
│ 佐藤工芸 │ 

❖企業概要 

   事業者番号 1390002005453  

 会社名 日本語 有限会社佐藤工芸 

 会社名 英語  Satou-Koguei Co.,Ltd 

 創業・設立年  1990 

 業 種  木工製品製造 

 主要製品  木工製品 

 郵便番号  994-0042 

 会社住所  

 

 

 

山形県天童市北目 3-2-2 

 代表者  高橋 裕子 

 ＴＥＬ  023-653-3164 

 ＦＡＸ  023-653-5322 

 ＵＲＬ https://satokogei.jimdofree.com/ 

 Instagram（ユーザーネーム） satoukougei 

 EC サイト  https://satoukougei5.base.shop/ 

 主な販売チャネル  ネット通販、他社小売店 

 国内外 EC 販売実績  国内のみ 

 対応言語  日本語 

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

当社は山形県天童市という土地柄もあり、贈答用、お土産などの将棋の飾り駒の生産が盛んでした。これま

で手掘りをしていた将棋の飾り駒の加工を、木工用 NC ルーターを導入し、大量生産することを目的にでき

たのが当社です。将棋の飾り駒やそれに付随した飾り台などを加工、塗装までも行い、業績も順調でしたが、

1992 年のべにばな国体前後を境に受注は減少し始めました。幸いなことに近隣の㈱天童木工様、朝日相扶

様から家具の部材加工、組み立て、塗装の仕事をいただくことができ、木工用 NC ルーター、組み立て、塗

装の技術を高めることが出来ました。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

自社製品を作るきっかけとなったのは、2008 年のリーマンショックです。当社は仕事を待っている子会社、

孫会社的な存在で、親会社の仕事量の影響を何倍にも受けるということをこのとき思い知らされました。会

社の存続のためにも、自社製品を開発することが必要であると考え、山形県工業技術センター様のアイデア、

助言をいただき、「もしもクロック」、「mokuhen（モクヘン）シリーズ」を開発。また、山形県のトライアル

事業のもと、「陰陽トレイ」、「左馬 NEO」などの自社製品を開発してきました。どの製品にもそれぞれテー

マがありますが、一番に伝えたいことは"木の良さ、ぬくもり"などを知っていただきたいということです。

天然木材だからこその色味や木目、全く同じものがないという点も木製品の魅力です。200 年程前から続い

ている将棋の飾り駒作り。その仕事が、今の私たちの仕事となり生業になっています。今後、はやりすたり

ではない長く愛される仕事づくり、物づくりが私達の目標です。後世の人達の為に、世の中の動向に左右さ

れない強い会社をつくることで、地域の活性化にもつながると考えています。 

 
 

https://satokogei.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/satoukougei
https://satoukougei5.base.shop/


│ 佐藤工芸│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  もしもクロック/ブラックチョコレート 

 一般名称  置時計 

 素材  ウォールナット 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 200 × 高さ 95 × 奥行 40mm 

 商品重量  190g 

    

    

 

日常的に目にする時計の中に、非常食（チョコレート）を
忍ばせておくことで、日頃忘れがちになってしまう〈備え
ることの大切さ〉をさりげなく想起させようと考えられた
時計です。中には板チョコ 1 枚収納できます。また、大切
な人達の連絡先をメモできるカードが付いているため、チ
ョコレートと一緒に収納できます。専用箱付き。 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  もしもクロック/ホワイトチョコレート 

 一般名称  置時計 

 素材  メイプル 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 200 × 高さ 95 × 奥行 40mm 

 商品重量  190g 

    

    

 

日常的に目にする時計の中に、非常食（チョコレート）を
忍ばせておくことで、日頃忘れがちになってしまう〈備え
ることの大切さ〉をさりげなく想起させようと考えられた
時計です。中には板チョコ 1 枚収納できます。また、大切
な人達の連絡先をメモできるカードが付いているため、チ
ョコレートと一緒に収納できます。専用箱付き。 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  左馬 NEO（3 寸） 

 一般名称  将棋駒置物 

 素材  ペーパーウッド (和紙と木材の積層合
板)  

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 77 × 高さ 84 × 奥行 29mm 

 商品重量  130g 

    

 

「左馬」（ひだりうま）は、福を招き入れる縁起のよい駒と
されています。山形県天童市で誕生した、独自の将棋駒で
す。しかし飾り駒の製造は年々減少。そこで「吉野敏充デ
ザイン事務所」様にご協力いただき、昔から親しまれてき
た飾り駒を現代風に色彩豊かにアレンジした「左馬 NEO」
を開発しました。NEO は「復活」の意味も込めています。
カラーは 6 色（緑、オレンジ、水色、白、紫、ピンク） 

 



│ 佐藤工芸│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  将棋駒置物 

 一般名称  左馬 NEO（4 寸） 

 素材  ペーパーウッド (和紙と木材の積層
合板)  

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 101 × 高さ 111 × 奥行 29mm 

 商品重量  150g 

    

 

「左馬」（ひだりうま）は、福を招き入れる縁起のよい駒と
されています。山形県天童市で誕生した、独自の将棋駒で
す。しかし飾り駒の製造は年々減少。そこで「吉野敏充デ
ザイン事務所」様にご協力いただき、昔から親しまれてき
た飾り駒を現代風に色彩豊かにアレンジした「左馬 NEO」
を開発しました。NEO は「復活」の意味も込めています。
カラーは 6 色（緑、オレンジ、水色、白、紫、ピンク） 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  左馬 NEO 夜行塗装仕上げ（3 寸） 

 一般名称  将棋駒置物 

 
素材  ペーパーウッド (和紙と木材の積層

合板)  

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 77 × 高さ 84 × 奥行 29mm 

 商品重量  130g 

    

 「左馬」（ひだりうま）は、福を招き入れる縁起のよい駒と
されています。山形県天童市で誕生した、独自の将棋駒で
す。しかし飾り駒の製造は年々減少。そこで「吉野敏充デ
ザイン事務所」様にご協力いただき、昔から親しまれてき
た飾り駒を現代風に色彩豊かにアレンジした「左馬 NEO」
を開発しました。NEO は「復活」の意味も込めています。
カラーは 2 色（水色、白）文字は夜光塗料を使用している
ため、暗闇で光ります。 

 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  左馬 NEO 夜行塗装仕上げ（4 寸） 

 一般名称  将棋駒置物 

 素材  ペーパーウッド (和紙と木材の積層
合板)  

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 101 × 高さ 111 × 奥行 29mm 

 商品重量  130g 

    

 「左馬」（ひだりうま）は、福を招き入れる縁起のよい駒と
されています。山形県天童市で誕生した、独自の将棋駒で
す。しかし飾り駒の製造は年々減少。そこで「吉野敏充デ
ザイン事務所」様にご協力いただき、昔から親しまれてき
た飾り駒を現代風に色彩豊かにアレンジした「左馬 NEO」
を開発しました。NEO は「復活」の意味も込めています。
カラーは 2 色（水色、白）文字は夜光塗料を使用している
ため、暗闇で光ります。 

 



│ 佐藤工芸│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  mokuhen「カードケース」 

 一般名称  カードケース 

 素材  ウォールナット、ブナなど（在庫に
よる） 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  114 × 65 × 10mm 

 商品重量  10g 

    

    

 

木製品の製造過程で大量に出る端材に、新しい役割を与え
るために開発した製品です。細かい端材でも製品にできる
形状と機能、遊び心を詰め込んだ mokuhen シリーズです。
NC 加工技術を駆使した精密なスライド機構により、木製で
はこれまでにない薄さを実現しました。名刺は約 20 枚収納
できます。 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  mokuhen「ペンスタンド/トレイ」 

 一般名称  ペンスタンド/トレイ 

 素材  ウォールナット、ブナなど（在庫に
よる） 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  60 × 100 × 36mm 

 商品重量  90g 

    

    

 

木製品の製造過程で大量に出る端材に、新しい役割を与え
るために開発した製品です。細かい端材でも製品にできる
形状と機能、遊び心を詰め込んだ mokuhen シリーズです。
二つのピースを閉じればペンスタンドに、パカっと割って
横につなげれば、文房具を置くトレイとしても使えます。 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  mokuhen「コインケース/トレイ」 

 一般名称  コインケース/トレイ 

 素材  ウォールナット、ブナなど（在庫に
よる） 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  70 × 70 × 70mm 

 商品重量  110g 

    

 

木製品の製造過程で大量に出る端材に、新しい役割を与え
るために開発した製品です。細かい端材でも製品にできる
形状と機能、遊び心を詰め込んだ mokuhen シリーズです。
二つのピースを閉じればコインケースに、パカっと割れば、
クリップなどを置くトレイとしても使えます。 

 



│ 佐藤工芸│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  mokuhen「カード・ペンスタンド/マ

グネット」  一般名称  カード・ペンスタンド/マグネット 

 素材  ウォールナット、ブナなど（在庫に
よる） 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  170 × 18 × 20mm 

 商品重量  40g 

    

 

木製品の製造過程で大量に出る端材に、新しい役割を与え
るために開発した製品です。細かい端材でも製品にできる
形状と機能、遊び心を詰め込んだ mokuhen シリーズです。
二つのピースの間にカードを、穴にはペンを立てることが
できます。また金属の壁に書類などを留めるマグネットと
しても使えます。 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  陰陽トレイ（ウォールナット） 

 一般名称  トレイ 

 素材  ウォールナット 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 385 × 高さ 30 × 奥行 290mm 

 商品重量  250g 

    

 1 枚板からのくり抜きのため、縁も脚も丈夫で、贅沢な味
わいがあり、長くお使いいただけます。同じデザイン同士
はもちろんのこと、陰と陽の異なるデザイン同士でもスタ
ッキングできます。天然木の風合いを残しつつ、お手入れ
もしやすいマットな質感のウレタン仕上げです。おぼんと
してもランチョントレイとしても使えます。和洋中のお料
理、ティータイムなど、どのような場面にもマッチするデ
ザインです。 

 

 

 

 ブランド名  佐藤工芸 

 商品名  陰陽トレイ（ブナ） 

 一般名称  トレイ 

 素材  ブナ 

 製造担当者  高橋 裕子 

 製造地  山形県天童市 

 商品サイズ  幅 385 × 高さ 30 × 奥行 290mm 

 商品重量  250g 

    

 1 枚板からのくり抜きのため、縁も脚も丈夫で、贅沢な味
わいがあり、長くお使いいただけます。同じデザイン同士
はもちろんのこと、陰と陽の異なるデザイン同士でもスタ
ッキングできます。天然木の風合いを残しつつ、お手入れ
もしやすいマットな質感のウレタン仕上げです。おぼんと
してもランチョントレイとしても使えます。和洋中のお料
理、ティータイムなど、どのような場面にもマッチするデ
ザインです。     
      
       
      
      
      
      
      

 

 

(商品画像)
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