
長野県産材の製品紹介

～木製品の新たな使い方をご提案します～

令和5年1月26日

【県産材製品展示会】

長野県木材協同組合連合会
信州木材認証製品センター



展示出展企業一覧

№ 会 社 名 〒 住 所 TEL FAX

1 信州木材認証製品センター 380-8567 長野市中御所岡田30-16 026-226-1471 026-228-0580

2 (株)勝野木材 399-5301 木曽郡南木曽町読書1750 0264-57-2532 0264-57-3749

3 齋藤木材工業(株) 386-0603 小県郡長和町古町4294 0268-68-4822 0268-68-3807

4 征矢野建材(株) 399-0033 松本市笹賀7116－1 0263-86-0250 0263-86-4461

5 根羽村森林組合 395-0701 下伊那郡根羽村407-10 0265-49-2120 0265-49-2432

6 林友ハウス工業(株) 399-8303 安曇野市穂高8421 0263-82-3388 0263-82-8063

7 (株)テオリアランバーテック 388-8008 長野市合戦場3-55 026-299-7220 026-293-8395

8 社会福祉法人 アンサンブル会 399-3303 下伊那郡松川町元大島1339-1 0265-34-0226 0265-34-0323

9 モカウッドジャパン(株) 399-0708 塩尻市広丘高出1881 050-3154-1081 050-3154-1082



会社名：信州木材認証製品センター

所在地：長野県長野市岡田町30-16 TEL：026-226-1471

SGEC/PEFC-CoC認証番号：JAFTA-W221

県産材を広く一般の皆様や工務店・建築士の皆様に利用していただくために、県産
材に関する情報提供をしています。
また、県産材を品質の確かな製品として供給されるよう認証制度により認証活動を
行っております。
私たちは、長野県と協力・連携して県産材の建築材、建具、家具、小物などをお届

けしています。

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

・信州カラマツ2×10材

・信州型接着重ね梁

・長野県における「森林認証材」のご紹介

・信州生まれの木製品のご紹介
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３ 施工事例・商品写真

接着重ね梁

信州生まれの木製品

信州カラマツ2×10材 活用事例



会社名：株式会社 勝野木材
所在地：長野県木曽郡南木曽町読書1750 TEL(0264)-57-2532

私どもは伐採から製材・乾燥・製品加工・端材利用・販売まで一貫しておこない、
『木曽ひのき』の流通革命を実現するとともに、自然環境に配慮した循環型の木材利
用を進め造林・育林事業にも力を入れ、安定供給を常に目指しています。

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

・〇高〇国木曽ひのき フリー板 【新商品】
・〇高〇国木曽ひのき 柱材・桁材
・〇高〇国木曽ひのき 羽目板・床板材
・端材を活用したキャットアスレチック

※〇高〇国=マルコウマルコク
〇高(マルコウ)＝高齢級
〇国(マルコク)＝国有林産

２



写真①

３ 施工事例・商品写真

施設名：木曽町庁舎
商品名：木曽ひのき/カラマツ

写真② 写真③

施設名：長野県林業大学校男子寮棟

商品名：木曽ひのき/カラマツ
施設名：妻籠街並み交流センター
商品名：木曽ひのき

写真④

施設名：木曽おもちゃ美術館
商品名：木曽ひのき

写真⑤ 写真⑥

施設名：一般住宅
商品名：木曽ひのき/カラマツ



会社名：齋藤木材工業株式会社
所在地：長野県小県郡長和町古町4294 TEL：0268-68-4822

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

・カラマツ構造用集成材（規格品）
・1時間耐火部材 燃エンウッド（カラマツ）
・1時間耐火部材 木質ハイブリット（カラマツ）
・軽トラハウス
・ユニットハウス
・カラマツ薪
・ファイヤーピット
・小物

地域産材を使った木質構造のパートナー

「信州カラマツ」をメインブランドに、各地の地域産材を
使った木質構造を実現する皆様のパートナーとして、ご利
用いただいています。
新たに非住宅分野へ挑戦する皆様からも問い合わせも承っ
ています。

～技術でつなぐ木のみらい～
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３ 施工事例・商品写真

写真③

写真④

施設名：長野県朝日村新役場庁舎
商品名：カラマツ構造用集成材

写真⑤ 写真⑥

施設名：新柏クリニック
（撮影：エスエス東京）

商品名：燃エンウッド

施設名：塩尻北部交流センター
えんてらす

商品名：カラマツ構造用集成材

施設名：有明西学園
（撮影：竹中工務店）

商品名：燃エンウッド

施設名：木造倉庫
商品名：カラマツ構造用集成材

施設名：店舗
商品名：カラマツ構造用集成材



会社名：征矢野建材株式会社
所在地：長野県松本市笹賀7116-1 TEL：0263-86-0250

～私たちは木材を通して「人」と「環境」の未来に貢献していきます～

信州の木材を後世に残すため、アカマツ・桧・クリを使用した内装材・構造材を
商品化し、展開しています。

また、製品にできない丸太は<バイオマス発電の燃料>として有効活用するなど、
森林環境に配慮した企業を目指しています！

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

・あづみの松/桧 フローリング ・しなの栗 フローリング

・ここHINOKKI ｼﾘｰｽﾞﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ

（県産桧/構造材 接着重ね梁 ﾌﾘｰ板 ｳｯﾄﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｳｯﾄﾞﾌｪﾝｽ等）
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写真①

３ 施工事例・商品写真

施設名：一般住宅
商品名：あづみの桧

フローリング

写真② 写真③

施設名：一般住宅
商品名：あづみの桧

フローリング

施設名：一般住宅
商品名：しなの栗

フローリング

写真④

施設名：一般住宅
商品名：桧 接着重ね梁

写真⑤ 写真⑥

施設名：一般住宅
商品名：桧 接着重ね梁

施設名：一般住宅
商品名：あづみの松

フローリング



会社名：根羽村森林組合
所在地：長野県下伊那郡根羽村407-10 TEL：0265-49-2120

SGEC/PEFC-CoC認証番号：JAFTA-W221-11

根羽村は長野県南端、愛知県豊田市との県境に位置する村で、豊富な森林資源を活
用した林業立村として知られています。根羽村森林組合は、こうした林産業の中心的
な役割を果たしています。特に、赤みの強い、素性のよい根羽スギを使った「根羽ス
ギ住宅」は県内各地に建築されており、太い梁桁材を表しにした住まいが好評です。

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

今回の展示は、県産材の新しい活用方法の紹介
・根羽杉のエステル化処理木材を開発しました。
・森林認証材のＰＲ
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３ 施工事例・商品写真

低コスト住宅 根羽スギ住宅



会社名：林友ハウス工業株式会社
所在地：長野県安曇野市穂高8421

森林を「育て、使う。」という営みによって支えられてきた日本の暮らし。

木材は循環再生可能な資源です。林友ハウス工業株式会社は、培った技術を
活かし信州カラマツ材・県産材アカマツ材を使った製品作りを

行っております。

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

外壁カラマツT&Tパネル
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３ 施工事例・商品写真

• 信州カラマツを使用した天然無垢板の外壁材

• 高冷地で育ったカラマツを使用することにより強度と

耐候性を発揮

• 木表と木裏を交互に使用する特殊な加工・施工方法により

反りの問題を低減



会社名：株式会社テオリアランバーテック
所在地：長野県松本市笹賀7189-2 TEL：0263-86-3486

『木を活かすプロフェッショナル』として長寿命・高耐久な木材を提案します。

自社工場で加圧注入処理された＜テオリアウッド＞は、公共施設から一般住宅のエク
ステリア材として幅広く採用いただいています。
JAS性能区分K4（通常よりはげしい腐朽・蟻害のおそれのある条件下で高度の耐久性の
期待できるもの）の＜テオリアウッド＞は、信州から始まり遠く北海道や福岡県など
でもお庭を優しく彩っています。

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

【信州の杉を使用】

・外構用木製タイル『ＭＵＫＵタイル クロスタイプ』
ランニングボンド・ヘリンボーン施工が可能。

・外構用木製タイル『ＭＵＫＵタイル ストレートタイプ』
インターロッキングブロックと同様の曲げ強度試験を行い
駐車場利用も可能。
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３ 施工事例・商品写真

JR松本駅前広場
商品名：MUKUタイル（クロス）

上高地INFORMATIONセンター
商品名：MUKUタイル（クロス）

信州大学附属松本小学校
商品名：MUKUタイル（ストレート）

一般住宅外構（長野県）
商品名：MUKUタイル（クロス）

一般住宅外構（茨城県）
商品名：MUKUタイル（ストレート）

一般住宅外構（長野県）
商品名：MUKUタイル（ストレート）



会社名：社会福祉法人 アンサンブル会
法人本部所在地：長野県下伊那郡松川町元大島1339－1 （他拠点 伊那市、駒ケ根市）

私たちが目指すものは、知的障害のある方の社会参加と自立です。
当法人は平成13年11月に設立され、翌年通所授産施設「ワーキングスタジオアンサン
ブル」（定員20名）が松川町に誕生しました。もともと障害のある子を授かった親の
取組は令和元年度現在180名規模になりました。市場で評価される様々な自主製品を生
産販売しています。これらは労働を通した社会参加であり、重度の障害がある方も参
加できるように工夫することが私たちの就労支援です。
アンサンブル会ホームページ：https://ws-ensemble.com/

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

・長野県のひのきの間伐材を利用した【ひのき畳床】
・【ひのき畳床】を生かした畳ベッドや畳スツールなど木工製品

【PR】ひのき畳床は平成26年度間伐材コンクール「製品づくり部門」林野
庁長官賞を受賞。2015年にはウッドデザイン賞を受賞しました。
特許取得：特許番号【特開2015-110880】
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３ 施工事例商品写真



会社名：モカウッドジャパン株式会社
所在地：長野県塩尻市広丘高出1881

カラマツはねじれる → ねじれません！
アカマツは腐りやすい → 腐りません！

長野県ならではの樹種を独自の熱処理技術で
「腐らない」「反らない」「塗装がいらない」木材に。

２ 主な商品

１ 会社ＰＲ

○ノンケミカル ゼロ酸素の熱処理木材『Moca Wood（モカウッド）』
・カラマツ
15×144×4000（2000） 本実羽目板
15×150×4000（2000） スクエア

・アカマツ
30×140×2000 デッキ材
25×30（60）×2000 ルーバー材

○ACQ加圧注入材（スギ、デッキ下地等用）
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３ 施工事例・商品写真

施設名：マツモトサトヤマドアーズ
商品名：アカマツ外壁材3種（特注品）

写真③

施設名：長野市一般住宅
商品名：カラマツ外壁材

施設名：南房総市某企業保養施設
商品名：カラマツ外壁材

施設名：松本市一般住宅
商品名：アカマツデッキ材

施設名：長野市一般住宅
商品名：アカマツデッキ材

（1年経過後）

施設名：飯田市一般住宅
商品名：アカマツルーバー材
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