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細田木材工業株式会社
檜原村杉材を使用した木のホワイトボード。
木なのに従来のホワイトボードと同様に書い
て消すことができます。
ノックダウン方式でパネルのみのご使用も可
能です。
ぜひ、書いてみてください
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株式会社鳥取ＣＬＴ
「CLT36」は、JAS 規格（日本農林規格）を満
たすモノであり、人の手で持ち運ぶことがで
きる国内最小最薄のＣＬＴである。それゆえ、
同じ構成のモノである「Ｊパネル」は家具等
の造作用途の素材としても利用されている。
どちらも日本の森林資源から成るモノである
と同時に、施設の利用者にさりげなく寄り添
いコトをつむいでゆく。

2018 年 11 月 7 日（水）
11:00~17:00
13:00~13:30
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北三株式会社
“天然木に無限の可能性を追求し、暮らしの空
間にもっと国産材を”。
ツキ板に様々な基材を組み合わせることで、
加工性、不燃性、造形性など、天然木であり
ながら、それ以上の機能性と多彩なデザイン
性を実現させます。
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ナイス株式会社
ナイスオリジナルウッドデッキ材ＯｂｉＲＥ
Ｄ( オビレッド ) は、飫肥杉の赤身部分だけを
使い、優れた耐久性が特徴です。素足に気持
ちの良いウッドデッキと好評いただいている
ＯbiRED を始めとした各地の協定木材製品を
ご提案いたします。
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松阪の木・あかね材機構
森林総合研究所の試験に基づき、製材の JAS
や集成材の JAS の条件をクリアしたスギノア
カネトラカミキリによる虫害材（あかね材）を
一般材と同様に使用する取り組みを進めてい
ます。詳細はお尋ね下さい。

6

【１】みなとモデル制度及び木質化モデル創出事業の紹介
（港区環境課地球温暖化対策担当）

株式会社マルホン
高い品質を誇る尾鷲ヒノキ・天竜スギと、マ
ルホンのグレーディング及び加工技術を掛け
合わせ、品質を極めた FSC® 認証のフローリ
ングです。尾鷲ヒノキは日本で初めて FSC®
認証を取得した速水林業の材を、天竜スギは
70 年にわたり天竜材にこだわり続けてきた
フジイチの材を使用しています。
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株式会社那賀ウッド
パウダー状に粉砕加工した杉・桧・竹などの
地域材と自然素材の配合により調湿性・消臭
性・蓄熱性・不燃性に優れる塗壁材料「木の
塗り壁 Mokkun 那賀」の他、サーフボード、
家具、おもちゃ、雑貨なども展示予定です。

【２】みなとモデル制度認証事例の紹介
（みなとモデル制度事務局）
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エヌ・アンド・イー株式会社
国産材を主原料に使った MDF（中密度繊維板）
です。
フロアや建具に加工して使用され、みなとモ
デルではマンションの窓枠などによくご利用
いただいております。
今回は MDF 素板を活かした用途も提案いたし
ます。
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大利木材株式会社
徳島県産認証材を活用、もう一つの地域資源
である藍との組み合わせによる建材を含めた、
様々な木製新製品の開発をおこなっている。
今回の展示では新技術による藍染杉の外部用
部材とそれの応用事例を紹介する。

10 株式会社ビッグウィル
「恋樹百景」は、厚み約 0.23mm の天然木壁
紙で、国土交通省防火性能・環境規制適合品
です。
木目と平行方向への折り曲げが可能で内装ク
ロス職人さんにて施工を行うことができます。
近年は、ルーバーの化粧材としての採用実績
が増えております。
11 星野工業株式会社
945 年創業の木製品総合メーカーとして、家
庭用品からインテリア、学習机や家具の製造
まで、幅広く対応をしております。
今回の展示では、ＣＮＣマシンニングセンター、
3Ｄターニングマシンで加工した壁面材や看
板・子供用おもちゃの他に、レーザー加工で
切り抜いた組子柄模様をご紹介致します。
12 丸玉木材株式会社 茨城工場
画鋲やテープ等を使わずに写真やプリント用
紙をボードに貼り付けることができる化粧
ボード。
基材に北海道産 100％のトドマツを使用。
表面全体に粘着性能があり、掲示物の再剥離・
再添付が繰り返し可能です。

13 エアウォーター・エコロッカ株式会社
エコロッカは、木材とプラスチックを複合リサ
イクルして製造した天然木の風合いを持つ木質
系の新素材です。天然木に比べ反りやねじれが
少なく、耐候性・耐久性にも優れているため、
腐食の心配やシロアリの食害もなく、長期に亘
り美観を保持できます。
エクステリア / インテリア材料として様々な形
状を取り揃えております。
14 オーエム機器株式会社
「隠れていても、みなとモデル」
外からは見えないＯＡフロアのコア材に国産
合法木材を使用しています。例えば延床面積
10,000 ㎡の場合、当社の製品を 1,000 ㎡採
用して頂くことで、みなとモデル制度基準値
（民間施設）★を取得することができます。詳
細は展示ブースにて説明させていただきます。

15 株式会社ヤギサワ
弊社では、丸太の製材から一般的な建築用材
の製材に加え、不燃木材や硬質木材、熱処理
木材の製造を行っています。不燃木材を中心
に特殊加工木材の展示をしておりますので、
ぜひお立ち寄りください。

16 有限会社森谷材木店
岩手県産の赤松フローリング ( 地松 ) のご紹介
です。各種国産針葉樹の中でも、岩手県産の赤
松フローリングは希少価値になって参りました。
主材は伝統的に梁材や桁材に使用され、国産材
の中では特に弾性に優れ強じんです。また加工
性向も良く、キメが細かく、見た目が純白で程
よい硬さがあり、床材としては最もすぐれた樹
種の一つとされております。
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江戸川木材工業株式会社

25

加藤木材産業株式会社
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株式会社クネット

天龍木材株式会社
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日本住宅パネル工業協同組合

34

セイホク株式会社
西北プライウッド株式会社

家

40

35

齋藤木材工業株式会社

具

飛騨産業株式会社
杉材の温かな風合いを活かしながら強度を増し
た「杉圧縮材」を使用した椅子、展示什器の他、
東京都様と開発を行いました応接ソファセット
を御提案いたします。杉圧縮材の幅広い活用性
をご覧いただけます。

協定自治体である宮城県石巻市産材を用いた
合板・パーティクルボード・ＬＶＬ・CLT を製
造しています。下地用途だけでなく、内装用
途を兼ねた現しで使用可能な板面品質の製品
も提供可能です。
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鋼材内蔵型 1 時間耐火集成材、燃え止まり型
耐火集成材「燃エンウッド」Ⓡの縮小サンプル
を展示します。今後益々増加する木造耐火に
対応できる部材です。
部材の構成が分かりやすくなっておりますの
で是非ご覧下さい。

パネ協ではぬくもりや質感、木目の美しさと
いった木の持つ本来の特性を生かした商品を
生産しています。今回は、住宅をはじめ文教･
教育施設等向けに協定木材を用いたフローリ
ング･手すり･台形集成材家具等を展示してお
ります。

94 成形合板技術が無垢材よりも強度を持ち、
なおかつ軽くて繊細なデザインを可能にして
います。インテリアとしても美しく、天然
素材のやわらかな肌合いに手を触れたときの
安心感は想像以上です。

矢島木材乾燥株式会社
北海道は紋別地域、宮城県は石巻地域の木材
で作られた台板合板を利用したフローリング
を展示しております。また床暖房にも対応し
た、みなとモデル仕様品を各樹種取り揃えて
お待ちしております。

・スギ、ヒノキの圧縮単板を表面に使った複合
フローリング
・表面にスギ・ヒノキを使い、台板もスギ無垢
材を使った複合フローリング
・スギを使い厚さの違う無垢ピースで凸凹を演
出、木質感を最大限に生かしたデザイン性
を表現した内装壁材

静岡県産材ヒノキ無垢一枚板一般用床材・床
暖用床材を、薬剤・高温・圧縮・接着剤の処
理をせず、乾燥技術で製造。表面を未晒し蜜
ロウワックスで均一機械塗布。機械と職人の
相乗技術の逸品。ヒノキと住まう。

19
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1 時間耐火木材（FR ウッド）とサミット HR
工法を組み合わせることにより、鉄骨造や RC
造と同様の躯体が実現可能となりました。
躯体に木材を使用することにより、みなとモ
デルの国産材使用基準値を容易にクリアでき
ます。

国産材を有効利用できる無垢フローリングを
是非ご検討ください！
耐久性のある無垢フローリングは公共施設や
店舗など幅広い施設で
使用されています。特注品にも柔軟に対応い
たします。
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SMB 建材株式会社

株式会社イトーキ
自治体庁舎や公共施設のロビー空間での使用
を想定した「大人も子供も一緒に使うワンス
トップ家具」（カウンター・ベンチなど）を展
示いたします。また、港区協定木材をはじめ
国産材を使用した家具や内装の納入事例写真
もご紹介いたします。
撮影：淺川 敏
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株式会社サイプレス・スナダヤ

28

29

歩行感、耐荷重、施工性を向上させた JAFA 規
格 (2015) 対応のウッドコアスチールフロアで
す。
・軽量……………コンクリート製パネルの 50％
以下の重さ（当社比）
・快適な歩行感…ウッドコアで優れた歩行感
・環境に配慮……再生木材や国産合法木材を使
用し CO2 固定化に貢献
などなど
22 フクビ化学工業株式会社

30

「エコアコールウッド」は天然木材の欠点である
割れ・腐りを抑制した、強くて優しい新時代の
保存処理木材。｢厳島神社｣などの社寺をはじめ、
商業ビル・学校・一般住宅、さらに木製ガード
レールなどとして全国に施工事例がございま
す。
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日本木槽木管株式会社
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物林株式会社
● 北海道産広葉樹 無垢フローリング 床暖房
仕様 ( ガス会社基準 )
● エアーホール加工対応、直接穴を開けるの
で床の空調口を金物などの “出っぱり無” で
納められます。高齢者施設や幼稚園に最適
です。体育館などの床材としても採用可能
です。
● 厚塗りウレタン UV 塗装 ( 無塗装品もあり
ます )
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株式会社キーテック
高強度・高品質の構造用 LVL「キーラム」
。
LVL ならではのストライプ柄をインテリアや
デザインに活用することが可能な内装用 LVL
「キーラムインテリア」。建築事例と共に製品
サンプル等を展示致します。
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チーム東白川
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桑原木材株式会社
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44

木材の展示と国産檜・杉を使用した木製ブラ
示。

尾鷲林政推進協議会

帝国器材株式会社
みなとモデル対象案件納入実例のご紹介や、
実際使用した木部のサンプル展示、新商品の
ROOM IN ROOM を展示をします。
ROOM IN ROOM は簡易的に木質化空間を作
り出せるパーティションユニットです。

インドシャッター、木製パーティションの展

（尾鷲市・紀北町・森林組合おわせ・速水林業）

株式会社天童木工
国産軟質針葉樹を活用し、圧密加工と成形
合板の技術 (RPW) を納入事例やサンプル
を交えてご紹介致します。
11 月の IFFT にて新作製品や新技術の発表
を予定しておりますのでそのご案内も致し
ます。

平成 28 年大臣認定取得の国産檜・杉の準不燃
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ワイスワイス
みなとモデル協定木材／大きくなり過ぎたシ
イタケ原木を有効活用する、宮崎県諸塚村と
取り組む「ニューモロツカ」FSC 認証ファニ
チャー。森林の荒廃に喘ぐ隠岐の島の若者と
島の未来をつくる照明器具「A PIECE OF
FOREST」を展示。

岐阜県東白川村のある東濃地域は古くからの木
材産地であり、桧や杉の良材を安定的に供給で
きます。私たちは一社単独ではなくチームです。
製材、乾燥、形状加工、不燃加工、特殊加工な
ど設計に応じて最適な業者を選択することで設
計に沿った商品を作り上げることを実現し、東
京においても多くの実績を積んできました。
内装材、外装材、構造材を問わず、これからも
皆様の要望にお応えしていきます。

木製水槽は市役所や学校、病院等公共施設で
使用実績が多く、耐震性や耐久性も高く、環
境に優しい製品です。本体は国産材を使用す
ることが出来、地域の木材利用促進に貢献し
ます。
ｴｸｽﾃﾘｱ/ｲﾝﾃﾘｱ材料として様々な形状を取り揃
えております。

地域産材を使用いたしました、不燃木材のサ
ンプルととカタログを展示しております。
また、公共施設や商業施設や学校等などの施
工写真も展示いたします。
是非弊社ブースにお立ち寄り下さい。

24 九州木材工業株式会社

鳥取県智頭町もりりんチーム

（株式会社サカモト、智頭林業の明日を考える
若手の会）

江間忠木材株式会社
高耐朽熱処理木材である「エステックウッド」
を展示致します。
エステックウッドは木材の腐れや狂いの原因
となる成分を熱処理によって改質。外部でも
長期的にお使い頂ける製品です。
みなとパーク芝浦の外構ルーバーに採用され
ています。

自然の木材で作られた、良い香りのする智頭
杉と智頭ヒノキのブラインド、ノーメンテナ
ンス、高耐久、寸法安定性の高い智頭杉のケ
ボニー化木材の展示を行います。

「みなとモデル協定木材」と「プラスチック」
の両方のメリットを最大限に生かし「グッド
デザイン賞」を受賞したビジネスモデルで、
デッキ材、ルーバー材等として生産し、建築
物に使用されています。

23 株式会社中部メンテナンス
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みなとモデルの登録木製品のサンプル・カタ
ログ・事例集等を展示・配布いたします。
高耐久性・寸法安定性の「コシイ・スーパーサー
モ」、ウッドデッキ材の「マクセラム M-HB」、
内装制限でも利用できる「防火木材」を取扱
いしております。

日本で唯一の製材から CLT までの一貫工場
が誕生しました。
檜集成材生産量日本一のスナダヤがさらなる
環境共生を目指して、CLT ニーズに合わせて
素材を一枚一枚吟味して製造を開始いたしま
した。

21 センクシア株式会社

越井木材工業株式会社
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鹿沼 WOOD INFILL 有限責任事業組合
株式会社内田洋行
国産材を使用した様々な場面における「空間
構築」についてご提案いたします。
「BOX IN BOX」という考え方で、大掛かりな
工事を行うことなく空間全体の木質化が可能
な WOOＤINFILL をミニチュアモデルにてご
紹介いたします。

2017 年、日本農業遺産に UNI4M 参加自治体
の尾鷲市及び紀北町の山林が認定されました。
（登録名：「急峻な地形と日本有数の多雨が生
み出す尾鷲ヒノキ林業」）UNI4M 対象となる
木材であるＦＳＣ認証材、地域ブランド｢尾鷲
ヒノキ｣材を山林から製品までの物語をつなげ
ていく活動を中心にＰＲいたします。
46

維鶴木工
木の産地「吉野」にある、椅子専門の木工所。
私たち「維鶴木工」は、良質な吉野のスギと
ヒノキを使って All made in Japan の椅子を
作り続けています。

みなとモデル対応製品展示会
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細田木材工業(株)

11 星野工業(株)

センクシア(株)

物林(株)

(株)鳥取ＣＬＴ

12 丸玉木材(株) 茨城工場

フクビ化学工業(株)

(株)キーテック

飛騨産業(株)

北三(株)

13 エア・ウォーター・エコロッカ(株)

(株)中部メンテナンス

矢島木材乾燥(株)

(株)イトーキ

ナイス(株)

14 オーエム機器(株)

九州木材工業(株)

セイホク(株)／西北プライウッド(株)

ワイスワイス

松阪の木・あかね材機構

15 (株)ヤギサワ

SMB建材株式会社 木構造建築部

齋藤木材工業(株)

帝国器材(株)

(株)マルホン

16 (有)森谷木材店

天龍木材(株)

江間忠木材(株)

(株)天童木工

(株)那賀ウッド

17 江戸川木材工業(株)

日本住宅パネル工業協同組合

エヌ・アンド・イー(株)

18 加藤木材産業(株)

越井木材工業(株)

大利木材(株)

19 (株)クネット

鳥取県智頭町もりりんチーム

(株)ビッグウィル

20 (株)サイプレス・スナダヤ

東日本支所

（株式会社サカモト、智頭林業の明日を考える若手の会）

日本木槽木管(株)

35

チーム東白川

45

鹿沼WOOD INFILL有限責任事業

桑原木材(株)

46

維鶴木工

尾鷲林政推進協議会

（尾鷲市・紀北町・森林組合おわせ・速水林業）

