ASAHI SUGI FURNITURE
天然の素材であるである木は、木目・色・節（ふし）の入り方など
一枚一枚表情が豊かで、それぞれに個性があります。
同じ材種であっても育った環境により、年輪の入り方なども
違っていて、わたしたちはその個性を大切にした商品づくりを
心がけています。
また、仕上げはひとつひとつ職人の手仕事によって行われます。

そのためカタログやお店の展示品とは節の入り方や色合いなどの
表情の異なるものが、お客様のもとに届くことでしょう。
お客様のもとでも、長く使うことで色合いは変化し傷もつき、
お客様の暮らしに合わせて変化していきます。
末永く大切に使ってただき、お客さまの暮らしに合った
世界に一つの家具へと育てていただければと思います。
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杉

-Japanese cryptomeria-

豊かな自然と歴史のまち、日田。

杉の産地日田で生まれた杉の家具。
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
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
杉の産地として知られ、九州三大美林に数えられます。
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。

hita

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様々な工程を行います。

自然乾燥
約1年間かけ、野外でゆっくりと
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。

節の処理（NC加工）
杉材そのものの風合いを生かすため、
天板など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、埋める処理を行います。

人工乾燥設備
自然乾燥させた後、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。

浮造り
木質感を強調する為、特殊な機械を
用いて木材の表面に木目の凹凸を
つける技法です。柔らかい部分を削り
硬い木目を残す事で、通常よりも
キズをつきにくくします。

木取り
乾燥を終えた杉材は、ベテランの
職人による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を一緒に
チェックします。

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。

皮を剥ぐ
杉の皮は鎌を使い、薄皮だけを残して
手作業で剥ぎます。次に回転ブラシを
かけて薄皮を取っていきます。
こうする事で、自然木をそのまま切った
ような質感になります。

完成
こうしていくつもの工程を経て
完成した家具をお客様の元へと
大切にお届けします。
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ムーラ

時を忘れるような極上の座り心地、
ぬくもり感じる木の質感。
リビングで過ごす時間が特別な時間になる。
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Thuis

-トイス-

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１P回転 （W570

D670

トイス２P 右OA（W1870

H920 SH400）

トイス２P 右OA（W1870

D830

トイスベンチ＃187 （W1870

H780 SH400）

D810

H400）
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H780 SH400）
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トイス１P回転 （W570

（W1250

D670
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Ｄ1250 H570～720）
#110サイズもございます。
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風早

-かざはや-

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、
家族で過ごす寛ぎの空間。

風早１P （W610

D630

H700 SH400）

風早３P

（W1580 D840

風早ベンチ （W1320

風早３P

（W1580 D840

H700 SH400）

D560

H400）
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ADT-266 #125
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D1250 H650）
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ADT-266 #125

D630

（W1250

H700 SH400）

D1250 H650）

＃90、#110サイズもございます。
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杉ダイニングLLD
オーダーメイドで作る我が家にぴったりのダイニング。
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。

風早１P回転 （W610

D630

H710 SH400）

LLD-XS

（W1500

D700～800

H650）

ローボードBS170 （W1700

D495 H420）

テーブル長さは10センチ単位でオーダーが可能です。

杉ロングテーブル
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。
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。

LLS-L

（W4000

D700～800

H350）

テーブル長さは10センチ単位でオーダーが可能です。

杉ダイニングLLD
オーダーメイドで作る我が家にぴったりのダイニング。
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。

風早１P回転 （W610

D630

H710 SH400）

LLD-XS

（W1500

D700～800

H650）

ローボードBS170 （W1700

D495 H420）

テーブル長さは10センチ単位でオーダーが可能です。

杉ロングテーブル
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。
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。

LLS-L

（W4000

D700～800

H350）

テーブル長さは10センチ単位でオーダーが可能です。

AST
節や木目、色、杉材の特徴をそのまま生かした
飾らないその姿は本物の豊かさを教えてくれます。

ASTφ150

（W1500

D1500

H380）

テーブル高さは380mmと420mmから選べます。

リビングテーブルLS
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。

LS125

（W1250

D1250

H400/350）

テーブル高さは継脚構造により350mmでもお使いいただけます。

BS170 （W1700

（W1400

D495

H420）

H420）

棚板は下に下ろしても使えます。

ローボード
BS140

D495

BS170

（W1700

D495

H420）

アサヒ独自の乾燥技術
一般的に難しいとされる杉材の乾燥を自社で行います。
アサヒの基準は含水率10％以下です。（含水率･･･木材に含まれる水分量）
乾燥の工程は狂いや割れを防ぐ、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、辿り着いた当社独自の工法です。

うづくり技法
特殊な機械を用い、木材の表面の柔らかい部分を削り硬い木目を残すことで
木目に凹凸をつくる技法です。使い込まれたような素朴な木質感を表現し、
さらに通常よりキズをつきにくくします。

自然縁
杉ロングテーブル・杉ダイニングLLDのテーブルは杉の自然木の耳をそのままに
一枚一枚手作業によって皮をはぎ、自然木の形を生かしています。

エコHHシーラー
杉材の塗装には、ポリウレックスエコHH(ハイハード)シーラーを使用。
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。
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自然縁
杉ロングテーブル・杉ダイニングLLDのテーブルは杉の自然木の耳をそのままに
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エコHHシーラー
杉材の塗装には、ポリウレックスエコHH(ハイハード)シーラーを使用。
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。
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ムーラ１P

ムーラ２P

ムーラ３P

w880 d870 h800 sh410
F-B 本体価格 \186,000

w1600 d870 h800 sh410
F-B 本体価格 \306,000

w1900 d870 h800 sh410
F-B 本体価格 \338,000

□塗装対応

□塗装対応

□塗装対応

（OS色・SG色/
N-7色・BW-7色・W-7色）

トイス２P右OA

トイス１P回転

□塗装対応

（OS色・SG色/
N-7色・BW-7色・W-7色）

トイス ベンチ＃187

w1870 d830 h780 sh400
F-C 本体価格 \132,000

w570 d670 h920 sh400
F-C 本体価格 \78,000
□塗装対応

（OS色・SG色/
N-7色・BW-7色・W-7色）

w1870 d810 h400
F-C 本体価格 \90,000

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

□塗装対応

（OS色・SG色）

*２P左OAもございます。

トイス１P回転ストッパー付

トイス２P両肘

トイス ベンチ＃107

w570 d670 h920 sh400
F-C 本体価格 \83,000

w1870 d830 h780 sh400
F-C 本体価格 \136,000

w1070 d630 h400
F-C 本体価格 \66,000

□塗装対応

□塗装対応

□塗装対応

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

風早１P回転

風早３P

風早ベンチ

w610 d630 h710 sh400
F-D 本体価格 \64,000

w1580 d840 h700 sh400
F-D 本体価格 \134,000

w1320 d560 h400
F-D 本体価格 \68,000

□塗装対応

□塗装対応

□塗装対応

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

杉ロングテーブル
AT-329

LLS-XS w～1500 d700～800
本体価格 \112,000

w1200 d600 h400
本体価格 \80,000

LLS-SS w1600～2100（脚２本）
本体価格 \122,000

□塗装対応

LLS-S
w2200～2700（脚３本）
本体価格 \144,000

天板（OS色・SG色）
本体（N-7色・BW-7色・W-7色）

h350（脚２本）

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

*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

ASTテーブル
ADT-275
#110 w1100 d1100
本体価格 \138,000

h570～720

#125 w1250 d1250
本体価格 \148,000

h570～720

□塗装対応

φ100
φ1000 h380or420（脚４本）
本体価格 \156,000

φ180
φ1800 h380or420（脚５本）
本体価格 \334,000

φ120
φ1200 h380or420（脚４本）
本体価格 \190,000

φ200
φ2000 h380or420（脚５本）
本体価格 \386,000

φ150
φ1500 h380or420（脚４本）
本体価格 \254,000

（OS色・SG色）

*テーブルの高さは380mmと420mmから選べます。
□塗装対応 （N-7色・SG色）

リビングテーブルLS

ADT-266
#90
w900 d900
本体価格 \96,000

h650

LS90 w900
d900
本体価格 \94,000

h400 （350）

#110 w1100 d1100
本体価格 \114,000

h650

LS110 w1100 d1100
本体価格 \118,000

h400 （350）

#125 w1250 d1250
本体価格 \130,000

h650

LS125 w1250 d1250
本体価格 \138,000

h400 （350）

□塗装対応

*（ ）の中は継脚を外した高さです。
□塗装対応 （OS色・SG色）

（OS色・SG色）

杉ダイニングLLD
LLD-XS w～1500 d700～800
本体価格 \124,000
LLD-SS w1600～2100（脚２本）
本体価格 \134,000

h650（脚２本）

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

LLD-S
w2200～2700（脚３本）
本体価格 \162,000
*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。

ローボード
BS140 w1400 d495
本体価格 \110,000

h420

BS170 w1700 d495
本体価格 \122,000

h420

□塗装対応

（OS色・SG色）
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ムーラ１P

ムーラ２P

ムーラ３P

w880 d870 h800 sh410
F-B 本体価格 \186,000

w1600 d870 h800 sh410
F-B 本体価格 \306,000

w1900 d870 h800 sh410
F-B 本体価格 \338,000

□塗装対応

□塗装対応

□塗装対応

（OS色・SG色/
N-7色・BW-7色・W-7色）

トイス２P右OA

トイス１P回転

□塗装対応

（OS色・SG色/
N-7色・BW-7色・W-7色）

トイス ベンチ＃187

w1870 d830 h780 sh400
F-C 本体価格 \132,000

w570 d670 h920 sh400
F-C 本体価格 \78,000
□塗装対応

（OS色・SG色/
N-7色・BW-7色・W-7色）

w1870 d810 h400
F-C 本体価格 \90,000

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

□塗装対応

（OS色・SG色）

*２P左OAもございます。

トイス１P回転ストッパー付

トイス２P両肘

トイス ベンチ＃107

w570 d670 h920 sh400
F-C 本体価格 \83,000

w1870 d830 h780 sh400
F-C 本体価格 \136,000

w1070 d630 h400
F-C 本体価格 \66,000

□塗装対応

□塗装対応

□塗装対応

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

風早１P回転

風早３P

風早ベンチ

w610 d630 h710 sh400
F-D 本体価格 \64,000

w1580 d840 h700 sh400
F-D 本体価格 \134,000

w1320 d560 h400
F-D 本体価格 \68,000

□塗装対応

□塗装対応

□塗装対応

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

（OS色・SG色）

杉ロングテーブル
AT-329

LLS-XS w1000～1500 d700～800
本体価格 \152,000

w1200 d600 h400
本体価格 \80,000

LLS-SS w1600～2100（脚２本）
本体価格 \166,000

□塗装対応

LLS-S
w2200～2700（脚３本）
本体価格 \192,000

天板（OS色・SG色）
本体（N-7色・BW-7色・W-7色）

h350（脚２本）

LLS-M w2800～3300（脚３本）
本体価格 \208,000
LLS-L w3400～4000（脚３本）
本体価格 \228,000

*テーブルの長さは１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
□塗装対応 （OS色・SG色）

ASTテーブル
ADT-275
#110 w1100 d1100
本体価格 \138,000

h570～720

#125 w1250 d1250
本体価格 \148,000

h570～720

□塗装対応

φ100
φ1000 h380or420（脚４本）
本体価格 \156,000

φ180
φ1800 h380or420（脚５本）
本体価格 \334,000

φ120
φ1200 h380or420（脚４本）
本体価格 \190,000

φ200
φ2000 h380or420（脚５本）
本体価格 \386,000

φ150
φ1500 h380or420（脚４本）
本体価格 \254,000

（OS色・SG色）

*テーブルの高さは380mmと420mmから選べます。
□塗装対応 （N-7色・SG色）

リビングテーブルLS

ADT-266
#90
w900 d900
本体価格 \96,000

h650

LS90 w900
d900
本体価格 \98,000

h400 （350）

#110 w1100 d1100
本体価格 \114,000

h650

LS110 w1100 d1100
本体価格 \120,000

h400 （350）

#125 w1250 d1250
本体価格 \130,000

h650

LS125 w1250 d1250
本体価格 \140,000

h400 （350）

□塗装対応

*（ ）の中は継脚を外した高さです。
□塗装対応 （OS色・SG色）

（OS色・SG色）

杉ダイニングLLD
LLD-XS w1000～1500 d700～800
本体価格 \168,000
LLD-SS w1600～2100（脚２本）
本体価格 \182,000

h650（脚２本）

LLD-M w2800～3300（脚３本）
本体価格 \230,000
LLD-L w3400～4000（脚３本）
本体価格 \250,000

LLD-S
w2200～2700（脚３本）
本体価格 \212,000
*テーブルの長さは１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。
□塗装対応 （OS色・SG色）

ローボード
BS140 w1400 d495
本体価格 \144,000

h420

BS170 w1700 d495
本体価格 \158,000

h420

□塗装対応

（OS色・SG色）

ASAHI SUGI FURNITURE
天然の素材であるである木は、木目・色・節（ふし）の入り方など
一枚一枚表情が豊かで、それぞれに個性があります。
同じ材種であっても育った環境により、年輪の入り方なども
違っていて、わたしたちはその個性を大切にした商品づくりを
心がけています。
また、仕上げはひとつひとつ職人の手仕事によって行われます。

そのためカタログやお店の展示品とは節の入り方や色合いなどの
表情の異なるものが、お客様のもとに届くことでしょう。
お客様のもとでも、長く使うことで色合いは変化し傷もつき、
お客様の暮らしに合わせて変化していきます。
末永く大切に使ってただき、お客さまの暮らしに合った
世界に一つの家具へと育てていただければと思います。

ASAHI CO.,LTD.
www.asahi-mok.co.jp

本社 〒877-0071 大分県日田市玉川3-659
Tel：0973-23-5163 Fax：0973-24-5094
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