
静岡｜上質家具｜森下木工所 

 手仕事を通して木と共生する。 



››

悠久の時を紡ぐ 

 家具職人という仕事。 



「仕口と木味」 

日本の木工は大きく分けて、 

指物（さす）刳物（くる）挽物（ひく）曲物（まげる）の 

４つに分類されます。 

我々の領域は、 

木と木を指し合わせて家具を組み上げる 

「指物」の仕事。 

森下木工所は、指物によるほぞ構造「仕口」を駆使し、 

最大限その木の良さ「木味」を 

引き出すことを心がけています。



  

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。

モリシタの「モ」｣をモチーフに、駿河指物で使われる木材を組み合

わせる継手･仕口の技法と接合部分、留(とめ)の要素を加えたシンボ

ルマーク。森下木工所の職人の技術力や生み出されるプロダクトの

精度を表現しています。

LOGO

木という素材を 

最大限活かします。

我々とは比較にならないほど 

生きてきた貴重な天然素材に 

畏敬の念を感じます。

森下木工所の信念

機能を優先した 

家具を作ります。

合理性に欠ける 

奇をてらったデザインを否定します。 

機能美こそ 

最高の意匠だと考えます。 

伝統的なほぞ構造で 

組み上げます。

キャビネットの裏板固定など、くぎや

ネジを使う場合もあります。しかしな

がら強度を必要とする構造的な部分は

すべて合理的なほぞ構造とします。

末長くお付き合い 

させていただきます。

木は伐採され家具になった後でも呼吸

しています。 

経年変化も木の家具の魅力ですが、修

理や塗り直し、座面の張り替えなど責

任持って対応させていただきます。



心を込めて造る家具だからこそ、末永く使い続けてほしい。職人

のそんな願いを込めて、森下木工所の家具造りは、品質の良い木

材選びから始まります。木は同じ種類のものでも自然の中の環境

や気候など育まれた状況により異なる個性と表情があり、それら

の性質を充分に理解した上で、経験を生かして多くを丸太で買い

付けます。基本的には日本の気候風土に最も適した国内産の広葉

樹を主体に使用しております。

木材選び

丸太の性質や形状を見て、この丸太をどのように生かせるかを見

極め製材します。製材後は藤枝市岡部町の当社の土場にてゆっく

りと時間をかけて、板の厚みにより約1年～3年程自然乾燥され、

15mm以上の材料は人工乾燥をしてから加工に入ります。この充

分な乾燥時間は、家具造りの大切な基本で、狂いのこない丈夫な

家具はこの工程から生まれます。

製材・乾燥

森下木工所の丹念な家具づくりの工程をご紹介いたします。



充分に乾燥させた板材を各種家具に合わせて職人が荒木取りを

し、細部の機械加工作業に入ります。留隠し組み接ぎ、天秤差し

接ぎ、アリ組み、三方留接ぎ、剣先など多種多様な指物技術が必

要とされます。これを木工機械で可能なところまでで加工してい

きます。当社が製作する家具のすべては、一人の職人が材料の選

別から高度な木工技術による木地仕上げの最後の仕込みにいたる

まで一貫して担当いたします。

木地造り（機械加工）

機械加工を終えると、のみやかんなによる仕上げを行うため２階の

手加工作業場に移ります。当社では各職人に自分専用の作業台があ

てがわれていて、生産性を犠牲にしてでもこだわる工程です。大量

生産品にはない「味」や「温もり」が製品に現れてくるからです。

創業より、高度な家具製作を積んだ経験を次世代に伝えるために、

技術の習得、鍛錬に努め、業界内では「森下学校」と呼ばれるほど、

多くの優れた家具職人の育成に力を注いできました。

木地造り（手加工）



仕上げられた木地は次工程の塗装に入ります。塗装の種類により

色合いや趣きに違いがあり、ウレタン仕上げ、エコオイル仕上

げ、拭き漆仕上げなどがあります。下塗り段階から何度も何度も

繰り返し塗装された家具に磨きが掛けられます。

塗　装

塗装作業完了後、用途に合わせて付属品（ガラス、鏡、金具等）が

取り付けられます。付属品の中でも、特に使用頻度が高い取っ手や

丁番は、すべて真鍮の無垢を使用しております。

金具仕込み



森下木工所では主に国産広葉樹を使用しています。 

また先代の頃より機会あるごとに収集してきたクワ、

キハダ、カバ、シオジ、ナラ、クロガキ、トチ等希少

な材料を多数所有しています。ご希望の樹種でオー

ダーメイドの対応が可能です。 
桐 -キリ- 

ゴマノハグサ科キリ属 

日本の木の中で最も軽く、加工は

容易で安定性に優れ、防虫効果と

湿気に強く、保存性がたいへん優

れています。

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。

欅 -ケヤキ- 

ニレ科ケヤキ属 

日本を代表とする広葉樹です。

杢目が美しく、くるいが少く、

湿気に強い。 

適度の堅さと粘りがあります。

梻-タモ- 
モクセイ科トネリコ属 

山地の谷川沿いに生え、樹高は

35m、直径2.5mにもなります。

材質は硬く、狂いが少なく、加工

性が良い。

栗-クリ- 

ブナ科クリ属 

耐久性、耐水性に優れており、弾

力性に富み、狂いの少ない良質の

木材。漆などで仕上げると美しい

仕上がりになる。

主に使用する木材



森下木工所では、静岡家具の源流である徳川時代に由縁のある「駿河指物」を受け継いだ職人技術をベースに「仕口（しぐち）と木味（きあじ）」をテーマとしたオリジナルの家具の

製造販売をおこなっています。 職人自らが考え、図面を引き、製造をする、木を知り尽くした商品をご提案いたします。
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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

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

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 ￥7,0000) W520×D590×H850（SH400） 

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

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

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

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) 

https://morishitawood.co.jp/setsuki-stool 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)

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



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) 

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

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) 

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

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)

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） 

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

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)

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

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  

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

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

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)

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) 

https://morishitawood.co.jp/ottoman

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



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

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

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 ¥44000) W300×D420×H600 

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)

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

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 ) 

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

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

「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 ¥302 

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

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



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

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 

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

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
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●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。 



美しい杢目の 

「タモ材」を使用した 

森下木工所のロングセラー  

落ち着いた 

ダークブラウンの色合いが 

和洋問わず調和します。



キャスター付きで跳ね上げると

拡張する天板が特徴のワゴン。

引出しが１杯、お盆が１枚付い

ている多用途な商品。ダイニン

グでは作業テーブルとして便利

にお使い頂けます。材はクリ。

バタフライワゴン

¥82,500(本体価格 ¥75,000)  W430～800×D450×H700

https://morishitawood.co.jp/butterfly-wagon

校倉シリーズで人気のあるタモ

材のダイニングチェア。木目を

いかしたシンプルなデザインは

機能的で長くご愛用いただける

よう配慮しています。

SUMIMARUダイニングチェア

¥67,650(本体価格 ¥61,500)　W450×D550×H860(SH410)

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

ショートアームで 

出入りしやすいデザイン。 

座面は合皮仕様。

SUMIMARUダイニングアームチェア

¥72,600(本体価格 ¥66,000) W550×D550×H860（SH410） 

https://morishitawood.co.jp/sumimaru-a-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。 

クリとサクラの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/router-stool

脚の位置が天板の隅にあるの

で、間口いっぱいを使うことが

出来ます。四隅は木組みの仕事

が意匠として施されて、丸みの

ある優しいデザインです。 

SUMIMARUダイニングテーブル  

https://morishitawood.co.jp/sumimaru-dt160-180

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

意匠として四隅に 

木組みの仕事が施された、 

丸みのある優しい 

デザインのセンターテーブル。 

定番サイズで２種類をご用意。

SUMIMARUセンターテーブル

https://morishitawood.co.jp/summary-ct

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)   W900×D500×H450

この椅子には直線が3箇所しか

ありません。それも見えない裏

の部分だけ。それ以外は複雑な

曲線の集合体でできています。

有機的で色気のあるデザインが

体を優しく包み込みます。

ラウンジチェア 

¥242,000(本体価格 ¥220,000) Ｗ680×D650×H730(SH400) 

曲線で体を包み込むラウンジ

チェア。その座り心地はそのま

まに2人掛けを製作しました。 

Aランク本革仕様。 

ラウンジソファ

¥396,000(本体価格 ¥360,000) Ｗ1360×D640×H730(SH400)

https://morishitawood.co.jp/lounge-chair2p

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。材はクリ。

楕円スツール  

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

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



和室に合う定番の座椅子。 

タモ材の美しい木目と和を 

意識したシンプルなデザイン 

は日本の住空間に合う飽きの 

こない形。

座椅子

¥66,000(本体価格 ¥60,000) 　W530×D550×H510(SH80) 

日本の昔ながらの「本畳」を使用し

たシングルサイズのベッド。本体の

下は風通しを良くする為、すのこ状

になっています。組み立て式ですの

で、セッティングもスムースに対応

できます。

たたみＭＯＫＵベット

¥352,000(本体価格 ¥320,000) W2180×D100×H650(SH400)

https://morishitawood.co.jp/moku-bed

凛とした立ち姿が美しいタモ如

鱗杢の収納棚。開き戸の内部に

は引出しが１杯あり、整理箱と

して重宝します。品格ある趣は

玄関のアイキャッチの飾り台と

してもお勧めです。

置　棚 

¥231,000(本体価格 ¥210,000) W800×D330×H900

https://morishitawood.co.jp/okidana

タモ材の美しい木目が印象的

なチェスト。階段状の小さな

引出しは職人の遊び心を意匠

にしました。下４段はＡ４サ

イズが丁度よく収納できま

す。引出し内部は国産桐材を

使用しています。

チェスト45

¥242,000(本体価格 ¥2200,000) W450×D400×H800

https://morishitawood.co.jp/small-chest

「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タモの皮目が

自然なデザインになり、味わいを

一層高めます。飽きのこないシン

プルなデザインは置き場所を選び

ません。

リビングボード150

¥363,000(本体価格 ¥330,000) W1500×D400×H900

https://morishitawood.co.jp/azekura-lb

◆シートセレクトA 

型押し等の加工は行わず自然の風合いを備えた高級革。16色から。 

●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。 

●校倉シリーズは、バリエーションを用意している製品を除き、タモ材もしくはクリ材を使用しています。 

●校倉シリーズの塗装はすべてウレタン塗装です。森下木工所ではＦ☆☆☆☆規格塗料を仕様しています。 

梻-タモ- 
モクセイ科トネリコ属 

山地の谷川沿いに生え、樹高は

35m、直径2.5mにもなります。

材質は硬く、狂いが少なく、加工

性が良い。

栗-クリ- 

ブナ科クリ属 

耐久性、耐水性に優れており、弾

力性に富み、狂いの少ない良質の

木材。漆などで仕上げると美しい

仕上がりになる。

https://morishitawood.co.jp/zaisu



稀少な材料と職人の技術を贅沢に注いだカテゴリー。 

家具そのものの存在が暮らしを潤沢にしてくれる逸品です。

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



すべての部品同士を「さすり仕

上げ」でジョイントすることに

より、なめらかなシルエットに

仕上がっています。小刀による

最終仕上げは非常に手間のかか

る工程です。

桑のハイバックチェア

https://morishitawood.co.jp/kuwa-hiback-chair

細いラインの形状ながら、指物

技術の「三方留」の仕口でしっ

かりとした製作したマホガニー

材を使った超軽量スツール。籐

編みの座面も印象的です。

マホガニーのtuzumiスツール

¥132,000(本体価格 ¥120,000) W360×D360×H430 （SH420）

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

ケヤキの杢目を活かすため、曲

線を多く取り入れました。拭き

漆の質感が、上質な和の空間を

演出します。 

出入りが楽なように、あえて片

肘仕様にしました。

欅の片肘座椅子

¥82,500(本体価格 ¥75,000)　W560×D550×H510(SH80)

https://morishitawood.co.jp/zaisu-keyaki

校倉ラウンジチェアのデザイン

そのままに、材料を国産ケヤキ

で製作、さらに拭き漆仕上げを

施したプレミアムなパーソナル

チェア。

欅のラウンジチェア

¥280,500(本体価格 ¥255,000) W680×D650×H730（SH400） 

https://morishitawood.co.jp/lounge-chair-keyaki

シンプルで上品な欅無垢の文

机。脚と天板は三方留という指

物技法でジョイントしていま

す。壁に付けて飾り棚としても

ご使用いただけます。

欅三方留文机　拭き漆仕上げ

¥242,000(本体価格 ¥220,000) W830×D450×H360 

https://morishitawood.co.jp/keyaki-fumitukue

座卓は欲しいがコテコテでないスマート

な物が欲しいとのご要望でデザインしま

した。最近は和室ではなく和コーナーと

して、仕切りをなくした住宅が多いよう

です。常にリビングから見えるので、主

張し過ぎずに見飽きないプロポーション

を意識しました。四畳半程度のタタミ

コーナーにも納まるサイズです。

欅三方留座卓　拭き漆仕上げ

¥341,000(本体価格 ¥310,000) W830×D830×H360

https://morishitawood.co.jp/keyaki-zataku

シンプルながらも駿河指物伝統の

拭き漆仕上げが美しい小卓です。

ケヤキ独特の木目と指物技術の

「天秤(てんびん)差し」の対比が

綺麗な一品です。小さめのセン

ターテーブル、サイドテーブルや

飾り棚として使えます。

欅の小卓(こたく)

¥165,000(本体価格 ¥150,000) W650×D320×H400

https://morishitawood.co.jp/kotaku

日本人のイメージする木目は欅の木

目だと言います。 

そして古来より用いられてきた塗装

法である拭漆を施し、欅の木目を引

き立たせました。使いやすさと高級

感を併せ持つ引き手は大きめサイズ

の真鍮の銀古美を使用しました。

欅 プレミアムチェスト

¥385,000(本体価格 ¥350,000) W560×D370×H850 

https://morishitawood.co.jp/premium-chest

大切な方の思い出や大切なもの

を優しく包み込む小さな厨子型

仏壇です。すっきりとしたデザ

インながら天丸の優しいデザイ

ンが特徴です。 

杢目の美しい欅（ケヤキ）で製

作しました。

厨子型仏壇 欅 天丸  

¥308,000(本体価格 ¥280,000) Ｗ210×Ｄ175×Ｈ310

https://morishitawood.co.jp/butsudan-keyaki

¥264,000(本体価格 ¥240,000) W550×D600×H930（SH420）



大切な方の思い出や大切なもの

を優しく包み込む小さな厨子型

仏壇です。すっきりとしたデザ

インながら天丸の優しいデザイ

ンが特徴です。 

黒と白との陰影が特徴の　大変

貴重な「黒柿」で製作しまし

た。

厨子型仏壇 黒柿 天丸

¥396,000(本体価格 ¥360,000) 　Ｗ210×Ｄ175×Ｈ310

https://morishitawood.co.jp/butsudan-kurogaki

大切な思い出や、モノを両手で優し

く抱きこむ、そんなイメージで製作

しました。コンパクトなモダンなデ

ザインのため、家の中で置く場所を

選びません。

てのひら厨子

ウォールナット¥159,500(本体価格 ¥145,000) 　W165×D165m×H255　　　　　

ヤマザクラ　　¥159,500(本体価格 ¥145,000) 　

https://morishitawood.co.jp/tenohira-zushi-w

https://morishitawood.co.jp/tenohira-zushi-sakura

岩手県産山桜の厨子型仏壇。角が丸く優

しい印象ですっきりとしたデザインで、

清潔感のある明るいナチュラルな仕上げ

はリビングなどに置いても明るい雰囲気

になります。内部は膳引き付、取手は真

鍮製、クリはダーク色、ヤマザクラはナ

チュラル色。

厨子型仏壇　角丸

参考価格　¥297,000(本体価格 ¥270,000) 　W400×D300×H500　　　　

https://morishitawood.co.jp/tenohira-yosemune

●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。 

◆シートセレクトA 

型押し等の加工は行わず 

自然の風合いを備えた高級革。 

16色から。 

桐 -キリ- 

ゴマノハグサ科キリ属 

日本の木の中で最も軽

く、加工は容易で安定性

に優れ、防虫効果と湿気

に強く、保存性がたいへ

ん優れています。

欅 -ケヤキ- 

 ニレ科ケヤキ属 

日本を代表とする広葉

樹です。杢目が美し

く、くるいが少く、湿

気に強い。適度の堅さ

と粘りがあります。

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。

栗-クリ- 

ブナ科クリ属 

耐久性、耐水性に優れて

おり、弾力性に富み、狂

いの少ない良質の木材。

漆などで仕上げると美し

い仕上がりになる。

morishita selectionで主に使用する木材











サイズ単位は㎜、価格はすべて税込表⺬です。

記載情報は2021年4⽉現在のものです。仕様・価格は変更する場合があります。

sas@curio
material：ヤマザクラ

finish：エコオイル

size：W600×D360×H1500

price：¥

sas�/�morishita

sas@d-table
material：タモ

finish：エコオイル

size：W2000×D900×H720

price：¥

sas@d-chair
material：タモ

finish：エコオイル

size：W585×D500×H700(SH430)

price：¥

sas@c-table
material：ケヤキ�

finish：エコオイル

size：W850×D850×H360

price：¥

sas@h-shelf
material：ケヤキ、ウォールナット

finish：エコオイル

size：W900×D400×H1200

price：¥

sas@sofa
material：タモ

finish：エコオイル

size：W2000×D800×H750(SH400)

price：¥

sas@l-shelf
material：ケヤキ、ウォールナット

finish：エコオイル

size：W1200×D400×H700

price：

sas@s-table
material：ケヤキ�

finish：エコオイル

size：W350×D350×H560

price：¥

sas@chest
material：ヤマザクラ

finish：エコオイル

size：W1200×D380×H700

price：¥



森下木工所のサービスのご紹介

個人のお客様の家具のサイズオーダー、フルオーダーをお受け

しております。当社は、職人が直接お客様と打ち合わせをし、

図面を引くことによって、ご要望を最大限引き出せるよう心掛

けております。また塗装はウレタン塗装、オイル塗装、拭き漆

の技術を持ち合わせており、幅の広い対応が可能です。

オーダーメイド

木でできた生活小物をECサイトにて販売しています。小さな木

製品とはいえ、しっかりと指物技術が反映されています。 

日々の暮らしに潤いを。  

http://store.morishitawood.co.jp

ECサイト木製小物販売

http://store.morishitawood.co.jp


法人のお客様へ

当社所有の豊富な材料と指物技術を背景に、施設向け家具、什器の製

作を承ります。材料、デザイン、仕様のご指示をお受けするのはもち

ろん、当社からのご提案も可能です。 

（写真は神楽殿の新郎新婦用座、八足、本畳仕様の三人掛ベンチ ）

施設向け家具①

ほぞ仕口による堅牢な構造は長く使える家具を目指した結果で

す。設置後の座面の張り替え、再塗装などのメンテナンスも家

具メーカーだから安心です。（写真は披露宴会場のテーブルと

伝統柄を特注で織ったスタッキングチェア ）

施設向け家具②



森下木工所では先代の頃より機会あるごとに収集してきた希少

な一枚板を多数所有しています。銘木を仕入れて、ただ板をお

売りするのではなく、お客様と綿密なお打ち合わせを重ねた上

で、当社の職人が責任を持って製作いたします。吸い付き蟻桟

の反り止めや木組みによる脚は森下木工所のしっかりとした技

術が活きています。  

（写真はワインバーに納めた7.1mアフリカンチーク） 

店舗向け一枚板カウンター

指物技術に裏打ちされた家具は、デザインはもちろんのこと機

能性と耐久性が備わっています。不特定多数の方がご利用され

る環境では、長い目で見た場合、結果的に費用対効果が優れて

いることをご理解いただけると思います。

店舗用家具



会議室用大テーブルやエグゼクティブデスクなど、使い勝手に合わ

せたオーダーメイドをさせていただきます。オフィスに木のぬくも

りを取り入れることで癒しを演出し、高級感も生まれます。 

（写真は3.2m、12人が座れるウォールナットの会議室用テーブル）

オフィス用家具

当社の技術、材料を提供する企業コラボレーションを承ります。OEMで

は留まらない技術面からのサポートをさせていただきます。 

写真はまなか様の仏壇。森下の企業名を表示していただいております。

ブランドコラボレーション

http://manaka-ltd.jp/in-to-seki/detail/


上質手作り家具 

Made in Shizuoka 

おうち生活のこの一年。 

健康で快適に過ごせる毎日が貴重なことを 

実感しました。 

暮らしの中で本当に大切にしたい人、 

空間、時間を意識するきっかけになった方も 

多かったことでしょう。 

会話がはずむ食卓。 

リラックスできる自分だけの椅子。 

リモートワークに集中できるデスク。 

森下木工所の家具は上質な手作り家具。 

日々の暮らしをより豊かなものにする 

手助けができれば幸いです。 



【併設直営店】

open:10:00～17:00(水曜定休）

〒422-8046 静岡市駿河区中島2811 

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

E-mail info@morishitawood.co.jp 

URL https://morishitawood.co.jp 

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟhttp://store.morishitawood.co.jp 
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