
大自然、北海道。
ものづくり、旭川。

ササキ工芸経営理念

一、私たちは世界の人々が「喜び」「感動」「安らぎ」を感じるモノづくりをします

一、私たちは森の恵みと人との出会いに感謝し、共存共栄できることを目指します

Company name
Foundation
Incorporation
location

CEO
Phone number
Email

Sasaki Kogei Co.,Ltd
April 1976
April 1980
Main factory : Nagayama 14-3-4-10, Asahikawa, Hokkaido, 079-8424, JAPAN
Second factory: Nagayama kita 1-10-13-29, Asahikawa, Hokkaido, 079-8451, JAPAN
Yujiro Sasaki
+81-166-25-2288
mainfactory@sasaki-kogei.com

会社概要
株式会社ササキ工芸

1976年4月

1980年4月

本社工場 ： 〒079-8424 北海道旭川市永山14条3丁目4-10
第二工場 ： 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条10丁目13-29

佐々木 雄二郎

0166-25-2288

0166-22-2101

10,000,000円

木製クラフト製造・販売

27人

北洋銀行、北陸銀行、留萌信用金庫、旭川信用金庫

https://sasaki-kogei.com

2018年8月1日現在

社 名

創 業

法 人 化

所 在 地

代表者名

電話番号

FAX番号

資 本 金

事業内容

社 員 数

取引銀行

Webサイト

〒110-0005 東京都台東区上野5-9 2k540内
03-6806-0443
11：00～19：00
水曜日、年末年始
https://www.nocratokyo.com

所 在 地
電話番号
営業時間
定 休 日
Webサイト

東京店

Company Profile

Company Store “nocra”

Location
Phone number
Open
Shopping hours 
Closed
Email

2k540, Ueno 5-9, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, JAPAN
+81-3-6806-0443
Thursday to Tuesday
11 a.m. to 7 p.m.
Wednesday and New Year's Holiday
nocra@sasaki-kogei.com

ササキ工芸直営店

ササキ工芸の商品だけでなく、北海道ゆかりの
作家やメーカーの木製品を取り扱っています。

We have Sasaki Kogei’s products and also other wooden products 
made by craftsmen and brands from Hokkaido.



木。
それは、わたしたち
ササキ工芸の
命。

人は、木の便利さを知っている。

人は、木のやさしさを知っている。

木は、切るとなくなる。

木は、伸びるのに年月がかかる。

だから、森を尊敬する。

産地や品種を見極め、間伐材も使う。

北海道、とりわけここ旭川は、

そういうことが自然と考えられる地域だ。

安く売りたいなら、
効率だけを追求すればいい。
それじゃ、
ササキ工芸は死んじゃいますね。
キホン的に手づくり、手仕上げです。

機械でもいいものはつくれます。

でも、ディテールの積み重ねが手にとったときの差にでるんです。

キホン的に着色はしません。

安心安全、それもあるけれど、やっぱり美しくないですよね。

自然の色には勝てません。

職員は、職人。
ササキ工芸には、

たくさんの職人がいる。

みな、木が好きだ。

だから、木から学ぶ。

木の良さを伝える。

技をみがく。地域を思う。

そして、後輩を育てる。

人の循環をつくる。

森の循環もつくる。

ものづくりは、

いろんなことをつくってる。

Trees,
This is what we at Sasaki Kogei are living for.
We respect forests.
With taking a measure of the trees, we also use thinned wood.
In the land of Hokkaido -especially here in Asahikawa, 
we may think of the things like this naturally.

If you want to sell them at a low price, 
you can just focus on making your work efficient.
Then Sasaki Kogei can no longer survive.

Basically our products are all handmade and hand-finished.
You can feel the careful attention to detail when you take our products in your hand.
We basically do not color our products.
Natural colors are the best and also safe.

To be our staff is 
to be a craftsman.
We Sasaki Kogei have many craftsmen working together.
Everyone learns from trees because they love them.
Pass the worth of trees along, and improve the skill.
Think about the mother earth.
And train the next generation.
Produce the circle of humans.
And also the one of forests. 
Manufacturing creates many things in this beautiful world.

We use trees with no waste 
until the very end, to repay them.
Our automation system supports craftsman’s sensitive hand process.
To make it work, we produce our own processing machines and hand tools.
It is a freezing cold city in Asahikawa. 
The fuel with wood chips for heating energy has been provided by ourselves.
We are proud of ourselves to manufacture for manufacturing.

木を、最後まで無駄なく。
使いきる、という恩返し。
NCは熟練のプログラミング知識が必要。

オートメーションが、精度の高い職人の手作業をサポートする。

そのためには、加工用の機械そのものや

刃物だってササキ工芸のオリジナルでつくる。

球状の製品を研磨する「ガラ研磨機械」はその好例だろう。

極寒の旭川、その暖房エネルギーも自社製。

木くずを集めた燃料で、社内はポカポカ。

ものづくりのための、ものづくりが誇りです。


