
裏⾯ 席札  2500円  

縦72×幅210×奥⾏下部40 上部奥⾏15

室名札 ⽚⾯4000円 両⾯5000円 

縦170×幅500×奥⾏15

フック・ぶら下げ⽤チェーンセット別途販売

書体レイアウト等要相談

多⽬的箱 ⼩(募⾦箱） 6000円  

幅150×⾼さ200×奥⾏120

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

多⽬的箱 ⼤(ご意⾒箱） 6000円  

幅175×⾼さ310×奥⾏85

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

クリップボードA4 1300円 

縦320×幅230×奥⾏8

表裏印字印刷可能

ティッシュケース 1500円 

縦145×幅270×⾼さ80

表⾯印字印刷可能

卓上プレート(レーザーのみ）

A3 10000円 A4 5000円

他サイズあり 

卓上プレート(印刷のみ）

A3 9000円 A4 4000円

他サイズあり 

卓上プレート(レーザー+印刷）

A3 12000円 A4 7000円

他サイズあり 

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300
パンフレットスタンド ４段

幅580×⾼さ1160×奥⾏27

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

⽊製ベンチ

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

社会福祉法⼈幸仁会川本園の製品カタログ

〒369-1105

埼⽟県深⾕市本⽥7080-8

Tel.048-583-5908

Fax.048-583-7277

URL http//www.casys.ever.jp/koujinkai/

お客様の｢こんなものが欲しい｣に応えます

ご希望のサイズや、名⼊れ加⼯からシンボルマーク印刷など、

お客様のご要望にできるかぎりお応えします

レーザー焼付印字やカラー印刷等でオリジナルの製品が作れます

製品は埼⽟県産のひのき材（間伐材）を使⽤しています

【お問合せ】

ネコマグネット 300円

縦40×横56×厚10

       丸マグネット⼩ 250円  

径34×厚10

オリジナル印字・印刷可能

（カラー印刷タイプです）

 丸マグネット⼤ 300円  

径45×厚10

オリジナル印字・印刷可能

（レーザー印字タイプです）

ぺん⽴て ⼩  500円  

   縦100×横50×奥⾏50

オリジナル印字印刷可能

4⾯に⼊れる場合  円700

ぺん⽴て ⼤  700円  

   縦105×横65×奥⾏65

オリジナル印字印刷可能

4⾯に⼊れる場合  円1000

コースター  200円

縦95×横95×厚10

オリジナル印字可能250円

フラワーベール  300円

下丸座径55×⾼さ100

ガラス管を使⽤しています

名札  400円  

縦30×幅55×厚5

名札 ⼤  700円  

縦35×幅80×厚5もくたま 1個  70円

ネーム⼊り1個  100円
⼤きさはふぞろいです(⼿のひらサイズ）

オリジナル印字可能

ひのきの⾹りをお楽しみ下さい

※単価は消費税別です

フタ部分はマグネットでスライドします

印鑑入れ　1本タイプ　1000円 

幅90×奥⾏90 厚み30

 写真⽴て付時計 2500円  

     縦170×横260×奥⾏25

裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

 印鑑ケース 中 1500円

  幅135×⾼さ35×奥⾏80

 フタはマグネットでスライドします

  印鑑⽴て⽤の⽳は変更可能

  フタ表裏に印字印刷可能

 置き時計 ⼤ 2800円    置き時計 ⼩ 1500円    

  縦180×横180×奥⾏45     縦125×横125×奥⾏45   

裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

        ⽂字盤オリジナル印字印刷可能

 イーゼル型フォトスタンド 1000円  

     縦195×横170×奥⾏20

裏⾯にレーザー印字⼊ります

フォトスタンド 800円  

     縦135×横175×奥⾏10

    表裏⾯に印刷・印字可能

ペンケース 1500円  

     幅220×⾼さ35×奥⾏65

    フタ表裏⾯に印刷・印字可能

裏⾯



裏⾯ 席札  2500円  

縦72×幅210×奥⾏下部40 上部奥⾏15

室名札 ⽚⾯4000円 両⾯5000円 

縦170×幅500×奥⾏15

フック・ぶら下げ⽤チェーンセット別途販売

書体レイアウト等要相談

多⽬的箱 ⼩(募⾦箱） 6000円  

幅150×⾼さ200×奥⾏120

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

多⽬的箱 ⼤(ご意⾒箱） 6000円  

幅175×⾼さ310×奥⾏85

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

クリップボードA4 1300円 

縦320×幅230×奥⾏8

表裏印字印刷可能

ティッシュケース 1500円 

縦145×幅270×⾼さ80

表⾯印字印刷可能

卓上プレート(レーザーのみ）

A3 10000円 A4 5000円

他サイズあり 

卓上プレート(印刷のみ）

A3 9000円 A4 4000円

他サイズあり 

卓上プレート(レーザー+印刷）

A3 12000円 A4 7000円

他サイズあり 

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300
パンフレットスタンド ４段

幅580×⾼さ1160×奥⾏27

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

⽊製ベンチ

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

社会福祉法⼈幸仁会川本園の製品カタログ

〒369-1105

埼⽟県深⾕市本⽥7080-8

Tel.048-583-5908

Fax.048-583-7277

URL http//www.casys.ever.jp/koujinkai/

お客様の｢こんなものが欲しい｣に応えます

ご希望のサイズや、名⼊れ加⼯からシンボルマーク印刷など、

お客様のご要望にできるかぎりお応えします

レーザー焼付印字やカラー印刷等でオリジナルの製品が作れます

製品は埼⽟県産のひのき材（間伐材）を使⽤しています

【お問合せ】

ネコマグネット 300円  

     縦40×横56×厚10

       丸マグネット⼩ 250円  

     径34×厚10

オリジナル印字・印刷可能

    （カラー印刷タイプです）

 丸マグネット⼤ 300円  

     径45×厚10

オリジナル印字・印刷可能

    （レーザー印字タイプです）

ぺん⽴て ⼩  500円  

   縦100×横50×奥⾏50

オリジナル印字印刷可能

      4⾯に⼊れる場合  円700

ぺん⽴て ⼤  700円  

   縦105×横65×奥⾏65

オリジナル印字印刷可能

      4⾯に⼊れる場合  円1000

  コースター  200円  

   縦95×横95×厚10

250オリジナル印字可能 円

  フラワーベール  300円  

   下丸座径55×⾼さ100

ガラス管を使⽤しています

名札  400円  

縦30×幅55×厚5

名札 ⼤  700円  

縦35×幅80×厚5もくたま 1個  70円

ネーム⼊り1個  100円  
⼤きさはふぞろいです(⼿のひらサイズ）

オリジナル印字可能

ひのきの⾹りをお楽しみ下さい

※単価は消費税別です

フタ部分はマグネットでスライドします

印鑑入れ　1本タイプ　1000円 

幅90×奥⾏90 厚み30

 写真⽴て付時計 2500円  

縦170×横260×奥⾏25

 裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

 印鑑ケース 中 1500円

  幅135×⾼さ35×奥⾏80

フタはマグネットでスライドします

印鑑⽴て⽤の⽳は変更可能

フタ表裏に印字印刷可能

 置き時計 ⼤ 2800円    置き時計 ⼩ 1500円    

  縦180×横180×奥⾏45 縦125×横125×奥⾏45   

裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

⽂字盤オリジナル印字印刷可能

イーゼル型フォトスタンド 1000円

縦195×横170×奥⾏20

裏⾯にレーザー印字⼊ります

フォトスタンド 800円

縦135×横175×奥⾏10

    表裏⾯に印刷・印字可能

ペンケース 1500円  

幅220×⾼さ35×奥⾏65

フタ表裏⾯に印刷・印字可能

裏⾯



裏⾯ 席札  2500円  

縦72×幅210×奥⾏下部40 上部奥⾏15

室名札 ⽚⾯4000円 両⾯5000円 

縦170×幅500×奥⾏15

フック・ぶら下げ⽤チェーンセット別途販売

書体レイアウト等要相談

多⽬的箱 ⼩(募⾦箱） 6000円  

幅150×⾼さ200×奥⾏120

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

多⽬的箱 ⼤(ご意⾒箱） 6000円  

幅175×⾼さ310×奥⾏85

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

クリップボードA4 1300円

縦320×幅230×奥⾏8

表裏印字印刷可能

ティッシュケース 1500円

縦145×幅270×⾼さ80

表⾯印字印刷可能

卓上プレート(レーザーのみ）

A3 10000円 A4 5000円

他サイズあり 

卓上プレート(印刷のみ）

A3 9000円 A4 4000円

他サイズあり 

卓上プレート(レーザー+印刷）

A3 12000円 A4 7000円

他サイズあり 

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300
パンフレットスタンド ４段

幅580×⾼さ1160×奥⾏27

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

⽊製ベンチ

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300 社会福祉法⼈幸仁会川本園の製品カタログ

〒369-1105

埼⽟県深⾕市本⽥7080-8

Tel.048-583-5908

Fax.048-583-7277

URL http//www.casys.ever.jp/koujinkai/

お客様の｢こんなものが欲しい｣に応えます

ご希望のサイズや、名⼊れ加⼯からシンボルマーク印刷など、

お客様のご要望にできるかぎりお応えします

レーザー焼付印字やカラー印刷等でオリジナルの製品が作れます

製品は埼⽟県産のひのき材（間伐材）を使⽤しています

【お問合せ】

ネコマグネット 300円  

     縦40×横56×厚10

       丸マグネット⼩ 250円  

     径34×厚10

オリジナル印字・印刷可能

    （カラー印刷タイプです）

 丸マグネット⼤ 300円  

     径45×厚10

オリジナル印字・印刷可能

    （レーザー印字タイプです）

ぺん⽴て ⼩  500円  

   縦100×横50×奥⾏50

オリジナル印字印刷可能

      4⾯に⼊れる場合  円700

ぺん⽴て ⼤  700円  

   縦105×横65×奥⾏65

オリジナル印字印刷可能

      4⾯に⼊れる場合  円1000

  コースター  200円  

   縦95×横95×厚10

250オリジナル印字可能 円

  フラワーベール  300円  

   下丸座径55×⾼さ100

ガラス管を使⽤しています

名札  400円  

縦30×幅55×厚5

名札 ⼤  700円  

縦35×幅80×厚5もくたま 1個  70円

ネーム⼊り1個  100円  
⼤きさはふぞろいです(⼿のひらサイズ）

オリジナル印字可能

ひのきの⾹りをお楽しみ下さい

※単価は消費税別です

フタ部分はマグネットでスライドします

印鑑入れ　1本タイプ　1000円 

幅90×奥⾏90 厚み30

 写真⽴て付時計 2500円  

     縦170×横260×奥⾏25

裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

 印鑑ケース 中 1500円

  幅135×⾼さ35×奥⾏80

 フタはマグネットでスライドします

  印鑑⽴て⽤の⽳は変更可能

  フタ表裏に印字印刷可能

 置き時計 ⼤ 2800円    置き時計 ⼩ 1500円    

  縦180×横180×奥⾏45     縦125×横125×奥⾏45   

裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

        ⽂字盤オリジナル印字印刷可能

 イーゼル型フォトスタンド 1000円  

     縦195×横170×奥⾏20

裏⾯にレーザー印字⼊ります

フォトスタンド 800円  

     縦135×横175×奥⾏10

    表裏⾯に印刷・印字可能

ペンケース 1620円  

     幅220×⾼さ35×奥⾏65

    フタ表裏⾯に印刷・印字可能

裏⾯



裏⾯ 席札  2500円  

縦72×幅210×奥⾏下部40 上部奥⾏15

室名札 ⽚⾯4000円 両⾯5000円 

縦170×幅500×奥⾏15

フック・ぶら下げ⽤チェーンセット別途販売

書体レイアウト等要相談

多⽬的箱 ⼩(募⾦箱） 6000円  

幅150×⾼さ200×奥⾏120

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

多⽬的箱 ⼤(ご意⾒箱） 6000円  

幅175×⾼さ310×奥⾏85

表⾯印字印刷可能

裏⾯とびら付 カギ付

クリップボードA4 1300円 

縦320×幅230×奥⾏8

表裏印字印刷可能

ティッシュケース 1500円 

縦145×幅270×⾼さ80

表⾯印字印刷可能

卓上プレート(レーザーのみ）

A3 10000円 A4 5000円

他サイズあり 

卓上プレート(印刷のみ）

A3 9000円 A4 4000円

他サイズあり 

卓上プレート(レーザー+印刷）

A3 12000円 A4 7000円

他サイズあり 

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300
パンフレットスタンド ４段

幅580×⾼さ1160×奥⾏27

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

⽊製ベンチ

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

注⽂家具

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300

カタログスタンド ５段

幅650×⾼さ1450×奥⾏ 上部70 下部300 社会福祉法⼈幸仁会川本園の製品カタログ

〒369-1105

埼⽟県深⾕市本⽥7080-8

Tel.048-583-5908

Fax.048-583-7277

URL http//www.casys.ever.jp/koujinkai/

お客様の｢こんなものが欲しい｣に応えます

ご希望のサイズや、名⼊れ加⼯からシンボルマーク印刷など、

お客様のご要望にできるかぎりお応えします

レーザー焼付印字やカラー印刷等でオリジナルの製品が作れます

製品は埼⽟県産のひのき材（間伐材）を使⽤しています

【お問合せ】

ネコマグネット 300円  

     縦40×横56×厚10

       丸マグネット⼩ 250円  

     径34×厚10

オリジナル印字・印刷可能

    （カラー印刷タイプです）

 丸マグネット⼤ 300円  

     径45×厚10

オリジナル印字・印刷可能

    （レーザー印字タイプです）

ぺん⽴て ⼩  500円  

   縦100×横50×奥⾏50

オリジナル印字印刷可能

      4⾯に⼊れる場合  円700

ぺん⽴て ⼤  700円  

   縦105×横65×奥⾏65

オリジナル印字印刷可能

      4⾯に⼊れる場合  円1000

  コースター  200円  

   縦95×横95×厚10

250オリジナル印字可能 円

  フラワーベール  300円  

   下丸座径55×⾼さ100

ガラス管を使⽤しています

名札  400円  

縦30×幅55×厚5

名札 ⼤  700円  

縦35×幅80×厚5もくたま 1個  70円

ネーム⼊り1個  100円  
⼤きさはふぞろいです(⼿のひらサイズ）

オリジナル印字可能

ひのきの⾹りをお楽しみ下さい

※単価は消費税別です

フタ部分はマグネットでスライドします

印鑑入れ　1本タイプ　1000円 

幅90×奥⾏90 厚み30

 写真⽴て付時計 2500円  

     縦170×横260×奥⾏25

裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

 印鑑ケース 中 1500円

  幅135×⾼さ35×奥⾏80

 フタはマグネットでスライドします

  印鑑⽴て⽤の⽳は変更可能

  フタ表裏に印字印刷可能

 置き時計 ⼤ 2800円    置き時計 ⼩ 1500円    

  縦180×横180×奥⾏45     縦125×横125×奥⾏45   

裏⾯下部にレーザー印字⼊ります

        ⽂字盤オリジナル印字印刷可能

 イーゼル型フォトスタンド 1000円  

     縦195×横170×奥⾏20

裏⾯にレーザー印字⼊ります

フォトスタンド 800円  

     縦135×横175×奥⾏10

    表裏⾯に印刷・印字可能

ペンケース 1620円  

     幅220×⾼さ35×奥⾏65

    フタ表裏⾯に印刷・印字可能

裏⾯



木村木材工業株式会社 

無垢材で作る造作材工場 

当社は窓枠・ドア枠・巾木や框といった造作材の 

加工工場です。 

１本１本オーダーメイドで加工をするため、戸建 

住宅に限らず、マンション・アパート等の集合住宅、

老人ホームや店舗など、建物の様式にとらわれず 

対応可能です。 

さいたま県産木材の桧や杉をはじめとした無垢材を

幅広く取り扱っています。 

１本からでもオーダー可能ですので、お気軽にお問い

合わせください。 

グループ会社「木村木材フォレスト株式会社」では

さいたま県産木材の伐採を行い、丸太を製材工場に

納入しています。 

お問合せ先 

住所：〒364-0001 埼玉県北本市深井 6丁目 80番地 

T E L ：048-542-8111 

F A X ：048-542-0809 

U R L ：http://www.kimuramokuzai.com 



【天井羽目板】 

【木製ルーバー・庇・デッキ材】 

【敷居・鴨居】 【 窓 枠 】 

【巾ハギ材】 【 巾 木 】 

加工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【カウンター（巾ハギ材）】 

【 木 塀 】 

【ハニカムシーリングライト（フレーム部）】 

施工事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全てオーダーメイドの為、金額は 

別途お問い合わせください。 

※その他さまざまな加工、承りますので 

          お気軽にご相談ください。 



お問い合わせ先：阿須工場
　埼玉県飯能市阿須523-1　TEL. 042-974-4510　FAX. 042-974-4514

言わば江戸前の材木。 
埼玉県の南西部、西川林業地と呼ばれるこの一帯は 

穏やかな気候と豊かな土と水に恵まれ、古くから 

良質なヒノキや杉を育んできました。 

江戸の昔、伐り出した木を筏に組み、川を下って 

江戸に運んだところから「西の川から来る良い材木」 

＝「西川材」･と呼ばれ、首都から最も近い所で供給 

される良材として、江戸～東京の街の発展を支えて 

来たのです。 

西川材は言わば「江戸前の材木」と言えるでしょう。 

フォレスト西川は、そうした伝統と風土に培われた

西川材を現代の生活に活かすべく、様々な試みと情報

の発信を行っています。

西川の木を知り尽くしているからこそ出来る提案や

物づくりとは･何か･を考え、自然環境･と･調和した

美しい生活文化の創造を目指しています。



 外構材を地元の山の木で 地元の西川材を中心とした

国産材の杉・桧を使用し、

間伐材の有効利用のために

外構材や木道に使える木材

を提供します。 

ウッドデッキ材・ガーデンウッズ

杉・桧の厚い材に特殊加工を施したものを使い、耐久性を高めた木材製品です。 

製材工場 

西川材の山の間伐材を有効利用 



　構造材プレカット

乾燥は木の持つ特性を十分に活かせる中

温乾燥方式か、天然乾燥を採用。 

地元の林業家・製材所・材木店と協力し、

良質の材料を厳選して使用しています。 

 西川材は、色つやが良く、木目が詰

まって、強度も高い優良材です。  

地元に育った木材と、そこで技術を

磨いた 林業・製材・加工の職人さ

んとの組合わせで、人と自然に優し

く、長持ちな家が出来上がります。

 地元に育った木材を使った、人と

自然に優しく、長持ちで住み心地

の良い「木の家」のショールーム

をご覧いただけます。 

＋ 
精度・スピード・コストの優

位性で現在の構造材加工の主

流となっているプレカット。 

無垢の木を使いこなす、経験

と技術を駆使した職人の手加

工。 



　無垢の木を無垢のままに　フォレスト西川スタイル家具

杉・ﾋﾉｷ・木製家具のオーダー承ります。 

ｲｽ、ﾃｰﾌﾞﾙ、収納家具、ｷｯﾁﾝ、洗面台などご相談下さい。

幼稚園保育園等、施設向け家具・造作家具の製作をします。 

建具・階段・床壁材・造作材のご注文承ります。  

接着剤は、Ｆ☆☆☆☆基

準をクリアしたものを使用

しています。 

主に使用する塗料は、純

国産の自然塗料を使用し

ています。 

詳しくは営業担当までお

問い合わせ下さい。 
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