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脚の位置が四隅にあるので間口

がたっぷり使えます。無垢材の

天板は厚みが十分にありますの

で修理・修復を繰り返ししてい

くことで次の世代にも受け継い

でいくことが出来ます。脚は組

み立て式になっています。

LDテーブル  

W180タイプ ￥352,000(本体価格 ￥320,000) W1800×D900×H700 
W160タイプ ￥330,000(本体価格 ￥300,000) W1600×D900×H700

https://morishitawood.co.jp/ldtable

軽さも追及したデザインは 

バックビューも美しい。 

手作業を惜しまない繊細な曲線

は長く使い続けていくことの 

楽しさを感じさせてくれます。 

座面は合皮仕様。 

ダイニングチェア  

￥71,500(本体価格 ￥65,000) W480×D590×H850（SH400) 

https://morishitawood.co.jp/kodachi-chair

手加工で一台一台削り出した 

アームの曲線は 

てのひらに心地よく触れ、 

食事の時間を豊かな 

ものにしてくれます。 

座面は合皮仕様。

ダイニングアームチェア

￥77,000(本体価格 ￥70,000) W520×D590×H850（SH400） 

https://morishitawood.co.jp/kodachi-a-chair

直線と曲線のバランスが優美さ

を感じるシンプルなデザイン。

末広がりに伸びる脚は安定感が

あり、足元にも十分なスペース

を確保しています。 

脚は組み立て式です。 

ダイニングテーブル  

￥352,000(本体価格 ￥320,000) W1800×D900×H700 

https://morishitawood.co.jp/dinning-table



スツールながら 

背付きで用途の広い 

スツールができました。 

座る時や立ち上がる時に 

体を支え安心感があります。 

背付きスツール  

￥52,800(本体価格 ￥4,8000) W490×D360×H660(SH400) 

※シートセレクト2対応

部品数を減らし価格を 

抑えたチェア。 

作業椅子として軽さと丈夫さを 

重視したデザインで、 

飽きのこないシンプルさは 

ダイニングチェアとしても 

お使い頂けます。

ワーキングチェア  

￥61,600(本体価格￥56,000)W460×D510×H820(SH400) 

※シートセレクト1対応

https://morishitawood.co.jp/working-chair https://morishitawood.co.jp/setsuki-stool

両脇に持ち手がある 

特徴的なスツールです。 

座る時や立ち上がる時に体を 

支える持ち手は、 

サクラの肌触りの良さを感じる

柔らかなデザインで、 

持ち運びにも便利です。 

玄関スツール  

￥48,400(本体価格 ￥44,000）W490×D345×H520(SH400)

https://morishitawood.co.jp/working-chair

※シートセレクト2対応

https://morishitawood.co.jp/counter-stool

手加工で 

一台一台削り出した 

アームの曲線は 

てのひらに心地よく触れて 

食事の時間を豊かな 

ものにしてくれます。 

座面は合皮仕様。

カウンタースツールチェア

￥74,800(本体価格 ￥68,000) W490×D400×H785（SH550) 

※シートセレクト2対応



肌触りの良さを感じる柔らかな曲

線は家具職人の造るシンプルで機

能的なデザインと使い心地を考え

た仕立てになっています。 

とても軽量でコンパクトなので

様々なシーンでご使用できます。

にじいろスツール  

￥41,800(本体価格 ￥38,000) W420×D320×H400(SH400)

にじいろスツールを2つ並べた

デザイン。座の間にはバッグ等

を置ける台が付いています。 

お店での待合椅子やエントラン

スホールでの利用を想定してい

ますが、ご家庭でのダイニング

でのご使用も可能です。 

にじいろベンチ  

￥88,000(本体価格 ￥80,000) W1000×D320×H400(SH400) 

※シートセレクト2対応 ※シートセレクト2対応

https://morishitawood.co.jp/router-stool

無垢材を使った安定感のある 

楕円形状のスツールです。 

来客時の食卓、ドレッサー、 

玄関先など出番の多い 

スツールです。

楕円スツール

￥33,000(本体価格 ￥30,000) W400×D300×H420（SH420) 

安定感のある 

楕円形カウンタースツール。 

割りクサビほぞでジョイントし

てある脚はねじ釘を一切使わず

にデザイン処理をしています。 

座ったときにお尻をやさしく支

えるくぼみが特徴です。 

楕円ハイスツール 

￥59,400(本体価格 ￥54,000) W430×D330×H600(SH600)

https://morishitawood.co.jp/nijiiri-stool https://morishitawood.co.jp/nijiiro-bench

https://morishitawood.co.jp/daen-stool



両肘をしっかり 

ホールドしてくれる 

安心感。 

3人掛とのセットでの設置や、 

単体での 

パーソナルソファとして 

ご利用できます。

くつろぎソファ1人掛

¥198,000(本体価格 ¥180,000)W730×D780×H820（SH370)

国産材山桜の肌触りの良さを感

じる柔らかな曲線は機能的なデ

ザインと使い心地を考えた仕立

てになっています。やや硬めの

座面と背面のウレタンで長時間

座っても疲れません。

くつろぎソファ3人掛 

¥429,000(本体価格 ¥390,000) W1800×D780×H820（SH370） 

くつろぎソファ１人掛の 

ハイバック仕様。 

頭部をしっかり支えてくれるので 

ラグジャリーさが 

さらに増します。

くつろぎソファ ハイバック  

¥225,500(本体価格 ¥205,000) W730×D780×H950（SH370)

※シートセレクト3対応

https://morishitawood.co.jp/kutsurogi-sofa https://morishitawood.co.jp/kutsurogi-sofa-1p

https://morishitawood.co.jp/center-table

三味胴（三味線の胴の部分）の

形をモチーフにした 

天板が印象的な 

リビングテーブル。 

定番サイズ２種類をご用意。

センターテーブル  

W120タイプ ¥154,000(本体価格 ¥140,000) W1200×D500×H450 
W  90タイプ ¥132,000(本体価格 ¥120,000) W  900×D500×H450

※シートセレクト3対応 ※シートセレクト3対応

https://morishitawood.co.jp/kutsurogi-sofa-1ph



家具職人の造る座り心地の良いダ

イニングチェアを、更に追求して

生まれたパーソナルチェア。ダイ

ニングチェアとしてはもちろん、

書斎などのプライベートチェアと

してもご使用頂けます。

マスターチェア 

¥220,000(本体価格 ¥200,000) W600×D700×H1100(SH410)

マスタチェアを進化させた 

ラグジュアリーなパーソナル

チェア。人生の憧れはロッキン

グチェアと人は言います。 

揺れ過ぎず、普通のイスとして

座れるのも魅力。

ロッキングチェア   

¥264,000(本体価格 ¥240,000) W600×D930×H1050(SH410) 

https://morishitawood.co.jp/rocking-chair

※シートセレクト3対応

※シートセレクト対応

https://morishitawood.co.jp/master-chair

こだちくつろぎソファや 

マスタチェア 

・ロッキングチェアの 

オットマンとして。 

また単体でスツールとしても 

ご利用いただけます。

オットマン 

¥55,000(本体価格 ¥50,000) W570×D370×H370(SH370) 

床に近い生活の中で、 

あぐらをかいて座れる椅子。 

座面の広さと 

両肘がある座り心地は、 

目線の低い 

「低座生活」の主役。

あぐらいす  

¥132,000(本体価格 ¥120,000) W760×D750×H680（SH180)

※シートセレクト3対応

https://morishitawood.co.jp/ottoman https://morishitawood.co.jp/agura-isu

※シートセレクト3対応 ※シートセレクト3対応



生まれて初めて出会う椅子

「ファーストチェア」 

ほぼ1/2サイズながら作りは大

人と同じしっかりとしたほぞ組

みの子供用椅子です。 

色はナチュラルとブラウンの２

色あります。

ファーストチェア

¥38,500(本体価格 ¥35,000) W365×D340×H480( SH230 ) 

清潔感あるの山桜材は玄関先

やリビングを明るい印象にし

てくれます。花や置物を置く

飾り台に、寝室のナイトテー

ブルとして、また作業用のサ

イドテーブルにと色々な場所

で使用できます。

サイドテーブルH60

¥60,500(本体価格 ¥55,000) ¥55,000(本体価格 ¥50,000)

プライベートデスクとして十分

な広さの天板と、引出しが大小

３杯。また、シンプルなデザイ

ンは、リビングダイニングの

シーンで家族みんなが使える作

業机にも向いています。

ワーキングデスク 

¥170,500(本体価格 ¥155,000) W1000×D550×H700 

https://morishitawood.co.jp/working-desk https://morishitawood.co.jp/stand-side-table

https://morishitawood.co.jp/first-chair

ソファやベットに差込め、手許

にちょっとしたものを置けるサ

イドテーブル。 

とても軽量なので簡単に移動が

できます。 

栗(クリ)と桜(サクラ)の２種類

から選べます。 

スタンドサイドテーブル

¥48,400(本体価格 ¥44,000) W300×D420×H600 

https://morishitawood.co.jp/side-table60



「見せたい」と「見せたくない」

の両方を叶えたリビングボード。

引戸にはめ込まれた山桜の皮目が

自然なデザインになり、味わいを

一層高めます。手掛けはカリン材

を使用。

リビングボード

¥352,000(本体価格 ¥320,000) W1500×D400×H850 

シンプルに仕上げたテレビボー

ド。本体は指物技法「天秤差

し」で組まれており、美しさと

堅牢さを兼ね備えています。

W190とW150、２種類のサイ

ズをご用意しています。

テレビボード 

W190タイプ ￥242,000(本体価格 ￥220,000) W1900×D300×H400 
W150タイプ ￥187,000(本体価格 ￥170,000) W1500×D300×H400

https://morishitawood.co.jp/sakura-tv-board https://morishitawood.co.jp/kodachi-living-board

国産山桜の木味を活かした

キャビネットは食卓を明るく

彩ります。 

ガラス面は飛散防止シートが

貼られています。引出し内部

は国産の桐材、手掛けはカリ

ン材を使用。

ダイニングボード  

¥605,000(本体価格 ¥550,000) WW1350×D450×H1650

https://morishitawood.co.jp/kodachi-dinning-board



サイズ感の良い 

W60センチのチェスト。 

寝室やリビングに 

相性の良い大きさです。 

手掛けはカリン材を使用。 

チェスト60 

¥231,000(本体価格 ¥210,000) W600×D360×H900 

日本人が昔から好む箪笥の寸法

３尺５寸サイズ。国産桐材を使

用していますので日本の四季に

合った呼吸で湿度や虫食いから

大切な衣類を守ります。

整理だんす105 

¥352,000(本体価格 ¥320,000) W1050×D450×H800

https://morishitawood.co.jp/kodachi-seiridansu https://morishitawood.co.jp/kodachi-chest60

家具職人の造るシンプルで機能

的なタワー型のチェスト。細身

のサイズは場所を選ばず多様な

場所になじみます。なめらかで

清潔感のある山桜、手掛はカリ

ンを使用。

チェスト40 

¥187,000(本体価格 ¥170,000) W400×D360×H900 

https://morishitawood.co.jp/kodachi-chest40



●価格はすべて税込表示です。 

●表記されている寸法表示はすべてミリ単位です。椅子のSHは座面までの高さです。 

●こだちシリーズは、バリエーションを用意している製品を除き、すべて希少な国産山桜を使用しています。 

●こだちシリーズの塗装はすべてエコオイル仕上げです。エコオイルとは植物性オイル仕上げの風合いはそのままで、 

 ウレタン塗装の耐久性を併せ持ったＦ☆☆☆☆規格塗料です。 

山桜 -ヤマザクラ- 

バラ科サクラ属 

日本を代表する落葉広葉樹。 

木質はやや硬質で木肌は緻密、 

手触りのなめらかさが特徴です。

!"#$
%&'()*+,%$

◆シートセレクト2 

ファブリック3種 

＋本畳の中から

◆シートセレクト3 

ファブリック60種 

の中から 

◆シートセレクト1 

ファブリック3種 

の中から



創業1946年の森下木工所は、 

「末永く愛される家具造り」を信条として、 

静岡の伝統的な指物技術で家具製造を行うファクトリーメーカーです。 

丸太で購入した国産広葉樹材を自社工場にて、 

高い指物技術と、一職人が材料の選定から木地製作、 

最後の仕込み(まとめ)までを担当する「一貫製作」を守りながら、 

MADE IN 『SHIZUOKA』の商品を提供しています。

【併設直営店】

〒422-8046 静岡市駿河区中島2811 

TEL 054-286-3203  FAX 054-286-8523 

URL https://morishitawood.co.jp 

E-mail info@morishitawood.co.jp 

●こだちシリーズのページはこちら 
https://morishitawood.co.jp/archives/product/kodachi

https://morishitawood.co.jp

