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❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 伊藤建具製作所 

 会社名 英語  Ito Fitting Manufacturing 

 創業・設立年  1945 年 

 業 種  建具 

 主要製品  木製建具、組子細工、組子家具、 

 工芸品他 

 郵便番号  990-0813 

 会社住所  山形県山形市桧町 1 丁目 8 番 18 号 

 代表者  伊藤 昇 

 ＴＥＬ  023-681-1684 

 ＦＡＸ  023-681-1684 

 ＵＲＬ kumiko-furniture.jp 

 EC サイト kumikoshop.base.shop 

 主な販売チャネル  県内工務店、一般消費者 

   

   

   

  

 国内外 EC 販売実績   

 対応言語  日本語 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

先代没後 2 代目継承。75 年間に起きた諸処建築様式の転換に対応するため、2003 年から全国建具展

示会に出品し 4 年連続上位入賞を果たしました。これを契機に【組子家具】という商標登録を行いまし

た。1 級建築士事務所開設はデザインや組子強度の確保など構造上安全性能を高める組子細工に大きな

効果を与え 15 年間経過しています。 

 
 

 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

新分野開発と発売はお客様と共に味わえる”喜びと癒しの日本伝統文化、技術伝承のものづくり”と考

えていす。ネット通販や SMS など世界中に利用される今日、国内、諸外国のみなさまと繋がり友情と、

経済発展と平和な社会・文化交流の一助になる生業を目指しています。2019 ウッドデザイン賞に

【Mona Risa】を応募し入賞しました。2020 年に国の職業能力開発施策の発展に寄与する中央技能振

興センター”グッドスキルマーク”（建具組子細工を駆使した製品）に認定を受けており、建具、組子日

用品を製作して特徴ある拘りを進めて参ります。       

 
 

https://kumiko-furniture.jp/
https://kumikoshop.base.shop/
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❖商品情報 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Manbo 

 一般名称  テーブル 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W1500 × D700 × H580 mm 

 商品重量  3.5kg 

    

 組子家具シリーズで誕生した曲面フレームで、スマイル
（Smile）と一緒に設計されたテーブルです。マンボ
（Manbo）は脚部を 2 点を交差する正に X 型のデザインを
採用して他には見られない斬新デザインです。弾力性を秘
めたスタリッシュなフォルムは、特に女性に人気で寛ぎを
与えてくれます。軽量で移動がとても楽だと好評をいただ
いております。ホテル・旅館・店舗・マイルーム・ホール
にフィットします。 

 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Little sweet  

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W410 × D570 × H415 mm 

 商品重量  3.5kg 

    

    

 

組子家具シリーズの中で和室・洋室の座椅子として開発さ
れました。背もたれ部分に組子技術を傾注したものです。
ことに曲面組子は技術的に難しい組子細工が必要です。困
難を乗り越え背中にピッタシ馴染む丈夫なフレームを完成
させました。組子椅子に企画が広がった逸品です。 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  What's do 

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W1350 × D680 × H950 mm 

 商品重量  9.5kg 

    

    

 

集成曲面フレーム X 型を横に使い背もたれ部分と一体フレ
ームはデザインパターン広げた意欲溢れるものです。染色・
クッションはオーダーです。3 人掛けのベンチとして好評
です。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Sleeping 

 一般名称  椅子 

 素材  ヒノキ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W540 × D520 × H430 mm 

 商品重量  5.5kg 

    

    

 

組子家具シリーズでヒノキ材を使い和室・洋室の座椅子と
して開発されました。背もたれ部分・両サイドに組子技術
を組み込みました。香りと本ネジ組の美しさに癒されます。 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Yellow Submarine 

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W520 × D640 × H910 mm 

 商品重量  8kg 

    

 組子による折りたたみ式の大人の遊び心をくすぐるロッキ
ングチェアです。ディレクターズチェアのようなクリエイ
ティブな味わいを楽しめる逸品。モーエンス  コッホ
（Mogens Koch）の名 MK チェア（フォールディングチェア）
の機能性に加え・・・組子の強さと美しさそして「ロッキ
ングチェア」の楽しさを奇跡的にクロスさせた組子家具工
房自慢のオリジナルチェアです！ 

 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Hey Jude 

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W640 × D620 × H760 mm 

 商品重量  10.5kg 

    

    

 

組子家具シリーズシンボルの姉妹品です。最初に誕生した
記念すべき逸品を畳を座面に着けより日本的な場所に仕上
げました。老齢化が進む現在足腰を考えるといす式の生活
に溶け込むコンセプトです。日本の伝統的な匠の技術を思
う存分に堪能いただける…自慢の 2019ウッドデザイン入賞
品姉妹品です。 

 



│ 伊藤建具製作所 │ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Eleanor Rigby 

 一般名称  テーブル 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W640 × D620 × H760 × SH380 mm 

 商品重量  7.5kg 

    

 イエローサブマリーン（Yellow Submarine）とセットされた
デザインで仕上げた折畳みテーブルです。組子による折り
たたみ式の大人の遊び心をくすぐるロッキングチェアで
す。ディレクターズチェアのようなクリエイティブな味わ
いを楽しめる逸品。モーエンス コッホ（Mogens Koch）の
名 MK チェア（フォールディングチェア）の機能性に加
え・・・組子の強さと美しさそして「ロッキングチェア」
の楽しさを奇跡的にクロスさせた組子家具工房自慢のオリ
ジナルチェアです！ 

 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Norwegian  Wood 

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W640 × D850 × H760 mm 

 商品重量  8.5kg 

    

 組子家具の誕生 10 周年を記念して設計されたリモデルモ
デル版。初代から受け継いだ構造をそのままに軽量化を
60％に抑える開発を目指しました。実証された頑丈さを 20
㎜×30 ㎜を 9 ㎜×20 ㎜に大胆にスモールスケールにした繊
細さを強調しました。建具組子細工は 2 ㎜×10 ㎜で製作さ
れる美術品に等しい美しさを示すことに近づけたスパンも
魅力的です。ホテル・旅館・店舗・マイルーム・ホールに
フィットします。 

 

 

 

 ブランド名  組子家具（kumiko-furniture) 

 商品名  All My Loving  

 一般名称  テーブル 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W640 × D850 × H760 mm   

 商品重量  10kg 

    

 組子家具の誕生 10 周年を記念して設計されたリモデルモ
デル版。ノルウエーの森（Norwegian  Wood）と一緒にコー
ディネートされたテーブルです。初代から受け継いだ構造
をそのままに軽量化を 60％に抑える開発を目指しました。
実証された頑丈さを 20 ㎜×30 ㎜を 9 ㎜×20 ㎜に大胆にスモ
ールスケールにした繊細さを強調しました。建具組子細工
は 2 ㎜×10 ㎜で製作される美術品に等しい美しさを示すこ
とに近づけたスパンも魅力的です。ホテル・旅館・店舗・
マイルーム・ホールにフィットします。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Love me do 

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W640 × D620 × H760 × SH380 mm 

 商品重量  7.5kg 

    

 組子家具の誕生 10 周年を記念して設計されたリモデルモ
デル No.2 版。初代から受け継いだ構造をそのままに軽量化
を 53％に抑える開発を目指しました。実証された頑丈さを
20㎜×30㎜を 12㎜×20㎜に大胆にスモールスケールにした
繊細さを強調しました。建具組子細工は 2 ㎜×10 ㎜で製作
される美術品に等しい美しさを示しオーソドックで魅力的
です。ホテル・旅館・店舗・マイルーム・ホールにフィッ
トします。 

 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Blackbird 

 一般名称  テーブル 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W640 × D850 × H760 mm 

 商品重量  7.5kg 

    

 組子家具の誕生 10 周年を記念して設計されたリモデルモ
デル版。ラブミードゥ（Love me do）と一緒にコーディネー
トされたテーブルです。初代から受け継いだ構造をそのま
まに軽量化を 53％に抑える開発を目指しました。実証され
た頑丈さを 20 ㎜×30 ㎜を 9 ㎜×20 ㎜に大胆にスモールスケ
ールにした繊細さを強調しました。建具組子細工は 2 ㎜×10
㎜で製作される美術品に等しい美しさを示しオーソドック
で魅力的です。ホテル・旅館・店舗・マイルーム・ホール
にフィットします。 

 

  

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Let It Be 

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W500 × D580 × H800 × SH400 mm 

 商品重量  9.5kg 

    

    

 

組子家具の誕生 10 周年を記念して設計された人間工学に
マッチした傑作です。和室・洋室の座椅子開発のコンポー
ネントを受け継ぎ、背もたれ部分に組子技術を傾注したも
のです。ことに曲面組子は技術的に難しい組子細工が必要
です。困難を乗り越え背中に馴染む丈夫なフレームを完成
させました。組子椅子企画が広がる逸品です。 

 



│ 伊藤建具製作所 │ 

❖商品情報 

  ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Blue Moon  

 一般名称  椅子 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W500 × D580 × H800 × SH430 mm 

 商品重量  9.5kg 

    

    

 

折りたたみ式の大人の遊び心をくすぐるロッキングチェア
です。布地を使い女性用にアレンジした優しいロキングチ
ェアはマイチェアーとして愛用され、軽量で持ち運びが楽。
折畳んでそのまま自立し倒れない安定さが信頼を勝ち取っ
ている要因です。クリエイティブな味わいを楽しめる逸品。
ホテル・旅館・店舗・マイルーム・ホールにフィットしま
す。 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Imagine mini set 

 一般名称  椅子（ミニチュア） 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W165 × D150 × H185 mm 

 商品重量  230g 

    

    

 

組子家具シリーズのシンボル 1/4 ミニチユア版。赤（RED）
ブラック（Black）生地（Cloth）実物と相違ない 1/4 スケー
ルスペシャルモデルです。伝統的な菱組み構造をアレンジ
し（ぶな材）の無垢材を使い、匠の技術で仕上げました。
ホテル旅館などお土産店で好評です。日本の伝統的な匠の
技術を思う存分に堪能いただける…自慢の 2019ウッドデザ
イン入賞品のミニチユアです。 

  

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Candle lighting 

 一般名称  キャンドルライティング 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W125 × D125 × H242 mm 

 商品重量  624g 

    

 キャンドルライティング（Candle Lighting）はヒノキ材で組
み込んだ日本伝統の吉祥様。「魔除け・災難除け」安定を表
す麻の葉は愛されております。上部組子は取り外し可能で
す。壁の装飾や、お洒落な江戸切子等｟組子コースター｠
にご利用いただけます。 ランプ タッチセンサー と明るさ
調節 リモコン装備で 16 色 4 パターンの光が楽しめます。
国の職業能力開発施策の発展に寄与する中央技能振興セン
ターグッドスキルマーク の認定を受けました。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Zao Kumiko symbol emblem 

 一般名称  シンボルエンブレム（コースター） 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W103 × D103 × H15 mm 

 商品重量  375g 

    

    

 

全国建具展示会上位入賞の組子をそのままに取り入れた優
れものです。希少価値の高い巨樹・老木を珍木仕様で（秋
田杉・神代杉・神代欅・ヒノキ材・サクラ等）１０種類以
上を使いグッドスキル認定建具組子細工職人が作る醍醐味
が味わえます。2019wood design 賞入賞は組子家具を愛する
人々に日用品のモノづくりに輝きを添えました。 

 

 

 ブランド名  組子家具（KUMIKO furniture) 

 商品名  Kumiko bon  

 一般名称  トレー 

 素材  ブナ材 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W267 × D358 × H21 mm 

 商品重量  375g 

    

 ます組本捻子組（竹で籠を編み込んだような形）凹凸が無
い製作は組子細工技術の最高価値だと言われる難しい加工
です。吉祥文様は古来より幸せの願いが込められており、
組子は針葉樹ヒノキ材、広葉樹ブナ材を市松文様に組み上
げた丈夫で美しい仕上がりです。既製品では飽き足らない
愛好者にお勧めしたい自信作です。壁装飾や、お洒落な江
戸切子・シャンパングラスを載せ酒席を楽しむ架け橋にな
ります。 

 

 

 

 ブランド名  グッドスキルマーク 蔵王 

 商品名  組子細工建具 蔵王「Zao」 

 一般名称  組子細工建具 

 素材  スギ材・神代（欅・杉）他 

 製造担当者  伊藤 昇 

 製造地  山形県山形市 

 商品サイズ  W12,000 × D33 × H20,000 mm 

 商品重量  46kg 

    

    

 

全国建具展示会入賞作品です。山形蔵王をイメージした高
さ 2.0m×で 3.6ｍ（４枚幅）に組子の葉が１２万枚以上を古
来から受け継いだ文様に切り込む組子細工を駆使しデザイ
ン選定・原寸図作成・木取・加工・組み上げ・組子加工・
組み入れ・仕上げと１年を掛けた大作を１年１度の全国建
具展示会に出品しました。機械設備少ない手作業組子加工
で、私が全国の腕自慢と戦った技の最高傑作です。 

 


