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1

リュウキュウマツで作った名札です。リュウキュウマツの美
しい木目を活かした名札で胸元を飾れます。刻印のデザイン、
色は自由にカスタマイズできます。

装着には、｢クリップ・ピンタイプ」と、ポケットに差し
込む｢プレートタイプがあります。

販売価格：2,000円～
規格：65㎜× 35㎜
材料：リュウキュウマツ
製作者：洋屋 野田 洋
所在地：国頭村

名札

商品紹介

クリップ・ピンタイププレートタイプ

2

毎日、身に着けるネームプレート。ぜひ、自分のお気に入
りの木で作ってみませんか？

留め具は服装に合わせて３種類からお選びいただけます。
① アクリルプレート ② クリップ ③ 回転式クリップ

販売価格：2,420円
規格：68㎜× 32㎜
材料：リュウキュウマツ、テリハボク、ソウシジュ、

タブノキ、イヌマキなど
ビジネス総合保険（PL保険）加入済
製作者：(有)うえざと木工 KATARIGI
所在地：石垣市

石垣島材のネームプレート

クリップ

回転式クリップ

商品紹介

3

沖縄の県木であるリュウキュウマツを使用した名札です。
美しい木目を活かした温かみのある商品となっております。

クリップ･ピンタイプとプレートタイプの２種類を用意し
ています。

販売価格：2,500円
規格：3㎜× 35㎜ × 65㎜
材料：リュウキュウマツ
ビジネス総合保険（PL保険）加入済
製作者：国頭村森林組合
所在地：国頭村

名札

商品紹介

プレートタイプクリップ･ピンタイプ

4

県内でも珍しい宮古島産の木で製作しています。
文字はNCルータにより彫刻するので、文字欠けが起こり

にくいです。ロゴや文字に合わせて着色も可能です。
裏面には使用木材から製作年まで彫刻するので、異動後や

引退後も思い出として残せます。
塗装に高級ウレタン塗料を用いており、汚れや損傷から文

字を守ります。
クリップ･ピンタイプとプレートタイプを用意しています。

名札(バッジタイプ)

販売価格：3,080円(バッジ)、
3,850円(プレート)

※ サイズに関わらず金額は同じ。ロゴ、名前、役職込の金
額ですが、大幅なデザイン変更は別途料金がかかります。

規格：(大)35㎜×70㎜×5㎜、 (小)25㎜×70㎜×5㎜
材料：テリハボクまたはリュウキュウマツ

※ 変更の可能性あり
ビジネス総合保険（PL保険）加入済
製作者：宮古木工芸 与儀昌樹
所在地：宮古島市

商品紹介



5

県内でも珍しい宮古島産の木で製作してます。文字はNC
ルータにより彫刻するので、文字欠けが起こりにくいです。

ロゴや文字に合わせて着色できるので忠実に表現できます。
塗装は、一枚板テーブルにも使用している高級ウレタン塗

料を施すことにより汚れや損傷から文字を守ります。

販売価格：16,500円～
規格：70㎜× 250㎜× 20㎜（板のみ）
材料：リュウキュウマツ ※ 変更の可能性あり
ビジネス総合保険（PL保険）加入済
製作者：宮古木工芸 与儀昌樹
所在地：宮古島市

デスクプレート

商品紹介

6

リュウキュウマツを使用した決裁箱です。文字にはカッ
ティングシートを使用しており、文字の有無や、字体等に
ついてもご相談に応じます。

販売価格：29,920円
※ リュウキュウマツを使用し、文字入れした場合

規格：高さ100㎜ × 幅330㎜ × 奥行330㎜ 程度
材料：リュウキュウマツ ※ 他の県産木材でも可
製作者：太平木工事業協同組合
所在地：南風原町

決裁箱

商品紹介

7

シンプルな形で色を無塗装と着色の２パターンに分け、取
付場所にあった色を選べるようにしました。

取付は両面テープです。

販売価格：800円/個、ペア1,500円
規格：110㎜ × 50㎜ × 6㎜ (無塗装、着色)
材料：リュウキュウマツ、クスノキ等

※ 変更の可能性あり
製作者：木工房もり～む 盛根 理恵
所在地：うるま市

トイレのマーク

商品紹介

8

マークを切り抜いたシンプルな作りです。
切り抜いているので、マークの部分は取り付けた壁の色で

見た目が変わります。マグネットがついているので、取り付
けは壁に押しピンをつけて、その上に貼って完了です。

販売価格：1,600円～
規格：105㎜ × 105㎜ × 6㎜ (無塗装)
材料：クスノキ ※ 変更の可能性あり
製作者：木工房もり～む 盛根 理恵
所在地：うるま市

トイレのマーク(切り抜き)

商品紹介
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木の文字・木のおもちゃ等を制作しています。沖縄に関連
する商品、クスっと笑える商品をイメージして作っています。

販売価格：片面3,500円～ 書体･サイズ等 要相談
規格：230㎜ × 90㎜ × 20㎜
材料：リュウキュウマツ ※ 変更の可能性あり
製作者：木工房もり～む 盛根 理恵
所在地：うるま市

クラスのプレート

商品紹介

10

部屋や教室、クラスの名前から、トイレやエレベータなど
の表示まで全て木で制作します。特に保育園のクラス名やロ
ゴ、イラストなどのオリジナルデザインにも対応します。

販売価格：トイレ(150㎜×150㎜) 8,800円～
・規格 イラスト・名入り(250㎜×250㎜) 33,000円～

オリジナルイラストのデザイン料 5,500円～
材料：(プレート)クスノキ、イタジイ、リュウキュウマツ

(文字)ウエンジ (イラスト)米ヒバ
製作者：ABECRAFT 阿部 誠司
所在地：南城市

サインプレート

商品紹介

11 消毒液設置台

マークは変更可能

リュウキュウマツの木目を活かした高級感あふれる消毒液
設置台となっています。

マークの部分はアカギを使用し天然の色で仕上げています。
小型の挨拶台としてもご利用いただけます。

販売価格：38,000円
規格：290㎜×290㎜×850㎜
材料：(ボディ)リュウキュウマツ (マーク)アカギ

※変更の可能性あり
製作者：木工房ひかり 岩田 望美
所在地：糸満市

商品紹介

12 消毒液設置台

かばんを置いて、消毒可能

消毒液設置用の台です。県木であるリュウキュウマツを使
用しています。下段に手荷物を置くことができようになって
おり、来訪者の方にも使いやすい仕様となっています。

販売価格：29,700円
規格：290㎜×290㎜×850㎜
材料：リュウキュウマツ
ビジネス総合保険（PL保険）加入済
製作者：うりぼう 瓜田 一
所在地：南風原町

商品紹介
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机に設置する固定式の飛沫防止パネルです。アクリルは、
アルコールやガラスクリーナーで拭くと、ひびが入ったり、
白濁する可能性があります。水拭きまたは中性洗剤を少し
含ま施、ふき取りください。

販売価格：29,700円～
規格：幅1,000㎜ × 高さ900 ㎜

足部分：250㎜ × 100㎜
材料：リュウキュウマツ、アクリル

※ 変更の可能性あり
製作者：太平木工事業協同組合
所在地：南風原町

飛沫防止パネル(固定式)

商品紹介

クランプでパネルと机を
しっかり固定できます

7㎝の隙間あり

25㎝

14

分解式の飛沫防止パネルです。分解できるので、イベント
や即席の会議等に役立ちます。

飛沫防止パネル(分解式)

分解して持ち運び可能！

商品紹介

販売価格：16,500円～
規格：幅980㎜ × 高さ900 ㎜

足部分：400㎜ × 40㎜
材料：リュウキュウマツ、ビニールシート

※ 変更の可能性あり
製作者：太平木工事業協同組合
所在地：南風原町

15

100％県産木材を使用。木口の木目を寄木技法で組み合わ
せることによって、できた模様が特徴です。

販売価格：9,900円～
規格：250～300 ㎜× 250～300 ㎜×40㎜

重量：１kg～1.5kg
材料：リュウキュウマツ、ソウシジュ、クスノキ

※ 変更の可能性あり
製作者：木工房 秀暖～SHUUDAN～プレグマン ダン
所在地：沖縄市

時計

裏 面

商品紹介

16

どの空間にも馴染みやすい形の壁掛け時計。文字盤はオリ
ジナルでの制作も可能。秒針のカチコチ音のしないスイーブ
ムーブメントを使用。

販売価格：19,800円～
規格：φ230㎜×50㎜
材料：クスノキ、リュウキュウマツ(文字盤)、

ソウシジュ(針) ※ 変更の可能性あり
製作者：おと木工 杉山 允也
所在地：糸満市

ウォールロック

商品紹介
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A2サイズが貼れる案内板です。用途によって掲示板を｢黒
板｣、｢コルク｣、｢マグネット使用可ホワイトボード」に変更
できます。規格の変更も相談に応じます。

販売価格：42,000円 黒板型(＋1,000円)、
コルク片面型(＋2,000円)
ホワイトボード片面型(＋10,000円)

規格：幅550㎜ × 奥行450㎜ × 高さ1,400㎜
材料：枠部分)クスノキ、掲示板)桐(変更可)

※ 変更の可能性あり
製作者：工房ぬりトン 森田 敦子
所在地：八重瀬町

案内板

子供でも楽々持ち上げられます。

車輪はストッパー付き

商品紹介

18

ポスターを掲示することができます。桟(横板)の高さは、
掲示物に合わせて変更可能です。

外観・材などの仕様は、随時変更する可能性があります。

販売価格：要相談
規格：高さ1,820㎜ × 幅910㎜ × 奥行38㎜(脚500㎜)

(要相談)
材料：県産木材 ※ 変更の可能性あり
製作者：ｂ１２ 島袋 勝ツ也
所在地：浦添市

パーティション

商品紹介

写真の作品は、立板にリュウキュウマツ、桟にセンダン、
その他にスギを用いています。

19

どの空間にも調和するシンプルなデザイン。あえて接合金
具を見せたインダストリアルな雰囲気も、とても魅力的。

高さ・幅・段数など仕様についてのご要望にも応じます。

販売価格：要相談
規格：
材料：県産木材※ 変更の可能性あり
製作者：ｂ１２ 島袋 勝ツ也
所在地：浦添市

整理棚

※ 写真の製品は、県産木材を使用していません。

商品紹介


