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高岡銅器 400年の技、受け継がれるものづくりの心。

そこには、豊かな自然と時間の中で培われた美意識が潜在しています。

KANAYAでは、新たなエッセンスを加えることで、

その美意識を最大限に引き出しながら、

人々が心地よさを感じるものづくりに取り組んでいます。

人々の豊かな時間のために、KANAYAも共に在りたいと願っています。

高岡銅器400年の伝統から生まれたKANAYA。

継承と共に、次代の扉を開きます。



コートスタンド HK+05
紺野弘通

W390 × D430 × H 1730
[ カラー ] 白錆 / ブラック
アルミ鋳物、アルミパイプ、
ウォールナット

日常の何気ない行動の中で、外出する
際に身に着けるものをまとめておく家具
が必要だと感じます。そこで考え出され
たのが、バッグを置くテーブルと鍵や財
布などの小物を入れるボウルがついた
コートスタンドHK+05 です。住居のエ
ントランスやリビング、ベッドルームだけ
でなく、ホテルの客室や病院の個室な
どのプライベートな空間でもご活用いた
だけます。

3段テーブル HK+03
紺野弘通

W510 × D460 × H730
アルミ鋳物 、ナラ/ ウォールナット

椅子とソファのどちらに座っても使用で
きるテーブルです。ノートパソコンを使っ
たり、テーブルランプやカップなどを置
いたり、高さの異なるテーブルは様々な
用途に使えます。また電話台や花台な
どのディスプレイ台としてもご利用でき
ます。

フロアランプ HK+06
紺野弘通

W390 × D430 × H 1543
[ カラー ] 白錆 / ブラック
アルミ鋳物、アルミパイプ、
ウォールナット

フロアランプ HK+06は、照明としての
機能に個々のライフスタイルの中で実
用的な機能を織り込んだ新しい家具で
す。ソファやベッドの隣に置く読書灯と
して手元を照らす光だけでなく、カップ
を置くテーブルと携帯電話などの小物や
菓子類を入れるボウルによって、この一
台で楽しいひと時をサポートしてくれま
す。また、部屋のコーナーにフロアラン
プを配すことで、空間に温かな雰囲気
と奥行きが生まれるだけでなく、テーブ
ルに飾られた写真や花器などを照らし
素敵な空間が演出されます。

ナラ ウォールナット ナラ、白 ナラ、青錆 ウォールナット、青錆



サイドテーブル HK+01
紺野弘通

W440 × D440 × H530
アルミ鋳物、
ナラ / ウォールナット

アルミの鋳物の魅力を最大限に引き出し
たサイドテーブル。天板は丹念な研磨に
より、柔らかく温かな感触をもった和紙
のような趣のある表情に仕上げました。
持ち運びやすく、組み立ても簡単で、い
つもそばに置いて使っていただける静か
で落ち着いた印象のサイドテーブルです。

トレイテーブル HK+02
紺野弘通

W470 × D470 × H400
フレーム：ホワイト/ブラック
アルミ鋳物
[タイプ]
スタンダード：MDF
伝統色天板：真鍮/銅、アクリル板
棚板付：MDF
バスケット付：MDF、牛革 

現代的で洗練されたフォルムを追求して
デザインされました。トレイ、脚ともに
ミニマルな形状の中に、確かな存在感
を放つ美しいテーブルです。トレイとして
独立させて使用することが可能で、バラ
エティーがあり使う人の用途に合わせて
機能を変えることができるテーブルです。

ナラ ウォールナット 

ウォールナット、赤錆ナラ、白錆 ウォールナット、青錆

スタンダード、ブラック

伝統色天板（純銀色）

伝統色天板（青銅色）

棚板付、ホワイト

伝統色天板（黒染色）

伝統色天板（荒し色）

バスケット付、ホワイト

バスケット付、ブラック

バスケット付、オレンジ



コートスタンド  MK+01
小林幹也

W365 × D320 × H 1640
アルミ鋳物、ビーチ / ウォールナット

アルミ鋳物と木材との一体感のあるコー
トスタンドは、最低限の要素で構成さ
れ、空間に圧迫感を与えません。三本
の脚を固定しているプレートは、鍵や携
帯電話などの置き場所としてもお使いい
ただけます。

傘立て  MK+02
小林幹也

W223 × D223 × H 600
アルミ鋳物  ベース：真鍮鋳物、
ビーチ / ウォールナット

伝統色を施したアルミ鋳物と木材を組合
せが美しい傘立ては、エントランス周り
でボリュームを感じさせないことを意識し
最低限の要素で構成されています。上部
のリングとベースをつなぐ支柱を中央に
配置したことにより、傘を収納した時に
支柱の存在感が薄れ、傘立ては傘と空
間に溶け込みます。

タオルスタンド  MK+03
小林幹也
W500 × D170 × H 745
アルミ鋳物  ベース：真鍮鋳物、
ビーチ / ウォールナット

芯材に使用した一本の木材と金属パー
ツを組み合わせた佇まいは空間に圧迫
感を与えません。下部に比重があるた
め、タオルをかけても使用時は倒れる
ことなく安定してお使いいただけます。

トイレットペーパーホルダー  
MK+04
小林幹也

W300 × D120 × H 700
アルミ鋳物  ベース：真鍮鋳物、
ビーチ / ウォールナット

トイレットペーパーを二つの先端部に掛
けられるだけでなく、上部のパーツを外
すと芯棒にストック用のトイレットペー
パーを保管できます。また、トイレットペー
パーだけでなく、タオルをかけることもで
きます。

ビーチ、白錆

ビーチ、白錆

ビーチ、白錆

ビーチ、白錆

ウォールナット、茶錆

ウォールナット、茶錆

ウォールナット、茶錆

ウォールナット、茶錆

ビーチ、茶錆

ビーチ、茶錆

ビーチ、茶錆

ウォールナット、白錆

ウォールナット、白錆

ウォールナット、白錆ビーチ、茶錆

ウォールナット、白錆



靴べら  MK+51
小林幹也

ロング : W120 × D120 × H660
アルミ鋳物、ガラス　
ショート : W34 × D20 × H240
アルミ鋳物　
[タイプ]ミラー仕上げ/
 ヘアライン仕上げ
[ カラー] ナチュラル / ブラック/
 ブルー / イエロー /
 オレンジ

立ったまま使えるスタンド付のアルミニ
ウムの靴べらです。靴べらが描く滑らか
な曲線はかかとに優しくフィットします。
水の塊に靴べらが刺さっているような
佇まいを醸し出すガラス製のスタンドは、
空間に軽やかさを与えます。

マガジンラック HK+04
紺野弘通

W440 × D250 × H300
[ カラー ] ワインレッド/グリーン/
 ブラック/ ホワイト/ オレンジ
真鍮鋳物、革部：牛革（外側）、合成皮革（内側）

独特な光と色を放つ真鍮と、滑らかな手触りの革
を組み合わせたこのマガジンラックは、使い込ん
でいくほど素材の魅力が増していきます。時を経
るごとに風合いを変えていく素材に、古びること
のない不変の美を求めたデザイン。職人が試行錯
誤を重ねてつくり上げた、シンプルでミニマル、か
つエレガントな真鍮のフレームは、カラーレザー
との相性がとてもよく、上品かつ個性的に空間を
演出します。

エンのトレイ HK+52
紺野弘通
W180 × D 110 × H 110
クリアー、ブラック/グリーン/オレンジ/ワインレッド
クロームメッキ、ブラック/グリーン/ オレンジ/
ワインレッド
真鍮鋳物　革

円形の持ち手が特徴的なシンプルでミニマルなト
レイは、鋳物職人と革加工職人によって丁寧につ
くり上げられた 2 つのパーツが支えあうことで成
立します。この対照的な素材が、美しく調和した
HK+52 は、2 組の職人の出会い（縁）より誕生した、
まさしく『エンのトレイ』なのです。

ミラー仕上げ

ヘアライン仕上げ



トレイシリーズ SO+01
SOMA DESIGN

W375 × D375 × H444
フレーム：ブラック/シルバー  アルミ鋳物
トレイ：ブラック / シルバー  アルミ板
インナープレート：アクリル板
※トレイ、フレーム、インナープレートは単品販売

彩り豊かに装いが変化するようなトレイ
スタイル。茎葉を思わせるシャープで有
機的な脚部と多彩で華やかな表情をみ
せるトレイ部でできています。インナー
プレートには朝顔や梅、雛菊といった
日本らしい花をモチーフにデザインされ、
気分によって変えられます。現代をスタ
イリッシュに、自由に生きる人々のライ
フスタイルに溶け込むようなテーブルに
なっています。

マウンドスツール HS+01
清水久和

W300 × D250 × H300
[カラー] ピンク/ベージュ/ライトブルー/
 ライトグリーン/ホワイト
アルミ鋳物

マウンドスツールは、金属の重さを生か
し、新たな「鋳物らしさ」を表現してい
ます。石灯籠のように石を積み上げただ
けで完成されている形状は、人の根源
的なデザインを感じさせます。また、球
体と立方体のちょうど中間のような「四
角丸」を積み重ねることによって、キノ
コのような親しみのある印象が生まれま
した。インテリアシーンにおいて、新た
な楽しさを演出するような存在感のある
スツールです。

スクエアトレイ SO+02
SOMA DESIGN

W430 × D259 × H15
トレイ：ブラック / シルバー  アルミ板
インナープレート：アクリル板
※トレイとインナープレートのみの販売。
　フレームはございません。

ブラック/ ネイビー / ブラウン
ライトグリーン/ シルバー / ライトブルー

ピンク/バイオレット/ ホワイトオレンジ/ イエロー / マジェンタ



合鉢 HM+51
森ひかる

ワインクーラー：W210 × D210 × H248
フラワーベース：W160 × D160 × H300
万能鉢：W210 × D210 × H115
[タイプ] ウッドベース / ストーンベース
[カラー] 銀錆 / 赤錆 / 青錆 / 黒錆
アルミ鋳物、ナラ/ライムストーン

全く違う二つの個性が出会い、共生することによ
り生まれた合鉢は、アルミに伝統色をほどこした
器に木や石のモダンな素材を組合せて、日本伝
統の風格とコンテンポラリーな新しさが融合しま
した。ミニマムなフォルムとカラーバリエーション
によって、多様な用途が広がり、使う人と対話す
ることで新しい可能性が生ます。

そろり KA+51
W70 × D70 × H270
[カラー] 赤錆、白錆、青錆
真鍮鋳物

約400年前より愛され続けており千利休が好んだ
花入「そろり」。KANAYAでは、風合いのある錆色
をほどこしました。シンプルなフォルムとモダンな
カラーが、インテリア空間にアクセントを添えてく
れます。

銀錆、ウッドベース

青錆、ストーンベース

赤錆

黒錆

スモールポット TR+51
TRUNK

W80 × D80 × H60
[カラー] ホワイト/ ブラック/
 ラベンダー/ピンク/グリーン 
真鍮鋳物

優雅でありながら愛らしい印象のスモー
ルポットは、フラワーベースとして、また
キャンドルホルダーや小物入れとしても多
様な用途に使用できます。真鍮の素材と、
透かしからのぞくビビットなカラーによっ
て、使用していない時も華やかさを感じます。

ジュエリートレイTR+52
TRUNK

 S：W75 × D75 × H55
M：W95 × D95 × H55
 L：W115 × D115 × H55
[カラー] ブルー / ピンク/ ベージュ
アルミ、革

可憐な花びら状のアルミとパステルカ
ラーのレザーの組合せが美しいジュエ
リートレイ。時計、リング、ネックレスなど、
身に付けたアクセサリー置くことができま
す。また、花びらを重ねるようにスタッキ
ングができます。



さくらさく HT+51
坪井浩尚

酒：W65 × D65 × H65
ロック：W90 × D90 × H85
錫鋳物

高岡錫器 さくらさくは、冷たい飲み物
を飲む際の結露の水滴によって、卓上
にサクラの花が咲く、純度 100％の錫器
です。錫は酸化しにくく、抗菌作用が強
いという特性をもち、水やお酒を入れる
と雑味が抜け、まろやかに美味しくなる
といわれています。熱伝導率もよく、金
属でありながらも人肌に程よく馴染む錫
器をお楽しみください。

アイスクリームカップ
KA+52

S : W106 × D 82 × H 34
M: W125 × D 95 × H 35
L : W153 × D110 × H 45
錫

アニマル チャーム SO+51
SOMA DESIGN

バード：W40 × D34 × H53
ラビット：W35 × D21 × H50
ディア：W48 × D17 × H71
[カラー] ホワイト/ ブラック/ ブラウン
青銅鋳物（ブロンズ）

デスクのペーパーウェイトやダイニング
のウェルカムカードスタンドとして使用
でき、愛らしい動物たちがゲストを迎え
てくれます。ブロンズ製で高級感溢れる
質感が経年変化で手になじみ、様々な
表情を時とともに刻みます。

クローバートレイ HK+51
紺野弘通

錫鋳物：W214 × D205 × H36
アルミ鋳物：W123 × D119 × H19
セラミック：W123 × D119 × H19

四つ葉のクローバーをモチーフにしたト
レイです。ダイニングテーブルをこのト
レイで飾ることで、ささやかな幸せを感
じてもらいたいという思いが込められて
います。

アニマル キーホルダー SO+52
SOMA DESIGN

ラビット：W40 × D30 × H135
タイガー：W40 × D30 × H125
ホース：W40 × D30 × H140
アルミ鋳物

動物本来のフォルムを活かし目や口、耳な
どのキャラクターラインにこだわり親しみ
やすさを出しています。手のひらに収まる
少し大ぶりなモチーフはアルミ素材の使用
で軽量ながらも重量感、質感を高めていま
す。また、墨入れした表面加工が輝きの中
にも動物たちの表情を際だたせ、使うほど
に鋳物としての魅力が増すでしょう。

錫は保冷性が高く、冷たいものをさらに冷たく、
美味しさを増します。また、柔らかいので、多少
のフォルムの変化を楽しむことができます。アイス
クリームだけでなく、ヨーグルトやドレッシング
カップとしてもご利用いただけます。

豆皿 KA+53
W68 × D68 × H15
錫鋳物

小さくて可愛い豆皿は、醤油さしや箸置きとして
多様な用途でお使いいただけます。錫は柔らかい
ので、多少のフォルムの変化を楽しむことができ
ます。

布目
おぼろ

氷割



KANAYAについて

KANAYA は高岡銅器（富山県）の金属鋳造技術によるブランドです。

高岡銅器とは、1611年（慶長16年）加賀藩主、前田利長が町の繁栄を図るために

7人の鋳物師を高岡市金屋町に呼び寄せたことからはじまりました。

そして誕生から 400年を迎えた 2011年に KANAYA は生まれました。

「人々の豊かな時間と共に在るブランド」をコンセプトに、職人の手によって丁寧に

作り上げられる金属鋳物にデザインや機能を付加し現代のライフスタイルに

マッチした製品を提案しています。

ＫＡＮＡＹＡ製品は購入した時が完成形ではなく、人と日々触れ合うことで、時間と共に独特の

なめらかな感触が生まれ真の美しさが溢れだします。つまり人と共に生きていく製品なのです。

そのために、人々にとって本当に魅力的なものづくりを心掛けています。

 参加企業（高岡銅器協同組合）

 大寺幸八郎商店　　
（株）織田幸銅器　　
 折橋治吉商店　　

（株）KANAYA
 京橋秀起商店　　

（株）銀豊堂　　
（株）関菊　　

 専徒カズオ商店　　
（株）竹中銅器
（株）ニューズ・インターナショナル　　
（株）宮津商店　　
（株）四津井　
（有）四津川製作所

プロデューサー：桐山 登士樹 （株）TRUNK

コーディネーター：高橋 三和 （株）TRUNK

グラフィックデザイナー：木村 愛

フォトグラファー：尾鷲 陽介　大木 大輔

撮影場所：リバーリトリート雅樂倶

紺野弘通
スウェーデンのウメオ大学アドバンスト・プロダクト
デザイン・マスターコースに在学中、Ross Lovegrove
のデザインスタジオへ移籍する。2002 年にロンドン
で独立し、2008年にデザインスタジオを東京に開
設 す る。Fritz Hansen や Georg Jensen、Stelton、
Skagen などの北欧ブランドを中心に、様々な企業
とプロジェクトを行っている。ELLE DECO Young 
Japanese Design Talent と Red Dot Design Award
を受賞している。

森 ひかる
1991年東京芸術大学大学院修了後、渡伊。ミラノに
おいてデザイン、建築、ランドスケープを主体に統
合的、流動的な立場でプロジェクトを行う。1999年
よりZITO+MORI として MAURIZIO ZITOと建 築 ユ
ニットを組む。主な作品に、照明システム「ADAM」

（LUCITALIA）、バスルームシステム「STONE LIKES 
WATER」（PIBAMARMI）、照 明「Carmencita」（NEMO-
CASSINA）。建築作品に「FEUDI DI SAN GREGORIO
社 」（ワイナリ ー）、「BISCEGLIA 社 」(ワ イナリ ー)、

「Atripalda 市市民公園」、「Vigna la Corte」（複合商
業宿泊施設）。2010年イタリア建築学会カンパニア
州建築賞受賞。2011年「イスキア国際建築賞」銀賞。

SOMA DESIGN
廣川玉枝、福井武を中心に2006年ファッション、グ
ラフィック、プロダクト、映像などヴィジュアルディ
レクション及びデザイン活動を開始。廣川は同時
にブランド「SOMARTA」を立ち上げ、2007年 春夏
より東京コレクションにて発表。ショープロダク
ションからアートディレクションは SOMA DESIGN
が 手 掛 け る。主 な 作 品 に、Canon NEOREAL 展

（Mi lan De s ign Week 20 08）、TOYOTA「 i Q ×
SOMARTA MICROCOSMOS」 展（DESIGNTIDE 
TOKYO 2008）、ユニクロ UT Designers Invitation
[UT×SOMA DESIGN]（2009）、会津塗BITOWA「BITOWA 
DÉCOR」、「BITOWA modern」。

SHIMOO DESIGN
下尾和彦、下尾さおりによるユニット作家。互いに家
具作りの修行を経て、1997年富山市八尾町にアトリ
エを設立。「美しい道具」をコンセプトに、日本の文
化や美意識を現代のライフスタイルに落とし込むこと
を目的としている。主に木製家具、インテリア小物の
デザイン・製作。他の素材を使ったプロダクトデザイ
ンも手がけ、流行や時代を感じさせない「日本の美」
を追求する。主な作品に、テーブルトレイシリーズ

（2008 ミッシェル・トロワグロ）、「CHAJOKU」立礼卓
（2008 寿月堂パリ店）、「縁具」。1998年 /2001年 工芸
都市高岡クラフトコンペグランプ他受賞多数。

DESIGNERS

小林幹也
1981年 東 京 都 生まれ。2005年武 蔵 野 美 術 大 学
卒業。インテリアデザイン会社勤務後、MIKIYA 
KOBAYASHI DESIGN 設立。家具、プロダクトからイ
ンテリアデザインまで暮らしに関わるデザインに幅広
く携わり、国内外の企業とプロジェクトを手掛ける。
2010 年ドイツの iF product design award にて金賞、
Red Dot Design Award 受賞など受賞歴多数。2011
年には自身の事務所にショップ「TAIYOU no SHITA」
を東京都目黒区にオープン。2012年 株式会社小林幹
也スタジオ設立。

清水久和
1964 年長崎県生まれ。桑沢デザイン研究所を卒業後、
キヤノン株式会社を経て、現在、S&O DESIGN 株式会
社代表 / デザイナー。 桑沢デザイン研究所非常勤講
師。キヤノンのデジタルカメラ「IXY Digital」のチーフ
デザイナーとして同シリーズを世界シェア No.1に導き、
ドイツ iF賞や Gマークを多数受賞するなど、インダス
トリアルデザインの分野で高い実績がある。近年は
限定生産の作品も手がけ、代表作の「鏡の髪型」シリー
ズはフランスのギャラリー「Galerie DOWNTOWN」
を通し販売。2011年、オランダの「Galerie VIVID」で
個展を開催し、新作「FRUITS」シリーズを発表した。

坪井浩尚
1980年東京都生まれ。2004年多摩美術大学卒業。
デザインブランド、100%の立ち上げに参画、同ブラ
ンドのデザインを手がける。2007年 Hironao Tsuboi 
Designを設 立。主な作 品に、iida「LIGHT POOL」、
middle「Humidifier」、100 %「Lamp/Lamp」等。 対
象の環境を柔軟に読み解く、多角的なアプローチ
に定評があり、様々な製品を手がけている。2008
年 I.D.Magaz ine「Wor ld emerging designers 
40」、2009年 D&AD「Creative Faces」Japan's most 
exciting new design talent、2010 年 ELLE DECO

「Young Japanese Design Talent 2010」受賞等。

TRUNK
KANAYA プロデューサー 桐山登士樹　
ブランドコーディネーター 高橋三和
デザインマーケティング、ブランドプロデュース、プロ
モーションをはじめ、コンシューマーの意識を喚起す
る意味においてデザインセミナー・発表会等のイベン
ト、デザイン展、建築展と多岐に渡り企画・コーディ
ネート、そして総合プロデュースなどを行なっている。
Canon NEOREAL 展（Milan Design Week）、BITOWA

（福島県会津塗）など多数のプロジェクトをプロデュー
ス。桐山は富山県総合デザインセンター デザインディ
レクターを兼務。


