常葉大学

造形学部

〒420-0911 静岡県静岡市葵区瀬名１-２２-１
TEL.054-263-1125(代) FAX.054-261-2097
http://www.tokoha-u.ac.jp/
kozu@tokoha-u.ac.jp

シズオカ
アート・クラフト

(株) ヤマト
取扱
小型マッサージ機
品目

〒130-0011東京都墨田区石原4-11-13 大塚ビル1F
TEL.03-6909-4114 FAX.03-3623-8400
http://www.k-yamato.co.jp
yamato-u@yacht.ocn.ne.jp

(有) 丸藤

福井木工所

取扱
鏡台、
ドレッサー、チェスト
品目

取扱
箱物全般
品目

〒421-0115 静岡県静岡市駿河区みずほ１丁目２７-７
TEL.054-258-2412 FAX.054-258-2425
marufuji@cy.tnc.ne.jp

〒422-8053 静岡県静岡市駿河区西中原１丁目８-２４
TEL.054-285-0493 FAX.054-285-9874
http://www.fukuken-kagu.com
info@fukuken-kagu.com

(株)玉川きこり社
取扱品目

木工品

〒421-2222 静岡県静岡市葵区桂山７１２-４
TEL.054-292-2730 FAX.054-292-2770
http://kicorisha.com info@kicorisha.com

Mt.FUJI WOOD PROJECT
取扱品目 富士山麓ひのき製グッズ
「森のはがき」
「オーナメントコースター」
「チャーム（ストラップ）」
「オーナメント」
「ペン立て」
〒418-0108 静岡県富士宮市猪之頭７９７
TEL.0544-52-0760 FAX.0544-52-0760
http://www.mtfuji-wpj.com/ info@mtfuji-wpj.com

(有)ウッドニー
取扱品目

木製オルゴール、時計、温湿度計、
スリッパラック、ゴミ箱、一輪挿し

〒421-1222 静岡県静岡市葵区産女１０３１-７
TEL.054-297-5180 FAX.054-297-5181
http://www16.plala.or.jp/woodny/
woodny-s@blue.plala.or.jp

遊木舎 西尾（株)
無垢
取扱 ダイニング・リビングから小物雑貨まで、
品目 の家具に包まれた暮らしをご提案致します。
〒426-0007 静岡県藤枝市潮１０６-１
TEL.054-641-1305 FAX.054-644-6119
http://www.yu-bokusha.com/
info@yu-bokusha.com

(株) マルミヤ

(有) 藤原木工
取扱 リビング/ダイニング/ベッドルーム
品目 トータルアイテム

取扱
ダイニング・リビング家具
品目

〒422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡３丁目１４番２８号
TEL.054-282-5500 FAX.054-283-3903
http://www.marumiya-kagu.co.jp
info@marumiya-kagu.co.jp

〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川２丁目９番地１８
TEL.054-285-1904 FAX.054-284-7057
http://www.f-fujiwara.co.jp
info@f-fujiwara.co.jp

抗菌富士〈㈲岩倉溶接工業所×三光製作㈱〉
取扱品目

”抗菌めっき”を施した富士山グッズ

〒427-0011 静岡県島田市東町２０９３-１
TEL.0547-37-4585 FAX.0547-37-5208
http://www.koukinfuji.com メール/ホームページ内から

工房まつした
取扱品目

木工品。木の皿・お皿やスプーン・
ペンダント・かんざし等々の生活小物

〒720-2111 広島県福山市神辺町上御領１２８７-４
TEL.084-965-0180 FAX.084-965-0180
http://www.geocities.jp/kobomatu
kobomatu@ybb.ne.jp

Ｕｍ Ｄｉｍｍ
蚊遣り、キャンドルスタンド、バスケット、
ティッシュカバー、風鈴、キースタンド、花器、
トレー
など、鉄の素材の作品
取扱品目

〒333-0844 埼玉県川口市上青木５-２３-９
TEL.048-266-1922 FAX.048-266-1922
https://umdimm.stores.jp umdimm@work.odn.ne.jp

pa．
co．
取扱品目

木を素材とした木工アート作品。
人形、ブローチ、オブジェ、額絵、箱等

〒202-0003 東京都西東京市北町２-１７-５
http://ameblo.jp/pacomatu/
ma-904-ma-@ezweb.ne.jp

プロパノータ ドット コム
取扱品目

廃棄処分となるガスボンベを楽器に
リサイクル「音の出るインテリア」

〒426-0034 静岡県藤枝市駅前３-９-１１
TEL.054-645-4303 FAX.054-645-4303
http://www.propano-ta.com/ propanota@gmail.com

(株) 渡辺家具
取扱 チーク無垢材を使用したインドネシア産
品目 輸入家具

〒485-0069 愛知県小牧市藤島町梵天１３５
TEL.0568-76-2287 FAX.0568-72-3752
http://www.watanabekagu.jp
hide510922@yahoo.co.jp

(有) もりかね商店

(株) プロシード

【徳島県木竹工業協同組合連合会】
取扱
ジュエリーチェスト、コレクションボード
品目

〒770-0874 徳島県徳島市南沖洲１丁目３-４０
TEL.088-664-0350 FAX.088-664-1919
morikane0350@mc.pikara.ne.jp

カウンターチェアー、
取扱 オフィスチェアー、
品目 ベッドガード
〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１２-６２
TEL.072-653-1433 FAX.072-653-1249
http://www.proceed.jp.net/
pro.ceed@eos.ocn.ne.jp

デザイナーズ
サテライト

(株)タミヤ
タミヤ製品（スケールモデル、パーツパネル
コレクション・マスターワークコレクションなど完成品）
取扱品目

〒422-8610 静岡県静岡市駿河区恩田原３-７
TEL.054-286-5105（代）
http://www.tamiya.com

aza.mikanyama photo works

あぜくら

モノクロームのスナップ写真
（暗室で焼き付けた真四角写真）被写体は東京の
ストリート。写真、ポストカードの展示と販売。

(有) 森下木工所・家具屋 校倉

取扱品目

ソファ、チェア、
取扱 ダイニング・リビング家具、
品目 チェスト、
ベッド、仏壇、特注家具

〒424-0926 静岡県静岡市清水区村松２３８３-１
TEL.090-9175-1977
http://aya.if.tv aya77@me.com

望月屏風店【静岡雛具人形組合】
取扱品目

御人形、雛道具、お屏風、和小物

〒422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田７２３-２３６
TEL.054-281-8432 FAX.054-284-5806
http://www.mbbt.co.jp info@mbbt.co.jp

御人形処 左京【静岡雛具人形組合】
取扱品目

静岡デザイン専門学校
〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠２-１９-１５
TEL.054-252-1766 FAX.054-252-1968
http://www.sdc.ac.jp
washizu@sdc.ac.jp

〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島２８１１番地
TEL.054-286-3203 FAX.054-286-8523
http://aze-kura.com
sazekura@d4.dion.ne.jp

(株) 松永家具
リビングボード、
リビングテーブル、
取扱 TVボード、
品目 ダイニングテーブル、
ドレッサー、チェスト
〒426-0009 静岡県藤枝市八幡７１０
TEL.054-641-2318 FAX.054-644-5136
http://www.matsunagakagu.co.jp
info@matsunagakagu.co.jp

御人形、雛道具、お屏風、和小物

〒420-0067 静岡県静岡市葵区幸町２-８
TEL.054-253-4828 FAX.054-253-4177
http://www.sakyou.co.jp info@sakyou.co.jp

高木人形【静岡雛具人形組合】
取扱品目

御人形、雛道具、お屏風、和小物

〒436-0022 静岡県掛川市上張３１８
TEL.0537-22-6165 FAX.0537-24-4348
http://takaginingyou.co.jp/
takaginingyo-k@ai.tnc.ne.jp

人形の雛常【静岡雛具人形組合】
取扱品目

御人形、雛道具、お屏風、和小物

ヤマカ産業 (株)

〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山３丁目３-２３
TEL.054-647-5720 FAX.054-647-5721
http://www.hinatsune.jp hinatune@thn.ne.jp

にんぎょっ子【静岡雛具人形組合】
取扱品目

御人形、雛道具、お屏風、和小物

〒421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田４-１０-２１
TEL.054-257-3983 FAX.054-257-5786
http://www.ningyocco.com

しずおか夢デザインコンテスト
〒420-0838 静岡県静岡市葵区相生町１-１
TEL.054-247-1160 FAX.054-247-1178
support@shizushin.co.jp

取扱
民芸家具、無垢ダイニングテーブル
品目

〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川１丁目１４-２３
TEL.054-283-4161 FAX.054-285-2160
http://www.yamaka.ne.jp
info@yamaka.ne.jp

(有) マルイケ
取扱
和家具
品目

〒420-0064 静岡県静岡市葵区本通１０丁目１番２号
TEL.054-255-0417 FAX.054-251-7322
http://www.sunpunokagu.co.jp
info@sunpunokagu.co.jp

