
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

企業・団体様向けに提案する 

木製ペン作りプロジェクト 
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◆ 木の物作りができる場所 

◆ ウッドペンクラフトの木製ペン作り 

樹種と金具の組み合わせは 1,500 通り以上 

ウッドペンクラフトでは、100 種類以上の樹種から材料を切り出しています。木材は独自のルートを駆使し

て木材のスペシャリストが集めており、国産材はもちろん世界各国の木材をご用意しています。その中には

入手が難しい希少な木材もたくさん含まれています。希少材で作ったペンは市販品として販売されることも

ほとんどありません。めずらしい木材を使って木が持つ魅力を最大限に活かし、自分でオリジナルのペンを

作ることができます。また樹種だけではなくペンや金具の種類も豊富なので、1,500 通り以上の組み合わせ

からお好みのペンをお作りいただけます。 

体験は１回 2 時間、１日 8 名（午前 4 名・午後 4 名）、年間約 2,000 名の受け入れが可能です。 

木工旋盤を使って木を削る 

木材を旋盤（せんばん）で回転させ、木に刃物を当てることでペンの形を自由に削り 

だします。この旋盤を使ったペン作りが体験できるところは、日本全国でも数社しか 

ありません。そのためほとんどの方にとって、はじめての経験になります。 

オリジナル塗料仕上げ 

木製ペン専用に開発したオリジナル塗料を使うことで、木が持つ本来の色を存分にお楽しみいただけま

す。さらさらすべすべに仕上がるのに、手に吸いつくようなフィット感。手によくなじむので、書き心地

は抜群です。使えば使うほど素敵な味わいに変化し、色も落ちついた雰囲気に変わるので、ペンを育てる

醍醐味も感じることができます。 

最高の贈り物 

手作りの木製ペンは、いつもお世話になっている方への最高の贈り物にもなります。入学、卒業、就職、

退職など人生の節目のお祝いに。父の日や母の日に日頃の感謝を込めて。お誕生日や結婚などの記念日

に。いろいろな想いを込めて作った世界で 1 本の木製ペンは喜ばれ、長く使っていただけます。 

ウッドロードとは 

株式会社ウッドロードは、大阪を中心に

木に関する様々な事業を展開していま

す。主たる事業である木工教室では、15 年

以上にわたり生徒さんに木のものづくり

を指導してきた講師をはじめ、国家資格

を有する経験豊かなスタッフが木工の指

導にあたり、毎週 100 名近くの方が通っ

ています。製作に必要な木工機械や手道

具も豊富にあり、小物から大きな家具ま

で、『木』を使って作りたいものを形にす

ることができる教室を開講しています。 

その中で、より手軽に短時間で本格的な木の物作りを楽しめるペン作りに着目し、今まで取り組んできた

ペン作り体験に工夫と魅力を重ね、2019 年 4 月、木製ペン作りに特化したウッドペンクラフトという部門

を立ち上げました。 
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◆ 『木』に囲まれた空間 

全館の内装は杉の木 

ウッドロードの内装は、代表が熊本で植林し 40 年以上育

てた約 1,200 本の杉の木でできており、大阪市内にありな

がら森を彷彿とさせる木装の工房となっています。このよ

うな木に囲まれた空間で無心になって木の物作りに取り

組むことで日常を離れ、気分をリフレッシュすることもで

きます。 

中２階の木材販売コーナーでは、国産材にとどまらず世界

各国の樹種をご覧いただくことができます。 

また 2 階に併設しているカフェも、木に囲まれた落ち着

いた空間となっています。木工教室の生徒さんや木工体験

に参加された方だけではなく、一般の方にもランチタイム

をお楽しみいただいています。 

年に数回コンサートや展示会なども開催し、音楽好き、 

アート好きの方が集まる場所にもなっています。 

ウッドロードはこれまで個人のお客様へ『木の物作り』を提供する事業を展開してきました。その中で木製

ペン作りを体験されるお客様から、「仕事で使います」「自分で作ったペンを使うことで、仕事のモチベーシ

ョンが上がります」というお声を多数いただきました。そして企業・団体に所属される方に、木の癒し効果

や木製ペンを『作る楽しみ』と『使う楽しみ』をダイレクトにお届けするために、企業向け特別プランをご

提案する木製ペン作りプロジェクトを立ち上げました。 

◆ 個人のお客様だけではなく、企業・団体のお客様へ 

木は私たちにとって身近な素材で、そのぬくもりのある質感や使い心地が多くの方に好まれています。 

そして木を使ったペン作りには、作品を作る過程で得られるものがたくさんあります。天然素材である木に

ふれ、手と体を動かして黙々と集中して作業することでよい気分転換になると感じる方も多くおられます。 

木に触れた時に感じる素材感に加え、木そのものの色や独特な木目、香りなど五感に働きかける要素が、私

たちにプラスの影響を与えてくれるのです。 

◆ 『木』という素材を使った物作り 

 

木にはさまざまな癒しの効果があることが、科学的に立証されています。 
・木を見たり木にふれたりすることで血圧が下がり、脈拍数が改善されてリラックス感が得られる。 

・木肌に手でふれると脳波にα波が現れ、「安らぎ効果」が得られる。 

・木の香りにより気持ちが休まり、代表的なストレスホルモンであるコルチゾールの濃度が低下してストレスが抑制される 

・木の香りにより、疲労度の指標であるフリッカー値（まばたき回数）が低減する。    

【文献引用：林野庁 森林総合研究所 宮崎良文博士らの研究による】 

木が持つ『癒し効果』 
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※企業、個人事業主、NPO 法人など各種団体様が対象のプロジェクトです。登録することで、3 つのプランすべてをご利用いただけます。

※企業様負担無料でご利用いただけるプランもございます。 

 

・基本は週 1 日×4 回を一か月以内に受講するカリキュラム 
・連続した日程での受講など、ご要望に応じてカリキュラム編成可能 
・授業時間は午前・午後各 3 時間 

・1 日２本（合計 8 本）のペンを作ることを目標とする 
・独特の香りを持つ樹種 2 本、色味に特徴がある樹種を２本制作する 
・制作したペンは、成果物として会社に提出する 

社員支援プログラム概要 

◆ 社員研修に 
新人研修、少人数のグループ活動研修など社員研修として木製ペン作りを体験していただけます。 

本格的な木工技術に取り組み愛着のある 1 本を作ることで、その後の仕事に『自分が作った木製ペン』を

使うことができ、仕事に対する意欲や作業効率の向上が期待できます。たとえば営業先でお客様に書類を

ご記入いただく際に市販のペンではなく自分で作った木製ペンを使うことで、会話のきっかけが生まれる

など、コミュニケーションツールとしても役立ちます。 

研修で作ったペンをこれまでお世話になった方に贈ることで、会社と家族を繋ぐ１本にもなります。 

◆ オフの日の充実に 
仕事がオフの日に充実した時間を過ごすことは、仕事への活力にもつながります。 

従業員様とそのご家族(2 等親以内の方)には、ご予約時と体験当日の費用支払いの際に「会社名と社員名」

をお申し出いただくことで、木製ペン 1 本につき 500 円割引でペン作りをご体験いただけます。 

この特典は何度でもご利用可能です。このサービスは、企業様側のご負担なくご利用いただけます。 

◆ ペンと伝統的な漆を組み合わせた社員支援プログラムに 
人は心身がともに健康である時、はじめて仕事に対しても意欲的に取り組むことができます。しかし職場

での人間関係などに疲れを感じて気持ちが不安定になると、仕事の生産性が低下し、個人だけではなく同

じ部署の人なども含め仕事に悪影響がでることもあります。そのため、企業には従業員のメンタルヘルス

ケアをサポートする仕組みが求められています。この社員支援プログラムは、気持ちがひどく落ち込む前

に、職場を数日離れて木製ペン作りに没頭することで「気持ちを切り替える場」を提供するものです。 

このプログラムの最大の特徴は、木製ペン作りだけではなく日本伝統の漆塗りに取り組むことができる点

です。漆は本漆にたんぱく質を加えた、かぶれにくいものを使います。初日に作った木製ペン 2 本に、数

日かけて漆を塗り重ねます。上質なペンに変化さるために４日以上のカリキュラムを基本としました。 

参加者がゆっくりと自分のペースで取り組むことができる内容となっています。 

漆塗りは誰もが体験できない『あこがれの職人技術』で 

あるため、参加者の自己肯定感を高めることにつながる 

と、考えています。 

 

木の物作りがマンパワーに 

福利厚生プラン  
１ 
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木製ペンづくりを集客ツールとして活用する 

顧客様へのサービスプラン  
２ 

間伐材・除伐材を活かす 

樹木の有効活用プラン  
3 

◆ 木製ペン作りを 500 円割引に（企業負担なし） 

ご登録企業の顧客様に、木製ペン作りを 500 円割引で体験していただけるサービスです。例えば工務店様が

企業・団体登録をされている場合、お取引のある施主様やモデルハウス見学会に来られたお客様に割引が適

用されます。飲食店や販売店のお客様にも有効です。 

◆ 出張講座に 

ウッドペンクラフトの木製ペン作りは出張でも開講できるので、セミナーや 

展示会に来られる顧客様に会場でペン作りをお楽しみいただくことも可能です。 

百貨店の文具売り場や入学卒業フェアのイベントなどで、『自分で木を削って 

世界で 1 本のペンを作る得難い体験』を、集客ツールとしてご活用ください。 

◆ 特別な木をペンに 
熊本県のみかん農家で、送電線安全対策の過程

で伐採されたみかんの木。ただ処分するのでは

なく、何かに有効活用できないかと相談を受け

て、関係者の方に制作していただいたのがこの

ボールペンです。 

管理されている森の間伐材、やむを得ない事情

で除伐された記念木や雑木を有効活用するのは

簡単ではありません。しかしペン用の木は小さ

いため持ち運びや乾燥も容易で、小さな丸太か

らでもたくさんの材料を作ることができるので

有効活用に向いています。 

企業名入り木製ペン&クリアペンスタンドをプレゼント 

手作りだからこの程度の仕上がりだと満足するのではなく、ウッドペンクラフトの技法を用いて最高級のペ

ンを自分で作ることで、大切に使い続けたいという想いも湧き上がってきます。想いを込めて作ったペンだ

からこそ、お世話になっている方に贈る 1 本にもなります。通常は完成品の製作を承っておりませんが、ご

希望があればご相談に応じますので、お問い合わせください。 

①福利厚生プラン ②顧客様へのサービスプランを合計５名様以上

（木製ペン５本以上）ご利用いただいた企業様には、展示用として

『 企業名入り木製ペン&クリアペンスタンド 』をプレゼントいたし

ます。 



5 

 

 木製ペンの種類                         
市販の替え芯と互換性があります 

◆ ボールペン・シャーペン 

体験価格は樹種と金具の組み合わせにより 

4,500 円～6,200 円（税別） 

 

◆ ロングボールペン 
（ノック式ボールペン） 

体験価格は樹種と金具の組み合わせにより 

6,500～9,500 円（税別） 

 

◆ エグゼクティブ万年筆 

（細めの高級万年筆） 

体験価格は樹種により、 

7,100 円～7,600 円（税別） 

 

◆ ジェントル万年筆 
（太めの高級万年筆） 

体験価格は樹種と金具の組み合わせにより 

9,400 円～13,500 円（税別） 

 

◆ 木製ペンの種類・贈答用箱・レーザー加工 

◆ 贈答用の箱やレーザー加工について 

贈答用の箱は、木箱、プラケース、紙箱がございます。 

木箱やペンにはレーザー加工により文字を入れることが可能です。

贈り物の際に相手のお名前を入れても喜ばれます。通常のペン作り

体験としてご参加いただく場合にはロゴや柄を入れることができま

せんが、企業・団体様の記念品やノベルティとしてご活用いただく

場合などは対応できる場合がございます。別途ご相談ください。 
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会 社 名 株式会社ウッドロード 

所 在 地 〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋 2-3-26 

電話・FAX 番号 TEL 06-6115-1212  FAX 06-6115-1200 

代表取締役社長 倉田 正一 

主 要 業 務 

・木工教室の運営 

・木工やＤＩＹに関する専門的な講座開講  

・木材販売 

・木工に関する動画制作・配信 

・木工・木材関係のイベント企画  

・木工講師養成講座  

・注文家具制作  

・木工に関するコンサルティング事業 

公式 Web サイト 

・ウッドロード      https://woodroad.co.jp/ 

・ウッドペンクラフト   https://woodpen.jp/ 

・動画家具教室       https://woodroad.jp/ 

・木材販売サイト       https://woodroad.co/ 

・Youtube チャンネル名  動画家具教室ウッドロード 

◆ 会社概要 

木製ペン作りプロジェクトに関する詳しい内容は、 

メールまたはお電話にてお問い合わせください。 

(担当：下村・岡) 

・メール info@woodroad.co.jp 

・電 話 06-6115-1212 

（火曜日を除く 9：30～17：30） 

ウッドペンクラフト 
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