
会社沿⾰ History 

設⽴者・⻘野剛三は、1980 年代初頭から美術家として創作活動を開始。⾃⾝の作品発表にとどまらず、ウィンドディス

プレー、舞台美術でも活動を展開。⼯房、会社設⽴以後も、異種素材を組み合わせ、また異業種間との活動で、その場に

かなった製品や空間づくりを提供。作り⼿と使い⼿との交流を⼤切にする姿勢は⼯房の基本であり、これまでの歴史、そ

して次なる⾰新へつながっています。 

 

1987 ⼯房「ジオ・パラダイス」設⽴（千葉県）＿⾃然素材を使った⽣活具「鍛鉄サ

ラダオイルランプ」誕⽣ 

その他、総合造形を多数発表 
  

1990 ファッションブランド「Sybilla シビラ」 

（イトキンショールーム原宿、シビラ⻘⼭店、伊勢丹、東武百貨店、パルコ、

ビブレ、⾼島屋など国内主要店舗） 

●鉄什器 

1991 「CD ショップサウンドファクトリージャム」（⽬⿊区⾃由が丘） 

「ゴルフショップジャンボ」ジャンボ尾崎⽒店舗（中央区銀座） 

「泉崎カントリーヴィレッジホテル」（福島県） 

●内装、什器、オブジェ、他 

●オブジェ、扉、椅⼦、他 

●総合デザイン・製作 

1996 ⼯房移転（⻑野県⼋千穂村）＿⾃然をとりいれた⾝近な美術を⽬指す 

「⽼⼈ホームつきみの園」 

「ホテル鐘⼭苑」（富⼠吉⽥市） 

「⻘野剛三 個展」13 回開催 

 

●壁画 

●装飾⾨扉 

1998 「リビングデザインセンターOZONE 新宿／⼯房家具ギャラリー」常設展⽰開

始 

 

2000 第 19 回朝⽇現代クラフト展 

奨励賞受賞［⽊と鉄の照明 ブロッケンの灯り］ 

 

 

2002 「⼯作家ユニオン（古材部⾨）」新設 

コクヨ「オリエンタルスペース」と古材家具製作を展開 

 

●店舗、テーブル、椅⼦、ミラー、

他 

2003 展覧会／⽇本橋三越、阪神百貨店、軽井沢万平ホテル 

雑誌「和楽」2 ⽉号掲載《⼯房家具ギャラリー》 

 

2004 ⼯房移転（⻑野県⼩諸市）＿さらなる展開を⽬指す 

「ギャラリー⽇曜館」（軽井沢万平ホテル敷地内）新設・オープン 

出品／⼩⽥急新宿 4 ⽉、銀座三越 11 ⽉ 

 

 

2005 「カフェレストラン ⻨笑」（台東区三ノ輪） 

出品／伊勢丹新宿 8 ⽉、銀座三越 10 ⽉、⽇本橋三越 12 ⽉ 

箱根彫刻の森美術館 11 ⽉、国際家具⾒本市 11 ⽉ 

●デザイン設計、施⼯ 

 

2006 「ジオ・パラダイス⼀級建築⼠事務所」開設（⻑野県⼩諸市） 

軽井沢別荘、デザイン設計・監理を開始 

ケニータ「アマカ」 

出品／⼭脇ギャラリー6 ⽉、⽇本橋三越 7、12 ⽉、 

信州⽊⼯会 東急たまプラーザ８⽉ 

 

●デザイン設計、監理 

●デザイン設計、什器、他 



2007 出品／スタイルハウジングエキスポ 5 ⽉、リビングデザインセンターOZONE

新宿 6〜8 ⽉、 

SLOW-City／Life／Food 展 11 ⽉（リビングデザインセンターOZONE 新宿） 

朝⽇新聞 12 ⽉ 21 ⽇号掲載《ギャラリー／⻘野剛三 Xmas オイルランプ展》 

 

2008 「開かれた⼯房」建設（⼩諸⼯房敷地内）＿作り⼿と使い⼿の交流の場を⽬指

して 

「monodane」プロジェクト開始 

コクヨ古材家具製作（通年） 

出品／横浜髙島屋 1 ⽉、⽇本橋⾼島屋 8 ⽉ 

スタイルハウジングエキスポ 4 ⽉ 

新⽇本スタイルの住まい展 7〜8 ⽉（リビングデザインセンターOZONE 新宿） 

ビジネスサミット 10 ⽉ 

読売新聞 2 ⽉ 21 号掲載《⽣活アート中量⽣産 ⼩諸のイタリア⼯房住宅から

⼩物まで》 

朝⽇新聞 4 ⽉ 24 ⽇号掲載《開かれた⼯房 上棟式の餅投げに⼦供たちが歓喜》 

週刊さくたいら 5 ⽉ 1 ⽇号掲載《あの店この店 ギャラリー⽇曜館》 

家具新聞 6 ⽉ 5 ⽇号掲載《地域の⼯房と⼯場が連携した「monodane」プロ

ジェクト ⼯房ジオ・パラダイス》 

家具新聞 7 ⽉ 5 ⽇号掲載《⾃分仕様家族使⽤の⼯房家具でつくる新・⽇本ス

タイルの住まい展／⼯房家具ギャラリー》 

信州毎⽇新聞 7 ⽉ 8 ⽇号掲載《ながの経済 地域産業活性化基本対象に 29 件、

県センター選出》 

週刊さくたいら 12 ⽉ 11 ⽇号掲載《クリスマスギフト展 軽井沢⽇曜館》 

毎⽇新聞 12 ⽉ 12 号掲載《⻘野剛三オイルランプ展 2008》 

  

  

2009 間伐材家具の開発･展開(カラ松) 

コクヨ間伐材家具規格品の開発・製作 

信州毎⽇新聞 2 ⽉ 18 号掲載《会社きらり 欲しい家具を⼯房で体験》 

⽇本経済新聞 1 ⽉ 24 ⽇号掲載《家具づくり、使い⼿と共に》 

住まい net 信州 vol.12 掲載《作家の仕事場 ⽊と鉄でできること。その無限の

可能性を求めて》 

 

●家具 

2010 「間伐材の付加価値プロジェクト」開始 

上海万博 

三井不動産 

富⼠ゼロックス 

⾸都⼤学東京 

⻑野県岩村⽥の町興しプロジェクト参加 

⽇本経済新聞 11 ⽉ 16 ⽇号掲載《間伐材で⾼級家具》 

⽇本経済新聞 12 ⽉ 4 ⽇号掲載《⺟親らが⼿作り時計展 ママズファクトリー》 

 

●VIP ルーム家具 

●エントランス装飾品全般、家具 

●パーテーション、オブジェ 

●デッキ、パーテーション 

●⻘春⾷堂など店舗内装デザイ

ン 

2011 「⽣活万能型薪ストーブ 暖助（だんすけ）」開発 

「暖助プロジェクト 

 〜被災地に⽣活万能型薪ストーブを届けよう〜」開始 

 

 

●薪ストープ暖助 125 台寄付 



 

⾸都⼤学東京 

⼩諸新聞 12 ⽉ 9 ⽇号掲載《情報交差点 クリスマスバザーで被災地⽀援》 

雑誌「STORY」1 ⽉号掲載《O 邸軽井沢 森の静けさの中に揺らめく⽕が、集

まる⼈の⼼を癒やします》 

 

●デッキ、パーテーション 

2012 「⽇本の杉に付加価値を」プロジェクト開始 

⼩泉誠⽒とのコクヨ家具開発 

朝⽇新聞 2 ⽉ 26 ⽇号掲載《異業種コラボで新製品・腰に優しい椅⼦に挑む》 

⽇本経済新聞 9 ⽉ 25 ⽇号掲載《ジオ・パラダイス⽊製家具 屋外でも劣化し

にくく》 

 

2013 「⾷から変わる⽣活提案」企画 

パン製造所を増築（「開かれた⼯房」⼩諸⼯房） 

「⼀歩ベーカリー」（軽井沢追分町）新設・オープン 

 http://ippo-company.com 

 

 

 

 

2014 「重歩⾏できる杉のフローリング、壁材」開発 

「杉のエイジングウッド展」開催（リビングデザインセンターOZONE 新宿） 

間伐材の講演会（リビングデザインセンターOZONE 新宿） 

「神鶏屋」（港区⻁ノ⾨） 

ライ⻨の⾃家栽培を開始（⼩諸⼯房前） 

⽉刊盆栽世界 3 ⽉号掲載《樹と鉢と鉄が織りなすコラボレーション ⼭崎ちえ

×⼩出真智⼦×⻘野剛三対談》 

 

 

 

●デザイン設計 

2015 個⼈邸（⻑野県上⽥市） 

「Patyamama」店舗 

●デザイン設計 

●デザイン設計、リノベーション 

2016 三菱地所 箱の間プロジェクト参加 

「DANKE HOUSE（ダンケ ハウス）」プロジェクト開始 

 

2017 軽井沢別荘、デザイン、設計、監理 

「軽井沢ホテル Le marais sale ル・マレサレ」 

⽇本経済新聞 11 ⽉ 8 ⽇号《間伐材パネルで⼩屋 DANKE HOUSE》 

●デザイン、設計、監理 

●デザイン、リノベーション 

2018 「DANKE HOUSE」販売開始 

 http://www.dankehouse.com 

 

「⼭中⽇曜館」（⽯川県加賀市⼭中温泉）新設・オープン 

 

  

そしてまた、新しい創造と挑戦へ 

  

 
 


