鉄で、もてな す 。

Iron Works

無 骨でいな がら、どこか愛 嬌のある、鉄の存 在 感 。
お客 さ まにあ わせてお造 り する
エントランスなどの装 飾 をはじめ、
鉄 からこぼれる 灯 りのあ たたかさが印 象 的 な、
照 明のシリーズなど。
鍛 造 な らではの質 感 が、個 性 的 な 空 間 を 演 出 し ま す 。

03

82
81

Iron Works
Iron Works

Sign ・ Relief

西伊豆 富士山を臨む宿「富岳群青」エントランス
宿の名をアレンジしたエントランスサイン。
フレーム越しには、美しいウォーターガーデンが臨めます。
デザインのご提案から施工までを承りました。
φ1200 約25kg

Iron Works

木更津「ホテル三日月 富士見亭」ラウンジ壁面
ホテル名にちなんだ三日月がモチーフ。
３連の鉄のオブジェが、ラウンジのシンボルとなっています。

鬼怒川温泉「あさやホテル」
無垢材の割れに、鍛造のプレートを組み合わせたテーブル。
麻の葉模様が、心をなごませます。

箱根 旅館「箱根吟遊」レセプションプレート

83

開業から10年。幾多のお客様をお迎えした時間が、

箱根 旅館「箱根吟遊」玄関横サイン ： 宿に着いて最初に目にするサインは、宿泊への期待を高める重要なポイント。鉄に真鍮を組み合わせた、

プレートの味わいとなっています。

無骨でいながら、どこか愛嬌のある姿は、どなたからも好評をいただいています。年月とともに変化する鉄の表情は、宿とともに歴史を刻んでいきます。

84

Room Sign

Iron Works

軽やかに、重厚に、メッセージを伝える鍛造サイン。

この他にも、LED照明とステンレスの組み合わせの外用サインなど、他の灯りや金属を使ったサインもございます。

文字や図柄を切り抜いた後、たたいて、焼いて、加工することで、またとない個性が生まれます。デザインのご提案から承ります。
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Key Holder ・ Others

西伊豆 富士山を臨む宿「富岳群青」食事処入り口 ： 素朴で重厚な木の扉を、鍛造のパネルが洗練を加え、よりいっそう引き立てます。

それぞれの部屋の名前をしるした鍛造のキーホルダー。

箱根「山の茶屋」： 月にすすきのモチーフを、テーブルの脚で表現。

遊び心ある「ぜんまい」の飾りが好評です。

オーナーのこだわりは、お客様からも喜ばれています。

Iron Works

経年変化も魅力の、鍛造キーホルダー。その宿に泊まる方に、日常を離れた感動を伝えます。

宿のイメージに合わせ、オリジナル形状の
キーホルダーを製作しております。

木更津「ホテル三日月 富士見亭」； 富士山が見えるホテルの特色をあらわしたオブジェ。
空間を生かした和モダンなテイストで仕上げました。
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Light ・ Flame Works

Stand light
IW-005 S W150×D100×H220

¥26,000

IW-005 M W270×D150×H400

¥82,000

material ： 鍛造鉄

col. ： Black

クズ

アケビ

ブドウ

Round
pendant light
IW-007
φ105×H220（750）
¥58,000
material ： 鍛造鉄
col. ： Black

デスクの上やベッドサイドを、特別な空間に。シンプルでいながら、なぜか心ひかれる鉄のバランスライト。

Iron Works

Square
pendant light
IW-006
W140×D140×H250（750）
¥58,000

灯りとフォルムでお客様に語りかける、鍛造サイン。

material ： 鍛造鉄

お客様のご希望を伺って、意匠をご提案。

col. ： Black
ツバキ、 ススキ

サイズ、形状、柄など、お望みにあわせ、お見積りをご提出します。

ツユクサ

16

IW-001 M W450×D200×H400

¥180,000

¥60,000

col. ： Black/Natural

material ： 鍛造鉄

col. ： Black

material ： 鍛造鉄

459

material ： 鍛造鉄、チーク古材

col. ： Black/Natural

light bulb ： LED

539

light bulb ： LED

¥160,000

material ： 鍛造鉄、チーク古材

16 25

¥50,000

Flame W916×D360×H1500

16 25

IW-001 S W320×D180×H300

Flame W450×D450×H1750

509

Balance light M

col. ： Black

IW-SH-03 W450×D450×H1750

IW-SH-01 W1100×D360×H1500

Balance light S

16

16

Iron shelf 175

Iron shelf 150

418

120 25

Iron shelf 90
IW-SH-02 W1700×D360×H900
Flame W1500×D360×H900
¥180,000

material ： 鍛造鉄、チーク古材

col. ： Black/Natural
1500
1468

16

900

Swing desk light

IW-002 W380×D200×H420

IW-003 W270×D180×H420

IW-004 W350×D250×H2020

¥62,000

¥62,000

¥165,000

col. ： Black
89

material ： 鍛造鉄
light bulb ： LED

col. ： Black

material ： 鍛造鉄
light bulb ： LED

Indirect stand light
material ： 鍛造鉄

120 25

Slide desk light

575

25 155

16

col. ： Black
90

Iron Works

オプション & メンテナンス

Iron Works

オプション & メンテナンス

オーダーメイドも承ります。
いにしえより伝わる日本文化を継承しながら、
現代の感覚で進化していく<アイアンワークス>。
美しく、懐かしく、心が豊かになれる空間作りのために、物作りをおこなっています。
お客様のニーズに応えて、製品は、ひとつずつ丁寧に手作りしています。
当カタログでご紹介した製品以外にも、
ご希望を承り、デザインからご提案しています。
お気軽にご相談ください。

鉄の魅力
たたけば伸びるし、焼けば曲がる。
使い方次第でどんな形にも変化する鉄は、
やがて土に戻る自然にやさしい素材です。
時間の流れとともに色も変わり、変化していきますが、
どうか、その変化を鉄の味として、お楽しみください。
Iron Works

鉄のお手入れ
鉄に水がつくと、そこから錆びてしまいます。
赤錆びには要注意。鉄を腐敗させる錆びです。
黒錆なら、大丈夫。鉄を守ってくれる味方の錆びです。
ぬらしてしまったら、乾いた布などで拭き取ってください。
錆び予防に、錆止めワックスなどを塗っておくと錆びにくくなります。
鉄は、変化していくものなので、
あまり神経質にならずに、
錆びも味と思い、鑑賞するのもなかなかいいものです。
いつまでも長くお使いください。

修理に関して
アイアンワークスでは、修理も承ります。
部品などが壊れてしまっても、対応いたします。
錆のひどくなったサイン、看板などは
有償にて磨き直し補修が可能です。

P81 ＜Iron Works＞ 扉画像
鬼怒川温泉［あさやホテル］「吉祥大渦波長尺之図」 サイズ: 7,000mm x 500mm
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