
│ 山形工房 │ 

❖企業概要 

 

 

  事業者番号 7390002015018 

 会社名 日本語 有限会社 山形工房 

 会社名 英語  Yamagata Koubou Co.,Ltd 

 創業・設立年  1973 

 業 種  木工品製造  

   

   

    

 主要製品  
競技用けん玉、木製バット、 
太鼓バチ、その他木製品 

 郵便番号  993-0061 

 会社住所  

 

 

 

山形県長井市寺泉 6493-2 

 代表者  梅津雄治 

 ＴＥＬ  0238-84-6062 

 ＦＡＸ  0238-84-6061 

 ＵＲＬ https://kendama.co.jp/ 

 Facebook（ユーザーネーム） Yamagata Koubou 

Instagram(ユーザーネーム) ozorakendama_official 

 

ozorakendama_official 

ozorakendama_official 

ozorakendama_official 

 EC サイト https://ozorakendama.shop/ 

 主な販売チャネル  
玩具、雑貨、スポーツ、生協、 
教育機関等 

 国内外 EC 販売実績  国内・海外あり 

 対応言語  日本語・英語 
 

 

 

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

山形工房では 40 年以上の長きにわたり、競技用けん玉の製造を手掛けてきました。 

けん玉作りに対するこだわりは、日本の熟練職人の目と手で本格派仕様のけん玉を作ることです。競技用と

して使用されるけん玉であるため、多くの種類の技に対応できますよう、精度と品質にこだわって一つ一つ

丁寧に仕上げております。長年にわたる実績より公益社団法人日本けん玉協会様より公認けん玉指定工場に

選ばれ、生産日本一の認定を頂いております。 

創業者である鈴木与三郎が掲げた社是は「自然の恵み 木の美しさ 伝統と現代的な技」というものです。

大自然の恵みに感謝し、木の美しさを最大限生かした製品をつくること。そして、伝統を重んじながらも、

現代の先端技術を駆使し、時代に合ったモノ作りに励んでいく会社の姿勢を示しております。 

今後も、日本の素晴らしい伝統文化であるけん玉が、さらに普及していきますよう、けん玉作りという側面

で精いっぱい努力してまいります。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

長井の地名は水の集まるところに由来しています。朝日、飯豊の緑豊かな各山系の懐に抱かれ、最上川、置

賜白川、置賜野川の清流が、美しい散居村を潤しながらまちを貫流します。江戸時代には最上川の舟運によ

り商人町として栄え、上方と文化交流が行われ、芸術や文化を愛する風土が生まれました。そして、季節ご

とに可憐な表情を見せる花々。春には、樹齢 1200 年といわれる「伊佐沢の久保桜」「草岡の大明神桜」から

はじまり、初夏には純白の「白つつじ」が咲き、500 種 100 万本の「あやめ」が夏の訪れを告げます。 

山形工房で木工製品作りを始めたきっかけは、長年山の管理を担っていた創業者鈴木与三郎が、地元産木材

の美しさに惚れ込み、ふるさとの豊富な水資源と木材資源を活用し、社会貢献できる事業を興したいと考え

たことがきっかけでした。その後、山形県長井市ならではの文化と風土に支えられ、今日まで事業をさせて

頂いております。 

 
 

https://kendama.co.jp/
https://www.facebook.com/ozorakendamaofficial/posts/1390948358000700
https://www.instagram.com/ozorakendama_official/
https://ozorakendama.shop/


│山形工房│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」赤 

 一般名称  大空赤 

 素材  自然木（ブナ、さくら）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

    

 日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品、定番の単色
モデルです。日本玩具協会の安全基準ＳＴ試験合格商品で
す。商品にてご案内の「山形工房けん玉アプリ」をダウン
ロードして頂ければ、日本語・英語で技やけん玉自体の解
説、HOWTO 動画、文化紹介動画等を見て、よりけん玉を
楽しむことができます。付属品：取扱説明書、替え糸 

 

 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」さくらピンク 

 一般名称  大空さくらピンク 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

 
 
日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品です。奇麗な
パールピンクの塗装にさくら吹雪が舞うようなデザインを
施しました。日本らしいデザインで、お土産や贈答品にも
喜ばれております。商品にてご案内の「山形工房けん玉ア
プリ」をダウンロードして頂ければ、日本語・英語で技や
けん玉自体の解説、HOWTO 動画、文化紹介動画等を見て、
よりけん玉を楽しむことができます。付属品：取扱説明書、
替え糸 

 

 

 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」マット水色＆
ピンク 

 一般名称  大空さくらピンク 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

 
 
日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品です。塗装を
リニューアルした上級者向けモデルです。塗装が強く、投
げ技にも長く対応できます。特殊な質感を持つ塗装で、グ
リップ力があり、静止系の技がやりやすく、また色が分か
れており、回転が見やすくなっております。商品にてご案
内の「山形工房けん玉アプリ」をダウンロードして頂けれ
ば、日本語・英語で技やけん玉自体の解説、HOWTO 動画、
文化紹介動画等を見て、よりけん玉を楽しむことができま
す。 付属品：取扱説明書、替え糸 

 

 



│山形工房│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」Premium 青＆
銀 

 一般名称  大空 Premium 青&銀 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

 
 
日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品です。塗装を
リニューアルした上級者向けモデルです。塗装が強く、投
げ技にも長く対応できます。特殊な質感を持つ塗装で、２
トーンの塗装のため回転がわかりやすいことなどから、技
の成功度も向上します。商品にてご案内の「山形工房けん
玉アプリ」をダウンロードして頂ければ、日本語・英語で
技やけん玉自体の解説、HOWTO 動画、文化紹介動画等を見
て、よりけん玉を楽しむことができます。 
付属品：取扱説明書、替え糸 

 

 

 

 

 ブランド名  福祉けん玉「大晴」 

 商品名  福祉けん玉「大晴」赤 

 一般名称  大晴赤 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

 
 
日本けん玉協会  推奨品 
（級・準初段のけん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品です。 
競技用けん玉の皿のサイズを約２５％大きくし、軽量化を
図ったモデルです。初めての方にもやさしい設計になって
おり、初心者や高齢者の方にオススメの商品です。医学博
士「白澤卓二先生」に監修頂いております。日本けん玉協
会の級・準初段試験を受験できます。付属品：取扱説明書、
替え糸 

 

 

 

 

 ブランド名  ５連大皿 

 商品名  ５連大皿 

 一般名称  ５連大皿 

 素材  自然木、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  30 x 12 x 6cm（横幅 30cm） 

 商品重量  600g 

    

 秋元けん玉研究所とのコラボ商品「５連大皿」です。 
５個の玉を一気に皿にのせるというシンプルかつ超マニア
ックなけん玉です。平衡感覚と膝の使い方が成功のポイン
トとなります。決めることができれば宴会等で盛り上がる
ことが必至のアイテムです。 
付属品：取扱説明書（技の解説動画の QR コードが付いて
おります。）、替え糸 

 



│山形工房│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」木地 

 一般名称  大空木地 

 素材  自然木（ブナ、さくら）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

    

 日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品、定番の単色
モデルです。日本玩具協会の安全基準ＳＴ試験合格商品で
す。商品にてご案内の「山形工房けん玉アプリ」をダウン
ロードして頂ければ、日本語・英語で技やけん玉自体の解
説、HOWTO 動画、文化紹介動画等を見て、よりけん玉を楽
しむことができます。付属品：取扱説明書、替え糸 

 

 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」銀河ブルー 

 一般名称  大空銀河ブルー 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm （全長 18cm） 

 商品重量  150g 

 日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品、銀河シリー
ズの一つです。宇宙を髣髴させるデザインをけん玉に取り
入れました。ラインが入っているので、回転を見たりする
こともできます。商品にてご案内の「山形工房けん玉アプ
リ」をダウンロードして頂ければ、日本語・英語で技やけ
ん玉自体の解説、HOWTO 動画、文化紹介動画等を見て、よ
りけん玉を楽しむことができます。付属品：取扱説明書、
替え糸 

 

 

 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」Premium Gold 

 一般名称  大空プレミアムゴールド 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津 雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

 
 
日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品です。塗装を
リニューアルした上級者向けモデルです。塗装が強く、投
げ技にも長く対応できます。特殊な質感を持つ塗装で技の
成功度も向上します。商品にてご案内の「山形工房けん玉
アプリ」をダウンロードして頂ければ、日本語・英語で技
やけん玉自体の解説、HOWTO 動画、文化紹介動画等を見て、
よりけん玉を楽しむことができます。付属品：取扱説明書、
替え糸 

 

 



│山形工房│ 

❖商品情報 

 

 ブランド名  大空 

 商品名  競技用けん玉「大空」ストリート
ブラック 

 一般名称  大空ストリートブラック 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm（全長 18cm） 

 商品重量  150g 

    

 日本けん玉協会  認定品 
（けん玉大会・けん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品です。塗装を
リニューアルした上級者向けモデルです。塗装が強く、投
げ技にも長く対応できます。特殊な質感を持つ塗装で、け
んと皿胴もブラックに仕上げてみました。商品にてご案内
の「山形工房けん玉アプリ」をダウンロードして頂ければ、
日本語・英語で技やけん玉自体の解説、HOWTO 動画、文化
紹介動画等を見て、よりけん玉を楽しむことができます。 
付属品：取扱説明書、替え糸 

 

 

 

 

 ブランド名  福祉けん玉「大晴」ハンドブックセット 

 商品名  福祉けん玉「大晴」ハンドブックセット

水色  一般名称  大晴ハンドブックセット水色 

 素材  自然木（ブナ、サクラ）、ナイロン糸 

 製造担当者  梅津雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  18 x 7 x 6cm 

 商品重量  150g 

    
日本けん玉協会  推奨品 
（級・準初段のけん玉検定で使用可能です。） 
山形県のけん玉職人が作るこだわりの国産品です。競技用けん玉の皿のサイズを約２５％大きくし、軽量化を
図ったモデルです。初めての方にもやさしい設計になっており、初心者や高齢者の方にオススメの商品です。
医学博士「白澤卓二先生」に監修頂いております。日本けん玉協会の級・準初段試験を受験できます。全５２
ページの白澤卓二先生、日本けん玉協会監修の丁寧なハンドブックが付属しております。（けん玉の効能の説
明や脳が目覚めるトレーニング法や級・準初段の技説明等が丁寧に書いてあります。）  初めての方、久しぶ
りの方にもオススメの一品です。また、ギフトにも喜ばれております。生涯スポーツ“けん玉”をぜひお楽しみ
ください。 付属品：取扱説明書、替え糸 

 

  ブランド名  大空けん玉ホルダー 

 商品名  大空けん玉ホルダー 

 一般名称  大空けん玉ホルダー 

 素材  合成ゴム、ナイロン 

 製造担当者  梅津雄治 

 製造地  山形県長井市 ［日本産］ 

 商品サイズ  16 x 6 x 0.5cm 

 商品重量  150g 

    

 

宮城県石巻の縫製会社で作る国産のけん玉ホルダーです。 
伸縮性に富んだウェットスーツに使われる生地を活用し作
っております。玉をしっかり固定することはもちろんです
が、カラビナ付きでけん玉の携帯にも便利な逸品です。 

 


