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時 を超 えて 目覚 める、
新 たな 枡 の 価値 。
なめらかで美しい木目。

ヒノキの落ち着きのある心地よい香り。

１本も釘を使うことなく、木板を精密に継ぎ合わせた「あられ組」。
枡は、計量器として、または酒器や食器として
1300年余りの歴史を歩んできました。

そんな枡を贅沢に使ってつくられた、かつてない内装材 MASPACIO。
枡を立体的に組み合わせることで生まれる、幾何学的な美しさと
枡本来の、懐かしく温もりのあるたたずまいが

インパクトの中に安らぎを感じる、洗練された空間をつくり出します。
枡がもつ魅力で、空間に驚きと癒しを与えたい。

そして、日本にとどまらず、世界に枡の伝統と文化を伝えたい。

MASPACIOは、枡を一つひとつ真摯につくり続けてきた私たちの
新たなる挑戦です。

計量器から、空間を彩る内装材へ。

INDE X
MASPACIO３つの魅力
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Gallery（納品事例）
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MASWALL（内装用枡パネル） 07
MASPACIO オーダーメイド
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取り扱い説明書・注意事項
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時を超え、新たな枡の価値が、今ここに目覚めます。

MASPACIO（マスパシオ）は、
「 枡」に、
スペイン語のmás（もっと）
・espacio（空間）を組み合わせた造語です。
もっと魅力ある商空間のデザインをサポートする枡の仕上げ材でありたいという想いを込めました。
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MASPACIO 3つの魅力

01

■ 組み合わせが生み出す魅力

03

■ ヒノキの魅力

■ 日本の伝統工芸品、枡の魅力

MASPACIOを構成する枡は、

MASPACIOのパーツである枡は、

枡は1300年前に計量器として生まれ、

その連続性が生み出すリズミカルな立体感と幾何学的な美しさが、

岐阜・大垣の職人の手で一つひとつ丁寧に加工して

１本も釘を使うことなく、木板同士が規則正しく

他の木材に比べて高い耐久性を持つことから、

さらに、
お祭りや季節の行事など、

インパクトのある壁面素材として、

いつの時代も愛されてきた、なめらかで美しい木目が、

MASPACIOは、和洋などのシチュエーションを選ばない、

インテリアのアクセントとして。

また、
ヒノキ特有の落ち着きのある

程よい厚みのある木板で形作られた、
シンプルな立方体。

木曽や東濃などの国産ヒノキを、

MASPACIOの最大の特徴といえるでしょう。

つくられています。

光の陰影やゆらめきにより、印象的で洗練された空間づくりが叶います。

歴史ある建築物にも数多く使用されているヒノキ。

照明や自然光との相性も抜群で、組み合わせた枡が織りなす

スタイリッシュにパーテーションとして、
MASPACIOが、空間演出に多彩なイマジネーションを与えます。
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空間を訪れる人々に優しいぬくもりを与えます。

心地よい香りがリラックス効果をもたらすことも、

内装材として自信を持ってお勧めできる理由の一つです。

日本人のライフスタイルに寄り添ってきた伝統工芸品です。
精密に継ぎ合わされた
「あられ組」
は、
まさに熟練の手仕事。

おめでたい席で使用されるアイテムというイメージも。
シンプルでモダンな内装材ですが、

それを構成する枡一つひとつに粋な
「和の心」
が息づく、
縁起物の集合体なのです。
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Gallery 1
日本酒とおばんざいのお店
ジャンル／和

05

食

総席数／70席

おざぶ

平均客予算／3,000～4,000円

オーダーメイド／1合枡

5,000個

Gallery 2

masu cafe
ジャンル／カフェ

総席数／11席

平均客予算／1,000～2,000円

オーダーメイド／1合枡

265個
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〈マスウォール〉

MASPACIOで商空間を演出するにあたり、
枡の形や組目を活かした基本的なデザインの内装用パネルとなっております。

MASWALLを壁にしつらえることにより、
これまでになかったインパクトを感じたり、
ヒノキの香りやぬくもりによるリラックス

できる空間を演出できます。
またライティングなどと組み合わせることにより、
さらに空間が引き立ちます。

ARARE

〈アラレ〉

Small:510×510×103

Grande:1020×510×103

（H×W×D/mm）

継ぎ手の一種であり、枡の最大の特徴である
「あられ組」。

そのあられ組を魅せるパターンです。平面の中に空間的な
立体感を創造します。
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KOSHI

〈コウシ〉

Small:510×510×103

Grande:1020×510×103

（H×W×D/mm）

枡を碁盤目に組み合わせる
「格子組み」の工法に着想

K ADO

〈カド〉

Small: 560×578×75

Grande:1120×578×75

（H×W×D/mm）

枡の角を魅せ、KADOにしかできない凹凸感を生み出す

を得てつくられたパターンです。

デザインパターンです。

立体感はシンプルですが飽きないデザインです。

けます。

3種類の高さの違う枡を使用し組み合わせることにより、

立体感のある空間設計や什器デザインにお使いいただ
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Order Made

建築士・デザイナーの皆様の無限の想像力をカタチにするために、
MASPACIOはオーダーメイドに対応します。

飲食店などの店舗を始め、
商業施設、
ホテル、
公共施設などでの、
空間デザインに必要な数の枡をお送りいたします。

MASWALL施工前準備

様々な大きさの枡を組み合わせて、
オリジナルのデザインを表現することができます。

下地確認

この世に一つしかない、
インパクトや落ち着きを感じることのできる商空間を創ることをサポートさせていただきます。

その場合、下地に合板もしくは間柱があるか確認していただき、壁下地を作ってください。

さらに枡に、
焼印、
レーザー、
プリント加工をすることができ、
サインを表現する素材としてもお使いいただけます。

枡の大きさ一覧
枡の大きさ

外

寸

内

H×W×D
（mm）

寸

H×W×D
（mm）

底板の厚み 側板の厚み
（mm）

（mm）

三勺枡

56×56×39

41×41×31
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五勺枡

67×67×47

51×51×39

8

9

八勺枡

82×82×51

60×60×40

11

11

一合枡

85×85×56

63.5×63.5×45

11

11

二合枡

108×108×58

87×87×47.5

11

11

二合半枡

115×115×64

92.5×92.5×52.5

12

12

五合枡

142×142×77

118×118×65

12

12

一升枡

172×172×93 148.5×148.5×81.6
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焼

重量がある場合は、施工面にビスで固定することを推奨いたします。
下地などにゴミやホコリ等ある場合は除去してください。

MASWALL 施工方法

MASWALLの裏側に両面テープを貼り、さらに接着剤を塗ってください。

両面テープの剥離紙をはがし、施工壁面に貼り付け、パネルの四隅をビスで固定してください。
四隅を隠すための枡に両面テープを貼ってください。

枡の両面テープの剥離紙をはがし、固定したビスの上に枡を貼ってください。

取り付け後の管理に関して

お掃除はハンディモップがおすすめです。

また枡に汚れなどがある場合、紙やすり等で落としてください。

年季が入りますと、木が変色していきます。予めご了承ください。

※1～2mmの誤差が生じる可能性がございます。

MASPACIO 注意事項

加工方法
印／手作業で一つ一つ焼き付けていきます。文字や模様が濃くはっきりと出ます。焼け具合も一つひとつ微妙に異なり、
味が出ます。

レーザー／焼印よりも細かいデザインが得意です。繊細な模様、濃淡も表現できます。
プリント／カラーでプリントできます。

焼

印

●

●

●

●

レーザー
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取り扱い説明書・注意事項

枡は職人の手によって仕上げられていますが、大きさに1～2mmの誤差が生じている可能性も

ございます。

高温多湿な場所での保管や直射日光にさらしたり、高温強風の急な乾燥は木枡の割れ、

ヤニ吹きの原因となりますので避けてください。

ヒノキを使用しているため、ヤニが吹くことがあります。
そのことでの交換はお受けできません。
製品の仕様および数量等をご確認のうえ、不備やご質問等ございましたら、施工前にご連絡

ください。

弊社は、取り付け工事や施工後の不具合等に関しての一切の責任を負いかねますので、予め

ご了承ください。

プリント
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