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１．はじめに
1.1.  研究目的
小論は、京都の家具メーカー二葉工業株式会社（以下、二葉工業）［注１］
での調査を通じて、地域の中小企業では、どの様にオリジナル家具を開発し
てきたのかを調査し、実際にオリジナル製品開発に携わったデザイナー及び
職人との共同作業により、オリジナル家具のデザインの変化とその実態及び
背景を検証することを目的としている。
二葉工業は、天童木工や秋田木工のような木工家具製造を本業とするメー
カーではなく、別注家具・建具と内装設計施工を主たる業務としている。ま
た北欧家具・雑貨とオリジナル家具を販売する店舗を有しているが、現在は
新たなオリジナル製品開発は行っておらず、オリジナル製品として販売して
いるのは、ここで取り上げる1960年代から80年代にデザインされたものが殆
どである。従ってこの研究では現在或いは将来の展望となる具体的なデザイ
ンや技術の実際を示すことは出来ないが、現在の視点で過去の事例の問題点
を明らかにすることで、今後の展望を見いだしたい。

1.2.  研究方法
京都市内に本社店舗と工場を有する二葉工業を、椅子研究会のメンバーと
して2015年から調査を続けている。椅子研究会は、1964年から77年まで二葉
工業のデザイナーであった妹尾衣子（1942－、社員であった当時は谷本衣子
であったが、混乱を避けるため以下妹尾衣子とする）と1986年から91年まで
同社に所属していた木工職人中野智夫（1968－）を含む７名から成る。本研
究に先立ち、2017年椅子研究会は「京×椅子　二葉家具と北欧モダン」展
（2017年11月14－19日、京都市御池ギャラリー）を企画開催した。展覧会に
際して、二葉工業の工場での製作過程の調査、同社資料室での過去の製品の
図面調査、現在生産されていないオリジナルチェアについての覚書などの資
料を収集することが出来た。本研究は、展覧会に際して明らかとなった成果
とその後の調査に基づいている。
研究資料として、二葉工業の過去の図面やカタログ、社内保管のアルバム
から展示会や製品、及び工場の写真を抽出し、1964年から1992年までの総勘
定元帳及び仕訳帳から工場での機械購入履歴や輸入販売、展示会などの記録
を渉猟し、社員票からデザイナーの所属期間を確認した。また、二葉工業の
現社長井尻多津男、現専務井尻浩行、工場長笹井義彦などを含む二葉工業社

１） 店舗及びカタログなどでは二葉家具と表記する場合も
あるが、小論では基本的に「二葉工業」と表記する。
なお、現在のホームページやカタログでは、二葉家具
の名称を大きく用いている。
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員との資料確認により、詳細な記録を得ることが出来た。これらの資料を整
理し、オリジナル家具開発の流れやその際問題になったこと、試作への取組
などについて概観し、その内容を検証したい。

1.3.  研究の位置づけ
小論は、二葉工業での３年間の調査に基づく成果の一部を成す。戦後日本
の中小の家具産業に関する研究では、経営学の分野に先行研究があり、家具
産業の木製家具メーカーに関する近年の研究としては、新井による『戦後日
本の木製家具』の中で二葉工業についても言及されているが、二葉工業のオ
リジナル家具開発の状況についての調査研究は見当たらない［注２］。また
小論は、地域性及び業態の小さな中小企業におけるデザイン開発といった視
点での調査研究である点独自の観点を示せると考える。

２．二葉工業について
2.1.  創業から1960年まで
二葉工業は、1921年に室内装飾業を請け負う大槻商会として河原町二条

［注３］に創業し、太平洋戦争中の1943年に「二葉工業」として事業登録す
る。これは天童木工の設立と同時期である。初期の二葉工業は、大学や官
庁、企業などに納める洋家具や工作機械台、展示台などを中心に製造してい
た。さらに終戦後、企業や商業施設などのための内装に伴う注文家具（鏡、
小椅子、机、応接セットなど）の製作を始める。
1948年に井尻隆一が社長に就任し、翌年寺町夷川［注４］に店舗を構え、

注文生産だけでなく店頭販売を始めた。同年、特別調達庁に特A級工場とし
て認可され、1950年には特別調達庁長官から表彰も受けている。
こうして別注家具・建具を請け負う企業として二葉工業は、1950年代半ば
から四条繁栄会の店舗へ什器を納入したり、大丸や高島屋の木工部の下請け
をしたりしながら、徐々に一般家庭用家具の量産化を考え始める。

2.2.  オリジナル家具開発の始まり　1960年代
京都会館の建設計画は1955年に始まり、57年に建設本部が設置され、指名
設計競技が行われた。当選したのは前川國男（1905－86）設計案であり、設
計は1958年６月に始まり、同年12月には建築物が着工した［注５］。当時前
川の事務所に所属していた水之江忠臣（1921－77）が内装を設計し、家具製
作を二葉工業が受注した。これに合わせて二葉工業では、1959年に西京極工
場を創業している。西京極工場ではフラッシュ工法を導入し、量産化に備え
たという。しかし水之江忠臣との関係が直ぐにオリジナル製品開発に繋がっ
た訳では無い。
1960年代始め、著名な建築設計事務所が住宅用家具を設計し、家具メー
カーが別注品として受注することが良くあった。当時の社長井尻隆一は、別
注を待つのでは無く、積極的に売り出したいと考え、「二葉オリジナル」を
作ることを決意した。
1964年、日建設計室内装飾部に所属していた山本敏郎（後の稲次敏郎1924
－2009）が京都市立美術大学（現京都市立芸術大学）の非常勤講師として京
都に通うようになる。これをきっかけに山本敏郎は二葉工業に顧問デザイ
ナーとして迎えられ、オリジナル家具の生産が始まった。同時に山本敏郎自
身のデザインを実現するために社内デザイナーとして妹尾衣子が雇用された。

２） 張楓：戦後高度成長期における家具産業の成長　─備
後府中高級混練家具産地に着目して─，経営史学，46
（4），48-73，2012  

北澤康男：家具・インテリア業界，教育社，1979  

新井竜治：戦後日本の木製家具，家具新聞社，2014
３） 河原町二条の二葉工業店舗の南側には島津製作所本社
社屋があり，さらに南へ行くと京都市役所本館があ
る。武田五一が設計した島津製作所本社社屋と京都市
役所本館は，1927年に完成しており，再開発途中の地
域だったことが解る。

４） 寺町から烏丸までの夷川通りは、宮崎木材工業株式会
社を始め、家具屋が集中する地域である。

５） 前川國男は京都会館を自身の転換点と位置づけてお
り、そのきっかけは「京都」にあった。河野良平：前
川國男の「京都会館」における設計手法について，京
都橘大学研究紀要，（35），138，2009
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山本敏郎は、二葉工業のオリジナル家具開発に「京都らしさ」をテーマと
することを提案している［注６］。1960年代は近代建築においても、京都会
館（1960年開館）を始め1966年に完成した国立京都国際会館など、「地域性：
京都らしさ」を前面に打ち出す名建築がいくつも建設された。こうした背景
が山本敏郎のオリジナル製品開発の指針の１つとなっていたと考えられる。
また山本敏郎は東京市場をターゲットにすることを念頭に置いて「京都らし
さ」をデザインすることを井尻隆一に進言している［注７］。
山本敏郎自身の代表作C-101（図１）は、ケヤキの無垢材を用いた緩やか
な曲線が特徴の大きめの安楽椅子である。この椅子の特徴は、背の支えや肘
掛けが、それぞれ中央及び後側に向かってなだらかな下方向への膨らみを持
ち、それによって上方向への反りを感じさせ、また下から上へ細くなる断面
形状が楕円形の脚と組み合わせることにより、軽やかに見せている。部材の
接合部分の処理などに、木工職人の手業を際立たせている。当時二葉工業
は、ケヤキ材を主流としていたが、山本敏郎は安価なアッシュ材への変更を
提言した。これによって同社は、量産家具への方向性を明確に示し始めた。
同時期にデザインされたC-111（図２）は、垂見健三に「なかみの濃い椅
子」と言わしめた二葉工業を代表する椅子である［注８］。非常に簡素な造
りでありながら、ナラの無垢材を贅沢に使い、座のクッションは４層張と上
質な仕上がりとなっている。腕木と脚、脚と束と畳摺のT字に組むという不
安定な接合部分の強化には、二枚ほぞ接ぎと「狐尾楔ほぞ接」などが用いら
れている［注９］。基本的にはボルトで締めて座を支える構造となっている
が、また当時、木工家具に適した酢酸ビニル系の接着剤が登場し、接着強度
が増したこともこの構造を可能にしたといえる［注10］。I字形に組まれた脚
を丈夫な貫で組み合わせた物に、背と座を程よい角度を付けて接合すること
で、充分に座り心地の良さを実現している。その後もチーク材や時には高価
なローズウッド材でも製造されている。
山本敏郎がオリジナル製品開発に携わったのと同時期に、井尻隆一は水之
江忠臣に「二葉オリジナル」、やはり京都らしいものをデザインして欲しい
と依頼した。水之江忠臣は10分の１の図面とフリーハンドスケッチを自ら書
留郵便で郵送してきた［注11］。
一人掛用のM-101（図３）と二人掛のM-102は、テーブルを含めてMシ
リーズとして計画された。この椅子の特徴は、ナラの無垢材による基部と張
りぐるみをした背と座の構成が実にシンプルであること、そして腰椎のカー
ブに沿った背もたれのクッションと少し堅目の座による安楽性の確保にあ
る。製造工程の無駄のなさにおいても、徹底したモダニズムの椅子と言える
だろう。しかしその姿には硬さは無く、背もたれの曲線や後脚の背とのネジ
留めの部分に見られる削り込みなどから、優しい慎ましさが見て取れる。
M-101及びM-102は、社内デザイナーである妹尾衣子が原寸図を描き、約２
年弱の試行錯誤を繰り返して完成した。当時の工場では、水之江忠臣の厳し
い要求に真摯に向き合い、部材の厚みや仕口の細部などを調整する時もまず
１ミリ単位で削ったり足したりのくり返しだったという［注12］。垂直の側
面が数個の組合せを可能にし、基部と背と座の接合部分の処理により、少し
浮いたように見え、より軽やかな印象を与えている。またM-102二人掛椅子
の幅は京間の半間900mmであり、京町家との調和を意識していることが解
る。同じ水之江忠臣がデザインした天童木工のEasy Chair T-5162（W680×
D782×H770×SH416）と比較しても少し小さめのサイズとなっており、日

６） 山本の言葉「〈木＝京都＝家具〉と三つの要素を結び
ながら〈二葉の家具〉を作り続けて、はや８年になり
ました。」1971年５月２－５日、二葉オリジナル家具
展示会のパネルから

７） 村田真己、オリジナル新製品開発の会議メモより、
1982年11月20日

８） 垂見健三：垂見健三が市販の家具をこわしてみる　─二
葉工業肘付小椅子〈C-111〉，室内，324，71，1981

９） 狐尾楔ほぞ接（きつねおくさびほぞつぎ）：通しほぞ
にし、ほぞ側に鋸で挽き込みを入れ、その挽き込んだ
溝に楔形に加工した木を打ち込み強度を上げる組み
方。

10） 岡崎久：合成背着材発達の歩み，有機合成化学，36（3），
230-231，1978

11） 妹尾衣子による回想。2016年９月13日、自宅にて聞き
取り。「A3用紙に10分の１の図面及びフリーハンドス
ケッチを描いたものが送られて来た。」

12） 同上。

図１　山本敏郎デザイン　C-101安楽椅子
size：W730×D820×H630　1965－66年

図２　山本敏郎デザイン　C-111小椅子
size： W510×D530×H750×SH420　  

1968年

図３　 水之江忠臣デザイン　M-101一人掛
椅子

size： W580×D720×H700×SH380　  
1968年

張り地：ガブリエル製
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本の住環境に配慮していることが解る。
原好輝（1934－2014）は、自ら二葉工業に図面を送って来た。その図面は、
細部までしっかりと描かれ、製作用の原寸図を引き直す必要が無かったとい
う［注13］。彼のデザインは、京指物の技術を用いたものやより個性的で有
機的な特徴を持ち、解りやすくまた素朴な可愛らしさを持っている（図４）。

HADO-351：エボシ椅子（図５）は、厚みのあるチークの無垢材を矧ぎ
合わせた贅沢なつくりの小椅子である。原好輝の作風が強く現れた個性的な
飾り椅子でありサイドテーブルと共にデザインされ、座と背の形が烏帽子に
似ていることから本人がエボシ椅子と命名した。この椅子のデザインの特徴
は、厚みのある座に脚を差し込んだ一見素朴な構造にある。しかし座面に脚
は突き抜けず、楔なども用いていない。座は一枚ではなく、同じようなテク
スチャーの無垢のチーク材を接ぎ合わせて作られており、木部材の選別に、
職人の手業が際立っている。いわゆる民芸調にならないように、スッキリと
した仕上がりとなっており、原好輝が考える京風のモダニズムが現れている
と言えるだろう。
社内デザイナーである妹尾衣子は、山本敏郎から指導を受けながら自身の
オリジナル製品を開発する。C-108（図６）は、畳摺のある小ぶりな肘掛け
椅子であり、ナラ材を使った構造体に一体型の背と座が角度を付けて組まれ
る形は、水之江忠臣のM-101を参考にしたものといえる。この椅子は着物姿
が美しく映えることを目指してデザインされたといい、肘掛が丁寧に面取り
された京指物の繊細さを持つ。低めの座面が和室に合う為、現在でも呉服店
などに特定の需要があるという［注14］。
1971年８月、工芸指導所、千葉大学、日本インテリアデザイナー協会の協
力で日本産業デザイン振興会にて「日本のいす100」展がひらかれた。この
展覧会には、剣持勇デザインの食事用椅子（現在二葉工業の資料には無い）、
山本敏郎がデザインしたC-101とC-111、原好輝のHADOシリーズより二
人掛け椅子、水之江忠臣のM-102の５点が選出された。このうち現在資料の
無い剣持デザインの椅子は、「日本のイスの歴史に残る作品」として選出さ
れた６点（渡辺力のヒモ椅子や豊口克平の執務イスのプロトタイプが含まれ
ている）の内の１つとして紹介されている［注15］。

2.3.  北欧家具の影響　1970年代
二葉工業の特徴として、北欧モダンの影響を挙げることができる。北欧家
具を輸入することを進めたのは水之江忠臣であると伝えられている［注16］。
日本での第一次北欧家具ブームは1960年代前半に始まるが、二葉工業が北欧
家具の取扱を始めたのは1972年以降であった。1973年に河原町通りに面する
本社ビルが完成し、そこで「北欧のベターリビングフェア」を開催するな
ど、店舗では北欧家具を主力商品として売り出した。さらに井尻隆一は北欧
へ買い付けに行った際、artek社に販売代理店契約を申し入れ、また artek社
も日本での販売に興味を持ち、1975年には国内最初の総代理店契約を結んで
いる。これにより二葉工業は、京指物の名代宮崎木材工業とは異なる独自の
洋風路線で、京都では一定の評価を受けてきた。
妹尾衣子によれば、井尻隆一はデンマークの椅子を十数脚買い求め、デザ
イン室に持ち込み、これに匹敵する椅子が作れないかと尋ねたという［注
17］。デンマークの椅子はどの部分を見ても三次元的に作られており、しか
も生産コストを考慮している。北欧家具が二葉工業の目標となった。

13） 妹尾衣子による回想。2016年９月13日、自宅にて聞き
取り。

14） 展覧会前日の準備中，妹尾衣子と現社長井尻多津男と
の会話から。2017年11月13日

15） 吉永淳：日本のイス100展，工芸ニュース，vol.39-3，
11，64-68，1977

16） 井尻多津男への聞き取り。2016年２月22日
17） 妹尾衣子による回想。2016年９月13日。

図４　 HADO-101、102、103、311及び、
ハイスツール、第３回二葉工業展示
会記録写真より、1971年

図５　 原好輝デザイン　HADO-351エボシ
椅子

size： W460×D430×H760×SH410　  
1971年

図６　妹尾衣子デザイン　C-108
size： W640×D730×H700×SH350　  

1973年
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山本敏郎のC-115（図７）は、明らかにボーエ・モーエンセンの J39の影
響を受けている。丸材の脚と貫、合板による湾曲した背もたれが J39と共通
しており、J39が編座を用いているのに対して、C-115は太めに作られた座枠
の上に布張りの座面を置いている点が異なる。これは、自社工場で製造可能
なデザインとして選択されたと思われる。また脚先が下に向かって細くな
り、細めの貫を上方に配置することによって、上品な優しい印象を与えてい
るといえる。山本敏郎の小椅子の中ではC-113という現在も販売されている
スタンダードな四脚椅子があり、C-115はこれを踏襲して框フレームを用い
ている点、J39とは構造的な違いがあるが、座と背を本体の構造から浮かせ
ることで、北欧風の軽やかさを表現していると思われる。
二葉工業のオリジナル製品の中で、この時期に製造された物には、ナラ材
にサドリン塗装仕上げを用いている例が比較的多い（表１参照）。表１から
は、95種の家具（椅子・テーブル・棚を含む）の内、ナラ材の使用（一部を
含む）は35品であり、ナラ材を用いたものにはサドリン仕上げが施されてい
ることが解る。また、ナラ材以外のチーク材やローズ材にはポリウレタン塗
装仕上げが用いられた。ナラ材は、柾目、虎斑などが現れ、色は淡い灰色で
洋風な仕上がりが特徴である。サドリン塗装とは、デンマークで18世紀末に
商品化された塗料で、北欧に準じた製法を用いていることをアピールしてい
ると考えられる。同時に張りぐるみの布にもデンマークのメーカー、ガブリ
エルの製品を用いるなど、輸入家具がオリジナルの方向性に影響を与えたの
は明らかであろう。
1977年、水之江忠臣は不慮の事故で亡くなり、妹尾衣子は二葉工業を退社
し独立した。1979年、山本敏郎は二葉工業の新体制を整えるために村田真己
（1952－2010）を入社させた。村田真己は山本敏郎のC-115を発展させ、
C-125（図８）をデザインする。C-125もまた、太めに作られた座枠を持ち、
その上に布張りの座面が置かれている。この椅子では、C-115とは異なり背
もたれの形状に三次元曲面の成形を行い、脚は真っ直ぐな円筒形となる。座
面の高さはC-115，125共に日本人の体型に合わせて低く設定され（ボーエ・
モーエンセンの J39のサイズはW485×D460×H750×SH445）、凸型の前幕
板の上に少し浮かして前に出し、軽やかさと同時に座り心地を確保した。
1980年の「オリジナルファニチャー」展には、村田真己がデザインした

C-119（図９）が展示された。この椅子は、脚部を延長し、アルバー・アア
ルトの曲げ木技術を応用した肘部を、座枠にネジ留めすることで生産コスト
を押さえる工夫がされている［注18］。村田真己は自社工場で可能な技術を
用い、日本人に合った椅子へと北欧家具をリ・デザインしたといえる。

2.4.  オリジナル家具開発の展開　1980年代
1980年代北欧ブームが衰退し、二葉工業は社内デザイナー村田真己と妹尾
衣子（既に退社し外部デザイナーとして関わっていた）による新たなオリジ
ナル家具開発に向かう。1981年に発表された10シリーズは、これまでの二葉
工業の家具とは一線を画し、ブナの心材をナラで挟んだ成形合板を用いてコ
ストダウンを考慮した製品となっている。10-20（図10）は、同じ厚みの部
材を用いた成形合板によるハイバックチェアである。
外連味のあるデザインが好まれた1980年代、10シリーズの背もたれの窓は
様々な形に切り抜かれ、幾つかのバリエーションが作られた。合板で作成さ
れたこの背もたれは、上方に向かって薄くなっているが、これは突板用のプ

18） 座枠にボルトで脚を固定する方法は、Mシリーズで
水之江忠臣が試みた手法であり、張りぐるみの座を用
いることが多い二葉工業の特徴の一つとなっている。

図７　山本敏郎デザイン　C-115
size： W500×D510×H755×SH420　  

年代不明

図８　村田真己デザイン　C-125
size： W490×D480×H740×SH420　  

1980年頃

図９　村田真己デザイン　C-119
size： W620×D515×H730×SH420　  

1980年頃

図10　村田真己デザイン　10-20
size： W480×D520×H1090×SH420　  

1980年頃
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表１　二葉工業　オリジナル製品一覧：写真入り製品紹介からリストを作成、1972－3年頃
製品番号 種類 巾 奥行 高さ 座高 デザイナー 木部・脚部 甲板・表面材 塗装・仕上げ
c-101 安楽椅子 730 820 630 340 山本敏郎 アッシュ材 サドリン塗装
c-104W 安楽椅子 840 805 750 380 山本敏郎 ローズ材 ポリウレタン塗装
c-105W 長椅子 2120 805 750 380 山本敏郎 ローズ材 ポリウレタン塗装
c-108 肘掛椅子 620 750 700 350 妹尾衣子 チーク材 ポリウレタン塗装
c-110 長椅子 1620 750 700 350 妹尾衣子 チーク材 ポリウレタン塗装
c-111 小椅子 510 530 750 420 山本敏郎 チーク材・ローズ材 ポリウレタン塗装
c-113 小椅子 466 530 750 420 山本敏郎 ナラ材・チーク材 サドリン塗装・ポリウレタン塗装
c-115 小椅子 500 510 755 420 山本敏郎 ナラ材 サドリン塗装
c-116 小椅子 480 510 750 山本敏郎 ナラ材 サドリン塗装
c-117 小椅子（肘付） 540 520 750 山本敏郎 ナラ材 サドリン塗装
c-130S 肘付椅子 600 645 730 400 山本敏郎 スチール丸パイプ クロームメッキ仕上
c-130W 肘付椅子 600 645 730 400 妹尾衣子 チーク材 ポリウレタン塗装
c-131 肘付椅子 600 640 730 400 妹尾衣子 ローズ材 ポリウレタン塗装
c-150 回転椅子 670 720 845 410 妹尾衣子 アルミ鋳物 アルマイト仕上
c-151 大型回転椅子 670 770 1095 410 妹尾衣子 アルミ鋳物 アルマイト仕上
c-165S 安楽椅子 670 750 730 380 山本敏郎 スチール丸パイプ クロームメッキ仕上
c-166S 長椅子 1770 800 730 380 山本敏郎 スチール丸パイプ クロームメッキ仕上
c-165W 安楽椅子 670 750 730 380 山本敏郎 ローズ材 ポリウレタン塗装
c-166W 長椅子 1770 750 730 380 山本敏郎 チーク材 ポリウレタン塗装
c-167 安楽椅子 690 765 685 360 妹尾衣子 ローズ材 ポリウレタン塗装
c-168 長椅子 1790 765 685 360 妹尾衣子 ローズ材 ポリウレタン塗装
c-171 椅子 550 770 750 340 山本敏郎 ナラ材 サドリン塗装
c-172 肘付椅子 730 770 750 340 山本敏郎 ナラ材 サドリン塗装
c-173 片肘付椅子（右） 640 770 750 340 山本敏郎 ナラ材 サドリン塗装
c-174 片肘付椅子（左） 640 770 750 340 山本敏郎 ナラ材 サドリン塗装
d-302 片袖机 1200 600 720 山本敏郎・妹尾衣子 チーク材 住友３M貼り ポリウレタン塗装
d-303A 脇机（抽斗） 450 612 705 山本敏郎・妹尾衣子 ナラ材・チーク材 メラミン化粧板・ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン塗装
d-303B 平机 750 612 705 山本敏郎・妹尾衣子 ナラ材・チーク材 メラミン化粧板・ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン塗装
d-303C 脇机（開戸） 450 612 705 山本敏郎・妹尾衣子 ナラ材・チーク材 メラミン化粧板・ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン塗装
d-303D 脇机（抽斗） 450 612 705 山本敏郎・妹尾衣子 ナラ材・チーク材 メラミン化粧板・ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン塗装
d-304 両袖机 1500 760 720 山本敏郎・妹尾衣子 チーク材 住友3M貼り ポリウレタン塗装
d-305 両袖机 2000 1000 700 妹尾衣子 ブラジリアンローズウッド材柾目 ポリウレタン塗装
d-306 両袖机 1800 450 600 妹尾衣子 ブラジリアンローズウッド材柾目 ポリウレタン塗装
f-101 両袖机 1500 900 745 不明 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
f-102 回転椅子 650 680 860（890） 400（430）不明 チーク材 ポリウレタン塗装
f-103 大型書棚 1800 450 1800 不明 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
f-104A 衣桁 600 600 1600 妹尾衣子 チーク材 ポリウレタン塗装
f-104B 衣桁 600 600 1600 妹尾衣子 チーク材 ポリウレタン塗装
f-104C 衣桁 600 600 1600 妹尾衣子 チーク材 ポリウレタン塗装
hado-101 安楽椅子 580 720 700 380 原好輝 アルミ鋳物 アルマイト仕上
hado-102 ソファー 1940 765 750 400 原好輝 アルミ鋳物 アルマイト仕上
hado-104A テーブル 1500 750 460 原好輝 アルミ鋳物 ローズ材柾目（A）・チーク材柾目（B） ポリウレタン塗装・アルマイト仕上
hado-104B テーブル 1200 600 460 原好輝 アルミ鋳物 ローズ材柾目（A）・チーク材柾目（B） ポリウレタン塗装・アルマイト仕上
hado-105 テーブル 600 600 460 原好輝 アルミ鋳物 ローズ材柾目・チーク材柾目 ポリウレタン塗装・アルマイト仕上
hado-106 飾棚 1800 500 850 原好輝 アルミ鋳物 ローズ材柾目・チーク材柾目 ポリウレタン塗装・アルマイト仕上
hado-121 安楽椅子 720 820 820 380 原好輝 ローズ材 ポリウレタン塗装
hado-122 ソファー 1880 820 820 380 原好輝 ローズ材 ポリウレタン塗装
hado-124 テーブル（大） 1200 650 420 原好輝 ローズ材 ローズ材柾目 ポリウレタン塗装
hado-125 テーブル（小） 650 650 420 原好輝 ローズ材 ローズ材柾目 ポリウレタン塗装
hado-126 飾棚 1800 450 780 原好輝 ローズ材 ローズ材柾目 ポリウレタン塗装
hado-301 ハコテーブル 400 400 403 原好輝 チーク材 ポリウレタン塗装
hado-311 ハイスツール 400 400 600 原好輝 ナラ材 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
hado-312 ハイテーブル 900 800 850 原好輝 ナラ材 ナラ材柾目 サドリン塗装
hado-351 エボシイス 460 450 760 410 原好輝 チーク材 ポリウレタン塗装
hado-352 テーブル 450 450 450 原好輝 チーク材 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
m-101 一人掛椅子 580 720 700 380 水之江忠臣 ナラ材・チーク材・ローズ材 サドリン塗装（ナラ）・ポリウレタン塗装
m-102 二人掛椅子 900 720 700 380 水之江忠臣 ナラ材・チーク材・ローズ材 サドリン塗装（ナラ）・ポリウレタン塗装
m-103 肘付椅子 745 720 700 380 水之江忠臣 ナラ材・チーク材・ローズ材 サドリン塗装（ナラ）・ポリウレタン塗装
m-104 片肘付椅子（右） 660 720 700 380 水之江忠臣 ナラ材・チーク材・ローズ材 サドリン塗装（ナラ）・ポリウレタン塗装
m-105 片肘付椅子（左） 660 720 700 380 水之江忠臣 ナラ材・チーク材・ローズ材 サドリン塗装（ナラ）・ポリウレタン塗装
m-201 角卓子 600 600 400 水之江忠臣 ナラ材・チーク材・ローズ材 ナラ材柾目・チーク材柾目・ローズ材柾目 サドリン塗装（ナラ）・ポリウレタン塗装
m-204 長方卓子 900 600 400 水之江忠臣 ナラ材・チーク材・ローズ材 ナラ材柾目・チーク材柾目・ローズ材柾目 サドリン塗装（ナラ）・ポリウレタン塗装
s-502 飾棚 1800 550 850 不明 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
s-504 大型書棚 1500 420 2200 不明 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
s-507A 書棚 1200 380 1600 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507B 棚 600 380 1600 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507B（LOW） 棚 600 380 1070 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507C 棚（片面・両面） 1200 380 1600 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507C（LOW） 棚（片面） 1200 380 1070 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507D 棚 600 380 1600 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507D（LOW） 棚 600 380 1070 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507E 棚 600 380 1600 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-507E（LOW） 棚 600 380 1070 山本敏郎 ナラ材柾目・チーク材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
s-508 大型書棚 1800 450 2000 不明 ブラジリアンローズウッド材 ポリウレタン透明塗装
s-509 飾棚 2000 500 780 不明 ブラジリアンローズウッド材 ポリウレタン透明塗装
t-201 丸卓子 1200 400 山本敏郎 アッシュ材 アッシュ材柾目 サドリン塗装
t-203 卓子 1500 600 400 山本敏郎 チーク材 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
t-204 脇卓子 600 600 400 山本敏郎 チーク材 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
t-206 卓子 750 600 400 山本敏郎 チーク材 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
t-207s 卓子 1350 550 400 山本敏郎 スチール丸パイプ・アルミ鋳物 メラミン化粧板・チーク材（耳） クロームメッキ仕上げ・アルマイト仕上
t-207w 卓子 1350 550 400 山本敏郎 チーク材 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
t-208w 脇卓子 550 550 400 山本敏郎 チーク材 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
t-209 卓子 1500 600 400 不明 ローズ材 ローズ材柾目 ポリウレタン塗装
t-210 脇卓子 600 600 400 不明 ローズ材 ローズ材柾目 ポリウレタン塗装
t-211 卓子 1500 660 400 山本敏郎 ローズ材 ブロンズペン8mm ポリウレタン塗装
t-213D 卓子 1500 800 720 山本敏郎 ナラ材 メラミン化粧板 サドリン塗装
t-213W 卓子 1500 800 720 山本敏郎 ナラ材・ローズ材 ナラ材柾目・ローズ材柾目 サドリン塗装・ポリウレタン透明塗装
t-214 卓子 1500 800 720 山本敏郎 チーク材 メラミン化粧板 ポリウレタン塗装
t-222 伸長卓子 1200（2200） 800 720 山本敏郎 ナラ材 ナラ材柾目 サドリン塗装
t-230S 卓子 1500 750 600 山本敏郎 スチール丸パイプ・アルミ鋳物 メラミン化粧板・チーク材（耳） クロームメッキ仕上げ・アルマイト仕上
t-230W 卓子 1500 7510 600 山本敏郎 チーク材 チーク材柾目 ポリウレタン塗装
t-231S 会議卓子 2400 1000 460 不明 アルミ鋳物 ブラジリアンローズウッド材柾目 ポリウレタン塗装・アルマイト仕上
t-231W 会議卓子 2400 1000 460 山本敏郎 ブラジリアンローズウッド材 ブラジリアンローズウッド材柾目 ポリウレタン塗装
t-232 会議卓子 2100 1200 600 不明 ローズ材 ローズ材柾目 ポリウレタン塗装
〃 〃 2100 1200 700 〃 〃 〃 〃
t-271 角卓子 900 900 400 山本敏郎 ナラ材 ナラ材柾目 サドリン塗装
t-272A 脇卓子 600 600 457 山本敏郎 ナラ材 ナラ材柾目 サドリン塗装
t-272B 脇卓子 500 500 400 山本敏郎 ナラ材 ナラ材柾目 サドリン塗装
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レスを用いて、厚みを変える手法が使われていた［注19］。
1982年新たに成型合板椅子として800シリーズが計画される。椅子は12種

類、机が１種類計画され、同年中に試作を作製し、翌年試作の手直しと図
面、型の整備を７月までに行うこと、数量の決定や原価計算、カタログ作
成、展示会準備などを含め、翌年11月の展示会に向けて計画された［注20］。
４月には模型が作られ、５月に原寸図面と試作の準備が計画されている。何
度か見直しが成され、最終的に開発スケジュールが決定したのは５月26日で
あった。
800シリーズは、合板で作った框フレームの座に脚を固定する構造が10シ

リーズと共通するが、座のフレーム構成内容は異なっていた。10シリーズの
座面では、生産コストを抑えるために、二次曲面に突き板をプレス加工する
ことで、手間を省略している。800シリーズでは、座面は２cm程度の厚さで
環状に一体成型された座枠が三次元に形成された有機的な構造となってい
た。そしてそのフレームに、鬼目ナットを用いて脚を固定し、強度を維持し
ている。
800シリーズは、それまでのオリジナル製品開発とは異なる方向性を持っ
たものとして村田真己は考えていた。成形合板を基本としながらも、北欧家
具に学んだ椅子の条件を実現すべく、独自の方法を見いだそうとしている。
脚の部材を見ると、10シリーズでは合板の中材に柔らかい材を用いて圧力
で押しつぶすことで、厚みの異なる部材を作ったのに対して、800シリーズ
では、３層の厚みの異なる部材を用い、さらに三次元曲面になるようひねり
を加えて高周波プレスした不等厚成形による複雑な三次元的曲面を持つ後脚
と前脚が作られた。さらに背の張枠や笠木、座面の張枠の型にも二次曲面に
も高周波成形が用いられた。

C-855（図11）では、不等厚成形を用いて前脚は座と接続する部分を太く
作り、先に向かって細く伸び、後脚は、ゆったりと“くの字”に曲がり、背
もたれに向かって三次元曲線を描きながら細く優美な曲線を描いている。こ
れらの脚は、合板特有の積層断面を断絶すること無く、下から上へ連続する
線として表現され、木目と同様の美しさを見せている。しかしこの効果を得
るために、貼り合わせる木材は厚みを変えながら一枚ずつ用意しなければな
らず、材の三分の一しか取れなかったという［注21］。明らかに量産向きで
はないが、こうしてC-855は、二葉工業独自の製造方法を確立し、他社には
無い技術力を証明した。

C-855は、村田真己が考える北欧家具の美意識を、日本の量産家具として
昇華したデザインとなった事例でもあった。オーレ・ヴァンシャーのアーム
チェアは、ローズウッド材を用いたC-855とは一見全く印象の異なる椅子で
あるが、背もたれの角度や後方への膨らみなど、参照された部分は多い（図
12）。ヴァンシャーの肘掛け椅子は、ローズウッド材を削り出して繊細な構
造を創り出し、背もたれから肘掛けに掛けての線の優美さは、モダンであり
ながら高級家具の品位を見せている。これに対してC-855はさらに背もたれ
を薄く、細く、そして不等厚成形合板の断面を見せて線の流れを表現した。
上から見ると、C-855の後脚の上部は細くなっているだけでなく、ひねりが
加えられており、三次元曲面の成形を試みている（図13）。村田真己は不等
厚成形という手の込んだ技法を用いるだけでなく、技法開発を通して、新た
な表現へ至る道筋を見いだそうとしたと言えるだろう。この椅子は1983年に
グッドデザイン賞中小企業庁長官賞を受賞している。

19） 椅子研究会での中野智夫（当時の二葉工業木工職人）
への聞き取り。2016年10月17日。

20） 村田真己、オリジナル新製品開発の会議メモより、
1982年３月30日

21） 椅子研究会での当時二葉工業の職人として製作に携
わっていた中野智夫への聞き取り。2016年10月17日。
不等厚成形は、部材となる板を削り出す際に、厚みを
変えながら削り出すため、木材としては削り捨てる部
分が必然的に多くなる。

図11　左：村田真己デザイン　C-855
size： W550×D535×H850×SH420　  

1981年
右：不等厚成形　工場での製造過程

図12　左：C-855
右：オーレ・ヴァンシャーの肘掛け椅子

図13　左：C-855
右：オーレ・ヴァンシャーの肘掛け椅子
上から見たところ
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３．小規模家具メーカーの製品開発とその問題点
3.1.  手加工と地域文化：第１期・第２期
上述したように、二葉工業のオリジナル家具開発は、1960年代中頃から

1970年代にかけて京都をコンセプトとして著名なデザイナーによる開発を
行っていた第１期、1970年代から1980年までの北欧モダンの影響が色濃く出
ていた第２期、そして1980年代から1990年代までの不等厚成形に代表される
特異な技術による製品開発の第３期に分けることが出来る。この三つの時期
の変化は、日本の高度成長期、停滞期、安定期とされる経済動向とも関連
し、また木製品の製造技術に関する環境の変化にも影響を受けていると考え
られる。なお、二葉工業が目指した市場は国内であり、輸出品ではなかった。
二葉工業のような中小企業が高額な加工機械を導入するにはそれなりの準
備が必要であり、むしろ現状の設備でオリジナリティを作り出すことが求め
られた。1966年の第１回の二葉工業の展示会で井尻隆一は次のように表明し
ている。
「別注家具メーカーである当社は、このたび高級家具の特色をじゅうぶん
発揮して手加工による手法と高度の技能と豊かな経験をあわせたオリジナル
家具を製作することにいたしました」［注22］。
二葉工業のオリジナル家具は、別注家具と同じように手加工により製作さ
れ、高級量産品を目指すという視点がここでは述べられている。ケヤキの無
垢材を用いたC-101やチークの無垢材を用いたエボシ椅子には、別注に匹敵
する高級家具の風格を見ることが出来よう。
第２期1970年代に二葉工業が手掛けた家具を見ると、M-101を始め、ナラ
材を用いた製品が多く作られている。上述したように、ナラ材を用いたデザ
インは、北欧家具のイメージから来ている。井尻隆一が見本としてデザイン
室に持って来たのはヴェグナーやモーエンセンの椅子であった。白木の簡素
な構造は、桐の京指物と共通すると、井尻隆一は考えたらしい［注23］。ナ
ラ材は、黄みがかった肌色に虎斑紋が出ることもあり、均質な表情の材を取
り入れることが難しい材木である。同時代の天童木工やコスガなどの大手の
家具メーカーがチーク材を多く用いているのと比較すると［注24］、明らか
に手間のかかる職人技を前提としていることが読み取れる。
現在でも京都の家具屋は別注屋であるという意識が二葉工業にはあるとい
う［注25］。別注家具は、職人の技術力が発揮され、逸品物を作るのが良い
職人であるという意識は、現在でも失われていない。二葉工業がartekに関
心を抱いたのも、手加工の価値を量産家具に残しているからだといえよう。
以上のことから1980年代までのオリジナル家具開発において、二葉工業で
は職人の高い技術力を誇示する方向が採られ、量産向けの製造技術の開発は
社内の体質として取り上げられなかったといえるだろう。

3.2.  新技術開発とオリジナリティ：第３期オリジナル家具開発
1982年11月、800シリーズを中心としたオリジナル家具開発のための会議
において、山本敏郎は、開発の目的を下記のように述べた［注26］。
○　時代に伴う、職人の質の変化により、これまでと異なる制作方法を検
討する必要が生じてきた。

○　材料の入手の問題、製作ロット数と単価の関係などから、高周波を
使った製品の開発に取り組んだ。

○　天童とは違う、二葉独自の成形のデザインを目指し、結果として出て

22） 1966年第１回フタバファニチャーショー記録写真から
23） 井尻多津男への聞き取り、2016年２月22日
24） 新井竜治：戦後日本の主要木製家具メーカーの家具材
料の概要・変遷と意匠・機能との関係　─家具用木
材・塗装・椅子張りの概要・変遷と家具意匠・機能と
の関係─，共栄大学研究論集，11，42，2012

25） 椅子研究会での中野智夫（元二葉工業木工職人）への
聞き取り。2016年10月17日。

26） 村田真己、オリジナル新製品開発の会議メモより、
1982年11月20日
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きたものは「手作りの成形」ともいえるものである。
この文面から、第３期のオリジナル家具開発では、技術のオリジナリティ
を目指したことが読み取れる。上述したように、不等厚成形は、製造過程が
複雑で、手間が掛かる。この手間が天童木工といった大手メーカーと異なる
価値を担保する。小規模メーカーは、「手作り」の価値を含んだ量産品の開
発を目指さなければならない。同じ会議の中で、当時の工場長は、「職人の
高齢化と技術の低下の問題が現実になりつつある状況」、「機械力を応用した
熟練者でなくても作れる椅子が必要である」と生産現場の実情について語っ
ている。まさにこうした理由から、高周波成形とNCにより技術者不足を補
完するという方針が選択された。表２の年表にあるように、800シリーズの
商品化と同時期にNCルータが導入されているが、1987年の報告書では、ス
タッキング椅子の需要（恐らく10－10）に対して、迅速なNC化が必要だと
の報告書が見られる［注27］。好景気を背景に受注が急速に増えたこの段階
で、入社後直ぐに役立つ職人の必要が求められたことも影響しているだろう。
1980年代にオリジナル家具は100以上あった。現在は20種だけが生産され

ている。しかしその中に当時注目を浴びた不等厚成形の椅子は一つもない。
製造技術開発を軸としたオリジナル家具開発の成果は、1990年代には高く評
価されたが、その製法は職人中心の既製品であった。
当時井尻隆一は、別注家具屋がオリジナル製品を作ることの困難を打破し
て欲しいと述べ、自社の椅子の要件として「ジャクソン家具志向」という言
葉を用いている［注28］。別注家具屋は、高級な既製品の家具を限定された
市場に送り出す。オーレ・ヴァンシャーの彫塑性を実現する手作りの成形合
板は、大量生産では対応出来ない。

４．おわりに
二葉工業では、1960年代には木工職人による表現によって京風を演出し、
1970年代には材料と塗装、ファブリックによって北欧モダンを表現し、1980
年代にNCが普及すると同時に、手加工を重視した特異な製造技術開発を用
いて、オリジナル家具開発を行った。この変遷から読み取れることは、手法
や技術の連続した歴史性が、企業の独自性を担保するということであろう。
今日バブル崩壊以降の長い経済の低迷によって、低廉で適度な製品デザイ
ン、或いは、イケアなどに見られるような半組立式家具が主流となった。し
かしこうしたデフレ志向の家具デザインが流行となる反面、ネット社会の成
熟と並行して、個々の生活スタイルにあったセミオーダーのものが注目され
ている。工場生産の品質の高さを維持しながらも、個別の需要に則した製品
として、現在の二葉工業のオリジナル家具は、半別注の製造販売方法を用い
ている。
鑑みれば、地域文化に基づいたオリジナル製品の開発という視点は、グ
ローバル化する日本の家具業界にとって、今でも現実的な価値の創造である
と考える。

【参考文献】
新井竜治：戦後日本における木製家具，家具新聞社，2014
建設省・営繕協会編：日本建築学会発行，国立国際会館　設計競技　応募作品集，1964
河野良平：前川國男の「京都会館」における設計手法について，京都橘大学研究紀要，（35），119-

141，2009
酒井良男（宮崎木材工業株式会社顧問）編纂：匠の伝承　宮崎木材工業50年史，1991

27） 村田真己、1987年東京国際見本市報告書より、1987年
11月25日

28） 妹尾衣子による覚書、1982年11月26日  

ジャクソンは、1944年に高松で創業し、1962年から洋
家具の製造を始めたた老舗の木工家具製造業者森繁の
洋家具ブランドであり、当時高級家具の代名詞として
知られていた。
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島崎信：日本の椅子　モダンクラシックの椅子とデザイナー，誠文堂新光社，2006
菅澤光政編著：天童木工，美術出版社，2008
垂見健三：垂見健三が市販の家具をこわしてみる　─二葉工業肘付小椅子〈C-111〉：室内，324，
71-78，1981
張楓：戦後高度成長期における家具産業の成長　─備後府中高級婚礼家具産地に着目して─，

経営史学、第46巻第４号，　48-73，　2012
松隈洋：シリーズ関西のモダニズム建築　第５回　伝統と近代の葛藤　─京都会館（1960年）
─，まちなみ，5，2001
吉永淳：日本のイス100展，工芸ニュース，vol.39-3，64-69，1971
一般社団法人日本家具産業振興：家具小売業時系列データ，http://www.jfa-kagu.jp/files/statistics/

retailing_2016.pdf（参照日　2019年５月４日）

表２　二葉工業年表
二葉家具工業 オリジナル開発関連 その他の出来事

1921 大槻商店創業
1942 ６月　日本家具工業株式会社設立
1943 二葉工業設立　井尻新吾初代社長
1949 夷川店開店（寺町夷川西）

（山）＝山本敏郎デザイン
（水）＝水之江忠臣デザイン
（原）＝原好輝デザイン
（妹）＝妹尾（谷本）衣子デザイン
（村）＝村田真己デザイン

1956 池坊短期大学校舎施工 松屋銀座にグッドデザイン・コーナー

1957
日本輸出家具協会発足
「デンマークのグッドデザイン展」大阪大丸
「フィンランド・デンマーク展」日本橋白木屋

1959 西京極工場創業（右京区西京極下沢町）フラッシュ工法を導入
全国家具連盟主催のヨーロッパ視察が行われ、二葉家具工業も参加

1960 寺町店開店（寺町二条下る）
京都会館食堂内装（設計：水之江忠臣、家具製作：二葉工業） 京都会館

1961 全日本輸出家具工業協同組合として法人化

第
１
期

1964 プレス用鉄骨建工場棟増設
山本敏郎顧問に、オリジナル家具製作開始
谷本（妹尾）衣子入社
10月　（山）C-101、C-111

京都国際会議場
「ハンス・ヴェグナー展」伊勢丹
「デンマーク・インテリア展」松屋銀座
東京オリンピック

1966 １月　第１回二葉展示会（京都勧業会館）開催
1967 三越展示会 水之江忠臣・原好輝オリジナル製品開発開始

1968 井尻新吾初代社長没　二代目隆一社長就任
第２回二葉展示会

（山）C-113小椅子
（原）HADO121（サガノ）、ハイスツール
HADO

（水）M-101一人掛椅子試作、M肘付、Mキャ
ビネット試作
11月　（水）Mシリーズ意匠登録

1969 （原）HADOハイスツール、ハイテーブル

1970 GOOD DESIGN AWARD（グッドデザイン賞）受賞　書棚［S-507A］、
棚［S-507B］、食器棚［S-507C］、棚［S-507D］、棚［S-507E］ （妹0）C-108肘掛椅子 大阪万国博覧会

1971 第14回全日本優良家具展　内閣総理大臣賞受賞　D-151「書斎セット」
第３回二葉展示会

（水）Mシリーズ、M-101、102
（原）SAGANO、HADO-351エボシ椅子

『工芸ニュース』vol.39.３号『日本の椅子100展』
に二葉工業の椅子５点掲載。

1972 東京事務所開設
松屋にて「日本の家具シリーズ」展 （山）C-112椅子

第
２
期

1972
河原町店開店
スカンジナヴィアファニチャーフェア開催
フタバオリジナルファニチャーショー

1973
北欧のベターリビングフェア
第106回デザインギャラリー展
銀座松屋でHADOシリーズ展示

（妹）新C-108肘掛椅子 第一次オイルショック

1974

横浜事務所開設　二葉家具ミニレター発行
４月　新着スカンジナビア家具・リビングウェア　ゴールデン・フェア
５月　北欧のベターリビングフェア
11月　二葉家具オリジナルショウFUTABA FURNITURE SHOW

1975 artek総代理店契約締結
１月　1975第12回フタバオリジナル・ファニチャーショウ 1975年社団法人国際家具産業振興会の設立

1977 妹尾衣子退社
水之江忠臣死去

『室内』６月No.270「特集：写真に見る家具百年史⑥』
二葉工業掲載。

1979 村田真己入社 東京国際家具見本市始まる
第二次オイルショック

第
３
期

1980 オリジナルファニチャフェア開催 （村）（妹）800シリーズ開発、（村）10シリー
ズ生産開始 小田急ハルク「ハンス・ヴェグナー展」

1981 『室内』324号「垂見健三が市販の椅子をこわしてみる」にC-111が取り
上げられる。 （村）800シリーズ試作

1982 オリジナル800シリーズ発売開始

1983

GOOD DESIGN AWARD（グッドデザイン賞）受賞、中小企業庁長官
賞　受賞　C-855肘付小椅子
グッドデザイン賞受賞C-810、C-840、C-850、C-815肘付椅子、C-835肘
付椅子、C-845肘付椅子、C-880セクショナルチェア（コーナー）、C-885
セクショナルチェア

（妹）C-880、885セクショナルチェア・コー
ナー
（村）C-820小椅子

1985 東京展示会
NCルータ購入

1986 GOOD DESIGN AWARD（グッドデザイン賞）受賞　10-10小椅子
1986 87東京国際家具見本市出店
1987 高周波加熱器導入

1988 京都デザイン優品1989　ベストデザイン銀賞　C-855肘付小椅子
ベストデザイン入選、C-850小椅子

1990 不等圧の実用新案申請
NCルーター購入

1990 MADE IN KYOTO 1991　ベストデザイン金賞「Window chair 10-22」
MADE IN KYOTO 1991　入選「Window chair 10-24」 村田真己退社

1992 メイドイン　キョウト　ベストデザイン賞受賞10-10
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