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●掲載商品の価格は消費税を含まない本体価格です。　●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
●商品の色は、印刷物のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。　●このカタログに表示されている重量・サイズ等は仕様の標準値を掲載しております。
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 Supervisor 黒川 玲

 General Manager 中村正樹

 Design Manager 山村真一
  
 Project Team 

）

NICO） 吉田克彦、樋熊瑞生、小川嘉和
  河村 慧、川島明子

 Catalog Staff プロデューサー／大岩由次（株式会社 ニューズ・ライン）

  進行管理／松本剛士、武田勇希（株式会社 北都）

  クリエイティブディレクター／板垣 誠（株式会社 北都）
  アートディレクター、デザイナー／野畑靖男（株式会社 北都）
  
  撮影・カメラマン／中川 伸（株式会社 北都）
  撮影・カメラマンアシスタント／阿部友紀子（株式会社 北都）、福井岳史
  スタイリスト／串田るみ、山田志麻
  スタイリストアシスタント／佐藤和代、居城地谷
  ヘアメイク／佐藤 圭

  モデル／ケリー・モーア

  ロケ撮影協力／株式会社 齋藤仁建築、アサヒアレックスホールディングス 株式会社「角田浜の家」

  印刷／株式会社 北都
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インダストリアルデザイナー
デザインコンサルタント

山村 真一
Shinichi Yamamura

デザイン事務所
株式会社コボ 代表取締役社長
http://www.cobodesign.co.jp/

2017 Design manager

次代の生活文化を 　  カタチに

2005年からテーマに基づいた商品を発表し続けている百年物語。

日本の文化を表現するひとつ「干支（12年で一巡）」を

西暦と共に開発年度として用いている。

百年物語は酉年から始まり12年の歳月を経て、

2017年は干支で2巡目の年。

新たなスタートラインに立った。

百年物語はこれからも、新たな生活文化を提案し続ける。

2017  Next Tool for Next Life

新しい暮らし方が見える
物入れ自体が部屋の
アートオブジェとなる暮らし方
…アクセサリーケース

折り畳む、広げる、使う、折り畳む
軽やかな暮らし方
…IKSKI ティーテーブル

酒を友と、どこでも自由に楽しむ暮らし方
…ワイン・トランク 「忍」

光の演出を楽しむ暮らし方
…乱れ組子 「麻の葉」

ベッドの中で、暖かく人をくるみ込む
和紙ガーゼ・藍のインナーシュラフ
眠る時間を大切にする暮らし方
…和紙ガーゼインナーシュラフ

もっと紙と遊ぶ
心を包む・伝える紙
…ミニケース「ふくら」

紙で紙を切るナイフが、
豊かな色彩に目覚めた
…ペーパーメイドペーパーナイフ

日本の暮らしの知恵が
世界を豊かにする
切れ味の良い日本の包丁を、
世界の人が使える手助けをする
…包丁研「トギサムライ」

日本の包丁を、より扱いやすく、
切りやすくする柄を提案
…包丁 漆、磨シリーズ

道具はさらにヒトに近づく
装い、感性に目覚めたグルーミングツール
…グルーミングキット・ウィング “COLORED”

軽く、手に優しい爪切り、次代のマスターピース
…SUWADAつめ切り マスターピース コレクション

コンパクトに、軽く、生活にフィットしたサイズのコーヒーポット
…コーヒーポット いぶし銀（７００ml）

手に軽やかな動きを追求したカードケース
…Shape Line 名刺入れ

ハンディで軽く強い眼鏡ケースとペンケース
ともに人の肌に馴染む木のケース
…STORIO メガネケース タテ型、ペンケース
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インテリア
IKSKI ティーテーブル
¥180,000（税別） 
企業名：有限会社野村木工所
デザイナー：野村泰司、山崎 隆
材質：スプル―ス　
仕上：染色塗装
サイズ：W660×H600×D660㎜
重量：6,000g
カラー：Dark mahogany color

ヘルプ＆ヘルス
和紙ガーゼインナーシュラフ
¥29,800（税別） 
企業名：株式会社アオ
デザイナー：寒川 一、五十嵐昌樹
材質：〈本体〉綿65％、指定外繊維（和紙）35％
 〈テープ部分〉アクリル100％
サイズ：W1,750×H3×D2,200㎜
重量：560g

スタイリング
ワイン・トランク 「忍」
¥75,000（税別） 
企業名：株式会社大湊文吉商店
デザイナー：大湊陽輔、広田直人
材質：〈本体〉桐、〈ハンドル〉皮革
仕上： ウレタン塗装
サイズ：〈本体〉W412×H330×D126㎜
 〈ケース〉W440×H350×D155㎜
重量：〈本体〉2,350g、〈本体＋ケース〉2,750g
付属品：抽斗上段部に仕切り板（可変）が一枚

インテリア
乱れ組子 「麻の葉」
¥85,000（税別） 
企業名：株式会社大湊文吉商店
デザイナー：大湊陽輔、広田直人
材質：秋田杉
仕上： 木地仕上げ　防水加工
サイズ：〈本体〉W210×H225×D210㎜
 〈ケース〉W270×H250×D255㎜
重量：〈本体〉850g、〈本体＋ケース〉1,250g
付属品：簡易ランプシェード（ワーロン製強化和紙）
　　　 ＬＥＤ電球

建具の技が家具に結晶した

オブジェを装った
ジュエリーケース

眠りを包む
呼吸する和紙ガーゼ

かっこよく、お気に入りのお酒を
花見に月見に持ち運ぶ

日本の伝統技術「組子」を
現代の灯りで愉しむ

ステーショナリー
アクセサリーケース
（スライドタイプ）
企業名：株式会社石山木工所
デザイナー：田中佑佳
サイズ：W160×H210×D150㎜
カラー：クリアー塗装

タモ
オープン価格
材質：タモ
仕上：水性ステイン
重量：680g

欅
オープン価格
材質：欅
仕上：水性ステイン
重量：680g

桐
オープン価格
材質：桐
仕上：水性ステイン
重量：680g

赤
オープン価格
材質：MDF
仕上：ウレタン塗装
重量：720g

ステーショナリー
アクセサリーケース
（積み重ねトレータイプ）
企業名：株式会社石山木工所
デザイナー：田中佑佳
仕上：ウレタン塗装
サイズ：W160×H210×D150㎜
重量：720g

紺
オープン価格
材質：MDF

黒
オープン価格
材質：MDF

白
オープン価格
材質：MDF

スライドタイプ

積み重ねトレータイプ

白 紺 黒

赤

欅

タモ

照明をつければ組子の
陰影を楽しめる

組み立て方

1 2

3 4

桐
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ステーショナリー
ペーパーメイドペーパーナイフ
¥3,800（税別） 
企業名：安達紙器工業株式会社
デザイナー：猪貝健暁
材質：バルカナイズドファイバー　
仕上：磨き

サイズ：〈本体〉W179×H35×D3.5㎜
 〈ケース〉W210×H60×D4㎜
重量：〈本体〉20g、〈本体＋ケース〉30g
カラー：レッド/ホワイト、ブルー/ホワイト
 グリーン/ホワイト、ホワイト/レッド
 ホワイト/グリーン、ホワイト/グレー

包丁 漆 120㎜
¥13,000（税別） 

仕上：漆塗装　カラー：黒、朱（赤）

包丁 漆 120㎜ ダマスカス
¥15,500（税別） 

仕上：漆塗装　カラー：黒、朱（赤）

包丁 磨 120㎜
¥12,000（税別） 

仕上：磨き

包丁 磨 120㎜ ダマスカス
¥14,000（税別） 

仕上：磨き

包丁 漆 170㎜
¥17,500（税別） 

仕上：漆塗装　カラー：黒、朱（赤）

包丁 漆 170㎜ ダマスカス
¥19,000（税別） 

仕上：漆塗装　カラー：黒、朱（赤）

包丁 磨 170㎜
¥15,000（税別） 

仕上：磨き

包丁 磨 170㎜ ダマスカス
¥17,500（税別） 

仕上：磨き

キッチンツール
トギサムライ
¥28,000（税別） 
企業名：プリンス工業株式会社
デザイナー：（株）エイトノットデザイン 馬場宏仁
材質：ステンレス鋼、ダイヤモンド砥石
仕上： ビーズブラスト加工、フッ素樹脂加工
サイズ：〈本体〉W112×H58×D210㎜
 〈ケース〉W130×H60×D320㎜
重量：〈本体〉450g、〈本体＋ケース〉520g
カラー：ビーズブラスト、ブラック
※特許出願中

めでたい形の和紙製
ぷっくりミニケース

新色を追加
紙で紙を切るツール 柄が握る形に応えた-蝋型鋳金

職人の研ぎ方と同じ
「横一方向研ぎ」を実現

もっと紙と遊ぶ 日本の暮らしの知恵が世界を豊かにする

ステーショナリー
ふくら壁掛け（２個セット）
¥2,300（税別） 
企業名：株式会社ネオス
デザイナー：小林南穂
材質：和紙、桐
サイズ：〈本体〉W292×H16×D147㎜
 〈ケース〉W292×H17×D148㎜
重量：〈本体〉8g、〈本体＋ケース〉112g
カラー：柄組み合わせ４タイプ

ステーショナリー
ふくら壁掛け（3個セット）
¥2,900（税別） 
企業名：株式会社ネオス
デザイナー：小林南穂
材質：和紙、桐
サイズ：〈本体〉W372×H16×D147㎜
 〈ケース〉W372×H17×D148㎜
重量：〈本体〉12g、〈本体＋ケース〉150g
カラー：柄組み合わせ４タイプ

ステーショナリー
ふくら
¥1,000（税別） 
企業名：株式会社ネオス
デザイナー：小林南穂
材質：和紙
仕上げ：成形
サイズ：〈本体〉W73～126×H58～93×D12㎜
 〈ケース〉W135×H165×D13㎜
重量：〈本体〉4g、〈本体＋ケース〉34g
カラー：柄32種

小物を入れるポケット

扇

だるま

ペティ 包丁

牛刀 包丁

三徳 包丁

ダマスカス

無地

漆 黒

磨

瓢箪 梅

松小槌

小槌

竹

レッド/
ホワイト

ブルー/
ホワイト

グリーン/
ホワイト

ホワイト/
グレー

ホワイト/
グリーン

ホワイト/
レッド

キッチンツール
ペティ 包丁
企業名：新潟精密鋳造株式会社
デザイナー：佐藤 剛
材質：〈刃部〉15Cｒステンレス
 〈ハンドル部〉ステンレス鋳物
サイズ：〈本体〉W18×H30×D250㎜
 〈ケース〉W30×H60×D265㎜
重量：〈本体〉180ｇ、〈本体＋ケース〉250ｇ

キッチンツール
三徳 包丁
企業名：新潟精密鋳造株式会社
デザイナー：佐藤 剛
材質：〈刃部〉15Cｒステンレス
 〈ハンドル部〉ステンレス鋳物
サイズ：〈本体〉W18×H50×D300㎜
 〈ケース〉W30×H80×D320㎜
重量：〈本体〉210ｇ、〈本体＋ケース〉280ｇ

包丁 漆 210㎜
¥18,500（税別） 

仕上：漆塗装　カラー：黒、朱（赤）

包丁 漆 210㎜ ダマスカス
¥21,200（税別） 

仕上：漆塗装　カラー：黒、朱（赤）

包丁 磨 210㎜
¥16,800（税別） 

仕上：磨き

包丁 磨 210㎜ ダマスカス
¥19,500（税別） 

仕上：磨き

キッチンツール
牛刀 包丁
企業名：新潟精密鋳造株式会社
デザイナー：佐藤 剛
材質：〈刃部〉15Cｒステンレス
 〈ハンドル部〉ステンレス鋳物
サイズ：〈本体〉W18×H50×D340㎜
 〈ケース〉W30×H80×D355㎜
重量：〈本体〉220ｇ、〈本体＋ケース〉300ｇ

ダイヤモンド砥石とホルダー
の浮上機構により本格的に
包丁を研ぐ事ができ、切れ
味の良い包丁で日々の料理
を楽しむことができます。

ブラック

ビーズブラスト

2種類の刃

3種類の柄

漆 朱（赤）
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ヘルプ＆ヘルス
グルーミングキット・ウィング “COLORED”
オープン価格
企業名：株式会社マルト長谷川工作所
デザイナー：鈴木尚和
材質：ステンレス、チタン　
仕上：ブラスト仕上げ、焼付塗装
サイズ：W180×H165×D30㎜
重量：108g
付属品：爪切り、爪やすり、耳かき、毛抜き、眉毛切りはさみ、ケース
カラー：赤

テーブルウェア
コーヒーポット いぶし銀（７００ml）
¥130,000（税別） 
企業名：株式会社玉川堂
デザイナー：蓑輪朋和
材質：銅
サイズ：W105×H175×D220㎜
重量：470g

優美なデザインに彩りを加えて

天然素材との出会いで新しい手触りと軽さを実現

至高の
コーヒーを
たしなむ

他で沸かしたお湯を入れる事を前提にしてい
る為、持ち手も２点固定で安定して注げます。

ヘルプ＆ヘルス
SUWADAつめ切り
マスターピース コレクション
¥12,000～¥25,000（税別） 
企業名：株式会社諏訪田製作所
デザイナー：小林知行
刃部素材：刃物用ステンレス鋼
グリップ素材：マイカルタ・天然木
仕上：サテン仕上げ
サイズ：W70×H120×D14㎜
重量：58g

爪切り

耳かき

毛抜き

眉毛切りはさみ

爪やすり

レッド・リネン・マイカルタ

縞黒檀

サンバースタッグ

ブラッド・ウッド
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ステーショナリー
Business Card Case
¥20,000（税別） 
企業名：マルナオ株式会社
デザイナー：福田隆宏
材質：マイカルタ、真鍮、ステンレス
仕上：磨き仕上げ
サイズ：W73.5×H105×D14.5㎜
重量：130g

無垢材から
生み出すハードケース

ビジネスシーンを
シャープに演出する

道具はさらにヒトに近づく

ステーショナリー
ペンケース
¥14,800（税別） 
企業名：ストーリオ株式会社
デザイナー：STUDIO 4CS
材質：カエデ、本革
仕上：艶消しクリア塗装
サイズ：〈本体〉W160×H25×D45㎜
 〈ケース〉W197×H33×D90㎜
重量：〈本体〉55g、〈本体＋ケース〉138g
カラー：朱色染め

ステーショナリー
メガネケース タテ型
¥10,000（税別） 
企業名：ストーリオ株式会社
デザイナー：STUDIO 4CS
材質：カエデ、本革
仕上：艶消しクリア塗装
サイズ：〈本体〉W160×H33×D50㎜
 〈ケース〉W197×H42×D90㎜
重量：〈本体〉50g、〈本体＋ケース〉130g
カラー：ナチュラル、黒染め

ペンケース

メガネケース
ナチュラル

メガネケース
黒染め

金属機構による
スライド式

大切な1本は革の包
みに。普段使いの2本
はもう一方にまとめ
て、計3本のペンを収
納可能。革インナーに
は水引が加工され、
贈る心を伝えます。

参加企業一覧
T TEL　F FAX　H URL　E E-mail

株式会社 アオ
〒941-0003 新潟県糸魚川市中宿942番地
T 025-555-2300　F 025-555-4278
H http://www.ao-daikanyama.com
E mail@ao-daikanyama.com
担当者：五十嵐昌樹

株式会社 石山木工所
〒959-1381 新潟県加茂市新栄町5-26
T 0256-52-0300　F 0256-53-2379
H http://ishiyama-mokkousho.co.jp
E info@ishiyama-mokkousho.co.jp
担当者：石山雅春

株式会社 大湊文吉商店
〒959-1356 新潟県加茂市秋房1番26号
T 0256-52-0040　F 0256-52-0433
H http://www.oominatobunkichi.com/
E kakuto@rose.ocn.ne.jp
担当者：大湊陽輔

ストーリオ 株式会社
〒947-0021 新潟県小千谷市本町2丁目7番3号201
T 0258-81-0006　F 0258-81-0007
H http://avanwood.storio.co.jp/
E avanwood@storio.co.jp
担当者：木村和久

安達紙器工業 株式会社
〒940-0029 新潟県長岡市東蔵王2丁目7番30号
T 0258-24-2145　F 0258-24-5597
H http://www.adachishiki.co.jp
E aaa@adachishiki.co.jp
担当者：小林 弘

株式会社 玉川堂
〒959-1244 新潟県燕市中央通り2-2-21
T 0256-62-2015　F 0256-64-5945
H http://www.gyokusendo.com
E info@gyokusendo.com
担当者：山田 立

株式会社 諏訪田製作所
〒959-1114 新潟県三条市高安寺1332番地
T 0256-45-6111　F 0256-45-4528
H http://www.suwada.co.jp
E suwada@suwada.co.jp　担当者：斉藤 類

新潟精密鋳造 株式会社
〒959-0103 新潟県燕市砂子塚726-3
T 0256-98-5121　F 0256-98-5648
H http://jizodo.jp/
E t.sato@niigata-cast.co.jp
担当者：佐藤 剛

有限会社 野村木工所
〒940-0095 新潟県長岡市日赤町１丁目７番１６号
T 0258-33-2014　F 0258-34-3712
H http://nomu.s1.bindsite.jp/
E n.tategu@sage.ocn.ne.jp
担当者：野村泰司

プリンス工業 株式会社
〒955-0814 新潟県三条市大字金子新田丙313-1 
T 0256-33-0384　F 0256-35-2826
H http://prince-kk.jp/
E info@prince-kk.jp
担当者：高野信雄

株式会社 マルト長谷川工作所
〒955-0831 新潟県三条市土場16番1号
T 0256-33-3010　F 0256-34-7720
H http://www.keiba-tool.com
E keiba@keiba-tool.com
担当者：中村俊輔

株式会社 ネオス
〒940-0084 新潟県長岡市幸町1-3-10
パートナーズプラザ内
T 0258-33-8836　F 0258-33-8837
H http://www.neos-design.co.jp
E info@wa-love.jp
担当者：山本 敦

マルナオ 株式会社
〒959-1107 新潟県三条市矢田1662-1
T 0256-45-7001　F 0256-45-7003
H http://www.marunao.com
E fukuda@marunao.com
担当者：福田隆宏

＜画像の使用についてのご注意＞本カタログの商品画像について、肖像権（人格権・財産権）の範囲内につき無断転載厳禁です。使用希望の際は、NICO担当者に確認下さいますようお願いいたします。
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