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１．代表者からのご挨拶 

 私たち桐里工房は、福岡県大川市にある小さな桐箪笥工房です。 
明治45年に創業して以来、一貫して伝統技法を守り、伝統的家具造りに徹して参りました。桐を
愛し、桐と語り、桐に逢い、桐の木とともに歩んでまいりました。 

 「粗悪品を世に送らず」を理念に、本物の中の本物を目指す取り組みは、初代からの教えで、
温故知新的なステイタスに変化したように思います。 

 また、新しい職人を育成することは、今後の私共の使命と考え、若手の共同寮の新設や工房
の環境整備（昭和62年）、ショールーム「桐蔵」のオープン（平成８年）、大川市のイメージアップ
に繋がるような道路帯の植栽等を行ってきました。 
 平成19年からは、桐の植林事業にも取り組み、少しずつではありますが、大川市内にも桐の木
を植え続けるボランティア活動にも参加しております。 

 桐の原木の選定から製作、加工そして販売まで一貫した伝統的桐家具の工房として、現在に
至っております。 
 
 今、大川は量産・大量販売の時代が終わり、本来の形態に戻ろうとしております。 

本当の大川の使命と、職人の町「大川」を考え直す時期が訪れたと考え、新しい大川の「顔」を
作り上げようと思います。私共は素晴らしい職人技とデザインの融合を作り更なるチャンネルに
踏み出したいと考えています。 
  

 今後は、本報告書にまとめました「知的資産」を活かし、残すべきは残し、守るべきは守る、で
海外商品には真似ができない新規事業に取り組んでいきます。 

 本報告書を通じて、多くの方々に私共の「知的資産」、そして、今後の夢やビジョン、成長の可
能性等をご理解いただき、これを機会に、私共とお付き合い賜れば幸いと存じます。 
 

桐里工房 稗田正弘    
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名称     桐里工房  
 
代表者    稗田 正弘 
 
創 業    明治45年（1912年） 
 
事業内容  伝統的総桐箪笥・創作家具製造・販売 
 
所在地    〒831-0004 大川市榎津74-3    
連絡先     電話 0944-86-3938 
           ＦＡＸ 0944-88-2281 
 
ホームページ http://www.kirikoubou.com/ 
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２．当店概要 



 
 
桐里工房は、創業明治４５年より代々伝統的技法の確立と継承を行い、 
技の積み重ねにより今なお進化を続ける、伝統ある桐たんす専門製造工房です。 
創業時より一貫した自然循環型で、自然との共存共栄の家具作りを目指しています。 
 
木は自然からの贈り物であり、その無垢の木で作られた家具には、 
木の魅力だけでなく、職人の心と技、そして精神が込められています。 
 
そこには、一人一人の職人が木工道具を使用し、責任を持って最後まで仕上げる、 
まるで子供を育てるかのような「一人一品製作」の考えが根底にあります。 
 
「魂を込めて」という言葉がうわべの言葉だけに終わらない世界が 
桐里工房にはあります。 
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３．経営理念 



４．事業概要 （１）当社のビジネスモデル 

展示会 

•お客様の希望をお聞きします 

•その場で、スケッチ・デザイン、見積の提示も可能です。 

仕入 

•木を仕入れる 木との対話、見た目のチェック等を行い、その木を購入するかどうかを決め
ていきます。 最高の桐家具を作るために、厳選された国産桐と会津桐、米桐を使用して
います。仕入れから素材を追求し、乾燥期間にもこだわります。 

•お客様の家具にピッタリの素材を、当工房が保有する材料のなかから選んでいます。 

製造 

•図面を起こす（ただし、「職人力」が発揮されるため、図面が不要となる場合も多い）、 

•話し合い⇒製品のイメージを共有するために、話をします。 

•担当を決定し、製造に着手します。※基本的に、ひとつの家具は、一人の職人がすべて制
作します。 

販売 

•主な販路は、百貨店、家具販売店・家具専門店、 

•ギャラリー、自社ショールーム「桐蔵」など。 

物流 

•[九州内] 自社便でお届けします。 

•[九州外] 家具専門の物流会社で配送します。 開梱、設置、梱包材の引取りを行ってい
ます。 

サービス 

•アフターフォローとして、3年間は、無料で修理などのサービスを行っています。 

•ＰＬ保険への加入 

■受注生産の場合のプロセス 
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４．事業概要 （２）製造工程（桐たんすの製造） 

②板乾燥・製材 

大川総桐箪笥  
福岡県知事指定特産工芸品[昭和61年度指定] 
 大川家具の開祖、榎津久米之介が船大工の技術を生かして、天文5年（1536年）指物を始める。こ
れが「榎津指物」の起こりとされているが、家具が主流になるにはまだ時を要する。 
 今日の箪笥（たんす）と同様のものが庶民の間に普及し始めるのは18世紀を待たなければならな
い。この時期、大坂製の箪笥がこの地へ下っていた記録が残っている。 
 文化9年（1812年）榎津長町に生まれた田ノ上嘉作は、久留米の細工職人に弟子入りし箱物の製
作を習得して帰郷、箱物製作を始める。帳箪笥・衣装箪笥が19世紀中頃から生産され始めるが、大
川独特の形となるのは明治に入ってからと思われる。 

①桐丸太の選木 

桐の丸太や立木の選定には、かなりの経験と洞察力が必
要です。あらゆる方向から観察をして、製材後のイメージ
をふくらませて選木を行います。 
特に注意すべき点は、虫害とガマ割れです。 

桐の丸太は、製材の瞬間に、その使用部材を決
定して、その時に厚みも決定します。この即決に
よって、丸太を十分に生かすことができます。 
適材適所が、ここで、まず最初に行われます。 

桐の家具を造るには、桐板の乾燥が
大切な工程です。 

写真は、現在乾燥中の日本の本桐で
す。乾燥期間は、約３年間。梅雨時を
三回潜らせ、樹液やアク分を抜き取
ります。すべて天然乾燥で行います。 
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④板矧ぎ 

③板焼き 
 この工程は、板の曲りや歪みを、焼きを入れる
ことによって直す工程です。 

 板を焼くことは、異常乾燥の状態に出来るだけ
近づけて、板を狂いにくくすることでもあります。 

 桐の木は、中心に穴が開いており、必ず「板は
ぎ」を行います。 

 一枚の板でも、４～５枚に分け取り、あらため
て矧ぎ直しをします。このときに、カンナで矧ぎ口
を合わせながら、目合わせや目の曲りを一緒に
直していきます。また、桐の木は、接着力が強い
ので、板矧ぎに向いた材質といえます。時間が
たっても外れにくいのです。 

⑤板削り 

 それぞれの板材は、板矧ぎ
加工の後に、厚みを揃えて
いきます。 

 最初に荒削りを行い、中削
り、仕上げとなります。それ
ぞれのカンナを用いて、削っ
て仕上げます。 
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⑥ホゾ組み合わせ 

 各部分の組手とほぞを取っていきます。 

 柄の組み方はいろいろありますが、桐箪笥
の場合は、アリ組み、平組み（それぞれ、組手
の数によって３ツ組、５ツ組、７ツ組、９ツ組とい
います。） 

 追込みほぞ、１枚ほぞ、２枚ほぞ組など、い
ろいろの組手の種類があります。 

⑦本体組み立て 

 いよいよ本体の組立加工になりました。この時に、タンスの良し
悪しが決まり、仕事の半分が終わる加工になります。立て方が悪
いと歪んだタンスになるので、組手をしっかり組み立てて、カネン
手（直角）を入れていきます。 
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⑧抽斗組み立て 

⑨塗り 

 タンス本体に合わせた、前板、カキ板、向板をアリ組で組み、仕上げを行った後に引き出しを組み立ててい
きます。この時も直角にひずみがないように組み立てて、最後に底板を打ち上げます。この時に木クギ（柘
の木）を用いて止めていきます。 

 ヤシャブシの実を煎じた液に砥粉を混ぜ込
み、数回、塗り重ねていきます。また、カルカヤ
の根を束にしたウズクリを用いて目立て作業も
塗りの間に繰り返して行います。仕上げ塗りを
行います。 

 塗り工程の最後に、防水加工と天然ロウまた
はカルナバローを磨き込んで仕上げを行いま
す。この時に、光沢にムラが出ないように注意
していきます。 ヤシャブシと 

 木クギ 
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⑩金具付け 

完  成 

 金具類を取り付けます。桐の性質上、機械等は使用せず、手打ちで行います。 
 特に、カギ座の取付や穴あけには注意が必要で、独特の技術を必要とします。 

 最後に、扉などを取り付けて、微調整を行っ
て完成となります。 

 もちろん、内部のホコリやノコくず類、汚れも
きれいに掃除をして、すぐ使用できる状態にし
てお渡しします。 
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家具製造業・製品出荷額および事業所数の推移（大川市） 

データ出所：工業統計 

５．外部環境 （１）家具市場の現状 ①製品出荷額 

   
 家具産業の市場規模・事業所数・従業者数は、経済産業省がまとめた工業統計（2008年・平成20年） 
によると、「家具製造業」（141）は、事業所数8807か所、従業員数8万3,929人、製造品出荷額等は1兆
4,147億200万円となっています。 

 製造品出荷額等は、ピーク時（1990年・平成2年）と比較して、47.7％まで低下しています。 

家具製造業・製品出荷額の推移（全国） 

データ出所：工業統計 

単位： 
百万円 

単位： 
百万円 

単位： 
事業所 

 大川市の家具製造業は、2008年には、事業所数185か所、製造品出荷額等は351億4900万円と
なっています。製造品出荷額等は、ピーク時（1990年・平成2年）と比較して、30.0％まで低下していま
す。 

117,060百万円 

35,149百万円 
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５．外部環境 （１）家具市場の現状 ②消費動向 

  家具小売業の年間販売額は、2007年には1兆3065億8100万円となっており、 

 ピーク時（1991年・平成3年）と比較して、47.7％まで低下しています。 

 家具小売業 年間販売額の推移 

 データ出所： 
商業統計 

単位： 
百万円 

 【インテリアに対する関心度】 

 【インテリアで重視するポイント】 

■データ出所  マイボイスコム株式会社  
  インテリアに関するアンケート（第3回）  
  N:13,752 2009年8月調査 

 消費者のインテリアに関する関心がある人は、半
数を超えています。また、インテリアで重視するポ
イントとして、「機能性」、「テイスト」「見た目」が半
数近くとなっており、こだわりを持っている人が多い
ことが読み取れます 

■消費者のインテリアに対する意識 
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５．外部環境 （２）家具産地としての大川の歴史  

【室町時代・後期】 
 
大川家具の開祖、榎津久米之介が船大工の技術を生かして、天文５年（1536年）指物（さしもの）を始
める。これが「榎津指物」の起こりとされているが、家具が主流になるにはまだ時を要する。 
 

室町幕府十二代将軍・足利義晴の家臣、榎津遠江守の弟として生まれた榎津久米之介。大川市榎津
本町の願蓮寺に今も残る古文書によると、彼は兄の戦死後、天文４年（１５３５年）出家。翌、天文５年
（１５３６年）一寺を建立し、「願蓮寺」と名づけた。 

 久米之介は、家臣の生活のために、そのころ盛んだった船大工の技術を生かし、指物（家具）を作ら
せました。これが「榎津指物」の起こりとされています。彼は天正１０年（１５８２年）８月１０日、９６才で
死去。その後、家臣は工商をなし、榎津久米之介の精神を受けついでいきました。  

桐里工房が所在する、福岡県大川市は全国的な家具産地として知られています。 
現在も、大川市は全国の家具生産量のトップとなっています。 

【江戸時代・後期】 
 
中興の祖、田ノ上嘉作 は文化９年（1812年）榎津長町に生まれ、久留米の細工人に弟子入りし箱物
の製作を修得して帰郷。これが榎津指物のはじまりと言われている。 
 
 
榎津箱物(四代嘉作製作)  
中興の祖 田ノ上嘉作 

文化９年（１８１２年）榎津長町に生まれた田ノ上嘉作は、家大工の傍ら建具製作に携わっていました。
大阪で指物の修行した優秀な細工人が久留米にいると聞き、すぐに弟子入り。箱物（物を入れる箱の
家具類）の製作を修得して榎津に戻り、これが榎津箱物のはじまりと言われています。 
その後榎津箱物は、息子儀助、さらにその息子小平次に受け継がれ、さらなる発展を遂げます。  
 
榎津指物（大川指物）とは 

「大川指物」とは釘を使わず、板と棒、棒と棒を使い、木に穴や切りこみを入れ、差し合わせて組み合
わせたタンス、箱物、机のこと。  
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６．これまでの事業展開 （１）桐里工房と大川の歩み 

年月 桐里工房の歩み 大川家具の歩み 

1875年 
明治10年頃 

榎津箪笥が生まれる 

 大川独特のデザイン、機能を持った衣裳箪
笥が生まれたのは、明治10年頃。当時、ひと
つの箪笥が完成するには、1.木挽きによる製
材、2.金具製造、3.塗装技術、4.木工職という

４つの高度な技術をもった異業種の職人によ
る技術が必要で、その４つの技術の粋を集め
た作品が「榎津箪笥」だったのです 

1889年 
明治22年頃 

大川木工の発展 

町村合併により大川町が誕生。木工関係者が
町全体の四分の１を占める。塗装方法や木工
機械の進歩、材料の木材確保、家具製品の
販売先の広がりが要因として考えられる。 

1911年 
明治44年 

大川指物同業組合が結成される 

1912年 
明治45年 

稗田宇一・和一兄弟により創業 
半農半工による桐箪笥の製作を始める。 

当時は、職人たちが盛んに手造り技法を
競っていた頃でもあった。 
屋号は「稗田木工」 

大川鉄道が敷設され、販路が拡大する。 

大正期 大川の木工業は、増大する需要にこたえるべ
く、木工機械の導入が進められる。背景には、
好景気による職人不足もある。榎津で問屋を
営んでいた松本由太郎は、大正８年京都大学
工学部武田教授の指導を受け、機械化を実
践。 

大正１１年には工場を完成。導入された機械
は「鋸・帯鋸・カッター・手押鉋・自動鉋・自動角
のみ盤」などで、当時では画期的な生産力を
発揮するものであった。 

1932年 
昭和9年 

稗田武雄が「稗田木工」二代目となる。 
 ・稗田武雄は、独創的な組手（全面七宝） 
 や面取り鉋（ささ面杉）を考案。 
 ・大川桐箪笥、無名の名工と言われた。 
  （武雄は、生地職人のため品評会等に 
   名前を残さなかった） 
 ・弟子は、一番弟子が秋良、二番弟子は 
  求、三番弟子が裕輔と章敏 

1935年 
昭和12年 

日中戦争により、家具の生産が中断される。 
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年月 桐里工房の歩み 大川家具の歩み 

1945年 
昭和20年 

第2次世界大戦の敗戦による物資不足が木工
関係者に打撃を与える。 

1949年 
昭和24年 

木工産地として復活。家具作りを再開。 
国より「重要木工集団地」の指定を受ける。 

この頃からツキ板工場ができ、木材の乾燥機
が導入され、機械化が進む。 

大川では「カッター・手押しかんな・自動かん
な・角のみ」の４種類の機械が多く使用され、
「一式」と呼ばれる。それまでの「のこぎり・か
んな・のみ」での作業と比べると、約半分の工
程での生産を可能となる。 
 

1952年 
昭和27年 

筑後川の上流の木材を運んだいかだ流しが
終わり、木材は鉄道輸送を経て大型トラックの
輸送へと変わる。 

1954年 
昭和29年 

現住所に、新工房を建設。 
屋号を「稗田木工所」に改める。 
 ・当時は、敗戦の影響もあり日本文化は 
  衰退し桐箪笥の受注も少なくなった。 
 ・年間数棹の制作となるが、気合と情熱を 
  もって制作にあたる。 
 
 
 

1955年 
昭和30年 

大川家具の全国への進出 
 昭和28年大阪で開催された「筑後物産展」で

は、改良された大川家具を発表。好評を得て、
京阪神地区への足掛かりがつくられる。それ
に続き、河内デザイナーが東京在住の友人の
協力を得、「大倉商会」との契約を結ぶと同時
に、地元にも「大倉会」を発足、東京との取引
が始まる。昭和３０年（１９５５年）には東京で
開催された「第１回全国優良家具展」にも出品。
モダンなデザインで全国に「家具の町大川」の
名を広め、今日の基礎を築いた。  
 

1963年 
昭和38年 

協同組合大川家具工業会が発足。 

 使用木材の変革と、並行して開発された木
工機械の技術的進歩から、生産の近代化が
進み、量産態勢が可能となり、大きな飛躍をと
げた。大川地区を中心に１１００の事業所が年
間生産額７０億円をあげ、高度成長の波にの
り、一大産地を形成した。 
 
1960年（昭和35年） 
  製品出荷額：22億6900万円 
  事業所数  ： 1,076 
           （データ出所：工業統計） 
 

この時期、多くの家具製造者は、 
機械化へと進みました。 

 

しかし、私どもは機械化を選択せず、
伝統技法にこだわり、 
技術・技能を磨く道を歩み始めました。 

桐里工房の
ターニング
ポイント 
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年月 桐里工房の歩み 大川家具の歩み 

1969年 
昭和44
年 

稗田正弘（三代目・現代表者）が稗田木工
所に入社。師である武雄、兄弟子・章敏と正
太郎の目の前で修業を始める。 

1971年 
昭和46
年 

大川産業会館が建設される 

1974年 
昭和49
年 

戦後のベビーブームによる、結婚や新築ラッ
シュにより、日本一の家具産地となる。 

1982年 
昭和57
年 

正弘（現代表者）が三代目となる。 
屋号を「桐里工房」に改める。 

1985年 
昭和60
年 

新工房、社屋を建設する。 
この頃から、職人が増え始める。 

1996年 
平成8年 

平成8年8月8日に、ショールーム「桐蔵」を
新設オープンする。 

2009年 
平成21
年 

6月 地域資源活用事業計画に係る認定を
受ける（羊毛桐材） 
11月 稗田正弘が、福岡県版「現代の名
工」の表彰を受ける。 

※「大川家具の歩み」は、財団法人大川総合インテリア産業振興センターの資料を参考にしました。 

地域資源活用事業計画 
の取組みで開発した商品「toko」と「sou」 
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福岡県版「現代の名工」表彰状 



６．これまでの事業展開 
  （２）蓄積された知的資産（桐里工房の強み） 

①．「桐」に対する情熱・こだわり 

桐里工房が「本物だ」と呼ばれるのには、理由があります。 
 

・素材へのこだわり  
 

最高の桐家具を作るために、厳選された国産桐と会津桐と米桐を使用しています。
丸太の仕入れから素材を追求しています。 

１本の桐の木が伐り倒されて、丸太となり、家具の素材になるまでに、長いものでは
１０年以上かかっています。 
 

いい家具をつくるには、いい素材が必要です。素材にこだわるからこそ、その原点と
なる桐の木の育成にも目を向けています。桐里工房では、家具の素材となる桐の木
の植林活動も行っています。 
 
 

・家具づくりへのこだわり 
 
桐たんすは、一人の職人が責任をもって最初から最後まで仕上げています。 

機械は、切る・削るなどの作業で使用するだけで、基本的には、すべて手仕事・手作
業の昔ながらの丁寧な作り方です。 

また、桐の「仕上げ」にもこだわりがあります。砥の粉の調合と焼き色を工夫すること
で、落ち着きのある、桐里工房にしか出せない色合いを表現しています。 
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②．イメージを形にできる「職人力」 
 桐里工房の家具が「本物だ」と言われるのには、理由があります。 

 
 
 桐里工房では、家具づくり経験が50年

以上の職人から家具職人としての道を
歩き始めて1年目の職人までが、同じ工

房内で仕事をしています。職人たちは、
毎日のものづくり現場で、技術・技能を
受け継いでいきます。 

 先輩職人の技、技術、技能を間近で
見ることで、道具の使い方など、自分な
りの工夫をしています。 
 

ものづくりの技術や技能は、経験するこ
とで磨かれます。 
  

 桐里工房は、創業以来、伝統的工法
や手作り・手作業にこだわった家具づく
りを続けています。 
 

技術・技能 
の承継 

家具作りに使用する 
さまざまな道具類 
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ａ）ものづくりの現場で磨かれる技術・技能 



ｂ）お客様の想いを形にする職人力 
 
桐里工房の桐家具は、工業製品ではありません。 
 

お客様の暮らし方、好み、にピッタリと合うように、一品一品、お客様の声を伺って、形にしてい
きます。本当に必要なサイズや色、材質、デザイン、お客様のイメージを自由にオーダーして
いただいても、桐里工房の家具職人が、きちんと形にしていきます。長い年月を共に過ごす家
具だからこそ、お客様と一緒に作り上げていく。そのうえで、お客様のご予算にもできるだけ合
わせるようにデザインや製作方法を考えることも可能です。 
それが桐里工房の家具なのです。 
 
桐たんすは、リフォームすることが可能です。 

大切な桐たんすだから、永く使い続けたい。祖母の嫁入り道具だった桐たんすを、再び、娘の
嫁入り道具としてよみがえらせたい。そんなお客様の気持ちにお応えできるのが、桐たんすの
更生修理です。 
 
桐里工房で、桐たんすの更生修理が可能なのも、桐を理解し、 
桐を扱える本物の技術をもった職人がいればこそ、なのです。 
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■お客様の声  

●久留米市在住 Ｈ様 
二十数年のおつきあいをしています。はじめは、祖母の百年程前の
桐だんすの再生でした。このたんすもみごとに甦り、リビングで大活躍
をしています。 
 今回、家を新築するにあたり、数奇屋の家に合ったテーブルでした。
今まで使っていたテーブルは家には合わず、相談したところぴったり
のテーブルに手入れをして頂きました。屋久杉でしたが、その手ざわ
りの柔らかな吸いつくような優しい仕上がりに感動しています。いつも
いつも、私のかたわらで優しくすわっているテーブルや家具にほっと
しています。 

●大分市在住 Ｎ様 
 貴社益々の御清栄のことお喜び申し上げます。 
御年賀拝見しました。 
コツコツと巧の技を発揮され18年度に2回も大賞を受けられ 
誠におめでとうございます。 
百年前の古タンスから始まったご縁でご夫婦様と 
知り合いになれたこと喜んでます。 
年賀に書いたシミのこと気になされないで下さい。 
お気持だけで結構です。 
時期黄綬褒章も近くですね。奥様によろしくお伝え下さい。 
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【桐たんすや無垢板家具の更生方法】 
桐里工房のリフォームの施工方法には４つの方法があります。 
（１）伝統的更生 
    できるだけ新品の状態に戻すこと 
（２）サイズ変更の更生 
    昔の大きめの桐たんすをカットして小さくしたり、数本に分割してリフォームが 
    できます。 
（３）デザインを変えて更生 
    和風の古い家具類を洋間やマンションの一室にマッチするデザインにアレンジして 
    更生します。 
（４）アンティーク仕上げの更生 
    時代物の美しさや風合いを残したうえで、その味わいを 生かしながら 
    新しく更生する方法です。 

桐箪笥のリフォーム例 

更生前 

更生後 

更生前 更生後 
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ｃ）図面がなくても形にできる職人力 
 
お客様の頭の中にあるイメージを形にするには、必ずしも図面は必要ではありません。 
桐里工房の職人力は、ラフスケッチからでも、家具の形に仕上げることができます。 
なぜなら、桐里工房の家具づくりは、昔ながらの手作業・手仕事が基本。 

ベテランの家具職人たちの熟練の技と桐里工房ならではのチームワークで、図面にできな
い、数字で表せない絶妙なラインを形にしていくことができるのです。 
 
もちろん、複雑な家具は、きちんと図面を起こしたうえで、家具製作に取りかかります。 



③．商品開発・デザイン力 

桐里工房が「本物だ」と呼ばれるのには、理由があります。 
 

ａ）桐の素材を生かし、和を追求したデザイン力 
 
桐里工房の桐家具は、伝統的な桐箪笥だけではありません。 
昔から火鉢として親しまれてきた桐材を使って、囲炉裏付のダイニングテーブルや、 
テーブルにピッタリのすわり心地のよりダイニングチェアなどを開発。 
 
現代の生活にピッタリ合う桐家具を 
作り上げています。 
 

 

ｂ）世界に通じるグローバルデザイン力 
 
桐里工房の桐家具は、伝統的な桐箪笥だけではありません。 
 
羊毛桐材を使ったオリジナル商品「桐眠ベッド」を開発しています。 
羊毛桐材とは、総桐の床材の中にサーモウールを閉じ込めることで、 
抜群の断熱効果と通気性が生み出され、 
結露防止と防カビ・防ダニの効果を 
うみだしています。 
 
桐の性質とサーモウールの性能が 
ミックスされることで生まれたパワーが、 
人体をやさしく包み込み、 
快適で深い眠りを作りだします。 
 
※「羊毛桐材を活用した組立 
ベッド等桐製品の開発及び製造販売」で、 
地域産業資源活用事業計画の認定を 
受けています。 
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競争型ビジネス 

顕在化した欲求に 
競争力の強い商品を 

市場創造型ビジネス 

創造的ものづくり 

潜在的な強い欲求に 

感動的な商品を 

ニッチビジネス 

下請けビジネス 

スモールビジネス 

いいことをゆっくりと 

愉しく 

市場の大きさ・大 

市場の大きさ・小 

消費者の 
欲求 

顕在化 

消費者の 
欲求 
潜在的 

現在の桐里工房 

桐里工房が 
目指す方向性 

・家業、 
・下請けビジネス、 
・中小企業（顧客に追従） 

・大企業中心 

７．これからの事業展開 
 （１）これからの経営戦略・方向性 

桐里工房は、これからも、 
「粗悪品を世に送らず」を理念として、 
本物のなかの本物を目指す家具づくりを続けてまいります。 

出所：「感性価値の市場規模推計に関する調査研究」 
     みずほ総合研究所 2009年 

家具・インテリアの感性価値の市場規模は、 
9,688億円と推定されており、 
潜在的な需要は大きいと考えられる。 
 
※感性価値とは、 
「機能、信頼性、価格を超える第四の価値軸」、 

「生活者の感性に働きかけ、感動や共感を得ること
によって顕在化する価値」 
  経済産業省：感性価値創造イニシアティブによる 
          定義 
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蓄積した知的資産 

①「桐」に対する情熱・こだわり 

②職人力 

③商品開発力・デザイン力 

桐にこだわる 

家具作りの深化 

桐箪笥の 

更生の取組み 

新材料を使った 

家具作りの取組み 

今後の事業分野 

桐以外の木材を使用し、新たな
家具作りの可能性を広げていき
ます。 

ご要望の多い桐箪笥の更生（修
理・再生）に力を入れていきます。
将来的には、専門会社の設立も
視野に入れています。 

家具作りのみにとどまらず、家具職人
の育成や桐の植林活動への取組みを
通じて、桐里工房の強みを深化させて
いきます。 
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桐里工房のものづくりコンセプト 
 
伝統的家具を含めた、３つの柱でコンセプトを構築 
 
＜日本人の家具作りとは＞感動的な商品作り 
 
１．伝説〔LEGEND〕  
  伝説にまつわる木や道具を使った家具 
   創作的伝統家具 
   家具の修理構成 
   古い家具のデザインリニューアル 
 
２．倭人伝〔wajinden〕  
  日本の原点とは何か、あるいは外国から見える日本の住まいや 
  家具とはどんな形なのかを問いかける。 
   座の生活空間の提案 
   床のデザイン商品の開発 
 
３．森の木精〔kodama〕 
   九州の森の中から生まれる家具 
    ナチュラルモダン家具 
    シンプルモダン 
    工房家具・現代家具 
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７．これからの事業展開 
 （２）今後、蓄積すべき知的資産 

１．計画的な人材採用と人材育成 
   家具職人が、ひとりで桐箪笥を作れるようになるには、 
   １０年かかります。 
   だからこそ、計画的な人材採用と育成に取り組む必要が 
   あると考えています。 
 
 
 

 
 

２．マネジメント力の強化 
   今後の発展のために、組織としてのマネジメント力の強化が 
   必要であると考えています。 
   徐々に、職務権限の委譲などに取り組んでいるところです。 
 
 
    

 
 

３．販売力の強化 
   さらなる販路開拓が必要であると考えています。 
   東京や大阪など都市部のアートギャラリーなどとのコラボレーションを視野に 
   入れています。 
   また、積極的に展示会などに出展していきます。 
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「ＬＩＶＩＮＧ＆ＤＥＳＩＧＮ展」（2010年9月29日～10月2日）に 
出展の様子 



７．これからの事業展開 
 （３）これからの事業計画 ①スケジュール 

短期（～2014年3月） 中期（～2016年3月） 長期（～2020年3月） 

桐
に
こ
だ
わ
る
家
具
事
業 

 

・羊毛桐材を使用した、イス、ソファ、
ベッド類の実売商品（高齢者用)開
発。 
 

・羊毛桐材の床への応用デザイン
の開発・商品化。 
 

・インターネット販売として大川のｏ
ｋａｗａｊａｐａｎプレミアムマーケットで
のＰＲ販売の実施。 

・羊毛桐材の床材商品を建築
関連業者にもアピールして商品
販売を実施。 
 

・デーブル、イス、ソファ、ベッド
類をさらに深化させ、販売につ
なげるよう専用のパンフレットを
製作する。 
 

・徹底したインターネットによる
販売の実施 

・大川の市木である、桐の植
栽を行い、桐の産業の業者様
とビジネスマッチングを行い、
桐の商品群を構築して、大川
のブランド商品作りを行う。 
 

・桐を活かした観光化事業、市
の活性化を、行政や市民グ
ループとともに行う。 
 

・ホームページや、ブログ、ツ
イッター、フェイスブックの連動
による観光木工のイメージアッ
プ。 

新
材
料
を
使
っ
た
家
具
作
り
の
取
組
み 

・大川榎津指物桐タンス振興会と
連動させて新規の「九州の森から
生まれる家具」というコンセプトをも
つデザイン案を会員と共にプロ
デュース。試作から商品作りを行い
選定していく。 
 

・テーブル等は、木材業者との連携
によって、資材のストック乾燥を行
う。 
 

・海外（ドイツなど）へ視察旅行を行
う。 
 
 

・選定よって生まれた試作品等
を一同に集め、製作から流通、
販売までの総合的なビジョンを
作り上げ、事業を行う。 
 

・デパート、ギャラリー等に加え、
モデルハウス等の建築関連業
者にもイメージビジネスを図る。 
 
・海外(ドイツなど）輸出に取り組
む準備を始める。 
 

・新ブランドを立ち上げる。こ
の商品群の家具のみによる国
内、海外の展示会への出展。 

桐
箪
笥
の
更
生
専
門
工
房 

・桐里工房が行う独特の４つの更
生方法をアピールする。 
 
・積極的なＰＲの実施。 
 

・ブログ、ツイッター、フェイスブック
を連動させてＰＲを行う。 
 

・インターネット販売として大川のｏ
ｋａｗａｊａｐａｎプレミアムマーケットで
のＰＲ販売の実施。 

・専用パンフレットの作成、運送
業者との契約等、全国受注に
向けたインフラ整備。 
 

・専用ホームページを立ち上げ、
詳細な説明と内容を伝えていく。 

・受注量に見合った人数体制
を整える。 
 

・受注状況に合わせて、専門
会社としての分離を図る。（修
理工房として５名程度でのス
タート） 
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７．これからの事業展開 
 （３）これからの事業計画  ②ＫＰＩ（重要業績指標）の目標 

分 類 項 目 
KPI 

現 在（2013年3月） 将 来（2016年3月） 

桐箪笥の 
更生 

①更生件数 
３本／月 
半年待ち 

９本／月 
３か月待ち 

※アンティーク仕上げを
加えるため、更生は早く
仕上げられる。 

②担当する職人数 
現状は、１人が担当して
いる。 

３人に増員（教育）する。 

営業・配達・集荷人員と
して１名。 

新材料での
家具作り 

①商品アイテム 
桐以外の材質を使った
家具作り 
現状数：  ３ 種類   

商品アイテム数  
      ２０ 種類  

職人力の 
強化 

①計画的な人材育成・採
用 

中堅的な人材層が薄い 
 11～20年：3人 
 21～30年：1人  

５名の職人を養成してい
く。  

販売力の 
強化 

①新たな販路開拓として
のアートギャラリー 

現状 ３社 
 九州：２社 
 関東：１社 

 ６社 
  九州：２社、中国１社 
  関西：１社、関東２社 

②商品説明ができる 
 職人の育成 

現状 ２人   ３人 

業  績 
（ＫＧＩ） 

売  上 ８，５００万円(予定） １億２，０００万円 
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■アンケート 「桐里工房のいいところや自慢できるところ」 

このたびの「ちからの経営」設計書の作成にあたり、従業員にアンケートをとりました。 

質問「あなたが、お客さまに桐里工房のいいところや自慢できるところをお伝えする場合に、
どのようなことを話しますか」 

 
・桐里工房の一番よいところは、一品製作のために、消費者が本当に必要とするサイズや 
 色、材質やデザインを自由にオーダーしながら一緒に考え作り上げることができること。 
 また、相談していただければ、価格もお客様のご予算に近い価格で提供できること。 
 
・ひとりの職人が、責任をもって最初から最後まで仕上げること。 
・機械は、基本的な切る・削る等で、ほとんど手作業です。 
・木の動き、伸び、縮み等、将来どのように動くか等を、今の時点で計算して作成していく。 
 
・基本的には無垢材を使って作っていること。 
・手作業によって製作にあたっていること。 
・伝統的な桐タンスから現代のデザインにも合うものまで、作っていること。 
 
・桐タンスや箱類、最上材料であること。 
 
・創業が長いところ。 
・昔と同じ作り方 
・すべて無垢材を使用していること。 
・桐材の素晴らしさ（やわらかい、温かい、軽い） 
・お客さんの注文通りに作ることができる技術と柔軟性がある。 
 
・職人が塗装の前の木地までは一人で作ることが普通であること。 
 
・手づくりなので、サイズや形状のさまざまなオーダーが可能であること。 
 
・桐という素材の良さ（環境に対して、人体に対してなど） 
・職人の手づくりの良さをアピールしたい。 
 
・桐の長所や良いものを作る努力を、常に考えて対応しているところ。 
 
・桐タンスは湿気に対応するタンスで、膨張して衣類を守ります。 
 火事の時でも水をかけると、膨張して中のものが燃えずに助かったことがあります。 
・年数が経ったタンスも、もう一度、再生することができるタンスです。 
 
・桐里工房は、働きやすい工場です。 
・一般家具とは違って、軽くて伝統工芸品です。 
・体によい塗装仕上げになっています。 
・整理たんすを使っています。私の宝物です。 
 



問い合わせ先  

  

 現在、企業競争力の源泉は土地や建物、機械などの有形資産から、企業風土や組織力、
ブランドや技術、ノウハウなど、いわゆる見えない資産（知的資産）に移行しています。 
 

 知的資産経営とは、持続的に利益を生み出すために、自らの有する固有の能力（見えな
い資産）を強化し進化する経営手法を意味し、利害関係者との情報共有を図ることを目的
に文書化したものを知的資産経営報告書と呼んでいます。 
 

 平成１７年１０月、経済産業省は「知的資産経営の開示ガイドライン」を発表し、報告
書の構成や評価指標について指針を示しました。福岡県中小企業団体中央会は、ガイドラ
インに準拠した文書を「ちからの経営」設計書と名づけ、地域中小企業への普及を推進し
ています。 

ちからの経営＜知的資産経営＞とは   

 

 記載内容は、本書の作成日現在において入手可能な情報をもとに、当社の判断にて記載
しております。取り巻く経営環境の変化によって、これらの記載内容などを変更すべき必
要が生じることもあり、当社が将来にわたって予想する業績等を保証するものではありま
せん。 

本書の取扱について   

 

この本「ちからの経営」設計書の作成にあたっては、本書記載内容につき、 

その客観性を維持・向上させる趣旨から、次に掲げる専門家・機関のご支援を賜りました。 
 

・ユアブレイン・オフィス 代表（中小企業診断士） 千葉真弓氏 

・福岡県中小企業団体中央会 企業支援室 

 

桐里工房 

 

担 当  代 表  稗田 正弘 

住 所  福岡県大川市榎津大川市榎津74-3    

連絡先  電 話 0944-86-3938  ＦＡＸ 0944-88-2281 

ＵＲＬ  http://www.kirikoubou.com/ 
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