
 
 

 

 

 

Japan Home & Building Show 2006：東京ビックサイト 東２ホール「ふるさと建材・家具見本市」内：小間番号「２Ｎ－１４」 

平成 18 年 11 月 15 日(水)～17 日(金)  10：00～18：00（最終日は 17:00 まで） 
 

（社）全国木材組合連合会では、国産材製品生産・供給８事業体の協力を得て、建築関係者及び一般消費者を対象に、「森林を育む木の住まい・

国産材製品フェア」（合計１４小間）を開催し、国産材製材品・集成材・エクステリア用品・日用品などを展示・ＰＲいたします。 

また、「国産材新生産システム販路開拓フェア」（小間番号：２Ｓ－０３）を同時に開催いたします。 
 

出 展 者 名 展  示  概  要 連  絡  先 担当者 ℡ FAX 

紋別市役所 

農政林務課内 
094-8707 北海道紋別市 

幸町 2丁目 
小林 0158-24-2111 0158-23-1535 

佐藤木材工業㈱ 099-5354 北海道紋別市上渚滑 4 丁目 柳 0158-25-2031 0158-25-2808 

留辺蕊木工㈱ 091-0022 北海道北見市留辺蘂町旭 28 野尻 0157-42-2018 0157-42-2245 

㈲ おおた工房 094-0029 北海道北見市留辺蘂町旭 1 区 227-4 太田 0157-42-3003 0157-42-3204 

紋別林産加工(協) 094-0023 北海道紋別市元紋別 229-3 保村 0158-24-3237 0158-24-3263 

１．網走東部・

西部流域森林・

林業活性化セ

ンター 

 

(２小間) 

    

    

オホーツク産材のトドマツ・カラマツ材を使用し

た各種の住宅用構造材、内装材、エクステリ

アウッド、木製彫刻、木工品などの展示を行

います。 

今回の出展は網走東西流域森林・林業活性

化実施計画の中で「林産物の流通、加工体制

の整備に関する事項」の中での具体的な取り

組み事項の一つとして位置づけ、平成８年度

から１１回目の出展となります。 

(協)オホーツク 

ウッドピア 094-0029 北海道北見市留辺蘂町旭 11 金川 0157-67-2323 0157-67-2324 

２．北斗製材 

工業 ㈱ 

(2 小間) 

無機難燃剤を木材に注入し、負荷の少ない 50℃～70℃の温度で木材内

部にセラミック層を形成させ、難燃性・防腐性・寸法安定性を向上させた技

術と製品の紹介です。 

間伐材等の有効利用にも貢献できる技術です。 

 

428-0006 

静岡県島田市牛尾 1000-1 

野沢 0547-46-3929 0547-46-3971 

３．ラフトン 

 プロジェクト 

(影山木材㈱) 

（１小間） 

国産間伐材と積層パルプを利用した断熱性の高いラフトンボードなどを展

示します。 

「ラフト」の意味は「いかだ」。この言葉に森を育てる人、木を加工する人、

家を造る人、住む人など、多くの人たちが手を結び、森を守り、自然素材を

用いた健康住宅づくりをすすめたいという願いを込めました。 

420- 0006 

静岡県静岡市葵区若松町 

１０３番地 

影山 054-271-1538 054-251-5163 

 

４．中西木材㈱ 

 

(1 小間) 

国産材のスギの色の違いを利用してデザインされた木材製品を作りまし

た。 

商品名『デザイン ウッド』 （特許出願済） 

あなたの感性で木材をデザインしてみませんか。 

915-0801 

福井県越前市家久町 

63－11－1 

中西 0778-23-2233 0778-24-2234 

５．日本ログハ

ウス協会 

（２小間） 

ログハウス建築コンテストの入賞作品写真、2階建て、3階建ての写真パネ

ル及びログハウスの組み立て交差部の展示、また、協会員の PR 用パンフ

の配布等を行うとともに「ログハウス相談コーナー」を設置し、ログハウスに

関する各種の質問にお答えします。 

 

 

107-0052 

東京都港区赤坂 2-2-19 

 アドレスビル 2F 

 

山下 03-3588-8808 03-3588-8829 

～ 森林を育む木の住まい・国産材製品フェア ～ 
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出 展 者 名 展  示  概  要 連  絡  先 担当者 ℡ FAX 

６．国産スギ 

集成材協議会 

 

（２小間） 

国産スギ集成材協議会は、 国産のスギを使用した構造用集成材を製

造・販売する協同組合及び企業等 11 社で構成する全国組織です。 

均一な品質と販売量を全国的に確保し、全国の各拠点からスピーディー

に製品をお届けすることができます。 

国産スギの柔らかな肌触り、やさしい色合い、心落ち着く香りを癒しの住

まい造りに、ぜひお役立てください。 

889-3200 

宮崎県南那珂郡南郷町 

大字榎原甲 2091 番地 

 ウッドエナジー協同組合内 

野辺 0987-68-1038 0987-68-1080 

岩手県木材産業協同組合 020-0024 

岩手県盛岡市菜園 1 丁目 

3 番 6 号（農林会館 5 階） 

佐藤 019-624-2141  019-652-1018 

㈲高吟製材所 028-5402 岩手県岩手郡 

葛巻町葛巻 12-24-6 

高橋 0195-66-2941  0195-66-2948 

７．岩手県木材

産業協同組合 

 

（１小間） 

当組合は、岩手県における各種豊富な

森林資源の有効活用と、木材製品の需

要拡大推進にあたり各種イベント等を通

じ積極的な取り組みを行っております。ク

リ床材、赤松床材・羽目板材、赤松・唐松

幅広集成床板等を展示します。 
㈱ オ ノ ダ 023-0841 岩手県奥州市 

水沢区真城字北館 17 

小川原 0197-25-3978  0197-25-8544 

岐阜県木材協同組合連合

会 
500-8356 

岐阜市六条江東 2 丁目 

5 番 6 号 ぎふ森林文化センター3F 

日江井 058-271-9941 058-272-3858 

８．岐阜県木材

協同組合連

合会 

 

（２小間） 

「日本の木の家」１００年住んで飽きない

住宅をお勧めします。中島工務店の産直

住宅は、東濃ヒノキのふるさと加子母か

らお客様の住む町へ、木材と職人たちを

直接お届けする日本の木の家づくりで

す。東濃ヒノキやサワラ、コウヤマキを使

った高級感に満ちた木造住宅をつくりま

す。健康的で地震にも強い伝統的な技術

を生かした木造住宅をご用命ください。 

 ㈱中島工務店 

 
508-0421 

岐阜県中津川市加子母 1005 

中川 0573-79-3131 0573-79-3214 

９．（社）全国木

材組合連合会 

 

（１小間） 

木材は持続可能な循環型の資材です。「育てて伐ってまた植える」という

サイクルを続けることにより、持続可能な循環型資源になります。国産材

を有効に利用することによって、日本の山を健全にするだけでなく、二酸

化炭素を固定し、地球温暖化の防止に貢献します。 

地球温暖化防止、地球環境に優しい木材や森林を育む木の住まいの各

種パネル展示、アンケートの実施、関係図書の販売、パンフレットの配

布 などを行います。 

〒100-0014 

千代田区永田町 

２－４－３ 永田町ビル６階 

藤原 

加藤 

細貝 

 

 

03-3580-3215 03-3580-3226 

 

主催：（社）全国木材組合連合会   

〒100-0014 東京都千代田区永田町２－４－３ 永田町ビル６階 

℡ ０３－３５８０－３２１５  FAX ０３－３５８０－３２２６ 

ＵＲＬ http://www.zenmoku.jp/   E-mail info@zenmoku.jp 
 

 

〔同時開催〕東２ホール「ふるさと建材・家具見本市」内 

「国産材新生産システム販路開拓フェア」（小間番号：２Ｓ－０３） 
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