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■ 本カタログについて 

 本カタログは、「あいち認証材」を使った製品を掲載しています。掲載された製品につ

いてのお問い合わせ先は、事業者一覧表をご覧ください。

 また、事業者情報については、あいち認証材ホームページにも掲載されていますので、

そちらも参考にして下さい。

   あいち認証材 URL  http://www.aichi-wood.com/index.html 

■ 「あいち認証材」とは 

愛知県内で産出された木材であることを「愛知県産材認証機構」の認定事業者によって

証明された木材、製材加工品のことです。

愛知県産材認証機構 

設立年月日  平成 21 年 3 月 19 日

構 成 員  (一社)愛知県木材組合連合会、愛知県森林組合連合会

愛知県集成材工業組合、愛知県木材買方協同組合

愛知県木材市場連盟、中日本合板協同組合

事 務 局  (一社)愛知県木材組合連合会

認定事業者  機構に登録し、認証材であることを証明する事業者

認証材の証明 出荷時に伝票等に「あいち認証材」と表示

あいち認証材製品カタログ 

＜令和元年 10 月＞ 
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あいち認証材製品カタログ 目次 

建築用資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  c-3 
工事用資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  c-25 
家具・備品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  c-36 
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  c-62 

※ 事業者の皆様へ 

 このカタログは、随時更新していく予定です。カタログへの

掲載、内容の変更等をご希望の場合は、愛知県産材認証機構事

務局までご連絡ください。
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江間忠ウッドベース㈱ TEL:0533-66-2021 

・無垢の風合いと集成材の安定性を兼ね備えた梁材。厚板

に製材して十分に人工乾燥（中温）した後、3 枚貼り合わ

せた安心の材。

● 国産杉 構造用集成材 

最大寸法:短辺 220 ㎜×長辺 600 ㎜×長さ 14000 ㎜

JAS 規格構造用集成材（JAS 認定工場 JPIC-LT97）
樹種:スギ

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:安城 

・JAS 規格、大断面（断面寸法 150 ㎜以上×200 ㎜以上）

の構造用集成材が製作可能。端部、登り梁などの特殊加工が NC5 軸加工機にて可能。

● 国産桧 構造用集成材 

最大寸法:短辺 220 ㎜×長辺 600 ㎜×長さ 14000 ㎜

JAS 規格構造用集成材（JAS 認定工場 JPIC-LT97）
樹種:ヒノキ

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:安城 

・JAS 規格、大断面（断面寸法 150 ㎜以上×200 ㎜以

上）の構造用集成材が製作可能。端部、登り梁などの特殊加工が NC5 軸加工機にて可

能。

● 保存処理ヒノキ土台 

T105×W105×L4000、3650、3000mm 
樹種:ヒノキ

大日本木材防腐㈱本社工場 TEL:052-661-1531 

担当:工場営業チーム 

・土台という部材の耐久性を十分に確保するため、辺

建築用資材（構造材） 
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材部に保存処理を行ったヒノキ土台です。

● 国産桧 柱・梁 

無節・上小節・節有り 背割有

愛知県産材 桧 柱・梁

L4000×W120×D120 ㎜

L4000×W300×D150 ㎜他

樹種:ヒノキ

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・高品質にこだわった構造材。良質な原木を厳選し美しい木味が特徴です。

● 国産桧 枠材 

無節～上小節 板目 KD ラフ材

L1820～4000×W140～×30 ㎜他

樹種:ヒノキ

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・良質な原木を厳選し、しっかり乾燥管理することで高品質な商品に仕上げました。

● 管柱・土台 

3ｍ 120×120/ 4ｍ 120×120(105) 
JAS 機械等級 E90 以上・SD-15 
樹種:ヒノキ

㈲倉地製材所 TEL:0576-52-1876 担当:加工部 中島 

・JAS 構造材増産中

● 愛知県産材 柱・間柱・土台・板類 

JAS 人工乾燥処理構造用製材 

乙種  スギ・ヒノキ SD15  1 級

JAS 人工乾燥処理構造用製材

甲種Ⅱ スギ・ヒノキ SD15  1 級

西垣林業㈱豊田工場 TEL:0565-77-1077 担当:河原 

・愛知県産材を使用し、地元の木材利用に貢献できます。

建築用資材（構造材） 
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● 保存処理加工製品（どうぶち） 

L3m 品（T18×W45、T18×W90、T15×W45、T15×
W90mm）

L4m 品（T15×W90、T18×W45mm）

樹種:スギ

大日本木材防腐㈱本社工場 TEL:052-661-1531 

担当:工場営業チーム 

・外壁の下地材である胴縁材に保存処理を行い、耐久性を高めました。保存性能は JAS 
K3 に相当します。通常の胴縁・通気胴縁の 2 タイプがあります。

● 枠組壁工法構造用たて継ぎ材    

38×89×2336 38×89×2636 38×39×4267 他
JAS 枠組壁工法構造用たて継ぎ材（甲種２級・乙種スタンダー

ド）

樹種 ヒノキ・スギ

材惣木材㈱ TEL: 0587-95-1166  

・2×4 工法で使用するスタッド（8F）・ハイスタッド（9F）と

上下枠・頭繋ぎ用に 14F の製造を行っています。20cm～1ｍ程度にカットした木材をフィ

ンガージョイントで接合していますので、曲がり・ひねり等の狂いが少ないのが特徴です。

主にたて枠用として乙種（スタンダード）、天井根太などより強度を必要とする部材用に

甲種（2 級）を製造販売しております。

● 台形集成材部材    

長さ 4000 ㎜まで・巾 600 ㎜まで・厚さ 10～150 ㎜まで

JAS 認定工場 JPIC-LT193(Ｆ☆☆☆☆) 

樹種: ヒノキ・スギなど

津山国産材加工協同組合 TEL:0868-28-4704 担当:営業部廣

澤 

建築用資材（構造材・合板・パネル） 
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・物件対応の受注生産により愛知県産材を 100％使用

● あいち認証材合板（構造用） 

5 層 D12×W910×L1820 板面:C-D 
JAS 構造用合板 2 級 接着:特類 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ:F☆☆☆☆

あいくる材認定番号 12)-69 樹種:ヒノキ

愛知県森林組合連合会 TEL:052-961-9156 担当:総務課今井 

取扱い:伊藤忠建材㈱ TEL:052-231-9132  
担当:名古屋木質ボード課 

・5 層全てに愛知県産ヒノキを使用

● EWC パネル材 

910×1820Ｌ(壁・屋根) 
コーナーパネル材 455×455×1820 JAS、あいくる材

樹種など枠材:杉材 画材:針葉樹構造用合板

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉 

・人力施工が容易なため狭小地の施工が可能となった。

・施工日数の短縮が計れる。耐震性能が高い。

・施工実績:児童クラブ・公共トイレ等

● スギフローリング 

無地上小、特一 サイズ：3800×150×30 
含水率 13％以下

樹種:スギ

㈱イトキ TEL:0564-46-3777 担当:伊藤 

・含水率を管理しており反り止めがないので「踏み天」用途に使用可能です。

● スギフローリング 

無地上小、特一 サイズ：3800×120×15 
含水率 13％以下

樹種:スギ

㈱イトキ TEL:0564-46-3777 担当:伊藤 

・含水率（13％以下）と曲がり（矢高、長さ 3800 で 3 
㎜以下）を管理し、埋め節がない（節補修はあります）タイプで、節の補修が自然で目立

建築用資材（構造材・床材） 
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ちにくいのが特徴です。

● 国産杉フロ－リング（硬化塗装品） 

D12 ㎜×W115 ㎜×L3900 ㎜

樹種:スギ

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:野田 

・無垢の表情はそのままに、弊社の塗装技術で傷がつきに

くい杉フローリングを実現しました。

● 国産桧フローリング 

無節・上小節・節有 

L1820～4000×W110×15mm 他

樹種 ヒノキ

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・厳選した原木と徹底いた品質管理で最高級のフローリングを生産しています。

● 国産桧・杉 準不燃木材 Moen’z(モエンズ) 

国土交通省大臣認定(平成 28 年 8 月認定) 
無節 無塗装・ウレタン塗装品

L1820~4000×W105~×D12mm 他

上記以外のサイズ等はご相談ください。

樹種 ヒノキ(QM-0852) スギ(QM-0853) 

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・原材料を有効利用・集成することで、幅広いフローリングに仕上げました。

・薬剤開発、原材料から加工処理まで自社工場で一貫して行う事で、高品質・低コストを

実現。全数量検査を行い品質管理も徹底しています。

● 愛知県産スギ フローリング 

L3800×W135×D15、18、24、30mm 
樹種:スギ 等級:特一、上小節

仕様（加工形状）:本実加工、サンダー仕上

㈱杉生 TEL:0536-24-1530  

・含水率 15％以下の愛知県産材を使用し、死節処理後、

建築用資材（床材） 
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自社工場にて本実加工しています。ヒノキやその他のサイズも揃えています。

●愛知県産スギ フローリング（厚板） 

L3800×W200×D30mm 
樹種:スギ 等級:特一

仕様（加工形状）:本実加工

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・踏み天井や化粧野地にご利用できます。長さカットにも対応

いたします。

● コミュニケーションタフ ＤＷ 直張り工法 

直張り：13.5(15.0)㎜×96 ㎜×905mm、36 枚(3.12 ㎡入り) 
JAS、F☆☆☆☆複合フローリング

樹種 愛知県産 スギ・ヒノキ

大建工業㈱中京支店 TEL:052-205-5811 

・スギ、ヒノキの美しさをそのままに、土足用に使える床材にしました。

・公共・商業施設に最適。施工は接着剤使用の直張りタイプです。

● コミュニケーションタフ ＤＷ 捨張り工法 

12 ㎜×94 ㎜×909mm、36 枚(3.07 ㎡入り) 
JAS、F☆☆☆☆複合フローリング

樹種 愛知県産 スギ・ヒノキ

大建工業㈱中京支店 TEL:052-205-5811 

・スギ・ヒノキの美しさをそのままに、土足用に使える床材にしました。

・公共・商業施設に最適。施工は釘打ち捨張りタイプです。

コミュニケーションタフ（スギ）    コミュニケーションタフ（ヒノキ）

建築用資材（床材） 
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● 桧台形集成材(フリー板) 

ｔ6 ㎜～200 ㎜×W310~910 ㎜×L1820~4000 ㎜(規格サイズあり) 
ホルムアルデヒト：F☆☆☆☆国土交通大臣認定番号 

「MFN-0696」・あいくる材認証番号 12)-8 
樹種:ヒノキ

田辺市中辺路木材加工場 (田辺市役所にて運営) 

TEL:0739-64-1596 担当:森林局山村林業課 小坂 

・集成材製品の全てに愛知県産材ヒノキ原木を使用・愛知

県内すべての原木産地に対応可能です。

● 桧台形集成材(壁材・床材) 

ｔ12 ㎜～15 ㎜×W90~150 ㎜×L1820~4000 ㎜ 本実・エンドマッチ加工仕上品

ホルムアルデヒト：F☆☆☆☆国土交通大臣認定番号 

「MFN-0696」・あいくる材認証番号 12)-8 
樹種:ヒノキ

田辺市中辺路木材加工場 (田辺市役所にて運営) 

TEL:0739-64-1596 担当:森林局山村林業課 小坂 

・集成材製品の全てに愛知県産材ヒノキ原木を使用・愛

知県内すべての原木産地に対応可能です。

● フォルテッシモエコ 

厚:15 ㎜・18 ㎜ 幅:75 ㎜・90 ㎜ 長 909 ㎜乱尺

フロ－リングの JAS 認定品 あいくる材認定番号 12)-66 
樹種:ヒノキ

中部フロ－リング㈱ TEL:052-503-1626 担当:中田 

・間伐材を利用した単層又は台形集成したフロ－リングの直貼

り、根太張りとして使用。

● 台形集成材フローリング・カベ材    

長さ＝4000 ㎜まで・巾＝180 ㎜まで・厚さ＝9～45 ㎜まで

JAS 認証工場 エコマーク 

樹種 ヒノキ、スギ              

津山国産材加工協同組合 TEL:0868-28-4704 担当:営業部 廣澤 

建築用資材（床材） 
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・物件対応の受注生産により愛知県産材を 100％使用

● プレスウッド直貼用（複合フローリング） 

D15×W90×L900（㎜）

表面：3 ㎜ 60％圧縮材（愛知県産「杉」使用）

基材：9 ㎜国産針葉樹合板

裏面：3 ㎜カルプ貼り

JAS（JPIC-FL66） / ｾﾗﾐｯｸｽ UV 塗装 /
樹種 杉

天龍木材㈱ TEL:0538-66-1988 担当:製造部管理課 住吉 

・表面単板にスギ 60％圧縮硬化単板を使用し、国内森林資源の有効活用を考えたエコフ

ローリングです。基材は、国産材針葉樹合板仕様ですが、愛知県産材合板での対応も可能

です。

● プレスウッド釘打用（複合フローリング） 

D15×W90×L1,820（㎜）

表面：3 ㎜ 60％圧縮材（愛知県産「杉」使用）

基材：12 ㎜国産針葉樹合板

JAS（JPIC-FL66） / ｾﾗﾐｯｸｽ UV 塗装 /
樹種 杉

天龍木材㈱ TEL:0538-66-1988 担当:製造部管理課 住吉 

・表面単板にスギ 60％圧縮硬化単板を使用し、国内森林資源の有効活用を考えたエコフ

ローリングです。基材は、国産材針葉樹合板仕様ですが、愛知県産材合板での対応も可能

です。

● プレスウッド無垢タイプ（フローリング） 

D15×W105×L1,820（㎜）

15 ㎜ 40％圧縮材（愛知県産「杉」使用）

ｾﾗﾐｯｸｽ UV 塗装 / 樹種 杉

天龍木材㈱ TEL:0538-66-1988 担当:製造部管理課 住吉 

・スギを 40％圧縮硬化した無垢タイプのフローリングです。

建築用資材（床材） 
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● タフフローリング（複合フローリング） 

D15×W75×L600（㎜）

単板：3 ㎜桧（愛知県産「桧」使用）

基材：10 ㎜杉（愛知県産「杉」使用）

裏面：2 ㎜カルプ貼

JAS（JPIC-FL66） / ｾﾗﾐｯｸｽ UV 塗装 / 樹種 杉・桧

天龍木材㈱ TEL:0538-66-1988 担当:製造部管理課 住吉 

・表面単板に愛知県産材「桧」を使用し、台板に同じく愛知県産材「杉」を組み合わせた

純愛知県産材のフローリングです。

●圧縮スギ無垢フローリング 

サイズ：厚み 15×幅 100×長さ 1820mm 四面本実エンドマッチ加工

※床暖仕様：厚み 15×幅広 70×長さ 910mm 
塗装：ポリウレタン樹脂塗装もしくはセラミック塗装

圧縮率：35%もしくは 50% 

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷 

・圧縮加工にて強度を増したスギのフローリングです。35%圧縮でタモ程度、50%圧縮で

ナラ程度の表面硬度に相当します。固定化処理により、寸法安定性にも優れています。

・ご使用になられる空間の寸法に合わせて製作致します。施工まで承ります。

建築用資材（床材・壁材） 
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●ＦＭフローリングボード

厚 15mm/14mm 巾 75mm/90mm 長さ 950mm 
裏面緩衝材付き ムクフローリング

JAS 直張り F☆☆☆☆認定取得 あいくる材

樹種:ヒノキ、スギ

不二木材工業㈱TEL:052-681-6566 担当:営業部 市岡

・コンクリ－ト・モルタル・セルフレベリング下地に針葉樹フローリングを直貼できま

す。死に節・くされ節は補修がしてあり JAS 規定の低ホルムアルデヒド仕様の F☆☆☆

☆の認定取得製品です。

● ＦＭブロック 

厚 15mm×303mm 
裏面緩衝材付き ムクブロック JAS 直貼り。

樹種:ヒノキ、スギ

不二木材工業㈱ TEL:052-681-6566 担当:営業部 市岡 

・木下地、モルタル下地を選ばずどこにでも貼れます。節などの補修がしてあり JAS 規

定の低ホルムアルデヒド仕様の F☆☆☆☆の認定取得製品です。

● つよスギ圧密厚貼フローリング 

T15×W90×L895mm 
表面：3 ㎜愛知県産及び国産スギ 60%(ヒノキ 50％)圧縮材

台板：12 ㎜愛知県産及び国産針葉樹合板

樹種：スギ、ヒノキ あいくる材認定 12)-7 

後藤木材㈱マイウッド圧密事業部 TEL:058-370-2100 担当:事業部 小越 

・地域産材を圧密加工し、安定した品質と性能を兼ね備え実績も多い製品です。土足で使

建築用資材（床材・壁材） 
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用する物件、体育館などのハードな使用下でも対応できます。

● つよスギ圧密厚貼フローリング(直貼工法用) 

T15×W90×L895(㎜) 
表面 3 ㎜愛知県産材及び国産スギ 60％(ヒノキ 50％)圧縮材
台板９㎜国産針葉樹合板 クッション材 3 ㎜
樹種 スギ、ヒノキ

後藤木材㈱マイウッド圧密事業部 TEL:058-370-2100 担当:事業部 小越 

・地域産材を圧密加工し、安定した品質と性能を兼ね備え実績も多い製品です。土足で使

用する物件、体育館などのハードな使用下でも対応できます。

● スギラフパネル 

規格:特一赤み サイズ: 4000×130×18 
含水率: 13％以下
樹種:スギ

㈱イトキ TEL:0564-46-3777 担当:伊藤 

・耐久性の高い赤み面だけを使用し、製材肌仕上げにすることで、意匠性を高めるととも

に塗料の吸い込みを多くし、メンテナンス面でも向上させた製品。独自の実加工形状によ

り木材の動きによるジョイント部の隙間を目立ちにくくしており、外部使用はもとより、

建築用資材（壁材・建具） 
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乾燥材なので内装用(壁、天井及び土足用床)にも使用可能

● 国産杉 ログパネル 

D12㎜×W115 ㎜×L2000 ㎜
樹種:スギ

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:野田 

・「室内壁面に新しい立体感を」がコンセプト。手で触れて感じ

る立体感と目で見て楽しむ木質感がインテリアのアクセントに

なります。    

● 国産桧パネリング 

無節・上小節 無塗装品 本実目透し加工       

L1820~3000×W87×D9mm 
愛知県産材を使用し、自社工場にて加工

樹種：ヒノキ

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・美しい木目が特徴の壁板です。

● 愛知県産スギ 壁板 

L3800×W112・135×D12mm 
樹種:スギ 等級:特一、上小節
仕様（加工形状）:本実加工 あいち認証材

㈱杉生 TEL:0536-24-1530  

・下アゴタイプもあります。ヒノキやその他のサイズも

揃えています。

建築用資材（床材） 
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● つみき板（壁板） 

D21×W60×L1818・D21×W90×L1818 
あいくる材認定番号 12)-29 
樹種:スギ

豊根森林組合 とよね木サイクルセンターTEL:0536-85-

1014 担当:野沢 

・表面に縦の溝があり、レンガ調のモダンな雰囲気になります。

● 国産杉 リブ天井 

D30㎜×W有効 294㎜×L1820 ㎜
D30㎜×W有効 294㎜×L2730 ㎜
愛知県産 スギ無垢材

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:野田 

・無垢材の優しい風合いと直線美がマッチしたマイルド

な印象の天井材です。木質感が全面に打ち出されており、自然派志向の方におすすめです。

● 国産桧 リブ天井 

D30㎜×W有効 294㎜×L1820 ㎜
D30㎜×W有効 294㎜×L2730 ㎜
愛知県産 ヒノキ無垢材

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:野田 

・無垢材の優しい風合いと直線美がマッチしたマイルド

な印象の天井材です。心地よい木の香りに包まれた安らぎの空間を演出します。

● リブ天井 lite 

ナロ－タイプ D21 ㎜×W95 ㎜×L3900㎜
ワイドタイプ D21 ㎜×W90 ㎜×L3900㎜
愛知県産 スギ無垢材

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:野田 

・杉無垢材を削り出しリブ形状に仕上げました。

杉のおおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない深みのある質感が特徴で

建築用資材（天井材・建具）
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す。木の持つ癒し効果を損なわずに、リブ形状加工しております。

           ナロ－タイプ              ワイドタイプ

● 国産桧 枠材 

無節～上小節 板目 KDラフ材
あいくる材「12)-67」認定原料を使用
L1820～4000×W140～×30mm 他
樹種 ヒノキ

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・良質な原木を厳選し、しっかり乾燥管理することで高品質な商品に仕上げました。

● 国産桧 建具材 

無節～上小節 柾目グリーンラフ材

愛知県産材

L1820～×W80～×D36・45mm 他
樹種 ヒノキ

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・美しい柾目の商品です。良質な原木から製材している弊社ならではの商品です。

● 床・羽目板・家具・ロッカー・下足入 

あいくる材

※不燃材の利用についても是非お問い合わせ下さい

日本住宅パネル工業協同組合 名古屋支所 TEL:052-262-5704  

・間仕切や家具・建具などの建材に、その建設地域から産出される木材を積極的に活用し、

地域と密着した建物づくりを進めています。

建築用資材（建具） 
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● 国産材 集成材(フリーバン) 

無節・節有り 無塗装品 (ホルムアルデヒド：F☆☆☆☆) 
L4200×W500・600×D20～36mm 表バットジョイント
樹種 ヒノキ・スギ

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・様々な用途に合わせて使いやすい、良質な国産材を使用した集成材です。

● 木・アルミ複合断熱建具（アルタスウッドスクリーン） 

見付寸法 50mm、60mm、80mm 
木の持つやわらかな温もりとアルミの持つ耐久性のそ

の２つを融合

樹種:ヒノキ

㈱ニュースト TEL:026-261-3855 担当:生産本部 

生産部 増田 

・大空間にマッチする様に美しい造形を実現したハイブリッドファサード

● 階段材・フリー板 

無節・節有・塗装品・無塗装品 （スギは無節のみ）

特注寸法

樹種 ヒノキ・スギ

マルナカウッド(株) TEL:0532-31-1128 担当:中野 

建築用資材（建具） 
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・ご注文いただいてから製造しますので、お客様の必要寸法にて製造可能です。

● あいち認証材 桧台形集成材(下足箱・ロッカー) 

下足入れ (W1800×D500×H1500)等
ロッカー (W6820×D450×H900)等
※見付材面の品質は 2級以上とする
ホルムアルデヒド:F☆☆☆☆国土交通大臣認定番号「MFN-0696」
あいくる材認証番号 12)-8 
樹種:ヒノキ

田辺市中辺路木材加工場 (田辺市役所にて運営) TEL:0739-64-1596  

担当:森林局山村林業課 小坂 

・日本住宅パネル工業協同組合 名古屋支所 設計営業部(販売店) 
・集成材製品の全てに愛知県産材ヒノキ原木を使用・愛知県内すべての原木産地に対応可

能です。

建築用資材（外構・外壁） 

建築用資材（建具） 
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● エステックウッド 

30×50×2m/4m、20×90×2m/4m 
30×105×2m/3m/4m、36×90×2m/3m/4m 
36×136×2m/3m/4m、30×180×2m/4m 
90×90×2m/3m/4m、15×90×2m/4m 
100×200×2m 

ノンケミカル防腐・形状安定・軽量化木材（窒素加圧加熱処理高耐久化天然無公害木材）

樹種:主にスギを使用

江間忠木材㈱ TEL:03-3533-8211 担当:エコライフ事業部 竹内 

・ウッドデッキ、遮光ルーバー、木塀、内外壁、フローリング、枕木などに使用して頂け

ます。

● 外壁「オフセットサイディング」、野地板「センチュリー耐火野地板」 

［オフセットサイディング］寸法(厚み×幅×長さ) 
・COOL イルミオ     16×455×1820 ㎜

・モエンエクセラード 16×455×1820/3030 ㎜ 

・モエンサイディングw 14×455×3030 ㎜

「センチュリー耐火野地板」 18/25×910×1820 ㎜

樹種:スギ、ヒノキ

注）名古屋工場・衣浦工場生産品のみ対象

ニチハ㈱ TEL:03-5205-3911 担当:松原 

・セメントと木材チップ（木繊維化したもの）をハイブリットした高強度・高耐久かつ防

耐火性能を有する製品。住宅から非住宅まで幅広く対応。またクリーンウッド法にも対応

● 木塀 

防虫防腐加工処理あり

樹種：スギ、ヒノキ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原 

建築用資材（外構・外壁） 
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● ウッドデッキ材 

防虫防腐加工処理あり

樹種：ヒノキ、スギ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原 

● 水蒸気式高温熱処理木材・保存処理木材・樹脂含浸積層材・一般製品 

樹種 スギ、ヒノキ

越井木材工業㈱ TEL:06-6685-2064 担当:西日本 SD 新家 

● デッキ材 

40 × 105 ×

2000~4000 ㎜
あいち認証材 防腐・防蟻処理あり

樹種：ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・防腐・防蟻処理により、未処理材に比べさらに腐りに

くく、シロアリに強いです。

● 木レンガ 

25×97×97~197㎜
あいち認証材 防腐・防蟻処理あり

樹種：ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 



c-21 

・お好きな色に着色することが可能です。木レンガの組み合わせパターンにより表情が変

わります。

● ウッドフェンス 

厚さ:20 ㎜ 巾:120 ㎜/90 ㎜/60㎜
長さ:2000㎜/3000 ㎜/4000 ㎜
あいち認証材 防腐・防蟻処理あり

樹種：ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・3 種類の幅の板材を組み合わせることで様々なパターンの表現が可能です。

● 不燃木材・準不燃木材 

国土交通省大臣認定 不燃・準不燃木材

樹種:スギ・ヒノキ・ベイツガ(無節上小) 

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・不燃材注入後も木の香りが残り、材の持つ調湿作用もそのままで通常の無垢木材と見分

けがつかないのが大きな特徴です。

建築用資材（その他） 建築用資材（その他） 
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●準不燃タイル 

あいち認証材 準不燃木材

12×95×95㎜
樹種:スギ・ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・内装制限のかかる場所でも使用可能です。

・一つ一つ個性があるので、オンリーワンのデザインに仕

上がります。

● スーパーパネル（不燃材／準不燃材／難燃材） 

不燃スーパーパネル：3000／2000／1000×85×18㎜
準不燃スーパーパネル：3000／2000／1000×85×12 ㎜
難燃スーパーパネル：3000／2000／1000×85×12㎜
上記以外のサイズ、等級についてはご相談ください。

国土交通省認定品（不燃：NM-1031／準不燃：QM-0429／難燃：RM-9349）
AQ 認証取得（AQ-219-N1-1）
樹種：スギ上小

越井木材工業㈱ TEL:06-6685-2064 担当:西日本 SD 新家 

・当社製品は全数検査による徹底した品質管理を行っております。不燃、難燃については

白華防止塗装を施した製品についても認定を取得しています。

● 不燃木材  

国土交通省大臣認定 不燃木材

NM-1704 杉 厚み 12～50mm ／NM-1701 桧 厚み 12～50mm 
樹種:スギ、ヒノキ

㈱ビシュウ TEL:0568-81-1711 担当:永井 

・特許登録のレーザーシステムによる全数検査のミルシートの提出が出来ます。

・自社のコーンカロリー試験機での成績表も可能です。建築用資材（その他） 
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● 準不燃木材 

国土交通省大臣認定 準不燃木材

QM-0001/0537 杉 厚み 12mm ／QM-0505/0026 桧 厚み 12m 
樹種:スギ、ヒノキ

㈱ビシュウ TEL:0568-81-1711 担当:永井 

・特許登録のレーザーシステムによる全数検査のミルシートの提出が出来ます。

・自社のコーンカロリー試験機での成績表も可能です。

● 準不燃木材 Moen’z(モエンズ) 

国土交通省大臣認定品(平成 28年 8 月認定) 
無節 無塗装品・ウレタン塗装品

L1820～4000×W105×D12mm 他
上記以外のサイズ等はご相談ください。

樹種 ヒノキ(QM-0852) スギ(QM-0853) 

桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野 

・薬剤開発・原材料から加工処理まで自社工場で一貫して行う事で、高品質・低コストを

実現。全数量検査を行い品質管理も徹底しております。

● 不燃木材 もえーせん 

不燃木材・準不燃木材 厚 12 ㎜～
国土交通大臣認定品

上記以外のサイズ等はご相談ください。

樹種 スギ・ヒノキ

㈱翠豊 TEL:0574-73-1458 担当:今井 

・塗装認定有（厚 18 ㎜～）
・羽目板、ルーバー加工等対応可能
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● よろい張り板 

9~12×159×4000㎜
あいち認証材 防腐・防蟻処理木材

樹種:スギ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・浸透性の塗料でお好きな色へ着色することも可能です。

・日の当たり方で表情が変わります。

● 外装用羽目板 

18×105×4000 ㎜
防腐・防蟻処理あり

樹種:スギ、ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・経年変化で、上品さを感じさせるシルバーグレーになり

ます。

・和風だけでなく、洋風にも自然に溶け込みます。

建築用資材（その他） 
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● あいち認証材合板（コンクリート型枠用） 

5 層 D12×W900×L1800 板面:塗装-D 
JAS表面加工型枠用合板 あいくる材認定番号 7)-6 
木材利用量:0.012 /㎡ 樹種:ヒノキ

愛知県森林組合連合会 TEL:052-961-9156 担当:総務課 今井 

取扱い:トキワランバテック㈱ TEL:052-331-1381  

担当:営業部 勝

・5 層全てに愛知県産ヒノキを使用

● 工事用看板・案内看板 

工事用看板 W1100 ㎜×H1800 ㎜
案内看板  W500 ㎜～4000㎜ H1000 ㎜～4000㎜
あいくる材認定番号 12)-6 
樹種:スギ・ヒノキ

足助町木材協同組合 TEL:0565-67-2005 担当:内藤 

・愛知県産材間伐材を使用しています。

● 工事用標示看板 

W1200×H1780×D45、W1000×H1635×D45㎜
あいくる材認定番号 12)-16 
木材使用量：0.033 /基、0.030 /基   樹種：スギ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原 

・愛知県産材の間伐材を使用しています。

工事用資材（合板型枠・工事用看板） 
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● 木製工事用看板

看板表示寸法 W1140mm H1400mm
あいくる材 認定番号 12)-57
木材使用量:0.0764 /基 樹種:スギ、ヒノキ

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・看板表示面（本実加工材等使用）

● 工事用看板 

1700×1400×45mm JAS 
あいくる材認定番号 12)-22 間伐材マーク認定番号 K032114 
木材使用量:0.084 /基 樹種:スギ、ヒノキ

ダイマツ木材㈱ TEL:0567-23-2611  

・愛知県産間伐材桧、杉を使用。

● 木製工事看板Ａタイプ 

D55×W1140×L1700mm 重量 15kg 
あいくる材認定番号 12)-20 
木材使用量：0.033 /基 樹種:ヒノキ・スギ

豊田森林組合 TEL:0565-61-1616 担当:総務課 山田 

工事用資材（工事用看板） 
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● 工事用立て看板 

W643×H1780×D45 ㎜、W340×H1780×D45 ㎜
あいくる材認定番号 12)-16 
木材使用量：0.020 /基、0.014 /基     樹種：スギ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原

・愛知県産材の間伐材を使用しています。

● 木製案内板 

W1500~W2000*H2000~H3000 
特注製品対応可能

樹種：スギ、ヒノキ

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉 

・製品の各種デザイン対応が可能で案内である。

● 木製 PR 看板

看板表示寸法 W600mm×H450mm×D40mm

あいち認証材・間伐材使用 

木材利用量:0.010 /基 樹種:スギ、ヒノキ 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・防腐処理（オイルステイン着色防腐塗料２回塗り）、文字

（レ－ザ－彫刻墨入れ）   

● 木製大型看板

看板表示寸法 W2000mm×H1500mm 他
あいち認証材・間伐材使用 

木材利用量:0.315 /基 樹種:スギ 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・防腐処理（加圧注入防腐処理・オイルステイン塗料）、文字（アクリル板切り抜き文

字 釘打付け）

工事用資材（看板・標柱） 
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● 木製レーザー彫刻看板

W240mm t30㎜ L＝900 ㎜又は L＝1200㎜ 
JASあいくる材  
樹種: 桧 あいち認証材(集成材) 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・レーザー彫刻・墨入れ・ウレタンハード塗装品

・各種文字フォント対応(直筆可能) 

● 木製標柱（レーザー加工文字入れ）

105mm×105mm L=2000mm / 100mm×100mm L=2000mm 
105mm×35mm L=1500mm 
あいくる材 認定番号 12)-57 
木材利用量、0.022 / 0.0055 /本 樹種:スギ、ヒノキ 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・防腐処理（インサイジング・加圧注入防腐処理対応）、文字（レ－ザ－彫刻） 

● 木製看板 

看板表示寸法 W1100×720 ㎜
あいち認証材 間伐材 防腐・防蟻木材

樹種:ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・木製部分は表面防水クリア塗装加工

・各種大型看板・PR看板なども製作しております。

工事用資材（標柱・型枠） 
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● 円柱柵工 

あいち認証材

樹種:ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・防腐・防蟻処理された円柱加工材でお好みの形のもの

を作っています。公園整備や里山林整備にも採用されて

います。

● 木製標柱 

45×100×1500㎜
あいち認証材 間伐材

樹種:ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・防腐・防蟻木材を使用しています。未処理の木材よりも腐りに

くくシロアリに強いです。

● 木製標柱 

D35×W105×L1500、D105×W105×L2000 
JAS あいくる材 12)-60 
樹種：スギ、ヒノキ 

奥三河木材協同組合 TEL:0536-62-0341 担当:大黒 

設楽町産材を使用しています。

● 間伐材パネル 

W1000×H500×D100㎜
あいくる材認定番号 12)-40 
木材使用量：0.050 /基、樹種：スギ、ヒノキ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原

・四面モルダー仕上

工事用資材（標柱・型枠） 
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● 木製残存化粧型枠

90mm×90mm L=3000mm 
あいち認証材・間伐材使用 

木材利用量:8.98 /100㎡ 樹種:スギ、ヒノキ 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・四面モルダー仕上げ パネル用加工 

● 木製残置型枠 

D90×W90×L3000 
木材使用量：0.0243 /本 樹種:ヒノキ・スギ

豊田森林組合 TEL:0565-61-1616 担当:総務課 山田 

● 階段工 

60～150 ㎜  L＝400～4000 ㎜
あいくる材認定番号 12)-6 
樹種:スギ、ヒノキ

足助町木材協同組合 TEL:0565-67-2005 担当:内藤 

・愛知県産間伐材を利用した円柱加工材を使用していま

す。

・インサイジング加工や防腐処理も対応しています。

● 木製階段工

W=3000mm 他 間伐材使用
木材利用量:0.090 /段 樹種:スギ、ヒノキ 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・防腐処理（加圧注入防腐処理オイルステイン対応） 

工事用資材（階段工、防護柵） 
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● モクボーリフォレ 丸太階段 

杭木φ100 横木φ120 
あいくる材 12)-46 
木材使用量:0.032～0.057 /段
樹種:スギ、ヒノキ

大日本木材防腐㈱ TEL:052-661-2311  

担当:環境資材チーム 

● 円柱階段工 

あいち認証材 

樹種:スギ・ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部 石松 

・防腐・防蟻処理された円柱加工材でお好みの形のもの

を作っています。公園整備や里山林整備にも採用されて

います。

● HBS 木製階段材 

W600～W2000 (特注品も対応) 
JAS あいくる材
樹種:杉材

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉 

・根枷羽根使用のため、現地基礎が不要である。施工手間の軽減が計れる。

・総体コストの軽減が計れる

● HB 転落防止柵 

H1100*W1500～W2000  
JAS あいくる材
樹種:スギ、ヒノキ

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉 

・柱材:擬木材 手摺材:木材のコンビネーションにより耐久性能の向上が計れる。
・施工性が高く現場施工の短縮が計れる。

工事用資材（階段工、防護柵） 
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● 転落防護柵２段柵 / ３段柵 / ４段柵 / 格子タイプ / 木製格子フェンス

柱φ150 L=1250 横木φ90  L=1440 他  あいくる材 認定番号 12)-47 
木材使用量:0.273 / 0.354 / 0.461 / 0.485 / 0.345 /10m 
樹種:スギ、ヒノキ

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・設置条件（勾配・角度・加圧注入防腐処理加工対応）

● モクボーリフォレ 木柵 

支柱φ150 横木φ100 縦格子φ50 スパン 1500mm 他
あいくる材 12)-46 
木材使用量:0.34～0.85 /10ｍ
樹種:スギ、ヒノキ

大日本木材防腐㈱ TEL:052-661-2311  

担当:環境資材チーム 

・JAS K4 相当の保存処理（AAC・CUAZ）です。金具を利用して、勾配等にも対応が可
能です。

● 木製ガードレール

φ200mm L=2000mm 間伐材使用
木材利用量:0.628 /10m 樹種:スギ、ヒノキ

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・防腐処理（加圧注入防腐処理対応）

工事用資材（その他） 
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●工事用ウッドフェンス 

1800×1000×45mm JAS 
あいくる材認定番号 12)-54 間伐材マーク認定番号 K032114 
木材使用量 0.065 /基 樹種:スギ、ヒノキ

ダイマツ木材㈱ TEL:0567-23-2611

・愛知県産間伐材桧、杉を使用。

● 工事用木製クランプスタンド 

800×400×45mm JAS 
あいくる材認定番号 12)-54 間伐材マーク認定番号 K032114 
木材利用量:0.0006 /基 樹種:スギ、ヒノキ

ダイマツ木材㈱ TEL:0567-23-2611

・愛知県産間伐材桧、杉を使用。

● 木製バリケード 

W1000×H1075×D45 ㎜

あいくる材認定番号 12)-40 
木材使用量：0.022 /基、樹種：スギ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原

・土のう受け材を金物にして開閉が楽になりました。

● 森林浴対応ボードウォーク材

W150×W175*L＝2000~L3000*t＝30～t＝50
県産材を用いた安定した歩行運動ができる床板材

樹種:桧材

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉

・耐久性が高い加圧注入処理と表面保護処理によりランニングコストの軽減が計れる。

工事用資材（その他） 
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・階段部は、－5.2 度の角度を考慮しており昇り易く転倒しにくい構造となっている。

● 東屋 

建築面積 16 ㎡（特注製品対応・計画通知作成及び提出対

応）            

JAS、あいくる材

樹種:桧材

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉

・脚部に超防水処理：UPQ-SL 処理が施してあるため地際の腐食対応年数が 35 年程度

である。デザインから寸法に至るまで特注対応が可能である。

● 柵工 

（横木：丸太） 末口 10 ㎝前後、長さ 4.0m、皮付き

（杭木：丸太） 末口 10 ㎝前後、長さ 1.5m、皮剥き

樹種：スギ、ヒノキ

サンリン商事 TEL:050-3620-8690

● 防風工 

（横木：板材） 約 11×90×4000 
（杭木：丸太） 末口 10 ㎝前後、長さ 1.5m、皮剥き、加圧注入材

樹種：スギ、ヒノキ

サンリン商事 TEL:050-3620-8690

● 木製校倉式構造物 

規格･寸法:設計書の図面及び仕様に基づく 

谷止工、護岸工、土留工等の構造物に利用 

樹種:主にスギ 

愛知県森林組合連合会 TEL:052-961-9156  

担当:総務課 今井 

工事用資材（その他） 
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・圧縮処理した木材に木材保存剤が加圧注入され、30 年以上の耐久性を実現。 

● とみやまさんかくん（多用途木製柵） 

規格、H600×W600×D600 
あいくる材認定番号 12)-58 
木材利用量:0.048  樹種:スギ 100 角

豊根森林組合 とよね木サイクルセンター 

TEL:0536-85-1014 担当:野沢 

・交通安全柵・・・交通誘導、交通規制を表示し安全を PR する丈夫で長持ちする工事用

木製看板

● とみやまさんかくん 300 タイプ（多用途木製柵） 

規格、H540×W600×D300 
あいくる材認定番号 12)-58 
木材利用量:0.035 /基 樹種:スギ 90 角

豊根森林組合 とよね木サイクルセンター 

TEL:0536-85-1014 担当:野沢 

・崩土による側溝つまりの防止等土留として使用。

工事用資材（その他） 



c-36 

● 学童机・椅子セット Ｌサイズ(可動式) 

机:W650×D450×H580～760mm 
椅子:W360×D360×座面 H360～460mm 
樹種:ヒノキ

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・愛知県産材ヒノキを使用した学童机です。机・椅子の高さ調

節ができます。

● 愛知認証材を利用した学校用机イス（可動式） 

机 KS-0150 型 W650×D450×H520～760  
イス CR-0100 型 W360×D340×SH300～460 
ビス保持力を増した特殊多層合板 背座板は 3 次元カーブを有す

る。 樹種: ヒノキ・スギ 

第一工業㈱ TEL:052-269-3080 担当:名古屋営業所 醤野 

・従来の製品と同じ強度を持ち、可動式スチ－ルフレームと合体させ、ロ－コストでの供

給を可能にしました。

● 愛知県産材を利用した学校用机イス（固定式） 

机 KGZ-2410 型 W650×D450×JIS 号数

イス CRZ-2000 型 JIS 号数

天板：ビス保持力を増した特殊多層合板 背座板は 3 次元カー

ブを有する。  樹種: ヒノキ・スギ

第一工業㈱ TEL:052-269-3080 担当:名古屋営業所 醤野

・従来の製品と同じ強度を持ち、JIS 適合スチ－ルフレームと合体させ、ロ－コストでの

供給を可能にしました。

家具・備品（学校用机・椅子） 
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● 学校用下駄箱 

W1000~W1500  H1500~H2000
集成材 

樹種:スギ、ヒノキ

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉 

・特注製品対応が可能である。

● 学校用教卓 

L700×D450×H910mm 
棚内寸 L550×D410×H170mm 
樹種:ヒノキ 仕様:ヒノキ接ぎ板 棚あり

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・愛知県産材を使用しています。

・寸法は任意対応できます。

● カラカラくつばこ            

W300×D300×H180 
樹種:スギ

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・子ども用のくつ箱です。

・靴をしまうと木のプレートがカラカラと心地よい

音を奏でます。

家具・備品（学校設備） 
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● 学校用下駄箱 

規格寸法は任意対応できます。

樹種:ヒノキ

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・愛知県産材を使用しています。

・設置工事もいたします。

● 学校用、下駄箱、背面ロッカー、(掃除用具付)教壇、教卓 

寸法は任意対応

本体：無垢材燻煙乾燥仕上げ

樹種：スギ、ヒノキ

第一工業㈱ TEL:052-269-3080 担当:名古屋営業所 醤野

・煙の成分が木材の繊維、細胞に入り込み、密度が増すことにより「木」そのものの強度

を高める乾燥方法です。含水率を 12％まで下げることにより納入後の

反り、割れを防止し針葉樹の欠点を補います。化学薬品を使用せずに

防腐・防カビ・防虫効果が得られます。

家具・備品（学校設備） 
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● 学校用教卓 

LS-64-N-SP（H800 / 900）
W900×D450×H800 / 900 
本体：無垢材燻煙仕上げ

樹種：スギ、ヒノキ

第一工業㈱ TEL:052-269-3080 担当:名古屋営業所 醤野

● 学校用教壇 

KY363-MH-SP W1800×D900 
本体：ヒノキ無垢材燻煙仕上げ

樹種：ヒノキ

第一工業㈱ TEL:052-269-3080 担当:名古屋営業所 醤野

●学校用下駄箱、ロッカー等

主材：圧縮スギ・ヒノキ

ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 

      担当:コントラクト事業部 関谷 

・ご使用になられる空間の寸法に合わせて製作致し

ます。施工まで承ります。

家具・備品（学校設備） 
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● 生徒用調理台 WKS-6MS

W1800×D900×H800 
天板：メラミン化粧板(桧柄) 
天フタ：メラミン化粧板(片面) 
    ステンレス SUS430 (片面) 
本体：ヒノキ間伐台形集成材(あいち県産材) 
自然系木材保護塗料仕上

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555 担当:大阪営業本部 営業課 山本 

・主に小学校・中学校の家庭科室で使用される回転式天フタの調理台です。

・天フタを開けるとステンレス天板の調理台に、閉じるとメラミン天板の作業台になり、

試食机・裁縫机としても使用できます。

● 生徒用調理台 WKS-4

W2400×D900×H850 
天板：ステンレス SUS430 t1.0 
本体：ヒノキ間伐台形集成材(あいち県産材) 
自然系木材保護塗料仕上

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555
担当:大阪営業本部 営業課 山本 

・主に中学校・高校の家庭科調理室で使用される調理台です。コンロ・オーブンがビルト

インタイプのスタンダードタイプです。

● 食器戸棚(ワゴン収納戸棚) WKB-20

W1800×D500/600×H2000 
本体：ヒノキ間伐台形集成材(あいち県産材) 
   自然系木材保護塗料仕上

引違戸ガラス：安全合わせガラス

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555
担当:大阪営業本部 営業課 山本 

・下部右側にワゴンを設けた食器戸棚です。

・ワゴンには吊金物が付属しており、お玉や片手鍋を掛けて収納できます。

・授業でよく使う器具を調理実習台などへ運ぶのに便利です。

家具・備品（学校設備） 
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● 生徒用実験台 WSC-4W

W3600×D900×H800 
天板：ケミサーフ/メラミン

本体：ヒノキ間伐台形集成材(あいち県産材) 
自然系木材保護塗装仕上

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555 担当:大阪営業本部 営業課 山本 

・小学校・中学校・高校の理科室で使用される生徒用実験台です。

●テーブル（ 閲覧机） WDW-1

W1800×D1200×H700 
天板：ヒノキ間伐台形集成材 ウレタンクリア塗装

脚部：ヒノキ間伐台形集成材 （あいち県産材）

自然系木材保護塗料仕上

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555 担当:大阪営業本部 営業課 山本 

● 多目的椅子 WTC-T2

W450×D450×H450(SH290) 
本体：ヒノキ間伐台形集成材（あいち県産材）

自然系木材保護塗装仕上

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555 担当:大阪営業本部 

営業課 山本 

● クラスルームロッカー WCRR-W1

W1945×D450×H1000 
天板：ヒノキ間伐台形集成材、ウレタンクリア塗装

本体：ヒノキ間伐台形集成材、（あいち県産材）

自然系木材保護塗装仕上

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555 担当:大阪営業本部 営業課 山本 

家具・備品（学校設備） 
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● 教卓 WCRT-W1

W800×D500×H900 
天板：ヒノキ間伐台形集成材 ウレタンクリア塗装

本体：ヒノキ間伐台形集成材（あいち県産材）

自然系木材保護塗装仕上

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555 担当:大阪営業本部 

営業課 山本 

● 生徒用シューズボックス WGSS-O3

W1500×D350×H1400 
本体：ヒノキ間伐台形集成材（あいち連産材）

自然系木材保護塗装仕上

附属品：プラスチックトレー

㈱西尾家具工芸社 TEL:06-6443-5555 担当:大阪営業本部 

営業課 山本 

● 木製オーダー家具 

樹種:ヒノキ                    

ウレタン塗装及び自然塗料が基本          

㈱新城家具販売 TEL:0536-23-0531 担当:鈴木 

・図面を元手に、お客様のニーズに合わせたオーダー家

具の製作をします。

● 桧台形集成材（下足入、ロッカー） 

下足入 （W1. 800×D500×H1500）等

ロッカー（W6. 820×D450×H900）等

樹種:ヒノキ

㈱ファニテック TEL:058-245-1431 担当:営業部 尾嶋 

・未利用木材利用資材

家具・備品（学校設備） 
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● 学校図書室用家具他 

図書室用家具やロッカー、下駄箱等ご要望に合わせてデザイン・製作を致します。

樹種:愛知県産材 スギ・ヒノキ材／用途に応じて

㈱桜屋 TEL:052-221-7481 担当:秋田 

・愛知県産材を使用し、ご要望に応じた特注家具の製作が可能です。

● 移動式ロッカー1・移動式ロッカー2・下駄箱・教卓

規格・寸法についてはオーダー注文可能

JAS あいくる材  樹種:桧材

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・桧無垢材(集成材)を使用し、自然塗料仕上げ又はウレタンクリア塗装仕上げが可能。

移動式ロッカー1              移動式ロッカー2 

家具・備品（学校設備） 
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下駄箱                   教卓

● 和風モダンベンチ 

W1800 D565 H800 
樹種:ヒノキ（オイルクリヤー仕上げ）

㈱アーティストリー TEL:0568-33-3719 

・表面にネジを出さない構造/2度の傾斜のあ

る座面/木材に無駄の少ないパーツ 

● アドバンスベンチ 

W1800 D585 H800 
樹種:ヒノキ（オイルクリヤー仕上げ）

㈱アーティストリー TEL:0568-33-3719 

・安定感のある見た目/十分な安定感/余裕のある足元
スペース

● 間伐材ベンチ(背もたれなし) 

D360×W1800×H400 
座面、脚：スギ 90㎜角材 4 枚合わせ
防虫防腐加工処理も可能

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011  

担当:石原

・木の温もりで癒されます。

● 間伐材ベンチ(背もたれあり) 

D410×W1500~1800×H800 SH390 
座面：スギ

防虫防腐加工処理も可能

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原

・木の温もりで癒されます。

家具・備品（ベンチ） 
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● 杉・赤身ベンチ(背なし・背付き) 

背なし D350×W1500×H430 背付き D460×W1660×H750 
樹種：杉・赤身（心材）を使用

岡崎製材㈱ TEL:0564-51-0861  担当:吉見 

・柔らかい座り心地。心材利用の為、腐食に強く屋内外での使用が可能です。

● テーブル・ベンチセット 

テーブル 1800×900×700mm  
ベンチ 1 1800×400×400mm 
ベンチ 2  900×400×400mm 
防虫・防蟻木材   樹種:ヒノキ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556  

担当:木材＋部 石松 

・写真は屋外に据付したものです。

● 国産杉湾曲ベンチ 

H380㎜×W1670 ㎜×D300㎜
座面:杉湾曲集成材（H100 ㎜×W1670 ㎜×D300㎜）
脚:桂材丸棒φ25㎜

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:安城 

・愛知県産杉板を薄く削り、曲げて積層しました。四半円

形で、組合せにより円形、S字形など場の使い方に合わせ配置頂けます。

家具・備品（ベンチ） 
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● 木製ベンチ（こども用）

W1200mm×H250mm D250mm 他 
ヒノキ W90mm×H40mm 材 
樹種:ヒノキ 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・丸面取り加工（ソフトな仕上がり） 

● ヒノキ 3 人掛ベンチ 

L1500×W300×H420mm 
樹種：ヒノキ

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・ダイニングテーブルとご一緒に。1 人掛・2 人掛もありま
す。

● モクボーリフォレ 木製ベンチ 

保存処理加工可

樹種:スギ、ヒノキ

大日本木材防腐㈱ TEL:052-661-2311  

担当:環境資材チーム

・塗装した部材をアクセントにしたベンチです。

● 間伐材ベンチキット（小・中・大） 

D370×W340×L430mm・900mm・1300mm 
用途に合わせて 3つの長さから選べ、完成品も販売可能
豊田市産ヒノキ

豊田森林組合 TEL:0565-61-1616  担当:総務課山田 

・天然乾燥ヒノキの良い香りがします、台としても使用できます

家具・備品（ベンチ） 
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● 製品名：ＣＬＴ ＬＯＶＥ   ベンチ

W1070×D350×H430 
愛知県産材 CLT 基材ベンチ 2・3 人掛け
樹種：スギ

トキワランバテック㈱ TEL:052-331-1381  

担当:営業部 勝

・ＣＬＴの強度特性を生かしています

・木口には透明木口材ｔ2mmを貼り「表し」で杉の素材感を出しております。

● アニマルベンチ 

W＝500~4000 ㎜
愛知県産の円柱加工材を利用した動物の形をしたベンチです。

樹種: スギ・ヒノキ

足助町木材協同組合 TEL:0565-67-2005 担当:内藤 

・高さ、長さはご要望に応じて作成可能です。

・塗装も対応できます。

● 木製ベンチ 

H400*D500*L1800 樹種:スギ、ヒノキ
平ベンチ及び背付ベンチ

㈱エコム TEL:052-509-6088 担当:業務部 藤倉 

幼稚園・保育園サイズのベンチも対応可能。公園用屋

外仕様のベンチの対応可能。 

家具・備品（ベンチ） 
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● 学習机 ４本脚タイプ 本棚・ワゴンセット 

机:W1000×D600×H700mm 
本棚:W980×D220×H400mm 
ワゴン:W330×D390×H570mm
樹種:ヒノキ

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・愛知県産材ヒノキを使用した家庭用学習机のセットです。個別での販売も承ります。

● ヒノキダイニングテーブル（６人用サイズ） 

L1800×W850×H700mm 樹種:ヒノキ
天板:ヒノキ巾接ぎ板

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・シンプルなデザインのダイニングテーブルです。4 人
用タイプ（L1500）もあります。

● ヒノキダイニングチェア 

W400×D460×H780mm 座面 H420mm 
樹種:ヒノキ

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・ダイニングテーブルとご一緒に。

● ローボード 

L1200×D450×H450mm  樹種:スギ
仕様:引出 2 杯、可動棚 2段付 
天板:スギ 巾接ぎ板

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・愛知県産材を使用しています。

家具・備品（一般家具） 
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● 日々leg テーブル 

脚 W680×H415×D40 2 脚 樹種:ヒノキ
天板 L1200or900×W300×D20 2 枚 樹種:スギ 

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・脚に板を差し込むだけの組立が簡単なテーブルです。

・キャンプなどのアウトドアから自宅でちょっとした時に使える便利なアイテムです。

● 日々leg ラック 

脚 W380×H415×D40  樹種:ヒノキ
天板 L1200or900×W300×D20 2 枚 樹種:スギ 

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・脚に板を差し込むだけで簡単にラックとして使えます。

・軽くて持ち運びもラクなので、外に持ち出してキャンプア

イテムとしても使えます。

● スギ“MASA”天板 

L800~1800×W800×D33 樹種:スギ

㈱杉生 TEL:0536-24-1530

・スギの柾目を使い、素材の色・木目をそのままデザインと

して活かしている天板です。

・天板のみのオーダーからテーブルとしての製作も承ります。

家具・備品（一般家具） 
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● 木製ラックキット（大・小） 

D340×W900×L1300・D340×W600×L900 
棚４段・３段、ご希望のサイズにも対応可能

完成品も販売可能 豊田市産ヒノキを使用

豊田森林組合 TEL:0565-61-1616  担当:総務課山田     

・天然乾燥ヒノキの良い香りがします、収納にいかがですか

● あいちＣＵＢＥ 

W250×D250×H250 
愛知県産材桧塗装型枠合板を基材に小物収納 BOX に仕上
げました。

樹種：愛知県産材塗装型枠合板 全層ヒノキ

トキワランバテック㈱ TEL:052-331-1381  担当:営業部 勝 

・塗装面には「ふせん」も貼り付け可能

・文庫本がスッポリ入るサイズ

● Shelf Stool
W600×D440x×H440㎜
愛知県産材スギを原材料にした J パネル t36 ㎜を原材料に
した多目的スツール。

樹種：スギ

トキワランバテック㈱ 

TEL:052-331-1381  

担当:営業部 勝 

・すわる・しまう・いれる

家具・備品（一般家具） 
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● 園児家具  

圧縮加工にて強度を増したスギ圧縮材を使用した園児家具。

こどもの肌に触れる家具こそ、地元の木を使って良いものを。

主材：スギ圧縮板目材・県外産ブナもしくは県内産広葉樹【要問合せ】

塗装：ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷 

● デスク 

サイズ：幅 1500×奥行 600×高さ 710mm 
主材：スギ圧縮板目材

塗装：ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷 

・オフィスのデスクや窓際のカウンター等、幅広くお使いいただけます。

・ご希望のサイズに合わせて製作いたします。

● テーブル

品番：KJ344WP 
サイズ：幅 1600×奥行 900×高さ 700mm 
主材：スギ圧縮征目材

塗装：ポリウレタン樹脂塗装

品番：KC344WP 
サイズ：幅 1500×奥行 850×高さ 700mm 
主材：スギ圧縮征目材

塗装：ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷 

家具・備品（一般家具） 
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・

・圧縮スギを柾目が現れるよう集成した、世界初のスギ圧縮柾目材を用いています。凛と

した佇まいが、空間を上質なものとします。

・天板には 50％のスギ圧縮材を用いています。節入りの板目材を用いた表情豊かなテー
ブルです。

● 造作家具・木製建具 

特寸での対応

樹種:各地地域材（桧・杉・松等）

帝国器材㈱ TEL:03-3890-2194
担当:業務部購買課 小島 

・家具・建具の提案企画・設計・製造・施工まで、

一貫して御受け致します。

● CRATE SHELF 

W660×D260×H1230【4 段タイプ】サイズオーダー可
スギ材 棚板:ボンデ鋼板＋スギ材 30㎜
樹種:スギ

㈱桜屋 TEL:052-221-7481 担当:秋田 

・日本古来の茶箱をヒントに、シンプルでバランス

良いサイズ感の棚を作りました。

家具・備品（一般家具） 
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● お絵描きテーブル/六角形スツール

W700×D600×H240～400 サイズオーダー可
本体:ヒノキ材 TOP:クッション貼／黒板貼

樹種:ヒノキ材

㈱桜屋 TEL:052-221-7481 担当:秋田 

・子どもの大好きな黒板へのお絵描きができる

テーブルや同形状のスツールを作りました。キッ

ズコーナーや保育所等にもご使用いただけます。

●キッズチェア 

品名：0-1 歳児用チェア 品番：KF200J  重さ：1.5㎏
寸法：幅 280×奥行 290×高さ 310×座高 165×肘高 265mm 

品名：1 歳児用チェア 品番：KF201J  重さ：2.0㎏
寸法：幅 305×奥行 270×高さ 375×座高 190 ㎜

品名：2 歳児用チェア 品番：KF202J  重さ：2.1㎏
寸法：幅 305×奥行 270×高さ 400×座高 215 ㎜

品名：3 歳児用チェア 品番：KF203J  重さ：2.2㎏
寸法：幅 325×奥行 315×高さ 445×座高 240 ㎜

品名：4 歳児用チェア 品番：KF204J  重さ：2.3㎏
寸法：幅 325×奥行 315×高さ 465×座高 260 ㎜

品名：5 歳児用チェア 品番：KF205J  重さ：2.4㎏
寸法：幅 325×奥行 320×高さ 485×座高 280 ㎜

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷 

家具・備品（一般家具） 
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●キッズテーブル 

品名：0-1 歳児用スタッキングテーブル 品番：KF150TJ  重さ：11.5㎏
寸法：幅 1270×奥行 600×高さ 320㎜

品名：1 歳児用スタッキングテーブル 品番：KF151TJ  重さ：11.7 ㎏
寸法：幅 1270×奥行 600×高さ 350㎜

品名：2 歳児用スタッキングテーブル 品番：KF152TJ  重さ：11.9 ㎏
寸法：幅 1270×奥行 600×高さ 390㎜

品名：3 歳児用スタッキングテーブル 品番：KF153TJ  重さ：12.1 ㎏
寸法：幅 1270×奥行 600×高さ 430㎜

品名：4 歳児用スタッキングテーブル 品番：KF154TJ  重さ：12.3 ㎏
寸法：幅 1270×奥行 600×高さ 450㎜

品名：5 歳児用スタッキングテーブル 品番：KF155TJ  重さ：12.5 ㎏
寸法：幅 1270×奥行 600×高さ 470㎜

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷 

● 学習机(MK4565) ・ 学習用椅子(MC-B) 

机:  W650×D450  新 JIS6 号 H760~新 JIS1 号 H260 
フレームはスチール 22.2
前補強 40×20 角パイプ
樹種: 杉・桧

椅子:  W650×D450  新 JIS6 号 H460~新 JIS1 号 H260 
スチール 22.2
樹種: 杉、ブナ合板

三原機工㈱ TEL:0942-26-3121 担当:総務部 中島 

・1 番人気のあるスタンダードな机です。シンプルな形は、学校用として最適です。
・スタッキング可能で、積み重ね収納により、省スペース化が図れます。

家具・備品（一般家具） 
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●スタッキングチェア 

品番：KC250 
寸法：幅 495×奥行 480×高さ 715×座高 415mm 
主材：スギ圧縮板目材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装

※5 脚までスタッキング可能です。

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷 

● チェア 

品番：EM200 
寸法：幅 385×奥行 480×高さ 785×座高 430mm 
主材：スギ圧縮板目材・県外産ブナもしくは県内産広葉樹【要問合せ】

塗装：ポリウレタン樹脂塗装

※5 脚までスタッキング可能です。

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷

● アームチェア 

品番：KC201A 
寸法：幅 590×奥行 525×高さ 780×座高 410×肘高 650mm 
主材：スギ圧縮征目材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷

● チェア 

品名：チェア 品番：EK223 
寸法：幅 410×奥行 500×高さ 855×座高 420 ㎜
主材：スギ/ヒノキ枝・ブナ・クリ 塗装：ポ リウレタン樹脂塗

装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コント ラクト事業部 関

谷

家具・備品（一般家具） 
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● アームチェア 

品番：KC201A 
寸法：幅 500×奥行 505×高さ 730×座高 405×肘高 635mm 
主材：スギ圧縮板目材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷

●ソファ 3P 

品番：KJ102SO 
寸法：幅 1935×奥行 795×高さ 785×座高 400×肘高 510mm 
主材：スギ圧縮板目材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷

●ソファ 3P 

品番：KC102SO 
寸法：幅 1830×奥行 835×高さ 680×座高 355×肘高 500mm 
主材：スギ圧縮板目材 塗装：ポリウレタン樹脂塗装

飛騨産業㈱ TEL:052-243-1321 担当:コントラクト事業部 関谷飛騨産業㈱

家具・備品（一般家具） 
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● 製品名 格子衝立  

2000×950×45mm 杉材縦格子衝立
断面 40×15mm部材を使用
樹種:スギ

長坂木材工業㈱ ながさか木房 TEL:052-711-5257  

担当:長坂

・NCのラジアルソー加工機を所有。組手切り加工の各
種製品を製作します。ただし、並材での制作です。

● 組手什（くでじゅう） 

長さ 2m 39×15mm 
棚、家具用 組み立てモジュール部材

樹種:スギなど

長坂木材工業㈱ ながさか木房 TEL:052-711-5257  

担当:長坂

・家庭で手間を楽しむ組み立て部材。木の香りが満ちます。また、災害非常時の緊急什器

として、支援物資の仕分け管理に実績があります。

● 組手什（くでじゅう） 

断面寸法 40×15㎜ 長さ 55㎜～2000㎜
製品は DIY凡用資材です。長さカットし、組み合わせて、自在な棚を組みます。
樹種:量産はスギ材 樹種は問わず、桧、松、楠、楢などもあり。

長坂木材工業㈱ ながさか木房 TEL:052-711-5257 担当:長坂 

・昔は建築に使われた胴縁材に加工を施してあります。和建具の技術です。組み立ては幼

稚園児から老人まで参加できます。災害支援の実績あり。これから、靴箱、傘立て、衣服

整理、避難所間仕切り、書架、布団入れ、椅子、机などになります。事後の組み替

えも可能です。生産者、販売者を求めています。

家具・備品（一般家具） 
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● くでじゅうキット(組手什キット)  

断面寸法 40×15mm 長さ 55 ㎜～600㎜
製品はカット済みキットです。製品を想定して部材をまとめてあります。

樹種:量産はスギ材

長坂木材工業㈱ ながさか木房 TEL:052-711-5257 担当:長坂

・組み立ては幼稚園児から老人まで容易です。イベント、ワークショップもできます。小

物入れ、椅子、ベンチ、靴箱、傘立て、本立てなどあります。

家具・備品（園芸用品） 
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● プランター 

丸棒加工木材製品

樹種:スギ、ヒノキ

足助町木材協同組合 TEL:0565-67-2005 担当:内藤 

・ご希望の寸法で作成します。

● 木製プランターカバー 

D300×W820×H225 
屋内用は無塗装、屋外用は防虫防腐加工処理も可能

樹種：スギ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原

・ご希望のサイズで製作します。

● フラワーコンテナ 

D560×W1060×H600 
あいくる材認定番号 12)-56 
防虫防腐加工処理後に木材保護塗料を塗布

樹種：スギ

㈱ウッディシステム TEL:0533-83-3011 担当:石原

・ご希望のサイズで製作します。

● 木製プランタカバー

W870mm×H340mm D380mm
円柱加工材 半割使用 特殊プランター入れ込みタイプ

加圧注入防腐処理材にオイルステイン着色防腐塗料 2 回塗り 
樹種 スギ・ヒノキ 

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

家具・備品（園芸用品・その他備品） 
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・名札プレート：（レーザー彫刻または UV塗料カラープリント） 

● プランターカバーキット 

D210×W300×L800（外寸）・D180×W240×L650（内寸）
市販のプランターを入れて使用

完成品も販売可能 樹種:スギ

豊田森林組合 TEL:0565-61-1616  担当:総務課山田

・緑化にいかがですか。

● 杉バインダ－ 

D5 ㎜×W235㎜×L340㎜
杉集成材で製作したバインダ－（クリップボ－ド）

樹種:スギ

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:稲森 

・木のぬくもりを感じられるバインダ－です。見た目より軽く実用性にも優れています。

● 製品名 桧バインダ－ 

D5 ㎜×W235㎜×L340㎜
桧集成材で製作したバインダ－（クリップボ－ド）

樹種:ヒノキ

片桐銘木工業㈱ TEL:0567-32-0800 担当:稲森 

・美しい光沢と、やさしい雰囲気を持つ桧材で製作。木の

ぬくもりを感じられるバインダ－です。

家具・備品（その他備品） 
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● 木製卓上名札

W350mm~400mm H120mm~150mm D120mm~150mm 他
芯去材・無節・柾目

樹種:ヒノキ

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・ウレタンクリア塗装仕上げ、文字はレーザー彫刻墨入れ

● 木製賞状・認定証・感謝状（レ－ザ－彫刻品）

A3 サイズ 他

ヒノキ 集成材 ウレタンクリア塗装

樹種:ヒノキ

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・レーザー彫刻加工（味わいのある彫り込み）

● 木製賞状・認定証・感謝状（UV 塗料カラープリント）

A3 サイズ 他 特殊サイズ対応

ヒノキ 集成材 ウレタンクリア塗装

樹種:ヒノキ

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・UVプリンター加工（鮮やかなカラープリント）で、デジカメ写真
を木にプリント。

家具・備品（その他備品） 
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● ミニ踏み台(キット材) 

212×300×300 ㎜
あいち認証材   樹種:スギ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556  

担当:木材＋部 石松 

・組立説明書入りなのでお子様でも楽しく簡単に

作れます。

● ペットボトル用プランターボックス 

(キット材) 

140×150×360 ㎜
あいち認証材   樹種:スギ

小原木材㈱ TEL:0564-51-4556  

担当:木材＋部 石松 

・組立説明書入りなのでお子様でも楽しく簡単

に作れます。

その他 
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● 木製受水槽・味噌桶・諸味槽・温泉貯湯槽・雨水槽等 

規格寸法 1 センチ単位で設計可能
地産地消で地元の木材（三河杉等）を使用し作製可能

日本木槽木管㈱ TEL:0536-25-1465   

担当:営業第 2 部新城工場 西川 

・愛知県産杉を使用し、地元の木材利用に貢献できます。

● SOLAWOOD（ソラウッド） 

太陽光発電用木製架台

野立て用 1 基あたり 8 枚の太陽光パネルを
設置可能

樹種:スギ

大日本木材防腐㈱ TEL:052-661-2311  

担当:環境資材チーム

・耐久性については JAS K4 に相当する保存処理を実施、強度についても、JIS C 8955
の設計基準に基づいています。

● 三河杉の割り箸 

元禄箸 長さ 21cm 
4 型 8 寸の箸袋付き
発注単位:3,000膳 樹種:スギ

愛知県森林組合連合会 TEL:052-961-9156  

担当:総務課今井 

・薬剤を使用していない安心・安全な三河杉の美しい割り箸です。

● 三河杉の鉛筆 

芯の濃さ B お好きな文字を 25文字以内で印字
発注単位：200 本 樹種：スギ

愛知県森林組合連合会 TEL:052-961-9156 担当:総

務課今井 

・三河杉の間伐材を使用した美しい鉛筆です。イベン

トのグッズとしてご利用いただけます。

その他 
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● マイ箸作成キット 

300×100×20mm（250×10×10mm）
器具と箸材 5膳分 自分で箸を作れるキットです
4 角形と 5角形

長坂木材工業㈱ ながさか木房 TEL:052-711-5257 担当:長坂

・様々な樹種の香り、堅さ、重さが楽しめます。箸材は、桧、杉、

松、コナラ、桜、楠、銀杏、ポプラなど名古屋市内の剪定枝です。

● 製品名 木コロ(愛知県産材 ver.) 

石っころのようにいろいろな形

様々な形をした木の球

樹種：主にヒノキ

中央木材市売㈱ TEL:0567-68-4511  

担当:西部営業所 島尻 

・石っころのようにいろいろな形が面白い木の球です。

● 製品名 木コロプール(枠のみ) 

外径 1200～3000 
高さ 150～220 
枠巾 60(mm) 
杉の薄板を利用して作成した円形の枠

樹種：スギ

中央木材市売㈱ TEL:0567-68-4511  

担当:西部営業所 島尻 
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● 木製うちわ 

幅 195 ㎜～×高さ 195 ㎜×厚さ 1.6 ㎜
樹種：国産間伐材ヒノキ

㈱KPI  TEL:053-587-1670  

担当:間伐材事業部 forest of earth 小掠 

・国産間伐材ヒノキを活かし、製作された「うちわ」です。無塗装であるため、うちわを

扇ぐたび木本来の優しい香りを楽しんで頂けます。別途ご要望にて印刷や焼印の名入れ

も承っているため、企業ノベルティグッズとして大変ご好評頂いております。

● 木製バッジ 

幅 50㎜～×高さ 50㎜×厚さ 3 ㎜
樹種：国産間伐材ヒノキ

㈱KPI  TEL:053-587-1670
担当:間伐材事業部 forest of earth 小掠 

・国産間伐材ヒノキを活かし、製作された「バッジ」です。カラー印刷名入れや、オリジ

ナル形状カット加工も承っているため、企業ノベルティとして大変ご好評頂いておりま

す。社員証としてもピッタリです。

● あいち認証材使用 しおり 

幅 50㎜～×高さ 148 ㎜×厚さ 0.8 ㎜
樹種：あいち認証材ヒノキ

㈱KPI  TEL:053-587-1670
担当:間伐材事業部 forest of earth 小掠 

・あいち認証材ヒノキを活かし、製作された「しおり」です。読んでいた本のページに挟

むことで目印になります。無塗装であるため、木本来の香りもお楽しみいただけます。

その他 
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● あいち認証材使用 コースター 

幅 90㎜～×高さ 90 ㎜×厚さ 3 ㎜
樹種：あいち認証材ヒノキ

㈱KPI  TEL:053-587-1670 担当:間伐材事業部 forest of earth 小掠 

・あいち認証材ヒノキを活かし、製作された「コースター」です。無塗装のため、汚れた

際は軽く水拭きし風通しの良いところで乾かしていただければ長くご使用頂けます。

● 木製オリジナルノベルティ・サインプレート 

様々な形、サイズで製作可能

地元の木材などを使用することもできます。

樹種：ヒノキ・スギなど

㈱かたちラボ  TEL:0533-95-0305 担当:松崎 

・あいち認証材を利用した企業用ノベルティなど小ロットでも製作可

● サインプレート（トイレサインや室内サインプレートなど） 

オーダーメイドにてご希望のサイズ、形で製作

あいち認証材

樹種：ヒノキなど

・地元木材を使ったオリジナルサイン製作出来ます。

● 表札・看板 

最大加工サイズ 800-450 ㎜
レーザー彫刻にてオーダー看板製作致します。

樹種：ヒノキ・スギなど

・文字だけではなく、模様やロゴ入れも可能です。

その他 
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● 無償レンタルの体験型木製品 

ウッドプール 樹種:ヒノキ・スギ、外形 1380×1380×360
チャイルドハウス 樹種:ヒノキ 15部材、形状 1300×1300×1400（最高 1700） 
貸出可能数 各２

保管場所 愛知県森林組合連合会、三河材流通加工センター

愛知県森林組合連合会 TEL:052-961-9156 担当:総務課 今井 

・ウッドプールは、主に幼児を対象とした、木とふれあう遊び場です。チャイルドハウス

は、主に小学生を対象とした、組み立てる家です。

● 木工品のレンタル（展示、イベント用） 

展示用衝立、木製ベンチ、テーブル

木製什器を短期イベントに貸し出しています

樹種:スギ

長坂木材工業㈱ ながさか木房 TEL:052-711-5257  

担当:長坂

・一時用途のイベントに木の優しさを提供します。軽く、暖かく、誰にも優しい見栄えで

す。購入のお試しにもご利用ください。

その他 
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● 愛知県産材 針葉樹チップ  

規格：切削チップ(皮付き、皮無し)
寸法：3～5cm角 厚さ約 5mm

名古屋港木材倉庫㈱ エコワールド名古屋 TEL:052-

614-0349 担当：野間 

・愛知県産材の杉や桧を原料としたチップです。10 トン車での引取からフレコンでの小
口出荷も対応します。

● 木製栞・木製うちわ・木製アニマルシール・木製マスキングテープ 

厚み 0.2~0.5㎜の天然木突板を使用
愛知県産桧の突板を使用して作製できます

樹種:杉・桧・楢・胡桃・楓

㈱エコウッズカンパニー TEL:052-751-7753                       

担当:営業部 富永                                              

・突板端材を有効利用した文具や雑貨を通じて、

地元木材の良さを PRできます。

● 極足（ごくそく） 

W345×D325×H8 
イグノーベル賞受賞作品

梅村化粧合板 WOOD PROJECT TEL:0566-76-4794  

担当:木工建材部 再生エネルギー推進部

・日常動作の基本である歩行をスムーズに行うため足指

を刺激し、健康づくりのために開発しました。高齢者に

は足の指を動かすことで、転倒予防・介護予防に効果が

期待できます。毎日の健康・体力づくりにお役立てくだ

さい。

その他 
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㈲マルワ原田 TEL:0532-45-2954 担当:原田 

スノコ・まな板も取り扱っております。

● 木製名札ケース

W100 ㎜ H70㎜ 程度
JAS あいくる材
樹種:桧材

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・名刺サイズのカードが入ります。（W90 ㎜ H55㎜）
・桧 無垢材 自然オイル塗料仕上げ

● 木製ピンバッチ

規格、寸法についてはオーダー注文可能

JAS あいくる材
樹種:桧材

設楽森林組合 TEL:0536-62-0112 担当:業務課 鈴木 

・UVカラープリント加工可能、写真プリントも可能。

その他 


