


杉杉 -Japanese cryptomeria--Japanese cryptomeria-

hita

本州、四国、九州に分布する日本の代表的な樹種のひとつである「杉」本州、四国、九州に分布する日本の代表的な樹種のひとつである「杉」
木材というとすぐに、多くの日本人は「スギ」という言葉が浮かんでくるほど木材というとすぐに、多くの日本人は「スギ」という言葉が浮かんでくるほど
誰もが知っている木材です。誰もが知っている木材です。
日本の杉の産地として有名な秋田、吉野などとともに、大分県日田市は日本の杉の産地として有名な秋田、吉野などとともに、大分県日田市は
杉の産地として知られ、九州三大美林に数えられます。杉の産地として知られ、九州三大美林に数えられます。
日田の豊富な水源と盆地という土地が育てたまっすぐでしなやかな日田杉。日田の豊富な水源と盆地という土地が育てたまっすぐでしなやかな日田杉。
木材のもつ癒し効果や杉の調湿効果、国産材の有効利用など、木材のもつ癒し効果や杉の調湿効果、国産材の有効利用など、
杉は今、改めて見直されています。杉は今、改めて見直されています。

豊かな森と水が育んだ日田の杉。豊かな森と水が育んだ日田の杉。
杉の産地日田で生まれた杉の家具。杉の産地日田で生まれた杉の家具。



60～80年の長い年月をかけて成長した杉材は全体に色目も揃い、強度、色艶、しなやかさ等申し分ない材質を生み出しています。
この上質な杉材を、更に強度を上げ、品質を安定させる為に加工を行います。

自然乾燥 人工乾燥設備 木取り 皮を剥ぐ

浮造り 完成

約1年間、野外に積み重ねてゆっくり
と自然乾燥します。通気を良くする
為、間に桟を挟みながら積み重ね、
含水率20％～25％程度まで
乾燥させます。

自然乾燥させた後は更に人工乾燥機
を用い、1ヶ月～1ヶ月半かけて含水
率8％まで一旦下げます。
その後、養生期間として約2週間程
空気中に慣らします。

木質感を強調する為、木材の表面を
ブラシ状の研磨材で研磨して木目に
凹凸をつくる技法です。
硬い木目を残す事で、通常よりキズ
がつきにくいのも特徴です。

狂いや割れを防ぐだけでなく、加工や
塗装の向上、形状の安定等を図る上で
最も重要なプロセスとして何度も
試行錯誤を重ねた末にたどり着いた
当社独自の工法です。

乾燥を終えた杉材はベテランの
職人の厳しいチェックをうけ、必要
な長さに木取りしていきます。
この時に割れが無いか一緒に
チェックします。

杉の皮は鎌を使って手作業で剥いで
いきます。薄皮だけ残し、細かな隙間
は、回転ブラシをかけて薄皮を取って
いきます。こうする事で、木をそのまま
切ったような質感になります。

節の処理（NC加工） 塗装
杉材の塗装には専用の塗料を用いて
塗装を行います。杉材の弱点を補い、
高い硬度と耐凹み性が得られる
塗装方法です。

杉材そのものの風合いを生かし、
あえて天板や木肘等に節有り材を
使用しています。節の中でも死に節
と呼ばれる空洞化したものは、埋め
る処理を行っています。



家族団らんの時間に、家族みんなで家族団らんの時間に、家族みんなで
円卓を囲む。やさしい円のかたちは円卓を囲む。やさしい円のかたちは
家族の縁を強めるかたち。家族の縁を強めるかたち。

Thuis　Thuis　-トイス--トイス-

トイス２P 右OA（W1870　D830　H780  SH400）トイス１P回転 （W570　D670　H920  SH400） トイスベンチ＃187 （W1870　D810　H400）ADT-266 #125 （W1250　D1250　H650）



家族団らんの時間に、家族みんなで
円卓を囲む。やさしい円のかたちは
家族の縁を強めるかたち。

トイス２P 右OA（W1870　D830　H780  SH400）

Thuis　-トイス-

トイス１P回転 （W570　D670　H920  SH400）

トイスベンチ＃187 （W1870　D810　H400） トイスベンチ＃107 （W1070　D630　H400）



風早３P （W1580　D840　H700  SH400）風早１P （W610　D630　H700  SH400） 風早ベンチ （W1320　D560　H400）ADT-266 #125 （W1250　D1250　H650）

風早風早　-かざはや--かざはや-

心地良い時が流れる上質な暮らし。心地良い時が流れる上質な暮らし。
丸いテーブルを中心に、丸いテーブルを中心に、
家族で過ごす寛ぎの空間。家族で過ごす寛ぎの空間。



風早３P （W1580　D840　H700  SH400） 風早１P （W610　D630　H700  SH400）

風早ベンチ （W1320　D560　H400）

＃90、#110サイズもございます。

ADT-266 #125 （W1250　D1250　H650）



LLS-L （W4000　D700～800　H350）

世界にひとつの我が家のテーブル。世界にひとつの我が家のテーブル。
杉の個性豊かな表情をそのまま生かした自然がデザインしたテーブルです。杉の個性豊かな表情をそのまま生かした自然がデザインしたテーブルです。
あなたの暮らしにぴったりな長さで、ひとつひとつ丁寧にお作りします。あなたの暮らしにぴったりな長さで、ひとつひとつ丁寧にお作りします。

杉ロングテーブル杉ロングテーブル



テーブル長さは10センチ単位でオーダーが可能です。



LLD-XS　（W1500　D700～800　H650）

テーブル長さは10センチ単位でオーダーが可能です。

ローボードBS140 （W1400　D495　H420）風早１P回転 （W610　D630　H710  SH400）

オーダーメイドで作る我が家にぴったりなダイニング。オーダーメイドで作る我が家にぴったりなダイニング。
手仕事で作る杉の自然縁。本物の表情と質感をお楽しみください。手仕事で作る杉の自然縁。本物の表情と質感をお楽しみください。

杉ダイニングLLD杉ダイニングLLD



棚板は下に下ろしても使えます。

BS140 （W1400　D495　H420）

ローボードローボード
BS140 （W1400　D495　H420） BS170 （W1700　D495　H420）



LS125 （W1250　D1250　H400）

床に近い暮らしは日本人にとってほっとする高さ。
丸くやわらかいかたちは和みの空間を作ります。
毎日の暮らしを豊かな生活空間に。

リビングテーブルLSリビングテーブルLS



 天板には、ポリウレックスエコHH(ハイハード)シーラーを使用。
下地として3度の重ね塗りをすることで杉材の弱点である
柔らかさを補い、高い硬度や耐凹み性を得ることができます。
耐木目ヤセの効果もあるため、安心して長くお使いいただけます。

エコHHシーラーエコHHシーラー

うづくりうづくり

木質感を強調するために、うづくり技法を施しています。
木材の表面をブラシ状の研磨材で研磨して、木目に凹凸をつくる
技法です。硬い木目を残す事で、使い込まれたような素朴な木質
感を表現しています。
また通常よりキズがつきにくいのも特徴です。

杉ロングテーブル・杉ダイニングLLDは杉の自然木の耳を
そのまま生かしたデザインです。

自然縁自然縁



トイス２P右OAトイス２P右OA
w1870  d830　h780　sh400

F-C  本体価格 \132,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

*２P左OAもございます。

トイス ベンチ＃187トイス ベンチ＃187
w1870  d810　h400 

F-C  本体価格 \90,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

トイス２P両肘トイス２P両肘
w1870  d830　h780　sh400

F-C  本体価格 \136,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

トイス１P回転トイス１P回転
w570  d670　h920　sh400 

F-C  本体価格 \78,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

トイス ベンチ＃107トイス ベンチ＃107
w1070  d630　h400 

F-C  本体価格 \66,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

ADT-266ADT-266
#90

w900　d900　h650

本体価格 \96,000

#110

w1100　d1100　h650

本体価格 \114,000

#125

w1250　d1250　h650

本体価格 \130,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

ASAHI SUGI FURNITURE



風早３P風早３P
w1580　d840　h700　sh400

F-D  本体価格 \134,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

風早ベンチ風早ベンチ
w1320　d560　h400 

F-D  本体価格 \68,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

リビングテーブルLSリビングテーブルLS
LS90

w900　d900　h400 （350） 

本体価格  \94,000

LS110

w1100　d1100　h400 （350） 

本体価格  \118,000

LS125

w1250　d1250　h400 （350） 

本体価格  \138,000

*（　）の中は継脚を外した高さです。

□塗装対応　（OS色・SG色）

ローボードローボード
BS140

w1400　d495　h420

本体価格 \110,000

BS170

w1700　d495　h420

本体価格 \122,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

LLD-XS w～1500  d700～800　h650（脚２本）

本体価格 \124,000

LLD-SS w1600～2100（脚２本）

本体価格 \134,000

LLD-S w2200～2700（脚３本）

本体価格 \162,000

LLD-M w2800～3300（脚３本）

本体価格 \176,000

LLD-L w3400～4000（脚３本）

本体価格 \192,000

*テーブルの長さは1.5メートルから４メートルまで10センチ単位でオーダーできます。

杉ダイニングLLD杉ダイニングLLD

LLS-XS w～1500  d700～800　h350（脚２本）

本体価格 \112,000

LLS-SS w1600～2100（脚２本）

本体価格 \122,000

LLS-S w2200～2700（脚３本）

本体価格 \144,000

*テーブルの長さは1.5メートルから４メートルまで10センチ単位でオーダーできます

LLS-M w2800～3300（脚３本）

本体価格 \158,000

LLS-L w3400～4000（脚３本）

本体価格 \174,000

杉ロングテーブル杉ロングテーブル

風早１P回転風早１P回転
w610  d630　h710　sh400 

F-D  本体価格 \64,000

□塗装対応　（OS色・SG色）

表示価格に消費税は含まれておりません。






