーブル
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BUBINGA (ブビンガ)
サイズ ： (天板)W1760×D850×T50
　　　　(脚)W835×D200×H330
材質 ： ブビンガ / レジン

WHITE OAK (ホワイトオーク)
サイズ ： (天板)W1800×D900×T50
　　　　(脚)W800×D200×H330
材質 ： ホワイトオーク / レジン
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TOCHI (トチ)
サイズ ： (天板)W1800×D900×T50
　　　　(脚)W800×D200×H330
材質 ： トチ / レジン

OLIVE (オリーブ)
サイズ ： (天板)W1800×D900×T50
　　　　(脚)W800×D200×H330
材質 ： (天板)オリーブ / レジン
　　　 (脚)トチ / レジン



Dresser | 　ドレッサー

DRESSER (ドレッサー)
サイズ ： W550×D350×H690
材質 ： 屋久杉 / 鏡 / スチール

WHITE OAK
ホワイトオーク

KARIN
カリン

BIG LEAF MAPLE
ビッグリーフメープル

BUBINGA
ブビンガ
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TEAK
チーク

TOCHI
トチ

POPULAR
ポプラ



Plate | 　プレート
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WALNUT

YAKUSUGI



Collaboration | 　コラボレーション
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COLL ABORATION
コラボレーション



アトリエ木馬をさらなる高みへ。

普通では掛け合わされることのない世界と出逢うことで

アトリエ木馬は新たな魅力を生み出します。

素敵なご縁から完成したコラボレーション作品をご紹介致します。



CUCINA 

　　×

ATELIER MOKUBA
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「料理を楽しみ家族がコミュニケーションを深めるスペース」として、

システムキッチンを中心としたトータルインテリアの構築を提案する

ＣＵＣＩＮＡとＭＯＫＵＢＡの一枚板が出会いました。

あなただけのこだわりのキッチンスペースをご提案いたします。
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・オーダーをお受けしてから制作する完全受注生産となります。
・サイズやカラー、オプションまでカスタマイズ可能です。
・建築士との打ち合わせもお伺いいたします。
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Craftsman’s day | 　クラフトマンズデイ

CRAFTSMAN’S  DAY
クラフトマンズデイ
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400年あまりの家具の歴史を持つ福岡県大川市。

2018年11月に大川の職人とその択一された技にスポットを当てたイベント

「CRAFTMANʼS DAY」が開催されました。

大川の姉妹都市イタリアボルデーノ市のデザイナーがデザインし、

大川市の職人が手掛ける「組子」などの伝統技術を融合。

現代の暮らしに合うモダンな家具として

シンプルかつ存在感のある新作家具をご紹介致します。



組子を用いた類を見ないデザイン。背当たりの良さを考えた末の特殊な曲線。

３cｍの厚みで強度と座り心地を両立させるクッション。

企画当初、実現不可能なデザインと言われた複雑なチェアを作り上げました。

イタリアで磨かれた感性と大川職人の技術が詰まったダイニングチェアです。

TREE (ツリー)
サイズ ： W595×D520×H735　SH425
販売価格 ： 下記価格表に記載
材質 ： メープル(組子 ヒノキ)
　　   オーク(組子 ホオ)
　　   ウォールナット(組子 ウォールナット)
Craftman ： TETSUJI FURUKAWA　平田椅子製作所/古川徹至
　　　　　  TATSUHIRO NITAHARA　仁田原建具製作所/仁田原辰宏

\18 0 , 0 0 0＋t a xメープル(組子)

材質 価格R ANK

Premium

Premium

Standa rd

Standa rd

Standa rd

\16 0 , 0 0 0＋t a xメープル(レーザー)

Premium

\18 0 , 0 0 0＋t a xオーク(組子)

オーク(レーザー) \160 , 0 0 0＋t a x

ウォールナット(組子) \19 0 , 0 0 0＋t a x

ウォールナット(レーザー) \170 , 0 0 0＋t a x
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日本の神社の鳥居をモチーフに無駄のないシンプルなデザインの椅子。

鳥居の壮厳な存在感にも似た優美で軽やかな佇まいです。

さりげなく組子をあしらった、職人の伝統技術や文化も感じられる印象的な椅子です。

TORII (トリイ)
サイズ ： W460×D490×H780　SH430
販売価格 ： 下記価格表に記載
材質 ： メープル(組子 ヒノキ)
　　   オーク(組子 ホオ)
　　   ウォールナット(組子 ウォールナット)
Craftman ： TETSUJI FURUKAWA　平田椅子製作所/古川徹至
　　　　　  TATSUHIRO NITAHARA　仁田原建具製作所/仁田原辰宏

\10 0 , 0 0 0＋t a xメープル(組子)

材質 価格R ANK

Premium

Premium

Standa rd

Standa rd

Standa rd

\9 0 , 0 0 0＋t a x  メープル(レーザー)

Premium

\10 0 , 0 0 0＋t a x   オーク(組子)

オーク(レーザー) \90 , 0 0 0＋t a x  

ウォールナット(組子) \110 , 0 0 0＋t a x  

ウォールナット(レーザー) \10 0 , 0 0 0＋t a x  



材料選びからこだわったフレームは研磨を繰り返し、美しい杢目と滑らかな座り心地を追求しています。

クッション部分はシンプルなデザインにとどめ、内部に羽毛を使用する事で柔らかさも備えた掛け心地です。

張地は革（MO）、布（マーブル）の2種類から選択が可能です。

KOMOREBI (コモレビ)
サイズ ： (1P)W620×D720×H780　SH420
　　　  (2P)W1300×D720×H780　SH420
　　　   (3P)W1910×D740×H800　SH420
販売価格 ： 右記価格表に記載
材質 ： ウォールナット
張地 ： 革(MO)/布(マーブル)
Craftman ： TOSHIRO SAKEMI　株式会社丸庄/酒見敏郎
　　　　　  TATSUHIRO NITAHARA　仁田原建具製作所/仁田原辰宏

※革(MO)：表面を塗装していない、天然の牛革を使用した革です。
　布(マーブル)：ベルベット調の質感と艶を備えた生地です。
　　　　　　　 短い毛足で密度がしっかりしている為、詰めが引っかかりにくい仕上がりです。
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\ 3 5 0 , 0 0 0 - \ 3 9 0 , 0 0 0＋ t a xウォールナット( 1 P )

材質 価格R ANK

Premium

Premium

Standa rd

Standa rd

Standa rd

\ 3 2 0 , 0 0 0 - \ 3 9 0 , 0 0 0＋ t a xウォールナット( 1 P )

Premium

\ 5 3 0 , 0 0 0 - \ 6 9 1 , 2 0 0＋ t a xウォールナット( 2 P )

ウォールナット( 2 P ) \ 5 1 0 , 0 0 0 - \ 6 1 0 , 0 0 0＋ t a x

ウォールナット( 3 P ) \ 6 1 0 , 0 0 0 - \ 7 8 0 , 0 0 0＋ t a x

ウォールナット( 3 P ) \ 5 8 0 , 0 0 0 - \ 7 6 0 , 0 0 0＋ t a x

※座面によって価格が変動します。



模様は伝統的な「麻の葉」。すくすく育つ様が転じて繁栄や魔除けの意味を持ちます。

制作は全て手仕事で行っており、シンプルでありながらとても手間暇をかけた

職人のこだわりを感じるテーブルとなっています。

お部屋に明かりを灯すとフロアに組子模様が浮かび上がります。

VORTEX (ボルテックス)
サイズ ： W910×D910×H300
販売価格 ： 下記価格表に記載
材質 ： ヒノキ/ウォールナット
Craftman ： HIROSHIGE IGUCHI　株式会社プロセス井口/井口敬茂
　　　　　  MASATO KINOSHITA　木下木芸/木下正人

\ 7 4 0 , 0 0 0＋ t a xヒノキ(組子)

材質 価格R ANK

Premium

Standa rd \ 4 9 0 , 0 0 0＋ t a xウォールナット(レーザー)
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九州のいぐさを大川の腕利き職人が織り上げました。

法隆寺に現在も残る、飛鳥時代から続く伝統的な目積織（めせきおり）を用い、

通常の畳と比べ織りの細かさによって、肌触りの向上・耐久性のアップを実現しております。

素朴で自然な肌合いや独特な香気は人をリラックスさせ、心を和ませてくれます。

TATAMI (タタミ)
サイズ ： W900×D700×H680
販売価格 ： \320,000＋tax
材質 ： い草/ステンレス(脚)
Craftman ： HIROSHIGE IGUCHI　株式会社プロセス井口/井口敬茂
　　　　　  NAOKI ISHIBASHI　添島勲商店/石橋直樹



手仕事で時間をかけて丁寧に作られた大川組子の照明です。

和紙を透かし灯る明かりは柔らかで組子で相まって日本らしさを感じます。

用いる和紙はこだわりの八女和紙（福岡）と名尾和紙（佐賀）を色味によって

使い分けています。また組子への貼り付けは熟練の表装技能士が担っています。

組子への塗装も専任の職人が行い、複数の分業工程を経て質の高い仕上がりを見せます。

BAKE (バケ)
サイズ ： W420×D120×H420
販売価格 ： \370,000＋tax
材質 ： 杉
Craftman ： MASATO KINOSHITA　木下木芸/木下正人
　　　　　  YOSHINORI KOJIMA　木彩工房/小島嘉則
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和紙に銘木突板を張り付けたオリジナルの照明です。

和紙と突板を透かしてこぼれる明かりは柔らかさを持ちどこか懐かしさを感じさせます。

薄くスライスした銘木を積層し、点灯していない時も空間を彩ります。

KISOH (キソウ)
サイズ ： W170×D170×H1220
販売価格 ： \130,000＋tax
材質 ： ウォールナット/チーク/マホガニー/ウェンジ/ゼブラウッド
Craftman ： HIROSHIGE IGUCHI　株式会社プロセス井口/井口敬茂
　　　　　  KENICHIRO HORITA　東洋突板工芸株式会社/堀田健一郎

※仕様する銘木は予告なく変更する場合がございます。



HIROTO RAKUSHO

×
ATELIER MOKUBA

Rakusho’ s Word of Gold &Silver leaf art
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日本を代表する箔工芸作家、裕人礫翔。

独自のエイジング技術を用いて作り出される作品は、

幻想的な箔の輝きと、見る角度によって異なる

落ち着いた表情を持ち合わせています。

アトリエ木馬とのコラボレーション作品の紹介です。

- 月輪 -
GACHIRIN



屋久杉・レジン・金箔で月そのものを表現するだけではなく、
月に癒された自分の原点の姿、月を見て癒され、生きる希望を見出し、
月の作品のおかげで様々な人との出会いを持てたことに、感謝をする気持ちを表現。
屋久杉の年輪の筋は過去・現在・未来で出会う人・物事を表現しています。
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福岡県大川市。

木の町に育った少年は、

世界中をぬくもりで豊かにしたいと思った。

その少年は、ひとつの夢を見つけた。

世界中を飛び回り、木材の買い付けに行き、

木のすべてを叩き込んだ。

そして少年は、平成23年の夏、

新しい仲間と事業を立ち上げた。

アトリエ木馬の始まりです。

70歳を超えた少年の夢。

「ぬくもり」で世界中の人々を豊かにすること。

少年は、走り続ける。

大川から日本中へ、そして世界へ、

ぬくもりは広がっていく。
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Mokuba system | 　在庫閲覧システム

大川の倉庫で保管している約1000枚以上の在庫が確認できます。

https://stock.mokuba.co.jp

※閲覧には会員登録が必要となります。
　会員登録の申請が承認されると、当サイトをご利用いただけます。
※承認には条件がございますので、詳しくは担当者にご確認ください。
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