
河島建具株式会社



創業8８年 歴史

弊社 創業 昭和8年。
日本 原風景 称 散
居 里・砺波市 地
域 根 建具
携 。
至高 建具 、建具 正
面 向 合 心、高度
技術。日々 鍛錬
生 出 考

。切 。削 。割 。
挽 。曲 。 組 。手
仕事 精魂
込 、丁寧 。代表取締
役社長河島隆志



河島隆志
弊社 創業以来、砺波散居村 風土 根
伝統家屋 技術向上 図

。私 、先達 意匠 残
建具 技 受 継 、新 感

性 一生 仕事 、皆
様 御愛顧 答 、日々

努力 続 所存 。
豊 暮 創出 組子細工技術
革新、優 建具技術 継承 発展 取
組 。

代表取締役社長



会社概要
会社名称 株式会社河島建具

所在地 本社／工場
富山県砺波市荒高屋511－2

組子 ／国際事業部
富山県高岡市 ５番地
富山県総合

・ ・ １



創業 1933年
設立 1996年５月
建築許可 富山県知事許可（般－28) 11855号（建具工事業）
資本金 400万
取引先銀行 北陸銀行、富山銀行、高岡信用金庫

主要取引先 建設会社 一般顧客 建具店 直営店各

納入先 日本 中国

事業内容 組子細工建具 設計・製造・取付

組子細工 各種 間仕切 、
千本格子建具 設計・製造・取付

木製建具 ・設計・製造・取付
自社 “縁樹”

納入先 公共施設 全国各地 一般住宅 店舗 社寺 直営店 他

加盟団体 全国建具組合、全国伝統建具技術保存会、富山県建具組合、
研究会、砺波商工会議所



富山県産業展示館 組子 20枚

石川県 天祥 組子天井照明 北海道某 ３m巨大組子



学校 公共施設



資格
・一級木製建具製作技能士 ・一級建築士 ・一級建築施工管理技能士
・一級 製作技能士 ・木製建具一級施工士
認定
弊社 事業 、国・県・市 承認
平成２９年 経営革新計画 係 認定 承認 （富山県）
平成３０年 経営力向上計画 係 認定 承認（中部経済産業局）
平成３０年 先端設備導入計画 係 認定 承認 （砺波市）
令和２年 事業持続化強化計画 係 認定 承認 （中部経済産業局）

直営店／ ／連携
日本
大和 株式会社 富山砺波
東山 石川県金沢市東山１丁目13－7
Ｔ・ＯＣＵＬ
（縁樹 、 組子 担当）
富山県民会館１Ｆ

（北日本新聞）

海外
・ SOZAI Material Editions

http://material.tokyo/jp/#/works/kawashima.html
・ J+B Design

中国・大連 提携 大連木創空間設計 木之里
設計：AUTENA五⼗嵐洋介



1933年（昭和8年） 砺波市荒高屋267番地 自宅 工場 増築
「河島建具店」 初代 河島代志雄 建具製造業 開業
木製建具工事 請 負

1981年（昭和56年） 工場 新設

1996年（平成8年） 「有限会社 河島建具」 改組
河島外志雄 社長就任

2000年（平成12年） 現所在地 新社屋 開設

2015年（平成27年） 「株式会社 河島建具」 改組
河島隆志 社長就任

2018年（平成30年） 組子 開設
組子細工設計＆

2020年（令和２年） 国際事業部 加入

2020年（令和２年） 本社工場増築 木材展示場 新設

会社沿革



主要設備
－先端設備 ４基増設－

令和 2年 3000㎜対応 増設

令和元年 全自動 増設

平成30年 自動直線縁貼機 増設

平成27年 NC角 機 増設
NC 加工機 NC
手動 NC 取機械
組立機 3000㎜対応 面取機

機 昇降盤
引割機械
角 自動 板
手押 板



受賞歴
建具：全国建具展示会受賞歴
第51回 全国建具展示会 全国建具組会連合会

北陸信越 協議会会長賞 受賞
第53回 全国建具展示会 全国建具組会連合会

技術委員長賞 受賞
第41回 全国建具展示会 国土交通大臣賞 受賞
第37回 全国建具展示会 特別賞 受賞
第34回 全国建具展示会 愛知県建設組合連合会長賞 受賞
第33回 全国建具展示会 石川建築事務所協会会長賞 受賞
家具、縁樹 受賞歴

2019 受賞
第56回 富山県家具展 砺波市長賞 受賞
第52回 富山県家具展 砺波市長賞 受賞



掲載
雑誌

２０１９年 建築知識
２０１７年 商店建築
２０１７年 Gift PREMIUM －台湾文博会 －

ＴＶ
2019年 弊社 KNB 番組 紹介 。
Next×未来 先
https://www.knb.ne.jp/tsukuru-movie/article.html?sid=2237

2020年 中国ＣＣＴＶ 日本館

展示会
日本 東京 「ＬＩＦＥｘＤＥＳＩＧＮ」

富山県 総合見本市
中国 大連日本商品展覧会
台湾 台湾文博会出展
上海 国際家具博覧会
北米 ＤＥＣＯＢＯＫＯ

https://www.knb.ne.jp/tsukuru-movie/article.html?sid=2237
https://www.knb.ne.jp/tsukuru-movie/article.html?sid=2237



