
SENDAN

Inter ior sty l ing book

SENDAN は全ての商品が受注生産品となります。特注、別注なども
承りますのでお気軽にお問合せください。ご相談、お見積のご依頼は
メールにて承ります。

協同組合　福岡・大川家具工業会
地域材開発部会

〒 831-0016　福岡県大川市大字酒見 221-3　TEL：0944-87-2038　FAX：0944-88-2004

okawa-sendan.jp

mail@okawa-sendan.jp



SENDAN
Inter ior sty l ing book

早生広葉樹センダンを使った
家具のインテリアスタイルブック

「SENDAN」はサスティナブルな木材である
早生広葉樹センダンを活用したライフスタイ
ルを提案するブランドです。
協同組合　福岡・大川家具工業会に参加して
いる約 20 社の家具メーカーがセンダン材を
使い、製作した家具をそれぞれのインテリア
シーン別にご提案します。

センダンの美しい木目を活かした家具をぜひ
ご覧ください。
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SD01 cupboard ／（株）丸仙工業　→ p.23
SD01 kitchen ／（株）丸仙工業　→ p.23
SD01 dinning table ／（株）丸仙工業　→ p.22
ジェントアーム L チェア／モリタインテリア工業（株）　→ p.22
センダンＰＣハイスツール（Ｈ）／（株）たかやま　→ p.26

Kitchen&Dining
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センダンリビングテーブル／（株）東馬　→ p.24
センダン１８０ローボード／（株）東馬　→ p.23
センダン４０チェスト／（株）東馬　→ p.23
bolo Sofa 3P ／（株）酒見椅子店　→ p.24
bolo lounge chair ／（株）酒見椅子店　→ p.22

LINA 105KB ／（株）東馬　→ p.23
LINA 120 カウンター／（株）東馬　→ p.23
DIY キッチン／（株）丸仙工業　→ p.23
CNT01 Dining ／（有）貞苅椅子製作所　→ p.22
Comodo Arm ／（有）貞苅椅子製作所　→ p.22
センダンＰＣスツール／（株）たかやま　→ p.26
センダンＰＣハイスツール（Ｈ）／（株）たかやま　→ p.26

Kitchen&Dining Liv ing Room
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MITSUKI SHELF ／（株）志岐　→ p.25
円形テーブル／モリタインテリア工業（株）　→ p.22
アンコールチェア／モリタインテリア工業（株）　→ p.22
キルト 2P ソファー／古賀清木工（株）　→ p.24
キルト 125 リビングテーブル／古賀清木工（株）　→ p.24
センダンフレーム／手作り家具工房日本の匠（株）　→ p.27

Liv ing Room
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シャルール type2 TV ボード 2401 ／福山木工（株）　→ p.23
シャルールセンターテーブル 100 ／福山木工（株）　→ p.24
Ichiro 2.5P ／（株）酒見椅子店　→ p.24
モデルノ（センダン）／丸田木工（株）　→ p.25

SD01 livingboard ／（株）丸仙工業　→ p.23
SD01 sofa unit（2P）／（株）丸仙工業　→ p.24
SD01 sofa unit（3P）／（株）丸仙工業　→ p.24
SD01 sofa unit（コーナー）／（株）丸仙工業　→ p.24
シャルールセンターテーブル 100 ／福山木工（株）　→ p.24

Liv ing Room
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New Compact desk ／古賀清木工（株）　→ p.26
Rick Armless ／（有）貞苅椅子製作所　→ p.22
フリーシェルフＢ－ 180 Ｌ／（株）馬場木工　→ p.25

Work Space
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KD-Shelf ／（株）丸仙工業　→ p.25
ジェントアーム L チェア／モリタインテリア工業（株）　→ p.22
MITSUKI COAT RACK ／（株）志岐　→ p.27

Work Space
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学習デスクコンビⅡ／（有）ヨコタウッドワーク　→ p.27
ワゴン／（有）ヨコタウッドワーク　→ p.27
シェルフ／（有）ヨコタウッドワーク　→ p.27
フリーシェルフＡ－９０Ｌ／（株）馬場木工　→ p.25
センダンフレーム／手作り家具工房日本の匠（株）　→ p.27

こどもつくえ／（株）たかやま　→ p.27
こどもスツール／（株）たかやま　→ p.27
こども用キッチンセット／手作り家具工房日本の匠（株）　→ p.27
カホン／（有）カメヤ家具工芸　→ p.27

Kids Room
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SD01　bed ／（株）丸仙工業　→ p.26
センダン丸太スツール／（株）ウエキ産業　→ p.26
センダンフレーム／手作り家具工房日本の匠（株）　→ p.27

ワードローブ／（株）丸仙工業　→ p.26
SD01 sofa unit ／（株）丸仙工業　→ p.24

Bed Room
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ZA-Monaca ／（株）酒見椅子店　→ p.26
シャルールセンターテーブル 75 ／福山木工（株）　→ p.24
センダン 30 車箪笥／（株）境木工　→ p.25
センダンフレーム／手作り家具工房日本の匠（株）　→ p.27

ricca large mirror ／（株）酒見椅子店　→ p.27
センダンＰＣコートハンガー 750N ／（株）たかやま　→ p.27
MITSUKI STOOL ／（株）志岐　→ p.26

Entrance Japanese
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sendan furni ture
早生広葉樹センダンを使った家具

dining table

chair

bolo lounge chair
W560×D680×H750/SH370

（株）酒見椅子店

NISHIKI
W532×D606×H1,001/SH450
モリタインテリア工業（株）

アンコールチェア
W510×D540×H800/SH450
モリタインテリア工業（株）

アンコールアームチェア
W570×D540×H800/SH450
モリタインテリア工業（株）

Comodo Arm
W510×D540×H790
/SH440/AH610

（有）貞苅椅子製作所

Rick Armless
W465×D535×H755/SH450

（有）貞苅椅子製作所

Rick Arm
W545×D535×H755
/SH450/AH600

（有）貞苅椅子製作所

ジェントアーム L チェア
W595×D622×H828/SH450
モリタインテリア工業（株）

1500DT シーダ　センダン
W1,500×D740×H700

（株）アルファタカバ

［size］mm

Gsngi Table
W2,100×D1,000×H700

（株）酒見椅子店

DAN
W1,800×D900×H700
モリタインテリア工業（株）

円形テーブル
W1,100×D1,100×H700
モリタインテリア工業（株）

センダンテーブル
W2,000×D900×H720
木彩工房

CNT01 Dining
W1,800×D900×H720

（有）貞苅椅子製作所

SD01 dinning table
W2,400×D850×H720

（株）丸仙工業

kitchen&cupboard

LINA 105KB
W1,050×D465×H1,800

（株）東馬

LINA 120 カウンター
W1,200×D450×H870

（株）東馬

ビアンコ 160
W1,600×D500×H1,800
手作り家具工房日本の匠（株）

ビアンコ 120
W1,200×D475×H2,100
手作り家具工房日本の匠（株）

フリーボード組子
W900×W440×W1,500

（有）カメヤ家具工芸

SD01 kitchen
W3,600×D1,150×H855

（株）丸仙工業
※水栓、ソープディスペンサー、ガスコンロ、レン
ジフード、食洗機別途

DIY キッチン
W2,400×D650×H850

（株）丸仙工業
※水栓、ガスコンロ、レンジフード別途

SD01 cupboard
W3,950×D825×H2,400

（株）丸仙工業

living board

180TV ボードショット　センダン
W1,800×D300×H300

（株）アルファタカバ

マテリアルボードセンダン
W1,800×D430×H420
手作り家具工房日本の匠（株）

リード（センダン）
W1,774×D439×H371
丸田木工（株）

センダン 180 ローボード
W1,800×D550×H380

（株）東馬 

キルト 200 ＴＶ
W2,000×D420×H390
古賀清木工（株）

シャルール type2TV ボード 240
W2,400×D455×H385
福山木工（株）

センダン 40 チェスト
W400×D400×H720

（株）東馬

SD01 livingboard
W4,200×D400×H2,400

（株）丸仙工業
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shelf

chest

フリーシェルフＡ－９０Ｍ
W920×D241×H1,450

（株）馬場木工

フリーシェルフＡ－９０Ｌ
W920×D241×H1,148

（株）馬場木工

フリーシェルフＢ－ 180 Ｌ
W1,815×D366×H800

（株）馬場木工

フリーシェルフＢ－ 90 Ｌ
W920×D366×H800

（株）馬場木工

フリーシェルフＡ－９０Ｈ
W920×D241×H1,720

（株）馬場木工

フリーシェルフＣ－９０Ｈ
W920×D366×H1,851

（株）馬場木工

MITSUKI SHELF
W1,351×D300×H1,119

（株）志岐

モデルノ（センダン）
W782×D435×H799
丸田木工（株）

モデルノ（センダン材）150-3チェスト
W1,500×D440×H763
古賀清木工（株）

キルト７５リビングチェスト
W740×D440×H965
古賀清木工（株）

キルト 120 リビングチェスト
W1,200×D440×H605
古賀清木工（株）

大地シリーズ　プッシュチェスト
W1,800×D510×H1,075

（有）カメヤ家具工芸

KD-Shelf
W2,360×D450×H1,695

（株）丸仙工業

sofa

Monac 2P
W1,400×D670×H700/SH380

（株）酒見椅子店

Bolo Sofa 3P
W1,800×D900×H800/SH370

（株）酒見椅子店

Monac 1P
W700×D670×H640
/SH350

（株）酒見椅子店

Funadai 3P
W2,260×D880×H750/SH420

（株）酒見椅子店

Funadai(sofa ＆ couch）
ソファ W1,600×D880×H750/SH420
カウチ W1,060×D1,570×H750/SH420

（株）酒見椅子店

Ichiro 2.5P
W1,940×D840×H740/SH400

（株）酒見椅子店

Funadai stool
W600×D600×H420

（株）酒見椅子店

Rikuun Table
W950×D630×H360

（株）酒見椅子店

SD01 sofa unit（2P）
W1,400×D860×H650/SH380

（株）丸仙工業

SD01 sofa unit（3P）
W2,100×D860×H650/SH380

（株）丸仙工業

SD01 sofa unit（コーナー）
W860×D860×H650
/SH380

（株）丸仙工業

SD01 sofa unit（オットマン）
W860×D860×H380

（株）丸仙工業

キルト 2P ソファー
W1,700×D800×H760
古賀清木工（株）

living table

センダンリフティングテーブル
W1,200×D600×H270 ～ 770

（株）東馬

センダンリビングテーブル
W1,050×D550×H380

（株）東馬

シャルールセンターテーブル 75
W750×D750×H350
福山木工（株）

シャルールセンターテーブ 100
W1,000×D500×H350
福山木工（株）

キルト 125 リビングテーブル
W1,250×D550×H360 
古賀清木工（株）

キルト 39 サイドテーブル
W390×D800×H360
古賀清木工（株）

センダン３０整理ダンス
W900×D445×H900

（株）境木工

センダン階段箪笥
W830×D445×H900

（株）境木工

センダン 30 車箪笥
W900×D445×H960

（株）境木工
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エンペラー下足箱
W1,800×D450×H1,030

（株）馬場木工

センダンフレーム
W595×D60×H708
手作り家具工房日本の匠（株）

MITSUKI CYCLE RACK
W1,326×D450×H1,050

（株）志岐

MITSUKI COAT RACK
W400×D400×H1,600

（株）志岐

stool

others

MITSUKI STAND TABLE
W500×D500×H1,050

（株）志岐

MITSUKI COFFEE TABLE
W400×D400×H600

（株）志岐

ricca large mirror
W600×D45×H1,600

（株）酒見椅子店

センダン PC コートハンガー 450N
W445×D380×H1300/SH380

（株）たかやま

センダンＰＣコートハンガー 750N
W755×D380×H1,300/SH380

（株）たかやま

bed

kids

pet

SD01 bed(King)
W3,000×D2,200×H700

（株）丸仙工業
※マットレス別途

ワードローブ
W2,850×D2,310×H2,130

（株）丸仙工業

こどもスツール
W300×D330×H245
/SH240

（株）たかやま

こどもつくえ
W600×D350×H400

（株）たかやま

奏でるカホン
W300 × D295 × H420

（有）カメヤ家具工芸

こども用キッチンセット
W1,200×D250×H750
手作り家具工房日本の匠（株）

学習デスクコンビⅡ
W1,000×D470×H740

（有）ヨコタウッドワーク

ドッグハウス（中）
W890×D510 ～ 735×H1,400

（有）カメヤ家具工芸

ドッグハウス（大）
W1,760×D510 ～ 735×H1,180

（有）カメヤ家具工芸

ワゴン
W350×D420×H600

（有）ヨコタウッドワーク

学習デスク上棚
W980×D250×H350

（有）ヨコタウッドワーク

シェルフ
W1,000×D250×H740

（有）ヨコタウッドワーク

MITSUKI STOOL
W300×D300×H450

（株）志岐

Monaca-Stool (Normal)
W280×D280×H450

（株）酒見椅子店

Monaca-Stool (Low)
W280×D280×H300

（株）酒見椅子店

ZA-Monaca
W380×D380×H110

（株）酒見椅子店

センダン丸太スツール
W300×D300×H450

（株）ウエキ産業

センダンＰＣスツール
W510×D335×H440/SH420

（株）たかやま

センダンＰＣハイスツール（Ｈ）
W426×D260×H615/SH600

（株）たかやま

センダンＰＣスツール（Ｌ）
W426×D250×H550/SH535

（株）たかやま

desk

New Compact desk
W1,200×D400×H720
古賀清木工（株）

Deform desk
W2,400×D800×H1,200
木彩工房

リモートワークデスク cat work desk
W1,300 × D550 × H1420/720

（有）ヨコタウッドワーク

MITSUKI BENCH
W1,300×D300×H450

（株）志岐
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S E N D A N  C Y C L E

育てる

森林組合
自治体

作る

製材所
家具メーカー

SENDAN 参加企業

繋げる

住宅メーカー
工務店

使う

消費者

センダンの植樹活動

森林環境意識の向上 ▼

▲ 良質な家具や建具の提供

▲

木
材
の
購
入

▲

良
質
な
住
空
間
の
提
供

木
材
の
安
定
供
給

▼

早生広葉樹センダンを活用し
持続的な森の循環を目指す

うえる

つくる

つなげる

センダンを使うメリット

※炭素量計算方法／熊本県林業研究・研修センター育林環境部　横尾氏試算による　
◎幹材積（m3）×容積密度（0.28〜0.73）×炭素含有率（0.5）=炭素量
●杉の成長1本（60年で胸高直径32cm、樹高20m）の場合：
　0.74m3/本×0.315×0.5=0.11655ton（116.55kg）÷60年=0.00194ton（1.94kg）/年
●センダン成長1本（20年で胸高直径40cm、樹高15m）を適地に植栽した場合：
　0.86m3/本×0.55×0.5=0.2365ton（236.5kg）÷20年=0.01183ton（11.83kg）/年
　・幹材積は立木幹材積表ー西日本編ー（日本林業調査会）から算出

参照：一般社団法人 日本木材総合情報センター（木net）

センダンは広葉樹でありながら成長が早く、植林して 15 年〜
20 年ほどで伐採できるまでに成長します。針葉樹である杉や
ヒノキと比較しても約 1/3 の早さで伐採できます。

15 〜 20 年で活用できる
「国産の早生広葉樹」

林業従事者が世代をまたぐことなく
伐採することができ、林業のサイク
ルを早めることで、活性化に繋がり
ます。

センダンを普及させる植樹活動

センダンを加工し家具材に仕立てる

家具をつくり木材の循環をつくる

地域の林業を支える

センダンの比重は 0.55 あると言われています。杉やヒノキ、
広葉樹であるクリ材などと比べても十分な強度があり、加工の
しやすさから家具材として適しています。

強度があり、家具材として向いている

センダン 1 本あたりの炭素量は、杉やヒノキに比べ約 6 倍※高
くなります。センダンを植樹し活用することで地球温暖化の進
行を抑える役割も担っています。

CO2 削減に寄与するサスティナブルな材

0.38 スギ 針葉樹
0.41 ヒノキ 針葉樹
0.55 クリ材 広葉樹
0.55 センダン  広葉樹
0.62 ケヤキ 広葉樹

小

大

● センダンとヒノキの成長比較

● 植樹〜伐採までの期間比較

● 木材種類別 気乾比重（木材の硬さ）

● 1 本あたりの炭素量

センダンを植える、広める活動
「センダンと歩む未来プロジェクト」

SENDAN では、2018 年からセンダンの植樹活動を始めています。
植樹活動に参加してもらった子供たちが成人する約 15 年後に成
木となったセンダンを、机や椅子などに加工し地元の保育園や学
校などへ届けるという次の世代につなげるための長期プロジェク
トを進めています。

センダンは植樹から約 15 年ほどで伐採できるまでに
大きく成長する早生広葉樹です。その成長の早さから
今後の林業を支える木材としても注目されています。
さらに美しい木目と程よい硬さを持ち、家具材として
最適な木材です。大川では約 10 年に渡りセンダン材
を使った家具作りを行ってきました。これからも地域
の森の木として、センダンの植樹活動を続けながら家
具材として活用し持続可能なサイクルの構築を目指し
ます。

杉・ヒノキ

センダン

約40〜60年

約15〜20年 約15〜20年 約15〜20年
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TOTO 水彩プラザ
キッチン、テーブル、椅子
デザイン／
KUBO DESIGN STUDIO
家具製作／（株）丸仙工業
撮影／土肥恒治

GAKU シリーズ
セミオーダー家具／ 糸島産材活用
協議会
企画・運営／糸島産材活用協議会
家具デザイン・設計／糸島産材
活 用 協 議 会・KUBO DESIGN 
STUDIO
家具製作／（株）丸仙工業・（株）
アルファタカバ・ウエキ産業（株）
画像提供／糸島産材活用協議会
GAKU シリーズに関するお問い合
わせ／へいせい木の家　（株）へい
せい　住宅部

福岡市　Y 様邸
センダンのキッチンカウンター／ 
照栄建設（株）ドゥープ事業部
企画／照栄建設（株）ドゥープ事
業部
デザイン・設計／ Atelier koma
一級建築士事務所　松井 大佑
家具製作／（株）丸仙工業
撮影／ Studio Sara 新本真太郎
リノベーションに関するお問い合
わせ／照栄建設（株）ドゥープ事
業部

SENDAN　製作実績
これまで SENDAN で製作した家具をご紹介します。

福岡市　O 様邸　センダンのキッチンダイニング／ 照栄建設（株）ドゥープ事業部　企画・デザイン・設計／照栄建設（株）ドゥープ事業部
家具製作／（株）丸仙工業　撮影／ Studio Sara 新本真太郎　リノベーションに関するお問い合わせ／照栄建設（株）ドゥープ事業部

DOOP　平尾モデル
センダンの造作家具・壁仕上げ材／ 照栄建
設（株）ドゥープ事業部
企画／照栄建設（株）ドゥープ事業部
デザイン・設計／照栄建設（株）ドゥープ
事業部
家具製作／（株）丸仙工業
撮影／ Studio Sara 新本真太郎
リノベーションに関するお問い合わせ／照
栄建設（株）ドゥープ事業部


