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「5つの価値観から考える、木材を活かした店舗デザイン事例集」
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みなとモデル登録事業者の製品展示
uni4m特別セミナー＆トーク
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港区では、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」を平成 23 年
10 月から実施し、建築物への国産木材の活用を進めています。
都市部での更なる木材活用に向けて、本制度に登録している事業
者の製品を実際に手に取り、木材の良さを実感できる展示会を開
催します。また『uni4m 特別セミナー＆トーク』として、「月刊
商店建築」塩田健一編集長、株式会社 JDN 山崎泰取締役をお招き
し、店舗等での利用の現状や課題等を事例紹介と合わせてお話し
いただきます。

最新の店舗空間デザインを、豊富なビジュ
アルと資料データで紹介する「月刊商店建
築」の編集長をスピーカーにお招きし、ど
のように「木」が空間デザインに取り入れ
られるのか、また「木」が期待される新た
な役割とは何なのか。建築やインテリアに
用いられる多くの素材の中で、実際にこだ
わりを持ってあえて「木」を選んだ空間を
紹介していただきます。思いもよらない木
材利用のヒントを見つけることができるか
もしれません。

株式会社 JDN　取締役
1969 年、北海道室蘭生まれ、札幌育ち。
北海道大学卒業、心理学専攻。デザイン
への関心から内装最大手の丹青社に入社。
1997 年に社内ベンチャーとしてデザイ
ンに関するインターネット媒体「JDN」
をスタート。取材やコラム執筆とともに、
ゼロからの顧客開発で事業成立の中心的
な役割を担う。2011 年より株式会社
JDNの取締役。コンテスト媒体「登竜門」
と「JDN」の編集長を経て現職に。
趣味はサックス演奏。

「月刊商店建築」編集長
東京生まれ。2006年より「月刊商店建築」
編集部に所属。カフェ特集など毎月の店
舗取材を担当する他、「コンパクト&コ
ンフォートホテル設計論」  「CREATIVE 
HOTEL & COMMUNICATION SPACE」
など増刊号も制作。
2017 年 2月より現職。

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。

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。

清涼な香りと美しい木目を持つ東濃ヒノキの
ソファは強度を高めた圧縮材と、ヒノキ本来
の美しさを残した未圧縮材を使用。
圧縮の過程で起きる材色の褐色化とヒノキの
白さが生み出す色合いが心地よい空間を演出
します。

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。

保育施設や施設のキッズスペースに向けた木
製室内用砂場「SUNABAKO」や建物を傷つけ
ることなく簡単に施工できるパーティション
ユニット「ROOM IN ROOM」をご紹介します。
どちらも簡易的に木質空間を演出できる製品
となっております。素材の良さを実感できる
展示となっておりますので是非お立ち寄りく
ださい。

維鶴木工

飛騨産業株式会社

帝国器材株式会社
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株式会社イトーキ　　

株式会社天童木工

株式会社内田洋行

教育施設専門の家具メーカーとして国内産ヒ
ノキ間伐材台形集成材を使用した実習台、収
納家具を設計プランニングから納品施工まで
取り扱っております。みなとモデル協定木材
も使用可能な家具を提案いたします。

株式会社西尾家具工芸社

撮影：淺川 敏

スギやヒノキといった軟質針葉樹を活用し
デザイン性の高い家具を実現する技術

「Roll Press Wood(RPW)」 の新製品を展示
します。針葉樹の新たな価値を創造し、心
地よい空間を作り出す成形合板の新たな可
能性をご覧ください。

家　具

平成 28 年大臣認定取得の国産桧・杉の準不燃
木材「MOENʼ Z- モエンズ -」の展示と国産材
を使用した「ウッドブラインドシャッター」の
展示を行います。是非当社ブースにて、ご覧く
ださい。

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。

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物件に対応できる
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。

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。

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。
薬剤を用いず、熱処理のみで木材の腐れ、狂
いなどの原因となる成分を分解・改質するこ
とで外部でも長期的にお使い頂けます。
みなとパーク芝浦の外構ルーバーにも採用さ
れています。

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。

セイホク株式会社
西北プライウッド株式会社

齋藤木材工業株式会社

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）　

江間忠木材株式会社

桑原木材株式会社

チーム東白川

協同組合 兵庫木材センター
地元宍粟市で伐採した杉や桧を使用した製材品

（構造材、羽柄材、内装用化粧材）に加え、製材
品のムジの部分を使用した幅ハギ板を生産・販
売しています。木材を幅ハギすることで、ムク
の 1 枚板では難しい寸法（特に幅の広いもの）
の製造が可能になり、また形状安定性の向上も
実現できます。内装材としての利用の幅が広が
る、使用量の増加にも貢献できますので、ご覧
ください。

■■フォレストスクール■■



株式会社那賀ウッド

株式会社マルホン

星野工業株式会社

株式会社鳥取ＣＬＴ2
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株式会社ビッグウィル

エヌ・アンド・イー株式会社

オーエム機器株式会社

二宮木材株式会社

細田木材工業株式会社
今回展示する商品は檜原杉を使用した

「きえすぎくん」
型番 HK-06-01　
パネルサイズ６００ｘ９００
スリムでコンパクトタイプ
軽量で移動が簡単なので狭い空間でも便利です。

1945 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。

100,000 枚の圧倒的な原板在庫と 30 年の納
材実績で、安心を提供致します。
近年開発したやみぞＶは、板目が柾目に見え
る仕上がりで、今までにないシャープな木材
空間を実現致します。JAS 材、森林認証材に
も対応しております。

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。

「CLT36」は、JAS（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。

天然木をわずか 0.2 ㎜にスライスした「ツキ
板」は、1 本の木を大切に使い、木の温かみ
を表現できる素材です。ツキ板を防火性や耐
久性の高い材質に貼り合わせることで、新た
な機能性が備わった製品を開発しました。

「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。

平面でありながら立体的に見える意匠はプリ
ント合板ならではの技術！
合板基材には北海道産 100％のトドマツを使
用し、表面に粘着性能を施すことで、紙など
の掲示物の再剥離・再貼付が繰り返し可能な
商品としました。

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。

国産材を主原料に使った MDF（中密度繊維板）
を製造しています。MDF は、フロアや建具等
に加工して使われる素材で、みなとモデルで
は窓枠等に使用されています。
今回は素地を生かした用途として、ノベルティ
などの「NEO グッズ」を紹介します。

「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。

“設計･提案～加工 ( 機械･職人 ) ～施工” を
全て社内で賄い、風雨に曝される屋外にて木
材製品で初めて、損害保険会社による防蟻防
腐の材工１０年保証を構築いたしており「こ
ころに残る作品づくり」を約束いたします。

【安ら木】は木のぬくもりにあふれ、確かな防
音性能・安心の強度を持つ木製防音壁です。
保育園やホテル、コンビニエンスストアの外構
に採用されるなど多くの実績があります。
現場に合わせてサイズ変更も承ります。サンプ
ルを見て触ってお確かめ下さい。

ジャパンブルーとして知られる藍染を建材に。
藍だからこそ表現できる風合いで、地域の木
材を生かしながら、他にはない天然素材の建
材、インテリア素材です。また外部用として
強度、耐久性に特化した木製品も新たに開発。
使用用途を広げるとともに、木材だけではな
く藍の活用素材（藍アルミ材）なども展示い
たします。

株式会社アリモト工業

丸玉木材株式会社

大利木材株式会社

M.A.C

北三株式会社

篠田株式会社　＜東京事務所＞

株式会社ヤギサワ

トラス・ベリーウッド工法は、平行弦トラス
を利用し、ハシゴ状になった無垢材の左右に
合板を貼り合せました。梁には無垢製材を使
用し、3 タイプの柱で様々なサイズの建物に
もフレキシブルな対応ができ、ご好評いただ
いております。

宇陀市森林組合

「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。

吸湿性を抑えることにより潮解現象・白華現
象を解消した、弊社オリジナルの不燃木材「白
華レス不燃木材」をご紹介します。
愛媛県産（協定木材）の杉・ヒノキを使った
不燃木材のサンプルを実際にご覧いただけま
す。

木造業界の潮流である CLT に対応した GIR 接
合工法を新たに確立しました。（構造性能評価
取得）
建物の一部分だけの使用や、RC 造や鉄骨造と
の混構造にも採用可能で、CLT をオールマイ
ティに活用できます。

「エコアールウッド」は木材の短所である割れ・
腐れを抑制した、強くてやさしい新時代の保
存処理木材です。「厳島神社」、「出雲大社」 の
社寺をはじめ、 商業施設、公共施設、学校関連、
一般住宅のウッドデッキなど全国に施工事例
がございます。

災害用ログモジュールは災害時に避難所での
使用を想定とした木製間仕切りです。
避難所という精神的負担の高い場所で、木材
を使用することにより、安心感・ストレスの
軽減などの効果が期待できます。

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、ま
た環境にも優しい製品です。本体は国産木材
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。

【新商品】国産材の杉を使ったバンピー（壁材）    
  に漆塗り（越前河田塗り）を施した新商品の  
  発表。

【強化ＰR 商品】杉桧を加熱・圧縮・形状固定
  化技術により強度と形状安定性を高めた床材
  「プレスウッド」の展示。

『木』独特の質感や美しさを活かした商品を製
作しております。今回は協定木材を使用した
台形集成材で作成した家具・フローリング・
手すりなどの住宅や文教施設向けの製品を展
示しております。

展示は、ＣＬＴの塊ですが、多様性が求められ
る市場に対して如何様にも対応できる体制が
整いつつあることを需要先（将来の需要先も
含む）にご案内させていただきたいと思いま
す。

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、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。

北海道の針葉樹蓄積の約半分を占めるトドマ
ツは、辺材・心材に差がない均一な白い材色
と木目の目立たない落ち着いた表情が特徴で
す。白さが特徴の内装羽目板、煙で燻った独
特の黒さを持つ外装羽目板、大径材原木から
製造する厚板床材等を紹介いたします。

国産材を有効利用できる無垢フローリングを
展示しております。
乾燥から加工までを同一工場で行っており、
床暖房対応品や直貼り用等の特注品にも柔軟
に対応いたします。是非お立ち寄りください。

フクビ化学工業株式会社

日本住宅パネル工業協同組合 東日本支所

SMB建材株式会社 木構造建築部江戸川木材工業株式会社　

株式会社サカワ

九州木材工業株式会社 

紋別木材協同組合 

日本木槽木管株式会社

智頭林業の明日を考える若手の会
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株式会社木栄

下川町森林組合／三津橋農産株式会社
（上川地域水平連携協議会）

株式会社サイプレス・スナダヤ

センクシア株式会社
日本ノボパン工業株式会社

天龍木材株式会社　建材事業部

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。

矢島木材乾燥株式会社

良質な奈良県宇陀市産木材を使用し土足にも
対応した圧縮・圧密フローリングなどを展示
しております。科学薬品を使わないため、人
にやさしく安心です。
隈研吾氏設計の奈良県立一条高校の講堂の床
にも使用されます。

紋別市は「森林認証で地域おこし」を合言葉
に、官民一体となって 2004 年から取組み　
紋別市森林の 90%（58,342ha）が認証林と
なっています。（日本一）
この認証林から産出される木製品を「顔の見
える安心・安全な信頼のブランド」としてお
届け致します。
今回は地域の様々な認証材で製作した「マス
コットキャラクター” 紋太”」をメインに集
成材などのブランド製品をご紹介します。

智頭町は古くから和室に使われる材料を作っ
てきました。現在では和室は減りましたが、
ブラインドや床材やカウンターや格子や壁板
など空間を美しく木質化する商品開発は進ん
でおり、今回は特別な応接室をイメージした
展示を行ないます。

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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飛騨産業(株)

(株)イトーキ

(株)西尾家具工芸社

(株)天童木工

帝国器材(株)

(株)内田洋行

江間忠木材(株)

チーム東白川

桑原木材(株)

下川町森林組合／三津橋農産(株)
（上川地域水平連携協議会）

矢島木材乾燥(株)

セイホク(株)／西北プライウッド(株)

齋藤木材工業(株)

細田木材工業(株)

北三(株)

篠田(株)　＜東京事務所＞

大利木材(株)

(株)ビッグウィル

M.A.C

(株)マルホン

(株)那賀ウッド

エヌ・アンド・イー(株)

フクビ化学工業(株)

紋別木材協同組合 

九州木材工業(株)

SMB建材株式会社 木構造建築部

天龍木材(株)　建材事業部

丸玉木材(株)  茨城工場

二宮木材(株)

(株)ヤギサワ

オーエム機器(株)

(株)アリモト工業

江戸川木材工業(株) 日本住宅パネル工業協同組合　東日本支所

センクシア(株)／日本ノボパン工業(株)

(株)木栄

Pr.

星野工業(株)

宇陀市森林組合

(株)サカワ

(株)サイプレス・スナダヤ

(株)鳥取ＣＬＴ

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）

智頭林業の明日を考える若手の会
維鶴木工
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日本木槽木管(株)

家　具

協同組合 兵庫木材センター

港区立エコプラザ


