矢島木材乾燥株式会社

飛驒産業株式会社

くり、ひのきなど協定木材を使用した
３ミリ厚の挽板とひのき、すぎ、から
まつなどの台板合板から構成された複
合フローリングを製造している会社で
す。国内工場において製材から加工、
塗装まで生産しています。

浜松ウッドコレクション 2022 最優秀
賞を受賞した天竜スギのベンチ
” stripe ”をはじめ、様々な地域材指
定が可能な国産材家具を展示します。
木目の美しさと使い心地を是非、会場
にてご体感下さい。

フジヒノキメイド有限事業組合

帝国器材株式会社

霊峰富士の南斜面で育ったヒノキのブ
ランド「FUJI HINOKI MADE」は火
山灰土壌でゆっくり育つため木目が細
かく、高い強度があります。
ブースにて小物を配布しておりますの
で、是非手に取っていただき木肌の美
しさをお確かめください。

帝国器材では、家具・建具・木工事に
関する設計提案から製作・施工・納品
まで行っています。全国各地の木材を
自社で乾燥・管理し産地にこだわる木
の空間作りをサポートします。
こだわりの木の素材と活用の事例をご
紹介いたします。

会議 みな
ーク
と森
トワ

みなと森と水
ネッ

佐藤工業株式会社

具

木材製品展示会

＆ uni4m FOREST-SCHOOL SEMINAR

12月8 日
12月9 日

議
会

家

と水ネットワ
と森
ーク
みな

ワーク会
議
ネット
と水

国内にある自社工場で、文教施設を主
とし、民間施設や個人住宅に至るまで
幅広いニーズに応じたフローリングを
生産しております︕
また弊社の新商品である「プロテク
ション NEO」が好評発売中です︕

2022

第11回

( 木 ) 11:00~17:00
( 金 ) 10:00~16:00

港区立産業振興センター [札の辻スクエア 11階]

国産木材製品を見て、触って、体感できるチャンス︕

展 示 [ホール大・ロビー]

同時開催セミナー [ホール小]

出展者：「みなとモデル制度」登録事業者

uni4m FOREST-SCHOOL SEMINAR

港区が協定を結んだ80自治体の木材を使った製品等がご覧いた
だける「みなとモデル制度木材製品展示会」を開催いたします。
今回は会場を港区立エコプラザから港区立産業振興センター
【札の辻スクエア】に移し、さらに2日間の開催となりました。
また2日間にわたり素敵なゲストをお招きし、『uni4m
FOEST-SCHOOL SEMINAR』を行います。
この機会に、不動産・設計・建設等の関係者及び木材製品に興
味のある一般区民等の皆様にご来場いただき国産（協定）木材
を使用した製品等に見て、触って、体感して頂ければと思います。

2日間にわたる展示会と同時開催される
セミナーには業界をリードする今話題の
方々をお招きいたしました。

参加無料
各回定員

120 名

「木」で社会を変えるチェンジメーカー

12 月 /

8日

（木）

13:00 〜 14:00

VUILD 株式会社

＊ご来場の際には、受付にて名刺 2 枚をご用意ください。

『デジタル×木材と愛について』
江戸川木材工業株式会社

株式会社 維鶴木工

東日本エリアを主体地域とした国産材
( 特に広葉樹 ) を原料として製品化す
る無垢床板製造販売会社。
その使途は、文教・園舎・老健・商業・
庁舎等の公共物件が主体とし、公共的
商業施設を始め、民間個人住宅向け等
の広範囲に採用されています。

吉野ヒノキの家具キット 「 DO kit
yourself」 シリーズ。
2021 年グッドデザイン賞、
2022 年ウッドデザイン賞受賞。
国産木材で新たなライフスタイルを
提案します。

会 場

業界のアンタッチャブルに無邪気に触れる話題のメ
ディア、「ちょうどいい材木ラジオ」。今回は、そ
のパーソナリティである井上達哉氏と山川知則氏を
招いて、独自視点の愛ある林業へのアプローチにつ
いて伺います。DX時代において、どの産業において
も無駄を省き効率化を図り、現代にあった経済合理
性の追求は必要不可欠ですが、林業においては、そ
の過程の中で人と自然の営みの積み重なりによって
築き上げられてきた価値が抜け落ちているように感
じることがあります。お二人が所属するVUILD株式
会社では、デジタルテクノロジーを活用することで、
その価値を再認識させる取り組みを行っておられま
す。本セミナーでは、地域の林業に愛を持って向き
合うお二人に最前線で起こっているリアルな現場の
お話を伺います。

港区立産業振興センター
[ 札の辻スクエア ]
東京都港区芝 5 丁目 36-4
札の辻スクエア 11 階

https://minato-sansin.com/

東京ガスコミュニケーションズ株式会社
“都市を森林の貯蔵庫に還す “ことをコ
ンセプトにしたプロダクトです。都市
が排出する CO₂を吸収した近隣にある
森林の木材を、都市の中で極力多く利
用することで、森林と都市の関係を再
び強く結びつけ、大気中の CO₂削減に
貢献します。



新型コロナウイルス感染拡大防止
対策を実施します。
・入場される際は必ずマスクををし、手指消毒をお願いしています。
・受付時に検温、住所、氏名、連絡先等の登録をお願いします。
・体温が 37.5℃以上の方の入場はお断りしています。
・新型コロナウィルス感染拡大等の状況により展示会を中止する可能性があります。

12 月 /
国道 15 号

札の辻スクエア
産業振興センター

至品川

お問い合わせ

13:00 〜 14:00

株式会社モリアゲ

『官と民を繋いで森をモリアゲるには』

A4 出口

田町
センタービル
三田口 / 西口

JR 田町駅

至浜松町

・JR 田町駅三田口（西口）から徒歩 4 分
・都営三田線三田駅 A3 出口から徒歩 4 分
または A4 出口から徒歩 3 分

株式会社内田洋行
今回の展示の見どころは、圧縮材天板
テーブルです。こちらは東京都庁様の
食堂に納入させていただいております。
その他にも、多様なご利用シーンに合っ
た木質什器や、国産木材を活用した、
場と街づくりの取り組み事例をご紹介
しております。

ハローワーク

（金）

山川知則氏
プロジェクトデザイナー

三田駅（都営浅草線）

A3 出口

札の辻

9日

井上達哉氏
COO

中央官庁を早期退職し、森を盛り上げる会社『モリ
アゲ』を設立した長野麻子氏を迎え、セミナーを実
施します。長野氏は林野庁木材利用課長時代にウッ
ド・チェンジなど様々な取組を精力的に推進されて
いました。しかしなぜ今、民間企業を立ち上げ、日
本の森をモリアゲる会社を作ったのか。
官と民が連携してどのように森との関わりを作って
いくのか。そして、港区のように森のない自治体が
木材利用だけではなく、森林・林業と深い繋がりを
持つためには、どのような考え方があるのかについ
てをインタビュー方式でお話を伺います。

代表 長野麻子氏

ナイス株式会社
独自の表層圧密技術により、スギの
表面をギュッと圧密。
表面が硬く、内部は柔らかい製品が
誕生しました。工事は不要です。
会議用テーブルの天板・幕板を
GywoodⓇに取り替え、オフィスを
ウッドチェンジしませんか。

北三株式会社

篠田株式会社
『安ら木』は天然木のぬくもり豊かな木
製防音壁です。
目隠し、防音効果だけでなく脱炭素化・
間伐材の有効利用を進め、SDGS の達
成に貢献します。
ブースではパネルサンプルやカタログ
を展示いたしますので、ぜひお立ち寄
りください。

有限会社下田塗装センター

風間ファクトリー事業部

エア・ウォーター・エコロッカ株式会社
エコロッカは特許取得のデッキ材です。
『DK2020V シリーズ』。
屋外での使用によるデッキの変形を防
ぐ「耐水性」
、静電気を抑制する「防
電性」
、変色を抑制する「耐候性」
、表
面温度の上昇を抑制する「遮熱性」の
４つの特徴を持っています。

秋田ウッド株式会社
大館北秋田森林組合
藤島林産株式会社

秋川木材協同組合
東京の木・多摩産材を取り扱う 70 年
超の歴史ある林業・製材業の木材協同
組合です。あきる野市・檜原村の地域
産材の具体的活用事例と、森林環境譲
与税の対応、みなとモデルに使う木材
産地体験エコツアーについてご紹介し
ます。

紋別木材協同組合

限りある資源を有効活用できるサス
テナブル素材・ツキ板。
その美しさと汎用性を、サンプルや
資料を通してお伝えします。
東京の木・多摩産材の製品例も展示。
皆様のご来訪をお待ちしております。

天然木に染色塗装を施すことで、風合
いに高級感を与えます。壁面にスチー
ルシートを貼ることで、マグネットパ
ネルを簡単に壁面施工ができる「マグ
ネットモザイクパネル」も展示いたし
ます。木とモザイクタイルや天然石な
ど、異素材と組み合わせが簡単にでき
るので、持続可能な「捨てない模様替
え」のご提案です。

秋田県北部の米代川流域上流部に位置
する大館市で産出される良質な秋田ス
ギ製品や広葉樹製品のほか、新たな建
材として注目を浴びるＤＬＴ（DOWEL
LAMINATED TIMBER ／木ダボ接合積
層材）製品や利用例について紹介させ
ていただきます︕

紋別市は 2004 年から官民一体となっ
て森林認証の取得拡大に取り組み、全
国の認証面積の 約 1/4 を占める全国一
の認証地域になりました。
認証林を活用することで、SDGＳの環
境面など様々なゴールに貢献でき、今
回は認証材の集成材で制作した「紋別
市のゆるキャラ “紋太”」やクラフト
を中心にご紹介いたします。

ニッポニア木材株式会社

株式会社ビッグウィル

江間忠木材株式会社

大日本木材防腐株式会社

天然木を独自の技術で極薄シート化。
国土交通省より不燃認定を取得した
本商品は、天然木でありながら壁紙
のように施工ができるのが大きな特
徴です。登録自治体の木材を製品化
することで内装制限がある場所でも
様々な内装を木材で彩ることが可能
です。

エステックウッドは薬剤を一切使用せ
ず、外部で 30 年以上長持ちする改質
木材です。
防腐・防虫・疎水性・断熱・形状安定
性に優れた特性を持っています。
無公害木材の為、環境にも配慮された
商品となっております。
天然木であれば樹種に制限なく窒素加
圧加熱処理を行うことが可能です。

屋外利用のための高耐久木材「和錬」
エステル化改質木材屋外意匠として
利用される際の懸念となる反り曲が
り割れなど、木材特有の欠点を軽減。
太陽光・雨水に暴露される環境下に
おいて、高耐久性能を発揮します。
材料販売に限らず、施工設置後の保
守点検を含めたライフサイクルマネ
ージメントのご提案しております。

越井木材工業株式会社

エヌ・アンド・イー株式会社

チーム東白川

センクシア株式会社
日本ノボパン工業株式会社

みなとモデル提携木材を利用し、建
築における目に見える場所にいかに
木材を利用するのか。
実績多数の高耐久木材「コシイ・スー
パーサーモ」を使った外装、ウッドデ
ッキ、木製サッシ、新たにベンチを加
えご提案致します。

国内唯一の国産材を主原料とした
MDF です。
窓枠や内装建具、キャビネット等の
下地材としてご利用いただけます。
展示では素板の加工品や弊社の取り
組みなどをご紹介します。

加賀木材株式会社

株式会社那賀ウッド

加賀木材のすぎ集成不燃木材「もえん
げん ®」。
液だれなし、白華に強く、自然塗装付
認定品。
SDGS に貢献できる木材の有効利用を
進め、大規模白華のトラブルを避け、
ライフメンテナンスコストを低減します。

国産材を粉砕加工した木粉を活用し
た多様な製品をご紹介します。
店舗・事業所・商業施設などむけの
オリジナルグッズ製作など、地域材
を活用したものづくりについて是非
ご相談ください。

株式会社ヤギサワ

ハンディテクノ株式会社

細田木材工業株式会社

九州木材工業株式会社

不燃木材などの特殊加工を製材から加
工、塗装までワンストップで対応でき、
ご要望に合わせてご提案致します。

唯一地球温室効果ガス（CO2）の排
出削減効果の実証されている人工木
材です。
ハンディウッドは使えば使うほど地
球温暖化を抑制します。
我社は「カーボンニュートラル」で
はなく「カーボンマイナス」を可能
にする建材です。

木のホワイトボード「きえすぎくん」
を展示します。
スチールスタンドにすることで椅子に
座って書けます。
気持ちよくかけるので 体験してみて
ください。
不燃木材と抗菌、抗ウイルスのサンプ
ルですが展示します。

九州木材工業はエコアコールウッドの
国内唯一の製造メーカーです。私達は
エコアコールウッドを通して木材利用
の可能性に挑戦し続けます。使用用途
は幅広く、世界文化遺産である厳島神
社をはじめ、様々な建築物に採用実績
がございます。是非お立寄り下さい。

【フランウッド】日本のスギ材・ヒノ
キ材をハードウッドにする技術︓100
％自然由来で、狂わない、腐らない、
メンテナンスフリーで使える木材に。
炭素固定量 17 倍。建材も家具も産業
用も。国産材を世界の高級材市場へ。

岐阜県東白川村のある東濃地域は古く
からの木材生産地であり、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、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。

株式会社鳥取ＣＬＴ
都市のオフィスや店舗などの空間に
やさしさ と あたたかさ を醸し出す。
日本の無垢の木の心地良さをそのま
まに、同じ品質で安定的に生産され
る、木を合わせ心を合わす純情パネル
「Ｊパネル（厚 36MM CLT）」。

みなとモデル OA フロアです。
コア材には信頼と環境に配慮した協
定木材及び国産合法木材を一定割合
配合した日本ノボパン工業製 SGEC
認証パーティクルボードを使用して
います。基本性能である軽量、快適
な歩行感を実現し、什器固定などの
地震対策も可能です。

株式会社キーテック
無垢の木では作り出せないⅬＶⅬなら
ではのストライプ柄の内装材。
極薄内装用シート” バームクーヘン “
は、曲線、Ⅼ字と柔軟な施工を可能に
し、空間に新たな表情を生み出す内
装を実現します。
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WC（女子）

① ナイス株式会社

⑬ エア・ウォーター・エコロッカ株式会社

㉕ 矢島木材乾燥株式会社

㉙ 飛驒産業（株）

② 北三株式会社

⑭ 秋田ウッド㈱、大館北秋田森林組合、藤島林産㈱

㉖ 佐藤工業株式会社

㉚ 帝国器材株式会社

③ ニッポニア木材株式会社

⑮ 江間忠木材株式会社

㉗ フジヒノキメイド有限事業組合

㉛ 株式会社 維鶴木工

④ 越井木材工業株式会社

⑯ チーム東白川

㉘ 江戸川木材工業株式会社

㉜ 東京ガスコミュニケーションズ株式会社

⑤ 加賀木材株式会社

⑰ 株式会社鳥取ＣＬＴ

⑥ 株式会社ヤギサワ

⑱ 細田木材工業株式会社

⑦ 篠田株式会社

⑲ 秋川木材協同組合

⑧ 有限会社下田塗装センター

風間ファクトリー事業部

㉝ 株式会社内田洋行

⑳ 紋別木材協同組合

⑨ ビッグウィル株式会社

㉑ 大日本木材防腐株式会社

⑩ エヌ・アンド・イー株式会社

㉒ センクシア株式会社・日本ノボパン工業株式会社

⑪ 株式会社那賀ウッド

㉓ 株式会社キーテック

⑫ ハンディテクノ株式会社

㉔ 九州木材工業株式会社

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度
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