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はじめに

　近年、国内森林の多くが利用可能な林齢に到達している中、木材利用が地球温暖化防止、
国土の保全、水源のかん養、森林再生等へ寄与することから、国においては、平成22年
10月に「 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を施行し、率先した木
材利用の取組が進められております。

　こうした背景を踏まえ、川崎市においても、学校や庁舎等における木材使用量の目標値
などを定めた「川崎市公共建築物等における木材の利用促進に関する方針」を平成26年
10月に策定し、取組を進めております。

　また、公共建築物の取組に加え、民間建築物等における木材利用に関する建築技術・ノ
ウハウの向上、情報共有、木の価値などを高める木育等の取組を通じ、首都圏における消
費地である本市の特徴と強みを活かして国産木材の利用促進・普及を図ることを目的に「川
崎市木材利用促進フォーラム」を、平成27年10月に設置いたしました。

　本フォーラムは、林業・木材業、資材メーカー、設計、建設、木育、行政団体などで構
成しており、設立段階は、６８の企業・団体、会員数７７名でスタートいたしました。そ
の後も多くの方々から本フォーラムについて関心をいただき、平成２９年３月末現在では、
８０の企業 ・団体、会員数９０名となり、様々な取組みを通じ、技術・ノウハウの向上、
情報共有、ビジネスマッチングなどが進められております。

　本フォーラムにおいて、国産木材の利用に向けた課題等の検討を進めたところ、効果的・
効率的な木材利用に繋がらない一つの要因として、各事業者が持つ技術・取組みに関する
情報が広まっておらず、限られた事業者間でのビジネス・連携となっていることが上げら
れました。

　こうしたことを踏まえ、木材生産から設計・建設・利用までのサプライチェーンの段階
ごとに、フォーラム会員（作業部会員）の技術や取組み等をとりまとめ、会員相互の一層
の情報共有を深めるとともに、一般の事業者やエンドユーザーが、木材関連事業者の情報
を入手するためツールとして利用いただくため、本冊子を作成いたしました。
　本冊子を活用いただくことで、フォーラム会員によるビジネスマッチングや事業化の可
能性を広げ、更なる国産木材の利用に繋げていただければ幸いです。

　最後に、本冊子の作成にあたり、資料等の提供などにご協力いただいたフォーラム会員
の方々及び関係者の皆様に感謝し、厚く御礼を申し上げます。

平成２９年３月
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　材料の生産、設計・製造などの過程を経て、製品やサービスが消費者の手に届くまでのプ
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Company profile record
企業概要調書

会社名：株式会社　アサノ不燃

住所： 〒135-0016　東京都江東区東陽5-28-6　TSビル5F

事業分野：材料

事業概要：○技術開発：不燃化技術による新技術・新製品の開発（不燃発泡樹脂、等）
○製品販売：不燃化処理を施した製品の製造販売（不燃木材、不燃和紙、等

＜木材の不燃化技術＞
○2001年に日本で第一号の木材の不燃認定番号を取得（NM-0168）「不燃木材」と言う名称を生み出
　し、不燃木材のパイオニアとしてスタート。

○2011年、国土交通省の不燃木材の抜き打ちサンプル調査でも唯一適合品と認定された。

○抜き打ちサンプル調査後は認定の為の申請審査基準が厳しくなったが、2014年に新たに不燃木材の
　認証を最初に取得（NM-3839、NM-3840, NM-3841)。

○木造耐火建築としてはスギ LVL被覆の鋼材内蔵型2時間耐火柱「守護芯120」を新日鉄住金エンジニ
　アリング株式会社と共同で認定を取得（FP120CN-0543）。

○一般社団法人都市防災不燃化協会（http://www.funen.or.jp/)の「推奨不燃木材認証」を2015年に取
　得。不燃木材の品質管理の第三者認証として2011年の国交省による抜き打ちサンプル調査で不適合
　品とされた認定番号が多く出た事により失墜した不燃木材の信頼性を回復させる為の制度で有り、　
　今後の都市での木材活用に寄与するものでもある。施工例として福井県ふるさと文学館や成田空港等
　の公共建築やホテル等多数がホームページ（http://www.funen.jp)に掲載されています。

Tel. 03-6666-0315 Fax.03-6666-0310 担当部署：専務取締役

mail:y.magara@funen.jp Web. http://www.funen.jp/
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Company profile record
企業概要調書

○技術開発：不燃化技術による新技術・新製品の開発（不燃発泡樹脂、等）
○製品販売：不燃化処理を施した製品の製造販売（不燃木材、不燃和紙、等

会社名：株式会社　アサノ不燃

住所： 〒135-0016　東京都江東区東陽5-28-6　TSビル5F

事業分野：技術開発（R＆D）

事業概要：

＜セルフネン技術＝延焼せず煙や有害ガスを抑える技術＞
○安心安全：火災により発生する煙や有害ガスで多くの犠牲者が出ています。株式会社セルフネンと共
　同開発したセルフネン技術は延焼せず、煙や有害ガスを抑えて、より確かな安心安全を提供します。

○品質管理：命を護る技術だからこそ、確かな製品を提供する為、確かな品質の維持・管理を行います。

○防災・減災：木造密集地域（木密地域）は災害時に大きな危険性を含んでいます。ご高齢者等も多く生
　活されている木密地域に燃えない、壊れない東京都の平成27年度先進的防災技術実用化支援事業に
　選定された「不燃シェルター」を設ける事で被害を最低限に抑え、社会に貢献します。

○環境貢献：弊社の不燃木材の場合､炎が当たった部分は表面が炭化して、CO2の発生を約50%～80%
　抑えます。また廃棄時には木材っとセルフネン液を分離させる事が出来、両者ともリサイクルが可能
　となります。

Tel. 03-6666-0315 Fax.03-6666-0310 担当部署：専務取締役

mail:y.magara@funen.jp Web. http://www.funen.jp/
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Company profile record
企業概要調書
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会社名：アジア航測　株式会社

住所： 〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビル

事業分野：建設コンサルタント

事業概要：○環境保全コンサルティング（環境アセスメント､自然環境再生事業､森林保全､再生可能エネルギー等）
○防災コンサルティング（砂防調査、設計・火山防災・斜面防災・河川防災・都市防災等）
○国土基盤整備に関わる計画・設計・管理

　アジア航測株式会社では、森林・林業における ICT導入を目指して、単木解析データを活用した森林

資源管理サービスを全国展開しております。

　自社の強みである計測技術をベースに、これまで ICTの導入が遅れていた森林経営・管理の近代（ICT

林業）を推進するサービスを展開しています。当社では、これまで取得困難であった森林全ての樹木の

情報をレーザデータ解析することで、樹木１本毎の位置・樹種・樹高・胸高直径・材積データを把握する

特許技術を保有しています。これらの情報により、大型木材加工施設や木質バイオマス発電施設などへ

の径級別の原木安定供給計画が可能となりました。こうした需要と供給を結ぶ情報は、林業におけるビッ

グデータ活用の先駆けとなるものです。さらに、各種データは森林 GISを活用し、木材流通情報管理だ

けでなく、森林経営計画、路網計画等に、また間伐作業等の実施管理といった資源管理に幅広く有効活

用することができます。

　「森林資源管理サービス」を活用すると、調査・分析・計画・運用・評価のサイクルのすべての段階でデー

タの高度利用が可能になり、森林管理業務の大幅なコストダウンが実現できます。また、森林クラウド

を活用した、各種データの管理・活用サービスも併せて実施しております。オフィスでできる効率的な

林業経営の実践で生産性を向上させるデータ提供サービスを目指していきます。

Tel. 044-969-7381 Fax.044-965-0916 担当部署：事業戦略部

mail:hh.t-ito@ajiko.co.jp Web. http://www.ajiko.co.jp/
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会社名：株式会社 イトーキ

住所： 〒104-0031　東京都中央区京橋３－７－１ 相互館１１０タワー 3F

事業分野：材料

事業概要：○オフィス家具大手。製販一貫体制。オフィス関連事業（ワークステーションシステム等）、
　設備機器関連事業（オフィス建材内装設備等）、その他（家庭用学習デスク・チェア等
　製造販売）なお、担当部署の econifa 開発チームは全国の地域材を活用した家具の開発・
　製造・販売を地域に密着して行っています。

　我々イトーキは、新しい木材の活用方法により「やま」と「まち」をつなぐ地域循環の仕組み取り組
んでいます。

①産地を限定せずに、全国の地域材を使うことができますので、その地域が抱える課題を解決すること
　で、森の循環を促し継続していきます。

②都市にあうカタチのご提案致します。
　“やま”で採れた木材を、都市にあうカタチにデザインします。
　“まち”のなかで、木の魅力を伝えるカタチ。木を切り出して“まち”で使うしくみ。
　“やま”と”まち”をつなげ、木の価値を地域（産地）に還元していきます。

③産地から使用者までの知を集結させるHUBとなることを目指しています。
　大学・研究機関や技術者など、企業の枠や地域の枠を越えた産・官・学・民の連携を構築することで、
　地域材の新しいモノづくりのカタチを模索しています。

Tel. 03-6228-6375 Fax.03-6228-6374 担当部署：

mail:kubota9qq5@itoki.jp Web. http://www.itoki.jp/

開発統括部ソリューション開発部
Econifa 開発チーム 



Company profile record
企業概要調書

05

株式会社　イトーキ会社名：

住所：

事業分野：施工

Tel. Fax. 担当部署：

mail: Web.

〒104-0031　東京都中央区京橋３－７－１ 相互館１１０タワー 3F

事業概要：○オフィス家具大手。製販一貫体制。オフィス関連事業（ワークステーションシステム等）、
　設備機器関連事業（オフィス建材内装設備等）、その他（家庭用学習デスク・チェア等
　製造販売）なお、担当部署の econifa 開発チームは全国の地域材を活用した家具の開発・
　製造・販売を地域に密着して行っています。

　我々イトーキは、新しい木材の活用方法により「やま」と「まち」をつなぐ地域循環の仕組み取り組
んでいます。

①産地を限定せずに、全国の地域材を使うことができますので、その地域が抱える課題を解決すること
　で、森の循環を促し継続していきます。

②都市にあうカタチのご提案致します。
　“やま”で採れた木材を、都市にあうカタチにデザインします。
　“まち”のなかで、木の魅力を伝えるカタチ。木を切り出して“まち”で使うしくみ。
　“やま”と”まち”をつなげ、木の価値を地域（産地）に還元していきます。

③産地から使用者までの知を集結させるHUBとなることを目指しています。
　大学・研究機関や技術者など、企業の枠や地域の枠を越えた産・官・学・民の連携を構築することで、
　地域材の新しいモノづくりのカタチを模索しています。

03-6228-6375 03-6228-6374

kubota9qq5@itoki.jp http://www.itoki.jp/

開発統括部ソリューション開発部
Econifa 開発チーム 
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会社名：株式会社　イトーキ

住所：

事業分野：家具

Tel. Fax. 担当部署：

mail: Web.

〒104-0031　東京都中央区京橋３－７－１ 相互館１１０タワー 3F

事業概要：○オフィス家具大手。製販一貫体制。オフィス関連事業（ワークステーションシステム等）、
　設備機器関連事業（オフィス建材内装設備等）、その他（家庭用学習デスク・チェア等
　製造販売）なお、担当部署の econifa 開発チームは全国の地域材を活用した家具の開発・
　製造・販売を地域に密着して行っています。

　我々イトーキは、新しい木材の活用方法により「やま」と「まち」をつなぐ地域循環の仕組み取り組
んでいます。

①産地を限定せずに、全国の地域材を使うことができますので、その地域が抱える課題を解決するこ　
　とで、森の循環を促し継続していきます。

②都市にあうカタチのご提案致します。
　“やま”で採れた木材を、都市にあうカタチにデザインします。
　“まち”のなかで、木の魅力を伝えるカタチ。木を切り出して“まち”で使うしくみ。
　“やま”と”まち”をつなげ、木の価値を地域（産地）に還元していきます。

③産地から使用者までの知を集結させるHUBとなることを目指しています。
　大学・研究機関や技術者など、企業の枠や地域の枠を越えた産・官・学・民の連携を構築することで、
　地域材の新しいモノづくりのカタチを模索しています。

03-6228-6375 03-6228-6374

kubota9qq5@itoki.jp http://www.itoki.jp/

開発統括部ソリューション開発部
Econifa 開発チーム 
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会社名：株式会社　内田洋行

住所： 〒104-0033　東京都中央区新川2－3－9　3F

事業分野：家具

事業概要：○文教施設、オフィス家具、公共施設向けの家具の企画、設計、製造、販売、納品を行っ
　ています。

　弊社はスチール家具メーカーですが、2000 年頃から国産材の杉に着目し、商品化を通して地方の活
性化に取り組んでいます。
　国産材（杉、桧、松など）家具の製造販売の他、内装や小物まで幅広く製作し、その活動範囲はモノ
づくりにとどまらず、地方における多くの方々のコミュニティづくりなどのコトづくりまで手掛けてい
ます。
　これまでの主な実績としては、㈱良品計画・池袋本社様への家具及びウッド・インフィルの納入、㈱
良品計画・有楽町店様へのウッド・インフィルの納入、九州旅客鉄道㈱・宮崎駅様へのウッド・インフィ
ルの納入、東京おもちゃ美術館様ややんばる森のおもちゃ美術館様への木育ひろばの納入など多数の実
績があります。
　弊社の国産材活用は、他社とは少し変わっていると思います。杉の欠
点（反る、割れる、傷つきやすい等）をを無理に補うことより、杉が本
来持つ１２の効能（脳活性化、香り、消臭、調湿、断熱、肌触り、衝撃
吸収、音響効果、抗菌、紫外線吸収、防ダニ、インフルエンザ対策）に
着目し、人が集まりコミュニケーションが生まれる気持ちの良い木質化
空間の提案を行っています。
　また、内装と家具の中間的商品としてビッグ・ファニチャーを展開。
代表的商品である「WooD INFILL（ウッド・インフィル）」では、地域
産材を活用して、フレキシブルな木質化空間の提案も行っております。
　木育ひろばのプランニング、提案、施工も行っております。

Tel. 03-3555-4091 Fax.03-5543-9053 担当部署： オフィス商品企画部
企画課

mail:yukihiro-terada@uchida.co.jp Web. http://www.uchida.co.jp/
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エコライフ
事業部

会社名：江間忠木材　株式会社

住所： 〒104-8551　東京都中央区晴海3丁目3番3号

事業分野：材料

事業概要：○建築資材、産業資材の販売 

製品名【エステックウッド】
   ～薬品を使用せず窒素加熱処理で木の腐りやすい成分を分解
　　　   天然木でありながら屋外で使用できる耐朽性が高い熱処理木材です～

　エステックウッドとは、Sendai Technologies Wood の略称で宮城県産業総合技術センターが行っ
た人工埋もれ木の研究から誕生した改質木です。
　この純国産の窒素加圧加熱技術は、燻煙（くんえん）方式とは異なり木材の中心部までナノレベルで
改質、木材の３大欠点である腐る・狂う・燃えるのうち、腐れと狂いの問題を見事に解決、ノンケミカ
ル加工でありながら防腐性と形状安定性、さらに断熱性・意匠性（褐色）・軽量化も実現しました。
　ウッドデッキ・ルーバー・フェンス・外壁・軒天・ガーデニング枕木などの外構・外装材、羽目板・フロー
リングのような内装材にも対応する画期的な環境循環型の改質木材です。

特徴・メリット
①窒素加熱処理による画期的な効果により薬剤を一切使用せず、環境負荷が少な　い熱処理木材です。
②腐朽菌やシロアリが好む養分を窒素加熱処理により分解。屋外でも高い耐朽性　を発揮します。
③一切の薬剤を使用しておりませんので、危険な有害物質が流れ出る心配はあり　ません。
④多孔質化することで断熱効果が得られるようになり、ウッドデッキに最適です。
⑤保水しにくい構造で伸縮や歪みが少なく、高い寸法安定性を発揮します。
⑥含水率が下がることによって軽量化し、施工しやすい木材です。
⑦ヤニやアクが出にくいので周囲を汚してしまう心配はありません

Tel. 03-3533-8211 Fax.03-3533-8219 担当部署：

mail:info-stwood@st-wood.jp Web. http://www.st-wood.jp/product/index.html
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会社名：株式会社 岡村製作所

住所： 〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸１－４－１　天理ビル１９階

事業分野：設計

事業概要：○オフィス、パブリック、ヘルスケア家具全般の製造・販売
○産業機械その他の製造・販売
○金属製建具取付工事の請負
○建築業に関わる付帯工事・設計・製造・販売
○商品陳列機器その他の製造・販売
○各種セキュリティ機器に関わる付帯工事・設計・販売
○事務所の環境向上と事務・生産効率向上に関する情報の提供とこれに関連する機器の
　製造・販売

Tel. 0120-81-9060 Fax.0120-81-8098

mail:ホームページお問い合わせ欄へ

お客様サービス
センター担当部署：

Web.

木材の取り扱いに関する、オカムラグループ方針
　オカムラグループは、生物多様性に向けたアクションを「ACORE（エイコーン）」と名づけ、環境活
動を推進しています。具体的には、

　①木材利用による森林の健全化（森林生態系や地域社会に悪影響を与える木材を利用せず、国産材・
　　地域材などの利用と育成を進めていきます）
　②自然環境に学ぶ（社員一人ひとりの生物多様性に関する意識向上を図っています）
　③環を広げる（オカムラグループの生物多様性に向けたアクションを広く社会に発信し、ステークホ
　　ルダーの皆さまとのコミュニケーションに努めていきます）

http: www.okamura.co.jp/
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会社名：株式会社 岡村製作所

住所： 〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸１－４－１　天理ビル１９階

事業分野：施工

事業概要：○オフィス、パブリック、ヘルスケア家具全般の製造・販売
○産業機械その他の製造・販売
○金属製建具取付工事の請負
○建築業に関わる付帯工事・設計・製造・販売
○商品陳列機器その他の製造・販売
○各種セキュリティ機器に関わる付帯工事・設計・販売
○事務所の環境向上と事務・生産効率向上に関する情報の提供とこれに関連する機器の
　製造・販売

Tel. 0120-81-9060 Fax.0120-81-8098

mail:ホームページお問い合わせ欄へ

お客様サービス
センター担当部署：

Web. http: www.okamura.co.jp/

活動事例
　Horse Logging Furniture プロジェクト：「ホースロギング（馬搬）」は、馬で木を運び出す、古く
から使われてきた自然に寄り添う林業技術です。オカムラはこの古くて新しい技術の普及活動を応援し
ています。馬搬により運び出された木を製材し、「KURA」「trot」という家具を手掛けています。
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会社名：株式会社 岡村製作所

住所： 〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸１－４－１　天理ビル１９階

事業分野：

事業概要：○オフィス、パブリック、ヘルスケア家具全般の製造・販売
○産業機械その他の製造・販売
○金属製建具取付工事の請負
○建築業に関わる付帯工事・設計・製造・販売
○商品陳列機器その他の製造・販売
○各種セキュリティ機器に関わる付帯工事・設計・販売
○事務所の環境向上と事務・生産効率向上に関する情報の提供とこれに関連する機器の
　製造・販売

Tel. 0120-81-9060 Fax.0120-81-8098

mail:ホームページお問い合わせ欄へ

お客様サービス
センター担当部署：

Web. http: www.okamura.co.jp/

木製製品紹介
①国産木材利用家具：各地域の地産材を使用する製品【HAGI】【mo･ku･ri】【canteen】
②国産材を利用したオフィス、パブリック家具【スタンダードシリーズ】
③幼児用家具、初等中等教育施設向け家具
④内装造作家具や個別オリジナルデザインの注文家具をご要望にそって開発、製作

家具
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会社名：有限会社 乙訓材木店

住所： 〒211-0012　神奈川県川崎市中原区中丸子615

事業分野：材料

事業概要：○設　立　昭和２７年５月
○資本金　１,０００万円
○各種木材販売ならび住宅関連商品の販売

Tel. 044-411-2536 Fax.044-434-5967

mail:otokuni-zaimoku@jaa.itkeeper.ne.jp

イメージ
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会社名：おんだ建築事務所

住所： 〒215-0027　神奈川県川崎麻生区岡上508－5

事業分野：設計

事業概要：○建築設計、木造・鉄骨・RC造の耐震診断、定期報告作成業務、その他諸々のコンサル

○木造住宅の耐震診断及びリフォーム、コンサル

Tel. 044-573-1735 Fax.044-573-1735 担当部署：所長

mail:k.onda195 @poppy.ocn.ne..jp Web. http://www.navida.ne.jp/snavi/5375_1.html
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会社名：有限会社　金子建設

住所： 〒210-0852　神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-14-8

事業分野：設計

事業概要：○木造の住宅・共同住宅等の設計・施工・リフォーム工事
○木造住宅耐震診断及び耐震補強工事
○木工工作教室　

○木造戸建住宅（在来工法）

○木造住宅の空き家再生

　（歴史ある会社ならではのリノベーション）

Tel. 044-333-7412 Fax.044-333-7444

mail:kaneko-kensetsu@kme.biglobe.ne.jp Web. http://www7a.biglobe.ne.jp/̃kaneko-kensetsu/index.html
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会社名：有限会社　金子建設

住所： 〒210-0852　神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-14-8

事業分野：施工

事業概要：

○木材（廃材）使用の木工工作教室（地域公立小学校で２０年） 

Tel. 044-333-7412 Fax.044-333-7444

mail:kaneko-kensetsu@kme.biglobe.ne.jp Web. http://www7a.biglobe.ne.jp/̃kaneko-kensetsu/index.html

○木造の住宅・共同住宅等の設計・施工・リフォーム工事
○木造住宅耐震診断及び耐震補強工事
○木工工作教室　
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会社名：川崎住宅　株式会社

住所： 〒210-0006　神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2

事業分野：不動産業

事業概要：○不動産の賃貸・売買・仲介及び駐車場の管理
○リノベーション工事の企画、設計

　当社は賃貸不動産の管理運営を中核事業としている中で、どのように国産木材の利用に取り組んでい

くのか検討したところ、賃貸住宅の内装材としての活用から始めることにいたしました。具体的には、

国産の無垢材をフローリングの床材やリビングルームの腰壁に採用することです。

　第一弾として、川崎市麻生区の中古戸建２棟にて実施し、１つは、２世帯住宅仕様の比較的大型の戸

建住宅をシェアハウスへ転換するプロジェクトにおいて、モニター的に１室の床に国産無垢材を使用し

ました。もう１つは、より国産無垢材を広範囲に使用するもので、ファミリー向け賃貸住宅にリニュー

アルする戸建住宅の床とリビング腰壁を木装化しました。これにより、入居者募集をした際、直ぐに入

居者が決まり、賃料も近隣相場より高く貸し出すことができました。また、入居者様からも国産木材の

温もりや匂いについて、喜びの声を頂いております。このリノベーションを一つのモデルケースとして、

空き家や賃貸マンション等のオーナーに対して提案して行き、国産木材の利用促進に貢献していきたい

と考えております。今回使用した無垢材は全て、宮崎産の杉と檜であり、コスト面を含めたいくつかの

課題を宮崎県の地場業者の協力を得られたことで乗り越える目処を付けました。

Tel. 044-211-8311 Fax.044-233-3435 担当部署：市街地再生室

mail:kj-info@kawajyuu.co.jp Web. http://www.kawajyuu.co.jp/
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会社名：ＮＰＯ法人　共和のもり

住所： 〒258-0121　神奈川県足柄上郡山北町皆瀬川275

事業分野：材料

事業概要：○丸太の生産

　神奈川県の酒匂川の水源地である私たちの地域は 300ha ほどの山を所有しその多くの木が伐期にき

ており、まとまった材積があります。近年林道も開通し、搬出できる経路も整ってきています。

　又、数年前より水源地の川下である川崎市とパートナーズ協定を結び、水源交流事業や川崎市内の小

学校への出前事業を通し川上と川下の交流を図ってきた経緯があり共和地区の木や木材を川崎市民が目

にしたり交流事業内の体験で森林整備に関わってもらっているため、徐々に共和の木材が認識されつつ

あります。当団体の事務所である廃校になった旧共和小学校は、共和の材を使用し木質化され、イベン

ト等で沢山の人に利用されています。　　　　　　　　　　　　　　　　

生産材
●スギの丸太　●木育キット材　●炭材　●薪材　●スウェーデントーチ材

Tel. 0465-20-3759 Fax.0465-20-3759 担当部署：製材部会

mail:kyouwanomori@circus.ocn.ne.jp Web. http://kyouwanomori.sakura.ne.jp/:
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会社名：越井木材工業　株式会社

住所： 〒272-0133　千葉県市川市行徳駅前1-27-17

事業分野：材料

事業概要：○木材の防腐防蟻・防虫処理 、 木材の不燃・防火処理 
○木材の寸法安定処理 、 木材の熱処理（サーモウッド）

下記３製品で「地産外消」という概念のもと国産材の利用促進に貢献しております。
※地産外消
　付加価値の高い木材製品を開発し、都心部での木材利用を促進することで山への還元を目指すこと。

〇コシイ・スーパーサーモ
　樹種：スギ、ヒノキ、アカマツ等全樹種対応／
　　　　産地：日本全国（※産地指定可能）
　用途：建築物の外装材（外壁、ルーバー、軒天、デッキ等）
　特徴：水蒸気を満たした装置の中で高温（約220℃）で処
　　　　理をすることで木材に「耐久性」「寸法安定性」とい
　　　　う付加価値を付与｡それにより建築物の外装にも長く
　　　　安心してご使用いただいております。

〇スーパーパネル（不燃木材、準不燃木材、難燃木材）
　樹種：スギ（※難燃木材のみ針葉樹全て対応 )／
　　　　産地：日本全国（※産地指定可能）
　用途：建築物の内装材（腰壁、ルーバー等）
　特徴：法規上、内装制限がかかる場所に使用が可能。
　　　　「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」として
            国土交通省大臣認定取得。 
            白華防止塗料はＡＱ認証を取得。
　　　　※白華現象：木材に注入した防火薬剤が空気中の水分
　　　　　　　　　　と反応して木材の表面上に析出する現象。

〇マクセラムＰＬ
　樹種：ラジアタパイン（※）／
　　　　産地：：チリ、ニュージーランド（※）
　用途：デッキ
　特徴：フェノール樹脂を含浸した単板を積層した単板積層材。
　　　　樹脂の含浸により「耐久性」「寸法安定性」という付加
　　　　価値を付与。さらに「ささくれが起きにくい」ため、
　　　　子どもが使う施設でも安心して　ご使用いただいてお
　　　　ります。
　　　　※表層のみラジアタパイン、芯材に国産のスギでも対
　　　　　応させていただいております。

Tel. 047-395-6321 Fax.047-395-6324 担当部署：東日本ＳＤ部

mail:yukimoto-yoko@koshiiwoods.com Web. http://www.koshii.co.jp/

港区立麻布図書館（東京都）

広島修道大学（広島県）

中央区立中央幼稚園（東京都）



Company profile record
企業概要調書

19

会社名：株式会社　崎山建築設計

住所： 〒212-0023　神奈川県川崎市幸区戸手本町1-44-6

事業分野：設計

事業概要：○木造の住宅・木造の公共建築物の設計・監理

①木造の設計では常に無垢材の使用を心がけています。

②鉄筋コンクリート造の建物でも床、柱、壁等の内装材に一番身近な建築材料として木材を使用した設

　計をしてきました。

Tel. 044-555-3028 Fax.044-555-3310

mail:skm-arc@kawaknekai.or.jp Web. http://skm-arc.jp/

Ｋ邸 Ｓ邸

某小学校図書室 Ｔ邸
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会社名：株式会社　シェルター

住所：

住所：

東京支社　〒108-0014　東京都港区芝5-13-15

本社　〒990-2473　山形県山形市松栄1-5-13

事業分野：材料

事業概要：●木質構造部材の研究・設計・製造・販売
　－ＫＥＳ構法 (接合金物工法の構造部材 )
　－ＣＯＯＬ ＷＯＯＤ（１・２時間の木質耐火部材）
　－三次元 (曲線･曲面・ひねりの部材 )
●大規模・中高層・耐火木造建築の設計 (デザイン、構造設計・計算 )・施工
●注文住宅の設計・施工、リフォーム
●木造都市づくりの企画・コーディネート

Tel. 023-647-5000 Fax.023-647-5050

Tel. 03-5418-8800 Fax.03-5418-8801 担当部署：営業部

mail:toiawase@shelter.jp Web. http://www.shelter.jp
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会社名：株式会社　シェルター

●木質構造部材の研究・設計・製造・販売
　－ＫＥＳ構法 (接合金物工法の構造部材 )
　－ＣＯＯＬ ＷＯＯＤ（１・２時間の木質耐火部材）
　－三次元 (曲線･曲面・ひねりの部材 )
●大規模・中高層・耐火木造建築の設計 (デザイン、構造設計・計算 )・施工
●注文住宅の設計・施工、リフォーム
●木造都市づくりの企画・コーディネート

住所：

住所：

東京支社　〒108-0014　東京都港区芝5-13-15

本社　〒990-2473　山形県山形市松栄1-5-13

事業分野：設計

事業概要：

Tel. 023-647-5000 Fax.023-647-5050

Tel. 03-5418-8800 Fax.03-5418-8801 担当部署：営業部

mail:toiawase@shelter.jp Web. http://www.shelter.jp
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会社名：株式会社　シェルター

住所：

住所：

東京支社　〒108-0014　東京都港区芝5-13-15

本社　〒990-2473　山形県山形市松栄1-5-13

事業分野：施工

事業概要：●木質構造部材の研究・設計・製造・販売
　－ＫＥＳ構法 (接合金物工法の構造部材 )
　－ＣＯＯＬ ＷＯＯＤ（１・２時間の木質耐火部材）
　－三次元 (曲線･曲面・ひねりの部材 )
●大規模・中高層・耐火木造建築の設計 (デザイン、構造設計・計算 )・施工
●注文住宅の設計・施工、リフォーム
●木造都市づくりの企画・コーディネート

Tel. 023-647-5000 Fax.023-647-5050

Tel. 03-5418-8800 Fax.03-5418-8801 担当部署：営業部

mail:toiawase@shelter.jp Web. http://www.shelter.jp
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会社名：株式会社　昭和設計

住所： 〒108-0023　東京都港区芝浦3-16-20芝浦前川ビル

事業分野：設計

事業概要：○設計

設計者の立場として、これからの木材利用について積極的に対応していきたいと考えています。

○これまでの建築設計での、木材利用について
　・一般内外装への木材利用
　・木構造 (柱梁など躯体を木材利用）の学校施設

○今後の木材利用について
　・クライアントからの木材利用への要請が増えてくると見込まれ、素材としてのメリットを活かした
　　対応を行う。
　・地球環境問題から特に国産木材の利用が望ましいとの観点で設計を行う。
　・木材の構造利用への法整備や CLT のような新しい木材利用への可能性が高まってきており、木材
　　利用について追い風の状況になっているが、現在の利用面での課題はコストです。
　・柔軟なコスト対応と多様な材種や製品、また汎用性く高く使いやすい製品、透明性の高い木材供給
　　等多くのニーズが今後更に求められてくると考えています。

Tel. 03-4531-1290 Fax.03-4531-1293 担当部署：建築設計部

mail:mi-yamamoto@showa-sekkei.co.jp Web. http://www.showa-sekkei.co.jp



Company profile record
企業概要調書

24

会社名：大建工業　株式会社

住所： 〒101-8950　東京都千代田区外神田3-12-8-5F

事業分野：材料

事業概要：○内装用建材、設備機器の製造、販売
○産業用、工業用資材の製造、販売

○大建工業は、１９４５年の創業以来、一貫して「木質資源の有効活用」、そして「未利用資源の有効活用」
　に取り組んできた総合建材メーカーです。そこで培ってきた技術を生かし、近年は国産材、地域材の
　活用にも力を入れています。

○木材の空隙部にプラスチック樹脂を注入し、硬化させることにより、木材の美しさや風合いを生かし
　ながら耐久性を飛躍的に向上させることが可能な WPC 加工技術を応用し、国産材や全国各地の地域
　材を公共建築物や商業施設で使用可能な土足用フローリングとしてご提供いたします。

○未利用資源を活用した独自のパネルである火山性ガラス質複層板｢ダイライト｣を基材とし、スギやヒ
　ノキの突板を化粧材としたパネルは、不燃仕上げ材として内装制限の掛かる部位にもご使用いただけ
　ます。

Tel. 03-6271-7873 Fax.03-5296-4057 担当部署：市場開発部

mail:sasada@daiken.co.jp Web. http://www.daiken.jp/

北陸新幹線　黒部宇奈月温泉駅
富山県産スギ突板貼り不燃パネル

東京都港区　みなとパーク芝浦
国産材活用WPCフロア（国産ナラ）
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会社名：ＮＰＯ法人　team Timberize

住所： 〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-21-10 代々木パレス501（桜設計集団内）

事業分野：設計

事業概要：◯木造化・木質化のデザイン・設計・コンサルタント（意匠、構造、防耐火）
◯木造化・木質化の技術開発支援　◯展覧会等の企画運営、　
◯まちづくり、復興支援

◯木造化・木質化のデザイン
　下馬の集合住宅（2013　耐火木造5階）、赤羽の集合住宅（2014　耐火木造４階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　下川町のトドマツオフィス（2015　木造平屋）↓

　国分寺フレーバーライフ社本社ビル（2017ハイブリッド耐火構造7階）↓

◯設計・コンサルタント
　（意匠、構造、防耐火）
　矢吹町中町第一災害公営住宅
　（2016準耐火構造３階）↓
　構造、防耐火＝多数

Tel. 03-6276-3003 Fax.03-5365-4166

mail: info@timberize.com Web. http://www.timberize.com
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会社名：ＮＰＯ法人　team Timberize

住所： 〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-21-10 代々木パレス501（桜設計集団内）

事業分野：木造コンサルタント、研究・開発、まちづくり、展覧会等の企画運営

事業概要：◯木造化・木質化のデザイン・設計・コンサルタント（意匠、構造、防耐火）
◯木造化・木質化の技術開発支援　◯展覧会等の企画運営、　
◯まちづくり、復興支援

◯まちづくり、復興支援
　福島県西白河郡矢吹町復興支援（2012-2016）

◯技術開発支援
　木質ハイブリッド耐火建築物プロトタイプ設計（2011）
　エコサイトハウス（2013-14）→

◯展覧会等の企画運営
　ティンバライズ建築展～都市木造のフロンティア
　（2010東京、静岡、名古屋、2011北海道、2012九州）
　Timberize TOKYO～都市木造が東京を未来につなげる
　（2014東京、秋田、2015広島、大阪）
　CROSS LAMINATED TIMBERIZE ー CLTはじまりました（2016東京、大阪）

Tel. 03-6276-3003 Fax.03-5365-4166

mail: info@timberize.com Web. http://www.timberize.com
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会社名：露木建設　株式会社

住所： 〒216-0001　神奈川県川崎市宮前区野川3025-3

事業分野：設計

事業概要：○ＲＣ住宅における木材（サッシ含む内装材・一部外装含む）を多用した施工
　　（野川台の住宅…T邸）

Tel. 044-766-6561 Fax.044-788-7622 担当部署：設計部

mail:nfo@tsuyuki-kensetsu.co.jp Web. http://www.tsuyuki-kensetsu.co.jp
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会社名：露木建設　株式会社

住所： 〒216-0001　神奈川県川崎市宮前区野川3025-3

事業分野：施工

事業概要：○ＲＣ住宅における木材（サッシ含む内装材・一部外装含む）を多用した施工
　　（野川台の住宅…T邸）

　RC( 鉄筋コンクリート造 ) 製の建物の場合、金属製建具含む内外装材に、あまり木材を使用しないの
ですが、この物件は、「木材の表情で住む人にやさしい建物造り」をテーマに、木材を多用した住宅を
施工いたしました。

木材を使用した部位
○玄関ドア (木製玄関ドア、不燃木材仕様 )
○リンビング部分の屋外サッシ (木製サッシ、不燃木材仕様 )
○屋外の軒天 (木製、針葉樹化粧合板仕様 )
○玄関から各室に至るホール、階段室の天井 (木製、針葉樹化粧合板仕様 )
○各室のフローリング (木製、天然木の突板フローリング仕様 )
○階段材 (段板・蹴込板 - 木製、天然木の積層材、突板合板仕様 )
○製作家具 (木製、天然木突板合板仕様 )

その他
○外壁のコンクリート打ち放し部分の表情…杉縁甲板表情
　（型枠材に杉板を使用：一般型枠合板の上に杉縁甲板を重ね合わせて施工いたしました）

Tel. 044-766-6561 Fax.044-788-7622 担当部署：設計部

mail:nfo@tsuyuki-kensetsu.co.jp Web. http://www.tsuyuki-kensetsu.co.jp
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会社名：東生建設　株式会社

住所： 〒214-0032　神奈川県川崎市多摩区枡形３－２－２１

事業分野：施工

事業概要：○木造及び一般ビル建築の施工並びにリホーム及び内装工事等

Tel. 044-911-2023 Fax.044-911-2153

mail:k.shirota@tosei-k.co.jp

外　　観

内　　観（１Ｆ） 内　　観（２Ｆ）



Company profile record
企業概要調書

30

会社名：ナイス　株式会社

住所： 〒230-8571　神奈川県横浜市鶴見区中央4-33-1

事業分野：材料

事業概要：○木材製品の国内流通・輸入販売事業
○製材加工・プレカット加工事業

【木材の調達のトータルコーディネートを行います。】

①細かい産地指定にも対応いたします。
　全国16の木材市場を運営しており、国産材、都道府県産材 (市町村材 )、また外国産材を含めてトー
タルに要望に合わせた木材を納材することができます。川崎市と提携をしている宮崎県産材、静岡県浜
松市産材にも対応いたします。

②日本農林規格対応品にも対応いたします。（ＪＡＳ規格製品）
　全国の優良メーカーからＪＡＳ機械等級区分製材品を集める多産地連携システムという仕組みを運用
しております。公共事業で求められるＪＡＳ製品においてきめの細かい対応をいたします。また川崎市
東扇島には日本最大級の国産材のストックヤードを所有しております。

③合法木材や森林認証材など各種認証にも対応いたします。
　合法木材への対応はもちろんのこと、森林認証材（ＳＧＥＣ，ＦＳＣ，ＰＥＦＣ）にも各種対応いたし
ます。

④構造材（プレカット）、造作材、内装材（不燃材）等多様な用途の　木材に対応いたします。
住宅、非住宅１棟分の木材から特殊な加工の造作材（ルーバーなど）や内装制限にも対応した不燃材料
などにも対応いたします。また徳島には子会社のウッドファースト㈱徳島工場を運営しており、国産材
の製材品の安定供給が可能となります。

Tel. 045-505-2225 Fax.045-505-5771 担当部署：

mail:shota.inoue@nice.co.jp Web. http://www.nice.co.jp

資材事業本部
木材利用開発部 

川崎東扇島の国産材ストックヤード ウッドファースト徳島工場
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追掛大栓継ぎ追掛大栓継ぎ

湾曲集成材湾曲集成材

円形柱円形柱

ＣＬＴＣＬＴ

ＣＬＴ建て方ＣＬＴ建て方

大スパン平行弦トラス大スパン平行弦トラス

追掛大栓継ぎ

湾曲集成材

円形柱

ＣＬＴ

ＣＬＴ建て方

大スパン平行弦トラス

会社名：ナイス　株式会社

住所： 〒230-8571　神奈川県横浜市鶴見区中央4-33-1

事業分野：設計
事業概要：○木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、ＣＬＴ工法の構造設計・基礎設計・構造計算

○設計積算見積対応
○防耐火対応
○木質商品提案・モックアップ対応

Tel. 045-505-5402 Fax.045-505-4001 担当部署：

mail:toshinori.aida@nice.co.jp Web. http://www.nice.co.jp

建設事業本部
木構造事業部
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イベント会場イベント会場

保育園保育園 学校学校

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

イベント会場

保育園 学校

特別養護老人ホーム

会社名：ナイス　株式会社

住所： 〒230-8571　神奈川県横浜市鶴見区中央4-33-1

事業分野：施工
事業概要：○木造の店舗・事務所・学校・保育園・体育館・宿泊施設・高齢者住宅等の建築工事

○商業空間等の内装工事　
○木造大規模耐震改修工事
○木材調達～加工コスト管理提案、施工技術提案

Tel. 045-505-5402 Fax.045-505-4001 担当部署：

mail:toshinori.aida@nice.co.jp Web. http://www.nice.co.jp

建設事業本部
木構造事業部
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会社名：ナイス　株式会社

住所： 〒230-8571　神奈川県横浜市鶴見区中央4-33-1

事業分野：ソリューション

Tel. 045-505-5402 Fax.045-505-4001 担当部署：

mail:toshinori.aida@nice.co.jp Web. http://www.nice.co.jp

建設事業本部
木構造事業部

事業概要：○全国ネットワークの木材調達・加工提案・躯体から内外装までの大規模木造建築事業
　をトータルソリューション
○木造以外のＲＣ造+木造、Ｓ造+木造、ＣＬＴ工法+木造軸組構法の混構造対応
○地域材の適材適所提案　・補助金交付申請対応
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会社名：日本住宅パネル工業　協同組合（略称：パネ協）

住所： 〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新横浜4F

事業分野：材料

事業概要：○日本住宅パネル工業協同組合（略称：パネ協）は、官公需適格組合の証明を受けた全
　国地区の事業協同組合です。国内各地の公営住宅への内装パネル部品の供給施工を主
　とし、公社住宅、都市再生機構住宅、財務・防衛省等公務員官舎、民間の分譲･賃貸マ
　ンションの住宅はもとより、学校･老健施設など公共建築全般の内外装木工事を手掛け
　ています。

○地場産木材を内外装材に 住宅に／文教施設に／福祉施設に／公共施設に
　住宅の間仕切や棚など各種木質パネルの芯材や造作材、床の下地や仕上材をはじめとして、文教・教
育施設等の内外装や外構および建築物の構造材等にその地域から産出される木材を積極的に採用し、地
域と密着した住空間づくりを進めています。多くの商品は地域産材の対応も可能ですのでお問合せ願い
ます。また、内装材については、安心してお使いいただくため最長10年のインフィル製品保証制度（※）
も設けています。（※諸条件がございます）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○内装パネル類
　間仕切･表装壁・押入棚等各種内装パネル類の芯材には、各地のスギを主とした地場産活用が定着しつ
つあります。在来間柱には不向きな大きめな節を有する材料でも、パネル化することにより確かな壁強
度と品質が得られます。

○内装仕上材
①県産杉表装圧密フローリング：スギ材の表面硬度を熱圧縮により高めた表層圧密強化無垢フローリン
　グです。木目が表面に浮かび上がり、素材感を肌で感じることができます。また木材細胞群がクッショ
　ンの役目を果たし、腰や膝の負担を和らげます。壁材としての利用も可能です。
②木製手すり（大和）：スギあるいはヒノキ材の木の温もりを生かした玄関・廊下・ユーティリティー用
　の国産材の木製補助手すりです。100％神奈川県産材を使った『相模』シリーズもご用意しています。
③台形集成材（床・壁羽目板等）：台形集成材は、台形断面に加工した小径木の半割材を木表と木裏を交
　互に貼り合わせた集成材です。節目が美しく間伐材の有効活用に繋がります。
④NMウッド（不燃木材）：国土交通省の不燃材料認定商品です。対応樹種はスギ・ヒノキで、木の質感
　を生かしています。もっとも重要な不燃薬剤含浸量の担保のため、全数検査の上、製品にバーコード
　を印字するといった徹底した品質管理を実施していますので、安心してお使いいただけます。
⑤その他：地域材を使用した一般的な腰壁や床材、造作材など多くの納入実績がありますので、ご相談
　願います。

○外装仕上材　
①ハーモニアス・ウォール（壁）アシストコンポジットデッキ（床）：未利用資源の木材とプラスチックを
　原材料とした環境負荷の小さい建材（外装材・デッキ材）です。木の質感を持ちながら、長期間の美観性、
　耐久性、耐候性を備えた部材です。
②ハーモニアス・ルーバー（格子）：中空アルミ材と人工再生木を一体化して、軽量で強度を備えたハイ
　ブリット素材で、景観と調和します。　

Tel. 045-473-8591 Fax.045-473-8597 担当部署：

mail:hirofumi.kikuchi@panekyo.or.jp Web. http://www.panekyo.or.jp/

東日本支所
神奈川営業所
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会社名：日本住宅パネル工業　協同組合（略称：パネ協）

住所： 〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新横浜4F

事業分野：家具

事業概要：○日本住宅パネル工業協同組合（略称：パネ協）は、官公需適格組合の証明を受けた全
　国地区の事業協同組合です。国内各地の公営住宅への内装パネル部品の供給施工を主
　とし、公社住宅、都市再生機構住宅、財務・防衛省等公務員官舎、民間の分譲･賃貸マ
　ンションの住宅はもとより、学校･老健施設など公共建築全般の内外装木工事を手掛け
　ています。

○地場産木材を内外装材に 住宅に／文教施設に／福祉施設に／公共施設に
　住宅の間仕切や棚など各種木質パネルの芯材や造作材、床の下地や仕上材をはじめとして、文教・教
育施設等の内外装や外構および建築物の構造材等にその地域から産出される木材を積極的に採用し、地
域と密着した住空間づくりを進めています。多くの商品は地域産材の対応も可能ですのでお問合せ願い
ます。また、内装材については、安心してお使いいただくため最長10年のインフィル製品保証制度（※）
も設けています。（※諸条件がございます）

○台形集成材家具：
①台形集成材：十分に乾燥させたスギやヒノキ材の間伐材（小径木）の半割材を出来るだけ無駄が出ない
　よう台形に加工し（約80％有効活用）、その台形加工された材を交互に接着した集成材で、家具製品
　として安価に提供可能です。

②特徴：木表と木裏を交互に貼り合わせているため、木の欠点である反りや狂いが少ない部材で、貼り
　合わせる材が台形のため接着面が大きく、接着強度が向上します。また外観は間伐材を使用するため
　全体的に節が点在しているので、その節目が木の良さをより表現しています。

③仕様：台形集成材　t=15、20　塗装クリア仕上

④認定：環境負荷の低減に寄与する資材として、『愛知県リサイクル資材評価制度』の認定資材（再・未
　利用木材利用資材）や大阪府、や和歌山県、滋賀県のリサイクル認定材としてに登録されています。

⑤納入実績：公共施設をはじめ、学校や保育園等の家具やロッカーなどで多くの納入実績があります。

Tel. 045-473-8591 Fax.045-473-8597 担当部署：

mail:hirofumi.kikuchi@panekyo.or.jp Web. http://www.panekyo.or.jp/

東日本支所
神奈川営業所
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会社名：パワープレイス　株式会社

住所： 〒104-0033　東京都中央区新川2-4-7

事業分野：設計

事業概要：○「働く場」「学ぶ場」「集う場」を「ＰＯＷＥＲ溢れる空間」に創造する為の空間デザイ
　ンを推進しています。空間デザイン＋情報デザインを基本に、人と人、地域と地域、　
　人と組織・仲間を繋いでいくリレーションデザインを「国産材の活用」運動と共に進
　めています。㈱内田洋行のグループ会社です。

◆（デザインについて）：空間デザインを事業主体にし、「国産材活用デザイン」に多角的に取り組んで
います。大きな特徴は、単独での活動ではなく、多くの皆様とリレーションを行い活動している事です。
当社のメンバーが「日本全国スギダラケ倶楽部」の推進機能を担い、全国に国産材を活用するネットワー
クがあります。ホームページもあります。ぜひ、ご覧頂ければと存じます。（http://www.sugidara.jp/)。
国産材活用デザインでは、東京おもちゃ美術館様との「木育広場構築」を行っています。また宮崎空港
や函館空港での事例や、ＪＲ九州宮崎駅改札など、公共空間でのデザインも推進しています。ワークプ
レイスでの国産材活用は、良品計画様との協働活動を始め、ヤマトクロノゲートでのプレゼン空間など
多くの空間構築に携わっています。 

Tel. 03-3555-4435 Fax.03-5566-0457 担当部署：

mail:m.maeda@powerplace.co.jp Web. http://www.powerplace/co.jp

リレーション
デザインセンター
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会社名：パワープレイス　株式会社

住所： 〒104-0033　東京都中央区新川2-4-7

事業分野：家具

事業概要：○「働く場」「学ぶ場」「集う場」を「ＰＯＷＥＲ溢れる空間」に創造する為の空間デザイ
　ンを推進しています。空間デザイン＋情報デザインを基本に、人と人、地域と地域、　
　人と組織・仲間を繋いでいくリレーションデザインを「国産材の活用」運動と共に進
　めています。㈱内田洋行のグループ会社です。

◆（プロダクトデザインについて）：国産材活用デザインを推進する中で、素材の開発と家具の設計を、
㈱内田洋行のグループ会社として推進しています。特に、宮崎県産材とは永くお付き合いをさせて戴き、
飫肥杉を活用したグッズもデザインしています。またテーブル、シェルフ、ベンチ等を良品計画様と共
同で開発し「日本の木とくらす」シリーズを制作しています。ビッグファニチャアとして「ウッドインフィ
ル」を設計開発しています。また奈良県吉野町とは中学生が自分で作る木製机にも参画しています。

Tel. 03-3555-4435 Fax.03-5566-0457 担当部署：

mail:m.maeda@powerplace.co.jp Web. http://www.powerplace/co.jp

リレーション
デザインセンター
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会社名：パワープレイス　株式会社

住所： 〒104-0033　東京都中央区新川2-4-7

事業分野：国産材活用の訴求と普及活動 

事業概要：○「働く場」「学ぶ場」「集う場」を「ＰＯＷＥＲ溢れる空間」に創造する為の空間デザイ
　ンを推進しています。空間デザイン＋情報デザインを基本に、人と人、地域と地域、　
　人と組織・仲間を繋いでいくリレーションデザインを「国産材の活用」運動と共に進
　めています。㈱内田洋行のグループ会社です。

◆（国産材活用の訴求・普及活動）：山と森林を愛する「日本全国スギダラケ倶楽部」メンバーや、様々
な皆さんと、国産材を訴求し普及する為の活動を行っています。子供達に木の大切さを感じてもらう活
動や、お祭りへの参加（屋台屋）も行っています。良品計画様とは「ＯＰＥＮ　ＭＵＪＩ」でストリー
トイベントを行ったり地域物産との連携をしています。国産材に理解を深めてもらう為の、冊子の発刊
も行っています。メンバーがあちこちで講演会活動やセミナーも展開しています。 

Tel. 03-3555-4435 Fax.03-5566-0457 担当部署：

mail:m.maeda@powerplace.co.jp Web. http://www.powerplace/co.jp

リレーション
デザインセンター
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会社名：福井建築設計研究所　一級建築士事務所

住所： 〒214-0039　神奈川県川崎市多摩区栗谷1-6-1

事業分野：設計

事業概要：○住宅新築設計（戸建住宅）・内装リフォーム設計（戸建て住宅・マンション専有部）
○各種申請・木造住宅耐震診断および補強設計・監理建物調査（不具合など）・住宅相談

　設計事務所を川崎に開設して長年、福井建築設計研究所では女性の立場に立った観点から住まいの計

画、空間の有効活用を考え、今まで住んできた空間を全く新しい空間に置き換えるのではなく継続して

生活の場を与えることによって住宅建築の再生を提案してきました。

　希望がかなうのはもちろんのこと､更に一歩上をめざしたご提案をしていきます。また、補強工事と

同時にバリアフリーエ事もあわせれば､工事を行った効能が高くなります。

　木造の家は､まだまだ永く付き合っていけるのです｡ その時期にあった､手入れとその時期に起きる生

活上の必要性に対応していけるのです。

　まずは､耐震診断によってご自分の建物としての実状をよく知ることです。

　そのお手伝いをできるのが､建築士の使命だと思います。

　耐震診断結果後の判断によっては､｢建て替えしか､道がない｣訳ではありません。

　補強工事をどの範囲でどう行うかを相談することだけでも､気持ちの安心につながります。

　家族構成の変化に応じ､｢減築｣とか､地域のつながりを求めた住まい方もあります。

　住まい方についても相談にのりながら､設計をすすめるのが私の一番の願いです。

Tel. 044-953-8920 Fax.044-953-8920

mail:fkiha5en@maple.ocn.ne.jp Web. http://www.fukui-arc.com/
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会社名：株式会社　間瀬己代治設計事務所

住所： 〒157-0066　東京都世田谷区成城4-21-3

事業分野：設計

Tel. 03-3789-1682

mail:mase_archi@ybb.ne.jp Web. http://www.masearchi.com/

事業概要：○木造の住宅、共同住宅、宿泊施設等の企画、設計
○商業空間等の内装工事に関する企画、設計
○建物の用途変更（コンバージョン）における企画、設計

　当社は、これまで 40 年以上にわたり、木造の戸建て住宅や共同住宅等の設計・工事監理を行ってき
た一級建築士事務所でございます。
　近年においては、年々進化する設備、特に弱電設備の知識の習得に力を入れ、お客様が快適かつ先進
的なサービスを享受できるよう心掛けて設計を致しております。また、戦後植林された木が伐採の適齢
期を迎えている現在において、日本の山林を守るためにも耐火木造建築や木造ビル、木造による旅館・
ホテル等の宿泊施設の企画・設計にも積極的に携わってまいりたいと考えております。
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会社名：馬淵建設　株式会社

住所： 〒232-8558　神奈川県横浜市南区花之木町2-26

事業分野：施工

事業概要：○総合建設業（建築事業、土木事業、リニューアル事業）

　横浜市の市指定有形文化財である旧伊藤博
文金沢別邸復元事業 (平成21年9月竣工 )を施
工させていただきました。
　できるだけ旧部材を再利用することを主旨
として伝統的な木造建築工法を駆使して、工
事を進めていきました。
　横浜市より第7回横浜・人・まち・デザイン
賞まちなみ景観部門を受賞することができま
した。馬淵建設株式会社の代表する施工案件
です。

Tel. 045-712-4849 Fax.045-712-4527 担当部署：営業本部

mail:webmaster@mzec.co.jp Web. http://www.mzec.co.jp/

旧伊藤博文金沢別邸復元事業

　弊社の主力は総合建設業で鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建築物を建設していますが、この
様な特殊建築物の施工もできますので気軽にご相談ください。
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会社名：有限会社 水谷建築設計事務所

住所： 〒211-0053　神奈川県川崎市中原区上小田中6-56-1-102

事業分野：設計

○将来、木造の大規模建物等に関する企画、設計に携わる。

Tel. 044-798-0481 Fax.044-798-0482

mail:ZVM01124@nifty.com

イメージ
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会社名：三井不動産レジデンシャル　株式会社

住所： 〒220-0011　神奈川県横浜市西区高島1-1-2

事業分野：設計

事業概要：○木造の住宅の建築に関する企画、設計
○共同住宅等の内装に関する企画、設計

○鹿島田・武蔵小杉のタワーマンションの内装。

○小倉地区ガーデンズコートの戸建建設

Tel. 045-680-5745 Fax.045-680-5754 担当部署：横浜支店開発室

mail:k-takeuchi@mfr.co.jp

イメージ
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会社名：銘建工業　株式会社

住所： 〒103-0004　東京都中央区東日本橋2-15-5　VORT東日本橋2階

事業分野：材料

Tel. 03-5835-5610 Fax.03-5835-5625 担当部署：

mail:info@meikenkogyo.com Web. http://www.meikenkogyo.com

木質構造事業部
東京事務所

事業概要：○構造用集成材、CLT及び国産製材の製造販売
○木質バイオマス発電及びペレットの製造販売
○構造用集成材、CLT、製材を使用した中大規模木構造の設計、製造、加工、施工迄の
　一貫受注

○住宅向け柱、梁から大中規模木造用特注集成材の製造可能（住宅向け柱・梁の製造量は全国トップシェ
　ア約20％保有、森林認証、合法木材、各種地域材証明にも対応し、湾曲材の製造も可能）
○国産製材杉、桧乾燥材及び柱、梁、間柱とラインナップ（全国に3工場保有）
○構造用集成材、CLT、製材を使用した中大規模木構造の設計、製造、加工、施工迄の一貫受注が可能。
　地域材にも対応し、　建物の架構・形状に対し最適な構造、法規その他の提案が可能です。
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会社名：銘建工業　株式会社

住所： 〒103-0004　東京都中央区東日本橋2-15-5　VORT東日本橋2階

事業分野：設計

Tel. 03-5835-5610 Fax.03-5835-5625 担当部署：

mail:info@meikenkogyo.com Web. http://www.meikenkogyo.com

木質構造事業部
東京事務所

事業概要：○構造用集成材、CLT及び国産製材の製造販売
○木質バイオマス発電及びペレットの製造販売
○構造用集成材、CLT、製材を使用した中大規模木構造の設計、製造、加工、施工迄の
　一貫受注

○住宅向け柱、梁から大中規模木造用特注集成材の製造可能（住宅向け柱・梁の製造量は全国トップシェ
　ア約20％保有、森林認証、合法木材、各種地域材証明にも対応し、湾曲材の製造も可能）
○国産製材杉、桧乾燥材及び柱、梁、間柱とラインナップ（全国に3工場保有）
○構造用集成材、CLT、製材を使用した中大規模木構造の設計、製造、加工、施工迄の一貫受注が可能。
　地域材にも対応し、　建物の架構・形状に対し最適な構造、法規その他の提案が可能です。
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会社名：銘建工業　株式会社

住所： 〒103-0004　東京都中央区東日本橋2-15-5　VORT東日本橋2階

事業分野：施工

Tel. 03-5835-5610 Fax.03-5835-5625 担当部署：

mail:info@meikenkogyo.com Web. http://www.meikenkogyo.com

木質構造事業部
東京事務所

事業概要：○構造用集成材、CLT及び国産製材の製造販売
○木質バイオマス発電及びペレットの製造販売
○構造用集成材、CLT、製材を使用した中大規模木構造の設計、製造、加工、施工迄の
　一貫受注

○住宅向け柱、梁から大中規模木造用特注集成材の製造可能（住宅向け柱・梁の製造量は全国トップシェ
　ア約20％保有、森林認証、合法木材、各種地域材証明にも対応し、湾曲材の製造も可能）
○国産製材杉、桧乾燥材及び柱、梁、間柱とラインナップ（全国に3工場保有）
○構造用集成材、CLT、製材を使用した中大規模木構造の設計、製造、加工、施工迄の一貫受注が可能。
　地域材にも対応し、　建物の架構・形状に対し最適な構造、法規その他の提案が可能です。
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