
La luz Collection

Brand concept

豊かさを引き寄せる、
かまぼこのような木製品
かまぼこと木製品が名産の小田原は南は相模湾、西は箱根に
面しています。
「ひきよせ」はそんな自然豊かな小田原に木工場を構える
ラ・ルースから生まれたブランドです。間伐材や端材を用いる
など自然に寄り添い、素材を活かすために手間をかけて加工
します。
元の姿は留めなくても、シンプルな形と素材の美しさを存分に
味わえる日用品に生まれ変わる。
それはまるで「かまぼこ」のように、日々の食卓に豊かさを
引き寄せます。



ひきよせは「木地挽き」と呼ばれる技法で作られます。

まず板を棒材にして割れや節のある材を除き、一枚の寄木の板にします。
それを断面が斜めになるように 3 つの輪にカットし、内側の円板を
底面に、外側の輪を上段に接着することで立体の器ができます。
そのため無垢から木を削るのと較べて 1/3 の材料で済み、各段を 90°
回転して接着することで割れやゆがみを抑えています。

ひきよせ 1 段 S（プレート S）
ヒノキ 130103 ¥2,700
ウォールナット 130133 ¥4,200
仕上げ：

サイズ：径 120 × H20
1

ひきよせ 1 段M（プレートM）
ヒノキ 130106 ¥3,000
ウォールナット 130136 ¥4,700
仕上げ：

サイズ：径 150 × H20
L O T：1

ひきよせ 1 段 L（プレート L）
ヒノキ 130109 ¥4,000
ウォールナット 130139 ¥7,500
仕上げ：

サイズ：径 225 × H20
L O T：1

ひきよせ 1 段 LL（プレート LL）
ヒノキ 130112 ¥ 6,000
ウォールナット 130142 ¥12,000
仕上げ：

サイズ：径 300 × H20
L O T ：1

ひきよせ 1 段 SS（猪口）
ヒノキ 130100 ¥1,800
ウォールナット 130130 ¥2,500
仕上げ：

サイズ：径 65× H30
L O T： L O T ：1

間伐材 間伐材

間伐材 間伐材

間伐材

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン
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ウォールナット/ウレタン
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ひきよせ 2段LL（ディッシュLL）
ヒノキ 130113 ¥ 9,000
ウォールナット 130143 ¥13,000
仕上げ：

サイズ：径300×H60
1L O T：

ひきよせ 2段L（ディッシュL）
ヒノキ 130110 ¥5,600
ウォールナット 130140 ¥8,700
仕上げ：

サイズ：径225×H60
1L O T：

ひきよせ 2段M（ボウルM）
ヒノキ 130107 ¥4,200
ウォールナット 130137 ¥5,900
仕上げ：

サイズ：径150×H60
1L O T：

ひきよせ 2段S（椀）
ヒノキ 130104 ¥4,400
ウォールナット 130134 ¥6,500
仕上げ：

サイズ：径120×H60
1L O T：

ひきよせ 2段SS（そば猪口）
ヒノキ 130101 ¥3,300
ウォールナット 130131 ¥4,800
仕上げ：

サイズ：径90×H60
1L O T：

間伐材 間伐材

間伐材 間伐材

間伐材

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン
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ラ・ルースは山・川・海に囲まれた自然豊かな小田原に工場を構え、
先人の知恵と柔軟な発想を元にものづくりを行っています。
例えば「ひきよせ」の接着段階では、小田原寄木の技術をベースとした
門外不出の独自の接着方法を採用することで強い器を作ることができて
います。

都内の中小企業とデザイナーのマッチングを目的に、東京都が主催する
「東京ビジネスデザインアワード」にて、カイチデザインの山田佳一郎
氏とのマッチングが決定し、「ひきよせ」が生まれました。
2014 年にグッドデザイン賞を受賞後、2015 年にはパリで行われた
メゾン・エ・オブジェに出展し、海外からも大きな注目を集めました。

L O T：1

L O T：1 L O T：1

ヒノキ 130102 ¥4,600
ウォールナット 130132 ¥6,000
仕上げ：

サイズ：径90×H90

ヒノキ 130105 ¥ 7,000
ウォールナット 130135 ¥12,000
仕上げ：

サイズ：径120×H90

ひきよせ 3段M（丼）
ヒノキ 130108 ¥5,000
ウォールナット 130138 ¥7,000
仕上げ：

サイズ：径150×H90

ひきよせ 3段L（ボウルL）

ひきよせ 3段LL（ボウルLL）
ヒノキ 130114 ¥  12,000
ウォールナット 130144 ¥16,000
仕上げ：

サイズ：径300×H90

L O T：1

ひきよせ 3段SS（タンブラー） ひきよせ 3段S（蓋付椀）
間伐材 間伐材

間伐材

間伐材

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

L O T：1

ヒノキ 130111 ¥ 8,800
ウォールナット 130141 ¥13,000
仕上げ：

サイズ：径225×H90

間伐材

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン

ヒノキ/CNF+ウレタン
ウォールナット/ウレタン
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ひきよせ 1 段 S（プレート S）WP

ヒノキ 130203 ¥3,200
ウォールナット 130218 ¥4,700

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 120 × H20
L O T：1

ひきよせ 1 段M（プレートM）WP

ヒノキ 130206 ¥3,600
ウォールナット 130221 ¥5,300

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 150 × H20
L O T：1

ひきよせ 1 段 L（プレートL）WP

ヒノキ 130209 ¥4,800
ウォールナット 130224 ¥8,400

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 225 × H20
L O T：1

ひきよせ 1 段 LL（プレートLL）WP

ヒノキ 130212 ¥ 7,200
ウォールナット 130227 ¥13,500

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 300 × H20
L O T：1

ひきよせ 1 段 SS（猪口）WP

ヒノキ 130200 ¥2,300
ウォールナット 130215 ¥3,000

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 65 × H30
L O T：1

このカタログに掲載されている商品は食洗機対応塗料を塗布する関係で、縁が丸くなるためデザインが従来のひきよせと若干異なります。予めご了承ください。

Brand concept

豊かさを引き寄せる、
かまぼこのような木製品

業務用食洗機対応モデル

23.02.01 更新

株式会社 ラ・ルース
〒 250 -0861 神奈川県小田原市桑原 867-6
TEL:0465-38-0538 FAX:0465-38-0539 https://www.la-luz.co.jp

かまぼこと木製品が名産の小田原は南は相模湾、西は箱根に面しています。
「ひきよせ」はそんな自然豊かな小田原に木工場を構えるラ・ルースから

生まれたブランドです。間伐材や端材を用いるなど自然に寄り添い、素材を

活かすために手間をかけて加工します。

元の姿は留めなくても、シンプルな形と素材の美しさを存分に味わえる日用品

に生まれ変わる。

それはまるで「かまぼこ」のように、日々の食卓に豊かさを引き寄せます。

再塗装を承ります

【再塗装条件】 当たりキズがなく、塗装が剥離してない場合

1000回程度の業務用食洗機使用には耐えることを確認致しました。
経年により塗料は薄くなってきますので、より長く使用して頂く為に
条件付で再塗装を承っております。

※キズがあり、木部に水シミ等がある場合でも再塗装は可能ですが、
    塗装にムラがでる可能性があります。

【料　　　金】L-1000円　S-750円※商品・サイズにより異なります。
【タイミング】使用状況等により異なりますので、別途お問い合わせください。

ひきよせは「木地挽き」と呼ばれる技法で作られます。

まず板を棒材にして割れや節のある材を除き、一枚の寄木の板にします。
それを断面が斜めになるように 3 つの輪にカットし、内側の円板を
底面に、外側の輪を上段に接着することで立体の器ができます。
そのため無垢から木を削るのと較べて 1/3 の材料で済み、各段を 90°
回転して接着することで割れやゆがみを抑えています。

※使用する食器洗浄機・食器乾燥機の取扱説明書を十分に
　ご確認のうえ、ご使用ください。
※つけ置き洗いはお避けください。
※80℃以下の条件でご使用ください。温度設定を標準～低
　めにしていただくと製品がより長持ちします。
※食器洗浄機・食器乾燥機内で金属製品などの硬いものが
　ぶつからないようご注意ください。
※落下などの強い衝撃を与えると、破損につながる恐れが
   あります。

セルロースナノファイバー塗料を下地に使うことによって経年劣化を防ぎ、その上に対アルカリ性、硬さを
強化する特殊塗料を塗ることによってさらに強度を増しております。
２層にした塗装は、食洗機にも使えるほどの耐久性、耐水性に優れたものとなっております。

お取り扱い上のご注意
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受注生産

受注生産



ひきよせ 2 段 SS（そば猪口）WP

ヒノキ 130201 ¥3,800
ウォールナット 130216 ¥5,300

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 90 × H60
L O T：1

ひきよせ 2 段 S（椀）WP

ヒノキ 130204 ¥5,100
ウォールナット 130219 ¥7,200

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 120 × H60
L O T：1

ひきよせ 2 段M（ボウルM）WP

ヒノキ 130207 ¥5,100
ウォールナット 130222 ¥6,800

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 150 × H60
L O T：1

ひきよせ 2 段 L（ディッシュL）WP

ヒノキ 130210 ¥6,800
ウォールナット 130225 ¥9,800

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 225 × H60
L O T：1

ひきよせ 3 段 SS（タンブラー）WP

ヒノキ 130202 ¥5,300
ウォールナット 130217 ¥6,500

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 90 × H90
L O T：1

ひきよせ 3 段 S（蓋付椀）WP

ヒノキ 130205 ¥ 8,100
ウォールナット 130220 ¥13,500

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 120 × H90
L O T：1

ひきよせ 3 段M（丼）WP

ヒノキ 130208 ¥6,000
ウォールナット 130223 ¥8,200

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 150 × H90
L O T：1

ひきよせ 3 段 L（ボウルL）WP

ヒノキ 130211 ¥11,000
ウォールナット 130226 ¥14,000

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 225 × H90
L O T：1

ひきよせ 3 段 LL（ボウルLL）WP

ヒノキ 130214 ¥ 15,000
ウォールナット 130229 ¥ 17,000

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 300 × H90
L O T：1

ひきよせ 2 段 LL（ディッシュLL）WP

ヒノキ 130213 ¥11,000
ウォールナット 130228 ¥14,500

仕上げ：ウレタン
サイズ：径 300 × H60
L O T：1

このカタログに掲載されている商品は食洗機対応塗料を塗布する関係で、縁が丸くなるためデザインが従来のひきよせと若干異なります。予めご了承ください。このカタログに掲載されている商品は食洗機対応塗料を塗布する関係で、縁が丸くなるためデザインが従来のひきよせと若干異なります。予めご了承ください。

ラ・ルースは山・川・海に囲まれた自然豊かな小田原に工場を構え、
先人の知恵と柔軟な発想を元にものづくりを行っています。
例えば「ひきよせ」の接着段階では、小田原寄木の技術をベースとした
門外不出の独自の接着方法を採用することで強い器を作ることができて
います。

都内の中小企業とデザイナーのマッチングを目的に、東京都が主催する
「東京ビジネスデザインアワード」にて、カイチデザインの山田佳一郎
氏とのマッチングが決定し、「ひきよせ」が生まれました。
2014 年にグッドデザイン賞を受賞後、2015 年にはパリで行われた
メゾン・エ・オブジェに出展し、海外からも大きな注目を集めました。
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